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 5/1から「令和元年」。どちら様も、おめでとうございます。平成は、平静の意味もあったよう
に聞きますが、どちらかといえば動乱、混乱の時代だったかなと思いますね。今後は、どちら
のご令室、ご令嬢、ご令息、ご令孫など皆が和むような世代になればと祈念いたします。 
 
 さて、健康食品の世界でも、すべての栄養素が一つに和した、完全（マルチ）栄養食が話題
になっております。 

 必要な栄養素全て、パスタや蕎麦に練り込
んで、必要量が摂取できる商品のようです。 
 
 ビタミンやアミノ酸は、薬品成分的に言えば、
正直、マズイし臭い、難があるものですから、
それを食べられるようにコーティングしなきゃ
到底、商品にはならない筈。いろいろ苦労し
たんだろうなと想像します。 

 一方で、世の中には、「食べるだけで痩せる」と
か「飲むだけで痩せた」とか、怪しさ満載の健康食
品ばっかりなので、困ってしまいますね。 
 消費者庁のお墨付きである「特定保健用食品」
いわゆるトクホなども、大大的に宣伝してますが、
データはメチャクチャなものが多いです。 

 そういう意味では、平成の中期以降から「タニタ社員食堂」などが脚光を浴び始めたのは、
「普通の食事に気を使うことが大切」という、本来、すごく普通の、まともな、当たり前のことに、
やっと目覚めたのかなという感じでしたよね。 

 さて、今回の完全（マルチ）栄養食も、個人的にはあまり好きなジャンルではないですが、
少なくとも「カロリーゼロ」だのという極めて奇妙な食品が跋扈する世界からは、少し離れま
した。 こういう商品から、「栄養とは何か」ということを考え、普段の食事を見直す契機にな
れば、健康な人も増える…みたいなことを期待したいですね。…ムリかな。 

 ヒトは努力やキツイことは嫌いですから、安易に流れて「これだけ食べればいい」みたいな 

  変なメッセージ
にならないよう
祈りたいと思い
ます。 
 
しかし、世の中
には「ヒトは努力
を続けない」こと
を逆手に取った、
こんな商品も出
てますから、商
売人は大したも
んですね。 
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１．医薬品等広告規制の現状  
近年，医療用医薬品において，看過できない虚偽・誇大広告の違反が行われ，医療現場だけ
なく社会全体に大きな衝撃を与えることとなった。 
①これらの事件を受けた動き 
 ・日本製薬工業協会（製薬協）の動き 
   平成27年９月 「医療用医薬品広告作成要領」を全面改訂 
   社外第三者による広告審査体制の導入 
 ・厚生労働省の動き 
    平成26年４月厚生労働省に「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」が立ち上
げられるとともに，医療用医薬品の広告適正化につき厚生労働科学研究班より平成26年11
月に「医療用医薬品の広告の在り方の見直しに関する提言」が公表 
②医療用医薬品の広告活動監視モニター事業 
 研究班の提言に基づき，平成28年度より「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」を
実施している。 

医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン 

ア．証拠が残りにくい事例（66，67，68条共通） 
   広告活動に通常使用される資材は適正であるものの，証拠の残りにくい口頭説明やＭ
Ｒのモバイルパソコンの映像のみで不適切な説明を行う事例が，広告活動監視モニターか
ら多数報告されている。 

【具体例】 
 口頭による個別説明，ＭＲのモバイルパソコンの映像のみを使用した説明，製品説明会に
おけるスライド説明 等 
【課 題】 
 違反事例に対する指導を行うためには証拠を含めた事実確認が必要となるため，行政によ
る対応と併せて，事業者による発生防止のためのさらなる取組みが求められる 

２．医薬品等広告規制の課題  
 「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」を通して，広告規制における課題が改めて
認識された。 

イ．明確な虚偽誇大とまでは言えないが，不適正使用を助長すると考えられる事例（66条） 
   我が国でも業界ごとに自主的な行動規範を定めていたにも関わらず，広告活動監視モ
ニターにおいて不適切な事例がでてきている。 

【課 題】 
 このような不適切事案により，医療関係者の適正使用の判断に悪影響を与えるおそれがあ
ることから， 行政による対応と併せて，事業者による発生防止のためのさらなる取組みが求
められる。 

ウ．広告該当性の判断が難しい事例（66，67，68条共通） 
   アフィリエイト広告（成果報酬型広告）をはじめとして，広告該当性の判断が難しい手法
が増加している。 

【具体例】 
 口頭による個別説明，研究論文，記事態広告，アフィリエイト広告，疾患啓発広告等 



3 

エ．医療関係者，患者への情報提供の確保 
   未承認薬，適応外薬の広告は薬機法68条において禁止されているが，未承認薬の使
用が特定の患者に必要な場合，企業からの文献等の提供が広告には該当しない場合もあ
ることから，その場合の適切な情報提供のあり方を検討する余地がある。 

３．医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン 
 これらの広告規制における課題に対応するため，平成30年に「医療用医薬品の販売情報提
供活動に関するガイドラインについて」（平成30年９月25日付け薬生発0925第１号厚生労働省
医薬・生活衛生局長通知）の策定を行った。 
①目的： 
 医療用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を適正化する
ことにより，適正使用を確保し，もって保健衛生の向上を図ること。 
②適用範囲等： 
○  医薬品製造販売業者，その委託先・提携先企業及び医薬品卸売販売業者が行う販売情
報提供活動が対象。 
○  「販売情報提供活動」とは，能動的・受動的を問わず，特定の医療用医薬品の名称又は
有効性・安全性の認知の向上等による販売促進を期待して，情報を提供すること。 
○  「販売情報提供活動の資材等」とは，当該活動に使用される資料及び情報をいい，口頭
による説明，パソコン上の映像，電磁的に提供されるもの等，その提供方法，媒体を問わな
い。 
○  医薬情報担当者（MR），メディカル・サイエンス・リエゾン（MSL）その他の名称やその所属 
部門にかかわらず，雇用する全ての者等に対し適用。 
③基本的考え方： 
○販売情報提供活動の原則 
④医薬品製造販売業者等の責務： 
○経営陣の責務   
○社内体制の整備 
○販売情報提供活動の資材等の適切性の確保 
○販売情報提供活動に関する評価や教育等 
○モニタリング等の監督指導の実施 
○手順書・記録の作成・管理 
○不適切な販売情報提供活動への対応 
○苦情処理 等 
⑤販売情報提供活動の担当者の責務： 
○自己研鑽の努力 
○不適切な販売情報提供活動の資材等の使用禁止 等 
⑥その他： 
○関連団体における対応 
○未承認薬・適応外薬等に関する情報提供 
○医薬品卸売販売業者に関する特例 
○医薬関係者の責務 等 

【課 題】 
 上記の各事例についても，企業側の関与が確認できれば，広告該当性の３要件を満たすこ
ととなるが，その際の企業の関与が容易に確認しにくい。 
 また，広告に該当しないものの，不適正使用につながるような情報提供活動についても，行
政の対応と併せて，事業者による発生防止のためのさらなる取組みが求められる。 

【課 題】 
 医療上の必要性から，医師等の医薬関係者，患者が海外における適応外使用に係る参考
文献の提供を企業側に要求するケースがあることから，米国のガイドラインを参考にしながら，
我が国での適応外使用に関する情報提供ガイドラインの整備に向けた検討を行う必要があ
る。 

⑦適用日： 
○平成31年４月１日 
○第２及び監督部門に関連する事項は，
同年10月１日 
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平成29年10月，欧州EMAにて「医薬品添加剤の表示及びPackage leaflet（PL）に関するガイド
ライン」が改訂され，添加剤としてソルビトール又は果糖を含有する静注製剤の遺伝性果糖
不耐症（HFI）患者への使用が禁忌とされました。本邦のソルビトール又は果糖を有効成分と
して含有する静注製剤の添付文書においては，全品目でHFI患者を禁忌に設定しているとこ
ろです。今般，当該措置報告を受け，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）にお
いて，ソルビトール又は果糖を添加剤として含有する静注製剤の添付文書改訂の必要性に
ついて検討し，専門委員の意見も踏まえた調査の結果，以下の点から，HFI患者に関する記
載が必要と判断されました。 
 ・  ソルビトール又は果糖を含有する静注製剤のHFI患者への投与は，低血糖，肝障害，腎
障害等のリスクに加え，致死的な転帰に至る可能性があること。 
 ・  実際にHFI患者と気付かずソルビトール又は果糖を含む輸液や注射剤が投与され，死
亡に至った事例があること。 
 ・ HFI患者に対するソルビトール又は果糖の投与のリスクに民族的差異は想定しえないこ
と。 
 ・  添加剤としてソルビトール又は果糖を含有する静注製剤において，HFIに関連し重篤な
転帰に至った事例は確認できないこと。 
 これを受け，厚生労働省では，平成31年３月19日に添加剤としてソルビトール又は果糖を含
有する静注製剤について，添付文書の慎重投与の項に以下の内容を追記する指示通知を発
出しました。 

添加剤としてソルビトール又は果糖を含有する静注製剤の 
遺伝性果糖不耐症患者への使用に係る添付文書改訂について 

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトール※が体内で代謝されて生成した
果糖が正常に代謝されず，低血糖，肝不全，腎不全等が誘発されるおそれがある。〕 
※「D-ソルビトール」について，現行の添付文書に「ソルビトール」の記載がある品目は，
「ソルビトール」とする。 

添加剤としてソルビトールを含有する静注製剤 

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤果糖が正常に代謝されず，低血糖，肝不全，腎
不全等が誘発されるおそれがある。〕 

HFIの推定患者数は，欧米白人での患者頻度が２～３万人に１人，日本人では1990年までに
３家系５例が報告された以後，文献的な報告はないとされており，非常にまれな疾患となりま
す。次ページ以降で，茨城県立中央病院小児科 鴨田知博先生にHFIの疾患の概要につい
て解説いただいております。HFIの病態等についてご理解のうえ，引き続き，ソルビトール又は
果糖を含有する静注製剤の適正使用にご協力をお願いいたします。 
（参考情報） 
添加剤としてソルビトール又は果糖を含有する静注製剤の「使用上の注意」の改訂について
（薬生安発0319第２号 平成31年３月19日付） 

添加剤として果糖を含有する静注製剤 
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クエチアピン錠 

（セロクエル錠・細粒） 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこ
と。 

タケキャブ錠 

ボノプラザンフマル酸塩 

２３２ 消化性潰瘍用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

ヒルトニン注、サンリズム注射液、タンボコール静注 

ワソラン静注、ニカルジピン塩酸塩注射液 

ニトロール注、アルガトロバン注、リンデロン注、ケイツーN静注 

ネオパレン輸液、フルカリック輸液、 

カルバゾクロムスルホン酸Na静注、フィルグラスチムBS注 

イリノテカン塩酸塩点滴静注液、ヘブスブリンIH静注、 

テタノブリンIH静注、LH-RH注射液「タナベ」 

添加物に果糖を含む製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝されて生成し
た果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発されるおそれがあ
る。〕 

ランマーク皮下注 

デノスマブ 

４２４ 抗腫瘍性植物成分製剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重大な副作用］ 追
記 

治療中止後の高カルシウム血症： 

骨巨細胞腫患者において、本剤治療中止後、高カルシウム血症があらわれることが
ある。 

治療中止後の多発性椎体骨折： 

本剤治療中止後、多発性椎体骨折があらわれることがある。 

タミフル、ゾフルーザ錠 ６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注
意］ 追記 
 
併用注意］ 新設 

出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐 

血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には医師に連絡するよう 

説明すること。 

ワルファリン 
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【新規仮採用申請薬】 

ミルセラ注シリンジ１２．５μｇ（ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀﾍﾟｺﾞﾙ：中外）3504円  

【効】腎性貧血 

【用】初回用量：通常、成人１回50μgを２週に１回静脈内投与。 

   維持用量：貧血改善効果が得られたら、１回25〜250μgを４週に１回静脈内投与。 

   適宜増減するが、最高投与量は、１回250μg。ほか、切り替え用法等の規定あり。 

【持参薬関連を含む緊急購入申請】 

ラジカット注３０ｍｇ ２０ｍＬ（エダラボン：田辺三菱）4353円  

【効】1：脳梗塞急性期に伴う神経症候，日常生活動作障害，機能障害の改善 

   2：筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制 

【用】ALSの場合：成人に1回2管を希釈し，60分かけて1日1回点滴静注。本剤投与期と休
薬期を組み合わせ28日間を1クールとし，これを繰り返す．他、添付文書参照。 

ビムパット点滴静注２００ｍｇ２０ｍＬ（ラコサミド：第一三共）4252円  

【効】一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するラコサミド経口製
剤の代替療法：てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む） 

【用】ラコサミドの経口投与から本剤に切り替える場合：通常、ラコサミド経口投与と同じ1日
用量及び投与回数にて、1回量を30分から60分かけて点滴静脈内投与。 

   他、添付文書参照。 

【新規院外処方申請】 

グーフィス錠５ｍｇ（エロビキシバット：持田）105.8円  

【効】慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く) 

【用】通常、10mgを1日1回食前に経口投与。適宜増減、最高用量は1日15mg。 

ネキシウム懸濁用顆粒分包10ｍｇ、20mg（エソメプラゾール：ｱｽﾄﾗ）80.6、140.3円  

【効】胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎…等、添付文書参照 

【用】成人には1回20mgを用時水で懸濁して1日1回経口投与…等、添付文書参照 

レルミナ錠４０ｍｇ（レルゴリクス：あすか）905.7円  

【効】子宮筋腫に基づく下記諸症状の改善；過多月経、下腹痛、腰痛、貧血 

【用】成人40mgを1日1回食前に経口投与。初回投与は月経周期1〜5日目に行う。 

【後発品提案・削除提案薬】 

アローゼン顆粒（7.2円/ｇ）→  ピムロ顆粒0.5ｇ包（本草）（6.2円/ｇ） 

ダイアート錠６０ｍｇ（29円）→アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」（16円） 

メネシット配合錠１００（26.5円）→パーキストン配合錠Ｌ１００（小林）（10.6円） 

ユベラＮカプセル１００ｍｇ（5.8円）→ﾄｺﾌｪﾛｰﾙニコチン酸ｴｽﾃﾙカプセル１００ｍｇ「ﾄｰﾜ」（5.4円） 

ハーセプチン注射用６０、120（19547、45512円）並行採用する形で後発品も入れる↓ 

       トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ、120ｍｇ「ＮＫ」（13683、31858円）ただし↓ 

サーカネッテン、製造終了。削除。                （適応用法の合う症例を選んで使用） 

チロナミン錠5μｇ（甲状腺機能低下症他）：2016年より不動。一旦削除。要時緊急購入扱いへ 

 


