
スタンダード薬学シリーズⅡ 

第 6巻 医療薬学 Ⅴ．薬物治療に役立つ情報 

第 1 版 第 1, 2刷  補遺・正誤 （2021 年 2 月現在） 

Ⅰ．補 遺：以下の法令などの変更，時間経過に伴うウエブサイトの改訂・統計データの更新・新薬の 

追加などに伴い，本書中の記述の一部を変更いたします． 

 

● 医療用医薬品の添付文書等の記載要領の改訂（2017 年 6 月） 

● インタビューフォーム記載要領の改訂（2019 年 12 月） 

● 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律 

（医薬品医療機器等法）の改正（2019 年 12 月） 

● 薬剤師法の改正（2019 年 12 月） 

 

なお，最新の法令については，厚生労働省のホームページなどで常にご確認ください． 

 

 

 

変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 1 p.3 上より 21 行目

に右記を追加 

とにもなる. また, 承認されていない用法・用量で用いることは適応外使用となる．  

SBO 2 p.5 上より 19～24

行目を右記に変更 

験研究および薬剤管理指導などの薬剤業務を支えるのが 医薬品情報業務である． 

医薬品情報管理室は DI 室ともよばれている．1993 年に日本病院薬剤師会が策定 

した“病院における医薬品情報管理の業務基準”が 2018 年に改定され，“医薬品 

情報業務の進め方 2018” として発出された．医薬品情報業務（DI 業務）の目的 

は， “医師，歯科医師，薬剤師，看護師その他の医療従事者ならびに患者への医 

薬品情報の提供を通じ，良質かつ適正な薬物療法の発展を図り，医療の向上と効 

率化に寄与すること”である．この目的遂行に必要な事項として， 

 p.7 上より 20～21

行目を右記に変更 

うな体制をとっている．2018 年 9 月に“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” が発出され，広告または広告に類する行為の適正化が図ら 

れ，MR の活動に大きな変化がもたらされた．消費者向けにはくすり相談窓口な 

どを設け，医薬品情報の提供をしている． 

SBO 3 p.9 上より 9～13

行目を右記に変更 

円～1 千億円以上の費用を要するとされている．また，過去の研究過程（2014～ 

2018 年度の 5 年間）において合成された約 60 万の化合物（低分子）のうち，後 

の非臨床試験の実施に移行したものは 150 であり，このうちさらに臨床試験段階 

に進み，最終的に承認を取得したものは 26 であった． 累積成功率はおよそ 2 万 

2 千分の 1 となる（表 3・1） 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 3 p.9 表 3・1 を右記

に差替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBO 4 p.15 表 4・2 を下記に差替え〔改正 GPSP 省令に対応（2017 年 10 月改正）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p.15 下より 1 行目

～p.16 上より 4 行

目を右記に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者が市販後に行う調査・試験として，使用成績調査，製造販売後データベース 

調査，製造販売後臨床試験が規定されており，これらはまとめて製造販売後調査 

等とよばれる（表 4・2）． 研究デザイン＊で分類すると，使用成績調査は観察研 

究，製造販売後臨床試験は介入研究にあたる． 

 使用成績調査は，対象医薬品を使用する患者の条件を定めるか否か，対象医薬 

品を使用する患者のみでなく使用しない患者の情報も集めるか否かによって，一 

般使用成績調査，特定使用成績調査，使用成績比較調査の三つのタイプに分けら 

れる．また，製造販売後データベース調査では，通常診療下で得られる情報を， 

医療機関から直接取得するのではなく，電子カルテなどの医療情報を体系的に構 

成した医療情報データベースから取得して調査が行われる． 

 一般使用成績調査，製造販売後臨床試験のデザイン例を図 4・1 に示す． 

 

 p.16 図 4・1（a）

の題名 

（a）使用成績調査のデザイン例 → （a）一般使用成績調査のデザイン例 

 

 p.16 上より 5 行目 

 

 

使用成績調査 → 製造販売後調査等 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 5 p.18 上より 7 行目 

 
5・2 製造販売後調査（PMS）制度 → 5・2 製造販売後調査 

 p.18 上より 11行目

に右記を追加 

 

ている*2．（ただし，市販直後調査は PMS 制度には含まない．） 

 p.18 上より 16行目 市販直後調査制度 → 市販直後調査 

 p.19 上より 11行目

を右記に変更 

用報告を行う制度も実施されている． 

 p.19 下より 6～4行

目を右記に変更 

律に規定されていないが，医薬品によって生じた副作用について，PMDA が患 

者本人または患者の家族から，直接，インターネットで受付けている． 

 p.20 図 5・2 中央下

側の枠内 

 

・特定使用成績調査 → ・製造販売後データベー 
ス調査 

 p.21 上より 22～26

行目を右記に変更 
5・3・2 薬剤師による情報提供 

 薬剤師は，薬剤師法第25 条の2 第 1 項の規定に基づき，調剤した薬剤の適正 

な使用のため，販売または授与の目的で調剤したときは，患者または現にその看 

護に当たっている者に対し，必要な情報を提供し，および必要な薬学的知見に基 

づく指導を行わなければならない． 

 調剤したときに限らず，薬剤師法第25 条の2 第2 項の規定に基づき，薬剤師 

は，調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には，患者の当該 

薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに，患者または現にその看 

護にあたっている者に対し，必要な情報を提供し，必要な薬学的知見に基づく指 

導を行わなければならない． 

さらに，医薬品医療機器等法第1条の5第2項の規定に基づき，薬局において  

調剤または医薬品の販売に従事する薬剤師は，医薬品の適切かつ効率的な提供に 

資するため，医療を受ける者の医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設に 

おいて診療・調剤に従事する医師・薬剤師に提供することにより，医療提供施設 

相互間の業務の連携の推進に努めなければならないとされている． 

 p.21下より4行目に

右記を追加 

 

 

調剤された薬剤の情報提供および指導は対面で行うこととされているが，医薬 

品医療機器等法第 9 条の 3 の改正（2020 年 9 月施行）により，① 処方医がオン 

ライン診療を行った際に交付した処方箋および ② 処方医が訪問診療を行った際 

に交付した処方箋については，薬剤師が対象とする患者に対して日頃から継続し 

て対面による服薬指導を行うなど，当該患者の服薬状況などを一元的・継続的に 

把握し，当該患者との信頼関係が築かれているなどの条件を満たす場合には，映 

像および音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが 

可能な方法による服薬指導（オンライン服薬指導）が可能である． 

 p.22 上より 1～3 行

を右記に差替え 

 

 

5・3・4 添付文書（注意事項等情報） 

医療用医薬品については，医薬品医療機器等法第 52 条の改正（2021 年 8 月施 

行）に基づき，製造販売業者は，用法・用量，使用上の注意など（注意事項等情 

報）をウエブサイトで公表し，それにアクセスするために必要な番号・記号その 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 5 p.22 上より 1～3 行

を右記に差替え 

（つづき） 

 

 

 

他の符号が，その容器・被包に記載されていなければならない．さらに，製造販 

売業者は，医薬品を購入する者に対して注意事項等情報の提供を行うために必要 

な体制を整備しなければならない（医薬品医療機器等法第 68 条の 2 の 2）． 

要指導医薬品および一般用医薬品は，従来どおり添付文書またはその容器・被 

包に，用法・用量，使用上の注意等が記載されていなければならない． 

 p.22 上より 10～12 

行を右記に差替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，2022 年 12 月から，医薬品医療機器等法第 68 条の 2 の 5 に基づき， 

製造販売業者は，医薬品を特定するためのバーコードを容器に表示しなければな 

らない． 

 医薬品の広告については，医薬品医療機器等法第 66 条に基づき虚偽・誇大広 

告および同法第 68 条に基づき承認前の医薬品の効能・効果などの広告が禁止さ 

れているほか，同法第 67 条に基づき抗がん剤などの特殊疾病用医薬品の医薬関 

係者以外の一般人を対象とする広告が制限されている．厚生労働大臣・都道府県 

知事は，医薬品医療機器等法第 72 条の 5 に基づき，虚偽・誇大広告の禁止規定 

の違反者及び承認前医薬品の広告の禁止規定の違反者に対して，その行為の中止 

命令に加え，再発防止のための措置命令を発出することができる． 

 医療用医薬品の販売情報提供活動における広告または広告に類する行為を適正 

化するために“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”が定め 

られている． 

SBO 7 p.26 表 7・1 を下記に差替え 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 7 p.27 図 7・1 を右記

に差替え 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p.27 上より 8 行目

に右記を追加 

 

ベース．ヨーロッパの文献を中心に収録している．現在は MEDLINE を同時検 

索できるシステムになっている． 

 p.27 下より 8 行目 

～p.28 上より 18行 

目 

④ TOXILINEⓇ， ⑤ CDSR を削除します（⑤は p.28 “7・2・1 三次資料データベース”

の最初に移動，次項参照）．それに伴い，⑥～⑨の番号を 2 つ繰上げます． 

 

 p.28 上より 21 行 

目に右記を追加 

● CDSR： コクラン共同計画＊1 の成果であるシステマティックレビュー＊2 を 

中心としたデータベースの一つ．各種疾患の治療や診断についてのシステマ  

ティックレビューを収録．発表後 1 年を経過したものは無料で公開．（1 文削 

除）検索システムのコクランライブラリーからは，ランダム化比較試験や比較 

臨床試験（非ランダム化）を収録した CENTRAL なども検索できる． 

 p.28 上より 21 行 

目 
Truven Health Analytics, Inc, → IBM, 

 p.29 下より 7～5行

目 

“Physicians' Desk Reference”の項を削除します． 

 p.30 下より 5～4行

目を右記に変更 

データベース． 医薬品の乳汁移行に関する評価情報を定型のモノグラフで閲覧 

できる． 

 p.32 例題 7・1 

 

 

3 の文と選択肢③を削除し，番号を繰上げます． 

解答は，1．③，2．①，3．④，4．②，5．⑤ となります． 

SBO 8 p.35 上より 11～13

行を右記に差替え 

（医薬品医療機器

等法 52 条，68 条

の改正による) 

  a．医薬品添付文書（注意事項等情報）  医薬品医療機器等法に基づき，製 

薬企業が医薬品に関する最新の論文などにより得られた知見に基づき作成した， 

用法・用量，使用上の注意等の情報である．医療用医薬品では，ウエブサイトで 

公表された添付文書情報（注意事項等情報）にアクセスするために必要な番号・ 

記号が，医薬品の容器・被包に記載されていなければならない．要指導医薬品お 

よび一般用医薬品では，用法・用量，使用上の注意等が記載された文書（添付文 

書）が，通常，医薬品の箱に同梱されている． 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 9 p.37～38 を差替え 

 

医薬品医療機器等法 52 条，68 条の改正により，本補遺 p.11～12 に差替えます．   

SBO 10 p.39 ～ 44 の例題

10・1 までを差替え 

 

医療用医薬品の添付文書等の記載要領の改訂（最終改正 2020 年 8 月）により，本補遺 

p.13～20 に差替えます． 

 p.47 上より 2 行目 

 

第 51 条 → 第 50 条 

SBO 11 p.48～54 を差替え 

 

 

インタビューフォーム（IF）記載要領の改訂（2019 年 12 月）により，本補遺 p.21～28 に 

差替えます． 

SBO 12 p.59 下より 10～3 

行を右記に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 副作用情報の確認には，まず，添付文書を用いる．副作用情報は頻繁に改訂さ 

れるため，常に最新の添付文書を参照するように注意する．“副作用”の項には， 

“重大な副作用”の記載がある．重大な副作用とは，副作用の転帰や重篤性を考 

慮し，特に注意を要するものである．ラミクタール® 錠には皮膚障害に関連する 

重大な副作用として，中毒性表皮壊死融解症（頻度不明）および皮膚粘膜眼症候 

群（スティーブンス・ジョンソン症候群，0.5％），薬剤性過敏症症候群（頻度不 

明）が記載されている．また，その他の副作用として発疹が 5％ 以上で発現して 

いることが確認できる．また，“臨床成績” には，承認を受けた効能効果の根拠 

および用法用量の根拠となる主要な臨床試験の結果として，“有効性及び安全性 

に関する試験”が設定されている．ラミクタール® 錠のこの項目には，各種てん 

かんの単剤療法に用いた場合，他の抗てんかん薬との併用療法に用いた場合，双 

極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制に用いた場合のおもな副作用 

発現例数と発現頻度が記載されており，参考にできる．さらに，ラミクタール®  

 

 p.60 上より 24～26

行目を右記に変更 

 

 

 

作用による死亡例が 16 例報告され安全性速報（ブルーレター）が発出されてい 

ます．承認用量より高い用量が投与された場合に皮膚障害の発現率が高くなりま 

すので，再度用法・用量をご確認ください”と回答する． 

 p.60 下より 5 行目 

 

 

MEDLINE → PubMedⓇ 

 p.60 下より 2～1 行

目を右記に変更 

 

 

関する情報は，添付文書中の“相互作用”の項目に，“併用禁忌”，“併用注意”に 

分けて記載されている． 

SBO 13 p.65～71 を差替え 

 

 

PubMedⓇ ウエブサイトの更新により，本補遺 p.29～35 に差替えます． 

SBO 15 p.80 欄外を右記に

変更 
* 日本糖尿病学会 編・ 

著，“糖尿病治療ガイド 

2020-2021”，p.33，文 

光堂（2020）を参照． 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 30 p.151 上より 9 行目

に右記を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30・7 傾向スコア解析 

 ランダム化比較試験などの介入試験とは異なり，観察研究では交絡などのバイ 

アスにより，結果が歪められることが多い．そのため，観察研究では治療群と対 

照群を比較する場合には交絡因子の調整が最大の課題となる．この調整方法の一 

つとして，傾向スコア解析が用いられている．傾向スコア解析とは，潜在的な交 

絡要因となる複数の共変量を，一つの数値にスコア化（傾向スコア； PS）する 

ことによって，背景因子が類似した集団をつくり比較する方法である．一般に傾 

向スコアにはロジスティック回帰分析などで求めた予測確率（＝傾向スコア）が 

用いられる．この確率は，共変量が与えられた条件下で，その人が治療群（ある 

いは対照群）に属する条件付き確率（特定の治療法の受けやすさ）である．傾向 

スコアを基準として，交絡因子の影響が除去されるマッチング，層別解析，回帰 

分析などの解析が容易になる． 

 傾向スコア解析での留意事項として，PS モデルに含まれていない変数，すなわ 

ち測定されていない交絡因子によるバイアスの調整は不可能であること，また， 

治療群，対照群の 2 群で重要な変数の分布のバランスをとって PS モデルを作成 

しているので，コモンサポート（治療群，対照群ともにデータに含まれる PS の 

範囲）外の人は解析対象から除外されるため，これらの人は検討できていないこ 

とがある．そのため，傾向スコアによるマッチングを利用した際，マッチングで 

きなかった人が多い場合は，最終的に多くの人を除外した解析結果となる． 

 傾向スコアの活用法として， 

 ① ロジスティック回帰やコックス回帰などの説明変数として用いる 

 ② 傾向スコアの大きさで層に分け，層別での差を検討する 

 ③ 傾向スコアでマッチングする 

などがある． 

SBO 37 p.176 上より 12 行

目に右記を追加 

試験の結果を一包化調剤の安定性に読み替えて評価できるか検討する． なお， 

インタビューフォーム記載要領 2018（2019 年更新版）に準拠した医薬品インタ 

ビューフォームの中には，“XIII．備考”に参考情報として，経口剤の粉砕に関す 

る情報，崩壊・懸濁性および経管投与チューブの通過性に関する情報が記載され 

ているものがある．粉砕，崩壊，懸濁性に関する情報は，公的な試験法が定めら 

れておらず，記載するか否かは各製薬企業の判断に委ねられている．臨床判断に 

際して，参考にすることもできるが，示された成績が公的に認められたものでな 

いことに留意し，自ら情報の品質を評価して利用する必要がある．注射剤に 

 

SBO 39 p.190 設例 39・2 を

右記に変更 

 

 

 

 

 

 

・設例 39・2 上より 2～4 行目 

より異なっている．2020 年現在，6 歳未満は 2 割，70 歳未満は 3 割，70～74 歳 

は 2 割，75 歳以上は 1 割（70 歳以上の現役並み所得者は 3 割）となっている． 

下記の例の場合，先発医薬品から後発医薬品に変更した場合の患者負担に関する 

経済効果を評価する． 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 39 p.190 設例 39・2 を

右記に変更（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

・患者の経済効果 上より 3～4 行目 

＝［250 円－(250 円×0.5)］× 2 錠× 30 日× 0.3 

＝ 2,250 円 

・医療費全体への経済効果 上より 3～4 行目 

＝［250 円－(250 円×0.5)］× 2 錠× 30 日 

＝ 7,500 円 

SBO 40 p.194 最後の行に

右記を追加 

 

 

 

 

保険薬剤師は，調剤（販売）時のみならず，必要に応じて，患者の服薬状況や 

体調変化などを継続的に確認し，服薬指導を行うことが医薬品医療機器等法の改 

正（第 9 条の 3 第 5，6 項，第 36 条の 4 第 5 項）および薬剤師法の改正（第 25 

条の 2 第 2 項）で義務づけられた（2020 年 9 月 1 日施行）． 

SBO 41 p.199 上より 4 行目

に右記を追加 

 

 

 

 

 また，医薬品医療機器等法の改正に伴い第 1 条の 5 第 2 項が新設され（2020 

年 9 月 1 日施行），薬局薬剤師から患者の医薬品の使用に関する情報を他医療提 

供施設の医師などへ提供することも努力義務となった．薬剤師が，地域医療によ 

り積極的に関わることが期待される． 

SBO 45 p.209 欄外＊を右

記に変更 
* 厚生労働省では，下記 

のようなガイダンスおよび 

Q&A を示し，適切な取扱 

いに関する活動を支援して 

いる． 

・“医療・介護関係事業者に 

おける個人情報の適切な取 

扱いのためのガイダンス” 

および Q&A（事例集） 

https://www.mhlw.go.jp/ 

stf/seisakunitsuite/bunya/ 

0000027272.html 

 

SBO 46 p.214 上より 20～

25 行を右記に変更 

 

 

 

の変異検出が必要となる． これらの遺伝子検査は， EGFR，HER2 あるいは 

KRAS 遺伝子変異のように一部保険適用の取扱いが開始された．（コンパニオン 

診断に基づく薬物治療の詳細は SBO 58 参照．） 

SBO 47 p.216 表 47・1 に右

記を追加 

 

 

 

 

 

薬物代謝酵素，  基質となる薬物       副作用              備  考 

トﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ  

CYP2C9     シポニモド     不整脈        CYP2C9*3/*3 患者には投与禁忌 

CYP3A5     タクロリムス                        作用増強 

NUDT15     チオプリン製剤  白血球減少，全脱毛   

 p.218 上より 24 行

目に右記を追加 

近年，アジア人においてチオプリン製剤であるアザチオプリン服用後に発現す 

る骨髄抑制の重篤化に NUDT15＊2遺伝子多型が関連することが明らかにされた． 

生体内で酸化を受けたトリリン酸（チオプリン類活性化体）を脱リン酸（解毒） 

する NUDT15 酵素活性の低下症例における治療選択の補助の目的で，全血から 

抽出したゲノム DNA 中の NUDT15 遺伝子多型検査が保険適応となった． 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 47 p.218 上より 24 行

目に右記を追加 

（つづき） 

*2 NUDT15：Nudix  

hydrolase 15 

 

SBO 48 p.220 表 48・1 に右

記を追加 

 

 

 

 

 

 

薬物代謝酵素     わが国における                 薬 物       副作用など  

           遺伝子多型頻度†             

NUDT1         約 1％（欠損）          チオプリン製剤      白血球減少 

約 20％低下                         全脱毛 

CYP2C9    4～5％（*1/*3；活性低下），    シポニモド       不整脈        

0.1％以下（*3/*3） 

 p.220 下より 6～5

行を右記に変更 

 

 

薬物代謝酵素の遺伝子診断では，SBO 47・4 で述べた UGT1A1 と NUDT15 が健 

康保険適用となっている（詳しくは SBO 58 参照）． 

 p.220 下より 3行目

（48・2 の初め）に

右記を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48・2・1 チオプリン製剤の投与と NUDT15 遺伝子多型 

 難治性の炎症性腸疾患および急性リンパ性白血病などの患者であって，チオプ 

リン製剤の投与対象となる患者に対して，その投与の可否および投与量などを判 

断することを目的として全血から抽出したゲノム DNA 中の NUDT15 遺伝子多 

型が診断される．日本人の約 1％ に存在する Cys/Cys 型の場合，重篤な副作用 

（高度白血球減少，全脱毛）のリスクが非常に高いため，チオプリン製剤の使用 

を原則として回避する．日本人の約 20％ に存在する Arg/Cys の場合は，通常量 

の半分程度を目安とする低用量からの適応開始が提唱される． 

 p.220 下より 3行目 

 

 

48・2・1 → 48・2・2 

 p.221 上より 14～

23 行目を右記に変

更 

投与量（ランソプラゾール 60 mg/d，オメプラゾール 40 mg/d）は，いわば 

CYP2C19 の PM の患者にとっての最適投与量である．通常の代謝能力のある 

EM の患者には，プロトンポンプ阻害薬を増量する必要がある．CYP2C19 遺伝 

子多型検査に 

 

 p.221 下より 10 行

目 

 

48・2・2 → 48・2・3 

SBO 58 p.274 下より 6～5

行目を右記に変更 

 わが国におけるコンパニオン診断薬とその測定法について，表 58・2 にまとめ 

た＊3．2020 年 9 月 25 日現在，有効性の観点から医薬品の適応判定を目的として 

コンパニオン診断薬を用いる医薬品成分は 28 種類ある．また，安全性（重篤な 

副作用の発現回避）の観点からは，イリノテカン製剤投与時の UGT1A1 やチオ 

プリン製剤投与時の NUDT15 の遺伝子多型を検出する診断薬が保険適応となっ 

ている． 
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変更箇所 変 更 後（下線部は変更箇所） 

SBO 58 p.274 上より 15 行

目と欄外に右記を

追加 

断とは一線を画するものである*．現在では，コンパニオン診断が必要な新規医薬 

 

＊  がん遺伝子パネル検 

査： がん遺伝子変異のコン 

パニオン診断は，がん細胞 

の特定の遺伝子（たとえば 

KRAS 遺伝子）の変異を診 

断するものである．一方， 

近年普及してきた次世代 

シークエンサーによって高 

速に多数のがん遺伝子を同 

時解析することが可能と 

なってきた．これを“がん 

遺伝子パネル検査”とい 

う．まだ標準的な治療法が 

ないがんの場合に，多くの 

遺伝子変異を調査して有効 

な薬物療法を探索すると 

いった研究的側面をもつ． 

なお，一部のパネル検査に 

はコンパニオン診断機能を 

もつものもある． 

 

 

 

Ⅱ．正  誤 

変更箇所 変 更 前 変 更 後 

SBO 25 p.124 下より 2 行目 差の平均値  平均値の差 

 p.125上より11行目 p 値＜α（＝0.05）ならば，  p 値≧α（＝0.05）ならば， 

SBO 32 p.157 例題 32・1 上

より 3 行目 

新薬 A は臨床的に 新薬 B は臨床的に 

SBO 36 p.168 表 36・2 上よ

り 2 行目， 

p.168 下より 3 行目 

308 208 

 p.169 上より 2行目 

 

 

 

 

 

 

 

 

・率比＝ 
a/曝露群での𝑃𝑇

c/非曝露群での𝑃𝑇
 = 

7/308

61/684
 ＝0.25 

・絶対リスク減少  

＝ 
𝑐

非曝露群での𝑃𝑇
 － 

𝑎

曝露群での𝑃𝑇
  

  = 
61

684
 －

7

308
  = 0.067 

・率比＝ 
a/曝露群での𝑃𝑇

c/非曝露群での𝑃𝑇
 = 

7/208

61/684
 ＝0.38 

・絶対リスク減少  

＝ 
𝑐

非曝露群での𝑃𝑇
 － 

𝑎

曝露群での𝑃𝑇
  

= 
61

684
 －

7

208
  = 0.056 

 p.170 例題 36・1 上

から 1 行目 

図 36・2 図 36・3 

 p.171 例題 36・2 下

から 3 行目 

＝β2アゴニスト併用群での喘息憎悪発生割合 

－プラセボ群での喘息憎悪発生割合 

     

＝プラセボ群での喘息憎悪発生割合－ 

β2アゴニスト併用群での喘息憎悪発生割合 

章末問題

の解答 

p.285 右段上から 6

行目  

4． 5． 
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9・1　医療用医薬品の添付文書（注意事項等情報）の 
医薬品医療機器等法における位置づけ

　医療用医薬品の適用を受ける患者の安全を確保し適正使用を図るために，医
師，歯科医師，薬剤師等の医薬関係者に対して必要な情報を提供するため，医薬
品医療機器等法第 68 条の 2 に基づき，製造販売業者は，医療用医薬品の製造販
売をするときは，当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基
づき，用法，用量その他使用および取扱い上の必要な注意等をウエブサイトなど
により公表しなければならない＊（表 9・1）．

　従前，法律では，ウエブサイトなどにより公表される事項は，医療用医薬品に
添付する文書またはその容器・被包に記載することと規定され，通常，医薬品に
添付される文書に記載され，この文書は “添付文書” とよばれている．しかし，紙
媒体では頻繁な改訂に対応できないことや，紙資源の浪費抑制を目的として法改
正が行われ，添付文書は製品に添付する必要がなくなった．したがって，これを
定めていた法律条文の題名も “添付文書” から情報の内容を表現した “注意事項
等情報” と改訂された．今後，電子的な情報提供が主体となり呼称も “注意事項
等情報” とされるため，SBO 9では “注意事項等情報” と表記している．ただし，
他の SBO では記載情報は従来と変わらないことから，従来の呼称である “添付
文書” を用いている．
　医療用医薬品の容器・被包には，医薬品医療機器等法第 52 条に基づき，公表
された注意事項等情報にアクセスするために必要な番号，記号その他の符号が記
載されていなければならない．
　医療用医薬品の注意事項等情報はウエブサイトで公表され，それにアクセスす
るために必要な番号・記号が容器・被包に記載されているものの，医薬品医療機
器等法第 68 条の 2 の 2 に基づき，製造販売業者は，医薬品を購入する者に対し

本 SBO の記載内容は 2020
年 12月現在のものである．

＊　添付文書の記載項目に
ついては，SBO 10参照．

SBO 9 医薬品添付文書（医療用，一般用）の法的位置づけについて
説明できる．E3（1） ② 4

表 9・1　医薬品医療機器等法第 68条の 2に規定された医薬品の注意事項等情報

1． 用法，用量その他使用および取扱い上の必要な注意
2． 日本薬局方に収められている医薬品にあっては，日本薬局方において当該医薬品の
品質，有効性および安全性に関連する事項として公表するように定められた事項

3． 医薬品医療機器等法第 41条第 3項の規定によりその基準が定められた体外診断用医
薬品にあっては，その基準において当該体外診断用医薬品の品質，有効性および安
全性に関連する事項として公表するように定められた事項

4． 医薬品医療機器等法第 42条第 1項の規定によりその基準が定められた医薬品にあっ
ては，その基準において当該医薬品の品質，有効性および安全性に関連する事項と
して公表するように定められた事項

5． 上記 1～4までに掲げるもののほか，厚生労働省令で定める事項
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て注意事項等情報の提供を行うために必要な体制を整備しなければならないこと
とされている．
　製造販売業者は，医薬品医療機器等法第 68 条の 2 の 3 に基づき，医療用医薬
品の製造販売をするときのほか，注意事項等情報を変更しようとするときは，あ
らかじめ，注意事項等情報を PMDA に届け出なければならない．製造販売業者
は，注意事項等情報を PMDA に届け出たときは，直ちに，注意事項等情報をウ
エブサイトなどで公表しなければならないとされており，実際は，PMDA のウ
エブサイトで注意事項等情報が公表されている．

9・2　要指導医薬品・一般用医薬品の添付文書（注意事項等情報）の 
医薬品医療機器等法における位置づけ

　要指導医薬品および一般用医薬品は，医薬品の適正な使用を図り，安全を確保
するために，一般使用者に対して必要な情報を提供するため，医薬品医療機器等
法第 52 条に基づき，医療用医薬品と同様の注意事項等情報が，これに添付する
文書またはその容器・被包に記載されていなければならない＊．法律では，これ
らの事項は容器に記載することでも可とされているが，ドリンク剤などを除き，
通常，要指導医薬品・一般用医薬品に添付される文書（添付文書）に，効能・効
果，用法・用量，使用上の注意などが記載され，医薬品の箱に同梱されている．

　注意事項等情報がウエブサイトなどで公表されていない医療用医薬品，注意事
項等情報が添付文書またはその容器・被包に記載されていない要指導医薬品・一
般用医薬品は，医薬品医療機器等法第 55 条に基づき，販売してはならないとさ
れている．

例題 9・1　添付文書の記載事項を定めている法律はどれか．
1．医療法　　2．医師法　　3．薬剤師法　　4．医薬品医療機器等法
5．独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法
解　答　4．

＊　一般用医薬品は，添付
文書の記載事項の届出と
PMDA のホームページを
使用した公表が法律で義務
付けられていないが，実際
には，多くの一般用医薬品
の添付文書が PMDA の
ホームページに掲載されて
いる．
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10・1　医療用医薬品添付文書
　医療の進歩や高齢化，IT 技術の進歩など，医療を取巻く状況が大きく変化し
ていることから，添付文書等について，より理解しやすく活用しやすい内容にす
るため，新しい “医療用医薬品の添付文書等の記載要領” が定められた＊1，＊2

（2017年 6月改正，2019年 4月 1日運用）．おもな項目を図 10・1に示す．
　新記載要領の要点としては，① 旧局長通知＊3 に含まれる “原則禁忌” および
“慎重投与” の廃止，ならびに “特定の背景を有する患者に関する注意” の新設な
ど，添付文書等の項目・構造を見直したこと，② 項目の通し番号を設定し，“警
告” 以降のすべての項目に番号を付与し，該当がない場合は欠番とすること，③ 

添付文書等に記載されるべき内容について全体的な整理を行ったこと，である．
　医療用医薬品添付文書の記載項目のうち，おもな内容を以下に記す．
　作成又は改訂年月：作成または改訂の年月および版数を記載し，今回改訂箇所
に ＊＊，前回改訂箇所に＊を付記する．再審査結果または再評価の公表，効能・
効果の変更または用法・用量の変更に伴う改訂の場合は，その旨を併記する．
　日本標準商品分類番号：日本標準商品分類により中分類以下詳細分類まで記載
する．明らかに異なる効能・効果がある場合には，複数併記している．枠で囲ん
で添付文書等の右上隅に記載する．
　承認番号，販売開始年月：枠で囲んで記載する．承認を要しない医薬品につい
ては，承認番号に代えて許可番号を記載する．また，販売開始年月は，“販売開
始” と記載し，枠で囲んで “承認番号” に続けて記載する．
　貯法，有効期間：製剤が包装された状態での貯法および有効期間を製造販売承
認書に則り記載する．日本薬局方または医薬品医療機器等法第 42 条第 1 項の規
定に基づく基準（以下 “法定の基準” という）のなかで有効期間が定められたも
のは，その有効期間を記載する．
　薬効分類名：薬効または性質を正しく表すことのできる分類名を記載する．
　規制区分：毒薬，劇薬，麻薬，向精神薬，覚醒剤，覚醒剤原料，習慣性医薬品，
特例承認医薬品および処方箋医薬品の区分を記載する．
　名 称：承認を受けた販売名を記載し，販売名の英字表記がある場合は，併記
する．法定の基準が定められている医薬品は基準名を併せて記載し，それ以外の
医薬品で一般的名称がある場合には，その一般的名称を併記する．日本薬局方に
収められている医薬品は，日本薬局方で定められた名称を記載し，販売名がある
場合は併記する．
1．警 告 ＊4：致死的またはきわめて重篤かつ非可逆的な副作用が発現する場
合，または副作用が発現する結果きわめて重大な事故につながる可能性があっ
て，特に注意を喚起する必要がある場合に記載する．赤字・赤枠，ゴシック体で

本 SBO の記載内容は 2020
年 12月現在のものである．

＊1　2017年 6月 8日付
薬生発 0608 第 1 号厚生労
働省 医薬・生活衛生局長
通知 “医療用医薬品の添付
文書等の記載要領につい
て”（2020 年 8 月 31 日 最
終改正）

＊2　体外診断用医薬品，ワ
クチン，抗毒素または検査
に用いる生物学的製剤につ
いてはこの限りでない．

＊3　1997年 4月 25日付
薬発第 606号厚生省薬務局
長通知 “医療用医薬品添付
文書の記載要領について”
および同第 607号厚生省薬
務局長通知 “医療用医薬品
の使用上の注意記載要領に
ついて”．

日本標準商品分類番号：医
薬品および関連製品は中分
類の 87の項に分類される．
〔コラム 38・1（p.183）参
照．〕

処方箋医薬品：医師，歯科
医師または獣医師から処方
箋の交付を受けた者以外の
者に対して，正当な理由な
く販売または授与してはな
らないものとして，厚生労
働大臣が指定した医薬品
（医薬品医療機器等法第 49
条第 1項）

＊4　ピンク色の網かけの項
目は，“使用上の注意事項”
である．

SBO 10 医薬品添付文書（医療用，一般用）の記載項目（警告，禁忌，
効能・効果，用法・用量，使用上の注意など）を列挙し，それ
らの意味や記載すべき内容について説明できる．

E3（1） ② 5
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記載し，添付文書の右上縁に赤色の帯を付与する．
　 2．禁 忌 ：患者の症状，原疾患，合併症，既往歴，家族歴，体質，併用薬剤
などからみて投与すべきでない患者を赤枠内に記載する．原則として過敏症以外
は設定理由を括弧内に簡潔に記載する．
　3．組成・性状
　3．1 組 成：有効成分の名称（一般的名称）およびその分量を，原則として製
造販売承認書の “成分及び分量又は本質” 欄に則り記載する．医薬品添加剤につ
いては，原則として製造販売承認書の “成分及び分量又は本質” 欄における有効
成分以外の成分について，注射剤は名称および分量，その他の製剤は名称をそれ
ぞれ記載する．細胞培養技術または組換え DNA 技術を応用して製造されるペプ
チドまたはタンパク質を有効成分とする医薬品は，産生細胞の名称を記載する．

作成又は改訂年月（版数） 薬効分類名

貯法 一般的名称，基準名または日本薬局方で定められた名称

有効期間　　規制区分 販　売 　名
Name of Product

日本標準商品分類番号

承認番号
販売開始

1．警　告

赤枠・赤字

2．禁忌（次の患者には投与しないこと）
赤枠

3．組成・性状
　3．1　組　成　　　　〈表形式〉
　3．2　製剤の性状　　〈表形式〉

4．効能又は効果

5．効能又は効果に関連する注意

6．用法及び用量

7．用法及び用量に関連する注意

8．重要な基本的注意

9．特定の背景を有する患者に関する注意
9．1　合併症・既往歴等のある患者
9．2　腎機能障害患者
9．3　肝機能障害患者
9．4　生殖能を有する者
9．5　妊　婦
9．6　授 乳 婦
9．7　小 児 等
9．8　高 齢 者

10．相互作用
10．1　併用禁忌（併用しないこと）
薬剤名等 臨床症状 ·措置方法 機序 ·危険因子

10．2　併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等 臨床症状 ·措置方法 機序 ·危険因子

11．副 作 用
11．1　重大な副作用
11．2　その他の副作用

○％以上 ●～○％未満 ●％未満 頻度不明

12．臨床検査結果に及ぼす影響

13．過量投与

14．適用上の注意

15．その他の注意
15．1　臨床使用に基づく情報
15．2　非臨床試験に基づく情報

16．薬物動態
16．1　血中濃度
16．2　吸　収
16．3　分　布
16．4　代　謝
16．5　排　泄
16．6　特定の背景を有する患者
16．7　薬物相互作用
16．8　そ の 他

17．臨床成績
17．1　有効性及び安全性に関する試験
17．2　製造販売後調査等
17．3　そ の 他

18．薬効薬理
18．1　作用機序

19．有効成分に関する理化学的知見

20．取扱い上の注意

21．承認条件

22．包　装

23．主要文献

24．文献請求先及び問い合わせ先

25．保険給付上の注意

26．製造販売業者等

“1．警告” がある場合

赤枠

図 10・1　新医療用医薬品添
付文書項目一覧　ピンク色
の網かけの項目は “使用上
の注意事項” である．
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販売名ごとに表形式で記載する．
　3．2 製剤の性状：識別上必要な色，形状（散剤，顆粒剤などの別），識別コー
ドなどを記載する．放出速度を調節した製剤は，その機能を製造販売承認書の
“剤形分類” に則り記載する．水性注射液については，pH および浸透圧比を，無
菌製剤（注射剤を除く）はその旨を記載する（販売名ごとに表形式で記載）．
　4．効能又は効果：承認を受けた効能・効果を正確に記載する．
　5．効能又は効果に関連する注意 ：承認を受けた効能・効果の範囲における患
者選択や治療選択に関する注意事項を記載する．
　6．用法及び用量：承認を受けた用法・用量を正確に記載する．
　7．用法及び用量に関連する注意 ：承認を受けた用法・用量の範囲であって，
特定の条件下での用法・用量ならびに用法・用量を調節するうえで特に必要な注
意事項を記載する．
　8．重要な基本的注意 ：重大な副作用または事故を防止するうえで，投与に際
して必要な検査の実施，投与期間などに関する重要な注意事項を簡潔に記載す
る．
　9．特定の背景を有する患者に関する注意 ：効能・効果などから臨床使用が想
定される場合で，投与に際して他の患者と比べて特に注意が必要な場合や，適正
使用に関する情報がある場合に記載する．投与してはならない場合は “2．禁忌”
にも記載する．使用者がリスクを判断できるよう，客観的な情報を記載する．臨
床使用が想定されない場合，使用は想定されるが他の患者と比べて特に注意が必
要とまでは判断されない場合には，記載されない．
　9．1 合併症・既往歴等のある患者 ：合併症，既往歴，家族歴，遺伝的素因な
どからみて，他の患者と比べて特に注意が必要な患者で，“9．2 腎機能障害患者”
から “9．8 高齢者” までに該当しない場合に記載する．
　9．2 腎機能障害患者 ：薬物動態，副作用発現状況から用法・用量の調節が必
要な場合や，特に注意が必要な場合にその旨を，腎機能障害の程度を考慮して記
載する．透析患者および透析除去に関する情報がある場合は，その内容を簡潔に
記載する．
　9．3 肝機能障害患者 ：薬物動態，副作用発現状況から用法・用量の調節が必
要な場合や，特に注意が必要な場合にその旨を，肝機能障害の程度を考慮して記
載する．
　9．4 生殖能を有する者 ：患者およびそのパートナーにおいて避妊が必要な場
合に，その旨を避妊が必要な期間とともに記載する．投与前または投与中定期的
に妊娠検査が必要な場合，および，性腺，受精能，受胎能などへの影響について
注意が必要な場合に，その旨を記載する．
　9．5 妊 婦 ：胎盤通過性および催奇形性のみならず，胎児曝露量，妊娠中の曝
露期間，臨床使用経験，代替薬の有無などを考慮し，必要な事項を記載する．注
意事項は，“投与しないこと”，“投与しないことが望ましい” または “治療上の
有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること” を基本として記
載する．
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　 9．6 授乳婦 ：乳汁移行性のみならず，薬物動態および薬理作用から推察され
る哺乳中の児への影響，臨床使用経験などを考慮し，必要な事項を記載する．母
乳分泌への影響に関する事項は，哺乳中の児への影響と分けて記載する．注意事
項は，“授乳を避けさせること”，“授乳しないことが望ましい” または “治療上
の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し，授乳の継続又は中止を検討すること”
を基本として記載する．
　9．7 小児等 ＊：低出生体重児，新生児，乳児，幼児または小児（以下 “小児等”
という）に用いられる可能性のある医薬品で，小児等に特殊な有害性をもつと考
えられる場合や薬物動態から特に注意が必要と考えられる場合にその旨を，年齢
区分を考慮して記載する．
　9．8 高齢者 ：薬物動態，副作用発現状況から用法・用量の調節が必要である
場合や特に注意が必要な場合に，その内容を簡潔に記載する．
　10．相互作用 ：他の医薬品を併用することにより，当該医薬品または併用薬
の薬理作用の増強または減弱，副作用の増強，新しい副作用の出現または原疾患
の増悪などが生じる場合で，臨床上注意を要する組合せを記載する．物理療法，
飲食物などとの相互作用も重要なものは記載する．血中濃度の変動により相互作
用を生じる場合で，その発現機序となる代謝酵素などに関する情報がある場合
は，前段にその情報を記載する．
　 10．1 併用禁忌  と  10．2 併用注意  に分けて記載し，まず相互作用を生じる薬
剤名または薬効群名をあげ，次いで相互作用の内容として，臨床症状・措置方
法，機序・危険因子などを簡潔に記載する．併用禁忌は赤枠表内に記載し，“2．
禁忌” にも記載する．相互作用を生じる医薬品が互いに禁忌になるよう整合性を
図る．薬剤名として一般的名称および代表的な販売名を記載する．併用注意は，
薬剤名として一般的名称または薬効群名を記載し，薬効群名を記載する場合は，
原則として，代表的な一般的名称を併記する．

 11. 副作用 ：医薬品の使用に伴って生じる副作用を記載し，副作用の発現頻度
を，精密かつ客観的に行われた臨床試験などの結果に基づいて記載する．
　 11．1 重大な副作用 ：副作用の転帰や重篤性を考慮し，特に注意を要するもの
を記載する．副作用の事象名を項目名とし，初期症状（臨床検査値の異常を含
む），発現機序，発生までの期間，リスク要因，防止策，特別な処置方法などが
判明している場合は，必要に応じて記載する．海外のみで知られている重大な副
作用も必要に応じて記載する．類薬で知られている重大な副作用は，同様の注意
が必要と考えられる場合に限り記載する．
　 11．2 その他の副作用 ：発現部位別，投与方法別，薬理学的作用機序，発現機
序別などに分類し，発現頻度の区分とともに表形式で記載する．海外のみで知ら
れているその他の副作用も，必要に応じて記載する．
　 12．臨床検査結果に及ぼす影響 ：当該医薬品の使用により臨床検査値が見か
け上変動し，かつ明らかに器質障害や機能障害と結びつかない場合に記載する．
　 13．過量投与 ：自殺企図，誤用，小児等の偶発的曝露を含む過量投与時に出
現する中毒症状を記載し，特異的な拮抗薬，透析の有用性を含む観察すべき項目

＊　小児の年齢区分
（目安として）

小　児： 7歳以上，15歳未満
幼　児： 1歳以上，7歳未満
乳　児：生後 4週以上，1歳
未満
新生児：出生後 4週未満
低出生体重児： 出生体重

2500 g 未 満（ICD─10 に
よる）

ICD： International Sta tis-
tical Classification of Dis-
eases and Related Health 
Problems
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や処置方法がある場合は，併せて記載する．
　14．適用上の注意 ：投与経路，剤形，注射速度，投与部位，調製方法，患者
への指導事項など，適用に際して必要な注意事項を，“薬剤調製時の注意”，“薬
剤投与時の注意”，“薬剤交付時の注意” またはその他の適切な項目をつけて具体
的に記載する．
　 15．その他の注意 

　15．1 臨床使用に基づく情報 ：評価の確立していない報告でも，安全性の懸念
や有効性の欠如など特に重要な情報がある場合は正確に要約して記載する．
　 15．2 非臨床試験に基づく情報 ：ヒトへの外挿性は明らかではないが，動物で
認められた毒性所見で，特に重要な情報を簡潔に記載する．
　16．薬物動態：原則としてヒトでのデータを記載する（外国人データの場合は
その旨を記載）．ヒトでのデータが得られないものは，これを補足するために非
臨床試験の結果を記載する（その場合は動物種を，また in vitro 試験の結果を記
載する場合はその旨をそれぞれ記載）．承認外の用法・用量の場合は，その旨の
注意書きを併記する．
　16．1 血中濃度：健康人または患者における血中薬物濃度および主要な薬物動
態パラメーターを記載する．（ただし，“16．6 特定の背景を有する患者” に該当
するものを除く．）
　16．2 吸 収：ヒトでのバイオアベイラビリティー，食事の影響などの吸収に関
する情報を記載する．
　16．3 分 布：組織移行，タンパク結合率などの分布に関する情報を記載する．
　16．4 代 謝：代謝酵素，その寄与などの薬物代謝に関する情報を記載し，主要
な消失経路が代謝による場合は，その旨がわかるように記載する．
　16．5 排 泄：未変化体および代謝物の尿中または糞便中の排泄率などの排泄に
関する情報を記載し，主要な消失経路が排泄による場合は，その旨がわかるよう
に記載する．
　16．6 特定の背景を有する患者：特定の背景を有する患者における血中薬物濃
度，主要な薬物動態パラメーターなどを記載する．
　16．7 薬物相互作用：原則として，“10．相互作用” に注意喚起のある薬物相互
作用について，臨床薬物相互作用試験の結果を記載する．必要に応じて，相互作
用の機序・危険因子について，ヒト生体試料を用いた in vitro 試験などのデータ
を補足する．臨床薬物相互作用試験の結果を記載する場合は，相互作用の程度が
定量的に判断できるよう，血中濃度や主要な薬物動態パラメーターの増減などの
程度を数量的に記載する．“10．相互作用” に注意喚起のない薬物相互作用につ
いては，併用される可能性の高い医薬品など特に重要な場合に限り，その概要を
記載する．
　16．8 その他： “16．1 血中濃度” から “16．7 薬物相互作用” までの項目に該当
しないが，TDM（治療薬物モニタリング）が必要とされる医薬品の有効血中濃
度および中毒濃度域，薬物動態（PK）と薬力学（PD）の関係などの薬物動態に
関連する情報を記載する．
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　17．臨 床 成 績
　17．1 有効性及び安全性に関する試験：精密かつ客観的に行われ，信頼性が確
保され，有効性および安全性を検討することを目的とした，承認を受けた効能・
効果の根拠および用法・用量の根拠となる主要な臨床試験の結果について，記載
する．試験デザイン，有効性および安全性に関する主要な結果を，承認を受けた
用法・用量に従って簡潔に記載する．副次的評価項目は，特に重要な結果に限り
簡潔に記載することができる．国際共同治験結果または外国人データを記載する
場合は，その旨を明記する．また，国際共同試験の場合は，日本人症例数を併記
する．安全性に関する結果は，副作用または有害事象に基づいて記載し，副作用
または有害事象のいずれの結果かを明記する．
　17．2 製造販売後調査等：希少疾病医薬品などの承認時までの臨床試験データ
がきわめて限定的で，“17．1 有効性・安全性に関する試験” を補完するうえで特
に重要な結果に限り記載する．
　17．3 その他： “17．1 有効性・安全性に関する試験” および “17．2 製造販売後
調査等” の項目に該当しないが，精密かつ客観的に行われた，有効性評価指標以
外の中枢神経系，心血管系，呼吸器系などの評価指標を用いた特に重要な臨床薬
理試験（QT/QTc 評価試験など）などの結果について記載する．承認外の用法・
用量の場合は，その旨の注意書きを併記する．
　18．薬効薬理：承認を受けた効能・効果の範囲であって，効能・効果を裏付け
る薬理作用および作用機序を記載する．
　18．1 作用機序：作用機序の概要を簡潔に記載する．作用機序が明確でない場
合は，その旨を記載してよい．
　18．2以降：効能・効果を裏付ける薬理作用を適切な項目をつけて記載する．
　19．有効成分に関する理化学的知見：一般的名称，化学名，分子式，化学構造
式，核物理学的特性（放射性物質に限る）などを記載する．
　20．取扱い上の注意：開封後の保存条件および使用期限，使用前に品質を確認
するための注意事項など，“貯法及び有効期間” 以外の管理，保存または取扱い
上の注意事項を記載する．日本薬局方に収められている医薬品または法定の基準
が定められている医薬品であって，取扱い上の注意事項が定められているもの
は，その注意事項を記載する．
　21．承認条件：製造販売承認書に則り記載する．（市販直後調査については，
対象外）．
　22．包 装：包装形態および包装単位を販売名ごとに記載する．製品を構成す
る機械器具，溶解液などがある場合は，その名称を記載する．
　23．主要文献：各項目の記載の裏付けとなるデータの中で主要なものについて
記載する．
　24．文献請求先及び問い合わせ先：文献請求先および問い合わせ先の氏名また
は名称，住所および連絡先（電話番号，ファクシミリ番号など）を記載する．
　25．保険給付上の注意：保険給付の対象とならない医薬品や効能・効果の一部
のみが保険給付の対象となる場合は，その旨を記載する．薬価基準収載の医薬品
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で，投与期間制限の対象になる医薬品に関する情報のほか，保険給付上の注意が
ある場合に記載する．
　26．製造販売業者等：製造販売業者等の氏名または名称および住所を記載す
る．
　生物由来製品＊ および特定生物由来製品＊ の添付文書において，追記すべき事
項は以下のとおりである．
　規制区分に，他の規制区分の記載に加えて “生物由来製品” または “特定生物
由来製品” と記載する．名称に，遺伝子組換え製剤の場合は，“遺伝子組み換え”
である旨を記載する．
　“3．組成・性状”（ワクチン類などの場合は，“3．製法の概要及び組成・性状”）
に，① 当該製品に含有され，または製造工程において使用されている原料また
は材料のうち，ヒトその他の生物に由来する成分の名称，② 当該製品の原材料
であるヒトその他の生物の名称および使用部位など，③ ヒト血液を原材料とし
ている場合は，採血国および献血/非献血の別を記載する．
　加えて，特定生物由来製品の場合は以下の事項を記載する．
　本文冒頭（名称の後，“1．警告” の前）に段抜き枠囲いで，感染症伝播のリス
クに関する全般的な注意を簡潔に記載する．
“8．重要な基本的注意” に，使用にあたっては，当該製品の有効性および安全
性その他適正な使用のために必要な事項について，当該製品を使用する患者に対
して説明し，理解を得るように努めなければならない旨，を記載する．
　使用上の注意のいずれか，もしくは “19．有効成分に関する理化学的知見” な
ど適切な項目に，原材料の採取の際に行った感染症検査の詳細や不活化処理の詳
細，安全対策の限界などを記載する．“20．取扱い上の注意” に，当該製品を使
用した場合は，医薬品名（販売名），製造番号または製造記号（ロット番号），使
用年月日，使用した患者の氏名・住所などを記録し，その記録を少なくとも 20

年間保存する旨，を記載する．

例題 10・1　医療用医薬品添付文書の記載項目　次の文の正誤を判定せよ．
1． “警告” は，致死的またはきわめて重篤かつ非可逆的な副作用が発現する場合，ま
たは副作用が発現する結果きわめて重大な事故につながる可能性があり，特に注
意喚起が必要な場合に，禁忌と同様に赤枠内に黒字で記載し，右上縁に赤色の帯
を印刷する．

2． “禁忌” の項は，患者の症状，原疾患，合併症，既往歴，家族歴，体質，併用薬な
どからみて投与すべきでない患者を記載する．設定理由は記載しない．

3． “相互作用” の項は，他の医薬品を併用することにより，当該医薬品または併用薬
の薬理作用の増強または減弱，副作用の増強，新しい副作用の出現または原疾患
の増悪などが生じる場合で，臨床上注意を要する組合わせを記載する．なお，物
理療法，飲食物などとの相互作用については記載しない．

4． 副作用の “重大な副作用” および “その他の副作用” の記載にあたっては，海外
のみで知られている副作用については，記載しない．

5． “薬物動態”の項は，ヒトでの吸収，分布，代謝および排泄に関するデータを記載し，
ヒトでのデータが得られないものは，補足のために非臨床試験の結果を記載する．

＊　生物由来製品，特定生
物由来製品の定義について
は，“第 6 巻 医療薬学Ⅳ”
SBO 2参照．
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6． 承認条件の項に，“医薬品リスク管理計画を策定のうえ，適切に実施すること” と
記載されている製品がある．

解　答
1． 誤．記載事項は，赤枠内に項目名を含めて文字も赤字で記載する．
2． 誤．“禁忌” の項は，患者の症状，原疾患，合併症，既往歴，家族歴，体質，併用
薬などからみて投与すべきでない患者を記載し，原則として過敏症以外は設定理
由を括弧内に簡潔に記載する．

3． 誤．物理療法，飲食物などとの相互作用についても重要なものは記載する．
4． 誤．“重大な副作用”，“その他の副作用” ともに，海外のみで知られている副作用
についても，必要に応じて記載する．

5． 正．
6． 正．
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11・1　医薬品インタビューフォームの位置づけ
　医薬品の最も基本となる情報は製品に添付されている添付文書であるが，添付
文書に記載されている情報は必要最小限のため，医薬品の使用に際し添付文書を
補完する媒体が必要となる．

　医薬品インタビューフォーム（以下 IF，図 11・1）は添付文書の情報を補完す
る総合的な個別医薬品解説書と位置づけられ（図 11・2），日本病院薬剤師会が
記載要領を策定し，製薬企業に作成および提供を依頼している学術資料（三次資
料）である．
　IF はかつて病院独自に医薬情報担当者（MR）などにインタビューを行い，情
報を整理していた “薬剤調査資料” を，1978 年に日本病院薬剤師会にて記載様

本 SBO の記載内容は 2020
年 12月現在のものである．

インタビューフォーム
interview form（IF）

SBO 11 医薬品インタビューフォームの位置づけと医薬品添付文書との
違いについて説明できる．E3（1） ② 6

作成年月（第 1版）／改訂年月（改訂第○版） 日本標準商品分類番号　87XXXX

医薬品インタビューフォーム
日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2018（2019年更新版）に準拠して作成

◯◯◯◯◯症改善剤
アイウエオ塩酸塩錠

劇薬
処方箋医薬品注） ABCD® 錠　10mg

ABCD® Tab　10mg
注）注意─医師等の処方箋により使用すること

剤 形 糖衣錠

製 剤 の 規 制 区 分 劇薬，処方箋医薬品（注意─医師等の処方箋により使用すること）

規　 格　・　含　 量 1錠中：アイウエオ塩酸塩　10 mg含有

一 般 名
和　名：アイウエオ塩酸塩
洋　名： Aiueo Hydrochloride

製 造 販 売 承 認 年 月 日
薬 価 基 準 収 載 年 月 日
発 売 年 月 日

製造販売承認年月日： 20XX年 X月 YY日
薬価基準収載年月日： 20XX年 Y月 ZZ日
発 売 年 月 日： 20XX年 Y月 ZZ日

開発・製造販売（輸入）・
提 携・販 売 会 社 名

製造販売元：○○○○製薬株式会社
販　売　元：□□□□薬品株式会社

医薬情報担当者の連絡先

問 い 合 わ せ 窓 口

□□□□薬品株式会社　くすり相談室
TEL FAX
医療関係者向けホームページ

http://www.□□□□ .co.jp/

　本 IFは 20XX年 X月作成/改訂の添付文書の記載に基づき作成/改訂した．
　 最新の添付文書情報は，独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認し
てください。
　https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/

市販直後調査
販売開始後 6カ月間

使用の制限あり

図 11・1　インタビューフォームの表紙見本
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式や項目を策定し，日本製薬工業協会が記載要領を作成し標準化を図ったもので
ある．
　IF は医薬品の品質管理，調剤，適正使用，薬学的な患者ケアなどに活用する
情報が集約された総合的な個別の医薬品情報解説書と位置づけ，病院薬剤師だけ
ではなく薬局薬剤師，医師，看護師などの医療従事者，さらには医薬品教育にも
利用できる情報媒体として幅広い利用が想定されている．また，臨床データパッ
ケージや臨床試験のデザイン・評価項目などの情報や，“海外の臨床支援情報”
として国内では不足しがちな “妊婦への投与”，“小児等への投与” に関する情報
の充実も図られている．

図 11・2　各種医薬品適正使用とインタビューフォームの位置づけ
（林　昌洋，“月刊薬事”，51, 1407（2009）より改変）

インタビューフォーム

審査結果報告書
製造承認申請資料

基礎研究，市販後調査
大規模臨床試験，薬剤疫学研究

各種ガイドライン，メタアナリシス研究　など

添付文書

　IF については，前述のように日本病院薬剤師会が記載要領を策定し，これに
合わせ日本製薬工業協会が作成の手引きを，また日本ジェネリック製薬協会が，
後発医薬品特有の情報の記載について解説書を発行している．
　IF の提供は電子化（e―IF： PDF）が主体となり，製薬企業の医療関係者向け
のホームページや，PMDA のホームページにおいて添付文書情報などとともに
掲載されている．e─IF は紙媒体に比べ情報の更新が容易なため，使用上の注意
改訂時には速やかに更新が行われる．新薬発売時などには印刷した冊子体での提
供も行われている．

11・2　医療用医薬品添付文書と IF の違い
　表 11・1に医療用医薬品添付文書と IFの記載情報の違いについて示した．
　添付文書は医薬品医療機器等法に規定され，添付文書の記載要領通知に基づき
作成される公的な文書で，情報は必要最小限にまとめられているが，IF では情
報量に制約はない．このため添付文書に記載の情報〔使用上の注意，薬物動態，
臨床成績（有効性，安全性），薬効薬理など〕についてはより詳細に解説し，ま
た添付文書に記載していない基礎的な情報（原薬や製剤の物性・安定性，非臨床
試験など）や，医薬品の保管・管理に関する情報などが豊富に記載されている．
すなわち医薬品の管理から，個別患者に対する処方設計，調剤時の留意事項，副
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作用の確認などの情報が IF より得られ，添付文書を補完し，医薬品の適正使用
や副作用モニタリングのための情報源として有用である．なお，IF は宣伝資材
ではないことから，原則モノクロで作成する．ただし e─IF（PDF）については
市販直後調査のマーク，警告，禁忌の枠などは赤色を用いている．
　以下 IF の項目に沿って，添付文書では情報が得られないか，または情報量が
少ないが，IFで詳細に確認できるおもな情報とその利用について紹介する．
　［表　紙］　　医薬品の販売者等の情報，問い合わせ窓口などのほか，市販直後
調査対象品目の場合そのマークが，また承認条件などで使用できる医師・医療機
関・薬剤師などに制限がある場合や，流通管理などの規定がある場合，右上に
“使用の制限あり” などの表示がある．新薬発売時の医薬品の管理に役立つ．な
お宣伝資材ではないことから企業・製品ロゴマークなどは配置しない．
　［Ⅰ．概要に関する項目］　　添付文書にはない項目で，開発の経緯，製品の治
療学的・製剤学的特性，適正使用に関して周知すべき特性，承認条件および流
通・使用上の制限事項，医薬品リスク管理計画（以下，RMP）の概要などが要
約されて記載されている．医薬品のプロファイル，類薬との使い分けや適正使用
のための情報を確認するうえで有用である．関連する学会などの診断・治療ガイ
ドラインの情報が記載されていることもある．また，RMP の追加のリスク最小
化活動として使用する資材，最適使用推進ガイドライン，保険適用上の留意事項
通知の有無，流通・使用制限，希少疾病医薬品（オーファンドラッグ），公知申
請により承認された医薬品，先駆け審査指定制度の対象品目等である場合はその
旨を記載されている．
　［Ⅱ．名称に関する項目］　　医薬品の販売名の由来がわかるほか，ステムや構
造式・分子式，化学名（命名法），慣用名，別名，略号，記号番号（治験番号，
開発コードなど），CAS登録番号など，医薬品の調査に必要な情報も得られる．
　［Ⅲ．有効成分に関する項目］　　有効成分の物理化学的性質，各種条件下（温
度，湿度，光など）における安定性データは，有効成分の特性の確認のほか，錠
剤の粉砕時や，脱カプセル時の有効成分の安定性を推測する情報となる．
　［Ⅳ．製剤に関する項目］　　剤形（内用剤，注射剤，外用剤など）で記載項目
が異なるが，製剤の特性に応じた情報，特殊な容器に関する情報，注射剤では
pH 変動試験情報や配合変化，また苛酷な条件下での安定性情報から，保管・管
理の目安が得られるほか，無包装下での安定性情報などが記載されている場合も
あり，医薬品を調剤，保管・管理するうえで役立つ情報が得られる（表 11・2）．
　［Ⅴ．治療に関する項目］　　効能・効果，用法・用量とその設定根拠や，関連
する注意とその設定理由が記載されており，服薬指導時の重要な情報となる．ま
た承認申請に用いた国内外の臨床試験の情報（臨床データパッケージ）が一覧で
確認でき，どのように開発されたか，不足情報があるかなどがわかる（表 11・3）．
　臨床薬理試験，用法反応探索的試験，検証的試験は，試験ごとに共通の項目
“試験デザイン，対象，おもな登録基準，おもな除外基準，試験方法，主要評価
項目，副次評価項目，結果（主要評価，副次評価，副作用など）” について表形
式で要約記載されており，医薬品の臨床的特性が確認できるほか，類薬の IF を
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表 11・1　医薬品インタビューフォーム記載要領 2018（2019年更新版）の記載項目と医療用医薬品添付文書の記載情報の比較

医薬品インタビューフォーム記載項目†1
医療用医薬
品添付文書
との比較†2

医薬品インタビューフォーム記載項目†1
医療用医薬
品添付文書
との比較†2

◆表紙記載に関する項目
1．市販直後調査のマーク
2． 承認条件等で，使用できる医師・医療機関・
薬剤師等の制限，流通管理等の規定がある場
合の表示

 3．作成又は改訂年月
 4．日本標準商品分類番号
5．表題： “医薬品インタビューフォーム”

 6． 日本病院薬剤師会策定 IF記載要領 2018
（2019年更新版）の準拠

 7．薬効分類名
 8．名　称
 9．剤　形
10．製剤の規制区分
11．規格・含量
12．一般名：和名・洋名
13．製造販売承認年月日
14．薬価基準収載年月日
15．販売開始年月日
16．製造販売（輸入）・提携・販売会社名
17．医薬情報担当者の連絡先
18．問い合わせ窓口
19． 原則として IF 作成のもととなった添付文書

の作成又は改訂年月
20．医薬品情報検索ページの紹介
◆略 語 集

Ⅰ．概要に関する項目
1．開発の経緯
2．製品の治療学的特性
3．製品の製剤学的特性
4．適正使用に関して周知すべき特性
5．承認条件及び流通・使用上の制限事項
（1）承認条件
（2）流通・使用上の制限事項

6．RMPの概要

Ⅱ．名称に関する項目
1．販 売 名
（1）和　名
（2）洋　名
（3）名称の由来

2．一 般 名
（1）和名（命名法）
（2）洋名（命名法）
（3）ステム（stem）

3．構造式又は示性式
4．分子式及び分子量
5．化学名（命名法）又は本質
6．慣用名，別名，略号，記号番号

Ⅲ．有効成分に関する項目
1．物理化学的性質
（1）外観・性状
（2）溶 解 性
（3）吸 湿 性
（4）融点（分解点），沸点，凝固点
　（5）酸塩基解離定数

IFの表紙の
記載事項に
つき対象外

☆

☆
☆
☆
☆

◎
◎
☆

○
○
☆

○†3

○†3

☆
○
○
○†3

☆

○
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊

Ⅲ．有効成分に関する項目（つづき）
（6）分配係数
（7）その他の主な示性値

2．有効成分の各種条件下における安定性
3．有効成分の確認試験法，定量法

Ⅳ．製剤に関する項目
1．剤　形
（1）剤形の区別
（2）製剤の外観及び性状
（3）識別コード
（4）製剤の物性
（5）そ の 他
2．製剤の組成
（1）有効成分（活性成分）の含量及び添加剤
（2）電解質等の濃度
（3）熱　量
3．添付溶解液の組成及び容量
4．力　価
5．混入する可能性のある夾雑物
6．製剤の各種条件下における安定性
7．調製法及び溶解後の安定性
8．他剤との配合変化（物理化学的変化）
9．溶 出 性

10．容器・包装
（1） 注意が必要な容器・包装，外観が特殊な容

器・包装に関する情報
（2）包　装
（3）予備容量
（4）容器の材質

11．別途提供される資材類
12．そ の 他

Ⅴ．治療に関する項目
1．効能又は効果
2．効能又は効果に関連する注意
3．用法及び用量
（1）用法及び用量の解説
（2）用法及び用量の設定経緯・根拠

4．用法及び用量に関連する注意
5．臨床成績
（1）臨床データパッケージ
（2）臨床薬理試験
（3）用量反応探索試験
（4）検証的試験
（5）患者・病態別試験
（6）治療的使用

1）使用成績調査
2） 承認条件として実施予定の内容又は実施し
た調査・試験の概要

（7）その他

Ⅵ．薬効薬理に関する項目
1．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群
2．薬理作用
（1）作用部位・作用機序
（2）薬効を裏付ける試験成績
（3）作用発現時間・持続時間

☆＊
☆＊
☆
☆

○
◎
○
◎
◎

○
☆＊
☆＊
○
◎
☆
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊

☆＊

○
☆＊
☆
☆
☆

○
◎
○
☆
☆
◎

☆
☆＊
◎
◎
☆＊

☆
☆

☆

☆

◎
◎
☆＊

†1 　日本病院薬剤師会，“医薬品インタビューフォーム記載要領 2018 （2019年更新版）” より（http://www.jshp.or.jp/cont/19/1266─4. 
html）．

†2 　○：添付文書と同一記載の情報， ◎：添付文書より IFの方が内容が一般に豊富な情報，☆： IFのみに記載される情報 （＊：  製
品によっては添付文書に情報の一部が記載されることもある．）

†3 　命名法は添付文書に必須ではない．

24



　表 11・1（つづき）

医薬品インタビューフォーム記載項目†1
医療用医薬
品添付文書
との比較†2

医薬品インタビューフォーム記載項目†1
医療用医薬
品添付文書
との比較†2

Ⅶ．薬物動態に関する項目
1．血中濃度の推移
　（1）治療上有効な血中濃度
　（2）臨床試験で確認された血中濃度
　（3）中毒域
　（4）食事・併用薬の影響
2．薬物速度論的パラメーター
　（1）解析方法
　（2）吸収速度定数
　（3）消失速度定数
　（4）クリアランス
　（5）分布容積
　（6）そ の 他
3．母集団（ポピュレーション）解析
　（1）解析方法
　（2）パラメーター変動要因
4．吸　収
5．分　布
　（1）血液─脳関門通過性
　（2）血液─胎盤関門通過性
　（3）乳汁への移行性
　（4）髄液への移行性
　（5）その他の組織への移行性
　（6）血漿タンパク結合率
6．代　謝
　（1）代謝部位及び代謝経路
　（2） 代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種，

寄与率
（3）初回通過効果の有無及びその割合
（4） 代謝物の活性の有無及び活性比，存在比率
7．排　泄
8．トランスポーターに関する情報
9．透析等による除去率

10．特定の背景を有する患者
11．その他

Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目
◆冒頭部の注意事項

1．警告内容とその理由
2．禁忌内容とその理由
3．効能又は効果に関連する注意とその理由
4．用法及び用量に関連する注意とその理由
5．重要な基本的注意とその理由
6．特定の背景を有する患者に関する注意
（1）合併症・既往歴等のある患者
（2）腎機能障害患者
（3）肝機能障害患者
（4）生殖能を有する者
（5）妊　婦
（6）授 乳 婦
（7）小 児 等
（8）高 齢 者
7．相互作用
（1）併用禁忌とその理由
（2）併用注意とその理由
8．副 作 用
（1）重大な副作用と初期症状

☆＊
◎
☆＊
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎

☆＊
☆＊
◎
◎
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊

◎
◎

☆＊
☆＊
◎
◎
☆＊
◎
☆＊

◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎

◎

Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目
（つづき）

　（2）その他の副作用
9．臨床検査結果に及ぼす影響

10．過量投与
11．適用上の注意
12．その他の注意
　（1）臨床使用に基づく情報
　（2）非臨床試験に基づく情報

Ⅸ．非臨床試験に関する項目
1．薬理試験
　（1）薬効薬理試験
　（2）安全性薬理試験
　（3）その他の薬理試験
2．毒性試験
　（1）単回投与毒性試験
　（2）反復投与毒性試験
　（3）遺伝毒性試験
　（4）がん原性試験
　（5）生殖発生毒性試験
　（6）局所刺激性試験
　（7）その他の特殊毒性

Ⅹ．管理的事項に関する項目
1．規制区分
2．有効期間
3．包装状態での貯法
4．取扱い上の注意
5．患者向け資材
6．同一成分・同効薬
7．国際誕生年月日
8． 製造販売承認年月日及び承認番号，薬価基準
収載年月日，販売開始年月日

 9． 効能又は効果追加，用法及び用量変更追加等
の年月日及びその内容

10． 再審査結果，再評価結果公表年月日及びその
内容

11．再審査期間
12．投薬期間制限に関する情報
13．各種コード
14．保険給付上の注意

Ⅺ．文　献
1．引用文献
2．その他の参考文献

Ⅻ．参考資料
1．おもな外国での発売状況
2．海外における臨床支援情報

．備　考
1． 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあ
たっての参考情報
（1）粉　砕
（2） 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過

性
2．その他の関連資料

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

─
☆＊
☆＊

☆
☆
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊
☆＊

◎
○
○
◎
☆
☆
☆

☆（承認番号は添
付文書に記載）
☆

☆

☆
○
☆
◎

◎
☆

☆
☆

☆
☆

☆

25



参照することで比較もできる．
　また，患者・病態（高齢者，さまざまな病態）別試験結果や，治療的使用とし
て市販後に承認条件として実施予定の内容，または実施した試験の概要や，使用
成績調査や製造販売後臨床試験の結果など，市販後の情報も確認できる．
　［Ⅵ．薬効薬理に関する項目］　　薬理作用の項では作用機序について簡潔に図
解されていることも多い．新規の薬理作用をもつ医薬品の作用機序を理解するう
えで役立つ．
　［Ⅶ．薬物動態に関する項目］　　原則ヒトにおける薬物動態に関する情報とし
て，血中濃度，中毒域，食事・併用薬の影響や，薬物速度論的パラメーター，母

表 11・2　製剤の各種条件下での安定性（例）

試　験 保存条件 保存期間 保存形態 結　果

長期保存試験† 25°C/60％RH 36カ月 PTP，白色高密
度ポリエチレン
ボトル容器

変化なし

加速試験 40°C/75％RH 6カ月

苛酷試験 熱 60°C 14日間 ガラスシャーレ
（開放）

わずかに着色

光 総照度： 120 万 lx・hr，総近紫外
放射エネルギー： 200 W・h/m2

無包装状態での
安定性

25°C/60％RH 3カ月 包装から取出し
ガラスシャーレ
（開放）

水分の増加が認め
られたが規格値
内，その他の試験
項目に変化なし

†　試験項目：性状，純度試験，類縁物質，水分，溶出性，含量．
［参考］　有効期間（使用期限）を 3年間と設定している製品でも，長期保存試験結果が 36カ月未満の
こともある．これは加速安定性試験（40°C，75％RH）で 6カ月間安定であれば，暫定的に 3年の期間
を設定できるためで，市販後も継続して試験を行い 36カ月以上のデータを収集し，IFの更新を行う．

表 11・3　臨床データパッケージ（例）

試験区分
試験番号 対　象 有効性† 安全性† 薬物動態† 試験デザイン

（a）国内試験

第Ⅰ相
ABC─013

健康被験者
○例 ― ◎ ◎ 単施設，非盲検，単回投与

第Ⅱ/Ⅲ相
ABC─021

○○患者
○例 ◎ ◎ ―

多施設共同，プラセボ対照
二重盲検ランダム化並行群
間比較（8週間）

第Ⅳ相
ABC─031

○○患者
○例 ◎ ◎ ― 多施設共同，非盲検，非対

照，長期投与（52週間）

（b）海外試験

第Ⅰ相
ABC─011

健康被験者
○例 ― ○ ○ 単施設，非盲検，単回投与

第Ⅱ/Ⅲ相
ABC─023

○○患者
○例 ○ ○ ― プラセボ対照二重盲検ラン

ダム化並行比較（12週間）

第Ⅲ相
ABC─033

○○患者
○例 ○ ◎ ― 多施設共同，非盲検，非対

照，長期投与（52週間）

†　◎：評価資料，○：参考資料．
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集団解析，吸収，分布，代謝，排泄，トランスポーターに関する情報，透析等に
よる除去率などが記されており，薬剤投与時における，個々の患者の処方設計を
検討する情報となる．
　［Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目］　　使用上の注意の設定理由が
確認できるほか，副作用の発現状況（発現時期，重篤性，転帰など）に関する情
報，副作用の詳細症例情報，臨床検査値異常に関する情報などが得られるため，
個々の患者に対する服薬指導，副作用の確認など適正使用のための情報として活
用できる．
　［Ⅸ．非臨床試験に関する項目］　　毒性試験，基礎的薬理試験，副次的薬理試
験などは添付文書ではほとんど得られないが，医薬品の特性，QT 延長，中毒時
の毒性など，特に安全性を理解するうえで必要な情報が得られる．
　［Ⅹ．管理的事項に関する項目］　　規制区分，有効期間，貯法，取扱上の注意，
同一成分・同効薬，国際誕生年月日，承認番号，承認年月日，薬価収載や販売開
始年月日，各種コード，包装，容器の材質，薬局での取扱いなどの保管・管理上
の情報，また薬剤交付時の取扱い，投薬期間制限，保険給付上の注意など，調剤
時に有用な情報が得られる．また，患者向医薬品ガイド，くすりのしおりなどの
各種患者向け資材の有無なども記載されている．
　［Ⅺ．文　献］　　IF に記載の情報の引用文献や各種ガイドラインなど，添付文
書には記載のない文献情報が得られる．
　［Ⅻ．参 考 資 料］　　おもな外国での発売状況の項から海外での使用状況や使
用方法が，また海外における臨床支援情報の項から日本の添付文書には十分記載
されていない妊婦への投与に関する情報や，小児への適正使用に関わる有用な情
報が得られる．ただし，海外の情報は日本での臨床使用とは異なることもあるの
で，あくまでも参考情報として用いる．
　［ ．備　考］　　調剤・服薬支援に際して臨床判断を行う際の参考情報が記載
されている．本来 IFは，承認外情報など IFに記載しきれない情報については薬
剤師が MR などにインタビューし追記・充実させていく情報ツールであるが，
“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（2018 年 9 月 25 日）”
の施行により，MR や各社の WEB サイトから適応外使用などの情報入手が困難
となった．その後このガイドラインに関する Q＆ A（その 3）が発出され，適応
外使用に関する簡易懸濁，粉砕などの安定性や薬物動態などに関する情報は本項
に記載し情報提供することが可能となっている．
　また，本項にはその他の関連資料として RMP の追加のリスク最小化の資材，
患者向け資材の見本，その他本文に記載しきれなかった情報（配合試験結果な
ど）なども記載される．

11・3　IF を有効に活用するために
　前述のように，IF では医薬品を適正使用するために添付文書では十分得られ
ない詳細な情報を得ることができる．また医薬品の詳細情報として PMDA の
ホームページに審査報告書，申請資料概要（CTD）が公開されているが IF では
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項目ごとにわかりやすくまとめられており，容易に情報が確認できる．
　なお，IF は製薬企業が作成するため，適応外使用など法の規制，知的財産な
どの機密事項などから記載が困難な情報，また薬剤師自らが評価・判断・提供す
べき情報は記載されていない．必要に応じて薬剤師が自ら独自に調査，または製
薬企業の MR にインタビューを行い，IF に追記するなど内容の充実，利便性の
向上を図る．また添付文書が改訂となった場合は “改訂のお知らせ” などで更新
を行う．このように，不足する情報や最新の情報を収集し，IF の充実を図るこ
とにより，添付文書を補完し医薬品の管理，評価，適正使用のための情報源とし
て活用できる．
　ただし，医療事故などの訴訟の場においては，最新の添付文書の記載に沿って
適正使用がなされていたかが論点となることがある．このため添付文書と，その
記載根拠となる詳細情報が得られ臨床判断の助けとなる IF は使い分ける必要が
ある．

例題 11・1　IFの位置づけについて説明せよ．
解　答　IF は，医薬品の品質管理，調剤，適正使用，薬学的な患者ケアなどに活用す
る情報が集約された，添付文書の情報を補完する総合的な個別医薬品解説書である．

例題 11・2　IFと添付文書に記載されている情報の違いについて説明せよ．
解　答　添付文書は公的文書で，製品に添付するため最小限の情報に限定される．一
方，IF は添付文書には記載しきれない基礎，臨床全般から，医薬品の保管・管理に
関する情報まで記載され，調剤時の取扱いや臨床での副作用モニタリング，処方設計
などに際して，添付文書を補完する情報源として有用である．

例題 11・3　IFを有効に活用するうえでのポイントをあげよ．
解　答　製薬企業が IF に記載するのが困難な情報や，薬剤師自らが評価・判断・提供
すべき情報は薬剤師が自ら独自に調査，または製薬企業のMRなどにインタビューを
行い，内容の充実，利便性の向上を図る．また，添付文書が改訂となった場合は “改
訂のお知らせ” などで更新を行い，添付文書を補完し医薬品の管理，評価，適正使用
のための情報源として活用する．
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13・1　シソーラスと統制語
　データベースとは，特定のテーマの情報を対象にデータを収集，整理し，抽出
（検索）できるようにしたものである．データベース作成機関では，膨大なデー
タの中から必要な情報を容易に抽出できるよう抄録を作成したり，キーワードを
付与したりして，レコードを作成している（図 13・1）．レコードに付与される
キーワードは，語句を意味的に分類し，関係性を示した辞書（シソーラス）に掲
載されている統制語から選ばれる．統制語とは，言葉の同義語や意味上の類義・
包含関係などが整理，分類された語である．これを使用することでデータごとに
さまざまな表現がなされた同じ概念を，一つの統制した語で表すことができる．
データベースを利用するユーザー側も，シソーラス内の統制語を用いて検索する
ことで，求めている情報を効率的に探し出すことができるようになっている．

　医学・薬学関連分野の文献情報を対象とした代表的なデータベースの
MEDLINE と EMBASEⓇ も，シソーラスをもっている．対象分野が同じであっ
ても MEDLINE は MeSH，EMBASE は Emtree，という別のシソーラスをもっ
ており，採用されている統制語も異なる．統制語を使って検索する場合は，使用
するデータベースに合わせたシソーラスを参照する必要がある．

本 SBO の記載内容は 2020
年 12月現在のものである．

キーワード　keyword

シソーラス　thesaurus

SBO 13 MEDLINE などの医学・薬学文献データベース検索における
キーワード，シソーラスの重要性を理解し，検索できる．

（知識・技能）
E3（1） ③ 2

図 13・1　二次資料データベースができるまで

作成機関文 献

ユーザー シソーラス

データベース

書誌事項
キーワード
抄録付与

採　択

検　索

参　照

参　照

情報の入手
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13・2　PubMed を用いた文献検索
　ここでは，MEDLINE と同じ MeSH をシソーラスとする PubMedⓇを用いた
文献の検索を紹介する．
　PubMedとは，米国国立医学図書館（NLM）の作成する医学，薬学，歯学，看
護学，獣医学など医学関連領域の文献情報を収録するデータベースである
MEDLINE を，無料で利用できるようインターネット上に公開したものである．
MEDLINEの収録レコードには，MeSHに掲載されているMeSH termとよばれ
る用語がキーワードとして付与されている．PubMedの収録レコードにも同様に
付与されており，検索の際には入力した検索語に該当する MeSH term が自動的
に付与される（自動マッピング機能）．また，PubMedは文献情報を探すだけでな
く，フルテキストのオンラインジャーナルへのリンクや，関連性の高い文献にリ
ンクする Similar articles，自分の使い方に合わせてカスタマイズできるMy NCBI

などの機能を備えている．検索方法や機能の使い方は，動画を用いたチュートリ
アルがサイト内に掲載されており，知りたい内容を選んで閲覧できる．
実際の検索にあたっては，まずどのような文献を探すのか，自分の得たい情報
を想定し，検索に用いるキーワードを検討する．キーワードを PubMedのサーチ
ボックスに入力すると，候補となる一覧が表示され，なかにはよく検索されるキー
ワードの組合わせも表示される．（図 13・2）．
例として，“タクロリムスによる有害作用で感染症に関する文献” を探すとす

る．検索に用いるキーワードには，“タクロリムス（tacrolimus）”，“感染症（infec-

tion）”，“有害作用（adverse effects）” といった用語が考えられる．

MeSH term

自動マッピング機能
automapping function

検索したい用語を入力すると，よく検
索される語や組合わせが表示される

図 13・2　covid19で検索した場合の画面
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　複数の用語を用いて，その用語全部を含む情報を検索したい場合は，用語と用
語の間をスペースで区切るか，“AND（大文字）” を入力して実行する（AND 検
索）．いずれかの用語を含む情報を検索したい場合は，用語と用語の間に “OR

（大文字）” を入力して実行する（OR 検索）．例では三つの用語を含む情報を探
しているので，AND検索を行う．
　検索を実行した後の表示画面が図 13・3 である．ここに表示されている結果
は，サーチボックスに入力した用語だけでなく，自動マッピング機能によって該
当するMeSH termなどを加えて検索した結果である．

　検索結果は画面中央部に表示され，まず書誌事項が表示されている（サマリー
形式）．表示順は適合度順がデフォルトとなっている．上部右側の Display op-

tions から，抄録付の形式（アブストラクト形式）に切替えたり，発行が新しい
順に並び替えたり，表示件数を変更できる．
　検索後の画面の左側には，検索結果を絞りこむための Filters 機能が用意され
ている．デフォルトでは表示されていない絞り込み項目は，Additional filters か
ら選択することで，画面に表示させることができる．ARTICLE TYPE では臨床
試験，総説，症例報告などの文献の種類を，PUBLICATION DATEでは出版年を
絞り込むことができる．臨床情報を探している場合には SPECIES を Humans に
限定する，小児や高齢者への投与例を探しているなら AGE を Child や Aged に
限定するなど，探している情報に簡単かつ効率的に絞り込める．
アブストラクト形式の表示（図 13・4）では，抄録のほかにフルテキスト入手

AND 検索　AND search

OR 検索　OR search

サマリー　summary

適合度順　best match

アブストラクト　abstract

図 13・3　検索後の画面と表示の設定

表示形式，表示順，1ページ当
たりの表示件数を切替える

ヒットした総件数

年代別のヒット件数

表示項目の選択

Filters：絞り込み機能

ARTICLE TYPE

Additional �lters

SPECIES

LANGUAGE

SEX

SUBJECT

JOURNAL

AGE
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図 13・4　アブストラクト表示させた文献の例

+ expand

フルテキストへのリンク

資料種別，MeSH term，物質索引

図 13・5　tacrolimus の MeSH term 検索例

トップページにあるMeSH
Databaseを選択し，探した
い用語を検索する

Tacrolimus
MeSH termの詳細が表示される

表示された候補の中から
該当する MeSH term を
選択する

MeSH tacrolimus

MeSH tacrolimus
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のためのリンクや，付与されている MeSH term を確認できる．“Free PMC 

Article” の表示があれば，PubMed を運営する NLM の国立生物工学情報セン
ター（NCBI）の論文アーカイブサイトでフルテキストを閲覧でき，“Free full

text” の表示があれば，出版社などのサイトで無料でフルテキストを閲覧できる．
　探している情報により合致した主題の文献を検索する場合には，MeSH term

とサブヘディングを利用する．シソーラスの MeSH を検索し，検索に用いてい
るキーワードが MeSH term にあるか確認できる．PubMed のトップ画面の右下
にある MeSH Database から MeSH の検索画面に切替え，探したいキーワードを
入力して検索する．tacrolimus の MeSH term を検索した例が図 13・5 である．
候補が複数ある場合は，MeSH term と定義が表示されるので，該当する MeSH 

termをクリックして詳細画面（図 13・5右下）に移動する．

　詳細画面では，MeSH term の定義や含まれる同義語（Entry term）などを確
認できる（図 13・6）．この同義語で PubMed を検索すると，自動マッピングで
MeSH term “Tacrolimus” を含んだ検索が実行される．詳細画面の下部には，
tree 構造という MeSH term の上下関係が示されている．表示している MeSH 

term より上部にある語はより広義な概念の上位語，下部にある語はより狭義な
概念の下位語である（図 13・6のMeSH term “Tacrolimus” には下位語はない）．
MeSH term で検索する場合，指定しない限りは下位語も含んで検索が実行され
る．

サブヘディング
subheading

図 13・6　MeSH 詳 細 画 面

上位語・下位語を
示した tree構造

同義語（Entry term）

組合わせ可能なサ
ブヘディング

PubMedを検索する
式を作成する
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　また詳細画面では，この MeSH term “Tacrolimus” との組合わせが可能なサ
ブヘディングが表示されている．
サブヘディングは内容を限定するもので，“administration and dosage” であれ
ば投与方法や投与量に関する内容，“pharmacokinetics” であれば薬物動態に関す
る内容，“therapeutic use” であれば治療に用いた内容，と MeSH term がどのよ
うな内容で文献に記載されているかを示している．MeSH term “Tacrolimus” の
有害作用に関する内容を検索する場合は，“adverse effects” にチェックを入れ，
画面右上の “Add to search builder”をクリックして検索式を自動作成し，“Search 

PubMed” で検索を実行する．実行後は MeSHを調べる画面から通常の PubMed

検索の画面に切替わり，検索結果が表示される．サブヘディングは，薬剤と使用
できるもの，疾患と使用できるもの，など約 75 種類がある（表 13・1）．複数の
サブヘディングを選択して検索することも可能で，その場合は “MeSH term＋
サブヘディング” の組合わせの OR検索が実行される．

表 13・1　MeSH サブヘディングの例

administration & dosage 薬物投与と投与量 metabolism 代　謝
adverse effects 有害作用，副作用 mortality 死亡率
agonists 作動薬 pathology 病理学
analogs & derivatives 拮抗物質と阻害物質 pharmacokinetics 薬物動態学
blood 血　液 pharmacology 薬理学
chemically induced 化学的誘発 physiology 生理学
complications 合併症 physiopathology 病態生理学
diagnosis 診　断 poisoning 中　毒
diagnostic imaging 画像診断 prevention & control 予防と制御
diet therapy 食事療法 radiotherapy 放射線療法
drug effects 薬物効果 surgery 手　術
drug therapy 薬物療法 therapeutic use 治療的利用
epidemiology 疫　学 therapy 治　療

etiology 病　因 toxicity 毒　性

immunology 免疫学 urine 尿

　ここまでに，“タクロリムス（tacrolimus），感染症（infection），有害作用
（adverse effects）の AND 検索” と “タクロリムスの有害作用を MeSH term と
サブヘディングで検索” の結果が得られた．この両方の結果に含まれる文献に絞
り込むには，サーチボックスの下の “Advanced” からアドバンスト・サーチ画
面に入り，これまでの履歴を使って検索を行う（図 13・7）．また，この画面で
は自動マッピング機能で追加された用語や，入力したキーワードがどのような検
索式として実行されたかを確認できる．
　PubMedは思いついたキーワードで簡単に検索できるが，MeSHも活用するこ
とで必要とする情報を網羅的に検索し，検索結果を効率的に読み解くことができ
る．ただし，一度の検索で必要な結果が得られなければ，キーワードの組合わせ
を変えてみるなど工夫も必要である．
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例題 13・1　次の文の空欄（ア～ウ）に適切な語を入れよ．
シソーラスとは，語の上位概念・下位概念，意味上の同義・類義関係などを分類整

理した辞書である．PubMed は ア というシソーラスをもっており，掲載さ
れている統制語を イ という．収載されている各レコードには，主題を示す
キーワードとして イ が付与されている．このようなキーワードを付与して
いるのは，レコードによって異なる表現で記載されていても，一つのキーワードで探
し出せるようにするためである．たとえば “がん” に関する文献を PubMedで検索す
る場合，各レコードに イ の “Neoplasms” が付与されていれば，文献では
“cancer”，“tumor”，“carcinoma”，“neoplasm” など異なる表記がされていても一緒
に検索することが可能となる．また， ウ を組合わせることで，より主題を
限定した検索ができる．
解　答　ア． MeSH，　イ． MeSH term，　ウ． サブヘディング

図 13・7　アドバンスト・サーチ検索

Detailsを展開すると自動マッピング
機能がどのように働いているかを確
認できる

Actionsから Add with～を選択する
と Query boxに入力され自動的に検
索式が作成できる（直接入力も可）

Search番号 “#○”
でも検索できる
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