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１．お知らせ

○サンピロ１％（参天）の【用法・用量】が一部追記されました。（下線部 追記箇所）
【用法・用量】ピロカルピン塩酸塩として、通常0.5～４％液を１日３～５回、１回１～２滴宛点眼す

る。

新規収載医薬品２．
2008年6月13日薬価収載
2008年6月27日薬価収載

イルベタン錠50mg 100mg
製造・販売 塩野義製薬
アバプロ錠50mg 100mg
製造・販売 大日本住友製薬
分 類 内用薬：高血圧症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 イルベサルタン
薬価 50mg1錠 80.10 円 100mg1錠 154.20 円
効能・効果 高血圧症
用法・用量 通常、成人にはイルベサルタンとして50～100mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は200mgまでとする。
ルナベル配合錠
製造・販売 ノーベルファーマ-日本新薬、富士製薬
分 類 内用薬：子宮内膜症に伴う月経困難症を効能・効果とする医療用配合剤(新医療用配合

剤)
一般名 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
薬価 1錠 332.90 円
効能・効果 子宮内膜症に伴う月経困難症
用法・用量 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し、その後7日間休薬する。以上28日間を投

与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期
の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。

エクジェイド懸濁用錠125mg 500mg
製造・販売 ノバルティスファーマ
分 類 内用薬：輸血による慢性鉄過剰症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成

分)
一般名 デフェラシロクス
薬価 125mg1錠 1,161.60 円 500mg1錠 4,624.30 円
効能・効果 輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレート剤治療が不適当な場合）
用法・用量 通常、デフェラシロクスとして20mg/kgを1日1回、水100mL以上で用時懸濁し、空腹時

に経口投与する。
なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は30mg/kgを超えないこと。
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アログリセムカプセル25mg
製造・販売 シェリング・プラウ
分 類 内用薬：高インスリン血性低血糖症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効

成分)
一般名 ジアゾキシド
薬価 25mg1カプセル 251.80 円
効能・効果 高インスリン血性低血糖症
用法・用量 1歳以上の幼小児及び成人：通常、ジアゾキシドとして1日3～8mg/kgを2、3回に分割

し、8あるいは12時間ごとに経口投与する。ただし、投与開始時は1日3～5mg/kgを2、3
回に分割投与する。
1歳未満の乳児：
通常、ジアゾキシドとして1日8～15mg/kgを2、3回に分割し、8あるいは12時間ごとに
経口投与する。ただし、投与開始時は1日5～10mg/kgを2、3回に分割投与する。
なお、いずれの場合も、血糖値に応じて適宜増減するが、1日最大投与量は20mg/kgま
でとする。

スーテントカプセル12.5mg
製造・販売 ファイザー
分 類 内用薬：根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍を

効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 スニチニブリンゴ酸塩
薬価 12.5mg1カプセル 8,546.30 円
効能・効果 イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
用法・用量 通常、成人にはスニチニブとして1日1回50mgを4週間連日経口投与し、その後2週間休

薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量す
る。

ファムビル錠250mg
製造・販売 旭化成ファーマ-マルホ
分 類 内用薬：帯状疱疹を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 ファムシクロビル
薬価 250mg1錠 562.90 円
効能・効果 帯状疱疹
用法・用量 通常、成人にはファムシクロビルとして1回500mgを1日3回経口投与する。
ポプスカイン0.75％注75mg/10mL 150mg/20mL シリンジ75mg/10mL
ポプスカイン0.25％注25mg/10mL バッグ250mg/100mL シリンジ25mg/10mL
製造・販売 丸石製薬
分 類 注射薬：<ポプスカイン0.75％注75mg/10mL、ポプスカイン0.75％注150mg/20mL、ポプ

スカイン0.75％注シリンジ75mg/10mL>
硬膜外麻酔を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
<ポプスカイン0.25％注25mg/10mL、ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL、ポプス
カイン0.25％注シリンジ25mg/10mL>
術後鎮痛を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)

一般名 塩酸レボブピバカイン
薬価 75mg10mL1管 639 円 150mg20mL1管 1,161 円 75mg10mL1筒 739 円

25mg10mL1管 347 円 250mg100mL1袋 1,718 円 25mg10mL1筒 447 円
効能・効果 <ポプスカイン0.75％注75mg/10mL、ポプスカイン0.75％注150mg/20mL、ポプスカイン

0.75％注シリンジ75mg/10mL>
硬膜外麻酔
<ポプスカイン0.25％注25mg/10mL、ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL、ポプス
カイン0.25％注シリンジ25mg/10mL>
術後鎮痛

次項へ
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用法・用量 <ポプスカイン0.75％注75mg/10mL、ポプスカイン0.75％注150mg/20mL、ポプスカイン
0.75％注シリンジ75mg/10mL>
通常、成人に1回20mL（レボブピバカインとして150mg）までを硬膜外腔に投与する。
なお、期待する痛覚遮断域、手術部位、年齢、身長、体重、全身状態等により適宜減
量する。
<ポプスカイン0.25％注25mg/10mL、ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL、ポプス
カイン0.25％注シリンジ25mg/10mL>
手術終了時に、通常、成人に6mL/時（レボブピバカインとして15mg/時）を硬膜外腔に
持続投与する。なお、期待する痛覚遮断域、手術部位、年齢、身長、体重、全身状態
等により4～8mL/時の範囲で適宜増減する。

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL
製造・販売 アボットジャパン-エーザイ
分 類 注射薬：関節リウマチを効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 アダリムマブ（遺伝子組換え）
薬価 40mg0.8mL1筒 71,097 円
効能・効果 関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）
用法・用量 通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回、皮下注射す

る。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット
製造・販売 バイエル薬品
分 類 注射薬：CD20陽性の再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマント

ル細胞リンパ腫を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)塩化イットリウム(90Y)
薬価 1セット 2,533,477 円
効能・効果 CD20陽性の再発又は難治性の下記疾患

低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫
用法・用量 本セットの注射液調製用無菌バイアルに適量の注射液エキ調製用酢酸ナトリウム溶液

と塩化イットリウム(90Y)溶液1500MBqを入れ、これにイブリツモマブ チウキセタン溶
液1.3mLを加えて混和し、適量の注射液調製用緩衝液を加えてイットリウム(90Y)イブ
リツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液とする。
通常、成人には、リツキシマブ(遺伝子組換え)を点滴静注後、速やかに、イットリウ
ム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)として14.8MBq/kg(最大1184MBq)
を10分間かけて静脈内投与する。また、患者の状態に応じて11.1MBq/kgに減量する。
なお、イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液の投与
に先立ち、イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)の集積部位の確認を行い、異
常な生体内分布の有無を確認すること。

ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット
製造・販売 バイエル薬品
分 類 注射薬：イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)の集積部位の確認を効能・効果

とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)
一般名 イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)塩化インジウム(111Ｉn)
薬価 1セット 1,787,490 円
効能・効果 イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)の集積部位の確認
用法・用量 本セットの注射液調製用無菌バイアルに適量の注射液エキ調製用酢酸ナトリウム溶液

と塩化インジウム(111In)溶液145MBqを入れ、これにイブリツモマブ チウキセタン溶
液1.0mLを加えて混和し、適量の注射液調製用緩衝液を加えてインジウム(111In)イブ
リツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)注射液とする。
通常、成人には、リツキシマブ(遺伝子組換え)を点滴静注後、速やかに、インジウム
(111In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)として130MBqを、静脈内に10分
間かけて投与する。
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アイセントレス錠４００ｍｇ
万有製薬製造・販売

HIV感染症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品(新有効成分)分 類 内用薬：
ラルテグラビルカリウム一般名

薬価 円400mg1錠 1,510.40
HIV感染症効能・効果
通常、成人にはラルテグラビルとして400mgを1日2回経口投与する。本剤は、食事の有無に用法・用量
かかわらず投与できる。なお、投与に際しては、必ず他の抗HIV薬と併用すること。

３．Ｑ＆Ａコーナー

★肝硬変患者にメイロンを使って良いか？
ＯＫ。

★オメプラール注とアドナ注・トランサミン注の配合はＯＫか？
結晶析出する可能性あるため不可。

★エスポー皮下用６０００は透析前の適応が通っているか？
通っていない。

★アルツディスポ関節注開封後、どのくらいまでなら使えるか？
ゴム栓部を外していなければ有効期限内はＯＫ。

４．メタボ健診

2008年4月から厚生労働省の取り決めで新しい健康診断制度が実施されることになりました。

メタボ健診の義務化とは
メタボ健診とは、特定健康診査と特定保険指導のことをいいます。厚生省では、メタボ健診を実施す

ることで、脳卒中や心筋梗塞などの生活習慣病の原因となっているメタボリックシンドローム（内臓脂
肪症候群）を防ぎ、医療費削減につながるのが目的です。
～特定健診・保健指導～
４０～７４歳の人（妊産婦、刑務所入所中、海外在住、長期入院などを除く）を対象に企業の健康保

険組合や市町村など保険者に実施が義務づけられています。健保組合の場合、現在のように従業員（被
保険者）ばかりでなく、従業員の被扶養者も対象となります。

メタボ健診（検診）の内容
メタボ健診で腹囲測定が加わるのが特徴です。
～必須項目～
○質問票（服薬歴、喫煙歴等）
○身体測定（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）
○理学的検査（身体診察）
○血圧測定
○血液検査（血中脂質検査、血糖検査、肝機能検査）
○検尿（尿糖、尿蛋白）

～詳細な検診項目～
○心電図検査
○貧血検査
○眼底検査
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メタボかその予備軍と判定されると、医師、保健師や管理栄養士らから、面接などで食事や運動の指
導（保健指導）を受けます。現在の健診では、異常があっても「要精密検査」などと通知するにとどま
るのに対し、生活習慣の改善指導が企業の健保組合などに義務づけられます。特定検診の受診者全員に
「情報提供」が行われます。
指導は、「動機づけ支援」と「積極的支援」の２種類あります。「動機づけ支援」は主に予備軍の人

が対象で、面接は原則１回です。一方、「積極的支援」はメタボの人が対象で、初回に面接を行い、そ
の後、電話やメールなどで３～６か月間、継続的に指導します。
これまでの健康診断は、結果が出ても「病院に行ってください」という申告書を送付するのみで、あ

とは個人に判断を委ねていましたが、このメタボ健診ではそこから更に一歩踏み込んだ健康診断を実施
するという事になります。

メタボ健診は、即命に関わるような病気を診断するものではないため、実際に数値を突き付けられて
もその対応をせずに済ませてしまう恐れがあります。それをできる限り回避する為の対策だと言えます。
厚生労働省によると、特定健診の対象者は約５７００万人。同省が今年発表した国民健康・栄養調査

では、男性の２人に１人、女性の５人に１人がメタボまたは予備軍に当てはまり、合計約１９００万人
に上ります。健診と保健指導により、２０１５年度までに糖尿病などの生活習慣病とその予備軍を２５
％減少させる計画です。この結果、２５年度には医療費を２兆円削減できるとしています。

参照： 読売新聞
メタボ健診でメタボリックシンドローム予防
SAFE－DI 検査シリーズ


