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インフルエンザワクチンHAワクチン（３株混合）一覧（H22.9）

品名 会社名 種類 チメロサール有無

インフルエンザHAワクチン「北研」

北研－北薬、北研－第一三共

瓶入 1mL×1本 0.005mg／mL

インフルエンザHAワクチン「S北研」 瓶入 0.5mL×1本 無

インフルエンザHAワクチン「S北研」シリンジ シリンジ 0.5mL×5本 無

ビケンHA

阪大微研、阪大微研－田辺三菱

瓶入 1mL×2本 0.008mg／mL

フルービックHA バイアル 0.5mL×2本 無

フルービックHAシリンジ シリンジ 0.5mL×2本 無

インフルエンザHAワクチン”化血研”TF 化血研、化血研－アステラス 瓶入 1mL×2本 無

インフルエンザHAワクチン「生研」

デンカ生研 瓶入 1mL×1本

0.004mg／mLデンカ生研－アステラス 瓶入 1mL×1本

デンカ生研－武田 瓶入 1mL×1本

Flu-シリンジ「生研」 デンカ生研 シリンジ 0.5mL×2本 0.002mg／0.5mL

･上記略称した各社（所）の正式名は次の通りである。
北研：社団法人北里研究所　北薬：北里薬品産業株式会社　化血研：財団法人化学及血清療法研究所　阪大微研：財団法人阪大微生物病研究会

Q No.1487

今期のインフルエンザワクチンのチメロサール含
有の有無について教えて下さい。

Answer

チメロサールはワクチンの保存剤として使用さ
れ、主に複数回用のバイアル等に含まれています。
インフルエンザワクチンのチメロサール含有の
有無については以下の表に示します。
インフルエンザワクチンについて
今期のインフルエンザワクチンは　A/カリフォ
ルニア/ ７/2009（H1N1）pdm・A/ビクトリア
/210/2009（H3N2）・B/ブリスベン/60/2008（ビ
クトリア系統）に効果がある３価混合ワクチンと
A/カリフォルニア/７/2009（H1N1）pdmの１価
ワクチンがあります。
今年度は主に３価ワクチンの接種が一般的であ
ることから１）、３価ワクチンのみ表に示します。
予防接種ガイドライン（2008年3月改訂版）に

よると、インフルエンザは二類疾病に該当し、定
期の予防接種が必要とされています。

当該定期予防接種対象者は（１）65歳以上の高
齢者、（２）60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限され
る程度の障害を有する人、ヒト免疫不全ウイルス
により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な
程度の障害を有する人（ただし、予診で接種が不
適当と診断された場合を除く）とされており、こ
れら対象の方は、公費による費用負担軽減等の措
置等があります。２）

昨年度のインフルエンザ接種事業においては、
優先接種等の規制がありましたが、本年は特段の
規制はなく、誰でもインフルエンザの予防接種を
受けることができます。地方自治体によっては予
防接種料金の一部公費負担を受けられる場合があ
りますが、多くの地域では全額自己負担となりま
す。３）

いずれも、接種後の健康被害については救済制
度が適用されます。
チメロサールについて
チメロサールは、抗菌作用のある水銀化合物で
あり、主に複数回接種用のバイアル等に対してワ
クチンの保存剤として用いられています。
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Q No.1488

DPP-Ⅳ阻害薬で保険適応されている併用可能な
糖尿病治療薬はありますか。

Answer

DPP-Ⅳ（ジペプチジル・ペプチターゼ-4）は、
血糖上昇時に働く小腸ホルモン（インクレチン）
を分解する酵素です。インクレチンにはGLP-1と
GIPの２種類があり、食事をすると小腸下部のＬ
細胞からGLP-1が、小腸上部のＫ細胞からGIPが、
分泌されます。インクレチンの主な働きは、これ
らが膵臓β細胞に作用し、インスリンを分泌する
ことにより血糖値を降下させることにあります。
一方、GLP-1及びGIPは血糖依存的に働くため、
低血糖を引き起こし難いとされています。１）２）

GLP-1及びGIPはDPP-Ⅳにより分解されます
が、DPP-Ⅳ阻害剤はGLP-1とGIPの分解を抑え、
インクレチン濃度を上昇させることで血糖値をコ
ントロールします。３）

DPP-Ⅳ阻害剤は2009年12月に万有製薬（現・
MSD）からジャヌビア（シタグリプチンリン酸塩
水和物）、小野薬品からグラクティブ（シタグリプ
チンリン酸塩水和物）、2010年４月ノバルティス
ファーマからエクア（ビルダグリプチン）、2010年
６月武田薬品工業からネシーナ（アログリプチン
安息香酸塩）が発売され、現在3成分4製品が２型
糖尿病の治療薬として使用されています。
２型糖尿病の治療の基本は食事療法と運動療法
です。食事療法と運動療法のみで血糖値が改善さ
れない場合、食事療法と運動療法と併せて薬物療
法を行います。更に改善されない場合は作用の異
なる糖尿病治療薬との併用療法が行われます。４）

チメロサールは、体内でエチル水銀とチオサリ
チル酸に分解されます。
エチル水銀は、水俣病の原因となり神経系障害
を引き起こすことが知られているメチル水銀と同
じ有機水銀ですが、血中濃度半減期はメチル水銀
と比較して短いとの報告もあり、体内からの消失は
メチル水銀より速やかであると考えられています。
また、1990年代にワクチン中のチメロサールと
自閉症等の発達障害との因果関係が指摘されたこ
とから、WHO、米国、欧州などの規制当局でもそ
の因果関係を明確にするため、種々の研究が行わ
れていますが、現在では各国の規制当局において
は自閉症等との因果関係について否定する見解が
主流です。
日本でも平成21年10月16日（独）医薬品医療機
器総合機構 調査結果報告書においてチメロサール
含有ワクチンと自閉症等との因果関係を示す根拠
は得られていないと判断しつつも、「ワクチンのチ
メロサール除去については、国民の水銀への暴露
量を低減させる観点から望ましいと考えられるた
め、チメロサールの除去・低減に向けた努力を続
けることが適切である。」と記述しており、チメロ
サール除去・低減の姿勢を示しています。４）

現在市販されているインフルエンザワクチンの
中ではインフルエンザＨＡワクチン“化血研”Ｔ
Ｆ（化血研－アステラス）がチメロサールの代替
としてフェノキシエタノールを保存剤として使用
しています。５）

また、保存剤を含有しないインフルエンザワク
チンとして、インフルエンザＨＡワクチン「Ｓ北
研」、インフルエンザＨＡワクチン「Ｓ北研」シリ
ンジ、フルービックＨＡ、フルービックＨＡシリ
ンジ等があります。
【資料】
１） 厚生労働省 新型インフルエンザ対策関連情報
 （http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/
kekkaku-kansenshou04/inful_vaccine22.html）

２） 感染症情報センター　予防接種ガイドライン
2008年度版（10-11）

 （http://idsc.nih.go.jp/vaccine/2008vaguide/
vguide08-1.pdf）

３） アステラス製薬 患者さんご家族の皆さまなる
ほど病気ガイド インフルエンザ
（http://www.astellas.com/jp/health/health

care/influenza/basicinformation07.html#infor
mation07）

４） （独）医薬品医療機器総合機構 調査結果報告書
 （http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/
s1018-2f.pdf）

５） 医薬品インタビューフォーム　インフルエン
ザHAワクチン“化血研”TF（１）

 （http://med2.astellas.jp/med/jp/basic/
details/vif/interview/if-vif.pdf）
〈執筆協力会社〉㈱バイタルネット 薬事管理部
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DPP-4阻害剤一覧表（添付文書より）
一般名 シタグリプチンリン酸塩水和物 ビルダグリプチン アログリプチン安息香酸塩

商品名 ジャヌビア グラクティブ エクア ネシーナ

製剤 錠：25，50，100mg 錠：50mg 錠：6.25，12.5，25mg

販社 萬有製薬（現、MSD） 小野薬品 ノバルティスファーマ 武田薬品

効能・効果

2型糖尿病
ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。

①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えてス
ルホニルウレア剤を使用

③食事療法・運動療法に加えてチ
アゾリジン系薬剤を使用

④食事療法・運動療法に加えてビ
グアナイド系薬剤を使用

①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えてス
ルホニルウレア剤を使用

①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えて
α-グルコシダーゼ阻害剤を使
用
③食事療法・運動療法に加えてチ
アゾリジン系薬剤を使用

用法・用量

通常、成人にはシタグリプチン
として50mgを1日1回経口投与す
る。なお、効果不十分な場合に
は、経過を十分に観察しながら
100mg1日1回まで増量すること
ができる。

通常、成人には、ビルダグリプチ
ンとして50mgを1日2回朝、夕に
経口投与する。なお、患者の状態
に応じて50mgを1日1回朝に投与
することができる。

通常、成人にはアログリプチン
として25mgを1日1回経口投与す
る。

現在、各DPP-Ⅳ阻害剤において併用可能な糖尿病
治療薬には承認取得の有無から、次の通り添付文書
に記載され、各々で違いがあります。5）

ジャヌビア、グラクティブ（シタグリプチンリ
ン酸塩水和物）では
①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレ
ア剤を使用

③食事療法・運動療法に加えてチアゾリジン系
薬剤を使用

④食事療法・運動療法に加えてビグアナイド系
薬剤を使用

エクア（ビルダグリプチン）は
①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレ
ア剤を使用

ネシーナ（アログリプチン安息香酸塩）は
①食事療法・運動療法のみ
②食事療法・運動療法に加えてα-グルコシダー
ゼ阻害剤を使用

③食事療法・運動療法に加えてチアゾリジン系
薬剤を使用

シタグリプチンリン酸塩水和物及びビルダグリ
プチンについては、スルホニルウレア剤との併用
が可能の旨添付文書に記載されていますが、スル
ホニルウレア剤との併用により意識消失を含む重
篤な低血糖症状が報告されたため、厚生労働省医

薬食品局安全対策課は、医療現場に注意喚起するた
め、日本製薬団体連合会を通じ関係メーカーに使用
上の注意を改訂するよう文書で指示をしました。
現在、シタグリプチンリン酸塩水和物及びビル
ダグリプチンの添付文書［重要な基本的注意］の
項には「スルホニルウレア剤と併用する場合はス
ルホニルウレア剤の減量を検討すること」等の文
言が記載されています。６）７）

ネシーナに関しては発売２カ月後の2010年８月
にチアゾリジン系薬剤（アクトス：ピオグリタゾ
ン）との併用が承認されました。DPP-Ⅳ阻害剤に
ついては、今後も併用薬追加承認の可能性が予測
されます。
【参考資料】
１） ノバルティス HP エクア インクレチンとDPP-4
の基礎知識 インクレチン（GLP-1、GIP）とは？

 （http://www.equa.jp/m_dpp4/index.html）
２） MSD HP インクレチンインフォ
 （http://januvia.jp/secure/incretin-info/about/
index.html）

３） ノバルティス HP エクア インクレチンと
DPP-4の基礎知識 DPP-4とは？

 （http://www.equa.jp/m_dpp4/01.html）
４） Mins 日本糖尿病学会編（07年）／ガイドライン
（http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0004/1/0004_G
0000188_GL.html）

５） PMDA HP 医療用医薬品の添付文書情報
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地方厚生（支）局ホームページ
地方厚生（支）局 URL

北 海 道 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/index.html

東 北 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/index.html

関 東 信 越 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/index.html

東 海 北 陸 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/index.html

近 畿 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html

中 国 四 国 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/index.html

四 国 厚 生 支 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/index.html

九 州 厚 生 局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/index.html

Q No.1490

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン定期接種に
ついて （平成22年７月）

Answer

感染症情報センター（IDSC）の「日本の定期
/任意予防接種スケジュール（20歳未満）」2010年
４月現在によると、第１期（乾燥細胞培養ワクチ
ン）の説明記載は、
2009年２月23日に乾燥細胞培養による新しい日
本脳炎ワクチンが薬事法に基づき承認され、2009
年６月２日から定期接種として使用開始となりま
した。2005年５月30日以降、積極的勧奨が差し控
えられていましたが、2010年度は３歳児への初回
接種について、積極的な勧奨が再開されます。
次に、第２期の説明記載は、
マウス脳由来ワクチンの有効期限が過ぎたた
め、2010年３月10日以降、定期接種として使用可
能なワクチンがありません。現在、乾燥細胞培養
ワクチンによる２期接種が実施できるよう、研究
が進められているところです。
ところで、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン添付
文書によると、
定期接種対象者と標準的接種年齢
（１）第１期は、生後６月から90月に至るまでの
間に行う。初回免疫は３歳に達した時から４歳に
達するまでの期間、追加免疫は４歳に達した時か
ら５歳に達するまでの期間を標準的な接種年齢と

（http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/
menu_tenpu_base.html）

６） ミクス Online 新規糖尿病薬のDPP-4阻害薬　
SU剤併用で重篤な低血糖 使用上の注意改訂へ

 （http://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/
artid/38981/Default.aspx）

７） 糖尿病ネットワーク インクレチン関連薬：SU
薬との併用で低血糖　厚労省が文書改訂指示
（http://www.dm-net.co.jp/calendar/2010/04/
010035.php）
〈執筆協力会社〉㈱バイタルネット 薬事管理部

Q No.1489

保険医療機関の「医療機関コード」を調べること
はできますか。

Answer

医療機関コードは、それぞれの医療機関につい
て定められた７桁の番号で、地方厚生（支）局ホー
ムページ（下表参照）で調べることができます。
なお、処方せん及び調剤報酬明細書への医療機関
コードの記載については、平成22年９月30日まで
の間は省略することができます。
■検索方法
①地方厚生（支）局ホームページのトップ画面に
ある「業務内容」へアクセスする。

②「保険医療機関・保険薬局関係」へアクセスする。
③地方厚生（支）局管内の「保険医療機関・保険
薬局の指定一覧」が掲載されている。一覧表中
の医療機関番号が医療機関コードに該当する。

【資料】
１）保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一
部改正に伴う実施上の留意事項について．保

医発0305第11号，2010.3.5．
２）「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一
部改正について．保医発0305第13号，2010.3.5．
〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱薬事医薬情報部
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する。
（２）第２期の予防接種は、９歳以上13歳未満の
者に行う。９歳に達した時から10歳に達するまで
の期間を標準的な接種年齢とする。
なお、本剤の定期の予防接種への使用について
は、予防接種実施規則によること。
と記載されている。

結果として、第2期接種については任意の予防
接種となる。
【参考文献】
・ジェービックV添付文書
・国立感染症研究所 感染症情報センターホーム
ページ

〈執筆協力会社〉㈱ケーエスケー 奈良支店


