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Question No.1584
オキシコンチン錠の５㎎錠のみに
使用期限が記載されている理由は？

（2013年2月）

Answer

薬事法の規定に基づき、使用期限を記載しなけ
ればならない医薬品として指定されている品目以
外については、適切な保存条件の下で製造後３年
を超えて性状及び品質が安定な医薬品について使
用期限の記載は義務付けられてはいません。２）（流
通管理等の便宜上、安定性試験で品質を確認でき
た期間を使用期限として記載されるのが通常と
なっているようです。）
オキシコンチン錠５mgについては、長期保存時
に分解物を生じます。これは、オキシコンチン錠
に使用されている腑形剤や着色剤の分解によるも
のではなく、主成分のオキシコドンの分解物（類
縁物質）です。オキシコンチン錠５mg・10mg・
20mg・40mgともに錠剤の大きさが同じ（直径約
7.1mm、厚さ約3.3mm、重さ約0.130ｇ）であり、
分解物の生成量はどの錠剤でも同じということか
ら、５mg錠は錠剤（主成分）に占める類縁物質の
比率が増えてしまいます。30ヶ月までの検討にお
いては、規格の範囲内であり安定性について問題
はなく、２年６ヶ月の使用期限とされています。
なお、10mg錠においても類縁物質のわずかな増
加が長期保存試験（60ヶ月）で認められています
が、品質上問題となるほどの変化ではなく、その
他の項目においては変化を認めず安定であるとさ
れています。
＊参考：
製剤の安定性に関する情報は、物理的、化学的、
生物学的及び微生物学的試験結果、さらには剤形
に特有な項目（例えば、経口固形製剤の溶出時間）
を適切に含めて、系統的に記載し、評価しなけれ
ばならないとされています。
一般に、製剤に関する「明確な品質の変化」と

は、次に掲げる場合とされています。
１．試験開始時から含量が５％以上変化した場
合、生物学的又は免疫学的方法を用いる時は、
力価が判定基準から逸脱した場合
２．特定の分解生成物が判定基準を超えた場合
３．外観、物理的項目及び機能性試験が判定基準
から逸脱した場合（例えば、色、相分離、再懸
濁性、ケーキング、硬度、１回当りの投与量）、
しかし、加速試験条件下では、物理的特性の変
化（例えば、坐剤の軟化、クリームの融解）が
予想されることもある。
さらに、剤形により必要に応じて
４．phが判定基準を逸脱した場合
５．溶出試験（12投与単位）で判定基準を逸脱し
た場合４）

【参考資料】
１）メーカー回答
２）厚生省告示第百六十六号
３）製品インタビューフォーム
４）安定性試験ガイドライン

〈執筆協力会社〉岡野薬品㈱医薬情報部

Question No.1585

『特別な管理を要する医薬品』について

Answer

卸が受注した医薬品を医療機関に納品するのは
通常の流れですが、メーカーから卸への依頼によ
り流通上の制限を設けている品目があります。こ
の『特別な管理を要する医薬品』を卸各社では、流
通管理品目、自主管理品目、特定管理品目、得意
先限定品目などと呼んでいます。
これは年々増加傾向にあります。卸各社のリス
トをもとに平成25年６月末時点の品目を次頁にま
とめました。ご活用ください。

〈執筆協力〉大阪府支部DI委員会
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投与
経路 メーカー（販売元） 承認

条件等 商品名

内服

ノバルティス ★

アフィニトール錠2.5mg
アフィニトール錠5mg
アフィニトール分散錠2mg
アフィニトール分散錠3mg

日本新薬 ★ アムノレイク錠2mg

サノフィ ★
アラバ錠10mg
アラバ錠20mg
アラバ錠100mg

田辺三菱 ★ イムセラカプセル0.5ｍg

エフピー エフピーOD錠2.5

ノバルティス ★
◎
クロザリル錠25mg
クロザリル錠100mg

エーザイ ★ ケアラム錠25mg

大正富山 ★ コルベット錠25mg

アルフレッサ ★ コレアジン錠12.5mg

ヤンセン ★
◎
コンサータ錠18mg
コンサータ錠27mg

ファイザー ★ ザーコリカプセル200mg
ザーコリカプセル250mg

大塚 サムスカ錠7.5mg
サムスカ錠15mg

グラクソ・スミスクライン ★ サムチレール内用懸濁液15％

藤本 ★
◎
サレドカプセル50
サレドカプセル100

ノバルティス ★ ジレニアカプセル0.5mg

バイエル スチバーガ錠40mg

ブリストル・マイヤーズ ★ スプリセル錠20mg
スプリセル錠50mg

マイラン セレギリン塩酸塩錠2.5mg
｢マイラン｣

中外 ★ ゼローダ錠300

大鵬 ★ ゾリンザカプセル100mg

ノバルティス ★ タシグナカプセル150mg
タシグナカプセル200mg

中外 ★
タルセバ錠25mg
タルセバ錠100mg
タルセバ錠150mg

中外 チガソンカプセル10
チガソンカプセル25

MeijiSeika ★

ディアコミットカプセル250mg
ディアコミットドライシロップ
分包250mg
ディアコミットドライシロップ
分包500mg

大鵬 ★

ティーエスワン配合カプセルT20
ティーエスワン配合カプセルT25
ティーエスワン配合顆粒T20
ティーエスワン配合顆粒T25
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25

田辺三菱 ★ テラビック錠250mg

アクテリオン ★ トラクリア錠62.5mg

バイエル ★ ネクサバール錠200mg

アッヴィ ノービア内用液8％

アルフレッサ ★ ノベルジンカプセル25mg
ノベルジンカプセル50mg

大塚 ★ フィズリン錠30㎎

グラクソ・スミスクライン ★ ヴォトリエント錠200mg

アクテリオン ★ ブレーザベスカプセル100mg

中外 ベサノイドカプセル10mg

グラクソ・スミスクライン マラロン配合錠

テルモ ★ メサペイン錠5mg
メサペイン錠10mg

【主な特別管理品目一覧　H25年6月】
承認条件等の記号　★：承認条件のあるもの　◎：適正使用・流通管理手順が策定されているもの　◆：在宅自己注射が可能なもの

投与
経路 メーカー（販売元） 承認

条件等 商品名

内服

アルフレッサ＝田辺三菱 モディオダール錠100㎎

大鵬 ★ ユーゼル錠25mg

ファイザー ★ リウマトレックスカプセル2mg

ノバルティス ★
◎
リタリン錠10mg
リタリン散1％

セルジーン ★
◎ レブラミドカプセル5mg

グラクソ・スミスクライン ★ レボレード錠12.5mg
レボレード錠25mg

第一三共 ロタリックス内用液

外用

エーザイ ★ ギリアデル脳内留置用剤7.7mg

ノバルティス ★ トービイ吸入液300mg

久光 ★
◎

ノルスパンテープ5mg
ノルスパンテープ10mg
ノルスパンテープ20mg

日東メディック ★ バンコマイシン眼軟膏1％

中外 ★ プルモザイム吸入液2.5mg

小野薬品 プレグランディン膣坐剤1mg

医療
機器

日本化薬 ジェルパート（1mm粒・2mm粒）

ビー・ブラウン
エースクラップ ★ ヒストアクリル

注射

協和発酵キリン
アクチバシン注600万
アクチバシン注1200万
アクチバシン注2400万

中外 ★

アクテムラ点滴静注用80mg
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ点滴静注用400mg
アクテムラ皮下注162mgシリンジ
アクテムラ皮下注162mgオートイン
　ジェクター

帝人 ★ 注射用アナクトC2500単位

中外 アバスチン点滴静注用100mg/4ml
アバスチン点滴静注用400mg/16ml

大鵬 ★ アブラキサン点滴静注用100mg

バイオジェン・アイデック・
ジャパン

★
◆ アボネックス筋注用シリンジ30μg

サノフィ ★ アンカロン注150

ノバルティス ★ イラリス皮下注用150mg

ファイザー ★
◆
エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg

ヤクルト
エルプラット点滴静注液50mg
エルプラット点滴静注液100mg
エルプラット点滴静注液200mg

ブリストル・マイヤーズ ★ オレンシア点滴静注用250mg

MSD ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ

第一三共 ★
ギャバロン髄注0.005％1mL
ギャバロン髄注0.05％ 20mL
ギャバロン髄注0.2％ 5mL

田辺三菱
グルドパ注600万
グルドパ注1200万
グルドパ注2400万

日本化薬 コホリン静注用7.5mg

グラクソ・スミスクライン サーバリックス

田辺三菱 ジオン注無痛化剤付
ジオン注生食液付

アステラス ★ 注射用シナシッド

アステラス ★
◆ シムジア皮下注200mgシリンジ

ヤンセン＝田辺三菱 ★ シンポニー皮下注50mgシリンジ

ヤンセン ★ ステラーラ皮下注45mgシリンジ

日本臓器 ゼットブリン点滴静注液100mg

アレクシオン ★ ソリリス点滴静注300mg
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投与
経路 メーカー（販売元） 承認

条件等 商品名

注射

ノバルティス ゾレア皮下注用75mg
ゾレア皮下注用150mg

ジェンザイム・ジャパン ★ タイロゲン筋注用0.9mg

アストラゼネカ 1％ディプリバン注
1％ディプリバン注-キット

日本新薬 ★ トリセノックス注10mg

ファイザー ★ トーリセル点滴静注液25mg

エーザイ トレアキシン点滴静注用100mg

エーザイ ★ ナーブロック筋注2500単位

中外 ★ ハーセプチン注射用60
ハーセプチン注射用150

エーザイ ハラヴェン静注用1mg

日本新薬 ★ ビダーザ注射用100mg

エーザイ ★
◆
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4ml
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8ml

冨士 プロポフォール注1％「F」

投与
経路 メーカー（販売元） 承認

条件等 商品名

注射

丸石 1％プロポフォール注「マルイシ」
2％プロポフォール注「マルイシ」

武田 ベクティビックス点滴静注100mg
ベクティビックス点滴静注400mg

ファイザー ★
◆

ベネフィクス静注用500
ベネフィクス静注用1000
ベネフィクス静注用2000

ヤンセン ベルケイド注射用3mg

アラガン ★ ボトックスビスタ注用50単位

グラクソ・スミスクライン ★ ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位

ファイザー ★ マイロターグ点滴静注用5mg

全薬工業＝中外 ★ リツキサン注10mg/mL
（100mg/mL・500mg/mL）

大日本住友 ★ リプレガル点滴静注用3.5mg

田辺三菱 レミケード点滴静注用100


