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◆安定ヨウ素剤とは
運転中や停止直後の原子力発電所等は、事故が

生じた場合、放射性ヨウ素を含む核分裂生成物を
環境中に放出することがある。核分裂生成物のう
ち放射性ヨウ素が呼吸や飲食物を通じて人体に取
り込まれると、甲状腺に集積し、放射線被ばくの
影響により数年～数十年後に甲状腺がん等を発生
させる可能性がある。１），２）

この甲状腺被ばくは、安定ヨウ素剤を事前に服
用することにより低減することができる。安定ヨ
ウ素剤とは、放射性でないヨウ素を内服用にヨウ
化カリウムのような形で製剤化したものである。
放射性ヨウ素が体内に取り込まれる前に安定ヨウ
素剤を服用すると、血中のヨウ素濃度が高くなり、
甲状腺ホルモンの合成が一時的に抑えられ血中か
ら甲状腺へのヨウ素の取り込みが抑制される。ま
た、血中のヨウ素濃度の大半を安定ヨウ素で占め
ることにより、甲状腺への放射性ヨウ素の到達量
を低減させることができる。１），２）

安定ヨウ素剤の服用回数は原則１回とし、服用
量については以下の表に示すように年齢に応じた
量とする。１）

対象者

ヨウ素量
（mg）

ヨウ化カリウ
ム量に対する

相当量

ヨウ化
カリウム量

（mg）

ヨウ化
カリウム丸

新生児 12.5 16.3* －
生後１ヶ月

以上
３歳未満

25 32.5* －

３歳以上
13歳未満 38 50 １丸

13歳以上 76 100 ２丸
＊ゼリー剤または薬剤師等が避難所等で調製した液状の安定ヨ

ウ素剤を服用することとなる

◆乳幼児が服用しやすい安定ヨウ素剤
現在、医療用医薬品として国内で承認・市販さ

れている安定ヨウ素剤には、丸剤・ゼリー剤・散剤
がある。緊急時に３歳以上の住民が服用するもの
として、地方公共団体は丸剤を購入・備蓄する必
要がある。丸剤は非常に硬く、定められた量に正
確に分割することが難しいことから、３歳未満の
乳幼児や丸剤の服用が困難な者にはゼリー剤また
は散剤を使用する。なお、散剤を使用する場合は
薬剤師等が液剤に調製する必要がある。１），２）

乳幼児向けのヨウ化カリウム内服ゼリーは2016
年３月に製造販売承認され、原子力施設から５km
圏内の住民への事前配布も始まっている。

小児の服用にあたっては、皮疹や甲状腺機能抑制
を引き起こすことがあるので注意が必要である。２）

ゼリー剤の概要を以下に示す。３）

販売名
ヨウ化カリウム

内服ゼリー
16.3mg「日医工」

ヨウ化カリウム
内服ゼリー

32.5mg「日医工」
成分 ヨウ化カリウム

含有量 １包（１ｇ）中
16.3mg

１包（２ｇ）中
32.5mg

剤形 内服ゼリー剤
性状 無色のゼリー剤

効能・効果 放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝
の予防・低減

用法・用量 ヨウ化カリウムとして通常13歳以上に
は１回100mg、３歳以上13歳未満に
は１回50mg、生後１ヶ月以上３歳未
満には１回32.5mg、新生児には１回
16.3mgを経口投与する。

用法・用量に
関連する

使用上の注意

１．食直後の経口投与により、胃内容
物に吸着されることがあるので、注意
すること。また、制酸剤、牛乳等との
併用は胃障害を軽減させることができ
る。
２．放射性ヨウ素による甲状腺の内部
被曝の予防・低減の場合、国等の指示
に従い投与すること。

使用期限 ３年
詳細については製品添付文書等で確認してください

【参考資料】
１）安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって　原子力規制庁

原子力災害対策・核物質防護課（平成28年９月30日修
正）

乳幼児に使用できる安定ヨウ素
剤について教えてほしい。
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Answer



Vol.41 NO.7  (2017) 22 (426)

２）2014年版　原子力災害における安定ヨウ素剤服用ガ
イドブック　日本医師会

３）日医工株式会社ホームページ（2017年３月時点）
〈執筆協力会社〉㈱スズケン 福井営業部

コンパニオン診断薬は2013年７月１日
に厚生労働省より発出された通知１）では、「特定の
医薬品の有効性または安全性の向上等の目的で使
用し、当該医薬品の使用に不可欠な体外診断用医
薬品等であり、単に疾病の診断等を目的とするも
のを除く」と定義されています。具体的には「効果
がより期待される患者を特定する」「特定の副作用
のリスクが高い患者を特定する」あるいは「用法・
用量の最適化または投与中止の判断を適切に実施
する」ことを目的として使用する検査薬などのこ
とです。このように対象医薬品に付随するという

Answer

QNo.1687 コンパニオン診断薬とはどのよ
うなものですか？　 （2017年２月）

意味合いから、コンパニオン診断薬（companion 
diagnostics）と呼ばれています。２）

コンパニオン診断薬を含む体外診断薬の診療報
酬は検査の実施料と判断料からなり、その保険点
数には検査キット代だけでなく、測定にかかる人
件費や検体前処理など、検査にかかるすべてのプ
ロセスに対する費用が含まれています。これまで、
遺伝子検査の診療報酬は2,000点が上限と考えら
れていましたが、2012年３月に承認されたコンパ
ニオン診断薬については、非小細胞肺癌に対する
ALK融合遺伝子標本作製（FISH法）に6,520点が、
再発または難治性の成人Ｔ細胞白血病リンパ腫に
対するCCR4蛋白の検出（免疫組織化学染色法およ
びフローサイトメトリー法）に10,000点が付けら
れ、今後はコンパニオン診断薬に診療報酬上で高
い価値が与えられる事例が増えると予想されてい
ます。３）現在、保険収載されているヒト体細胞遺
伝子検査・ヒト遺伝学的検査等を表１にまとめま
した。

表1　保険収載されているヒト体細胞遺伝子検査・ヒト遺伝学的検査

D004-2 　悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査

イ　EGFR遺伝子検査（リアルタイムPCR法） 2,500点
ロ　EGFR遺伝子検査（リアルタイムPCR法以外） 2,100点
ハ　K-ras遺伝子検査 2,100点
ニ　EWS-Fli1遺伝子検査 2,100点
ホ　TLS-CHOP遺伝子検査 2,100点
へ　SYT-SSX遺伝子検査 2,100点
ト　c-kit遺伝子検査 2,500点
チ　マイクロサテライト不安定性検査 2,100点
リ　センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 2,100点
ヌ　BRAF遺伝子検査 6,520点
ル　RAS遺伝子検査 2,500点

2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点
D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 2,100点
D006-3 Major BCR-ABL1

1 mRNA定量（国際標準値）
イ　診断の補助に用いるもの 2,520点
ロ　モニタリングに用いるもの 2,520点

2 mRNA定量（1以外のもの） 1,200点
D006-4 遺伝学的検査 3,880点
D006-6 免疫関連遺伝子再編成 2,520点
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 2,100点
D006-8 サイトケラチン19（KRT19）mRNA検出 2,400点
D006-9 WT1mRNA 2,520点
D006-10 CCR4タンパク（フローサイトメトリー法） 10,000点

N005 HER2遺伝子標本作製
1 単独の場合 2,700点
2 区分番号N002に掲げる免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本

作製の3による病理標本作成を併せて行った場合 3,050点
N005-2 ALK融合遺伝子標本作製 6,520点

平成28年 厚生労働省告示第52号
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表3 ゼルボラフⓇ錠240mg添付文書
2017年2月改訂（第5版）より抜粋

【臨床成績】
１．＜日本人における成績＞

BRAF V600変異を有する根治切除不能な悪性黒色
腫患者を対象とした第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験（JO28178
試験）
BRAF V600変異を有する注8）根治切除不能な悪性黒
色腫患者11例を対象とし、本剤1回960mgを1日2
回空腹時（投与前2時間、投与後1時間絶食）に連日
投与する第Ⅰ/Ⅱ相試験を実施した。有効性評価の
対象となった8例における奏効率は75.0％（95％
信頼区間：34.9-96.8）であった。
注8）　コンパニオン診断薬として製造販売承認さ

れているコバスⓇBRAF V600変異検出キッ
トを用いて検査された。

表4 アレセンサⓇカプセル20mg添付文書
2015年9月改訂（第5版）より抜粋

【臨床成績】
1レジメン以上の化学療法歴を有するALK融合遺伝
子陽性注5）の進行・再発非小細胞肺癌患者を対象に
した第Ⅰ/Ⅱ相試験の第Ⅱ相部分（46例）で本剤を1
回300mg1日2回空腹時（投与前2時間、投与後1時
間絶食）に連日経口投与された患者における奏効率
は93.5％（95％信頼区間：82.1〜98.6％）であった。
※本剤の生存期間等に関する試験成績は得られて
いない。
注5）　免疫組織化学染色（IHC）法及び蛍光in situ

ハイブリダイゼーション（FISH）法を用い
て、又は逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（RT-
PCR）法を用いて検査された。

IHC法としてヒストファインALK iAEPⓇキットが使
用され、コンパニオン診断薬として製造販売承認
されている。また、FISH法として研究機関で確立
された検査法が使用され、当該検査法との同等性
が確認されたVysisⓇALK Break Apart FISHプロー
ブキットがコンパニオン診断薬として製造販売承
認されている。

また、コンパニオン診断薬に関する情報提供に
ついては、通知のQ&A ４）で一部言及されている
ように、医薬品の添付文書において対応するコン
パニオン診断薬の情報が得られるよう求められて
います。具体的には、表２のような形で運用され
ています。例えば、ベムラフェニブ（ゼルボラフⓇ）
の添付文書（表３）におけるコンパニオン診断薬の
記載は表２の（２）Ａに相当し、アレクチニブ（ア
レセンサⓇ）の添付文書（表４）におけるFISH法の
記載は表２の（２）Ｂに相当します。５）

2017年２月に発売されたペムブロリズマブ（キ
イトルーダⓇ）については、2017年２月14日に厚生
労働省から「検査料の点数の取扱いについて」が
発出され、「PD-L1タンパク免疫染色（免疫抗体法）
病理組織標本作製」として表１の「N005 HER2遺
伝子標本作製」の所定点数に準じて算定するよう
通知されました。６）

《参考資料》
１）「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認

申請に係る留意事項について」薬食審査発0701第10号 
平成25年７月１日

２）医学のあゆみ vol.248 No.11 2014.3.15/p.823-828
３）医学のあゆみ vol.248 No.11 2014.3.15/p.857-860
４）「コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関す

る質疑応答集（Q&A）について」事務連絡 平成25年７
月１日

５）医薬ジャーナル vol.51，No.8，2015/p.1907-1910
６）「検査料の点数の取扱いについて」保医発0214第５

号　平成29年２月14日
〈執筆協力会社〉㈱ほくやく DI室

表2 医薬品の添付文書における
コンパニオン診断薬の情報提供

医薬品の添付文書上の対応
1 効能・効果に関連する使用上の注意又は用法・用量に

関連する使用上の注意の欄に、「承認された体外診断
薬を用いて測定すること」を原則として記載する。

2 臨床成績の項に以下のコンパニオン診断薬の情報
を原則として記載する。
A．医薬品とコンパニオン診断薬が同時開発であった

場合
添付文書の臨床成績の項に、当該臨床試験で使用
され、国内でコンパニオン診断薬として製造販売
される体外診断薬について、その販売名を記載す
る。臨床試験実施時点で当該体外診断薬が未承認
であった場合でも、承認された際の販売名を記載
する。

B．治験時に使用された検査法が市販されるコンパニ
オン診断薬と異なる場合
添付文書の臨床成績の項に、当該臨床試験で使用
された検査法が研究用試薬や研究機関のインハウ
スの検査等であった旨の情報を記載する。ただし、
それらの検査法（研究用試薬等）の名称を記載する
必要はない。同時に、それらと同等性が確認され、
国内でコンパニオン診断薬として製造販売される
体外診断薬の販売名を記載する。


