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医薬品情報だより Ｎｏ．１６６３ 平成２８年６月２２日 

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター薬剤部 医薬品情報管理室 内線４１０４ 

 
 

当院採用医薬品の「使用上の注意改訂」のお知らせ 
Drug Safety Update 

No.249（2016.5）以降、下記医薬品の「使用上の注意」が改訂されましたので、 

改訂内容及び参考文献 

等をお知らせ致します。 
 
＜参考文献＞ Drug Safety Update 2016.6 No.250 厚生労働省医薬食品局監修 

 

重 要 
■レベチラセタム（イーケプラ錠 500ｍｇ・ドライシロップ 50％・点滴静注 500ｍｇ） ································ 4 

■ピモジド（オーラップ錠・細粒） ······················································································································· 4 

■アレンドロン酸ナトリウム水和物（ボナロン経口ゼリー35ｍｇ） ·································································· 5 

■イバンドロン酸ナトリウム水和物（ボンビバ静注 1ｍｇシリンジ） ······························································· 5 

■ゾレドロン酸水和物（ゾレドロン酸点滴静注 4ｍｇ/100ｍＬバッグ「ＮＫ」） ············································ 5 

■パミドロン酸二ナトリウム水和物（アレディア点滴静注用） ······································································· 5 

■ミノドロン酸水和物（ボノテオ錠、リカルボン錠） ························································································· 5 

■エチドロン酸二ナトリウム（ダイドロネル錠） ································································································· 6 

■リセドロン酸ナトリウム水和物（ベネット錠 17.5ｍｇ） ··················································································· 6 

■アスナプレビル（スンベプラカプセル） ········································································································· 7 

■オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル（ヴィキラックス配合錠） ····························· 7 

■シメプレビルナトリウム（ソブリアードカプセル） ··························································································· 7 

■ソホスブビル（ソバルディ錠） ·························································································································· 7 

■ダクラタスビル塩酸塩（ダクルインザ錠） ······································································································ 7 

■テラプレビル（テラビック 250ｍｇ） ·················································································································· 7 

■バニプレビル（バニヘップカプセル） ············································································································ 7 

■レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（ハーボニー配合錠） ························································· 7 

 

その他 
■トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン（トラムセット配合錠） ··································································· 8 

■セレギリン塩酸塩（別記ジェネリック製品） ··································································································· 8 

■オランザピン（別記ジェネリック製品） ··········································································································· 8 

■クエチアピンフマル酸塩（クエチアピン錠 25ｍｇ・100ｍｇ「明治」） ····················································· 10 

■塩酸セルトラリン（別記ジェネリック製品） ·································································································· 10 

■ピモジド（オーラップ錠・細粒） ···················································································································· 11 

■Ａ型ボツリヌス毒素（薬価未収載品） ········································································································· 11 

■アプラクロニジン塩酸塩（アイオピジン UD 点眼液） ·············································································· 13 

■オロパタジン塩酸塩（眼科用剤）（パタノール点眼液） ·········································································· 13 

■ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩（アゾルガ配合懸濁性点眼液） ··········································· 13 

■カンデサルタンシレキセチル（別記ジェネリック製品） ··········································································· 14 

■ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド（別記ジェネリック製品） ························································· 15 

■カンデサルタンシレキセチル（別記ジェネリック製品） ··········································································· 14 

■コレスチミド（コレバイン錠・ミニ） ················································································································· 15 

■ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（経口剤）（アルタットカプセル・細粒） ········································· 16 
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■インフリキシマブ（遺伝子組換え）（レミケード点滴静注用 100ｍｇ） ··················································· 17 

■オキシトシン（アトニン-O 注５単位） ··········································································································· 18 

■エストラジオール（貼付剤）（エストラーナテープ） ·················································································· 19 

■ジノプロスト（プロスタルモン･F 注射液 1000） ························································································· 20 

■ジノプロストン ·················································································································································· 21 

■クロラムフェニコール（腟用剤）（クロマイ膣錠 100mg） ··········································································· 23 

■デソゲストレル・エチニルエストラジオール（ファボワール錠、マーベロン） ······································· 23 

■コハク酸ソリフェナシン（ベシケア錠・ＯＤ錠） ·························································································· 23 

■クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）（0.5％ヘキザックアルコール液、 

0.05Ｗ/Ｖ％マスキン水・スクラブ 4％） ·························· 24 

■ヒドロキシエチルデンプン 130000（ボルベン輸液 6％） ········································································ 25 

■トロンビン（ヒト由来）（日本血液製剤機構、日本製薬製品） ································································· 25 

■人血清アルブミン（日本製薬製品） ··········································································································· 25 

■乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ（献血ノンスロン注射用 1500） ···························································· 25 

■人免疫グロブリン（日本血液製剤機構、日本製薬製品） ······································································ 25 

■ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン（献血ヴェノグロブリンＩＨ静注 5ｇ/100ｍＬ） ·········· 25 

■乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン（献血グロベニン-Ｉ静注用 2500ｍｇ） ············· 25 

■乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（コンコエイト） ······················································································· 25 

■乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子（クリスマシン） ······················································································· 25 

■乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体（ＰＰＳＢ-ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」） ································ 25 

■加熱人血漿たん白 ········································································································································ 25 

■人ハプトグロビン············································································································································· 25 

■乾燥人フィブリノゲン ····································································································································· 25 
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■ミッドペリックＬ（ミッドペリック L 腹膜透析液） ··························································································· 26 

■レボホリナートカルシウム（レボホリナート点滴静注用 100ｍｇ・25ｍｇ「ヤクルト」） ·························· 26 

■フェブキソスタット（フェブリク錠 10ｍｇ） ····································································································· 27 

■イプラグリフロジンＬ－プロリン（スーグラ錠） ···························································································· 27 

■アレンドロン酸ナトリウム水和物（ボナロン経口ゼリー35ｍｇ） ························································· 28・29 

■イバンドロン酸ナトリウム水和物（ボンビバ静注 1ｍｇシリンジ） ······················································ 29・30 

■エチドロン酸二ナトリウム（ダイドロネル錠 200） ······················································································· 31 

■ゾレドロン酸水和物（ゾレドロン酸点滴静注バッグ 4ｍｇ/100ｍＬ「ＮＫ」） ········································· 31 

■デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg）（ランマーク皮下注 120ｍｇ） ····················································· 32 
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■アバカビル硫酸塩（ザイアジェン錠） ········································································································· 64 
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■ジドブジン（レトロビルカプセル 100ｍｇ） ··································································································· 66 

■ジドブジン・ラミブジン（コンビビル配合錠） ······························································································ 66 

■ドルテグラビルナトリウム（テビケイ錠 50ｍｇ） ··························································································· 67 
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■ラミブジン・アバカビル硫酸塩（エプジコム配合錠） ··············································································· 68 

■レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（ハーボニー配合錠） ······················································ 64 

■人血清アルブミン（日本血液製剤機構製品） 

（献血アルブミン 5％静注 12.5ｇ/250ｍＬ「ＪＢ」・25％12.5ｇ/50ｍＬ「ベネシス」） ························· 70 

■抗 HBs 人免疫グロブリン（日本血液製剤機構製品） ············································································ 71 

■pH4 処理酸性人免疫グロブリン 

（献血ポリグロビンＮ5％静注 0.5ｇ/10ｍＬ・2.5ｇ/50ｍＬ・5ｇ/100ｍＬ） ···································· 71・72 

■乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（クロスエイト） 

（クロスエイトＭＣ静注用１０００単位、クロスエイトＭＣ静注用 2000 単位） ··································· 72 
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★B２５0-0１
１１３　抗てんかん剤B レベチラセタム

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「急性腎不全：
急性腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

イーケプラ錠

�（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

イーケプラドライシロップ

�（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

イーケプラ点滴静注

�（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

★B２５0-0２
１１７　精神神経用剤B ピモジド

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「HIVプロテアーゼ阻害剤、アゾール系抗真菌剤、テラプレビル、クラリス
ロマイシン、エリスロマイシン、キヌプリスチン・ダルホプリスチン、アプ
レピタント、ホスアプレピタント、パロキセチン、フルボキサミン、セルト
ラリン、エスシタロプラムを投与中の患者」

オーラップ錠・細粒�（アステラス製薬）

速やかに改訂添付文書を作成します�重 要
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★B２５0-0３
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

B アレンドロン酸ナトリウム水和物
B イバンドロン酸ナトリウム水和物
B ゾレドロン酸水和物
B パミドロン酸二ナトリウム水和物
B ミノドロン酸水和物

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発
現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現
した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合に
は、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「外耳道骨壊死：
外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」

bアレンドロン酸ナトリウム水和物

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」�（大興製薬＝日本ケミファ）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」�（大興製薬＝日本ケミファ）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業＝三和化学）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」�（テバ製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」�（テバ製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」�（日医工）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」�（日医工）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

テイロック注射液�（帝人ファーマ）

フォサマック錠５（ＭＳＤ）

フォサマック錠３５ｍｇ（ＭＳＤ）

ボナロン錠５ｍｇ（帝人ファーマ）

ボナロン錠３５ｍｇ（帝人ファーマ）

ボナロン経口ゼリー（帝人ファーマ）

ボナロン点滴静注バッグ�（帝人ファーマ）
bイバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ錠（中外製薬＝大正富山医薬品）

ボンビバ静注（中外製薬＝大正富山医薬品）

bゾレドロン酸水和物

ゾメタ点滴静注用４ｍｇ／５ｍＬ�（ノバルティスファーマ）

ゾメタ点滴静注用４ｍｇ／１００ｍＬ�（ノバルティスファーマ）

ゾレドロン酸点滴静注「Ｆ」�（富士製薬工業）

ゾレドロン酸点滴静注「ＮＫ」�（高田製薬＝日本化薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ＮＫ」�（高田製薬＝日本化薬）

ゾレドロン酸点滴静注「ＳＮ」�（シオノケミカル＝光：東京）

ゾレドロン酸点滴静注液�「アクタビス」�

�（アクタビス＝あすか製薬＝武田薬品）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「サノフィ」�

�（共和クリティケア＝サノフィ）

ゾレドロン酸点滴静注液�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾレドロン酸点滴静注「サンド」�（サンド）

ゾレドロン酸点滴静注「テバ」�（テバ製薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「テバ」�（テバ製薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「トーワ」�（東和薬品）

ゾレドロン酸点滴静注「日医工」�（コーアイセイ＝日医工）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「日医工」�（日医工）

ゾレドロン酸点滴静注「ニプロ」�（ニプロ）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ニプロ」�（ニプロ）

ゾレドロン酸点滴静注液�「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「ファイザー」�

�（マイラン製薬＝ファイザー）

ゾレドロン酸点滴静注「ヤクルト」�

�（コーアバイオテックベイ＝ヤクルト）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ヤクルト」�

�（コーアバイオテックベイ＝ヤクルト）
bパミドロン酸二ナトリウム水和物

アレディア点滴静注用（ノバルティスファーマ）

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用「Ｆ」�（富士製薬工業）

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用「サワイ」�（沢井製薬）
bミノドロン酸水和物

ボノテオ錠１ｍｇ（アステラス製薬）

ボノテオ錠５０ｍｇ（アステラス製薬）

リカルボン錠１ｍｇ（小野薬品）

リカルボン錠５０ｍｇ（小野薬品）
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★B２５0-0６
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

B エチドロン酸二ナトリウム
B リセドロン酸ナトリウム水和物

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「ビスフォスフォネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死
が発現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して
発現した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場
合には、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「外耳道骨壊死：
外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。」

bエチドロン酸二ナトリウム

ダイドロネル錠（大日本住友製薬）
bリセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠２. ５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

アクトネル錠１７. ５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

アクトネル錠７５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

ベネット錠２. ５ｍｇ（武田薬品）

ベネット錠１７. ５ｍｇ（武田薬品）

ベネット錠７５ｍｇ（武田薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＮＰ」�（ニプロ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＮＰ」�（ニプロ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＺＥ」�（全星薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＺＥ」�（全星薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「杏林」�（キョーリンリメディオ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「杏林」�（キョーリンリメディオ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「サンド」�（サンド）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「サンド」�（サンド）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「タカタ」�（高田製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「タカタ」�（高田製薬）

リセドロン酸Ｎａ塩錠２. ５ｍｇ「タナベ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

リセドロン酸Ｎａ塩錠１７. ５ｍｇ「タナベ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「テバ」�（武田テバ薬品＝テバ製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「テバ」�（武田テバ薬品＝テバ製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「日医工」�（日医工）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「日医工」�（日医工）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「日新」�（日新製薬：山形）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「日新」�（日新製薬：山形）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ファイザー」�（ファイザー）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ファイザー」�（ファイザー）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ユートク」�（大興製薬＝祐徳薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ユートク」�（大興製薬＝祐徳薬品）

リセドロン酸ナトリウム錠２. ５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

リセドロン酸ナトリウム錠１７. ５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

リセドロン酸ナトリウム錠２. ５ｍｇ「ケミファ」�

�（日本薬品工業＝日本ケミファ）

リセドロン酸ナトリウム錠１７. ５ｍｇ「ケミファ」�

�（日本薬品工業＝日本ケミファ）
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★B２５0-0４
６２５　抗ウイルス剤

B アスナプレビル
B シメプレビルナトリウム
B テラプレビル
B バニプレビル

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 追記 「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染患者」

［重要な基本的注意］� 追記 「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつHBc抗体
又はHBs抗体陽性）において、Ｃ型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、
Ｃ型肝炎ウイルス量が低下する一方Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化が報告され
ている。本剤投与に先立って、Ｂ型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。
Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者に本剤を投与する場合は、HBV�
DNA量等のＢ型肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、Ｂ型肝
炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。」

bアスナプレビル

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
bシメプレビルナトリウム

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

bテラプレビル

テラビック錠（田辺三菱製薬）
bバニプレビル

バニヘップカプセル（ＭＳＤ）
★B２５0-0５

６２５　抗ウイルス剤
B オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル
B ソホスブビル
B ダクラタスビル塩酸塩
B レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 新設 「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者」

［重要な基本的注意］� 追記 「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつHBc抗体
又はHBs抗体陽性）において、Ｃ型肝炎直接型抗ウイルス薬を投与開始後、
Ｃ型肝炎ウイルス量が低下する一方Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化が報告され
ている。本剤投与に先立って、Ｂ型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。
Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者に本剤を投与する場合は、HBV�
DNA量等のＢ型肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、Ｂ型肝
炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。」

bオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

ヴィキラックス配合錠（アッヴィ）
bソホスブビル

ソバルディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

bダクラタスビル塩酸塩

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
bレジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

ハーボニー配合錠（ギリアド・サイエンシズ）
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★C２５0-0３
１１７　精神神経用剤C オランザピン（下記ジェネリック製品）

改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 新設

〈双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善の場合〉
「躁症状及びうつ症状が改善した場合には、本剤の投与継続の要否について
検討し、本剤を漫然と投与しないよう注意すること。〔双極性障害の維持療
法における日本人での本剤の有効性及び安全性は確立していない。〕」

［慎重投与］� 追記 「脳の器質的障害のある患者〔他の抗うつ剤で精神症状の悪化が認められたと
の報告がある。〕」
「衝動性が高い併存障害を有する患者〔他の抗うつ剤で精神症状の悪化が認め
られたとの報告がある。〕」

★C２５0-0２
１１６　抗パーキンソン剤C セレギリン塩酸塩（下記ジェネリック製品）

改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「レボドパ含有製剤投与中の患者に本剤の投与を開始する場合、及び本剤投
与中の患者にレボドパ含有製剤の投与を開始する場合には、レボドパ含有製
剤と本剤の併用によりレボドパの副作用が増強されることがあるので、観察
を十分に行い慎重に維持量を決定すること。維持量投与後、レボドパと本剤
との併用効果と思われる不随意運動、幻覚、妄想等があらわれた場合には、
本剤又はレボドパの減量等適切に処置を行うこと。なお、本剤又はレボドパ
の減量を行う際には、本剤のMAO-B阻害作用が長期間持続して効果の減弱
に時間を要することも考慮すること。」

［重要な基本的注意］� 削除 「投与にあたっては、過去のレボドパ含有製剤治療において十分な効果の得
られなかった患者に使用すること。」
「レボドパ含有製剤非併用患者に対する本剤の単独投与による有効性は確立
していない。」

� 一部改訂 「本剤の投与中は、定期的に効果が持続していることを確認し、効果が消失
している場合は使用を中止し、漫然と投与しないこと。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

セレギリン塩酸塩錠「タイヨー」�（テバ製薬）

★C２５0-0１
１１４　解熱鎮痛消炎剤C トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

改訂箇所 改訂内容

［その他の注意］� 追記 「遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid�
Metabolizer）では、トラマドールの活性代謝物の血中濃度が上昇し、呼吸抑
制等の副作用が発現しやすくなるおそれがある。」

〈参考〉企業報告

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

改訂添付文書の作成に時間を要することがあります�その他
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［重要な基本的注意］� 追記 「双極性障害におけるうつ症状を有する患者に本剤を投与する場合、以下の
点に注意すること。
1）�大うつ病性障害等の精神疾患（双極性障害におけるうつ症状を含む）を有
する患者への抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺
企図のリスクが増加するとの報告があるため、本剤の投与にあたっては、
リスクとベネフィットを考慮すること。〔「その他の注意」の項参照〕

2）�うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、
このような患者は投与開始早期並びに投与量を変更する際には患者の状
態及び病態の変化を注意深く観察すること。

3）�不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝
動性、アカシジア/精神運動不穏等があらわれることが報告されている。
また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例
において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告さ
れている。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、こ
れらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減
量し、中止するなど適切な処置を行うこと。

4）�自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方す
る場合には、１回分の処方日数を最小限にとどめること。

5）�家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化
及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師
と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。」

［その他の注意］� 追記 「海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患（双極性障害のうつ症状を含
む）を有する患者を対象とした、複数の抗うつ剤の短期プラセボ対照臨床試
験の検討結果において、24歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現の
リスクが抗うつ剤投与群でプラセボ群と比較して高かった。なお、25歳以上
の患者における自殺念慮や自殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65
歳以上においてはそのリスクが減少した。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オランザピン錠・ＯＤ錠「ＤＳＥＰ」�（第一三共エスファ）

オランザピン細粒�「ＤＳＥＰ」�（第一三共エスファ）

オランザピン錠「ＥＥ」�（エルメッドエーザイ）

オランザピン錠「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

オランザピンＯＤ錠「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

オランザピン錠「ＫＮ」�（小林化工）

オランザピンＯＤ錠「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

オランザピン錠「ＹＤ」�（陽進堂）

オランザピン錠・ＯＤ錠・細粒�「アメル」�（共和薬品工業）

オランザピン錠「オーハラ」�（大原薬品工業）

オランザピン細粒�「オーハラ」�（大原薬品工業）

オランザピン錠「杏林」�（キョーリンリメディオ）

オランザピンＯＤ錠「杏林」�（キョーリンリメディオ＝大原薬品工業）

オランザピン錠・細粒�「サワイ」�（沢井製薬）

オランザピン錠「三和」�（三和化学）

オランザピンＯＤ錠「タカタ」�（高田製薬）

オランザピン錠「テバ」�（テバ製薬）

オランザピンＯＤ錠「テバ」�（テバ製薬）

オランザピン錠「トーワ」�（東和薬品）

オランザピンＯＤ錠「トーワ」�（東和薬品）

オランザピン細粒�「トーワ」�（東和薬品）

オランザピン錠「日新」�（日新製薬：山形）

オランザピン錠・ＯＤ錠・細粒�「ニプロ」�（ニプロ）

オランザピン錠・ＯＤ錠「ファイザー」�（ダイト＝ファイザー）

オランザピン細粒�「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

オランザピン錠・ＯＤ錠・細粒�「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

オランザピン錠「ヨシトミ」�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝吉富薬品）

オランザピンＯＤ錠「ヨシトミ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝吉富薬品）

オランザピン細粒�「ヨシトミ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝吉富薬品）
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★C２５0-0４
１１７　精神神経用剤C クエチアピンフマル酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「その他：�倦怠感、無力症、CK（CPK）上昇、口内乾燥、体重増加、意欲低下、
多汗、発熱、体重減少、胸痛、筋痛、舌麻痺、しびれ感、背部痛、
浮腫、末梢浮腫、ほてり、歯痛、関節痛、顔面浮腫、頸部硬直、腫
瘤、過量投与、骨盤痛、歯牙障害、関節症、滑液包炎、筋無力症、
痙縮、悪化反応、偶発外傷、耳の障害、味覚倒錯、ざ瘡、脱毛症、
薬剤離脱症候群（不眠、悪心、頭痛、下痢、嘔吐）｣

〈参考〉企業報告

クエチアピン錠「ＡＡ」�（あすかActavis製薬＝あすか製薬＝武田薬品）

クエチアピン錠「ＤＳＥＰ」�（第一三共エスファ）

クエチアピン錠・細粒�「ＥＥ」�（高田製薬＝エルメッドエーザイ）

クエチアピン錠「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

クエチアピン錠「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

クエチアピン錠・細粒�「ＭＥＥＫ」�（小林化工）

クエチアピン錠・細粒�「アメル」�（共和薬品工業）

クエチアピン錠・細粒�「サワイ」�（沢井製薬）

クエチアピン錠「サンド」�（サンド）

クエチアピン錠・細粒�「三和」�（シオノケミカル＝三和化学）

クエチアピン錠「テバ」�（武田テバ薬品＝テバ製薬）

クエチアピン細粒�「テバ」�（テバ製薬）

クエチアピン錠・細粒�「トーワ」�（東和薬品）

クエチアピン錠「日医工」�（日医工）

クエチアピン錠「日新」�（日新製薬：山形）

クエチアピン錠「ファイザー」�（ファイザー）

クエチアピン錠・細粒�「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

クエチアピン錠「ヨシトミ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝吉富薬品＝ニプロ）

クエチアピン細粒�「ヨシトミ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝吉富薬品）

セロクエル錠・細粒�（アステラス製薬）

★C２５0-0５
１１７　精神神経用剤C 塩酸セルトラリン（下記ジェネリック製品）

改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 追記

「外傷後ストレス障害の診断は、DSM＊等の適切な診断基準に基づき慎重に実
施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。
＊DSM：American�Psychiatric�Association（米国精神医学会）のDiagnostic�
and�Statistical�Manual�of�Mental�Disorders（精神疾患の診断・統計マニュ
アル）」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「外傷後ストレス障害患者においては、症状の経過を十分に観察し、本剤を
漫然と投与しないよう、定期的に本剤の投与継続の要否について検討するこ
と。」

［小児等への投与］� 追記 「海外で実施された６～17歳の外傷後ストレス障害（DSM-Ⅳ＊における分類）
を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において有効性が確認できなか
ったとの報告がある。当該試験にて自殺企図はみられなかったが、自殺念慮
は本剤群でのみ4.5%（3/67例）にみられた（海外において本剤は小児外傷後
ストレス障害患者に対する適応を有していない）。」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

セルトラリン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」�（第一三共エスファ）

セルトラリン錠１００ｍｇ「杏林」�（キョーリンリメディオ）

セルトラリン錠１００ｍｇ「ケミファ」�（日本ケミファ）

セルトラリン錠１００ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

セルトラリンＯＤ錠「トーワ」�（東和薬品）
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★C２５0-0６
１１７　精神神経用剤C ピモジド

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、サキナビル、インジ
ナビル、ネルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビ
ル）、アゾール系抗真菌剤〔外用剤を除く〕（イトラコナゾール、ボリコナゾ
ール、ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール）、テラプレビ
ル、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、キヌプリスチン・ダルホプリ
スチン、アプレピタント、ホスアプレピタント、コビシスタットを含有する
薬剤、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル、パロキセチン、フル
ボキサミン、セルトラリン、エスシタロプラムを投与中の患者（「相互作用」
の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、サキナビル、インジ
ナビル、ネルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビ
ル）、アゾール系抗真菌剤〔外用剤を除く〕（イトラコナゾール、ボリコナゾ
ール、ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール）、テラプレビ
ル、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、キヌプリスチン・ダルホプリ
スチン、アプレピタント、ホスアプレピタント、コビシスタットを含有する
薬剤〔臨床症状・措置方法：QT延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起
こすおそれがある。〕」

� 追記 「オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル〔臨床症状・措置方法：QT
延長、心室性不整脈等の重篤な副作用を起こすおそれがある。�機序・危険
因子：リトナビルがチトクロムP450（CYP3A4）による薬物代謝を阻害し、
本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。〕」

〈参考〉企業報告

オーラップ錠・細粒�（アステラス製薬）
★C２５0-0７

１２２　骨格筋弛緩剤C Ａ型ボツリヌス毒素（薬価未収載品）
改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「本剤の有効成分は、ボツリヌス菌によって産生されるＡ型ボツリヌス毒素
であるため、使用上の注意を熟読した上で、用法及び用量を厳守し、眉間の
表情皺及び目尻の表情皺以外には使用しないこと。〔ミオクローヌス性ジス
トニー、脳性麻痺及び内転型の攣縮性発声障害の患者で、ボトックス注用に
よる治療中に因果関係を否定できない死亡例の報告がある。「重要な基本的
注意」の項参照〕」
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［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「使用にあたっては本剤の用法・用量を遵守すること。眉間の表情皺への１
回の投与量は最大で合計20単位までとすること。目尻の表情皺への１回の
投与量は最大で合計24単位までとすること。眉間の表情皺と目尻の表情皺
を同時に治療する場合は、１回の投与量は合計で最大44単位までとするこ
と。」
「眉間の表情皺の治療時において眼瞼下垂の発現を減らすために、上眼瞼挙
筋周囲へ投与することを避けること。特に眉間周囲の下制筋群（鼻根筋、皺
眉筋、眉毛下制筋）が大きな患者において皺眉筋へ投与する際は、骨眼窩上
隆起から1cm以上上方に投与すること。」
「他のボツリヌス毒素製剤による治療が必要な患者又は治療中の患者は、そ
の治療を優先し、本剤の同時投与は避けること。〔本剤と他のボツリヌス毒
素製剤を同時投与した経験はなく、有効性及び安全性は確立しておらず、同
時投与した場合には、神経筋接合部の麻痺等が増強し、呼吸困難、嚥下障害
等の重篤な副作用が発現するおそれがある。（「禁忌」及び「相互作用」の項
参照）〕」

� 追記 「目尻の表情皺の治療時において眼障害の発現を減らすために、外眼角を通
る縦線より内側及び頬骨下端近位へ投与することを避けること。眼輪筋内側
部の眼窩骨の1cm以上外側又は外眼角の1.5cm以上外側に投与すること。」
「目尻の表情皺の治療における注射時は、注射針は針先端の斜め部分を上に
して、目とは反対の向きに刺入すること。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「眉間の表情皺及び目尻の表情皺以外の適応に対して本剤を絶対に使用しな
いこと。眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、２歳以
上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋窩多汗
症及び斜視の適応に対しては、ボトックス注用50単位又はボトックス注用
100単位を用い添付文書を熟読して使用すること。これら以外の適応には安
全性が確立していないので絶対使用しないこと。」

［副作用］� 追記 「目尻の表情皺を対象とした（本剤24単位及び12単位による）国内臨床試験に
おいて、総症例294例中、70例（23.8%）に初回治療後90日以内に有害事象が
報告された。これらの有害事象のうち、副作用と判断されたものはなかった。
本剤24単位による目尻の表情皺を対象とした海外臨床試験において、総症
例526例中、166例（31.6%）に有害事象が報告された。よくみられた副作用
は眼瞼浮腫5件（1.0%）であった。」
「目尻の表情皺（本剤24単位又は12単位）及び眉間の表情皺（本剤20単位）を
同時に治療した国内臨床試験において、総症例100例中、28例（28.0%）に初
回治療後90日以内に有害事象が報告された。本剤44単位を投与した被験者
によくみられた副作用は眼瞼下垂で、47例中4例（8.5%）に発現した。同様に、
本剤32単位を投与した被験者では、53例中2例（3.8%）に眼瞼下垂が発現した。
海外臨床試験では、目尻の表情皺と眉間の表情皺の同時治療においてよくみ
られた副作用はなかった。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「眉間の表情皺の適応では65歳以上の日本人における使用経験がほとんどな
い。目尻の表情皺の適応で65歳以上の日本人への使用経験はない。また、
眉間の表情皺及び目尻の表情皺を対象とした本剤の海外臨床試験において、
65歳以上の高齢者では65歳未満の非高齢者よりも有効性が低く、有害事象
発現率は高くなることが認められている。〔「効能・効果に関連する使用上
の注意」の項参照〕」

〈参考〉�効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂�
企業報告

ボトックスビスタ注用（アラガン・ジャパン）
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★C２５0-0８
１３１　眼科用剤C アプラクロニジン塩酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「　眼　：�角膜炎・角膜びらん等の角膜障害、散瞳、眼瞼後退、充血、炎症、
結膜蒼白、眼部不快感

循環器：血圧上昇、心拍数異常」

アイオピジンＵＤ点眼液�（日本アルコン）
★C２５0-0９

１３１　眼科用剤C オロパタジン塩酸塩（眼科用剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 「承認時までの臨床試験において、安全性評価対象例803例中、39例（4.9%）に
副作用が認められた。主な副作用は眼局所における眼痛17件（2.1%）であっ
た。眼局所以外は頭痛２件（0.2%）、また、点眼前後で臨床検査の測定がな
された736例中、ALT（GPT）上昇２件（0.3%）が認められた〔承認時〕。」

� 追記 「使用成績調査及び特定使用成績調査において、安全性評価対象例3512例中、
22例（0.6%）に副作用が認められた。主な副作用は、眼刺激５件（0.1%）、眼
痛５件（0.1%）、眼瞼炎３件（0.1%）、眼瞼浮腫３件（0.1%）、眼そう痒症２件
（0.1%）等であった。なお、安全性評価対象例のうち、小児に対する投与例
数721例中４例（0.6%）５件に副作用が認められた。その内訳は、１歳以上
７歳未満が195例中０例、７歳以上15歳未満が526例中４例（0.8%）であっ
た。また、その副作用の内訳は、眼瞼湿疹、眼刺激、眼痛、角膜炎、眼そう
痒症の各１件であった〔再審査終了時〕。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「　眼　：�眼痛、角膜炎、そう痒症、眼刺激、眼瞼浮腫、眼の異常感、充血、
眼瞼炎、眼脂、結膜濾胞、結膜出血、眼瞼湿疹、眼瞼紅斑、流涙増
加、眼の異物感、眼部不快感、眼瞼障害、眼乾燥、眼瞼縁痂皮、霧
視、眼瞼痛

精神神経系：頭痛、味覚異常、めまい
その他：�ヘマトクリット減少、尿中ブドウ糖陽性、接触性皮膚炎、口内乾燥、

悪心、過敏症、咽喉乾燥」

パタノール点眼液�（日本アルコン＝協和発酵キリン）

★C２５0-１0
１３１　眼科用剤C ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「　眼　：�眼刺激、点状角膜炎、霧視、角膜炎、結膜充血、眼痛、眼乾燥、眼
そう痒症、羞明、眼の異物感、視力低下、視力障害、角膜びらん、
角膜上皮障害、眼瞼炎（アレルギー性眼瞼炎を含む）、眼瞼下垂、眼
脂、角膜知覚低下、複視、結膜炎（アレルギー性結膜炎を含む）、結
膜浮腫、眼瞼浮腫、眼の不快感、疲れ目、眼瞼辺縁痂皮、眼のべと
つき感、流涙、前房のフレア、眼充血、強膜充血、眼瞼紅斑、角膜
浮腫� �
眼底黄斑部の浮腫、混濁（無水晶体眼又は眼底に病変のある患者等に
長期連用する場合、定期的に視力測定、眼底検査を行うなど観察を
十分に行うこと。）

その他：�味覚異常、異常感、頭位性回転性めまい、咳嗽、倦怠感、血中乳酸
脱水素酵素増加、血中カリウム増加、白血球数減少、不快、胸部圧
迫感、脱力感、耳鳴、鼻炎、胸痛、呼吸困難、咽頭炎、緊張亢進、
腎疼痛、疲労、過敏症、筋肉痛、鼻出血、感覚鈍麻、赤血球数の減
少」

アゾルガ配合懸濁性点眼液�（日本アルコン）
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★C２５0-１１
２１４　血圧降下剤
２１７　血管拡張剤

C カンデサルタンシレキセチル（下記ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 新設

〈慢性心不全の場合〉
「アンジオテンシン変換酵素阻害剤投与による前治療が行われていない患者
における本剤の有効性は確認されておらず、本剤は、アンジオテンシン変換
酵素阻害剤から切り替えて投与することを原則とする。」
「アンジオテンシン変換酵素阻害剤の効果が不十分な患者における本剤の有
効性及び安全性、並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤と本剤を併用した
場合の有効性及び安全性は確認されていない。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 新設

〈慢性心不全の場合〉
「投与開始時の収縮期血圧が120mmHg未満の患者、腎障害を伴う患者、利尿
剤を併用している患者、心不全の重症度の高い患者には、2mg/日から投与を
開始すること。2mg/日投与は、低血圧関連の副作用に対する忍容性を確認
する目的であるので４週間を超えて行わないこと。
本剤の投与により、一過性の急激な血圧低下を起こす場合があるので、初回
投与時、及び4mg/日、8mg/日への増量時には、血圧等の観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止する等の適切な処置を行うこと。」

［慎重投与］� 一部改訂 「腎障害のある患者〔過度の降圧により腎機能が悪化するおそれがあり、また、
慢性心不全の臨床試験において、腎障害の合併が腎機能低下発現の要因であった
ことから、１日１回2mgから投与を開始するなど慎重に投与すること。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 〈慢性心不全の場合〉
「通常、ジギタリス製剤、利尿剤等と併用する。なお、本剤の単独投与での
有用性は確立していない。」
「NYHA心機能分類Ⅳの慢性心不全患者に対する本剤の有用性は確立してい
ない（使用経験が少ない）。」
「大動脈弁狭窄症又は閉塞性肥大型心筋症のある患者は過度の血圧低下を来
すと、症状が悪化するおそれがあるので、観察を十分に行うこと。」
「本剤の投与により、急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすお
それがあるので、特に次の患者に投与する場合は、血圧、腎機能、貧血の指
標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎
重に増量すること。（「重大な副作用」の項参照）
　ア．血液透析中の患者
　イ．厳重な減塩療法中の患者
　ウ．利尿剤投与中の患者（特に最近利尿剤投与を開始した患者）
　エ．低ナトリウム血症の患者
　オ．腎障害のある患者
　カ．低血圧の患者
　キ．NYHA心機能分類Ⅲ等の比較的重症度の高い慢性心不全患者」

［相互作用］の「併用注意」
� 追記

「次の薬剤により併用治療されている場合（アンジオテンシン変換酵素阻害剤
及びβ遮断剤、ループ利尿剤及びカリウム保持性利尿剤）〔臨床症状・措置
方法：慢性心不全の臨床試験では、左記の併用に加え更に本剤を併用すると、
立ちくらみ、ふらつき及び低血圧の発現頻度が高く、かつ程度が高いので、
血圧を十分に観察すること。�機序・危険因子：「重要な基本的注意」の項の
「慢性心不全の場合」参照〕」
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［副作用］の「その他の副作用」
� 追記

〈慢性心不全の場合〉
「慢性心不全例では高血圧例に比べ立ちくらみ、ふらつき、低血圧、腎機能
異常及び貧血等があらわれやすく、血圧、腎機能及び貧血の指標（ヘモグロビ
ン等）に留意し、必要に応じ本剤あるいは併用薬を減量、休薬するなど適切な
処置を行うこと。なお、高血圧症の場合の副作用にも注意が必要である。」
「過敏症：発疹、そう痒（このような場合には投与を中止すること。）
循環器：�立ちくらみ、低血圧、ふらつき、めまい、徐脈、動悸、期外収縮、

ほてり
精神神経系：頭痛、眠気、不眠、頭重感、しびれ感
消化器：�悪心、心窩部痛、便秘、胃潰瘍、口渇、味覚異常、嘔吐、食欲不振、

胃部不快感
肝　臓：γ-GTP上昇、ALT（GPT）、AST（GOT）、LDH、AL-Pの上昇
血　液：貧血、白血球減少、好酸球増多、白血球増多、血小板減少
腎　臓：BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿
その他：�血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK（CPK）上昇、けん怠感、

脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウ
ム血症、血清総タンパク減少」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

カンデサルタン錠「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

カンデサルタン錠「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

カンデサルタン錠「イセイ」�（コーアイセイ）

カンデサルタン錠「杏林」�（キョーリンリメディオ）

カンデサルタン錠「ツルハラ」�（鶴原製薬）

カンデサルタン錠「ニプロ」�（ニプロ）

カンデサルタン錠「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

★C２５0-１２
２１４　血圧降下剤

C ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド（下記ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「原則として、ロサルタンカリウム50mgで効果不十分な場合にロサルタンカ
リウム／ヒドロクロロチアジドとして50mg／12.5mgの投与を、ロサルタ
ンカリウム100mg又はロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジドとして
50mg／12.5mgで効果不十分な場合にロサルタンカリウム／ヒドロクロロチ
アジドとして100mg／12.5mgの投与を検討すること。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤はロサルタンカリウム50mgあるいは100mgとヒドロクロロチアジド
12.5mgの配合剤であり、ロサルタンカリウムとヒドロクロロチアジド双方
の副作用が発現するおそれがあり、適切に本剤の使用を検討すること。〔「用
法・用量に関連する使用上の注意」の項参照〕」

〈参考〉用法・用量変更承認に伴う改訂

ロサルヒド配合錠Ｌ�Ｄ・ＨＤ「日新」�（日新製薬：山形）
★C２５0-１３

２１８　高脂血症用剤C コレスチミド
改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「エゼチミブ、カンデサルタンシレキセチル〔臨床症状・措置方法：併用薬の
血中濃度が低下するおそれがあるので、可能な限り間隔を空けて投与するこ
と。〕」

〈参考〉企業報告

コレバイン錠・ミニ（田辺三菱製薬）
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★C２５0-１４
２３２　消化性潰瘍用剤

C ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（経口剤）
　　　（アルタット）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〈成人〉
「承認時までの臨床試験及び市販後の使用成績調査における調査症例15,745
例中269例（1.71%）の副作用（臨床検査値異常を含む）が報告された。主なも
のはALT（GPT）上昇47件（0.30%）、便秘26件（0.17%）、AST（GOT）上昇
24件（0.15%）及び好酸球増多16件（0.10%）であった〔1998年6月集計〕。」

〈小児〉
「小児患者（６～14歳）を対象とした臨床試験における調査症例21例に副作用
（臨床検査値異常を含む）は認められなかった〔承認時〕。」

� 追記 「特定使用成績調査における調査症例440例中１例（0.23%）に副作用として便
秘が報告された〔再審査終了時〕。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

アルタットカプセル（あすか製薬＝武田薬品） アルタット細粒�（あすか製薬＝武田薬品）
★C２５0-１５

２３２　消化性潰瘍用剤C ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（カプセル剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用（類薬）」
� 一部改訂

「アナフィラキシー：
他のH2受容体拮抗剤で、アナフィラキシーがあらわれるとの報告があるの
で、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこ
と。」

〈参考〉企業報告

アルタットカプセル（あすか製薬＝武田薬品）

ロキサチカプセル（大原薬品工業＝日本ジェネリック）

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル「サワイ」�（沢井製薬）

ロキセタートカプセル（東和薬品）
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★C２５0-１６
２３９　その他の消化器管用薬C インフリキシマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「溶解及び希釈方法：
本剤１バイアル当たり10mLの日局注射用水で溶解する。患者の体重から換
算した必要溶解液量を成人は約250mL、体重が25kg未満の小児は約50mL、
25kg以上の小児は約100mLの日局生理食塩液に希釈し、他の注射剤、輸液
等とは混合しないこと。体重が100kgを超える患者に投与する場合には、希
釈後のインフリキシマブ濃度が4mg/mLを超えないよう、日局生理食塩液
の量を調整すること。」

� 追記 「乾癬において､ 初回、２週、６週投与までは10mg/kg等への増量投与は行
わないこと。また、増量により感染症の発現頻度が高まる恐れがあるため、
感染症の発現には十分注意すること〔関節リウマチ患者において、10mg/kg
等の高用量を初回投与から行うことにより、重篤な感染症の発現頻度が高ま
ったとの報告がある。「その他の注意」の項参照〕。本剤による効果が全く認
められない場合や、増量や投与間隔の短縮を行っても症状の改善が認められ
ない場合には、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。」

［副作用］� 一部改訂 〔承認時までの試験〕
「国内で実施された関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病による難治
性網膜ぶどう膜炎、乾癬、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、腸管型ベーチェッ
ト病、神経型ベーチェット病及び血管型ベーチェット病を含む臨床試験で、
本剤が投与された1,080例中、副作用が報告されたのは935例（86.6%）であ
り、その主なものは咽喉頭炎（22.8%）、発熱（10.2%）、発疹（8.3%）、ウイ
ルス感染（5.1%）、頭痛（5.0%）等であった。また、主な臨床検査値異常変動
はALT（GPT）増加（9.1%）、AST（GOT）増加（6.9%）、LDH増加（6.2%）、
血尿（尿潜血）（5.3%）、白血球数増加（5.0%）等であった。また、海外で実施
された関節リウマチ、クローン病、乾癬、強直性脊椎炎及び潰瘍性大腸炎を
含む臨床試験で、本剤が投与された5,780例中、副作用が報告されたのは
3,128例（54.1%）であり、その主なものは、頭痛（9.2%）、気道感染（9.1%）、
発疹（5.6%）、悪心（5.6%）等であった。〔乾癬用法・用量追加時〕」

〈参考〉企業報告

レミケード点滴静注用（田辺三菱製薬）
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★C２５0-１７
２４１　脳下垂体ホルモン剤C オキシトシン

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「過強陣痛や強直性子宮収縮により、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊
水塞栓等が起こることがあり、母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が
報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行
うこと。」
「母体及び胎児の状態を十分観察して、本剤の有益性及び危険性を考慮した上
で、慎重に適応を判断すること。特に子宮破裂、頸管裂傷等は多産婦、帝王切
開あるいは子宮切開術既往歴のある患者で起こりやすいので、注意すること。」
「プロスタグランジン製剤（PGF2α、PGE2）との同時併用は行わないこと。ま
た、前後して投与する場合も、過強陣痛を起こすおそれがあるので、十分な
分娩監視を行い、慎重に投与すること。特にジノプロストン（PGE2）を前後
して投与する場合は、前の薬剤の投与が終了した後１時間以上経過してから
次の薬剤の投与を開始すること。（「相互作用」の項参照）」

［禁忌］� 一部改訂 「本剤の成分又はオキシトシン又は類似化合物に対し過敏症の既往歴のある
患者」
「骨盤狭窄、児頭骨盤不均衡、横位のある患者〔正常な経腟分娩が成立せず、
母体及び胎児への障害を及ぼすおそれがある。〕」
「前置胎盤の患者〔出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがあ
る。〕」

� 追記 「プラステロン硫酸を投与中又は投与後で十分な時間が経過していない患者
〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「吸湿性頸管拡張材（ラミナリア等）を挿入中の患者又はメトロイリンテル挿
入後１時間以上経過していない患者〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「ジノプロストン（PGE2）製剤の投与終了後１時間以上経過していない患者
〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「常位胎盤早期剥離の患者（胎児生存時）〔緊急な胎児娩出が要求されるため、
外科的処置の方が確実性が高い。〕」
「重度胎児機能不全のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそ
れがある。〕」
「過強陣痛の患者〔子宮破裂、胎児機能不全、胎児死亡のおそれがある。〕」
「切迫子宮破裂の患者〔子宮破裂のおそれがある。〕」

［原則禁忌］� 削除 「分娩誘発、微弱陣痛の治療の目的で使用するにあたって
�1.前置胎盤〔出血及び胎盤の圧迫により、胎児に障害が起こることがある。〕
�2.�常位胎盤早期剥離〔緊急な胎児娩出が要求されるため、外科的処置の方が
確実性が高い。〕

�3.�過強陣痛、子宮切迫破裂又は胎児仮死の場合〔子宮破裂、胎児仮死、胎児
死亡のおそれがある。〕」
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［慎重投与］� 一部改訂 「胎児機能不全のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそれが
ある。〕」
「帝王切開及び子宮切開等の既往歴のある患者、多産婦〔このような患者では
一般に子宮破裂が起こりやすい。〕」
「多胎妊娠の患者〔胎位胎勢異常のことがある。〕」

� 追記 「常位胎盤早期剥離の患者（胎児死亡時）〔母体の状態等により、緊急な胎児娩
出が要求される。〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「オキシトシンに対する子宮筋の感受性が高い場合、過強陣痛、胎児機能不
全があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止するか、又
は減量すること。」
「本剤を投与する際には、Bishop�score等により頸管が熟化していることを確
認した後、本剤を投与することが望ましい。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「胎児機能不全：
胎児機能不全を起こすことがあるので、観察を十分に行うこと。」

［過量投与］� 一部改訂 「症状：
オキシトシンの過量投与の症状は子宮筋の感受性が高い場合にあらわれやす
い。子宮の過強収縮により過強陣痛、子宮破裂、頸管裂傷、胎児機能不全が
あらわれることがある。大量を点滴静注した場合には水中毒により昏睡、痙
攣を来すことがある。」
「処置：
子宮の過強収縮があらわれた場合は直ちに投与を中止する。過強陣痛が持続
し、子宮破裂、胎児機能不全の危険がある場合には、緊急帝王切開の適用も
考慮する。」

〈参考〉企業報告

アトニン－Ｏ注（あすか製薬＝武田薬品） オキシトシン注射液�「Ｆ」�（富士製薬工業）

★C２５0-１８
２４７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤C エストラジオール（貼付剤）

改訂箇所 改訂内容

［その他の注意］の「参考」
� 追記

「黄体ホルモン剤の併用投与については、以下の方法がある。」

� 削除 「○短期投与（３カ月以内）
　�エストラーナテープ0.72mgを２日毎に貼り替え３週間連続貼付し、１週
間休薬。

� 0 1

エストラーナテープ0.72mgを2日毎に貼り替え 休　薬

2 3 4 週間

」　　　　　

「○卵胞ホルモン剤単独投与（休薬なし）
　卵胞ホルモン剤の単独投与で休薬期間を入れず連続的に投与する方法。

　　　　　　　　　　　　　
0 1

卵胞ホルモン剤

2 3 4 週間

」

〈参考〉企業報告

エストラーナテープ０. ０９ｍｇ・０. １８ｍｇ・０. ３６ｍｇ・０. ７２ｍｇ（久光製薬）
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★C２５0-１９
２４９　その他のホルモン剤C ジノプロスト

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 〈本剤を妊娠末期における陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の目的で使用する
にあたって〉
「過強陣痛や強直性子宮収縮により、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊
水塞栓等が起こることがあり、母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が
報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行
うこと。」
「母体及び胎児の状態を十分観察して、本剤の有益性及び危険性を考慮した
上で、慎重に適応を判断すること。特に子宮破裂、頸管裂傷等は多産婦で起
こりやすいので、注意すること。」
「オキシトシン、ジノプロストン（PGE2）との同時併用は行わないこと。また、
前後して投与する場合も、過強陣痛を起こすおそれがあるので、十分な分娩
監視を行い、慎重に投与すること。特にジノプロストン（PGE2）を前後して
投与する場合は、前の薬剤の投与が終了した後１時間以上経過してから次の
薬剤の投与を開始すること。（「相互作用」の項参照）」

［禁忌］� 一部改訂 〈本剤を妊娠末期における陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の目的で使用する
にあたって〉
「骨盤狭窄、児頭骨盤不均衡、骨盤位又は横位等の胎位異常のある患者〔正常
な経腟分娩が進行せず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。〕」
「前置胎盤の患者〔出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがあ
る。〕」

� 追記 「常位胎盤早期剥離の患者（胎児生存時）〔緊急な胎児娩出が要求されるため、
外科的処置の方が確実性が高い。〕」
「重度胎児機能不全のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそ
れがある。〕」
「過強陣痛の患者〔子宮破裂、胎児機能不全、胎児死亡のおそれがある。〕」
「帝王切開又は子宮切開等の既往歴のある患者〔子宮が脆弱になっていること
があり、過強陣痛が生じると子宮破裂の危険がある。〕」
「プラステロン硫酸を投与中又は投与後十分な時間が経過していない患者〔過
強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「吸湿性頸管拡張材（ラミナリア等）を挿入中の患者又はメトロイリンテル挿
入後１時間以上経過していない患者〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「ジノプロストン（PGE2）の投与終了後１時間以上経過していない患者〔過強
陣痛を起こすおそれがある。〕」

［原則禁忌］� 削除 〈本剤を妊娠末期における陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の目的で使用する
にあたって〉
「前置胎盤〔出血及び胎盤の圧迫により、胎児に障害を起こすおそれがあ
る。〕」
「常位胎盤早期剥離〔緊急な胎児娩出が要求されるため、外科的処置の方が確
実性が高い。〕」
「胎児仮死のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそれがあ
る。〕」
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［慎重投与］� 一部改訂 （静脈内注射投与）
〈妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進の場合〉
「多産婦〔子宮が脆弱になっていることがあり、過強陣痛が生じると子宮破裂
の危険がある。〕」

� 追記 「多胎妊娠の患者〔胎位胎勢異常のことがある。〕」
「胎児機能不全のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそれが
ある。〕」
「常位胎盤早期剥離の患者（胎児死亡時）〔母体の状態等により、緊急な胎児娩
出が要求される。〕」
「児頭骨盤不均衡の疑いのある患者〔経腟分娩が困難で過強陣痛が起こりやす
い。〕」
「急性骨盤腔内感染症の患者（その既往歴のある患者を含む）〔腸管蠕動を亢進
させ、腸管に癒着がある場合、症状を悪化させるおそれがある。〕」

� 削除 「帝王切開又は子宮切開等の既往歴のある患者〔子宮が脆弱になっていること
があり、過強陣痛が生じると子宮破裂の危険がある。〕」

� 一部改訂 （卵膜外投与）
〈治療的流産の場合〉
「多胎妊娠の患者、多産婦〔子宮が脆弱になっていることがあり、過強陣痛が
生じると子宮破裂の危険がある。〕」

［重要な基本的注意］� 削除 （静脈内注射投与）
〈妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進の場合〉
「また、頸管熟化剤との同時投与は避けること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

（静脈内注射投与）
〈妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進の場合〉
「胎児機能不全徴候、羊水の混濁：
胎児機能不全徴候〔児切迫仮死徴候、徐脈、頻脈〕、羊水の混濁をきたすこ
とがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投
与を中止すること。投与を中止してもこのような症状が認められる場合には、
急速遂娩等の適切な処置を行うこと。」

ジノプロスト注射液�「Ｆ」�（富士製薬工業） プロスタルモン・Ｆ注射液�（小野薬品）
★C２５0-２0

２４９　その他のホルモン剤C ジノプロストン
改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「過強陣痛や強直性子宮収縮により、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊
水塞栓等が起こることがあり、母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が
報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行
うこと。」
「母体及び胎児の状態を十分に観察して、本剤の有益性及び危険性を考慮し
た上で、慎重に適応を判断すること。特に子宮破裂、頸管裂傷等は多産婦で
起こりやすいので、注意すること。」
「オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）との同時併用は行わないこと。また、
前後して使用する場合も、過強陣痛を起こすおそれがあるので、前の薬剤の
投与が終了した後１時間以上経過してから次の薬剤の投与を開始した上で十
分な分娩監視を行い、慎重に投与すること。〔「相互作用」の項参照〕」
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［禁忌］� 一部改訂 「骨盤狭窄、児頭骨盤不均衡、骨盤位又は横位等の胎位異常のある患者〔正常
な経腟分娩が進行せず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。〕」
「前置胎盤の患者〔出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがあ
る。〕」
「常位胎盤早期剥離の患者〔緊急な胎児娩出が要求されるため、外科的処置の
方が確実性が高い。〕」
「胎児機能不全のある患者〔子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそれが
ある。〕」

� 追記 「帝王切開又は子宮切開等の既往歴のある患者〔子宮が脆弱になっていること
があり、過強陣痛が生じると子宮破裂の危険がある。〕」
「プラステロン硫酸を投与中又は投与後十分な時間が経過していない患者〔過
強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「吸湿性頸管拡張材（ラミナリア等）を挿入中の患者又はメトロイリンテル挿
入後１時間以上経過していない患者〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「オキシトシン、ジノプロスト（PGF2α）の投与終了後１時間以上経過してい
ない患者〔過強陣痛を起こすおそれがある。〕」
「過強陣痛の患者〔子宮破裂、胎児機能不全、胎児死亡のおそれがある。〕」
「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者」

［慎重投与］� 削除 「帝王切開又は子宮切開等の既往歴のある患者〔子宮が脆弱になっていること
があり、過強陣痛が生じると子宮破裂の危険がある。〕」

� 一部改訂 「多産婦〔子宮が脆弱になっていることがあり、過強陣痛が生じると子宮破裂
の危険がある。〕」

� 追記 「多胎妊娠の患者〔胎位胎勢異常のことがある。〕」
「児頭骨盤不均衡の疑いがある患者〔経腟分娩が困難で過強陣痛が起こりやす
い。〕」

［重要な基本的注意］� 削除 「また、頸管熟化剤との同時投与は避けること。」

［副作用］� 一部改訂 「総症例5,721例中、副作用が認められたのは144例（2.52%）190件で、母体
副作用は117件（2.05%）、胎児副作用は73件（1.28%）であった。その主なも
のは、母体副作用では嘔気・嘔吐51件（0.89%）、顔面潮紅19件（0.33%）、
過強陣痛12件（0.21%）、下痢11件（0.19%）等が、胎児副作用では羊水混濁
29件（0.51%）、胎児徐脈22件（0.38%）、胎児頻脈11件（0.19%）、胎児機能
不全10件（0.17%）等が認められている。〔再審査結果時〕」

� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「胎児機能不全徴候、羊水の混濁：
胎児機能不全徴候（仮死、徐脈、頻脈等）、羊水の混濁をきたすことがある
ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止すること。
投与を中止してもこのような症状があらわれた場合には、急速遂娩等の適切
な処置を行うこと。」

〈参考〉産婦人科診療ガイドライン：産科編�2014

プロスタグ�ランジンＥ２錠「科研」�（科研製薬＝富士製薬工業）
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★C２５0-２１
２５２　生殖器官用剤C クロラムフェニコール（腟用剤）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行
い、呼吸困難、発疹、血圧低下等の異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「過敏症：�発疹、そう痒、局所の発赤、局所の刺激、局所のびらん、接触性
皮膚炎、全身性皮疹・紅斑」

〈参考〉企業報告

クロマイ腟錠（第一三共） ハイセチン腟錠（富士製薬工業）
★C２５0-２２

２５４　避妊剤C デソゲストレル・エチニルエストラジオール
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 追記 「オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を投与
中の患者（「相互作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 新設

「オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤〔臨床症
状・措置方法：エチニルエストラジオール含有経口避妊剤を併用した患者に
おいてALT（GPT）上昇が高頻度に認められている。なお、オムビタスビル
水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤治療終了の約２週間後か
ら本剤の投与を再開できる。機序・危険因子：機序不明〕」

〈参考〉企業報告

ファボワール錠２１・２８（富士製薬工業） マーベロン２１・２８（ＭＳＤ）
★C２５0-２３

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬C コハク酸ソリフェナシン
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 「国内で過活動膀胱患者を対象に安全性を評価した総症例数1,267例中、副作
用発現症例は577例（45.5%）で、主なものは口内乾燥358例（28.3%）、便秘
182例（14.4%）、霧視42例（3.3%）であった。関連が否定できない臨床検査
値異常変動発現症例は1,265例中157例（12.4%）で、主なものはBUN上昇
27例（2.1%）、尿沈渣陽性24例（1.9%）、ALT（GPT）上昇23例（1.8%）、CK
（CPK）上昇21例（1.7%）であった。
製造販売後調査等（使用成績調査、特定使用成績調査、製造販売後臨床試験）
では、7,254例中1,078例（14.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が認められ、
主なものは口内乾燥345例（4.8%）、便秘255例（3.5%）、排尿困難204例
（2.8%）等であった。〔再審査結果通知：2016年3月〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ベシケア錠（アステラス製薬） ベシケアＯＤ錠（アステラス製薬）
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★C２５0-２４
２６１　外皮用殺菌消毒剤C クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］� 追記 「溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの
報告があるので、注意すること。」

アセスクリン手指消毒液�（日医工）

イワコールエタノール消毒液�（小堺製薬＝岩城製薬）

イワコールラブ消毒液�（小堺製薬＝岩城製薬）

ウエルアップ手指消毒液�（丸石：大阪）

ウエルアップハンドローション（丸石：大阪＝吉田製薬）

「エビス」�クリゲン液�（兼一薬品）

クリゲンエタノール液�（Ｒ）「エビス」�（兼一薬品）

グ�ルクロ液�（三恵薬品）

消毒用グ�ルコジンハンドリキッド（ヤクハン製薬＝日医工）

グ�ルコジン消毒用ハンドローション

�（ヤクハン製薬＝日医工＝スリーエム＝中北薬品）

グ�ルコジンＢ・エタノール液�（ヤクハン製薬＝日医工）

グ�ルコジンＲ水�（ヤクハン製薬＝日医工＝日興製薬販売）

グ�ルコジンＲ・エタノール液�（ヤクハン製薬＝日医工）

グ�ルコジンＷ水�（ヤクハン製薬＝日医工＝日興製薬販売）

グ�ルコジンＷ・エタノール液�（ヤクハン製薬＝日医工）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン液�（東洋製化＝ファイザー）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン液�「東海」�（東海製薬）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液�「東海」�（東海製薬）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン液�「日医工」�（日医工）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン消毒用液�「ファイザー」�

�（マイラン製薬＝ファイザー）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン液�「メタル」�（中北薬品）

グ�ルコン酸クロルヘキシジン液�「ヤクハン」�

�（ヤクハン製薬＝日医工＝中北薬品＝ニプロ）

クロバインＡ（山善製薬）

クロヘキシン液�（東洋製化＝小野薬品）

クロルヘキシジン液�「ヤマゼン」�（山善製薬）

クロルヘキシジング�ルコン酸塩消毒用液�「ＮＰ」�（ニプロ）

クロルヘキシジング�ルコン酸塩消毒用液�ＥＷ「ＮＰ」�（ニプロ）

クロルヘキシジング�ルコン酸塩エタノール消毒液�「サラヤ」�（サラヤ）

クロルヘキシジング�ルコン酸塩エタノール消毒液�「東豊」�

�（東豊薬品＝吉田製薬）

クロルヘキシジング�ルコン酸塩スクラブ「日医工」�（日医工）

スクラビイン液�（サラヤ）

スクラビインＳ液�（サラヤ）

ステリクロン液�（健栄製薬）

ステリクロンスクラブ液�（健栄製薬）

ステリクロンスクラブフォーム（健栄製薬）

ステリクロンハンドローション（健栄製薬）

ステリクロンＲ液�（健栄製薬）

ステリクロンＷ液�（健栄製薬）

ステリクロンＢエタノール液�（健栄製薬）

ステリクロンＲエタノール液�（健栄製薬）

ステリクロンＷエタノール液�（健栄製薬）

ネオクレミール消毒液�（サンケミファ）

ヒビスクラブ消毒液�（大日本住友製薬＝ジーシー）

ヒビスコール液�Ａ（サラヤ）

ヒビスコール液�Ａ０. ５％�（サラヤ）

ヒビスコール液�Ａ１％�（サラヤ）

ヒビソフト消毒液�（エア・ウォーター・ゾル＝大日本住友製薬）

ヒビテン液�（大日本住友製薬＝ジーシー）

ヒビテン・グ�ルコネート液�（大日本住友製薬）

フェルマスクラブ（シオエ＝日本新薬）

５％�フェルマジン液�（シオエ＝日本新薬）

２０％�フェルマジン液�（シオエ＝日本新薬）

フェルマジン・アルコール液�Ｗ（シオエ＝日本新薬）

ヘヴィック消毒液�（中北薬品）

ヘキザック液�（吉田製薬）

ヘキザック消毒液�（吉田製薬）

ヘキザックスクラブ（吉田製薬）

ヘキザックハンドゲル（吉田製薬）

ヘキザックローション（吉田製薬）

ヘキザックＡＬ�液�（吉田製薬）

ヘキザックＡＬ�液�青�（吉田製薬）

ヘキザック水�Ｒ（吉田製薬）

ヘキザック水�Ｗ（吉田製薬）

ヘキザックアルコール液�（吉田製薬）

ヘキザックアルコール液�Ｎ（吉田製薬）

マイクロシールドスクラブ液�（日本エア・リキード）

０. ０２Ｗ／Ｖ％�マスキン水�（日興製薬＝丸石：大阪）

０. ０５Ｗ／Ｖ％�マスキン水�（日興製薬＝丸石：大阪）

０. １Ｗ／Ｖ％�マスキン水�（日興製薬＝丸石：大阪）

０. ５Ｗ／Ｖ％�マスキン水�（日興製薬＝丸石：大阪）

マスキン液�（５Ｗ／Ｖ％�）（丸石：大阪）

２０Ｗ／Ｖ％�マスキン液�（丸石：大阪）

マスキンスクラブ（丸石：大阪）

マスキンＲ・エタノール液�（丸石：大阪＝ニプロ）

マスキンＷ・エタノール液�（丸石：大阪）

ラポテック消毒液�（日興製薬）

ラポテックアルコール液�（日興製薬＝ファイザー）

ラポテックアルコール（Ｗ）液�（日興製薬＝ファイザー）

ラポテックラビング�（日興製薬）
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★C２５0-２５
３３１　血液代用剤C ヒドロキシエチルデンプン130000

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「頭蓋内出血中の患者〔頭蓋内出血を悪化させるおそれがある。〕」

ボルベン輸液�（フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場）
★C２５0-２６

３３２　止血剤
６３４　血液製剤類

C トロンビン（ヒト由来）
　　　（日本血液製剤機構、日本製薬製品）
C 人血清アルブミン（日本製薬製品）
C 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ（ノイアート、ノンスロン）
C 人免疫グロブリン（日本血液製剤機構、日本製薬製品）
C ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
C 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
C 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（コンコエイト）
C 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子（クリスマシン）
C 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
C 加熱人血漿たん白
C 人ハプトグロビン
C 乾燥人フィブリノゲン

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗
HIV-1抗体、抗HIV-2抗体、抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT（GPT）値で
スクリーニングを実施している。更に、HBV、HCV及びHIVについて核酸
増幅検査（NAT）を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、
当該NATの検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在す
る。」

〈参考〉企業報告

cトロンビン（ヒト由来）
   （日本血液製剤機構、日本製薬製品）

献血トロンビン経口・外用剤（日本製薬）

献血トロンビン経口・外用「ＪＢ」�（日本血液製剤機構）
c人血清アルブミン（日本製薬製品）

献血アルブミン５－ニチヤク（日本製薬）

献血アルブミン２０－ニチヤク（日本製薬）

献血アルブミン２５－ニチヤク（日本製薬）

献血アルブミン５％�静注「ニチヤク」�（日本製薬）

献血アルブミン２０％�静注「ニチヤク」�（日本製薬）

献血アルブミン２５％�静注「ニチヤク」�（日本製薬）
c乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ（ノイアート、ノンスロン）

ノイアート静注用（日本血液製剤機構）

献血ノンスロン注射用（日本製薬）
c人免疫グロブリン（日本血液製剤機構、日本製薬製品）

ガンマグ�ロブリン筋注「ニチヤク」�（日本製薬）

グ�ロブリン筋注「ＪＢ」�（日本血液製剤機構）

cポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグ�ロブリンＩＨ静注（日本血液製剤機構）
c乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グ�ロベニン－Ｉ静注用（日本製薬＝武田薬品）
c乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（コンコエイト）

コンコエイト－ＨＴ（日本血液製剤機構）
c乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子（クリスマシン）

クリスマシンＭ静注用（日本血液製剤機構）
c乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体

ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用「ニチヤク」�（日本製薬）
c加熱人血漿たん白

献血アルブミネート静注（日本製薬）
c人ハプトグロビン

ハプトグ�ロビン静注「ＪＢ」�（日本血液製剤機構）
c乾燥人フィブリノゲン

フィブリノゲンＨＴ静注用「ＪＢ」�（日本血液製剤機構）
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★C２５0-２７
３４２　腹膜透析用剤C ミッドぺリック

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「長期の腹膜透析実施において被嚢性腹膜硬化症（EPS）を合併することがあ
るので、発症が疑われたら直ちにCAPDを中止し、血液透析に変更するこ
と。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経系：筋痙攣
消化器：腹部膨満感、下痢、便秘、痔、腸閉塞、悪心・嘔吐、腹痛
循環器：高血圧
代謝・栄�養：高トリグリセライド血症、食欲不振、低カリウム血症、高カル

シウム血症、高コレステロール血症、低HDLコレステロール血症、
低蛋白血症、高脂血症、肥満症、代謝性アルカローシス、高乳酸血
症」

ミッドペリック腹膜透析液�（テルモ）
★C２５0-２８

３４２　腹膜透析用剤C ミッドぺリックＬ
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「長期の腹膜透析実施において被嚢性腹膜硬化症（EPS）を合併することがあ
るので、発症が疑われたら直ちにCAPDを中止し、血液透析に変更するこ
と。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経系：筋痙攣
消化器：悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満感、下痢、便秘
内分泌系：副甲状腺ホルモン上昇
肝　臓：ALP上昇
代謝・栄�養：低カリウム血症、低カルシウム血症、低マグネシウム血症、高

乳酸血症、代謝性アルカローシス、高コレステロール血症、高トリ
グリセライド血症、低HDLコレステロール血症、食思不振」

ミッドペリックＬ�腹膜透析液�（テルモ）
★C２５0-２９

３９２　解毒剤C レボホリナートカルシウム（ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「劇症肝炎、肝硬変、心室性頻拍、ネフローゼ症候群、皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症 候群）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�
Necrolysis：TEN）、溶血性貧血：
フルオロウラシルの類似化合物（テガフール等）で劇症肝炎、肝硬変、心室
性頻拍、ネフローゼ症候群、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、
中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、溶血性貧血
があらわれることが報告されているので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

レボホリナート点滴静注用「Ｆ」�（富士製薬工業）

レボホリナート点滴静注用「ＨＫ」�（光：東京）

レボホリナート点滴静注用「ＮＫ」�（高田製薬＝日本化薬）

レボホリナート点滴静注用「オーハラ」�

�（大原薬品工業＝第一三共エスファ）

レボホリナート点滴静注用「日医工」�（日医工）

レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」�（ヤクルト）

レボホリナートカルシウム点滴静注用「サンド」�（サンド）
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★C２５0-３0
３９４　痛風治療剤C フェブキソスタット

改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 追記

〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉
「本剤の適用にあたっては、腫瘍崩壊症候群の発症リスクを考慮して適応患
者を選択すること。」
「本剤は既に生成された尿酸を分解する作用はないため、血中尿酸値を急速
に低下させる効果は期待できない。」
「がん化学療法後に発症した高尿酸血症に対する本剤の有効性及び安全性は
確立していない。〔使用経験がない。〕」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉
「本剤は、がん化学療法開始１～２日前から投与を開始すること。」
「臨床症状及び血中尿酸値をモニタリングしながら、化学療法開始５日目ま
で投与すること。なお、患者の状態に応じて、投与期間を適宜延長するこ
と。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤は尿酸降下薬であり、痛風関節炎（痛風発作）発現時に血中尿酸値を低
下させると痛風関節炎（痛風発作）を増悪させるおそれがある。痛風、高尿
酸血症の治療に際し、本剤投与前に痛風関節炎（痛風発作）が認められた場
合は、症状がおさまるまで、本剤の投与を開始しないこと。
また、本剤投与中に痛風関節炎（痛風発作）が発現した場合には、本剤の用
量を変更することなく投与を継続し、症状によりコルヒチン、非ステロイド
性抗炎症剤、副腎皮質ステロイド等を併用すること。」

［副作用］� 追記 〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉
「承認時までの安全性評価対象49例中１例（2.0%）に副作用が認められた。そ
の副作用は、AST（GOT）増加、ALT（GPT）増加であった。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「皮　膚：蕁麻疹、脱毛、発疹、そう痒症、紅斑
その他：�浮腫、倦怠感、口渇、血中トリグリセリド増加、CRP増加、血中

カリウム増加」

［その他の注意］� 一部改訂 「痛風、高尿酸血症の女性患者に対する使用経験は少ない。（「臨床成績」の項
参照）」

〈参考〉�効能・効果追加承認に伴う改訂�
企業報告

フェブリク錠（帝人ファーマ）
★C２５0-３１

３９６　糖尿病用剤C イプラグリフロジンＬ－プロリン
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「眼障害：糖尿病網膜症、眼瞼浮腫
胃腸障害�：便秘、下痢、胃炎、胃食道逆流性疾患、上腹部痛、腹部膨満、悪

心、嘔吐
全身障害�及び投与局所様態：口喝、体重減少、空腹、倦怠感、顔面浮腫、脱

力感」

� 追記 「筋骨格系及び結合組織障害：筋肉痛、背部痛」

〈参考〉企業報告

スーグ�ラ錠（アステラス製薬＝寿製薬＝ＭＳＤ）
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★C２５0-３３
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

C アレンドロン酸ナトリウム水和物（経口剤、注射剤900μg）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」
「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発
現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現
した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合に
は、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」

〈参考〉ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会：
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパー

（改訂追補2012年版）
　　　Salvatore,L.R.,et�al.:J.Oral�Maxillofac.Surg.�2014;72（10）:

1938-1956
　　　Khan,A.A.,et�al.:J.Bone�Miner.Res.�2015;30（1）:3-23

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＤＫ」�（大興製薬＝日本ケミファ）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＤＫ」�（大興製薬＝日本ケミファ）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業＝三和化学）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「テバ」�（テバ製薬）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「テバ」�（テバ製薬）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」�（日医工）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」�（日医工）

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

フォサマック錠５（ＭＳＤ）

フォサマック錠３５ｍｇ（ＭＳＤ）

ボナロン錠５ｍｇ（帝人ファーマ）

ボナロン錠３５ｍｇ（帝人ファーマ）

ボナロン経口ゼリー（帝人ファーマ）

ボナロン点滴静注バッグ�（帝人ファーマ）
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★C２５0-３４
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

C アレンドロン酸ナトリウム水和物（注射剤5mg・10mg）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非
侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」
「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発
現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現
した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合に
は、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」

〈参考〉ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会：
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパー

（改訂追補2012年版）
　　　Salvatore,L.R.,et�al.:J.Oral�Maxillofac.Surg.�2014;72（10）:

1938-1956
�　　　Khan,A.A.,et�al.:J.Bone�Miner.Res.�2015;30（1）:3-23

テイロック注射液�（帝人ファーマ）
★C２５0-８１

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C イバンドロン酸ナトリウム水和物（経口剤）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」
「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発
現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現
した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合に
は、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」

〈参考〉企業報告

ボンビバ錠（中外製薬＝大正富山医薬品）
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★C２５0-３５
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C イバンドロン酸ナトリウム水和物（注射剤）

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 一部改訂 「高度の腎障害のある患者〔排泄が遅延するおそれがある。使用経験がなく安
全性が確立していない。（「薬物動態」の項参照）〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」
「ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発
現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現
した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合に
は、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。（「重大な副作用」の項参照）」
「ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性の大
腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が発現したとの報告がある。
これらの報告では、完全骨折が起こる数週間から数カ月前に大腿部や鼠径部
等において前駆痛が認められている報告もあることから、このような症状が
認められた場合には、Ｘ線検査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両
側性の骨折が生じる可能性があることから、片側で非定型骨折が起きた場合
には、反対側の大腿骨の症状等を確認し、Ｘ線検査を行うなど、慎重に観察
すること。Ｘ線検査時には骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられてお
り、そのような場合には適切な処置を行うこと。（「重大な副作用」の項参
照）」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「消化器：�悪心、嘔吐、胃炎、胃不快感、下痢、逆流性食道炎、便秘、食欲
不振

皮　膚：多形紅斑、水疱性皮膚炎、発疹、蕁麻疹」

〈参考〉企業報告

ボンビバ静注（中外製薬＝大正富山医薬品）
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★C２５0-３６
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C エチドロン酸二ナトリウム

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスフォスフォネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨
壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等
の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リス
ク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイ
ド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折：
大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折を生じることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な
処置を行うこと。」

ダイドロネル錠（大日本住友製薬）
★C２５0-３７

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ゾレドロン酸水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非
侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「外耳道骨壊死：
外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「重要な基
本的注意」の項参照）」
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★C２５0-３８
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg）

改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

［重要な基本的注意］�一部改訂

［小児等への投与］� 一部改訂

� 追記

「骨巨細胞腫の場合、骨端線閉鎖を伴わない骨格が未成熟な患者に対する本
剤の有効性及び安全性は確立していない（「小児等への投与」、「臨床成績」の
項参照）。」

「顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがあり、本剤の長期投与により顎
骨壊死の発現率の増加が認められている。報告された症例の多くが抜歯等の
顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク
因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド
治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。本剤
の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切
な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導す
ること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非侵襲
的な歯科処置を受けるよう指導すること。また、口腔内を清潔に保つこと、
定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知
して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し、異
常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導する
こと（「重大な副作用」の項参照）。」

「低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立してい
ない（使用経験が少ない）。〔本剤を投与した若齢サルにおいて、骨端成長板
の異常が認められた。RANKLを阻害すると、ラット新生児の骨成長及び歯
の萌出が抑制されることが示されている。〕」

「骨端線閉鎖を伴わない骨格が未成熟な患者において、本剤投与中止後（数週
間から数ヵ月後）に、急性腎不全、悪心・嘔吐等の臨床症状を伴う重篤な高
カルシウム血症が発現した例が報告されている。」

〈参考〉企業報告

ランマーク皮下注（第一三共）

〈参考〉�Polizzotto,M.N.,et�al.:Br.J.Haematol.�2006;132(1):114
　　 Froelich,K.,et�al.:Eur.Arch.Otorhinolaryngol.�2011;268(8):1219-1225
　　 Bast,F.,et�al.;HNO�2012;60(12):1127-1129
　　 Salzman,R.,et�al.:Otol.Neurotol.�2013;34(2):209-213
　　 Kharazmi,M.,et�al.:Br.J.Oral�Maxillofac.Surg.�2013;51:e285-287
　　 Wickham,N.,et�al.:J.Laryngol.Otol.�2013;127(S2):S51-53
　　 Thorsteinsson,A.L.,et�al.:J.Clin.Med.Case�Reports�2015;2(1):3

ゾメタ点滴静注用４ｍｇ／５ｍＬ�（ノバルティスファーマ）

ゾメタ点滴静注用４ｍｇ／１００ｍＬ�（ノバルティスファーマ）

ゾレドロン酸点滴静注「Ｆ」�（富士製薬工業）

ゾレドロン酸点滴静注「ＮＫ」�（高田製薬＝日本化薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ＮＫ」�（高田製薬＝日本化薬）

ゾレドロン酸点滴静注「ＳＮ」�（シオノケミカル＝光：東京）

ゾレドロン酸点滴静注液�「アクタビス」�

�（アクタビス＝あすか製薬＝武田薬品）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「サノフィ」�

�（共和クリティケア＝サノフィ）

ゾレドロン酸点滴静注液�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾレドロン酸点滴静注「サンド」�（サンド）

ゾレドロン酸点滴静注「テバ」�（テバ製薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「テバ」�（テバ製薬）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「トーワ」�（東和薬品）

ゾレドロン酸点滴静注「日医工」�（コーアイセイ＝日医工）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「日医工」�（日医工）

ゾレドロン酸点滴静注「ニプロ」�（ニプロ）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ニプロ」�（ニプロ）

ゾレドロン酸点滴静注液�「ファイザー」�（マイラン製薬＝ファイザー）

ゾレドロン酸点滴静注液�バッグ�「ファイザー」�

�（マイラン製薬＝ファイザー）

ゾレドロン酸点滴静注「ヤクルト」�

�（コーアバイオテックベイ＝ヤクルト）

ゾレドロン酸点滴静注バッグ�「ヤクルト」�

�（コーアバイオテックベイ＝ヤクルト）
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★C２５0-３９
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C パミドロン酸二ナトリウム水和物

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非
侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシー（気管支痙攣、呼吸困難、喘鳴等）があらわれ
ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中
止し、適切な処置を行うこと。」
「外耳道骨壊死：
外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「重要な基
本的注意」の項参照）」

〈参考〉�Polizzotto,M.N.,et�al.:Br.J.Haematol.�2006;132(1):114
　　 Froelich,K.,et�al.:Eur.Arch.Otorhinolaryngol.�2011;268(8):1219-1225
　　 Bast,F.,et�al.;HNO�2012;60(12):1127-1129
　　 Salzman,R.,et�al.:Otol.Neurotol.�2013;34(2):209-213
　　 Kharazmi,M.,et�al.:Br.J.Oral�Maxillofac.Surg.�2013;51:e285-287
　　 Wickham,N.,et�al.:J.Laryngol.Otol.�2013;127(S2):S51-53
　　 Thorsteinsson,A.L.,et�al.:J.Clin.Med.Case�Reports�2015;2(1):3

アレディア点滴静注用

�（ノバルティスファーマ）

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用「Ｆ」�

�（富士製薬工業）

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用「サワイ」�

�（沢井製薬）
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★C２５0-４0
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ミコフェノール酸モフェチル

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 追記 「ループス腎炎における本剤の投与は、ループス腎炎の治療に十分精通して
いる医師のもとで行うこと。」

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 新設

「ループス腎炎に対しては、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本
剤の投与が適切と判断される患者に投与すること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「ループス腎炎に対しては、本剤の投与開始時には原則として副腎皮質ステ
ロイド剤を併用すること。」

［小児等への投与］� 追記 「ループス腎炎：
低出生体重児、新生児及び乳児に対する安全性は確立していない（使用経験
が少ない）。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

セルセプトカプセル・懸濁用散�（中外製薬）

ミコフェノール酸モフェチルカプセル「テバ」�（テバ製薬）

ミコフェノール酸モフェチルカプセル「ファイザー」�

�（マイラン製薬＝ファイザー）
★C２５0-４１

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ミノドロン酸水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・
顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子
としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、
放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

〈参考〉ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会：
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパー

（改訂追補2012年版）
　　　Salvatore,L.R.,et�al.:J.Oral�Maxillofac.Surg.�2014;72（10）:

1938-1956
　　　Khan,A.A.,et�al.:J.Bone�Miner.Res.�2015;30（1）:3-23

ボノテオ錠１ｍｇ（アステラス製薬）

ボノテオ錠５０ｍｇ（アステラス製薬）

リカルボン錠１ｍｇ（小野薬品）

リカルボン錠５０ｍｇ（小野薬品）
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★C２５0-４２
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C リセドロン酸ナトリウム水和物（2.5mg）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスフォスフォネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨
壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等
の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リス
ク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイ
ド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立してい
ない（使用経験がない）。｣

〈参考〉ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会：
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパー

（改訂追補2012年版）
　　　Salvatore,L.R.,et�al.:J.Oral�Maxillofac.Surg.�2014;72（10）:

1938-1956
　　　Khan,A.A.,et�al.:J.Bone�Miner.Res.�2015;30（1）:3-23
　　　企業報告

アクトネル錠２. ５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

ベネット錠２. ５ｍｇ（武田薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＮＰ」�（ニプロ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ＺＥ」�（全星薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「杏林」�（キョーリンリメディオ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「サンド」�（サンド）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「タカタ」�（高田製薬）

リセドロン酸Ｎａ塩錠２. ５ｍｇ「タナベ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「テバ」�（武田テバ薬品＝テバ製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「日医工」�（日医工）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「日新」�（日新製薬：山形）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ファイザー」�（ファイザー）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

リセドロン酸Ｎａ錠２. ５ｍｇ「ユートク」�（大興製薬＝祐徳薬品）

リセドロン酸ナトリウム錠２. ５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

リセドロン酸ナトリウム錠２. ５ｍｇ「ケミファ」�

�（日本薬品工業＝日本ケミファ）



362016. 6. DSU No. 250

★C２５0-４３
４２１　アルキル化剤C カルムスチン

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「薬剤交付時」
� 一部改訂

「室温で６時間以内の本剤（未開封）は、１回のみ再凍結（-15℃以下）保存でき
るが、再凍結後の本剤は、６ヵ月以内に使用すること（ただし外箱又はラベ
ルに表示の使用期限内に使用すること）。」

ギリアデル脳内留置用剤（エーザイ）

★C２５0-８２
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

C リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ビスフォスフォネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨
壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等
の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リス
ク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイ
ド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し
適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指
導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の
休薬等を考慮すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診
時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避ける
ことなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口
腔外科を受診するように指導すること。」

〈参考〉ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会：
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパー

（改訂追補2012年版）
　　　Salvatore,L.R.,et�al.:J.Oral�Maxillofac.Surg.�2014;72（10）:

1938-1956
　　　Khan,A.A.,et�al.:J.Bone�Miner.Res.�2015;30（1）:3-23

アクトネル錠１７. ５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

アクトネル錠７５ｍｇ（ＥＡファーマ＝エーザイ）

ベネット錠１７. ５ｍｇ（武田薬品）

ベネット錠７５ｍｇ（武田薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「Ｆ」�（富士製薬工業）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＮＰ」�（ニプロ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＳＮ」�（シオノケミカル＝科研製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＹＤ」�（陽進堂）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ＺＥ」�（全星薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「杏林」�（キョーリンリメディオ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「サワイ」�（沢井製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「サンド」�（サンド）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「タカタ」�（高田製薬）

リセドロン酸Ｎａ塩錠１７. ５ｍｇ「タナベ」�

�（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「テバ」�（武田テバ薬品＝テバ製薬）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「トーワ」�（東和薬品）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「日医工」�（日医工）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「日新」�（日新製薬：山形）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ファイザー」�（ファイザー）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

リセドロン酸Ｎａ錠１７. ５ｍｇ「ユートク」�（大興製薬＝祐徳薬品）

リセドロン酸ナトリウム錠１７. ５ｍｇ「アメル」�（共和薬品工業）

リセドロン酸ナトリウム錠１７. ５ｍｇ「ケミファ」�

�（日本薬品工業＝日本ケミファ）
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★C２５0-４４
４２１　アルキル化剤C ブスルファン（注射剤）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行
い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

［小児等への投与］� 一部改訂 「小児55例（年齢０～18歳未満）を対象とした海外臨床試験において、小児に
特徴的な副作用と考えられる症状等は認められなかった（「副作用」の項参
照）。本剤を前治療薬として用いた造血幹細胞移植を小児に施行するにあた
っては、歯牙形成不全を含む成長障害等の可能性を十分に考慮した上で行う
こと。」

〈参考〉�Nishimura,S.,et�al.:Eur.J.Cancer�Care�2013;22（3）:353-360�
Dai,Q.Y.,et�al.:Bone�Marrow�Transplant.�2004;34（8）:667-673

ブスルフェクス点滴静注用（大塚製薬）
★C２５0-４５

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤C エトポシド（経口剤）
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」
の項参照）」

［副作用］� 追記 「子宮頸癌を対象としたシスプラチンとの併用投与による製造販売後臨床試
験の安全性評価対象30例における副作用及び臨床検査値異常の発現率は
100%であり、主なものは悪心93.3%、食欲不振80.0%、倦怠感60.0%、脱
毛症60.0%、下痢26.7%、便秘23.3%、白血球減少90.0%、ヘモグロビン減
少80.0%、赤血球減少76.7%、AST（GOT）上昇26.7%、ALT（GPT）上昇
26.7%、γ-GTP上昇20.7%等であった。
子宮頸癌を対象とした使用成績調査の安全性評価対象278例における副作用
及び臨床検査値異常の発現率は57.2%であり、主なものは脱毛15.1%、悪心
14.0%、嘔吐5.4%、白血球減少27.3%、貧血9.0%、ヘモグロビン減少4.0%、
血小板減少3.6%であった。〔子宮頸癌再審査終了時〕」

� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「骨髄抑制：
汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、出血、貧血等があらわ
れることがあるので、頻回に血液検査を行うなど観察を十分に行い、異常が
認められた場合には減量、休薬、中止等の適切な処置を行うこと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、妊娠
する可能性のある女性及びパートナーが妊娠する可能性のある男性には、適
切な避妊をするよう指導すること。〔妊娠中に本剤を投与された患者で児の
奇形が報告されており、動物実験（ラット、ウサギ）で催奇形性、胎児毒性
が認められている。また、マウスに本剤10mg/kg以上を投与した結果、マ
ウス精原細胞に染色体異常が認められたとの報告がある。〕」

〈参考〉企業報告

ベプシドカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ） ラステットＳカプセル（日本化薬）
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★C２５0-４６
４２４　抗腫瘍性植物成分製剤C エトポシド（注射剤）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」
の項参照）」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
チアノーゼ、呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下等の症状があらわれた場合には
投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、妊娠
する可能性のある女性及びパートナーが妊娠する可能性のある男性には、適
切な避妊をするよう指導すること。〔妊娠中に本剤を投与された患者で児の
奇形が報告されており、動物実験（ラット、ウサギ）で催奇形性、胎児毒性
が認められている。また、マウスに本剤10mg/kg以上を投与した結果、マ
ウス精原細胞に染色体異常が認められたとの報告がある。〕」

［適用上の注意］の「調製時」
� 追記

「本剤は細胞毒性を有するため、調製時には手袋を着用することが望ましい。
皮膚に薬液が付着した場合には、直ちに多量の流水でよく洗い流すこと。」

〈参考〉企業報告

エトポシド点滴静注液�「ＤＫ」�（大興製薬）

エトポシド点滴静注液�「ＳＮ」�（シオノケミカル＝光：東京）

エトポシド点滴静注液�「サンド」�（サンド）

エトポシド点滴静注「タイヨー」�（テバ製薬）

ベプシド注（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ラステット注（日本化薬）
★C２５0-４７

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤
C エトポシド（注射剤）
　　　（ベプシド）

改訂箇所 改訂内容

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児に使用する場合には十分注意すること。〔外国におい
て、ベンジルアルコールの静脈内大量投与（99～234mg/kg）により、中毒症
状（あえぎ呼吸、アシドーシス、痙攣等）が低出生体重児に発現したとの報
告がある。本剤は添加物としてベンジルアコールを含有している。〕」

ベプシド注（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
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★C２５0-４８
４２９　その他の腫瘍用薬C オキサリプラチン（下記ジェネリック製品）

改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 削除

「治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対して、本剤の術後補助化学療法にお
ける有効性及び安全性は確立していない。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「胃癌の術後補助化学療法において、カペシタビンとの併用では８サイクル
を超えた場合の有効性及び安全性は確立していない（投与経験がない）。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「治癒切除不能な進行・再発の胃癌に本剤を使用する際には、関連文献（「医
療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議�公知申請への該当性に係
る報告書：オキサリプラチン（切除不能進行・再発胃癌）」等）を熟読するこ
と。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経�系：味覚異常、頭痛、めまい、不眠、神経痛、頭重感、浮動性め
まい、コリン作動性症候群、振戦、回転性眩暈、傾眠、うつ病、こ
わばり、硬直、失神、不安、構語障害、筋骨格硬直、記憶障害、筋
骨格系胸痛、深部腱反射欠損、不全失語症、失調、神経過敏、レ
ルミット徴候、脳神経麻痺、線維束攣縮、不随意性筋収縮、脳神
経障害

消化器：�悪心、嘔吐（処置として制吐剤等の投与を行う。）��
下痢、食欲不振、口内炎、便秘、しゃっくり、腹痛、胃部不快感、
歯肉炎、腸閉塞、上腹部痛、メレナ、胃痛、腹部膨満感、下腹部痛、
腹部不快感、大腸炎、歯周病、胃炎、歯肉出血、粘膜の炎症、歯痛、
心窩部不快感、口内乾燥、腹水、齲歯、胃腸障害、肛門周囲痛、鼓
腸、膵炎、胃食道逆流性疾患、胃腸音異常、痔核、下部消化管出血、
口腔内痛、食道炎、直腸炎、しぶり腹、消化不良、歯の異常、腸内
ガス、胃重圧感、腸壁気腫症、門脈ガス血症、消化管壊死

電解質：�血清カリウムの異常、血清ナトリウムの異常、血清カルシウムの異
常、血清クロールの異常、血中リン減少

　眼　：�流涙、視覚障害、結膜炎、眼球周囲痛、眼のそう痒感、眼乾燥、眼
瞼下垂、涙器障害、眼の異常感、涙道閉塞、白内障

皮　膚：�脱毛、手足症候群、色素沈着、潮紅、顔面潮紅、多汗、皮膚乾燥、
皮膚剥脱、口唇炎、爪の障害、顔面のほてり、爪囲炎、皮膚障害、
皮下出血、寝汗、ざ瘡様皮膚炎、ヘルペス性皮膚炎、色素変化、紫
斑

その他：�倦怠感、疲労、発熱、アルブミン減少、CRP上昇、浮腫、感染、
体重減少、総蛋白減少、末梢性浮腫、高血糖、感冒、脱水、コレス
テロール上昇、関節痛、悪寒、胸部不快感、アミラーゼ上昇、背部
痛、四肢痛、筋痛、鼻汁、出血、胸痛、尿路感染、腰痛、CK（CPK）
上昇、熱感、カテーテル関連感染、胸部圧迫感、臀部痛、疼痛、筋
脱力、骨痛、代謝性アシドーシス、体重増加、乳汁漏出症、代謝障
害、膣出血、下肢異常感、戦慄、多臓器不全、腫瘍穿孔」

� 削除 「消化器」の「直腸出血」
「呼吸器」の「酸素飽和度低下」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オキサリプラチン点滴静注液�「ＦＦＰ」�

�（富士フイルムファーマ）

オキサリプラチン点滴静注液�「テバ」�

�（テバ製薬）

オキサリプラチン点滴静注液�「ニプロ」�

�（ニプロ）
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★C２５0-４９
４２９　その他の腫瘍用薬C ラムシルマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「治癒切除不能な進行・再発の胃癌の場合、原発部位等について、「臨床成績」
の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応
患者の選択を行うこと。〔「臨床成績」の項参照〕」

� 追記 「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の場合、「臨床成績」の項の内容を
熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を
行うこと。〔「臨床成績」の項参照〕」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「治癒切除不能な進行・再発の胃癌の場合、本剤とパクリタキセル以外の抗
悪性腫瘍剤との併用における有効性及び安全性は確立していない。」

� 追記 「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の場合、本剤と併用する抗悪性
腫瘍剤は、「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、選択すること。〔「臨床成
績」の項参照〕」
「併用する他の抗悪性腫瘍剤の添付文書を熟読すること。」

� 一部改訂 「高血圧又は蛋白尿があらわれた場合には、以下の基準を参考に本剤を休薬、
減量又は投与を中止すること。〔「慎重投与」、「重要な基本的注意」及び「重大
な副作用」の項参照〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ネフローゼ症候群、蛋白尿があらわれることがあるので、本剤投与期間中
は尿蛋白を定期的に検査すること。異常が認められた場合には、本剤の休薬、
減量又は投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。〔「用法・用量に関
連する使用上の注意」及び「重大な副作用」の項参照〕」

［副作用］� 追記 〈治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌〉
〈FOLFIRI併用投与での成績〉
「結腸・直腸癌患者を対象とした本剤とFOLFIRI併用による国際共同第Ⅲ相
無作為化比較試験において、本剤が投与された529例中（日本人症例74例を
含む）、主な副作用は好中球減少症（58.8%）、鼻出血（33.5%）、口内炎
（30.8%）、血小板減少症（28.4%）、高血圧（26.1%）等であった。〔承認時〕」

� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「Infusion�reaction：
悪寒、潮紅、低血圧、呼吸困難、気管支痙攣等のinfusion�reactionがあらわ
れることがあるので、本剤投与中は患者の状態を十分に観察し、グレード３
又は４のinfusion�reactionが認められた場合には、本剤の投与を直ちに中止
し、適切な処置を行うとともに、以降、本剤を再投与しないこと。〔「用法・
用量に関連する使用上の注意」及び「重要な基本的注意」の項参照〕」

� 追記 「ネフローゼ症候群、蛋白尿：
ネフローゼ症候群、蛋白尿があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を行う
こと。〔「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重要な基本的注意」の
項参照〕」
「間質性肺疾患：
間質性肺疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認め
られた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。」
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★C２５0-５0
４４９　その他のアレルギー用薬

C 治療用アレルゲンエキス皮下注
　　　（アカマツ花粉・ホウレン草花粉・ブタクサ花粉）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 「本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関において、減感作療法に関す
る十分な知識・経験を持つ医師のもとで使用すること。」

［禁忌］� 新設 「重症の気管支喘息患者〔本剤の投与により喘息発作の誘発、症状の悪化、又
は全身性のアレルギー反応が起こることがある。〕」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 新設

「本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテス
ト）、皮内テスト〕又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによる
アレルギー性鼻炎、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診
断を行うこと。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

〈併用投与時〉
「消化器：下痢、腹痛、口内炎、食欲減退
呼吸器：呼吸困難、咳嗽、上気道感染
代　謝：低アルブミン血症、低ナトリウム血症、低リン酸血症
皮　膚：�発疹、皮膚乾燥、手掌・足底発赤知覚不全症候群、潮紅、ざ瘡様皮

膚炎
その他：�疲労/無力症、末梢性浮腫、頭痛、発熱、体重減少、粘膜の炎症、

眼瞼浮腫、顔面浮腫」

［適用上の注意］の「調製時」
� 一部改訂

「調製後は、速やかに使用すること。なお、やむを得ず保存を必要とする場合、
冷蔵保存（２～８℃）では24時間以内、室温保存（30℃以下）では12時間以内
に投与を開始すること。」

［その他の注意］� 一部改訂 「免疫原性：
国内外の臨床試験において、本剤投与による中和抗体の発現頻度は0.5%
（14/2890例）であった。有害事象発現との関係は不明である。」

〈参考〉企業報告

サイラムザ点滴静注液�（日本イーライリリー）
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［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投
与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。」
「予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロット
が変わるときには前回投与量の25～50%を減ずることが推奨される。また、
高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘
発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げるこ
と。」

� 追記 「増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理
下での投与を考慮すること。」
「減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テスト
を行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、
初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに
維持量は適宜定める。」
「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：１万、１：10万、１：100万、要すればさらに１：1,000万
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「初回投与濃度：
通常、１：100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に
過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、初
回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
花粉類の維持療法には１：100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用され
ている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」
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［慎重投与］� 新設 「本剤の投与、又はアレルゲンエキスによる診断・治療によりショック、ア
ナフィラキシー等のアレルギー症状を発現したことのある患者〔本剤の投与
によりアレルギー反応に基づく副作用を起こすおそれがあるので、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、少量から投与を開始する
こと。〕」
「悪性腫瘍、又は免疫系に影響を及ぼす全身性疾患（例えば自己免疫疾患、免
疫複合体疾患、又は免疫不全症等）の患者〔本剤投与時の有用性は確立して
いないので、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。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 「本剤は患者の原因アレルゲンを含む液であり、その原因アレルゲンを徐々
に増量しながら投与していくことにより、投与した原因アレルゲンに対する
過敏反応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の投与により、アレルギー
反応に基づく副作用、特にショック、アナフィラキシー、及び喘息の増悪等
を起こすおそれがあるので、十分に注意すること。」
「患者の状態によって、ショック、アナフィラキシー等の強い反応を誘発す
るおそれがあるので、常に、ショック、アナフィラキシーの発現時に救急処
置のとれる準備をしておくこと。」
「症状の改善を認めても、直ちに本剤による治療を中止すると症状が再発す
る可能性があるので、本療法の中止にあたっては症状の経過を十分に観察し
慎重に行うこと。」
「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」
「全身性ステロイド薬投与の患者への注意：
全身性ステロイド薬の投与により、免疫系が抑制され本剤の効果が得られな
い可能性がある。」
「重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症の患者への注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンにより症状を悪化させるおそれがある。」

� 一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、投与前後に十分な
問診を行い、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状〔「重大
な副作用」の項参照〕の発現に注意し、そのような症状があらわれた場合は、
患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。また、投与後数時間又は１～２日間に強い反応があらわれることがあ
るので、その旨を患者に伝えショック、アナフィラキシーを早期に認識しう
る症状〔「重大な副作用」の項参照〕があらわれた場合には速やかに医師に連
絡する等の対応を説明した上、適切な処置がとれる準備をしておくこと。」
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� 削除 「ショック発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。」
「上記の用法及び用量は基準的な投与法であり、必ずしもこの方法に機械的
に従うものではない。
一般にアレルギー患者は個人差が甚だしいので、減感作療法の実施に当り、
常に患者のその時々の症状に応じ適宜に用法及び用量を定めるべきであ
る。」
「初回投与濃度：
通常、１：100,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に
過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、初
回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：１万、１：10万、１：100万、要すればさらに１：1,000万
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
花粉類の維持療法には１：100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用され
ている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び老人に対しては注意して投与する必要がある。
特にブタクサ花粉エキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」
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［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーが起こることがあるので、観察を十分に行い、
血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫・咽頭浮腫等の血管浮腫、蕁麻疹、
喘息等の異常が認められたときには、投与を中止し、直ちに適切な処置を行
うこと。
また、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状として以下のよ
うなものがある。
　�口腔内異常感、皮膚のそう痒感、蕁麻疹、紅斑・皮膚の発赤、胃痛、腹痛、
吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、
咽喉頭そう痒感・異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、
チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢や顔のしびれ、顔面潮紅、
発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、血圧低下、不安、恐
怖感、意識混濁等。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて減量又は投与を中止
する等、適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「一般に高齢者では免疫機能及び心肺機能等が低下しているため、副作用が
より重篤となるおそれがあることから、投与の可否を慎重に判断すること。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、アレルギー反応に
伴って遊離されるヒスタミンが子宮筋収縮作用を有することが知られている
ので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。また、閾値を求める場合
でも、多量のヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けるこ
と。」

� 追記 「授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合
には授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していな
い。〕」

［過量投与］� 新設 「徴候・症状：
本剤の過量投与によりショック、アナフィラキシーを起こすおそれがある。」
「処置：
ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状に注意し、適切な処置
を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［適用上の注意］の「本剤の希釈」
� 新設

「別途販売の治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」を使用すること。」
「希釈した液の安定性：
希釈した液の安定性は確認されていないので、用時希釈して使用すること。」

　　　　　　　 「閾値検査」
� 新設

「皮内反応判定基準：
診断用アレルゲン皮内エキスを診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリ
イ」にて希釈した液0.02mLを皮内に注射し、15～30分後に発赤径20mm以
上又は膨疹径9mm以上を陽性と判定する。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応
テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ましい薬剤がある
ので注意すること。」
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　　　　　　　 「投与時」
� 追記

「喘息を罹患する患者においては、本剤の投与開始前に喘息症状を評価し、薬
物療法にて喘息症状をコントロールすること。また、毎回、本剤の投与前に
喘息症状の評価を行うこと。」

� 一部改訂 「喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染
症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。」
「本剤を注射する前後２時間程度は激しい運動、アルコール摂取、入浴等を
避けさせること。〔循環動態の亢進により、本剤の吸収が促進され、副作用
が発現するおそれがある。〕」

　　　　　　　 「投与部位」
� 一部改訂

「減感作療法のとき、皮内注射すると非特異的に著しい局所の刺激及び腫脹
があらわれることがあるので、皮下に浅く注射すること。」
「静脈内に投与しないこと。（注射針を刺入したとき、内筒を引いて血液が逆
流しないことを確かめること。）」

〈参考〉�企業報告�
厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル�アナフィラキシー

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」�アカマツ花粉・ホウレン草花粉・ブタクサ花粉（鳥居薬品）
★C２５0-５１

４４９　その他のアレルギー用薬
C 治療用アレルゲンエキス皮下注
　　　（アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・
　　　 ペニシリウム）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 「本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関において、減感作療法に関す
る十分な知識・経験を持つ医師のもとで使用すること。」

［禁忌］� 新設 「重症の気管支喘息患者〔本剤の投与により喘息発作の誘発、症状の悪化、又
は全身性のアレルギー反応が起こることがある。〕」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 新設

「本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテス
ト）、皮内テスト〕又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによる
アレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。」

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投
与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。」
「予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロット
が変わるときには前回投与量の25～50%を減ずることが推奨される。また、
高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘
発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げるこ
と。」
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� 追記 「増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理
下での投与を考慮すること。」
「減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テスト
を行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、
初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに
維持量は適宜定める。」
「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：10万、１：100万、１：1,000万、要すればさらに１：1億
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「初回投与濃度：
通常、１：1,000,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特
に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、
初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
真菌類の維持療法には１：1,000液又はそれ以上に希釈した液が広く使用さ
れている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」

［慎重投与］� 新設 「本剤の投与、又はアレルゲンエキスによる診断・治療によりショック、ア
ナフィラキシー等のアレルギー症状を発現したことのある患者〔本剤の投与
によりアレルギー反応に基づく副作用を起こすおそれがあるので、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、少量から投与を開始する
こと。〕」
「悪性腫瘍、又は免疫系に影響を及ぼす全身性疾患（例えば自己免疫疾患、免
疫複合体疾患、又は免疫不全症等）の患者〔本剤投与時の有用性は確立して
いないので、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。〕」
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［重要な基本的注意］� 追記 「本剤は患者の原因アレルゲンを含む液であり、その原因アレルゲンを徐々
に増量しながら投与していくことにより、投与した原因アレルゲンに対する
過敏反応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の投与により、アレルギー
反応に基づく副作用、特にショック、アナフィラキシー、及び喘息の増悪等
を起こすおそれがあるので、十分に注意すること。」
「患者の状態によって、ショック、アナフィラキシー等の強い反応を誘発す
るおそれがあるので、常に、ショック、アナフィラキシーの発現時に救急処
置のとれる準備をしておくこと。」
「症状の改善を認めても、直ちに本剤による治療を中止すると症状が再発す
る可能性があるので、本療法の中止にあたっては症状の経過を十分に観察し
慎重に行うこと。」
「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」
「全身性ステロイド薬投与の患者への注意：
全身性ステロイド薬の投与により、免疫系が抑制され本剤の効果が得られな
い可能性がある。」
「重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症の患者への注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンにより症状を悪化させるおそれがある。」

� 一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、投与前後に十分な
問診を行い、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状〔「重大
な副作用」の項参照〕の発現に注意し、そのような症状があらわれた場合は、
患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。また、投与後数時間又は１～２日間に強い反応があらわれることがあ
るので、その旨を患者に伝えショック、アナフィラキシーを早期に認識しう
る症状〔「重大な副作用」の項参照〕があらわれた場合には速やかに医師に連
絡する等の対応を説明した上、適切な処置がとれる準備をしておくこと。」

� 削除 「ショック発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。」
「上記の用法及び用量は基準的な投与法であり、必ずしもこの方法に機械的
に従うものではない。
一般にアレルギー患者は個人差が甚だしいので、減感作療法の実施に当り、
常に患者のその時々の症状に応じ適宜に用法及び用量を定めるべきであ
る。」
「初回投与濃度：
通常、１：1,000,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特
に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、
初回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
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「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：10万、１：100万、１：1,000万、要すればさらに１：1億
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
真菌類の維持療法には１：1,000液又はそれ以上に希釈した液が広く使用さ
れている。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び老人に対しては注意して投与する必要がある。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーが起こることがあるので、観察を十分に行い、
血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫・咽頭浮腫等の血管浮腫、蕁麻疹、
喘息等の異常が認められたときには、投与を中止し、直ちに適切な処置を行
うこと。
また、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状として以下のよ
うなものがある。
　�口腔内異常感、皮膚のそう痒感、蕁麻疹、紅斑・皮膚の発赤、胃痛、腹痛、
吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、
咽喉頭そう痒感・異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、
チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢や顔のしびれ、顔面潮紅、
発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、血圧低下、不安、恐
怖感、意識混濁等。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて減量又は投与を中止
する等、適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「一般に高齢者では免疫機能及び心肺機能等が低下しているため、副作用が
より重篤となるおそれがあることから、投与の可否を慎重に判断すること。」
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、アレルギー反応に
伴って遊離されるヒスタミンが子宮筋収縮作用を有することが知られている
ので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。また、閾値を求める場合
でも、多量のヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けるこ
と。」

� 追記 「授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合
には授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していな
い。〕」

［過量投与］� 新設 「徴候・症状：
本剤の過量投与によりショック、アナフィラキシーを起こすおそれがある。」
「処置：
ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状に注意し、適切な処置
を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［適用上の注意］の「本剤の希釈」
� 新設

「別途販売の治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」を使用すること。」
「希釈した液の安定性：
希釈した液の安定性は確認されていないので、用時希釈して使用すること。」

　　　　　　　 「閾値検査」
� 新設

「皮内反応判定基準：
診断用アレルゲン皮内エキスを診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリ
イ」にて希釈した液0.02mLを皮内に注射し、15～30分後に発赤径20mm以
上又は膨疹径9mm以上を陽性と判定する。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応
テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ましい薬剤がある
ので注意すること。」

　　　　　　　 「投与時」
� 追記

「喘息を罹患する患者においては、本剤の投与開始前に喘息症状を評価し、薬
物療法にて喘息症状をコントロールすること。また、毎回、本剤の投与前に
喘息症状の評価を行うこと。」

� 一部改訂 「喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染
症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。」
「本剤を注射する前後２時間程度は激しい運動、アルコール摂取、入浴等を
避けさせること。〔循環動態の亢進により、本剤の吸収が促進され、副作用
が発現するおそれがある。〕」

　　　　　　　 「投与部位」
� 一部改訂

「減感作療法のとき、皮内注射すると非特異的に著しい局所の刺激及び腫脹
があらわれることがあるので、皮下に浅く注射すること。」
「静脈内に投与しないこと。（注射針を刺入したとき、内筒を引いて血液が逆
流しないことを確かめること。）」

〈参考〉�企業報告�
厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル�アナフィラキシー

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」�アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・ペニシリウム（鳥居薬品）
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★C２５0-５２
４４９　その他のアレルギー用薬C 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注（スギ花粉）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 「本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関において、減感作療法に関す
る十分な知識・経験を持つ医師のもとで使用すること。」

［禁忌］� 新設 「重症の気管支喘息患者〔本剤の投与により喘息発作の誘発、症状の悪化、又
は全身性のアレルギー反応が起こることがある。〕」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 追記

「本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテス
ト）、皮内テスト〕又は特異的IgE抗体検査を行い、スギ花粉症の確定診断
を行うこと。」

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投
与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。」
「予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロット
が変わるときには前回投与量の25～50%を減ずることが推奨される。また、高
濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発
するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げること。」

� 追記 「増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理
下での投与を考慮すること。」

� 削除 「本剤の希釈には、閾値を求めるときは診断用アレルゲン皮内エキス対照液
「トリイ」を、治療を目的とするときは治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」を使用すること。」

［慎重投与］� 追記 「本剤の投与、又はアレルゲンエキスによる診断・治療によりショック、ア
ナフィラキシー等のアレルギー症状を発現したことのある患者〔本剤の投与
によりアレルギー反応に基づく副作用を起こすおそれがあるので、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、少量から投与を開始する
こと。〕」
「悪性腫瘍、又は免疫系に影響を及ぼす全身性疾患（例えば自己免疫疾患、免
疫複合体疾患、又は免疫不全症等）の患者〔本剤投与時の有用性は確立して
いないので、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。〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤はスギ花粉由来のアレルゲンを含む液であり、スギ花粉症患者に対し
てその原因アレルゲンを徐々に増量しながら投与していくことにより、投与し
た原因アレルゲンに対する過敏反応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の
投与により、アレルギー反応に基づく副作用、特にショック、アナフィラキシ
ー、及び喘息の増悪等を起こすおそれがあるので、十分に注意すること。」
「患者の状態によって、ショック、アナフィラキシー等の強い反応を誘発す
るおそれがあるので、常に、ショック、アナフィラキシーの発現時に救急処
置のとれる準備をしておくこと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、投与前後に十分な
問診を行い、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状〔「重大
な副作用」の項参照〕の発現に注意し、そのような症状があらわれた場合は、
患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。」
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「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。また、投与後数時間又は１～２日間に強い反応があらわれることがあ
るので、その旨を患者に伝えショック、アナフィラキシーを早期に認識しう
る症状〔「重大な副作用」の項参照〕があらわれた場合には速やかに医師に連
絡する等の対応を説明した上、適切な処置がとれる準備をしておくこと。」
「症状の改善を認めても、直ちに本剤による治療を中止すると症状が再発す
る可能性があるので、本療法の中止にあたっては症状の経過を十分に観察し
慎重に行うこと。」

� 削除 「閾値を求めるとき、皮内反応に影響を及ぼす可能性のある薬剤（抗ヒスタミ
ン薬、ケミカルメディエーター遊離抑制薬、ステロイド薬等）の投与は予め
中止すること。」

� 追記 「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」
「全身性ステロイド薬投与の患者への注意：
全身性ステロイド薬の投与により、免疫系が抑制され本剤の効果が得られな
い可能性がある。」
「重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症の患者への注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンにより症状を悪化させるおそれがある。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーが起こることがあるので、観察を十分に行い、
血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫・咽頭浮腫等の血管浮腫、蕁麻疹、
喘息等の異常が認められたときには、投与を中止し、直ちに適切な処置を行
うこと。
また、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状として以下のよ
うなものがある。
　�口腔内異常感、皮膚のそう痒感、蕁麻疹、紅斑・皮膚の発赤、胃痛、腹痛、
吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、
咽喉頭そう痒感・異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、
チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢や顔のしびれ、顔面潮紅、
発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、血圧低下、不安、恐
怖感、意識混濁等。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて減量又は投与を中止
する等、適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「一般に高齢者では免疫機能及び心肺機能等が低下しているため、副作用が
より重篤となるおそれがあることから、投与の可否を慎重に判断すること。」
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、アレルギー反応に
伴って遊離されるヒスタミンが子宮筋収縮作用を有することが知られている
ので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。
また、閾値を求める場合でも、多量のヒスタミン遊離が考えられる広範な皮
膚反応テストは避けること。」

� 追記 「授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合に
は授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していない。〕」

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立してい
ない。（使用経験がない）」

［過量投与］� 新設 「徴候・症状：
本剤の過量投与によりショック、アナフィラキシーを起こすおそれがある。」
「処置：
ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状に注意し、適切な処置
を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［適用上の注意］の「本剤の希釈」
� 一部改訂

「閾値を求めるとき：
本剤中に含有する濃グリセリン50%は皮内反応テストに影響を及ぼすため、
別途販売の診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」を使用し、1/100以
下の濃度のグリセリン濃度に用時希釈すること。通常、治療用標準化アレル
ゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mLを使用し、2JAU/mL以下
に希釈する。」

　　　　　　　 「閾値検査」
� 追記

「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応
テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ましい薬剤がある
ので注意すること。」

　　　　　　　 「投与時」
� 追記

「喘息を罹患する患者においては、本剤の投与開始前に喘息症状を評価し、薬
物療法にて喘息症状をコントロールすること。また、毎回、本剤の投与前に
喘息症状の評価を行うこと。」

� 一部改訂 「喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染
症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。」
「本剤を注射する前後２時間程度は激しい運動、アルコール摂取、入浴等を
避けさせること。〔循環動態の亢進により、本剤の吸収が促進され、副作用
が発現するおそれがある。〕」

　　　　　　　 「投与部位」
� 一部改訂

「静脈内に投与しないこと。（注射針を刺入したとき、内筒を引いて血液が逆
流しないことを確かめること。）」

〈参考〉�企業報告�
厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル�アナフィラキシー

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」�スギ花粉（鳥居薬品）
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★C２５0-５３
４４９　その他のアレルギー用薬C 治療用アレルゲンエキス皮下注（ソバ粉・キヌ・綿）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 「本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関において、減感作療法に関す
る十分な知識・経験を持つ医師のもとで使用すること。」

［禁忌］� 新設 「重症の気管支喘息患者〔本剤の投与により喘息発作の誘発、症状の悪化、又
は全身性のアレルギー反応が起こることがある。〕」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 新設

「本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテス
ト）、皮内テスト〕又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによる
アレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。」

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投
与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。」
「予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロット
が変わるときには前回投与量の25～50%を減ずることが推奨される。また、
高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘
発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げるこ
と。」

� 追記 「増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理
下での投与を考慮すること。」
「減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テスト
を行い、皮内反応閾値を求める。その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、
初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに
維持量は適宜定める。」
「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：１万、１：10万、１：100万、要すればさらに１：1,000万
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「初回投与濃度：
通常、１：10,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に
過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、初
回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
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「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
本剤の維持療法には１：100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されて
いる。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。
特にソバ粉エキス及びキヌエキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」

［慎重投与］� 新設 「本剤の投与、又はアレルゲンエキスによる診断・治療によりショック、ア
ナフィラキシー等のアレルギー症状を発現したことのある患者〔本剤の投与
によりアレルギー反応に基づく副作用を起こすおそれがあるので、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、少量から投与を開始する
こと。〕」
「悪性腫瘍、又は免疫系に影響を及ぼす全身性疾患（例えば自己免疫疾患、免
疫複合体疾患、又は免疫不全症等）の患者〔本剤投与時の有用性は確立して
いないので、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。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 「本剤は患者の原因アレルゲンを含む液であり、その原因アレルゲンを徐々
に増量しながら投与していくことにより、投与した原因アレルゲンに対する
過敏反応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の投与により、アレルギー
反応に基づく副作用、特にショック、アナフィラキシー、及び喘息の増悪等
を起こすおそれがあるので、十分に注意すること。」
「患者の状態によって、ショック、アナフィラキシー等の強い反応を誘発す
るおそれがあるので、常に、ショック、アナフィラキシーの発現時に救急処
置のとれる準備をしておくこと。」
「症状の改善を認めても、直ちに本剤による治療を中止すると症状が再発す
る可能性があるので、本療法の中止にあたっては症状の経過を十分に観察し
慎重に行うこと。」
「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：� �
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」
「全身性ステロイド薬投与の患者への注意：
全身性ステロイド薬の投与により、免疫系が抑制され本剤の効果が得られな
い可能性がある。」
「重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症の患者への注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンにより症状を悪化させるおそれがある。」
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� 一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、投与前後に十分な
問診を行い、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状〔「重大
な副作用」の項参照〕の発現に注意し、そのような症状があらわれた場合は、
患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。また、投与後数時間又は１～２日間に強い反応があらわれることがあ
るので、その旨を患者に伝えショック、アナフィラキシーを早期に認識しう
る症状〔「重大な副作用」の項参照〕があらわれた場合には速やかに医師に連
絡する等の対応を説明した上、適切な処置がとれる準備をしておくこと。」

� 削除 「ショック発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。」
「上記の用法及び用量は基準的な投与法であり、必ずしもこの方法に機械的
に従うものではない。
一般にアレルギー患者は個人差が甚だしいので、減感作療法の実施に当り、
常に患者のその時々の症状に応じ適宜に用法及び用量を定めるべきであ
る。」
「初回投与濃度：
通常、１：10,000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、または特に
過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度（閾値）を求め、初
回投与濃度を決定することも必要である。
治療エキスの初回投与濃度は、この閾値をさらに10倍希釈した液を用いる。
この場合、治療エキスは治療用希釈液（治療用アレルゲンエキス希釈液「ト
リイ」）を用いて所定の濃度まで希釈する。」
「閾値の求め方：
診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エ
キス対照液「トリイ」：0.5%フェノール含有生理食塩溶液）を加えて10倍ず
つ希釈し、１：１万、１：10万、１：100万、要すればさらに１：1,000万
倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応
判定基準にしたがい、反応を判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもって、その患者のアレルゲン
に対する過敏度（閾値）とする。」
「増量及び投与回数：
各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増
減する。
例えば前回の注射により発作を起こし、または過大な局所反応を生じた時は
増量を見合わせる。
また増量期間中の投与間隔は通常１週２回であるが、間隔が長引いた場合に
は増量せずに減量した方がよい。減感作療法は過量投与よりも過少投与の方
が失敗例が少ない。」
「維持量：
患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与
を継続する。
本剤の維持療法には１：100液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されて
いる。
高濃度の液を使用する場合は反応が強くあらわれることがあるので、特に小
児及び老人に対しては注意して投与する必要がある。
特にソバ粉エキス及びキヌエキスについては、この点が認められる。
症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもある
ので、療法の持続は是非行うべきである。
なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあ
るので、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」
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［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーが起こることがあるので、観察を十分に行い、
血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫・咽頭浮腫等の血管浮腫、蕁麻疹、
喘息等の異常が認められたときには、投与を中止し、直ちに適切な処置を行
うこと。
また、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状として以下のよ
うなものがある。
　�口腔内異常感、皮膚のそう痒感、蕁麻疹、紅斑・皮膚の発赤、胃痛、腹痛、
吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、
咽喉頭そう痒感・異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、
チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢や顔のしびれ、顔面潮紅、
発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、血圧低下、不安、恐
怖感、意識混濁等。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて減量又は投与を中止
する等、適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「一般に高齢者では免疫機能及び心肺機能等が低下しているため、副作用が
より重篤となるおそれがあることから、投与の可否を慎重に判断すること。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、アレルギー反応に
伴って遊離されるヒスタミンが子宮筋収縮作用を有することが知られている
ので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。また、閾値を求める場合
でも、多量のヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けるこ
と。」

� 追記 「授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合
には授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していな
い。〕」

［過量投与］� 新設 「徴候・症状：
本剤の過量投与によりショック、アナフィラキシーを起こすおそれがある。」
「処置：
ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状に注意し、適切な処置
を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［適用上の注意］の「本剤の希釈」
� 新設

「別途販売の治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」を使用すること。」
「希釈した液の安定性：
希釈した液の安定性は確認されていないので、用時希釈して使用すること。」

　　　　　　　 「閾値検査」
� 新設

「皮内反応判定基準：
診断用アレルゲン皮内エキスを診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリ
イ」にて希釈した液0.02mLを皮内に注射し、15～30分後に発赤径20mm以
上又は膨疹径9mm以上を陽性と判定する。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応
テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ましい薬剤がある
ので注意すること。」
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★C２５0-５４
４４９　その他のアレルギー用薬C 治療用アレルゲンエキス皮下注（ハウスダスト）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 〈治療〉
「本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関において、減感作療法に関す
る十分な知識・経験を持つ医師のもとで使用すること。」

［禁忌］� 新設 〈治療〉
「重症の気管支喘息患者〔本剤の投与により喘息発作の誘発、症状の悪化、又
は全身性のアレルギー反応が起こることがある。〕」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 新設

〈治療〉
「本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテス
ト）、皮内テスト〕又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによる
アレルギー性気管支喘息の確定診断を行うこと。」

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

〈治療〉
「患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投
与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定すること。」
「予期しない強い反応が起こるおそれがあるので、使用するエキスのロット
が変わるときには前回投与量の25～50%を減ずることが推奨される。また、
高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘
発するおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げるこ
と。」

� 追記 「増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理
下での投与を考慮すること。」

　　　　　　　 「投与時」
� 追記

「喘息を罹患する患者においては、本剤の投与開始前に喘息症状を評価し、薬
物療法にて喘息症状をコントロールすること。また、毎回、本剤の投与前に
喘息症状の評価を行うこと。」

� 一部改訂 「喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染
症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。」
「本剤を注射する前後２時間程度は激しい運動、アルコール摂取、入浴等を
避けさせること。〔循環動態の亢進により、本剤の吸収が促進され、副作用
が発現するおそれがある。〕」

　　　　　　　 「投与部位」
� 一部改訂

「減感作療法のとき、皮内注射すると非特異的に著しい局所の刺激及び腫脹
があらわれることがあるので、皮下に浅く注射すること。」
「静脈内に投与しないこと。（注射針を刺入したとき、内筒を引いて血液が逆
流しないことを確かめること。）」

〈参考〉�企業報告�
厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル�アナフィラキシー

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」�ソバ粉・キヌ・綿�（鳥居薬品）
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［慎重投与］� 新設 〈治療〉
「本剤の投与、又はアレルゲンエキスによる診断・治療によりショック、ア
ナフィラキシー等のアレルギー症状を発現したことのある患者〔本剤の投与
によりアレルギー反応に基づく副作用を起こすおそれがあるので、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、少量から投与を開始する
こと。〕」
「悪性腫瘍、又は免疫系に影響を及ぼす全身性疾患（例えば自己免疫疾患、免
疫複合体疾患、又は免疫不全症等）の患者〔本剤投与時の有用性は確立して
いないので、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。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 〈治療〉
「本剤は患者の原因アレルゲンを含む液であり、その原因アレルゲンを徐々
に増量しながら投与していくことにより、投与した原因アレルゲンに対する
過敏反応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の投与により、アレルギー
反応に基づく副作用、特にショック、アナフィラキシー、及び喘息の増悪等
を起こすおそれがあるので、十分に注意すること。」
「患者の状態によって、ショック、アナフィラキシー等の強い反応を誘発す
るおそれがあるので、常に、ショック、アナフィラキシーの発現時に救急処
置のとれる準備をしておくこと。」
「症状の改善を認めても、直ちに本剤による治療を中止すると症状が再発す
る可能性があるので、本療法の中止にあたっては症状の経過を十分に観察し
慎重に行うこと。」
「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」
「全身性ステロイド薬投与の患者への注意：
全身性ステロイド薬の投与により、免疫系が抑制され本剤の効果が得られな
い可能性がある。」
「重症の心疾患、肺疾患及び高血圧症の患者への注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンにより症状を悪化させるおそれがある。」

� 一部改訂 〈治療〉
「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、投与前後に十分な
問診を行い、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状〔「重大
な副作用」の項参照〕の発現に注意し、そのような症状があらわれた場合は、
患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行うこと。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。また、投与後数時間又は１～２日間に強い反応があらわれることがあ
るので、その旨を患者に伝えショック、アナフィラキシーを早期に認識しう
る症状〔「重大な副作用」の項参照〕があらわれた場合には速やかに医師に連
絡する等の対応を説明した上、適切な処置がとれる準備をしておくこと。」

� 削除 「ショック発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。」
「維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるの
で、患者の容態を十分に観察しながら投与すること。」
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� 追記 〈診断〉
「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行う
こと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしてお
くこと。」
「投与後患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行うこと。」
「原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問
診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」

� 一部改訂 〈診断〉
「小児、高齢者及び神経質な患者では、まず原則として乱刺（プリック）又は
切皮（スクラッチ）法を試みてから皮内テストにうつることが望ましい。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ま
しい薬剤があるので注意すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーが起こることがあるので、観察を十分に行い、
血圧低下、呼吸困難、全身潮紅、顔面浮腫・咽頭浮腫等の血管浮腫、蕁麻疹、
喘息等の異常が認められたときには、投与を中止し、直ちに適切な処置を行
うこと。
また、ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状として以下のよ
うなものがある。
　�口腔内異常感、皮膚のそう痒感、蕁麻疹、紅斑・皮膚の発赤、胃痛、腹痛、
吐き気、嘔吐、下痢、視覚異常、視野狭窄、鼻閉塞感、くしゃみ、嗄声、
咽喉頭そう痒感・異常感、胸部絞扼感、息苦しさ、呼吸困難、咳嗽、喘鳴、
チアノーゼ、頭痛、耳鳴、不快感、悪寒、四肢や顔のしびれ、顔面潮紅、
発汗、めまい感、振戦、蒼白、動悸、頻脈、不整脈、血圧低下、不安、恐
怖感、意識混濁等。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて減量又は投与を中止
する等、適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 〈治療〉
「一般に高齢者では免疫機能及び心肺機能等が低下しているため、副作用が
より重篤となるおそれがあることから、投与の可否を慎重に判断すること。」

� 追記 〈診断〉
「一般に高齢者では生理機能が低下しているので、検査に際しては注意する
こと。」
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

〈治療〉
「妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、アレルギー反応に
伴って遊離されるヒスタミンが子宮筋収縮作用を有することが知られている
ので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。また、閾値を求める場合
でも、多量のヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けるこ
と。」

� 追記 〈治療〉
「授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合
には授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していな
い。〕」

〈診断〉
「ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊娠中は
ヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。」

［過量投与］� 新設 〈治療〉
「徴候・症状：
本剤の過量投与によりショック、アナフィラキシーを起こすおそれがある。」
「処置：
ショック、アナフィラキシーを早期に認識しうる症状に注意し、適切な処置
を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［適用上の注意］の「本剤の希釈」
� 追記

〈治療〉
「希釈した液の安定性：
希釈した液の安定性は確認されていないので、用時希釈して使用すること。」

　　　　　　 　「閾値検査」
� 新設

「皮内反応判定基準：
通常、本剤を診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」にて希釈した液
0.02mLを皮内に注射し、15～30分後に発赤径20mm以上又は膨疹径9mm以
上を陽性と判定する。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。また、皮膚反応
テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ましい薬剤がある
ので注意すること。」

　　　　　　 　「投与時」
� 追記

「喘息を罹患する患者においては、本剤の投与開始前に喘息症状を評価し、薬
物療法にて喘息症状をコントロールすること。また、毎回、本剤の投与前に
喘息症状の評価を行うこと。」

� 一部改訂 「喘息発作時、気管支喘息の症状やアレルギー症状が激しいとき、急性感染
症罹患時、体調が悪いときは投与を避けること。」
「投与後少なくとも30分間は患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行う
こと。」
「本剤を注射する前後２時間程度は激しい運動、アルコール摂取、入浴等を
避けさせること。〔循環動態の亢進により、本剤の吸収が促進され、副作用
が発現するおそれがある。〕」

� 削除 「診断においては、別途販売の皮内反応用対照液（診断用アレルゲン皮内エキ
ス対照液「トリイ」）を同時に用いて反応を比較すること。（１：1,000のみ）」
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　　　　　　 　「投与部位」
� 一部改訂

「減感作療法のとき、皮内注射すると非特異的に著しい局所の刺激及び腫脹
があらわれることがあるので、皮下に浅く注射すること。」
「静脈内に投与しないこと。（注射針を刺入したとき、内筒を引いて血液が逆
流しないことを確かめること。）」

［適用上の注意］� 追記 〈診断〉
「投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。」

〈参考〉�企業報告�
厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル�アナフィラキシー

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」�ハウスダスト（鳥居薬品）
★C２５0-５５

４４９　その他のアレルギー用薬
C コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤はダニ由来のアレルゲンを含む液であり、ダニアレルギー性鼻炎患者、
ダニアレルギー性気管支喘息患者に対してその原因アレルゲンを徐々に増量
しながら投与していくことにより、投与した原因アレルゲンに対する過敏反
応を減弱させる薬剤である。従って、本剤の投与により、アレルギー反応に
基づく副作用、特にショック、アナフィラキシー、及び喘息の増悪等を起こ
すおそれがあるので、十分に注意すること。」

� 追記 「他の減感作療法薬との併用によりアナフィラキシー等のアレルギー反応を
含む副作用の発現が増加するおそれがあることから、併用する場合には十分
注意すること。」

〈参考〉企業報告

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」�（鳥居薬品）
★C２５0-５６

４４９　その他のアレルギー用薬C プランルカスト水和物（下記ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長期にわたり投与し
ないように注意すること。特に、小児の通年性アレルギー性鼻炎については、
臨床試験において、本剤群のプラセボ群に対する優越性は示されなかったた
め、患者の状態を観察し、有益性が認められない場合には漫然と投与しない
こと。」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

プランルカストドライシロップ「ＡＦＰ」�（アルフレッサファーマ）

プランルカストドライシロップ「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

プランルカストＤＳ「アメル」�

�（共和薬品工業＝キョーリンリメディオ＝和光堂）
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★C２５0-５７
４４９　その他のアレルギー用薬

C モンテルカストナトリウム（普通錠・OD錠）
　　　（キプレス、シングレア）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〈アレルギー性鼻炎〉
「国内で実施された製造販売後調査（使用成績調査及び特定使用成績調査）に
おける安全性評価対象1,365例中９例（0.7%）に９件（臨床検査値異常を含む）
の副作用が認められ、主な副作用は、傾眠２件（0.1%）、全身性瘙痒症２件
（0.1%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

キプレス錠・ＯＤ錠（杏林製薬） シング�レア錠・ＯＤ錠（ＭＳＤ）

★C２５0-５８
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C タゾバクタム・ピペラシリン水和物（バイアル）
　　　（ゾシン）

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「調製方法」
� 一部改訂

「本剤2.25gバイアルにおいて、１バイアルを生理食塩液及び5%ブドウ糖注
射液10mLに溶解した時の溶解後の液量は、いずれも11.5mL（196mg（力価）
/mL）となる。
また、本剤4.5gバイアルにおいて、１バイアルを生理食塩液及び5%ブドウ
糖注射液20mLに溶解した時の溶解後の液量は、それぞれ23.3及び23.4mL
（193及び192mg（力価）/mL）となる。」

〈参考〉企業報告

ゾシン静注用（大鵬薬品＝大正富山医薬品）
★C２５0-５９

６２４　合成抗菌剤C シプロフロキサシン（下記ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「本剤は主として腎臓から排泄されるが、腎機能が低下していることが多い
高齢者あるいは腎機能障害患者・血液透析患者では、腎機能に十分注意し、
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
 　〈参考〉

クレアチニンクリアランス（Ccr）
（mL/min）

用法・用量

30≦Ccr≦60 １回200㎎を12時間毎に投与

Ccr＜30 １回200㎎を24時間毎に投与

病状により必要と判断された場合には１回量として400mgを投与する。
なお、クレアチニンクリアランス値（mL/min）＝［体重（kg）×（140－年齢）］
/［72×血清クレアチニン値（mg/dL）］、女性の場合はこれに0.85を乗ずる
こと。」

［適用上の注意］の「調製方法」
� 新設

「原則として、点滴静注に際しては、生理食塩液、ブドウ糖注射液又は補液
で希釈すること。」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

シプロフロキサシン点滴静注液�「ＮＰ」�（ニプロ）
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★C２５0-６0
６２５　抗ウイルス剤

C アスナプレビル
C オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル
C シメプレビルナトリウム
C ソホスブビル
C ダクラタスビル塩酸塩
C テラプレビル
C バニプレビル
C レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 一部改訂 「Ｂ型肝炎ウイルス感染の患者又は既往感染者〔再活性化するおそれがある。〕
（「重要な基本的注意」の項参照）」

cアスナプレビル

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
cオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

ヴィキラックス配合錠（アッヴィ）
cシメプレビルナトリウム

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）
cソホスブビル

ソバルディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

cダクラタスビル塩酸塩

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
cテラプレビル

テラビック錠（田辺三菱製薬）
cバニプレビル

バニヘップカプセル（ＭＳＤ）
cレジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

ハーボニー配合錠（ギリアド・サイエンシズ）
★C２５0-６１

６２５　抗ウイルス剤C アバカビル硫酸塩
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者〔本剤の投与に際しては、アバ
カビル含有製剤（本剤、ラミブジン・アバカビル硫酸塩配合錠又はドルテグ
ラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）の服用経験を必
ず確認し、アバカビルによる過敏症の既往歴がある場合は、決して本剤を与
しないこと。〕（「警告」、「重要な基本的注意」及び「副作用」の項参照）」

［重要な基本的注意］� 削除 「本剤による過敏症が疑われたときは本剤の投与を直ちに中止し、決してア
バカビル含有製剤（本剤、ラミブジン・アバカビル硫酸塩配合錠又はドルテ
グラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を再投与しな
いこと。（「副作用」の項参照）」
「呼吸器疾患（肺炎、気管支炎、咽頭炎）、インフルエンザ様症候群、胃腸炎、
又は併用薬剤による副作用と考えられる症状が発現した場合でも、本剤によ
る過敏症の可能性を考慮し、過敏症が否定できない場合は本剤の投与を直ち
に中止し、決して再投与しないこと。」
「過敏症が発現した患者には、アバカビル含有製剤（本剤、ラミブジン・アバ
カビル硫酸塩配合錠又はドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラ
ミブジン配合錠）を二度と服用しないよう十分指導するとともに、担当医又
は医療施設を変わる場合には本剤による過敏症が発現した旨を新しい担当医
に伝えるよう十分指導すること。」
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� 一部改訂 「アバカビルによる過敏症に関連する症状は、再投与により初回より重篤な
再発が認められる。重篤な血圧低下をきたし死に至る可能性があるので、本
剤による過敏症が疑われた患者には、決して再投与しないこと。」
「アバカビル含有製剤（本剤、ラミブジン・アバカビル硫酸塩配合錠又はドル
テグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を中止した
理由を再度検討し、アバカビルと過敏症との関連性が否定できない場合は再
投与しないこと。」
「アバカビルの再投与により重症又は致死的な過敏症が数時間以内に発現す
る可能性がある。したがって、本剤の服用を中断した後に再びアバカビル含
有製剤（本剤、ラミブジン・アバカビル硫酸塩配合錠又はドルテグラビルナ
トリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を服用する際には、必ず
担当医に相談すること。担当医又は医療施設を変わる場合には本剤の服用歴
がある旨を新しい担当医に伝えること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「過敏症：
アバカビルの投与により発熱又は皮疹を伴う多臓器及び全身性の過敏症があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、以下に示すような徴候又は症
状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと（「重
要な基本的注意」の項参照）。」

� 削除 「海外の臨床試験において、本剤投与患者の約5%に過敏症の発現を認めてお
り、致死的となることが報告されている。」
「過敏症は、通常、本剤による治療開始６週以内（中央値11日）に発現するが、
その後も継続して観察を十分に行うこと。」
「過敏症の特徴は多臓器及び全身に症状を認めることである。過敏症を発現
するほとんどの患者に発熱又は皮疹が認められる。過敏症の徴候又は症状は
以下のとおりである。」
「過敏症に関連する症状は、本剤の投与継続により悪化し、生命を脅かす可
能性がある。通常、本剤の投与中止により回復する。」
「本剤による過敏症発現後の再投与により、症状の再発が数時間以内に認め
られる。これは初回よりさらに重篤であり、重篤な血圧低下が発現する可能
性及び死に至る可能性がある。したがって、過敏症が発現した場合は、本剤
の投与を中止し、決して再投与しないこと。」
「本剤による過敏症の発現及びその重篤度を予測する危険因子は特定されて
いない。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「本剤投与中は授乳を中止させることが望ましい。〔生後３ヵ月未満の乳児に
対する安全性は確立していない。なお、アバカビルの母体血漿中濃度と乳汁
中濃度の比率は0.9であることが報告されている。また、一般に、HIVの乳
児への移行を避けるため、あらゆる状況下においてHIVに感染した女性は
授乳すべきでない。〕」
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［その他の注意］� 追記 「抗HIV薬の多剤併用療法を受けている患者を対象に心筋梗塞の発現頻度を
調査したプロスペクティブ観察疫学研究において、アバカビルの使用開始か
ら６ヵ月以内の患者で心筋梗塞のリスクが増加するとの報告があるが、臨床
試験の統合解析を実施した結果、対照群と比較してアバカビル投与群の過度
な心筋梗塞のリスクは認められなかった。アバカビルと心筋梗塞の関連につ
いては、現在のところ結論は出ていない。予防措置として、アバカビルを含
む抗HIV療法を開始する場合には、冠動脈性心疾患の潜在的リスクを考慮し、
高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙等の改善可能なすべてのリスク因子を最小
化させるための措置をとること。」

〈参考〉企業報告

ザイアジェン錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）
★C２５0-６２

６２５　抗ウイルス剤C ジドブジン
改訂箇所 改訂内容

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔経口投与されたジ
ドブジン（200mg、単回投与）は、ヒト乳汁中に排泄され、血清中の濃度と同
じであることが報告されている。また、ジドブジンの母体血漿中濃度と乳汁
中濃度の比率は0.4～3.2であることが報告されている。乳児の血清中のジ
ドブジン濃度は24ng/mLであったとの報告がある。〕」

〈参考〉企業報告

レトロビルカプセル（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）
★C２５0-６３

６２５　抗ウイルス剤C ジドブジン・ラミブジン
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「ラミブジンの薬剤耐性プロファイル等のウイルス学的特性はエムトリシタ
ビンと類似しているので、本剤とエムトリシタビンを含む製剤を併用しない
こと。また、エムトリシタビンを含む抗HIV療法においてウイルス学的効
果が得られず、HIV-1逆転写酵素遺伝子のM184V/I変異が認められた場合、
エムトリシタビンを本剤に変更するのみで効果の改善は期待できない。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ジドブジン：経口
投与されたジドブジン（200mg、単回投与）は、ヒト乳汁中に排泄され、血清
中の濃度と同じであることが報告されている。また、ジドブジンの母体血漿
中濃度と乳汁中濃度の比率は0.4～3.2であることが報告されている。乳児
の血清中のジドブジン濃度は24ng/mLであったとの報告がある。
ラミブジン：経口投与されたラミブジンはヒト乳汁中に排泄されることが報
告されている（乳汁中濃度：＜0.5-8.2μg/mL）。また、ラミブジンの母体
血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は0.6～3.3であることが報告されている。
乳児の血清中のラミブジン濃度は18～28ng/mLであったとの報告がある。〕」

〈参考〉企業報告

コンビビル配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）
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★C２５0-６４
６２５　抗ウイルス剤C ドルテグラビルナトリウム

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「エトラビリン〔臨床症状・措置方法：本剤の血漿中濃度をCmaxで52%、Cτ
で88%低下させたとの報告があるので、以下の点に注意すること。未治療
患者及びHIVインテグラーゼ阻害薬以外の抗HIV薬による治療経験のある
患者に本剤と併用する場合には、本剤50mgを１日２回に増量する、又はア
タザナビル/リトナビル、ダルナビル/リトナビル、ロピナビル/リトナビ
ルのいずれかを併用投与すること。また、HIVインテグラーゼ阻害薬に対す
る耐性を有する患者に本剤と併用する場合には、アタザナビル/リトナビル、
ダルナビル/リトナビル、ロピナビル/リトナビルのいずれかを併用投与す
ること。〕」
「カルバマゼピン〔臨床症状・措置方法：本剤の血漿中濃度をCmaxで33%、
Cτで73%低下させたとの報告がある。本剤50mgを１日２回に増量するこ
と。HIVインテグラーゼ阻害薬に対する耐性を有する患者では、本剤と併用
しないこと。�機序・危険因子：カルバマゼピンがCYP3A4及びUGT1A1
を誘導することにより、ドルテグラビルの代謝が促進される。〕」
「メトホルミン〔臨床症状・措置方法：メトホルミンの血漿中濃度をドルテグ
ラビル50mg１日１回投与時及び１日２回投与時でCmaxでそれぞれ66%及
び111%上昇させる。特に併用療法の開始時及び終了時は、注意深く観察す
ること。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神・神�経系：頭痛、不眠症、めまい、異常な夢、うつ病、自殺念慮、自
殺企図」

〈参考〉企業報告

テビケイ錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）
★C２５0-６５

６２５　抗ウイルス剤C ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン
改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「本剤はドルテグラビル、アバカビル及びラミブジンの固定用量を含有する
配合剤であるので、本剤に加えてドルテグラビル製剤、アバカビル含有製剤、
又はラミブジン含有製剤を併用投与しないこと。ただし、本剤とエトラビリ
ン（リトナビルでブーストしたプロテアーゼ阻害剤と併用投与しない場合）、
エファビレンツ、ネビラピン、カルバマゼピン又はリファンピシンを併用す
る場合には、ドルテグラビルとして50mgを１日２回投与する必要があるの
で、ドルテグラビル製剤を本剤投与の約12時間後に投与すること。｣

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神・神�経系：不眠症、頭痛、浮動性めまい、異常な夢、うつ病、傾眠、睡
眠障害、錯感覚、不安、嗜眠、自殺企図、末梢性ニューロパチー、
感情障害、自殺念慮｣
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「本剤投与中は授乳を中止させること。〔ドルテグラビル：ラットにおいてド
ルテグラビルが乳汁中に移行することが報告されており、ヒトにおいても乳
汁中に移行することが予想される。
アバカビル：アバカビルの母体血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は0.9である
ことが報告されている。
ラミブジン：経口投与されたラミブジンはヒト乳汁中に排泄されることが報
告されている（乳汁中濃度：＜0.5-8.2μg/mL）。また、ラミブジンの母体
血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は0.6～3.3であることが報告されている。
乳児の血清中のラミブジン濃度は18～28ng/mLであったとの報告がある。
また、一般に、HIVの乳児への移行を避けるため、あらゆる状況下において
HIVに感染した女性は授乳すべきでない。〕」

〈参考〉企業報告

トリーメク配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

★C２５0-６６
６２５　抗ウイルス剤C ラミブジン（150mg・300mg）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「本剤の薬剤耐性プロファイル等のウイルス学的特性はエムトリシタビンと
類似しているので、本剤とエムトリシタビンを含む製剤を併用しないこと。
また、エムトリシタビンを含む抗HIV�療法においてウイルス学的効果が得
られず、HIV-1逆転写酵素遺伝子のM184V/I変異が認められた場合、エム
トリシタビンを本剤に変更するのみで効果の改善は期待できない。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔経口投与されたラ
ミブジンはヒト乳汁中に排泄されることが報告されている（乳汁中濃度：＜
0.5-8.2μg/mL）。また、ラミブジンの母体血漿中濃度と乳汁中濃度の比率
は0.6～3.3であることが報告されている。乳児の血清中のラミブジン濃度
は18～28ng/mLであったとの報告がある。〕」

〈参考〉企業報告

エピビル錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）
★C２５0-６７

６２５　抗ウイルス剤C ラミブジン・アバカビル硫酸塩
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 削除 「アバカビルによる過敏症が疑われたときは本剤の投与を直ちに中止し、決
してアバカビル含有製剤（本剤、アバカビル硫酸塩又はドルテグラビルナト
リウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を再投与しないこと（「副作
用」の項参照）。」
「呼吸器疾患（肺炎、気管支炎、咽頭炎）、インフルエンザ様症候群、胃腸炎、
又は併用薬剤による副作用と考えられる症状が発現した場合でも、アバカビ
ルによる過敏症の可能性を考慮し、過敏症が否定できない場合は本剤の投与
を直ちに中止し、決して再投与しないこと。」
「過敏症が発現した患者には、アバカビル含有製剤（本剤、アバカビル硫酸塩
又はドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を
二度と服用しないよう十分指導するとともに、担当医又は医療施設を変わる
場合には本剤による過敏症が発現した旨を新しい担当医に伝えるよう十分指
導すること。」
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� 一部改訂 「アバカビルによる過敏症に関連する症状は、再投与により初回より重篤な
再発が認められる。重篤な血圧低下をきたし死に至る可能性があるので、ア
バカビルによる過敏症が疑われた患者には、決して再投与しないこと。」
「アバカビル含有製剤（本剤、アバカビル硫酸塩又はドルテグラビルナトリウ
ム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）を中止した理由を再度検討し、
アバカビルと過敏症との関連性が否定できない場合は再投与しないこと。」
「本剤はラミブジン及びアバカビルの固定用量を含有する配合剤であるので、
本剤に加えてラミブジン含有製剤（ラミブジン、ジドブジン・ラミブジン配
合錠、ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）
又はアバカビル含有製剤（アバカビル硫酸塩、ドルテグラビルナトリウム・
アバカビル硫酸塩・ラミブジン配合錠）をさらに追加して服用しないこと。」

� 追記 「ラミブジンの薬剤耐性プロファイル等のウイルス学的特性はエムトリシタ
ビンと類似しているので、本剤とエムトリシタビンを含む製剤を併用しない
こと。また、エムトリシタビンを含む抗HIV療法においてウイルス学的効
果が得られず、HIV-1逆転写酵素遺伝子のM184V/I変異が認められた場合、
エムトリシタビンを本剤に変更するのみで効果の改善は期待できない。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「過敏症：
アバカビルの投与により発熱又は皮疹を伴う多臓器及び全身性の過敏症があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、以下に示すような徴候又は症
状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと（「重
要な基本的注意」の項参照）。」

� 削除 「海外の臨床試験において、アバカビル投与患者の約5%に過敏症の発現を認
めており、致死的となることが報告されている。」
「過敏症は、通常、アバカビル製剤による治療開始６週以内（中央値11日）に
発現するが、その後も継続して観察を十分に行うこと。」
「アバカビルによる過敏症の特徴は多臓器及び全身に症状を認めることであ
る。過敏症を発現するほとんどの患者に発熱又は皮疹が認められる｡ 過敏症
の徴候又は症状は以下のとおりである。」
「過敏症に関連する症状は、アバカビル製剤の投与継続により悪化し、生命
を脅かす可能性がある｡ 通常、アバカビル製剤の投与中止により回復する。」
「アバカビルによる過敏症発現後の再投与により、症状の再発が数時間以内
に認められる。これは初回よりさらに重篤であり、重篤な血圧低下が発現す
る可能性及び死に至る可能性がある。したがって、過敏症が発現した場合は、
本剤の投与を中止し、決して再投与しないこと。」
「アバカビルによる過敏症の発現及びその重篤度を予測する危険因子は特定
されていない。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ラミブジン：経口
投与されたラミブジンはヒト乳汁中に排泄されることが報告されている（乳
汁中濃度：＜0.5-8.2μg/mL）。また、ラミブジンの母体血漿中濃度と乳汁
中濃度の比率は0.6～3.3であることが報告されている。乳児の血清中のラ
ミブジン濃度は18～28ng/mLであったとの報告がある。
アバカビル：アバカビルの母体血漿中濃度と乳汁中濃度の比率は0.9である
ことが報告されている。また、一般に、HIVの乳児への移行を避けるため、
あらゆる状況下においてHIVに感染した女性は授乳すべきでない。〕」



702016. 6. DSU No. 250

★C２５0-６８
６３４　血液製剤類

C 人血清アルブミン
　　　（日本血液製剤機構製品：日本赤十字社からの承継製品）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内
の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）、Ｃ型
肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトＴ
リンパ球向性ウイルス１型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19につい
ての血清学的検査及び肝機能（ALT（GPT））検査に適合したものである。さ
らに、HBV、HCV及びHIVについての核酸増幅検査に適合しているが、当
該血液に核酸増幅検査等の検出限界以下のウイルス等が混入している可能性
が常に存在する。そのため、原料血漿を６カ月間以上貯留保管して安全性が
疑われる血液を極力排除している。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「過敏症：顔面潮紅、蕁麻疹、紅斑、発疹」

〈参考〉企業報告

献血アルブミン２０％�静注「ＪＢ」�

�（日本血液製剤機構）

赤十字アルブミン５％�静注

�（日本血液製剤機構）

赤十字アルブミン２５％�静注

�（日本血液製剤機構）

［その他の注意］� 追記 「抗HIV薬の多剤併用療法を受けている患者を対象に心筋梗塞の発現頻度を
調査したプロスペクティブ観察疫学研究において、アバカビルの使用開始か
ら６ヵ月以内の患者で心筋梗塞のリスクが増加するとの報告があるが、臨床
試験の統合解析を実施した結果、対照群と比較してアバカビル投与群の過度
な心筋梗塞のリスクは認められなかった。アバカビルと心筋梗塞の関連につ
いては、現在のところ結論は出ていない。予防措置として、アバカビルを含
む抗HIV療法を開始する場合には、冠動脈性心疾患の潜在的リスクを考慮し、
高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙等の改善可能なすべてのリスク因子を最小
化させるための措置をとること。」

〈参考〉企業報告

エプジコム配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

★C２５0-６９
６３４　血液製剤類

C 人血清アルブミン
　　　（日本血液製剤機構製品：ベネシスからの承継製品）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗
HIV-1抗体、抗HIV-2抗体、抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT（GPT）値で
スクリーニングを実施している。更に、HBV、HCV及びHIVについて核酸
増幅検査（NAT）を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、
当該NATの検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在す
る。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「過敏症：顔面潮紅、蕁麻疹、紅斑、発疹」

〈参考〉企業報告

献血アルブミン５％�静注「ＪＢ」�（日本血液製剤機構） 献血アルブミン２５％�静注「ベネシス」�（日本血液製剤機構）
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★C２５0-７0
６３４　血液製剤類C 抗HBs人免疫グロブリン（日本血液製剤機構製品）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる抗HBs抗体陽性の血液は、問診等の検診により健康状
態を確認した国内の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、Ｂ型肝炎ウイル
ス（HBV）、Ｃ型肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及び
HIV-2）、ヒトＴリンパ球向性ウイルス１型（HTLV-1）及びヒトパルボウイ
ルスB19についての血清学的検査及び肝機能（ALT（GPT））検査に適合した
ものである。さらに、HBV、HCV及びHIVについての核酸増幅検査に適合
しているが、当該血液に核酸増幅検査等の検出限界以下のウイルス等が混入
している可能性が常に存在する。そのため、原料血漿を６カ月間以上貯留保
管して安全性が疑われる血液を極力排除している。」

〈参考〉企業報告

抗ＨＢｓ人免疫グ�ロブリン筋注「ＪＢ」�（日本血液製剤機構）
★C２５0-７１

６３４　血液製剤類C pH4処理酸性人免疫グロブリン（5%）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内
の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）、Ｃ型
肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトＴ
リンパ球向性ウイルス１型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19につい
ての血清学的検査及び肝機能（ALT（GPT））検査に適合したものである。さ
らに、HBV、HCV及びHIVについての核酸増幅検査に適合しているが、当
該血液に核酸増幅検査等の検出限界以下のウイルス等が混入している可能性
が常に存在する。そのため、原料血漿を６カ月間以上貯留保管して安全性が
疑われる血液を極力排除している。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「過敏症：発疹、そう痒、蕁麻疹
血　液：好中球減少、好酸球増多、溶血性貧血、白血球減少
消化器：嘔気、嘔吐
その他：発熱、頭痛、体温低下」

� 追記 「循環器：徐脈」

〈参考〉企業報告

献血ポリグ�ロビンＮ５％�静注（日本血液製剤機構）
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★C２５0-７３
６３４　血液製剤類C 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（クロスエイト）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内
の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）、Ｃ型
肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトＴ
リンパ球向性ウイルス１型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19につい
ての血清学的検査及び肝機能（ALT（GPT））検査に適合したものである。さ
らに、HBV、HCV及びHIVについての核酸増幅検査に適合しているが、当
該血液に核酸増幅検査等の検出限界以下のウイルス等が混入している可能性
が常に存在する。そのため、原料血漿を６カ月間以上貯留保管して安全性が
疑われる血液を極力排除している。」

〈参考〉企業報告

クロスエイトＭＣ静注用２５０・５００・１０００単位

�（日本血液製剤機構）

クロスエイトＭＣ静注用２０００単位（日本血液製剤機構）

★C２５0-７２
６３４　血液製剤類C pH4処理酸性人免疫グロブリン（10%）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内
の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）、Ｃ型
肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトＴ
リンパ球向性ウイルス１型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19につい
ての血清学的検査及び肝機能（ALT（GPT））検査に適合したものである。さ
らに、HBV、HCV及びHIVについての核酸増幅検査に適合しているが、当
該血液に核酸増幅検査等の検出限界以下のウイルス等が混入している可能性
が常に存在する。そのため、原料血漿を６カ月間以上貯留保管して安全性が
疑われる血液を極力排除している。」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「過敏症：発疹、そう痒、蕁麻疹
血　液：好中球減少、好酸球増多、溶血性貧血、白血球減少
消化器：嘔気、嘔吐
その他：発熱、頭痛、体温低下」

� 追記 「循環器：徐脈」

［適用上の注意］の「投与時」
� 一部改訂

「静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れないよう注意すること。〔乳幼児に
おいて、点滴静注時に血管外へ漏れ、投与部位を中心に皮膚潰瘍、皮膚壊死
があらわれた例が報告されている。〕」

〈参考〉企業報告

献血ポリグ�ロビンＮ１０％�静注（日本血液製剤機構）
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★C２５0-７４
７２９　その他の診断用薬

C アレルゲンスクラッチエキス
　　　（アカマツ花粉・アキノキリン草花粉・カナムグラ花粉・カモガヤ花粉・
　　　 キク花粉・クロマツ花粉・スギ花粉・ヒメガマ花粉・ブタクサ花粉・
　　　 ホウレン草花粉）
C アレルゲンスクラッチエキス
　　　（アサ布・イネワラ・キヌ・ハウスダスト・モミガラ・綿）
C アレルゲンスクラッチエキス
　　　（アジ・イワシ・カツオ・カレイ・キス・サケ・サバ・サンマ・タラ・
　　　 ヒラメ・ブリ・マグロ・アサリ・イカ・エビ・カキ（貝）・カニ・タコ・
　　　 ハマグリ）
C アレルゲンスクラッチエキス（犬毛）
C アレルゲンスクラッチエキス（兎毛）
C アレルゲンスクラッチエキス（牛乳）
C アレルゲンスクラッチエキス
　　　（小麦粉・米・コンニャク粉・ソバ粉・トウモロコシ・パン・モチ米・
　　　 エダマメ・キャベツ・ゴマ・シイタケ（乾）・ジャガイモ・タケノコ・
　　　 タマネギ・トマト・ニンジン・ホウレン草・ラッカセイ・アーモンド・
　　　 リンゴ・イースト（パン種）・ココア・チョコレート）
C アレルゲンスクラッチエキス（ダニ・ヨモギ花粉・チモシー花粉）
C アレルゲンスクラッチエキス（猫毛）
C アレルゲンスクラッチエキス（卵黄・卵白）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行う
こと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしてお
くこと。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ま
しい薬剤があるので注意すること。」

� 追記 「原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問
診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常が
あらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊娠中は
ヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。」
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［適用上の注意］� 追記 「投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。」

　　　　　　 　「判定時」
� 削除

「真菌類のエキスは、遅延型反応を認めることがある。」

〈参考〉企業報告

cアレルゲンスクラッチエキス
   （アカマツ花粉・アキノキリン草花粉・カナムグラ花粉・
    カモガヤ花粉・キク花粉・クロマツ花粉・スギ花粉・
    ヒメガマ花粉・ブタクサ花粉・ホウレン草花粉）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�アカマツ花粉・

アキノキリン草花粉・カナムグ�ラ花粉・カモガヤ花粉・キク花粉・

クロマツ花粉・スギ花粉・ヒメガマ花粉・ブタクサ花粉・

ホウレン草花粉（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス
   （アサ布・イネワラ・キヌ・ハウスダスト・モミガラ・綿）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�アサ布・イネワラ・キヌ・

ハウスダスト・モミガラ・綿�（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス
   （アジ・イワシ・カツオ・カレイ・キス・サケ・サバ・サンマ・
    タラ・ヒラメ・ブリ・マグロ・アサリ・イカ・エビ・カキ（貝）・
    カニ・タコ・ハマグリ）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�アジ・イワシ・カツオ・

カレイ・キス・サケ・サバ・サンマ・タラ・ヒラメ・ブリ・マグ�ロ・

アサリ・イカ・エビ・カキ（貝）・カニ・タコ・ハマグ�リ（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス（犬毛）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�犬毛�（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス（兎毛）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�兎毛�（鳥居薬品）

cアレルゲンスクラッチエキス（牛乳）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�牛乳�（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス
   （小麦粉・米・コンニャク粉・ソバ粉・トウモロコシ・パン・
    モチ米・エダマメ・キャベツ・ゴマ・シイタケ（乾）・ジャガイモ・
    タケノコ・タマネギ・トマト・ニンジン・ホウレン草・
    ラッカセイ・アーモンド・リンゴ・イースト（パン種）・ココア・
    チョコレート）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�小麦粉・米・コンニャク粉・

ソバ粉・トウモロコシ・パン・モチ米・エダマメ・キャベツ・ゴマ・

シイタケ（乾）・ジャガイモ・タケノコ・タマネギ・トマト・

ニンジン・ホウレン草・ラッカセイ・アーモンド・リンゴ・

イースト（パン種）・ココア・チョコレート（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス（ダニ・ヨモギ花粉・チモシー花粉）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�ダニ・ヨモギ花粉・

チモシー花粉（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス（猫毛）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�猫毛�（鳥居薬品）
cアレルゲンスクラッチエキス（卵黄・卵白）

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�卵黄・卵白�（鳥居薬品）

★C２５0-７５
７２９　その他の診断用薬

C アレルゲンスクラッチエキス
　　　（アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・クラドスポリウム・
　　　 ペニシリウム）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行う
こと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしてお
くこと。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ま
しい薬剤があるので注意すること。」

� 追記 「原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問
診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常が
あらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。」



75 2016. 6. DSU No. 250

★C２５0-７６
７２９　その他の診断用薬

C 診断用アレルゲン皮内エキス
　　　（アジ・イワシ・カツオ・サバ・マグロ・イカ・エビ・カニ）
C 診断用アレルゲン皮内エキス
　　　（カナムグラ花粉・カモガヤ花粉・スギ花粉・ススキ花粉・ヒメガマ花粉・
　　　 ブタクサ花粉）
C 診断用アレルゲン皮内エキス
　　　（カポック・ソバガラ・タタミ・綿・アサ布・イネワラ・キヌ・ナイロン・
　　　 マユ・綿布・モミガラ）
C 診断用アレルゲン皮内エキス
　　　（小麦粉・米・ソバ粉・大麦・トウモロコシ・エダマメ・クリ・ナシ・
　　　 バナナ・リンゴ・イースト（パン種）・トウフ・ビール）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行う
こと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしてお
くこと。」
「小児、高齢者及び神経質な患者では、まず原則として乱刺（プリック）又は
切皮（スクラッチ）法を試みてから皮内テストにうつることが望ましい。
特に食餌性アレルゲンエキス投与に際して注意すること。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ま
しい薬剤があるので注意すること。」

� 追記 「原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問
診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常が
あらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊娠中は
ヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。」

［適用上の注意］� 追記 「投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊娠中は
ヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。」

［適用上の注意］� 追記 「投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。」

〈参考〉企業報告

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」�アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・クラドスポリウム・ペニシリウム（鳥居薬品）
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　　　　　　 　「判定時」
� 削除

「真菌類のエキスは遅延型反応を認めることがある。」

〈参考〉企業報告

c診断用アレルゲン皮内エキス
   （アジ・イワシ・カツオ・サバ・マグロ・イカ・エビ・カニ）

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」�アジ・イワシ・カツオ・

サバ・マグ�ロ・イカ・エビ・カニ（鳥居薬品）
c診断用アレルゲン皮内エキス
   （カナムグラ花粉・カモガヤ花粉・スギ花粉・ススキ花粉・
   ヒメガマ花粉・ブタクサ花粉）

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」�カナムグ�ラ花粉・

カモガヤ花粉・スギ花粉・ススキ花粉・ヒメガマ花粉・ブタクサ花粉

�（鳥居薬品）

c診断用アレルゲン皮内エキス
   （カポック・ソバガラ・タタミ・綿・アサ布・イネワラ・キヌ・
   ナイロン・マユ・綿布・モミガラ）

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」�カポック・ソバガラ・タタミ・

綿�・アサ布・イネワラ・キヌ・ナイロン・マユ・綿�布・モミガラ

�（鳥居薬品）
c診断用アレルゲン皮内エキス
   （小麦粉・米・ソバ粉・大麦・トウモロコシ・エダマメ・クリ・
   ナシ・バナナ・リンゴ・イースト（パン種）・トウフ・ビール）

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」�小麦粉・米・ソバ粉・大麦・

トウモロコシ・エダマメ・クリ・ナシ・バナナ・リンゴ・

イースト（パン種）・トウフ・ビール（鳥居薬品）

★C２５0-８３
７２９　その他の診断用薬

C 診断用アレルゲン皮内エキス
　　　（アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・
　　　 ペニシリウム）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「ショック、アナフィラキシー等の発現を予測するため、十分な問診を行う
こと。」
「ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしてお
くこと。」
「小児、高齢者及び神経質な患者では、まず原則として乱刺（プリック）又は
切皮（スクラッチ）法を試みてから皮内テストにうつることが望ましい。
特に食餌性アレルゲンエキス投与に際して注意すること。」
「正確な皮膚反応テストを行うため、皮膚反応テスト検査前日から抗ヒスタ
ミン薬やメディエータ遊離抑制薬等の投与を中止すること。
また、皮膚反応テストを実施する約１週間前から投与を中止することが望ま
しい薬剤があるので注意すること。」

� 追記 「原因アレルゲンの特定に際しては、本剤による検査結果のみではなく、問
診や特異的IgE抗体検査の結果等も踏まえて総合的に判定すること。」
「三環系抗うつ薬及びモノアミンオキシダーゼ阻害薬（MAOI）服用の患者への
注意：
本剤によるアレルギー反応の処置のためにアドレナリンを投与したとき、ア
ドレナリンの効果が増強されることがある。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
くしゃみ、蕁麻疹、血管浮腫、不快感、口内異常感、喘鳴、耳鳴等の異常が
あらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「ヒスタミンは子宮筋収縮作用を有することが知られているので、妊娠中は
ヒスタミン遊離が考えられる広範な皮膚反応テストは避けること。」

［適用上の注意］� 追記 「投与部位のアレルギー症状が数日持続する場合がある。」

〈参考〉企業報告

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」�アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・ペニシリウム（鳥居薬品）
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★C２５0-７８
８２１　合成麻薬

C フェンタニル
C フェンタニルクエン酸塩（バッカル錠）

改訂箇所 改訂内容

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。〔フェンタニルクエン酸塩注
射液において、分娩時の投与により新生児に呼吸抑制、分娩時を含む妊娠中
の投与により胎児に徐脈があらわれたとの報告がある。妊娠中の本剤投与に
より、新生児に退薬症候がみられることがある。動物実験（ラット静脈内投
与試験）で胎児死亡が報告されている。〕」

〈参考〉企業報告

cフェンタニル

デュロテップＭＴパッチ（ヤンセンファーマ）

フェンタニル３日用テープ「ＨＭＴ」�（久光製薬）

フェンタニル３日用テープ「テルモ」�（帝國製薬＝テルモ）

フェンタニル１日用テープ「明治」�（祐徳薬品＝MeijiSeikaファルマ）

フェンタニル３日用テープ「明治」�（祐徳薬品＝MeijiSeikaファルマ）

ワンデュロパッチ（ヤンセンファーマ）

cフェンタニルクエン酸塩（バッカル錠）

イーフェンバッカル錠（帝國製薬＝大鵬薬品）

★C２５0-７７
７２９　その他の診断用薬C フルオレセイン

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の投与により、ショック、アナフィラキシー等の重篤な過敏症状があ
らわれることがあるので、投与に際しては以下の点に留意すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシー等があらわれることがあるので、投与後におい
ても観察を十分に行い、発赤、そう痒感、胸内苦悶、血圧低下、顔面蒼白、
脈拍異常、呼吸困難、意識消失等の症状があらわれた場合には、適切な処置
を行うこと。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「消化器：悪心、腹痛、嘔吐
精神神経系：意識消失、めまい、頭痛
その他：�尿の黄褐色着色、皮膚の一過性の黄変、血圧低下、血圧上昇、咳嗽、

咽喉刺激感、熱感、注射部位の血栓性静脈炎」

フルオレサイト静注（日本アルコン）
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★C２５0-７９
８２１　合成麻薬C フェンタニルクエン酸塩（舌下錠）

改訂箇所 改訂内容

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
一部改訂

「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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。〔妊娠中の投与に関する安全
性は確立されていない。フェンタニルクエン酸塩注射液において、分娩時の
投与により新生児に呼吸抑制、分娩時を含む妊娠中の投与により胎児に徐脈
があらわれたとの報告がある。また、動物実験（ラット）で胚・胎児死亡率
の高値傾向が認められている。〕」

〈参考〉企業報告

アブストラル舌下錠（協和発酵キリン）
★C２５0-８0

８２１　合成麻薬C フェンタニルクエン酸塩（貼付剤）
改訂箇所 改訂内容

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
一部改訂

「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、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使用すること。〔フェンタニルクエン酸塩注
射液において、分娩時の投与により新生児に呼吸抑制、分娩時を含む妊娠中
の投与により胎児に徐脈があらわれたとの報告がある。妊娠中のフェンタニ
ル経皮吸収型製剤の使用により、新生児に退薬症候がみられたとの報告があ
る。動物実験（ラット）で胎児死亡が報告されている。〕」

フェントステープ（久光製薬＝協和発酵キリン）


