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当院採用医薬品の「使用上の注意改訂」のお知らせ

Drug Safety Update 
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★B２5６-0２
３９９　他に分類されない代謝性医薬品B イグラチモド

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

「汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少：
汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少があらわれることがあるので、定期
的に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投与を中
止するなど、適切な処置を行うこと。」

ケアラム錠�（エーザイ） コルベット錠�（富山化学＝大正富山医薬品）
★B２5６-0３

４２９　その他の腫瘍用薬B レナリドミド水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「Ｂ型肝炎ウイルスキャリア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、本剤の投与によりＢ型肝炎ウイルスの再
活性化があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染
の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。本剤の投与開始後は
継続して肝機能検査や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。」

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

「感染症：
肺炎、敗血症等の重篤な感染症があらわれることがある。また、Ｂ型肝炎ウ
イルスの再活性化があらわれることがある。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。」

レブラミドカプセル（セルジーン）
★B２5６-0４

６３９　その他の生物学的製剤B インターフェロンベータ－１ｂ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
追記

「血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）、溶血性尿毒症症候群（HUS）：
TTP（主徴：血小板減少、破砕赤血球の出現を認める溶血性貧血、精神神経
症状、発熱、腎機能障害）、HUS（主徴：血小板減少、破砕赤血球の出現を
認める溶血性貧血、急性腎不全）があらわれることがあるので、定期的に血
液検査（血小板数、赤血球数等）及び腎機能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投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

ベタフェロン皮下注用�（バイエル薬品）
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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
★C２5６-0１

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤C ゾルピデム酒石酸塩
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「精神神経�系：ふらつき、眠気、頭痛、残眠感、頭重感、めまい、不安、悪夢、
気分高揚、錯視、しびれ感、振戦

消化器：悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、口の錯感覚、食欲亢進
骨格筋：倦怠感、疲労、下肢脱力感、筋痙攣」

〈参考〉企業報告

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＡＡ」�（あすか製薬＝武田薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＡＦＰ」�（アルフレッサファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＤＫ」�（大興製薬＝三和化学）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＤＳＥＰ」�（第一三共エスファ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＤＳＰ」�（大日本住友製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＥＥ」�（エルメッドエーザイ）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠�「ＥＥ」�（エルメッドエーザイ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「Ｆ」�（富士製薬工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＦＦＰ」�（富士フイルムファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＪＧ」�（日本ジェネリック）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＫＮ」�（小林化工）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠�「ＫＮ」�（小林化工）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＫＯＧ」�（東洋カプセル＝興和創薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＮＰ」�（ニプロ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＳＮ」�（シオノケミカル）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＴＣＫ」�（辰巳化学）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＹＤ」�（陽進堂）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ＺＥ」�（全星薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「アメル」�（共和薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「オーハラ」�

�（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「杏林」�（キョーリンリメディオ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「クニヒロ」�（皇漢堂製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ケミファ」�（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠�「サワイ」�（沢井製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「サンド」�（サンド）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「タカタ」�（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩内用�液「タカタ」�（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「テバ」�（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「トーワ」�（東和薬品）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠�「トーワ」�（東和薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「日医工」�（日医工）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠�「日医工」�（日医工）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「日新」�（日新製薬：山形＝科研製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「ファイザー」�（ファイザー）

ゾルピデム酒石酸塩錠�「明治」�（MeijiSeikaファルマ）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィルム「モチダ」�（救急薬品＝持田製薬）

マイスリー錠�（アステラス製薬）
★C２5６-0２

１１７　精神神経用剤
１１９　その他の中枢神経系用薬C デュロキセチン塩酸塩

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

「慢性腰痛症に伴う疼痛又は変形性関節症に伴う疼痛に用いる場合、最新の
診断基準を参考に慢性腰痛症又は変形性関節症と診断された患者にのみ、本
剤の投与を考慮すること。」

追記 「変形性関節症に伴う疼痛に用いる場合、３ヵ月以上疼痛を有する患者にの
み、本剤の投与を考慮すること。」

［副作用］� 追記 〈変形性関節症に伴う疼痛〉
「国内臨床試験において、安全性評価対象例228例中、副作用（臨床検査値異
常変動を含む）は113例（49.6%）に認められた。主なものは、傾眠33例
（14.5%）、便秘30例（13.2%）、口渇29例（12.7%）、悪心21例（9.2%）、倦怠
感13例（5.7%）、食欲減退９例（3.9%）であった。〔承認時〕」

〈参考〉�効能・効果追加承認に伴う改訂�
企業報告

サインバルタカプセル（塩野義製薬＝日本イーライリリー）
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★C２5６-0３
１２１　局所麻酔剤C リドカイン（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

「本剤除去後直ちに処置等を行うこと。」
「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和に使用する場合、本剤を患部に応じた適切
な大きさに切って貼付すること。」

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「過敏症：�発赤、そう痒、接触皮膚炎、刺激感、蕁麻疹、熱感（使用を中止す
るなど適切な処置を行うこと。）」

［小児等への使用］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児及び４歳未満の幼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 「局所麻酔剤の血中濃度の上昇に伴い、中毒が発現する。その症状は、主に
中枢神経系及び心血管系の徴候、症状としてあらわれる。
徴候、症状：
 �中枢神経系の症状：初期症状として不安、興奮、多弁、口周囲の知覚麻痺、
舌のしびれ、ふらつき、聴覚過敏、耳鳴、視覚障害、振戦等があらわれる。
症状が進行すると意識消失、全身痙攣があらわれ、これらの症状に伴い低
酸素血症、高炭酸ガス血症が生じるおそれがある。より重篤な場合には呼
吸停止を来すこともある。
�心血管系の症状：血圧低下、徐脈、心筋収縮力低下、心拍出量低下、刺激
伝導系の抑制、心室性頻脈及び心室細動等の心室性不整脈、循環虚脱、心
停止等があらわれる。

処置：
 過量投与時には以下の治療を行うことが望ましい。
（1）中枢神経系及び心血管系の症状が起きたら直ちに本剤を剥離する。
（2）�呼吸を維持し、酸素を十分投与することが重要である。必要に応じて

人工呼吸を行う。振戦や痙攣が著明であれば、ジアゼパム又は超短時
間作用型バルビツール酸製剤（チオペンタールナトリウム等）を投与す
る。心機能抑制に対しては、カテコールアミン等の昇圧剤を投与する。
心停止を来した場合には直ちに心マッサージを開始する。」

［適用上の注意］の「使用部位」
追記

「顔面に使用しないこと（顔面に貼付した場合、体幹及び四肢に貼付した場合
と比較して血中濃度が高くなる可能性がある）。」

一部改訂 「静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に使用する場合、本剤を皮膚からはがした後、
穿刺部位を消毒すること。」

 「使用時」
新設

「本剤を切って使用した場合、残薬は廃棄すること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

該当製品所有会社

�（祐徳薬品＝メディキット）
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★C２5６-0４
１２４　鎮けい剤C チザニジン塩酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「過敏症：�血管性浮腫、発疹、皮膚そう痒感、蕁麻疹、紅斑（このような場合
には投与を中止すること。）」

〈参考〉企業報告

ギボンズ錠�

�（キョーリンリメディオ＝旭化成ファーマ＝日本ジェネリック）

チザニジン錠�「ＪＧ」�（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

チザニジン錠�「アメル」�（共和薬品工業）

チザニジン錠�「サワイ」�（沢井製薬）

チザニジン錠�「ツルハラ」�（鶴原製薬）

チザニジン錠�「テバ」�（武田テバファーマ）

チザニジン錠�「トーワ」�（東和薬品）

チザニジン錠�・顆粒「日医工」�（日医工）

チザネリン錠�（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

テルネリン錠�・顆粒（ノバルティスファーマ）

モトナリン錠�（日本薬品工業＝日本ケミファ）

★C２5６-05
２１４　血圧降下剤

C カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩（ユニシア）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「製造販売後の特定使用成績調査（長期使用）では3,300例中85例（2.58%）に
臨床検査値の異常を含む副作用が認められた〔再審査終了時点〕。」

〈参考〉企業報告

ユニシア配合錠�ＬＤ・ＨＤ（武田薬品）
★C２5６-0６

２１９　その他の循環器官用薬C アルプロスタジル
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、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難、チアノーゼ、血圧低下等が認められた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

アルプロスタジル注「Ｆ」�（富士製薬工業＝日本ケミファ）

アルプロスタジル注５μｇシリンジ「Ｆ」�

�（富士製薬工業＝日本ケミファ）

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「Ｆ」�

�（富士製薬工業＝日本ケミファ）

アルプロスタジル注「ＭＥＤ」�（メディサ新薬＝旭化成ファーマ）

アルプロスタジル注シリンジ「ＭＥＤ」�

�（メディサ新薬＝旭化成ファーマ）

アルプロスタジル注「サワイ」�（沢井製薬）

アルプロスタジル注シリンジ「サワイ」�（沢井製薬）

アルプロスタジル注５μｇシリンジ「トーワ」�（東和薬品）

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「トーワ」�（東和薬品）

アルプロスタジル注５μｇシリンジ「日医工」�（日医工）

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「日医工」�（日医工）

パルクス注（大正製薬＝大正富山医薬品）

パルクス注ディスポ�（大正製薬＝大正富山医薬品）

プリンク注シリンジ５μｇ（武田テバファーマ＝科研製薬）

プリンク注シリンジ１０μｇ（武田テバファーマ＝科研製薬）

リプル注（田辺三菱製薬）

リプルキット注（田辺三菱製薬）
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★C２5６-0７
２１９　その他の循環器官用薬C アルプロスタジル（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］
追記

「経上腸間膜動脈性門脈造影に用いる場合には、凝集・クリーミングを起こ
す可能性があるため、造影剤と直接混和しないこと。また、本剤を投与した
後、カテーテル内を生理食塩液で洗浄してから造影剤を投与すること。」

［慎重投与］� 追記 「経上腸間膜動脈性門脈造影に用いる場合、重度の食道静脈瘤が認められて
いる患者〔門脈圧を上昇させるおそれがある。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 「経上腸間膜動脈性門脈造影に適用する場合には、次の事項を考慮すること。
 肝硬変がある場合には、十分な造影能が得られない可能性がある。」

［適用上の注意］の「投与時」
追記

「イヌにPGE₁として0.1～1.0μg/kgを前腸間膜動脈内に投与したところ、
投与１分以後に腸管運動が促進された。この腸管運動の促進が血管造影に影
響を与える可能性が否定できないため、経上腸間膜動脈性門脈造影に適用す
る場合、本剤を造影剤注入30秒前に投与すること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

プリンク注シリンジ５μｇ（武田テバファーマ＝科研製薬）
★C２5６-08

２２９　その他の呼吸器官用薬
C ビランテロールトリフェニル酢酸塩・

フルチカゾンフランカルボン酸エステル
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

〈慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解〉
「本剤は増悪時の急性期治療を目的として使用する薬剤ではない。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤は既に起きている気管支喘息の発作又は慢性閉塞性肺疾患の増悪を速
やかに軽減する薬剤ではないので、毎日規則正しく使用するよう患者を指導
すること。」
「本剤の投与期間中に発現する気管支喘息の急性の発作又は慢性閉塞性肺疾
患の急性増悪に対しては、短時間作動型吸入β2刺激剤等の他の適切な薬剤
を使用するよう患者に注意を与えること。
また、その薬剤の使用量が増加したり、あるいは効果が十分でなくなってき
た場合には、疾患の管理が十分でないことが考えられるので、可及的速やか
に医療機関を受診し医師の治療を求めるよう患者に注意を与えること。
そのような状態では患者の生命が脅かされる可能性があるので、喘息患者で
は患者の症状に応じてステロイド療法の強化（本剤のより高用量製剤への変
更等）を考慮すること。」
「本剤の投与終了後に症状の悪化があらわれることがあるので、患者自身の
判断で本剤の使用を中止することがないよう指導すること。また、投与を中
止する場合には観察を十分に行うこと。」
「慢性閉塞性肺疾患患者を対象とした国際共同臨床試験及び海外臨床試験に
おいて、肺炎の発現が本剤の用量依存的に増加することが報告されている。
一般に肺炎の発現リスクが高いと考えられる患者へ本剤を投与する場合には
注意すること。（「重大な副作用」の項参照）」
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★C２5６-0９
２４１　脳下垂体ホルモン剤

C ソマトロピン（遺伝子組換え）（グロウジェクト1.33mg、8mg）
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

〈成長ホルモン分泌不全性低身長症〉
「本剤の適用は、成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断された患者に限定
すること。診断にあたっては、最新の「厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業�間脳下垂体機能障害に関する調査研究班�成長ホルモン分泌
不全性低身長症の診断の手引き」を参照すること。」

〈成人成長ホルモン分泌不全症〉
「本剤の適用は、成人成長ホルモン分泌不全症と診断された患者のうち、以
下のいずれかの患者に限定すること。なお、重症の基準は、最新の「厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業�間脳下垂体機能障害に関する
調査研究班�成人成長ホルモン分泌不全症の診断と治療の手引き」の病型分
類を参照すること。
（1）�小児期発症型（小児期に成長ホルモン分泌不全症と確定診断されている

患者）では、以下のいずれかを満たすもの。ただし、診断にあたっては、
本治療開始前に再度成長ホルモン分泌刺激試験を行うこと。
 1）�２種類以上の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）成長ホル
モン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。

  2）�頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴または周産期異常の既
往があり、成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下があ
る患者では、１種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）
成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。

［副作用］� 追記 〈慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）〉
「第Ⅲ相国際共同試験３試験及び第Ⅲ相海外臨床試験２試験において、本剤
が投与された総症例2022例中196例（9.7%）に臨床検査値異常を含む副作用
が報告された。その主なものは、口腔カンジダ症77例（3.8%）、中咽頭カン
ジダ症22例（1.1%）、肺炎８例（0.4%）、発声障害８例（0.4%）であった。〔承
認時〕」
「国内長期投与試験において、本剤が投与された総症例60例中12例（20.0%）
に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは、発声障害６
例（10.0%）、尿中遊離コルチゾール減少２例（3.3%）であった。〔承認時〕」

「重大な副作用」
追記

「肺炎：
肺炎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、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、血管浮腫、蕁麻疹
精神神経系：頭痛、振戦、不安
呼吸器：�発声障害、口腔咽頭痛、鼻咽頭炎、咽頭炎、副鼻腔炎、咳嗽、鼻炎、

気管支痙攣
筋骨格系：関節痛、背部痛、筋痙縮、骨折」

削除 「感染症」の「肺炎」

〈参考〉企業報告

レルベアエリプタ（グラクソ・スミスクライン）
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（2）�成人期発症型では、頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴また
は周産期異常の既往がある患者のうち、以下のいずれかを満たすもの。

  1）�成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下がある患者で、
１種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）成長ホルモン
濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。

  2）�成長ホルモン単独の分泌低下がある患者で、２種類の成長ホルモン分
泌刺激試験における血清（血漿）成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準
を満たすもの。

［成長ホルモン分泌刺激試験の種類と成人成長ホルモン分泌不全症で重症と
診断される血清（血漿）成長ホルモン濃度の頂値］

成長ホルモン分泌刺激試験の種類
重症と診断される血清（血漿）
成長ホルモン濃度の頂値

」

インスリン、アルギニン、
グルカゴン

1.8ng/mL以下

GHRP-2 9ng/mL以下

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

〈骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症、骨端線閉鎖を伴
わないターナー症候群における低身長、骨端線閉鎖を伴わないSGA性低身
長症〉
「筋・骨格系�：関節痛・下肢痛等の成長痛、関節痛、四肢痛、側弯症等の脊

柱変形の進行、有痛性外脛骨、外骨腫、大腿骨骨頭辷り症、大
腿骨骨頭壊死、踵骨骨端炎、周期性四肢麻痺、ミオグロビン上昇、
筋肉痛、関節炎」

グロウジェクト注射用�１. ３３ｍｇ

�（ＪＣＲファーマ）

グロウジェクト注射用�８ｍｇ

�（ＪＣＲファーマ）

グロウジェクトＢＣ注射用�８ｍｇ

�（ＪＣＲファーマ）

★C２5６-１0
２４１　脳下垂体ホルモン剤

C ソマトロピン（遺伝子組換え）（グロウジェクト6mg・12mg）
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

〈成長ホルモン分泌不全性低身長症〉
「本剤の適用は、成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断された患者に限定
すること。診断にあたっては、最新の「厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業�間脳下垂体機能障害に関する調査研究班�成長ホルモン分泌
不全性低身長症の診断の手引き」を参照すること。」

〈成人成長ホルモン分泌不全症〉
「本剤の適用は、成人成長ホルモン分泌不全症と診断された患者のうち、以
下のいずれかの患者に限定すること。なお、重症の基準は、最新の「厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業�間脳下垂体機能障害に関する
調査研究班�成人成長ホルモン分泌不全症の診断と治療の手引き」の病型分
類を参照すること。
（1）�小児期発症型（小児期に成長ホルモン分泌不全症と確定診断されている

患者）では、以下のいずれかを満たすもの。ただし、診断にあたっては、
本治療開始前に再度成長ホルモン分泌刺激試験を行うこと。
 1）�２種類以上の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）成長ホル
モン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。

  2）�頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴または周産期異常の既
往があり、成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下があ
る患者では、１種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）
成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。
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★C２5６-１１
２４１　脳下垂体ホルモン剤C ソマトロピン（遺伝子組換え）（サイゼン）

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

「本剤の適用は、成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断された患者に限定
すること。診断にあたっては、最新の「厚生労働科学研究費補助金難治性疾
患克服研究事業�間脳下垂体機能障害に関する調査研究班�成長ホルモン分泌
不全性低身長症の診断の手引き」を参照すること。」

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「筋・骨格系：�関節痛・下肢痛等の成長痛、有痛性外脛骨、外骨腫、大腿骨
骨頭辷り症、大腿骨骨頭壊死、踵骨骨端炎、側弯症等の脊柱
変形の進行、周期性四肢麻痺」

サイゼン注用�１. ３３ｍｇ

�（メルクセローノ＝富士フイルムファーマ）

サイゼン皮下注用�８ｍｇ

�（メルクセローノ＝富士フイルムファーマ）

サイゼン皮下注射液１２ｍｇ

�（メルクセローノ＝富士フイルムファーマ）

★C２5６-１２
２４９　その他のホルモン剤C ゴセレリン酢酸塩

改訂箇所 改訂内容

［取扱い上の注意］� 一部改訂 「アルミパウチを開封及び取り出す際に、プランジャー（押棒）は引っ張ると
抜けるので、開封部付近にプランジャー（押棒）が無いことを確認して開封
し、開封部を十分広げた上で、プランジャーを引っ張らずに慎重に取り出す
こと。」

〈参考〉企業報告

ゾラデックス１. ８ｍｇデポ�

�（アストラゼネカ＝キッセイ薬品）

ゾラデックス３.６ｍｇデポ�（アストラゼネカ） ゾラデックスＬＡデポ�（アストラゼネカ）

（2）�成人期発症型では、頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴また
は周産期異常の既往がある患者のうち、以下のいずれかを満たすもの。

  1）�成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下がある患者で、
１種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清（血漿）成長ホルモン
濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。

  2）�成長ホルモン単独の分泌低下がある患者で、２種類の成長ホルモン分
泌刺激試験における血清（血漿）成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準
を満たすもの。

［成長ホルモン分泌刺激試験の種類と成人成長ホルモン分泌不全症で重症と
診断される血清（血漿）成長ホルモン濃度の頂値］

成長ホルモン分泌刺激試験の種類
重症と診断される血清（血漿）
成長ホルモン濃度の頂値

」

インスリン、アルギニン、
グルカゴン

1.8ng/mL以下

GHRP-2 9ng/mL以下

グロウジェクト皮下注（ＪＣＲファーマ）
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★C２5６-１３
２４９　その他のホルモン剤C ジエノゲスト

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 追記 「高度の子宮腫大又は重度の貧血のある患者〔出血症状が増悪し、大量出血を
起こすおそれがある。〕（「臨床成績」の項参照）」

［慎重投与］� 一部改訂 「子宮筋腫のある患者〔出血症状が増悪し、大量出血を起こすおそれがあ
る。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 「貧血のある患者では、必要に応じて本剤投与前に貧血の治療を行うこと。」

一部改訂 「子宮内膜症患者を対象とした国内臨床試験において、子宮腺筋症又は子宮
筋腫を合併する患者での貧血の発現率は、合併しない患者と比較して高い傾
向が認められている。」

［副作用］� 追記 〈子宮腺筋症に伴う疼痛の改善〉
「子宮腺筋症患者を対象とした国内臨床試験（４試験）において、総症例316例
中、311例（98.4%）に副作用が認められている。その主なものは不正出血
（96.8%）、ほてり（6.3%）、頭痛（4.1%）、貧血（3.5%）、倦怠感（3.5%）等で
あった。〔効能追加時〕」

「重大な副作用」
一部改訂

「重篤な不正出血、重度の貧血：
本剤投与後に不正出血があらわれ、重度の貧血に至ることがある。出血量が
多く持続日数が長い場合や一度に大量の出血が認められた場合には、必要に
応じて血液検査を実施し、観察を十分に行うこと。異常が認められた場合に
は、鉄剤の投与又は本剤の投与中止、輸血等の適切な処置を行うこと。」

［小児等への投与］� 追記 「最大骨塩量に達していない患者については、本剤投与による骨密度の減少
の可能性や将来的な骨粗鬆症等の発症リスクを考慮した上で、本剤の投与の
可否を慎重に判断すること（12歳～18歳を対象とした海外臨床試験におい
て、本剤52週間投与後の骨密度変化率は-1.2%であった）。」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

ディナゲスト錠�（持田製薬） ディナゲストＯＤ錠�（持田製薬）
★C２5６-１４

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C カナキヌマブ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「本剤及びクリオピリン関連周期性症候群、家族性地中海熱、TNF受容体関
連周期性症候群又は高IgD症候群（メバロン酸キナーゼ欠損症）について十分
な知識をもつ医師が使用すること。」

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
新設

〈家族性地中海熱〉
「コルヒチンによる適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症
状が残る場合に投与すること。」
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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

「本剤の至適用量は患者の体重及び臨床症状によって異なり、投与量は患者
毎に設定する必要がある。投与は１回2mg/㎏又は150mgの低用量から開始
し、十分な効果がみられない、もしくは再燃がみられた場合に限り、下表を
参考に投与量の増量を行うこと。」

追記 「

」
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［重要な基本的注意］�一部改訂 「臨床試験において、上気道感染等の感染症が高頻度に報告されており、重
篤な感染症も報告されているため、本剤投与中は感染症の発現、再発及び増
悪に十分注意すること。（「副作用�重大な副作用」の項参照）」
「臨床試験において、アナフィラキシー又はアナフィラキシーショックは報
告されていないが、本剤の投与に対する過敏症反応が報告されているため、
重篤な過敏症反応のリスクを除外することはできない。本剤を投与する際に
は過敏症反応の発現に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。」

［副作用］� 追記 「家族性地中海熱患者、TNF受容体関連周期性症候群患者、高IgD症候群（メ
バロン酸キナーゼ欠損症）患者の国際共同試験（N2301試験）において、169例
（日本人８例を含む）中47例（27.8%）に副作用が認められた。主な副作用は
注射部位反応13例（7.7%）、頭痛５例（3.0%）等であった。〔効能又は効果の
一変承認時までの集計〕」

「その他の副作用」
一部改訂

「感染症：�尿路感染、気管支炎、ウイルス感染、扁桃炎、鼻炎、耳感染、咽
頭炎、外陰部膣カンジダ症、下気道感染、肺感染、鼻咽頭炎、胃
腸炎、肺炎、副鼻腔炎、上気道感染

その他：体重増加、血小板数減少」

［その他の注意］� 一部改訂 「クリオピリン関連周期性症候群患者を対象とした国内及び海外臨床試験に
おいて、白血球数及び血小板数の平均値が減少したが、これらの変動は炎症
反応の低下による可能性がある。」
「クリオピリン関連周期性症候群患者を対象とした海外臨床試験において、ト
ランスアミナーゼ上昇を伴わない、無症候性で軽度の血清ビリルビン上昇が
報告されている。」

〈参考〉�効能又は効果追加承認に伴う改訂�
企業報告

イラリス皮下注用�（ノバルティスファーマ）
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★C２5６-１5
４２１　アルキル化剤C ベンダムスチン塩酸塩

改訂箇所 改訂内容

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
追記

「リツキシマブ（遺伝子組換え）の投与に際しては、「臨床成績」の項の内容、特
に用法・用量を十分に理解した上で行うこと。また、併用薬剤の添付文書を
熟読すること。」

一部改訂 「再発又は難治性の低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞
リンパ腫並びに慢性リンパ性白血病の場合、他の抗悪性腫瘍剤との併用につ
いて、有効性及び安全性は確立していない。」
「本剤による治療中に高度の骨髄抑制が認められた場合には、次のような目
安により、適切に休薬、減量又は投与中止を考慮すること。

投与間隔又は投与量の調節 指標

」

減
量
又
は
中
止

治療中に、下記の指標に該当する骨髄抑制が認められた場合には、
休薬の項の指標に回復したことを確認の上、次サイクルの投与を
開始すること。その場合、以下のとおり減量又は投与中止を考慮
すること。

低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ
腫及びマントル細胞リンパ腫の場合

好中球数
500/mm3未満

又は
血小板数

25,000/mm3未満

・�前サイクル投与量120mg/m2の
場合： 90mg/m2に減量

・�前サイクル投与量90mg/m2の場
合： 60mg/m2に減量

・�前サイクル投与量60mg/m2の場
合： 投与中止

なお、減量を行った場合には、以降
投与量を維持し、増量しないこと。

「本剤による治療中に非血液毒性が認められた場合には、次のような目安に
より、適切に休薬、減量又は投与中止を考慮すること。

投与間隔又は投与量の調節 指標

」

減
量
又
は
中
止

治療中に、下記の指標に該当する副作用が認められた場合には、
休薬の項の指標に回復したことを確認の上、次サイクルの投与を
開始すること。その場合、以下のとおり減量又は投与中止を考慮
すること。

低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ
腫及びマントル細胞リンパ腫の場合

Grade３以上の
非血液毒性

・�前サイクル投与量120mg/m2の
場合： 90mg/m2に減量

・�前サイクル投与量90mg/m2の場
合： 60mg/m2に減量

・�前サイクル投与量60mg/m2の場
合： 投与中止

なお、減量を行った場合には、以降
投与量を維持し、増量しないこと。

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤による治療後、二次発がんが発生したとの報告があるので、本剤の投
与終了後も経過を観察するなど十分に注意すること。」



14 2017. 1. DSU No. 256

［副作用］� 追記 「未治療の低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫患者及びマントル細胞リン
パ腫患者に対する国内臨床試験の安全性評価対象例69例中69例（100%）に
副作用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。主な自他覚症状［30%以上
を記載］は悪心66.7%（46例）、便秘62.3%（43例）、倦怠感53.6%（37例）、
食欲不振43.5%（30例）、注入に伴う反応40.6%（28例）、発疹39.1%（27例）、
貧血34.8%（24例）、静脈炎34.8%（24例）等であった。また、主な臨床検査
値異常［30%以上を記載］は、白血球数減少100%（69例）、リンパ球数減少
97.1%（67例）、好中球数減少94.2%（65例）、CD4リンパ球減少92.8%（64例）、
血小板数減少55.1%（38例）、低γグロブリン血症52.2%（36例）、AST
（GOT）上昇31.9%（22例）、LDH増加30.4%（21例）等であった。」

「その他の副作用」
一部改訂

「血 液：�貧血、好酸球増加、イムノグロブリン（IgA、IgM、IgG）低下、
CD4/CD8比低下、発熱性好中球減少症、ヘマトクリット減少、ヘ
モグロビン増加、溶血性貧血、リンパ球数増加、単球数減少、好
中球増加、網状赤血球数減少、白血球増加、CD4/CD8比上昇、無
顆粒球症、播種性血管内凝固、汎血球減少

心・血管�障害：静脈炎、血管障害（血管痛）、不整脈（房室ブロック、洞性頻
脈、上室性期外収縮、心室性期外収縮等）、心不全、心電図QT延長、
心電図Ｔ波振幅減少、潮紅、高血圧、低血圧、動悸、脈拍異常、静
脈血栓症、左室機能不全、心電図ST-T部分異常、ほてり、循環虚
脱、心筋梗塞、心嚢液貯留、頻脈、心肺不全、出血

 眼 ：�結膜炎、眼瞼紅斑、角膜炎、流涙増加、眼充血、閃輝暗点、強膜出
血、眼そう痒症

消化器：�便秘、下痢、悪心、口内炎、嘔吐、胃不快感、腹部膨満、腹痛、下
腹部痛、口唇炎、口内乾燥、消化不良、おくび、胃炎、胃食道逆流
性疾患、舌炎、痔核、口腔内潰瘍形成、食道痛、舌障害、肛門出血、
消化管運動過剰、びらん性十二指腸炎、口腔障害、胃腸出血、イレ
ウス、潰瘍性食道炎

肝 臓：�ALT（GPT）上昇、AST（GOT）上昇、血中ビリルビン上昇、γ-
GTP上昇等の肝機能異常、胆石症、胆嚢ポリープ、血中ビリルビ
ン減少

感染症：�鼻咽頭炎、蜂巣炎、膀胱炎、サイトメガロウイルス感染、真菌感染、
胃腸炎、ヘルペスウイルス感染、帯状疱疹、インフルエンザ、リン
パ節炎、口腔カンジダ症、爪囲炎、副鼻腔炎、皮膚感染、上気道感
染、尿路感染、水痘、ウイルス性咽頭炎、外陰部炎、外陰部腟カン
ジダ症、口腔感染、好中球減少性感染、細菌感染

代謝・栄�養系：LDH上昇、総蛋白低下、ALP上昇、食欲不振、尿中ブドウ
糖陽性、クロール上昇、高血糖、カリウム上昇、高トリグリセリド
血症、低アルブミン血症、低カルシウム血症、カリウム低下、ナト
リウム低下、低リン酸血症、低比重リポ蛋白増加、ALP低下、高
アミラーゼ血症、高カルシウム血症

精神神経�系：味覚異常、頭痛、不眠症、無感情、浮動性めまい、体位性めま
い、知覚過敏、感覚鈍麻、気分変化、末梢性ニューロパチー、錯感
覚、嗅覚錯誤、感覚障害、回転性めまい、抗コリン作動性症候群、
失声症、運動失調、脳炎、眠気

泌尿器：�クレアチニン上昇、β2ミクログロブリン増加、BUN低下、BUN
上昇、高尿酸血症、腎結石症、頻尿、蛋白尿、尿中ウロビリン陽性、
腎機能障害
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★C２5６-１６
４２９　その他の腫瘍用薬C イブルチニブ

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

「       用量調節の目安

発現回数
回復後の再開時投与量

」

慢性リンパ性白血病 マントル細胞リンパ腫

１回 １日１回420mg １日１回560mg

２回 １日１回280mg １日１回420mg

３回 １日１回140mg １日１回280mg

４回 投与中止

追記 「ボリコナゾール又はエリスロマイシンと併用する場合には、本剤の血中濃
度が上昇するおそれがあるため、イブルチニブとして140mgを１日１回経
口投与すること（「相互作用」、「薬物動態」の項参照）。」

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「CYP3A阻害作用を有する薬剤〔臨床症状・措置方法：本剤の血中濃度が上
昇し、副作用が増強されるおそれがあるので、CYP3A阻害作用のない薬剤
への代替を考慮すること。やむを得ず併用する際には、本剤の減量を考慮す
るとともに、患者の状態を慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。
（「用法・用量に関連する使用上の注意」、「薬物動態」の項参照）〕」

［副作用］� 追記 「再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫患者を対象とした国内第Ⅱ相試験
において、本剤が投与された16例中15例（93.8%）に副作用が認められた。
主な副作用は、下痢５例（31.3%）、口内炎４例（25.0%）、貧血４例（25.0%）、
血小板減少症３例（18.8%）、食欲減退３例（18.8%）、発疹３例（18.8%）、疲
労３例（18.8%）等であった。〔承認時〕」

「再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫患者を対象とした海外第Ⅲ相試験
において、本剤が投与された139例中115例（82.7%）に副作用が認められた。
主な副作用は、下痢27例（19.4%）、疲労22例（15.8%）、血小板減少症20例
（14.4%）、好中球減少症 18例（12.9%）、貧血 15例（10.8%）、発疹 14例
（10.1%）、筋痙縮14例（10.1%）等であった。〔承認時〕」

「その他の副作用」
一部改訂

「皮膚およ�び皮下組織障害：発疹、挫傷、点状出血、そう痒症、紅斑、蕁麻疹、
爪破損、血管浮腫」

皮 膚：�そう痒症、発疹、脱毛症、ざ瘡様皮膚炎、剥脱性皮膚炎、湿疹、紅
斑、多形紅斑、多汗症、皮膚疼痛、手掌・足底発赤知覚不全症候群、
点状出血、全身性皮疹、斑状丘疹状皮疹、そう痒性皮疹、皮膚びら
ん、皮膚剥脱、皮膚乳頭腫、蕁麻疹、乾皮症、色素沈着障害、皮膚
炎

その他：�C-反応性蛋白増加、疲労、倦怠感、発熱、体重減少、注入に伴う
反応、無力症、胸痛、悪寒、耳管閉塞、熱感、尿潜血、過敏症、血
清アルブミン低下、低体温、不規則月経、寝汗、浮腫、疼痛、サル
コイドーシス、耳鳴、腫瘍疼痛、体重増加、ラクナ梗塞、節足動物
刺傷アレルギー、外耳の炎症、無月経、不妊症、粘膜の炎症、多臓
器不全」

〈参考〉企業報告

トレアキシン点滴静注用�（シンバイオ製薬＝エーザイ）
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［過量投与］� 一部改訂 「徴候・症状：
海外臨床試験において、1680mgを投与後にGrade４の肝酵素上昇（AST
（GOT）及びALT（GPT））が報告されている。また、本剤の推奨用量を超え
る用量を投与した際に、敗血症、ヘモグロビン減少、白血球数減少、疲労、
下痢、悪心、便秘、消化不良、胃食道逆流性疾患、喀血、挫傷等が認められ
ている。」

〈参考〉�効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂�
企業報告

イムブルビカカプセル（ヤンセンファーマ）
★C２5６-１７

４２９　その他の腫瘍用薬C タモキシフェンクエン酸塩
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「皮 膚：�発疹、発汗、脱毛等、皮膚血管炎、皮膚エリテマトーデス、晩発
性皮膚ポルフィリン症、放射線照射リコール反応」

〈参考〉企業報告

タモキシフェン錠�「ＭＹＬ」�（マイランＥＰＤ）

タモキシフェン錠�「サワイ」�（沢井製薬＝日本ジェネリック）

タモキシフェン錠�「日医工」�（日医工）

タモキシフェン錠�「明治」�（メディサ新薬＝MeijiSeikaファルマ）

ノルバデックス錠�（アストラゼネカ）

★C２5６-１8
４２９　その他の腫瘍用薬C ニボルマブ（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

「根治切除不能な悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌及び根
治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合、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］
一部改訂

「本剤の投与時には、悪性黒色腫では１回投与量として3mg/kg又は2mg/kg
となるように、非小細胞肺癌、腎細胞癌及び古典的ホジキンリンパ腫では１
回投与量として3mg/kgとなるように必要量を抜き取る。」

［副作用］� 追記 〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
「国内第Ⅱ相試験（ONO-4538-15試験）の安全性評価対象17例中、17例（100%）
に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用（10%以上）は
発熱７例（41.2%）、そう痒症５例（29.4%）、発疹４例（23.5%）、甲状腺機能
低下症３例（17.6%）、疲労２例（11.8%）、倦怠感２例（11.8%）及び筋肉痛２
例（11.8%）であった。〔承認時〕」

「その他の副作用」
一部改訂

「血液及び�リンパ系障害：貧血、リンパ球減少症、白血球減少症、好中球減
少症、好酸球増加症、血小板減少症、ヘモグロビン減少、リンパ
節症、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、白血球数増加、好中
球数増加、単球数増加、単球数減少、好酸球数減少

心臓障害�：徐脈、心房細動、心室性期外収縮、頻脈、動悸、伝導障害、心電
図QT延長、不整脈、心肥大、心不全、急性心不全

内分泌障�害：下垂体機能低下症、下垂体炎、血中コルチコトロピン減少、尿
中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性、リパーゼ増加、アミラーゼ増
加
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★C２5６-１９
４２９　その他の腫瘍用薬C フルベストラント

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「注射部位：注射部位反応（硬結、疼痛、出血、血腫、膿瘍等）、坐骨神経痛」

［臨床検査結果に及ぼす影響］
新設

「本剤は構造的にエストラジオールと類似しており、抗体を用いたエストラ
ジオールの測定に干渉するおそれがあり、見かけ上、エストラジオールの測
定値が高値を示すことがあるので注意すること。」

［適用上の注意］の「投与時」
追記

「坐骨神経等の重要な神経に近接する臀部背側にやむを得ず投与する場合は、
神経の損傷に注意すること。」

〈参考〉企業報告

フェソロデックス筋注（アストラゼネカ）

代謝及び�栄養障害：食欲減退、低カリウム血症、高尿酸血症、高血糖、低ナ
トリウム血症、糖尿病、脱水、高カリウム血症、高カルシウム血症、
低カルシウム血症、高ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低リ
ン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリ
セリド血症、脂質異常症、血中クロール減少、血中リン増加、高マ
グネシウム血症、代謝性アシドーシス、総蛋白減少

腎及び尿�路障害：血中クレアチニン増加、頻尿、蛋白尿、血尿、血中尿素増
加、尿沈渣異常

呼吸器、�胸郭及び縦隔障害：呼吸困難、咳嗽、発声障害、低酸素症、口腔咽
頭痛、肺出血、胸水、しゃっくり、喉頭痛、鼻出血、アレルギー性
鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、喀血、サーファクタントプロテイン増加

その他：�血中CK（CPK）増加、CRP増加、体重減少、体重増加、硬膜下血腫、
真珠腫、気管出血、乳頭痛、細胞マーカー増加、血中CK（CPK）減
少、血中LDH増加、組織球性壊死性リンパ節炎」

追記 「免疫系障�害：リウマチ因子増加、抗核抗体増加、補体成分C3増加、補体成
分C4増加、補体因子増加、抗リン脂質抗体陽性、アナフィラキシ
ー反応、リウマチ因子陽性、インターロイキン濃度増加」

削除 「臨床検査�：血中クレアチニン増加、ヘモグロビン減少、CRP増加、体重減少、
血中CK（CPK）増加、体重増加、血中尿素増加、血中クロール減少、
赤血球数減少、ヘマトクリット減少、血中コルチコトロピン減少、
補体成分C3増加、補体成分C4増加、補体因子増加、細胞マーカ
ー増加、抗核抗体増加、リウマチ因子増加、抗甲状腺抗体陽性、白
血球数増加、好中球数増加、単球数増加、血中LDH増加、血中
CK（CPK）減少、尿中ブドウ糖陽性、血中リン増加、心電図QT延
長、サーファクタントプロテイン増加、抗リン脂質抗体陽性、尿
沈渣異常、リパーゼ増加、アミラーゼ増加、総蛋白減少、単球数
減少、好酸球数減少、リウマチ因子陽性、インターロイキン濃度
増加」

［その他の注意］� 追記 「海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施さ
れた症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オプジーボ点滴静注（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）
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★C２5６-２0
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（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

「気管支喘息及びアレルギー性鼻炎を合併し本剤を気管支喘息の治療のため
に用いる成人患者には、モンテルカストとして10mgを１日１回就寝前に経
口投与すること。」

（普通錠�）
「モンテルカストフィルムコーティング錠はモンテルカストチュアブル錠と
生物学的に同等ではないため、モンテルカストフィルムコーティング錠5mg
とモンテルカストチュアブル錠5mgをそれぞれ相互に代用しないこと。」

（ＯＤ錠�）
「モンテルカスト口腔内崩壊錠はモンテルカストチュアブル錠と生物学的に
同等ではないため、モンテルカスト口腔内崩壊錠5mgとモンテルカストチ
ュアブル錠5mgをそれぞれ相互に代用しないこと。」

［重要な基本的注意］� 追記 「本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコントロールされてい
る場合でも継続して服用するよう、喘息患者に十分説明しておくこと。」
「本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起こっている喘息
発作を緩解する薬剤ではないので、このことは患者に十分説明しておく必要
がある。」
「気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気管支拡張剤ある
いはステロイド剤を投与する必要がある。」

「長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によりステロイドの減
量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行うこと。」
「本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本剤の投与を中止
する場合は、原疾患再発のおそれがあるので注意すること。」

［小児等への投与］� 追記 〈気管支喘息〉
「６歳以上の小児に対しては、モンテルカストチュアブル錠5mgを１日１回
就寝前に投与すること。」
「１歳以上６歳未満の小児に対しては、モンテルカスト細粒4mgを１日１回
就寝前に投与すること。」
「１歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安
全性は確立していない。〔国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。〕」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

モンテルカスト錠�「ＡＡ」�（浜理薬品工業＝あすか製薬＝武田薬品）

モンテルカスト錠�「ＣＥＯ」�（セオリアファーマ＝武田薬品）

モンテルカスト錠�「ＣＭＸ」�（ケミックス）

モンテルカスト錠�「アスペン」�（ホシエヌ製薬＝アスペンジャパン）

モンテルカスト錠�「サンド」�（サンド＝富士フイルムファーマ）

モンテルカスト錠�「タカタ」�（高田製薬）

モンテルカストＯＤ錠�「タカタ」�（高田製薬＝共創未来ファーマ）

モンテルカスト錠�「武田テバ」�（武田テバファーマ）

モンテルカストＯＤ錠�「武田テバ」�（武田テバファーマ）

モンテルカストＯＤ錠�「明治」�（MeijiSeikaファルマ）



192017. 1. DSU No. 256

★C２5６-２１
６１４　主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

C アジスロマイシン水和物（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

「淋菌を適応菌種とするのは、骨盤内炎症性疾患の適応症に限る。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
一部改訂

「アジスロマイシン注射剤から本剤へ切り替え、総投与期間が10日を超える
場合は、経過観察を十分に行うこと。
肺炎：
アジスロマイシン注射剤から本剤へ切り替えた臨床試験は、医師が経口投与
可能と判断した時点で、注射剤から本剤に切り替えアジスロマイシン注射剤
の投与期間は２～５日間、総投与期間は合計７～10日間で実施され、総投
与期間として10日間を超える投与経験は少ない。
骨盤内炎症性疾患：
アジスロマイシン注射剤から本剤へ切り替えた臨床試験は、医師が経口投与
可能と判断した時点で、アジスロマイシン注射剤から本剤に切り替え、アジ
スロマイシン注射剤の投与期間は１～２日間、総投与期間は合計７日間で実
施され、総投与期間として７日間を超える投与経験はない。」

追記 「骨盤内炎症性疾患に対して、アジスロマイシン注射剤による治療を実施せ
ずに本剤のみで治療した場合の有効性及び安全性は確立していない（投与経
験はない）。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

アジスロマイシン錠�２５０ｍｇ「ＫＯＧ」�（興和＝興和創薬）

★C２5６-２２
６１６　主として抗酸菌に作用するものC リファンピシン

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「タダラフィル（アドシルカ）、マシテンタン、チカグレロル、ボリコナゾール、
HIV感染症治療薬（インジナビル硫酸塩エタノール付加物、サキナビルメシ
ル酸塩、ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアンプレナビルカルシウム水和物、
アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩、エルビテグラビル又はコビシス
タットを含有する製剤）、テラプレビル、シメプレビルナトリウム、ダクラ
タスビル塩酸塩、アスナプレビル、バニプレビル、ソホスブビル、レジパス
ビルアセトン付加物・ソホスブビル、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、エルバスビル、グラゾプレビル水和物又はプラジカ
ンテルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）」
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［相互作用］の「併用禁忌」
追記

「マシテンタン〔臨床症状・措置方法：マシテンタンの作用が減弱するおそれ
がある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）誘導作用によ
り、マシテンタンの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられてい
る。〕」
「チカグレロル〔臨床症状・措置方法：チカグレロルの作用が減弱するおそれ
がある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）誘導作用によ
り、チカグレロルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられてい
る。〕」
「ソホスブビル〔臨床症状・措置方法：ソホスブビルの作用が減弱するおそれ
がある。�機序・危険因子：本剤のＰ糖蛋白誘導作用によるものと考えられ
ている。〕」
「レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル〔臨床症状・措置方法：レジパ
スビルアセトン付加物及びソホスブビルの作用が減弱するおそれがある。
機序・危険因子：本剤のＰ糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。〕」

「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〔臨床症状・措
置方法：パリタプレビル水和物及びリトナビルの作用が減弱するおそれがあ
る。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）誘導作用により、
パリタプレビル水和物及びリトナビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させ
ると考えられている。〕」
「エルバスビル〔臨床症状・措置方法：エルバスビルの作用が減弱するおそれ
がある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）誘導作用によ
り、エルバスビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられてい
る。〕」
「グラゾプレビル水和物〔臨床症状・措置方法：グラゾプレビル水和物との併
用初期にグラゾプレビルの血中濃度が上昇するおそれがある。また、併用継
続により、グラゾプレビルの血中濃度が低下するおそれがある。�機序・危
険因子：本剤が肝臓有機アニオントランスポーター（OATP1B）を阻害する
と考えられている。また、本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）誘導作用により、
グラゾプレビルの代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられてい
る。〕」

 「併用注意」
一部改訂

「フェニトイン、カルバマゼピン等〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作
用が減弱することがある。〕」
「ラモトリギン〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱することが
ある。�機序・危険因子：本剤のUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）誘導作
用によるものと考えられている。〕」
「ジギタリス製剤〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱すること
がある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4等）及びＰ糖蛋
白誘導作用によるものと考えられている。〕」
「エナラプリルマレイン酸塩〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減
弱することがある。�機序・危険因子：機序は不明である。〕」

「5-HT3受容体拮抗型制吐薬（オンダンセトロン塩酸塩水和物）、NK1受容体拮
抗型制吐薬（ホスアプレピタントメグルミン）、セビメリン塩酸塩水和物〔臨
床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱することがある。〕」
「ミラベグロン〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱することが
ある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4等）及びＰ糖蛋白
誘導作用によるものと考えられている。〕」
「リバーロキサバン、アピキサバン〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作
用が減弱することがある。� 機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素
（CYP3A4等）及びＰ糖蛋白誘導作用によるものと考えられている。〕」
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★C２5６-２３
６３４　血液製剤類C 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

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

「本剤を「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）
の運動機能低下の進行抑制」を目的として用いる場合、「慢性炎症性脱髄性多
発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の筋力低下の改善」に対する
本剤の有効性が認められたものの、症状の再発・再燃を繰り返している患者
にのみ投与すること。」

「デフェラシロクス〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱するこ
とがある。�機序・危険因子：本剤のUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）誘
導作用によるものと考えられている。〕」
「カナグリフロジン水和物〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱
することがある。�機序・危険因子：本剤のUDP-グルクロン酸転移酵素
（UGT）1A9及び2B4誘導作用によるものと考えられている。〕」
「ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、タクロリムス水和物、ト
ファシチニブクエン酸塩、エリグルスタット酒石酸塩〔臨床症状・措置方
法：これらの薬剤の作用が減弱することがある。〕」
「ジドブジン〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱することがあ
る。�機序・危険因子：本剤のUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）誘導作用
によるものと考えられている。〕」
「ラルテグラビルカリウム〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の作用が減弱
することがある。�機序・危険因子：本剤のUDP-グルクロン酸転移酵素
（UGT）1A1誘導作用によるものと考えられている。〕」
「ドルテグラビルナトリウム〔臨床症状・措置方法：ドルテグラビルの血漿中
濃度が低下したとの報告がある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素
（CYP3A4等）及びUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）1A1誘導作用による
ものと考えられている。〕」

追記 「イストラデフィリン〔臨床症状・措置方法：�これらの薬剤の作用が減弱する
ことがある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4等）誘導作
用により、これらの薬剤の代謝を促進し、血中濃度を低下させると考えられ
ている。〕」
「オキシコドン塩酸塩水和物〔臨床症状・措置方法：オキシコドン塩酸塩水和
物の作用が減弱することがある。�機序・危険因子：本剤の肝薬物代謝酵素
（CYP3A4等）誘導作用により、オキシコドン塩酸塩水和物の代謝を促進し、
血中濃度を低下させると考えられている。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
一部改訂

「その他：�全身倦怠感、しびれ感、筋脱力、手指のこわばり、浮腫、運動失
調
尿・便等の着色（尿、便、唾液、痰、汗、涙液がリファンピシン及
びその代謝物により橙赤色等に着色する。なお、血清も同様の着色
を示す。また、ソフトコンタクトレンズが変色することもある。）」

［その他の注意］� 削除 「尿、糞、唾液、痰、汗、涙液がリファンピシン及びその代謝物により橙赤
色に着色する。なお、血清も同様の着色を示す。また、ソフトコンタクトレ
ンズが変色することもある。」

〈参考〉企業報告

アプテシンカプセル（科研製薬） リファジンカプセル（第一三共） リファンピシンカプセル「サンド」�

�（サンド＝日本ジェネリック＝ニプロ）



22 2017. 1. DSU No. 256

［用法・用量に関連する使用上の注意］
一部改訂

「投与速度：
ショック等の副作用は初日の投与開始１時間以内、また投与速度を上げた際
に起こる可能性があるので、これらの時間帯については特に注意すること。
1）�「無又は低ガンマグロブリン血症」、「重症感染症における抗生物質との併
用」、「特発性血小板減少性紫斑病」、「川崎病の急性期」、「慢性炎症性脱髄性
多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の筋力低下の改善」、「天
疱瘡」、「スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症」、「水
疱性類天疱瘡」、「ギラン・バレー症候群」に対して用いる場合、初日の投
与開始から１時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認め
られなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.03mL/kg/分
を超えないこと。２日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

2）�「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の運
動機能低下の進行抑制」を目的として用いる場合、投与開始から30分間
は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、
0.03mL/kg/分まで徐々に投与速度を上げることができる。また、
0.03mL/kg/分の投与速度で30分間投与し、副作用等の異常所見が認め
られなければ、ショック等重篤な副作用の発現に十分注意した上で、
0.06mL/kg/分まで徐々に投与速度を上げることができる。２日間投与の
場合、２日目は、前日に耐容した速度で投与する。

3）�川崎病の患者に対し2,000mg（40mL）/kgを１回で投与する場合は、基本
的には1）の投与速度を遵守することとするが、急激な循環血液量の増大
に注意し、20時間以上かけて点滴静注すること。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤を慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）
に対して用いる場合、以下の点に注意すること。
1）�本剤による慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを
含む）の治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。

2）�「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の筋
力低下の改善」の用法・用量で本剤を反復投与した場合の有効性、安全性
は確立していないことに留意すること。

3）�「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の運
動機能低下の進行抑制」を目的として用いる場合、臨床症状の観察を十分
に行い継続投与の必要性を確認すること。また、本剤の投与開始後にも
運動機能低下の再発・再燃が繰り返し認められる等、本剤による効果が
認められない場合には、本剤の継続投与は行わず、他の治療法を考慮す
ること。

4）�「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の運
動機能低下の進行抑制」を目的として本剤を継続投与した結果、運動機能
低下の再発・再燃が認められなくなった場合には、本剤の投与中止を考
慮すること。」

［副作用］� 追記 〈運動機能低下の進行抑制〉
「61例（慢性炎症性脱髄性多発根神経炎：48例、多巣性運動ニューロパチー：
13例）中34例（慢性炎症性脱髄性多発根神経炎：25例、多巣性運動ニューロ
パチー：９例）（55.7%）に副作用が認められ、その種類は頭痛が15例
（24.6%）、発疹が５例（8.2%）、紅斑、倦怠感及びリンパ球数減少が各２例
（3.3%）等であった。〔効能効果追加時〕」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

献血グロベニン－Ｉ静注用�（日本製薬＝武田薬品）
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★C２5６-２４
６３４　血液製剤類C 乾燥濃縮人活性化プロテインＣ

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〈使用�成績調査〉
「使用成績調査において、104例中15例（14.4%）に副作用45件が発現した。主
な副作用は、AST（GOT）上昇４件（3.8%）、ALT（GPT）上昇４件（3.8%）で
あった。〔「深部静脈血栓症・急性肺血栓塞栓症」再審査終了時〕」

〈参考〉企業報告

注射用�アナクトＣ（化血研＝帝人ファーマ）
★C２5６-２5

６３９　その他の生物学的製剤C インターフェロンベータ－１ｂ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用（類薬）」
削除

「溶血性尿毒症症候群（HUS）：
溶血性尿毒症症候群（血小板減少、溶血性貧血、腎不全を主徴とする）があ
らわれることがあるので、定期的に腎機能検査及び血液学的検査（血小板、
赤血球等）を行うこと。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

ベタフェロン皮下注用�（バイエル薬品）
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