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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 

No.263（2017.10）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 2017.11 No.264 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）············································ 3 

■クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ 

濃ベンザルコニウム塩化物液 50（デスパコーワ口腔用クリーム） ··············· 3 

■クロルヘキシジングルコン酸塩 

（0.5%ヘキザックアルコール液、0.05W/V%マスキン水、マスキンスクラブ 4%） ································· 4 

■リナグリプチン（トラゼンタ錠 5mg） ························································································································· 5 

■アモキシシリン水和物（アモキシシリンカプセル 250mg、サワシリン細粒 10%） ········································· 5 

■クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 

（オーグメンチン配合錠 250RS、クラバモックス小児用配合ドライシロップ） ······································ 5 

■ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン ···························································· 5 

■ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール ······························································ 5 

■ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン ··························································· 6 

■ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール ····························································· 6 

■ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン ·········································································· 5 

■ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール ············································································ 5 

■モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤） ···················································································································· 6 

 

その他 
■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）············································ 7 

■グアンファシン塩酸塩 ··············································································································································· 7 

■クエチアピンフマル酸塩（普通錠・細粒剤） 

（クエチアピン錠 25mg・100mg「明治」、セロクエル細粒 50%） ·························································· 7 

■クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・フェノバルビタール ····························································· 9 

■ナルフラフィン塩酸塩（ＯＤ錠）（レミッチ OD 錠 2.5μg） ············································································· 10 

■ナルフラフィン塩酸塩（カプセル剤） ·················································································································· 11 

■ヌシネルセンナトリウム ··········································································································································· 11 
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■ロスバスタチンカルシウム（クレストール OD 錠 2.5mg） ················································································ 14 

■ロスバスタチンカルシウム（クレストール OD 錠 2.5mg） ················································································ 15 

■一酸化窒素 ······························································································································································ 15 
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■Ｌ－アスパラギナーゼ（ロイナーゼ注用 5000） ································································································ 24 
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★B２６４-0１
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

「悪性症候群：
悪性症候群があらわれることがあるので、発熱、筋強剛、血清CK（CPK）上
昇、頻脈、血圧の変動、意識障害、発汗過多、白血球の増加等があらわれた
場合には、本剤の投与を中止し、体冷却、水分補給、呼吸管理等の適切な処
置を行うこと。また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることが
ある。」

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）

速やかに改訂添付文書を作成します�重 要

★B２６４-0２
２３９　その他の消化器官用薬

B クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・
    ヒドロコルチゾン酢酸エステル・濃ベンザルコニウム塩化物液５０

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはク
ロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について
十分な問診を行うこと。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 新設

「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、
血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、
適切な処置を行うこと。」

デスパコーワ口腔用クリーム�（興和＝興和創薬）
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★B２６４-0３
２６１　外皮用殺菌消毒剤B クロルヘキシジングルコン酸塩

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反応を予測するため、使用に際してはク
ロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について
十分な問診を行うこと。」

［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あらわれることがあるので観察を十分に行い、
血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、
適切な処置を行うこと。」

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） 

ステリクロンＡ�Ｌ綿球�（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） 

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�Ａ�０. ５％�（サラヤ）

ヒビスコール液�Ａ�１％�（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）

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）

フェルマスクラブ（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）

ヘキザック水�溶液�１％�綿棒・消毒布�（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Ａ�Ｌ液�（吉田製薬）

ヘキザックＡ�Ｌ０. ５％�綿棒（吉田製薬）

ヘキザックＡ�Ｌ１％�綿棒・綿棒セット・消毒布�（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）

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）

マスキンスクラブ（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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★B２６４-0４
３９６　糖尿病用剤B リナグリプチン

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「間質性肺炎：
間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異
常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT、血清マ
ーカー等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止
し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。」

トラゼンタ錠�（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

★B２６４-0６
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

B クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「無顆粒球症、顆粒球減少、血小板減少：
無顆粒球症、顆粒球減少、血小板減少があらわれることがあるので、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投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

オーグメンチン配合錠�（グラクソ・スミスクライン） クラバモックス小児用配合ドライシロップ（グラクソ・スミスクライン）
★B２６４-0７

６１９　その他の抗生物質製剤
B ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
B ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール
B ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
B ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

（アモキシシリン水�和物）
「顆粒球減少、血小板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し、適切な
処置を行うこと。」

bボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・
   クラリスロマイシン

ボノサップパック（武田薬品）
bボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

ボノピオンパック（武田薬品）

bランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ランサップ（武田薬品）
bランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

ランピオンパック（武田薬品）

★B２６４-0５
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものB アモキシシリン水和物

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「顆粒球減少、血小板減少：
顆粒球減少、血小板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し、適切な処
置を行うこと。」

アモキシシリンカプセル「ＮＰ」（ニプロ）

アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「タツミ」（辰巳化学）

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「タツミ」

� （辰巳化学＝日本ジェネリック）

アモキシシリン細粒「タツミ」（辰巳化学）

アモキシシリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

アモキシシリンカプセル「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

アモリンカプセル（武田テバ薬品）

アモリン細粒（武田テバ薬品）

サワシリンカプセル・細粒・錠�（アステラス製薬）

パセトシン錠�（アスペンジャパン）

パセトシンカプセル（アスペンジャパン）

パセトシン細粒（アスペンジャパン）

ワイドシリン細粒１０％�（MeijiSeikaファルマ）

ワイドシリン細粒２０％�（MeijiSeikaファルマ）
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★B２６４-0８
６１９　その他の抗生物質製剤

B ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
B ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

（アモキシシリン水�和物）
「顆粒球減少、血小板減少：
顆粒球減少、血小板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し、適切な処
置を行うこと。」

bラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
   クラリスロマイシン

ラベキュアパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）

bラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
   メトロニダゾール

ラベファインパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）
★B２６４-0９

６２４　合成抗菌剤B モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「横紋筋融解症：
横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱
力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合
には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性
腎障害の発症に注意すること。」

アベロックス錠�（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）
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★C２６４-0１
１１３　抗てんかん剤C レベチラセタム

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：�湿疹、発疹、ざ瘡、皮膚炎、単純ヘルペス、帯状疱疹、そう痒症、
白癬感染、脱毛症、多形紅斑、血管性浮腫」

〈参考〉企業報告

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）

★C２６４-0２
１１７　精神神経用剤C グアンファシン塩酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「その他：�倦怠感、遺尿、体重増加、頻尿、ALT（GPT）上昇、喘息、胸痛、
脱水、勃起不全」

〈参考〉企業報告

インチュニブ錠�（塩野義製薬＝シャイアー・ジャパン）
★C２６４-0３

１１７　精神神経用剤C クエチアピンフマル酸塩（普通錠・細粒剤）
改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 追記 「不整脈又はその既往歴のある患者、先天性QT延長症候群の患者、又はQT
延長を起こすことが知られている薬剤を投与中の患者〔本剤の投与により
QT間隔が延長する可能性がある。〕」

［重要な基本的注意］� 追記 「投与量の急激な減少ないし投与の中止により、不眠、悪心、頭痛、下痢、嘔
吐等の離脱症状があらわれることがある。投与を中止する場合には、徐々に
減量するなど慎重に行うこと。」

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「強いCYP3A4阻害作用を有する薬剤（イトラコナゾール等）〔臨床症状・措置
方法：本剤の作用を増強するおそれがあるので、個々の患者の症状及び忍容
性に注意し、本剤を減量するなどして慎重に投与すること。併用により本剤
の血漿中濃度が高値となり、QT間隔が延長するおそれがある。�機序・危険
因子：本剤の主要代謝酵素であるCYP3A4を強く阻害するため、血漿中濃
度が上昇する可能性がある。外国人に強いCYP3A4阻害剤であるケトコナ
ゾール（経口剤：国内未発売）を併用投与したとき、クエチアピンのCmax及
びAUCはそれぞれ単独投与の3.35倍及び6.22倍であった。〕」
「CYP3A4阻害作用を有する薬剤（エリスロマイシン等）〔臨床症状・措置方
法：本剤の作用を増強するおそれがあるので、個々の患者の症状及び忍容性
に注意し、慎重に投与すること。�機序・危険因子：本剤の主要代謝酵素で
あるCYP3A4を阻害するため、血漿中濃度が上昇する可能性がある。〕」

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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［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経�系：不眠、易刺激性、傾眠、不安、頭痛、めまい、焦躁感、鎮静、
幻覚の顕在化、健忘、攻撃的反応、意識レベルの低下、昏迷、神経
症、妄想の顕在化、リビドー亢進、感情不安定、激越、錯乱、思考
異常、自殺企図、人格障害、躁病反応、多幸症、舞踏病様アテト
ーシス、片頭痛、悪夢、うつ病、独語、衝動行為、自動症、せん妄、
敵意、統合失調性反応、協調不能、レストレスレッグス症候群、軽
躁、注意力障害、過眠症、自殺念慮、自傷行動

錐体外路�症状：アカシジア、振戦、構音障害、筋強剛、流涎過多、運動緩慢、
歩行障害、ジスキネジア、嚥下障害、ジストニア、眼球回転発作、
パーキンソン症候群、構語障害、錐体外路障害

血　液：�顆粒球減少、好酸球増加症、貧血、血小板減少、白血球数増加
循環器系�：頻脈、起立性低血圧、心悸亢進、心電図異常、低血圧、高血圧、

徐脈、不整脈、失神、血管拡張、動悸、心電図QT延長
肝　臓：�AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇、LDH上昇、Al-P上昇、γ

-GTP上昇、ビリルビン血症、肝機能検査異常
呼吸器系�：去痰困難、鼻炎、咳増加、鼻閉
消化器系�：便秘、食欲減退、悪心、食欲亢進、嘔吐、腹痛、下痢、消化不良、

胃炎、胃不快感、鼓腸放屁、消化管障害、吐血、直腸障害、過食、
腹部膨満、胃食道逆流性疾患、膵炎

代謝・内�分泌：高プロラクチン血症、T4減少、高コレステロール血症、T3減
少、月経異常、甲状腺疾患、高脂血症、高カリウム血症、肥満症、
痛風、低ナトリウム血症、水中毒、多飲症、TSH減少、TSH上昇、
高トリグリセリド血症、高尿酸血症、尿糖陽性、FT4減少、乳汁漏
出症

過敏症：�発疹、血管浮腫、そう痒、湿疹
泌尿器系�：排尿障害、排尿困難、尿失禁、尿閉、BUN上昇、持続勃起、射

精異常、インポテンス、頻尿、膀胱炎、尿蛋白陽性
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、筋肉痛、舌麻痺、しびれ感、背部痛、
浮腫、末梢性浮腫、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）、口渇、回転性
めまい、悪寒、靭帯捻挫」

〈参考〉企業報告

クエチアピン錠�「Ａ�Ａ�」（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＝武田テバファーマ）

クエチアピン細粒「テバ」（武田テバファーマ）

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」（ニプロＥＳファーマ＝吉富薬品＝ニプロ）

クエチアピン細粒「ヨシトミ」（ニプロＥＳファーマ＝吉富薬品）

セロクエル錠�・細粒（アステラス製薬）
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★C２６４-0４
１１７　精神神経用剤

C クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・フェノバルビタール
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、ダクラタ
スビル、アスナプレビル、ダクラタスビル/アスナプレビル/ベクラブビル、
バニプレビル、マシテンタン、グラゾプレビル、エルバスビル、チカグレロ
ル、アルテメテル/ルメファントリン、ダルナビルエタノール付加物/コビ
シスタット、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、
リルピビリン、リルピビリン/テノホビルジソプロキシルフマル酸塩/エム
トリシタビン、エルビテグラビル/コビシスタット/エムトリシタビン/テ
ノホビルジソプロキシルフマル酸塩及びエルビテグラビル/コビシスタット
/エムトリシタビン/テノホビルアラフェナミドフマル酸塩を投与中の患者
〔「相互作用」の項参照〕」

［慎重投与］� 追記 「アルコール中毒のある患者〔中枢抑制作用が増強される。〕」
「薬物依存の傾向又は既往歴のある患者〔精神依存及び身体依存を示すことが
ある。〕」
「重篤な神経症の患者〔依存を示すおそれがある。〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による
長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を
十分に検討すること。〔「重大な副作用」の項参照〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、ダクラタ
スビル、アスナプレビル、ダクラタスビル/アスナプレビル/ベクラブビル、
バニプレビル、マシテンタン、グラゾプレビル、エルバスビル、チカグレロ
ル、アルテメテル/ルメファントリン、ダルナビルエタノール付加物/コビ
シスタット、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：これらの薬剤の代謝が促進され、血中濃度が低下するお
それがある。〕」
「リルピビリン、リルピビリン/テノホビルジソプロキシルフマル酸塩/エム
トリシタビン〔臨床症状・措置方法：リルピビリンの代謝が促進され、血中
濃度が低下するおそれがある。〕」

� 追記 「エルビテグラビル/コビシスタット/エムトリシタビン/テノホビルジソプ
ロキシルフマル酸塩〔臨床症状・措置方法：エルビテグラビル及びコビシス
タットの血中濃度が著しく低下するおそれがある。�機序・危険因子：フェ
ノバルビタールの肝薬物代謝酵素（CYP3A4）及びＰ糖蛋白誘導作用によ
る。〕」
「エルビテグラビル/コビシスタット/エムトリシタビン/テノホビルアラフ
ェナミドフマル酸塩〔臨床症状・措置方法：エルビテグラビル及びコビシス
タットの血中濃度が著しく低下するおそれがある。テノホビルアラフェナミ
ドフマル酸塩の血中濃度が低下するおそれがある。�機序・危険因子：フェ
ノバルビタールの肝薬物代謝酵素（CYP3A4）及びＰ糖蛋白誘導作用によ
る。〕」
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［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「依存性：
連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び
使用期間に注意し慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激
な減少ないし投与の中止により、不安、不眠、痙攣、悪心、幻覚、妄想、興
奮、錯乱又は抑うつ状態等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。なお、高齢者、虚
弱者の場合は特に注意すること。」

［適用上の注意］の「投与時」
� 削除

「連用における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、不安、不眠、痙
攣、悪心、幻覚、妄想、興奮、錯乱又は抑うつ状態等があらわれることがあ
るので、投与を中止する場合には徐々に減量するなど慎重に行うこと。なお、
高齢者、虚弱者の場合は特に注意すること。」
「連用により薬物依存傾向を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎
重に投与すること。特にアルコール中毒、薬物依存の傾向又は既往歴のある
患者、重篤な神経症患者等に対しては注意すること。」

〈参考〉企業報告

ベゲタミン－Ａ�・Ｂ配合錠�（塩野義製薬）
★C２６４-0５

１１９　その他の中枢神経系用薬C ナルフラフィン塩酸塩（ＯＤ錠）
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

〈腹膜透析患者におけるそう痒症の改善の場合〉
「本剤の投与から透析液交換までは十分な間隔をあけること。〔本剤服用から
透析液交換までの時間が短い場合、本剤の血中濃度が低下する可能性がある。
（「薬物動態」の項参照）〕」

［副作用］� 追記 〈腹膜透析患者におけるそう痒症の改善の場合〉
「腹膜透析患者を対象とした国内臨床試験における安全性解析対象54例中20
例（37.0%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。その主なものは、
不眠５例（9.3%）、プロラクチン上昇５例（9.3%）、眠気３例（5.6%）、テスト
ステロン低下３例（5.6%）、嘔吐２例（3.7%）等であった。〔承認時（カプセ
ル）〕」

［過量投与］� 一部改訂 「処置：
投与を中止し、必要に応じ適切な対症療法を行うこと。なお、本剤は血液透
析により除去されることが示されている。（「薬物動態」の項参照）」

〈参考〉�効能又は効果追加承認に伴う改訂�
企業報告

レミッチＯＤ錠�（東レ＝鳥居薬品）
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★C２６４-0６
１１９　その他の中枢神経系用薬C ナルフラフィン塩酸塩（カプセル剤）

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

〈腹膜透析患者におけるそう痒症の改善の場合〉
「本剤の投与から透析液交換までは十分な間隔をあけること。〔本剤服用から
透析液交換までの時間が短い場合、本剤の血中濃度が低下する可能性がある。
（「薬物動態」の項参照）〕」

［副作用］� 追記 〈腹膜透析患者におけるそう痒症の改善の場合〉
「腹膜透析患者を対象とした国内臨床試験における安全性解析対象54例中20
例（37.0%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。その主なものは、
不眠５例（9.3%）、プロラクチン上昇５例（9.3%）、眠気３例（5.6%）、テスト
ステロン低下３例（5.6%）、嘔吐２例（3.7%）等であった。〔承認時〕」

［過量投与］� 一部改訂 「処置：
投与を中止し、必要に応じ適切な対症療法を行うこと。なお、本剤は血液透
析により除去されることが示されている。（「薬物動態」の項参照）」

〈参考〉�効能又は効果追加承認に伴う改訂�
企業報告

ノピコールカプセル（東レ・メディカル） レミッチカプセル（東レ＝鳥居薬品）
★C２６４-0７

１１９　その他の中枢神経系用薬C ヌシネルセンナトリウム
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

「SMN2遺伝子のコピー数が１の患者及び４以上の患者における有効性及び安
全性は確立していない。これらの患者に投与する場合には、本剤投与のリス
クとベネフィットを考慮した上で投与を開始し、患者の状態を慎重に観察す
ること。」

［副作用］� 一部改訂 「脊髄性筋萎縮症（SMA）と診断された乳児を対象とした第Ⅲ相シャム（疑似
的）処置対照二重盲検試験（StudyCS3B、日本を含む国際共同試験）において、
本剤群80例のうち９例（11.3%）に副作用が認められた。主な副作用は発熱
（2.5%）、頻脈、貧血母斑、蜂巣炎、処置後腫脹、眼振、血管炎、体温低下、
体温上昇（各1.3%）であった。
生後６ヵ月を超えてから発症した脊髄性筋萎縮症患者を対象とした第Ⅲ相シ
ャム処置対照二重盲検試験（StudyCS4、日本を含む国際共同試験）において、
本剤群84例のうち24例（28.6%）に副作用が認められた。主な副作用は頭痛
（9.5%）、背部痛（8.3%）、発熱（7.1%）、腰椎穿刺後症候群（2.4%）、嘔吐
（2.4%）であった。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「神経系障害：頭痛、眼振
傷害、中�毒および処置合併症：腰椎穿刺後症候群（頭痛、吐き気、嘔吐）、処

置後腫脹」

� 追記 「代謝および栄養障害：食欲亢進
精神障害：不眠症
呼吸器、胸郭および縦郭障害：カタル、発声障害
胃腸障害：嘔吐、便失禁、悪心
皮膚および皮下組織障害：寝汗、皮膚疼痛
筋骨格系および結合組織障害：背部痛、筋力低下」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

スピンラザ髄注�（バイオジェン・ジャパン）
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★C２６４-0８
１２３　自律神経剤

７２２　機能検査用試薬
C アセチルコリン塩化物

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 新設 「本剤の冠動脈内への投与は、緊急時に十分措置できる医療施設において、冠
攣縮性狭心症の診断及び治療に十分な知識と経験をもつ医師のもとで、本剤
の投与が適切と判断される症例にのみ行うこと。」
「冠攣縮の誘発により、血圧低下や心原性ショック、重症不整脈（心室頻拍、
心室細動、心房細動、房室ブロック、徐脈等）、心筋梗塞、心停止等が生じ
る可能性があるため、蘇生処置ができる準備をしておくこと。冠攣縮薬物誘
発試験中は血圧及び心電図等の継続した監視を行い、注意深く患者を観察す
ること。また、検査の継続が困難と判断した場合には検査を中断すること。」

［禁忌］� 一部改訂 「重篤な心疾患のある患者（冠攣縮薬物誘発試験に使用する場合を除く）〔心拍
数、心拍出量の減少により、症状が悪化するおそれがある。〕」

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 新設

「冠攣縮薬物誘発試験における冠攣縮の誘発に本剤を使用する際は、最新の
関連するガイドラインを参考に投与の適否を検討すること。特に左冠動脈主
幹部病変例、閉塞病変を含む多枝冠動脈病変例、高度心機能低下例及び未治
療のうっ血性心不全例等では、誘発された冠攣縮により致死的となりうる重
症の合併症の発現が強く予測されるため、本剤を用いた冠攣縮誘発試験の適
応の可否の判断は慎重に行うこと。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「冠攣縮薬物誘発試験に使用する場合、本剤の希釈は次の表を参考にし、投
与には投与液１から３を用いること。
＜本剤の希釈方法＞

希釈液 操作
アセチルコリン
塩化物濃度

」

Ａ
本剤0.1g（１アンプル）に日局生理食塩液1mL
を加え、溶解する。アンプル中の溶解液をとり、
日局生理食塩液100mLに希釈する。

1000μg/mL

Ｂ
希釈液Ａ�2mLをとり、日局生理食塩液100mL
に希釈する。

20μg/mL

投与液 操作
アセチルコリン
塩化物濃度

１
注射器で日局生理食塩液4mLをとり、希釈液
Ｂ�1mLを加え、20μg投与用として用いる。

20μg/5mL

２
注射器で日局生理食塩液2.5mLをとり、希釈
液Ｂ�2.5mLを加え、50μg投与用として用いる。

50μg/5mL

３
注射器で希釈液Ｂ�5mLをとり、100μg投与用
として用いる。

100μg/5mL
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［重要な基本的注意］� 追記 「冠攣縮の誘発により、血圧低下や心原性ショック、重症不整脈（心室頻拍、
心室細動、心房細動、房室ブロック、徐脈等）、心筋梗塞、心停止等が生じ
る可能性があるため、使用に際して次の点に留意すること。
1）�冠攣縮薬物誘発試験中は、バックアップペーシングを行い、血圧、心拍数、
心電図及び自他覚所見等の観察を注意深く行うこと。

2）�これらの事象が生じた際に、適切な処置（冠攣縮の寛解に対するニトログ
リセリン等の硝酸薬の投与、血圧低下に対するドパミン塩酸塩等の昇圧
薬の投与、重症不整脈に対する電気的除細動等）を速やかに行うことがで
きるよう十分な準備をすること。

3）検査の継続が困難と判断した場合には検査を中断すること。」

［相互作用］の「併用注意」
� 削除

「テトラエチルアンモニウム」

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「血圧低下、心原性ショック、重症不整脈（心室頻拍、心室細動、心房細動、
房室ブロック、徐脈等）、心筋梗塞、心停止：
冠攣縮薬物誘発試験中は、これらの副作用が認められることがあるので、血
圧及び心電図の継続した監視を行うこと。また、蘇生処置の準備をしておく
こと。」

� 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、
蕁麻疹、チアノーゼ、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗
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。」

［過量投与］� 新設 「症状：
冠攣縮薬物誘発試験での過量投与の場合は、高度かつ広範な冠攣縮が誘発さ
れること及び誘発された冠攣縮が遷延することがあり、血圧低下や心原性シ
ョック、重症不整脈（心室頻拍、心室細動、心房細動、房室ブロック、徐脈
等）、心筋梗塞、心停止を起こすおそれがある。
処置：
本剤の投与を中止し、硝酸薬を冠動脈内に注入する。血圧低下にはドパミン
塩酸塩等の昇圧薬の投与、重症不整脈には電気的除細動を直ちに行う。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オビソート注�射用（第一三共）
★C２６４-0９

１２３　自律神経剤C トフィソパム
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 新設 「ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 新設

「ロミタピドメシル酸塩〔臨床症状・措置方法：ロミタピドメシル酸塩の血中
濃度が著しく上昇するおそれがある。�機序・危険因子：本剤がCYP3Aを
阻害することにより、ロミタピドメシル酸塩の代謝が阻害される。〕」

〈参考〉企業報告

グランダキシン錠�・細粒（持田製薬）

グランパム�錠�（東和薬品）

トフィソパム�細粒「ＣＨ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

トフィソパム�錠�「ＪＧ」（日本ジェネリック）

トフィソパム�錠�「サワイ」（沢井製薬）

トフィソパム�細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）

トフィソパム�錠�「トーワ」（東和薬品）

トフィソパム�錠�「日医工」（日医工）
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★C２６４-１0
２１８　高脂血症用剤C ロスバスタチンカルシウム

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「近位筋脱力、CK（CPK）高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA
還元酵素（HMGCR）抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーが
あらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十
分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例
がある。（「重大な副作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「ロピナビル・リトナビル、アタザナビル/リトナビル、ダルナビル/リトナ
ビル〔臨床症状・措置方法：本剤とロピナビル・リトナビルを併用したとき
本剤のAUCが約２倍、Cmaxが約５倍、アタザナビル及びリトナビル両剤と
本剤を併用したとき本剤のAUCが約３倍、Cmaxが７倍、またダルナビル及
びリトナビル両剤と本剤を併用したとき本剤のAUCが約1.5倍、Cmaxが約
2.4倍上昇したとの報告がある。〕」

� 追記 「ダクラタスビル、アスナプレビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベ
クラブビル〔臨床症状・措置方法：本剤とダクラタスビル、アスナプレビル、
またはダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル（承認用量外の用量
における試験結果に基づく。）を併用したとき、本剤の血中濃度が上昇した
との報告がある。� 機序・危険因子：ダクラタスビル、ベクラブビルが
OATP1B1、1B3及びBCRPの機能を阻害する可能性がある。また、アスナ
プレビルがOATP1B1、1B3の機能を阻害する可能性がある。〕」
「レゴラフェニブ〔臨床症状・措置方法：本剤とレゴラフェニブを併用したと
き、本剤のAUCが3.8倍、Cmaxが4.6倍上昇したとの報告がある。�機序・
危険因子：レゴラフェニブがBCRPの機能を阻害する可能性がある。〕」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「免疫介在性壊死性ミオパチー：
免疫介在性壊死性ミオパチ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。」

クレストール錠�・ＯＤ錠�（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチン錠�「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

ロスバスタチンＯＤ錠�「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

ロスバスタチン錠�「ＥＥ」（エルメッドエーザイ）

ロスバスタチンＯＤ錠�「ＥＥ」（エルメッドエーザイ）

ロスバスタチン錠�「ＦＦＰ」（富士フイルムファーマ）

ロスバスタチン錠�「ＭＥＥＫ」（小林化工）

ロスバスタチンＯＤ錠�「ＭＥＥＫ」（小林化工）

ロスバスタチン錠�「ＴＣＫ」（辰巳化学）

ロスバスタチンＯＤ錠�「ＴＣＫ」（辰巳化学＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠�・ＯＤ錠�「ＹＤ」（陽進堂）

ロスバスタチン錠�・ＯＤ錠�「アメル」（共和薬品工業）

ロスバスタチン錠�「オーハラ」（大原薬品工業）

ロスバスタチンＯＤ錠�「オーハラ」（大原薬品工業）

ロスバスタチン錠�・ＯＤ錠�「科研」（ダイト＝科研製薬）

ロスバスタチン錠�・ＯＤ錠�「共創未来」（共創未来ファーマ）

ロスバスタチン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

ロスバスタチン錠�「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロスバスタチンＯＤ錠�「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロスバスタチン錠�「サンド」（サンド）

ロスバスタチン錠�「三和」（三和化学）

ロスバスタチンＯＤ錠�「三和」（三和化学）

ロスバスタチン錠�「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）

ロスバスタチン錠�・ＯＤ錠�「タカタ」（高田製薬）

ロスバスタチン錠�「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠�「トーワ」（東和薬品）

ロスバスタチンＯＤ錠�「トーワ」（東和薬品）

ロスバスタチン錠�「日医工」（日医工）

ロスバスタチンＯＤ錠�「日医工」（日医工）

ロスバスタチン錠�「日新」（日新製薬：山形）

ロスバスタチン錠�「ニプロ」（ニプロ＝ニプロＥＳファーマ）

ロスバスタチン錠�「ファイザー」（ファイザー）
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★C２６４-１１
２１８　高脂血症用剤C ロスバスタチンカルシウム（クレストール）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 「使用成績調査において、安全性評価対象症例8,700例中974例（11.2%）に副
作用が認められた。主な副作用は、CK（CPK）上昇201件（2.3%）、筋痛126
件（1.4%）、肝機能異常89件（1.0%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

クレストール錠�・ＯＤ錠�（アストラゼネカ＝塩野義製薬）
★C２６４-１２

２１９　その他の循環器官用薬C 一酸化窒素
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

〈両効能共通〉
「在胎期間34週未満の早産児における安全性及び有効性は確立していない。」

� 追記 〈心臓手術の周術期における肺高血圧の改善〉
「在胎期間34週未満の早産児における安全性及び有効性は確立していない。」

［慎重投与］� 新設 「在胎期間34週未満の患者〔脳室内出血、肺出血があらわれることがある。
（「副作用」の項参照）〕」

［副作用］� 一部改訂 〈国内〉
「新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全患者を対象に実施した臨床試験
（INOT12試験）において、安全性解析対象例11例中、副作用は認められな
かった。
製造販売後調査（特定使用成績調査）において、総症例1441症例中、本剤と
の因果関係が否定できない副作用は、63例84件（副作用発現症例率4.4%）で
あった。
主な副作用は、メトヘモグロビン血症18例（1.2%）、脳室内出血12例（0.8%）、
肺出血9例（0.6%）であった。
在胎期間別の主な副作用は、在胎期間34週以上（839症例）ではメトヘモグ
ロビン血症12例（1.4%）、在胎期間34週未満（579症例）では脳室内出血12
例（2.1%）、肺出血7例（1.2%）であった。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「一般全身�障害：発熱、全身性浮腫、多臓器不全、過量投与、周産期障害、炎
症

消化器系�障害：胆汁うっ滞性黄疸、胃腸障害、吐血、メレナ、胃潰瘍、嘔吐、
腹腔内出血

皮膚・付�属器官障害：発疹、皮膚硬化症
特殊感覚�障害：ろう、耳の障害、聴覚過敏、網膜障害、未熟児網膜症
泌尿・生�殖器障害：血尿、腎尿細管壊死、ミオグロビン尿」

〈参考〉企業報告

アイノフロー吸入用（エア・ウォーター）
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★C２６４-１３
２１９　その他の循環器官用薬

C シルデナフィルクエン酸塩
   （錠剤20mg・ＯＤフィルム20mg・懸濁用ドライシロップ）

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

「小児では、特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症及び先天性心疾患に伴う
肺動脈性肺高血圧症以外の肺動脈性肺高血圧症における有効性・安全性は確
立されていない。」
「小児では、小児の肺動脈性肺高血圧症の治療に十分な知識及び経験を有す
る医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者に対して適用を考慮す
ること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 新設

（ＯＤフィルム�）
「本剤は口腔内で崩壊するが、口腔粘膜から吸収されることはないため、唾
液又は水で飲みこむこと。〔「適用上の注意」の項参照〕」

［慎重投与］� 一部改訂 「鎌状赤血球貧血の患者〔持続勃起症の素因となり得る。また、鎌状赤血球貧
血に伴う肺動脈性肺高血圧症を対象とした海外臨床試験において、プラセボ
投与例に比べ本剤投与例において入院が必要となる血管閉塞発作が多く報告
され、試験が早期中止された。〕」

［副作用］� 一部改訂 〈成人〉
「レバチオ錠の外国で実施された第Ⅲ相試験（プラセボ対照二重盲検比較試
験）、第Ⅲ相試験からの長期継続投与試験及びエポプロステノールとの併用
投与試験において、本剤を投与された肺動脈性肺高血圧症患者408例のうち
303例に副作用が発現し、発現率は74.3%であった。主な副作用は頭痛
（40.7%）、消化不良（13.5%）、潮紅（13.2%）、悪心（10.5%）、下痢（10.3%）
等であった。〔承認時〕」
「レバチオ錠の国内臨床試験において、本剤を投与された肺動脈性肺高血圧
症患者44例のうち25例に副作用が発現し、発現率は56.8%であった。主な
副作用は頭痛（22.7%）、潮紅（18.2%）、鼻出血（6.8%）、めまい（4.5%）、下
痢（4.5%）等であった。〔製造販売後臨床試験終了時〕」

� 追記 「レバチオ錠の特定使用成績調査（全例調査）において、安全性解析対象症例
3304例のうち448例に副作用が発現し、発現率は13.6%であった。主な副
作用は頭痛（3.3%）、低血圧（1.5%）、めまい（0.9%）、下痢（0.8%）、動悸
（0.7%）等であった。〔特定使用成績調査終了時〕」

〈小児〉
「国際共同試験で実施された第Ⅲ相試験及び長期継続試験において、本剤を
投与された肺動脈性肺高血圧症患者229例のうち110例に副作用が発現し、
発現率は48.0%であった。主な副作用は頭痛（14.0%）、嘔吐（6.1%）、腹痛
（5.2%）等であった。
国内臨床試験において、本剤を投与された肺動脈性肺高血圧症患者６例のう
ち３例に副作用が発現し、主な副作用は頭痛２例、鼻出血２例であった。
〔承認時〕」
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� 一部改訂 「血管障害�：潮紅、低血圧、ほてり、血管障害
呼吸器、�胸郭及び縦隔障害：鼻出血、咳嗽、鼻閉、呼吸困難、咽喉頭疼痛、

鼻咽頭炎、鼻漏、気管支炎、上気道感染
眼障害：�色視症（青視症、黄視症など）、霧視、結膜充血、眼充血、視覚障害、

白内障、羞明、網膜血管障害、光視症、結膜炎、眼部不快感、網膜
出血、視覚の明るさ、眼痛、複視、屈折障害、光輪視、視野欠損、
眼出血、色覚異常、流涙増加、眼圧迫感、眼刺激、眼部腫脹、眼変
性障害、視力障害、視力低下

心臓障害�：動悸、頻脈、心粗動、チアノーゼ
生殖系及�び乳房障害：自発陰茎勃起、勃起増強、持続勃起症」

� 追記 「耳及び迷路障害：耳鳴、難聴
血液及びリンパ系障害：貧血」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳婦：
授乳婦への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳
を避けさせること。〔本剤のヒト母乳中への移行が報告されている。〕」

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児又は体重8kg未満の幼児及び小児に対する安全
性は確立していない。」

［適用上の注意］� 追記 （ＯＤフィルム�）
「薬剤交付時：
アルミ包装をめくり、薬剤（フィルム）を取り出し、開封後速やかに服用す
るよう指導すること。
服用時：
本剤は舌の上にのせ唾液を浸潤させると崩壊するため、唾液のみ（水なし）
で服用可能である。また、水で服用することもできる。なお、本剤は寝たま
まの状態では服用させないこと。」

（懸濁用ドライシロップ）
「薬剤交付時：
ドライシロップの状態で分包して交付しないこと。懸濁せずにドライシロッ
プのまま服用しないよう指導すること。
調製方法：
本剤の容器に水60mLを加えて振り混ぜた後、さらに水30mLを加えて振り
混ぜてシロップ剤を調製する。１瓶について90mLの水を加えて懸濁すると
シルデナフィルとして10mg/mLの溶液112mLとなる。なお、調製後のシロ
ップ剤を水もしくは他の液でさらに希釈しないこと。
投与時：
調製後のシロップ剤を約10秒間振とう後、正確に１回量を量りとること。
保存時：
調製後のシロップ剤は、30℃以下で遮光して保存し、凍結させたり、本剤以
外の容器に移し替えたりしないこと。調製後のシロップ剤は調製日から30
日以内に使用し、残液及び容器は廃棄すること。」

［その他の注意］� 追記 「薬剤との因果関係は明らかではなく、適応外であるが、外国において早産
児や低出生体重児へ本剤投与時、肺出血が発現したと報告されている。」
「小児を対象とした長期投与試験において、承認用量を超えた高用量投与時
の死亡率は、承認用量投与時に比べ高かった。〔「臨床成績」の項参照〕」

〈参考〉�用法・用量追加承認に伴う改訂�
剤形追加承認に伴う改訂�
企業報告

レバチオ錠�・ＯＤフィルム�・懸濁用ドライシロップ（ファイザー）
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★C２６４-１４
２３２　消化性潰瘍用剤

C ラベプラゾールナトリウム（5mg・10mg）
   （パリエット）

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「逆流性食道炎の維持療法については、再発・再燃を繰り返す患者やプロト
ンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な患者に対し行うこととし、
本来、維持療法の必要のない患者に行うことのないよう留意すること。また、
食事制限、アルコール摂取制限等の生活習慣の改善が図られ、寛解状態が長
期にわたり継続する場合には休薬又は減量を考慮すること。なお、維持療法
中は定期的に内視鏡検査を実施するなど観察を十分に行うことが望まし
い。」

［副作用］� 一部改訂 〈胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候
群、非びらん性胃食道逆流症〉
「承認時までの試験では、総症例2,509例中、277例（11.0%）の副作用（臨床検
査値異常を含む）が報告されている。その主なものはALT（GPT）の上昇29
件（1.2%）、AST（GOT）の上昇21件（0.8%）であった。
製造販売後の調査・試験では、総症例7,020例中、299例（4.3%）の副作用（臨
床検査値異常を含む）が報告されている。その主なものは下痢19件（0.3%）、
Al-Pの上昇19件（0.3%）、便秘16件（0.2%）であった〔再審査終了時〕。」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

パリエット錠�５ｍｇ・１０ｍｇ（エーザイ＝ＥＡファーマ）
★C２６４-１５

２３２　消化性潰瘍用剤
C ラベプラゾールナトリウム（20mg）
   （パリエット）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 「承認時までの試験では、総症例2,509例中、277例（11.0%）の副作用（臨床検
査値異常を含む）が報告されている。その主なものはALT（GPT）の上昇29
件（1.2%）、AST（GOT）の上昇21件（0.8%）であった〔承認時：パリエット
錠の逆流性食道炎の維持療法及び非びらん性胃食道逆流症の承認時に実施し
た試験の症例を含む〕。
製造販売後の調査・試験では、総症例7,020例中、299例（4.3%）の副作用（臨
床検査値異常を含む）が報告されている。その主なものは下痢19件（0.3%）、
Al-Pの上昇19件（0.3%）、便秘16件（0.2%）であった〔再審査終了時：パリ
エット錠の再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法の再審査期間中に
実施した製造販売後調査・試験の症例を含む〕。」

〈参考〉企業報告

パリエット錠�２０ｍｇ（エーザイ＝ＥＡファーマ）
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★C２６４-１６
２３２　消化性潰瘍用剤C ランソプラゾール（経口剤）

改訂箇所 改訂内容

［その他の注意］� 削除 「長期投与における安全性は確立していない（本邦においては長期投与の経験
は十分でない）。」

タイプロトンカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ

� （武田テバ薬品＝アルフレッサファーマ＝武田テバファーマ）

タケプロンＯＤ錠�１５・３０（武田薬品）

タケプロンカプセル１５・３０（武田薬品）

タピゾールカプセル１５・３０

� （武田テバファーマ＝科研製薬＝カイゲンファーマ）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「ＤＫ」

� （大興製薬＝三和化学＝共和クリティケア）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「ＪＧ」

� （日本ジェネリック）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「ＪＧ」

� （大興製薬＝日本ジェネリック）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「ＭＥＤ」

� （メディサ新薬＝沢井製薬）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「ＲＴＯ」

� （リョートーファイン＝江州製薬＝ニプロ）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「アメル」

� （共和薬品工業）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「ケミファ」

� （シオノケミカル＝日本ケミファ＝日本薬品工業）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「ケミファ」

� （シオノケミカル＝日本ケミファ）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「サワイ」（沢井製薬）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「サワイ」（沢井製薬）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「タカタ」（高田製薬）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「テバ」

� （武田テバファーマ＝カイゲンファーマ）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ・３０ｍｇ「トーワ」（東和薬品）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ「トーワ」（東和薬品）

ランソプラゾールＯＤ錠�１５ｍｇ「日医工」（日医工）

ランソプラゾールＯＤ錠�３０ｍｇ「日医工」（日医工）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」（日医工）

ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ「日医工」（日医工）

★C２６４-１７
２３２　消化性潰瘍用剤

C ランソプラゾール（経口剤）
   （タケプロン）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〈低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制〉
「製造販売後調査で3,255例中60例（1.8%）に臨床検査値の異常を含む副作用
が認められている。主な副作用は下痢（0.7%）、悪心（0.1%）であった〔再審
査終了時点〕。」

〈非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑
制〉
「製造販売後調査で3,302例中34例（1.0%）に臨床検査値の異常を含む副作用
が認められている。主な副作用は下痢（0.2%）、腹部不快感（0.1%）であった
〔再審査終了時点〕。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

タケプロンＯＤ錠�１５・３０（武田薬品） タケプロンカプセル１５・３０（武田薬品）
★C２６４-１８

２３９　その他の消化器官用薬
C クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・
    ヒドロコルチゾン酢酸エステル・濃ベンザルコニウム塩化物液５０

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「本剤の成分又はクロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者」

〈参考〉企業報告

デスパコーワ口腔用クリーム�（興和＝興和創薬）



202017. 11. DSU No. 264

★C２６４-１９
２４９　その他のホルモン剤C リュープロレリン酢酸塩（11.25mg）

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

〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「遺伝子検査により、アンドロゲン受容体遺伝子におけるCAGリピート数の
異常延長が確認された患者に投与すること。」
「去勢術、薬物療法等により血清テストステロン濃度が去勢レベルに低下し
ている患者では、本剤の効果が期待できないため、投与しないこと。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「本剤は12週間持続の徐放性製剤であり、12週を超える間隔で投与すると下
垂体－性腺系刺激作用により性腺ホルモン濃度が再度上昇し、疾患が進行す
るおそれがあるので、12週に１回の用法を遵守すること。」

［重要な基本的注意］� 追記 〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「球脊髄性筋萎縮症に関する十分な知識を持つ医師のもとで、本剤による治
療が適切と判断される患者についてのみ使用すること。」
「初回投与初期に､ 高活性LH-RH誘導体としての下垂体－性腺系刺激作用に
よる血清テストステロン濃度の上昇に伴って疾患が進行するおそれがあるた
め､ 本剤の初回投与初期は症状を十分に観察すること。」
「本剤の投与により、血清テストステロン濃度が持続的に去勢レベル以下に
低下し、性欲減退、男性性機能不全等の副作用があらわれる可能性があるた
め、投与に際しては、患者に十分な説明を行うこと。」

［副作用］� 追記 〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「国内臨床試験において、リュープロレリン酢酸塩として11.25mgが初めて
投与された240症例中191例（79.6%）に臨床検査値の異常を含む副作用が報
告された。主な副作用は、ほてり15.8%（38/240例）、便秘及び体重増加
12.5%（30/240例）、関節痛10.4%（25/240例）等であった。」

� 「重大な副作用」
� 追記

〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「うつ状態があらわれることがあるので患者の状態を十分に観察すること。」
「心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、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」

� 「その他の副作用」
� 追記

〈球�脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合〉
「肝　臓：肝機能異常
内分泌系�：ほてり、頭痛、性欲減退、めまい、発汗、不眠、男性性機能不全、

勃起障害
筋・骨格�系：関節痛、背部痛、筋肉痛、骨粗鬆症、四肢痛、変形性脊椎症、

筋骨格痛、筋骨格硬直
投与部位�：硬結、内出血、疼痛、膿瘍、腫脹、潰瘍、瘙痒、肉芽腫、腫瘤、

熱感、壊死等の注射部位反応
その他：�便秘、体重増加、高脂血症、高血圧、湿疹、胸痛、頻尿、貧血、感

覚鈍麻、倦怠感、トリグリセライド上昇、血清リン上昇、末梢性浮
腫、鼻咽頭炎、末梢冷感、呼吸困難、下痢、胃炎、血尿、痙攣」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

リュープリンＳＲ注�射用キット（武田薬品）
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★C２６４-２0
２６１　外皮用殺菌消毒剤

C クロルヘキシジングルコン酸塩
   （医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「腟、膀胱、口腔等の粘膜面〔クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用によ
り、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。〕」

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）

ステリクロン液�（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） 

ステリクロンＡ�Ｌ綿球�（健栄製薬）

ステリクロンハンドローション（健栄製薬）

ネオクレミール消毒液�（サンケミファ）

ヒビスコール液�Ａ�（サラヤ）

ヒビスコール液�Ａ�０. ５％�（サラヤ）

ヒビスコール液�Ａ�１％�（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）

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）

ヘキザック水�溶液�１％�綿棒・消毒布�（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Ａ�Ｌ液�（吉田製薬）

ヘキザックＡ�Ｌ０. ５％�綿棒（吉田製薬）

ヘキザックＡ�Ｌ１％�綿棒・綿棒セット・消毒布�（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）

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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★C２６４-２１
３３１　血液代用剤C サブラッド

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「調製時」
� 追記

「全ての隔壁が完全に開通していることを確認すること。」

［取扱い上の注意］� 一部改訂 「製品の安定性を保持するためガスバリアーフィルムで包装しているので、外
袋は使用直前まで開封しないこと。」

� 追記 「容器に強い衝撃を加えて隔壁を開通させると、容器が破損するおそれがあ
るので、取扱いに注意すること。」
「本品の容器は柔らかなプラスチック製であるため、鋭利なもの等で傷をつ
けたり、強い衝撃を与えたりしないこと。液漏れの原因となる。」

サブラッド血液�ろ過用補充液�ＢＳＧ（扶桑薬品）
★C２６４-２３

３３３　血液凝固阻止剤C リバーロキサバン
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「アスピリン、クロピドグレル硫酸塩等の抗血小板剤、非ステロイド性解熱
鎮痛消炎剤等の血小板凝集抑制作用を有する薬剤との併用により、出血の危
険性が増大するおそれがあるので、注意すること。これらの薬剤と本剤の併
用については、治療上の有益性と危険性を考慮して慎重に判断すること。抗
血小板剤２剤との併用時には、出血リスクが特に増大するおそれがあるため、
本剤との併用についてはさらに慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上
回ると判断された場合のみ、これらの薬剤と併用すること。〔「相互作用」の
項参照〕」

［相互作用］の「併用注意」
� 追記

「選択的セロトニン再取り込み阻害剤、セロトニン・ノルアドレナリン再取
り込み阻害剤〔臨床症状・措置方法：これら薬剤との併用により、出血の危
険性が増大するおそれがあるので、観察を十分に行い、注意すること。�機
序・危険因子：本剤の抗凝固作用と血小板凝集抑制作用により相加的に出血
傾向が増強される。〕」

� 一部改訂 「血小板凝集抑制作用を有する薬剤［抗血小板剤（アスピリン、クロピドグレ
ル硫酸塩、チクロピジン塩酸塩等）、非ステロイド性解熱鎮痛消炎剤（ナプ
ロキセン、ジクロフェナクナトリウム等）］〔臨床症状・措置方法：血小板凝
集抑制作用を有する薬剤との併用により、出血の危険性が増大するおそれが
あるので、これらの薬剤と本剤の併用については、治療上の有益性と危険性
を考慮して慎重に判断すること。投与中は観察を十分に行い、注意するこ
と。〕」

〈参考〉企業報告

イグザレルト錠�（バイエル薬品） イグザレルト細粒分包�（バイエル薬品）
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★C２６４-２４
３３９　その他の血液・体液用薬C アスピリン・ランソプラゾール

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「イブプロフェン、ナプロキセン、ピロキシカム〔臨床症状・措置方法：アス
ピリンの血小板凝集抑制作用を減弱するとの報告がある。〕」

［副作用］� 一部改訂 「低用量アスピリンの長期投与を必要とし、かつ胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の
既往歴を有する患者を対象とした試験でアスピリン100mg及びランソプラ
ゾール15mgを１日１回併用投与された例において283例中45例（15.9%）に
臨床検査値の異常を含む副作用が認められた。主な副作用は便秘（3.9%）、
下痢（2.5%）であった〔承認時〕。」

� 追記 「低用量アスピリンの長期投与を必要とし、かつ胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の
既往歴を有する患者を対象とした製造販売後調査でアスピリン100mg及び
ランソプラゾール15mgを１日１回併用投与された例において2,952例中57
例（1.9%）に臨床検査値の異常を含む副作用が認められた。主な副作用は下
痢（0.8%）、悪心（0.1%）であった〔再審査終了時点〕。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂
企業報告

タケルダ配合錠�（武田薬品）
★C２６４-２５

３９６　糖尿病用剤C エンパグリフロジン
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、血清クレアチニンの上昇又はeGFRの低下がみられること
があるので、腎機能を定期的に検査すること。腎機能障害患者においては経
過を十分に観察し、継続的にeGFRが45mL/min/1.73m2未満に低下した場
合は投与の中止を検討すること。〔「慎重投与」の項参照〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「皮膚及び皮下組織障害：発疹、そう痒症、蕁麻疹」

〈参考〉企業報告

ジャディアンス錠�（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）
★C２６４-２６

３９６　糖尿病用剤C ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の使用にあたっては、患者に対し低血糖症状及びその対処方法につい
て十分説明すること。特に、インスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型
インスリン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬と併用する場合、低血糖の
リスクが増加するおそれがある。インスリン製剤、スルホニルウレア剤又は
速効型インスリン分泌促進剤と併用する場合には、これらの薬剤による低血
糖のリスクを軽減するため、これらの薬剤の減量を検討すること。（「慎重
投与」、「相互作用」、「重大な副作用」及び「臨床成績」の項参照）」

� 削除 「本剤とインスリン製剤との併用における有効性及び安全性は検討されてい
ない。」
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★C２６４-２７
４２９　その他の腫瘍用薬C Ｌ－アスパラギナーゼ

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「中枢神経系障害として、脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）、昏睡、意
識障害、見当識障害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休薬あるいは投与を中止するなど適切な処置を行う
こと。なお、広範な脳の器質的障害を来し、死亡した症例がある。」

� 削除 「広範な脳の器質的障害を来し、死亡した症例がある。」

〈参考〉企業報告

ロイナーゼ注�用（協和発酵キリン）
★C２６４-２８

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］
� 追記

「がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌の場合、本剤
の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立していない。」

� 一部改訂 「悪性黒色腫、非小細胞肺癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫及び頭頸
部癌の場合、「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。」

［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、古典的ホジキンリンパ腫、頭頸部
癌及び胃癌では１回投与量として3mg/kgとなるように必要量を抜き取る。」

［慎重投与］� 追記 「臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者〔本剤の投与により移植臓
器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸
困難等を含むInfusion� reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与
は重度のInfusion� reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行
った上で開始すること。また、２回目以降の本剤投与時にInfusion�reaction
があらわれることもあるので、本剤投与中及び本剤投与終了後はバイタルサ
インを測定するなど、患者の状態を十分に観察すること。なお、Infusion�
reactionを発現した場合には、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患
者を十分観察すること。（「重大な副作用」の項参照）」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「低血糖：
他の糖尿病用薬（特にインスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型インス
リン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬）との併用で低血糖があらわれるこ
とがある。また、他の糖尿病用薬と併用しない場合も、低血糖があらわれる
ことがある。低血糖症状が認められた場合には、糖質を含む食品を摂取する
など適切な処置を行うこと。（「臨床成績」の項参照）」

〈参考〉企業報告

フォシーガ錠�（アストラゼネカ＝小野薬品）
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［副作用］� 追記 〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
「国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-12試験）の安全性評価対象330例（日本人
152例含む）中、141例（42.7%）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（5%以上）はそう痒症30例（9.1%）、下痢23例（7.0%）、発疹
19例（5.8%）及び疲労18例（5.5%）であった。〔承認時〕」

� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「Infusion�reaction：
アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困
難、過敏症等を含むInfusion� reactionがあらわれることがあるので、患者
の状態を十分に観察し、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。また、重度のInfusion� reactionがあらわれた場合
には直ちに投与を中止して適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで
患者の状態を十分に観察すること。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「眼障害：�ぶどう膜炎、視力低下、硝子体浮遊物、流涙増加、霧視、視力障害、
複視、眼乾燥、角膜障害、フォークト・小柳・原田症候群

胃腸障害�：下痢、悪心、腹痛、口内乾燥、口内炎、嘔吐、便秘、腹部不快感、
腹部膨満、腹水、胃潰瘍、胃炎、腸炎、膵炎、口の感覚鈍麻、口唇
炎、胃食道逆流性疾患、消化不良、放屁、口腔障害、歯肉出血、嚥
下障害、流涎過多、胃腸障害、口腔知覚不全、消化管出血、十二指
腸潰瘍

感染症：�肺感染、癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳
炎、歯周炎、歯肉炎、鼻咽頭炎、膿疱性皮疹、帯状疱疹、尿路感染

筋骨格系�及び結合組織障害：筋肉痛、関節痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛、
筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、背部痛、関節炎、筋骨格痛、関
節腫脹、開口障害、四肢痛、筋痙縮、シェーグレン症候群、頚部痛、
関節硬直」

� 削除 「免疫系障害」の「アナフィラキシー反応」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂
企業報告

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）
★C２６４-２９

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

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 追記

「臨床試験に組み入れられた患者のHER2の発現状況等について、「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。」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の特性ならびに使用経験がないことを考慮して、LH-RHアゴニスト投
与下でのCDK4/6阻害剤の併用療法を除き、閉経前患者への使用は避ける
こと。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 削除

「本剤は、閉経後患者を対象とするものであることから、妊婦、授乳婦に対
する投与は想定していないが、妊婦、授乳婦への投与の安全性については次
の知見がある。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

フェソロデックス筋注�（アストラゼネカ）
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★C２６４-３0
４２９　その他の腫瘍用薬C ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 追記 「臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者〔本剤の投与により移植臓
器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。〕」

〈参考〉企業報告

キイトルーダ点滴静注�（ＭＳＤ）
★C２６４-３１

４２９　その他の腫瘍用薬C モガムリズマブ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［その他の注意］� 追記 「本剤を造血幹細胞移植前に投与した患者では、本剤を投与しなかった患者
と比較して、造血幹細胞移植後の重篤な急性移植片対宿主病の発現割合が高
かったとの報告がある。」

〈参考〉企業報告

ポテリジオ点滴静注�（協和発酵キリン）
★C２６４-３２

４４９　その他のアレルギー用薬
C プランルカスト水和物（ドライシロップ剤）
   （オノン）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〈アレルギー性鼻炎〉
〈小児〉
「ドライシロップ剤の承認時の臨床試験及び製造販売後調査において、副作
用集計の対象となった1,426例中40例（2.8%）に53件の副作用（臨床検査値
の異常を含む）が認められた。主なものは下痢８例（0.6%）、尿中血陽性７例
（0.5%）、尿中蛋白陽性６例（0.4%）等であった〔再審査終了時〕。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

オノンドライシロップ（小野薬品）
★C２６４-３３

６１２　主としてグラム陰性菌に作用するものC イセパマイシン硫酸塩
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤によるショック、アナフィラキシーの発生を確実に予知できる方法が
ないので、次の措置をとること。」

［相互作用］の「併用注意」
� 一部改訂

「麻酔剤、筋弛緩剤（ツボクラリン塩化物塩酸塩水和物、パンクロニウム臭化
物、ベクロニウム臭化物、トルペリゾン塩酸塩、ボツリヌス毒素等）、筋弛
緩作用を有する薬剤（コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム等）〔臨床症
状・措置方法：呼吸抑制があらわれるおそれがある。呼吸抑制があらわれた
場合には、必要に応じ、コリンエステラーゼ阻害剤、カルシウム製剤の投与
等の適切な処置を行うこと。〕」
「腎毒性を有する薬剤（シクロスポリン、タクロリムス水和物、アムホテリシ
ンＢ、ホスカルネットナトリウム水和物、コリスチンメタンスルホン酸ナト
リウム等）〔臨床症状・措置方法：腎障害が発現、悪化するおそれがある。〕」

〈参考〉企業報告

イセパシン注�射液�（ＭＳＤ）

イセパマイシン硫酸塩注�射液�「サワイ」（沢井製薬）

イセパマイシン硫酸塩注�射液�「日医工」（日医工）

エクサシン注�射液�（旭化成ファーマ）

シオセシン注�射液�（シオノケミカル）
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★C２６４-３５
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C アモキシシリン水和物（錠剤、カプセル剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 削除

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎〉
「血　液」の「血小板減少」

アモキシシリンカプセル「ＮＰ」（ニプロ）

アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ「タツミ」（辰巳化学）

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「タツミ」

� （辰巳化学＝日本ジェネリック）

アモキシシリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

アモキシシリンカプセル「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

アモリンカプセル（武田テバ薬品）

サワシリンカプセル・細粒・錠�（アステラス製薬）

パセトシン錠�（アスペンジャパン）

パセトシンカプセル（アスペンジャパン）
★C２６４-３６

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC アモキシシリン水和物（細粒剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 削除

〈胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症〉
「血　液」の「血小板減少」

アモキシシリン細粒「タツミ」（辰巳化学）

アモリン細粒（武田テバ薬品）

パセトシン細粒（アスペンジャパン）

ワイドシリン細粒１０％�（MeijiSeikaファルマ）

ワイドシリン細粒２０％�（MeijiSeikaファルマ）

★C２６４-３７
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 削除

「血　液」の「血小板減少」

オーグメンチン配合錠�（グラクソ・スミスクライン） クラバモックス小児用配合ドライシロップ（グラクソ・スミスクライン）
★C２６４-３８

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（武田テバファーマ製品）

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、それぞれ11.4及び11.6mL（197
及び194mg（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、いずれも23.1mL（195mg
（力価）/mL）となる。」

〈参考〉企業報告

タゾピペ配合静注�用「テバ」（武田テバファーマ）

★C２６４-３４
６１２　主としてグラム陰性菌に作用するもの

C イセパマイシン硫酸塩（イセパシン、エクサシン）
改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「調製方法」
� 一部改訂

「点滴静注にあたって本剤の希釈には、通常「日局」生理食塩液、5%ブドウ糖
注射液を用いるが、このほかに現在までに配合変化がないことが確認されて
いる補液は、「日局」リンゲル液、モリアミンＳ注、ポタコールＲ輸液、ハイ
カリック液－１号・２号、ラクテック注・Ｇ輸液等があり、これらのいずれ
も用いることができる。」

〈参考〉企業報告

イセパシン注�射液�（ＭＳＤ） エクサシン注�射液�（旭化成ファーマ）
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★C２６４-３９
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（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

「本剤の投与期間は、成人の腎盂腎炎及び複雑性膀胱炎の場合は５日間、深
在性皮膚感染症、びらん・潰瘍の二次感染、市中肺炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、
胆嚢炎、胆管炎、発熱性好中球減少症及び小児の腎盂腎炎、複雑性膀胱炎の
場合は14日間、敗血症及び院内肺炎の場合は21日間を目安とすること。な
お、耐性菌の発現等を防ぐため、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与に
とどめること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

タゾピペ配合静注�用「サンド」（サンド＝共和クリティケア） タゾピペ配合点滴静注�用バッグ「サンド」（サンド＝共和クリティケア）
★C２６４-４0

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 クラリスロマイシン
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「ピモジド、エルゴタミン含有製剤、スボレキサント、ロミタピドメシル酸塩、
タダラフィル（アドシルカ）、チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、
バニプレビルを投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「スボレキサント〔臨床症状・措置方法：スボレキサントの血漿中濃度が顕著
に上昇し、その作用が著しく増強するおそれがある。〕」

� 追記 「ロミタピドメシル酸塩〔臨床症状・措置方法：ロミタピドメシル酸塩の血中
濃度が著しく上昇するおそれがある。�機序・危険因子：本剤のCYP3A4に
対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上
昇する可能性がある。〕」
「チカグレロル〔臨床症状・措置方法：チカグレロルの血漿中濃度が著しく上
昇するおそれがある。�機序・危険因子：本剤のCYP3A4に対する阻害作用
により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性が
ある。〕」
「イブルチニブ〔臨床症状・措置方法：イブルチニブの血中濃度が上昇し、そ
の作用が増強するおそれがある。�機序・危険因子：本剤のCYP3A4に対す
る阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇す
る可能性がある。〕」

「併用注意」
� 一部改訂

「カルバマゼピン、テオフィリン、アミノフィリン水和物、シクロスポリン、
タクロリムス水和物、エベロリムス〔臨床症状・措置方法：左記薬剤の血中
濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるので、左記薬剤の血中濃度の推
移等に注意し、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な
処置を行うこと。〕」
「ベンゾジアゼピン系薬剤（CYP3A4で代謝される薬剤：トリアゾラム、ミダ
ゾラム等）、非定型抗精神病薬（CYP3A4で代謝される薬剤：クエチアピン
フマル酸塩等）、ジソピラミド、エプレレノン、エレトリプタン臭化水素酸
塩、カルシウム拮抗剤（CYP3A4で代謝される薬剤：ニフェジピン、ベラパ
ミル塩酸塩等）、ジエノゲスト、ホスホジエステラーゼ５阻害剤［シルデナ
フィルクエン酸塩、タダラフィル（シアリス、ザルティア）等］、クマリン系
抗凝血剤（ワルファリンカリウム等）、ドセタキセル水和物、オキシコドン
塩酸塩水和物、フェンタニル/フェンタニルクエン酸塩〔臨床症状・措置方
法：左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるので、異常
が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。〕」
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★C２６４-４１
６１７　主としてカビに作用するものC ミカファンギンナトリウム

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 新設

「シロリムス〔臨床症状・措置方法：本剤との併用によりシロリムスのAUC
が21%上昇したとの報告がある。併用する場合は患者の状態を慎重に観察し、
シロリムスの副作用発現に注意し必要に応じてシロリムスの投与量を調節す
ること。�機序・危険因子：機序不明〕」

〈参考〉企業報告

ファンガード点滴用（アステラス製薬）

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

〈後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム�・アビウ
ム�コンプレックス（MAC）症を対象とした試験で認められた副作用〉
「腎　臓：急性腎障害、BUN上昇、クレアチニン上昇」

〈参考〉企業報告

クラリシッド錠�（マイランＥＰＤ）

クラリシッド錠�小児用・ドライシロップ小児用（マイランＥＰＤ）

クラリス錠�（大正製薬＝大正富山医薬品）

クラリス錠�小児用・ドライシロップ小児用

� （大正製薬＝大正富山医薬品）

クラリスロマイシン錠�「ＣＨ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

クラリスロマイシン錠�小児用「ＣＨ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

クラリスロマイシン錠�「ＥＭＥＣ」

� （メディサ新薬＝エルメッドエーザイ）

クラリスロマイシン錠�小児用・ＤＳ小児用「ＥＭＥＣ」

� （メディサ新薬＝エルメッドエーザイ）

クラリスロマイシン錠�「ＭＥＥＫ」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

クラリスロマイシン錠�小児用・ＤＳ「ＭＥＥＫ」

� （小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

クラリスロマイシン錠�「ＮＰ」（ニプロ）

クラリスロマイシン錠�小児用「ＮＰ」（ニプロ）

クラリスロマイシン錠�「ＮＰＩ」

� （日本薬品工業＝日本ケミファ＝興和創薬）

クラリスロマイシン錠�小児用「ＮＰＩ」

� （日本薬品工業＝日本ケミファ＝興和創薬）

クラリスロマイシン錠�「ＴＣＫ」（辰巳化学）

クラリスロマイシン錠�小児用「ＴＣＫ」

� （辰巳化学＝ニプロＥＳファーマ）

クラリスロマイシン錠�「杏林」

� （キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

クラリスロマイシン錠�小児用「杏林」

� （キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

クラリスロマイシン錠�「サワイ」（沢井製薬）

クラリスロマイシン錠�小児用・ＤＳ小児用「サワイ」（沢井製薬）

クラリスロマイシン錠�「サンド」（サンド）

クラリスロマイシン錠�「タイヨー」（武田テバファーマ）

クラリスロマイシン錠�小児用・ドライシロップ小児用「タイヨー」

� （武田テバファーマ）

クラリスロマイシン錠�「タカタ」（高田製薬＝大原薬品工業）

クラリスロマイシン錠�小児用・ＤＳ小児用「タカタ」

� （高田製薬＝大原薬品工業＝塩野義製薬）

クラリスロマイシン錠�「タナベ」（ニプロＥＳファーマ）

クラリスロマイシン錠�「トーワ」（東和薬品）

クラリスロマイシン錠�小児用「トーワ」（東和薬品）

クラリスロマイシンＤＳ小児用「トーワ」（東和薬品）

クラリスロマイシン錠�「日医工」（日医工）

クラリスロマイシン錠�小児用「日医工」（日医工）

クラリスロマイシンＤＳ小児用「日医工」（日医工）

クラリスロマイシン錠�「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）

クラリスロマイシン錠�小児用・ドライシロップ小児用「マイラン」

� （マイラン製薬＝ファイザー）

クラロイシン錠�（シオノケミカル＝科研製薬）

クラロイシン錠�小児用・ドライシロップ小児用

� （シオノケミカル＝科研製薬）

マインベース錠�（セオリアファーマ＝武田薬品）

マインベース錠�小児用（セオリアファーマ＝武田薬品）
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★C２６４-４２
６１９　その他の抗生物質製剤

C ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩、ピモジド、エルゴタミン含有
製剤、スボレキサント、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル（アドシルカ）、
チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、バニプレビルを投与中の患
者〔「相互作用」の項参照〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

（クラリスロマイシン）
「スボレキサント〔臨床症状・措置方法：スボレキサントの血漿中濃度が顕著
に上昇し、その作用が著しく増強するおそれがある。〕」

� 追記 「ロミタピドメシル酸塩〔臨床症状・措置方法：ロミタピドメシル酸塩の血中
濃度が著しく上昇するおそれがある。�機序・危険因子：クラリスロマイシ
ンのCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それ
らの血中濃度が上昇する可能性がある。〕」
「チカグレロル〔臨床症状・措置方法：チカグレロルの血漿中濃度が著しく上
昇するおそれがある。�機序・危険因子：クラリスロマイシンのCYP3A4に
対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上
昇する可能性がある。〕」
「イブルチニブ〔臨床症状・措置方法：イブルチニブの血中濃度が上昇し、そ
の作用が増強するおそれがある。�機序・危険因子：クラリスロマイシンの
CYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの
血中濃度が上昇する可能性がある。〕」

「併用注意」
� 一部改訂

（クラリスロマイシン）
「カルバマゼピン、テオフィリン、アミノフィリン水和物、シクロスポリン、
タクロリムス水和物、エベロリムス〔臨床症状・措置方法：左記薬剤の血中
濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるので、左記薬剤の血中濃度の推
移等に注意し、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な
処置を行うこと。〕」
「ベンゾジアゼピン系薬剤（CYP3A4で代謝される薬剤：トリアゾラム、ミダ
ゾラム等）、非定型抗精神病薬（CYP3A4で代謝される薬剤：クエチアピン
フマル酸塩等）、ジソピラミド、エプレレノン、エレトリプタン臭化水素酸
塩、カルシウム拮抗剤（CYP3A4で代謝される薬剤：ニフェジピン、ベラパ
ミル塩酸塩等）、ジエノゲスト、ホスホジエステラーゼ５阻害剤［シルデナ
フィルクエン酸塩、タダラフィル（シアリス、ザルティア）等］、クマリン系
抗凝血剤（ワルファリンカリウム等）、ドセタキセル水和物、オキシコドン
塩酸塩水和物、フェンタニル/フェンタニルクエン酸塩〔臨床症状・措置方
法：左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるので、異常
が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。〕」

〈参考〉企業報告

ラベキュアパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）
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★C２６４-４３
６２４　合成抗菌剤C モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用（類薬）」
� 削除

「横紋筋融解症」

〈参考〉企業報告

アベロックス錠�（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）
★C２６４-４４

６２５　抗ウイルス剤C アタザナビル硫酸塩
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「次の薬剤を使用中の患者：リファンピシン、イリノテカン塩酸塩水和物、ミ
ダゾラム、トリアゾラム、ベプリジル塩酸塩水和物、エルゴタミン酒石酸塩、
ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエ
ルゴメトリンマレイン酸塩、シサプリド、ピモジド、シンバスタチン、ロバ
スタチン（国内未発売）、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、バルデナ
フィル塩酸塩水和物、ブロナンセリン、アスナプレビル、グラゾプレビル水
和物、プロトンポンプ阻害剤、セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、セ
ント・ジョーンズ・ワート）（「相互作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 追記

「アスナプレビル〔臨床症状・措置方法：アスナプレビルの血中濃度が上昇す
る。肝臓に関連した有害事象が発現し、また重症化するおそれがある。�機
序・危険因子：CYP3A4に対する競合による。〕」
「グラゾプレビル水和物〔臨床症状・措置方法：グラゾプレビルの血中濃度が
上昇するおそれがある。機序・危険因子：本剤のOATP1Bに対する阻害作
用によるものと考えられている。〕」

「併用注意」
� 追記

「エルバスビル〔臨床症状・措置方法：エルバスビルの血中濃度が上昇するお
それがある。�機序・危険因子：CYP3A4に対する競合による。〕」

〈参考〉企業報告

レイアタッツカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
★C２６４-４５

６２９　その他の化学療法剤C イミキモド
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〈日光角化症〉
「製造販売後調査において、768例中216例（28.1%）に副作用が認められてい
る。その主なものは紅斑（17.4%）、びらん（8.1%）、痂皮（6.0%）、湿潤/滲
出（4.3%）等の塗布部位の皮膚障害及び疼痛（1.6%）、瘙痒感（1.6%）等の塗布
部位反応であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ベセルナクリーム�（持田製薬）
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★C２６４-４６
６２９　その他の化学療法剤C スルファメトキサゾール・トリメトプリム（経口剤）

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］� 追記 「トリメトプリムは肝代謝酵素CYP2C8を阻害する（「薬物動態」の項参照）。」

� 「併用注意」
� 追記

「レパグリニド〔臨床症状・措置方法：レパグリニドの血中濃度が上昇するこ
とがある。�機序・危険因子：トリメトプリムがCYP2C8を阻害するためと
考えられている。〕」
「タクロリムス水和物〔臨床症状・措置方法：腎機能障害が増強されることが
ある。�機序・危険因子：ともに腎毒性作用を有するためと考えられてい
る。〕」
「ガンシクロビル、バルガンシクロビル塩酸塩〔臨床症状・措置方法：ガンシ
クロビルの腎クリアランスが12.9%減少し、消失半減期が18.1%延長した、
トリメトプリムのCminが12.7%増加したとの報告がある。�機序・危険因
子：機序不明〕」
「アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（オルメサルタンメドキソミル等）、アン
ジオテンシン変換酵素阻害剤（エナラプリルマレイン酸塩等）、抗アルドス
テロン剤・カリウム保持性利尿剤（スピロノラクトン等）〔臨床症状・措置方
法：これらの薬剤との併用により、高カリウム血症があらわれることがあ
る。�機序・危険因子：ともに血清カリウムを上昇させるためと考えられて
いる。〕」

� 一部改訂 「メトトレキサート〔臨床症状・措置方法：メトトレキサートの作用を増強し、
汎血球減少等があらわれることがある。�機序・危険因子：ともに葉酸代謝
阻害作用を有するためと考えられている。〕」
「スルファドキシン・ピリメタミン〔臨床症状・措置方法：ピリメタミンとの
併用により、巨赤芽球性貧血があらわれることがある。�機序・危険因子：
ともに葉酸代謝阻害作用を有するためと考えられている。〕」
「ジアフェニルスルホン〔臨床症状・措置方法：ジアフェニルスルホンとの併
用により、血液障害（巨赤芽球性貧血、汎血球減少等）があらわれることが
ある。�機序・危険因子：ともに葉酸代謝阻害作用を有するため、また、ト
リメトプリムがCYP2C8を阻害するためと考えられている。〕」
「スルホニルウレア系経口糖尿病用剤（グリクラジド、グリベンクラミド等）
〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の血糖降下作用を増強し、低血糖症状
があらわれることがある。�機序・危険因子：本剤がこれらの薬剤の肝臓で
の代謝を抑制する。〕」
「クマリン系抗凝血剤（ワルファリンカリウム）〔臨床症状・措置方法：クマリ
ン系抗凝血剤の作用を増強し、出血があらわれることがある。�機序・危険
因子：本剤がこれらの薬剤の肝臓での代謝を抑制する。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 追記

「皮　膚：�皮膚血管炎（白血球破砕性血管炎、ヘノッホ・シェーンライン紫斑
病等）」

〈参考〉企業報告

ダイフェン配合錠�・配合顆粒（鶴原製薬） バクタ配合錠�・配合顆粒（塩野義製薬） バクトラミン配合錠�・配合顆粒（中外製薬）
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★C２６４-４７
６２９　その他の化学療法剤C ミコナゾール

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「ワルファリンカリウム、ピモジド、キニジン、トリアゾラム、シンバスタ
チン、アゼルニジピン、ニソルジピン、ブロナンセリン、エルゴタミン酒石
酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、リバーロキサバン、アスナプレビ
ル、ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者（「相互作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 追記

「ロミタピドメシル酸塩〔臨床症状・措置方法：ロミタピドメシル酸塩の血中
濃度が著しく上昇するおそれがある。�機序・危険因子：ミコナゾールがこ
れらの薬剤の代謝酵素であるチトクロームP-450を阻害することによると
考えられる。〕」

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化） フロリードＦ注�（持田製薬）
★C２６４-４８

６３４　血液製剤類C 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

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「その他：�頭痛、発熱、悪寒・戦慄、体温低下、四肢痛、倦怠感、関節痛、背
部痛、CK（CPK）上昇、ほてり、不機嫌、静脈炎」

〈参考〉企業報告

献血ヴェノグロブリンＩＨ静注�（日本血液製剤機構）
★C２６４-４９

６４１　抗原虫剤C スルファメトキサゾール・トリメトプリム（注射剤）
改訂箇所 改訂内容

［相互作用］� 追記 「トリメトプリムは肝代謝酵素CYP2C8を阻害する（「薬物動態」の項参照）。」

� 「併用注意」
� 追記

「レパグリニド〔臨床症状・措置方法：レパグリニドの血中濃度が上昇するこ
とがある。�機序・危険因子：トリメトプリムがCYP2C8を阻害するためと
考えられている。〕」
「タクロリムス水和物〔臨床症状・措置方法：腎機能障害が増強されることが
ある。�機序・危険因子：ともに腎毒性作用を有するためと考えられてい
る。〕」
「ガンシクロビル、バルガンシクロビル塩酸塩〔臨床症状・措置方法：ガンシ
クロビルの腎クリアランスが12.9%減少し、消失半減期が18.1%延長した、
トリメトプリムのCminが12.7%増加したとの報告がある。�機序・危険因
子：機序不明〕」
「アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（オルメサルタンメドキソミル等）、アン
ジオテンシン変換酵素阻害剤（エナラプリルマレイン酸塩等）、抗アルドス
テロン剤・カリウム保持性利尿剤（スピロノラクトン等）〔臨床症状・措置方
法：これらの薬剤との併用により、高カリウム血症があらわれることがあ
る。�機序・危険因子：ともに血清カリウムを上昇させるためと考えられて
いる。〕」
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� 一部改訂 「メトトレキサート〔臨床症状・措置方法：メトトレキサートの作用を増強し、
汎血球減少等があらわれることがある。�機序・危険因子：ともに葉酸代謝
阻害作用を有するためと考えられている。〕」
「スルファドキシン・ピリメタミン〔臨床症状・措置方法：ピリメタミンとの
併用により、巨赤芽球性貧血があらわれることがある。�機序・危険因子：
ともに葉酸代謝阻害作用を有するためと考えられている。〕」
「ジアフェニルスルホン〔臨床症状・措置方法：ジアフェニルスルホンとの併
用により、血液障害（巨赤芽球性貧血、汎血球減少等）があらわれることが
ある。�機序・危険因子：ともに葉酸代謝阻害作用を有するため、また、ト
リメトプリムがCYP2C8を阻害するためと考えられている。〕」
「スルホニルウレア系経口糖尿病用剤（グリクラジド、グリベンクラミド等）
〔臨床症状・措置方法：これらの薬剤の血糖降下作用を増強し、低血糖症状
があらわれることがある。�機序・危険因子：本剤がこれらの薬剤の肝臓で
の代謝を抑制する。〕」
「クマリン系抗凝血剤（ワルファリンカリウム）〔臨床症状・措置方法：クマリ
ン系抗凝血剤の作用を増強し、出血があらわれることがある。�機序・危険
因子：本剤がこれらの薬剤の肝臓での代謝を抑制する。〕」
「チアジド系薬剤（ヒドロクロロチアジド等）〔臨床症状・措置方法：紫斑を伴
う血小板減少症の発現率が増加することがある。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 追記

「皮　膚：�皮膚血管炎（白血球破砕性血管炎、ヘノッホ・シェーンライン紫斑
病等）」

［適用上の注意］の「調製時」
� 一部改訂

「本剤の投与に際しては日局5%ブドウ糖注射液又は日局生理食塩液を使用し、
本剤１アンプルあたり輸液125mLの割合で十分に混合して用いること。な
お、溶液の注入量に制限がある患者には本剤１アンプルあたり日局5%ブド
ウ糖注射液又は日局生理食塩液75mLに混合すること。」

「保存時」
� 一部改訂

「溶解後は結晶析出が認められるため、なるべく速やかに使用すること。
なお、保存する必要がある場合には、本剤１アンプルあたり日局5%ブドウ
糖注射液又は日局生理食塩液75mLに混合した場合は２時間以内、日局5%
ブドウ糖注射液又は日局生理食塩液125mLに混合した場合は６時間以内に
使用を終了すること。」

〈参考〉企業報告

バクトラミン注�（中外製薬）
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