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Drug Safety Update 
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★B２６７-０１
５１０　生薬B サンシシ

改訂箇所

［重要な基本的注意］� 新設

改訂内容

「本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証（体質・症状）を考慮
して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認めら
れない場合には、継続投与を避けること。」
「サンシシ含有製剤の長期投与（多くは５年以上）により、大腸の色調異常、
浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがあ
る。長期投与する場合にあっては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行
うことが望ましい。」
「漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
新設

「腸間膜静脈硬化症：
長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、
便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合
には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な
処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。」

ツムラの生薬サンシシ（ツムラ） その他　該当製品所有会社

　（小西製薬）　（大晃生薬）　（高砂薬業）　（松浦薬業）

重 要� 速やかに改訂添付文書を作成します
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★B２６７-０２
５２０　漢方製剤

B 茵蔯蒿湯
B 黄連解毒湯
B 加味逍遙散
B 辛夷清肺湯

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「サンシシ含有製剤の長期投与（多くは５年以上）により、大腸の色調異常、
浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがあ
る。長期投与する場合にあっては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行
うことが望ましい。」

b茵蔯蒿湯

オースギ茵蔯蒿湯エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ茵蔯蒿湯エキス細粒�（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

コタロー茵蔯蒿湯エキス細粒�・カプセル�（小太郎）

ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク茵蔯蒿湯エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）
b黄連解毒湯

ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆粒�〔調剤用〕�（ジェーピーエス製薬）

オースギ黄連解毒湯エキスＴ錠�（高砂薬業＝大杉製薬）

オースギ黄連解毒湯エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ黄連解毒湯エキス錠�（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒�（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル�（小太郎＝扶桑薬品）

コタロー黄連解毒湯エキス細粒�（小太郎）

三和黄連解毒湯エキス細粒�（三和生薬）

ジュンコウ黄連解毒湯ＦＣエキス細粒�医療用（康和薬通＝大杉製薬）

太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒�（太虎精堂）

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク黄連解毒湯エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）

〔東洋〕�黄連解毒湯エキス細粒�（東洋薬行）

本草黄連解毒湯エキス顆粒�－Ｍ�（本草製薬）

b加味逍遙散

ＪＰＳ加味逍遙散料エキス顆粒�〔調剤用〕�（ジェーピーエス製薬）

オースギ加味逍遙散エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒�（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

コタロー加味逍遙散エキス細粒�（小太郎）

ジュンコウ加味逍遙散ＦＣエキス細粒�医療用（康和薬通＝大杉製薬）

太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒�（太虎精堂）

太虎堂の加味逍遙散エキス散（太虎精堂）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク加味逍遙散エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬＝大木製薬）

〔東洋〕�加味逍遙散エキス細粒�（東洋薬行）

本草加味逍遙散エキス顆粒�－Ｍ�（本草製薬）

マツウラ加味逍遙散エキス顆粒�（松浦薬業）
b辛夷清肺湯

オースギ辛夷清肺湯エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒�（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

コタロー辛夷清肺湯エキス細粒�（小太郎）

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）
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★B２６７-０３
５２０　漢方製剤

B 温清飲
B 加味帰脾湯
B 荊芥連翹湯
B 五淋散
B 柴胡清肝湯
B 梔子柏皮湯
B 清上防風湯
B 清肺湯
B 防風通聖散
B 竜胆瀉肝湯

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「サンシシ含有製剤の長期投与（多くは５年以上）により、大腸の色調異常、
浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがあ
る。長期投与する場合にあっては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行
うことが望ましい。」

［副作用］の「重大な副作用」
追記

「腸間膜静脈硬化症：
長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、
便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合
には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な
処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。」

b温清飲

オースギ温清飲エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ温清飲エキス細粒�（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

コタロー温清飲エキス細粒�（小太郎）

ジュンコウ温清飲ＦＣエキス細粒�医療用（康和薬通＝大杉製薬）

ツムラ温清飲エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク温清飲エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）

〔東洋〕�温清飲エキス細粒�（東洋薬行）

本草温清飲エキス顆粒�－Ｍ�（本草製薬）
b加味帰脾湯

オースギ加味帰脾湯エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ加味帰脾湯エキス錠�（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒�（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒�（太虎精堂）

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

〔東洋〕�加味帰脾湯エキス細粒�（東洋薬行）
b荊芥連翹湯

オースギ荊芥連翹湯エキスＧ�（大杉製薬）

太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒�（太虎精堂）

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）
b五淋散

ツムラ五淋散エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

〔東洋〕�五淋散エキス細粒�（東洋薬行）
b柴胡清肝湯

コタロー柴胡清肝湯エキス細粒�（小太郎）

ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）

b梔子柏皮湯

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒�（小太郎）
b清上防風湯

オースギ清上防風湯エキスＧ�（大杉製薬）

ツムラ清上防風湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）
b清肺湯

ツムラ清肺湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）
b防風通聖散

ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒�〔調剤用〕�（ジェーピーエス製薬）

オースギ防風通聖散エキスＧ�（大杉製薬）

クラシエ防風通聖散エキス錠�（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

クラシエ防風通聖散料エキス細粒�（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

コタロー防風通聖散エキス細粒�（小太郎）

三和防風通聖散料エキス細粒�（三和生薬）

太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒�（太虎精堂）

ツムラ防風通聖散エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

テイコク防風通聖散エキス顆粒�（帝國漢方製薬＝帝國製薬）

〔東洋〕�防風通聖散料エキス細粒�（東洋薬行）

本草防風通聖散エキス顆粒�－Ｍ�（本草製薬）

マツウラ防風通聖散エキス顆粒�（松浦薬業）
b竜胆瀉肝湯

コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒�（小太郎）

三和竜胆瀉肝湯エキス細粒�（三和生薬）

ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細粒�医療用（康和薬通＝大杉製薬）

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒�（太虎精堂）

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒�（太虎精堂）

太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散（太虎精堂）

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒�（医療用）�（ツムラ）

〔東洋〕�龍胆瀉肝湯エキス細粒�（東洋薬行）
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★B２６７-０４
６２５　抗ウイルス剤B エファビレンツ

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
追記

「QT延長：
QT延長があらわれることがあるので、定期的に検査を実施するなど観察を
十分に行うこと。」

ストックリン錠�（ＭＳＤ）
★B２６７-０５

７２１　Ｘ線造影剤B イオヘキソール（尿路用、血管用、CT用）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

「皮膚障害：
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、小膿疱、そう痒
感、眼充血、口内炎等の異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。」

イオソール�注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�（東和薬品）

イオパーク注（尿路・血管用）�（富士製薬工業＝コニカミノルタ）

イオパーク注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�

（富士製薬工業＝コニカミノルタ）

イオヘキソール�注「ＨＫ」（尿路・血管用）�（光：東京）

イオヘキソール�注シリンジ「ＨＫ」（尿路・ＣＴ用）�（光：東京）

イオヘキソール�注バッグ「ＨＫ」（尿路・血管用）�（光：東京）

イオベリン注（尿路・血管用）�（武田テバファーマ）

イオベリン注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�（武田テバファーマ）

オムニパーク注（尿路・血管用）�（第一三共）

オムニパーク注シリンジ（尿路・血管・ＣＴ用）�（第一三共）

★B２６７-０６
７２１　Ｘ線造影剤B イオメプロール

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

「皮膚障害：
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、小膿疱、瘙痒感、
眼充血、口内炎等の症状が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこ
と。」

イオメロン注（ブラッコ・エーザイ＝エーザイ） イオメロン注シリンジ（ブラッコ・エーザイ＝エーザイ）
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★C２６７-０１
１１７　精神神経用剤C 塩酸セルトラリン

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 追記

「メチルチオニニウム塩化物水和物（メチレンブルー）〔臨床症状・措置方法：
セロトニン症候群があらわれるおそれがある。�機序・危険因子：左記薬剤
のMAO阻害作用によりセロトニン作用が増強されると考えられる。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「筋・骨格系：�背部痛、関節痛、筋緊張異常（筋硬直、筋緊張亢進、筋痙攣等）、
開口障害」

〈参考〉企業報告

ジェイゾロフト錠�・ＯＤ錠�（ファイザー）

セル�トラリン錠�「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

セル�トラリン錠�「ＪＧ�」（日本ジェネリック）

セル�トラリン錠�「ＴＣＫ」（辰巳化学）

セル�トラリン錠�「ＹＤ」（陽進堂）

セル�トラリン錠�「アメル�」（共和薬品工業）

セル�トラリンＯＤ錠�「アメル�」（共和薬品工業）

セル�トラリン錠�「科研」（ダイト＝科研製薬）

セル�トラリン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

セル�トラリン錠�「ケミファ」（日本ケミファ）

セル�トラリン錠�「サワイ」（沢井製薬）

セル�トラリン錠�「三和」（三和化学）

セル�トラリン錠�「タカタ」（高田製薬）

セル�トラリン錠�「タナベ」（ニプロESファーマ）

セル�トラリン錠�「ツル�ハラ」（鶴原製薬）

セル�トラリン錠�「トーワ」（東和薬品）

セル�トラリンＯＤ錠�「トーワ」（東和薬品）

セル�トラリン錠�「日医工」（日医工）

セル�トラリン錠�「ニプロ」（ニプロ）

セル�トラリン錠�「明治」（MeijiSeikaファルマ）

セル�トラリン錠�２５ｍｇ・５０ｍｇ「サンド」（サンド）

セル�トラリン錠�１００ｍｇ「サンド」（サンド）

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

★C２６７-０２
１１７　精神神経用剤C 塩酸セルトラリン（ジェイゾロフト）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 「うつ病・うつ状態患者及びパニック障害患者を対象とした国内臨床試験に
おいて、本剤が投与された総症例1478例中881例（59.6%）に2075件の副作
用が発現した。主な副作用は、悪心279例（18.9%）、傾眠225例（15.2%）、
口内乾燥137例（9.3%）、頭痛115例（7.8%）、下痢95例（6.4%）、浮動性め
まい74例（5.0%）であった。〔承認時〕」

� 追記 「製造販売後の使用成績調査及び特定使用成績調査において、本剤が短期間
投与（投与開始後16週まで）された総症例3064例中365例（11.9%）に455件
の副作用が発現した。主な副作用は、悪心118例（3.9%）、傾眠39例（1.3%）、
下痢39例（1.3%）であった。また、本剤が長期間投与（投与開始後16週から
52週まで）された総症例1143例中101例（8.8%）に121件の副作用が発現し
た。主な副作用は、傾眠21例（1.8%）、悪心18例（1.6%）であった。〔再審査
終了時〕」
「パニック障害患者を対象とした国内製造販売後臨床試験において、本剤が
投与された治療期の総症例147例中100例（68.0%）に243件の副作用が発現
した。主な副作用は、悪心30例（20.4%）、傾眠30例（20.4%）、下痢22例
（15.0%）であった。漸減期の総症例125例中58例（46.4%）に215件の副作用
が発現した。主な副作用は、浮動性めまい36例（28.8%）、不安15例（12.0%）
であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ジェイゾロフト錠�・ＯＤ錠�（ファイザー）
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★C２６７-０３
１１７　精神神経用剤C ハロペリドールデカン酸エステル

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：�発疹、光線過敏症、そう痒感、蕁麻疹、血管性浮腫（喉頭浮腫、舌
浮腫）」

〈参考〉企業報告

ネオペリドール�注

� （ジョンソン・エンド・ジョンソン＝ヤンセンファーマ）

ハロマンス注（ヤンセンファーマ＝大日本住友製薬）

★C２６７-０４
２１４　血圧降下剤C エプレレノン

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「市販後の使用成績調査において、安全性評価対象例3,166例中、副作用発現
症例は75例（2.4%）であり、主な副作用は高カリウム血症20例（0.6%）、浮
動性めまい７例（0.2%）、腎機能障害７例（0.2%）等であった。〔再審査終了
時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

セララ錠�（ファイザー）
★C２６７-０５

２１６　血管収縮剤C ナラトリプタン塩酸塩
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、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立してい
ない（国内での使用経験が少ない）。」

〈参考〉企業報告

アマージ錠�（グラクソ・スミスクライン）
★C２６７-０７

２１９　その他の循環器官用薬C アルプロスタジルアルファデクス（注射剤20μg）
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、血圧低下、意識障害、呼吸困難、発疹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。」

アピスタンディン注射用２０μｇ（富士製薬工業＝日本ケミファ）

注射用アル�テジール�２０（武田テバファーマ）

アル�プロスタジル�アル�ファデクス注射用２０μｇ「ＡＦＰ」

� （共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ）

タンデトロン注射用２０（高田製薬）

プロスタンディン注射用２０μｇ（小野薬品）

★C２６７-０８
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

［副作用］� 一部改訂 「心臓障害：動悸、頻脈、不整脈、チアノーゼ」

〈参考〉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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★C２６７-０９
２２５　気管支拡張剤C ウメクリジニウム臭化物

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 追記

「腎臓・泌尿器：尿閉
　眼　：霧視、眼痛」

エンクラッセエリプタ（グラクソ・スミスクライン）
★C２６７-１０

２３２　消化性潰瘍用剤C エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〈幼児及び小児〉
〈胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆
流症、Zollinger-Ellison症候群〉
「国内で実施された臨床試験で総症例数50例中２例（4.0%）の副作用が報告さ
れている。その内訳は、下痢及び腹痛、光線過敏性反応各１例（2.0%）であ
った。〔小児に対する用法・用量追加承認時〕」

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

［過量投与］� 一部改訂 「徴候、症状：
エソメプラゾールの過量投与（280mg）により、脱力、軟便、悪心等が報告さ
れている（年齢不明）。」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

ネキシウムカプセル�（アストラゼネカ＝第一三共）
★C２６７-１１

２３２　消化性潰瘍用剤C ラベプラゾールナトリウム（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 「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。」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

ラベプラゾール�Ｎａ錠�１０ｍｇ「ＢＭ�Ｄ」（ビオメディクス） ラベプラゾール�ナトリウム錠�１０ｍｇ「ゼリア」（ゼリア）
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★C２６７-１２
２３３　健胃消化剤

２３４　制酸剤
C センブリ末・炭酸水素ナトリウム
C ニガキ末・炭酸水素ナトリウム
C ビオヂアスターゼ1000・炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末
C 炭酸水素ナトリウム（経口剤）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 追記 「ヘキサミンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「ヘキサミン〔臨床症状・措置方法：本剤はヘキサミンの効果を減弱させるこ
とがある。〕」

cセンブリ末・炭酸水素ナトリウム

健胃配合錠�「ＹＤ」（陽進堂）

その他　該当製品所有会社

　（健栄製薬）

　（小堺製薬）

　（シオエ＝日本新薬）

　（東海製薬）

　（中北薬品）

　（日本ジェネリック）

　（丸石製薬）

　（山善製薬）

　（吉田製薬）
cニガキ末・炭酸水素ナトリウム

健栄の健胃散（健栄製薬）
cビオヂアスターゼ1000・炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末

Ｍ�Ｍ�Ｄ配合散（吉田製薬）

c炭酸水素ナトリウム（経口剤）

重曹末・ＣＦ「ホエイ」・錠�「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）

炭酸水素ナトリウム末「フソー」（扶桑薬品）

その他　該当製品所有会社

　（健栄製薬）

　（小堺製薬）

　（三恵薬品）

　（シオエ＝日本新薬）

　（大成薬品）

　（東海製薬）

　（東洋製化＝小野薬品）

　（日興製薬＝丸石製薬＝中北薬品＝ニプロ）

　（山善製薬）

　（吉田製薬）

★C２６７-１３
２３９　その他の消化器官用薬C インフリキシマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〔承認後の調査〕�
〈関節リウマチ〉
「使用成績調査及び特定使用成績調査において、8,341例中1,933例（23.2%）に
副作用が報告された。主なものは発熱（3.3%）、発疹（2.3%）、頭痛（2.2%）、
ほてり（1.5%）、肺炎（1.5%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

レミケード点滴静注用（田辺三菱製薬）
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★C２６７-１４
２４１　脳下垂体ホルモン剤

C ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（5000単位）
　　  （ゴナトロピン）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 削除 「本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していな
い〔再審査対象外〕。」

� 一部改訂 〈低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症における精子形成の誘導〉
〔国内の臨床試験［参考※］〕�
「単独投与において、副作用評価対象例22例中14例に31件の副作用が認め
られた。主な副作用は、血中アルカリホスファターゼ増加７件、体重増加４
件、乳房痛３件等であった。また、遺伝子組換えFSH製剤との併用療法に
おいては、副作用評価対象例18例中14例に28件の副作用が認められた。
主な副作用は、ざ瘡（２例２件）、脱毛症（２例２件）、精索静脈瘤（２例２件）、
体重増加（２例２件）、不眠症（１例２件）、注意力障害（１例２件）等であった。
重篤な副作用として精索静脈瘤が１例に１件認められた。〔効能追加時〕
※他社製剤による成績」
〔海外の臨床試験（第Ⅲ相）�［参考※］〕�
「単独投与において、副作用評価対象例78例中13例に29件の副作用が認め
られた。主な副作用は女性化乳房５件、ざ瘡４件、睾丸不快感４件等であっ
た。また、遺伝子組換えFSH製剤との併用療法においては、副作用評価対
象例63例中26例に85件の副作用が認められた。主な副作用はざ瘡36件、
精索静脈瘤４件、乳房圧痛４件、疲労４件、女性化乳房３件、脂漏３件、注
射部位疼痛３件、精巣痛２件、リビドー減退２件、注射部位挫傷２件、筋痙
縮２件、消化不良２件等であった。
※他社製剤による成績」

� 追記 〔使用成績調査〕�
「安全性評価対象例294例中８例（2.72%）に11件の副作用が認められた。副
作用は、ざ瘡３件（1.02%）、頭痛、悪心、乳房腫大、乳房硬結、乳房痛、女
性化乳房、精巣痛、体重増加各１件（0.34%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂
�企業報告

ゴナトロピン注用（あすか製薬＝武田薬品）
★C２６７-１５

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
C クロベタゾールプロピオン酸エステル（シャンプー様外用液剤）

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］� 一部改訂 「開封後、６ヵ月以上経過したものは使用しないこと。」

〈参考〉企業報告

コムクロシャンプー（マルホ）
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★C２６７-１６
３３３　血液凝固阻止剤C トロンボモデュリンアルファ（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

「「造血器悪性腫瘍、感染症あるいは固形癌」以外を基礎疾患とするDIC患者
については、本剤の投与経験は少なく、有効性及び安全性は確立していな
い。」

［慎重投与］� 一部改訂 「重篤な腎機能障害のある患者（患者の症状に応じ、適宜130U/kgに減量して
投与すること。）〔本剤は主として腎臓から排泄されるため。本剤130U/kgは、
DIC患者を対象とした臨床試験（用量設定試験）において有効性が認められ
た用量である。〕〔「薬物動態」の項参照〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤は蛋白製剤であり、ショック、アナフィラキシー等があらわれる可能
性があるので、観察を十分に行い、これらの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。」

［副作用］� 一部改訂 〔承認時までの試験〕�
「国内における臨床試験での安全性評価対象症例279例中36例（12.9%）に副
作用が認められた。血清AST（GOT）上昇10例（3.6%）、血清ALT（GPT）
上昇８例（2.9%）、カテーテル留置部位出血７例（2.5%）、尿沈渣赤血球５例
（1.8%）等であった。なお、出血に関連する副作用は15例（5.4%）で認められ
た。〔承認時〕」

〔製造販売後調査〕�
「使用成績調査及び特定使用成績調査の安全性評価対象症例4,797例中326例
（6.8%）に副作用が認められた。その主なものは、血清ALT（GPT）上昇27
例（0.6%）、血清AST（GOT）上昇25例（0.5%）、皮下出血18例（0.4%）、メ
レナ17例（0.4%）、血管穿刺部位出血、鼻出血が各16例（0.3%）、胃腸出血
15例（0.3%）等であった。なお、出血に関連する副作用は254例（5.3%）で認
められた。また、小児等への投与例では、282例中16例（5.7%）に副作用が認
められた。〔再審査終了時〕」

� 追記 〔製造販売後臨床試験〕�
「国内における、固形癌を基礎疾患とするDIC患者を対象とした臨床試験で
の安全性解析対象例101例中21例（20.8%）に副作用が認められた。出血に
関連する副作用は13例（12.9%）で認められた。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「出血障害：�消化管出血（下血、便潜血陽性）、穿刺部位出血、皮下出血、鼻
出血、口内出血、血尿、血腫、紫斑（病）、腹腔内出血、気道出血、
創傷出血、筋肉内出血、胸腔内出血」

� 削除 「出血障害」の「カテーテル留置部位出血、血管穿刺部位出血」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂
�企業報告

リコモジュリン点滴静注用（旭化成ファーマ）
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★C２６７-１７
３９６　糖尿病用剤C メトホルミン塩酸塩

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
� 削除

「グアネチジン〔臨床症状・措置方法：併用により低血糖が起こることがある。
スルホニルウレア剤併用時に低血糖のリスクが増加するおそれがある。患者
の状態を十分観察しながら投与する。低血糖症状が認められた場合には、通
常はショ糖を投与し、α-グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボ
ース、ミグリトール）との併用の場合にはブドウ糖を投与すること。〕」

� 一部改訂 「シメチジン、ドルテグラビル、バンデタニブ〔臨床症状・措置方法：本剤の
血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。観察を十分に行い、必要
に応じて本剤を減量するなど慎重に投与すること。�機序・危険因子：これ
らの薬剤の腎臓での有機カチオン輸送系（OCT2）阻害作用により、本剤の排
泄が阻害されると考えられている。〕」

〈参考〉Song,I.H.,et�al.:J.Acquir.Immune�Defic.Syndr.�2016;72（4）:400-407
�Johansson,S.,et�al.:Clin.Pharmacokinet.�2014;53:837-847

グリコラン錠�（日本新薬）

メトグル�コ錠�（大日本住友製薬）

メトホル�ミン塩酸塩錠�「ＳＮ」

� （シオノケミカル＝武田テバファーマ＝日本ケミファ）

メトホル�ミン塩酸塩錠�「トーワ」（東和薬品）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ＪＧ�」（日本ジェネリック）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ＴＣＫ」（辰巳化学）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ＴＥ」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「三和」（三和化学）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「トーワ」（東和薬品）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「日医工」（日医工）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ニプロ」（ニプロ）

メトホル�ミン塩酸塩錠�Ｍ�Ｔ「ファイザー」（ファイザー）
★C２６７-１８

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C エタネルセプト（遺伝子組換え）（シリンジ）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〔国内使用成績調査結果（全例調査）�〕�
「市販後の一定期間に投与症例の全例を登録して実施した調査において、安
全性評価対象13983例中3721例（26.6%）に副作用が認められ、その主なも
のは、感染症（注5）1394例（10.0%）、注射部位反応609例（4.4%）、発疹（注6）

558例（4.0%）、肝機能異常298例（2.1%）、発熱224例（1.6%）等であった。
〔再審査終了時〕
（注5）鼻咽頭炎、上気道感染、肺炎、気管支炎、帯状疱疹等
（注6）紅斑、湿疹、皮膚炎等」

〈参考〉企業報告

エンブレル�皮下注シリンジ（ファイザー＝武田薬品）
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★C２６７-１９
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C エタネルセプト（遺伝子組換え）（バイアル）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〈関節リウマチ〉
〔国内使用成績調査結果（全例調査）�〕�
「市販後の一定期間に投与症例の全例を登録して実施した調査において、安
全性評価対象13983例中3721例（26.6%）に副作用が認められ、その主なも
のは、感染症（注5）1394例（10.0%）、注射部位反応609例（4.4%）、発疹（注6）

558例（4.0%）、肝機能異常298例（2.1%）、発熱224例（1.6%）等であった。
〔再審査終了時〕
（注5）鼻咽頭炎、上気道感染、肺炎、気管支炎、帯状疱疹等
（注6）紅斑、湿疹、皮膚炎等」

� 追記 〈若年性特発性関節炎〉
〔国内使用成績調査結果（全例調査）�〕�
「市販後の一定期間に投与症例の全例を登録して実施した調査において、安
全性評価対象102例中22例（21.6%）に副作用が認められ、その主なものは、
感染症（注11）12例（11.8%）、注射部位反応（注12）６例（5.9%）、発疹（注13）２例
（2.0%）、ALT（GPT）上昇２例（2.0%）等であった。〔再審査終了時〕
（注11）上気道感染、インフルエンザ、咽頭炎、胃腸炎
（注12）注射部位紅斑を含む
（注13）皮膚炎」

〈参考〉企業報告

エンブレル�皮下注用（ファイザー＝武田薬品）
★C２６７-２０

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C エタネルセプト（遺伝子組換え）（ペン）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〔国内使用成績調査結果（全例調査）�（凍結乾燥製剤のデータ）�〕�
「市販後の一定期間に投与症例の全例を登録して実施した調査において、安
全性評価対象13983例中3721例（26.6%）に副作用が認められ、その主なも
のは、感染症（注5）1394例（10.0%）、注射部位反応609例（4.4%）、発疹（注6）

558例（4.0%）、肝機能異常298例（2.1%）、発熱224例（1.6%）等であった。
〔再審査終了時〕
（注5）鼻咽頭炎、上気道感染、肺炎、気管支炎、帯状疱疹等
（注6）紅斑、湿疹、皮膚炎等」

〈参考〉企業報告

エンブレル�皮下注ペン（ファイザー＝武田薬品）
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★C２６７-２１
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ガベキサートメシル酸塩

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、十分な問診と救急処置のとれる準備を行い、投与にあたって
は観察を十分に行い、血圧低下、発赤、瘙痒、不快感、嘔気等の症状があら
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。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「アナフィラキシー：
アナフィラキシー（呼吸困難、咽・喉頭浮腫等）があらわれることがあるので、
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。」

注射用エフオーワイ１００（小野薬品）

注射用エフオーワイ５００（小野薬品）

ガベキサートメシル�酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」

� （共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ）

ガベキサートメシル�酸塩注射用５００ｍｇ「ＡＦＰ」

� （共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ）

ガベキサートメシル�酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」（沢井製薬）

ガベキサートメシル�酸塩注射用５００ｍｇ「サワイ」（沢井製薬）

ガベキサートメシル�酸塩静注用１００ｍｇ「日医工」（日医工）

ガベキサートメシル�酸塩静注用５００ｍｇ「日医工」（日医工）

注射用メクロセート１００ｍｇ（コーアイセイ）

注射用メクロセート５００ｍｇ（コーアイセイ）

レミナロン注射用１００ｍｇ（高田製薬）

レミナロン注射用５００ｍｇ（高田製薬）
★C２６７-２２

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C カモスタットメシル酸塩
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、血圧低下、呼吸困難、瘙痒感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。」

カモスタットメシル�酸塩錠�「ＪＧ�」（日本ジェネリック）

カモスタットメシル�酸塩錠�「ＮＰ」（ニプロ）

カモスタットメシル�酸塩錠�「ＴＣＫ」

� （辰巳化学＝富士フイルムファーマ）

カモスタットメシル�酸塩錠�「アメル�」（共和薬品工業）

カモスタットメシル�酸塩錠�「オーハラ」（大原薬品工業＝持田製薬）

カモスタットメシル�酸塩錠�「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

カモスタットメシル�酸塩錠�「ツル�ハラ」（鶴原製薬）

カモスタットメシル�酸塩錠�「テバ」（武田テバファーマ）

カモスタットメシル�酸塩錠�「トーワ」（東和薬品）

カモスタットメシル�酸塩錠�「日医工」（日医工）

カモスタットメシル�酸塩錠�「フソー」（ダイト＝扶桑薬品）

カモタット錠�（小林化工）

フオイパン錠�（小野薬品）

ラインタット錠�（コーアイセイ）

リーナック錠�（前田薬品＝大正富山医薬品）

リビリスター錠�（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

★C２６７-２３
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C シクロスポリン（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］
� 一部改訂

「再生不良性貧血患者に投与する場合には、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。また、寛
解例で本剤投与中止後に再燃したため再投与する場合の有効性及び安全性に
ついては、十分な評価が確立していないので、患者の状態をみながら治療上
の有益性が優先すると判断される場合にのみ投与すること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「再生不良性貧血患者に投与する際には、本剤の投与量及び投与期間につい
て、診療ガイドライン等の最新の情報を参考とし、効果がみられない場合は
他の適切な治療法を考慮すること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

シクロスポリンカプセル�「ＢＭ�Ｄ」（ビオメディクス＝日本ジェネリック＝富士製薬工業）



15 2018. 3. DSU No. 267

★C２６７-２４
４２４　抗腫瘍性植物成分製剤C パクリタキセル（非アルブミン懸濁型）

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）」

［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には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避
妊をするよう指導すること。〔動物実験（ラット、ウサギ）において催奇形作
用、胚・胎児死亡が報告されている｡〕」
「授乳中の女性には、授乳を中止させること。〔動物実験（ラット）で乳汁中へ
の移行が報告されている。〕」

� 追記 「パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後
一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。〔哺乳類培養細胞を用いた
染色体異常試験及びマウス骨髄細胞を用いた小核試験において、遺伝毒性が
報告されている。〕」

〈参考〉企業報告

タキソール�注射液�（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

パクリタキセル�注「ＮＫ」（日本化薬）

パクリタキセル�注射液�「ＮＰ」（ニプロ）

パクリタキセル�注射液�「サワイ」（沢井製薬）

パクリタキセル�点滴静注液�「サンド」（サンド）

パクリタキセル�注射液�「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

パクリタキセル�点滴静注液�「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）

★C２６７-２５
４２９　その他の腫瘍用薬C ニロチニブ塩酸塩水和物

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］
� 一部改訂

「成人における本剤の用法・用量は、「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、
患者の状態や化学療法歴に応じて選択すること。」

� 追記 「血液系の副作用と投与量調節の基準：
本剤の投与中に白血病に関連しない好中球減少、血小板減少、貧血（ヘモグ
ロビン低下）が認められた場合は、次表を参考に投与量を調節すること。

休薬・減量基準 投与量調節

小児の
CML

好中球数＜1,000/mm3

又は
血小板数＜50,000/mm3

1.好中球数1,500/mm3以上又は血小板
数75,000/mm3以上に回復するまで
休薬する。

2.２ 週 間 以 内 に回復した場合は、
230mg/m2１日２回の用量で再開す
る。

3.２週間以内に回復しなかった場合は、
患者の状態により、230mg/m2１日１
回に減量する。

4.減量後に再発した場合は、本剤の投
与を中止する。 」
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「非血液系の副作用と投与量調節の基準：
本剤の投与中に肝機能検査値（ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT））、膵
機能検査値（リパーゼ）の上昇、QT間隔延長及びその他の非血液系の副作用
が認められた場合は、次表を参考に投与量を調節すること。
小児の慢性骨髄性白血病

休薬・減量基準 投与量調節

」

肝機能検査値
（ビリルビン、
AST（GOT）、
ALT（GPT））

ビリルビン値＞
施設正常値上限
の1.5倍

又は
AST値、ALT
値＞施設正常値
上限の５倍

1.ビリルビン値については施設正常値
上限の1.5倍未満、AST、ALT値に
ついては３倍未満に低下するまで本
剤を休薬する。

2.休薬前に230mg/m2１日２回を投与
していた場合は、230mg/m2１日１
回に減量して再開する。休薬前に
230mg/m2１日１回を投与していた
場合は、４週間以内に上記１の値ま
で回復しなければ本剤の投与を中止
する。

膵機能検査値
（リパーゼ）

リパーゼ値＞施
設正常値上限の
２倍

1.リパーゼ値が施設正常値上限の1.5
倍未満に低下するまで本剤を休薬す
る。

2.休薬前に230mg/m2１日２回を投与
していた場合は、230mg/m2１日１
回に減量して再開する。休薬前に
230mg/m2１日１回を投与していた
場合は、本剤の投与を中止する。

QT間隔延長
480msec以上の
延長

1.本剤を休薬する。
2.２週間以内に、450msec未満かつベ
ースライン値からの延長が20msec
以内に回復した場合、休薬前に
230mg/m2１日２回を投与していた
場合は、230mg/m2１日１回に減量
して再開する。休薬前に230mg/m2

１日１回を投与していた場合は、本
剤の投与を中止する。
２週間の休薬以降も、450msec以上
の場合は、本剤の投与を中止する。

3.投 与 を 再 開 し た 後 に、 再 度、
450msec以上の延長が認められた場
合は、本剤の投与を中止する。

グレード２以上のその他の非血液系の副作用が発現した場合（グレード
２の皮疹の初回発現時は、適切な治療を行っても回復しない場合、下痢、
嘔吐の発現時は、グレード３以上が発現した場合）は、グレード１以下
に回復するまで、本剤を休薬すること。投与を再開する場合には、休
薬前に230mg/m2１日２回を投与していた場合は、230mg/m2１日１回に
減量して再開すること。休薬前に230mg/m2１日１回を投与していた場
合は、本剤の投与を中止すること（グレードはNCI-CTCに準じる）。
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［副作用］� 追記 〈慢性期の慢性骨髄性白血病（小児）�〉
「国際共同第Ⅱ相試験における副作用は、初発及びイマチニブ又はダサチニ
ブに抵抗性又は不耐容の患者58例（日本人９例を含む）中50例（86.2%）にみ
られた。主な副作用は頭痛16例（27.6%）、高ビリルビン血症、発疹各12例
（20.7%）、悪心９例（15.5%）、斑状丘疹状皮疹８例（13.8%）、嘔吐７例
（12.1%）、脱毛症６例（10.3%）等であった。検査値異常の主な副作用は、血
中ビリルビン増加18例（31.0%）、ALT（GPT）増加17例（29.3%）、AST
（GOT）増加14例（24.1%）等であった。〔用法及び用量の一変承認時までの
集計〕」

� 「その他の副作用」
� 削除

「呼吸器」の「咽喉痛」
「心臓障害」の「心粗動」

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児又は２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）。」

〈参考〉用法及び用量追加承認に伴う改訂
�企業報告

タシグナカプセル�（ノバルティスファーマ）
★C２６７-２６

４２９　その他の腫瘍用薬C ポナチニブ塩酸塩
改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「薬剤交付時」
� 追記

「PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。
〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を
起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕」

� 一部改訂 「プラスチックボトル内の乾燥剤を誤飲することがないよう指導すること。」

［取扱い上の注意］� 新設 「PTP包装品は、アルミピロー開封後は湿気を避けて遮光保存すること。」
「プラスチックボトル包装品は、湿度の影響を受けやすいので、使用の都度
キャップをしっかり締めること。また、同封した乾燥剤は常時入れておくこ
と。」

〈参考〉企業報告

アイクル�シグ錠�（大塚製薬）
★C２６７-２８

４４９　その他のアレルギー用薬C レボセチリジン塩酸塩
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経系：�眠気、倦怠感、頭痛、頭重感、ふらふら感、しびれ感、めまい、
浮遊感、不眠、振戦、抑うつ、激越、攻撃性、傾眠、疲労、無
力症、睡眠障害、錯感覚、幻覚、自殺念慮、失神、健忘、不随
意運動、意識消失、悪夢」

〈参考〉企業報告

ザイザル�錠�（グラクソ・スミスクライン） ザイザル�シロップ（グラクソ・スミスクライン）
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★C２６７-２９
６２５　抗ウイルス剤C エファビレンツ

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「トリアゾラム、ミダゾラム、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、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩及びエルゴメトリンマレ
イン酸塩を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕」

� 追記 「エルバスビル、グラゾ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」
� 削除

「無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン」

� 追記 「エルバスビル、グラゾプレビル〔臨床症状・措置方法：本剤との併用により、
これらの薬剤の血漿中濃度が低下し、効果が減弱するおそれがある。�機序・
危険因子：本剤のCYP3A4及びP-gp誘導作用によりこれらの薬剤の代謝及
び排泄が促進されるおそれがある。〕」

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「精神神経系：�感情鈍麻、精神病、小脳障害（平衡障害、眼振等）、カタトニー、
めまい、不眠、集中力障害、疲労、うつ症状悪化、激越、健忘、
不安、運動失調、感情不安定、多幸症、幻覚、偏頭痛、異常
感覚、抑うつ、神経過敏、傾眠、異夢、錯乱、協調障害、イ
ンポテンス、性欲減退、性欲亢進、神経痛、末梢神経障害、言
語障害、痙攣、離人症、思考異常、振戦」

〈参考〉企業報告

ストックリン錠�（ＭＳＤ）
★C２６７-３０

６２９　その他の化学療法剤
C イトラコナゾール（内用液剤）
　　  （イトリゾール）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〔再審査終了時〕�
〈真菌感染症、真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症、真菌感染症の予防〉
「特定使用成績調査における副作用（臨床検査値異常を含む）は、324例中86例
（26.5%）に認められた。その主なものは悪心16例（4.9%）、低カリウム血症
12例（3.7%）、肝障害11例（3.4%）であった。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

イトリゾール�内用液�（ヤンセンファーマ）
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★C２６７-３１
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

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 追記

「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に用いる場合は、「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。」

� 一部改訂 「水疱性類天疱瘡に用いる場合は、副腎皮質ホルモン剤による適切な治療に
よっても十分な効果が得られない患者のみを対象とすること。同種同効製剤
（乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン）の臨床試験では、副
腎皮質ホルモン剤0.4mg/kg/日（プレドニゾロン換算）以上を７～21日間使
用したにもかかわらず、臨床症状の改善が認められなかった患者に対し、当
該製剤の有効性及び安全性が検討されている。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「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、徐々に速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/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ことができ
る。」
「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、12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。」

〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂
�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）
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★C２６７-３２
６４２　駆虫剤C メベンダゾール

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「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するなど、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

「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
には授乳を中止させること。〔動物（ウシ）で乳汁中へ移行することが報告さ
れている。また、メベンダゾールがヒトで乳汁中へ移行（5ng/mL）すること
が報告されている。〕」

〈参考〉企業報告

メベンダゾール�錠�（ヤンセンファーマ）
★C２６７-３３

７２１　Ｘ線造影剤
C イオジキサノール
C イオヘキソール（尿路用、血管用、CT用）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「アナフィラキシー：
呼吸困難、咽・喉頭浮腫等のアナフィラキシー（遅発性を含む）があらわれ
ることがあるので、観察を十分に行い、必要に応じ適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

cイオジキサノール

ビジパーク２７０注（第一三共）

ビジパーク３２０注（第一三共）

cイオヘキソール（尿路用、血管用、CT用）

イオソール�注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�（東和薬品）

イオパーク注（尿路・血管用）�（富士製薬工業＝コニカミノルタ）

イオパーク注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�

� （富士製薬工業＝コニカミノルタ）

イオヘキソール�注「ＨＫ」（尿路・血管用）�（光：東京）

イオヘキソール�注シリンジ「ＨＫ」（尿路・ＣＴ用）�（光：東京）

イオヘキソール�注バッグ「ＨＫ」（尿路・血管用）�（光：東京）

イオベリン注（尿路・血管用）�（武田テバファーマ）

イオベリン注シリンジ（尿路・ＣＴ用）�（武田テバファーマ）

オムニパーク注（尿路・血管用）�（第一三共）

オムニパーク注シリンジ（尿路・血管・ＣＴ用）�（第一三共）
★C２６７-３４

７２１　Ｘ線造影剤C イオヘキソール（脳槽用、脊髄用）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「アナフィラキシー：
アナフィラキシー（呼吸困難、咽・喉頭浮腫等）があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、必要に応じ適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

イオパーク注（脊髄用）�（富士製薬工業＝コニカミノルタ）

イオヘキソール�注「ＨＫ」（脊髄用）�（光：東京）

イオベリン注（脳槽・脊髄用）�（武田テバファーマ）

オムニパーク注（脳槽・脊髄用）�（第一三共）
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★C２６７-３５
７２１　Ｘ線造影剤C イオメプロール

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
一部改訂

「アナフィラキシー：
呼吸困難、咽・喉頭浮腫等のアナフィラキシー（遅発性を含む）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、直ちに
適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

イオメロン注（ブラッコ・エーザイ＝エーザイ） イオメロン注シリンジ（ブラッコ・エーザイ＝エーザイ）
★C２６７-３７

８２１　合成麻薬C フェンタニル
改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「中枢神経抑制剤（フェノチアジン系薬剤、ベンゾジアゼピン系薬剤、バルビ
ツール酸系薬剤等）、全身麻酔剤、モノアミン酸化酵素阻害剤、三環系抗う
つ剤、骨格筋弛緩剤、鎮静性抗ヒスタミン剤、アルコール、オピオイド系薬
剤〔臨床症状・措置方法：呼吸抑制、低血圧、めまい、口渇及び顕著な鎮静
又は昏睡が起こることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。〕」

〈参考〉企業報告

デュロテップＭ�Ｔパッチ（ヤンセンファーマ）

フェンタニル�３日用テープ「ＨＭ�Ｔ」（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）
★C２６７-３６

８２１　合成麻薬C フェンタニル（ワンデュロ）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〈癌性疼痛再審査終了時〉
「癌性疼痛患者を対象とした使用成績調査において、534例中72例（13.5%）に
副作用（臨床検査値異常を含む）がみられた。主なものは傾眠23例（4.3%）、
便秘19例（3.6%）、悪心16例（3.0%）等であった。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ワンデュロパッチ（ヤンセンファーマ）
★C２６７-３９

８２１　合成麻薬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

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「中枢神経抑制剤（フェノチアジン系薬剤、ベンゾジアゼピン系薬剤、バルビ
ツール酸系薬剤等）、全身麻酔剤、モノアミン酸化酵素阻害剤、三環系抗う
つ剤、骨格筋弛緩剤、鎮静性抗ヒスタミン剤、アルコール、オピオイド系薬
剤〔臨床症状・措置方法：呼吸抑制、低血圧及び顕著な鎮静又は昏睡が起こ
ることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。〕」

〈参考〉企業報告

イーフェンバッカル�錠�（帝國製薬＝大鵬薬品）
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★C２６７-３８
８２１　合成麻薬C フェンタニルクエン酸塩（注射剤）

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「中枢神経系抑制剤（フェノチアジン系薬剤、ベンゾジアゼピン系薬剤、バル
ビツール酸系薬剤等）、全身麻酔剤、MAO阻害剤、三環系抗うつ剤、骨格筋
弛緩剤、鎮静抗ヒスタミン剤、アルコール、オピオイド剤〔臨床症状・措置
方法：中枢神経抑制作用が増強されることがあるので、減量投与など注意す
ること。〕」

〈参考〉企業報告

フェンタニル�注射液�「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共） フェンタニル�注射液�「ヤンセン」（ヤンセンファーマ）
★C２６７-４０

８２１　合成麻薬C フェンタニルクエン酸塩・ドロペリドール
改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「中枢神経系抑制剤（フェノチアジン系薬剤、ベンゾジアゼピン系薬剤、バル
ビツール酸系薬剤等）、全身麻酔剤、ＭＡＯ阻害剤、三環系抗うつ剤、骨格
筋弛緩剤、鎮静抗ヒスタミン剤、アルコール、オピオイド剤〔臨床症状・措
置方法：中枢神経抑制作用が増強され、覚醒が遅延することがあるので、減
量するなど慎重に投与すること。〕」

タラモナール�静注（第一三共プロファーマ＝第一三共）
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