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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.268（2018.4）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。 
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■カナマイシン硫酸塩 ·························································································································· 39
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■プルリフロキサシン ····························································································································· 40

■ファムシクロビル（ファムビル） ········································································································· 40

■組換え沈降 B 型肝炎ワクチン（酵母由来）（バイアル）（ヘプタバックス）

（ヘプタバックス-Ⅱ） ························································································································· 41

■4 価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体） ································································ 41
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★B２６９-0２
１１７　精神神経用剤

２３９　その他の消化器官用薬
B アセナピンマレイン酸塩
B アリピプラゾール
B オランザピン
B クエチアピンフマル酸塩
B クロカプラミン塩酸塩水和物
B クロルプロマジン塩酸塩
B 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
B クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩
B スピペロン
B ゾテピン
B チミペロン
B パリペリドン
B ハロペリドール
B ピパンペロン塩酸塩
B フルフェナジンデカン酸エステル
B フルフェナジンマレイン酸塩
B ブレクスピプラゾール
B プロクロルペラジンマレイン酸塩
B プロクロルペラジンメシル酸塩
B プロペリシアジン
B ブロムペリドール
B ペルフェナジン
B 塩酸ペルフェナジン
B ペルフェナジンフェンジゾ酸塩
B ペルフェナジンマレイン酸塩
B ペロスピロン塩酸塩水和物
B モサプラミン塩酸塩
B リスペリドン（経口剤）
B レボメプロマジン塩酸塩
B レボメプロマジンマレイン酸塩

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アドレナリンを投与中の患者（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療
に使用する場合を除く）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）」
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bアセナピンマレイン酸塩

シクレスト�舌下錠�（MeijiSeikaファルマ）
bアリピプラゾール

アリピプラゾール錠�「JG」（日本ジェネリック）

アリピプラゾールOD錠�「JG」（日本ジェネリック）

アリピプラゾール錠�「YD」（陽進堂）

アリピプラゾール錠�・散「アメル」（共和薬品工業）

アリピプラゾールOD錠�「アメル」（共和薬品工業）

アリピプラゾール錠�3mg・6mg・12mg・散「オーハラ」

� （大原薬品工業＝共創未来ファーマ）

アリピプラゾール錠�24mg「オーハラ」（大原薬品工業）

アリピプラゾールOD錠�「オーハラ」（大原薬品工業＝共創未来ファーマ）

アリピプラゾールOD錠�「杏林」（キョーリンリメディオ＝陽進堂）

アリピプラゾール錠�「サワイ」（沢井製薬）

アリピプラゾール内用液分包「サワイ」（沢井製薬）

アリピプラゾールOD錠�「タカタ」（高田製薬）

アリピプラゾール細粒・錠�「タカタ」（高田製薬）

アリピプラゾール内用液分包「タカタ」（高田製薬＝共和薬品工業）

アリピプラゾールOD錠�「武田テバ」（武田テバファーマ）

アリピプラゾール内用液分包「武田テバ」（武田テバファーマ）

アリピプラゾール錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

アリピプラゾールOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

アリピプラゾール散「ト�ーワ」（東和薬品）

アリピプラゾール内用液「ト�ーワ」（東和薬品）

アリピプラゾール錠�「日医工」（日医工）

アリピプラゾールOD錠�「日医工」（日医工）

アリピプラゾール散「日医工」（日医工）

アリピプラゾール錠�・散・OD錠�「ニプロ」（ニプロ）

アリピプラゾール内用液分包「ニプロ」

� （ニプロ＝ニプロESファーマ＝吉富薬品）

アリピプラゾール錠�・OD錠�・散「明治」（MeijiSeikaファルマ）

アリピプラゾール内用液「明治」（MeijiSeikaファルマ）

アリピプラゾール錠�・散「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

アリピプラゾールOD錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

エビリファイ錠�・散（大塚製薬）

エビリファイOD錠�（大塚製薬）

エビリファイ内用液（大塚製薬）
bオランザピン

オランザピン錠�・OD錠�「DSEP」（第一三共エスファ）

オランザピン細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

オランザピン錠�「EE」（エルメッドエーザイ）

オランザピン錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピンOD錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピン錠�「KN」（小林化工）

オランザピンOD錠�「TCK」（辰巳化学）

オランザピン錠�「YD」（陽進堂）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

オランザピン錠�「オーハラ」（大原薬品工業）

オランザピン細粒「オーハラ」（大原薬品工業＝日本ジェネリック）

オランザピン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピンOD錠�「杏林」（キョーリンリメディオ＝大原薬品工業）

オランザピン細粒「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピン錠�・細粒「サワイ」（沢井製薬）

オランザピン錠�「三和」（三和化学）

オランザピンOD錠�「タカタ」（高田製薬）

オランザピン細粒「タカタ」（高田製薬）

オランザピン錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピンOD錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピンOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン細粒「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン錠�「日医工」（日医工）

オランザピンOD錠�「日医工」（日医工）

オランザピン細粒「日医工」（日医工）

オランザピン錠�「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン細粒「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「ニプロ」（ニプロ）

オランザピン錠�・OD錠�「ファイザー」（ダイト＝ファイザー）

オランザピン細粒「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

オランザピン錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピンOD錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピン細粒「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

ジプレキサ錠�（日本イーライリリー）

ジプレキサザイディス錠�（日本イーライリリー）

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

ジプレキサ筋注�用（日本イーライリリー）
bクエチアピンフマル酸塩

クエチアピン錠�「AA」（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）

ビプレッソ徐放錠�（アステラス製薬＝共和薬品工業）
bクロカプラミン塩酸塩水和物

クロフェクト�ン錠�（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロフェクト�ン顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bクロルプロマジン塩酸塩

クロルプロマジン塩酸塩錠�（ツルハラ）�（鶴原製薬）

コント�ミン糖衣錠�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

コント�ミン筋注�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
b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

ベゲタミン-A・B配合錠�（塩野義製薬）
bクロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

ウインタミン細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）
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bスピペロン

スピロピタン錠�（サンノーバ＝エーザイ）
bゾテピン

セト�ウス細粒・錠�（高田製薬）

ゾテピン錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

ロシゾピロン錠�・細粒（長生堂製薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ロドピン錠�・細粒（LTLファーマ）
bチミペロン

チミペロン錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

ト�ロペロン錠�・細粒（第一三共＝田辺三菱製薬）

ト�ロペロン注�（第一三共＝田辺三菱製薬）
bパリペリドン

インヴェガ錠�（ヤンセンファーマ）
bハロペリドール

セレネース錠�・細粒（大日本住友製薬）

セレネース内服液（大日本住友製薬）

セレネース注�（大日本住友製薬）

ハロステン錠�・細粒（高田製薬）

ハロペリドール錠�「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ハロペリドール錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

ハロペリドール錠�・細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）

ハロペリドール細粒「ト�ーワ」（東和薬品）

ハロペリドール錠�「ヨシト�ミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール細粒「ヨシト�ミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール注�「ヨシト�ミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リント�ン錠�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リント�ン細粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リント�ン注�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bピパンペロン塩酸塩

プロピタン錠�・散（サンノーバ＝エーザイ）
bフルフェナジンデカン酸エステル

フルデカシン筋注�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bフルフェナジンマレイン酸塩

フルメジン糖衣錠�・散（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bブレクスピプラゾール

レキサルティ錠�（大塚製薬）
bプロクロルペラジンマレイン酸塩

ノバミン錠�（共和薬品工業）
bプロクロルペラジンメシル酸塩

ノバミン筋注�（共和薬品工業）
bプロペリシアジン

ニューレプチル錠�・細粒・内服液（高田製薬）
bブロムペリドール

インプロメン錠�・細粒（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ブロムペリドール錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

ブロムペリドール錠�・細粒「サワイ」（沢井製薬）
bペルフェナジン

ト�リラホン錠�・散（共和薬品工業）
b塩酸ペルフェナジン

ピーゼット�シー筋注�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bペルフェナジンフェンジゾ酸塩

ピーゼット�シー散（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bペルフェナジンマレイン酸塩

ピーゼット�シー糖衣錠�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

bペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠�「アメル」（共和薬品工業）

ルーラン錠�（大日本住友製薬）
bモサプラミン塩酸塩

クレミン錠�・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bリスペリドン（経口剤）

リスパダール錠�・細粒（ヤンセンファーマ）

リスパダールOD錠�（ヤンセンファーマ）

リスパダール内用液（ヤンセンファーマ）

リスペリドン錠�・細粒「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

リスペリドン錠�・細粒「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

リスペリドン内用液「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

リスペリドン錠�・細粒「NP」（ニプロ）

リスペリドン錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

リスペリドンOD錠�「アメル」（共和薬品工業）

リスペリドン内用液・内用液分包「アメル」（共和薬品工業）

リスペリドン錠�・細粒「オーハラ」（大原薬品工業）

リスペリドン錠�「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

リスペリドン錠�・細粒「サワイ」（沢井製薬）

リスペリドンOD錠�「サワイ」（沢井製薬）

リスペリドン錠�・細粒「タイヨー」（武田テバファーマ）

リスペリドン錠�・細粒「タカタ」（高田製薬）

リスペリドンOD錠�「タカタ」（高田製薬）

リスペリドン内用液「タカタ」（高田製薬）

リスペリドン錠�・細粒「ト�ーワ」（東和薬品）

リスペリドンOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

リスペリドン内用液「ト�ーワ」（東和薬品）

リスペリドン錠�・細粒「日医工」（日医工）

リスペリドン内用液分包「日医工」（日医工）

リスペリドン錠�・細粒「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン内用液分包「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン錠�・細粒「ヨシト�ミ」

� （全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドンOD錠�「ヨシト�ミ」（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドン内用液「ヨシト�ミ」（同仁医薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bレボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン筋注�（塩野義製薬＝共和薬品工業）

レボト�ミン筋注�（田辺三菱製薬＝吉富薬品）
bレボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠�・散・細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

レボト�ミン錠�・散・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

レボメプロマジン錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

レボメプロマジン錠�「ツルハラ」（鶴原製薬）



7 2018. 5. DSU No. 269

★B２６９-0３
１１７　精神神経用剤

B アリピプラゾール水和物
B パリペリドンパルミチン酸エステル
B ハロペリドールデカン酸エステル
B リスペリドン（注射剤）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アドレナリン（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合
を除く）、クロザピンを投与中の患者」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）」

bアリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注�用（大塚製薬）

エビリファイ持続性水懸筋注�用シリンジ（大塚製薬）
bパリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注�シリンジ（ヤンセンファーマ）

bハロペリドールデカン酸エステル

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）
bリスペリドン（注射剤）

リスパダールコンスタ筋注�用（ヤンセンファーマ）

★B２６９-0５
１１７　精神神経用剤B ブロナンセリン

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アドレナリンを投与中の患者（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療
に使用する場合を除く）」
「アゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール、
フルコナゾール、ホスフルコナゾール）、HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビ
ル、インジナビル、ロピナビル・リトナビル配合剤、ネルフィナビル、サキ
ナビル、ダルナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル）、テラプレビル、
コビシスタットを投与中の患者」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）」

ロナセン錠�・散（大日本住友製薬）

★B２６９-0４
１１７　精神神経用剤B クロザピン

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アドレナリン作動薬（アドレナリン、ノルアドレナリン）を投与中の患者（ア
ドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「アドレナリン作動薬［アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用す
る場合を除く）、ノルアドレナリン］」

クロザリル錠�（ノバルティスファーマ）



82018. 5. DSU No. 269

★B２６９-0６
２４５　副腎ホルモン剤

B アドレナリン（注射剤）
　　  （各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療の
　　   効能を有する製剤）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「次の薬剤を投与中の患者
ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病薬、α遮断薬（ただし、
アナフィラキシーショックの救急治療時はこの限りでない。）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤、フェノチアジン系薬剤、イミノジベン
ジル系薬剤、ゾテピン、リスペリドン）、α遮断薬〔臨床症状・措置方法：
本剤の昇圧作用の反転により、低血圧があらわれることがある。アナフィラ
キシーショックの救急治療時以外には併用しない。〕」

アドレナリン注�シリンジ「テルモ」（テルモ） ボスミン注�（第一三共）
★B２６９-0７

２４５　副腎ホルモン剤
B アドレナリン
　　  （蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する
　　   補助治療の効能を有する製剤）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 削除 「次の薬剤を投与中の患者（ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神
病薬、α遮断薬）」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 削除

「抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤、フェノチアジン系薬剤、イミノジベン
ジル系薬剤、ゾテピン、リスペリドン）、α遮断薬」

「併用注意」
� 追記

「抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤、フェノチアジン系薬剤、イミノジベン
ジル系薬剤、ゾテピン、リスペリドン）、α遮断薬」

エピペン注�射液（マイランEPD）
★B２６９-0８

３９６　糖尿病用剤
B オマリグリプチン
B サキサグリプチン水和物
B トレラグリプチンコハク酸塩

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「類天疱瘡：
類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等があらわれた場合に
は、皮膚科医と相談し、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」

bオマリグリプチン

マリゼブ錠�（MSD）
bサキサグリプチン水和物

オングリザ錠�（協和発酵キリン）

bトレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠�（武田薬品）
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★B２６９-0９
４２９　その他の腫瘍用薬B クラドリビン

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 追記

「進行性多巣性白質脳症（PML）：
進行性多巣性白質脳症（PML）があらわれることがあるので、本剤の治療期
間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻
痺症状（片麻痺、四肢麻痺）、言語障害、視覚障害等の症状があらわれた場
合は、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

ロイスタチン注�（ヤンセンファーマ）
★B２６９-１0

４２９　その他の腫瘍用薬B ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、Al-P、ビリルビン等の上昇を伴う肝
機能障害、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査
を行い、患者の状態を十分に観察すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎：
AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、Al-P、ビリルビン等の上昇を伴う肝
機能障害、肝炎、硬化性胆管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、本剤の投与中止等の適切な処置を行うこ
と。」

キイト�ルーダ点滴静注�（MSD）
★B２６９-１１

６２４　合成抗菌剤B トスフロキサシントシル酸塩水和物（経口剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「急性腎障害、間質性腎炎、腎性尿崩症：
急性腎障害、間質性腎炎、腎性尿崩症等の重篤な腎障害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。」

オゼックス錠�（富山化学＝大正富山医薬品）

オゼックス細粒小児用（富山化学＝大正富山医薬品）

ト�スキサシン錠�（マイランEPD）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「NP」（ニプロ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�75mg「TCK」

� （辰巳化学＝日本ジェネリック）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�150mg「TCK」

� （辰巳化学＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

ト�スフロキサシント�シル酸塩細粒小児用「TCK」

� （辰巳化学＝日本ジェネリック）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「TYK」

� （武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「YD」（陽進堂）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「サワイ」（沢井製薬）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「タイヨー」（武田テバファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩細粒小児用「タカタ」（高田製薬）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「タナベ」（ニプロESファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩細粒小児用「ト�ーワ」（東和薬品）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「日医工」（日医工）

ト�スフロキサシント�シル酸塩小児用細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）
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★C２６９-0１
１１１　全身麻酔剤C プロポフォール

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：
血管浮腫、気管支痙攣、紅斑、低血圧を伴うアナフィラキシーがあらわれる
ことがある。」

ディプリバン注�（アスペンジャパン）

ディプリバン注�-キット�（アスペンジャパン）

プロポフォール静注�「FK」

� （フレゼニウスカービジャパン＝ジェイ・エム・エス）

プロポフォール静注�「日医工」（日医工）

プロポフォール静注�「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

1%プロポフォール注�「マルイシ」（丸石製薬）

2%プロポフォール注�「マルイシ」（丸石製薬）
★C２６９-0２

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤C ミダゾラム（鎮静の効能を有する製剤）
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、サキナビル、インジ
ナビル、ネルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビル
を含有する薬剤）、エファビレンツ、コビシスタットを含有する薬剤及びオ
ムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルを投与中の患者（「相互作用」の
項参照）」

［慎重投与］� 追記 「睡眠時無呼吸症候群の患者〔呼吸症状が悪化するおそれがある。〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、サキナビル、インジ
ナビル、ネルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビル
を含有する薬剤）、エファビレンツ、コビシスタットを含有する薬剤〔臨床
症状・措置方法：過度の鎮静や呼吸抑制を起こすおそれがある。〕」

「併用注意」
� 一部改訂

「CYP3A4を阻害する薬剤［カルシウム拮抗剤（ベラパミル塩酸塩、ジルチア
ゼム塩酸塩）、アゾール系抗真菌剤（ケトコナゾール、フルコナゾール、イ
トラコナゾール等）、シメチジン、エリスロマイシン、クラリスロマイシン、
テリスロマイシン、キヌプリスチン・ダルホプリスチン、テラプレビル等］
〔臨床症状・措置方法：中枢神経抑制作用が増強されるおそれがある。〕」
「CYP3A4を誘導する薬剤（リファンピシン、カルバマゼピン、エンザルタミ
ド、ダブラフェニブ、ミトタン、アメナメビル等）〔臨床症状・措置方法：
本剤の作用を減弱させることがある。〕」

〈参考〉企業報告

ドルミカム注�射液（アステラス製薬）

ミダゾラム注�「サンド」（サンド＝富士製薬工業）

ミダゾラム注�射液「テバ」（武田テバファーマ）

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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★C２６９-0３
１１３　抗てんかん剤C トピラマート（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

「海外では、成人てんかん患者を対象とした試験において１日量50mgで開始
し、１週間ごとに50mgずつ増量するなど、開始用量及び増量幅を低減する
ことで、投与初期の有害事象発現率が低下したとの報告があることから、本
剤の投与開始にあたっては、患者の状態に応じて、成人には１日１回50mg
から開始すること又は増量幅を１日100mgではなく１日50mgに低減するこ
とについても考慮すること。」

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児、２歳未満の幼児に対する安全性は確立して
いない（国内における使用経験がない）。」

� 追記 「市販後の自発報告において、小児における腎・尿路結石、代謝性アシドー
シス、乏汗症（発汗減少）の報告が成人に比べて多い傾向が認められている
ので、観察を十分に行うこと。〔「重要な基本的注意」の項、「重大な副作用」
の項参照〕」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

ト�ピラマート�錠�「アメル」（共和薬品工業）
★C２６９-0４

１１６　抗パーキンソン剤
１１９　その他の中枢神経系用薬

C プラミペキソール塩酸塩水和物（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

「レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）の診断は、国際レストレ
スレッグス症候群研究グループの診断基準及び重症度スケールに基づき慎重
に実施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

〈中等度から高度の特発性レスト�レスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）�〉
「特発性レストレスレッグス症候群における１日最大投与量（0.75mg）は、パ
ーキンソン病患者よりも低いため、クレアチニンクリアランスが20mL/min
以上の腎機能障害患者では減量の必要はないが、透析中あるいはクレアチニ
ンクリアランスが20mL/min未満の高度な腎機能障害患者における本剤の有
効性及び安全性は確立していないため、これらの患者に対する本剤の投与に
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。〔「慎
重投与」及び「高齢者への投与」の項参照〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「パーキンソン病患者において、本剤の急激な減量又は中止により、悪性症
候群を誘発することがあるので、減量・中止が必要な場合は漸減すること。
〔「副作用」の項参照〕
なお、特発性レストレスレッグス症候群患者においては、パーキンソン病患
者よりも用量が低いため、漸減しなくてもよい。」

� 追記 「レストレスレッグス症候群患者において、本剤を含めたドパミン受容体作
動薬の投与によりAugmentation（夜間の症状発現が２時間以上早まる、症状
の増悪、他の四肢への症状拡大）が認められることがあるため、このような
症状が認められた場合には、減量又は投与を中止するなどの適切な措置を講
じること。」
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★C２６９-0５
１１７　精神神経用剤

２３９　その他の消化器官用薬
C オランザピン（経口剤）

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：�興奮、傾眠、不眠、不安、めまい・ふらつき、頭痛・頭重、抑
うつ状態、易刺激性、自殺企図、幻覚、妄想、脱抑制、構音
障害、性欲亢進、躁状態、立ちくらみ、感覚鈍麻、下肢静止
不能症候群、独語、記憶障害、知覚過敏、違和感、意識喪失、
空笑、会話障害、もうろう状態、健忘、焦燥、しびれ感、吃
音」

〈参考〉企業報告

オランザピン錠�・OD錠�「DSEP」（第一三共エスファ）

オランザピン細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

オランザピン錠�「EE」（エルメッドエーザイ）

オランザピン錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピンOD錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピン錠�「KN」（小林化工）

オランザピンOD錠�「TCK」（辰巳化学）

オランザピン錠�「YD」（陽進堂）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

オランザピン錠�「オーハラ」（大原薬品工業）

オランザピン細粒「オーハラ」（大原薬品工業＝日本ジェネリック）

オランザピン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピンOD錠�「杏林」（キョーリンリメディオ＝大原薬品工業）

オランザピン細粒「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピン錠�・細粒「サワイ」（沢井製薬）

オランザピン錠�「三和」（三和化学）

オランザピンOD錠�「タカタ」（高田製薬）

オランザピン細粒「タカタ」（高田製薬）

オランザピン錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピンOD錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピンOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン細粒「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン錠�「日医工」（日医工）

オランザピンOD錠�「日医工」（日医工）

オランザピン細粒「日医工」（日医工）

オランザピン錠�「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン細粒「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「ニプロ」（ニプロ）

オランザピン錠�・OD錠�「ファイザー」（ダイト＝ファイザー）

オランザピン細粒「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

オランザピン錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピンOD錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピン細粒「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

ジプレキサ錠�（日本イーライリリー）

ジプレキサザイディス錠�（日本イーライリリー）

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「悪性症候群：
パーキンソン病患者において、本剤の急激な減量又は中止により、悪性症候
群があらわれることがある。観察を十分に行い、発熱、意識障害、無動無言、
高度の筋硬直、不随意運動、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗、血清CK
（CPK）の上昇等があらわれた場合には悪性症候群の症状である可能性があ
るため、再投与後、漸減し、体冷却、水分補給等の適切な処置を行うこと。」

［高齢者への投与］� 一部改訂 「パーキンソン病患者を対象とした臨床試験において65歳以上の高齢者で非
高齢者に比し、幻覚等の精神症状の発現率が高い傾向が認められているので、
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。幻覚等の精神症状があらわ
れた場合には、減量又は投与を中止するとともに、必要に応じて抗精神病薬
を使用するなどの適切な処置を行うこと。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

プラミペキソール塩酸塩錠�「JG」（日本ジェネリック）

プラミペキソール塩酸塩錠�「KO」（寿製薬）

プラミペキソール塩酸塩錠�「MEEK」（小林化工）
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★C２６９-６９
１１７　精神神経用剤C オランザピン（注射剤）

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：傾眠、浮動性めまい、健忘、下肢静止不能症候群、吃音」

〈参考〉企業報告

ジプレキサ筋注�用（日本イーライリリー）
★C２６９-0６

１１７　精神神経用剤
２３９　その他の消化器官用薬

C オランザピン（下記ジェネリック製品）
改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 新設

〈抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）�投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）�に使用
する場合〉
「本剤は強い悪心、嘔吐が生じる抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）の投与の場
合に限り使用すること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

〈抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）�投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）�に使用
する場合〉
「本剤は、原則としてコルチコステロイド、5-HT3受容体拮抗薬、NK1受容体
拮抗薬等と併用して使用する。なお、併用するコルチコステロイド、5-HT3
受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬等の用法・用量については、各々の薬剤の
添付文書等、最新の情報を参考にすること。」
「原則として抗悪性腫瘍剤の投与前に本剤を投与し、がん化学療法の各サイ
クルにおける本剤の投与期間は６日間までを目安とすること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オランザピン錠�「EE」（エルメッドエーザイ）

オランザピン錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピンOD錠�「JG」（日本ジェネリック）

オランザピン錠�「KN」（小林化工）

オランザピンOD錠�「TCK」（辰巳化学）

オランザピン錠�「YD」（陽進堂）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「アメル」（共和薬品工業）

オランザピン錠�「オーハラ」（大原薬品工業）

オランザピン細粒「オーハラ」（大原薬品工業＝日本ジェネリック）

オランザピン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピンOD錠�「杏林」（キョーリンリメディオ＝大原薬品工業）

オランザピン細粒「杏林」（キョーリンリメディオ）

オランザピン錠�・細粒「サワイ」（沢井製薬）

オランザピン錠�「三和」（三和化学）

オランザピンOD錠�「タカタ」（高田製薬）

オランザピン細粒「タカタ」（高田製薬）

オランザピン錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピンOD錠�「テバ」（武田テバファーマ）

オランザピン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピンOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン細粒「ト�ーワ」（東和薬品）

オランザピン錠�「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン細粒「日新」（日新製薬：山形）

オランザピン錠�・OD錠�・細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

オランザピン錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピンOD錠�「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

オランザピン細粒「ヨシト�ミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

★C２６９-0７
１１７　精神神経用剤C クロザピン

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�系障害：錯乱、せん妄、落ち着きのなさ、不安・焦燥・興奮、強
迫症状、吃音、コリン作動性薬物離脱症候群（発汗、頭痛、悪心、
嘔吐、下痢等）、下肢静止不能症候群、傾眠、めまい、頭痛、鎮静」

〈参考〉企業報告

クロザリル錠�（ノバルティスファーマ）



142018. 5. DSU No. 269

★C２６９-0８
１１７　精神神経用剤C ブレクスピプラゾール

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 「原疾患による可能性もあるが、本剤投与後に病的賭博（個人的生活の崩壊等
の社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、持続的にギャンブルを繰り返
す状態）、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等の衝動制御障害があらわれた
との報告がある。衝動制御障害の症状について、あらかじめ患者及び家族等
に十分に説明を行い、症状があらわれた場合には、医師に相談するよう指導
すること。また、患者の状態及び病態の変化を注意深く観察し、症状があら
われた場合には必要に応じて減量又は投与を中止するなど、適切な処置を行
うこと。」

〈参考〉企業報告

レキサルティ錠�（大塚製薬）
★C２６９-0９

１１７　精神神経用剤C ブロナンセリン
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「アゾール系抗真菌剤（外用剤を除く）（イトラコナゾール、ボリコナゾール、
ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール）、HIVプロテアーゼ
阻害剤（リトナビル、インジナビル、ロピナビル・リトナビル配合剤、ネル
フィナビル、サキナビル、ダルナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビ
ル）、テラプレビル、コビシスタットを投与中の患者〔「相互作用」の項参
照〕」

ロナセン錠�・散（大日本住友製薬）
★C２６９-１0

１２１　局所麻酔剤C レボブピバカイン塩酸塩（0.25%アンプル・シリンジ）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「製造販売後における術後鎮痛での使用成績調査では、安全性解析対象症例
542例中76例104件の副作用が認められた。主な副作用は、血圧低下20例
（3.7%）、悪心23例（4.2%）、嘔吐17例（3.1%）及び感覚鈍麻11例（2.0%）で
あった。また、製造販売後における伝達麻酔での使用成績調査（ポプスカイ
ン0.25%注及び0.5%注の合計）では、安全性解析対象症例632例中66例71
件の副作用が認められた。主な副作用は、血圧低下52例（8.2%）であった。
〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ポプスカイン0.25%注�（丸石製薬） ポプスカイン0.25%シリンジ（丸石製薬）
★C２６９-１１

１２１　局所麻酔剤C レボブピバカイン塩酸塩（0.25%バッグ）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「製造販売後における術後鎮痛での使用成績調査では、安全性解析対象症例
542例中76例104件の副作用が認められた。主な副作用は、血圧低下20例
（3.7%）、悪心23例（4.2%）、嘔吐17例（3.1%）及び感覚鈍麻11例（2.0%）で
あった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ポプスカイン0.25%バッグ（丸石製薬）



15 2018. 5. DSU No. 269

★C２６９-１２
１２１　局所麻酔剤C レボブピバカイン塩酸塩（0.5%）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「製造販売後における伝達麻酔での使用成績調査（ポプスカイン0.25%注及び
0.5%注の合計）では、安全性解析対象症例632例中66例71件の副作用が認
められた。主な副作用は、血圧低下52例（8.2%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ポプスカイン0.5%注�（丸石製薬） ポプスカイン0.5%注�シリンジ（丸石製薬）
★C２６９-１３

１２１　局所麻酔剤C レボブピバカイン塩酸塩（0.75%）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「製造販売後における硬膜外麻酔での使用成績調査では、安全性解析対象症
例580例中114例135件の副作用が認められた。主な副作用は、血圧低下
105例（18.1%）であった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ポプスカイン0.75%注�（丸石製薬） ポプスカイン0.75%シリンジ（丸石製薬）
★C２６９-１４

２１８　高脂血症用剤C アトルバスタチンカルシウム水和物
改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「テラプレビル、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル、グレカプ
レビル・ピブレンタス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」
� 追記

「グレカプレビル・ピブレンタスビル〔臨床症状・措置方法：グレカプレビ
ル・ピブレンタスビル（400mg・120mg）との併用により、アトルバスタチン
のAUCが8.28倍、Cmaxが22.0倍に上昇したとの報告がある。本剤の血中
濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがある。�機序：グレカプ
レビル及びピブレンタスビルによる本剤の肝への取り込み阻害及び乳癌耐性
蛋白（BCRP）阻害に基づく作用によるものと考えられている。〕」

〈参考〉企業報告

アト�ルバスタチン錠�「DSEP」（第一三共エスファ）

アト�ルバスタチン錠�「EE」（エルメッドエーザイ）

アト�ルバスタチン錠�「JG」（日本ジェネリック）

アト�ルバスタチン錠�「KN」（小林化工）

アト�ルバスタチン錠�「Me」（Meファルマ）

アト�ルバスタチン錠�「NP」（ニプロ）

アト�ルバスタチン錠�「NS」（日新製薬：山形＝科研製薬）

アト�ルバスタチン錠�「TCK」（辰巳化学）

アト�ルバスタチン錠�「TSU」（鶴原製薬）

アト�ルバスタチン錠�「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

アト�ルバスタチン錠�「YD」（陽進堂）

アト�ルバスタチン錠�「ZE」（全星薬品）

アト�ルバスタチン錠�「アメル」（共和薬品工業）

アト�ルバスタチン錠�「杏林」（キョーリンリメディオ）

アト�ルバスタチン錠�「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

アト�ルバスタチン錠�「サワイ」（沢井製薬）

アト�ルバスタチン錠�「サンド」（サンド）

アト�ルバスタチン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

アト�ルバスタチンOD錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

アト�ルバスタチン錠�「日医工」（日医工）

アト�ルバスタチン錠�「モチダ」（ニプロファーマ＝持田製薬）

リピト�ール錠�（アステラス製薬）
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★C２６９-１５
２１８　高脂血症用剤C エゼチミブ

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「フィブラート系薬剤との併用に関しては、使用経験が限られている。併用
する場合は、胆石症などの副作用の発現に注意すること。〔フィブラート系
薬剤では胆汁へのコレステロール排泄を増加させ、胆石形成がみられること
がある。本剤はイヌで胆のう胆汁中のコレステロール濃度の上昇が報告され
ている。（「その他の注意」の項参照）〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ゼチーア錠�（MSD＝バイエル薬品）
★C２６９-１６

２１８　高脂血症用剤C エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「エゼチミブとフィブラート系薬剤の併用に関しては、使用経験が限られて
いる。併用する場合は、胆石症などの副作用の発現に注意すること。〔フィ
ブラート系薬剤では胆汁へのコレステロール排泄を増加させ、胆石形成がみ
られることがある。エゼチミブはイヌで胆のう胆汁中のコレステロール濃度
の上昇が報告されている。（「その他の注意」の項参照）〕」

〈参考〉企業報告

アト�ーゼット�配合錠�LD・HD（MSD＝バイエル薬品）
★C２６９-１７

２３２　消化性潰瘍用剤
C ポラプレジンク（錠剤）
　　  （プロマック）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「承認時までの調査における安全性評価対象例691例中32例（4.63%）に副作
用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。主なものは、ALT（GPT）上昇
９例（1.30%）、AST（GOT）上昇６例（0.87%）、Al-P上昇６例（0.87%）、好
酸球増多５例（0.72%）等であった〔プロマック顆粒承認時〕。」
「使用成績調査における安全性評価対象例4,879例中144例（2.95%）に副作用
（臨床検査値の異常を含む）が認められた。主なものは、ALT（GPT）上昇23
例（0.47%）、AST（GOT）上昇15例（0.31%）、Al-P上昇18例（0.37%）、好酸
球増多12例（0.25%）、便秘12例（0.25%）等であった〔プロマック顆粒再審
査終了時〕。」

〈参考〉顆粒剤の再審査結果に伴う改訂

プロマックD錠�（ゼリア）
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★C２６９-１８
２３２　消化性潰瘍用剤

C ポラプレジンク（顆粒剤）
　　  （プロマック）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「承認時までの調査における安全性評価対象例691例中32例（4.63%）に副作
用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。主なものは、ALT（GPT）上昇
９例（1.30%）、AST（GOT）上昇６例（0.87%）、Al-P上昇６例（0.87%）、好
酸球増多５例（0.72%）等であった〔承認時〕。」
「使用成績調査における安全性評価対象例4,879例中144例（2.95%）に副作用
（臨床検査値の異常を含む）が認められた。主なものは、ALT（GPT）上昇23
例（0.47%）、AST（GOT）上昇15例（0.31%）、Al-P上昇18例（0.37%）、好酸
球増多12例（0.25%）、便秘12例（0.25%）等であった〔再審査終了時〕。」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

プロマック顆粒（ゼリア）
★C２６９-１９

２３２　消化性潰瘍用剤C ミソプロストール
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「妊娠する可能性のある女性に投与する場合には、妊娠中でないことを十分
確認すること。また、患者に次の注意事項について十分説明し、同意を得た
後、使用すること。
1）本剤には子宮収縮作用があり、流産を起こしたとの報告があること。
2）�本剤投与中は避妊すること。また、本剤投与中に妊娠が確認された場合
又は疑われた場合には、直ちに投与を中止し、主治医に連絡すること。」

〈参考〉企業報告

サイト�テック錠�（ファイザー）
★C２６９-５６

２４１　脳下垂体ホルモン剤C コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］� 追記 〈在宅自己注�射〉
「在宅自己注射を行う場合は、患者に投与法及び安全な廃棄方法の指導を行
うこと。
（1）�自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な

教育訓練を実施したのち、患者自ら確実に投与できることを確認した上
で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、投与する際の操作方
法を指導すること。

（2）�適用後、本剤による副作用が疑われる場合には速やかに医療機関へ連絡
するよう指導すること。

（3）�使用済みの針付きシリンジを再使用しないように患者に注意を促すこと。
（4）�全ての器具の安全な廃棄方法について指導を徹底すること。同時に、使

用済みの針付きシリンジを廃棄する容器を提供することが望ましい。
（5）�在宅自己注射を行う前に、本剤の「在宅自己注射説明書」及び添付の「取

扱説明書」を必ず読むよう指導すること。」

オビドレル皮下注�シリンジ（メルクセローノ）
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★C２６９-２0
２４５　副腎ホルモン剤

C アドレナリン（注射剤）
　　  （各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助治療の
　　   効能を有する製剤）

改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤、フェノチアジン系薬剤、イミノジベン
ジル系薬剤、ゾテピン、セロトニン・ドパミン拮抗薬、多元受容体標的化抗
精神病薬、ドパミン受容体部分作動薬）、α遮断薬〔臨床症状・措置方法：
本剤の昇圧作用の反転により、低血圧があらわれることがある。アナフィラ
キシーショックの救急治療時以外には併用しない。〕」

〈参考〉企業報告

アドレナリン注�シリンジ「テルモ」（テルモ） ボスミン注�（第一三共）
★C２６９-２１

２４５　副腎ホルモン剤C アドレナリン（外用液剤）
改訂箇所 改訂内容

［相互作用］の「併用禁忌」
� 一部改訂

「抗精神病薬（ブチロフェノン系薬剤、フェノチアジン系薬剤、イミノジベン
ジル系薬剤、ゾテピン、セロトニン・ドパミン拮抗薬、多元受容体標的化抗
精神病薬、ドパミン受容体部分作動薬）、α遮断薬〔臨床症状・措置方法：
本剤の昇圧作用の反転により、低血圧があらわれることがある。〕」

〈参考〉企業報告

ボスミン外用液（第一三共）
★C２６９-２２

２４９　その他のホルモン剤
C インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カート・ミリオペン）
　　  （ヒューマログ）

改訂箇所 改訂内容

［適用上の注意］の「交付時」
� 追記

「設定できる単位は、ミリオペンは1単位刻み、ミリオペンHDは0.5単位刻
みと異なるため、両製剤の取り違えに注意すること。」

「投与時」
� 削除

（ミリオペン/ミリオペンHD）�
「〔本剤はA型専用注射針との適合性の確認をBDマイクロファインプラス及
びナノパスニードルで行っている。〕」

〈参考〉企業報告

ヒューマログ注�カート�・ミリオペン・ミリオペンHD（日本イーライリリー）
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★C２６９-２３
２４９　その他のホルモン剤C パシレオチドパモ酸塩

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］
� 一部改訂

「中等度（Child-Pugh分類クラスB）の肝機能障害のある患者では、20mgを４
週毎に３ヵ月間、臀部筋肉内に注射する。その後は患者の状態に応じて
20mg又は40mgを４週毎に投与する。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「薬
物動態」の項参照）。」

� 追記 〈クッシング病の場合〉
「用量は40mgを上限とし、血中・尿中コルチゾール値、臨床症状等により、
10mg～40mgの範囲で適宜増減できる。なお、40mgまで増量しても改善が
みられない場合には、他の治療法への切り替えを考慮すること。」
「中等度（Child-Pugh分類クラスB）の肝機能障害のある患者では、10mgを４
週毎に臀部筋肉内に注射する。なお、患者の病態状態に応じて適宜増量でき
るが、最高用量は20mgとする。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「薬物動
態」の項参照）」

［副作用］� 追記 〈クッシング病患者〉
「クッシング病患者を対象とした国際共同臨床試験（G2304試験）において、
150例中140例（93.3%）に副作用が認められた。主な副作用は高血糖70例
（46.7%）、下痢48例（32.0%）、胆石症47例（31.3%）、糖尿病31例（20.7%）
等であった。〔効能又は効果の一変承認時までの集計〕」

� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「肝機能障害：
ALT増加、AST増加、γ-GPT増加を伴う肝機能障害を起こすことがある
ので、肝機能検査を行うこと。肝機能検査値異常が認められた場合には、本
剤投与の中止を考慮すること。（「重要な基本的注意」の項参照）」�

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「胃腸障害：下痢、腹痛、悪心、腹部膨満、嘔吐
肝胆道系障害：胆石症、胆嚢炎、胆汁うっ帯
臨床検査�：血中CK（CPK）増加、グリコヘモグロビン増加、リパーゼ増加、

血中アミラーゼ増加、血中コルチゾール減少、プロトロンビン時間
延長

全身障害及び注射部位反応：疲労、注射部位疼痛
代謝及び栄養障害：低血糖、食欲減退」

〈参考〉効能又は効果、剤形追加承認に伴う改訂
�企業報告

シグニフォー LAR筋注�用（ノバルティスファーマ）
★C２６９-２４

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤C ケトプロフェン（テープ）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 追記

「消化器：消化性潰瘍」

〈参考〉企業報告

ケト�プロフェンテープ「BMD」（ビオメディクス＝持田製薬）

ケト�プロフェンテープ「SN」（シオノケミカル＝日本ケミファ）

ケト�プロフェンテープ「杏林」（キョーリンリメディオ）

ケト�プロフェンテープ「三和」（救急薬品＝三和化学）

ケト�プロフェンテープ「テイコク」（帝國製薬＝日本ジェネリック）

ケト�プロフェンテープ「東光」（東光＝ラクール）

ケト�プロフェンテープ「ト�ーワ」（東和薬品）

ケト�プロフェンテープ「日医工」（日医工）

ケト�プロフェンテープ「ラクール」（三友薬品＝ラクール）

タッチロンテープ（救急薬品＝三和化学）

パテルテープ（大石膏盛堂＝キョーリンリメディオ＝杏林製薬）

フレスト�ルテープ（東和薬品）

モーラステープ（久光製薬＝祐徳薬品）

モーラステープL（久光製薬＝祐徳薬品）

モーラスパップXR120mg（久光製薬＝祐徳薬品）

モーラスパップXR240mg（久光製薬）



202018. 5. DSU No. 269

★C２６９-２５
２６９　その他の外皮用薬C アダパレン

改訂箇所 改訂内容

［その他の注意］� 削除 「国内において、36歳以上の患者に対する使用経験がない。」

アダパレンゲル「JG」（日本ジェネリック）

アダパレンゲル「TCK」（辰巳化学）

アダパレンゲル「YD」（陽進堂）

アダパレンゲル「共創未来」（共創未来ファーマ）

アダパレンゲル「テイコク」（ケミックス＝帝國製薬）

アダパレンゲル「日新」（日新製薬：山形）

アダパレンゲル・クリーム「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

ディフェリンゲル（ガルデルマ）
★C２６９-２６

２６９　その他の外皮用薬C アダパレン（ディフェリン）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「使用成績調査において、安全性評価対象例2989例中861例（28.8%）に副作
用が認められた。主な副作用は、皮膚乾燥（525例、17.6%）、皮膚不快感（199
例、6.7%）、紅斑（170例、5.7%）、そう痒症（115例、3.8%）であった。〔再審
査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ディフェリンゲル（ガルデルマ）
★C２６９-２７

３３３　血液凝固阻止剤C ワルファリンカリウム
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「出血等の副作用のため本剤の抗凝固作用を急速に減少する必要がある場合
には投与を中止するとともに、ビタミンK製剤の投与を要することがある。
なお、脳出血等の重篤な出血を発現した場合には、必要に応じて、プロトロ
ンビン複合体の静注又は新鮮凍結血漿の輸注等の適切な処置も考慮すること。
これらの場合にも血栓再発に対し十分注意すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「出血：
脳出血等の臓器内出血、粘膜出血、皮下出血等を生じることがある。このよ
うな場合には、本剤の減量又は休薬、あるいはビタミンK製剤投与、プロト
ロンビン複合体の静注又は新鮮凍結血漿の輸注等の適切な処置を行うこと。
また、同時に血液凝固能検査（プロトロンビン時間及びトロンボテスト）を
行うことが望ましい。」

ワーファリン錠�（エーザイ）

ワーファリン顆粒（エーザイ）

ワルファリンK錠�「F」（富士製薬工業）

ワルファリンK錠�「NP」（ニプロ）

ワルファリンK細粒「NS」（日新製薬：山形）

ワルファリンK細粒「YD」（陽進堂）

ワルファリンK錠�「テバ」（武田テバファーマ）

ワルファリンK錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

ワルファリンK錠�「日新」（日新製薬：山形）
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★C２６９-２８
３９５　酵素製剤C モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 追記 「妊婦又は分娩・流早産後日の浅い患者（２週間以内）（「妊婦、産婦、授乳婦
等への投与」の項参照）」

［副作用］� 追記 〈急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解〉
「承認時までの試験では、総症例427例中、72例（16.86%）の副作用が報告さ
れている。また、427例中、69例（16.16%）の臨床検査値異常が報告されてい
る。なお、78例（18.27%）の処置を要した再灌流不整脈が報告されている。
製造販売後の調査では、総症例2,791例中、208例（7.45%）の副作用（臨床検
査値異常を含む）が報告されている。また、298例（10.68%）の処置を要した
再灌流不整脈が報告されている。〔再審査終了時〕」

〈不安定な血行動態を伴う急性肺塞栓症における肺動脈血栓の溶解〉
「承認時までの試験では、総症例65例中、27例（41.54%）の副作用が報告され
ている。また、65例中、38例（58.46%）の臨床検査値異常が報告されている。
製造販売後の調査・試験では、総症例3,124例中、722例（23.11%）の副作用
（臨床検査値異常を含む）が報告されている。〔再審査終了時〕」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 追記

「妊婦又は分娩・流早産後日の浅い患者（２週間以内）には、治療での有益性
が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔製造販売後の調
査において、妊婦又は分娩・流早産後日の浅い患者（２週間以内）で分娩に
関連した出血をともなう副作用が報告されている。本剤の投与により出血を
惹起するおそれがある。〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

クリアクター静注�用（エーザイ）
★C２６９-２９

３９６　糖尿病用剤C アログリプチン安息香酸塩・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」
� 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・機序
等：腎臓での有機カチオン輸送系（OCT2）阻害作用によりメトホルミンの排
泄が阻害され、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中止するなど慎重に投与すること。〕」

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

イニシンク配合錠�（武田薬品）
★C２６９-３0

３９６　糖尿病用剤C トレラグリプチンコハク酸塩
改訂箇所 改訂内容

［慎重投与］� 一部改訂 「スルホニルウレア剤又はインスリン製剤を投与中の患者〔低血糖のリスクが
増加するおそれがある。〕（「重要な基本的注意」、「相互作用」、「重大な副作用」
の項参照）」

［重要な基本的注意］� 削除 「インスリン製剤との併用についての臨床効果及び安全性は検討されていな
い。」
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★C２６９-３１
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C アダリムマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「関節リウマチ患者では、本剤の治療を行う前に、少なくとも１剤の抗リウ
マチ薬等の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識とリ
ウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること。」
「尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬の患者では、本剤の治療を行う
前に、既存の全身療法（紫外線療法を含む）の適用を十分に勘案すること。乾
癬の治療経験を持つ医師と本剤の副作用への対応について十分な知識を有す
る医師との連携のもと使用すること。」
「強直性脊椎炎では、本剤の治療を行う前に、既存治療薬（非ステロイド性抗
炎症薬等）の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と
強直性脊椎炎の診断及び治療の経験をもつ医師が使用すること。」
「多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者では、本剤の治療を行
う前に、少なくとも１剤の抗リウマチ薬等の使用を十分勘案すること。また、
本剤についての十分な知識と若年性特発性関節炎治療の経験をもつ医師が使
用すること（｢小児等への投与｣ の項参照）。」
「腸管型ベーチェット病では、本剤の治療を行う前に、ステロイド又は免疫
調節剤等の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と腸
管型ベーチェット病治療の経験をもつ医師が使用すること。」
「クローン病では、本剤の治療を行う前に、栄養療法、ステロイド、免疫調
節剤等の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識とクロ
ーン病治療の経験をもつ医師が使用すること。」
「潰瘍性大腸炎では、本剤の治療を行う前に、ステロイド又は免疫調節剤等
の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と潰瘍性大腸
炎治療の経験をもつ医師が使用すること。」
「非感染性ぶどう膜炎では、本剤の治療を行う前に、既存治療薬（ベーチェッ
ト病によるぶどう膜炎ではシクロスポリン等、その他の非感染性ぶどう膜炎
では経口ステロイド剤等）の使用を十分勘案すること。また、本剤について
の十分な知識と非感染性ぶどう膜炎治療の経験をもつ眼科医と本剤について
十分な知識をもつ内科等の医師が診断と治療に対して十分な連携をとり使用
すること。」

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
「難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬において、本剤による治療反応は、
通常投与開始から16週以内に得られる。16週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行って
も効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「低血糖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ながら投
与すること。スルホニルウレア剤又はインスリン製剤との併用で重篤な低血
糖症状があらわれ、意識消失を来す例も報告されていることから、これらの
薬剤と併用する場合には、スルホニルウレア剤又はインスリン製剤の減量を
検討すること。また、本剤の投与により低血糖症状が認められた場合には通
常はショ糖を投与するが、α-グルコシダーゼ阻害剤との併用により低血糖
症状が認められた場合にはブドウ糖を投与すること。」

〈参考〉企業報告

ザファテック錠�（武田薬品）
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［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがある。臨床試験
における日本人での産生率は、関節リウマチ44.0%（メトトレキサート併用
下では19.3%）、尋常性乾癬11.6%、膿疱性乾癬30.0%、強直性脊椎炎
16.0%、若年性特発性関節炎20.0%（メトトレキサート併用下では15.0%）、
腸管型ベーチェット病5.0%、クローン病6.1%、潰瘍性大腸炎7.8%及び非
感染性ぶどう膜炎12.5%であった。臨床試験において本剤に対する抗体の産
生が確認された患者においては、本剤の血中濃度が低下する傾向がみられた。
血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがある。」

［副作用］� 一部改訂 〔国内臨床試験〕
「関節リウマチ、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、強直性脊椎炎、若
年性特発性関節炎、腸管型ベーチェット病、クローン病、潰瘍性大腸炎及び
非感染性ぶどう膜炎の臨床試験において、日本人安全性評価対象1,308例中
1,079例（82.5%）に副作用が認められ、その主なものは、鼻咽頭炎389例
（29.7%）、注射部位紅斑126例（9.6%）、注射部位反応111例（8.5%）、発疹
98例（7.5%）、上気道感染83例（6.3%）等であった。」

［その他の注意］� 一部改訂 「尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬患者において、本剤と紫外線療
法又は既存の全身療法との併用について、有効性及び安全性は確立されてい
ない。」

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］
� 一部改訂

「授乳中の投与に関する安全性は確立していない。授乳中の婦人には授乳を
中止させること〔ヒト母乳中へ移行することが報告されている（「薬物動態」
の項参照）〕。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂
�Ben-Horin,S.,et�al.:Clin.Gastroenterol.Hepatol.�2010;8（5）:�475-476

ヒュミラ皮下注�シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

★C２６９-３３
３９９　他に分類されない代謝性医薬品

C エベロリムス（0.25mg・0.5mg・0.75mg）
改訂箇所 改訂内容

［警告］� 一部改訂 「心移植、腎移植、肝移植における本剤の投与は、免疫抑制療法及び移植患
者の管理に精通している医師又はその指導のもとで行うこと。」

［禁忌］� 一部改訂 「本剤の成分、シロリムス又はシロリムス誘導体に対し過敏症の既往歴のあ
る患者」
「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）」

★C２６９-３２
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

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「本剤を週に２回投与する場合は、投与間隔を３～４日間隔とすること。」

〈参考〉企業報告

エンブレル皮下注�ペン（ファイザー）
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［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「本剤の投与にあたっては、食事の影響があるため、食後又は空腹時のいず
れかの一定の条件下で投与し、本剤の血中トラフ濃度を測定し、投与量を調
節すること。（「薬物動態」の項参照）」
「カルシニューリン阻害薬及び副腎皮質ホルモン剤と併用すること。〔カルシ
ニューリン阻害薬を併用しない場合、十分な効果が得られないおそれがある。
本剤の類薬（シロリムス）の試験において、移植３ヵ月後にシクロスポリン
の投与を中止した腎移植患者において、急性拒絶反応の発現率がシクロスポ
リンの投与を継続した患者に比べて有意に増加したとの報告がある。また、
海外臨床試験において、移植５ヵ月目にタクロリムスの投与を中止した肝移
植患者において、急性拒絶反応の発現率がタクロリムスの投与を継続した患
者に比べて有意に増加した。〕
1）�心移植及び腎移植においては、併用するカルシニューリン阻害薬はシク
ロスポリンのマイクロエマルジョン製剤又はタクロリムスのいずれか1�
剤とすること。（「臨床成績」の項参照）

2）�肝移植においては、通常、併用するカルシニューリン阻害薬はタクロリ
ムスとすること。併用するカルシニューリン阻害薬としてシクロスポリ
ンのマイクロエマルジョン製剤を用いる場合は、本剤は慎重に投与する
こと。〔シクロスポリンとの併用は使用経験が少ない。〕（「臨床成績」の項
参照）」

「本剤の全血中濃度を定期的に測定すること（「薬物動態」の項参照）。曝露量
と有効性、及び曝露量と安全性の関連についての解析から、本剤の血中トラ
フ濃度（C0）が3.0ng/mL以上の患者では、3.0ng/mL未満の患者に比べて急
性拒絶反応の発現率が低いことが認められている。推奨される本剤の治療濃
度の上限は8ng/mLである。12ng/mLを超える濃度での有効性及び安全性
の検討は実施されていない。」
「本剤の用量調節は、用量変更から４～５日以上経過してから測定した本剤
の血中トラフ濃度（C0）に基づいて行うことが望ましい。シクロスポリンは
本剤のバイオアベイラビリティを増加させるため、シクロスポリンの血中濃
度が大幅に低下すると（血中トラフ濃度（C0）＜50ng/mL）、本剤の血中濃度
が低下するおそれがある。（「重要な基本的注意」の項参照）」
「本剤は併用するシクロスポリンの腎毒性を増強するおそれがある。また、本
剤とシクロスポリン又はタクロリムスの併用により腎障害が発現するおそれ
があるため、腎移植患者、肝移植患者及び維持期の心移植患者ではシクロス
ポリン又はタクロリムスの用量を減量すること。なお、シクロスポリン又は
タクロリムスの用量は、シクロスポリン又はタクロリムスの血中トラフ濃度
（C0）に基づいて調節する。（「臨床成績」の項�表「シクロスポリンの血中ト
ラフ濃度（C0）の記述統計量（B253試験、A1202試験、A2309試験）」、「タク
ロリムスの血中トラフ濃度（C0）の記述統計量（H2307試験、H2304試験）」
を参照）」
「シクロスポリンとの併用にあたってはシクロスポリンのマイクロエマルジ
ョン製剤と同時投与が望ましい。」
「本剤と併用するシクロスポリン又はタクロリムスを減量する前に、本剤の
定常状態の血中トラフ濃度（C0）が3ng/mL以上であることを確認すること。」
「心移植における本剤の用量設定の際には、下記を参照すること。（心移植患
者を対象として、標準量のシクロスポリンのマイクロエマルジョン製剤及び
副腎皮質ホルモン剤と併用した本剤1.5mg/日及び3mg/日の有効性及び安全
性をアザチオプリン1～3mg/kg/日と比較した海外第Ⅲ相試験（B253試験）
の結果）」
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［重要な基本的注意］�一部改訂 「シクロスポリン、タクロリムス及び副腎皮質ホルモン剤との併用に際して
は、各薬剤の添付文書に記載されている「警告」、「禁忌」、「併用禁忌」、「慎重
投与」、「重要な基本的注意」、「重大な副作用」等の「使用上の注意」を必ず確
認すること。本剤はシクロスポリンの腎毒性を増強するおそれがあるので特
に注意すること。（「臨床成績」の項参照）」
「シクロスポリンの併用により本剤のバイオアベイラビリティは有意に増加
する。健康成人を対象とした単回投与試験において、本剤にシクロスポリン
のマイクロエマルジョン製剤を併用投与したところ、単独投与時に比べて本
剤のAUCは168%（範囲46%～365%）、Cmaxは82%（範囲25%～158%）増
加した。従って、シクロスポリンの用量を変更する場合には、本剤の用量調
節が必要であると考えられる。（「薬物動態」の項参照）なお、シクロスポリ
ンのマイクロエマルジョン製剤を投与中の心移植患者において、シクロスポ
リンの薬物動態に対する本剤の臨床的影響はごく軽微であった。」

［相互作用］の「併用注意」
� 削除

「テリスロマイシン」

� 追記 「オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル〔臨床症状・措置方法：本剤
のAUCが27倍、Cmaxが4.7倍に上昇したとの報告がある。やむを得ない場
合を除き併用は避けること。やむを得ず併用する場合には、本剤の血中濃度
をモニタリングするなど患者の状態を慎重に観察し、副作用発現に十分注意
すること。�機序・危険因子：リトナビルのCYP3A4阻害作用により、本剤
の代謝が阻害される。〕」

［副作用］� 追記 「新規生体肝移植患者を対象とした第Ⅲ相国際共同臨床試験（総症例142例、
日本人15例を含む）中、何らかの副作用が報告されたのは81例（57.0%）で
あった（12ヵ月の集計）。主な副作用は、白血球減少症12例（8.5%）、高脂血
症12例（8.5%）、高コレステロール血症10例（7.0%）等であった。新規脳死
肝移植患者を対象とした第Ⅲ相海外臨床試験（総症例474例）中、何らかの副
作用が報告されたのは334例（70.5%）であった（24ヵ月の集計）。主な副作
用は、白血球減少症39例（8.2%）、高脂血症36例（7.6%）、高血圧35例
（7.4%）等であった。」

� 「重大な副作用」
� 追記

「肝動脈血栓症：
肝動脈血栓症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。本剤の類薬（シ
ロリムス）の肝移植患者を対象とした海外臨床試験において、肝動脈血栓症
の発現頻度がシロリムスを投与しなかった対照群に比べて高く、その多くは
移植後30日以内に発現し、移植肝廃絶や死亡に至った例も報告されている。」
「創傷治癒不良：
創傷治癒不良や創傷治癒不良による創傷感染、瘢痕ヘルニア、創離開等の合
併症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投与を中止す
るなど適切な処置を行うこと。」
「汎血球減少、白血球減少、貧血、血小板減少、好中球減少：
汎血球減少、白血球減少、貧血、血小板減少、好中球減少があらわれること
があるので定期的に血液検査（血球数算定等）を実施するなど観察を十分に
行い、異常が認められた場合には減量又は投与を中止するなど適切な処置を
行うこと。なお、血小板減少が生じた結果、消化管出血等の出血に至った症
例も報告されている。」
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� 「その他の副作用」
� 削除

「血液及びリンパ系障害」の「白血球減少、血小板減少、貧血、好中球減少、
汎血球減少」
「皮膚及び皮下組織障害」の「術後創合併症」
「全身障害及び投与局所様態」の「創傷治癒不良」

［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。〔動物実験（ラ
ット及びウサギ）で胚・胎児毒性を含む生殖発生毒性が認められたとの報告
がある。〕」

［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使用は極めて限られ
ている。（低出生体重児、新生児又は乳児に対しては使用経験がなく、幼児
又は小児には使用経験が少ない。また、小児の肝移植患者を対象とした海外
臨床試験において、成人と比較して移植後リンパ増殖性障害や重篤な感染症、
胃腸障害の発現頻度が高いことが報告されている。）」

〈参考〉効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

サーティカン錠�（ノバルティスファーマ）
★C２６９-３４

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C エルカトニン（20単位）
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「本剤の適用にあたっては、日本骨代謝学会の診断基準等を参考に、骨粗鬆
症との診断が確立し、疼痛がみられる患者を対象とすること。」

［その他の注意］� 一部改訂 「骨粗鬆症患者を対象に実施した2つの国内臨床試験において、いずれも椎体
の骨折抑制効果が認められなかったとの報告がある。」

〈参考〉企業報告

アデビロック筋注�20単位�（コーアイセイ）

エスカト�ニール筋注�20単位�（東和薬品）

エルカト�ニン筋注�20単位�「F」（富士製薬工業）

エルカト�ニン筋注�20単位�「NP」（ニプロ）

エルカト�ニン筋注�20単位�「TBP」

� （東菱薬品工業＝扶桑薬品＝共和クリティケア）

エルカト�ニン筋注�20単位�「サワイ」（沢井製薬）

エルカト�ニン筋注�20単位�「日医工」（日医工）

エルシト�ニン注�20S（旭化成ファーマ）

エルシト�ニン注�20Sディスポ（旭化成ファーマ）

ラスカルト�ン注�20（武田テバファーマ＝日本ケミファ）
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★C２６９-３５
３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ゴリムマブ（遺伝子組換え）

改訂箇所 改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 追記

「本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医
師の直接の監督のもとで投与を行うこと。本剤による治療開始後、医師によ
り適用が妥当と判断された患者については、自己投与も可能である（「重要
な基本的注意」の項参照）。」

［重要な基本的注意］� 追記 〈関節リウマチに対する注�意〉
「自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教
育訓練を実施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、
患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導の下で実施
すること。」
「自己投与の適用後、感染症等の本剤による副作用が疑われる場合や自己投
与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止
させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。また、本
剤投与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療施設へ連絡するよう患者に
指導を行うこと。」
「使用済みの注射器を再使用しないように患者に注意を促し、すべての器具
の安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みの注射器を廃棄す
る容器を提供すること。」

〈参考〉企業報告

シンポニー皮下注�シリンジ（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬）
★C２６９-３６

３９９　他に分類されない代謝性医薬品C ミノドロン酸水和物（50mg）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「消化器：�胃・腹部不快感、腹痛、胃炎、逆流性食道炎、下痢、便秘、腹部
膨満、消化不良、食欲不振、口内炎、口唇炎、口渇、歯肉痛、口
の錯感覚
悪心、嘔吐（急性期反応（本剤投与後３日以内に発現し、通常は数
日以内に回復する）に該当する副作用を含む。）

筋・骨格�系：アルカリホスファターゼ減少、血中カルシウム減少、CK（CPK）
上昇
筋・骨格痛（関節痛、背部痛、筋肉痛、四肢痛、疼痛、骨痛等）（急
性期反応（本剤投与後３日以内に発現し、通常は数日以内に回復す
る）に該当する副作用を含む。）

その他：�胸痛、コレステロール増加、脱毛、膀胱炎、副鼻腔炎、血圧上昇、
血中リン上昇、血中リン減少、顔面浮腫
倦怠感、発熱（急性期反応（本剤投与後３日以内に発現し、通常は
数日以内に回復する）に該当する副作用を含む。）」

〈参考〉企業報告

ボノテオ錠�50mg（アステラス製薬）

ミノドロン酸錠�50mg「JG」（日本ジェネリック）

ミノドロン酸錠�50mg「武田テバ」（武田テバファーマ）

ミノドロン酸錠�50mg「ト�ーワ」（東和薬品）

ミノドロン酸錠�50mg「日医工」（日医工）

ミノドロン酸錠�50mg「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

ミノドロン酸錠�50mg「三笠」（コーアバイオテックベイ＝三笠製薬）

リカルボン錠�50mg（小野薬品）
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★C２６９-３８
４２１　アルキル化剤C テモゾロミド（カプセル剤）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 〔製造販売後調査〕
「本剤及び点滴静注用製剤における特定使用成績調査において、副作用が報
告されたのは安全性評価対象症例1,980例中1,396例（71%）であり、主な副
作用はリンパ球数減少544例（27%）、白血球数減少417例（21%）、血小板数
減少349例（18%）、肝機能異常206例（10%）、好中球数減少205例（10%）で
あった。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

テモダールカプセル（MSD）
★C２６９-３９

４２１　アルキル化剤C テモゾロミド（注射剤）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 一部改訂 〔製造販売後調査〕
「本剤及びカプセル剤における特定使用成績調査において、副作用が報告さ
れたのは安全性評価対象症例1,980例中1,396例（71%）であり、主な副作用
はリンパ球数減少544例（27%）、白血球数減少417例（21%）、血小板数減少
349例（18%）、肝機能異常206例（10%）、好中球数減少205例（10%）であっ
た。〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

テモダール点滴静注�用（MSD）

★C２６９-３７
４２１　アルキル化剤C テモゾロミド

改訂箇所 改訂内容

［小児等への投与］� 一部改訂 「低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児における有効性及び安全性は
確立していない。〔国内における使用経験が少ない。〕（「薬物動態」「血中濃度」
小児における薬物動態の項参照）」

〈参考〉企業報告

テモゾロミド錠�「NK」（日本化薬） テモダールカプセル（MSD） テモダール点滴静注�用（MSD）
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★C２６９-４0
４２９　その他の腫瘍用薬C エベロリムス（2mg・3mg、2.5mg・5mg）

改訂箇所 改訂内容

［禁忌］� 一部改訂 「本剤の成分、シロリムス又はシロリムス誘導体に対し過敏症の既往歴のあ
る患者」

［相互作用］の「併用注意」
� 削除

「テリスロマイシン」

� 追記 「オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル〔臨床症状・措置方法：本剤
のAUCが27倍、Cmaxが4.7倍に上昇したとの報告がある。やむを得ない場
合を除き併用は避けること。やむを得ず併用する場合には、本剤を減量する
ことを考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察し、副作用発現に十分注
意すること。�機序・危険因子：リトナビルのCYP3A4阻害作用により、本
剤の代謝が阻害される。〕」

〈参考〉企業報告

アフィニト�ール錠�（ノバルティスファーマ） アフィニト�ール分散錠�（ノバルティスファーマ）
★C２６９-４１

４２９　その他の腫瘍用薬C シスプラチン（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］
� 追記

〈シスプラチン通常療法〉
「本剤の投与時には腎毒性を軽減するために下記の処置を行うこと。
成人の場合：
（1）�本剤投与前、1,000～2,000mLの適当な輸液を４時間以上かけて投与する。
（2）�本剤投与時、投与量に応じて500～1,000mLの生理食塩液又はブドウ糖

－食塩液に混和し、２時間以上かけて点滴静注する。なお、点滴時間が
長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

（3）�本剤投与終了後、1,000～2,000mLの適当な輸液を４時間以上かけて投与
する。

（4）�本剤投与中は、尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロ
セミド等の利尿剤を投与すること。

なお、上記の処置よりも少量かつ短時間の補液法（ショートハイドレーショ
ン法）については、最新の「がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン」等を
参考にし、ショートハイドレーション法が適用可能と考えられる患者にのみ
実施すること。
小児の場合：
（1）�本剤投与前、300～900mL/m2（体表面積）の適当な輸液を２時間以上かけ

て投与する。
（2）�本剤投与時、投与量に応じて300～900mL/m2（体表面積）の生理食塩液

又はブドウ糖－食塩液に混和し、２時間以上かけて点滴静注する。なお、
点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。

（3）�本剤投与終了後、600mL/m2（体表面積）以上の適当な輸液を３時間以上か
けて投与する。

（4）�本剤投与中は、尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロ
セミド等の利尿剤を投与すること。」

〈M-VAC療法〉
「シスプラチンの投与時には腎毒性を軽減するために、シスプラチン通常療
法の「用法・用量に関連する使用上の注意」の項に準じた処置を行うこと。」

〈参考〉用法・用量追加承認に伴う改訂

シスプラチン注�「日医工」（日医工） シスプラチン点滴静注�「マルコ」（日医工ファーマ＝ヤクルト）
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★C２６９-４２
４２９　その他の腫瘍用薬C ダブラフェニブメシル酸塩

改訂箇所 改訂内容

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子
変異が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外
診断薬等を用いること。」

［相互作用］の「併用注意」
� 追記

「CYP3A及びCYP2C8誘導剤（リファンピシン等）〔臨床症状・措置方法：本
剤の血中濃度が低下するおそれがあるので、CYP3A及びCYP2C8誘導作用
のない薬剤への代替を考慮すること。（「薬物動態」の項参照）�機序・危険因
子：これらの薬剤がCYP3A及びCYP2C8を誘導することにより、本剤の
代謝が促進され、血中濃度が低下する可能性がある。〕」
「OATP1B1及びOATP1B3基質（HMG-CoA還元酵素阻害剤（ロスバスタチ
ン）等）〔臨床症状・措置方法：OATP1B1及びOATP1B3の基質となる薬剤
と併用する場合は、これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある。（「薬
物動態」の項参照）�機序・危険因子：本剤がOATP1B1及びOATP1B3を阻
害することにより、これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある。〕」

［副作用］� 追記 「BRAF�V600E変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対
象とした国際共同第Ⅱ相臨床試験（E2201試験）のトラメチニブとの併用投
与群において、93例中83例（89.2%）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、発熱46例（49.5%）、悪心36例（38.7%）、嘔吐25例
（26.9%）、皮膚乾燥25例（26.9%）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

〈ト�ラメチニブとの併用時〉
「　眼　： �霧視、視力障害、網膜色素上皮剥離、網脈絡膜症、ぶどう膜炎、網

膜剥離、眼窩周囲浮腫
心・血管�：心拍数減少、高血圧、低血圧、出血（鼻出血、歯肉出血等）、リ

ンパ浮腫、徐脈、QT/QTc間隔延長
皮　膚：�発疹、皮膚乾燥、そう痒症、ざ瘡様皮膚炎、紅斑、日光角化症、寝

汗、過角化、脱毛症、手掌・足底発赤知覚不全症候群、皮膚病変、
多汗症、脂肪織炎、光線過敏症、皮膚亀裂

　腎　：急性腎障害、腎炎、腎不全、尿細管間質性腎炎」

〈本剤単独投与時〉
「皮　膚：�脂肪織炎、発疹、過角化、脱毛症、手掌・足底発赤知覚不全症候群、

そう痒症、皮膚乾燥、日光角化症、皮膚病変、紅斑、光線過敏症
　腎　：腎不全、急性腎障害、尿細管間質性腎炎」

〈参考〉効能又は効果追加承認に伴う改訂

タフィンラーカプセル（ノバルティスファーマ）
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★C２６９-４３
４２９　その他の腫瘍用薬C トラメチニブジメチルスルホキシド付加物

改訂箇所 改訂内容

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子
変異が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外
診断薬等を用いること。」

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

「本剤投与により副作用が発現した場合には、下記の基準を参考に、本剤を
休薬、減量又は中止すること。ただし、有棘細胞癌（皮膚の扁平上皮癌）又
は新たな原発性悪性黒色腫が発現した場合には、外科的切除等の適切な処置
を行った上で、休薬、減量することなく治療を継続することができる。

用量調節の目安
用量調節段階注2） 投与量

通常投与量 2mg（１日１回）

１段階減量 1.5mg（１日１回）

２段階減量 1mg（１日１回）

３段階減量 投与中止
注2）�適切な処置により副作用が管理できた場合には、

減量時と逆の段階を経て増量可」

［副作用］� 追記 「BRAF�V600E変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対
象とした国際共同第Ⅱ相臨床試験（E2201試験）のダブラフェニブとの併用
投与群において、93例中83例（89.2%）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、発熱46例（49.5%）、悪心36例（38.7%）、嘔吐25
例（26.9%）、皮膚乾燥25例（26.9%）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

「　腎　：急性腎障害、腎炎、腎不全、尿細管間質性腎炎」

〈参考〉効能又は効果追加承認に伴う改訂

メキニスト�錠�（ノバルティスファーマ）
★C２６９-４４

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

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「重度の皮膚障害：
中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼
症候群（Stevens-Johnson症候群）、類天疱瘡、多形紅斑等の重度の皮膚障害
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。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「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、リウマチ因子陽
性、インターロイキン濃度増加、サルコイドーシス

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、膀胱炎」

〈参考〉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）
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★C２６９-４５
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

［副作用］の「その他の副作用」
� 一部改訂

「その他：体重減少、体重増加、サルコイドーシス」

〈参考〉企業報告

キイト�ルーダ点滴静注�（MSD）
★C２６９-４６

４２９　その他の腫瘍用薬
C ボルテゾミブ
　　  （原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫の効能を
　　　 有する製剤）

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

「多発性骨髄腫及びマントル細胞リンパ腫の場合、「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

「多発性骨髄腫及びマントル細胞性リンパ腫の場合、本剤を含むがん化学療
法については、「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
法歴に応じて選択をすること。」

［重要な基本的注意］� 追記 「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫に本剤を使用す
る際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議�
公知申請への該当性に係る報告書」等）を熟読すること。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ベルケイド注�射用（ヤンセンファーマ）
★C２６９-４７

４２９　その他の腫瘍用薬C レンバチニブメシル酸塩
改訂箇所 改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］
� 追記

〈切除不能な肝細胞癌〉
「局所療法（経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固
療法、肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法、放射線療法等）の適応となる
肝細胞癌患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。」
「臨床試験に組み入れられた患者の肝機能障害の程度等について、「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理解した上で、適応患
者の選択を行うこと。〔「臨床成績」の項参照〕」
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［用法・用量に関連する使用上の注意］
� 一部改訂

〈根治切除不能な甲状腺癌〉
「副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて以下の基準を考慮して、
本剤を減量、休薬又は中止すること。減量して投与を継続する場合には、１
日１回20mg、14mg、10mg、8mg�又は4mgに減量すること。

減量、休薬及び中止基準

副作用 程度＊ 処置

高血圧 収縮期血圧140mmHg以上又は
拡張期血圧90mmHg以上のとき

本剤の投与を継続し、降圧剤
の投与を行う。

降圧治療にも係らず、収縮期血
圧160mmHg以上又は拡張期血
圧100mmHg以上のとき

収縮期血圧150mmHg以下及び
拡張期血圧95mmHg以下にな
るまで本剤を休薬し、降圧剤
による治療を行う。
本剤の投与を再開する場合、
１段階減量する。

Grade4の副作用が発現した場合 本剤の投与を中止する。

その他の
副作用

忍 容 性 が な い Grade2又 は
Grade3の副作用が発現した場合

本剤の投与開始前の状態又は
Grade1以下に回復するまで休
薬する（悪心・嘔吐・下痢に対
しては休薬の前に適切な処置
を行い、コントロールできな
い場合に本剤を休薬すること）。
本剤の投与を再開する場合、
１段階減量する。

Grade4の副作用が発現した場合
（生命を脅かさない臨床検査値異
常の場合は、Grade3の副作用と
同じ処置とする）

本剤の投与を中止する。

＊：�Grade は CTCAE（Common� Terminology� Criteria� for� Adverse�
Events）version4.0に準じる。」

� 追記 〈切除不能な肝細胞癌〉
「臨床試験において、中等度（Child-Pugh�スコア７～８）の肝機能障害を有す
る肝細胞癌患者に対する最大耐用量は１日１回8mgであることが確認され
ている。中等度の肝機能障害を有する肝細胞癌患者に対しては減量を考慮す
るとともに、患者の状態を慎重に観察し、有害事象の発現に十分注意するこ
と。〔「慎重投与」の項参照〕」
「副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて以下の基準を考慮して、
本剤を減量、休薬又は中止すること。
　　

減量段階基準

開始用量 １段階減量 ２段階減量 ３段階減量

12mgを１日１回
投与

8mgを１日１回
投与

4mgを１日１回
投与

4mgを隔日投与

8mgを１日１回
投与

4mgを１日１回
投与

4mgを隔日投与 投与を中止する
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減量、休薬及び中止基準

副作用 程度＊ 処置

高血圧 収縮期血圧140mmHg以上又は
拡張期血圧90mmHg以上のとき

本剤の投与を継続し、降圧剤の
投与を行う。

降圧治療にも係らず、収縮期血
圧160mmHg以上又は拡張期血
圧100mmHg以上のとき

収縮期血圧150mmHg以下及び
拡張期血圧95mmHg以下になる
まで本剤を休薬し、降圧剤によ
る治療を行う。
本剤の投与を再開する場合、１
段階減量する。

Grade4の副作用が発現した場合 本剤の投与を中止する。

血液毒
性及び
蛋白尿

Grade3の副作用が発現した場合
（臨床的に意義がない臨床検査値
異常の場合を除く）

本剤の投与開始前の状態又は
Grade2以下に回復するまで休
薬する。
本剤の投与を再開する場合、初
回の副作用発現時は減量せず、
２回目以降の副作用発現時は1
段階減量する。

Grade4の副作用が発現した場合 本剤の投与開始前の状態又は
Grade2以下に回復するまで休
薬する。
本剤の投与を再開する場合、１
段階減量する。

その他
の副作
用

忍容性がないGrade2の副作用
が発現した場合

本剤の投与開始前の状態若しく
はGrade1以下に回復するまで
休薬する、又は本剤の投与量を
１段階減量して投与を継続する
（悪心・嘔吐・下痢・甲状腺機
能低下に対しては休薬又は減量
の前に適切な処置を行い、コン
トロールできない場合に本剤を
休薬又は減量すること）。
本剤の投与を再開する場合、１
段階減量する。

Grade3の副作用が発現した場合
（臨床的に意義がない臨床検査値
異常の場合を除く）

本剤の投与開始前の状態又は
Grade1以下に回復するまで休
薬する（悪心・嘔吐・下痢・甲
状腺機能低下に対しては休薬の
前に適切な処置を行い、コント
ロールできない場合に本剤を休
薬すること）。
本剤の投与を再開する場合、１
段階減量する。

Grade4の副作用が発現した場合
（生命を脅かさない臨床検査値異
常の場合は、Grade3の副作用と
同じ処置とする）

本剤の投与を中止する。

＊：GradeはCTCAE�version4.0に準じる。」
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［慎重投与］� 追記 「中等度の肝機能障害のある肝細胞癌患者〔臨床試験において、中等度
（Child-Pughスコア７～８）の肝機能障害を有する肝細胞癌患者に対する最
大耐用量は1日 1回 8mgであることが確認されている。また、中等度
（Child-Pughスコア９）及び重度の肝機能障害を有する肝細胞癌患者への使
用経験はない。「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照〕」

［重要な基本的注意］�一部改訂 「AST（GOT）、ALT（GPT）等の上昇を伴う肝障害、肝性脳症があらわれるこ
とがあるので、本剤の投与期間中は定期的に肝機能検査、血中アンモニア値
の測定を行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には、
減量、休薬等の適切な処置を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」
「甲状腺癌患者において、本剤投与中に腫瘍縮小・壊死に伴い、頸動脈露出、
頸動脈出血、腫瘍出血があらわれることがある。また、頸動脈露出部位や皮
膚瘻形成部位より大量出血した例が認められており、気管瘻や食道瘻を形成
している場合には、喀血や吐血のおそれがある。本剤投与前には頸動脈・静
脈等への腫瘍浸潤を十分確認するとともに、本剤の投与期間中は患者の状態
の観察や瘻孔形成の有無の確認を十分に行うこと。出血が認められた場合に
は、必要に応じて投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、甲状腺未分
化癌患者では、頸動脈・静脈への腫瘍浸潤例が多いので、特に注意するこ
と。」

［副作用］� 一部改訂 〈根治切除不能な甲状腺癌〉
「放射性ヨウ素治療抵抗性･難治性の分化型甲状腺癌患者を対象にした国際共
同第Ⅲ相試験（無作為化期）において、本剤が投与された261例（日本人30例
を含む）中254例（97.3%）に副作用が認められた。
主な副作用は、高血圧177例（67.8%）、下痢159例（60.9%）、食欲減退135
例（51.7%）、体重減少123例（47.1%）、悪心107例（41.0%）、疲労104例
（39.8%）、口内炎96例（36.8%）、蛋白尿85例（32.6%）、手掌・足底発赤知
覚不全症候群83例（31.8%）等であった。〔甲状腺癌承認時〕」

� 追記 〈切除不能な肝細胞癌〉
「切除不能な肝細胞癌患者を対象にした国際共同第Ⅲ相試験において、本剤
が投与された476例（日本人81例を含む）中447例（93.9%）に副作用が認め
られた。
主な副作用は、高血圧189例（39.7%）、下痢143例（30.0%）、手掌・足底発
赤知覚不全症候群126例（26.5%）、食欲減退122例（25.6%）、蛋白尿114例
（23.9%）、疲労111例（23.3%）、発声障害104例（21.8%）等であった。〔肝細
胞癌効能追加承認時〕」
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� 「重大な副作用」
� 一部改訂

「高血圧：
高血圧、高血圧クリーゼ等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適切な処置を行うこと。なお、コントロールできな
い高血圧が認められた場合には減量・休薬すること。また、高血圧クリーゼ
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。」
「出血：
鼻出血、血尿、喀血、肺出血、消化管出血、脳出血、腫瘍出血等の出血があ
らわれることがある。また、甲状腺癌患者において、腫瘍縮小・壊死に伴う
頸動脈出血、腫瘍出血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、減量や休薬等の適切な処置を行うこと。重篤な出血が
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。」
「動脈血栓塞栓症：
心筋梗塞、脳血管発作、脾臓梗塞等の動脈血栓塞栓症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、減量、休薬又は中止等
の適切な処置を行うこと。」
「静脈血栓塞栓症：
肺塞栓症、深部静脈血栓症、網膜静脈血栓症、門脈血栓症等の静脈血栓塞栓
症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、
減量、休薬又は中止等の適切な処置を行うこと。」
「肝障害：
AST、ALT等の上昇を伴う肝障害、アルブミン低下、肝性脳症、肝不全等
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、
減量、休薬等の適切な処置を行うこと。」
「腎障害：
蛋白尿、腎機能障害、腎不全、ネフローゼ症候群等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、減量、休薬又は中止等の適
切な処置を行うこと。」
「消化管穿孔、瘻孔形成：
腸管穿孔、痔瘻、腸膀胱瘻等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、中止等の適切な処置を行うこと。」
「心障害：
心電図QT延長、駆出率減少、心房細動・粗動、心不全等があらわれること
がある。十二誘導心電図検査の実施等、観察を十分に行い、異常が認められ
た場合には、減量、休薬又は中止等の適切な処置を行うこと。」
「手足症候群：
手掌・足底発赤知覚不全症候群等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、減量、休薬又は中止等の適切な処置を行う
こと。」
「感染症：
気道感染、肺炎、敗血症等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、減量、休薬又は中止等の適切な処置を行うこと。」

� 「その他の副作用」
� 一部改訂

「皮　膚：発疹、皮膚病変、皮膚乾燥、脱毛症、皮膚炎、そう痒症」

� 削除 「皮　膚」の「過角化」

［過量投与］� 一部改訂 「徴候、症状：
臨床試験において、手掌・足底発赤知覚不全症候群の悪化、口腔乾燥、口内
炎、急性腎障害、嘔吐及び腎尿細管壊死が認められた。」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

レンビマカプセル（エーザイ）
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★C２６９-４８
４４９　その他のアレルギー用薬C ビラスチン

改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「過敏症：�発疹、そう痒症、血管性浮腫、多形紅斑（これらの症状があらわれ
た場合には、投与を中止すること。）」

� 削除 「その他」の「そう痒症」

〈参考〉企業報告

ビラノア錠�（大鵬薬品＝MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-５７

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C ベンジルペニシリンカリウム
C ジベカシン硫酸塩（注射剤）

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。」

〈参考〉企業報告

cベンジルペニシリンカリウム

注�射用ペニシリンGカリウム（MeijiSeikaファルマ）

cジベカシン硫酸塩（注射剤）

パニマイシン注�射液（MeijiSeikaファルマ）

注�射用パニマイシン（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-５８

６１２　主としてグラム陰性菌に作用するものC アズトレオナム
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。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「本剤投与中に中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）
があらわれることが報告されている。」

〈参考〉企業報告

アザクタム注�射用（エーザイ）
★C２６９-５９

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC アンピシリン水和物
改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「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、
不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴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。」
「中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼
症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわれることがあるので、観察を十分
に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置
を行うこと。」

［臨床検査結果に及ぼす影響］
� 一部改訂

「本剤の投与により、ベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査
では偽陽性を呈することがあるので注意すること。」

〈参考〉企業報告

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ） ビクシリンドライシロップ（MeijiSeikaファルマ）
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★C２６９-６0
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC アンピシリンナトリウム

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「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。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴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。」

［臨床検査結果に及ぼす影響］
� 一部改訂

「本剤の投与により、ベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査
では偽陽性を呈することがあるので注意すること。」

〈参考〉企業報告

ビクシリン注�射用（MeijiSeikaファルマ）

★C２６９-６２
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC セフミノクスナトリウム水和物

改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「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。」

［副作用］の「重大な副作用（類薬）」
� 一部改訂

「他のセフェム系抗生物質で、中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�
Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわ
れることが報告されているので、観察を十分に行い、異常が認められた場合
には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

メイセリン静注�用（MeijiSeikaファルマ＝沢井製薬）

★C２６９-６１
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC セフジトレンピボキシル（錠剤）

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼
症候群（Stevens-Johnson症候群）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。」

〈参考〉企業報告

セフジト�レンピボキシル錠�「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジト�レンピボキシル錠�「OK」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

セフジト�レンピボキシル錠�「サワイ」（沢井製薬）

セフジト�レンピボキシル錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

セフジト�レンピボキシル錠�「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

メイアクト�MS錠�（MeijiSeikaファルマ）
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★C２６９-６３
６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC テビペネムピボキシル

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用（類薬）」
� 一部改訂

「他のカルバペネム系抗生物質で、中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�
Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわ
れることが報告されているので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、瘙痒感、
眼充血、口内炎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。」

〈参考〉企業報告

オラペネム小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-６４

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するものC ホスホマイシンナトリウム（注射剤）
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。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

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

〈参考〉企業報告

フラゼミシン静注�用・点滴静注�用キット�（武田テバファーマ）

ホスホマイシンNa静注�用「NP」（ニプロ）

ホスホマイシンNa静注�用「タカタ」（高田製薬）

ホスホマイシンナト�リウム静注�用「日医工」（日医工）

ホスミシンS静注�用（MeijiSeikaファルマ）

ホスミシンSバッグ点滴静注�用（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-６５

６１６　主として抗酸菌に作用するものC カナマイシン硫酸塩
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。」

〈参考〉企業報告

硫酸カナマイシン注�射液「明治」（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-６６

６１９　その他の抗生物質製剤
C アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物

改訂箇所 改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「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、
不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴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。」
「中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼
症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわれることがあるので、このような
症状があらわれた場合には、投与を中止すること。」

［臨床検査結果に及ぼす影響］
� 一部改訂

「本剤の投与により、ベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査
では偽陽性を呈することがあるので注意すること。」

〈参考〉企業報告

ビクシリンS配合錠�（MeijiSeikaファルマ）
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★C２６９-６７
６１９　その他の抗生物質製剤

C アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物
改訂箇所 改訂内容

［重要な基本的注意］�一部改訂 「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。」

［副作用］の「重大な副作用」
� 一部改訂

「ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴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。」
「中毒性表皮壊死融解症（Toxic�Epidermal�Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼
症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわれることがあるので、観察を十分
に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置
を行うこと。」

［臨床検査結果に及ぼす影響］
� 一部改訂

「本剤の投与により、ベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査
では偽陽性を呈することがあるので注意すること。」

〈参考〉企業報告

注�射用ビクシリンS100（MeijiSeikaファルマ） 注�射用ビクシリンS500・1000（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-６８

６２４　合成抗菌剤C プルリフロキサシン
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、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に
行い、呼吸困難、血圧低下、全身発赤、蕁麻疹、顔面の浮腫等があらわれた
場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

〈参考〉企業報告

スオード錠�（MeijiSeikaファルマ）
★C２６９-５３

６２５　抗ウイルス剤C ファムシクロビル（ファムビル）
改訂箇所 改訂内容

［副作用］� 追記 「性器ヘルペスに対する特定使用成績調査及びカポジ水痘様発疹症に対する
特定使用成績調査において、安全性評価対象例427例中、副作用が報告され
たのは５例（1.2%）であった。その主なものは、腹痛２例（0.5%）等であった。
〔再審査終了時〕」

〈参考〉再審査結果に伴う改訂

ファムビル錠�（旭化成ファーマ＝マルホ）
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★C２６９-５４
６３１　ワクチン類

C 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）（バイアル）
 　　 （ヘプタバックス）

改訂箇所 改訂内容

［副反応］� 追記 〔ワクチン日誌を用いた国内臨床試験〕
「若年健康成人（20～35歳）を対象に国内で実施された一部二重盲検国内第Ⅲ
相臨床試験において、ワクチン日誌も用いて収集した安全性情報に基づき、
本剤接種後1～15日目の安全性を評価した。本剤を皮下接種した群におい
て注射部位の副反応は557例中411例（73.8%）で、主な副反応は疼痛（65.9%）、
紅斑（52.6%）、腫脹（50.8%）、そう痒感（16.5%）であった。また全身性の副
反応は557例中69例（12.4%）で、主な副反応は頭痛（3.6%）、発熱（2.5%）、
倦怠感（1.6%）であった。本剤を筋肉内接種した群において注射部位の副反
応は94例中60例（63.8%）で、主な副反応は疼痛（57.4%）、腫脹（23.4%）、
紅斑（22.3%）であった。また全身性の副反応は94例中10例（10.6%）で、主
な副反応は頭痛（5.3%）であった。」

� 「その他の副反応」
� 追記

〔ワクチン日誌を用いた国内第Ⅲ相臨床試験で報告された副反応〕
「耳及び迷路障害：回転性めまい
眼障害：結膜炎、眼部腫脹
胃腸障害：下痢、腹痛、上腹部痛、腹部不快感、悪心、口内炎、歯痛
一般・全身障害：無力症、胸部不快感、悪寒、疲労、倦怠感、発熱
局所症状�（注射部位）：疼痛、紅斑、腫脹、そう痒感、血腫、出血、硬結、運

動障害、結節、反応、小水疱、熱感
感染症及び寄生虫症：急性扁桃炎、気管支炎、胃腸炎、鼻咽頭炎、鼻炎
筋骨格系�及び結合組織障害：関節痛、背部痛、四肢不快感、筋骨格硬直、筋

痙縮、筋肉痛
神経系障害：浮動性めまい、頭痛、感覚鈍麻
呼吸器、胸郭及び縦隔障害：鼻閉
皮膚及び皮下組織障害：ざ瘡、湿疹、紅斑、そう痒性皮疹
血管障害：ほてり」

［接種時の注意］� 一部改訂 「筋肉内注射時：
筋肉内注射に当たっては、組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注
意すること。
1）神経走行部位を避けること。
2）�注射針を刺入したとき、激痛の訴えや血液の逆流をみた場合は直ちに針
を抜き、部位をかえて注射すること。」

〈参考〉企業報告

ヘプタバックス-Ⅱ�（MSD）
★C２６９-５５

６３１　ワクチン類C ４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）
改訂箇所 改訂内容

［副反応］の「その他の副反応」
� 追記

「血　液：リンパ節症」

メナクト�ラ筋注�（サノフィ）



422018. 5. DSU No. 269

改訂箇所 改訂内容

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
� 追記

「咽頭・喉頭炎(注)、扁桃炎(注)、急性気管支炎(注)、感染性腸炎(注)、副鼻腔炎(注)

への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投
与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与する
こと。」
（注）承認を有する製剤のみ

〈参考〉厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
　　URL　http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

�10900000-Kenkoukyoku/0000166612.pdf

抗微生物薬の使用上の注意改訂について

　先般、『抗微生物薬の「使用上の注意」の改訂について』（薬生安発0327第1号�平成30年3月27日付�厚生労働省
医薬・生活衛生局医薬安全対策課）が発出されました。
　この通知に基づき、下記抗微生物薬製剤の添付文書の［効能又は効果に関連する使用上の注意］の項を、でき
るだけ早い時期に改訂することをご連絡いたします。
　この改訂についてはDSUに個別に掲載せず、下記により情報提供したことといたしますので、ご確認をお願
いいたします。

※��各製品添付文書情報は、【PMDAの医療用医薬品の添付文書情報】をご参照ください。
URL　http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_kensaku.html

１３２　耳鼻科用剤
bセフメノキシム塩酸塩（耳鼻科用剤）

ベスト�ロン耳鼻科用（千寿製薬＝セオリアファーマ＝杏林製薬）

２６３　化膿性疾患用剤
bクロラムフェニコール（局所用液剤）

クロロマイセチン局所用液（第一三共）
bテトラサイクリン塩酸塩（粉末剤）

アクロマイシン末�（ポーラファルマ）
bポリミキシンB硫酸塩（散剤）

硫酸ポリミキシンB散「ファイザー」（ファイザー）

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
bクリンダマイシン塩酸塩

ダラシンカプセル（ファイザー）
bクリンダマイシンリン酸エステル（注射剤）

クリンダマイシン注�射液「タイヨー」（武田テバファーマ）

クリンダマイシン注�シリンジ「タイヨー」（武田テバファーマ）

クリンダマイシンリン酸エステル注�「F」（富士製薬工業）

クリンダマイシンリン酸エステル注�射液「NP」（ニプロ）

クリンダマイシンリン酸エステル注�射液「サワイ」（沢井製薬）

クリンダマイシンリン酸エステル注�「ト�ーワ」（東和薬品）

ダラシンS注�射液（ファイザー）
bバンコマイシン塩酸塩（経口剤）

塩酸バンコマイシン散（塩野義製薬）

バンコマイシン塩酸塩散「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

バンコマイシン塩酸塩散「サワイ」（沢井製薬）

バンコマイシン塩酸塩散「タイヨー」（武田テバファーマ）

バンコマイシン塩酸塩散「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）
bベンジルペニシリンカリウム

注�射用ペニシリンGカリウム（MeijiSeikaファルマ）

bベンジルペニシリンベンザチン水和物

バイシリンG顆粒（MSD）

bリンコマイシン塩酸塩水和物

リズピオン注�（東和薬品）

リンコシンカプセル（ファイザー）

リンコシン注�射液（ファイザー）

リンコマイシン塩酸塩注�射液「ト�ーワ」（東和薬品）

６１２　主としてグラム陰性菌に作用するもの
bアズトレオナム

アザクタム注�射用（エーザイ）
bカナマイシン一硫酸塩

カナマイシンカプセル「明治」（MeijiSeikaファルマ）

カナマイシンシロップ「明治」（MeijiSeikaファルマ）
bコリスチンメタンスルホン酸ナトリウム（経口剤）

コリマイシン散（ポーラファルマ）

メタコリマイシンカプセル・顆粒（ポーラファルマ）
bセフチブテン水和物

セフテムカプセル（塩野義製薬）
bトブラマイシン（注射剤）

ト�ブラシン注�・小児用（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

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

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）
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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）
bアンピシリン水和物

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ）

ビクシリンドライシロップ（MeijiSeikaファルマ）
bアンピシリンナトリウム

ビクシリン注�射用（MeijiSeikaファルマ）
bイミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

イミスタン点滴静注�用（日医工）

イミペネム・シラスタチン点滴用「サンド」（サンド）

インダスト�点滴静注�用（武田テバファーマ）

チエクール点滴用（沢井製薬）

チエナム筋注�用（MSD）

チエナム点滴静注�用（MSD）

チエペネム点滴静注�用（シオノケミカル＝日本ケミファ）
b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�（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）
bジベカシン硫酸塩（注射剤）

パニマイシン注�射液（MeijiSeikaファルマ）

注�射用パニマイシン（MeijiSeikaファルマ）
bスルタミシリントシル酸塩水和物

ユナシン錠�（ファイザー）

ユナシン細粒小児用（ファイザー）
bセファクロル

ケフラールカプセル（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ケフラール細粒小児用（塩野義製薬＝共和薬品工業）

L-ケフラール顆粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

セファクロルカプセル「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セファクロル細粒小児用「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セファクロルカプセル「SN」（シオノケミカル＝あゆみ製薬＝江州製薬）

セファクロルカプセル「TCK」（辰巳化学）

セファクロルカプセル「サワイ」（沢井製薬）

セファクロル細粒小児用「サワイ」（沢井製薬）

セファクロルカプセル「ト�ーワ」（東和薬品）

セファクロルカプセル「日医工」（日医工）

セファクロル細粒「日医工」（日医工）

ト�キクロルカプセル（コーアイセイ）
bセファゾリンナトリウム

セファゾリンNa注�射用「NP」（ニプロ）

セファゾリンNa点滴静注�用バッグ「NP」（ニプロ＝日医工）

セファゾリンNa点滴静注�用バッグ「オーツカ」（大塚製薬工場）

セファゾリンNa注�射用「タイヨー」（武田テバファーマ）

セファゾリンナト�リウム注�射用「日医工」（日医工）

ト�キオ注�射用（コーアイセイ）
bセファゾリンナトリウム水和物

セファメジンα注�射用（LTLファーマ）

セファメジンα筋注�用（LTLファーマ）

セファメジンα点滴用キット�（LTLファーマ）

bセファレキシン

L-キサール顆粒（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

ケフレックスカプセル（塩野義製薬＝共和薬品工業）

L-ケフレックス顆粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

L-ケフレックス小児用顆粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ケフレックスシロップ用細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

セファレキシン顆粒「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セファレキシンカプセル「ト�ーワ」（東和薬品）

セファレキシン複合顆粒「ト�ーワ」（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

セファレキシン錠�「日医工」（日医工）

セファレキシンドライシロップ小児用「日医工」（日医工）

センセファリンカプセル（武田薬品）

センセファリンシロップ用細粒（武田薬品）

ラリキシン錠�（富山化学＝大正富山医薬品）

ラリキシンドライシロップ小児用（富山化学＝大正富山医薬品）
bセファロチンナトリウム

コアキシン注�射用（ケミックス）
bセフィキシム水和物

セフィーナ細粒（武田テバファーマ）

セフスパンカプセル・細粒（長生堂製薬＝日本ジェネリック）
bセフェピム塩酸塩水和物

セフェピム塩酸塩静注�用「CMX」（ケミックス＝共和薬品工業）

セフェピム塩酸塩静注�用0.5g「サンド」（サンド）

セフェピム塩酸塩静注�用1g「サンド」（サンド＝ニプロ）

注�射用マキシピーム（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
bセフォゾプラン塩酸塩

ファースト�シン静注�用・バッグS・バッグG（武田テバ薬品）
bセフォタキシムナトリウム

クラフォラン注�射用（サノフィ）

セフォタックス注�射用（日医工サノフィ＝日医工）
bセフォチアム塩酸塩

セファピコール静注�用（武田テバファーマ）

セフォチアム静注�用バッグ「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフォチアム塩酸塩静注�用「NP」（ニプロ）

セフォチアム塩酸塩点滴静注�用バッグ「NP」（ニプロ）

セフォチアム塩酸塩静注�用「SN」（シオノケミカル＝江州製薬）

セフォチアム塩酸塩静注�用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ハロスポア静注�用（富山化学＝大正富山医薬品）

パンスポリン筋注�用（武田テバ薬品）

パンスポリン静注�用・バッグS・バッグG（武田テバ薬品）
bセフォチアムヘキセチル塩酸塩

パンスポリンT錠�（武田薬品）
bセフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルタムジン静注�用（ポーラファルマ）

スルペラゾン静注�用（ファイザー）

セフォセフ静注�用（沢井製薬）

セフォン静注�用（日医工）

セフロニック静注�用（武田テバファーマ）

バクフォーゼ静注�用（東和薬品）

ワイスタール配合点滴静注�用バッグ（ニプロ）

ワイスタール配合静注�用（ニプロ）
bセフカペンピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「CH」

� （長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「JG」（日本ジェネリック）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「TCK」（辰巳化学）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「TCK」（辰巳化学）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�75mg「YD」（陽進堂）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�100mg「YD」

� （陽進堂＝富士フイルムファーマ）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「YD」（陽進堂）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「サワイ」（沢井製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒「サワイ」（沢井製薬）
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セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「ト�ーワ」

� （シー・エイチ・オー＝東和薬品）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ト�ーワ」（東和薬品）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「日医工」

� （日医工ファーマ＝日医工）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠�「ファイザー」

� （マイラン製薬＝ファイザー）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」

� （マイラン製薬＝ファイザー）

フロモックス錠�（塩野義製薬）

フロモックス小児用細粒（塩野義製薬）
bセフジトレンピボキシル

セフジト�レンピボキシル錠�「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジト�レンピボキシル小児用細粒「CH」

� （長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジト�レンピボキシル小児用細粒「EMEC」

� （メディサ新薬＝エルメッドエーザイ）

セフジト�レンピボキシル錠�「OK」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

セフジト�レンピボキシル小児用細粒「OK」

� （大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

セフジト�レンピボキシル錠�「サワイ」（沢井製薬）

セフジト�レンピボキシル小児用細粒「サワイ」（沢井製薬）

セフジト�レンピボキシル錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

セフジト�レンピボキシル細粒小児用「ト�ーワ」（東和薬品）

セフジト�レンピボキシル錠�「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフジト�レンピボキシル細粒小児用「日医工」

� （日医工ファーマ＝日医工）

メイアクト�MS錠�（MeijiSeikaファルマ）

メイアクト�MS小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）
bセフジニル

セフジニルカプセル「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジニル細粒小児用「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジニルカプセル「TCK」（辰巳化学）

セフジニルカプセル「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

セフジニル細粒小児用「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

セフジニルカプセル「YD」（陽進堂）

セフジニル細粒小児用「YD」（陽進堂）

セフジニル錠�「サワイ」（沢井製薬）

セフジニル細粒小児用「サワイ」（沢井製薬）

セフジニル細粒小児用「タイヨー」（武田テバファーマ）

セフジニルカプセル「ト�ーワ」（東和薬品）

セフジニル細粒小児用「ト�ーワ」（東和薬品）

セフジニルカプセル「日医工」（日医工）

セフジニル細粒小児用「日医工」（日医工）

セフジニルカプセル「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

セフジニル細粒小児用「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

セフゾンカプセル（アステラス製薬）

セフゾン細粒小児用（アステラス製薬）
bセフタジジム水和物

セフタジジム静注�用「CHM」（ケミックス）

セフタジジム静注�用「NP」（ニプロ）

セフタジジム静注�用「SN」

� （シオノケミカル＝光：東京＝富士フイルムファーマ＝江州製薬）

セフタジジム静注�用「サワイ」（沢井製薬）

セフタジジム静注�用「タイヨー」（武田テバファーマ）

セフタジジム静注�用「日医工」（日医工）

セフタジジム静注�用「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）

モダケミン静注�用（ケミックス）

モダシン静注�用（グラクソ・スミスクライン）

モベンゾシン静注�用（武田テバファーマ＝日本ケミファ）
bセフチゾキシムナトリウム

エポセリン坐剤（長生堂製薬＝日本ジェネリック）
bセフテラムピボキシル

セフテラムピボキシル細粒小児用「日医工」（日医工）

ト�ミロン錠�50（富山化学＝大正富山医薬品）

ト�ミロン錠�100（富山化学＝大正富山医薬品＝昭和薬化）

ト�ミロン細粒小児用（富山化学＝大正富山医薬品）
bセフトリアキソンナトリウム水和物

セフキソン静注�用0.5g（シオノケミカル）

セフキソン静注�用1g

� （シオノケミカル＝富士フイルムファーマ＝江州製薬）

セフト�リアキソンNa静注�用「CHM」（ケミックス）

セフト�リアキソンNa静注�用「サワイ」（沢井製薬）

セフト�リアキソンNa静注�用「テバ」（武田テバファーマ）

セフト�リアキソンNa静注�用「ファイザー」（ファイザー）

セフト�リアキソンナト�リウム静注�用「NP」（ニプロ）

セフト�リアキソンナト�リウム静注�用「日医工」（日医工）

セフト�リアキソンナト�リウム点滴用バッグ「NP」

� （ニプロ＝日医工＝サンド）

セフト�リアキソンナト�リウム点滴静注�用バッグ「ファイザー」

� （ファイザー）

リアソフィン静注�用（ケミックス＝共和薬品工業）

ロセフィン静注�用・点滴静注�用バッグ（太陽ファルマ）
bセフピロム硫酸塩

セフピロム硫酸塩静注�用「CMX」（ケミックス）
bセフポドキシムプロキセチル

セフポドキシムプロキセチル錠�「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフポドキシムプロキセチル錠�「TCK」（辰巳化学）

セフポドキシムプロキセチル錠�「サワイ」（沢井製薬）

セフポドキシムプロキセチルDS小児用「サワイ」（沢井製薬）

セフポドキシムプロキセチル錠�「タイヨー」（武田テバファーマ）

セフポドキシムプロキセチル錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

バナン錠�（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

バナンドライシロップ（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）
bセフミノクスナトリウム水和物

メイセリン静注�用（MeijiSeikaファルマ＝沢井製薬）
bセフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注�用「NP」（ニプロ）

セフメタゾールNa静注�用「テバ」（武田テバファーマ）

セフメタゾールナト�リウム点滴静注�用バッグ「NP」（ニプロ）

セフメタゾールナト�リウム静注�用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフメタゾン筋注�用（第一三共）

セフメタゾン静注�用・キット�点滴静注�用（第一三共）

リリアジン静注�用（東和薬品）
bセフメノキシム塩酸塩（注射剤）

ベスト�コール筋注�用（武田テバ薬品）

ベスト�コール静注�用（武田テバ薬品）
bセフロキサジン水和物

オラスポア小児用ドライシロップ（アルフレッサファーマ）
bセフロキシムアキセチル

オラセフ錠�（グラクソ・スミスクライン＝第一三共）
bテビペネムピボキシル

オラペネム小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）
bドリペネム水和物

フィニバックス点滴静注�用・キット�（塩野義製薬）
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bバカンピシリン塩酸塩

ペングッド錠�（日医工）
bパニペネム・ベタミプロン

カルベニン点滴用（第一三共）
bピペラシリンナトリウム

ピペユンシン注�射用（ケミックス）

ピペラシリンNa注�射用「CHM」（ケミックス）

ピペラシリンNa注�射用「サワイ」（沢井製薬）

ピペラシリンNa注�射用「テバ」（武田テバファーマ）

ピペラシリンNa注�用「ト�ーワ」（東和薬品）

ピペラシリンナト�リウム点滴静注�用バッグ「NP」（ニプロ）

ピペラシリンナト�リウム注�射用「日医工」（日医工）

ペント�シリン注�射用（富山化学＝大正富山医薬品）

ペント�シリン静注�用バッグ（富山化学＝大正富山医薬品）
bファロペネムナトリウム水和物

ファロム錠�（マルホ）

ファロムドライシロップ小児用（マルホ）
bフロモキセフナトリウム

フルマリン静注�用・キット�静注�用（塩野義製薬）
bホスホマイシンカルシウム水和物

ホスホマイシンカルシウムカプセル・ドライシロップ「日医工」

� （日医工）

ホスミシン錠�（MeijiSeikaファルマ）

ホスミシンドライシロップ（MeijiSeikaファルマ）
bホスホマイシンナトリウム（注射剤）

フラゼミシン静注�用・点滴静注�用キット�（武田テバファーマ）

ホスホマイシンNa静注�用「NP」（ニプロ）

ホスホマイシンNa静注�用「タカタ」（高田製薬）

ホスホマイシンナト�リウム静注�用「日医工」（日医工）

ホスミシンS静注�用（MeijiSeikaファルマ）

ホスミシンSバッグ点滴静注�用（MeijiSeikaファルマ）
bメロペネム水和物

メロペネム点滴静注�用・バッグ「NP」（ニプロ）

メロペネム点滴静注�用「ケミファ」（日本ケミファ）

メロペネム点滴静注�用「サワイ」（沢井製薬）

メロペネム点滴静注�用「タイヨー」（武田テバファーマ）

メロペネム点滴静注�用「タナベ」（ニプロESファーマ）

メロペネム点滴静注�用「ト�ーワ」（東和薬品）

メロペネム点滴静注�用・バッグ「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

メロペネム点滴静注�用「ファイザー」（ファイザー）

メロペネム点滴静注�用・バッグ「明治」（MeijiSeikaファルマ）

メロペン点滴用バイアル・キット�（大日本住友製薬）
bラタモキセフナトリウム

シオマリン静注�用（塩野義製薬）

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
bアジスロマイシン水和物
　　　（錠剤250mg ・錠剤500mg ・小児用錠剤・小児用カプセル剤・
　　　小児用細粒剤・成人用ドライシロップ剤）

アジスロマイシン錠�250mg「CHM」（ケミックス＝昭和薬化）

アジスロマイシン錠�250mg「DSEP」（全星薬品＝第一三共エスファ）

アジスロマイシン錠�250mg「F」（富士製薬工業＝日本ケミファ）

アジスロマイシン錠�250mg「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

アジスロマイシンカプセル小児用「JG」

� （長生堂製薬＝日本ジェネリック）

アジスロマイシン細粒小児用「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

アジスロマイシン錠�250mg「KN」（小林化工＝ニプロESファーマ）

アジスロマイシン細粒小児用「KN」（小林化工＝ニプロESファーマ）

アジスロマイシン錠�250mg「KOG」（興和＝日本薬品工業）

アジスロマイシン錠�250mg「NP」（ニプロ）

アジスロマイシン錠�250mg「SN」（シオノケミカル）

アジスロマイシンカプセル小児用「SN」（シオノケミカル）

アジスロマイシン細粒小児用「SN」（シオノケミカル）

アジスロマイシン錠�250mg「TCK」（辰巳化学）

アジスロマイシンカプセル小児用「TCK」（辰巳化学）

アジスロマイシン細粒小児用「TCK」（辰巳化学）

アジスロマイシン錠�250mg「YD」（陽進堂）

アジスロマイシンカプセル小児用・細粒小児用「YD」（陽進堂）

アジスロマイシン錠�250mg「アメル」（共和薬品工業）

アジスロマイシン錠�250mg「サワイ」（沢井製薬）

アジスロマイシン錠�250mg「サンド」（サンド）

アジスロマイシン錠�250mg「タカタ」（高田製薬）

アジスロマイシン小児用錠�・細粒「タカタ」（高田製薬）

アジスロマイシン錠�250mg「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

アジスロマイシン錠�250mg「ト�ーワ」（東和薬品）

アジスロマイシン錠�500mg「ト�ーワ」（東和薬品）

アジスロマイシン細粒小児用「ト�ーワ」（東和薬品）

アジスロマイシン錠�250mg「日医工」（日医工）

アジスロマイシン錠�500mg「日医工」（日医工）

アジスロマイシン錠�250mg「わかもと」（わかもと）

ジスロマック錠�250mg（ファイザー）

ジスロマックカプセル小児用（ファイザー）

ジスロマック細粒小児用（ファイザー）

ジスロマックSR成人用ドライシロップ（ファイザー）
bエリスロマイシン

エリスロマイシン錠�「サワイ」（沢井製薬）
bエリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップ・ドライシロップW�（マイランEPD）

エリスロシンW�顆粒（マイランEPD）
bエリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠�（マイランEPD）
bクラリスロマイシン

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）
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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）
bジョサマイシン

ジョサマイシン錠�（アステラス製薬＝日医工）
bジョサマイシンプロピオン酸エステル

ジョサマイシロップ（アステラス製薬＝日医工）

ジョサマイドライシロップ（アステラス製薬＝日医工）
bスピラマイシン酢酸エステル

アセチルスピラマイシン錠�（アスペンジャパン）
bロキシスロマイシン

ルリッド錠�（サノフィ）

ロキシスロマイシン錠�「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロキシスロマイシン錠�「サワイ」（沢井製薬）

ロキシスロマイシン錠�「サンド」（サンド）

ロキシスロマイシン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

ロキシスロマイシン錠�「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ロキシスロマイシン錠�「ファイザー」（ファイザー）

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの
bクロラムフェニコール（錠剤）

クロロマイセチン錠�（第一三共）
bクロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム

クロロマイセチンサクシネート�静注�用（第一三共）
bテトラサイクリン塩酸塩（経口剤）

アクロマイシンVカプセル（ポーラファルマ）
bデメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩

レダマイシンカプセル（ポーラファルマ）
bドキシサイクリン塩酸塩水和物

ビブラマイシン錠�（ファイザー）
bミノサイクリン塩酸塩（経口剤、注射剤）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注�用「F」（富士製薬工業）

ミノサイクリン塩酸塩錠�「サワイ」（沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩顆粒「サワイ」（沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注�用「サワイ」（沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注�用「タイヨー」（武田テバファーマ）

ミノサイクリン塩酸塩錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

ミノサイクリン塩酸塩錠�「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注�用「日医工」（日医工）

ミノマイシン錠�（ファイザー）

ミノマイシンカプセル（ファイザー）

ミノマイシン顆粒（ファイザー）

ミノマイシン点滴静注�用（ファイザー）

６１６　主として抗酸菌に作用するもの
bカナマイシン硫酸塩

硫酸カナマイシン注�射液「明治」（MeijiSeikaファルマ）

６１９　その他の抗生物質製剤
bアンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物
　　　（力価100mg）

注�射用ビクシリンS100（MeijiSeikaファルマ）

６２４　合成抗菌剤
bオフロキサシン（経口剤）

オフロキサシン錠�「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

オフロキサシン錠�「サワイ」（沢井製薬）

オフロキサシン錠�「ツルハラ」（鶴原製薬）

オフロキサシン錠�「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

タリビッド錠�（第一三共）
bメシル酸ガレノキサシン水和物

ジェニナック錠�（富山化学＝アステラス製薬＝大正富山医薬品）
bシタフロキサシン水和物

グレースビット�錠�・細粒（第一三共）

シタフロキサシン錠�「サワイ」（沢井製薬）
bシプロフロキサシン塩酸塩水和物

シバスタン錠�（鶴原製薬）

シプロキサン錠�（バイエル薬品）

シプロフロキサシン錠�「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

シプロフロキサシン錠�「SW�」（沢井製薬）

シプロフロキサシン錠�「TCK」（辰巳化学）

シプロフロキサシン錠�「ト�ーワ」（東和薬品）

シプロフロキサシン錠�「日医工」（日医工）
bトスフロキサシントシル酸塩水和物（成人用錠剤）

オゼックス錠�（富山化学＝大正富山医薬品）

ト�スキサシン錠�（マイランEPD）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「NP」（ニプロ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�75mg「TCK」

� （辰巳化学＝日本ジェネリック）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�150mg「TCK」

� （辰巳化学＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「TYK」

� （武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「YD」（陽進堂）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「サワイ」（沢井製薬）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「タイヨー」（武田テバファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「タナベ」（ニプロESファーマ）

ト�スフロキサシント�シル酸塩錠�「日医工」（日医工）
bナリジクス酸

ウイント�マイロンシロップ（ニプロファーマ＝第一三共）
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bノルフロキサシン（経口剤）

ノルフロキサシン錠�「EMEC」（エルメッドエーザイ）

ノルフロキサシン錠�「YD」（陽進堂）

ノルフロキサシン錠�「サワイ」（沢井製薬）

ノルフロキサシン錠�「ツルハラ」（鶴原製薬）

バクシダール錠�（杏林製薬）

小児用バクシダール錠�（杏林製薬）

バスティーン錠�（全星薬品）
bピペミド酸水和物

ドルコール錠�（日医工）

ピペミド酸錠�「YD」（陽進堂）
bプルリフロキサシン

スオード錠�（MeijiSeikaファルマ）
bモキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

アベロックス錠�（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）
bレボフロキサシン水和物（経口剤）

クラビット�錠�・細粒（第一三共）

レボフロキサシン錠��「CEO」（セオリアファーマ＝武田薬品）

レボフロキサシン錠��「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

レボフロキサシン錠�・細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

レボフロキサシン錠��「F」（富士製薬工業）

レボフロキサシン錠��「MEEK」（小林化工）

レボフロキサシン錠��「SUN」（サンファーマ）

レボフロキサシン錠��「TCK」（辰巳化学）

レボフロキサシン錠��「YD」（陽進堂）

レボフロキサシン錠��「ZE」（全星薬品）

レボフロキサシン錠��「アメル」（共和薬品工業）

レボフロキサシン錠��「イセイ」（コーアイセイ）

レボフロキサシン錠��「イワキ」（岩城製薬）

レボフロキサシン錠��「オーハラ」（大原薬品工業）

レボフロキサシン錠��「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）

レボフロキサシン錠��「杏林」

� （キョーリンリメディオ＝日本薬品工業＝三和化学）

レボフロキサシン錠��「ケミファ」（大興製薬＝日本ケミファ）

レボフロキサシン錠��「サト�ウ」（佐藤製薬）

レボフロキサシン錠��「サノフィ」（共和クリティケア＝サノフィ）

レボフロキサシン錠��「サワイ」（沢井製薬）

レボフロキサシン錠��「サンド」（サンド）

レボフロキサシン錠��「タカタ」（高田製薬）

レボフロキサシン錠��「タナベ」（ニプロESファーマ）

レボフロキサシン錠��「テバ」（武田テバファーマ）

レボフロキサシン錠��「ト�ーワ」（東和薬品）

レボフロキサシンOD錠��「ト�ーワ」（東和薬品）

レボフロキサシン内用液「ト�ーワ」（東和薬品）

レボフロキサシン錠��「日医工」（日医工）

レボフロキサシン錠��「日医工P」（ヤクハン製薬＝日医工）

レボフロキサシン錠��「ニット�ー」（日東メディック）

レボフロキサシン錠��「ニプロ」（ニプロ）

レボフロキサシン錠��「ファイザー」（ファイザー）

レボフロキサシン錠��「明治」（MeijiSeikaファルマ）

レボフロキサシン粒状錠��「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）
b塩酸ロメフロキサシン（経口剤）

バレオン錠�・カプセル（マイランEPD）

６２９　その他の化学療法剤
bスルファメトキサゾール・トリメトプリム（経口剤）

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）

６４１　抗原虫剤
bメトロニダゾール（経口剤、注射剤）

アネメト�ロ点滴静注�液（ファイザー）

フラジール内服錠�（塩野義製薬）
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