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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.269（2018.5）以降、下記医薬品の「使用上の注意」が改訂されましたので、改訂内容及び

参考文献等をお知らせ致します。 

＜参考文献＞ Drug Safety Update 2018.6 No.270厚生労働省医薬・生活衛生局監修
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［重大な副作用］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

アミオダロン塩酸塩静注「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

アミオダロン塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬＝日本ジェネリック）  アミオダロン塩酸塩錠「サンド」（サンド＝ニプロ）

アミオダロン塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品） アンカロン錠（サノフィ）

アンカロン注（サノフィ）

アミオダロン塩酸塩

無顆粒球症、白血球減少：

無顆粒球症、白血球減少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、投与を中止する等の適切な処置を行うこ

と。

［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

グラン注射液・シリンジ（協和発酵キリン）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）:

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。

［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

フィルグラスチムBS注シリンジ「F」（富士製薬工業）

フィルグラスチムBS注シリンジ「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後

続1］

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）:

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。
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［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」（日本化薬） フィルグラスチムBS注シリンジ「テバ」（武田テバファーマ）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後

続2］

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）:

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。

［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

フィルグラスチムBS注シリンジ「サンド」（サンド＝沢井製薬）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後

続3］

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）:

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。

［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

ジーラスタ皮下注（協和発酵キリン）

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）:

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなどの適切な処置を

行うこと。

［重大な副作用］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

ノイトロジン注（中外製薬）

レノグラスチム（遺伝子組換え）

大型血管炎（大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症）：

大型血管の炎症が発現することがあるので、発熱、CRP上昇、大動脈壁の

肥厚等が認められた場合には、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。

［重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

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）

エベロリムス（錠2.5mg・5mg、分散錠2mg・3mg）

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。
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［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ボノピオンパック（武田薬品）

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者

（メトロニダゾール）

肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施する

など、患者の状態を十分に観察すること。

（メトロニダゾール）

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ラベファインパック（エーザイ＝EAファーマ）

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者

（メトロニダゾール）

肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施する

など、患者の状態を十分に観察すること。

（メトロニダゾール）

肝機能障害：

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ランピオンパック（武田薬品）

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者

（メトロニダゾール）

肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施する

など、患者の状態を十分に観察すること。

（メトロニダゾール）

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。
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改訂添付文書の作成に時間を要することがあります

［重大な副作用］ 新設

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

オルプロリクス静注用（バイオベラティブ・ジャパン）

エフトレノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ショック、アナフィラキシー：

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に

行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６４１　抗原虫剤

改訂箇所 改訂内容

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）

メトロニダゾール（経口剤、注射剤）

コケイン症候群の患者

肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を実施する

など、患者の状態を十分に観察すること。

肝機能障害：

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。

その他

［副作用］ 一部改訂

追記

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

トピナ錠（協和発酵キリン）  トピナ細粒（協和発酵キリン）

トピラマート（トピナ）

〈成人〉

トピナ錠承認時までの国内第Ⅱ/Ⅲ相及び長期投与試験における安全性解

析対象例303例中、副作用（臨床検査値異常を含む）が228例（75.2%）に

認められた。主な副作用は傾眠90例（29.7%）、体重減少75例（24.8%）、

浮動性めまい44例（14.5%）、無食欲及び大食症候群32例（10.6%）等で

あった。また主な臨床検査値異常はγ−GTP増加24例（7.9%）、血中塩化物

増加22例（7.3%）、血中重炭酸塩減少19例（6.3%）、血中リン減少16例

（5.3%）等であった。〔トピナ錠承認時〕

トピナ錠製造販売後臨床試験における安全性解析対象例239例中、副作用

（臨床検査値異常を含む）が151例（63.2%）に認められた。主な副作用

は、傾眠52例（21.8%）、体重減少30例（12.6%）、血中重炭酸塩減少28例

（11.7%）、浮動性めまい22例（9.2%）であった。トピナ錠使用成績調査

及び特定使用成績調査における安全性解析対象例3,743例中、副作用（臨

床検査値異常を含む）が1,177例（31.4%）に認められた。主な副作用は、

傾眠277例（7.4%）、食欲減退173例（4.6%）、体重減少150例（4.0%）、

γ−GTP増加73例（2.0%）であった。〔再審査終了時〕
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

トピナ錠（協和発酵キリン）  トピナ細粒（協和発酵キリン）

トピラマート錠「アメル」（共和薬品工業＝日本ジェネリック）

トピラマート

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性（母体のて

んかん発作頻発を防ぎ、胎児を低酸素状態から守る）が危険性を上回ると

判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中に本剤を投与された患者が

奇形（口唇裂、口蓋裂、男児の尿道下裂）を有する児を出産したとの報告

があり、動物実験（ラット、ウサギ）で胎児の欠指、口蓋裂、血管系の異

常及び骨格異常等が報告されている。また、ヒトで胎盤を通過することが

認められている。〕

授乳婦に投与する場合には授乳を避けさせること。〔ヒトで乳汁中への移

行が報告されている。〕

［警告］ 一部改訂

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

１２２　骨格筋弛緩剤

改訂箇所 改訂内容

A型ボツリヌス毒素（薬価収載品）

本剤の有効成分は、ボツリヌス菌によって産生されるA型ボツリヌス毒素

であるため、使用上の注意を熟読した上で、用法及び用量を厳守し、眼瞼

痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳

性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋窩多汗症、斜

視及び痙攣性発声障害以外には使用しないこと。〔ミオクローヌス性ジス

トニーの患者で、本剤による治療中に因果関係を否定できない死亡例の報

告がある。「重要な基本的注意」の項参照〕

痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下

肢痙縮に伴う尖足、斜視及び痙攣性発声障害に対する投与は、講習を受け

た医師で、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、高度な解剖学的知識、

筋電図測定技術及び本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師

が行うこと。〔本剤による治療中に因果関係を完全に否定できない死亡例

の報告がある。また、痙性斜頸、上肢痙縮及び痙攣性発声障害患者では、

特に呼吸障害、嚥下障害等頸部関連筋に関する副作用があらわれるおそれ

がある。〕

原発性腋窩多汗症及び痙攣性発声障害の診断並びに本剤による治療は、国

内外のガイドライン等の情報を参考にして慎重に行うこと。

〈痙攣性発声障害〉

痙攣性発声障害で内喉頭筋に投与する際には、筋電計を用いて注意深く目

標とする筋を同定すること。

痙攣性発声障害で投与する際の薬液量は片側あたり0.1mLが推奨されてい

る。
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追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

内転型痙攣性発声障害の治療では、患者を背臥位とし、輪状軟骨上縁の正

中より約5mm外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後、輪状甲状間

膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与を行った場合には嚥

下障害等の有害事象がより長期間持続することがあるので、再投与時の両

側投与の要否は、片側投与による治療効果と有害事象の発現状況を確認し

た後に慎重に検討すること。

外転型痙攣性発声障害では、投与前の内視鏡検査により、左右の声帯の可

動性及び声門間隙の大きさを確認し、通常、病的運動が強い側の後輪状披

裂筋に投与する。注射の際には患者を背臥位とし、投与側の反対側へ頭部

を回旋させた上で、輪状軟骨の後面に向けて外側方向から経皮的に注射針

を刺入する。投与側の声帯が動かなくなった場合に声門の閉鎖又は狭窄に

よる呼吸困難等が生じないよう、反対側の声帯が十分動く場合にのみ投与

することとし、両側への投与は行わないこと。

混合型痙攣性発声障害における有効性及び安全性は確立していない。甲状

披裂筋及び後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難が報告されてい

ることから、甲状披裂筋及び後輪状披裂筋への同時投与は避けること。

本剤は眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以

上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋窩多

汗症、斜視及び痙攣性発声障害の適応のみに使用する製剤のため、眉間又

は目尻の表情皺に対しては、ボトックスビスタ注用50単位を用い添付文書

を熟読して使用すること。これら以外の適応には安全性が確立していない

ので絶対使用しないこと。

本剤の投与に際しては、患者又はそれに代わる適切な者に、次の事項につ

いて文書を用いてよく説明し、文書による同意を得た後、使用する。

・本剤の投与は対症療法であり、その効果は、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、

痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下

肢痙縮に伴う尖足、斜視及び痙攣性発声障害では通常3～4ヵ月、重度の原

発性腋窩多汗症では通常4～9ヵ月で消失し、投与を繰り返す必要がある。

・痙性斜頸及び痙攣性発声障害に対する本剤の、特に初回及び2回目の投

与後1、2週間は、嚥下障害、声質の変化、息苦しい等の発現に留意すると

ともに、発現が認められた場合には、直ちに専門医の診療を受ける。

本剤による斜視治療中に外眼筋への投与により、眼窩に針を刺入すること

によって球後出血が生じ、網膜循環に障害を来すおそれがあるので、適切

な検査や眼窩減圧の処置を行うことが望ましい。また、眼球を針で穿通し

た場合には、検眼鏡による診断を行うこと。
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追記

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［適用上の注意］ 追記

一部改訂

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

企業報告

ボトックス注用（グラクソ・スミスクライン）

抗血小板薬及び抗凝固薬を投与中の痙攣性発声障害患者においては、喉頭

への注射によって出血や血腫が生じ、誤嚥や呼吸困難につながるおそれが

あることから、本剤投与前に抗血小板薬及び抗凝固薬の休薬等を行うこ

と。

痙攣性発声障害患者を対象とした国内臨床試験において、内転型痙攣性発

声障害患者では総症例22例中18例（81.8%）に副作用が報告され、その主

なものは、発声障害17例（77.3%）、嚥下障害9例（40.9%）であった。外

転型痙攣性発声障害患者では総症例2例中1例（50.0%）に発声障害が報告

された〔承認時〕。

発現部位 副　作　用

呼吸器
肺炎、感冒様症状、呼吸不全、発声障害、咳嗽、誤嚥、

上気道性喘鳴

消化器
嚥下障害、食欲不振、嘔気、嘔吐、口内乾燥、下痢、腹

痛、レッチング

その他

肝機能検査値異常、倦怠（感）、脱力（感）、CK(CPK)上

昇、発熱、発汗、耳鳴、構語障害、ほてり、頻尿、転

倒、挫傷、歩行障害、ウイルス感染、疼痛、聴力低下、

耳感染、尿失禁、関節脱臼、起立性低血圧、脱神経性萎

縮/筋肉萎縮

投与時期：

全身麻酔の必要な手術を予定している痙攣性発声障害患者においては、本

剤の作用による声帯の弛緩が周術期の誤嚥等のリスクを増加させる可能性

があるため、手術が終了してから本剤を投与することが望ましい。

調製方法：

本剤1バイアルは日局生理食塩液を用いて溶解する。

 溶解液の量（日局生理食塩液） 溶解後のボツリヌス毒素濃度

50単位

1.0mL 5.0単位/0.1mL

2.0mL 2.5単位/0.1mL

4.0mL 1.25単位/0.1mL

5.0mL 1.0単位/0.1mL

100単位

1.0mL 10.0単位/0.1mL

2.0mL 5.0単位/0.1mL

4.0mL 2.5単位/0.1mL

8.0mL 1.25単位/0.1mL

10.0mL 1.0単位/0.1mL

汚染時：

本剤が皮膚に付着した場合は、0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で洗い、水

で洗い流す。 
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［取扱い上の注意］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

フルオロメトロン点眼液T（日東メディック＝キョーリンリメディオ）

フルオロメトロン（日東メディック製品）

〔安定性試験〕

ポリエチレン容器に充てんしたものを用いた加速試験（40℃、相対湿度

75%、6ヵ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であること

が推測された。

［併用注意］ 削除

一部改訂

２１１　強心剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ジゴキシン錠「AFP」（アルフレッサファーマ）  ジゴキシン錠「KYO」（京都＝トーアエイヨー＝アステラス製薬）

ジゴキシンKY錠（京都＝トーアエイヨー＝アステラス製薬）  ハーフジゴキシンKY錠（京都＝トーアエイヨー＝アステラス製薬）

ジゴキシン錠「NP」（ニプロ）  ジゴシン錠・散（太陽ファルマ）

ジゴシンエリキシル（太陽ファルマ）  ジゴシン注（太陽ファルマ）

ジゴキシン

薬剤名等 機序・危険因子

強心剤（アムリノン） 過度の利尿により低カリウム血症が起こるため

と考えられている。

オルシプレナリン 薬力学的相互作用により不整脈があらわれるこ

とがある。

薬剤名等 機序・危険因子

不整脈用剤（アミオダロ

ン、キニジン、ピルメノー

ル、フレカイニド、ピルシ

カイニド塩酸塩水和物、プ

ロパフェノン、ベプリジル

等）

機序不明なものも含まれるが、本剤の腎排

泄が抑制されることによる血中濃度上昇、

あるいは、薬力学的相互作用による刺激伝

導抑制等があらわれることがある。

C型肝炎治療剤（テラプレ

ビル、レジパスビル／ソホ

スブビル配合錠）

テラプレビル、レジパスビルのP糖蛋白質

阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇す

るとの報告がある。
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［併用注意］ 削除

一部改訂

２１１　強心剤

改訂箇所 改訂内容

メチルジゴキシン錠「タイヨー」（武田テバファーマ）  ラニラピッド錠（中外製薬）

メチルジゴキシン

（ジゴキシンの作用を増強する薬剤）

薬剤名等 機序・危険因子

強心剤（アムリノン） 過度の利尿により低カリウム血症が起こるため

と考えられている。

オルシプレナリン 薬力学的相互作用により不整脈があらわれるこ

とがある。

（ジゴキシンの作用を増強する薬剤）

薬剤名等 機序・危険因子

C型肝炎治療剤（テラプレ

ビル、レジパスビル／ソホ

スブビル配合錠）

テラプレビル、レジパスビルのP糖蛋白質

阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇す

るとの報告がある。

［その他の副作用］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

アミオダロン塩酸塩静注「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

アンカロン注（サノフィ）

アミオダロン塩酸塩（注射剤）

発現部位 副　作　用

皮　膚 発疹、蕁麻疹、紅斑
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 追記

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

［適用上の注意］ 一部改訂

追記

削除

２２９　その他の呼吸器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

企業報告

ヌーカラ皮下注用（グラクソ・スミスクライン）

メポリズマブ（遺伝子組換え）

〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉

過去の治療において、全身性ステロイド薬による適切な治療を行っても、

効果不十分な場合に、本剤を上乗せして投与を開始すること。

本剤の投与は、適応疾患の治療に精通している医師のもとで行うこと。

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者において、本剤とシクロホスファミド

を併用投与した場合の安全性は確認されていない。（「臨床成績」の項参

照）

〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験

（MEA115921）において、本剤300mgを投与された68例（日本人3例を含

む）中、35例（51%）に副作用が報告された。その主なものは注射部位反

応7例（10%）、頭痛5例（7%）、無力症4例（6%）、気道感染4例（6%）で

あった。〔承認時〕

アナフィラキシー：

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本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

気管支喘息においては、低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は12歳未満

の小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。 

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症においては、小児等に対する安全性は確立

していない（使用経験がない）。

投与経路：

皮下にのみ投与すること。

調製方法：

21～27ゲージの注射針を装着したシリンジを用いて、投与直前に溶解した

薬液を1つのバイアルから1mL採取すること。泡立ちや沈殿が生じるおそれ

があるため、操作中に薬液を振らないこと。

投与時：

注射部位は上腕部、大腿部又は腹部とすること。

同一箇所に繰り返し注射することは避けること。好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症患者には、100mgずつ3ヵ所に分けて投与し、各注射部位は5cm以上

離すこと。

投与時：

21～27ゲージの注射針を装着したシリンジを用いて、投与直前に溶解した

薬液を1mL採取すること。泡立ちや沈殿が生じるおそれがあるため、操作

中に薬液を振らないこと。
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［その他の副作用］ 一部改訂

２６９　その他の外皮用薬

改訂箇所 改訂内容

ベピオゲル（マルホ）

過酸化ベンゾイル

発現部位 副　作　用

皮　膚

汗疹、違和感、皮脂欠乏症、ほてり、浮腫、丘疹、疼痛、水

疱、皮膚剥脱（鱗屑・落屑）、刺激感、紅斑、乾燥、そう

痒、接触性皮膚炎注2）、皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、間擦疹、乾皮

症、脂腺機能亢進、腫脹、ピリピリ感、灼熱感

注2）症状が強い場合には、使用を中止するなど、適切な処置を行うこ

と。

［副作用］ 追記

３９５　酵素製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

アウドラザイム点滴静注液（サノフィ）

ラロニダーゼ（遺伝子組換え）

特定使用成績調査（全例調査）では、安全性集計対象症例50例中19例

（38%）に副作用（臨床検査値異常変動を含む）が認められた。主な副作

用は、蕁麻疹、発熱各7例（14%）、紅斑、そう痒症、発疹各3例（6%）、

咳嗽、顔面浮腫、倦怠感各2例（4%）であった。〔再審査終了時〕

［併用注意］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

メタクト配合錠LD・HD（武田テバ薬品）

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法・機序等

シメチジン、ド

ルテグラビル、

バンデタニブ

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。
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［併用注意］ 削除

一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

ジベトス錠（日医工）  ジベトンS腸溶錠（寿製薬）

ブホルミン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グアネチジン 血糖降下作用の増強による低血糖症

状（脱力感、高度の空腹感、発汗、

動悸、振戦、頭痛、知覚異常、不

安、興奮、神経過敏、集中力低下、

精神障害、意識障害、痙攣等）が起

こることがある。

併用する場合には、血糖値その他患

者の状態を十分観察しながら投与す

ること。特に、β-遮断剤と併用す

る場合にはプロプラノロール等の非

選択性薬剤は避けることが望まし

い。

低血糖症状が認められた場合には

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。

機序不明。

組織カテコール

アミン類枯渇の

関与等が考えら

れる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

インスリン製剤、ス

ルホニルウレア系薬

剤、速効型インスリ

ン分泌促進剤（ナテ

グリニド等）、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）、チアゾ

リジン系薬剤（ピオ

グリタゾン塩酸

塩）、DPP-4阻害剤

（シタグリプチンリ

ン酸塩水和物等）、

GLP-1受容体作動

薬（リラグルチド

等）、SGLT2阻害剤

（イプラグリフロジ

ンL-プロリン等）

血糖降下作用の増強による低血

糖症状（脱力感、高度の空腹

感、発汗、動悸、振戦、頭痛、

知覚異常、不安、興奮、神経過

敏、集中力低下、精神障害、意

識障害、痙攣等）が起こること

がある。

併用する場合には、血糖値その

他患者の状態を十分観察しなが

ら投与すること。特に、β-遮

断剤と併用する場合にはプロプ

ラノロール等の非選択性薬剤は

避けることが望ましい。

低血糖症状が認められた場合に

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。

これらの薬剤の

血糖降下作用に

よる。
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［副作用］ 一部改訂

追記

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

セイブル錠（三和化学）  セイブルOD錠（三和化学）

ミグリトール（セイブル）

国内で実施された臨床試験において、1030例中、副作用が報告されたのは

519例（50.4%）であった。主な副作用は鼓腸197例（19.1%）、下痢188例

（18.3%）、腹部膨満153例（14.9%）、低血糖80例（7.8%）であった。

〔効能追加時〕

国内で実施された製造販売後調査（使用成績調査及び特定使用成績調査）

において、3997例中、副作用が報告されたのは552例（13.8%）であった。

主な副作用は下痢158例（4.0%） 、低血糖117例（2.9%） 、腹部膨満89例

（2.2%）、放屁46例（1.2%）等であった。〔再審査終了時〕

［小児等への投与］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

セイブル錠（三和化学）  セイブルOD錠（三和化学）

ミグリトールOD錠「サワイ」（沢井製薬）  ミグリトール錠「トーワ」（東和薬品）

ミグリトールOD錠「トーワ」（東和薬品）

ミグリトール

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立してい

ない（使用経験が少ない）。なお、国内で実施された小児を対象とした製

造販売後臨床試験において、56例中、副作用が報告されたのは37例

（66.1%）であった。主な副作用は低血糖18例（32.1%）、下痢14例

（25.0%）、腹部膨満7例（12.5%）、腹痛7例（12.5%）であった。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

グルファスト錠（キッセイ薬品＝武田薬品）  グルファストOD錠（キッセイ薬品）

ミチグリニドCa・OD錠「FFP」（シオノケミカル＝富士フイルムファーマ）

ミチグリニドCa・OD錠「JG」（日本ジェネリック）  ミチグリニドCa・OD錠「TCK」（辰巳化学）

ミチグリニドCa・OD錠「三和」（大興製薬＝三和化学）

ミチグリニドCa・OD錠「フソー」（リョートーファイン＝扶桑薬品）

ミチグリニドカルシウム水和物

本剤は、低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等

に従事している患者に投与するときには注意すること。（「相互作用」の

項及び「副作用 重大な副作用 低血糖」の項参照）

本剤とGLP-1受容体作動薬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。

低血糖：

低血糖症状（眩暈、空腹感、振戦、脱力感、冷汗、意識消失等）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（ただし、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）。また、1回5mgへの減量を検討するなど慎重に投与すること。
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 追記

一部改訂

［相互作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

グルベス配合錠（キッセイ薬品）

ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース

原則として、以下の場合に本剤の使用を検討すること。

(1)既にミチグリニドカルシウム水和物として1回10mg、1日3回及びボグリ

ボースとして1回0.2mg、1日3回を併用し状態が安定している場合

(2)ミチグリニドカルシウム水和物として1回10mg、1日3回の単剤の治療に

より効果不十分な場合

(3)ボグリボースとして1回0.2mg、1日3回の単剤の治療により効果不十分

な場合

他の糖尿病用薬（特にインスリン製剤）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」の項、「相互作用」の

項及び「副作用 重大な副作用 低血糖」の項参照）〕

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。併用時の低血糖のリスクを軽減するため、

インスリン製剤の減量を検討すること。（「慎重投与」の項、「相互作

用」の項及び「副作用 重大な副作用 低血糖」の項参照）

本剤は、低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等

に従事している患者に投与するときには注意すること。（「副作用 重大

な副作用 低血糖」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

インスリン製剤、ビグ

アナイド系薬剤（メト

ホルミン塩酸塩等）、

速効型インスリン分泌

促進剤（ナテグリニド

等）、α-グルコシ

ダーゼ阻害剤（アカル

ボース等）、チアゾリ

ジン系薬剤（ピオグリ

タゾン塩酸塩）、選択

的DPP-4阻害剤（シタ

グリプチンリン酸塩水

和物等）、GLP-1アナ

ログ製剤（リラグルチ

ド（遺伝子組換え）

等）、SGLT2阻害剤

（イプラグリフロジン

L-プロリン等）

低血糖症状（空腹感、あく

び、悪心、無気力、だるさ等

の初期症状から血圧上昇、発

汗、ふるえ、顔面蒼白等の症

状を経て意識消失、けいれ

ん、昏睡にいたる）、血糖降

下作用が増強されることがあ

るので、血糖値モニター、そ

の他患者の状態を十分に観察

し、必要に応じて中止を考慮

すること。特に、インスリン

製剤と併用する場合、低血糖

のリスクが増加するおそれが

ある。併用時の低血糖のリス

クを軽減するため、インスリ

ン製剤の減量を検討するこ

と。チアゾリジン系薬剤との

併用時には、特に浮腫の発現

に注意すること。

・左記薬剤との

併用により血糖

降下作用が増強

されるおそれが

ある。

・機序は不明で

あるが、ミチグ

リニドカルシウ

ム水和物とチア

ゾリジン系薬剤

との併用時に浮

腫の発現が報告

されている。

低血糖：

低血糖症状（眩暈、空腹感、振戦、脱力感、冷汗、意識消失等）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ブドウ糖を投与するこ

と。
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［適用上の注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

テセントリク点滴静注（中外製薬）

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

投与時：

他剤との混注をしないこと。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

削除

［副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

イピリムマブ（遺伝子組換え）

「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。特に、化学療法未治療の患者へ

の本剤単独投与に際しては、他の治療の実施についても慎重に検討するこ

と。

投与延期及び中止の基準

副作用 処　置

• Grade 2の副作用（内分泌障害及

び皮膚障害を除く）

• Grade 3の皮膚障害

• 症候性の内分泌障害

Grade 1以下又はベースラインに回

復するまで投与を延期する。内分

泌障害については、症状が回復す

るまで投与を延期する。

上記基準まで回復しない場合は、

投与を中止する。

• Grade 3以上の副作用（内分泌障

害及び皮膚障害を除く）

• 局所的な免疫抑制療法が有効で

ないGrade 2以上の眼障害

• Grade 4の皮膚障害

投与を中止する。

GradeはNCI-CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)

ver.4.0に準じる。 

本剤のニボルマブ（遺伝子組換え）への上乗せによる延命効果は、PD-L1

を発現した腫瘍細胞が占める割合（PD-L1発現率）により異なる傾向が示

唆されている。ニボルマブ（遺伝子組換え）との併用投与に際してPD-L1

発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者に

おいては、ニボルマブ（遺伝子組換え）単独投与の実施についても十分検

討した上で、慎重に判断すること。

本剤は他の抗悪性腫瘍剤と併用しないこと。（「その他の注意」の項参

照）

〈単独投与での成績〉

国内第2相試験（CA184396試験）において、本剤が単独投与された20例中

12例（60%）に副作用が認められた。主な副作用は、発疹7例（35%）、発

熱、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 各3例（15%）、そう痒症、食欲減退、

下痢 各2例（10%）であった。

海外第3相試験（MDX010-20試験）において、本剤が単独投与された131例

中105例（80%）に副作用が認められた。主な副作用は、下痢36例

（27%）、そう痒症、疲労各32例（24%）、悪心31例（24%）、発疹25例

（19%）、嘔吐16例（12%）、食欲減退15例（11%）であった。〔承認時〕
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追記 〈ニボルマブ（遺伝子組換え）併用投与での成績〉

国内第2相試験（ONO-4538-17試験）において、本剤がニボルマブ（遺伝子

組換え）と併用投与された30例中30例（100%）に副作用が認められた。主

な副作用は、発疹18例（60.0%）、下痢16例（53.3%）、発熱、高リパーゼ

血症 各12例（40.0%）、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇 各11例（36.7%）、

そう痒症10例（33.3%）、食欲減退8例（26.7%）、甲状腺機能低下症、倦

怠感、肝機能異常 各7例（23.3%）、嘔吐6例（20.0%）、低ナトリウム血

症、高アミラーゼ血症、γ-GTP上昇、便秘、疲労、関節痛、頭痛 各5例

（16.7%）、ALP上昇、斑状丘疹状皮疹、悪心 各4例（13.3%）、口内炎3例

（10.0%）であった。

海外第3相試験（CA209067試験）において、本剤がニボルマブ（遺伝子組

換え）と併用投与された313例中300例（95.8%）に副作用が認められた。

主な副作用は、下痢142例（45.4%）、疲労118例（37.7%）、そう痒

症112例（35.8%）、発疹91例（29.1%）、悪心88例（28.1%）、発熱、食欲

減退 各60例（19.2%）、ALT(GPT)上昇59例（18.8%）、AST(GOT)上昇、甲

状腺機能低下症 各51例（16.3%）、嘔吐50例（16.0%）、高リパーゼ血

症45例（14.4%）、関節痛42例（13.4%）、大腸炎41例（13.1%）、斑状丘

疹状皮疹38例（12.1%）、呼吸困難36例（11.5%）、頭痛、甲状腺機能亢進

症 各34例（10.9%）であった。〔根治切除不能な悪性黒色腫用法追加時〕
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［その他の副作用］ 追記

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

ヤーボイ点滴静注液（ブリストル・マイヤーズスクイブ＝小野薬品）

〈ニボルマブ（遺伝子組換え）との併用投与〉

発現部位 副　作　用

皮　膚

そう痒症、発疹、斑状丘疹状皮疹、尋常性白斑、脱毛

症、皮膚炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、湿疹、紅斑、毛

髪変色、多汗症、寝汗、紅斑性皮疹、全身性皮疹、斑状

皮疹、丘疹性皮疹、そう痒性皮疹、皮膚色素減少、蕁麻

疹、乾癬

消化器

腹痛、便秘、下痢、口内乾燥、悪心、嘔吐、腹部不快

感、上腹部痛、消化不良、胃食道逆流性疾患、口内炎、

膵炎、胃炎、十二指腸炎

内分泌
甲状腺機能亢進症、甲状腺炎、血中甲状腺刺激ホルモン

減少

肝　臓
自己免疫性肝炎、肝炎、高ビリルビン血症、高トランス

アミナーゼ血症、ALP上昇、γ-GTP上昇

腎　臓 血中クレアチニン上昇、尿細管間質性腎炎

呼吸器 咳嗽、呼吸困難、口腔咽頭痛、胸水

筋骨格系

関節痛、筋肉痛、筋痙縮、筋力低下、四肢痛、筋骨格

痛、脊椎関節障害、関節炎、シェーグレン症候群、ミオ

パチー、横紋筋融解症

全身・投与

部位

無力症、悪寒、疲労、発熱、体重減少、インフルエンザ

様疾患、倦怠感、粘膜の炎症、末梢性浮腫、疼痛、口

渇、浮腫、胸痛

代　謝

食欲減退、高アミラーゼ血症、高リパーゼ血症、脱水、

糖尿病、高血糖、低アルブミン血症、低カルシウム血

症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、糖尿病性ケト

アシドーシス

眼 眼乾燥、ぶどう膜炎、霧視、視力障害

神経系

浮動性めまい、頭痛、味覚異常、感覚鈍麻、嗜眠、末梢

性ニューロパチー、錯感覚、末梢性感覚ニューロパ

チー、失神、多発ニューロパチー、神経炎、腓骨神経麻

痺、脳炎、自己免疫性ニューロパチー

精　神 不安、うつ病、不眠症

心・血管系
頻脈、ほてり、高血圧、低血圧、不整脈、心筋炎、心房

細動

血　液 貧血、好酸球増加症、好中球減少症、血小板減少症

感染症 結膜炎、肺炎、上気道感染、気管支炎

その他 過敏症、LDH上昇、CRP上昇、サルコイドーシス
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

［その他の副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

イマチニブ錠「DSEP」（第一三共エスファ）  イマチニブ錠「EE」（エルメッドエーザイ）

イマチニブ錠「JG」（日本ジェネリック）  イマチニブ錠「KN」（小林化工）

イマチニブ錠「NK」（日本化薬）  イマチニブ錠「NSKK」（共創未来ファーマ＝日本新薬）

イマチニブ錠「TCK」（辰巳化学）  イマチニブ錠「オーハラ」（大原薬品工業）

イマチニブ錠「ケミファ」（日本ケミファ）  イマチニブ錠「サワイ」（沢井製薬）

イマチニブ錠「テバ」（武田テバファーマ）  イマチニブ錠「トーワ」（東和薬品）

イマチニブ錠「日医工」（日医工）  イマチニブ錠100mg「ニプロ」（ニプロ＝共和クリティケア）

イマチニブ錠200mg「ニプロ」（ニプロ）  イマチニブ錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

イマチニブ錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  イマチニブ錠「ヤクルト」（高田製薬＝ヤクルト）

グリベック錠（ノバルティスファーマ）

イマチニブメシル酸塩

ロミタピドを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ロミタピド ロミタピドの血中濃度が著

しく上昇するおそれがあ

る。（ロミタピドの添付文

書参照）

本剤のCYP3A4阻害作用によ

り、ロミタピドの代謝が阻

害されると考えられる。

発現部位 副　作　用

皮　膚

挫創、乾癬悪化、水疱性皮疹、血管浮腫、好中球浸潤・有痛

性紅斑・発熱を伴う皮膚障害（Sweet病）、苔癬様角化症、

扁平苔癬、点状出血、斑状出血、手足症候群、偽性ポルフィ

リン症、発疹、紅斑、脱毛、湿疹、そう痒、角化症、頭皮

痛、疣贅、口唇炎、口唇ヘルペス、蕁麻疹、帯状疱疹、爪の

障害、色素沈着障害、皮膚乾燥、紫斑、皮膚色素脱失、光線

過敏性反応

［その他の副作用］ 削除

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

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）

エベロリムス（錠2.5mg・5mg、分散錠2mg・3mg）

発現部位 副　作　用

全身症状 創傷治癒不良
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［副作用］ 追記

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ニボルマブ（遺伝子組換え）

根治切除不能な悪性黒色腫の場合、本剤の用法・用量は｢臨床成績｣の項の

内容を熟知した上で、選択すること。

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、2mg/kg又は

1mg/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。

非小細胞肺癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、頭頸部癌及び胃癌の

場合、他の抗悪性腫瘍剤（サイトカイン製剤を含む）との併用について、

有効性及び安全性は確立していない。

根治切除不能な悪性黒色腫の場合、イピリムマブ（遺伝子組換え）の上乗

せによる延命効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合（PD-L1発現

率）により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ（遺伝子組換え）

との併用投与に際してPD-L1発現率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高

いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分

検討した上で、慎重に判断すること。

〈単独投与〉

〈根治切除不能な悪性黒色腫〉に対する国内第Ⅱ相試験（ONO-4538-02及

び08試験：59例）、〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉に対する国

内第Ⅱ相試験（ONO-4538-05及び06試験：111例）、〈根治切除不能又は転

移性の腎細胞癌〉に対する国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-03/CA209025試

験：日本人37例を含む406例）、〈再発又は難治性の古典的ホジキンリン

パ腫〉に対する国内第Ⅱ相試験（ONO-4538-15試験：17例）、〈再発又は

遠隔転移を有する頭頸部癌〉に対する国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-11

／CA209141試験：日本人18例を含む236例）及び〈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〉に対する国際共同第Ⅲ相試験

（ONO-4538-12試験：日本人152例を含む330例）の安全性評価対象の計

1,159例中、752例（64.9%）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）は疲労203例（17.5%）、そう痒症132例

（11.4%）、悪心108例（9.3%）、食欲減退101例（8.7%）、発疹101例

（8.7%）、下痢101例（8.7%）、発熱72例（6.2%）及び甲状腺機能低下症

65例（5.6%）であった。〔〈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〉効能追加時〕

〈イピリムマブ（遺伝子組換え）併用投与〉

〈根治切除不能な悪性黒色腫〉に対する国内第Ⅱ相試験（ONO-4538-17試

験：30例）及び海外第Ⅲ相試験（CA209067試験：313例）の安全性評価対

象の計343例中、330例（96.2%）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（15%以上）は下痢158例（46.1%）、疲労123例

（35.9%）、そう痒症122例（35.6%）、発疹109例（31.8%）、悪心92例

（26.8%）、発熱72例（21.0%）、ALT(GPT)増加70例（20.4%）、食欲減退

68例（19.8%）、AST(GOT)増加62例（18.1%）、甲状腺機能低下症58例

（16.9%）、高リパーゼ血症57例（16.6%）及び嘔吐56例（16.3%）であっ

た。〔〈根治切除不能な悪性黒色腫〉用法追加時〕
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［その他の副作用］ 追記 〈併用投与〉

発現部位 副　作　用

血液及びリンパ

系障害　　　　

　　

貧血、血小板減少症、好中球減少症、好酸球増加症、

リンパ節症、ヘマトクリット減少、リンパ球減少症、

白血球減少症、単球増加症、好酸球減少症、ヘモグロ

ビン減少、白血球数増加、好中球数増加、単球数減

少、赤血球数減少

心臓障害

頻脈、不整脈、心不全、動悸、心房細動、徐脈、心肥

大、急性心不全、心室性期外収縮、伝導障害、心電図

QT延長

耳及び迷路障害 回転性めまい、難聴、耳不快感

内分泌障害
下垂体炎、下垂体機能低下症、血中コルチコトロピン

減少、尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性

眼障害

ぶどう膜炎、霧視、視力障害、眼乾燥、硝子体浮遊

物、流涙増加、複視、視力低下、フォークト・小柳・

原田症候群、角膜障害

胃腸障害

腹痛、下痢、嘔吐、悪心、口内乾燥、腹部不快感、消

化不良、胃食道逆流性疾患、胃炎、便秘、口内炎、腹

部膨満、腸炎、膵炎、放屁、嚥下障害、胃腸障害、口

腔知覚不全、腸管穿孔、腹水、胃潰瘍、十二指腸潰

瘍、十二指腸炎、流涎過多、口の感覚鈍麻、口唇炎、

口腔障害、歯肉出血、消化管出血

全身障害

疲労、発熱、無力症、悪寒、倦怠感、口渇、疼痛、浮

腫、粘膜の炎症、インフルエンザ様疾患、顔面浮腫、

注射部位反応、末梢腫脹、胸部不快感、全身健康状態

低下、胸痛

免疫系障害

リウマチ因子増加、サルコイドーシス、リウマチ因子

陽性、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、インターロ

イキン濃度増加

感染症

結膜炎、肺感染、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、歯肉

炎、鼻咽頭炎、癰、歯周炎、爪感染、外耳炎、中耳

炎、膿疱性皮疹、帯状疱疹、尿路感染
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追記

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

オプジーボ点滴静注（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）

代謝及び栄養障

害

食欲減退、高リパーゼ血症、高アミラーゼ血症、糖尿

病、高血糖、低ナトリウム血症、脱水、低カリウム血

症、低アルブミン血症、低カルシウム血症、高カリウ

ム血症、高カルシウム血症、低マグネシウム血症、低

リン酸血症、高コレステロール血症、高トリグリセリ

ド血症、高尿酸血症、代謝性アシドーシス、低クロー

ル血症、高ナトリウム血症、脂質異常症、高マグネシ

ウム血症、総蛋白減少、血中リン増加

筋骨格系及び結

合組織障害

関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙縮、筋力低下、筋骨格

硬直、背部痛、関節炎、筋骨格痛、関節腫脹、頚部

痛、脊椎関節障害、筋固縮、側腹部痛、リウマチ性多

発筋痛、関節硬直、シェーグレン症候群、開口障害

精神・神経系障

害

頭痛、味覚異常、浮動性めまい、嗜眠、失神、不眠

症、不安、うつ病、錯感覚、感覚鈍麻、傾眠、記憶障

害、感情障害、リビドー減退、神経炎、腓骨神経麻痺

腎及び尿路障害
血中クレアチニン増加、頻尿、蛋白尿、血中尿素増

加、血尿、尿沈渣異常、膀胱炎

呼吸器、胸郭及

び縦隔障害

咳嗽、呼吸困難、口腔咽頭痛、発声障害、胸水、喉頭

痛、鼻出血、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、

喀血、低酸素症、しゃっくり、肺出血、気道の炎症、

喉頭浮腫、サーファクタントプロテイン増加

皮膚及び皮下組

織障害

発疹、そう痒症、丘疹性皮疹、尋常性白斑、皮膚炎、

皮膚乾燥、皮膚病変、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、脱毛症、

湿疹、皮膚色素減少、多汗症、寝汗、毛髪変色、白

斑、蕁麻疹、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素過剰、酒

さ、紫斑、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮

膚腫瘤

血管障害 高血圧、低血圧、ほてり、潮紅、血管炎

その他

体重減少、血中LDH増加、CRP増加、血中CK(CPK)増

加、体重増加、細胞マーカー増加、血中CK(CPK)減

少、硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、組織球

性壊死性リンパ節炎
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ヴォトリエント錠（ノバルティスファーマ）

パゾパニブ塩酸塩

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、投与しないこと。また妊娠

可能な女性に対しては、本剤投与中及び投与終了後一定期間は避妊を行う

よう指導すること。〔動物実験では、ラットで母体毒性及び催奇形性（心

血管奇形及び骨化遅延）（3mg/kg/日以上）、胎児体重の低値及び胚致死

作用（10mg/kg/日以上）、雌受胎率の低値（300mg/kg/日）、ウサギで母

体毒性、流産（30mg/kg/日以上）及び胎児体重の低値（3mg/kg/日以上）

が報告されている。〕

［相互作用］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ゼルボラフ錠（中外製薬）

ベムラフェニブ

本剤は主にCYP3A4で代謝され、CYP3A4を誘導し、CYP1A2、CYP2C9及びP-糖

蛋白（P-gp）を阻害することが示されている。（「薬物動態」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4を誘導する薬

剤（リファンピシ

ン、フェニトイン、

カルバマゼピン等）

本剤の血漿中濃度が低下

し、本剤の有効性が減弱す

るおそれがあることから、

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）。

CYP3A4誘導剤との併

用により、本剤の代

謝が誘導され血漿中

濃度が低下する可能

性がある。

発現部位 副　作　用

筋・骨格

関節痛、筋骨格痛、四肢痛、筋骨格硬直、関節炎、関

節腫脹、背部痛、筋力低下、筋痙縮、関接滲出液、頚

部痛、変形性関節症、腱痛、デュプイトラン拘縮

［副作用］ 一部改訂

４４２　刺激療法剤

改訂箇所 改訂内容

ブシラミン錠「トーワ」（東和薬品）  ブシラミン錠「日医工」（日医工）

ブシラント錠（小林化工＝科研製薬＝全星薬品＝ファイザー）  リマチル錠（あゆみ製薬）

レマルク錠（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ブシラミン

皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群）、中毒性表皮壊死融解症

(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、天疱瘡様症状、紅皮症型薬疹：

皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群）、中毒性表皮壊死融解症

(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、天疱瘡様症状、紅皮症型薬疹があ

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。

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、紅斑、発疹、嘔吐、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわれた場合

には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
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［副作用］ 追記

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ユナシン-S静注用（ファイザー）  ユナシン-Sキット静注用（ファイザー）

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム（ユナ

シン）

〔1日用量6g（力価）超を投与した特定使用成績調査（承認事項一部変更

に関する再審査終了時）〕

肺炎、肺膿瘍及び腹膜炎患者を対象とした特定使用成績調査では980例中

96例（9.80%）に副作用又は臨床検査値異常が認められ、主なものは肝機

能障害（2.24%）、下痢（2.04%）、発疹（0.92%）、AST(GOT)上昇

（0.82%）、ALT(GPT)上昇（0.61%）等であった。

［重大な副作用］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

改訂箇所 改訂内容

スルバクシン静注用0.75g（シオノケミカル＝武田テバファーマ）

スルバクシン静注用1.5g（シオノケミカル＝武田テバファーマ＝富士フイルムファーマ＝共和クリティケア＝江州製薬）

スルバクシン静注用3g（シオノケミカル＝共和クリティケア）  スルバシリン静注用（MeijiSeikaファルマ）

ピシリバクタ静注用0.75g・1.5g（日医工＝日本ケミファ）  ピシリバクタ静注用3g（日医工）

ピスルシン静注用（大原薬品工業）  ユーシオン-S静注用（沢井製薬）

ユナシン-S静注用（ファイザー）  ユナシン-Sキット静注用（ファイザー）

ユナスピン静注用（ケミックス＝共和薬品工業）

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

出血性大腸炎、偽膜性大腸炎：

出血性大腸炎、偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれるこ

とがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止

するなど適切な処置を行うこと。

［副作用］ 追記

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ゾシン静注用（大鵬薬品＝大正富山医薬品）  ゾシン配合点滴静注用バッグ（大鵬薬品＝大正富山医薬品）

タゾバクタム・ピペラシリン水和物（ゾシン）

〈一般感染症〉

使用成績調査及び特定使用成績調査4160 例中8.9%（371例）に副作用が認

められた。主な副作用は下痢3.6%、肝機能異常1.7%、肝障害0.8%、発疹

0.6%等であった。〔敗血症、肺炎、腎盂腎炎、複雑性膀胱炎に関する再審

査終了時〕

［副作用］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

改訂箇所 改訂内容

ドリペネム水和物

〈成人〉

再審査終了時における製造販売後調査での安全性評価対象例3787例中、臨

床検査値異常を含む副作用は471例（12.44%）に認められた。主なもの

は、ALT(GPT)上昇115例（3.04%）、肝機能異常112例（2.96%）、AST(GOT)

上昇100例（2.64%）であった。
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一部改訂

追記

［臨床検査結果に及ぼす影響］

一部改訂

フィニバックス点滴静注用・キット（塩野義製薬）

再審査終了時における製造販売後臨床試験での安全性評価対象例200例

中、臨床検査値異常を含む副作用は82例（41.0%）に認められた。主なも

のは、ALT(GPT)上昇27例（13.5%）、AST(GOT)上昇27例（13.5%）であっ

た。

〈小児〉

再審査終了時における製造販売後調査での安全性評価対象例998例中、臨

床検査値異常を含む副作用は171例（17.1%）に認められた。主なものは、

下痢45例（4.5%）、肝機能異常41例（4.1%）であった。

テステープ反応を除くベネディクト試薬、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。

［その他の副作用］ 一部改訂

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

改訂箇所 改訂内容

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）

ロキシスロマイシン

発現部位 副　作　用

感覚器
味覚異常、嗅覚異常、難聴、耳鳴、回転性めまい、視力

障害、霧視

［重要な基本的注意］ 一部改訂

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

改訂箇所 改訂内容

クロロマイセチンサクシネート静注用（第一三共）

クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム

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。

［慎重投与］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者〔コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝

不全が発現し死亡に至ることがある。〕

（メトロニダゾール）

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。（「慎重投与」及

び「重要な基本的注意」の項参照）
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［その他の副作用］ 削除

ボノピオンパック（武田薬品）

（メトロニダゾール）

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

発現部位 副　作　用

肝　臓注9） 肝機能障害

注9）定期的に血液生化学的検査を行うことが望ましい。また、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。

［慎重投与］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 削除

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ラベファインパック（エーザイ＝EAファーマ）

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者〔コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝

不全が発現し死亡に至ることがある。〕

（メトロニダゾール）

肝機能障害：

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。〔「慎重投与」及

び「重要な基本的注意」の項参照〕

（メトロニダゾール）

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

発現部位 副　作　用

肝　臓注3) 肝機能障害

注3）定期的に血液生化学的検査を行うことが望ましい。また、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。

［慎重投与］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

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

（メトロニダゾール）

コケイン症候群の患者〔コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝

不全が発現し死亡に至ることがある。〕

（メトロニダゾール）

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。（「慎重投与」及

び「重要な基本的注意」の項参照）
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［その他の副作用］ 削除

ランピオンパック（武田薬品）

（メトロニダゾール）

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

発現部位 副　作　用

肝　臓注10） 肝機能障害

注10）定期的に血液生化学的検査を行うことが望ましい。また、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。

［副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

クラビット錠・細粒（第一三共）

レボフロキサシン水和物（経口剤）（クラビット）

承認時の国内・海外（中国）の臨床試験及び製造販売後臨床試験におい

て、総症例1,924例（承認時臨床試験：国内337例、海外1,245例、製造販

売後臨床試験：342例）中522例（27.1%）に副作用（臨床検査値異常を含

む）が認められた。主な副作用は、悪心（3.3%）、めまい（3.1%）、白血

球数減少（2.7%）、不眠（2.6%）、ALT(GPT)上昇（1.7%）であった。

〔製造販売後臨床試験終了時〕

承認後の使用成績調査（調査期間：2009年10月〜2010年9月）において、

総症例29,872例中482例（1.6%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認

められた。主な副作用は、下痢（0.24%）、悪心（0.17%）、発疹

（0.13%）、AST(GOT)上昇（0.09%）、ALT(GPT)上昇（0.09%）であった。

〔再審査終了時〕

［慎重投与］ 一部改訂

［副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ラミブジン（100mg）

非代償性肝硬変患者〔国内における使用経験が少ない〕

〔製造販売後調査〕

B型慢性肝炎患者を対象とした使用成績調査1740例中、66例（3.8%）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、AST(GOT)増

加、ALT(GPT)増加等を含む肝機能障害又は肝機能悪化44例（2.5%）であっ

た。これら44例中、YMDD変異ウイルス出現は33例（1.9%）であり、本剤投

与終了後の肝機能悪化は2例（0.11%）であった〔再審査終了時〕。

B型慢性肝炎患者を対象とした長期使用に関する特定使用成績調査361例

中、49例（13.6%）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、AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加等を含む肝機能障害又は肝機能悪

化35例（9.7%）であった。これら35例中、YMDD変異ウイルス出現は22例

（6.1%）であり、本剤投与終了後の肝機能悪化は12例（3.3%）であった

〔再審査終了時〕。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

追記

［その他の副作用］ 一部改訂

〈参考〉 企業報告

ゼフィックス錠（グラクソ・スミスクライン）

非代償性肝硬変を含むB型肝硬変患者を対象とした特定使用成績調査306例

中、19例（6.2%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主な

ものは肝機能障害又は肝機能悪化12例（3.9%）であった。これら12例中、

YMDD変異ウイルス出現は9例（2.9%）であった〔再審査終了時〕。

また、本剤とヘプセラ錠との併用における使用成績調査426例中、22例

（5.2%）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、

肝機能障害又は肝機能悪化9例（2.1%）であった。これら9例中、YMDD変異

ウイルス出現は3例（0.7%）であり、本剤投与終了後の肝機能悪化は1例

（0.2%）であった〔再審査終了時〕。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

スルファメトキサ

ゾール・トリメトプ

リム合剤

本剤の血中濃度が上昇

する。（「薬物動態」

の項参照）

腎臓における排泄がト

リメトプリムと競合す

ると考えられてい

る。危険因子：腎機能

障害

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ソルビトール 経口ソルビトール溶液（ソ

ルビトールとして3.2g、

10.2g、13.4g）とラミブジ

ンの併用により、ラミブジ

ンのAUCが減少した（それ

ぞれ18%、36%、42%減少）

との報告がある。

ソルビトールにより

ラミブジンの吸収が

抑制されると考えら

れている。

発現部位 副　作　用

その他 倦怠感、発疹、感冒様症状

［重大な副作用］ 一部改訂

［重大な副作用（類薬）］ 削除

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

オルプロリクス静注用（バイオベラティブ・ジャパン）

エフトレノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ショック、アナフィラキシー：

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に

行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこ

と。〔「重要な基本的注意」の項参照〕

ショック、アナフィラキシー：

他の凝固因子製剤においてショック、アナフィラキシー関連事象が報告さ

れている。ショック、アナフィラキシー関連事象があらわれることがある

ので、観察を十分に行い、蕁麻疹、悪寒、血管浮腫、呼吸困難、血圧低

下、頻脈等の症状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。〔「重要な基本的注意」の項参照〕
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［その他の副作用］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

エイフスチラ静注用（CSLベーリング）

ロノクトコグアルファ（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

その他 インヒビターの発現

［慎重投与］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 削除

６４１　抗原虫剤

改訂箇所 改訂内容

フラジール内服錠（塩野義製薬）

メトロニダゾール（経口剤）

コケイン症候群の患者〔コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝

不全が発現し死亡に至ることがある。〕

肝機能障害：

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。〔「慎重投与」及

び「重要な基本的注意」の項参照〕

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症〉

発現部位 副　作　用

肝　臓注3 肝機能障害

注3：定期的に血液生化学的検査を行うことが望ましい。また、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。

［慎重投与］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６４１　抗原虫剤

改訂箇所 改訂内容

アネメトロ点滴静注液（ファイザー）

メトロニダゾール（注射剤）

コケイン症候群の患者〔コケイン症候群の患者で重度の肝毒性又は急性肝

不全が発現し死亡に至ることがある。〕

肝機能障害：

肝機能障害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

を中止し、適切な処置を行うこと。コケイン症候群の患者で重度の肝毒性

又は急性肝不全が発現し死亡に至ったとの報告がある。〔「慎重投与」及

び「重要な基本的注意」の項参照〕
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