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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.270（2018.6）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 2018.7 No.271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

［禁忌］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Saegusa,T.,et al.:基礎と臨床 1992;26(3):969

Zheng,S.,et al.:Br.J.Clin.Pharmacol. 2013;76(6):988

タリムス点眼液（千寿製薬）

タクロリムス水和物（点眼剤）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上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。〔動物実験（ウサギ、経口投

与）で催奇形作用、胎児毒性が認められたとの報告がある。ヒト（経口投

与）で胎盤を通過することが報告されている。〕

［禁忌］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への使

用］

一部改訂

２６９　その他の外皮用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Saegusa,T.,et al.:基礎と臨床 1992;26(3):969

Zheng,S.,et al.:Br.J.Clin.Pharmacol. 2013;76(6):988

タクロリムス軟膏「NP」（ニプロ）  タクロリムス軟膏「PP」（ポーラファルマ）

タクロリムス軟膏「イワキ」（岩城製薬）  タクロリムス軟膏「タカタ」（高田製薬）

プロトピック軟膏（マルホ）  プロトピック軟膏小児用（マルホ）

タクロリムス水和物（軟膏剤）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

妊婦等：

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上

回ると判断される場合にのみ使用すること。〔動物実験（ウサギ、経口投

与）で催奇形作用、胎児毒性が認められたとの報告がある。ヒト（経口投

与）で胎盤を通過することが報告されている。〕

［禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

アザチオプリン

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

本剤投与中の患者において、リンパ球に染色体異常を有する児が出生した

との症例報告がある。また、動物実験（ウサギ、ラット、マウス）で催奇

形性作用が報告されているので、本剤投与中の患者には男女共に避妊を行

わせること。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上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。妊娠する可能性のある女性に

は、本剤が有するリスクを説明すること。可能な限り、投与期間中の妊娠

を避けさせることが望ましい。〔ヒトで胎盤を通過することが報告されて

いる。リンパ球に染色体異常を有する児が出生したとの症例報告、出生し

た児で先天奇形、血球数の減少、免疫担当細胞数の減少が認められたとの

報告がある。本剤を妊娠期間中に投与された女性（特に副腎皮質ステロイ

ドを併用した場合）において、早産及び低出生体重児の出産が報告されて

いる。両親のいずれかへの本剤投与に引き続き、自然流産が発現したとい

う報告もある。また、動物実験（ウサギ、ラット、マウス）で催奇形性が

報告されている。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3485/notice/notice_3485_20180709104451.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/notice_3486_20180710160244.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/12430/notice_12430_20180712152142.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/12431/notice_12431_20180710151238.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/12432/notice_12432_20180711134115.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/12444/notice_12444_20180710104227.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3486/notice/12445/notice_12445_20180710104239.pdf


追記

アザニン錠（田辺三菱製薬）  イムラン錠（アスペンジャパン）

パートナーが妊娠する可能性のある男性に投与する場合には、本剤が有す

るリスクを説明すること。可能な限り、投与期間中はパートナーの妊娠を

避けさせることが望ましい。〔細菌を用いた復帰突然変異試験及びマウ

ス、ラットを用いた小核試験において、遺伝毒性が報告されている。〕

〈参考〉 Jharap,B.,et al.:Gut 2014;63:451

　　　　 Cleary,B.J.,et al.:Birth Defects Res.A.Clin.Mol.Teratol.

　　　　 2009;85:647

　　　 　DeWitte,D.B.,et al.:J.Pediatr. 1984;105:625

　　　　 Ono,E.,et al.:Am.J.Transplant. 2015;15:1654

　　　　 Speck,W.T.,et al.:Cancer Res. 1976;36:108

　　　　 Henderson,L.,et al.:Mutat.Res. 1993;291:79

　　　　 van Went,G.F.:Mutat.Res. 1979;68:153

［禁忌］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Baxi,L.V.,et al.:Am.J.Obstet.Gynecol. 1993;169(1):33

Burrows,D.A.,et al.:Obstet.Gynecol. 1988;72(3):459

Lowenstein,B.R.,et al.:Am.J.Obstet.Gynecol.

1988;158(3):589

Flechner,S.M.,et al.:Am.J.Kidney Dis. 1985;5(1):60

Coscia,L.A.,et al.:Best Pract.Res.Clin.Obstet.Gynaecol. 

2014;28(8):1174

サンディミュン内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）  サンディミュン点滴静注用（ノバルティスファーマ）

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

シクロスポリンカプセル「TC」（東洋カプセル＝沢井製薬）  シクロスポリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

シクロスポリンカプセル「日医工」（日医工）

シクロスポリンカプセル10mg・細粒「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

シクロスポリンカプセル25mg・50mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ポーラファルマ＝ファイザー）

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

妊婦、妊娠している可能性のある婦人又は授乳婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上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。〔動物実験（ラット）で催奇

形作用、また、難産及び周産期死亡が報告されている。ヒトで胎盤を通過

することが報告されている。妊娠中に本剤を投与された女性において、早

産及び児への影響（低出生体重、先天奇形）の報告がある。〕

［禁忌］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

タクロリムス水和物（経口剤、注射剤）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

妊婦等：

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上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。〔動物実験（ウサギ）で催奇

形作用、胎児毒性が報告されている。ヒトで胎盤を通過することが報告さ

れている。妊娠中に本剤を投与された女性において、早産及び児への影響

（低出生体重､先天奇形､高カリウム血症､腎機能障害）の報告がある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3324/notice/notice_3324_20180710152542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3324/notice/12346/notice_12346_20180710062206.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/notice_3463_20180710181937.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12348/notice_12348_20180710182208.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12351/notice_12351_20180710155352.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12352/notice_12352_20180710164415.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12353/notice_12353_20180710105820.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12354/notice_12354_20180711184747.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12349/notice_12349_20180709155605.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12350/notice_12350_20180709155700.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3463/notice/12355/notice_12355_20180710182259.pdf


改訂添付文書の作成に時間を要することがあります

〈参考〉 Zheng,S.,et al.:Br.J.Clin.Pharmacol. 2013;76(6):988

Coscia,L.A.,et al.:Best Pract.Res.Clin.Obstet.Gynaecol.

2014;28(8):1174

グラセプターカプセル（アステラス製薬）  タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「JG」（日本ジェネリック）

タクロリムスカプセル5mg「JG」（日本ジェネリック）

タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg・2mg・3mg「あゆみ」（あゆみ製薬）

タクロリムス錠5mg「あゆみ」（あゆみ製薬）

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「サンド」（ニプロファーマ＝サンド）

タクロリムスカプセル5mg「サンド」（ニプロファーマ＝サンド）

タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg・2mg・3mg「トーワ」（東和薬品）

タクロリムス錠5mg「トーワ」（東和薬品）  タクロリムス錠0.5mg・1mg「日医工」（日医工）

タクロリムス錠5mg「日医工」（日医工）  タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ニプロ」（ニプロ）

タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」（ニプロ）

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

タクロリムスカプセル5mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

プログラフカプセル0.5mg・1mg（アステラス製薬）  プログラフカプセル5mg（アステラス製薬）

プログラフ顆粒（アステラス製薬）  プログラフ注射液（アステラス製薬）

その他

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アミトリプチリン塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  トリプタノール錠（日医工）

アミトリプチリン塩酸塩

モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩）

を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者〔「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

モノアミン酸化

酵素阻害剤（セ

レギリン塩酸

塩、ラサギリン

メシル酸塩）

発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、

昏睡等があらわれることがある。な

お、モノアミン酸化酵素阻害剤の投

与を受けた患者に本剤を投与する場

合には、少なくとも2週間の間隔を

おき、また本剤からモノアミン酸化

酵素阻害剤に切りかえるときには、

2〜3日間の間隔をおくことが望まし

い。

詳細は不明であ

るが、相加・相

乗作用によると

考えられる。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

シクロスポリン（点眼剤）

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上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。〔動物実験（ラット：経口）

で催奇形作用、また、難産及び周産期死亡が報告されている。ヒト（経口

投与）で胎盤を通過することが報告されている。〕

授乳中の女性には投与しないこと。やむを得ず投与する場合には、授乳を

中止させること。〔授乳婦に投与した場合の乳児に対する安全性は確立し

ていない。母乳中へ移行するとの報告がある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/notice_3464_20180712105743.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12358/notice_12358_20180712085834.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12362/notice_12362_20180712085904.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12371/notice_12371_20180706174138.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12373/notice_12373_20180706174239.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12359/notice_12359_20180711091128.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12363/notice_12363_20180711091143.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12372/notice_12372_20180710105803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12374/notice_12374_20180710105749.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12370/notice_12370_20180711184807.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12375/notice_12375_20180711184817.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12360/notice_12360_20180710160330.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12364/notice_12364_20180710160345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12361/notice_12361_20180709155719.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12365/notice_12365_20180709155735.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12377/notice_12377_20180712105800.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12378/notice_12378_20180712105812.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12380/notice_12380_20180712105829.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3464/notice/12379/notice_12379_20180712105841.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3397/notice/12207/notice_12207_20180709150148.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3397/notice/notice_3397_20180711184338.pdf


〈参考〉 Baxi,L.V.,et al.:Am.J.Obstet.Gynecol. 1993;169(1):33

Burrows,D.A.,et al.:Obstet.Gynecol. 1988;72(3):459

Lowenstein,B.R.,et al.:Am.J.Obstet.Gynecol.

1988;158(3):589

Flechner,S.M.,et al.:Am.J.Kidney Dis. 1985;5(1):60

パピロックミニ点眼液（参天製薬）

［副作用］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

PA・ヨード点眼・洗眼液（日本点眼薬研究所）

ヨウ素・ポリビニルアルコール

発現部位 副　作　用

眼 刺激感、角膜びらん

［その他の副作用］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

レパーサ皮下注シリンジ（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

レパーサ皮下注ペン（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

レパーサ皮下注オートミニドーザー（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

エボロクマブ（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

皮膚及び皮下組織

障害

発疹、そう痒性皮疹、皮膚炎、皮膚しわ、蕁麻疹、

血管浮腫

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

２１９　その他の循環器官用薬

改訂箇所 改訂内容

アマルエット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ）  アマルエット配合錠「EE」（エルメッドエーザイ）

アマルエット配合錠「KN」（小林化工）  アマルエット配合錠「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

アマルエット配合錠「ケミファ」（日本ケミファ）  アマルエット配合錠「サワイ」（沢井製薬）

アマルエット配合錠「サンド」（サンド）  アマルエット配合錠「トーワ」（東和薬品）

アマルエット配合錠「日医工」（日医工）  アマルエット配合錠「ニプロ」（ニプロ）

カデュエット配合錠（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシ

ウム水和物

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〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グレカプレ

ビル・ピブ

レンタスビ

ル

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。
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3445/notice/notice_3445_20180711085241.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3294/notice/notice_3294_20180620142934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3391/notice/notice_3391_20180705120345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3391/notice/12171/notice_12171_20180705120416.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3391/notice/12170/notice_12170_20180705120534.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12329/notice_12329_20180710130132.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12330/notice_12330_20180711152439.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12331/notice_12331_20180710131341.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12332/notice_12332_20180711082255.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12333/notice_12333_20180711175443.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12334/notice_12334_20180712092250.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12335/notice_12335_20180712110239.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12336/notice_12336_20180710105850.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12338/notice_12338_20180712094602.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/12337/notice_12337_20180709145116.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3419/notice/notice_3419_20180621120538.pdf


［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

２３９　その他の消化器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

インフリキシマブBS点滴静注用「あゆみ」（ヤクハン製薬＝あゆみ製薬）

インフリキシマブBS点滴静注用「日医工」（日医工）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシ

マブ後続2］

乾癬において､初回､2週､6週投与までは10mg/kg等への増量投与は行わない

こと｡また､増量により感染症の発現頻度が高まるおそれがあるため､感染

症の発現には十分注意すること〔関節リウマチ患者において､10mg/kg等の

高用量を初回投与から行うことにより、重篤な感染症の発現頻度が高まっ

たとの報告がある。（「その他の注意」の項参照）〕。本剤による効果が

全く認められない場合や、増量や投与間隔の短縮を行っても症状の改善が

認められない場合には、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

クローン病において、本剤を初回投与後、2週、6週と投与した後、臨床症

状や内視鏡所見等により治療効果を評価すること。効果が認められない場

合には、さらに継続投与を行っても効果が得られない可能性があり、他の

治療法を考慮すること｡また､10mg/kgへの増量や投与間隔の短縮は､5mg/kg

8週間隔投与による治療により効果は認められたものの、維持療法中に効

果が減弱し、症状の再燃が認められた患者に対して行うこと。増量又は投

与間隔の短縮を行っても効果が認められない場合には、他の治療法を考慮

すること。

［適用上の注意］ 削除

一部改訂

［取扱い上の注意］ 新設

２４１　脳下垂体ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

ヒューマトロープ注射用（日本イーライリリー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ヒューマトロー

プ）

溶解後：

溶解後の液は、専用の医薬品ペン型注入器に装着したまま、凍結を避け2

〜8℃で遮光保存し、38日以内に使用すること。

筋肉内注射時：

筋肉内注射する場合には、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) 同一部位への反復注射は行わないこと。

2) 神経走行部位を避けること。

3) 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり血液の逆流をみた場合は直ち

に針を抜き、部位を変えて注射すること。

4) 注射部位に疼痛、硬結をみることがある。

薬剤投与時の注意：

1）注射部位を上腕、大腿、腹部、臀部等広範に求め、順序よく移動し、

同一部位に短期間内に繰り返し注射しないこと。

2）1本の注入器を複数の患者に使用しないこと。

溶解後の液は、専用の医薬品ペン型注入器に装着したまま、凍結を避け2

〜8℃で遮光保存し、38日以内に使用すること。
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3421/notice/12208/notice_12208_20180711185443.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3421/notice/notice_3421_20180711184518.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3310/notice/notice_3310_20180626154554.pdf


［適用上の注意］ 一部改訂

２５５　痔疾用剤

改訂箇所 改訂内容

ヘモクロンカプセル（天藤製薬）

トリベノシド

調剤時：

本剤は吸湿しやすい製剤であるので、PTPシートからカプセルを取り出さ

ないように注意すること（一包化調剤は避けること）。

［併用注意］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

エクメット配合錠LD・HD（ノバルティスファーマ）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シメチジン、ドル

テグラビル、バン

デタニブ

メトホルミンの血中濃度が

上昇し、作用が増強するお

それがある。観察を十分に

行い、必要に応じて本剤を

減量するなど慎重に投与す

ること。

これらの薬剤の腎臓で

の有機カチオン輸送系

（OCT2）阻害作用によ

り、メトホルミンの排

泄が阻害されると考え

られている。

［適用上の注意］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

ステラーラ点滴静注（ヤンセンファーマ）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）（点滴静注用）

調製後は8時間以内に投与完了すること。

尋常性乾癬（関節症性乾癬を合併した患者を含む）を対象としたウステキ

ヌマブ皮下投与用製剤の国内臨床試験において、153例中10例（6.5%）が

72週目までに抗ウステキヌマブ抗体陽性となり、尋常性乾癬及び関節症性

乾癬を対象とした海外臨床試験においても、ウステキヌマブ皮下投与用製

剤投与により5.2〜12.4%の患者が抗ウステキヌマブ抗体陽性となった。ク

ローン病を対象とした国際共同臨床試験において、本剤及びウステキヌマ

ブ皮下投与用製剤の投与により3%未満の患者が抗ウステキヌマブ抗体陽性

となった。抗ウステキヌマブ抗体が陽性となった患者では効果が減弱化す

る傾向がみられた。
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3399/notice/notice_3399_20180711100432.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3387/notice/notice_3387_20180620111547.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3355/notice/notice_3355_20180629095909.pdf


［その他の注意］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

ステラーラ皮下注シリンジ（ヤンセンファーマ）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）（皮下注用）

尋常性乾癬（関節症性乾癬を合併した患者を含む）を対象とした国内臨床

試験において、本剤投与により153例中10例（6.5%)が72週目までに抗ウス

テキヌマブ抗体陽性となり、尋常性乾癬及び関節症性乾癬を対象とした海

外臨床試験においても、本剤投与により5.2〜12.4%の患者が抗ウステキヌ

マブ抗体陽性となった。クローン病を対象とした国際共同臨床試験におい

て、3%未満の患者がウステキヌマブ点滴静注製剤及び本剤投与により抗ウ

ステキヌマブ抗体陽性となった。抗ウステキヌマブ抗体が陽性となった患

者では効果が減弱化する傾向がみられた。

［副作用］ 追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ジアゾキシドカプセル「MSD」（MSD＝オーファンパシフィック）

ジアゾキシド

〔製造販売後調査〕

長期投与の特定使用成績調査において、安全性解析対象674例中255例

（37.8%）に副作用が認められた。主な副作用は浮腫57件（8.5%）、多毛

症44件（6.5%）、心不全24件（3.6%）、貧血16件（2.4%）、高血糖11件

（1.6%）、うっ血性心不全10件（1.5%）、悪心9件（1.3%）、末梢性浮腫9

件（1.3%）、血小板数減少9件（1.3%）、肝機能異常8件（1.2%）、発疹8

件（1.2%）、発熱8件（1.2%）、体液貯留7件（1.0%）、低血糖7件

（1.0%）であった。

［副作用］ 追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（ネオーラル）

特定使用成績調査の1,128例中、何らかの副作用が報告されたのは259例

（23.0%）で、主なものは高血圧37例（3.3%）、毛包炎26例（2.3%）、け

ん怠感20例（1.8%）、血圧上昇17例（1.5%）等であった。〔再審査終了時

までの集計〕
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https://dsu-system.jp/dsu/271/3507/notice/notice_3507_20180629100133.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3272/notice/notice_3272_20180702102232.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3375/notice/notice_3375_20180710182230.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

［併用注意］ 追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

サンディミュン内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）  サンディミュン点滴静注用（ノバルティスファーマ）

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

シクロスポリンカプセル「TC」（東洋カプセル＝沢井製薬）  シクロスポリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

シクロスポリンカプセル「日医工」（日医工）

シクロスポリンカプセル10mg・細粒「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

シクロスポリンカプセル25mg・50mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ポーラファルマ＝ファイザー）

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

タクロリムス（外用剤を除く）、ピタバスタチン、ロスバスタチン、ボセ

ンタン、アリスキレン、アスナプレビル、バニプレビル、グラゾプレビ

ル、ペマフィブラートを投与中の患者（「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

ペマフィブ

ラート

ペマフィブラートの

血中濃度が上昇した

との報告がある。

本剤の有機アニオントランスポー

ター及びCYP3A阻害により、ペマ

フィブラートの血中濃度が上昇す

ると考えられる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グレカプレビ

ル・ピブレン

タスビル

これらの薬剤の血中

濃度が上昇したとの

報告がある。

本剤の有機アニオントランスポー

ター、P糖蛋白及び乳癌耐性蛋白

阻害により、これらの薬剤の血中

濃度が上昇すると考えられる。

アメナメビル アメナメビルの血中

濃度が低下し、作用

が減弱するおそれが

ある。

機序は不明である。

［警告］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

トファシチニブクエン酸塩

潰瘍性大腸炎では、本剤の治療を行う前に、少なくとも1剤の既存治療薬

（ステロイド、免疫抑制剤又は生物製剤）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持つ医師が使

用すること。

〈潰瘍性大腸炎〉

過去の治療において、他の薬物療法（ステロイド、免疫抑制剤又は生物製

剤）による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残

る場合に投与すること。

〈関節リウマチ〉

免疫抑制作用が増強されると感染症のリスクが増加することが予想される

ので、本剤とTNF阻害剤、IL-6阻害剤、T細胞選択的共刺激調節剤等の生物

製剤や、タクロリムス、アザチオプリン、シクロスポリン、ミゾリビン等

の強力な免疫抑制剤（局所製剤以外）との併用はしないこと。なお、本剤

とこれらの生物製剤及び免疫抑制剤との併用経験はない。
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追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

〈潰瘍性大腸炎〉

本剤の導入療法の開始後16週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治療反

応が得られない場合は、他の治療法への切り替えを考慮すること。

本剤の維持療法中に本剤1回10mgを1日2回経口投与しても臨床症状の改善

が認められない場合は、本剤の継続投与の必要性を慎重に検討し、他の治

療法への切り替えを考慮すること。

中等度又は重度の腎機能障害を有する潰瘍性大腸炎患者、中等度の肝機能

障害を有する潰瘍性大腸炎患者には、減量し（1回投与量を減量。1回投与

量を減量することができない場合は投与回数を減らす。）、本剤を慎重に

投与すること。〔「薬物動態」の項参照〕

免疫抑制作用が増強されると感染症のリスクが増加することが予想される

ので、本剤とTNF阻害剤等の生物製剤や、タクロリムス、アザチオプリン

等の強力な免疫抑制剤（局所製剤以外）との併用はしないこと。なお、本

剤とこれらの生物製剤及び免疫抑制剤との併用経験はない。

本剤は、免疫反応に関与するヤヌスキナーゼ（JAK）ファミリーを阻害す

るので、感染症に対する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性がある。本剤の

投与に際しては十分な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意すること。

本剤投与中に重篤な感染症を発現した場合は、速やかに適切な処置を行

い、感染症がコントロールできるようになるまでは投与を中止すること。

また、患者に対し、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治

医に相談するよう指導すること。関節リウマチ患者において、本剤投与時

に発現する重篤な感染症は、本剤単独投与時と比較して抗リウマチ薬（メ

トトレキサートを含むDMARD）併用投与時では発現率が高い傾向が認めら

れているため、特に注意すること。〔「その他の注意」の項参照〕

本剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者（HBs抗

原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）において、B型肝炎ウイルスの再

活性化が報告されている。本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の

有無を確認すること。B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者に

本剤を投与する場合は、肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリ

ングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意

すること。

ヘルペスウイルス等の再活性化（帯状疱疹等）が報告されている。また、

日本人患者で認められた重篤な日和見感染症のうち多くが重篤な帯状疱疹

であったこと、播種性帯状疱疹も認められていることから、ヘルペスウイ

ルス等の再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。徴候や症状の発現

が認められた場合には、患者に受診するよう説明し、速やかに適切な処置

を行うこと。また、ヘルペスウイルス以外のウイルスの再活性化にも注意

すること。〔「重大な副作用」、「その他の注意」の項参照〕

肝機能障害があらわれることがあるので、トランスアミナーゼ値上昇に注

意するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を

行うこと。なお、関節リウマチ患者において、メトトレキサートを含む

DMARD等併用時に本剤単独投与時と比較して肝機能障害の発現率上昇が認

められているため、肝機能障害を起こす可能性のある薬剤と併用する場合

には特に注意すること。〔「重大な副作用」の項参照〕
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［併用注意］ 一部改訂
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4阻害剤［マクロ

ライド系抗生物質（ク

ラリスロマイシン、エ

リスロマイシン等）、

ノルフロキサシン等、

アゾール系抗真菌剤

（イトラコナゾール、

ボリコナゾール等）、

カルシウム拮抗剤（ジ

ルチアゼム、ベラパミ

ル）、アミオダロン、

シメチジン、フルボキ

サミン、抗HIV剤（リ

トナビル、インジナビ

ル、アタザナビル、ネ

ルフィナビル、サキナ

ビル）、抗ウイルス剤

（テラプレビル；C型

肝炎）］、グレープフ

ルーツ

トファシチニブの曝露量が増

加するおそれがある。本剤と

CYP3A4阻害剤であるケトコナ

ゾール（経口剤；国内未承

認）併用での単回投与時

に、トファシチニブのAUCが

103%、Cmaxが16%増加したとの

報告がある。併用時には本剤

を減量（1回投与量を減量。1

回投与量を減量することがで

きない場合は投与回数を減ら

す。）するなど用量に注意す

ること。〔「薬物動態」の項

参照〕

これらの薬剤等

はCYP3A4による

本剤の代謝を阻

害するため、ト

ファシチニブの

血中濃度が上昇

する可能性があ

る。

フルコナゾール トファシチニブの曝露量が増

加するおそれがある。本剤と

フルコナゾール併用での単回

投与時にトファシチニブの

AUCが79%、Cmaxが27%増加し

た。併用時には本剤を減量

（1回投与量を減量。1回投与

量を減量することができない

場合は投与回数を減らす｡)

するなど用量に注意するこ

と。〔「薬物動態」の項参

照〕

フルコナゾール

はCYP3A4及び

CYP2C19の代謝活

性を阻害するた

め、トファシチ

ニブの血中濃度

が上昇する可能

性がある。

CYP3A4誘導剤［抗てん

かん剤（バルビツール

酸誘導体、カルバマゼ

ピン、フェノバルビ

タール、フェニトイン

等）、リファンピシ

ン、リファブチン、モ

ダフィニル］、セイヨ

ウオトギリソウ

（St.John's Wort、セ

ント・ジョーンズ・

ワート）含有食品

トファシチニブの曝露量が減

少するおそれがある。本剤と

リファンピシン併用時にト

ファシチニブのAUCが84%、

Cmaxが74%減少した。トファシ

チニブの血漿中濃度が低下

し、本剤の効果が減弱する可

能性があるので、CYP3A4誘導

作用のない又は弱い薬剤への

代替を考慮すること。〔「薬

物動態」の項参照〕

これらの薬剤等

はCYP3A4を誘導

するため、本剤

の効果が減弱す

る可能性があ

る。
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

〈潰瘍性大腸炎〉

承認時までに国内外で実施された第Ⅱ相、第Ⅲ相試験及び長期投与試験に

おいて、本剤が投与された総症例1156例（日本人65例を含む）中603例

（52.2%）において副作用が認められた。主な副作用は、鼻咽頭炎77例

（6.7%）、血中クレアチンホスホキナーゼ増加77例（6.7%）、頭痛71例

（6.1%）、高コレステロール血症54例（4.7%）等であった。日本人患者で

は65例中37例（57.0%）に副作用が認められ、主な副作用は、血中コレス

テロール増加11例（16.9%）、鼻咽頭炎9例（13.9%）、帯状疱疹6例

（9.2%）等であった。〔承認時〕

発現部位 副　作　用

感染症及び寄生虫症

鼻咽頭炎、気管支炎、尿路感染、インフルエン

ザ、膀胱炎、咽頭炎、副鼻腔炎、肺炎、単純ヘ

ルペス、蜂巣炎、ウイルス性胃腸炎、腎盂腎

炎、ウイルス感染、細菌性関節炎、サイトメガ

ロウイルス感染、細菌性肺炎、肺炎球菌性肺

炎、脳炎（BKウイルス脳炎を含む）、クリプト

コッカス性髄膜炎、マイコバクテリウム・アビ

ウムコンプレックス感染、壊死性筋膜炎、

ニューモシスチス肺炎、非定型マイコバクテリ

ア感染、菌血症、ブドウ球菌性菌血症

血液及びリンパ系障害 貧血、白血球減少

傷害、中毒及び処置合

併症

靱帯捻挫、肉離れ

発現部位 副　作　用

感染症及び寄生虫症 帯状疱疹、結核

血液及びリンパ系障害 好中球減少、リンパ球減少

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。〔動物実験

では催奇形性が報告されており、日本人関節リウマチ患者に本剤5mg 1日2

回投与したときの血漿中濃度と比較したとき、催奇形性に関する安全域は

ラット及びウサギでそれぞれ78倍（無毒性量：30mg/kg/日）及び2.8倍

（無毒性量：10mg/kg/日）、日本人を含む潰瘍性大腸炎患者に本剤10mg 1

日2回投与したときの血漿中濃度と比較したとき、催奇形性に関する安全

域はラット及びウサギでそれぞれ51倍及び1.8倍であった。また、ラット

で受胎能、出産、胎児の発達への影響が報告されており、雌ラットの受胎

能及び初期胚発生に関する安全域は日本人関節リウマチ患者に本剤5mg 1

日2回投与したときの血漿中濃度と比較したとき5.7倍（無毒性量：

1mg/kg/日）、日本人を含む潰瘍性大腸炎患者に本剤10mg 1日2回投与した

ときの血漿中濃度と比較したとき4.0倍であった。〕

〈関節リウマチ〉

関節リウマチ患者を対象とした本剤の単剤投与での6ヵ月間の二重盲検比

較試験において、100人・年あたりの重篤な感染症の発現率はプラセボ群

では0であったのに対し、本剤5mg 1日2回投与群及び10mg 1日2回投与群で

それぞれ0.85及び3.5であった。
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追記

一部改訂

ゼルヤンツ錠（ファイザー）

〈潰瘍性大腸炎〉

日本人及び外国人潰瘍性大腸炎患者を対象に、本剤を8週間（最長9週間）

投与した国際共同第Ⅲ相寛解導入試験において、本剤10 mg 1日2回群及び

プラセボ群における重篤な感染症の発現割合は、それぞれ0.4%（476例中

2例）及び0.0%（122例中0例）であった。

日本人及び外国人潰瘍性大腸炎患者を対象に、本剤を52週間（最長53週

間）投与した国際共同第Ⅲ相寛解維持試験において、100人・年あたりの

重篤な感染症の発現率は、プラセボ群では1.94であったのに対し、本剤

5mg 1日2回群及び10mg 1日2回群では、それぞれ1.35及び0.64であった。

日本人及び外国人潰瘍性大腸炎患者への本剤の投与群全体での100人・年

あたりの重篤な感染症の発現率は、2.05であった。

注：本剤の関節リウマチにおける承認用法・用量は、トファシチニブとし

て5mg 1日2回経口投与である。

［副作用］ 一部改訂

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

追記

削除

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

マイロターグ点滴静注用（ファイザー）

ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）

〔国内使用成績調査結果（全例調査）〕

市販後の一定期間に投与症例の全例を登録して実施した調査において、安

全性評価対象753例中662例（87.9%）に副作用が認められ、その主なもの

は、発熱性好中球減少症251例（33.3%）、血小板減少232例（30.8%）、発

熱203例（27.0%）、好中球減少170例（22.6%）、白血球減少147例

（19.5%）、敗血症118例（15.7%）等であった。〔再審査終了時〕

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が望まし

い。また、妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一

定期間は適切な避妊をするよう指導すること。〔動物実験（ラット）で胎

児の外表・内臓・骨格異常、胎児毒性（体重増加抑制、初期死亡胎児数の

増加等）及び母体毒性（体重減少、摂餌量の低下）が報告されている。

従って、妊婦に投与すると胎児に障害が生じるおそれがある。〕

パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後

一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。〔マウスを用いた小核試

験において、遺伝毒性が報告されている。〕

生殖可能な年齢の婦人に投与する場合には妊娠を避けるよう指導するこ

と。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

新設

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

イブルチニブ

未治療の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）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、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選

択を行うこと。

DSU271 -14-

https://dsu-system.jp/dsu/271/3424/notice/notice_3424_20180621121545.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/271/3403/notice/notice_3403_20180620145131.pdf


［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 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

イムブルビカカプセル（ヤンセンファーマ）

未治療の慢性リンパ性白血病及び小リンパ球性リンパ腫患者を対象とした

国内第Ⅰ相試験において、本剤が投与された8例全例(100%)に副作用が認

められた。主な副作用は、血小板数減少6例(75.0%)、リンパ球数増加4例

(50.0%)、肺炎3例(37.5%)、好中球数減少2例(25.0%)、貧血2例(25.0%)、

下痢2例(25.0%)、関節痛2例(25.0%)等であった。〔承認時〕

未治療の慢性リンパ性白血病及び小リンパ球性リンパ腫患者を対象とした

海外第Ⅲ相試験において、本剤が投与された135例中114例(84.4%)に副作

用が認められた。主な副作用は、下痢44例(32.6%)、悪心18例(13.3%)、好

中球減少症16例(11.9%)、発疹14例(10.4%)等であった。〔承認時〕

不整脈：

心房細動、心房粗動、心室性不整脈等の重篤な不整脈があらわれることが

あるので、本剤投与に際しては定期的に心機能検査（十二誘導心電図検査

等）を行う等、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には、

本剤の休薬、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。（「用法・用量

に関連する使用上の注意」の項参照）

発現部位 副　作　用

皮膚および皮下組織

障害

発疹、挫傷、点状出血、そう痒症、爪破損、紅

斑、蕁麻疹、血管浮腫、脂肪織炎

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［副作用］ 追記

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

リムパーザ錠（アストラゼネカ＝MSD）

オラパリブ

〈がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は

再発乳癌の場合〉

本剤の術前・術後薬物療法としての有効性及び安全性は確立していない。

本剤の投与を行う場合には、アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤及びタキ

サン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法歴のある患者を対象とすること。

承認された体外診断薬等を用いた検査により、生殖細胞系列のBRCA遺伝子

変異（病的変異又は病的変異疑い）を有することが確認された患者に投与

すること。

〈がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は

再発乳癌〉

がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再

発乳癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験において、本剤が投与された

205例（日本人15例を含む）中177例（86.3%）に副作用が認められ、主な

副作用は、悪心103例（50.2%）、貧血66例（32.2%）、疲労46例（22.4%）

等であった。〔承認時〕

パートナーが妊娠する可能性がある男性に対しては、本剤投与期間中及び

最終投与後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。〔本剤の

遺伝毒性試験において染色体異常誘発性が認められている。〕（「その他

の注意」の項参照）
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［慎重投与］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ザーコリカプセル（ファイザー＝メルクセローノ）

クリゾチニブ

中等度以上の肝機能障害のある患者〔本剤の血中濃度が上昇することがあ

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

CYP3A阻害剤

（イトラコナ

ゾール等）

本剤反復投与時にイトラコナ

ゾールを併用投与したとき、

本剤の定常状態における

AUCtau及びCmaxは単独投与と比

べそれぞれ57%及び33%増加

した。

本剤の血中濃度が増加し、副

作用の発現頻度及び重症度が

増加するおそれがあるので、

CYP3A阻害作用のない又は弱

い薬剤への代替を考慮するこ

と。また、併用する場合は、

患者の状態を慎重に観察し、

副作用の発現に十分注意する

こと。

本剤の代謝には主にCYP3A

が関与しているため、左

記のようなCYP3A阻害剤と

の併用により、本剤の代

謝が阻害され、本剤の血

中濃度が増加する可能性

がある。

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

シスプラチン（下記ジェネリック製品）

〈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/㎡（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/㎡（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/㎡（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。
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追記

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

シスプラチン点滴静注液「ファイザー」（ファイザー）

(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」に準じた処置を行うこと。

［その他の副作用］ 一部改訂

４４９　その他のアレルギー用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

デザレックス錠（MSD＝杏林製薬）

デスロラタジン

発現部位 副　作　用

その他 白血球数増加、血中コレステロール増加、食欲亢進

［臨床検査結果に及ぼす影響］

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

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）

セフィキシム水和物

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。

［臨床検査結果に及ぼす影響］

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

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）

セフジニル

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。

［臨床検査結果に及ぼす影響］

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

エポセリン坐剤（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフチゾキシムナトリウム

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。
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［臨床検査結果に及ぼす影響］

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

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）

ファロペネムナトリウム水和物

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］ 追記

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

ビブラマイシン錠（ファイザー）

ドキシサイクリン塩酸塩水和物

発現部位 副　作　用

皮　膚 色素沈着注3）

注3：長期投与における発現。

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

シプロキサン注（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）  シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」（ニプロ）

シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」（ニプロ）  シプロフロキサシンDU点滴静注液「NP」（ニプロ）

シプロフロキサシン点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）  シプロフロキサシンDU点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）

シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注200mg・400mg「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシン点滴静注300mg「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシンDU点滴静注「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシン

ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ロミタピドメシル酸

塩

ロミタピドの血中濃度

が著しく上昇するおそ

れがある。

ロミタピドの代謝酵素

（CYP3A4）が阻害される

おそれがある。

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

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）

シプロフロキサシン塩酸塩水和物

ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ロミタピドメシル酸

塩

ロミタピドの血中濃度

が著しく上昇するおそ

れがある。

ロミタピドの代謝酵素

（CYP3A4）が阻害される

おそれがある。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

８２１　合成麻薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

企業報告

フェントステープ（久光製薬＝協和発酵キリン）

フェンタニルクエン酸塩（1日貼付用量0.5mgの用

法・用量を有する製剤）

換算表

（オピオイド鎮痛剤から本剤へ切り替える際の推奨貼付用量）

［癌性疼痛における切り替え］

［慢性疼痛における切り替え］

注）フェントステープ8mgは、初回貼付用量としては推奨されないが、定

常状態における推定平均吸収量は、フェンタニルとして2.4mg/日に相当す

る。

増量:

本剤初回貼付後及び増量後少なくとも2日間は増量を行わないこと。〔連

日の増量を行うことによって呼吸抑制が発現することがある。〕

鎮痛効果が得られるまで患者毎に用量調整を行うこと。鎮痛効果が十分得

られない場合は、追加投与（レスキュー）された鎮痛剤の1日投与量及び

疼痛程度を考慮し、本剤を0.5mg（0.15mg/日）、1mg（0.3mg/日）、

1.5mg（0.45mg/日）又は2mg（0.6mg/日）ずつ増量する。ただし、0.5mg

から増量する場合は1mg、1mgから増量する場合は1.5mg又は2mg、1.5mgか

ら増量する場合は2mg、2.5mg又は3mgに増量する。なお、本剤の1回の貼付

用量が24mg（7.2mg/日）を超える場合は、他の方法を考慮すること。

ショック・アナフィラキシー（本剤の製造販売後に報告された副作用。）:

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使用を中止するなど、適切な処置を行う

こと。
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