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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.271（2018.7）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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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

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

オテズラ錠（セルジーン）

アプレミラスト

重度の下痢：

重度の下痢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。

［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

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点滴静注用バッグ「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「日医工」（日医工） 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点滴用バッグ「NP」（ニプロ＝日医工＝サンド）

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）

セフトリアキソンナトリウム水和物

精神神経症状：

意識障害（意識消失、意識レベルの低下等）、痙攣、不随意運動（舞踏病

アテトーゼ、ミオクローヌス等）があらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を

行うこと。これらの症状は、高度腎障害患者での発現が多数報告されてい

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その他

［副作用］ 追記

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

プレセデックス静注液「ファイザー」（ファイザー） プレセデックス静注液シリンジ「ファイザー」（ファイザー）

プレセデックス静注液「マルイシ」（丸石製薬） プレセデックス静注液シリンジ「マルイシ」（丸石製薬）

デクスメデトミジン塩酸塩

〔再審査終了時〕

製造販売後の使用成績調査において、安全性解析対象症例の374例中100例

（26.7%）に副作用が認められた。その主なものは、徐脈33例（8.8%）、

血圧低下26例（7.0%）、高血圧10例（2.7%）、低血圧9例（2.4%）、舌根

沈下9例（2.4%）、心拍数減少8例（2.1%）、酸素飽和度低下7例(1.9%)、

低酸素症4例（1.1%）、血圧上昇4例（1.1%）であった。

［その他の副作用］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

サブリル散（サノフィ＝アルフレッサファーマ）

ビガバトリン

発現部位 副　作　用

皮膚および皮下組織障害 発疹、血管浮腫、蕁麻疹、脱毛症

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

１１３　抗てんかん剤

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

ラミクタール錠・錠小児用（グラクソ・スミスクライン） ラモトリギン錠「JG」（日本ジェネリック）

ラモトリギン錠「アメル」（共和薬品工業） ラモトリギン錠小児用・錠「サワイ」（沢井製薬）

ラモトリギン錠・錠小児用「トーワ」（東和薬品） ラモトリギン錠・錠小児用「日医工」（日医工）

ラモトリギン

本剤のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤：

フェニトイン､カルバマゼピン､フェノバルビタール､プリミドン､リファン

ピシン､ロピナビル・リトナビル配合剤

［禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

ジカベリン注（シオノケミカル＝ファイザー＝日本ジェネリック＝江州製薬）

ジブカルソー注（日新製薬：山形＝旭化成ファーマ）  タイオゼット注（武田テバファーマ）

ネオビタカイン注（ビタカイン製薬＝田辺三菱製薬） ネオビタカイン注シリンジ（ビタカイン製薬＝田辺三菱製薬）

ビーセルファ注（東和薬品）

ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カ

ルシウム

本剤の成分又はアミド型局所麻酔薬に対し過敏症の既往歴のある患者

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

１１６　抗パーキンソン剤

改訂箇所 改訂内容

ゾニサミド（普通錠25mg・OD錠）

ゾニサミドをてんかん（本剤の承認外効能・効果）の治療目的で投与する

場合には、てんかんの効能・効果を有する製剤（エクセグラン等）を用

法・用量どおりに投与すること。
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一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

削除

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

パーキンソン病に対する本剤の1日50mg投与において、1日25mg投与時を上

回るon時の運動機能の改善効果は確認されていない。〔「臨床成績」の項

参照〕

発汗減少があらわれることがあり、特に夏季に体温の上昇することがある

ので、本剤投与中は体温上昇に留意し、このような場合には高温環境下を

できるだけ避け、適切な処置を行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕

〈レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムの場合〉

承認時までの臨床試験435例中120例（27.6%）に臨床検査値異常を含む副

作用がみられた。主なものは体重減少（5.3%）、眠気（3.2%）、食欲不振

（2.5%）、発疹（1.6%）、幻覚（1.6%）、精神症状の悪化（1.6%）、転倒

（1.6%）等であった。〔承認時〕

〈てんかん（承認外効能・効果、用法・用量）の場合〉

承認までの臨床試験1,008例及び使用成績調査・特別調査5,368例の合計

6,376例中1,575例(24.7%)に副作用がみられた。主なものは眠気(11.7%)､

食欲不振（4.9%）､γ-GTP・ALP・ALT(GPT)・AST(GOT)の上昇等（2.1%）､

無気力・自発性低下（3.8%）、運動失調（3.0%）、悪心・嘔吐（2.7%）､

倦怠・脱力感（2.2%）､精神活動緩慢化（2.1%）等であった。〔再審査終

了時〕

発汗減少に伴う熱中症：

発汗減少があらわれ、体温が上昇し、熱中症をきたすことがある。発汗減

少、体温上昇、顔面潮紅、意識障害等がみられた場合には、投与を中止

し、体冷却等の適切な処置を行うこと。〔「重要な基本的注意」の項参

照〕

発現部位 副　作　用

精神神経系

眠気、ジスキネジア注1）、気力低下、抑うつ、めまい・ふ

らつき、睡眠障害、頭痛・頭重、幻視・幻聴、精神活動

緩慢化、不安・不穏、精神症状の悪化、感覚異常、無気

力・自発性低下、異常感、激越、行動異常、興奮、認知

症の悪化、意識消失、異常な夢、自殺企図、ジストニ

ア、しびれ感、認知障害、運動失調

消化器

食欲不振、悪心、口渇、胃不快感、便秘、嘔吐、下痢、

味覚異常、胸やけ、腹部膨満感、流涎、胃炎、嚥下障

害、胃痛、歯周炎、腹部不快感、胃潰瘍、口内炎、歯肉

炎

腎・泌尿器
BUN上昇、排尿障害、頻尿、クレアチニン上昇、尿失禁、

尿中蛋白陽性、膀胱炎

その他

体重減少、CK(CPK)上昇、立ちくらみ、浮腫、倦怠感、

脱力感、転倒、発熱、血中カリウム減少、トリグリセリ

ド上昇、腰痛、視覚障害、四肢痛、脱水、気管支炎、筋

肉痛、血中尿酸上昇、血糖上昇、呼吸困難、前立腺癌､

打撲、汗疹、関節痛、顔面潮紅、血中コレステロール上

昇、骨折、体重増加、脱毛、白内障、副鼻腔炎、発汗減

少

注1)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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削除

［小児等への投与］ 削除

［その他の注意］ 一部改訂

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

トレリーフ錠（大日本住友製薬）  トレリーフOD錠（大日本住友製薬）

〈てんかん（承認外効能・効果、用法・用量）の場合〉

発現部位 副　作　用

過敏症(注3) 発疹、そう痒感

皮　膚 多形紅斑、脱毛

精神神経系

眠気、無気力・自発性低下、精神活動緩慢化、易刺激

性・焦燥、記銘・判断力低下、頭痛・頭重、運動失調、

眩暈、意識障害、睡眠障害、抑うつ・不安・心気、幻

覚・妄想状態、幻視・幻聴、精神病様症状、被害念慮、

不随意運動・振戦、感覚異常、しびれ感、構音障害、平

衡障害、不機嫌、離人症

眼 複視・視覚異常、眼振、眼痛

消化器
食欲不振、悪心・嘔吐、胃痛・腹痛、下痢、流涎、口

渇、口内炎、しゃっくり、便秘

血　液 白血球減少、貧血、血小板減少、好酸球増多

腎・泌尿器
排尿障害・失禁、蛋白尿、BUN上昇、クレアチニン上昇、

血尿、結晶尿、頻尿

その他

体重減少、倦怠・脱力感、発汗減少、発熱、胸部圧迫

感、免疫グロブリン低下（IgA、IgG等）、動悸、喘鳴、

乳腺腫脹、抗核抗体の陽性例、血清カルシウム低下、高

アンモニア血症、代謝性アシドーシス・尿細管性アシ

ドーシス、味覚異常

注3)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。

〈てんかん（承認外効能・効果、用法・用量）の場合〉

発汗減少があらわれることがある。〔小児での報告が多い。「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照〕

パーキンソン病患者を対象とした国内臨床試験において、本剤を投与され

た患者での自殺又は自殺関連行為の副作用発現割合は0.24%（2/842例）で

あった。また、パーキンソニズムを伴うレビー小体型認知症患者を対象と

した国内臨床試験では、自殺又は自殺関連行為の副作用は発現していな

い。

海外で実施されたゾニサミド製剤（承認外効能・効果、用法・用量）を含

む複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199

のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発

現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く

（抗てんかん薬服用群：0.43%、プラセボ群：0.24%）、抗てんかん薬の服

用群では、プラセボ群と比べ1,000人あたり1.9人多いと計算された（95%

信頼区間：0.6〜3.9）。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセ

ボ群と比べ1,000人あたり2.4人多いと計算されている。なお、海外臨床試

験におけるゾニサミド製剤の自殺念慮及び自殺企図の発現率は0.45%であ

り、プラセボ群では0.23%であった。
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3622/notice/notice_3622_20180718151613.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3622/notice/12884/notice_12884_20180725145637.pdf


［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

ストラテラカプセル（日本イーライリリー）  ストラテラ内用液（日本イーライリリー）

アトモキセチン塩酸塩

MAO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

MAO阻害剤（セレギ

リン塩酸塩、ラサギ

リンメシル酸塩）

両薬剤の作用が増強される

ことがある。MAO阻害剤の投

与中止後に本剤を投与する

場合には、2週間以上の間隔

をあけること。また、本剤

の投与中止後にMAO阻害剤を

投与する場合は、2週間以上

の間隔をあけること。

脳内モノアミン濃度

が高まる可能性があ

る。

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

１１９　その他の中枢神経系用薬

改訂箇所 改訂内容

サインバルタカプセル（塩野義製薬＝日本イーライリリー）

デュロキセチン塩酸塩

モノアミン酸化酵素（MAO）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(MAO)

阻害剤、セレ

ギリン塩酸

塩、ラサギリ

ンメシル酸塩

他の抗うつ剤で併用により発汗､不

穏､全身痙攣､異常高熱､昏睡等の症

状があらわれたとの報告がある。

MAO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MAO阻害剤に切り替えるときは5

日間の間隔をおくこと。

主にMAO阻害剤によ

る神経外アミン総量

の増加及び抗うつ剤

によるモノアミン作

動性神経終末におけ

るアミン再取り込み

阻害によると考えら

れる。

［その他の副作用］ 追記

１３２　耳鼻科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ナゾネックス点鼻液（MSD）  モメタゾン点鼻液「杏林」（キョーリンリメディオ）

モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

発現部位 副　作　用

眼 眼圧亢進、霧視、中心性漿液性網脈絡膜症
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3669/notice/notice_3669_20180724115659.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3669/notice/12836/notice_12836_20180724115729.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3551/notice/notice_3551_20180725144657.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3557/notice/notice_3557_20180730112311.pdf


［取扱い上の注意］ 一部改訂

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

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（注射剤）（トーアエイヨー製

品）

〔安定性試験〕

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、60%RH、3年）の結果、アミオ

ダロン塩酸塩静注150mg「TE」は通常の市場流通下において3年間安定であ

ることが確認された。

［併用注意］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

２１７　血管拡張剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

エナラート錠・細粒（共和薬品工業）  エナラプリルM錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）

エナラプリル錠MEEK（小林化工）

エナラプリルマレイン酸塩錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

エナラプリルマレイン酸塩錠「JG」（日本ジェネリック）  エナラプリルマレイン酸塩錠「MED」（メディサ新薬＝沢井製薬）

エナラプリルマレイン酸塩錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

エナラプリルマレイン酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg・10mg「オーハラ」（大原薬品工業）

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」（大原薬品工業＝アルフレッサファーマ）

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg・5mg「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ＝興和創薬）

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）

エナラプリルマレイン酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  エナラプリルマレイン酸塩錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

エナラプリルマレイン酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

エナラプリルマレイン酸塩錠「日新」（日新製薬：山形＝第一三共エスファ）

エナラプリルマレイン酸塩錠「ファイザー」（ファイザー）  エナラプリルマレイン酸塩錠「フソー」（ダイト＝扶桑薬品）

スパシオール錠（辰巳化学）  セリース錠（サンド）

ファルプリル錠2.5mg・5mg（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

ファルプリル錠10mg（キョーリンリメディオ）  レニベース錠（MSD）

エナラプリルマレイン酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム保持性利尿剤

（スピロノラクトン、

トリアムテレン）、カ

リウム補給剤（塩化カ

リウム）、トリメトプ

リム含有製剤（スル

ファメトキサゾール・

トリメトプリム）

血清カリウム値が上昇

することがある。

本剤はアルドステロン

分泌抑制に基づく尿中

へのカリウム排泄抑制

作用を有するため、併

用によりカリウム貯留

作用が増強する。腎機

能障害のある患者には

特に注意すること。
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12532/notice_12532_20180802143402.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12515/notice_12515_20180726180025.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12531/notice_12531_20180726091215.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12520/notice_12520_20180731112702.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12521/notice_12521_20180803145746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12522/notice_12522_20180803100726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12523/notice_12523_20180803105850.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12524/notice_12524_20180727103326.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12517/notice_12517_20180725102204.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12519/notice_12519_20180725102226.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12518/notice_12518_20180727172459.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12516/notice_12516_20180727172508.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12525/notice_12525_20180803120600.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12526/notice_12526_20180718172141.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12527/notice_12527_20180724163320.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12530/notice_12530_20180727093449.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12528/notice_12528_20180802161744.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12529/notice_12529_20180730105605.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12533/notice_12533_20180727103335.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12534/notice_12534_20180802131924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12536/notice_12536_20180725090044.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/12535/notice_12535_20180725090108.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3569/notice/notice_3569_20180730112609.pdf


［併用注意］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ニューロタン錠（MSD）  ロサルタンK錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロサルタンK錠「EE」（エルメッドエーザイ）  ロサルタンK錠「KN」（小林化工）

ロサルタンK錠「オーハラ」（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

ロサルタンK錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  ロサルタンK錠「タカタ」（高田製薬）

ロサルタンK錠「トーワ」（東和薬品）  ロサルタンK錠「日新」（日新製薬：山形）

ロサルタンK錠「ファイザー」（ファイザー）  ロサルタンK錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

ロサルタンカリウム錠「AA」（あすか製薬＝武田薬品）  ロサルタンカリウム錠「BMD」（ビオメディクス）

ロサルタンカリウム錠「DK」（大興製薬＝三和化学）  ロサルタンカリウム錠「FFP」（富士フイルムファーマ）

ロサルタンカリウム錠「JG」（日本ジェネリック）  ロサルタンカリウム錠「KOG」（日本薬品工業＝興和創薬）

ロサルタンカリウム錠「NP」（ニプロ）  ロサルタンカリウム錠「TCK」（辰巳化学）

ロサルタンカリウム錠「YD」（陽進堂）  ロサルタンカリウム錠「ZE」（全星薬品）

ロサルタンカリウム錠「アメル」（共和薬品工業）  ロサルタンカリウム錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

ロサルタンカリウム錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロサルタンカリウム錠「サワイ」（沢井製薬）  ロサルタンカリウム錠「サンド」（サンド）

ロサルタンカリウム錠「テバ」（武田テバファーマ）  ロサルタンカリウム錠「日医工」（日医工）

ロサルタンカリウム錠「モチダ」（ニプロファーマ＝持田製薬）

ロサルタンカリウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム保持性利尿剤

（スピロノラクトン、

トリアムテレン等）、

カリウム補給剤（塩化

カリウム）、アンジオ

テンシン変換酵素阻害

剤、トリメトプリム含

有製剤（スルファメト

キサゾール・トリメト

プリム）

血清カリウム上昇、高

カリウム血症を起こす

おそれがある。

併用によりカリウム貯

留作用が増強するおそ

れがある。腎機能障害

のある患者には特に注

意すること。また、本

剤とアンジオテンシン

変換酵素阻害剤及びカ

リウム保持性利尿剤の

3剤併用の場合には特

に注意すること。
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/notice_3568_20180730112110.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12537/notice_12537_20180730170750.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12538/notice_12538_20180726114947.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12539/notice_12539_20180726091255.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12540/notice_12540_20180725101946.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12546/notice_12546_20180730105659.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12541/notice_12541_20180730141600.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12544/notice_12544_20180727093900.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12543/notice_12543_20180802161822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12545/notice_12545_20180801171206.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12547/notice_12547_20180724133934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12548/notice_12548_20180719142749.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12549/notice_12549_20180723113035.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12550/notice_12550_20180726143339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12551/notice_12551_20180803145841.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12552/notice_12552_20180731102225.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12553/notice_12553_20180802170912.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12554/notice_12554_20180727103355.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12556/notice_12556_20180727110031.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12557/notice_12557_20180802143450.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12564/notice_12564_20180725085717.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12558/notice_12558_20180730145832.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12559/notice_12559_20180803120611.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12560/notice_12560_20180802131930.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12561/notice_12561_20180718172027.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12563/notice_12563_20180803104822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3568/notice/12562/notice_12562_20180720124214.pdf


［併用注意］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

プレミネント配合錠LD・HD（MSD）  ロサルヒド配合錠LD・HD「DK」（大興製薬）

ロサルヒド配合錠LD・HD「EE」（エルメッドエーザイ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「EP」（第一三共エスファ）

ロサルヒド配合錠LD・HD「FFP」（富士フイルムファーマ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「JG」（日本ジェネリック）

ロサルヒド配合錠LD・HD「KN」（小林化工）  ロサルヒド配合錠LD・HD「KO」（寿製薬）

ロサルヒド配合錠LD・HD「NPI」（日本薬品工業）  ロサルヒド配合錠LD・HD「SN」（シオノケミカル）

ロサルヒド配合錠LD・HD「TCK」（辰巳化学）  ロサルヒド配合錠LD・HD「YD」（陽進堂）

ロサルヒド配合錠LD・HD「アメル」（共和薬品工業）  ロサルヒド配合錠LD・HD「科研」（ダイト＝科研製薬）

ロサルヒド配合錠LD・HD「杏林」（キョーリンリメディオ）

ロサルヒド配合錠LD・HD「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロサルヒド配合錠LD・HD「サワイ」（沢井製薬）  ロサルヒド配合錠LD・HD「サンド」（サンド）

ロサルヒド配合錠LD・HD「三和」（三和化学）  ロサルヒド配合錠LD・HD「タカタ」（高田製薬）

ロサルヒド配合錠LD・HD「タナベ」（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）

ロサルヒド配合錠LD・HD「タナベ」（ニプロESファーマ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「ツルハラ」（鶴原製薬）

ロサルヒド配合錠LD・HD「テバ」（武田テバファーマ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「トーワ」（東和薬品）

ロサルヒド配合錠LD・HD「日医工」（日医工）  ロサルヒド配合錠LD・HD「日新」（日新製薬：山形）

ロサルヒド配合錠LD・HD「ニプロ」（ニプロ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「ファイザー」（ファイザー）

ロサルヒド配合錠LD・HD「明治」（MeijiSeikaファルマ）  ロサルヒド配合錠LD・HD「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム保持性利尿剤

（スピロノラクトン、

トリアムテレン等）、

カリウム補給剤（塩化

カリウム）、トリメト

プリム含有製剤（スル

ファメトキサゾール・

トリメトプリム）

血清カリウム値が上昇

するおそれがある。

本剤の成分であるロサ

ルタンカリウムとの併

用によりカリウム貯留

作用が増強するおそれ

がある。腎機能障害の

ある患者には特に注意

すること。

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アトーゼット配合錠LD・HD（MSD＝バイエル薬品）

エゼチミブ・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

アトルバスタチンとグレカプ

レビル・ピブレンタスビル

（400mg・120mg）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。アトル

バスタチンの血中濃度が上昇

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ア

トルバスタチンの肝への取

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/272/3567/notice/notice_3567_20180730111816.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12566/notice_12566_20180727102713.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12567/notice_12567_20180726115011.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12568/notice_12568_20180730170822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12569/notice_12569_20180726111326.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12570/notice_12570_20180803145855.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12571/notice_12571_20180726091311.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12574/notice_12574_20180806102947.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12575/notice_12575_20180727103406.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12577/notice_12577_20180802140811.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12595/notice_12595_20180730105750.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12594/notice_12594_20180725085757.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12578/notice_12578_20180730145932.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12579/notice_12579_20180803120620.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12580/notice_12580_20180802131938.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12590/notice_12590_20180718132743.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12581/notice_12581_20180730141619.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12583/notice_12583_20180718134902.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12584/notice_12584_20180727135640.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12585/notice_12585_20180718172121.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12586/notice_12586_20180724162826.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12591/notice_12591_20180803104939.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12592/notice_12592_20180727093947.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12587/notice_12587_20180802170927.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12588/notice_12588_20180802161430.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12593/notice_12593_20180801171544.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3567/notice/12589/notice_12589_20180720145040.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3563/notice/notice_3563_20180730111116.pdf


［その他の副作用］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アズマネックスツイストヘラー（MSD）

モメタゾンフランカルボン酸エステル（吸入剤）

発現部位 副　作　用

眼
白内障、緑内障、眼圧亢進、霧視、中心性漿液性網

脈絡膜症

［特殊記載項目］ 削除

［重要な基本的注意］ 削除

２３９　その他の消化器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 生物由来原料基準改正に伴う改訂

レミケード点滴静注用（田辺三菱製薬）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

本剤は、マスターセルバンク調製時に米国又はカナダ産を含むウシ胎児血

清を、また、製造工程の培養段階で米国産を含むウシの血液由来成分（血

清アルブミン、胎児血清、リポプロテイン、アポトランスフェリン）、脾

臓及び血液由来成分（蛋白加水分解物）を用いて製造されたものである。

ウシ由来成分を製造工程に使用しており、本剤による伝達性海綿状脳症

（TSE）伝播の理論的リスクを完全に否定し得ないので、疾病の治療上の

必要性を十分に検討の上、本剤を投与すること。〔「重要な基本的注意」

の項参照〕

本剤は､培養工程においてウシ由来成分注）を培地に添加している｡マスター

セルバンクの調製には米国又はカナダ産を含むウシ胎児血清を、製造工程

の培養段階における培地成分は、米国農務省の検疫により食用可能とされ

た健康な米国産を含むウシから採取されたものを用いて製造されたもので

あり、欧州の公的機関である欧州薬局方委員会（EDQM）の評価に適合する

ことが証明されている。さらに、製造工程での安全対策として、TSE伝播

の原因であるプリオン蛋白を除去し得る工程として、脾臓及び血液由来成

分(蛋白加水分解物)に対して限外ろ過処理を培地添加前に実施している。

また､培養工程後の精製工程でもアフィニティークロマトグラフィー処理､

ウイルス不活化／陽イオン交換カラム処理、ウイルスろ過処理を実施して

いる。なお、これらの各処理で実際にプリオン蛋白を除去し得ることを証

明するために、意図的にプリオン蛋白を大量添加し、処理後にプリオン蛋

白が除去されていることを、欧州や日本において食品の安全性を判断する

ために用いられているウエスタンブロット法で測定し、陰性であることを

確認している。本剤の投与によりTSEがヒトに伝播したとの報告はない。

このことから、本剤によるTSE伝播のリスクは極めて低いものと考えられ

るが、理論的リスクは完全に否定し得ないため、その旨を上記の安全性に

関する対策とともに患者へ説明することを考慮すること。

注)：血液由来成分（血清アルブミン、胎児血清、リポプロテイン、アポ

トランスフェリン）、脾臓及び血液由来成分（蛋白加水分解物：分子量

1,000以下のアミノ酸及びペプチド等に加水分解した成分）
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3562/notice/notice_3562_20180730111646.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3674/notice/notice_3674_20180802101130.pdf


［併用注意］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

チクロピジン塩酸塩錠「KN」（小林化工）  チクロピジン塩酸塩錠「NP」（ニプロ）

チクロピジン塩酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

チクロピジン塩酸塩錠「YD」（陽進堂＝日本ジェネリック＝富士フイルムファーマ）

チクロピジン塩酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  チクロピジン塩酸塩錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

チクロピジン塩酸塩細粒「サワイ」（沢井製薬）  チクロピジン塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

チクロピジン塩酸塩錠・細粒「日医工」（日医工）  パナルジン錠・細粒（サノフィ）

マイトジン錠（鶴原製薬）

チクロピジン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

選択的セロトニン再取

り込み阻害剤（SSRI）

（フルボキサミンマレ

イン酸塩、塩酸セルト

ラリン等）

出血を助長するおそれ

がある。

SSRIの投与により血小

板凝集が阻害され、本

剤との併用により出血

を助長すると考えられ

る。

［その他の注意］ 追記

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Neal,B.,et al.:N.Engl.J.Med. 2017;377(7):644-657

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

海外で行われた脳・心血管疾患の既往又は高いリスクを有する、血糖コン

トロール不良な2型糖尿病患者を対象とした大規模臨床試験において、カ

ナグリフロジンとして100又は300mgを1日1回投与された患者では、プラセ

ボを投与された患者よりも､下肢切断の発現頻度が有意に高かった(ハザー

ド比：1.97、95%信頼区間1.41-2.75）との報告がある。

（本剤の承認用法・用量は100mg/日である。）
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3667/notice/12696/notice_12696_20180801135219.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3667/notice/12697/notice_12697_20180802170957.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/272/3667/notice/notice_3667_20180724192226.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3667/notice/12704/notice_12704_20180725140831.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/272/3746/notice/notice_3746_20180802105431.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

削除

［併用注意］ 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

オングリザ錠（協和発酵キリン）

サキサグリプチン水和物

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、スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌

促進剤又は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。これらの薬剤と併用する場合は、低血糖のリスクを軽減する

ため、スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン

製剤の減量を検討すること。（「慎重投与」、「相互作用」及び「重大な

副作用」の項参照）

本剤とインスリン製剤との併用投与の有効性及び安全性は検討されていな

い。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

糖尿病用薬［スルホニル

ウレア剤（グリメピリ

ド、グリベンクラミド、

グリクラジド、トルブタ

ミド等）、速効型インス

リン分泌促進剤（ナテグ

リニド、ミチグリニドカ

ルシウム水和物、レパグ

リニド）、α-グルコシ

ダーゼ阻害剤（ボグリ

ボース、アカルボース、

ミグリトール）、ビグア

ナイド系薬剤（メトホル

ミン塩酸塩、ブホルミン

塩酸塩）、チアゾリジン

系薬剤（ピオグリタゾン

塩酸塩）、GLP-1受容体

作動薬（リラグルチド､

エキセナチド等)､ SGLT2

阻害薬（イプラグリフロ

ジン、ダパグリフロジン

等）、インスリン製剤］

糖尿病用薬との併用により､

低血糖症状が起こるおそれ

があるので、慎重に投与す

ること。特に、スルホニル

ウレア剤、速効型インスリ

ン分泌促進剤又はインスリ

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。これらの薬剤

と併用する場合は、低血糖

のリスクを軽減するため、

スルホニルウレア剤、速効

型インスリン分泌促進剤又

はインスリン製剤の減量を

検討すること。（「慎重投

与」、「重要な基本的注

意」及び「重大な副作用」

の項参照）

低血糖症状が認められた場

合は、糖質を含む食品等を

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

時はブドウ糖を投与するこ

と。

血糖降下作用の

増強による。

低血糖：

本剤の投与により低血糖があらわれることがある。スルホニルウレア剤、

速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤との併用では重篤な低血

糖症状があらわれ、特にスルホニルウレア剤では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は、スルホニルウレア

剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤の減量を検討するこ

と。低血糖症状が認められた場合は、糖質を含む食品等を摂取するなど適

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時はブ

ドウ糖を投与すること。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」及び「相

互作用」の項参照）

DSU272 -13-

https://dsu-system.jp/dsu/272/3516/notice/notice_3516_20180718182022.pdf


［その他の注意］ 追記

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Neal,B.,et al.:N.Engl.J.Med. 2017;377(7):644-657

カナリア配合錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフ

ロジン水和物

海外で行われた脳・心血管疾患の既往又は高いリスクを有する、血糖コン

トロール不良な2型糖尿病患者を対象とした大規模臨床試験において、カ

ナグリフロジンとして100又は300mgを1日1回投与された患者では、プラセ

ボを投与された患者よりも､下肢切断の発現頻度が有意に高かった(ハザー

ド比：1.97、95%信頼区間1.41-2.75）との報告がある。

（本剤の有効成分であるカナグリフロジンの承認された用法及び用量は

100mgを1日1回である。）

［高齢者への投与］ 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〉 企業報告

オテズラ錠（セルジーン）

アプレミラスト

一般に高齢者では生理機能が低下しているため、感染症、下痢、悪心、嘔

吐等の副作用の発現に留意し、患者の状態を十分に観察しながら、慎重に

投与すること。

［警告］ 一部改訂

［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

カナキヌマブ（遺伝子組換え）

本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経験をもつ医師が使

用すること。

〈全身型若年性特発性関節炎〉

副腎皮質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

投与すること。

重篤な合併症としてマクロファージ活性化症候群（MAS）を発症すること

がある。MASを合併している患者ではMASに対する治療を優先させ本剤の投

与を開始しないこと。また、本剤投与中にMASが発現した場合は、休薬を

考慮し、速やかにMASに対する適切な治療を行うこと。

本剤の至適用量は患者の体重及び臨床症状によって異なり、投与量は患者

毎に設定する必要がある。クリオピリン関連周期性症候群、高IgD症候群

（メバロン酸キナーゼ欠損症）、TNF受容体関連周期性症候群、家族性地

中海熱では、投与は1回2mg/kg又は150mgの低用量から開始し、十分な効果

がみられない、もしくは再燃がみられた場合に限り、下表を参考に投与量

の増量を行うこと。
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［重要な基本的注意］ 追記

［副作用］ 追記

［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

イラリス皮下注射液（ノバルティスファーマ）  イラリス皮下注用（ノバルティスファーマ）

抗リウマチ生物製剤を投与された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及

び既往感染者に本剤を投与する場合は、最新のB型肝炎治療ガイドライン

を参考に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。

本剤と他の生物製剤の併用について安全性及び有効性は確立していないの

で併用を避けること。また、他の生物製剤から変更する場合は、感染症の

徴候について患者の状態を十分に観察すること。

全身型若年性特発性関節炎患者の国内臨床試験（G1301試験）において、

19例中13例（68.4%）に副作用が認められた。主な副作用は注射部位反応3

例（15.8%）等であった。

全身型若年性特発性関節炎患者の海外臨床試験（A2203試験、G2305試験、

G2301試験、G2301E1試験の併合解析）において、324例中128例（39.5%）

に副作用が認められた。主な副作用は鼻咽頭炎14例（4.3%）等であった。

〔効能又は効果の一変承認時までの集計〕

 

発現部位 副　作　用

消化器 下痢、腹痛、口内炎

血　液 血小板数減少、白血球数減少

その他 体重増加

［その他の副作用］ 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

オフェブカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

発現部位 副　作　用

皮膚及び皮下組織障害 発疹、そう痒症

［その他の注意］ 削除

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

アクトネル錠75mg（EAファーマ＝エーザイ）  ベネット錠75mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物（75mg）

男性患者に対する使用経験は少ない。（「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

４２１　アルキル化剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量変更承認に伴う改訂

トレアキシン点滴静注用（シンバイオ製薬＝エーザイ）

ベンダムスチン塩酸塩

抗CD20抗体の投与に際しては、「臨床成績」の項の内容、特に用法・用

量及び適応患者を十分に理解した上で行うこと。また、併用する抗CD20抗

体の添付文書を熟読すること。

再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫及び慢性リンパ性白血病の場合、

他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していな

い。

［副作用］ 一部改訂

４２２　代謝拮抗剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ジェムザール注射用（日本イーライリリー）

ゲムシタビン塩酸塩（ジェムザール）

〔再審査終了時〕

非小細胞肺癌を対象とした使用成績調査（安全性評価対象例2110例）及び

製造販売後臨床試験（安全性評価対象例238例）において、それぞれ副作

用発現症例は1581例（74.9%）、238例（100%）であり、副作用発現件数は

4974件、4249件であった。

膵癌を対象とした使用成績調査（安全性評価対象例855例）及び製造販売

後臨床試験（安全性評価対象例34例）において、それぞれ副作用発現症例

は444例（51.9%）、34例（100%）であり、副作用発現件数は984件、432件

であった。

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重要な基本的注意］ 削除

４２２　代謝拮抗剤

改訂箇所 改訂内容

ペメトレキセドナトリウム水和物（アリムタ）

悪性胸膜中皮腫に対して、シスプラチン以外の抗悪性腫瘍剤との併用にお

ける有効性及び安全性は確立していない。なお、シスプラチンは本剤投与

30分後に75mg/㎡ (体表面積)を投与し、投与に際しては、シスプラチンの

添付文書に従い腎毒性軽減のための処置等を行うこと。

本剤とシスプラチンとの併用療法の国内使用経験は限られていることか

ら、入院又は入院環境に準じた管理下で実施すること。
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［副作用］ 追記

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

アリムタ注射用（日本イーライリリー）

〔再審査終了時〕

悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌に対する特定使用成績調査において、安

全性評価対象例1,586例中1,284例（81.0%）に副作用が報告された。主な

副作用は、白血球減少(32.5%)、悪心(30.8%)、好中球減少(30.1%)、貧血

(22.1%)であった。

非小細胞肺癌に対する本剤とカルボプラチン併用の国内製造販売後臨床試

験において、安全性評価対象例109例中に認められた主な副作用は、血小

板減少（86.2%）、好中球減少（78.9%）、白血球減少（76.1%）、食欲減

退（75.2%）であった。

非小細胞肺癌に対する本剤とゲフィチニブ併用の製造販売後臨床試験にお

いて、日本人の安全性評価対象例42例中に認められた主な副作用は、ざ瘡

様皮膚炎（66.7%）、下痢（66.7%）、AST(GOT)上昇（57.1%）、皮膚乾燥

（54.8%）であった。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［副作用］ 追記

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

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

タフィンラーカプセル（ノバルティスファーマ）

ダブラフェニブメシル酸塩

非小細胞肺癌の場合、本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確

立していない。

BRAF V600E/K変異を有する再発ハイリスクの悪性黒色腫の術後患者を対象

とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（F2301試験）のトラメチニブとの併用投

与群において、435例（日本人患者3例を含む）中398例（91.5%）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244例(56.1%)､

疲労170例（39.1%）、悪寒155例（35.6%）であった。〔効能又は効果の一

変承認時までの集計〕

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（日本人患者1例を含む）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〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

トラメチニブジメチルスルホキシド付加物

非小細胞肺癌の場合、本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確

立していない。

BRAF V600E/K変異を有する再発ハイリスクの悪性黒色腫の術後患者を対象

とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（F2301試験）のダブラフェニブとの併用

投与群において、435例（日本人患者3例を含む）中398例（91.5%）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244例

（56.1%）、疲労170例（39.1%）、悪寒155例（35.6%）であった。〔効能

又は効果の一変承認時までの集計〕
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一部改訂

〈参考〉 効能・効果、用法・用量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）

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（日本人患者1例を含む）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〕

［重大な副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

サイラムザ点滴静注液（日本イーライリリー）

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

Infusion reaction：

アナフィラキシー、悪寒、潮紅、低血圧、呼吸困難、気管支痙攣等の

infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤投与中は患者の状態

を十分に観察し、グレード3又は4のinfusion reactionが認められた場合に

は、本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うとともに、以降、本剤

を再投与しないこと。〔「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重

要な基本的注意」の項参照〕

［重要な基本的注意］ 一部改訂

４４９　その他のアレルギー用薬

改訂箇所 改訂内容

ディレグラ配合錠（サノフィ）

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェド

リン

本剤の使用は鼻閉症状が強い期間のみの最小限の期間にとどめ、鼻閉症状

の緩解がみられた場合には、速やかに抗ヒスタミン剤単独療法等への切り

替えを考慮すること。〔本剤を2週間を超えて投与したときの有効性及び

安全性は臨床試験では検討されていない（「 臨床成績」の項参照）。2週

を超えて投与する場合には患者の症状を確認しながら投与すること。〕

［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点滴静注用バッグ「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「日医工」（日医工）  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点滴用バッグ「NP」（ニプロ＝日医工＝サンド）

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）

セフトリアキソンナトリウム水和物

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。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

レイアタッツカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

アタザナビル硫酸塩

次の薬剤を投与中の患者：

リファンピシン、イリノテカン塩酸塩水和物、ミダゾラム､トリアゾラム､

ベプリジル塩酸塩水和物、エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミン

メシル酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリンマレイ

ン酸塩、シサプリド、ピモジド、シンバスタチン、ロバスタチン（国内未

発売）、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、バルデナフィル塩酸塩水

和物、ブロナンセリン、アスナプレビル、グラゾプレビル水和物、グレカ

プレビル水和物・ピブレンスタビル、プロトンポンプ阻害剤、セイヨウオ

トギリソウ（St.John's Wort, セント・ジョーンズ・ワート）〔「相互作

用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グレカプレビル水和

物・ピブレンスタビ

ル

グレカプレビルの血中

濃度が上昇するおそれ

がある。ALT(GPT)上昇

のリスクが増加するお

それがある。

アタザナビルのOATP1B阻

害作用によるものと考え

られる。ALT(GPT)上昇の

機序は不明。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

インテレンス錠（ヤンセンファーマ）

エトラビリン

授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ヒトで母乳中

へ移行することが報告されている。〕

［慎重投与］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

エンテカビル錠「CMX」（ケミックス）  エンテカビル錠「DSEP」（第一三共エスファ）

エンテカビル錠「EE」（シオノケミカル＝エルメッドエーザイ）  エンテカビル錠「JG」（日本ジェネリック）

エンテカビル錠「KN」（小林化工）  エンテカビル錠「YD」（大興製薬＝陽進堂）

エンテカビルOD錠「サワイ」（沢井製薬）  エンテカビル錠「サンド」（サンド）

エンテカビル錠「タカタ」（高田製薬）  エンテカビル錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

エンテカビル錠「トーワ」（東和薬品）  エンテカビル錠「ファイザー」（ファイザー）

バラクルード錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

エンテカビル水和物

非代償性肝硬変患者〔国内における使用経験が少ない。〕
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［併用注意］ 削除

追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

プリジスタ錠・ナイーブ錠（ヤンセンファーマ）

ダルナビルエタノール付加物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

併用により、相互の血中濃度が低下することがあるので、併用はなるべ

く避けること。

テラプレビル 本剤/リトナビル600/100mg1

日2回とテラプレビル750mg1

日3回を併用したとき、本剤

及びテラプレビルのAUCがそ

れぞれ40%及び35%減少し

た。

機序不明

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

グレカプレビルの血中濃度を

上昇させる可能性がある。

本剤及びリトナビルのP-

糖蛋白、BCRP又はOATP1B

阻害作用により、グレカ

プレビルの血中濃度が上

昇することがある。

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ダルナビルエタノール付加物・コビシスタット

リファンピシン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイ

ン、カルバマゼピン、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、トリアゾラム、ミダゾラム、ピモジド、

シンバスタチン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、エルゴメトリ

ン、メチルエルゴメトリン、バルデナフィル、シルデナフィル（レバチ

オ）、タダラフィル（アドシルカ）、ブロナンセリン、アゼルニジピン、

アスナプレビル、ロミタピド、グラゾプレビル、リバーロキサバン、チカ

グレロルを投与中の患者〔「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

バニプレビル バニプレビルの血中濃度が

上昇し、悪心、嘔吐、下痢

の発現が増加する可能性が

ある。

ダルナビル及びコビシス

タットのCYP3A阻害作用に

より、これらの薬剤の代謝

が阻害される。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

併用により、相互の血中濃度が低下することがあるので、併用はなるべ

く避けること。

テラプレビル ダルナビル及びテラプレビル

の血中濃度が低下し、本剤の

効果が減弱するおそれがあ

る。

機序不明
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追記

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

追記

プレジコビックス配合錠（ヤンセンファーマ）

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

グレカプレビルの血中濃度を

上昇させる可能性がある。

ダルナビル及びコビシス

タットのP糖蛋白、BCRP又

はOATP1B阻害作用によ

る。

ドロスピレノ

ン

ドロスピレノンの血中濃度を

上昇させる可能性がある。

機序不明

妊娠中期及び妊娠後期の妊婦に本剤を投与したとき、出産後と比較しダル

ナビル及びコビシスタットの血中濃度低下が認められている〔「薬物動

態」の項参照〕。

［併用注意］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

エジュラント錠（ヤンセンファーマ）

リルピビリン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル テラプレビル750mg8時間毎1日3回併用

したとき、本剤のCmax及びAUCはそれぞ

れ49%及び78%増加した。テラプレビル

のCmax及びAUCはそれぞれ3%及び5%減少

した。テラプレビルと併用する場合に

は、用量を調節する必要はない。

テラプレビルの

CYP3A阻害作用

により、本剤の

代謝が阻害され

る。

［併用注意］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

コムプレラ配合錠（ヤンセンファーマ）

リルピビリン塩酸塩・テノホビルジソプロキシルフ

マル酸塩・エムトリシタビン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル テラプレビル750mg8時間毎1日3回併用

したとき、リルピビリンのCmax及びAUC

はそれぞれ49%及び78%増加した。テラ

プレビルのCmax及びAUCはそれぞれ3%及

び5%減少した。テラプレビルと併用す

る場合には、用量を調節する必要はな

い。

テラプレビルの

CYP3A阻害作用

により、リルピ

ビリンの代謝が

阻害される。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

７２２　機能検査用試薬

７２９　その他の診断用薬

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

ジアグノグリーン注射用（第一三共）

インドシアニングリーン（血管及び組織の血流評価

の効能を有する製剤）

本剤の使用にあたっては、「本検査の原理及び測定法」の項を参照するこ

と。

網脈絡膜血管の造影には、用法・用量が承認されている他の製剤を用いる

こと。

血管及び組織の血流評価において、インドシアニングリーンは赤外光（最

大吸収波長は約805nm付近）で励起され蛍光（最大蛍光波長は約835nm付

近）を発するので、適切な方法で観察すること。
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