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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.272（2018.8）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 2018.10 No.273 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

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

１１６　抗パーキンソン剤

１１７　精神神経用剤

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

アテネジン錠50mg（鶴原製薬＝日本ジェネリック） アテネジン錠100mg・細粒（鶴原製薬）

アマンタジン塩酸塩錠「ZE」（全星薬品） アマンタジン塩酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

アマンタジン塩酸塩錠・細粒「サワイ」（沢井製薬） アマンタジン塩酸塩錠「日医工」（日医工）

シンメトレル錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

シンメトレル細粒（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

アマンタジン塩酸塩

「A型インフルエンザウイルス感染症」に本剤を用いる場合

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

意識障害（昏睡を含む）、精神症状（幻覚、妄想、せん妄、錯乱等）、痙

攣、ミオクロヌス、異常行動：

意識障害（昏睡を含む）、精神症状（幻覚、妄想、せん妄、錯乱等）、痙

攣、ミオクロヌスがみられることがある。このような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。特に腎機能が低下している患者

においてあらわれやすいので注意すること。因果関係は不明であるもの

の、インフルエンザ罹患時には、転落等に至るおそれのある異常行動（急

に走り出す、徘徊する等）があらわれることがある。
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［重要な基本的注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ゾーフィゴ静注（バイエル薬品）

塩化ラジウム（223Ｒａ）

化学療法未治療で無症候性又は軽度症候性の骨転移のある去勢抵抗性前立

腺癌患者において、アビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾン（国内未

承認）/プレドニゾロン併用投与時に本剤群ではプラセボ群と比較して、

死亡率及び骨折の発現率が高い傾向が認められたことから、化学療法未治

療で無症候性又は軽度症候性の骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌患者に対

する本剤とアビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾロンの併用投与は推

奨されない。

［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

スーテントカプセル（ファイザー）

スニチニブリンゴ酸塩

急性胆嚢炎：

無石胆嚢炎を含む急性胆嚢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、休薬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

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）

アンピシリン水和物

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）、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれ

ることがあるので、観察を十分に行い、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。

［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

ビクシリン注射用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム

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）、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれ

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

し、適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/273/4156/notice/notice_4156_20180918112504.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/273/4148/notice/notice_4148_20180914115835.pdf


［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

ユナシン錠（ファイザー）  ユナシン細粒小児用（ファイザー）

スルタミシリントシル酸塩水和物

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）、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮

膚炎：

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、剥

脱性皮膚炎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。

［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

ペングッド錠（日医工）

バカンピシリン塩酸塩

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）、急性汎発性発疹性膿疱症：

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症があ

らわれることがあるので、観察を十分に行い、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。

［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

ビクシリンS配合錠（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水

和物

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）、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれ

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。

［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

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）

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

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）、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれ

ることがあるので、観察を十分に行い、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。
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［警告］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

オセルタミビルカプセル「サワイ」（沢井製薬）  オセルタミビルDS「サワイ」（沢井製薬）

タミフルカプセル（中外製薬）  タミフルドライシロップ（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、本剤

の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されてい

る。このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患

者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えるこ

と。

また、小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的

な対応として、本剤による治療が開始された後は、①異常行動の発現のお

それがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保

護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患

者・家族に対し説明を行うこと。

なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告が

あるので、上記と同様の説明を行うこと。

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

精神・神経症状、異常行動：

精神・神経症状（意識障害、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）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

し、症状に応じて適切な処置を行うこと。因果関係は不明であるものの、

インフルエンザ罹患時には、転落等に至るおそれのある異常行動（急に走

り出す、徘徊する等）があらわれることがある。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

リレンザ（グラクソ・スミスクライン）

ザナミビル水和物

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

テビケイ錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム

肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行

う等、観察を十分に行うこと。なお、臨床試験において、B型及びC型肝炎

ウイルス重複感染患者では、トランスアミナーゼ上昇又は増悪の発現頻度

が非重複感染患者より高かった。

肝機能障害、黄疸：

AST、ALT、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれること

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。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

トリーメク配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラ

ミブジン

肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行

う等、観察を十分に行うこと。なお、臨床試験において、B型及びC型肝炎

ウイルス重複感染患者では、ドルテグラビルの投与によりトランスアミ

ナーゼ上昇又は増悪の発現頻度が非重複感染患者より高かった。

肝機能障害、黄疸：

AST、ALT、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれること

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。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 新設

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ゾフルーザ錠（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。
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https://dsu-system.jp/dsu/273/4154/notice/notice_4154_20180918121211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/4155/notice/notice_4155_20180918121235.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3972/notice/notice_3972_20180910163744.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 新設

［重大な副作用（類薬）］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

アビガン錠（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）

ファビピラビル

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。

異常行動

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

［重大な副作用（類薬）］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ラピアクタ点滴静注液バッグ・バイアル（塩野義製薬）

ペラミビル水和物

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。

異常行動
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

イナビル吸入粉末剤（第一三共）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、1)異常行動の発現のおそれがあること、2)自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

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その他

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

フェノバルビタールナトリウム

ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナ

プレビル、ダクラタスビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブ

ビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビル、グラゾプレビル、チ

カグレロル、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル、リルピビリ

ン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・エムトリシタビン、ダル

ナビル・コビシスタット、アルテメテル・ルメファントリン、エルビテグ

ラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシ

ル、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル

アラフェナミドを投与中の患者 （「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

ボリコナゾール、タダラ

フィル、アスナプレビ

ル、ダクラタスビル、ダ

クラタスビル・アスナプ

レビル・ベクラブビル､

バニプレビル、マシテン

タン、エルバスビル、グ

ラゾプレビル、チカグレ

ロル、オムビタスビル・

パリタプレビル・リトナ

ビル

これらの薬剤の代謝が促進

され、血中濃度が低下する

おそれがある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導作用によ

る。

リルピビリン、リルピビ

リン・テノホビルジソプ

ロキシル・エムトリシタ

ビン

リルピビリンの代謝が促進

され、血中濃度が低下する

おそれがある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ダルナビル・コビシス

タット

ダルナビル及びコビシス

タットの代謝が促進され、

血中濃度が低下するおそれ

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導作用によ

る。

アルテメテル・ルメファ

ントリン

アルテメテル及びルメファ

ントリンの代謝が促進さ

れ、血中濃度が低下するお

それがある。
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追記

〈参考〉 企業報告

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）  ルピアール坐剤（久光製薬）

ワコビタール坐剤（高田製薬）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソ

プロキシル

エルビテグラビル及びコビ

シスタットの血中濃度が低

下するおそれがある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導作用及びP

糖蛋白誘導作用

による。
エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルアラ

フェナミド

エルビテグラビル、コビシ

スタット及びテノホビルア

ラフェナミドの血中濃度が

低下するおそれがある。

［副作用］ 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

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

フェノバルビタールナトリウム（注射剤）

てんかん重積状態を対象として実施された使用成績調査において安全性を

評価した834例中、副作用（臨床検査値異常を含む）発現症例は107例176

件（12.8%）で、主な副作用は、肝機能障害30例33件（3.6%）、眠気13例

14件（1.6%）、血圧低下12例12件（1.4%）、呼吸抑制6例7件（0.7%）で

あった。〔再審査終了時〕

［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

〈参考〉 企業報告

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）  イーケプラドライシロップ（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

イーケプラ点滴静注（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

発現部位 副　作　用

精神神経系

浮動性めまい、頭痛、不眠症、傾眠、痙攣、抑うつ、不

安、体位性めまい、感覚鈍麻、気分変動、睡眠障害、緊張

性頭痛、振戦、精神病性障害、易刺激性、激越、健忘、注

意力障害、幻覚、運動過多、記憶障害、錯感覚、思考異

常、平衡障害、感情不安定、異常行動、協調運動異常、易

刺激性、怒り、ジスキネジー、錯乱状態、敵意、気分動

揺、神経過敏、人格障害、精神運動亢進、舞踏アテトーゼ

運動、パニック発作、嗜眠、譫妄

DSU273 -11-
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［併用禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

トラマールOD錠（日本新薬）  トラマール注（日本新薬）

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩

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）

外国において、セロトニン症候群（錯

乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射

異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）を

含む中枢神経系（攻撃的行動、固縮、痙

攣、昏睡、頭痛）、呼吸器系（呼吸抑

制）及び心血管系（低血圧、高血圧）の

重篤な副作用が報告されている。モノア

ミン酸化酵素阻害剤を投与中の患者及び

投与中止後14日以内の患者には投与しな

いこと。また、本剤投与中止後にモノア

ミン酸化酵素阻害剤の投与を開始する場

合には、2〜3日間の間隔をあけることが

望ましい。

相加的に作用が

増強され、ま

た、中枢神経の

セロトニンが蓄

積すると考えら

れる。

 

［併用禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

トアラセット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ）  トアラセット配合錠「EE」（エルメッドエーザイ）

トアラセット配合錠「JG」（日本ジェネリック）  トアラセット配合錠「Me」（MeijiSeikaファルマ＝Meファルマ）

トアラセット配合錠「TCK」（辰巳化学）  トアラセット配合錠「TC」（東洋カプセル）

トアラセット配合錠「YD」（陽進堂）  トアラセット配合錠「オーハラ」（大原薬品工業）

トアラセット配合錠「共創未来」（共創未来ファーマ）  トアラセット配合錠「杏林」（キョーリンリメディオ＝ニプロ）

トアラセット配合錠「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）  トアラセット配合錠「サンド」（サンド）

トアラセット配合錠「武田テバ」（武田テバファーマ）  トアラセット配合錠「トーワ」（東和薬品）

トアラセット配合錠「日医工」（日医工）  トアラセット配合錠「日新」（日新製薬：山形）

トアラセット配合錠「日本臓器」（日本臓器製薬）  トアラセット配合錠「三笠」（三笠製薬）

トアラセット配合錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）  トアラセット配合錠「マルイシ」（丸石製薬）

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

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）

外国において、セロトニン症候群（錯

乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射

異常亢進、ミオクローヌス、下痢等）を

含む中枢神経系（攻撃的行動、固縮、痙

攣、昏睡、頭痛）、呼吸器系（呼吸抑

制）及び心血管系（低血圧、高血圧）の

重篤な副作用が報告されている。モノア

ミン酸化酵素阻害剤を投与中の患者及び

投与中止後14日以内の患者には投与しな

いこと。また、本剤投与中止後にモノア

ミン酸化酵素阻害剤の投与を開始する場

合には、2〜3日間の間隔を空けることが

望ましい。

相加的に作用が

増強され、ま

た、中枢神経の

セロトニンが蓄

積すると考えら

れる。

DSU273 -12-

https://dsu-system.jp/dsu/273/3908/notice/notice_3908_20180919140957.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3908/notice/13323/notice_13323_20180919141042.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/273/3868/notice/13234/notice_13234_20180906115725.pdf
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［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

レクサプロ錠（持田製薬＝田辺三菱製薬）

エスシタロプラムシュウ酸塩

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14日間以内の患者（「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）

セロトニン症候群があらわれること

がある。MAO阻害剤を投与中あるい

は投与中止後14日間以内の患者には

投与しないこと。また、本剤投与後

にMAO阻害剤を投与する場合には、

14日間以上の間隔をあけること。

セロトニンの分

解が阻害され、

脳内セロトニン

濃度が高まると

考えられる。

［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

スルモンチール錠・散（塩野義製薬＝共和薬品工業）

トリミプラミンマレイン酸塩

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）

臨床症状：発汗、不穏、全身痙攣、異常

高熱、昏睡等の症状があらわれることが

ある。

なお、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。
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https://dsu-system.jp/dsu/273/3904/notice/notice_3904_20180830075519.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/4000/notice/notice_4000_20180912151326.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

〈参考〉 企業報告

ミルタザピンOD錠「DSEP」（ジェイドルフ製薬＝第一三共エスファ）

ミルタザピン錠「EE」（エルメッドエーザイ）  ミルタザピン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ミルタザピン錠「TCK」（辰巳化学）  ミルタザピン錠「YD」（陽進堂）

ミルタザピン錠・OD錠「アメル」（共和薬品工業）  ミルタザピン錠「共創未来」（共創未来ファーマ）

ミルタザピン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ミルタザピン錠「ケミファ」（日本ケミファ）

ミルタザピン錠「タカタ」（高田製薬）  ミルタザピン錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

ミルタザピン錠「トーワ」（東和薬品）  ミルタザピンOD錠「トーワ」（東和薬品）

ミルタザピン錠「日医工」（日医工）  ミルタザピン錠「日新」（日新製薬：山形）

ミルタザピン錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）  ミルタザピンOD錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

ミルタザピン錠「ファイザー」（ダイト＝ファイザー）  ミルタザピン錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）

ミルタザピン錠「明治」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）  リフレックス錠（MeijiSeikaファルマ）

レメロン錠（MSD）

ミルタザピン

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）

セロトニン症候群があらわれることが

ある。MAO阻害剤を投与中あるいは投与

中止後2週間以内の患者に投与しないこ

と。また、本剤投与後MAO阻害剤に切り

替える場合は、2週間以上の間隔をあけ

ること。

脳内ノルアドレ

ナリン、セロト

ニンの神経伝達

が高まると考え

られる。

［取扱い上の注意］ 削除

１２４　鎮けい剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 包装変更に伴う改訂

コリオパン錠・顆粒・カプセル（エーザイ）

ブトロピウム臭化物

錠バラ包装は開栓後光を遮り、湿気を避けて保存すること。

［その他の注意］ 追記

２１９　その他の循環器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ヴォリブリス錠（グラクソ・スミスクライン）

アンブリセンタン

幼若ラットの反復投与毒性試験において、生後7日から生後26日、36日又

は62日まで1日1回経口投与した結果、異常呼吸音、無呼吸、低酸素血症及

び脳重量の低値が認められている。なお、脳の病理組織学的変化は認めら

れていない。
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https://dsu-system.jp/dsu/273/3935/notice/notice_3935_20180913141347.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/4087/notice/notice_4087_20180920093513.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/4008/notice/notice_4008_20180921092914.pdf


［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

追記

２３９　その他の消化器官用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

企業報告

リンゼス錠（アステラス製薬）

リナクロチド

〈効能共通〉

治療の基本である食事指導及び生活指導を行った上で、症状の改善が得ら

れない患者に対して、本剤の適用を考慮すること。

〈慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）〉

薬剤性及び症候性の慢性便秘症患者を対象に本剤の有効性及び安全性を評

価する臨床試験は実施していない。

〈慢性便秘症〉

承認時までの国内臨床試験で慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）

患者を対象に安全性を評価した総症例数478例中、臨床検査値異常を含む

副作用発現症例は66例（13.8%）であり、主な副作用は下痢44例（9.2%）

であった。〔効能・効果追加時：2018年8月〕

発現部位 副　作　用

胃腸障害
下痢、腹痛、腹部不快感、腹部膨満、上腹部痛、便意切迫､

放屁、便秘型過敏性腸症候群の悪化、悪心、軟便

臨床検査

ALT(GPT)上昇、 AST(GOT)上昇、血中ビリルビン上昇、血中

カリウム上昇、血中トリグリセリド上昇、γ-GTP上昇、白血

球数減少、血中リン上昇、血小板数増加、尿中蛋白陽性

発現部位 副　作　用

神経系障害 頭痛

皮膚及び皮下組織障害 発疹、蕁麻疹

［その他の副作用］ 一部改訂

追記

［小児等への投与］ 一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アピドラ注バイアル（サノフィ）  アピドラ注カート（サノフィ）

アピドラ注ソロスター（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用　

注射部位
注射部位反応（発赤、腫脹、そう痒感等）、リポディスト

ロフィー（皮下脂肪の萎縮・肥厚等）　

発現部位 副　作　用

過敏症 発疹、全身性そう痒症

成長及び活動性に応じてインスリンの需要量が変化するので、定期的に検

査を行うなどして投与すること。〔小児の臨床試験成績は「臨床成績」の

項参照〕
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https://dsu-system.jp/dsu/273/4066/notice/notice_4066_20180827142048.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

追記

２５３　子宮収縮剤

改訂箇所 改訂内容

パルタンM錠（持田製薬）  パルタンM注（持田製薬）

メチルエルゴメトリン錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）  メチルエルゴメトリン注「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠「F」（富士製薬工業）  メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注「F」（富士製薬工業）

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビル、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）、エファビレンツ、ア

ゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール、ボリコナゾール）、コビシスタッ

ト、レテルモビル、5-HT1B/1D受容体作動薬（スマトリプタン、ゾルミトリプ

タン、エレトリプタン、リザトリプタン、ナラトリプタン）、エルゴタミ

ンを投与中の患者（「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

サキナビル、

テラプレビル

本剤の血中濃度が上昇し、血

管攣縮等の重篤な副作用を起

こすおそれがある。

本剤での報告はないが、

CYP3A4の競合阻害によ

り、本剤の代謝が阻害さ

れるおそれがある。

ジヒドロエル

ゴタミン

血圧上昇又は血管攣縮が増強

されるおそれがある。なお、

5-HT1B/1D受容体作動薬と本剤を

前後して投与する場合は24時

間以上の間隔をあけて投与す

ること。

これらの薬剤との薬理的

相加作用により、相互に

作用（血管収縮作用）を

増強させる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

レテルモビル 本剤の血中濃度が上昇し、血

管攣縮等の重篤な副作用を起

こすおそれがある。

CYP3Aの阻害作用により､

本剤の代謝が阻害される

おそれがある。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 削除

［その他の副作用］ 一部改訂

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ベタニス錠（アステラス製薬）

ミラベグロン

過活動膀胱の適応を有する抗コリン剤と併用する際は尿閉などの副作用の

発現に十分注意すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テリスロ

マイシン

心拍数増加等があら

われるおそれがあ

る。

これらの薬剤はCYP3A4を強く阻害し、

また一部の薬剤はP-糖蛋白の阻害作用

も有することから、併用により本剤の

血中濃度が上昇する可能性がある。

発現部位 副　作　用

心臓障害
右脚ブロック、動悸、上室性期外収縮、頻脈、心室性期外収

縮、血圧上昇、心拍数増加、心房細動
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［重要な基本的注意］ 削除

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

グラクティブ錠（小野薬品）  ジャヌビア錠（MSD）

シタグリプチンリン酸塩水和物

インスリン依存状態の2型糖尿病患者に対する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。

したがって、患者のインスリン依存状態について確認し、本剤とインスリ

ン製剤との併用投与の可否を判断すること。

［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

〈参考〉 企業報告

ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

皮　膚

発疹、そう痒症、湿疹、白癬感染、紅斑、蕁麻疹、毛包炎、

皮膚炎（接触性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎を含む）、皮膚

真菌感染、皮膚乳頭腫、帯状疱疹、ざ瘡、皮下出血、脱毛

症、爪囲炎、皮膚潰瘍、皮膚乾燥、過角化、皮下組織膿瘍、

紫斑、感染性表皮嚢胞、伝染性軟属腫、皮膚細菌感染、手足

口病、膿痂疹、膿皮症、挫傷、結核菌皮膚テスト陽性、メラ

ノサイト性母斑、脂漏性角化症、脂肪腫、黄色腫、紅色汗

疹、ヘノッホ・シェンライン紫斑病、膿疱性乾癬、多汗症、

嵌入爪、乾癬、水疱、褥瘡性潰瘍、皮膚嚢腫、発汗障害、皮

膚疼痛、光線過敏性反応、脂漏、皮膚びらん、皮膚剥脱、皮

膚硬結、顔面腫脹、乾皮症、黄色爪症候群、せつ、冷汗、面

皰、皮膚エリテマトーデス、痂皮、皮膚小結節、肉芽腫、肥

厚性瘢痕、多形紅斑、爪の障害、口唇色素沈着、禿瘡、血管

浮腫、斑状出血、脂肪織炎、血管神経性浮腫、皮膚血管炎、

苔癬様皮膚反応

［慎重投与］ 一部改訂

［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〉 再審査結果に伴う改訂

アレンドロン酸点滴静注バッグ「DK」（大興製薬＝江州製薬＝陽進堂）

アレンドロン酸点滴静注バッグ「HK」（光：東京）  ボナロン点滴静注バッグ（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物（注射剤）

重篤な腎機能障害のある患者〔使用経験が少なく安全性が確立していな

い。〕

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

［副作用］ 追記

［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

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

トルツ皮下注オートインジェクター・シリンジ（日本イーライリリー＝鳥居薬品）

イキセキズマブ（遺伝子組換え）

投与開始から12週以降に2週間隔投与で治療反応が得られた場合は、4週間

隔投与への変更を検討すること。なお、本剤による治療反応は、通常投与

開始から20週以内に得られる。20週以内に治療反応が得られない場合は、

本剤の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、4週間隔投与へ変更

後に効果不十分となった患者に対する投与間隔短縮の有効性は確立してい

ない。

〔用法・用量の一部変更承認時〕

乾癬患者及び活動性関節症性乾癬患者を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試

験2週間隔投与群の52週の集計において、安全性解析対象711例中（日本人

13例含む）196例（27.6%）に副作用が認められ、主な副作用は、注射部位

反応101例（14.2%）、上気道感染25例（3.5%）等であった。

乾癬患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験において、80mgを2週間隔で投与し

た12週までに患者の9.0%（103/1150例）に抗イキセキズマブ抗体が認めら

れた。また、12週までイキセキズマブを投与され、レスポンダー（12週時

にsPGAスコアが0又は1の患者）と判断された患者のうち、再割り付け後、

12週以降に80mgを4週間隔で投与した患者の17.3%（57/330例）に抗イキセ

キズマブ抗体が認められた。イキセキズマブを投与された患者の約1%

（25/2293例）に中和抗体が確認され、イキセキズマブ血中濃度の低下及

び効果の減弱との関連が認められた。日本人の乾癬患者を対象とした長期

投与試験において、抗イキセキズマブ抗体は12週までには認められず、12

週以降に患者の11.0%（10/91例）に認められたが、中和抗体は確認されな

かった。乾癬患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験において、80mgを2週間隔

で投与した52週までに患者の13.9%（84/606例）に抗イキセキズマブ抗体

が認められた。イキセキズマブを投与された患者の約1%（6/606例）に中

和抗体が確認され、イキセキズマブ血中濃度の低下傾向が認められた。
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

追記

［過量投与］ 一部改訂

４２２　代謝拮抗剤

改訂箇所 改訂内容

アラノンジー静注用（ノバルティスファーマ）

ネララビン

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以外には投与しないこと。また、妊娠する可能性の

ある女性には、本剤による投与中及び投与終了後一定期間は避妊するよう

指導すること。妊娠中に本剤を使用するか、本剤を使用中の患者が妊娠し

た場合は、胎児に異常が生じる可能性があることを患者に十分説明するこ

と。〔動物実験において、妊娠7〜19日のウサギに本剤を8時間静脈内持続

投与した結果、354mg/m2/日（成人用量の約24%）以上の投与量において、

胆嚢無発生、肺分葉異常、胸骨分節の癒合又は過剰及び骨化遅延などの胎

児の奇形及び変異の発現が対照群に比べて高い頻度で観察された。また、

1180mg/m2/日以上（成人用量の約79%）の投与量においては欠指(第1指)､

3540mg/m2/日（成人用量の約2倍）の投与量においては口蓋裂、母動物の体

重増加量減少及び胎児体重の低値がみられた。〕

授乳中の女性には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔本剤又は本剤の

活性代謝物であるara-Gがヒトの乳汁中に移行するかどうかは不明であ

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。〔マウスリンパ腫細胞を

用いたin vitro遺伝子突然変異試験において遺伝毒性が報告されている｡〕

徴候・症状：

過量投与により麻痺、昏睡を含む重度の神経系障害や骨髄抑制が発現し、

場合によっては致死的な結果をもたらすおそれもある。海外の臨床試験に

おいて、本剤2200mg/m2を1、3、5日目に投与し、21日毎に繰り返したとこ

ろ、2例にグレード3注）に該当する感覚性ニューロパシーが発現し、MRI検

査においていずれも頸髄の脱髄と一致する所見が認められたとの報告があ

る。

注）グレード分類は、SWOG（Southwest Oncology Group）toxicity

criteriaにより評価した。

［重大な副作用（類薬）］

一部改訂

［その他の副作用］ 追記

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ジェブタナ点滴静注（サノフィ）

カバジタキセルアセトン付加物

ドセタキセルを投与された患者で、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群

（SIADH）、重篤な口内炎等の粘膜炎、血管炎が報告されている。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、適切な処置を

行うこと。

発現部位 副　作　用

その他 Radiation Recall現象
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［慎重投与］ 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

アレセンサカプセル（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

肝機能障害のある患者〔肝機能障害が増悪するおそれがある（「重要な基

本的注意」、「重大な副作用」の項参照）。本剤の血漿中濃度が上昇する

との報告がある（「薬物動態」の項参照）。〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

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、化学療法未治療の根治切除

不能な悪性黒色腫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。

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合、 IMDC注1)リスク分類が

intermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

注1)：International Metastatic RCC Database Consortium

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 2及びGrade 3の腎障害

• 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、腎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の腎障害及び皮膚障害

投与を中止する。

根治切除不能な悪性黒色腫に対して、ニボルマブ（遺伝子組換え）と併用

する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「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に理解した

上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、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、根治切除不能な悪性黒色腫の場合は90分、根治切除不能又は転移

性の腎細胞癌の場合は30分かけて点滴静注すること。なお、本剤を希釈し

て投与する場合には、生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液を用いること。
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉

国際共同第3相試験（CA209214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547例(日本人38例を含む)中509例(93.1%)に

副作用が認められた。主な副作用は、疲労202例(36.9%)、そう痒症154例

(28.2%)、下痢145例(26.5%)、発疹118例(21.6%)、悪心109例(19.9%)、リ

パーゼ増加90例（16.5%）、甲状腺機能低下症85例（15.5%）、発熱79例

（14.4%）、関節痛76例（13.9%）、食欲減退75例（13.7%）、無力症72例

（13.2%）、アミラーゼ増加71例(13.0%)､ALT(GPT)増加60例（11.0%）、嘔

吐及び甲状腺機能亢進症59例（10.8%）及びAST(GOT)増加58例（10.6%）で

あった。〔腎細胞癌効能効果追加時〕

発現部位 副　作　用

皮　膚

そう痒症、発疹、斑状丘疹状皮疹、皮膚乾燥、脱毛

症、皮膚炎、ざ瘡様皮膚炎、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、尋常性白斑

消化器

腹痛、便秘、下痢、口内乾燥、悪心、嘔吐、腹部不快

感、消化不良、胃食道逆流性疾患、口内炎、膵炎、胃

炎、腹部膨満、嚥下障害、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、血中甲状腺刺激ホルモン増加

呼吸器 咳嗽、呼吸困難、口腔咽頭痛、胸水、発声障害

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、背部痛、横紋筋融解症、

シェーグレン症候群、ミオパチー

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、高カリ

ウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、糖尿

病性ケトアシドーシス

神経系

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、失神、多発ニューロパチー、神経炎、

腓骨神経麻痺、脳炎、浮動性めまい、回転性めまい､

自己免疫性ニューロパチー

精　神 不安、うつ病、不眠症、錯乱状態

心・血管系
頻脈、ほてり、高血圧、低血圧、不整脈、動悸、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､

白血球減少症、リンパ球減少症

発現部位 副　作　用

消化器 上腹部痛

肝　臓 自己免疫性肝炎

全身・投与部位 末梢性浮腫

神経系 末梢性感覚ニューロパチー
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〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

企業報告

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）

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

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

エムプリシティ点滴静注用（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

エロツズマブ（遺伝子組換え）

投与時期

投与速度（mL/分）

投与開始

0〜30分

投与開始

30〜60分

投与開始

60分以降

第1サイクル

初回投与 0.5 1 2

2回目投与 3 4

3及び4回目投与 5

第2サイクル以降 5

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［その他の注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ゾーフィゴ静注（バイエル薬品）

塩化ラジウム（223Ｒａ）

化学療法未治療で無症候性又は軽度症候性の骨転移のある去勢抵抗性前立

腺癌患者において、アビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾン（国内未

承認）/プレドニゾロン併用投与時に本剤群ではプラセボ群と比較して、

死亡率及び骨折の発現率が高い傾向が認められたことから、化学療法未治

療で無症候性又は軽度症候性の骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌患者に対

する本剤とアビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾロンの併用投与は推

奨されない。〔「その他の注意」の項参照〕

化学療法未治療で無症候性又は軽度症候性注1）の骨転移のある去勢抵抗性前

立腺癌患者を対象に、アビラテロン酢酸エステル及びプレドニゾン（国内

未承認）/プレドニゾロンとの併用で、本剤又はプラセボを投与する二重

盲検無作為化国際共同第Ⅲ相試験の結果、本剤群ではプラセボ群と比較し

て、死亡率（本剤群38.5%、プラセボ群35.5%）及び骨折の発現率（本剤群

28.6%、プラセボ群11.4%）が高い傾向が認められた。

注1)Brief Pain Inventory-Short Form(BPI-SF)の項目の3（過去24時間で

最悪の疼痛）のスコア（0〜10）が0（無症候性）又は1〜3（軽度症候性）
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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］ 一部改訂

［相互作用］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

［副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

オシメルチニブメシル酸塩

EGFR遺伝子変異検査を実施すること。EGFR遺伝子変異検査の実施には、十

分な経験を有する病理医又は検査施設において、承認された体外診断薬を

用い、EGFR遺伝子変異が確認された患者に投与すること。また、他のEGFR

チロシンキナーゼ阻害薬による治療歴を有し、病勢進行が確認されている

患者では、EGFR T790M変異が確認された患者に投与すること。

「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。

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。

重度の肝機能障害のある患者〔血漿中濃度が上昇するおそれがある。〕

間質性肺疾患があらわれることがあるので、初期症状（呼吸困難、咳嗽、

発熱等）の確認及び定期的な胸部画像検査の実施等、観察を十分に行うこ

と。必要に応じて、動脈血酸素分圧（PaO2）、動脈血酸素飽和度(SpO2)、

肺胞気動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）、肺拡散能力（DLco）等の検査を行

うこと。また、患者に対して、初期症状があらわれた場合には、速やかに

医療機関を受診するよう指導すること。〔「用法・用量に関連する使用上

の注意」､「慎重投与」及び「重大な副作用」の項参照〕

本剤は主にCYP3Aにより代謝される。また、本剤はBreast Cancer

Resistance Protein（BCRP）及びP糖蛋白質（P-gp）を阻害することが示さ

れている。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

P-gpの基質となる薬剤

（フェキソフェナジ

ン、ジゴキシン、ダビ

ガトランエテキシラー

ト、アリスキレン等）

左記薬剤の血中濃度が上昇

し、副作用の発現が増強され

るおそれがあるので、患者の

状態をよく観察して、副作用

の発現に十分注意すること。

（「薬物動態」の頁参照）

本剤のP-gp阻害

作用により、左

記薬剤の血中濃

度が増加する可

能性がある。

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬による治療後に病勢進行したEGFR T790M変異

陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象とした国際共同第

Ⅲ相試験(AURA3試験)において、安全性評価対象症例279例(日本人41例を

含む)中236例(84.6%)に副作用が認められ、主な副作用は、発疹・ざ瘡等

87例(31.2%)､下痢86例(30.8%)､爪の障害(爪囲炎を含む)63例(22.6%)、皮

膚乾燥・湿疹等53例(19.0%)等であった。また、日本人集団では41例中39

例(95.1%)に副作用が認められ、主な副作用は、爪の障害(爪囲炎を含む)

20例(48.8%)、下痢14例(34.1%)、発疹・ざ瘡等14例(34.1%)、間質性肺疾

患3例(7.3%)等であった。〔2016年9月までの集計〕
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追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

企業報告

タグリッソ錠（アストラゼネカ）

化学療法歴のないEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞

肺癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験（FLAURA試験）において、安全

性評価対象症例279例（日本人65例を含む）中253例(90.7%)に副作用が認

められ、主な副作用は、発疹・ざ瘡等152例(54.5%)、下痢138例(49.5%)、

皮膚乾燥・湿疹等93例(33.3%)、爪の障害（爪囲炎を含む）91例(32.6%)等

であった。また、日本人集団では65例中64例(98.5%)に副作用が認められ､

主な副作用は、発疹・ざ瘡等45例(69.2%)、下痢37例(56.9%)、爪の障害

（爪囲炎を含む）35例(53.8%)、間質性肺疾患8例(12.3%)等であった。

〔効能・効果の一部変更承認時〕

発現部位 副　作　用

消化器

下痢、口内炎、嘔吐、食欲減退、便秘、口内乾燥、腹痛、消

化不良、口唇炎、舌痛、腹部膨満、腹部不快感、胃食道逆流

性疾患、嚥下障害、口腔咽頭痛、鼓腸、 口唇びらん、口腔知

覚不全、心窩部不快感、食道痛、胃腸炎、呼気臭、便意切

迫、肛門周囲痛、痔出血

血　液

リンパ球減少症、活性化部分トロンボプラスチン時間延長、

内出血発生の増加傾向、播種性血管内凝固、血球減少症、脾

臓梗塞

呼吸器

鼻乾燥、鼻出血、呼吸困難、気管支炎、肺感染、ウイルス性

上気道感染、肺塞栓症、インフルエンザ、鼻漏、鼻の炎症、

咽頭炎、気胸、咳嗽、湿性咳嗽、発声障害、細菌性肺炎、鼻

炎、鼻粘膜障害、咽頭出血、咽頭潰瘍、咽喉乾燥、喉頭痛、

気縦隔症、胸膜炎、労作性呼吸困難、しゃっくり

筋骨格系
筋痙縮、筋肉痛、四肢痛、背部痛、関節痛、筋骨格硬直、筋

骨格痛、頚部痛、足変形、骨盤痛

発現部位 副　作　用

皮　膚 爪毒性、類天疱瘡

消化器 上部消化管炎症、放屁

［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

〈参考〉 企業報告

スーテントカプセル（ファイザー）

スニチニブリンゴ酸塩

発現部位 副　作　用

肝胆道系 胆嚢炎
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

一部改訂

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）

化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合、IMDC注)リ

スク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

注)：International Metastatic RCC Database Consortium

非小細胞肺癌、腎細胞癌、頭頸部癌及び胃癌の場合、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。

がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫の場

合、本剤の一次治療における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、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。

注射液の調製法及び点滴時間（「適用上の注意」の項参照）：

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。

本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。

非小細胞肺癌、古典的ホジキンリンパ腫、頭頸部癌、胃癌及び悪性胸膜中

皮腫の場合、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。

根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ（遺伝子組換え）と併

用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、

「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に理解

した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、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。

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合、化学療法未治療患者及びサイ

トカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する本剤単独投与の有効性及

び安全性は確立していない。
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［副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈単独投与〉

〈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）、 国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-21/CA209238試験：日本人18例を

含む452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）、〈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）及び〈がん化学療法後に増悪した切除不能

な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉に対する国内第Ⅱ相試験（ONO-4538-41試

験：34例）の安全性評価対象の計1,645例中、1,160例（70.5%）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

361例（21.9%）、そう痒症237例（14.4%）、下痢215例（13.1%）、発疹

195例（11.9%）、悪心178例（10.8%）、食欲減退121例（7.4%）、甲状腺

機能低下症117例（7.1%）、関節痛102例（6.2%）及び無力症88例(5.3%)で

あった。〔〈悪性黒色腫における術後補助療法〉・〈がん化学療法後に増

悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉・〈固定用量〉一変承認

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）、海外第Ⅲ相試験（CA209067試験：313例）及び〈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-4538-16/

CA209214試験：日本人38例を含む547例）の安全性評価対象の計890例中､

839例（94.3%）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）は疲労325例（36.5%）、下痢303例（34.0%）、そう痒症

276例（31.0%）、発疹227例（25.5%）、悪心201例（22.6%）、発熱151例

（17.0%）、高リパーゼ血症146例（16.4%）、甲状腺機能低下症144例

（16.2%）及び食欲減退143例（16.1%）であった。〔〈根治切除不能又は

転移性の腎細胞癌〉用法追加時〕

〈単独投与〉

発現部位 副　作　用

全身障害

疲労、無力症、倦怠感、発熱、悪寒、浮腫、粘膜の炎症､

インフルエンザ様疾患、口渇、顔面浮腫、注射部位反応､

腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、疼痛、胸痛

筋骨格系及び

結合組織障害

関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛､

筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、背部痛、関節炎、筋

骨格痛、関節腫脹、開口障害、筋痙縮、シェーグレン症

候群、頚部痛、腱炎、関節硬直

発現部位 副　作　用

眼障害 視力低下

免疫系障害 補体成分C3増加、補体成分C4増加
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一部改訂

削除

［適用上の注意］ 一部改訂

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

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）

〈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、白

血球減少症、リンパ球減少症、リンパ節症、白血球増

加症、ヘマトクリット減少、単球増加症、好酸球減少

症、ヘモグロビン減少、好中球数増加、単球数減少、赤

血球数減少

内分泌障害

下垂体炎、下垂体機能低下症、性腺機能低下、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

全身障害

疲労、発熱、無力症、倦怠感、疼痛、浮腫、粘膜の炎症､

悪寒、インフルエンザ様疾患、顔面浮腫、口渇、注射部

位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、胸痛

筋骨格系及び

結合組織障害

関節痛、筋肉痛、関節炎、筋骨格痛、背部痛、四肢痛、

筋痙縮、筋力低下、筋骨格硬直、関節腫脹、頚部痛、脊

椎関節障害、側腹部痛、筋固縮、関節硬直、リウマチ性

多発筋痛、腱炎、シェーグレン症候群、開口障害

精神・神経系

障害

味覚異常、頭痛、浮動性めまい、嗜眠、不眠症、錯感

覚、錯乱状態、失神、不安、うつ病、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

発現部位 副　作　用

眼障害 視力低下

免疫系障害 補体成分C3増加、補体成分C4増加

本剤は日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に希釈し、総液量は60mL以上

を目安とする。なお、希釈する場合、1回240mg投与時の総液量は体重30kg

以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

モガムリズマブ（遺伝子組換え）

CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）、再発又は難治性のCCR4陽性

の末梢性T細胞リンパ腫（PTCL）の場合、CCR4抗原は、フローサイトメト

リー（FCM）又は免疫組織化学染色（IHC）法により検査を行い、陽性であ

ることが確認されている患者のみに投与すること（「臨床成績」の項参

照）。

再発又は難治性のCCR4陽性のPTCL、再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ

腫（CTCL）の場合、臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等につい

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に

理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［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

追記

再発又は難治性のCCR4陽性のATL又はPTCL、再発又は難治性のCTCLの場合

本剤と他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。

国際共同臨床試験（第Ⅲ相臨床試験1試験）の安全性評価対象184例中、

156例（84.8%）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(10.0%以上)は､Infusion reaction61例(33.2%)､薬疹42例（22.8%）、

疲労34例（18.5%）、下痢19例（10.3%）であった。〔CTCL効能追加承認

時〕

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）、薬疹、発疹、丘疹性皮疹、紅斑性皮

疹等が本剤投与中又は投与終了後にあらわれることがある。皮膚障害発現

早期から適切な処置（副腎皮質ホルモン剤、抗アレルギー剤、抗ヒスタミ

ン剤の使用等）を行うこと。重度の皮膚障害が発現した場合には投与を中

止し、適切な処置を行うこと。

重度の血液毒性：

リンパ球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、発熱性好中球減少

症、貧血及びヘモグロビン減少があらわれることがある。定期的に血液検

査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、投

与中止等の適切な処置を行うこと。

〈単独投与〉 

発現部位 副　作　用

精神・神経系
頭痛、味覚異常、感覚鈍麻、錯感覚、末梢性ニューロパ

チー、不眠症

血　液 好酸球増加、赤血球減少、ヘマトクリット減少

循環器

血圧上昇、頻脈、血圧低下、ほてり、潮紅、左室機能不

全、心拍数増加、心室性期外収縮、心電図QT延長、急性

心筋梗塞

呼吸器
低酸素血症、咳嗽、口腔咽頭痛、呼吸困難、鼻閉、胸水､

喘鳴

消化器
悪心、下痢、便秘、嘔吐、口内炎、口内乾燥、腹痛、腹

部不快感

泌尿器
蛋白尿、クレアチニン上昇、尿中血陽性、急性腎障害､

血中尿素増加、尿中ウロビリノーゲン増加

皮　膚 そう痒症、脱毛症、多汗症

筋・骨格系
筋骨格痛、関節痛、筋痙縮、背部痛、四肢痛、筋力低下､

頚部痛

代　謝

電解質異常（ナトリウム、カリウム、カルシウム、ク

ロール、マグネシウム）、低アルブミン血症、高尿酸血

症､低リン酸血症、総蛋白減少、尿中ブドウ糖陽性

その他

発熱、疲労、悪寒、食欲減退、浮腫、倦怠感、体重増加､

無力症、めまい、体重減少、CRP上昇、低体温、サイトカ

イン放出症候群

発現部位 副　作　用

眼 霧視
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削除

［過量投与］ 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

ポテリジオ点滴静注（協和発酵キリン）

発現部位 副　作　用

循環器 洞性頻脈

皮　膚 湿疹

感染症 鼻咽頭炎

臨床試験では1回1mg/kgを超える用量での使用経験がない。

国内外の臨床試験において本剤に対する中和抗体の産生が報告されてい

る。

［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

ファーストシン静注用・バッグS・バッグG（武田テバ薬品）

セフォゾプラン塩酸塩

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（富士フイルム富山化学＝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）

セフォチアム塩酸塩

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

ベストコール静注用（武田テバ薬品）  ベストコール筋注用（武田テバ薬品）

セフメノキシム塩酸塩（注射剤）

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

〈参考〉 企業報告

ペングッド錠（日医工）

バカンピシリン塩酸塩

本剤の投与により、ベネディクト試薬、あるいは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。

［副作用］ 一部改訂

追記

６１６　主として抗酸菌に作用するもの

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ミコブティンカプセル（ファイザー）

リファブチン

外国臨床試験の第Ⅱ相試験8試験及び第Ⅲ相試験13試験で得られた安全性成

績を評価した。総症例3,216例(肺結核症の治療：977例、HIV感染患者にお

ける非結核性抗酸菌症の治療：1,163例、HIV非感染者における非結核性抗

酸菌症の治療：510例、エイズに伴うMAC症の発症抑制：566例)中、1087例

(33.8%)に有害事象が認められた｡主なものは､白血球減少症195件(6.06%)､

尿変色172件(5.35%)、悪心127件(3.95%)、発疹110件(3.42%)、嘔吐83件

(2.58%)、発熱70件2.18%)、肝機能異常62件(1.93%)、腹痛57件(1.77%)、

貧血56件(1.74%)、血小板減少症51件(1.59%)、下痢44件(1.37%)、Al-P増

加41件(1.27%)等であった。〔承認時までの有害事象の集計〕

結核症及びMAC症を含む非結核性抗酸菌症患者に対する使用成績調査＊にお

ける安全性評価対象例72例中、16例(22.2%)に副作用又は臨床検査値異常

が認められた。

主なものは、悪心3例(4.17%)、白血球減少症2例(2.78%)、汎血球減少症2

例(2.78%)、高トリグリセリド血症2例(2.78%)、免疫再構築炎症反応症候

群2例(2.78%)等であった。〔再審査終了時〕

＊HIV感染治療薬及びHIV関連疾患治療薬の共同調査

HIV非感染者に対する特定使用成績調査における安全性評価対象例588例

中、387例(65.8%)に副作用又は臨床検査値異常が認められた。

主なものは、肝機能異常129例(21.9%)、白血球減少症97例(16.5%)、血小

板減少症71例(12.1%)、発熱69例(11.7%)、発疹56例(9.52%)、食欲不振53

例(9.01%)、下痢17例(2.89%)、ぶどう膜炎16例(2.72%)、関節痛16例

(2.72%)、悪心14例(2.38%)、貧血13例(2.21%)、倦怠感10例(1.70%)、そ

う痒症8例(1.36%)、AST(GOT)増加8例(1.36%)、汎血球減少症7例(1.19%)等

であった。〔再審査終了時〕
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［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アメナリーフ錠（マルホ）

アメナメビル

発現部位 副　作　用

精神神経系 味覚異常、頭痛、傾眠、めまい

その他

倦怠感、血中カリウム増加、浮腫、発熱、鼻咽頭炎、四肢

痛、血中コレステロール増加、総蛋白減少、血中尿酸増

加、尿糖陽性、歯周炎、歯膿瘍、アミラーゼ増加、血中ク

ロール減少

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

テビケイ錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム

発現部位 副　作　用

精神・神経系
頭痛、不眠症、めまい、異常な夢、うつ病、不安、自殺

念慮、自殺企図

臨床検査 ビリルビン上昇、クレアチニン上昇、体重増加、CPK上昇

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

トリーメク配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラ

ミブジン

発現部位 副　作　用

臨床検査

ALT増加、AST増加、血中ビリルビン増加、血中クレアチニ

ン増加、肝機能検査異常、血中ブドウ糖増加、体重増加､

体重減少、血中ブドウ糖減少、総蛋白増加、総蛋白減少、

血中重炭酸塩増加、血中重炭酸塩減少、血中クレアチンホ

スホキナーゼ増加、血中トリグリセリド増加、血中コレス

テロール増加、血中尿酸増加、平均赤血球容積増加
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

削除

追記

［小児等への投与］ 削除

追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

バルガンシクロビル塩酸塩

腎障害のある患者、腎機能の低下している患者では、消失半減期が延長さ

れるので、血清クレアチニン及びクレアチニンクリアランスに注意し、本

剤の投与量を調整すること。参考までに成人における外国での標準的な本

剤の減量の目安を下表に示す。

推定クレアチニンクリアランスは血清クレアチニン値を用い以下の式で算

出すること。

　

クレアチニンクリアランスが10mL/min未満の血液透析を受けている患者に

は、ガンシクロビル製剤の静脈内投与を行うこと。

小児に投与する場合、副作用の発現状況等を考慮し、必要に応じて投与量

を調節すること。

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）。

低出生体重児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施

していない。
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［適用上の注意］ 追記

［取扱い上の注意］ 一部改訂

追記

〈参考〉 用法・用量変更承認に伴う改訂

剤型追加承認に伴う改訂

バリキサ錠・ドライシロップ（田辺三菱製薬）

（ドライシロップ）

薬剤調製時の注意：

・本剤は催奇形性及び発がん性のおそれがあるので、皮膚や粘膜に直接触

れないようにすること。もし、触れた場合は石鹸と水で十分に洗浄し、眼

に入った場合も水で十分に洗浄すること。

・溶液を調製してから患者へ交付すること。

・溶液を調製する際は、キャップを外した後、91mLの精製水を瓶に添加

し、キャップで施栓する。瓶内の粉末が溶解するまで、よく振り混ぜる。

・調製した溶液は、凍結を避けて冷蔵庫（2〜8℃）に保存し、調製後49日

以内に使用すること。

薬剤交付時の注意：

患者又は保護者等に対し以下の点に注意するよう指導すること。

・本剤は催奇形性及び発がん性のおそれがあるので、皮膚や粘膜に直接触

れないようにすること。もし、触れた場合は石鹸と水で十分に洗浄し、眼

に入った場合も水で十分に洗浄すること。

・溶液は、凍結を避けて冷蔵庫（2〜8℃）に保存し、調製後49日以内に使

用すること。

バリキサ錠及びバリキサドライシロップの容器のキャップの開け方：

キャップを瓶本体に強く押しつけたまま（カチカチ音がしない状態まで）

左に回して開けること。

バリキサ錠の開封後の保存方法：

開封後は湿気を避けて保存すること。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ゾフルーザ錠（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。〔「重大

な副作用」の項参照〕

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。〔「重要な基本的注意」の項参照〕
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https://dsu-system.jp/dsu/273/4044/notice/notice_4044_20180903111843.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/4001/notice/notice_4001_20180822170211.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ラピアクタ点滴静注液バッグ・バイアル（塩野義製薬）

ペラミビル水和物

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。〔「重大

な副作用」の項参照〕

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある。〔「重要な基本的注意」の項参照〕

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

イナビル吸入粉末剤（第一三共）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフ

ルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている（「重大な

副作用」の項参照）。

異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応とし

て、1)異常行動の発現のおそれがあること、2)自宅において療養を行う場

合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対

策を講じること、について患者・家族に対し説明を行うこと。

なお、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学

以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発

現することが多いこと、が知られている。

異常行動：

因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至る

おそれのある異常行動（急に走り出す、徘徊する等）があらわれることが

ある（「重要な基本的注意」の項参照）。

発現部位 副　作　用

呼吸器 咳嗽（むせ）

DSU273 -34-

https://dsu-system.jp/dsu/273/4002/notice/notice_4002_20180822170316.pdf
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［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

リバビリン錠RE「マイラン」（高田製薬＝ファイザー）  レベトールカプセル（MSD）

リバビリン（ペグインターフェロンアルファ-2b（遺

伝子組換え）との併用の用法を有する製剤）

〈ペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）併用時〉

発現部位 副　作　用

消化器

食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛、下痢、便秘、口内・口唇炎、

膵炎注2）、舌色素沈着、口渇、胃不快感、消化不良、腹部膨満

感、歯髄・歯周・歯肉炎、胃炎、嚥下障害、腸管機能異常、

腹部不快感、口腔内不快感、歯痛、舌炎、鼓腸放屁、痔核、

おくび、腸炎、口内乾燥、排便障害、肛門周囲炎、歯の異

常、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、逆流性食道炎、消化管

ポリープ、齲歯、口腔内出血、食道静脈瘤

注2）腹痛、血清アミラーゼ値の上昇等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。

［取扱い上の注意］ 一部改訂

６２９　その他の化学療法剤

改訂箇所 改訂内容

クレナフィン爪外用液（科研製薬）

エフィナコナゾール

開封後12週間経過した場合は、残液を使用しないこと。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

献血アルブミン20%静注「JB」（日本血液製剤機構）  赤十字アルブミン25%静注（日本血液製剤機構）

人血清アルブミン（日本血液製剤機構千歳工場製造

製品）

本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内

の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス（HBV）、C型

肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトT

リンパ球向性ウイルス1型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19について

の血清学的検査及び肝機能（ALT(GPT)）検査に適合したものである。さら

に、HBV、HCV及びHIVについて核酸増幅検査（NAT）を実施し、適合した血

漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限界以下のウイルスが

混入している可能性が常に存在する。
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［その他の注意］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Ewenstein,B.M.,et al.:Blood. 1997;89:1115–1116

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）

本剤による免疫寛容導入療法の安全性と有効性は確立されていない。な

お、海外において、血液凝固第Ⅸ因子に対するインヒビターを有し、かつ

血液凝固第Ⅸ因子に過敏症の既往のある血友病B患者では、血液凝固第Ⅸ

因子製剤に伴う免疫寛容導入療法後に、ネフローゼ症候群を発現したとの

報告がある。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

献血ポリグロビンN5%静注（日本血液製剤機構）  献血ポリグロビンN10%静注（日本血液製剤機構）

pH4処理酸性人免疫グロブリン（静注用）

本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内

の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス（HBV）、C型

肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトT

リンパ球向性ウイルス1型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19について

の血清学的検査及び肝機能（ALT(GPT)）検査に適合したものである。さら

に、HBV、HCV及びHIVについて核酸増幅検査（NAT）を実施し、適合した血

漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限界以下のウイルスが

混入している可能性が常に存在する。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

抗HBs人免疫グロブリン筋注「JB」（日本血液製剤機構）

抗HBs人免疫グロブリン（日本血液製剤機構製品）

本剤の原材料となる抗HBs抗体陽性の血液は、問診等の検診により健康状

態を確認した国内の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイ

ルス（HBV）、C型肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及

びHIV-2）、ヒトTリンパ球向性ウイルス1型（HTLV-1）及びヒトパルボウ

イルスB19についての血清学的検査及び肝機能（ALT(GPT)）検査に適合し

たものである。さらに、HBV、HCV及びHIVについて核酸増幅検査（NAT）を

実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限

界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在する。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

クロスエイトMC静注用250・500・1000単位（日本血液製剤機構）  クロスエイトMC静注用2000単位（日本血液製剤機構）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（クロスエイトMC）

本剤の原材料となる血液は、問診等の検診により健康状態を確認した国内

の献血者から採血し、梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス（HBV）、C型

肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV-1及びHIV-2）、ヒトT

リンパ球向性ウイルス1型（HTLV-1）及びヒトパルボウイルスB19について

の血清学的検査及び肝機能（ALT(GPT)）検査に適合したものである。さら

に、HBV、HCV及びHIVについて核酸増幅検査（NAT）を実施し、適合した血

漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限界以下のウイルスが

混入している可能性が常に存在する。

DSU273 -36-

https://dsu-system.jp/dsu/273/4106/notice/notice_4106_20180920094308.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3896/notice/notice_3896_20180808163905.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3896/notice/13338/notice_13338_20180910091344.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3901/notice/notice_3901_20180809093120.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3897/notice/notice_3897_20180808164405.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/273/3897/notice/13340/notice_13340_20180910091355.pdf


［その他の副作用］ 一部改訂

６３９　その他の生物学的製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ペグイントロン皮下注用（MSD）

ペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

消化器

食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛、胃不快感、下痢、口渇、口

内・口唇炎、歯髄・歯周・歯肉炎、消化不良、腹部不快感、

腹部膨満感、便秘、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、胃炎、

腸炎、腸管機能異常、排便障害、痔核、鼓腸放屁、口腔内不

快感、歯の異常、歯痛、齲歯、おくび、口内乾燥、舌炎、肛

門周囲炎、嚥下障害、逆流性食道炎、消化管ポリープ、食道

静脈瘤、膵炎、舌色素沈着
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