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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.273（2018.10）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 2018.11 No.274 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修 
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［重大な副作用］ 追記

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

血球貪食症候群：

血球貪食症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、

発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、高フェリチン血症、高

トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場

合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

アトルバスタチン錠「DSEP」（第一三共エスファ）  アトルバスタチン錠「EE」（エルメッドエーザイ）

アトルバスタチン錠「JG」（日本ジェネリック）  アトルバスタチン錠「KN」（小林化工）

アトルバスタチン錠「Me」（Meファルマ）  アトルバスタチン錠「NP」（ニプロ）

アトルバスタチン錠「NS」（日新製薬：山形＝科研製薬）  アトルバスタチン錠「TCK」（辰巳化学）

アトルバスタチン錠「TSU」（鶴原製薬）  アトルバスタチン錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

アトルバスタチン錠「YD」（陽進堂）  アトルバスタチン錠「ZE」（全星薬品）

アトルバスタチン錠「アメル」（共和薬品工業）  アトルバスタチン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

アトルバスタチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  アトルバスタチン錠「サワイ」（沢井製薬）

アトルバスタチン錠「サンド」（サンド）  アトルバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）

アトルバスタチンOD錠「トーワ」（東和薬品）  アトルバスタチン錠「日医工」（日医工）

アトルバスタチン錠「モチダ」（ニプロファーマ＝持田製薬）  リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）

［原則禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14311/notice_14311_20181017105138.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14312/notice_14312_20181017164144.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14313/notice_14313_20181022112728.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14314/notice_14314_20181017102255.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14315/notice_14315_20181017121415.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14316/notice_14316_20181017131404.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14318/notice_14318_20181017183641.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14319/notice_14319_20181019095923.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14326/notice_14326_20181024140921.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14320/notice_14320_20181019133502.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14321/notice_14321_20181023143251.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14322/notice_14322_20181018135533.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14323/notice_14323_20181019104350.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14306/notice_14306_20181019104414.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14325/notice_14325_20181023114942.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/14324/notice_14324_20181017102848.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4526/notice/notice_4526_20181025165430.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

アトーゼット配合錠LD・HD（MSD＝バイエル薬品）

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）

［原則禁忌］ 削除

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

リポクリン錠（大日本住友製薬）

クリノフィブラート

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）を投与中の患者

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれや

すい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するととも

に、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）

［原則禁忌］ 削除

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

クロフィブラート

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）を投与中の患者

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれや

すい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するととも

に、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4527/notice/notice_4527_20181019144423.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4530/notice/notice_4530_20181017093712.pdf


［併用注意］ 追記

クロフィブラートカプセル（ツルハラ）（鶴原製薬）

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）

［原則禁忌］ 削除

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

シンバスタチン錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）  シンバスタチン錠「MED」（沢井製薬）

シンバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  シンバスタチン錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

シンバスタチン錠5mg・10mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬＝旭化成ファーマ）

シンバスタチン錠20mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬）

シンバスタチン錠5mg「YD」（陽進堂＝日本ケミファ＝日本薬品工業）

シンバスタチン錠10mg・20mg「YD」（陽進堂）  シンバスタチン錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

シンバスタチン錠「アメル」（共和薬品工業）

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（大原薬品工業＝高田製薬＝持田製薬）

シンバスタチン錠10mg・20mg「オーハラ」（大原薬品工業＝持田製薬）

シンバスタチン錠5mg「杏林」（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

シンバスタチン錠10mg「杏林」（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

シンバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）  シンバスタチン錠「日医工」（日医工）

シンバスタチン錠「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）  ラミアン錠（あすか製薬＝武田薬品）

リポザート錠（武田テバファーマ）  リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用することとし、本剤の投与量は10mg／日を超えないこと。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）を投与中の患者

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用することとし、本剤の投与量は10mg／日を超えないこと。急激な腎

機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合

には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

ピタバスタチンカルシウム水和物

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に本剤とフィブラート

系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合に限る

こと。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4531/notice/notice_4531_20181017121433.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14384/notice_14384_20181022181518.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14385/notice_14385_20181023141421.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14386/notice_14386_20181017115449.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14387/notice_14387_20181023115746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14383/notice_14383_20181017100135.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14379/notice_14379_20181017100143.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14380/notice_14380_20181025102401.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14377/notice_14377_20181025102418.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14388/notice_14388_20181018095726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14389/notice_14389_20181019101021.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14381/notice_14381_20181023125350.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14378/notice_14378_20181023125421.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14382/notice_14382_20181024141047.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14376/notice_14376_20181024141505.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14390/notice_14390_20181019104451.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14392/notice_14392_20181023115008.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14391/notice_14391_20181017100606.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14393/notice_14393_20181018095816.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/14394/notice_14394_20181017131654.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4532/notice/notice_4532_20181019144533.pdf


ピタバスタチンCa錠「DK」（大興製薬）  ピタバスタチンCa錠「EE」（エルメッドエーザイ）

ピタバスタチンCa錠「FFP」（富士フイルムファーマ）  ピタバスタチンCa錠「JG」（日本ジェネリック）

ピタバスタチンCa・OD錠「JG」（ダイト＝日本ジェネリック）  ピタバスタチンCa錠「MEEK」（小林化工）

ピタバスタチンCa・OD錠「MEEK」（小林化工）  ピタバスタチンCa錠「NP」（ニプロ）

ピタバスタチンCa錠「TCK」（辰巳化学）  ピタバスタチンCa錠「YD」（陽進堂＝共創未来ファーマ）

ピタバスタチンCa錠「アメル」（共和薬品工業）  ピタバスタチンCa錠「科研」（ダイト＝科研製薬）

ピタバスタチンCa錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ピタバスタチンCa・OD錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

ピタバスタチンCa錠「ケミファ」（日本ケミファ）  ピタバスタチンCa錠「サワイ」（沢井製薬）

ピタバスタチンCa・OD錠「サワイ」（沢井製薬）  ピタバスタチンCa錠「サンド」（サンド）

ピタバスタチンCa錠「三和」（三和化学）  ピタバスタチンCa錠「タカタ」（高田製薬）

ピタバスタチンCa錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ピタバスタチンCa錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）  ピタバスタチンCa錠「日新」（日新製薬：山形）

ピタバスタチンCa錠「ファイザー」（ファイザー）

ピタバスタチンCa・OD錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

ピタバスタチンCa錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  ピタバスタチンCa・OD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

ピタバスタチンカルシウム錠「KOG」（テイカ製薬＝興和創薬）  ピタバスタチンカルシウム錠「KO」（寿製薬）

ピタバスタチンカルシウム錠「ZE」（全星薬品）  ピタバスタチンカルシウム錠「テバ」（武田テバファーマ）

ピタバスタチンカルシウム錠「日医工」（日医工）  ピタバスタチンカルシウムOD錠「日医工」（日医工）

ピタバスタチンカルシウム錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

リバロ錠（興和＝興和創薬）  リバロOD錠（興和＝興和創薬）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）  フェノフィブラートカプセル「KTB」（寿製薬）

フェノフィブラート錠「武田テバ」（武田テバファーマ）  リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれや

すい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するととも

に、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

プラバスタチンナトリウム

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14410/notice_14410_20181017102319.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14412/notice_14412_20181019101252.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14424/notice_14424_20181017144448.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14423/notice_14423_20181024141243.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14403/notice_14403_20181024141302.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14413/notice_14413_20181022174753.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14414/notice_14414_20181023141515.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14399/notice_14399_20181023141540.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14415/notice_14415_20181018135556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14420/notice_14420_20181017092720.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14416/notice_14416_20181017101535.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14417/notice_14417_20181017121452.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14418/notice_14418_20181019104656.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14400/notice_14400_20181019104722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14421/notice_14421_20181022112826.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14419/notice_14419_20181018133943.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14401/notice_14401_20181017100623.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14422/notice_14422_20181017103959.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14402/notice_14402_20181017104252.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14426/notice_14426_20181017093549.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14427/notice_14427_20181017100002.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14428/notice_14428_20181017183553.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14429/notice_14429_20181017131741.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14431/notice_14431_20181023115028.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14425/notice_14425_20181023115048.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14430/notice_14430_20181017092356.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/notice_4534_20181025141253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4534/notice/14432/notice_14432_20181025141314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4536/notice/14434/notice_14434_20181019105313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4536/notice/14435/notice_14435_20181017100032.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4536/notice/14436/notice_14436_20181017131815.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4536/notice/notice_4536_20181018095827.pdf


プラバスタチンNa錠「CMX」（ケミックス）  プラバスタチンNa錠「EE」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）

プラバスタチンNa錠「KN」（小林化工）  プラバスタチンNa錠「MED」（メディサ新薬＝沢井製薬）

プラバスタチンNa錠「Me」（MeijiSeikaファルマ＝Meファルマ）  プラバスタチンNa錠「NS」（日新製薬：山形＝科研製薬）

プラバスタチンNa錠「TCK」（辰巳化学＝富士フイルムファーマ）  プラバスタチンNa錠「アメル」（共和薬品工業）

プラバスタチンNa錠「オーハラ」（大原薬品工業）  プラバスタチンNa錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

プラバスタチンNa錠「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）  プラバスタチンNa錠「サワイ」（沢井製薬）

プラバスタチンNa錠「チョーセイ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

プラバスタチンNa錠「テバ」（武田テバファーマ）  プラバスタチンNa錠「トーワ」（東和薬品）

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）  プラバスタチンNa塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

プラバスタチンナトリウム錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

プラバスタチンナトリウム錠「NP」（ニプロ）  プラバスタチンナトリウム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

プラバスタチンナトリウム錠「日医工」（日医工）  プラバスタチンナトリウム錠「陽進」（陽進堂）

プラバスタチンナトリウム塩錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

メバトルテ細粒・錠（武田テバ薬品＝アルフレッサファーマ＝武田テバファーマ）

メバリリン錠（ケミックス）  メバレクト錠（東菱薬品工業＝サンド）

メバロチン錠・細粒（第一三共）

［原則禁忌］ 削除

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

フルバスタチン錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）  フルバスタチン錠「サワイ」（沢井製薬）

フルバスタチン錠「三和」（シオノケミカル＝三和化学）  フルバスタチン錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

ローコール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

フルバスタチンナトリウム

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）を投与中の患者

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

ベザフィブラート

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれや

すい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するととも

に、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14330/notice_14330_20181017110031.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14331/notice_14331_20181022181730.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14332/notice_14332_20181017115537.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14333/notice_14333_20181017100126.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14334/notice_14334_20181017104410.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14335/notice_14335_20181022113039.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14336/notice_14336_20181017102334.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14337/notice_14337_20181019101521.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14338/notice_14338_20181023125949.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14345/notice_14345_20181024141328.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14339/notice_14339_20181017093532.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14340/notice_14340_20181023141557.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14341/notice_14341_20181019142729.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14342/notice_14342_20181017131919.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14343/notice_14343_20181019104534.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14344/notice_14344_20181017135210.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14329/notice_14329_20181017092915.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14347/notice_14347_20181023115803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14348/notice_14348_20181017164025.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14349/notice_14349_20181017121511.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14350/notice_14350_20181023115112.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14346/notice_14346_20181017100641.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14352/notice_14352_20181017131445.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14353/notice_14353_20181017110104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/14354/notice_14354_20181024133637.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4528/notice/notice_4528_20181017104644.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4539/notice/14448/notice_14448_20181022160127.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4539/notice/14449/notice_14449_20181024105151.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4539/notice/14451/notice_14451_20181018115042.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4539/notice/14450/notice_14450_20181017132003.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4539/notice/notice_4539_20181017153819.pdf


ベザトールSR錠（キッセイ薬品）  ベザフィブラート徐放錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ベザフィブラート徐放錠「ZE」（全星薬品）  ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」（沢井製薬）

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（沢井製薬＝扶桑薬品）  ベザフィブラート徐放錠「トーワ」（東和薬品）

ベザフィブラートSR錠「日医工」（日医工）  ベザレックスSR錠（メディサ新薬＝アルフレッサファーマ）

ベスタリットL錠（武田テバファーマ）  ミデナールL錠（シオノケミカル＝ファイザー）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 追記

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

パルモディア錠（興和＝興和創薬）

ペマフィブラート

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還

元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合

にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれや

すい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するととも

に、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発

現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニ

ン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

ロスバスタチンカルシウム

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤［ベザフィブラート等（腎機能に関する臨床検査値に

異常を認める場合）］
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/notice_4538_20181017115040.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14441/notice_14441_20181019142749.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14442/notice_14442_20181017183514.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14438/notice_14438_20181023141845.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14439/notice_14439_20181023141934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14443/notice_14443_20181019104454.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14440/notice_14440_20181023115243.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14444/notice_14444_20181017100115.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14445/notice_14445_20181017132137.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4538/notice/14446/notice_14446_20181018114911.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4540/notice/notice_4540_20181025141333.pdf


クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチン錠「EE」（エルメッドエーザイ）  ロスバスタチンOD錠「EE」（エルメッドエーザイ）

ロスバスタチン錠「JG」（日本ジェネリック）  ロスバスタチンOD錠「JG」（日本ジェネリック）

ロスバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  ロスバスタチンOD錠「MEEK」（小林化工）

ロスバスタチン錠「TCK」（辰巳化学）  ロスバスタチンOD錠「TCK」（辰巳化学＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠・OD錠「YD」（陽進堂）  ロスバスタチン錠・OD錠「アメル」（共和薬品工業）

ロスバスタチン錠「オーハラ」（大原薬品工業）  ロスバスタチンOD錠「オーハラ」（大原薬品工業）

ロスバスタチン錠・OD錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「共創未来」（共創未来ファーマ）

ロスバスタチン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ロスバスタチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロスバスタチンOD錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  ロスバスタチン錠・OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ロスバスタチン錠「サンド」（サンド）  ロスバスタチン錠「三和」（三和化学）

ロスバスタチンOD錠「三和」（三和化学）  ロスバスタチン錠「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）

ロスバスタチン錠・OD錠「タカタ」（高田製薬）

ロスバスタチン錠「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ロスバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）

ロスバスタチンOD錠「トーワ」（東和薬品）  ロスバスタチン錠「日医工」（日医工）

ロスバスタチンOD錠「日医工」（日医工）  ロスバスタチン錠「日新」（日新製薬：山形）

ロスバスタチン錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）  ロスバスタチンOD錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

ロスバスタチン錠「ファイザー」（ファイザー）  ロスバスタチン錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）

［原則禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 追記

［原則併用禁忌］ 削除

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

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー

ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの

み併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやす

い。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚

症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ち

に投与を中止すること。

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）

［慎重投与］ 一部改訂

［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

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ（ノバルティスファーマ＝マルホ）

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

炎症性腸疾患の患者

炎症性腸疾患：

炎症性腸疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、炎症性腸

疾患が疑われた場合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/notice_4541_20181017120134.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14484/notice_14484_20181017092417.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14466/notice_14466_20181018205559.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14456/notice_14456_20181018205625.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14467/notice_14467_20181023170429.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14457/notice_14457_20181023170540.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14468/notice_14468_20181017115547.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14458/notice_14458_20181017115557.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14469/notice_14469_20181017102430.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14459/notice_14459_20181017102442.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14486/notice_14486_20181019101606.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14470/notice_14470_20181023130155.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14460/notice_14460_20181023130216.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14490/notice_14490_20181017144816.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14489/notice_14489_20181017093205.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14482/notice_14482_20181024141354.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14471/notice_14471_20181026131153.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14461/notice_14461_20181026131228.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14487/notice_14487_20181024105459.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14472/notice_14472_20181018135616.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14479/notice_14479_20181017092731.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14464/notice_14464_20181017092739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14473/notice_14473_20181017093752.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14488/notice_14488_20181017101443.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14483/notice_14483_20181017131526.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14474/notice_14474_20181017121526.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14475/notice_14475_20181019104415.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14462/notice_14462_20181019104345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14480/notice_14480_20181023115135.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14465/notice_14465_20181023115158.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14481/notice_14481_20181022113120.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14476/notice_14476_20181017163911.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14463/notice_14463_20181017163832.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14477/notice_14477_20181018134019.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4541/notice/14478/notice_14478_20181017103842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14356/notice_14356_20181017140559.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14357/notice_14357_20181018205650.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14358/notice_14358_20181017140558.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14359/notice_14359_20181017142105.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14360/notice_14360_20181019133742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14361/notice_14361_20181023140608.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14362/notice_14362_20181018135638.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14363/notice_14363_20181019104310.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14365/notice_14365_20181023115219.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/14364/notice_14364_20181017163746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4529/notice/notice_4529_20181018133632.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4475/notice/notice_4475_20181026143407.pdf


改訂添付文書の作成に時間を要することがあります

［慎重投与］ 追記

［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

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

肺転移を有する患者

消化管穿孔、瘻孔形成、気胸：

腸管穿孔、痔瘻、腸膀胱瘻、気胸等があらわれることがある。観察を十分

に行い、異常が認められた場合には、中止等の適切な処置を行うこと。

その他

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

改訂箇所 改訂内容

ゾルピデム酒石酸塩錠「AA」（あすか製薬＝武田薬品）  ゾルピデム酒石酸塩錠「AFP」（アルフレッサファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「DK」（大興製薬＝三和化学）  ゾルピデム酒石酸塩錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「EE」（エルメッドエーザイ）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「EE」（エルメッドエーザイ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「FFP」（富士フイルムファーマ）  ゾルピデム酒石酸塩錠「F」（富士製薬工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「JG」（日本ジェネリック）  ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」（共創未来ファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「KN」（小林化工）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「KN」（小林化工）

ゾルピデム酒石酸塩錠「KOG」（東洋カプセル＝日本薬品工業）  ゾルピデム酒石酸塩錠「NP」（ニプロ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「SN」（シオノケミカル）  ゾルピデム酒石酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

ゾルピデム酒石酸塩錠「YD」（陽進堂）  ゾルピデム酒石酸塩錠「ZE」（全星薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「オーハラ」（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ゾルピデム酒石酸塩錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「サンド」（サンド）  ゾルピデム酒石酸塩錠「タカタ」（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩内用液「タカタ」（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「トーワ」（東和薬品）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「トーワ」（東和薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠「日医工」（日医工）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「日医工」（日医工）

ゾルピデム酒石酸塩錠「日新」（日新製薬：山形＝科研製薬）  ゾルピデム酒石酸塩錠「ファイザー」（ファイザー）

ゾルピデム酒石酸塩錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム「モチダ」（救急薬品＝持田製薬）

マイスリー錠（アステラス製薬）

ゾルピデム酒石酸塩

妊婦等：

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を

上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安

全性は確立していない。本薬はヒトで胎盤を通過することが報告されてお

り、妊娠後期に本剤を投与された患者より出生した児に呼吸抑制、痙攣、

振戦、易刺激性、哺乳困難等の離脱症状があらわれることがある。なお、

これらの症状は、新生児仮死として報告される場合もある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4476/notice/notice_4476_20181023143406.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13598/notice_13598_20181018095712.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13599/notice_13599_20181023180008.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13600/notice_13600_20181015144221.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13601/notice_13601_20181015164532.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13603/notice_13603_20181018210455.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13592/notice_13592_20181018210507.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13604/notice_13604_20181024102532.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13605/notice_13605_20181026131722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13606/notice_13606_20181023170053.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/14023/notice_14023_20181016155550.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13607/notice_13607_20181017115339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13593/notice_13593_20181017115413.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13608/notice_13608_20181023104927.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13609/notice_13609_20181022124542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13610/notice_13610_20181023173224.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13611/notice_13611_20181015143106.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13613/notice_13613_20181015092649.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13614/notice_13614_20181019095212.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13615/notice_13615_20181023125050.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13627/notice_13627_20181024140821.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13616/notice_13616_20181012165534.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13617/notice_13617_20181019133542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13618/notice_13618_20181023135355.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13594/notice_13594_20181023140030.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13619/notice_13619_20181018135513.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13620/notice_13620_20181023101219.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13597/notice_13597_20181023101204.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13621/notice_13621_20181016094456.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13622/notice_13622_20181018171307.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13595/notice_13595_20181018171319.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13624/notice_13624_20181023114845.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13596/notice_13596_20181023114854.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13625/notice_13625_20181022112619.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13623/notice_13623_20181022135650.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13626/notice_13626_20181022140314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/13591/notice_13591_20181015153944.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4290/notice/notice_4290_20181017175756.pdf


［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

マイスタン錠・細粒（大日本住友製薬＝アルフレッサファーマ）

クロバザム

授乳婦への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は、

授乳を避けさせること。〔ヒト母乳中に移行し、新生児に嗜眠、体重減

少、肝障害等を起こすことが報告されている。また、他のベンゾジアゼピ

ン系薬剤（ジアゼパム、クロナゼパム）で新生児に無呼吸、嗜眠、体重減

少等を起こすことがあり、新生児の黄疸を増強する可能性がある。〕

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

［副作用］ 削除

［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

ゾニサミド（錠剤100mg・散剤）

ゾニサミドをパーキンソン病（本剤の承認外効能・効果）の治療目的で投

与する場合には、パーキンソン病の効能・効果を有する製剤（トレリー

フ）を用法・用量どおりに投与すること。

〈パーキンソン病（承認外効能・効果、用法・用量）の場合〉

用量追加承認までの臨床試験842例中393例(46.7%)に臨床検査値異常を含

む副作用がみられた。主なものは眠気(8.4%)、食欲不振(6.7%)、ジスキネ

ジア(5.7%)、悪心(4.8%)、幻覚(4.4%)、気力低下(4.2%)等であった。

〔用量追加承認時〕

特定使用成績調査542例中62例(11.4%)に臨床検査値異常を含む副作用がみ

られた。主なものはめまい・ふらつき(2.4%)、幻覚(1.7%)、ジスキネジア

(1.5%)等であった。〔再審査終了時〕

発現部位 副　作　用

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、行動異常

血　液
白血球減少、貧血、血小板減少、好酸球増多、顆粒球減

少

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、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、γ-GTP

上昇、CK(CPK)上昇、浮腫
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4356/notice/notice_4356_20181017093757.pdf


削除

［その他の注意］ 一部改訂

エクセグラン錠・散（大日本住友製薬）  ゾニサミド錠・散「アメル」（共和薬品工業）

〈パーキンソン病（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、湿疹、瘙痒感

精神神経系

眠気、ジスキネジア注3)、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、無気力・自発性低下、興奮、しび

れ感、異常な夢、異常感、感覚異常、行動異常、自殺企

図

循環器
血圧低下、動悸、起立性低血圧、血圧上昇、上室性期外

収縮、心室性期外収縮

消化器

食欲不振、悪心、口渇、胃不快感、便秘、胸やけ、嘔

吐、下痢、腹部不快感、腹部膨満感、胃炎、胃痛、味覚

異常、流涎、口内炎、嚥下障害、胃潰瘍

血　液

白血球減少、ヘモグロビン減少、赤血球減少、ヘマトク

リット減少、貧血、白血球増加、血小板減少、顆粒球減

少、好酸球増多

肝　臓
AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH上昇、γ-GTP上昇、肝機

能異常

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

その他

体重減少、立ちくらみ、CK(CPK)上昇、浮腫、倦怠感、

脱力感、発熱、視覚障害、脱水、呼吸困難、四肢痛、転

倒、打撲、骨折、腰痛、汗疹、顔面潮紅、トリグリセリ

ド上昇、血中コレステロール上昇、血中尿酸上昇、血糖

上昇、血中カリウム減少、気管支炎、脱毛

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。

パーキンソン病患者（承認外効能・効果）を対象とした国内臨床試験にお

いて、ゾニサミド製剤を投与された患者での自殺又は自殺関連行為の発現

割合は0.24%(2/842例)であった。

［慎重投与］ 追記

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

Brugada症候群の患者〔Brugada症候群に特徴的な心電図変化（右脚ブロッ

ク及び右側胸部誘導(V1〜V3)のcoved型ST上昇）が顕在化したとの報告が

ある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4375/notice/notice_4375_20181015120557.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4375/notice/13810/notice_13810_20181019095455.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4408/notice/notice_4408_20181023161049.pdf
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

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

アリピプラゾール錠「サワイ」（沢井製薬）  アリピプラゾール内用液分包「サワイ」（沢井製薬）

アリピプラゾール（下記ジェネリック製品）

〈双極性障害における躁症状の改善の場合〉

躁症状が改善した場合には、本剤の投与継続の要否について検討し、本剤

を漫然と投与しないよう注意すること。

統合失調症の場合、興奮、敵意、誇大性等の精神症状が悪化することがあ

るので、観察を十分に行い、悪化が見られた場合には他の治療方法に切り

替えるなど適切な処置を行うこと。前治療薬からの切り替えの際には前治

療薬の用量を徐々に減らしつつ、本剤の投与を行うことが望ましい。

［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

イミドール糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  トフラニール錠（アルフレッサファーマ）

イミプラミン塩酸塩

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〔発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡

等があらわれるおそれがある（「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）

 

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。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。

本剤は活性アミンの

シナプス内への取り

込みを阻害して、受

容体の感受性を増強

する。

［適用上の注意］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

２３９　その他の消化器官用薬

改訂箇所 改訂内容

オランザピンOD錠「ファイザー」（ダイト＝ファイザー）

オランザピン（OD錠）（ダイト製品）

薬剤交付時：

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。

〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し､更には穿孔を

起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4215/notice/notice_4215_20180913120612.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4215/notice/13360/notice_13360_20181023140309.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［副作用］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

アナフラニール錠（アルフレッサファーマ）

クロミプラミン塩酸塩（経口剤）

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〔発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡

等があらわれるおそれがある（「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）

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。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。

本剤は活性アミンの

シナプス内への取り

込みを阻害して、受

容体の感受性を増強

する。

 

うつ病・うつ状態での副作用は、承認時まで及び承認後の副作用調査例数

の累計1,964例中673例(34.3%)に認められ、主な症状としては口渇351件

(17.9%)、ねむけ152件(7.7%)、立ちくらみ・めまい・ふらつき144件

(7.3%)、 食欲不振76件(3.9%)等がみられている。

遺尿症での副作用は、承認時までの調査198例（二重盲検比較試験を含む)

中69例(34.8%)に認められ、主な症状としては食欲不振31件(15.7%)、早朝

覚醒23件(11.6%)、口渇18件(9.1%)等がみられている。

［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

アナフラニール点滴静注液（アルフレッサファーマ）

クロミプラミン塩酸塩（注射剤）

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〔発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡

等があらわれるおそれがある（「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）

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。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。

本剤は活性アミンの

シナプス内への取り

込みを阻害して、受

容体の感受性を増強

する。
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4333/notice/notice_4333_20181023180032.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4542/notice/notice_4542_20181023180044.pdf


［副作用］ 追記

１２１　局所麻酔剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ペンレステープ（日東電工＝マルホ）

リドカイン（ペンレス）

〈伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和〉

小児特定使用成績調査において総症例500例中、6例(1.20%)に副作用が認

められた。その内訳は適用部位紅斑4件(0.80%)、接触皮膚炎2件(0.40%)で

あった。〔再審査終了時〕

〈皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和〉

使用成績調査において総症例280例中、4例(1.43%)に副作用が認められた｡

その内訳は適用部位紅斑4件(1.43%)、適用部位疼痛1件(0.36%)であった。

〔再審査終了時〕

［適用上の注意］ 削除

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

アイケア点眼液（科研製薬＝テイカ製薬）  ティアバランス点眼液（千寿製薬）

ヒアルロン酸Na点眼液「JG」（日本ジェネリック）  ヒアルロン酸Na点眼液「ファイザー」（ファイザー）

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液「TS」（テイカ製薬）  ヒアルロン酸ナトリウム点眼液「トーワ」（東和薬品）

精製ヒアルロン酸ナトリウム（下記ジェネリック製

品）

投与時：

ソフトコンタクトレンズを装用したまま使用しないよう指導すること。

［警告］ 新設

２１１　強心剤

７９９　他に分類されない治療を主目的としない

医薬品

改訂箇所 改訂内容

ドブタミン塩酸塩（アンプル）（心エコー図検査に

おける負荷の効能を有する製剤）

心エコー図検査における負荷に用いる場合は、以下の点に注意すること。

緊急時に十分措置できる医療施設において、負荷心エコー図検査に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで実施すること。

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞等があらわれるおそれがあるた

め、蘇生処置ができる準備を行い実施すること。負荷試験中は、心電図、

血圧等の継続した監視を行い、患者の状態を注意深く観察すること。ま

た、重篤な胸痛、不整脈、高血圧又は低血圧等が発現し、検査の継続が困

難と判断した場合は、速やかに本剤の投与を中止すること。〔「重大な副

作用」の項参照〕

DSU274 -16-

https://dsu-system.jp/dsu/274/4218/notice/notice_4218_20180918101931.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4248/notice/13406/notice_13406_20181015180427.pdf
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［禁忌］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

新設

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

新設

［慎重投与］ 追記

〈心エコー図検査における負荷〉

急性心筋梗塞後早期の患者〔急性心筋梗塞後早期に実施したドブタミン負

荷試験中に、致死的な心破裂がおきたとの報告がある。〕

不安定狭心症の患者〔陽性変時作用及び陽性変力作用により、症状が悪化

するおそれがある。〕

左冠動脈主幹部狭窄のある患者〔陽性変力作用により、広範囲に心筋虚血

を来すおそれがある。〕

重症心不全の患者〔心不全が悪化するおそれがある。〕

重症の頻拍性不整脈のある患者〔陽性変時作用により、症状が悪化するお

それがある。〕

急性の心膜炎､心筋炎､心内膜炎の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

大動脈解離等の重篤な血管病変のある患者〔状態が悪化するおそれがあ

る。〕

コントロール不良の高血圧症の患者〔陽性変力作用により、過度の昇圧を

来すおそれがある。〕

褐色細胞腫の患者〔カテコールアミンを過剰に産生する腫瘍であるため、

症状が悪化するおそれがある。〕

高度な伝導障害のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

心室充満の障害（収縮性心膜炎、心タンポナーデ等）のある患者〔症状が

悪化するおそれがある。〕

循環血液量減少症の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

〈心エコー図検査における負荷〉

負荷試験前に患者の病歴を確認し、安静時心エコー図検査等により本剤に

よる薬物負荷心エコー図検査が適切と判断される症例についてのみ実施す

ること。

〈心エコー図検査における負荷〉

本剤による負荷終了の目安等を含めた投与方法等については、ガイドライ

ン等、最新の情報を参考にすること。

〈心エコー図検査における負荷〉

重症心臓弁膜症の患者〔陽性変力作用により、血行動態が不安定となり、

心機能が悪化するおそれがある。〕

心膜炎、心筋炎、心内膜炎の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
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［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 新設

［その他の注意］ 削除

ドブタミン点滴静注液「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

ドブトレックス注射液（共和薬品工業）

〈心エコー図検査における負荷〉

負荷試験中に、心停止、心筋梗塞、ストレス心筋症、心室頻拍、心室細動

等の不整脈、並びに急激な血圧の変動等が発現することがあるため、以下

の点に留意すること。

負荷試験を行う検査室には、除細動器を含めた救急備品を準備すること。

負荷試験中に何らかの異常を認めた場合は速やかに訴えるよう患者に指導

すること。

負荷試験中は、心電図、血圧、心拍数及び自他覚症状等の観察を注意深く

行い、負荷試験の継続が困難と判断した場合は、速やかに本剤の投与を中

止し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

〈心エコー図検査における負荷〉

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞：

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞があらわれることがあるので、負

荷試験中は心電図等の継続した監視を行うこと。また、蘇生措置ができる

準備をしておくこと。

ストレス心筋症：

ストレス心筋症があらわれることがあるので、負荷試験中に心室性期外収

縮、ST上昇、壁運動異常（心室基部の過収縮と心尖部広範囲におよぶ収縮

低下）等の異常所見を認めた場合は、速やかに本剤の投与を中止し、適切

な処置を行うこと。

本邦では承認外であるが、外国で急性心筋梗塞後早期に実施したドブタミ

ン負荷試験中に、致死的な心破裂が起きたとの報告がある。

［警告］ 新設

２１１　強心剤

７９９　他に分類されない治療を主目的としない

医薬品

改訂箇所 改訂内容

ドブタミン塩酸塩（キット）（心エコー図検査にお

ける負荷の効能を有する製剤）

心エコー図検査における負荷に用いる場合は、以下の点に注意すること。

緊急時に十分措置できる医療施設において、負荷心エコー図検査に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで実施すること。

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞等があらわれるおそれがあるた

め、蘇生処置ができる準備を行い実施すること。負荷試験中は、心電図、

血圧等の継続した監視を行い、患者の状態を注意深く観察すること。ま

た、重篤な胸痛、不整脈、高血圧又は低血圧等が発現し、検査の継続が困

難と判断した場合は、速やかに本剤の投与を中止すること。〔「重大な副

作用」の項参照〕
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［禁忌］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

新設

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

新設

［慎重投与］ 削除

追記

〈心エコー図検査における負荷〉

急性心筋梗塞後早期の患者〔急性心筋梗塞後早期に実施したドブタミン負

荷試験中に、致死的な心破裂がおきたとの報告がある。〕

不安定狭心症の患者〔陽性変時作用及び陽性変力作用により、症状が悪化

するおそれがある。〕

左冠動脈主幹部狭窄のある患者〔陽性変力作用により、広範囲に心筋虚血

を来すおそれがある。〕

重症心不全の患者〔心不全が悪化するおそれがある。〕

重症の頻拍性不整脈のある患者〔陽性変時作用により、症状が悪化するお

それがある。〕

急性の心膜炎､心筋炎､心内膜炎の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

大動脈解離等の重篤な血管病変のある患者〔状態が悪化するおそれがあ

る。〕

コントロール不良の高血圧症の患者〔陽性変力作用により、過度の昇圧を

来すおそれがある。〕

褐色細胞腫の患者〔カテコールアミンを過剰に産生する腫瘍であるため、

症状が悪化するおそれがある。〕

高度な伝導障害のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

心室充満の障害(収縮性心膜炎、心タンポナーデ等)のある患者〔症状が悪

化するおそれがある。〕

循環血液量減少症の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

〈心エコー図検査における負荷〉

負荷試験前に患者の病歴を確認し、安静時心エコー図検査等により本剤に

よる薬物負荷心エコー図検査が適切と判断される症例についてのみ実施す

ること。

〈心エコー図検査における負荷〉

本剤による負荷終了の目安等を含めた投与方法等については、ガイドライ

ン等、最新の情報を参考にすること。

〔本剤はブドウ糖を含有しているため、血糖値を上昇させるおそれがあ

る。〕

〈心エコー図検査における負荷〉

重症心臓弁膜症の患者〔陽性変力作用により、血行動態が不安定となり、

心機能が悪化するおそれがある。〕

心膜炎、心筋炎、心内膜炎の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
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［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 新設

［その他の注意］ 削除

ドブタミン点滴静注液キット「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

ドブトレックスキット点滴静注用（共和薬品工業）

〈心エコー図検査における負荷〉

負荷試験中に、心停止、心筋梗塞、ストレス心筋症、心室頻拍、心室細動

等の不整脈、並びに急激な血圧の変動等が発現することがあるため、以下

の点に留意すること。

負荷試験を行う検査室には、除細動器を含めた救急備品を準備すること。

負荷試験中に何らかの異常を認めた場合は速やかに訴えるよう患者に指導

すること。

負荷試験中は、心電図、血圧、心拍数及び自他覚症状等の観察を注意深く

行い、負荷試験の継続が困難と判断した場合は、速やかに本剤の投与を中

止し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

〈心エコー図検査における負荷〉

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞：

心停止、心室頻拍、心室細動、心筋梗塞があらわれることがあるので、負

荷試験中は心電図等の継続した監視を行うこと。また、蘇生措置ができる

準備をしておくこと。

ストレス心筋症：

ストレス心筋症があらわれることがあるので、負荷試験中に心室性期外収

縮、ST上昇、壁運動異常（心室基部の過収縮と心尖部広範囲におよぶ収縮

低下）等の異常所見を認めた場合は、速やかに本剤の投与を中止し、適切

な処置を行うこと。

本邦では承認外であるが、外国で急性心筋梗塞後早期に実施したドブタミ

ン負荷試験中に、致死的な心破裂が起きたとの報告がある。

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［高齢者への投与］ 一部改訂

２１３　利尿剤

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

サムスカ錠7.5mg・15mg・顆粒（大塚製薬）  サムスカ錠30mg（大塚製薬）

トルバプタン

〈心不全における体液貯留の場合〉

血清ナトリウム濃度が125mEq/L未満の患者、急激な循環血漿量の減少が好

ましくないと判断される患者、高齢者、血清ナトリウム濃度が正常域内で

高値の患者に投与する場合は、半量(7.5mg)から開始することが望まし

い。（「慎重投与」の項及び「高齢者への投与」の項参照）

 

一般に高齢者では生理機能が低下しており、また、脱水症状を起こしやす

いとされているため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

心不全における体液貯留の場合、高ナトリウム血症発現のおそれがあるの

で高齢者は半量(7.5mg)から開始することが望ましい。（「用法・用量に

関連する使用上の注意」の項参照）
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［併用注意］ 一部改訂

追記

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

アトルバスタチン錠「DSEP」（第一三共エスファ）  アトルバスタチン錠「EE」（エルメッドエーザイ）

アトルバスタチン錠「JG」（日本ジェネリック）  アトルバスタチン錠「KN」（小林化工）

アトルバスタチン錠「Me」（Meファルマ）  アトルバスタチン錠「NP」（ニプロ）

アトルバスタチン錠「NS」（日新製薬：山形＝科研製薬）  アトルバスタチン錠「TCK」（辰巳化学）

アトルバスタチン錠「TSU」（鶴原製薬）  アトルバスタチン錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

アトルバスタチン錠「YD」（陽進堂）  アトルバスタチン錠「ZE」（全星薬品）

アトルバスタチン錠「アメル」（共和薬品工業）  アトルバスタチン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

アトルバスタチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  アトルバスタチン錠「サワイ」（沢井製薬）

アトルバスタチン錠「サンド」（サンド）  アトルバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）

アトルバスタチンOD錠「トーワ」（東和薬品）  アトルバスタチン錠「日医工」（日医工）

アトルバスタチン錠「モチダ」（ニプロファーマ＝持田製薬）  リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

筋肉痛、脱力感､CK(CPK)

上昇、血中及び尿中ミオ

グロビン上昇を特徴と

し、急激な腎機能悪化を

伴う横紋筋融解症があら

われやすいとの報告があ

る。

機序：フィブラート系

薬剤とHMG-CoA還元酵

素阻害剤との副作用誘

発性の相加作用が示唆

されている。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

レテルモビル レテルモビルとの併用に

より本剤の血漿中薬物濃

度が上昇した（Cmax：

2.17倍、AUC0-∞：3.29

倍）との報告がある。

機序：レテルモビルに

よるCYP3Aの阻害、本

剤の肝への取り込み阻

害及び乳癌耐性蛋白

(BCRP)の阻害が考えら

れている。

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

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

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

HMG-CoA還元酵素阻害剤

との併用により筋肉痛、

脱力感、CK(CPK)上昇、

血中及び尿中ミオグロビ

ン上昇を特徴とし、急激

な腎機能悪化を伴う横紋

筋融解症があらわれやす

いとの報告がある。

機序：フィブラート系

薬剤とHMG-CoA還元酵

素阻害剤との副作用誘

発性の相加作用が示唆

されている。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者
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［慎重投与］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

リポクリン錠（大日本住友製薬）

クリノフィブラート

HMG–CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）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

HMG-CoA還元酵素阻

害薬（プラバスタチ

ンナトリウム、シン

バスタチン、フルバ

スタチンナトリウム

等）

急激な腎機能悪化を伴う横

紋筋融解症があらわれやす

い。自覚症状（筋肉痛、脱

力感）の発現、CK(CPK)上

昇、血中及び尿中ミオグロ

ビン上昇並びに血清クレア

チニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに投

与を中止すること。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者

［慎重投与］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

クロフィブラートカプセル（ツルハラ）（鶴原製薬）

クロフィブラート

HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、

フルバスタチンナトリウム等）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

HMG-CoA還元酵素阻

害薬（プラバスタチ

ンナトリウム、シン

バスタチン、フルバ

スタチンナトリウム

等）

急激な腎機能悪化を伴う横

紋筋融解症があらわれやす

い。自覚症状（筋肉痛、脱

力感）の発現、CK(CPK)上

昇、血中及び尿中ミオグロ

ビン上昇並びに血清クレア

チニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに投

与を中止すること。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者
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［慎重投与］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

シンバスタチン錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）  シンバスタチン錠「MED」（沢井製薬）

シンバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  シンバスタチン錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

シンバスタチン錠5mg・10mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬＝旭化成ファーマ）

シンバスタチン錠20mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬）

シンバスタチン錠5mg「YD」（陽進堂＝日本ケミファ＝日本薬品工業）

シンバスタチン錠10mg・20mg「YD」（陽進堂）  シンバスタチン錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

シンバスタチン錠「アメル」（共和薬品工業）

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」（大原薬品工業＝高田製薬＝持田製薬）

シンバスタチン錠10mg・20mg「オーハラ」（大原薬品工業＝持田製薬）

シンバスタチン錠5mg「杏林」（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

シンバスタチン錠10mg「杏林」（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

シンバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）  シンバスタチン錠「日医工」（日医工）

シンバスタチン錠「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）  ラミアン錠（あすか製薬＝武田薬品）

リポザート錠（武田テバファーマ）  リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）を投与中の患者〔横紋筋融解

症があらわれやすい。（「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

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

急激な腎機能悪化を伴う

横紋筋融解症があらわれ

やすい。併用を必要とす

る場合には、本剤の投与

量は10mg／日を超えない

こと。〔自覚症状（筋肉

痛、脱力感）の発現、

CK(CPK)上昇、血中及び

尿中ミオグロビン上昇並

びに血清クレアチニン上

昇等の腎機能の悪化を認

めた場合は直ちに投与を

中止すること。〕

これらの薬剤も横紋筋

融解症が知られてい

る。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

ピタバスタチンカルシウム水和物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

急激な腎機能悪化を伴う

横紋筋融解症があらわれ

やすい。自覚症状（筋肉

痛、脱力感）の発現、

CK(CPK)上昇、血中及び

尿中ミオグロビン上昇並

びに血清クレアチニン上

昇等の腎機能の悪化を認

めた場合は直ちに投与を

中止すること。

両剤とも横紋筋融解症

が報告されている。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者
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ピタバスタチンCa錠「DK」（大興製薬）  ピタバスタチンCa錠「EE」（エルメッドエーザイ）

ピタバスタチンCa錠「FFP」（富士フイルムファーマ）  ピタバスタチンCa錠「JG」（日本ジェネリック）

ピタバスタチンCa・OD錠「JG」（ダイト＝日本ジェネリック）  ピタバスタチンCa錠「MEEK」（小林化工）

ピタバスタチンCa・OD錠「MEEK」（小林化工）  ピタバスタチンCa錠「NP」（ニプロ）

ピタバスタチンCa錠「TCK」（辰巳化学）  ピタバスタチンCa錠「YD」（陽進堂＝共創未来ファーマ）

ピタバスタチンCa錠「アメル」（共和薬品工業）  ピタバスタチンCa錠「科研」（ダイト＝科研製薬）

ピタバスタチンCa錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ピタバスタチンCa・OD錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

ピタバスタチンCa錠「ケミファ」（日本ケミファ）  ピタバスタチンCa錠「サワイ」（沢井製薬）

ピタバスタチンCa・OD錠「サワイ」（沢井製薬）  ピタバスタチンCa錠「サンド」（サンド）

ピタバスタチンCa錠「三和」（三和化学）  ピタバスタチンCa錠「タカタ」（高田製薬）

ピタバスタチンCa錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ピタバスタチンCa錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）  ピタバスタチンCa錠「日新」（日新製薬：山形）

ピタバスタチンCa錠「ファイザー」（ファイザー）

ピタバスタチンCa・OD錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

ピタバスタチンCa錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  ピタバスタチンCa・OD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

ピタバスタチンカルシウム錠「KOG」（テイカ製薬＝興和創薬）  ピタバスタチンカルシウム錠「KO」（寿製薬）

ピタバスタチンカルシウム錠「ZE」（全星薬品）  ピタバスタチンカルシウム錠「テバ」（武田テバファーマ）

ピタバスタチンカルシウム錠「日医工」（日医工）  ピタバスタチンカルシウムOD錠「日医工」（日医工）

ピタバスタチンカルシウム錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

リバロ錠（興和＝興和創薬）  リバロOD錠（興和＝興和創薬）

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）  フェノフィブラートカプセル「KTB」（寿製薬）

フェノフィブラート錠「武田テバ」（武田テバファーマ）  リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

HMG-CoA還元酵素阻

害薬（プラバスタチ

ンナトリウム、シン

バスタチン、フルバ

スタチンナトリウム

等）

急激な腎機能悪化を伴う横

紋筋融解症があらわれやす

い。自覚症状（筋肉痛、脱

力感）の発現、CK(CPK)上

昇、血中及び尿中ミオグロ

ビン上昇並びに血清クレア

チニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに投

与を中止すること。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

プラバスタチンナトリウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

急激な腎機能悪化を伴う

横紋筋融解症があらわれ

やすい。〔自覚症状（筋

肉痛、脱力感）の発現、

CK(CPK)上昇、血中及び

尿中ミオグロビン上昇を

認めた場合は直ちに投与

を中止すること。〕

両剤とも単独投与によ

り横紋筋融解症が報告

されている。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14269/notice_14269_20181015143709.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14270/notice_14270_20181018205518.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14271/notice_14271_20181016152716.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14272/notice_14272_20181023170343.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14262/notice_14262_20181017144851.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14273/notice_14273_20181013152552.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14263/notice_14263_20181013152532.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14274/notice_14274_20181017164126.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14275/notice_14275_20181015143124.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14277/notice_14277_20181019101104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14289/notice_14289_20181016142856.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14288/notice_14288_20181016083838.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14268/notice_14268_20181016083849.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14278/notice_14278_20181022174742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14279/notice_14279_20181023141501.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14264/notice_14264_20181023141527.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14280/notice_14280_20181018135544.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14285/notice_14285_20181015143632.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14281/notice_14281_20181017101552.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14282/notice_14282_20181016161911.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14283/notice_14283_20181019104507.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14265/notice_14265_20181019104713.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14286/notice_14286_20181022112809.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14284/notice_14284_20181018133924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14266/notice_14266_20181016172820.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14287/notice_14287_20181016150828.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14267/notice_14267_20181016150838.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14291/notice_14291_20181016150922.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14292/notice_14292_20181015081307.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14293/notice_14293_20181015092508.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14294/notice_14294_20181016150048.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14296/notice_14296_20181023115019.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14290/notice_14290_20181023115038.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14295/notice_14295_20181016150926.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/notice_4503_20181025141242.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4503/notice/14297/notice_14297_20181025141304.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4427/notice/14046/notice_14046_20181016153038.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4427/notice/14047/notice_14047_20181015081329.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4427/notice/14048/notice_14048_20181016150221.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4427/notice/notice_4427_20181015131633.pdf


プラバスタチンNa錠「CMX」（ケミックス）  プラバスタチンNa錠「EE」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）

プラバスタチンNa錠「KN」（小林化工）  プラバスタチンNa錠「MED」（メディサ新薬＝沢井製薬）

プラバスタチンNa錠「Me」（MeijiSeikaファルマ＝Meファルマ）  プラバスタチンNa錠「NS」（日新製薬：山形＝科研製薬）

プラバスタチンNa錠「TCK」（辰巳化学＝富士フイルムファーマ）  プラバスタチンNa錠「アメル」（共和薬品工業）

プラバスタチンNa錠「オーハラ」（大原薬品工業）  プラバスタチンNa錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

プラバスタチンNa錠「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）  プラバスタチンNa錠「サワイ」（沢井製薬）

プラバスタチンNa錠「チョーセイ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

プラバスタチンNa錠「テバ」（武田テバファーマ）  プラバスタチンNa錠「トーワ」（東和薬品）

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）  プラバスタチンNa塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

プラバスタチンナトリウム錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

プラバスタチンナトリウム錠「NP」（ニプロ）  プラバスタチンナトリウム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

プラバスタチンナトリウム錠「日医工」（日医工）  プラバスタチンナトリウム錠「陽進」（陽進堂）

プラバスタチンナトリウム塩錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

メバトルテ細粒・錠（武田テバ薬品＝アルフレッサファーマ＝武田テバファーマ）

メバリリン錠（ケミックス）  メバレクト錠（東菱薬品工業＝サンド）

メバロチン錠・細粒（第一三共）

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

フルバスタチン錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）  フルバスタチン錠「サワイ」（沢井製薬）

フルバスタチン錠「三和」（シオノケミカル＝三和化学）  フルバスタチン錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

ローコール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

フルバスタチンナトリウム

フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）を投与中の患者（「相互作

用」の項参照）

近位筋脱力、CK(CPK)高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元

酵素(HMGCR)抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあら

われ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分

に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例

がある。（「副作用 重大な副作用」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

急激な腎機能悪化を伴う

横紋筋融解症があらわれ

るおそれがある。自覚症

状（筋肉痛、脱力感）の

発現、CK(CPK)上昇、血

中及び尿中ミオグロビン

上昇並びに血清クレアチ

ニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに

投与を中止すること。

共に横紋筋融解症の報

告がある。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者

免疫介在性壊死性ミオパチー：

免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に

行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

DSU274 -25-

https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14090/notice_14090_20181015091339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14091/notice_14091_20181022181712.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14092/notice_14092_20181013152452.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14093/notice_14093_20181015143722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14094/notice_14094_20181015152343.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14095/notice_14095_20181022113015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14096/notice_14096_20181015152053.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14097/notice_14097_20181019101333.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14098/notice_14098_20181023125938.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14105/notice_14105_20181016083910.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14099/notice_14099_20181017093524.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14100/notice_14100_20181023140637.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14101/notice_14101_20181019142715.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14102/notice_14102_20181016150251.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14103/notice_14103_20181019104552.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14104/notice_14104_20181015151322.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14089/notice_14089_20181015083428.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14107/notice_14107_20181023115755.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14108/notice_14108_20181017164044.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14109/notice_14109_20181016161927.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14110/notice_14110_20181023115100.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14106/notice_14106_20181016172837.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14112/notice_14112_20181016151522.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14113/notice_14113_20181015091514.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/14114/notice_14114_20181024133620.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4485/notice/notice_4485_20181016180859.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4314/notice/14301/notice_14301_20181022160119.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4314/notice/14302/notice_14302_20181023142305.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4314/notice/14304/notice_14304_20181018115033.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4314/notice/14303/notice_14303_20181016150326.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4314/notice/notice_4314_20181017153803.pdf


［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

ベザトールSR錠（キッセイ薬品）  ベザフィブラート徐放錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ベザフィブラート徐放錠「ZE」（全星薬品）  ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」（沢井製薬）

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」（沢井製薬＝扶桑薬品）  ベザフィブラート徐放錠「トーワ」（東和薬品）

ベザフィブラートSR錠「日医工」（日医工）  ベザレックスSR錠（メディサ新薬＝アルフレッサファーマ）

ベスタリットL錠（武田テバファーマ）  ミデナールL錠（シオノケミカル＝ファイザー）

ベザフィブラート

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

HMG-CoA還元酵素阻

害薬（プラバスタチ

ンナトリウム、シン

バスタチン、フルバ

スタチンナトリウム

等）

急激な腎機能悪化を伴う横

紋筋融解症があらわれやす

い。自覚症状（筋肉痛、脱

力感）の発現、CK(CPK)上

昇、血中及び尿中ミオグロ

ビン上昇並びに血清クレア

チニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに投

与を中止すること。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者

［併用注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

パルモディア錠（興和＝興和創薬）

ペマフィブラート

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

HMG-CoA還元酵素阻

害薬（プラバスタチ

ンナトリウム、シン

バスタチン、フルバ

スタチンナトリウム

等）

急激な腎機能悪化を伴う横

紋筋融解症があらわれやす

い。自覚症状（筋肉痛、脱

力感）の発現、CK(CPK)上

昇、血中及び尿中ミオグロ

ビン上昇並びに血清クレア

チニン上昇等の腎機能の悪

化を認めた場合は直ちに投

与を中止すること。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者
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https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/notice_4374_20181017115026.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14212/notice_14212_20181019142738.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14213/notice_14213_20181015092523.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14209/notice_14209_20181023141814.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14210/notice_14210_20181023141916.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14214/notice_14214_20181019104512.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14211/notice_14211_20181023115233.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14215/notice_14215_20181015143732.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14216/notice_14216_20181016150409.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4374/notice/14217/notice_14217_20181018114849.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/274/4508/notice/notice_4508_20181025141323.pdf


［併用注意］ 一部改訂

追記

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチン錠「EE」（エルメッドエーザイ）  ロスバスタチンOD錠「EE」（エルメッドエーザイ）

ロスバスタチン錠「JG」（日本ジェネリック）  ロスバスタチンOD錠「JG」（日本ジェネリック）

ロスバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  ロスバスタチンOD錠「MEEK」（小林化工）

ロスバスタチン錠「TCK」（辰巳化学）  ロスバスタチンOD錠「TCK」（辰巳化学＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠・OD錠「YD」（陽進堂）  ロスバスタチン錠・OD錠「アメル」（共和薬品工業）

ロスバスタチン錠「オーハラ」（大原薬品工業）  ロスバスタチンOD錠「オーハラ」（大原薬品工業）

ロスバスタチン錠・OD錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「共創未来」（共創未来ファーマ）

ロスバスタチン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ロスバスタチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロスバスタチンOD錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  ロスバスタチン錠・OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ロスバスタチン錠「サンド」（サンド）  ロスバスタチン錠「三和」（三和化学）

ロスバスタチンOD錠「三和」（三和化学）  ロスバスタチン錠「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）

ロスバスタチン錠・OD錠「タカタ」（高田製薬）

ロスバスタチン錠「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ロスバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）

ロスバスタチンOD錠「トーワ」（東和薬品）  ロスバスタチン錠「日医工」（日医工）

ロスバスタチンOD錠「日医工」（日医工）  ロスバスタチン錠「日新」（日新製薬：山形）

ロスバスタチン錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）  ロスバスタチンOD錠「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

ロスバスタチン錠「ファイザー」（ファイザー）  ロスバスタチン錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）

ロスバスタチンカルシウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート

系薬剤（ベザ

フィブラート

等）

フェノフィブラートとの併用にお

いては、いずれの薬剤の血中濃度

にも影響はみられていない。しか

し一般に、HMG-CoA還元酵素阻害

剤との併用で、筋肉痛、脱力感、

CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオ

グロビン上昇を特徴とし、急激な

腎機能悪化を伴う横紋筋融解症が

あらわれやすい。

両剤共に横紋筋融解

症の報告がある。

危険因子：腎機能に

関する臨床検査値に

異常が認められる患

者

ロピナビル・

リトナビル、

アタザナビ

ル/リトナビ

ル、ダルナビ

ル/リトナビ

ル、グレカプ

レビル・ピブ

レンタスビル

本剤とロピナビル・リトナビルを

併用したとき本剤のAUCが約2倍、

Cmaxが約5倍、アタザナビル及び

リトナビル両剤と本剤を併用した

とき本剤のAUCが約3倍、Cmaxが7

倍、ダルナビル及びリトナビル両

剤と本剤を併用したとき本剤のAUC

が約1.5倍、Cmaxが約2.4倍上昇し

たとの報告がある。また本剤とグ

レカプレビル・ピブレンタスビル

を併用したとき、本剤のAUCが約

2.2倍、Cmaxが約5.6倍上昇したと

の報告がある。

左記薬剤がOATP1B1

及びBCRPの機能を阻

害する可能性があ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グラゾプレビ

ル/エルバス

ビル

本剤とグラゾプレビル及びエルバ

スビルを併用したとき、本剤の

AUCが約2.3倍、Cmaxが約5.5倍上

昇したとの報告がある。

左記薬剤がBCRPの機

能を阻害する可能性

がある。
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［併用注意］ 一部改訂

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

（アトルバスタチン）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィブラート系薬剤

（ベザフィブラート

等）

筋肉痛、脱力感､CK(CPK)

上昇、血中及び尿中ミオ

グロビン上昇を特徴と

し、急激な腎機能悪化を

伴う横紋筋融解症があら

われやすいとの報告があ

る。

機序：フィブラート系

薬剤とHMG-CoA還元酵

素阻害剤との副作用誘

発性の相加作用が示唆

されている。

危険因子：腎機能に関

する臨床検査値に異常

が認められる患者

（アトルバスタチン）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

レテルモビル

 

レテルモビルとの併用に

よりアトルバスタチンの

血漿中薬物濃度が上昇し

た(Cmax：2.17倍､AUC0-∞

：3.29倍)との報告があ

る。

機序：レテルモビルに

よるCYP3Aの阻害、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)の阻

害が考えられている。

［過量投与］ 一部改訂

２３１　止しゃ剤、整腸剤

改訂箇所 改訂内容

カグダリンカプセル（寿製薬）  ロスポリア錠（日医工＝あすか製薬＝武田薬品）

ロペカルドカプセル（シオノケミカル）  ロペナカプセル（堀井薬品工業＝ファイザー）

ロペミン細粒・カプセル（ヤンセンファーマ）  ロペミン小児用細粒（ヤンセンファーマ）

ロペラミド錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ）

ロペラミド塩酸塩カプセル「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロペラミド塩酸塩カプセル「TCK」（辰巳化学）  ロペラミド塩酸塩カプセル「サワイ」（沢井製薬）

ロペラミド塩酸塩カプセル「タイヨー」（武田テバファーマ）  ロペラミド塩酸塩細粒小児用「タイヨー」（武田テバファーマ）

ロペラミド塩酸塩カプセル・細粒「フソー」（ダイト＝扶桑薬品）

ロペラミド塩酸塩

徴候、症状：

外国で、過量投与により昏睡、呼吸抑制、縮瞳、協調異常、筋緊張低下、

傾眠、尿閉等の中毒症状が報告されている。また、腸管壊死に至る麻痺性

イレウスにより死亡に至った例、QT延長、Torsade de Pointesを含む重篤

な心室性不整脈が報告されている。
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［取扱い上の注意］ 追記

３９２　解毒剤

改訂箇所 改訂内容

炭酸水素Na静注バッグ「フソー」（扶桑薬品）

炭酸水素ナトリウム（バッグ）（扶桑薬品製品）

製品の安定性を保持するためガスバリアーフィルムで包装しているので、

外袋は使用直前まで開封しないこと。

外袋の内面に水滴が認められた場合は使用しないこと。

本品の容器は柔らかなプラスチック製であるため、鋭利なもの等で傷をつ

けたり、強い衝撃を与えたりしないこと。液漏れの原因となる。

［重要な基本的注意］ 追記

３９２　解毒剤

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

アイソボリン点滴静注用（ファイザー）  レボホリナート点滴静注用「NK」（高田製薬＝日本化薬）

レボホリナート点滴静注用「NP」（ニプロ）

レボホリナート点滴静注用「オーハラ」（大原薬品工業＝第一三共エスファ）

レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」（ヤクルト）

レボホリナートカルシウム（小腸癌の効能を有する

製剤）

小腸癌に本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：レボホリ

ナートカルシウム（小腸癌）」等）を熟読すること。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

削除

［副作用］ 追記

［高齢者への投与］ 一部改訂

３９５　酵素製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

マイオザイム点滴静注用（サノフィ）

アルグルコシダーゼアルファ（遺伝子組換え）

成人型糖原病Ⅱ型患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していな

い。

特定使用成績調査（全例調査）では、安全性集計対象症例92例中33例

(35.9%)に副作用（臨床検査値異常変動を含む）が認められた。主な副作

用は、蕁麻疹17例(18.5%)、発熱5例(5.4%)、咳嗽、喘鳴、紅斑、発疹各4

例(4.3%)、血圧低下、酸素飽和度低下各3例(3.3%)、喘息、下痢、そう痒

症各2例(2.2%)であった。〔再審査終了時〕

高齢者では生理機能が低下しているので、副作用の発現に特に注意し、慎

重に投与する。高齢者に対する安全性は確立していない（使用経験が少な

い）。

［慎重投与］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

イプラグリフロジンL-プロリン

他の糖尿病用薬（特に、インスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型イ

ンスリン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬）を投与中の患者〔併用によ

り低血糖を起こすおそれがある。（「重要な基本的注意」、「相互作

用」、「副作用」及び「臨床成績」の項参照）〕
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［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

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬＝MSD）

本剤の使用にあたっては、患者に対し低血糖症状及びその対処方法につい

て十分説明すること。特に、インスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効

型インスリン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬と併用する場合、低血糖

のリスクが増加するおそれがある。インスリン製剤、スルホニルウレア

剤、速効型インスリン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬と併用する場合

には、これらの薬剤による低血糖のリスクを軽減するため、これらの薬

剤の減量を検討すること。（「相互作用」、「副作用」及び「臨床成績」

の項参照）

本剤とインスリン製剤、GLP-1受容体作動薬との併用における有効性及び

安全性は検討されていない。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

糖尿病用薬

（インスリン

製剤、スルホ

ニルウレア剤､

チアゾリジン

系薬剤、ビグ

アナイド系薬

剤、α-グルコ

シダーゼ阻害

剤、速効型イ

ンスリン分泌

促進剤、GLP-1

受容体作動薬､

DPP-4阻害剤

等）

糖尿病用薬との併用時には、低血糖

の発現に注意すること。特に、イン

スリン製剤、スルホニルウレア剤、

速効型インスリン分泌促進剤又は

GLP-1受容体作動薬と併用する場合､

低血糖のリスクが増加するおそれが

ある。これらの薬剤による低血糖の

リスクを軽減するため、これらの薬

剤の減量を検討すること。低血糖症

状が認められた場合には、糖質を含

む食品を摂取するなど適切な処置を

行うこと。α-グルコシダーゼ阻害

剤との併用により低血糖症状が認め

られた場合には、ブドウ糖を投与す

ること。

糖尿病用薬（特

に、インスリン製

剤、スルホニルウ

レア剤、速効型イ

ンスリン分泌促進

剤又はGLP-1受容

体作動薬）との併

用時には、本剤の

血糖コントロール

改善により、低血

糖のリスクが増加

するおそれがあ

る。

低血糖：

他の糖尿病用薬（特にインスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型イン

スリン分泌促進剤又はGLP-1受容体作動薬）との併用で低血糖があらわれ

ることがある。また、他の糖尿病用薬と併用しない場合も低血糖が報告さ

れている。低血糖症状が認められた場合には、糖質を含む食品を摂取する

など適切な処置を行うこと。ただし、α-グルコシダーゼ阻害剤との併用

により低血糖症状が認められた場合にはブドウ糖を投与すること。（「重

要な基本的注意」及び「臨床成績」の項参照）

［慎重投与］ 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

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ（ノバルティスファーマ＝マルホ）

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

炎症性腸疾患の患者〔症状を悪化させるおそれがある。また活動期にある

クローン病の患者を対象とした海外臨床試験において、プラセボ群に比べ

て本剤群においてクローン病の症状が悪化する傾向がみられている。炎症

性腸疾患の患者に投与する場合は観察を十分に行うこと。〕（「副作用

重大な副作用」の項参照）
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［その他の副作用］ 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

ゼルヤンツ錠（ファイザー）

トファシチニブクエン酸塩

発現部位 副　作　用

免疫系障害 過敏症（蕁麻疹、血管浮腫等）

［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］ 追記

［適用上の注意］ 一部改訂

４２１　アルキル化剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

ブスルフェクス点滴静注用（大塚製薬）

ブスルファン（注射剤）

シクロホスファミド、メルファラン又はフルダラビンとの併用以外での有

効性及び安全性は確立されていない。（「臨床成績」の項参照）

本剤をB法で使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認

薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：ブスルファン

（新用法・用量の追加）」等）を熟読すること。

投与速度：

本剤の投与においては希釈調製された全量が1回2時間（A法及びC法）又は

1回3時間（B法）で投与されるよう、持続注入ポンプを用いて点滴静脈注

射すること（急速静脈内投与を行わないこと）。

［重要な基本的注意］ 追記

４２２　代謝拮抗剤

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

5-FU注（協和発酵キリン）

フルオロウラシル（小腸癌の効能を有する製剤）

小腸癌に本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承

認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書：フルオロウ

ラシル（小腸癌）」等）を熟読すること。

［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

注射用メソトレキセート50mg（ファイザー）

メトトレキサート（注射剤50mg）

メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法において副作用集計対象と

なった1,854例中、1,077例(58.1%)に臨床検査値異常を含む副作用が認め

られた。その主なものは嘔気・嘔吐(27.6%)、白血球減少(24.7%)、食欲不

振(20.0%)、貧血(11.2%)等であった。〔再審査終了時の集計〕
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［適用上の注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

エルプラット点滴静注液（ヤクルト）  オキサリプラチン点滴静注液「DSEP」（第一三共エスファ）

オキサリプラチン点滴静注液「NK」（日本化薬）  オキサリプラチン点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）

オキサリプラチン点滴静注液「ニプロ」（ニプロ）

オキサリプラチン（小腸癌の効能を有する製剤）

本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し、250〜500mLとして、静脈内に点滴投与

する。

治癒切除不能な進行・再発の胃癌、小腸癌に本剤を使用する際には、関連

文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請へ

の該当性に係る報告書」等）を熟読すること。

調製時：

本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し、250〜500mLとする。

［適用上の注意］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ダラザレックス点滴静注（ヤンセンファーマ）

ダラツムマブ（遺伝子組換え）

本剤の希釈液を投与する際は、パイロジェンフリー（エンドトキシンフ

リー）で蛋白結合性の低いポリエーテルスルホン、ポリスルホン製のイン

ラインフィルター（ポアサイズ0.22μm又は0.2μm）を用いて投与するこ

と。また、ポリウレタン、ポリブタジエン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピ

レン又はポリエチレン製で輸液ポンプを備えた投与セットを用いること。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

削除

追記

［慎重投与］ 一部改訂

［副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

本剤の手術の補助化学療法としての有効性及び安全性は確立していない。

HER2陽性の早期乳癌の術後患者のうち、再発リスクの低い患者（リンパ節

転移のない患者）における本剤の有効性及び安全性は確立していないこと

から、再発リスクが高い患者を対象とすること。

アントラサイクリン系薬剤を投与中の患者又はその投与歴のある患者〔心

不全等の心障害があらわれるおそれがある。〕

HER2陽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

（CLEOPATRA試験）でドセタキセル水和物、トラスツズマブ及び本剤が併

用投与された407例（日本人26例を含む）において、副作用が396例

(97.3%)に認められた。主な副作用は、下痢236例(58.0%)、脱毛症232例

(57.0%)、倦怠感212例(52.1%)、好中球減少症207例(50.9%)、悪心149例

(36.6%)、爪の異常145例(35.6%)、ニューロパチー126例(31.0%)、発疹125

例(30.7%)等であった。〔承認時〕
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追記

［重大な副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

企業報告

パージェタ点滴静注（中外製薬）

HER2陽性の早期乳癌の術後患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験

（APHINITY試験）で、本剤及びトラスツズマブが投与された2,364例（日

本人147例を含む）において、副作用が1,538例(65.1%)に認められた。主

な副作用は、下痢780例(33.0%)、発疹346例(14.6%)、疲労280例(11.8%)、

悪心206例(8.7%)、筋骨格痛166例(7.0%)、爪の障害165例(7.0%)、好中球

減少症157例(6.6%)、口内炎141例(6.0%)等であった。〔効能・効果及び用

法・用量追加承認時〕

腫瘍崩壊症候群：

腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機

能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた

場合には投与を中止し、適切な処置（生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の

投与、透析等）を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に

観察すること。

発現部位 副　作　用

精神神経系

末梢性ニューロパチー（末梢性感覚ニューロパチー等）、

味覚異常、頭痛、錯感覚、浮動性めまい、不眠症、感覚鈍

麻、神経毒性

消化器

下痢、悪心、口内炎、食欲減退、嘔吐、腹痛、便秘、消化

不良、口内乾燥、胃食道逆流性疾患、腹部膨満、嚥下障

害、胃腸炎、口唇炎、肛門の炎症、肛門出血、肛門周囲

痛、肛門瘙痒症

循環器
駆出率減少、ほてり、心不全、動悸、高血圧、頻脈、左室

機能不全、静脈炎、うっ血性心不全

呼吸器
鼻出血、上気道感染（鼻咽頭炎等）、呼吸困難、咳嗽、鼻

漏、鼻乾燥、口腔咽頭痛、胸水、発声障害

皮　膚

発疹、脱毛症、爪の障害、瘙痒症、皮膚乾燥、皮膚炎、手

掌・足底発赤知覚不全症候群、爪感染（爪囲炎等）、紅

斑、皮膚色素過剰、ざ瘡

肝　臓 ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加

血　液
貧血、血小板減少症、血小板数減少、ヘモグロビン減少､

リンパ球減少症

その他

疲労、筋骨格痛（筋肉痛等）、無力症、浮腫（末梢性浮

腫、全身性浮腫、限局性浮腫）、粘膜障害（粘膜の炎症

等）、関節痛、発熱、筋痙縮、四肢痛、注入に伴う反応､

体重減少、悪寒、背部痛、低マグネシウム血症、疼痛、低

カリウム血症、胸痛、尿路感染、倦怠感、カンジダ感染､

インフルエンザ様疾患、筋力低下、月経障害、体重増加、

胸部不快感、注射部位反応、蜂巣炎、ヘルペスウイルス感

染、体液貯留、熱感、リンパ浮腫
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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

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

肺転移を有する患者〔気胸が発現するおそれがある。「重大な副作用」の

項参照〕

［副作用］ 追記

６１４　主としてグラム陽性菌、マイコプラズマ

に作用するもの

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ジスロマック錠250mg（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（錠剤250mg）（ジスロマッ

ク）

市販後の骨盤内炎症性疾患患者に対する使用成績調査における安全性評価

対象例98例中、11例(11.22%)に副作用又は臨床検査値異常が認められた。

主な副作用又は臨床検査値異常は、下痢(8.16%)、肝機能検査異常(2.04%)

等であった。〔再審査終了時〕

［副作用］ 追記

６１４　主としてグラム陽性菌、マイコプラズマ

に作用するもの

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ジスロマック点滴静注用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（注射剤）

本剤の市販後の肺炎及び骨盤内炎症性疾患患者における使用成績調査（ア

ジスロマイシン経口剤へのスイッチ療法を含む）400例において、39例

(9.75%)に副作用又は臨床検査値異常が認められた。

主な副作用又は臨床検査値異常は、下痢(3.75%)、肝機能検査異常(2.75%)

等であった。〔再審査終了時〕
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［併用注意］ 削除

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチ

ア、クラミジアに作用するもの

改訂箇所 改訂内容

クロロマイセチン錠（第一三共）

クロラムフェニコール（経口剤）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

トルブタミド、スル

ホンアミド系［経口

血糖降下薬（グリブ

ゾール等）］

経口血糖降下薬、インスリ

ン製剤の血糖降下作用を増

強させることがあるので、

併用する場合には、血糖値

その他患者の状態を十分観

察しながら投与すること。

本剤がこれらの肝薬

物代謝酵素を阻害す

ると考えられてい

る。

［併用注意］ 削除

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチ

ア、クラミジアに作用するもの

改訂箇所 改訂内容

クロロマイセチンサクシネート静注用（第一三共）

クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

トルブタミド、スル

ホンアミド系［経口

血糖降下薬（グリブ

ゾール等）］

経口血糖降下薬、インスリ

ン製剤の血糖降下作用を増

強させることがあるので、

併用する場合には、血糖値

その他患者の状態を十分観

察しながら投与すること。

本剤がこれらの肝薬

物代謝酵素を阻害す

ると考えられてい

る。

［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

〈参考〉 Zash,R.,et al.:N.Engl.J.Med. 2018;379(10):979-981

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

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が、妊娠初期は投与しないことが

望ましい。妊娠可能な女性には、本剤投与開始前に妊娠検査や問診などに

より妊娠していないことを確認すること。また、本剤投与期間中及び投与

終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。〔妊娠中の投

与に関する安全性は確立していない。海外で進行中の観察研究において、

無脳症や二分脊椎などの神経管閉鎖障害が、受胎前からドルテグラビル含

有製剤を服用していた妊婦から生まれた児426例中4例(0.94%)に報告され

ており、ドルテグラビルを含まない抗HIV薬を服用していた妊婦から生ま

れた児11300例中14例(0.12%)に報告されている。動物試験（ラット）で胎

盤移行が認められている。〕
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［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

〈参考〉 Zash,R.,et al.:N.Engl.J.Med. 2018;379(10):979-981

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

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が、妊娠初期は投与しないことが

望ましい。妊娠可能な女性には、本剤投与開始前に妊娠検査や問診などに

より妊娠していないことを確認すること。また、本剤投与期間中及び投与

終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。〔妊娠中の投

与に関する安全性は確立していない。海外で進行中の観察研究において、

無脳症や二分脊椎などの神経管閉鎖障害が、受胎前からドルテグラビル含

有製剤を服用していた妊婦から生まれた児426例中4例(0.94%)に報告され

ており、ドルテグラビルを含まない抗HIV薬を服用していた妊婦から生ま

れた児11300例中14例(0.12%)に報告されている。また、動物実験において

ドルテグラビル、アバカビル及びラミブジンに関して次のことが報告され

ている。

ドルテグラビル：ラットで胎盤移行が認められている。

アバカビル：動物において、アバカビル又はその代謝物は胎盤通過性であ

ることが示されている。また、動物（ラットのみ）において、アバカビル

の500mg/kg/日又はそれ以上の投与量〔臨床用量におけるヒト全身曝露量

(AUC)の約28倍〕で、胚又は胎児に対する毒性（胎児の浮腫、変異及び奇

形、吸収胚、体重減少、死産の増加）が認められたとの報告がある。

ラミブジン：ラミブジンはヒト胎盤を通過する。出生児の血清中ラミブジ

ン濃度は、分娩時の母親の血清中及び臍帯血中濃度と同じであることが報

告されている。なお、動物実験（ウサギ）で胎児毒性（早期の胚死亡数の

増加）が報告されている。

アバカビル/ラミブジン共通：ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤(NRTI)を

子宮内曝露又は周産期曝露された新生児及び乳児において、ミトコンドリ

ア障害によると考えられる軽微で一過性の血清乳酸値の上昇が報告されて

いる。また、非常にまれに発育遅延、てんかん様発作、他の神経疾患も報

告されている。しかしながら、これら事象とNRTIの子宮内曝露、周産期曝

露との関連性は確立していない。〕

［併用注意］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ノービア錠（アッヴィ）  ノービア内用液（アッヴィ）

リトナビル

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

イブルチニブ イブルチニブの血中濃度が上昇

し、副作用が増強されるおそれが

ある。本剤からCYP3A阻害作用のな

い薬剤への代替を考慮すること。

やむを得ず併用する際には、イブ

ルチニブの減量を考慮するととも

に、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。

本剤がCYP3Aにおけ

るこれら薬剤の代謝

を競合的に阻害する

ためと考えられてい

る。
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［併用注意］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

カレトラ配合錠（アッヴィ）  カレトラ配合内用液（アッヴィ）

ロピナビル・リトナビル

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

イブルチニブ イブルチニブの血中濃度が上昇

し、副作用が増強されるおそれが

ある。本剤からCYP3A阻害作用のな

い薬剤への代替を考慮すること。

やむを得ず併用する際には、イブ

ルチニブの減量を考慮するととも

に、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。

本剤がCYP3Aによる

これら薬剤の代謝を

競合的に阻害するた

め。

［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「KMB」（20mL製剤）（KMバイオロジクス＝アステラス製薬）

献血アルブミン20「KMB」（50mL製剤）（KMバイオロジクス＝アルフレッサファーマ＝アステラス製薬）

献血アルブミン25「KMB」（KMバイオロジクス＝アルフレッサファーマ＝アステラス製薬）

人血清アルブミン（KMバイオロジクス製品）

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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

アンスロビンP注射用（KMバイオロジクス＝CSLベーリング）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ（アンスロビン）

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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。

［その他の注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

ヘムライブラ皮下注（中外製薬）

エミシズマブ（遺伝子組換え）

臨床試験において、抗エミシズマブ抗体の産生が141例中4例(2.8%)に報告

されている。また、抗エミシズマブ抗体の産生が確認され、効果の減弱を

認めた症例も報告されている。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

注射用アナクトC（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ）

乾燥濃縮人活性化プロテインC

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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。

〔使用成績調査〕

〈電撃性紫斑病〉

使用成績調査において、24例中6例(25%)に副作用13件が発現した。発現し

た副作用は、貧血、低ナトリウム血症、出血、紫斑、電撃性紫斑病、血

尿、腎出血、発熱、血中クロール増加、血中ナトリウム増加、血中尿素増

加、C-反応性蛋白増加、硬膜外血腫各1件(4.2%)であった。〔再審査終了

時〕

［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

ガンマーグロブリン筋注「KMB」（KMバイオロジクス＝アルフレッサファーマ）

人免疫グロブリン（KMバイオロジクス製品）

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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

献血ベニロン-I静注用（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ）

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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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［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

献血グロブリン注射用「KMB」（KMバイオロジクス＝アルフレッサファーマ）

乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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

コンファクトF注射用（KMバイオロジクス＝アステラス製薬）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子（コンファクト）

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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

ノバクトM静注用（KMバイオロジクス＝アステラス製薬）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子（ノバクト）

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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

バイクロット配合静注用（KMバイオロジクス）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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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［適用上の注意］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量変更承認に伴う改訂

新鮮凍結血漿-LR「日赤」120（日本赤十字）  新鮮凍結血漿-LR「日赤」240（日本赤十字）

新鮮凍結血漿-LR「日赤」480（日本赤十字）

新鮮凍結人血漿

融解時の注意：

本剤の温度が融解温度に達していること及び完全に融解していることを目

視及び触感等で確認し、不溶物が認められる場合は使用しないこと。

本剤を37℃を超える温度で融解した場合、蛋白変性を起こすことがあるの

で、温度管理を厳重に行うこと。

融解後の注意：

融解後は直ちに使用すること。直ちに使用できない場合は、2〜6℃で保存

し、融解後24時間以内に使用すること。融解後24時間の保存により血液凝

固第Ⅷ因子の活性は約3〜4割低下するが、その他の凝固因子等の活性に大

きな変化は認められない。なお、2〜6℃で保存した本剤の急速大量輸血、

新生児交換輸血等の場合は、体温の低下や血圧低下、不整脈等があらわれ

ることがある。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３９　その他の生物学的製剤

改訂箇所 改訂内容

ヒスタグロビン皮下注用（KMバイオロジクス＝日本臓器製薬）

ヒスタミン加人免疫グロブリン

本剤の成分である人免疫グロブリンの原材料となる国内献血者の血液につ

いては、HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗

体陰性で、かつALT(GPT)値でスクリーニングを実施している。さらに､

HBV、HCV及びHIVについては個別の試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイル

スB19についてはプールした試験血漿で核酸増幅検査(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

７９９　他に分類されない治療を主目的としない

医薬品

改訂箇所 改訂内容

ボルヒール組織接着用（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ＝アステラス製薬）

人フィブリノゲン・人血液凝固第ⅩⅢ因子・アプロ

チニン・トロンビン・塩化カルシウム水和物（ボル

ヒール）

本剤の構成成分である人フィブリノゲン、人血液凝固第ⅩⅢ因子及びトロ

ンビンの原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗

HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT(GPT)値でスク

リーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについては個別の

試験血漿で、HAV及びヒトパルボウイルスB19についてはプールした試験血

漿で核酸増幅検査(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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［併用禁忌］ 一部改訂

８２１　合成麻薬

改訂箇所 改訂内容

タペンタ錠（ヤンセンファーマ＝ムンディファーマ）

タペンタドール塩酸塩

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）

心血管系副作用が増強され

るおそれがある。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14日以

内の患者には投与しないこ

と。

相加的に作用が増強

されると考えられ

る。
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