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医薬品情報だより Ｎｏ．１７７１ 平成３０年１２月１２日 

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター薬剤部 医薬品情報管理室 内線４１０４ 

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.274（2018.11）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 2018.12 No.275 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［禁忌］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２５５　痔疾用剤

改訂箇所 改訂内容

ジオン注生食液付（田辺三菱製薬＝ジェイドルフ製薬）

硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（生

食液付）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

アナフィラキシー：

血圧低下、呼吸困難、顔面浮腫、紅潮等が症状としてあらわれることがあ

り、アナフィラキシーショックに至った例も報告されているので、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。

［禁忌］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

２５５　痔疾用剤

改訂箇所 改訂内容

ジオン注無痛化剤付（田辺三菱製薬＝ジェイドルフ製薬）

硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（無

痛化剤付）

本剤の成分又はリドカイン等のアミド型局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴

のある患者

アナフィラキシー：

血圧低下、呼吸困難、顔面浮腫、紅潮等が症状としてあらわれることがあ

り、アナフィラキシーショックに至った例も報告されているので、観察を

十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行う

こと。

［重大な副作用］ 追記

３１１　ビタミンA及びD剤

改訂箇所 改訂内容

カルシトリオール静注液「F」（富士製薬工業）  ロカルトロール注（協和発酵キリン）

カルシトリオール（注射剤）

ショック、アナフィラキシー：

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に

行い、血圧低下、呼吸困難、紅潮等の異常が認められた場合には投与を中

止し、適切な処置を行うこと。

［重大な副反応］ 追記

６３１　ワクチン類

改訂箇所 改訂内容

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝武田薬品）

乾燥弱毒生水痘ワクチン

無菌性髄膜炎：

項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐、意識混濁等があらわれることがあ

る。異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

なお、本剤接種数年後にも、帯状疱疹に伴う無菌性髄膜炎があらわれた症

例が報告されている。
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https://dsu-system.jp/dsu/275/4817/notice/notice_4817_20181127151449.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4818/notice/notice_4818_20181127151613.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4819/notice/notice_4819_20181127133654.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4820/notice/notice_4820_20181128132952.pdf


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

［その他の副作用］ 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

インヴェガ錠（ヤンセンファーマ）

パリペリドン

発現部位 副　作　用

精神障害

統合失調症の悪化、不眠症、精神症状、セルフケア障害、不

安、激越、初期不眠症、睡眠障害、自傷行動、自殺企図、攻

撃性、幻覚、抑うつ症状、落ち着きのなさ、リビドー減退、

悪夢、幻聴、妄想、自殺念慮、自殺既遂、被害妄想、身体妄

想、睡眠時遊行症

［その他の副作用］ 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

ゼプリオン水懸筋注シリンジ（ヤンセンファーマ）

パリペリドンパルミチン酸エステル

発現部位 副　作　用

精神障害

不眠症、精神症状、不安、統合失調症の悪化、攻撃性、幻

聴、妄想、自殺念慮、激越、自殺既遂、抑うつ気分、幻覚、

初期不眠症、被害妄想、落ち着きのなさ、身体妄想、悪夢、

睡眠障害、リビドー減退、セルフケア障害、自傷行為、自殺

企図、睡眠時遊行症

［その他の副作用］ 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

リスペリドン（経口剤）

発現部位 副　作　用

精神障害

不眠症、不安、激越、妄想、うつ病、幻覚、抑うつ症状、躁

病、被害妄想、精神症状、睡眠障害、緊張、自殺企図、錯乱

状態、リビドー亢進、徘徊、リビドー減退、神経過敏、気力

低下、情動鈍麻、無オルガズム症、悪夢、睡眠時遊行症
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https://dsu-system.jp/dsu/275/4603/notice/notice_4603_20181019173024.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4606/notice/notice_4606_20181022111557.pdf


リスパダール錠・細粒（ヤンセンファーマ）  リスパダールOD錠（ヤンセンファーマ）

リスパダール内用液（ヤンセンファーマ）  リスペリドン錠・細粒「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

リスペリドン錠・細粒「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

リスペリドン内用液「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）  リスペリドン錠・細粒「NP」（ニプロ）

リスペリドン錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  リスペリドンOD錠「アメル」（共和薬品工業）

リスペリドン内用液・内用液分包「アメル」（共和薬品工業）  リスペリドン錠・細粒「オーハラ」（大原薬品工業）

リスペリドン錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）  リスペリドン錠・細粒「サワイ」（沢井製薬）

リスペリドンOD錠「サワイ」（沢井製薬）  リスペリドン錠・細粒「タイヨー」（武田テバファーマ）

リスペリドン錠・細粒「タカタ」（高田製薬）  リスペリドンOD錠「タカタ」（高田製薬）

リスペリドン内用液「タカタ」（高田製薬）  リスペリドン錠・細粒「トーワ」（東和薬品）

リスペリドンOD錠「トーワ」（東和薬品）  リスペリドン内用液「トーワ」（東和薬品）

リスペリドン錠・細粒「日医工」（日医工）  リスペリドン内用液分包「日医工」（日医工）

リスペリドン錠・細粒「ファイザー」（ファイザー）  リスペリドン内用液分包「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン錠・細粒「ヨシトミ」（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドンOD錠「ヨシトミ」（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドン内用液「ヨシトミ」（同仁医薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

［その他の副作用］ 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

リスパダールコンスタ筋注用（ヤンセンファーマ）

リスペリドン（注射剤）

発現部位 副　作　用

精神障害

不眠症、精神症状、不安、妄想、幻覚、被害妄想、睡眠障

害、激越、うつ病、リビドー減退、躁病、神経過敏、自殺企

図、緊張、抑うつ症状、リビドー亢進、錯乱状態、気力低

下、情動鈍麻、無オルガズム症、悪夢、徘徊、睡眠時遊行症

［その他の副作用］ 追記

一部改訂

１１９　その他の中枢神経系用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ベルソムラ錠（MSD）

スボレキサント

発現部位 副　作　用

心臓障害 動悸

発現部位 副　作　用

精神障害
悪夢、異常な夢、入眠時幻覚、睡眠時随伴症、夢遊症、傾眠

時幻覚、不安、激越
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https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/notice_4602_20181019173008.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14726/notice_14726_20181129172628.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14728/notice_14728_20181129172706.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14742/notice_14742_20181122101551.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14743/notice_14743_20181122101155.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14734/notice_14734_20181122101304.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14744/notice_14744_20181126122627.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14745/notice_14745_20181129160233.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14729/notice_14729_20181129160245.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14738/notice_14738_20181129160259.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14746/notice_14746_20181116141529.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14741/notice_14741_20181116145953.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14747/notice_14747_20181130131314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14730/notice_14730_20181130131326.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14748/notice_14748_20181120090549.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14749/notice_14749_20181127120917.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14731/notice_14731_20181127120934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14735/notice_14735_20181127120948.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14750/notice_14750_20181116162743.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14732/notice_14732_20181116162754.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14736/notice_14736_20181116162901.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14753/notice_14753_20181126100955.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14740/notice_14740_20181126101007.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14751/notice_14751_20181129154315.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14739/notice_14739_20181129154328.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14752/notice_14752_20181128113703.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14733/notice_14733_20181128113751.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4602/notice/14737/notice_14737_20181122110615.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4604/notice/notice_4604_20181019172948.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/275/4619/notice/notice_4619_20181122151036.pdf


［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

タプロス・ミニ点眼液（参天製薬）

タフルプロスト

オミデネパグイソプロピルを投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

オミデネパグ

イソプロピル

中等度以上の羞明、虹彩炎等の眼炎症

が高頻度に認められている。

機序不明

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

タプコム配合点眼液（参天製薬）

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

オミデネパグイソプロピルを投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

（タフルプロスト）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

オミデネパグ

イソプロピル

中等度以上の羞明、虹彩炎等の眼炎症

が高頻度に認められている。

機序不明

［併用注意］ 追記

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

チモプトール点眼液（参天製薬）  チモプトールXE点眼液（参天製薬）

チモレート点眼液（ニッテン＝日本点眼薬研究所）  チモレートPF点眼液（日本点眼薬研究所）

チモロール点眼液T（東亜薬品＝日東メディック）  チモロールXE点眼液「JG」（日本ジェネリック）

チモロールXE点眼液「TS」（テイカ製薬）  チモロール点眼液「杏林」（キョーリンリメディオ）

チモロール点眼液「テイカ」（テイカ製薬）  チモロール点眼液「日新」（日新製薬：山形＝日本ジェネリック）

チモロールPF点眼液「日点」（日本点眼薬研究所）  チモロールXE点眼液「ニットー」（東亜薬品＝日東メディック）

チモロール点眼液「わかもと」（わかもと）  ファルチモ点眼液（キョーリンリメディオ）

リズモンTG点眼液（わかもと＝キッセイ薬品）

チモロールマレイン酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

オミデネパグ

イソプロピル

結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻

度の上昇が認められた。

機序不明

［併用注意］ 追記

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

コソプト・ミニ配合点眼液（参天製薬）  ドルモロール配合点眼液「SEC」（参天アイケア＝参天製薬）

ドルモロール配合点眼液「センジュ」（千寿製薬）

ドルモロール配合点眼液「ニットー」（東亜薬品＝日東メディック）

ドルモロール配合点眼液「わかもと」（わかもと）

ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

オミデネパグ

イソプロピル

チモロールマレイン酸塩との併用例で

結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻

度の上昇が認められた。

機序不明
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［取扱い上の注意］ 一部改訂

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

カリセラム-Na末（扶桑薬品）

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム（粉末剤）

〔安定性試験〕

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6ヵ月）の結果、各

試験項目は規格の範囲内であり、通常の市場流通下において3年間安定で

あることが推測された。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

２３５　下剤、浣腸剤

改訂箇所 改訂内容

アミティーザカプセル（マイランEPD）

ルビプロストン

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。

［その他の副作用］ 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

フィナステリド錠「FCI」（富士化学）  フィナステリド錠「RTO」（リョートーファイン＝江州製薬）

フィナステリド錠「SN」（シオノケミカル＝あすか製薬）  フィナステリド錠「TCK」（辰巳化学＝岩城製薬）

フィナステリド錠「クラシエ」（大興製薬）  フィナステリド錠「サワイ」（沢井製薬）

フィナステリド錠「武田テバ」（武田テバファーマ）  フィナステリド錠「トーワ」（東和薬品）

フィナステリド錠「ファイザー」（ファイザー）  プロペシア錠（MSD）

フィナステリド

発現部位 副　作　用

生殖器

睾丸痛、血精液症、男性不妊症・精液の質低下（精子濃度減

少、無精子症、精子運動性低下、精子形態異常等）、リビ

ドー減退、勃起機能不全、射精障害、精液量減少

［その他の注意］ 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〉 Campbell,U.B.,et al.:J.Sex.Med. 2015;12(1):139-151

レビトラ錠（バイエル薬品）

バルデナフィル塩酸塩水和物

薬剤との因果関係は明らかではないが、外国において本剤を含むPDE5阻害

薬投与中に、視力低下や視力喪失の原因となりうる非動脈炎性前部虚血性

視神経症(NAION)の発現が報告されている。これらの患者の多くは、NAION

の危険因子［年齢(50歳以上)、糖尿病、高血圧、冠動脈障害、高脂血症、

喫煙等］を有していた。

外国において、NAIONを発現した45歳以上の男性を対象として実施された

自己対照研究では、PDE5阻害薬の投与から消失半減期（t ）の5倍の期間

内（バルデナフィルの場合約1日以内に相当）は、NAION発現リスクが約2

倍になることが報告されている。

1/2
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［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

レボホリナート点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）  レボホリナート点滴静注用「トーワ」（東和薬品）

レボホリナート点滴静注用「日医工」（日医工）

レボホリナートカルシウム（下記ジェネリック製

品）

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。

［臨床検査結果に及ぼす影響］

新設

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〉 Cardamone,D.,et al.:Arch.Pathol.Lab.Med. 2013;137(9):1175

Choy,K.W.,et al.:Pathology 2016;48(7):754-756

レボレード錠（ノバルティスファーマ）

エルトロンボパグオラミン

エルトロンボパグは赤〜褐色であるため、臨床検査に影響を及ぼす可能性

がある。本剤を投与された患者において、血清の変色や総ビリルビン及び

クレアチニン検査に影響が認められたとの報告がある。

［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］ 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

ケブザラ皮下注シリンジ（サノフィ＝旭化成ファーマ）

ケブザラ皮下注オートインジェクター（サノフィ＝旭化成ファーマ）

サリルマブ（遺伝子組換え）

本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医

師の直接の監督のもとで投与を行うこと。また、本剤による治療開始後、

医師により適用が妥当と判断された患者については、自己投与も可能であ

る。〔「重要な基本的注意」の項参照〕

自己投与における注意：

1) 自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分

な教育訓練を実施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が

理解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導

の下で実施すること。

2) 自己投与の適用後、感染症等の本剤による副作用が疑われる場合や自

己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与

を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。

また、本剤投与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療機関へ連絡する

よう患者に指導を行うこと。

3) 使用済みの注射器を再使用しないように患者に注意を促し、すべての

器具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うと同時に、使用済みの注

射器を廃棄する容器を提供すること。
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［その他の副作用］ 一部改訂

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

シムジア皮下注シリンジ（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）

シムジア皮下注オートクリックス（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

皮　膚

発疹(湿疹、皮膚炎、紅斑等)、爪の障害、脱毛症、そう痒、

ざ瘡、光線過敏症、汗腺障害、皮膚乾燥、急性熱性好中球性

皮膚症、皮膚剥脱・落屑、水疱、皮膚潰瘍、酒さ、ばら色粃

糠疹、皮膚線条、皮膚変色、毛質障害、皮膚損傷、多形紅斑

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。妊娠中に本剤を投与した患者において、臍帯血及

び出生児血中への移行が認められた。（「薬物動態」の項参照）〕

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検

討すること。〔本剤のヒト乳汁への移行が報告されている。（「薬物動

態」の項参照）〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 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〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」（ファイザー）

リセドロン酸ナトリウム水和物（下記ジェネリック

製品）

〈骨ページェット病の場合〉

本剤の適用にあたっては、日本骨粗鬆症学会の「骨Paget病の診断と治療

ガイドライン」等を参考に骨ページェット病と確定診断された患者を対象

とすること。

〈骨ページェット病の場合〉

再治療は少なくとも2ヵ月間の休薬期間をおき、生化学所見が正常化しな

い場合及び症状の進行が明らかな場合にのみ行うこと。

患者の食事によるカルシウム、ビタミンDの摂取が不十分な場合は、カル

シウム又はビタミンDを補給すること。特に骨ページェット病患者は、骨

代謝回転が著しく亢進しているので注意すること。ただし、カルシウム補

給剤及びカルシウム、アルミニウム、マグネシウム含有製剤は、本剤の吸

収を妨げることがあるので、服用時刻を変えて服用させること。（「相互

作用」の項参照）

［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

フルオロウラシル注「トーワ」（東和薬品）

フルオロウラシル（下記ジェネリック製品）

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。
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［禁忌］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［副作用］ 一部改訂

追記

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

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

アブラキサン点滴静注用（大鵬薬品）

パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投

与」の項参照）

乳癌においては、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。

胃癌及び非小細胞肺癌においては、本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤は

「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、選択すること。

D法：

本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合は、第1日目の投与前の臨床検査

で好中球数が1,500/mm³未満又は血小板数が100,000/mm³未満であれば、骨

髄機能が回復するまで投与を延期すること。

胃癌の国内第Ⅱ相試験（単独投与）における副作用の発現率は100%(55/55

例)であり、主な副作用は脱毛(94.5%)、末梢神経障害(92.7%)、白血球減

少(85.5%)、好中球減少(78.2%)、関節痛(65.5%)、筋肉痛(63.6%)、発疹

(54.5%)、食欲不振(52.7%)、貧血(38.2%)、リンパ球減少(38.2%)、悪心

(38.2%)、ALT(GPT)上昇(36.4%)、AST(GOT)上昇(34.5%）、口内炎(32.7%)

であった。

胃癌の国内第Ⅱ相試験（本剤とラムシルマブとの併用投与）における副作

用の発現率は100%（43/43例）であり、主な副作用は脱毛(93.0%)、好中球

減少(90.7%)、末梢神経障害(58.1%)、鼻出血(46.5%)、高血圧(41.9%)、

白血球減少(37.2%)であった。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、妊娠

する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な

避妊をするよう指導すること。〔動物実験（ラット）において催奇形性作

用、胚・胎児死亡が報告されている。〕

授乳中の女性には、授乳を中止させること。〔動物実験（ラット）で乳汁

中への移行が他のパクリタキセル製剤にて報告されている。〕

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。〔哺乳類培養細胞を用い

た染色体異常試験及びマウス骨髄細胞を用いた小核試験において、遺伝毒

性が報告されている。〕

［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

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

オキサリプラチン（下記ジェネリック製品）

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。
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［適用上の注意］ 追記

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

オキサリプラチン点滴静注「トーワ」（東和薬品）  オキサリプラチン点滴静注液「日医工」（日医工）

調製時：

本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し、250〜500mLとする。

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

トラスツズマブBS点滴静注用「第一三共」（第一三共）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ

後続2］

ショック、アナフィラキシー：

低血圧、頻脈、顔面浮腫、眩暈、耳鳴、呼吸困難、喘息、喘鳴、血管浮

腫、咽頭浮腫、気管支痙攣、呼吸不全、非心原性肺浮腫、胸水、低酸素症

等があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、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（「警告｣､

「重要な基本的注意」の項参照）。

腎障害：

腎不全、腎障害があらわれることがあるので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。

発現部位 副　作　用

肝　臓 ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加

その他

関節痛、筋肉痛、無力症、発熱、筋痙縮、骨痛、筋骨格痛、

四肢痛、疲労、悪寒、膀胱炎、尿路感染、低カリウム血症、

血中アルカリホスファターゼ増加、体重減少、高クレアチニ

ン血症、背部痛、インフルエンザ様疾患、上気道感染（鼻

炎、鼻咽頭炎、咽頭炎、副鼻腔炎等）、疼痛、胸痛、末梢性

浮腫、感染症、倦怠感、浮腫、頚部痛、難聴、帯状疱疹、乳

房痛、蜂巣炎、体重増加、冷感、粘膜乾燥、霧視、筋骨格硬

直、胸部不快感、粘膜の炎症、インフルエンザ、丹毒、脱

水、低ナトリウム血症、口腔カンジダ症、耳鳴、過敏症、低

アルブミン血症

発現部位 副　作　用

循環器 発赤

呼吸器 鼻炎、咽頭炎、副鼻腔炎

腎　臓 腎機能異常、急性腎障害

［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

ジャカビ錠（ノバルティスファーマ）

ルキソリチニブリン酸塩

幼若ラットを用いた毒性試験において、骨成長の抑制と骨折が認められ

た。幼若ラットでの曝露量(AUC)は、最大推奨用量を投与した成人でのAUC

の1.5倍（骨成長の抑制）、13倍（骨折）であった。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 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

リファンピシン

タダラフィル(アドシルカ)、マシテンタン、ペマフィブラート、チカグレ

ロル、ボリコナゾール、HIV感染症治療薬（インジナビル硫酸塩エタノー

ル付加物、サキナビルメシル酸塩、ネルフィナビルメシル酸塩、ホスアン

プレナビルカルシウム水和物、アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸

塩、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

ルジソプロキシルフマル酸塩、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フマル酸塩）、テラプレビル、

シメプレビルナトリウム、ダクラタスビル塩酸塩、アスナプレビル、ダク

ラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩、バニプレビ

ル、ソホスブビル、レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル、グレカ

プレビル水和物・ピブレンタスビル、テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩、オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル、エルバ

スビル、グラゾプレビル水和物、アメナメビル、アルテメテル・ルメファ

ントリン又はプラジカンテルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ペマフィブラート ペマフィブラートの

血中濃度が上昇する

おそれがある。

本剤が有機アニオントラン

スポーター（OATP1B1及び

OATP1B3）を阻害すると考

えられている。

ダクラタスビル塩酸

塩・アスナプレビ

ル・ベクラブビル塩

酸塩

ダクラタスビル塩酸

塩、アスナプレビル

及びベクラブビル塩

酸塩の作用が減弱す

るおそれがある。

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用により､

ダクラタスビル塩酸塩､ア

スナプレビル及びベクラブ

ビル塩酸塩の代謝を促進

し、血中濃度を低下させる

と考えられている。

グレカプレビル水和

物・ピブレンタスビ

ル

グレカプレビル水和

物及びピブレンタス

ビルの作用が減弱す

るおそれがある。

本剤のP糖蛋白誘導作用に

よるものと考えられてい

る。

テノホビルアラフェ

ナミドフマル酸塩

テノホビルアラフェ

ナミドフマル酸塩の

作用が減弱するおそ

れがある。

アメナメビル アメナメビルの作用

が減弱するおそれが

ある。

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用により、

アメナメビルの代謝を促進

し、血中濃度を低下させる

と考えられている。

アルテメテル・ルメ

ファントリン

アルテメテル及びル

メファントリンの作

用が減弱するおそれ

がある。

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP3A4)誘導作用により、

アルテメテル及びルメファ

ントリンの代謝を促進し、

血中濃度を低下させると考

えられている。
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一部改訂

［併用注意］ 追記

［臨床検査結果に及ぼす影響］

一部改訂

リファジンカプセル（第一三共）

リファンピシンカプセル「サンド」（サンド＝日本ジェネリック＝ニプロ）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

HIV感染症治療薬

(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

プロキシルフマル酸

塩、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

フェナミドフマル酸

塩)

エルビテグラビル、コ

ビシスタット及びテノ

ホビルの作用が減弱す

るおそれがある。

本剤の肝薬物代謝酵素

（CYP3A4等）誘導作用に

より、エルビテグラビル

及びコビシスタットの代

謝を促進し、血中濃度を

低下させると考えられて

いる。また、本剤のP糖

蛋白誘導作用によるもの

と考えられている。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代

謝物のAUCが低下した

との報告がある。

本剤の肝薬物代謝酵素

(CYP2C8)誘導作用によ

り、セレキシパグの活性

代謝物の代謝が促進する

と考えられている。

ロミデプシン ロミデプシンの血中濃

度が上昇するおそれが

ある。

機序は不明である。

HIV感染症治療薬

(エムトリシタビ

ン・テノホビルアラ

フェナミドフマル酸

塩)

テノホビルアラフェナ

ミドフマル酸塩の作用

が減弱することがあ

る。

本剤のP糖蛋白誘導作用

によるものと考えられて

いる。

インドシアニングリーン(ICG)排泄の遅延がみられることがある。

［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

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フマル酸塩

バニプレビル

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

バニプレビル バニプレビルの血中濃度が上昇

し、悪心、嘔吐、下痢の発現が増

加する可能性がある。

コビシスタット

のCYP3A阻害作

用によるため。
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［併用注意］ 一部改訂

ゲンボイヤ配合錠（日本たばこ＝鳥居薬品）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シルデナフィルク

エン酸塩（バイア

グラ）、タダラ

フィル（シアリ

ス、ザルティア）

これら薬剤の血中濃度が上昇し、

低血圧、失神、視覚障害及び持続

勃起等の有害事象が増加する可能

性がある。

コビシスタット

のCYP3A阻害作

用によるため。

ボセンタン水和物 ボセンタン水和物の血中濃度が上

昇する可能性がある。本剤と併用

する場合は、ボセンタン水和物の

減量を考慮すること。

フレカイニド酢酸

塩、メキシレチン

塩酸塩

これら薬剤の血中濃度が上昇する

可能性がある。本剤と併用する場

合は、これら薬剤の血中濃度をモ

ニタリングすることが望ましい。

コビシスタット

のCYP2D6阻害作

用によるため。

ペルフェナジン これら薬剤の血中濃度が上昇する

可能性がある。これら薬剤と併用

する場合は、患者の状態を注意し

て観察し、減量等の措置を考慮す

ること。

リスペリドン リスペリドンの血中濃度が上昇す

る可能性がある。本剤と併用する

場合は、リスペリドンの減量を考

慮すること。

コビシスタット

のCYP3A及び

CYP2D6阻害作用

によるため。

ワルファリンカリ

ウム

ワルファリンの血中濃度が変動す

る可能性があるためINRのモニタリ

ングを行うことが望ましい。

機序不明。

［その他の副反応］ 一部改訂

６３１　ワクチン類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝武田薬品）

乾燥弱毒生水痘ワクチン

〈水痘予防を目的とした対象における副反応発現割合〉

発現部位 副　反　応

その他 発熱、小脳性運動失調

〈帯状疱疹予防を目的とした対象（50歳以上の健康成人）における副反応

発現割合〉

発現部位 副　反　応

その他 倦怠感、動悸、疼痛、小脳性運動失調
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［警告］ 新設

［重要な基本的注意］ 追記

［併用注意］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ファイバ静注用（シャイアー・ジャパン）

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

エミシズマブ（遺伝子組換え）の臨床試験で、本剤との併用において重篤

な血栓塞栓症及び血栓性微小血管症の発現が複数例に認められている。エ

ミシズマブ（遺伝子組換え）投与中及び投与中止後6ヵ月間は、治療上や

むを得ない場合を除き、本剤の投与を避けること。〔血栓塞栓症及び血栓

性微小血管症のリスクを増大させる可能性があるため（「重要な基本的注

意」及び「相互作用」の項参照）。〕

エミシズマブ（遺伝子組換え）の臨床試験において、エミシズマブ（遺伝

子組換え）投与中の出血時に本剤を併用した症例において、血栓塞栓症及

び血栓性微小血管症の発現が複数例に認められているため（「警告」及び

「相互作用」の項参照）、以下の事項に注意すること。

1）エミシズマブ（遺伝子組換え）投与開始前日までに、本剤の定期輸注

は中止すること。また、エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中止後6ヵ月

間は、本剤の定期輸注は行わないこと。

2）エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中は本剤の投与を避けること。や

むを得ず本剤を投与する場合は、必ず血友病に対する十分な治療経験を有

する医師のもと、必要な血液凝固系検査等が実施可能で血栓塞栓症及び血

栓性微小血管症に対する適切な処置が可能な医療機関で投与すること。ま

た、投与後は血液凝固系検査等により患者の凝固系の状態を注意深く確認

すること。異常が認められた場合には本剤及びエミシズマブ（遺伝子組換

え）の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3）エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中止後6ヵ月間は、上記2）と同じ

対応を行うこと。

本剤と他の血液凝固因子製剤を併用する場合は、血栓形成等の相互作用が

生じる可能性を否定できないため、治療上の有益性と危険性を十分に考慮

すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エミシズ

マブ（遺

伝子組換

え）

血栓塞栓症又は血栓性微小血管症があら

われるおそれがある。エミシズマブ（遺

伝子組換え）投与中及び投与中止後6ヵ月

間は、本剤の投与は避けること。エミシ

ズマブ（遺伝子組換え）投与中及び投与

中止後6ヵ月間の出血に対してやむを得ず

本剤を投与する場合は必ず血友病に対す

る十分な治療経験を有する医師のもと、

必要な血液凝固系検査等が実施可能で血

栓塞栓症及び血栓性微小血管症に対する

適切な処置が可能な医療機関で投与する

こと（「警告」及び「重要な基本的注

意」の項参照）。

本剤由来の活性型

血液凝固第Ⅸ因子

及び第Ⅹ因子がエ

ミシズマブ（遺伝

子組換え）による

凝固促進に影響を

与える可能性が考

えられ、凝固活性

の増加につながる

おそれがある。

発現部位  副　作　用

過敏症 アレルギー反応、発熱、発疹、顔面紅潮、蕁麻疹、そう痒症
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