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医薬品情報だより Ｎｏ．１７７８ 平成３１年１月２４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.276（2018.12）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 2019.1  No.276  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］ 新設

１１９　その他の中枢神経系用薬

改訂箇所 改訂内容

スピンラザ髄注（バイオジェン・ジャパン）

ヌシネルセンナトリウム

水頭症：

水頭症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

た場合には適切な処置を行うこと。

［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

インライタ錠（ファイザー）

アキシチニブ

間質性肺疾患：

間質性肺疾患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。

［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

レブラミドカプセル（セルジーン）

レナリドミド水和物

進行性多巣性白質脳症(PML)：

進行性多巣性白質脳症(PML)があらわれることがあるので、本剤投与中及

び投与終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症

状（片麻痺、四肢麻痺）、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRIに

よる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処

置を行うこと。



［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

オフロキサシン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック） オフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

オフロキサシン錠「ツルハラ」（鶴原製薬） オフロキサシン錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

タリビッド錠（第一三共）

オフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

ジェニナック錠（富士フイルム富山化学＝アステラス製薬＝大正富山医薬品）

メシル酸ガレノキサシン水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

グレースビット錠・細粒（第一三共） シタフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

シタフロキサシン水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5248/notice/16354/notice_16354_20190110162023.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5248/notice/16355/notice_16355_20190111090147.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5248/notice/16356/notice_16356_20190110125656.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5248/notice/16357/notice_16357_20190110112802.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5248/notice/notice_5248_20190110165853.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5249/notice/notice_5249_20190111132640.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5259/notice/notice_5259_20190110170025.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5259/notice/16518/notice_16518_20190111090217.pdf


［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

シプロキサン注（バイエル薬品）  シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」（ニプロ）

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

シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液「日医工」（日医工）  シプロフロキサシンDU点滴静注液「日医工」（日医工）

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

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

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

シプロフロキサシンDU点滴静注「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシン

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

シバスタン錠（鶴原製薬）  シプロキサン錠（バイエル薬品）

シプロフロキサシン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  シプロフロキサシン錠「SW」（沢井製薬）

シプロフロキサシン錠「TCK」（辰巳化学）  シプロフロキサシン錠「トーワ」（東和薬品）

シプロフロキサシン錠「日医工」（日医工）

シプロフロキサシン塩酸塩水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/notice_5250_20190110153215.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16372/notice_16372_20190110140316.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16374/notice_16374_20190110140409.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16368/notice_16368_20190110140446.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16377/notice_16377_20190110161959.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16376/notice_16376_20190110140522.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16370/notice_16370_20190110141535.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16371/notice_16371_20190110141555.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5250/notice/16367/notice_16367_20190110141612.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16520/notice_16520_20190110125727.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/notice_5261_20190110153255.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16521/notice_16521_20190110162043.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16522/notice_16522_20190111090237.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16523/notice_16523_20190108153709.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16524/notice_16524_20190110113544.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5261/notice/16525/notice_16525_20190110162047.pdf


［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

オゼックス錠（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）  トスキサシン錠（マイランEPD）

トスフロキサシントシル酸塩錠「NP」（ニプロ）

トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」（辰巳化学＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

トスフロキサシントシル酸塩錠「YD」（陽進堂）  トスフロキサシントシル酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

トスフロキサシントシル酸塩錠「タイヨー」（武田テバファーマ）  トスフロキサシントシル酸塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

トスフロキサシントシル酸塩錠「日医工」（日医工）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（経口剤）（小

児の用法・用量を有しない製剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

オゼックス細粒小児用・錠小児用（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「タカタ」（高田製薬）  トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「トーワ」（東和薬品）

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（経口剤）（小

児の用法・用量を有する製剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/notice_5252_20190111133216.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16600/notice_16600_20190108165542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16607/notice_16607_20190110140557.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16606/notice_16606_20190110114337.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16605/notice_16605_20190110151815.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16608/notice_16608_20190110112907.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16610/notice_16610_20190111090259.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16611/notice_16611_20190110111802.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16612/notice_16612_20190108165726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5252/notice/16613/notice_16613_20190110162105.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5266/notice/notice_5266_20190111133251.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5266/notice/16620/notice_16620_20190110114437.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5266/notice/16621/notice_16621_20190110123657.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5266/notice/16622/notice_16622_20190110113650.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5266/notice/16619/notice_16619_20190110141634.pdf


［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

ノルフロキサシン錠「EMEC」（エルメッドエーザイ）  ノルフロキサシン錠「YD」（陽進堂）

ノルフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）  ノルフロキサシン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

バクシダール錠（杏林製薬）  小児用バクシダール錠（杏林製薬）

バスティーン錠（全星薬品）

ノルフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

パシル点滴静注液（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）  パズクロス点滴静注液（田辺三菱製薬）

パズフロキサシンメシル酸塩

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/16583/notice_16583_20190110165217.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/16585/notice_16585_20190111090322.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/16586/notice_16586_20190110125759.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/notice_5267_20190110164723.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/16592/notice_16592_20190110164803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5267/notice/16588/notice_16588_20190108180140.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5253/notice/16426/notice_16426_20190111133357.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5253/notice/notice_5253_20190110111351.pdf


［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

スオード錠（MeijiSeikaファルマ）

プルリフロキサシン

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

アベロックス錠（バイエル薬品）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

DSU276 -8-

https://dsu-system.jp/dsu/276/5268/notice/notice_5268_20190110141656.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5254/notice/notice_5254_20190110153352.pdf


［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

クラビット錠・細粒（第一三共）  クラビット点滴静注・バッグ（第一三共）

レボフロキサシン錠「CEO」（セオリアファーマ＝武田薬品）  レボフロキサシン錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

レボフロキサシン錠・細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

レボフロキサシン点滴静注・バッグ「DSEP」（第一三共エスファ）

レボフロキサシン錠「F」（富士製薬工業）  レボフロキサシン点滴静注バッグ「HK」（光：東京）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「KCC」（共和クリティケア）  レボフロキサシン錠「MEEK」（小林化工）

レボフロキサシン錠「SUN」（サンファーマ）  レボフロキサシン錠「TCK」（辰巳化学＝フェルゼンファーマ）

レボフロキサシン錠「YD」（陽進堂）  レボフロキサシン錠「ZE」（全星薬品）

レボフロキサシン錠「アメル」（共和薬品工業）  レボフロキサシン錠「イセイ」（コーアイセイ）

レボフロキサシン錠「イワキ」（岩城製薬）  レボフロキサシン錠「オーハラ」（大原薬品工業）

レボフロキサシン錠「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）

レボフロキサシン錠「杏林」（キョーリンリメディオ＝日本薬品工業＝三和化学）

レボフロキサシン錠「ケミファ」（大興製薬＝日本ケミファ）  レボフロキサシン錠「サトウ」（佐藤製薬）

レボフロキサシン錠「サノフィ」（共和クリティケア＝サノフィ）  レボフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

レボフロキサシン錠「サンド」（サンド）  レボフロキサシン錠「タカタ」（高田製薬）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「タカタ」（高田製薬）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「武田テバ」（武田テバファーマ）

レボフロキサシン錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  レボフロキサシン錠「テバ」（武田テバファーマ）

レボフロキサシン錠「トーワ」（東和薬品）  レボフロキサシンOD錠「トーワ」（東和薬品）

レボフロキサシン内用液「トーワ」（東和薬品）  レボフロキサシン錠「日医工P」（ヤクハン製薬＝日医工）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「日医工P」（ヤクハン製薬＝日医工）

レボフロキサシン錠「日医工」（日医工）  レボフロキサシン錠「ニットー」（日東メディック）

レボフロキサシン錠「ニプロ」（ニプロ）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

レボフロキサシン錠「ファイザー」（ファイザー）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

レボフロキサシン錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  レボフロキサシン粒状錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。
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［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

バレオン錠・カプセル（マイランEPD）

塩酸ロメフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

アスナプレビル

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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］ 追記

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ジメンシー配合錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

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

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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。
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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

［警告］ 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

一部改訂

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

改訂箇所 改訂内容

デクスメデトミジン塩酸塩（小児の用法・用量を有

する製剤）

本剤の投与により低血圧、高血圧、徐脈、心室細動等があらわれ、心停止

にいたるおそれがある。したがって、本剤は、患者の呼吸状態、循環動態

等の全身状態を注意深く継続的に監視できる設備を有し、緊急時に十分な

措置が可能な施設で、本剤の薬理作用を正しく理解し、集中治療又は非挿

管下での鎮静における患者管理に熟練した医師のみが使用すること。ま

た、小児への投与に際しては、小児の集中治療に習熟した医師が使用する

こと。〔「重大な副作用」、「小児等への投与」の項参照〕

〈共通〉（集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静、局所麻酔下に

おける非挿管での手術及び処置時の鎮静）

成人においては本剤の初期負荷投与中に一過性の血圧上昇があらわれた場

合には、初期負荷投与速度の減速等を考慮すること。〔本剤の末梢血管収

縮作用により一過性の血圧上昇があらわれることがある。〕

成人においては鎮静の維持開始速度は0.4μg/kg/時の速度を目安とし、初

期負荷から維持への移行を慎重に行うこと。また、維持速度は0.7μg/kg/

時を超えないこと。〔海外臨床試験において、0.7μg/kg/時を超えて投与

した場合に呼吸器系、精神神経系及び心血管系の有害事象の発現率が増加

することが報告されている。〕

〈集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静〉

小児において投与速度を上げる場合、上昇幅0.1μg/kg/時あたり3〜4分あ

るいはそれ以上の時間で緩徐に調節すること。

小児においては初期負荷投与を行わないこと。〔海外臨床試験において、

初期負荷投与を行った場合に、高血圧の発現率が増加することが報告され

ている。〕

本剤は人工呼吸中、離脱過程及び離脱後を通じて投与可能であるが、本剤

の持続投与期間が成人においては120時間（5日間）、小児においては24時

間（1日間）を超える使用経験は少ないので、それを超えて鎮静が必要な

場合には、患者の全身状態を引き続き慎重に観察すること。

低出生体重児及び新生児〔使用経験が少ない。（「小児等への投与｣の項

参照）〕

〈共通〉

本剤投与中は至適鎮静レベルが得られるよう患者の全身状態を観察しなが

ら投与速度を調節すること。本剤を投与されている患者は刺激を与えると

容易に覚醒し、速やかに反応するが、これは本剤の特徴であるため、他の

臨床徴候及び症状がない場合、効果不十分であると考えないよう注意する

こと。〔「臨床成績」の項参照〕

長期投与後の急激な投与中止により、離脱症状があらわれることがあるた

め、投与を中止する場合には徐々に減量するなど慎重に行うこと。
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［副作用］ 一部改訂

追記

一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静〉

〔承認時（成人）〕

国内で実施されたブリッジング試験（本剤投与期間：24時間まで）におい

て安全性が評価された86例中31例(36.0%)に副作用が認められ、その主な

ものは高血圧9例(10.5%)、低血圧11例(12.8%)、嘔気4例(4.7%)であった。

集中治療室収容患者を対象とした海外臨床試験における本剤の安全性評価

症例数と合算して検討したところ、1022例中464例(45.4%)に副作用が認め

られ、その主なものは低血圧210例(20.5%)、高血圧94例(9.2%)、嘔気61例

(6.0%)、徐脈60例(5.9%)、口内乾燥33例(3.2%)であった。

国内で実施された長期投与試験（本剤投与期間：24時間を超えて最長28日

間）において安全性が評価された75例中30例(40.0%)の症例に副作用が認

められ、その主なものは高血圧12例(16.0%)、低血圧15例(20.0%)、徐脈3

例(4.0%)であった。

臨床検査値の変動は、いずれも術後一般的に認められる範囲内であった。

〔再審査終了時（成人）〕

製造販売後の使用成績調査（初回承認時及び24時間超投与症例）におい

て、安全性解析対象症例の1619例中239例(14.8%)に副作用が認められた。

その主なものは、血圧低下73例(4.5%)、低血圧60例(3.7%)、AST(GOT)増加

31例(1.9%)、徐脈24例(1.5%)、ALT(GPT)増加17例(1.1%)であった。

〔承認時（小児）〕

国内で実施された第Ⅲ相非盲検試験において安全性が評価された63例中16

例(25.4%)に副作用が認められ、その主なものは徐脈8例(12.7%)、低血圧5

例(7.9%)、嘔吐4例(6.3%)、呼吸抑制2例(3.2%)であった。

臨床検査値の変動は、いずれも手術・処置後に一般的に認められる範囲内

であった。

〈局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静〉

〔承認時（成人）〕

国内で実施されたプラセボ対照二重盲検比較試験において安全性が評価さ

れた206例中166例(80.6%)に副作用が認められ、その主なものは呼吸抑制

85例(41.3%)､低血圧84例(40.8%)､徐脈60例(29.1%)､高血圧24例(11.7%)､

低酸素症21例(10.2%)であった。臨床検査値の変動は、いずれも手術・処

置後に一般的に認められる範囲内であった。

〔再審査終了時（成人）〕

製造販売後の使用成績調査において、安全性解析対象症例の374例中100例

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

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

(2.4%)、心拍数減少8例(2.1%)、酸素飽和度低下7例(1.9%)、低酸素症4例

(1.1%)、血圧上昇4例(1.1%)であった。

発現部位 副　作　用

循環器

心房細動、頻脈、末梢性虚血、血管障害、血圧変動、心不

全、心電図異常、特異的心電図異常、高血圧悪化、心筋梗

塞、不整脈、心室性不整脈、期外収縮、上室性頻脈、心室性

頻脈、脳出血、血管拡張、脳血管障害、血管痙攣、循環不

全、チアノーゼ、心疾患、狭心症、心筋虚血、心房性不整

脈、AVブロック、脚ブロック、心ブロック、T波逆転、上室

性不整脈、心電図QT延長

泌尿器 乏尿、腎機能異常、尿閉、急性腎障害、多尿

注2：長期投与後の急激な投与中止により、離脱症状があらわれることが

ある。投与を中止する場合には徐々に減量するなど慎重に行うこと。
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［小児等への投与］ 追記

一部改訂

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

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

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

集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静において、小児では成人よ

りも低血圧、徐脈、呼吸抑制、嘔吐、悪心、激越及び発熱の有害事象が高

頻度に認められたことから、小児への投与に際しては、小児の集中治療に

習熟した医師が使用すること。

局所麻酔下における非挿管での手術及び処置時の鎮静において、18歳未満

の患者に対する安全性及び有効性は確立していない(使用経験が少ない)。

［適用上の注意］ 追記

［取扱い上の注意］ 削除

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

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

デクスメデトミジン塩酸塩（小児の用法・用量を有

する製剤）（シリンジ）

投与後の注意：

開封後の使用は1回限りとし、使用後の残液は容器とともに速やかに廃棄

すること。

シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。

投与後の注意：

開封後の使用は1回限りとし、使用後の残液は容器とともに速やかに廃棄

すること。

シリンジの再滅菌・再使用はしないこと。

［その他の副作用］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アセリオ静注液バッグ（テルモ）

アセトアミノフェン（注射剤）

発現部位 副　作　用

循環器 血圧低下

［副作用］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン（トラム

セット）

〔再審査終了時〕

慢性疼痛を対象とした特定使用成績調査における副作用（臨床検査値異常

を含む）は1262例中289例(22.9%)に認められた。主な副作用は、悪心91例

(7.2%)、便秘72例(5.7%)、浮動性めまい32例(2.5%)、傾眠32例(2.5%)、

嘔吐21例(1.7%)であった。

抜歯後疼痛を対象とした使用成績調査における副作用（臨床検査値異常を

含む）は297例中112例(37.7%)に認められた。主な副作用は、悪心69例

(23.2%)、嘔吐28例(9.4%)、浮動性めまい21例(7.1%)、傾眠16例(5.4%)、

倦怠感4例(1.4%)、便秘3例(1.0%)であった。
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〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

［禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

１１６　抗パーキンソン剤

改訂箇所 改訂内容

ドパストンカプセル・散（大原薬品工業）  ドパストン静注（大原薬品工業）

ドパゾール錠（第一三共）

レボドパ

非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤投与中の患者（「重要な基本的注意｣､

「相互作用」の項参照）

セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際して

は、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非選択的

モノアミ

ン酸化酵

素阻害剤

血圧上昇等を起こすおそれ

がある。

レボドパから変換して産生され

たドパミン、ノルアドレナリン

の分解が非選択的モノアミン酸

化酵素阻害剤によって抑制さ

れ、これが体内に蓄積されるた

めと考えられている。

［禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

改訂箇所 改訂内容

カルコーパ配合錠L（共和薬品工業）  ドパコール配合錠L50・L100（ダイト＝扶桑薬品＝日医工）

ドパコール配合錠L250（ダイト＝日医工）  ネオドパストン配合錠L（第一三共）

パーキストン配合錠L（小林化工）

レプリントン配合錠L100（辰巳化学＝ファイザー＝日本ジェネリック＝富士フイルムファーマ）

レプリントン配合錠L250（辰巳化学）

レボドパ・カルビドパ水和物（錠剤）

非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤投与中の患者（「重要な基本的注意｣､

「相互作用」の項参照）

セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際して

は、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非選択的

モノアミ

ン酸化酵

素阻害剤

血圧上昇等を起こすおそれ

がある。

レボドパから変換して産生され

たドパミン、ノルアドレナリン

の分解が非選択的モノアミン酸

化酵素阻害剤によって抑制さ

れ、これが体内に蓄積されるた

めと考えられている。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

スピラマ

イシン

レボドパの血中濃度が低下

し、本剤の作用が減弱する

おそれがある。

カルビドパの吸収が阻害される

ことにより、レボドパの血中濃

度が低下したとの報告がある。
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［禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

１１６　抗パーキンソン剤

改訂箇所 改訂内容

ネオドパゾール配合錠（第一三共）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（ネオドパゾール）

非選択的モノアミン酸化酵素阻害薬投与中の患者（「重要な基本的注意｣､

「相互作用」の項参照）

セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害薬）との併用に際して

は、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非選択的

モノアミ

ン酸化酵

素阻害薬

血圧上昇、頭痛、ほてり等

の高血圧症状があらわれる

おそれがある。

非選択的モノアミン酸化酵

素阻害薬の投与中及び中止

後少なくとも2週間は本剤

の投与を避ける。

非選択的モノアミン酸化酵素阻

害薬により、カテコールアミン

の代謝が阻害されレボドパの濃

度が上昇し、冠血管のα受容体

を刺激する。

［禁忌］ 削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

１１６　抗パーキンソン剤

改訂箇所 改訂内容

マドパー配合錠（太陽ファルマ）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（マドパー）

非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤投与中の患者（「重要な基本的注意｣､

「相互作用」の項参照）

セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際して

は、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非選択的

モノアミ

ン酸化酵

素阻害剤

血圧上昇、頭痛、ほてり等

の高血圧症状があらわれる

おそれがある。

非選択的モノアミン酸化酵

素阻害剤の投与中及び中止

後少なくとも2週間は本剤

の投与を避ける。

非選択的モノアミン酸化酵素阻

害剤により、カテコールアミン

の代謝が阻害され濃度が上昇す

る。レボドパは一部カテコール

アミンに代謝されるため、併用

によりカテコールアミンの蓄積

が起こり血圧を上昇させるおそ

れがある。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［取扱い上の注意］ 新設

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

パキシルCR錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン塩酸塩水和物（徐放錠）

減量又は中止する際には6.25mg錠の使用も考慮すること。

減量又は投与中止後に耐えられない症状が発現した場合には、減量又は中

止前の用量にて投与を再開し、より緩やかに減量することを検討するこ

と。

原則として、6.25mg錠は減量又は中止時のみに使用すること。

6.25mg錠については、アルミピロー包装開封後は湿気を避けて保存するこ

と。

［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

デプロメール錠（MeijiSeikaファルマ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「EMEC」（エルメッドエーザイ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「FFP」（シオノケミカル＝富士フイルムファーマ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「NP」（ニプロ）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「YD」（陽進堂）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「タカタ」（高田製薬）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」（日医工）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「ファイザー」（ファイザー）

ルボックス錠（アッヴィ）

フルボキサミンマレイン酸塩

モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤（セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル

酸塩）を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者〔「相互作用」の項

参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

モノアミン酸化

酵素(MAO)阻害

剤（セレギリン

塩酸塩、ラサギ

リンメシル酸

塩）

両薬剤の作用が増強されることがあ

るので、MAO阻害剤の中止後、本剤

を投与する場合は、2週間以上の間隔

をあけること。また、本剤投与後

MAO阻害剤に切り替える場合は、少

なくとも1週間以上の間隔をあけるこ

と。

なお、本剤の類薬とMAO阻害剤との

併用によりセロトニン症候群があら

われたとの報告 がある。

脳内セロトニン

濃度が高まるた

めと考えられ

る。

※：外国報告

※
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［併用注意］ 一部改訂

［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

リタリン錠（ノバルティスファーマ）

メチルフェニデート塩酸塩（普通錠）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

三環系抗うつ剤（イミプラ

ミン等）、選択的セロトニ

ン再取り込み阻害剤（フル

ボキサミン、パロキセチ

ン、セルトラリン等）

三環系抗うつ剤、選択

的セロトニン再取り込

み阻害剤の作用が増強

されることがある。

本剤はこれらの薬

剤の代謝を阻害す

ると考えられる。

発現部位 副　作　用

過敏症 血管浮腫、紅斑、発疹

精神神経系

興奮、チック、舞踏病様症状、Tourette症候群、ジスキネ

ジア、痙攣、常同運動、運動亢進、中毒性精神障害、作用

消失後の眠気、抑制、不機嫌・不快感、けん怠感、易疲労

感、頭痛・頭重、注意集中困難、神経過敏、不眠、眠気、

不安、焦燥、易怒・攻撃的、行為心迫、うつ状態、幻覚、

妄想、めまい、振戦

消化器
口渇、食欲不振、胃部不快感、便秘、悪心・嘔吐、下痢、

口内炎

循環器
心悸亢進、不整脈、頻脈、血圧上昇、血圧下降、胸部圧迫

感

その他
発熱、体重減少、頻尿、脱毛、持続勃起症、排尿障害、性

欲減退、発汗、筋緊張、関節痛
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［警告］ 新設

［禁忌］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

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（下記ジェネリック製品）

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）。

〈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。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

新設

［慎重投与］ 追記

［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

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ドブタミン塩酸塩点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）

〈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。〕

〈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。
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 一部改訂

［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

［その他の注意］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

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

プラルエント皮下注ペン（サノフィ）

アリロクマブ（遺伝子組換え）（ペン）

〈HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない場合〉

本剤は以下に示す患者に使用すること。

1.副作用の既往等によりHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が困難な患者

2.HMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が禁忌とされる患者

HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない場合を除き、HMG-CoA還元酵

素阻害剤と併用すること。

HMG-CoA還元酵素阻害剤及び他の脂質異常症治療薬を併用する場合、併用

する薬剤の添付文書における「使用上の注意」の禁忌、慎重投与、重要な

基本的注意、重大な副作用等の記載を確認すること。

国内で実施された第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験において、本剤75mg又は

150mgが投与された354例中46例(13.0%)に副作用が認められた。主な副作

用は注射部位反応が26例(7.3%)であった。〔効能又は効果追加承認時〕

発現部位 副　作　用

その他

注射部位反応（紅斑、発赤、腫脹、疼痛、圧痛、そう痒等)､

前立腺炎、胸部不快感、末梢性浮腫、CK(CPK)上昇、インフ

ルエンザ様疾患

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。

〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。ラットにおいて本剤の

胎盤通過が認められており、カニクイザルにおいて妊娠期間中に本剤最

大臨床曝露量（150mgを2週に1回投与）の57倍の曝露がみられた母動物の

新生児でIgG二次応答の低下が認められている。〕

HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用する場合には、妊婦又は妊娠している可能

性のある婦人には投与しないこと。〔HMG-CoA還元酵素阻害剤において、

動物実験で出生児数の減少、生存・発育に対する影響、胎児の生存率の低

下と発育抑制及び胎児の骨格奇形が報告され、ヒトでは胎児の先天性奇形

があらわれたとの報告がある。〕

授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合

には授乳を中止させること。〔アリロクマブのヒト乳汁中への移行は不明

であるが、IgGはヒト乳汁中に移行することが知られている。〕

HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用する場合には、授乳中の婦人には投与しな

いこと。〔HMG-CoA還元酵素阻害剤において、ラットで乳汁中への移行が

確認されている。〕

本剤75mg又は150mgを2週に1回投与した国内第Ⅲ相臨床試験では、本剤投

与患者143例中4例(2.8%)に抗アリロクマブ抗体が認められたが、中和抗体

が発現した患者はみられなかった。

本剤150mgを4週に1回又は2週に1回投与した国内第Ⅲ相臨床試験では、本

剤投与患者161例中16例(9.9%)に抗アリロクマブ抗体が認められ、そのう

ち1例(0.6%)に中和抗体が発現した。

本剤75mg又は150mgを2週に1回投与した海外第Ⅲ相臨床試験では、本剤投

与患者3,033例中147例(4.8%)に抗アリロクマブ抗体が認められ、そのうち

36例(1.2%)に中和抗体が発現した。
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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

２１８　高脂血症用剤

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

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「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）

ロスバスタチンカルシウム（下記ジェネリック製

品）

適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレス

テロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。

家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス

等の非薬物療法の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合

に本剤の適用を考慮すること。

［その他の副作用］ 一部改訂

２４１　脳下垂体ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

サイゼン皮下注用8mg（メルクセローノ＝富士フイルムファーマ）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サイゼン）（8mg）

発現部位 副　作　用

投与部位 発赤、熱感、疼痛、硬結、出血、腫脹、皮下脂肪の消失

［その他の副作用］ 一部改訂

［適用上の注意］ 一部改訂

２４１　脳下垂体ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

サイゼン皮下注射液12mg（メルクセローノ＝富士フイルムファーマ）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サイゼン）

（12mg）

発現部位 副　作　用

投与部位 発赤、熱感、疼痛、硬結、出血、腫脹、皮下脂肪の消失

調製方法：

本剤を使用する際は、必ず専用の成長ホルモン注入器を用いて注射するこ

と。また、必ずその注入器の取扱説明書を読むこと。使用後は、専用の成

長ホルモン注入器に装着したまま速やかに冷蔵庫に入れ、凍結を避け2〜

8℃で遮光保存し、28日以内に使用すること（凍結した場合又は液に濁り

がある場合は使用しないこと）

やむをえず2〜8℃で保存できない場合には28日のうち合計7日間であれば

25℃以下で保存することも可能である
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［相互作用］ 追記

［併用注意］ 追記

２４５　副腎ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

エンペラシン配合錠（沢井製薬）  サクコルチン配合錠（日医工）

セレスターナ配合錠（小林化工＝ファイザー）  セレスタミン配合錠・配合シロップ（高田製薬）

ヒスタブロック配合錠（共和薬品工業）  プラデスミン配合錠（武田テバファーマ）

ベタセレミン配合錠（東和薬品）

ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ベタメタゾンは、主としてCYP3A4で代謝される。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エリスロマイシン ベタメタゾンの作用が増強さ

れるとの報告があるので、併

用する場合には本剤の用量に

注意すること。

エリスロマイシンの

CYP3A4に対する阻害

作用により、ベタメ

タゾンの代謝が抑制

される。

［適用上の注意］ 削除

［取扱い上の注意］ 新設

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

ヒューマリン3/7注バイアル（日本イーライリリー）  ヒューマリンN注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（バイアル）

（ヒューマリン3/7、ヒューマリンN）

保存時：

凍結を避け、2〜8℃で遮光保存すること。

使用開始後28日以内に使用すること。

バイアルの底や壁に白色の霜状粒子が付着することがあるが、このような

本剤は使用しないこと。

使用開始後は、凍結を避け、遮光して2〜8℃で冷蔵保存すること。冷蔵保

存できない場合は、遮光して30℃以下で保存すること。

使用開始後は、28日以内に使用すること。

バイアルの底や壁に白色の霜状粒子が付着することがあるが、このような

本剤は使用しないこと。

［適用上の注意］ 削除

［取扱い上の注意］ 新設

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

ヒューマリンR注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（バイアル）

（ヒューマリンR）

保存時：

凍結を避け、2〜8℃で遮光保存すること。

使用開始後28日以内に使用すること。

使用開始後は、凍結を避け、遮光して2〜8℃で冷蔵保存すること。冷蔵保

存できない場合は、遮光して30℃以下で保存すること。

使用開始後は、28日以内に使用すること。
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［適用上の注意］ 削除

［取扱い上の注意］ 新設

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

ヒューマログ注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（バイアル）

（ヒューマログ）

保存時：

凍結を避け、2〜8℃で遮光保存すること。

使用開始後28日以内に使用すること。

使用開始後は、凍結を避け、遮光して2〜8℃で冷蔵保存すること。冷蔵保

存できない場合は、遮光して30℃以下で保存すること。

使用開始後は、28日以内に使用すること。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

プロスタグランジンE2錠「科研」（科研製薬＝富士製薬工業）

ジノプロストン

本剤は点滴注射剤に比べ、調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いて子

宮収縮の状態及び胎児心音の観察を行い、投与間隔を保つよう十分注意

し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは中止し、過量投与になら

ないよう慎重に投与すること。（「臨床成績」の項参照）

［取扱い上の注意］ 一部改訂

追記

３３１　血液代用剤

改訂箇所 改訂内容

生食注キット「フソー」（扶桑薬品）

塩化ナトリウム（キット）（扶桑薬品製品）

薬剤瓶を注入針に刺し込む際は、支持筒を斜めに傾けて薬剤瓶のゴム栓中

央部に注入針をまっすぐ刺すこと。（支持筒を正立にして薬剤瓶を接続す

ると、薬剤が注入針の針穴を通じこぼれることがある。また、薬剤瓶のゴ

ム栓周辺部又は斜めに刺すとゴム栓が薬剤瓶内に脱落したり、注入針先が

変形・折損したりすることがある。）

操作にあたっては、支持筒等の固く安定する部分を持って行い、容器胴部

を持ったり、押さえたりしないこと。

注入針が完全に奥まで刺し込まれていることを確認すること。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 削除

３３３　血液凝固阻止剤

改訂箇所 改訂内容

ワーファリン錠（エーザイ）  ワーファリン顆粒（エーザイ）

ワルファリンK錠「F」（富士製薬工業）  ワルファリンK錠「NP」（ニプロ）

ワルファリンK細粒「NS」（日新製薬：山形）  ワルファリンK細粒「YD」（陽進堂）

ワルファリンK錠「テバ」（武田テバファーマ）  ワルファリンK錠「トーワ」（東和薬品）

ワルファリンK錠「日新」（日新製薬：山形）

ワルファリンカリウム

ミコナゾール（ゲル剤・注射剤・錠剤）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

ミコナゾール

（ゲル剤・注

射剤・錠剤）

本剤の作用を増強することがあ

る。また、併用中止後も、本剤

の作用が遷延し、出血やINR上昇

に至ったとの報告もある。

患者が本剤による治療を必要と

する場合、本剤による治療を優

先し、ミコナゾール（ゲル剤・

注射剤・錠剤）を投与しないこ

と。

ミコナゾールが本剤の

肝薬物代謝酵素を阻害

する。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テノキシカム 本剤の作用を増強することがあ

るので、併用する場合には血液

凝固能の変動に十分注意しなが

ら投与すること。

相手薬剤の血小板凝集

抑制作用による。

本剤が相手薬剤の副作

用である消化管出血を

助長することがある。

相手薬剤が本剤の血漿

蛋白からの遊離を促進

する。

ザフィルルカ

スト

本剤の作用を増強することがあ

るので、併用する場合には血液

凝固能の変動に十分注意しなが

ら投与すること。

相手薬剤が本剤の肝薬

物代謝酵素CYP2C9を阻

害する。
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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「HK」（光：東京）  レボホリナート点滴静注用「タイヨー」（武田テバファーマ）

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。

［その他の副作用］ 一部改訂

３９４　痛風治療剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ウリアデック錠（三和化学）  トピロリック錠（富士薬品）

トピロキソスタット

発現部位 副　作　用

胃　腸 口内炎、下痢、悪心、腹部不快感

その他 口渇、血圧上昇、異常感、めまい、浮腫、倦怠感

［重要な基本的注意］ 削除

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

アプルウェイ錠（サノフィ）  デベルザ錠（興和＝興和創薬）

トホグリフロジン水和物

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。

低血糖：

他の糖尿病用薬（特にスルホニルウレア剤又はインスリン製剤）との併用

で低血糖（初期症状：脱力感、高度の空腹感、発汗等）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させるなど

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。（「慎重投

与」、「重要な基本的注意」、「相互作用」及び「臨床成績」の項参照）
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［警告］ 一部改訂

追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［副作用］ 追記

［適用上の注意］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

トレムフィア皮下注シリンジ（ヤンセンファーマ＝大鵬薬品）

グセルクマブ（遺伝子組換え）

本剤は結核等の感染症を含む緊急時に十分に対応できる医療施設におい

て、本剤についての十分な知識と適応疾患の治療に十分な知識・経験をも

つ医師のもとで、本剤による治療の有益性が危険性を上回ると判断される

患者のみに使用すること。本剤は感染症のリスクを増大させる可能性があ

り、また結核の既往歴を有する患者では結核を活動化させる可能性があ

る。また、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現が報告さ

れている。治療開始に先立ち、本剤が疾病を完治させる薬剤でないことも

含め、本剤の有効性及び危険性を患者に十分説明し、患者が理解したこと

を確認した上で治療を開始すること。

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症患者では、本剤の

治療を開始する前に、光線療法を含む既存の全身療法（生物製剤を除く）

の適用を十分に勘案すること。

掌蹠膿疱症患者では、本剤の治療を開始する前に、光線療法を含む既存の

療法の適用を十分に勘案すること。

〈掌蹠膿疱症〉

中等症から重症の膿疱・小水疱病変を有する患者に投与すること。

投与毎に注射する箇所を変えること。また、皮膚が敏感な部位、皮膚に異

常がある部位、病変部位には注射しないこと。（「適用上の注意」の項参

照）

〈掌蹠膿疱症〉

本剤の治療反応は、通常投与開始から24週以内に得られる。24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。

掌蹠膿疱症を対象とした国内第Ⅲ相臨床試験において本剤投与症例79例中

25例(31.6%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主なもの

は、注射部位紅斑6例(7.6%)、白癬感染4例(5.1%)、上気道感染2例(2.5%)

であった。〔承認時〕

皮膚が敏感な部位、傷、発赤、硬結がある部位、病変部位には注射しない

こと。

局面型皮疹を有する乾癬患者における国内第Ⅲ相臨床試験

(CNTO1959PSO3004)では、本剤を投与した180例中13例(7.2%)が52週までに

抗グセルクマブ抗体陽性となり、その中で1例（1/180例、0.6%）に中和抗

体が認められた。膿疱性乾癬患者又は乾癬性紅皮症患者における国内第Ⅲ

相臨床試験(CNTO1959PSO3005)では本剤を投与した21例中に抗グセルクマ

ブ抗体陽性は認められなかった。また、掌蹠膿疱症患者における国内第Ⅲ

相臨床試験(CNTO1959PPP3001)では、本剤を投与した156例中4例(2.6%)が

52週までに抗グセルクマブ抗体陽性となった。この症例に中和抗体は認め

られなかった。局面型皮疹を有する乾癬患者における海外臨床試験では、

1734例中104例(6.0%)が抗グセルクマブ抗体陽性となり、その中で7例

（7/1734例、0.4%）に中和抗体が認められた。
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［副作用］ 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

〈参考〉 企業報告

ビオプテン顆粒（第一三共）

サプロプテリン塩酸塩

発現部位 副　作　用

消化器
下痢、嘔吐、流涎過多、腹痛、悪心、鼓腸、排便回数増加、

消化不良、胃炎、食道炎、食道痛、口腔咽頭痛

呼吸器 咽喉頭疼痛、咽頭炎

発現部位 副　作　用

過敏症 アレルギー反応、発疹

［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「NP」（ニプロ）  リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」（沢井製薬）

リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」（東和薬品）  リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」（日医工）

リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」（MeijiSeikaファルマ）

リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）

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カ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）
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［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

アレセンサカプセル（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺

伝子陽性が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認され

た体外診断薬を用いて測定すること。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

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

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「FFP」（富士フイルムファーマ）  オキサリプラチン点滴静注液「KCC」（共和クリティケア）

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「ケミファ」（ナガセ医薬品＝日本ケミファ）

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「サンド」（サンド）

オキサリプラチン点滴静注液「テバ」（武田テバファーマ）  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）  オキサリプラチン点滴静注液「ニプロ」（ニプロ）

オキサリプラチン点滴静注液「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）

オキサリプラチン

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）において着床期胚に

対する致死作用及び胎児の発育遅滞が報告されている。〕

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。〔細菌を用いた復帰突然

変異試験、ほ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

［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

オキサリプラチン点滴静注液「ケミファ」（ナガセ医薬品＝日本ケミファ）

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。

調製時：

本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し、250〜500mLとする。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［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

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

トラスツズマブBS点滴静注用「CTH」（セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン）

トラスツズマブBS点滴静注用「NK」（日本化薬）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ

後続1］

HER2過剰発現が確認された乳癌における術後補助化学療法においては、以

下の点に注意すること。

1年を超える投与の有効性及び安全性は確立していない。

本剤は「臨床成績」の項を熟知した上で投与すること。

本剤を投与する場合に、何らかの理由により予定された投与が遅れた際に

は、以下のとおり投与することが望ましい。

投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、A法では2mg/kgを、B法

では6mg/kgを投与する。

投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量（A法

では4mg/kg、B法では8mg/kg）で投与を行う。なお、次回以降はA法では

2mg/kgを1週間間隔で、B法では6mg/kgを3週間間隔で投与する。

心不全等の重篤な心障害があらわれることがあるので、必ず本剤投与開始

前には、患者の心機能を確認すること。本剤投与中は心症状の発現状況・

重篤度等に応じて適宜心機能検査（心エコー等）を行い、患者の状態（左

室駆出率(LVEF)の変動を含む）を十分に観察し、休薬、投与再開、あるい

は中止を判断すること。また、胸部への放射線照射との併用時には、放射

線の適切な治療計画を設定した上で、心障害の発現に留意すること（「原

則禁忌」、「慎重投与」、「副作用」、「臨床成績」の項参照）。

HER2過剰発現が確認された乳癌における術後補助化学療法のA法に本剤を

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：

本剤の調製時には、下記の換算式により投与に必要な抜き取り量を算出す

ること。

《体重あたりの換算式》

A法:

初回        抜き取り量(mL)＝（体重(kg)×4(mg/kg)）／21(mg/mL)

2回目以降   抜き取り量(mL)＝（体重(kg)×2(mg/kg)）／21(mg/mL)

B法:

初回        抜き取り量(mL)＝（体重(kg)×8(mg/kg)）／21(mg/mL)

2回目以降   抜き取り量(mL)＝（体重(kg)×6(mg/kg)）／21(mg/mL)

(添付文書の末尾に、抜き取り量の目安を掲載しています。)
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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］

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

〈悪性黒色腫〉

臨床試験に組み入れられた患者の病期等について、「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。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

本剤を単独で投与する場合には、PD-L1の発現が確認された患者に投与す

ること。PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合(TPS)について、「臨床成

績」の項の内容を熟知すること。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ること。

〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌〉

本剤の手術の補助療法としての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進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準

的な治療が困難な場合に限る）〉

十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが

確認された進行・再発の固形癌患者に投与すること。検査にあたっては、

承認された体外診断薬を用いること。

結腸・直腸癌の場合、フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチ

ン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴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。

結腸・直腸癌以外の固形癌の場合、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。また、二次治療において標準的な治療が可能な場

合にはこれらの治療を優先すること。

本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

臨床試験に組み入れられた患者の癌腫等について、「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、本剤以外の

治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

本剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、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選択すること。

DSU276 -30-



一部改訂 〈悪性黒色腫、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、がん化学療法

後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌、がん化学療法後に増悪した進

行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)〉

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。

〈効能共通〉

本剤投与により副作用が発現した場合には、下表を参考に、本剤を休薬又

は中止すること。〔「警告」「慎重投与」「重要な基本的注意」及び「副

作用」の項参照〕

副作用 程度 処置

大腸炎

／下痢

Grade4又は再発性のGrade3の場合 本剤を中止する。

上記以

外の副

作用

・Grade4又は再発性のGrade3の副

作用

・Grade3以上の心筋炎、脳炎、ギ

ラン・バレー症候群

・副作用の処置としての副腎皮質

ホルモン剤をプレドニゾロン換算

で10mg/日相当量以下まで12週間

以内に減量できない場合

・12週間を超える休薬後もGrade1

以下まで回復しない場合

以下の場合を除き、本剤を

中止する。

再発又は難治性の古典的ホ

ジキンリンパ腫患者におい

てGrade4の血液毒性が発現

した場合は、Grade1以下に

回復するまで本剤を休薬す

る。

GradeはNCI-CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)

v4.0に準じる。
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［副作用］ 追記 〈悪性黒色腫〉

〔国際共同臨床試験〕

国際共同第Ⅲ相試験（EORTC-1325-MG/KEYNOTE-054試験）で、本剤200mgを

3週間間隔で投与された安全性解析対象例509例中396例(77.8%)（日本人9

例中5例を含む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労

143例(28.1%)、下痢94例(18.5%)、そう痒症85例(16.7%)、甲状腺機能低下

症73例(14.3%)、悪心58例(11.4%)及び関節痛51例(10.0%)であった。〔承

認時〕

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

〔併用投与時〕

国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-189試験）で、本剤200mgを3週間間隔で投

与された安全性解析対象例405例中372例(91.9%)（日本人4例中3例を含

む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、悪心187例

(46.2%)、貧血154例(38.0%)、疲労134例(33.1%)、好中球減少症101例

(24.9%)及び食欲減退84例(20.7%)であった。

国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-407試験）で、本剤200mgを3週間間隔で投

与された安全性解析対象例278例中265例(95.3%)（日本人22例中22例を含

む）に副作用が認められた。主な副作用（20%以上）は、脱毛症126例

(45.3%)、貧血123例(44.2%)、好中球減少症97例(34.9%)、悪心85例

(30.6%)、血小板減少症81例(29.1%)及び下痢61例(21.9%)であった。〔承

認時〕

〔単独投与時〕

国際共同第Ⅲ相試験（KEYNOTE-042試験）で、本剤200mgを3週間間隔で投

与された安全性解析対象例636例中399例(62.7%)（日本人47例中34例を含

む）に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は甲状腺機能低下症

69例(10.8%)であった。

〈がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌（標準

的な治療が困難な場合に限る）〉

国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-164試験）で、本剤200mgを3週間間隔で投

与された安全性解析対象例61例中35例(57.4%)（日本人7例中5例を含む）

に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、関節痛10例(16.4%)、

悪心9例(14.8%)、下痢8例(13.1%)、無力症7例(11.5%)及びそう痒症7例

(11.5%)であった。

国際共同第Ⅱ相試験（KEYNOTE-158試験）で、本剤200mgを3週間間隔で投

与された安全性解析対象例94例中58例(61.7%)（日本人7例中5例を含む）

に副作用が認められた。主な副作用（10%以上）は、疲労11例(11.7%)及び

そう痒症11例(11.7%)であった。〔承認時〕
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［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

企業報告

キイトルーダ点滴静注（MSD）

神経障害：

末梢性ニューロパチー、ギラン・バレー症候群等の神経障害があらわれる

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、本剤の

投与中止等の適切な処置を行うこと。〔「用法・用量に関連する使用上の

注意」の項参照〕

心筋炎：

心筋炎があらわれることがあるので、胸痛、CK(CPK)上昇、心電図異常等

の観察を十分に行い、異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、

適切な処置を行うこと。〔「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参

照〕

脳炎、髄膜炎：

脳炎、髄膜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、本剤の投与中止等の適切な処置を行うこと。〔「用

法・用量に関連する使用上の注意」の項参照〕

発現部位 副　作　用

血液及びリン

パ系障害

貧血、好中球減少、血小板減少、白血球減少、リンパ球

減少、発熱性好中球減少症、好酸球増加症

眼障害
流涙増加、眼乾燥、霧視、ぶどう膜炎、虹彩毛様体炎、

虹彩炎

代謝及び栄養

障害

食欲減退、低マグネシウム血症、低ナトリウム血症、低

リン酸血症、低カルシウム血症、高血糖、低カリウム血

症、脱水、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、血中コ

レステロール増加

筋骨格系及び

結合組織障害

関節痛、筋肉痛、背部痛、四肢痛、筋痙縮、筋骨格痛、

関節炎、筋力低下、骨痛、筋骨格硬直

呼吸器、胸郭

及び縦隔障害

呼吸困難、咳嗽、しゃっくり、鼻出血、胸水、鼻漏、労

作性呼吸困難

［適用上の注意］ 削除

［取扱い上の注意］ 一部改訂

削除

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 プラスチックボトル包装品の販売終了に伴う改訂

アイクルシグ錠（大塚製薬）

ポナチニブ塩酸塩

薬剤交付時：

プラスチックボトル内の乾燥剤を誤飲することがないよう指導すること。

アルミピロー開封後は湿気を避けて遮光保存すること。

プラスチックボトル包装品は、湿度の影響を受けやすいので、使用の都度

キャップをしっかり締めること。また、同封した乾燥剤は常時入れておく

こと。
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［慎重投与］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

レブラミドカプセル（セルジーン）

レナリドミド水和物

臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者〔本剤の投与により移

植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。〕

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

オフロキサシン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  オフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

オフロキサシン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  オフロキサシン錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

タリビッド錠（第一三共）

オフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある（「重要な基本的

注意」、「重大な副作用」の項参照）。〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること

 （「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の項

参照）。

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

ジェニナック錠（富士フイルム富山化学＝アステラス製薬＝大正富山医薬品）

メシル酸ガレノキサシン水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照）
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［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

グレースビット錠・細粒（第一三共）  シタフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

シタフロキサシン水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある（「重要な基本的

注意」、「重大な副作用」の項参照）。〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること  

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の項

参照）。

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

シプロキサン注（バイエル薬品）  シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」（ニプロ）

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

シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」（武田テバファーマ）

シプロフロキサシン点滴静注液「日医工」（日医工）  シプロフロキサシンDU点滴静注液「日医工」（日医工）

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

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

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

シプロフロキサシンDU点滴静注「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシン

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

〔「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照〕

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。〔「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照〕
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5107/notice/notice_5107_20190110165939.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5107/notice/15972/notice_15972_20190111090159.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/notice_5161_20190110153140.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15889/notice_15889_20190110140253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15891/notice_15891_20190110140345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15885/notice_15885_20190110140430.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15894/notice_15894_20190110161945.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15893/notice_15893_20190110140505.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15887/notice_15887_20190110141526.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15888/notice_15888_20190110141544.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5161/notice/15884/notice_15884_20190110141603.pdf


［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

シバスタン錠（鶴原製薬）  シプロキサン錠（バイエル薬品）

シプロフロキサシン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  シプロフロキサシン錠「SW」（沢井製薬）

シプロフロキサシン錠「TCK」（辰巳化学）  シプロフロキサシン錠「トーワ」（東和薬品）

シプロフロキサシン錠「日医工」（日医工）

シプロフロキサシン塩酸塩水和物

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

〔「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照〕

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。〔「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照〕
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15895/notice_15895_20190110125714.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/notice_5162_20190110153239.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15896/notice_15896_20190110162034.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15897/notice_15897_20190111090226.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15898/notice_15898_20181227111602.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15899/notice_15899_20190110113525.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5162/notice/15900/notice_15900_20190110162037.pdf


［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

オゼックス錠（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）

オゼックス細粒小児用・錠小児用（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）

トスキサシン錠（マイランEPD）  トスフロキサシントシル酸塩錠「NP」（ニプロ）

トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」（辰巳化学＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

トスフロキサシントシル酸塩錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

トスフロキサシントシル酸塩錠「YD」（陽進堂）  トスフロキサシントシル酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

トスフロキサシントシル酸塩錠「タイヨー」（武田テバファーマ）  トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「タカタ」（高田製薬）

トスフロキサシントシル酸塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用「トーワ」（東和薬品）

トスフロキサシントシル酸塩錠「日医工」（日医工）

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照）
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16318/notice_16318_20190111133204.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16317/notice_16317_20190111133242.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/notice_5171_20190108165502.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16325/notice_16325_20190110140540.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16324/notice_16324_20190110114302.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16323/notice_16323_20190110151758.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16320/notice_16320_20190110114424.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16326/notice_16326_20190110112856.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16328/notice_16328_20190111090247.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16329/notice_16329_20190110111737.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16321/notice_16321_20190110123639.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16330/notice_16330_20181221144318.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16322/notice_16322_20190110113631.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16331/notice_16331_20190110162056.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5171/notice/16319/notice_16319_20190110141621.pdf


［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

ノルフロキサシン錠「EMEC」（エルメッドエーザイ）  ノルフロキサシン錠「YD」（陽進堂）

ノルフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）  ノルフロキサシン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

バクシダール錠（杏林製薬）  小児用バクシダール錠（杏林製薬）

バスティーン錠（全星薬品）

ノルフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、ニューキノロン系抗菌剤投与後に大動脈瘤及

び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本的

注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照）

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

パシル点滴静注液（富士フイルム富山化学＝大正富山医薬品）  パズクロス点滴静注液（田辺三菱製薬）

パズフロキサシンメシル酸塩

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照）
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/16401/notice_16401_20190110165204.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/16403/notice_16403_20190111090312.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/16404/notice_16404_20190110125746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/notice_5176_20190110164710.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/16410/notice_16410_20190110164748.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5176/notice/16406/notice_16406_20190108180127.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5169/notice/16307/notice_16307_20190111133324.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5169/notice/notice_5169_20190110111532.pdf


［慎重投与］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

スオード錠（MeijiSeikaファルマ）

プルリフロキサシン

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。〕

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

アベロックス錠（バイエル薬品）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴もしくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴もしくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

〔「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照〕

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。〔「慎重投与」、「重要な基本的注意」の

項参照〕
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https://dsu-system.jp/dsu/276/5123/notice/notice_5123_20190110141643.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/276/5163/notice/notice_5163_20190110153330.pdf


［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

クラビット錠・細粒（第一三共）  クラビット点滴静注・バッグ（第一三共）

レボフロキサシン錠「CEO」（セオリアファーマ＝武田薬品）  レボフロキサシン錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

レボフロキサシン錠・細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

レボフロキサシン点滴静注・バッグ「DSEP」（第一三共エスファ）

レボフロキサシン錠「F」（富士製薬工業）  レボフロキサシン点滴静注バッグ「HK」（光：東京）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「KCC」（共和クリティケア）  レボフロキサシン錠「MEEK」（小林化工）

レボフロキサシン錠「SUN」（サンファーマ）  レボフロキサシン錠「TCK」（辰巳化学＝フェルゼンファーマ）

レボフロキサシン錠「YD」（陽進堂）  レボフロキサシン錠「ZE」（全星薬品）

レボフロキサシン錠「アメル」（共和薬品工業）  レボフロキサシン錠「イセイ」（コーアイセイ）

レボフロキサシン錠「イワキ」（岩城製薬）  レボフロキサシン錠「オーハラ」（大原薬品工業）

レボフロキサシン錠「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）

レボフロキサシン錠「杏林」（キョーリンリメディオ＝日本薬品工業＝三和化学）

レボフロキサシン錠「ケミファ」（大興製薬＝日本ケミファ）  レボフロキサシン錠「サトウ」（佐藤製薬）

レボフロキサシン錠「サノフィ」（共和クリティケア＝サノフィ）  レボフロキサシン錠「サワイ」（沢井製薬）

レボフロキサシン錠「サンド」（サンド）  レボフロキサシン錠「タカタ」（高田製薬）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「タカタ」（高田製薬）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「武田テバ」（武田テバファーマ）

レボフロキサシン錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  レボフロキサシン錠「テバ」（武田テバファーマ）

レボフロキサシン錠「トーワ」（東和薬品）  レボフロキサシンOD錠「トーワ」（東和薬品）

レボフロキサシン内用液「トーワ」（東和薬品）  レボフロキサシン錠「日医工P」（ヤクハン製薬＝日医工）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「日医工P」（ヤクハン製薬＝日医工）

レボフロキサシン錠「日医工」（日医工）  レボフロキサシン錠「ニットー」（日東メディック）

レボフロキサシン錠「ニプロ」（ニプロ）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「ニプロ」（ニプロ＝ニプロESファーマ）

レボフロキサシン錠「ファイザー」（ファイザー）

レボフロキサシン点滴静注バッグ「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

レボフロキサシン錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  レボフロキサシン粒状錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある（「重要な基本的

注意」、「重大な副作用」の項参照）。〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること 

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）。

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと（「慎重投与」、「重要な基本的注意」の項

参照）。
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［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２４　合成抗菌剤

改訂箇所 改訂内容

バレオン錠・カプセル（マイランEPD）

塩酸ロメフロキサシン（経口剤）

大動脈瘤又は大動脈解離を合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の

既往、家族歴若しくはリスク因子（マルファン症候群等）を有する患者

〔海外の疫学研究において、フルオロキノロン系抗菌薬投与後に大動脈瘤

及び大動脈解離の発生リスクが増加したとの報告がある。（「重要な基本

的注意」、「重大な副作用」の項参照）〕

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、観察を十分に行うと

ともに、腹部、胸部又は背部に痛み等の症状があらわれた場合には直ちに

医師の診察を受けるよう患者に指導すること。大動脈瘤又は大動脈解離を

合併している患者、大動脈瘤又は大動脈解離の既往、家族歴若しくはリス

ク因子を有する患者では、必要に応じて画像検査の実施も考慮すること。

（「慎重投与」、「重大な副作用」の項参照）

大動脈瘤、大動脈解離：

大動脈瘤、大動脈解離を引き起こすことがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。（「慎重投与」、「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

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

アスナプレビル

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。（「重大な副作用」の項参照）

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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」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

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。（「重大な副作用」の項参照）

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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」の項参照）
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［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

〈参考〉 企業報告

ジメンシー配合錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

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

急性腎障害等の腎機能障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能

検査を行うなど、観察を十分に行うこと。（「重大な副作用」の項参照）

腎機能障害：

急性腎障害等の腎機能障害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」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］

一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

リバビリン（カプセル剤）

本剤は、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイ

ルス血症の改善に対しては、ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤と併用

することができる。（「臨床成績」の項参照）

ソホスブビル、オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビ

ル配合剤又はソホスブビル・ベルパタスビル配合剤と併用する場合の投与

開始時の臨床検査値基準、投与期間及びソホスブビル、オムビタスビル水

和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤又はソホスブビル・ベル

パタスビル配合剤の用法・用量は、ソホスブビル、オムビタスビル水和

物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤又はソホスブビル・ベルパ

タスビル配合剤の添付文書を確認すること。

本剤とソホスブビル又はソホスブビル・ベルパタスビル配合剤の併用投与

中は、定期的に血液学的検査を実施し、好中球数、血小板数、ヘモグロビ

ン濃度の低下が認められた場合には、下表を参考にして用量を変更するこ

と。

なお、投与を再開する場合には、臨床検査値が下表の中止基準を上回った

ことを確認すること。また、血小板数の減少による投与中止後の本剤の再

開は、下表を参考にすること。

C型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善〔ソホスブビル又はソホス

ブビル・ベルパタスビル配合剤併用時の用量調整〕

検査項目 数値 本剤

ヘモグロビン濃度

（心疾患又はその既

往なし）

投与開始5週時以降

10g/dL未満

　　　　減量

　600mg/日→200mg/日

　800mg/日→400mg/日

1,000mg/日→400mg/日

ヘモグロビン濃度

（心疾患又はその既

往あり）

投与開始5週時以降

10g/dL未満、又は投与

中、投与前値に比べ

2g/dL以上の減少が4週

間持続

　　　　減量

　600mg/日→200mg/日

　800mg/日→400mg/日

1,000mg/日→400mg/日
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 追記

［その他の副作用］ 追記

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

レベトールカプセル（MSD）

本剤の投与は、ペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）、イ

ンターフェロンベータ、ソホスブビル、オムビタスビル水和物・パリタプ

レビル水和物・リトナビル配合剤又はソホスブビル・ベルパタスビル配合

剤との併用のため、それぞれの添付文書に記載されている警告、禁忌、併

用禁忌、慎重投与、重要な基本的注意、重大な副作用等の「使用上の注

意」を必ず確認すること。なお、本剤とペグインターフェロンアルファ-

2b（遺伝子組換え）の併用に他の抗HCV剤を併用する場合には、抗HCV剤の

添付文書の「使用上の注意」を必ず確認すること。

C型代償性肝硬変患者に対するペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子

組換え）、ソホスブビル又はソホスブビル・ベルパタスビル配合剤との併

用による治療は、ウイルス血症の改善を目的としたものであり、本併用療

法によりウイルス学的効果が得られた場合であっても、肝硬変が治癒する

ものではないため、肝硬変に対する適切な処置は継続すること。

〈ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤との併用の場合〉

前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変患者を対象に本剤とソ

ホスブビル・ベルパタスビル配合剤を24週間併用投与した国内第Ⅲ相臨床

試験において、60例中21例(35.0%)に副作用が認められた。主な副作用

は、貧血13例(21.7%)、倦怠感3例(5.0%)、そう痒症2例(3.3%)等であっ

た。〔効能追加承認時〕

〈ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤併用時〉

貧血：

貧血があらわれることがあるので、ヘモグロビン量を定期的に測定するな

ど観察を十分に行い、ヘモグロビン量の減少を認めた場合は、本剤の用量

を調節するなど、適切な処置を行うこと。

高血圧：

高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧

110mmHg以上に至った例も報告されているので、投与中は血圧の推移等に

十分注意すること。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。

脳血管障害：

脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがあるので、観察を十分

に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行

うこと。

〈ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤併用時〉

以下のような副作用が認められた場合には、症状に応じて適切な処置を行

うこと。

発現部位 副　作　用

感　染 咽頭炎

神経系 頭痛

循環器 徐脈

消化器 悪心、口内炎

皮膚及び皮下組織 そう痒症、発疹

その他 倦怠感
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［副反応］ 一部改訂

６３１　ワクチン類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ジェービックV（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝武田薬品）

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（ジェービックV）

〔使用成績調査（再審査終了時）〕

第1期初回接種症例3229例中971例(30.1%)に副反応が認められた。その主

なものは注射部位紅斑565例(17.5%)、発熱197例(6.1%)、注射部位腫脹173

例(5.4%)、注射部位疼痛150例(4.6%)、注射部位そう痒感123例(3.8%)、咳

嗽53例(1.6%)、鼻漏41例(1.3%)であった。

〔特定使用成績調査（再審査終了時）〕

第1期追加接種（第1期初回本剤接種）症例1411例中508例(36.0%)に副反応

が認められた。その主なものは注射部位紅斑333例(23.6%)、注射部位腫

脹200例(14.2%)、注射部位疼痛191例(13.5%)、注射部位そう痒感79例

(5.6%)、発熱37例(2.6%)、倦怠感20例(1.4%)、頭痛17例(1.2%)であった｡

第2期接種（第1期本剤接種）症例1022例中464例(45.4%)に副反応が認めら

れた。その主なものは注射部位疼痛263例(25.7%)、注射部位紅斑236例

(23.1%)、注射部位腫脹196例(19.2%)、注射部位そう痒感62例(6.1%)、倦

怠感23例(2.3%)、頭痛22例(2.2%)、発熱11例(1.1%)であった。

第2期接種（第1期マウス脳由来ワクチン接種）症例362例中143例(39.5%)

に副反応が認められた。その主なものは注射部位疼痛67例(18.5%)、注射

部位紅斑60例(16.6%)、注射部位腫脹43例(11.9%)、頭痛10例(2.8%)、注射

部位そう痒感9例(2.5%)、倦怠感8例(2.2%)、発熱7例(1.9%)であった。

第2期接種（第1期他社ワクチン接種）症例10例中3例(30.0%)に副反応が認

められた。発現した副反応は、注射部位疼痛、注射部位腫脹各2例

(20.0%)、注射部位紅斑1例(10.0%)であった。

［用法・用量に関連する接種上

の注意］

一部改訂

［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

ロタリックス内用液（グラクソ・スミスクライン＝第一三共＝ジャパンワクチン）

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

他のワクチン製剤との接種間隔：

生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上、また不活化ワクチンの

接種を受けた者は、通常、6日以上間隔をおいて本剤を接種すること。た

だし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができる（な

お、本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない）。

発現部位 副　反　応

消化器
下痢、食欲不振、嘔吐、血便排泄、鼓腸、腹痛、腸重積症､

胃腸炎
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［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］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

アルブミナー5%静注（CSLベーリング）  アルブミナー25%静注（CSLベーリング）

アルブミン-ベーリング静注（CSLベーリング）  献血アルブミン5%静注「JB」（日本血液製剤機構）

献血アルブミン20%静注「JB」（日本血液製剤機構）

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）

献血アルブミン5%静注「ニチヤク」（日本製薬）  献血アルブミン20%静注「ニチヤク」（日本製薬）

献血アルブミン25%静注「ニチヤク」（日本製薬）  献血アルブミン25%静注「ベネシス」（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

参考として、投与後の目標血清アルブミン濃度は、急性の場合は3.0g/dL

以上、慢性の場合は2.5g/dL以上を用いる。

本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミ

ン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目

途に行い、使用の継続を判断し、漫然と投与し続けることのないよう注意

すること。

慢性のみならず、急性の病態に対する使用でも、アルブミンの合成能の低

下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が

抑制されることがあるので注意すること。

［特殊記載項目］ 一部改訂

［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（日本血液製剤機構製品：日本赤

十字社からの承継製品）

本剤は、献血による貴重な血液を原料としている。採血時における問診等

の検診、採血血液に対する感染症関連の検査、製造工程におけるウイルス

除去・不活化等の安全対策を講じているが、ヒトの血液を原料としている

ことに由来する感染症伝播等のリスクを完全には排除できない。疾病の治

療上の必要性を十分に検討の上、「血液製剤の使用指針」等を参考に、必

要最小限の使用にとどめること（「使用上の注意」の項参照）。

「血液製剤の使用指針」を参考に、たん白質源としての栄養補給等を目的

とした本剤の不適切な使用を避けること。

［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］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

献血アルブミネート静注（日本製薬）

加熱人血漿たん白

参考として、投与後の目標血清アルブミン濃度は、急性の場合は3.0g/dL

以上、慢性の場合は2.5g/dL以上を用いる。

本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミ

ン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目

途に行い、使用の継続を判断し､漫然と投与し続けることのないよう注意

すること。

慢性のみならず、急性の病態に対する使用でも、アルブミンの合成能の低

下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が

抑制されることがあるので注意すること。
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

追記

６３９　その他の生物学的製剤

改訂箇所 改訂内容

インターフェロンベータ-1a（遺伝子組換え）

〔使用成績調査における副作用〕

使用成績調査での調査例1486例中594例(40%)に副作用が認められた。主な

副作用は発熱284例(19%)、頭痛65例(4%)、倦怠感64例(4%)であった〔再審

査終了時〕。

〔製造販売後臨床試験における副作用〕

製造販売後臨床試験の安全性解析対象症例100例中100例(100%)に副作用が

認められた。主な副作用は、インフルエンザ様疾患92例(92%)、注射部位

反応30例(30%)、発熱25例(25%)、鼻咽頭炎23例(23%)であった〔再審査終

了時〕。

発現部位 副　作　用

感染症および寄

生虫症

尿路感染、気管支炎、感染、注射部位膿瘍、中耳炎、

咽頭炎、副鼻腔炎、上気道感染、注射部位蜂巣炎

血液およびリン

パ系障害
低色素性貧血、貧血

神経系障害
頭痛、感覚鈍麻、浮動性めまい、片頭痛、筋痙直、知

覚過敏、筋緊張亢進、錯感覚

胃腸障害 悪心、嘔吐、下痢、腹痛、歯痛

皮膚および皮下

組織障害
脱毛症、薬疹、そう痒症、皮膚炎、多汗症、寝汗

筋骨格系および

結合組織障害

関節痛、筋力低下、背部痛、筋肉痛、筋骨格硬直、関

節炎、四肢痛

生殖系および乳

房障害
月経過多、月経困難症、不正子宮出血

一般・全身障害

および投与部位

の状態

発熱、悪寒、疲労、注射部位疼痛、無力症、インフル

エンザ様症状、注射部位紅斑、注射部位硬結、注射部

位反応、倦怠感、疼痛、胸痛、嚢胞、注射部位内出

血、注射部位斑状出血、注射部位炎症

臨床検査
体重減少、ALT増加、AST増加、γ-GTP増加、CRP増加､

血中CK増加、肝機能検査異常、尿検査異常

発現部位 副　作　用

精神障害
不眠症、錯乱状態、不安、知覚障害、睡眠困難、感情

不安定

眼障害 眼の障害

心臓障害 動悸、失神、不整脈、頻脈

血管障害 血管拡張

呼吸器、胸郭お

よび縦隔障害
鼻漏
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削除

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

アボネックス筋注用シリンジ（バイオジェン・ジャパン＝エーザイ）

アボネックス筋注ペン（バイオジェン・ジャパン＝エーザイ）

〔海外〕

発現部位 副　作　用

全身障害および

投与局所様態

インフルエンザ様症状、発熱、悪寒、無力症、疼痛、

胸痛、注射部位炎症、注射部位疼痛、注射部位斑状出

血、注射部位反応、注射部位紅斑、注射部位内出血

神経系障害
浮動性めまい、頭痛、片頭痛、筋緊張亢進、筋痙直、

錯感覚

精神障害
睡眠困難、不安、錯乱状態、感情不安定、不眠症、知

覚障害

感染症および寄

生虫症

感染、上気道感染、副鼻腔炎、気管支炎、尿路感染、

注射部位膿瘍、注射部位蜂巣炎

呼吸器、胸郭お

よび縦隔障害
鼻漏

血管障害 血管拡張

心臓障害 動悸、失神、頻脈、不整脈

胃腸障害 腹痛、悪心、歯痛、下痢

筋骨格系および

結合組織障害

筋肉痛、関節痛、関節炎、筋力低下、筋骨格硬直、四

肢痛

皮膚および皮下

組織障害
脱毛症、寝汗、多汗症

眼障害 眼の障害

血液およびリン

パ系障害
貧血

生殖系および乳

房障害
不正子宮出血、月経過多

臨床検査 尿検査異常、肝機能検査異常

［適用上の注意］ 新設

６４１　抗原虫剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 包装変更に伴う改訂

チニダゾール錠「F」（富士製薬工業）

チニダゾール（経口剤）

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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