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医薬品情報だより Ｎｏ．１７８４ 平成３１年２月２６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（2019.1）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 2019.3 No.277 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］ 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

エリグルスタット酒石酸塩

本剤の血中濃度が大幅に上昇するおそれがある以下の患者

1)チトクロームP450(CYP)2D6の活性が通常の患者(Extensive

Metabolizer、EM)で、以下に該当する患者

・中等度以上の肝機能障害（Child-pugh分類B又はC）がある患者

・軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）があり、中程度以上のCYP2D6阻害

作用を有する薬剤を使用中の患者

・軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）があり、弱いCYP2D6阻害作用を有

する薬剤と中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬剤の両方を使用中の患

者

・肝機能が正常であり、中程度以上のCYP2D6阻害作用を有する薬剤と中程

度以上のCYP3A阻害作用を有する薬剤の両方を使用中の患者

2)CYP2D6の活性が低い患者(Intermediate Metabolizer、IM)で、以下に該

当する患者

・肝機能障害（Child-pugh分類A、B又はC）がある患者

・肝機能が正常であり、中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬剤を使用

中の患者

3)CYP2D6の活性が欠損している患者(Poor Metabolizer、PM)で、以下に該

当する患者

・肝機能障害（Child-pugh分類A、B又はC）がある患者

・肝機能が正常であり、中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬剤を使用

中の患者
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

一部改訂

本剤投与開始前にCYP2D6遺伝子型、肝機能、及び併用薬剤を確認するこ

と。また、本剤投与中も肝機能及び併用薬剤の状況に注意すること。

CYP2D6の活性が通常の患者(EM)では、下表を参考に、1回の投与量を100mg

として用法・用量の調整を行うこと。なお、中等度以上の肝機能障害

（Child-pugh分類B又はC）がある患者には投与しないこと。

肝機能が正常な患者

CYP3A阻害作用を有する薬剤の併用

併用なし

弱い阻害作

用を有する

薬剤を併用

中程度以上の阻

害作用を有する

薬剤を併用

CYP2D6阻

害作用を

有する薬

剤の併

用

併用なし 1日2回 1日2回 1日1回

弱い阻害作用を有

する薬剤を併用
1日2回 1日2回 1日1回

中程度以上の阻害

作用を有する薬剤

を併用

1日1回 1日1回 禁忌

軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）がある患者

CYP3A阻害作用を有する薬剤の併用

併用なし

弱い阻害作

用を有する

薬剤を併用

中程度以上の阻

害作用を有する

薬剤を併用

CYP2D6阻

害作用を

有する薬

剤の併

用

併用なし 1日2回 1日1回 1日1回

弱い阻害作用を有

する薬剤を併用
1日1回 1日1回 禁忌

中程度以上の阻害

作用を有する薬剤

を併用

禁忌 禁忌 禁忌

注）

注）

注）

注）

CYP2D6の活性が低い患者(IM)では、下表を参考に、1回の投与量を100mgと

して用法・用量の調整を行うこと。なお、肝機能障害（Child-pugh分類

A、B、又はC）がある患者には投与しないこと。

肝機能が正常な患者

CYP3A阻害作用を有する薬剤の併用

併用なし

弱い阻害作

用を有する

薬剤を併用

中程度以上の阻

害作用を有する

薬剤を併用

CYP2D6阻

害作用を

有する薬

剤の併

用

併用なし 1日2回 1日2回 禁忌

弱い阻害作用を有

する薬剤を併用
1日2回 1日2回 禁忌

中程度以上の阻害

作用を有する薬剤

を併用

1日1回 1日1回 禁忌

注）

注）
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一部改訂

［併用禁忌］ 追記

サデルガカプセル（サノフィ）

CYP2D6の活性が欠損している患者(PM)には、本剤の血中濃度が上昇するた

め投与を避けることが望ましいが、投与する場合は、1回100mg 1日1回投

与を目安とし、慎重に投与すること。ただし、肝機能障害（Child-pugh分

類A、B、又はC）がある場合、又は中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬

剤を併用する場合は投与しないこと。

注）CYP2D6阻害作用を有する薬剤とCYP3A阻害作用を有する薬剤について

は「相互作用」の項を参照し、禁忌又は用法・用量の調整が必要な薬剤に

該当するかを確認すること。

〈CYP2D6の活性が通常の患者(EM)で軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）

がある患者〉

中程度以上のCYP2D6阻害作用を有する薬剤

弱いCYP2D6阻害作用を有する薬剤と中程度以上のCYP3A阻害作用を有する

薬剤の両方を併用

クラスⅠa抗不整脈薬（キニジン、プロカインアミド等）、クラスⅢ抗不整

脈薬（アミオダロン、ソタロール等）、ベプリジル塩酸塩

［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

ハーセプチン注射用（中外製薬）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

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。

［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

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］

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。
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［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

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］

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。

［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

トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（ファイザー）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ

後続3］

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。

［重大な副作用］ 一部改訂

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

オプジーボ点滴静注（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ニボルマブ（遺伝子組換え）

重篤な血液障害：

免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、無顆粒球症等の重篤な血液障害

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

には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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、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。

［重要な基本的注意］ 追記

［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

イブランスカプセル（ファイザー）

パルボシクリブ

間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、初

期症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患

者の状態を十分に観察すること。また、必要に応じて、胸部CT、血清マー

カー等の検査を実施すること。

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、患者の状態を十分に観察し、

異常が認められた場合には、本剤の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

［重大な副作用］ 一部改訂

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

キイトルーダ点滴静注（MSD）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

重篤な血液障害：

免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、赤芽球癆、無顆粒球症等の重篤

な血液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、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

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、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。

［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

マヴィレット配合錠（アッヴィ）

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行

うなど、観察を十分に行うこと。

肝機能障害、黄疸：

AST、ALT、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれること

があるので、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置

を行うこと。

その他

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

１１３　抗てんかん剤

改訂箇所 改訂内容

ラコサミド（錠剤）

クレアチニンクリアランスが30mL/min以下の重度及び末期腎機能障害のあ

る患者には、成人は1日最高用量を300mg、小児は1日最高用量を25%減量と

するなど慎重に投与すること。また、血液透析を受けている患者では、1

日用量に加えて、血液透析後に最大で1回用量の半量の追加投与を考慮す

ること。（「慎重投与」、「薬物動態」の項参照）

軽度又は中等度の肝機能障害のある患者（Child-Pugh分類A及びB）には､

成人は1日最高用量を300mg、小児は1日最高用量を25%減量とするなど慎重

に投与すること。（「慎重投与」、「薬物動態」の項参照）

本剤の1日最高用量は体重30kg未満の小児では1日12mg/kg、体重30kg以上

50kg未満の小児では1日8mg/kgである。本剤を1日8mg/kgを超えて投与して

いる体重30kg未満の小児が、成長に伴い安定的に体重が30kg以上となった

場合には、患者の状態を十分に観察し、効果及び副作用の発現を考慮した

うえで、適切な用量を検討すること。なお、急激な減量は避けること。
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

ビムパット錠（ユーシービージャパン＝第一三共）

〈併用療法〉

〈小児〉

承認時までにラコサミドとして12mg/kg/日又は600mg/日 のいずれか低

い用量まで投与された国際共同第Ⅱ相長期継続投与試験に直接登録された

患者における安全性解析対象症例137例（日本人46例を含む）のうち、77

例(56.2%)に副作用が認められた。主な副作用は、浮動性めまい(20.4%)、

傾眠(19.7%)、振戦(8.0%)、嘔吐(6.6%)、疲労(6.6%)、悪心(5.8%)、複視

(5.1%)、霧視(5.1%)等であった。

注2）本剤の承認された1日最高用量は、成人及び体重50kg以上の小児には

400mg、体重30kg以上50kg未満の小児には8mg/kg、体重30kg未満の小児に

は12mg/kgである。

注2)

発現部位 副  作  用

精神神経系

浮動性めまい、頭痛、傾眠、振戦、眼振、嗜眠、異常行

動、不眠症、記憶障害、構語障害、協調運動異常、注意力

障害、平衡障害、錯乱状態、うつ病、幻覚、攻撃性、激

越、感覚鈍麻、錯感覚、認知障害、精神病性障害、多幸気

分

その他
疲労、歩行障害、無力症、易刺激性、転倒、挫傷、裂傷､

鼻咽頭炎、発熱、酩酊感、咽頭炎

低出生体重児、新生児、乳児又は4歳未満の幼児に対する安全性は確立し

ていない。〔国内における臨床試験において使用経験はない。〕

小児患者の部分発作に対する単剤療法に関する臨床試験は国内・海外とも

に行われていない。

［取扱い上の注意］ 削除

一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 バラ包装販売中止に伴う改訂

インフリーカプセル・Sカプセル（エーザイ）

インドメタシンファルネシル

カプセルバラ包装は、開栓後光を遮り湿気を避けて保存すること。

SカプセルPTP包装は、アルミ袋開封後、高温・湿気を避けて保存すること

（カプセル皮膜の軟化及びPTPへのはりつきが起こることがある）。
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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

イーシー・ドパール配合錠（協和発酵キリン）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（イーシー・ドパー

ル）

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。

レボドパから産生されるド

パミン、ノルアドレナリン

の分解を阻害する。

［その他の副作用］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

トラバタンズ点眼液（ノバルティスファーマ） トラボプロスト点眼液「ニットー」（東亜薬品＝日東メディック）

トラボプロスト

発現部位 副　作　用

眼

充血、眼そう痒症、眼周囲の多毛化、結膜炎、結膜濾胞、

角膜びらん、角膜炎、ぶどう膜炎、虹彩炎、眼瞼炎、眼瞼

そう痒症、眼瞼紅斑、眼瞼辺縁痂皮、眼瞼色素沈着、眼

痛、眼の異物感、眼部不快感、眼乾燥、霧視、羞明、眼精

疲労、睫毛の成長、睫毛剛毛化、睫毛乱生、睫毛変色、睫

毛重生、睫毛色素過剰、前房内細胞析出、フレア、結膜浮

腫、黄斑浮腫、アレルギー性結膜炎、虹彩毛様体炎、眼瞼

溝深化（上眼瞼がくぼむ、二重瞼になる等）、眼瞼浮腫、

眼脂、眼刺激、流涙、視力障害、眼の異常感、白内障、結

膜出血、視力低下、眼部単純ヘルペス

循環器 徐脈、低血圧、不整脈

呼吸器 鼻炎、咳嗽、喘息、呼吸困難、アレルギー性鼻炎

［副作用］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

トラバタンズ点眼液（ノバルティスファーマ）

トラボプロスト（トラバタンズ）

〔本剤の使用成績調査〕

使用成績調査において、副作用は33.1%(1,432/4,326）に認められ、主な

副作用は、多毛症(12.7%)、眼瞼色素沈着(11.2%)、眼充血(9.6%)、虹彩色

素沈着(8.0%)、結膜充血(6.6%)であった〔再審査終了時〕。 
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

デュオトラバ配合点眼液（ノバルティスファーマ）

トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

〔本剤の特定使用成績調査〕

特定使用成績調査において、副作用は27.8%(245/881)に認められ、主な副

作用は、多毛症(8.9%)、眼瞼色素沈着(7.5%)、点状角膜炎(5.1%)、眼充血

(4.4%)、虹彩色素沈着(4.2%)、結膜充血(3.6%)であった〔再審査終了

時〕。

発現部位 副　作　用

眼

充血（眼充血、結膜充血）、眼そう痒症、眼刺激、眼痛、

眼の異物感、点状角膜炎、眼乾燥、羞明、眼瞼そう痒症、

眼部不快感、虹彩炎、霧視、瞼板腺炎、眼周囲の多毛化、

睫毛の成長、睫毛剛毛化、睫毛乱生、睫毛変色、睫毛重

生、睫毛色素過剰、眼の異常感、結膜炎（アレルギー性結

膜炎を含む）、結膜浮腫、結膜濾胞、結膜出血、角膜障害

（角膜上皮障害）、角膜炎、角膜びらん、角膜知覚低下、

角膜着色、乾性角結膜炎、ぶどう膜炎、虹彩毛様体炎、眼

底黄斑部の浮腫・混濁、眼脂、眼瞼色素沈着、眼瞼浮腫、

眼瞼炎（アレルギー性眼瞼炎を含む）、眼瞼紅斑、眼瞼下

垂、眼瞼溝深化（上眼瞼がくぼむ、二重瞼になる等）、眼

瞼縁痂皮、複視、視力障害、黄斑浮腫、視力低下、眼精疲

労、前房のフレア、前房内細胞、眼部腫脹、流涙増加、白

内障、眼部単純ヘルペス

呼吸器 咳嗽、喘息、鼻炎（アレルギー性鼻炎を含む）

皮　膚 発疹、アレルギー性皮膚炎、接触性皮膚炎

発現部位 副　作　用

呼吸器 呼吸困難、気管支痙攣

［重大な副作用］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

マキュエイド眼注用（わかもと）

トリアムシノロンアセトニド（眼科用注射剤）

〈硝子体内投与〉

〈糖尿病黄斑浮腫〉

眼障害：

白内障、眼圧上昇、眼内炎、緑内障があらわれ、外科的処置を必要とする

ことがあるので、観察を十分に行い、症状・異常があらわれた場合には、

適切な処置を行うこと。
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［副作用］ 一部改訂

追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ベガモックス点眼液（ノバルティスファーマ）

モキシフロキサシン塩酸塩（点眼剤）

承認時までの国内で実施した臨床試験で、総症例586例中32例(5.5%)に副

作用が認められた。主な副作用は、眼痛（しみる）18件(3.1%)、味覚異常

（苦味）8件(1.4%)、眼充血3件(0.5%)、眼刺激2件(0.3%)であった。な

お、これらの総症例の中に乳児、幼児又は小児（41日齢以上12歳未満）42

例が含まれており、副作用は42例中3例(7.1%)に認められ、眼痛（しみ

る）2件(4.8%)、味覚異常（苦味）1件(2.4%)であった〔承認時〕。 

特定使用成績調査において、総症例（安全性解析対象症例）878例中7例

(0.8%)7件に副作用が認められた。主な副作用は眼瞼炎2件(0.2%)であっ

た。なお、これらの総症例の中に、低出生体重児及び新生児（出生後28日

未満）44例、乳児（出生後28日以上1歳未満）55例、幼児（1歳以上7歳未

満）87例、小児（7歳以上15歳未満）16例の合計202例が含まれており、副

作用は認められなかった〔再審査終了時〕。

発現部位 副　作　用

眼

眼痛、充血、刺激、角膜炎、異物感、眼瞼紅斑、霧視、眼瞼

炎、結膜炎、眼瞼浮腫、結膜浮腫、眼そう痒症、潰瘍性角膜

炎

その他
味覚異常、投与部位異常感覚、発疹、蕁麻疹、鼻部不快感、

咽喉頭疼痛、悪心、紅斑、そう痒症

低出生体重児又は新生児に対する安全性は確立していない（国内における

使用経験が少ない）。（「副作用」、「臨床成績」の項参照）。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

１３２　耳鼻科用剤

改訂箇所 改訂内容

アラミスト点鼻液（グラクソ・スミスクライン）

フルチカゾンフランカルボン酸エステル（点鼻液）

全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、点鼻ステロイド剤の投与に

より全身性の作用（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能

抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網

脈絡膜症を含む）が発現する可能性がある。特に長期間、大量投与の場合

には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められた場合には適切な処置

を行うこと。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

１３２　耳鼻科用剤

改訂箇所 改訂内容

キリガミール点鼻液（寿製薬） スカイロン点鼻液（東興薬品＝大日本住友製薬）

ファビ点鼻液（三和化学） フルチカゾン点鼻液「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

フルチカゾン点鼻液「アメル」（共和薬品工業） フルチカゾン点鼻液小児用「アメル」（共和薬品工業）

フルチカゾン点鼻液「イセイ」（コーアイセイ＝ニプロ） フルチカゾン点鼻液小児用「イセイ」（コーアイセイ＝ニプロ）

フルチカゾン点鼻液「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）

フルチカゾン点鼻液小児用「杏林」（キョーリンリメディオ＝富士フイルムファーマ）

フルチカゾン点鼻液「サワイ」（沢井製薬） フルチカゾン点鼻液小児用「サワイ」（沢井製薬）

フルチカゾン点鼻液「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

フルチカゾン点鼻液「トーワ」（東和薬品） フルチカゾン点鼻液小児用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液「日医工」（日医工） フルチカノーズ点鼻液（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

フルナーゼ点鼻液（グラクソ・スミスクライン）  小児用フルナーゼ点鼻液（グラクソ・スミスクライン）

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

フロラーズ点鼻液（日本臓器製薬） ミリカレット点鼻液（セオリアファーマ＝武田薬品）

フルチカゾンプロピオン酸エステル（点鼻液）

全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、点鼻ステロイド剤の投与に

より全身性の作用（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能

抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網

脈絡膜症を含む）が発現する可能性がある。特に長期間、大量投与の場合

には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められた場合には適切な処置

を行うこと。

発現部位 副　作　用

鼻　腔
鼻症状（刺激感、疼痛、乾燥感）、鼻出血、不快臭、鼻中隔

穿孔、鼻潰瘍

発現部位 副　作　用

その他
鼻内噴霧用コルチコステロイド剤使用後に、鼻中隔穿孔が認

められたとの報告がある。

［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（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〕
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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

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ドブタミン点滴静注「AFP」（共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ）

ドブタミン点滴静注「アイロム」（共和クリティケア＝日本ジェネリック）

〈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。

［その他の副作用］ 一部改訂

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

アセタノールカプセル（サノフィ）

アセブトロール塩酸塩

発現部位 副　作　用

循環器 洞停止、低血圧、徐脈、浮腫、動悸、心胸比増大等
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

［併用注意］ 追記

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

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

企業報告

ビソノテープ（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

ビソプロロール

腎機能障害のある患者では、本剤の血中濃度が上昇するおそれがあるため

低用量から投与を開始することを考慮すること。〔「薬物動態」の項参

照〕

頻脈性心房細動を合併する本態性高血圧症の患者に投与する場合、頻脈性

心房細動の用法・用量は1日1回4㎎から開始することに留意した上で、各

疾患の指標となる血圧や心拍数、症状等に応じ、開始用量を設定するこ

と。

過度に血圧の低い患者〔血圧を更に低下させるおそれがある。〕

心不全を合併する患者では本剤投与により心不全の症状を悪化させる可能

性があるので、心機能検査を行う等、観察を十分に行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フィンゴリ

モド塩酸塩

フィンゴリモド塩酸塩の投与開始

時に併用すると重度の徐脈や心ブ

ロックが認められることがある。

共に徐脈や心ブロック

を引き起こすおそれが

ある。

〈頻脈性心房細動〉

〔臨床試験（承認時まで）〕

総症例数247例中、副作用が報告されたのは43例(17.4%)であり、その主な

ものは、適用部位皮膚炎9例(3.6%)、適用部位そう痒感6例(2.4%)、心不全

3例(1.2%)等であった。また、臨床検査値異常変動が報告されたのは3例

(1.2%)であり、肝機能検査値上昇2例(0.8%)、血小板数減少1例(0.4%)で

あった。

発現部位 副　作　用

循環器
徐脈、房室ブロック、血圧低下、心室性期外収縮、動

悸、胸痛、心房細動、心胸郭比増加

消化器 悪心、嘔吐、胃部不快感、腹部不快感、食欲不振、下痢

肝　臓
ALT(GPT)、AST(GOT)、LDH、Al-P、ビリルビンの上昇､

γ-GTPの上昇、肝腫大

腎臓・泌尿器
尿中蛋白陽性、クレアチニン、BUNの上昇、尿中ブドウ

糖陽性、頻尿

その他

好酸球百分率増加、血中トリグリセリド増加、血中尿酸

増加、CRP(C-反応性蛋白)増加、無力症、疲労、倦怠

感、CK(CPK)の上昇、血中コレステロール増加、HDLコレ

ステロール増加、LDLコレステロール増加、血中ブドウ

糖増加、浮腫、気分不快感、四肢冷感、悪寒、しびれ

感、糖尿病増悪
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［その他の副作用］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

改訂箇所 改訂内容

ケルロング錠（サノフィ） タルロング錠（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ベタキソロール塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬＝日本ジェネリック）

ベタキソロール塩酸塩錠「テバ」（武田テバファーマ） ベタキソロール塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

ベタキソロール塩酸塩（経口剤）

発現部位 副　作　用

循環器
レイノー現象、洞停止、徐脈、低血圧、動悸、胸痛、心電

図異常、房室ブロック

［禁忌］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

追記

２１９　その他の循環器官用薬

改訂箇所 改訂内容

アルガトロバン水和物（ジェネリック製品）

脳塞栓又は脳塞栓のおそれがある患者（ただし、ヘパリン起因性血小板減

少症(HIT)Ⅱ型の患者を除く）〔出血性脳梗塞を起こすおそれがある

（「警告」及び「重要な基本的注意」の項参照）。〕

〈ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型(発症リスクのある場合を含む)

における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止に使用する

場合〉

本剤の投与開始から10分程度で活性化全血凝固時間(ACT)を測定し、術後4

時間まではACTが250〜450秒となるように持続投与量を調節すること。患

者の状態により、術後4時間以降の抗凝固療法の継続の要否を判断するが､

その後も抗凝固療法の継続が必要な場合は、0.7μg/kg/分に減量後、適宜

aPTTを測定し、aPTTが投与前値の1.5〜3倍程度となるよう持続投与量を適

宜調節し、目標とする範囲に達した後は1日に1回aPTTを測定すること。

本剤のクリアランスが低下している肝機能障害のある患者に対して術後4

時間以降も抗凝固療法が必要な場合は、0.2μg/kg/分に減量するなど注意

すること。aPTTが目標とする範囲に達するまでは、適宜aPTTを測定し、目

標とする範囲に達した後は1日に1回aPTTを測定すること。

本剤による治療開始及び投与量変更時には、以下の表を参考に投与するこ

と。

本剤を希釈せずに、6μg/kg/分で投与する場合の投与速度

体重

6μg/kg/分

アルガトロバン水和物として

（mg/時）

本剤として

（mL/時）

40kg 14.4 28.8

50kg 18.0 36.0

60kg 21.6 43.2

70kg 25.2 50.4
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追記

追記

本剤を希釈せずに、0.7μg/kg/分あるいは0.2μg/kg/分で投与する場合の

投与速度

体重

0.7μg/kg/分 0.2μg/kg/分

アルガトロバン

水和物として

（mg/時）

本剤

として

（mL/時）

アルガトロバン

水和物として

（mg/時）

本剤

として

（mL/時）

40kg 1.7 3.4 0.5 1.0

50kg 2.1 4.2 0.6 1.2

60kg 2.5 5.0 0.7 1.4

70kg 2.9 5.8 0.8 1.6

術後4時間以降も抗凝固療法を継続する必要があり、本剤を0.7μg/kg/分

に減量後、aPTTが投与前値の3倍を超えた場合は、本剤の投与を中止する

こと。本剤投与を再開する場合には、aPTTが治療域（投与前値の1.5〜3倍

以下）に回復したことを確認し、再開時の投与量は、投与中止前の1/2の

用量を目安にすること。

〈ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓症の発症抑制に使

用する場合〉

本剤のクリアランスが低下している肝機能障害のある患者、又は出血のリ

スクのある患者に対しては、低用量（0.2μg/kg/分）から投与を開始する

など注意すること。

本剤による治療開始時には、以下の表を参考に投与を開始すること。

本剤を希釈せずに、0.7μg/kg/分あるいは0.2μg/kg/分で投与する場合の

投与速度

体重

0.7μg/kg/分 0.2μg/kg/分

アルガトロバン

水和物として

（mg/時）

本剤

として

（mL/時）

アルガトロバン

水和物として

（mg/時）

本剤

として

（mL/時）

40kg 1.7 3.4 0.5 1.0

50kg 2.1 4.2 0.6 1.2

60kg 2.5 5.0 0.7 1.4

70kg 2.9 5.8 0.8 1.6
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追記

［重要な基本的注意］ 追記

本剤投与開始後は、aPTTを投与前値の1.5〜3倍の範囲かつ100秒以下とな

るように用量を調節すること。なお、出血のリスクのある患者ではaPTT

が、投与前値の1.5〜2倍となるように用量を調節すること。

本剤投与開始2時間後及び本剤の投与量の変更2時間後を目安にaPTTを測定

し、投与量を調節する。肝機能障害がある患者又は出血のリスクがある患

者に対しては、本剤投与開始あるいは投与量変更6時間後にもaPTTを測定

することが望ましい。aPTTが目標とする範囲に達するまでは、適宜aPTTを

測定し、目標とする範囲に達した後は1日に1回aPTTを測定すること。

aPTTが投与前値の3倍又は100秒を超えた場合は、本剤の投与を中止するこ

と。本剤投与を再開する場合には、aPTTが治療域（投与前値の1.5〜3倍か

つ100秒以下）に回復したことを確認し、投与中止前の1/2の用量を目安に

開始すること。

本剤を使用することにより血小板数が回復し、安定した場合には、経口抗

凝固薬（ワルファリン等）による治療の開始を考慮すること。なお、ワル

ファリンに切り替える場合は、本剤とワルファリンを5日間程度併用する

こと。

本剤とワルファリンとの併用時は、aPTT及びプロトロンビン時間－国際標

準比(PT-INR)をモニタリングすること。なお、本剤とワルファリンとの相

互作用によりPT-INRが延長することから、本剤中止後にPT-INRが短縮する

ことに注意すること。

経口抗凝固療法への移行が困難な患者を除き、本剤を漫然と使用しないこ

と。（他社が実施した国内外の臨床試験においてアルガトロバン製剤投与

期間はおおむね7〜14日間であった。また、他社が実施した国内の臨床試

験では、ワルファリンへの切り替えができなかった患者1例での投与期間

は最長35日であった。）

ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型における血栓症の発症抑制に使用

する場合、下記の点に留意すること。

1)本剤を投与する際には、血小板数、aPTT及びプロトロンビン時間(PT)等

を観察しながら、出血のリスクを考慮して慎重に投与すること。（「用

法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）

2)ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型の患者のうち、脳塞栓又は脳塞

栓のおそれのある患者に対しては、治療上の有益性と出血性脳梗塞等の危

険性を十分に勘案し、適応を検討すること。（「禁忌」の項参照）

3)播種性血管内血液凝固症候群(DIC)に対する本剤の有用性は確認されて

いないので、基礎疾患、合併症等を十分に確認し、鑑別を行うこと。

4)本剤投与中に肝機能障害が発現した場合は、投与継続によるリスクとベ

ネフィットを慎重に判断し、投与継続の可否を検討すること。また、投与

を継続する場合は、肝機能及びPT、aPTTを頻回に検査し、観察を十分に行

うこと。

ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)Ⅱ型（発症リスクのある場合を含む）

における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止に使用する

場合、本剤のクリアランスが低下している肝機能障害、又は出血のリスク

のある患者に対する本剤の使用経験の報告はないことから、このような患

者では、治療上のリスクとベネフィットを十分に勘案し、適応を検討する

こと。また、投与の際は十分な観察を行うこと。
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［併用注意］ 一部改訂

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

アルガトロバン注シリンジ「NP」（ニプロ）

アルガトロバン注射液「SN」（シオノケミカル＝武田テバファーマ＝扶桑薬品）

アルガトロバン注シリンジ「SN」（シオノケミカル＝武田テバファーマ）

アルガトロバン注射液「サワイ」（沢井製薬） アルガトロバン注射液「日医工」（日医工）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

血小板凝集抑制

作用を有する薬

剤（アスピリ

ン、オザグレル

ナトリウム、チ

クロピジン塩酸

塩、クロピドグ

レル硫酸塩、シ

ロスタゾール、

ジピリダモール

等）

出血傾向の増強を起こすおそれがあ

るので、本剤を減量するなど注意す

ること。ただし、ヘパリン起因性血

小板減少症(HIT)Ⅱ型（発症リスクの

ある場合を含む）における経皮的冠

インターベンション施行時の血液の

凝固防止に使用する場合には、経皮

的冠インターベンション施行におい

て併用が必須とされる薬剤（アスピ

リン、チクロピジン塩酸塩、クロピ

ドグレル硫酸塩等）との併用を理由

に減量しないこと。

血小板凝集を抑

制することによ

り、出血傾向を

増強することが

考えられる。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

改訂箇所 改訂内容

アドエアディスカス・エアゾール（グラクソ・スミスクライン）

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピ

オン酸エステル

全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、吸入ステロイド剤の投与に

より全身性の作用（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能

抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網

脈絡膜症を含む）が発現する可能性があるので、吸入ステロイド剤の投与

量は患者毎に喘息をコントロールできる最少用量に調節すること。特に長

期間、大量投与の場合には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められ

た場合には患者の喘息症状を観察しながら徐々に減量するなど適切な処置

を行うこと。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

改訂箇所 改訂内容

フルタイドエアゾール（グラクソ・スミスクライン） フルタイドディスカス（グラクソ・スミスクライン）

フルタイドロタディスク（グラクソ・スミスクライン）

フルチカゾンプロピオン酸エステル（吸入剤）

全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、吸入ステロイド剤の投与に

より全身性の作用（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能

抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網

脈絡膜症を含む）が発現する可能性があるので、吸入ステロイド剤の投与

量は患者毎に喘息をコントロールできる最少用量に調節すること。特に長

期間、大量投与の場合には定期的に検査を行い、全身性の作用が認められ

た場合には患者の喘息状態を観察しながら徐々に減量するなど適切な処置

を行うこと。
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［その他の副作用］ 一部改訂

［その他の注意］ 削除

２４３　甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

再審査結果に伴う改訂

テリボン皮下注用（旭化成ファーマ）

テリパラチド酢酸塩（皮下注用）

発現部位 副　作　用

消化器

悪心、嘔吐、腹部不快感、食欲減退、胃炎、消化不良、腹

痛、下痢、逆流性食道炎、口渇、便秘、胃潰瘍、腹部膨満、

流涎過多、裂孔ヘルニア、おくび、味覚異常、口内乾燥、心

窩部不快感、口腔内不快感、口内炎

眼 眼瞼下垂、視力障害、結膜充血、霧視

循環器

血圧上昇、動悸、血圧低下、上室性頻脈、心室性期外収縮、

潮紅、起立性低血圧、狭心痛、徐脈、心電図異常、蒼白、心

房細動

筋骨格

筋骨格硬直、肩の石灰化腱炎、背部痛、四肢痛、四肢不快

感、関節痛、筋緊張、筋力低下、頚部痛、筋肉痛、骨痛、筋

痙縮

その他

倦怠感、異常感（全身違和感、気分不良等）、発熱、胸部不

快感、悪寒、胸痛、多汗症、浮腫、熱感、甲状腺腫、自己免

疫性甲状腺炎、脱力感、リンパ節炎、あくび、末梢冷感、イ

ンフルエンザ様疾患、胆石症、皮下結節、皮下出血、尿中ウ

ロビリン陽性、尿中ビリルビン増加、脱毛、疼痛、体重減少

男性患者に対する使用経験は少ない〔「臨床成績」の項参照〕。

［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

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

デガレリクス酢酸塩

本剤は投与液濃度、投与量が有効性に影響するため、調製方法を遵守する

こと。初回投与時は120mgバイアル2本、維持用量を4週間間隔で投与する

場合は80mgバイアル1本、維持用量を12週間間隔で投与する場合は240mgバ

イアル2本を使用すること。（「適用上の注意」の項参照）

維持用量として4週間間隔投与と12週間間隔投与を切り替えた際の有効性

及び安全性は確立していない。

〈維持用量を4週間間隔で投与する場合〉

国内臨床試験の安全性評価症例数273例中、臨床検査値異常を含む副作用

発現症例は228例(83.5%)であり、主なものは注射部位疼痛(34.4%)、注射

部位硬結(33.7%)、注射部位紅斑(32.2%)、ほてり(27.8%)、体重増加

(15.4%)、発熱(11.7%)、注射部位腫脹(11.0%)、高血圧(7.0%)、注射部位

熱感(5.1%)であった。〔初回承認時：2012年6月〕
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追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

剤型追加承認に伴う改訂

ゴナックス皮下注用（アステラス製薬）

〈維持用量を12週間間隔で投与する場合〉

国内臨床試験の安全性評価症例数117例中、臨床検査値異常を含む副作用

発現症例は116例(99.1%)であり、主なものは注射部位疼痛(76.9%)、注射

部位硬結(73.5%)、注射部位紅斑(71.8%)、注射部位腫脹(28.2%)、ほてり

(25.6%)、注射部位そう痒感(18.8%)、発熱(17.1%)、体重増加(14.5%)、

倦怠感(10.3%)、便秘(6.8%)、注射部位熱感(6.0%)、高血圧(5.1%)であっ

た。〔用法・用量追加時〕

発現部位 副　作　用

注射部位
疼痛、硬結、紅斑、腫脹、そう痒感、熱感、結節、内出

血、発疹、小水疱、変色、炎症、膿瘍、蜂巣炎

消化器 便秘、嘔吐、下痢、悪心、胃炎、腹部膨満、歯周炎

肝　臓
ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、肝機能異常、γ-GTP増加、

Al-P増加、脂肪肝、肝酵素上昇

感染症 CRP増加、鼻咽頭炎、膀胱炎

代　謝
糖尿病、血中コレステロール増加、食欲減退、高脂血症、

中心性肥満、血中尿酸増加

筋骨格系
筋力低下、関節痛、筋骨格硬直、筋痙縮、頚部痛、背部

痛、四肢痛、骨密度減少、肋骨骨折

良性、悪性

及び群細不

明の新生物

結腸癌、胃癌、脂肪腫

精神神経系
不眠症、頭痛、気力低下、浮動性めまい、神経痛、脳出

血、坐骨神経痛

皮　膚
多汗症、そう痒症、皮下出血、発疹、湿疹、蕁麻疹、全身

性そう痒症、血管浮腫

血　管 ほてり、高血圧、血圧上昇、潮紅

本剤を1年間投与した国内臨床試験において、維持用量を4週間間隔で投与

した273例中57例(20.9%)で本剤に対する結合抗体の産生が認められてい

る。本剤を1年以上投与した国内臨床試験において、維持用量を12週間間

隔で投与した117例中、投与後1年までに30例(25.6%)、試験終了までに46

例(39.3%)で本剤に対する結合抗体の産生が認められている。
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［慎重投与］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ビクトーザ皮下注（ノボノルディスクファーマ）

リラグルチド（遺伝子組換え）

肝機能障害又は腎機能障害のある患者〔十分な使用経験がない(「薬物動

態」の項参照)。〕

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には本剤を投与せず、インスリン

を使用すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。ラッ

トにおいて最大推奨臨床用量の約21倍の曝露量に相当する1.0mg/kg/日で

早期胚死亡の増加、ウサギにおいて最大推奨臨床用量の約0.86倍の曝露量

に相当する0.05mg/kg/日で母動物の摂餌量減少に起因するものと推測され

る胎児の軽度の骨格異常が認められている。〕

［その他の副作用］ 追記

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

改訂箇所 改訂内容

グリジールクリーム・軟膏（佐藤製薬） グリジールスカルプローション（佐藤製薬）

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏「タイヨー」（武田テバファーマ）

ソルベガクリーム・軟膏（久光製薬） デルスパート軟膏・クリーム（池田薬品工業＝日医工）

デルトピカ軟膏（岩城製薬） デルトピカローション（岩城製薬）

デルモベート軟膏・クリーム（グラクソ・スミスクライン） デルモベートスカルプローション（グラクソ・スミスクライン）

マイアロンクリーム（前田薬品＝佐藤製薬＝日医工）

マイアロン軟膏（前田薬品＝佐藤製薬＝日医工＝日本ジェネリック）

マイアロンローション（前田薬品＝佐藤製薬＝日医工） マハディ軟膏・クリーム（東光＝ラクール）

マハディ外用液（東光＝ラクール）

クロベタゾールプロピオン酸エステル（外用液剤、

クリーム剤、軟膏剤）

中心性漿液性網脈絡膜症：

中心性漿液性網脈絡膜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使用を中止し、適切な処置を行うこと。

［その他の副作用］ 追記

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

改訂箇所 改訂内容

キングローン軟膏（辰巳化学） キンダベート軟膏（グラクソ・スミスクライン）

キンダロン軟膏・ローション（前田薬品＝佐藤製薬） クロベタゾン酪酸エステル軟膏「YD」（陽進堂）

クロベタゾン酪酸エステル軟膏「テイコク」（帝國製薬＝日医工）  クロベタポロン軟膏（東光＝ラクール）

パルデス軟膏・クリーム・ローション（岩城製薬）

クロベタゾン酪酸エステル

中心性漿液性網脈絡膜症：

中心性漿液性網脈絡膜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使用を中止し、適切な処置を行うこと。
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［その他の副作用］ 追記

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

改訂箇所 改訂内容

ケリグロールクリーム（摩耶堂製薬） デルモゾール軟膏（岩城製薬）

デルモゾールローション（岩城製薬）  ノルコットクリーム（辰巳化学）

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム「YD」（陽進堂） ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏「トーワ」（東和薬品）

ベトネベート軟膏・クリーム（グラクソ・スミスクライン＝第一三共）

リンデロン-V軟膏・Vクリーム（塩野義製薬） リンデロン-Vローション（塩野義製薬）

ベタメタゾン吉草酸エステル

中心性漿液性網脈絡膜症：

中心性漿液性網脈絡膜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使用を中止し、適切な処置を行うこと。

［その他の副作用］ 追記

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

改訂箇所 改訂内容

ベトネベートN軟膏・Nクリーム（グラクソ・スミスクライン＝第一三共）

ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫

酸塩

（ベタメタゾン吉草酸エステル）

中心性漿液性網脈絡膜症：

中心性漿液性網脈絡膜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使用を中止し、適切な処置を行うこと。

［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「BT」（コーアバイオテックベイ＝日本ケミファ）

レボホリナート点滴静注用「F」（富士製薬工業）

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。
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

削除

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

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

本剤は2型糖尿病と診断された患者に対してのみ使用し、1型糖尿病の患者

には投与をしないこと。

〈1型糖尿病〉

本剤の適用はあらかじめ適切なインスリン治療を十分に行った上で、血糖

コントロールが不十分な場合に限ること。

〈1型糖尿病〉

本剤はインスリン製剤の代替薬ではない。インスリン製剤の投与を中止す

ると急激な高血糖やケトアシドーシスが起こるおそれがあるので、本剤の

投与にあたってはインスリン製剤を中止しないこと。（「重要な基本的注

意」及び「副作用」の項参照）

本剤とインスリン製剤の併用にあたっては、低血糖リスクを軽減するため

にインスリン製剤の減量を検討すること。ただし、過度な減量はケトアシ

ドーシスのリスクを高めるので注意すること。なお、臨床試験では、イン

スリン製剤の1日投与量は15%減量することが推奨された。（「重要な基本

的注意」、「副作用」及び「臨床成績」の項参照）

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。ただし、1型糖尿病患者においてインスリン製剤

を減量する場合、ケトアシドーシス等のリスクが高まるため、過度の減量

に注意すること。（「用法・用量に関連する使用上の注意」、「相互作

用」、「副作用」及び「臨床成績」の項参照）

本剤の作用機序である尿中グルコース排泄促進作用により、血糖コント

ロールが良好であっても脂肪酸代謝が亢進し、ケトーシスがあらわれ、ケ

トアシドーシスに至ることがある。著しい血糖の上昇を伴わない場合があ

るため、以下の点に留意すること。（「用法・用量に関連する使用上の注

意」及び「副作用」の項参照）

特に、1型糖尿病患者、インスリン分泌能の低下、インスリン製剤の減量

や中止、過度な糖質摂取制限、食事摂取不良、感染症、脱水を伴う場合に

はケトアシドーシスを発現しやすいので、観察を十分に行うこと。

患者に対し、以下の点を指導すること。

・ケトアシドーシスの症状（悪心・嘔吐、食欲減退、腹痛、過度な口渇、

倦怠感、呼吸困難、意識障害等）。

・ケトアシドーシスの症状が認められた場合には直ちに医療機関を受診す

ること。

・血糖値が高値でなくともケトアシドーシスが発現しうること。

特に、1型糖尿病患者に対しては、上記3点に加えて、ケトアシドーシス発

現リスクが高いことも説明すること。
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［併用注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

追記

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬）

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。ただし、1型糖尿病患者において

インスリン製剤を減量する場合、ケト

アシドーシス等のリスクが高まるた

め、過度の減量に注意すること。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、低血糖

のリスクが増加

するおそれがあ

る。

〈1型糖尿病〉

承認時までの国内の臨床試験では、201例中197例(98.0%)に臨床検査値異

常を含む副作用が認められた。主な副作用は低血糖196例(97.5%)、血中ケ

トン体増加21例(10.4%)、体重減少12例(6.0%)、膀胱炎9例(4.5%)、頻尿8

例(4.0%)、口渇7例(3.5%)、ケトーシス6例(3.0%)、陰部そう痒症6例

(3.0%)、便秘6例(3.0%)、頭痛4例(2.0%)、細菌尿4例(2.0%)であった。

〔効能・効果追加時：2018年12月〕

発現部位 副　作　用

胃腸障害
便秘、下痢、胃炎、胃食道逆流性疾患、上腹部痛、

腹部膨満、齲歯、悪心、嘔吐

肝胆道系障害 肝機能異常、脂肪肝

感染症 膀胱炎、鼻咽頭炎、外陰部膣カンジダ症、細菌尿

筋骨格系および結

合組織障害
筋痙縮、筋肉痛、背部痛

皮膚および皮下組

織障害
湿疹、発疹、蕁麻疹、薬疹、そう痒症

臨床検査

尿中β ミクログロブリン増加、血中ケトン体増加、

尿中β-NアセチルDグルコサミニダーゼ増加、尿潜

血陽性、尿中アルブミン/クレアチニン比増加、尿

中ケトン体陽性、尿中α ミクログロブリン増加、尿

量増加

2

1

発現部位 副　作　用

代謝及び栄養障害 ケトーシス
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［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

削除

［併用注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ルセフィ錠（大正製薬＝大正富山医薬品＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

他の糖尿病用薬（特に、スルホニルウレア剤、インスリン製剤又は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）〕

本剤の使用にあたっては、患者に対し低血糖症状及びその対処方法につい

て十分説明すること。特に、スルホニルウレア剤、インスリン製剤又は

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。スルホニルウレア剤、インスリン製剤又はGLP-1受容体作動薬によ

る低血糖のリスクを軽減するため、これらの薬剤と併用する場合には、こ

れらの薬剤の減量を検討すること。（「慎重投与」、「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又はGLP-1受容体作動薬との併用投与の有効性及び

安全性は検討されていない。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

糖尿病用薬（ス

ルホニルウレア

剤、ビグアナイ

ド薬、チアゾリ

ジン薬、DPP-4

阻害薬、α-グ

ルコシダーゼ阻

害薬、速効型イ

ンスリン分泌促

進薬、GLP-1受

容体作動薬、イ

ンスリン製剤

等）

低血糖を起こすおそれがあるので、

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。スルホニル

ウレア剤、インスリン製剤又はGLP-

1受容体作動薬と併用する場合は、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。（「慎重投与」、

「重要な基本的注意」、「副作用」

の項参照）

低血糖症状が認められた場合には、

通常はショ糖を投与し、α-グルコシ

ダーゼ阻害薬との併用時にはブドウ

糖を投与すること。

血糖降下作用が

増強される。

低血糖：

他の糖尿病用薬（特に、スルホニルウレア剤、インスリン製剤又は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

尿病用薬を併用しない場合において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薬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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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

エンブレル皮下注用（ファイザー＝武田薬品）

エタネルセプト（遺伝子組換え）（バイアル）

〈効能共通〉

本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。〔「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］

一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

エタネルセプトBS皮下注用「MA」（持田製薬）

エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネルセプト

後続1］（バイアル）

〈効能共通〉

本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。〔「重要な

基本的注意」の項参照〕

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

一部改訂

［慎重投与］ 削除

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

エリグルスタット酒石酸塩

CYP2D6の活性が通常の患者(EM)及び活性が低い患者(IM)以外には、下記を

参考にすること。〔「禁忌」、「慎重投与」、「重要な基本的注意」、

「相互作用」、「薬物動態」の項参照〕

本剤投与開始前にCYP2D6遺伝子型、肝機能、及び併用薬剤を確認するこ

と。また、本剤投与中も肝機能及び併用薬剤の状況に注意すること。

〔「禁忌」、「重要な基本的注意」、「相互作用」、「薬物動態」の項参

照〕

CYP2D6の活性が低い患者(IM)では、下表を参考に、1回の投与量を100mgと

して用法・用量の調整を行うこと。なお、肝機能障害（Child-pugh分類

A、B、又はC）がある患者には投与しないこと。〔「禁忌」、「重要な基

本的注意」、「相互作用」、「薬物動態」の項参照〕

CYP2D6の活性が欠損している患者(PM)には、本剤の血中濃度が上昇するた

め投与を避けることが望ましいが、投与する場合は、1回100mg 1日1回投

与を目安とし、慎重に投与すること。ただし、肝機能障害（Child-pugh分

類A、B、又はC）がある場合、又は中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬

剤を併用する場合は投与しないこと。〔「禁忌」、「慎重投与」、「重要

な基本的注意」、「相互作用」、「薬物動態」の項参照〕

CYP2D6の活性が過剰な患者（Ultra Rapid Metabolizer、URM）では本剤の

血中濃度が低くなり、効果が減弱するおそれがあるため、投与を避けるこ

とが望ましい。〔「薬物動態」の項参照〕

肝機能障害のある患者〔使用経験が少なく、本剤の血中濃度が上昇するお

それがある〕

腎機能障害のある患者〔使用経験が少ない。「薬物動態」の項参照〕
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［重要な基本的注意］ 削除

［相互作用］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

重篤な肝機能障害を有する患者では本剤の血中濃度が上昇するおそれがあ

るため、投与を避けることが望ましい。

「禁忌」、「用法・用量に関する使用上の注意」、「重要な基本的注意」

及び「相互作用」におけるCYP2D6又はCYP3A阻害作用を有すると考えられ

る薬剤の薬剤名は、下表のとおり。

薬剤名

CYP2D6阻害作

用を有する薬

剤

1)強いCYP2D6阻害作用を有する薬剤（パロキセチン塩酸

塩水和物、シナカルセト塩酸塩、テルビナフィン塩酸塩

等）

2)中程度のCYP2D6阻害作用を有する薬剤（デュロキセチ

ン塩酸塩、ミラベグロン等）

3)弱いCYP2D6阻害作用を有する薬剤（アビラテロン、リ

トナビル、セレコキシブ等）

CYP3A阻害作

用を有する薬

剤

1)強いCYP3A阻害作用を有する薬剤（クラリスロマイシ

ン、イトラコナゾール、コビシスタット、インジナビル

硫酸塩エタノール付加物、リトナビル、テラプレビル、

ボリコナゾール、ネルフィナビルメシル酸塩、サキナビ

ルメシル酸塩等）

2)中程度のCYP3A阻害作用を有する薬剤（エリスロマイ

シン、フルコナゾール、アタザナビル硫酸塩、シクロス

ポリン、アプレピタント、ジルチアゼム塩酸塩等）

3)弱いCYP3A阻害作用を有する薬剤（シロスタゾー

ル、ラニチジン、タクロリムス等）

注）強い阻害作用を有する薬剤：典型基質のAUCを5倍以上上昇又はクリア

ランスを1/5以下に減少させると考えられる薬剤

中程度の阻害作用を有する薬剤：典型基質のAUCを2倍以上5倍未満に上昇

又はクリアランスを1/5から1/2以下に減少させると考えられる薬剤

弱い阻害作用を有する薬剤：典型基質のAUCを1.25倍以上2倍未満に上昇又

はクリアランスを1/2から1/1.25以下に減少させると考えられる薬剤

〈CYP2D6の活性が通常の患者(EM)で軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）

がある患者〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP2D6阻

害作用を有する薬剤

併用により本剤の血中

濃度が上昇することに

よりQT延長等を生じる

おそれがある。

これらの薬剤の

CYP2D6阻害作用によ

り本剤の代謝が阻害

される。

弱いCYP2D6阻害作用を

有する薬剤と中程度以

上のCYP3A阻害作用を有

する薬剤の両方を併用

これらの薬剤

のCYP2D6及

びCYP3A阻害作用に

より本剤の代謝が阻

害される。

クラスⅠa抗不整脈薬

（キニジン、プロカイ

ンアミド等）、クラス

Ⅲ抗不整脈薬（アミオ

ダロン、ソタロール

等）、べプリジル塩酸

塩

併用によりQT延長等を

生じるおそれがある。

併用によりQT延長作

用が相加的に増強す

ると考えられる。
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一部改訂

［併用注意］ 追記

〈CYP2D6の活性が通常の患者(EM)で肝機能が正常な患者〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP2D6阻

害作用を有する薬剤と

中程度以上のCYP3A阻害

作用を有する薬剤の両

方を併用

併用により本剤の血中

濃度が上昇することに

よりQT延長等を生じる

おそれがある。

これらの薬剤の

CYP2D6及びCYP3A阻

害作用により、本剤

の代謝が阻害され

る。

〈CYP2D6の活性が低い患者(IM)〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP3A阻害

作用を有する薬剤

併用により本剤の血中

濃度が上昇することに

よりQT延長等を生じる

おそれがある。

これらの薬剤の

CYP3A阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

〈CYP2D6の活性が欠損している患者(PM)〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP3A阻害

作用を有する薬剤

併用により本剤の血中

濃度が上昇することに

よりQT延長等を生じる

おそれがある。

これらの薬剤の

CYP3A阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

〈CYP2D6の活性が通常の患者(EM)で軽度肝機能障害（Child-pugh分類A）

がある患者〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP3A阻害

作用を有する薬剤

（CYP2D6阻害作用を有

する薬剤を併用する場

合を除く）

本剤の血中濃度が上昇

し、本剤の作用が増強

されるおそれがある。

本剤の用法用量の調整

を行うこと。

これらの薬剤の

CYP3A阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

弱いCYP2D6阻害作用を

有する薬剤（中程度以

上のCYP3A阻害作用を有

する薬剤を併用する場

合を除く）

これらの薬剤の

CYP2D6阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

弱いCYP3A阻害作用を有

する薬剤（中程度以上

のCYP2D6阻害作用を有

する薬剤を併用する場

合を除く）

これらの薬剤の

CYP3A阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。
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一部改訂

サデルガカプセル（サノフィ）

〈CYP2D6の活性が通常の患者(EM)で肝機能が正常な患者〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP2D6阻

害作用を有する薬剤

（中程度以上のCYP3A阻

害作用を有する薬剤を

併用する場合を除く）

本剤の血中濃度が上昇

し、本剤の作用が増強

されるおそれがある。

本剤の用法用量の調整

を行うこと。

これらの薬剤の

CYP2D6阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

中程度以上のCYP3A阻害

作用を有する薬剤（中

程度以上のCYP2D6阻害

作用を有する薬剤を併

用する場合を除く）

これらの薬剤の

CYP3A阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。

 〈CYP2D6の活性が低い患者(IM)〉

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

中程度以上のCYP2D6阻

害作用を有する薬剤

本剤の血中濃度が上昇

し、本剤の作用が増強

されるおそれがある。

本剤の用法用量の調整

を行うこと。

これらの薬剤の

CYP2D6阻害作用によ

り、本剤の代謝が阻

害される。
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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

［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

セクキヌマブ（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

症例のみに使用すること。本剤は感染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。

乾癬では、本剤の治療を開始する前に、紫外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。

強直性脊椎炎では、本剤の治療を開始する前に、既存治療薬（非ステロイ

ド性抗炎症薬等）の適用を十分に勘案すること。

〈強直性脊椎炎〉

過去の治療において、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症薬等）による適

切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与

すること。

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。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）

自己投与に際しては、以下の点に注意すること。

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、医療施設へ連絡するよ

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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［副作用］ 一部改訂

追記

［その他の注意］ 一部改訂

［取扱い上の注意］ 新設

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

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）

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬〉

国際共同及び海外第Ⅲ相プラセボ対照比較試験（A2302、A2303、A2308、

A2309）を併合した12週の集計において、本剤が投与された総症例1,382例

中（日本人58例含む）260例(18.81%)に副作用が認められ、主な副作用

は、鼻咽頭炎28例(2.03%)、頭痛28例(2.03%)、下痢11例(0.80%)、上気道

感染10例(0.72%)等であった。日本人では58例中6例(10.3%)に副作用が認

められ、主な副作用は、鼻咽頭炎1例(1.7%)等であった。

局面型皮疹を有する乾癬患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験（A2302､A2303､

A2304、A2307、A2308、A2309）を併合した52週の集計において、本剤が投

与された総症例2,805例中（日本人140例含む）750例(26.74%)に副作用が

認められ、主な副作用は、鼻咽頭炎125例(4.46%)、頭痛50例(1.78%)、上

気道感染45例(1.60%)、下痢27例(0.96%)等であった。このうち、日本人で

は、140例中44例(31.4%)に副作用が認められ、主な副作用は、鼻咽頭炎9

例(6.4%)、蕁麻疹2例(1.4%)等であった。〔承認時までの集計〕

〈強直性脊椎炎〉

海外第Ⅲ相プラセボ対照比較試験の156週の集計において、本剤が投与さ

れた211例中94例(45%)に副作用が認められ、主な副作用は、上気道感染15

例(7.1%)、鼻咽頭炎12例(5.7%)、インフルエンザ9例(4.3%)、下痢、頭痛

各6例(2.8%)等であった。

日本で実施した強直性脊椎炎患者を対象とした非盲検試験の52週の集計に

おいて、本剤が投与された30例中14例(46.7%)に副作用が認められ、主な

副作用は、上咽頭炎7例(23.3%)、口内炎4例(13.3%)等であった。〔効能又

は効果の一変承認時までの集計〕

尋常性乾癬及び関節症性乾癬を対象とした国際共同及び海外第Ⅲ相臨床試

験において、52週までに19/3,364例(0.6%)の患者に抗セクキヌマブ抗体が

認められ、うち3/3,364例(0.1%)の抗セクキヌマブ抗体は中和抗体であっ

た（日本人では、1/148例(0.7%)に抗セクキヌマブ抗体が認められ、その1

例の抗セクキヌマブ抗体は中和抗体であった）。日本人膿疱性乾癬患者を

対象とした国内第Ⅲ相試験においては、12例中抗セクキヌマブ抗体が認め

られた患者はいなかった。強直性脊椎炎患者を対象として日本で実施した

非盲検試験及び海外第Ⅲ相試験において、最長156週までに12/1,192例

(1.0%)の患者に抗セクキヌマブ抗体が認められたが、中和抗体ではなかっ

た。なお、抗体の発現と効果又は有害事象との関連は明らかではない。

尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬において、免疫抑制剤又は光線

療法と併用した場合の安全性及び有効性は確立していない。

室温で保存する場合は、30℃を超えない場所で保存し、4日以内に使用す

ること。
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［その他の副作用］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

リクラスト点滴静注液（旭化成ファーマ）

ゾレドロン酸水和物（5mg）

発現部位 副　作　用

眼障害
虹彩炎、結膜炎、眼痛、ぶどう膜炎、上強膜炎、眼充血、霧

視

［重要な基本的注意］ 追記

［相互作用］ 一部改訂

［併用注意］ 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

オーファディンカプセル（アステラス製薬）

ニチシノン

患者に自覚症状がない場合があるため、血漿中チロシン濃度のコントロー

ルが不良な場合等、患者の状態に応じて治療開始後も定期的に、眼の細隙

灯顕微鏡検査を行うこと。

本剤はCYP2C9、有機アニオントランスポーター1及び3（OAT1及び3）を阻

害する。また、本剤はin vitroにおいてCYP3A4により代謝されるため、

CYP3A4の阻害剤又は誘導剤と併用する場合は、用量調節が必要となる可能

性がある。（「薬物動態」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP2C9の基質となる

薬剤（ワルファリ

ン、フェニトイン

等）

これらの薬剤の作用

を増強するおそれが

ある。

本剤のCYP2C9阻害作用によ

り、これらの薬剤の血漿中

濃度が上昇する。（「薬物

動態」の項参照）

OAT1/OAT3の基質とな

る薬剤（フロセミ

ド、メトトレキサー

ト、バリシチニブ

等）

これらの薬剤の作用

を増強するおそれが

ある。

本剤のOAT1/OAT3阻害作用

により、これらの薬剤の血

漿中濃度が上昇する。

（「薬物動態」の項参照）
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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］

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「FFP」（富士フイルムファーマ） リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」（サンド）

リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」（高田製薬） リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」（日新製薬：山形）

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）

［適用上の注意］ 一部改訂

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

イダマイシン静注用（ファイザー）

イダルビシン塩酸塩

溶解後は速やかに使用すること。調製した溶液は2〜8℃で48時間、常温で

24時間は化学的に安定であるが、2〜8℃でも24時間以上保存しないことが

望ましい。
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［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

［副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

化学療法未治療の扁平上皮癌の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。

本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

化学療法既治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌において、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。

本剤投与により副作用が発現した場合には、以下の基準を目安に、本剤の

休薬等を考慮すること。

副作用 程度 処置

内分泌

障害

・Grade2又は3の下垂体炎

・Grade2又は3の下垂体機能

低下症

Grade1以下に回復するまで、本

剤を休薬する。

12週間を超える休薬後もGrade1

以下まで回復しない場合は、本

剤を中止する。

・Grade4又は再発性の下垂体

炎

・Grade4又は再発性の下垂体

機能低下症

本剤を中止する。

腎炎
Grade2の場合

Grade1以下に回復するまで、本

剤を休薬する。

12週間を超える休薬後もGrade1

以下まで回復しない場合は、本

剤を中止する。

Grade3以上の場合 本剤を中止する。

化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

患者において、本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ

（遺伝子組換え）を併用投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれ

ることがあるので、投与中は定期的に血液検査を行う等、患者の状態を十

分に観察すること。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

プラチナ製剤を含む化学療法歴のある切除不能な進行・再発の非小細胞肺

癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（OAK試験）で本剤が投与さ

れた609例（日本人56例を含む）において、390例(64.0%)に副作用が認め

られた。主な副作用は、疲労87例(14.3%)、悪心53例(8.7%)、食欲減退52

例(8.5%)、無力症51例(8.4%)、発熱50例(8.2%)、下痢47例(7.7%)、発疹

42例(6.9%)、そう痒症38例(6.2%)等であった。〔承認時〕
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追記

［重大な副作用］ 一部改訂

追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

テセントリク点滴静注（中外製薬）

化学療法歴のない扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

患者を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験（IMpower150試験）で本剤と抗

悪性腫瘍剤（カルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ（遺伝子組

換え））が投与されたB群393例（日本人36例を含む）において286例

(72.8%)に副作用が認められた。主な副作用は下痢65例(16.5%)、疲労64例

(16.3%)、悪心53例(13.5%)、発疹50例(12.7%)、関節痛41例(10.4%)、食

欲減退41例(10.4%)、甲状腺機能低下症39例(9.9%)、無力症38例(9.7%)等

であった。また、B群の日本人36例において4例(11.1%)に発熱性好中球減

少症が認められた。〔承認時〕

甲状腺機能障害：

甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、甲状腺炎等の甲状腺機能障害があ

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

場合には本剤の投与を中止する等の適切な処置を行うこと。

発熱性好中球減少症：

本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換

え）との併用において、発熱性好中球減少症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適切な処置を

行うこと。

発現部位 副　作　用

精神神経系
頭痛、味覚異常、不眠症、浮動性めまい、錯感覚、意識レ

ベルの低下、感覚鈍麻、失神

眼 結膜炎、霧視、眼乾燥

循環器 潮紅、高血圧、低血圧

呼吸器
咳嗽、呼吸困難、気道感染、鼻出血、鼻炎、肺炎、胸水､

口腔咽頭痛、発声障害、喀血、低酸素症、鼻閉

皮　膚

発疹、そう痒症、皮膚乾燥、脱毛症、斑状丘疹状皮疹、紅

斑、蕁麻疹、ざ瘡様皮膚炎、皮膚炎、そう痒性皮疹、寝

汗、乾癬、紅斑性皮疹

泌尿器 血中クレアチニン増加、蛋白尿、尿路感染

その他

疲労、無力症、発熱、体重減少、倦怠感、浮腫、インフル

エンザ様疾患、粘膜の炎症、悪寒、過敏症、胸痛、腫脹、

疼痛、血中乳酸脱水素酵素増加

発現部位 副　作　用

筋骨格系 背部痛、四肢痛、筋骨格系胸痛
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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

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液「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）

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。

［その他の副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

６２３　抗ハンセン病剤

改訂箇所 改訂内容

サレドカプセル（藤本製薬）

サリドマイド

発現部位 副　作　用

消化器

便秘、口内乾燥、嘔気、腹部膨満感、胸やけ、腹痛、食欲不

振、下痢、残便感、胃重感、心窩部不快感、胃痛、軟便、消

化不良、歯肉出血、胃腸出血、嘔吐
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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

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「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］

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

その他

無力症、疲労、筋肉痛、発熱、上気道感染（鼻炎、鼻咽頭

炎、咽頭炎、副鼻腔炎等）、倦怠感、関節痛、末梢性浮腫、

インフルエンザ、背部痛、骨痛、悪寒、LDH上昇、乳房痛、

無月経、筋骨格痛、筋痙縮、脱水、高クレアチニン血症、粘

膜の炎症、胸部不快感、疼痛、体重減少、インフルエンザ様

疾患、胸痛、低カリウム血症、低ナトリウム血症、難聴、浮

腫、口腔カンジダ症、耳鳴、過敏症、感染症、頚部痛、尿路

感染症、低アルブミン血症、体重増加、膀胱炎、丹毒、帯状

疱疹、蜂巣炎、四肢痛、冷感、粘膜乾燥、筋骨格硬直

発現部位 副　作　用

循環器 発赤

呼吸器 鼻炎、上気道感染、咽頭炎、鼻咽頭炎、副鼻腔炎

肝　臓 肝機能異常

腎　臓 腎機能異常、急性腎障害
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

［適用上の注意］ 一部改訂

［取扱い上の注意］ 新設

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」（ファイザー）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ

後続3］

本剤の投与時には、日局注射用水（点滴静注用60mg：3.0mL、点滴静注用

150mg：7.2mL）により溶解してトラスツズマブ［トラスツズマブ後続3］

21mg/mLの濃度とした後、必要量を注射筒で抜き取り、直ちに日局生理食

塩液250mLに希釈し、点滴静注する。〔ブドウ糖溶液と混合した場合、蛋

白凝集が起こるおそれがある。〔「適用上の注意」の項参照）〕

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、ビリルビン減少、肝腫大

その他

疲労、インフルエンザ様疾患、悪寒、月経不順、倦怠感、創

傷感染、創離開、体重減少、体重増加、帯状疱疹、脱力、発

熱、浮腫、無力症、膀胱炎、末梢性浮腫、上気道感染（鼻

炎、鼻咽頭炎、咽頭炎、副鼻腔炎等）、疼痛、胸痛、背部

痛、感染症、頚部痛、難聴、尿路感染症、乳房痛、蜂巣炎、

冷感、粘膜乾燥、筋骨格硬直、筋痙縮、胸部不快感、粘膜の

炎症、インフルエンザ、丹毒、脱水、低カリウム血症、低ナ

トリウム血症、高クレアチニン血症、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

肝　臓 肝機能異常

腎　臓 腎機能異常、急性腎障害

ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用

いた同時投与は行わないこと。〔本剤と5%ブドウ糖溶液を混合した場合、

蛋白凝集が起こるおそれがある。〕

外箱開封後は遮光して保存すること。
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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

［その他の副作用］ 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

イブランスカプセル（ファイザー）

パルボシクリブ

間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、初

期症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患

者の状態を十分に観察すること。また、必要に応じて、胸部CT、血清マー

カー等の検査を実施すること。〔「重大な副作用」の項参照〕

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、患者の状態を十分に観察し、

異常が認められた場合には、本剤の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〕

発現部位 副　作　用

腎　臓 腎機能障害（血中クレアチニン増加等）

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

マヴィレット配合錠（アッヴィ）

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行

うなど、観察を十分に行うこと。（「重大な副作用」の項参照）

肝機能障害、黄疸：

AST、ALT、ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれること

があるので、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置

を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

下表に示す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

臨床検査 血中ビリルビン増加、ALT増加
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ゾフルーザ錠・顆粒（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

ハイリスク因子 を有する成人及び12歳以上の小児を対象とした臨床試験

における安全性評価対象例730例中、臨床検査値の異常変動を含む副作用

は41例(5.6%)に認められた。主なものは、悪心16例(2.2%)、下痢9例

(1.2%)であった。

※：高齢者（65歳以上）、慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者、代謝性疾

患患者（糖尿病等）等

※

発現部位 副　作　用

消化器 下痢、悪心、嘔吐

［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

黄熱ワクチン（サノフィ）

黄熱ワクチン

局所症状：

接種部位に発赤、紅斑、そう痒、浮腫、腫脹、疼痛、硬結、水疱等があら

われることがある。

［用法・用量に関連する接種上

の注意］

追記

６３１　ワクチン類

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 予防接種法施行令の一部改正に伴う改訂

乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」（北里第一三共ワクチン＝第一三共＝北里薬品産業）

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」（武田薬品）

乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」（阪大微研会＝田辺三菱製薬）

乾燥弱毒生風しんワクチン

接種対象者：

定期の予防接種

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性。この対象者

は、平成34年3月31日までの適用とする。
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［警告］ 一部改訂

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

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

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）

インヒビター保有血友病A患者を対象とした本剤の臨床試験で、活性型プ

ロトロンビン複合体（乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体）製剤との

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。

本剤は、血液凝固第Ⅷ因子に対するインヒビターの有無によらず有効性が

確認されている（「臨床成績」の項参照）。

インヒビター保有血友病A患者を対象とした臨床試験において、本剤投与

中の出血時に活性型プロトロンビン複合体（乾燥人血液凝固因子抗体迂回

活性複合体）製剤を併用した36例において、血栓塞栓症が2例(5.6%)、血

栓性微小血管症が3例(8.3%)に認められている。

本剤投与開始前に血液凝固第Ⅷ因子製剤による定期補充療法を実施してい

る患者については、本剤2回目の投与前日までは出血のリスクを低減する

ため血液凝固第Ⅷ因子製剤の定期補充を継続することが望ましい。また、

本剤投与中の出血に対する血液凝固第Ⅷ因子製剤の自己注射の必要性及び

種類・用量等について、医師はあらかじめ患者又はその家族に指導するこ

と。

血友病A患者を対象とした国内第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験及び国際共同第Ⅲ相臨床

試験において、安全性評価の対象となった391例中113例(28.9%)に副作用

が認められた。主な副作用は注射部位反応84例(21.5%)であった。〔効

能・効果、用法・用量追加時〕

発現部位 副　作　用

その他
注射部位反応、疲労、頭痛、血液検査異常（ABO式血液型の

凝集素検出能の低下）、血中クレアチンホスホキナーゼ増加

低出生体重児、新生児及び乳児に対する安全性は確立していない。〔使用

経験がない。〕

血友病A患者を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験において、抗エミシズ

マブ抗体の産生が398例中14例(3.5%)に報告されている。また、血友病A患

者を対象とした国内第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験において、抗エミシズマブ抗体の産

生が18例中4例に報告されている。これらのうち、国際共同第Ⅲ相臨床試

験において、中和活性を有すると考えられる抗エミシズマブ抗体の産生

が3例に認められ、効果の減弱（APTT延長、出血の発現）を認めた症例も

報告されている。
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［その他の副作用］ 一部改訂

追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

ガンマガード静注用（シャイアー・ジャパン）

乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン

発現部位 副　作　用

呼吸器 喘息様症状、咳嗽、胸部不快感

消化器 悪心、腹痛、嘔吐、食欲減退

その他
悪寒、戦慄、ふらつき、気分不快感、関節痛、筋肉痛、背部

痛、不安、倦怠感、疲労、潮紅、頭痛、多汗症、咽喉絞扼感

発現部位 副　作　用

循環器 頻脈、血圧上昇、高血圧

投与部位 注入部位紅斑

［用法・用量に関連する接種上

の注意］

追記

６３６　混合生物学的製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 予防接種法施行令の一部改正に伴う改訂

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」（武田薬品）

はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」（北里第一三共ワクチン＝第一三共＝北里薬品産業）

ミールビック（阪大微研会＝田辺三菱製薬）

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

接種対象者：

定期の予防接種

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性。この対象者

は、平成34年3月31日までの適用とする。

［副作用］ 追記

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

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

チャンピックス錠（ファイザー）

バレニクリン酒石酸塩

国内で実施された使用成績調査において、安全性評価対象例3,254例中711

例(21.9%)に副作用が認められた。主な副作用は、嘔気398例(12.2%)、便

秘90例(2.8%)、不眠症55例(1.7%)、胃炎51例(1.6%)、嘔吐39例(1.2%)及

び頭痛36例(1.1%)であった。〔再審査終了時〕

［副作用］ 追記

８２１　合成麻薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

イーフェンバッカル錠（帝國製薬＝大鵬薬品）

フェンタニルクエン酸塩（バッカル錠）

使用成績調査の安全性評価対象例数502例中81例(16.1%)に120件の副作用

が認められた。主な副作用は、眠気・傾眠7.8%、悪心4.4%、便秘2.8%、口

内炎2.2%及び嘔吐2.0%等であった。〔再審査終了時〕
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