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医薬品情報だより Ｎｏ．１７８９ 平成３１年４月４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.277（2019.3）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 2019.4 No.278  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

［慎重投与］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

ザルソロン静注（共和薬品工業）

サリチル酸ナトリウム（添加剤としてソルビトール

を含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［重大な副作用］ 追記

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

クエチアピン錠「AA」（あすか製薬＝武田薬品） クエチアピン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

クエチアピン錠・細粒「EE」（高田製薬＝エルメッド＝日医工） クエチアピン錠「FFP」（共創未来ファーマ）

クエチアピン錠「JG」（日本ジェネリック） クエチアピン錠・細粒「MEEK」（小林化工）

クエチアピン錠・細粒「アメル」（共和薬品工業） クエチアピン錠・細粒「サワイ」（沢井製薬）

クエチアピン錠「サンド」（サンド） クエチアピン錠・細粒「三和」（シオノケミカル＝三和化学）

クエチアピン錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ） クエチアピン細粒「テバ」（武田テバファーマ）

クエチアピン錠・細粒「トーワ」（東和薬品） クエチアピン錠「日医工」（日医工）

クエチアピン錠「日新」（日新製薬：山形） クエチアピン錠「ファイザー」（ファイザー）

クエチアピン錠・細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

クエチアピン錠「ヨシトミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品＝ニプロ）

クエチアピン細粒「ヨシトミ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品） セロクエル錠・細粒（アステラス製薬）

ビプレッソ徐放錠（アステラス製薬＝共和薬品工業）

クエチアピンフマル酸塩

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑：

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑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］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

クロザリル錠（ノバルティスファーマ）

クロザピン

腸閉塞、麻痺性イレウス、腸潰瘍、腸管穿孔：

本剤の抗コリン作用により腸閉塞、麻痺性イレウス、腸潰瘍、腸管穿孔が

あらわれ、死亡に至った例も報告されている。便秘等の異常が認められた

場合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/278/5794/notice/notice_5794_20190322144113.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18037/notice_18037_20190320124456.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18038/notice_18038_20190319104140.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18047/notice_18047_20190325110357.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18039/notice_18039_20190314144806.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18040/notice_18040_20190315175716.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18049/notice_18049_20190322144132.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18041/notice_18041_20190318093058.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18052/notice_18052_20190314172306.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18042/notice_18042_20190319172515.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18035/notice_18035_20190319171718.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18051/notice_18051_20190319112846.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18045/notice_18045_20190320133652.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18046/notice_18046_20190320150444.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18043/notice_18043_20190319151342.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18053/notice_18053_20190318090424.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18044/notice_18044_20190314170805.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18036/notice_18036_20190314170825.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/notice_5819_20190318092015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5819/notice/18054/notice_18054_20190318092032.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5820/notice/notice_5820_20190314144610.pdf


［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

トロペロン注（アルフレッサファーマ＝田辺三菱製薬）

チミペロン（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

１１９　その他の中枢神経系用薬

７２２　機能検査用試薬

改訂箇所 改訂内容

ヒルトニン注0.5mg（武田テバ薬品）  ヒルトニン注1mg・2mg（武田テバ薬品）

プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」（ニプロ）  プロチレリン酒石酸塩注1mg・2mg「NP」（ニプロ）

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」（沢井製薬）  プロチレリン酒石酸塩注射液1mg・2mg「サワイ」（沢井製薬）

ボグニン注0.5mg（日医工＝旭化成ファーマ）  ボグニン注1mg・2mg（日医工＝旭化成ファーマ）

プロチレリン酒石酸塩水和物

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１１　強心剤

改訂箇所 改訂内容

コアテック注（エーザイ）  コアテック注SB（エーザイ）

オルプリノン塩酸塩水和物

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１１　強心剤

改訂箇所 改訂内容

イブタント点滴静注（東和薬品）

ドパミン塩酸塩（添加剤としてソルビトールを含有

する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

リスモダンP静注（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

サンリズム注射液（第一三共）  ピルシカイニド塩酸塩静注「YD」（陽進堂＝ニプロ）

ピルシカイニド塩酸塩水和物（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

タンボコール静注（エーザイ）

フレカイニド酢酸塩（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

改訂箇所 改訂内容

ベラパミル塩酸塩静注「タイヨー」（武田テバファーマ）  ワソラン静注（エーザイ）

ベラパミル塩酸塩（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１４　血圧降下剤

改訂箇所 改訂内容

ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」（沢井製薬）  ニカルジピン塩酸塩注「タイヨー」（武田テバファーマ）

ニカルジピン塩酸塩注「トーワ」（東和薬品）  ニカルジピン塩酸塩注射液「日医工」（日医工）

ペルジピン注射液（LTLファーマ）

ニカルジピン塩酸塩（注射剤）（添加剤としてソル

ビトールを含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２１７　血管拡張剤

改訂箇所 改訂内容

ニトロール注5mg（エーザイ）  ニトロール注5mgシリンジ（エーザイ）

ニトロール持続静注25mgシリンジ（エーザイ）

ニトロール点滴静注50mgバッグ・点滴静注100mgバッグ（エーザイ）

硝酸イソソルビド（注射剤）（添加剤としてソルビ

トールを含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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［慎重投与］ 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）

アルガトロバン水和物（添加剤としてソルビトール

を含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［重大な副作用］ 追記

２３２　消化性潰瘍用剤

改訂箇所 改訂内容

タケキャブ錠（武田薬品）

ボノプラザンフマル酸塩

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑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。

［慎重投与］ 新設

２３３　健胃消化剤

改訂箇所 改訂内容

エントミン注（日医工）

カルニチン塩化物

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

２４５　副腎ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

リンデロン注2mg・4mg（0.4%）（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

リンデロン注20mg（0.4%）（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射剤）

（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３１２　ビタミンB1剤

改訂箇所 改訂内容

ベルミンビー注（共和クリティケア）

チアミン塩化物塩酸塩（注射剤）（添加剤としてソ

ルビトールを含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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［慎重投与］ 追記

３１６　ビタミンK剤

改訂箇所 改訂内容

ケイツーN静注（エーザイ）

メナテトレノン（注射剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３１７　混合ビタミン剤

改訂箇所 改訂内容

オーツカMV注（大塚製薬工場）

オーツカMV

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３２５　たん白アミノ酸製剤

改訂箇所 改訂内容

ネオパレン輸液（大塚製薬工場）

ネオパレン

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３２５　たん白アミノ酸製剤

改訂箇所 改訂内容

フルカリック輸液（テルモ＝田辺三菱製薬）

フルカリック

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３３２　止血剤

改訂箇所 改訂内容

アドカルAC静注（日新製薬：山形）  アドナ注（静脈用）（ニプロESファーマ）

カルバゾクロムスルホン酸Na静注「トーワ」（東和薬品）  カルバゾクロムスルホン酸Na静注「フソー」（扶桑薬品）

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液「日医工」（日医工）  チチナ静注（扶桑薬品）

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物（静注

用）（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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［慎重投与］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」（日本化薬）  フィルグラスチムBS注シリンジ「テバ」（武田テバファーマ）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラス

チム後続2］

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

改訂箇所 改訂内容

フィルグラスチムBS注シリンジ「サンド」（サンド＝沢井製薬）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラス

チム後続3］

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

３９５　酵素製剤

改訂箇所 改訂内容

ビミジム点滴静注液（BioMarin Pharmaceutical Japan）

エロスルファーゼアルファ（遺伝子組換え）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤ソルビトールが体内で代謝されて

生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発され

るおそれがある。〕

［重大な副作用］ 追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

ランマーク皮下注（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg製剤）

治療中止後の高カルシウム血症：

骨巨細胞腫患者において、本剤治療中止後、高カルシウム血症があらわれ

ることがある。

治療中止後の多発性椎体骨折：

本剤治療中止後、多発性椎体骨折があらわれることがある。

［慎重投与］ 追記

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

改訂箇所 改訂内容

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」（マイラン製薬＝日本化薬）  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NP」（ニプロ）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイホウ」（大鵬薬品）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイヨー」（武田テバファーマ）  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」（東和薬品）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ハンルイ」（ハンルイ医薬）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）

カンプト点滴静注（ヤクルト）  トポテシン点滴静注（第一三共）

イリノテカン塩酸塩水和物

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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［重大な副作用］ 新設

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ボノサップパック（武田薬品）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・

クラリスロマイシン

（ボノプラザンフマル酸塩）

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑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］ 新設

６１９　その他の抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

ボノピオンパック（武田薬品）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・

メトロニダゾール

（ボノプラザンフマル酸塩）

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑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

［併用注意］ 新設

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

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

タミフルカプセル（中外製薬）  タミフルドライシロップ（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐

血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には医師に連絡するよう

説明すること。

ワルファリン

［重要な基本的注意］ 追記

［併用注意］ 新設

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

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

出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に以下を説明するこ

と。

1)血便、鼻出血、血尿等があらわれた場合には医師に連絡すること。

2)投与数日後にもあらわれることがあること。」

ワルファリン

出血：

血便、鼻出血、血尿等の出血があらわれることがあるので、このような症

状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
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［慎重投与］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

ヘブスブリンIH静注（日本血液製剤機構）

ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

６３４　血液製剤類

改訂箇所 改訂内容

テタノブリンIH静注（日本血液製剤機構）

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブ

リン

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 追記

６３９　その他の生物学的製剤

改訂箇所 改訂内容

セロイク注射用（武田薬品）

セルモロイキン（遺伝子組換え）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕

［慎重投与］ 新設

７２２　機能検査用試薬

改訂箇所 改訂内容

LH-RH注射液「タナベ」（ニプロESファーマ）

ゴナドレリン酢酸塩（静注用）

遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝され

て生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発さ

れるおそれがある。〕
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改訂添付文書の作成に時間を要することがありますその他

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

一部改訂

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

改訂箇所 改訂内容

ドルミカム注射液（丸石製薬）  ミダゾラム注「サンド」（サンド＝富士製薬工業）

ミダゾラム注射液「テバ」（武田テバファーマ）

ミダゾラム（鎮静の効能を有する製剤）

HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、インジナビル、ネ

ルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビルを含有す

る薬剤）、エファビレンツ、コビシスタットを含有する薬剤及びオムビタ

スビル・パリタプレビル・リトナビルを投与中の患者（「相互作用」の項

参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

サキナビル 過度の鎮静や呼吸抑

制を起こすおそれが

ある。

これらの薬剤による

CYP3A4に対する競合的阻

害作用により、本剤の血

中濃度が上昇することが

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

テリスロマイシン、テ

ラプレビル

中枢神経抑制作用が

増強されるおそれが

ある。

これらの薬剤による

CYP3A4に対する競合的阻

害作用により、本剤の血

中濃度が上昇したとの報

告がある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4を誘導する薬剤

（リファンピシン、カ

ルバマゼピン、エンザ

ルタミド、ダブラフェ

ニブ、ミトタン、アメ

ナメビル、ロルラチニ

ブ等）

本剤の作用を減弱さ

せることがある。

CYP3A4が誘導され、本剤

の代謝が促進される。

［警告］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

改訂箇所 改訂内容

アセトアミノフェン（下記ジェネリック製品）

本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し、1日総量

1500mgを超す高用量で長期投与する場合には、定期的に肝機能等を確認す

るなど慎重に投与すること。（「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

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

アセトアミノフェン（東洋製化＝小野薬品＝健栄製薬）

重篤な肝障害が発現するおそれがあるので注意すること。1日総量1500mg

を超す高用量で長期投与する場合には定期的に肝機能検査を行い、患者の

状態を十分に観察すること。高用量でなくとも長期投与する場合にあって

は定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。また、高用量で投与する場

合などは特に患者の状態を十分に観察するとともに、異常が認められた場

合には、減量、休薬等の適切な措置を講ずること。

慢性疾患（変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には、薬物療法以外

の療法も考慮すること。

［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］

追記

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 追記

１１７　精神神経用剤

改訂箇所 改訂内容

アリピプラゾール（下記ジェネリック製品）

〈うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）

の場合〉

選択的セロトニン再取り込み阻害剤又はセロトニン・ノルアドレナリン再

取り込み阻害剤等による適切な治療を行っても、十分な効果が認められな

い場合に限り、本剤を併用して投与すること。

抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスク

が増加するとの報告があるため、本剤を投与する場合には、リスクとベネ

フィットを考慮すること。（「その他の注意」の項参照）

〈うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）

の場合〉

本剤は選択的セロトニン再取り込み阻害剤又はセロトニン・ノルアドレナ

リン再取り込み阻害剤等と併用すること。（うつ病・うつ状態に対して本

剤単独投与での有効性は確認されていない。）

脳の器質的障害のある患者〔精神症状を増悪させることがある。〕

衝動性が高い併存障害を有する患者〔精神症状を増悪させることがあ

る｡〕

うつ病・うつ状態を有する患者に本剤を投与する場合、以下の点に注意す

ること。

1)うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるの

で、このような患者は投与開始早期ならびに投与量を変更する際には患者

の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。

2)不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝

動性、アカシジア／精神運動不穏等があらわれることが報告されている。

また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例に

おいて、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されて

いる。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、これらの

症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中

止するなど適切な処置を行うこと。

3)自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方す

る場合には、1回分の処方日数を最小限にとどめること。

4)家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化

及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と

緊密に連絡を取り合うよう指導すること。
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［その他の注意］ 追記

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

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

海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者を対象とし

た、複数の抗うつ剤の短期プラセボ対照臨床試験の検討結果において、24

歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現のリスクが抗うつ剤投与群

でプラセボ群と比較して高かった。なお、25歳以上の患者における自殺念

慮や自殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65歳以上においてはそ

のリスクが減少した。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

［重要な基本的注意］ 追記

一部改訂

１１９　その他の中枢神経系用薬

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ドネペジル塩酸塩OD錠「KO」（寿製薬）  ドネペジル塩酸塩錠「YD」（陽進堂）

ドネペジル塩酸塩OD錠「YD」（陽進堂＝第一三共エスファ）  ドネペジル塩酸塩錠「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）

ドネペジル塩酸塩OD錠「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）  ドネペジル塩酸塩錠「日医工」（日医工）

ドネペジル塩酸塩OD錠「日医工」（日医工）  ドネペジル塩酸塩細粒「日医工」（日医工）

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー「日医工」（日医工）  ドネペジル塩酸塩錠・OD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

ドネペジル塩酸塩（下記ジェネリック製品）

〈レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制〉

本剤は、レビー小体型認知症の臨床診断基準に基づき、適切な症状観察や

検査等によりレビー小体型認知症と診断された患者にのみ使用すること。

精神症状・行動障害に対する本剤の有効性は確認されていない。

〈両効能共通〉

本剤がアルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症の病態そのものの

進行を抑制するという成績は得られていない。

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症以外の認知症性疾患にお

いて本剤の有効性は確認されていない。

レビー小体型認知症では、日常生活動作が制限される、あるいは薬物治療

を要する程度の錐体外路障害を有する場合、本剤の投与により、錐体外路

障害悪化の発現率が高まる傾向がみられていることから、重篤な症状に移

行しないよう観察を十分に行い、症状に応じて減量又は中止など適切な処

置を行うこと。

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の

機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、め

まい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機

械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。

［併用注意］ 追記

１３１　眼科用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

オミデネパグ

イソプロピル

チモロールマレイン酸塩との併用例で

結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻

度の上昇が認められた。

機序不明
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ザラカム配合点眼液（ファイザー）  ラタチモ配合点眼液「TS」（テイカ製薬）

ラタチモ配合点眼液「センジュ」（千寿製薬）

ラタチモ配合点眼液「ニッテン」（ニッテン＝日本点眼薬研究所＝日本ジェネリック）

ラタチモ配合点眼液「ニットー」（東亜薬品＝日東メディック）

［警告］ 新設

［禁忌］ 追記

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。〕
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［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

［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液「F」（富士製薬工業）

〈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。〕

〈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。

DSU278 -16-

https://dsu-system.jp/dsu/278/5648/notice/notice_5648_20190214113732.pdf


［取扱い上の注意］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

２１７　血管拡張剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ニトログリセリン静注シリンジ「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

ニトログリセリン（シリンジ）（トーアエイヨー製

品）

〔安定性試験〕

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、60%RH、3年）の結果、ニトロ

グリセリン静注シリンジ「TE」は通常の市場流通下において3年間安定で

あることが確認された。

［併用注意］ 追記

２１８　高脂血症用剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アトーゼット配合錠LD・HD（MSD＝バイエル薬品）

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

レテルモ

ビル

アトルバスタチンとの併用に

よりアトルバスタチンの血漿

中薬物濃度の上昇がみられた

（C :2.17倍、AUC :3.29

倍）。

機序：レテルモビルによる

CYP3Aの阻害、アトルバスタ

チンの肝への取り込み阻害及

び乳癌耐性蛋白(BCRP)の阻害

が考えられている。
max 0-∞

［慎重投与］ 追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

改訂箇所 改訂内容

レルベアエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾン

フランカルボン酸エステル

糖尿病の患者〔血糖が上昇するおそれがある。〕

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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

感染症
口腔咽頭カンジダ症、インフルエンザ、気管支炎、上気道感

染、食道カンジダ症

その他 高血糖、発熱
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［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

アニュイティエリプタ（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（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］

追記

削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

２４１　脳下垂体ホルモン剤

改訂箇所 改訂内容

ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え）

年齢、基礎FSH濃度等の患者特性により反応性は異なるので、本剤の初期

投与量はこれらの因子を考慮して決定（減量又は増量）すること。超音波

検査及び血清中エストラジオール濃度の測定によって十分な卵胞の発育が

確認されるまで投与を継続する。用量調節を行う場合は、患者の反応に応

じて投与開始5日後から開始し、3日間以上の間隔をあけて行い、増量幅は

150IU以下とすること。また、超音波検査及び血清中エストラジオール濃

度測定によって卵巣過剰刺激症候群の兆候がないことを確認し、卵巣過剰

刺激症候群の兆候が認められた場合は、治療の中止等の適切な処置を行う

こと（「重要な基本的注意」の項参照）。

低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症の患者を対象に精子形成誘導を目

的とした国内臨床試験では、3〜6ヵ月間hCG製剤を皮下投与し、血清中テ

ストステロン濃度を正常化させ、かつ無精子であることを確認した後、本

剤とhCG製剤との皮下投与による併用治療を6〜18ヵ月行った。（臨床成績

参照）

患者の選択：

本剤の投与にあたっては、患者及び配偶者の検査を十分行い、妊娠に不適

当な場合には使用しないこと。甲状腺機能低下、副腎機能低下、高プロラ

クチン血症及び下垂体又は視床下部腫瘍等が認められた場合、及びこれら

に対する治療を受けている場合は対象から除外すること。また、妊娠不能

な性器奇形、妊娠に不適切な子宮筋腫、又は原発性卵巣不全が認められる

場合は本治療の対象から除外すること。本剤を排卵誘発に使用する場合

には、クロミフェン療法が奏効しない、自発月経を有するか又はプロゲス

テロン製剤投与により消退出血の認められる第1度無月経、無排卵周期症

（希発及び頻発月経を含む）又は多囊胞性卵巣症候群の患者が対象にな

る。

子宮外妊娠：

卵管疾患の既往のある女性では、不妊治療の有無にかかわらず子宮外妊娠

のリスクが高くなる。また、体外受精・胚移植などの生殖補助医療を受け

る不妊女性では、子宮外妊娠の可能性が高くなる。

DSU278 -18-

https://dsu-system.jp/dsu/278/5596/notice/notice_5596_20190312150136.pdf


一部改訂

［副作用］ 追記

〈参考〉 効能・効果追加承認に伴う改訂

用法・用量変更承認に伴う改訂

再審査結果に伴う改訂

ゴナールエフ皮下注用75（メルクセローノ）  ゴナールエフ皮下注用150（メルクセローノ）

ゴナールエフ皮下注ペン（メルクセローノ）

多胎妊娠：

卵胞発育刺激を受けた女性では、自然妊娠に比べて多胎妊娠の頻度が高く

なる。多胎妊娠では単胎妊娠に比し、流・早産が多いこと、妊娠高血圧症

候群などの合併症を起こしやすいこと、低出生体重児出生や奇形等のため

に周産期死亡率が高いことなどの異常が発生しやすいのでその旨をあらか

じめ患者に説明すること。

多胎妊娠のリスクを最小にするために、超音波検査及び血清中エストラジ

オール測定などによる卵巣反応の注意深いモニタリングを行うこと。多胎

妊娠が予想される場合には、治療の中断を考慮すること。

日本産科婦人科学会の調査によると、平成28年の新鮮胚又は凍結胚を用い

た体外受精・胚移植の治療成績では、妊娠数75,953例中、双胎が2,373例

(3.1%)、三胎が42例(0.1%)、四胎が3例(0.04%)であった。

〈視床下部－下垂体機能障害又は多囊胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希

発排卵における排卵誘発〉

〔再審査終了時〕

使用成績調査では、1173例中89例に副作用が認められた。主な副作用は卵

巣過剰刺激症候群61例(5.2%)、双胎妊娠15例(1.3%)、悪心、流産、稽留流

産、自然流産、完全自然流産、バニシングツイン症候群2例(0.2%)であっ

た。使用成績調査のうち妊娠症例を対象とした特定使用成績調査では、71

例中3例に副作用が認められた。母親に認められた副作用は、自然流産2例

(2.8%)、早産1例(1.4%)であった。また、児に認められた副作用は早産

児、低出生体重児1例(1.4%)であった。

〈低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症における精子形成の誘導〉

〔再審査終了時〕

使用成績調査では、416例中27例に副作用が認められた。主な副作用は倦

怠感3例(0.7%)、味覚異常、発疹、乳房痛、女性化乳房2例(0.5%)であっ

た。

使用成績調査のうち12ヵ月以上本剤とhCG製剤併用療法を実施した症例を

対象とした特定使用成績調査では、29例において副作用は認められなかっ

た。

［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

デキサンVG軟膏（富士製薬工業＝日医工）  デルモゾールG軟膏・クリーム（岩城製薬＝日本ジェネリック）

デルモゾールGローション（岩城製薬＝日本ジェネリック）  ベトノバールG軟膏・クリーム（佐藤製薬）

リンデロン-VG軟膏・VGクリーム（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

リンデロン-VGローション（シオノギファーマ＝塩野義製薬）  ルリクールVG軟膏（東和薬品）

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸

塩

（ベタメタゾン吉草酸エステル） 

発現部位 副　作　用

眼 中心性漿液性網脈絡膜症

注1：このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。 

注1
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［慎重投与］ 一部改訂

３２２　無機質製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

フェロ・グラデュメット錠（マイランEPD）

乾燥硫酸鉄（105mg）

高齢者又は嚥下障害のある患者〔本剤が口腔内や食道に停留し、潰瘍形成

に至った症例が認められている（「適用上の注意」の項参照）。また誤嚥

により本剤が気管や気管支に停留し、気管や気管支の粘膜障害（びらん、

出血、浮腫等）、気管支狭窄に至った症例が認められている。〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

新設

［慎重投与］ 新設

［副作用］ 一部改訂

追記

［小児等への投与］ 新設

３９１　肝臓疾患用剤

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

タウリン散（大正製薬＝大正富山医薬品）

タウリン

MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制においては、臨床試験に組み入

れられた患者のミトコンドリア遺伝子の変異型について、「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。

〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉

腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕

〈高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、うっ血

性心不全〉

総症例1,064例中34例(3.2%)41件の副作用が認められた。その主なもの

は、悪心6件、下痢、腹部不快感、発疹が各5件であった。〔再評価終了

時〕

 

発現部位 副　作　用

消化器 悪心、下痢、腹部不快感、便秘、軟便、食欲減退

その他 脱力感

〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉

臨床試験において認められた副作用は、10例中6例13件であった。その主

なものは、口内炎2件であった。〔承認時〕

 

発現部位 副　作　用

精神神経系 不眠症

消化器
口内炎、便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、裂孔ヘルニア、

胃腸炎、食欲減退

その他
頻尿、四肢痛、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、

血中クレアチンホスホキナーゼ増加

〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉

新生児、乳児、幼児及び13歳以下の小児における有効性及び安全性は確立

していない（使用経験がない）。一般に新生児及び2歳未満の乳児におい

ては体表面積あたりのGFRが低いことから排泄されずに血中濃度が上昇す

るおそれがある。
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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］

追記

［重要な基本的注意］ 追記

［その他の注意］ 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

〈参考〉 効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

アザニン錠（田辺三菱製薬）  イムラン錠（アスペンジャパン）

アザチオプリン

本剤を自己免疫性肝炎に投与する場合は、副腎皮質ステロイドとの併用を

考慮すること。

本剤を自己免疫性肝炎に投与する場合、治療効果が認められた際には効果

を維持できる最低用量まで減量することを検討すること。また、6ヵ月投

与しても治療効果があらわれない場合には、投与継続の要否を検討するこ

と。

Nudix hydrolase 15(NUDT15) Arg139Cys遺伝子多型を有する患者では、本

剤投与後に白血球減少等の発現の可能性が高くなるとの報告があるので、

他の薬剤の使用を考慮する等、投与には十分に注意すること（「その他の

注意」の項参照）。

本剤の代謝に関わる酵素であるNUDT15について、遺伝子多型が報告されて

おり、NUDT15 Arg139Cys遺伝子多型を有する患者では、本剤投与後に白血

球減少等の発現の可能性が高くなるとの報告がある。なお、日本人で

NUDT15 Arg139Cys遺伝子多型をホモ接合体(Cys/Cys)で有する頻度は1%程

度、ヘテロ接合体(Arg/Cys、Cys/His)で有する頻度は20%程度との報告が

ある（「重要な基本的注意」の項参照）。

［警告］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

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

アダリムマブ（遺伝子組換え）

化膿性汗腺炎の患者では、本剤の治療を行う前に、切開・排膿等の局所療

法等の適用を十分に勘案すること。また、本剤についての十分な知識と化

膿性汗腺炎の治療の知識・経験を持つ医師が使用すること。

〈化膿性汗腺炎〉

切開・排膿等の局所療法や、病変部に合併する感染症に対する抗菌薬投与

が適用となる患者には、これらの治療を行っても臨床症状が残る場合に投

与すること。

本剤の軽度の化膿性汗腺炎患者における有効性及び安全性は確立していな

い。「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。

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

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）。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

削除

［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

ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがある。臨床試験

における日本人での産生率は、関節リウマチ44.0%（メトトレキサート併

用下では19.3%）、化膿性汗腺炎13.3%、尋常性乾癬11.6%、膿疱性乾癬

30.0%、強直性脊椎炎16.0%、若年性特発性関節炎20.0%（メトトレキサー

ト併用下では15.0%）、腸管型ベーチェット病5.0%、クローン病6.1%、潰

瘍性大腸炎7.8%及び非感染性ぶどう膜炎12.5%であった。臨床試験におい

て本剤に対する抗体の産生が確認された患者においては、本剤の血中濃度

が低下する傾向がみられた。血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそ

れがある。

本剤の生産培養工程には、ウシ由来成分を含まない培養液を使用している

が、本剤のマスター・セル・バンクの保存培養液中に、ウシの脾臓及び血

液由来成分が用いられている。この成分は、米国農務省により食用可能と

された米国産ウシからの由来成分であり、伝達性海綿状脳症(TSE)回避の

ための欧州連合(EU)基準に適合している。なお、本剤はマスター・セル・

バンクの作製時に使用した培養液成分の一部として組換えヒトインスリン

を使用している。この組換えヒトインスリンは製造工程の極めて初期の段

階で、培地成分の一部としてカナダ産及び米国産のウシ由来成分を使用し

ているが、これらウシ由来成分は使用した組換えヒトインスリンの成分と

しては含まれていない。本剤の製造工程には、これら成分を洗い流す工程

を含んでおり、TSE伝播の原因であるプリオンたん白を除去できることを

ウエスタンブロット法で確認している。従って、本剤の投与によりTSE伝

播のリスクは極めて低いものと考えられるが、理論的にリスクは完全には

否定し得ないため、その旨を患者へ説明することを考慮すること。なお、

本剤の投与によりTSEをヒトに伝播したとの報告はない。

〔国内臨床試験〕

関節リウマチ、化膿性汗腺炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、

強直性脊椎炎、若年性特発性関節炎、腸管型ベーチェット病、クローン

病、潰瘍性大腸炎及び非感染性ぶどう膜炎の臨床試験において、日本人安

全性評価対象1,323例中1,086例(82.1%)に副作用が認められ、その主なも

のは、鼻咽頭炎391例(29.6%)、注射部位紅斑126例(9.5%)、注射部位反応

111例(8.4%)、発疹98例(7.4%)、上気道感染83例(6.3%)等であった。

〔海外臨床試験〕

海外における関節リウマチ(本剤単独投与）、化膿性汗腺炎、尋常性乾

癬、関節症性乾癬、強直性脊椎炎、若年性特発性関節炎、クローン病、潰

瘍性大腸炎及び非感染性ぶどう膜炎の臨床試験において、本剤総症例

数7,069例中3,710例(52.5%)に認められた主な副作用は、鼻咽頭炎412例

(5.8%)、頭痛392例(5.5%)、注射部位反応327例(4.6%)、上気道感染274例

(3.9%)、注射部位疼痛252例(3.6%)等であった。

［重要な基本的注意］ 削除

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

改訂箇所 改訂内容

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg製剤）

多発性骨髄腫による骨病変において、本剤投与による全生存期間への影響

は他剤と同程度ではない可能性が示唆されていることから、多発性骨髄腫

による骨病変については、本剤以外の他の治療の実施を十分検討した上

で、本剤の使用を慎重に判断すること（「その他の注意」の項参照）。

DSU278 -22-

https://dsu-system.jp/dsu/278/5667/notice/notice_5667_20190220152042.pdf


［その他の注意］ 削除

ランマーク皮下注（第一三共）

多発性骨髄腫又は骨転移を有する進行固形癌（乳癌及び前立腺癌を除く）

患者を対象としたゾレドロン酸水和物（以下、ゾレドロン酸）との二重盲

検比較試験において、探索的評価項目とされた全生存期間について追加解

析として部分集団解析を実施した結果、多発性骨髄腫患者集団において、

ゾレドロン酸群(n＝93)に対するデノスマブ群(n＝87)のハザード比は

2.26〔95%信頼区間1.13-4.50〕であった。

［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「F」（富士製薬工業）  リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」（全星薬品）

リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」（ニプロESファーマ）

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）

［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

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

４２１　アルキル化剤

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

テモゾロミド錠「NK」（日本化薬）  テモダールカプセル（MSD）

テモダール点滴静注用（MSD）

テモゾロミド

一般的注意：

悪性神経膠腫において、本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用療法に関して、

有効性及び安全性は確立していない。

再発又は難治性のユーイング肉腫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。

悪性神経膠腫について、低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児にお

ける有効性及び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。〕（「薬物動態」「血中濃度」小児における薬物動態の項参照）

再発又は難治性のユーイング肉腫について、低出生体重児、新生児、乳児

又は2歳未満の幼児における安全性は確立していない。〔使用経験がな

い。〕
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［その他の注意］ 追記

４２２　代謝拮抗剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 Tanaka,Y.,et al.:Br.J.Haemotol. 2015;171(1):109-115

Kakuta,Y.,et al.:J.Gastroenterol. 2018;53(2):172-180

Kakuta,Y.,et al.:J.Gastroenterol. 2018;53(2):1065-1078

ロイケリン散（大原薬品工業）

メルカプトプリン水和物

本剤の代謝に関わる酵素であるNudix hydrolase 15(NUDT15)について、遺

伝子多型が報告されており、NUDT15 Arg139Cys遺伝子多型を有する患者で

は、本剤投与後に白血球減少等の発現の可能性が高くなるとの報告があ

る。なお、日本人でNUDT15 Arg139Cys遺伝子多型をホモ接合体(Cys/Cys)

で有する頻度は1%程度、ヘテロ接合体(Arg/Cys、Cys/His)で有する頻度は

20%程度との報告がある。

［副作用］ 一部改訂

追記

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 再審査結果に伴う改訂

ドキシル注（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

ドキソルビシン塩酸塩（ドキシル）

〈再発卵巣癌〉

〔特定使用成績調査〕

再発卵巣癌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、2171例中1581例(72.8%)に認められた。主な副作用は、口

内炎795例(36.68%)、手足症候群723例(33.38%)、白血球減少症372例

(17.18%)、好中球減少症294例(13.58%)、悪心224例(10.38%)、貧血204例

(9.4%)、血小板減少症194例(8.9%)であった。〔再審査終了時〕

〈エイズ関連カポジ肉腫〉

〔使用成績調査〕

エイズ関連カポジ肉腫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、91例中43例(47.3%)に認められた。主な副作用は、

白血球減少症20例(22.0%)、好中球減少症11例(12.1%)、血小板減少症6例

(6.6%)、貧血6例(6.6%)であった。〔再審査終了時〕
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

追記

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

改訂箇所 改訂内容

ハイカムチン注射用（日本化薬）

ノギテカン塩酸塩

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）で催奇形性、胚・胎

児死亡が報告されている。〕

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。〔ヒトリンパ球を用いた

染色体異常試験、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験及びマ

ウス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「サンド」（サンド）

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。

［その他の注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

改訂箇所 改訂内容

タグリッソ錠（アストラゼネカ）

オシメルチニブメシル酸塩

国内で実施した使用成績調査（全例調査）における多変量解析（主要解

析）の結果、間質性肺疾患の病歴、ニボルマブ前治療歴は間質性肺疾患の

発現因子となることが示唆されている。
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

一部改訂

［副作用］ 一部改訂

追記

［その他の副作用］ 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・用量変更承認に伴う改訂

ジカディアカプセル（ノバルティスファーマ）

セリチニブ

食後に本剤を投与した場合、Cmax及びAUCが上昇するとの報告がある。食

事の影響を避けるため、食前1時間及び食後2時間以内の服用は避けるこ

と。（「薬物動態」の項参照）

副作用により本剤を休薬、減量、中止する場合には、以下の基準を考慮す

ること。また、1日150mgで投与継続が困難な場合は、本剤を中止するこ

と。（「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照）

〈クリゾチニブに抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌〉

国際共同第Ⅱ相試験(A2201)において、本剤750mgが空腹時に投与された

140例中（日本人患者24例を含む）136例(97.1%)に副作用が認められた。

主な副作用は、悪心111例(79.3%)、下痢110例(78.6%)、嘔吐85例

(60.7%)、ALT(GPT)増加61例(43.6%)、AST(GOT)増加52例(37.1%)、食欲減

退50例(35.7%)等であった。〔試験終了時までの集計〕

国際共同第Ⅲ相試験(A2303)において、本剤750mgが空腹時に投与された

115例中（日本人患者11例を含む）110例(95.7%)に副作用が認められた。

主な副作用は、下痢73例(63.5%)、悪心70例(60.9%)、嘔吐55例(47.8%)、

ALT(GPT)増加48例(41.7%)、AST(GOT)増加41例(35.7%)、食欲減退38例

(33.0%)等であった。〔2016年1月までの集計〕

〈化学療法歴のないALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細

胞肺癌〉

国際共同第Ⅲ相試験(A2301)において、本剤750mgが空腹時に投与された

189例中（日本人患者4例を含む）184例(97.4%)に副作用が認められた。主

な副作用は、下痢152例(80.4%)、悪心122例(64.6%)、ALT(GPT)増加112例

(59.3%)、嘔吐110例(58.2%)、AST(GOT)増加96例(50.8%)、γ-GTP増加66例

(34.9%)等であった。〔効能又は効果の一変承認時までの集計〕

〈ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

海外第Ⅰ相試験(A2112)において、本剤450mgが食後に投与された89例中74

例(83.1%)に副作用が認められた。主な副作用は、下痢45例(50.6%)、悪心

31例(34.8%)、ALT(GPT)増加29例(32.6%)、AST(GOT)増加、γ-GTP増加 各

23例(25.8%)、嘔吐22例(24.7%)等であった。本剤750mgが空腹時に投与さ

れた90例中82例(91.1%)に副作用が認められた。主な副作用は、下痢63例

(70.0%)、嘔吐42例(46.7%)、悪心41例(45.6%)、ALT(GPT)増加27例

(30.0%)、AST(GOT)増加25例(27.8%)、腹痛20例(22.2%)、疲労18例

(20.0%)等であった。〔用法及び用量の一変承認時までの集計〕

発現部位 副　作　用

感染症及び

寄生虫症

感染症（肺炎、口腔カンジダ症、胃腸炎、肺感染、鼻咽頭

炎等）

肝胆道系障

害

肝機能検査値異常(ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP

増加、血中ビリルビン増加等）
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［重要な基本的注意］ 削除

［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

インテレンス錠（ヤンセンファーマ）

エトラビリン

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

皮膚および

皮下組織障害

発疹、寝汗、体脂肪の再分布/蓄積、皮膚乾燥、痒疹、

多汗症、顔面腫脹、皮膚灼熱感

［重要な基本的注意］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

ストックリン錠（MSD）

エファビレンツ

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。〔「副作用」の項

参照〕

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

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

タミフルカプセル（中外製薬）  タミフルドライシロップ（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に対して、血便、吐

血、不正子宮出血等の出血症状があらわれた場合には医師に連絡するよう

説明すること（「重大な副作用」、「その他の副作用」の項参照）。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ワルファリン 併用後にプロトロンビン時間が延長し

た報告がある。併用する場合には、患

者の状態を十分に観察するなど注意す

ること。

機序不明

［重要な基本的注意］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

プリジスタ錠・ナイーブ錠（ヤンセンファーマ）

ダルナビルエタノール付加物

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。
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［重要な基本的注意］ 削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

プレジコビックス配合錠（ヤンセンファーマ）

ダルナビルエタノール付加物・コビシスタット

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望まし

い。本剤投与中に妊娠が判明した場合の代替薬への変更は、変更によるリ

スクを考慮した上で適切な時期に実施すること。〔妊娠中期及び妊娠後期

の妊婦に本剤を投与したとき、出産後と比較しダルナビル及びコビシス

タットの血中濃度低下が認められている（「薬物動態」の項参照）。妊婦

への投与に関する安全性は確立していない。〕

授乳中の女性には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ダルナビル及

びコビシスタットは、動物実験（ラット）で乳汁中へ移行することが報告

されているが、ヒトにおける乳汁への移行は不明である。〕

妊娠中期及び妊娠後期の妊婦に本剤を投与したとき、出産後と比較しダル

ナビル及びコビシスタットの血中濃度低下が認められている。〔「薬物動

態」の項参照〕

［重要な基本的注意］ 削除

［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

ベムリディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

テノホビルアラフェナミドフマル酸塩

体脂肪の再分布/蓄積があらわれることがあるので、異常が認められた場

合には適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

皮膚及び皮下組織 そう痒症、発疹、血管性浮腫、蕁麻疹

［重要な基本的注意］ 削除

［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

ビラミューン錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ネビラピン

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

その他

発熱、疲労、多汗、悪寒、倦怠感、体重減少、疼痛、顔面浮

腫、胸痛、副鼻腔炎、背部痛、ほてり、頻尿、高トリグリセ

ライド血症、アレルギー反応、インフルエンザ様症候群、虚

血性壊死、月経異常、膿瘍、尿路感染、寄生虫感染、モニリ

ア症、中耳炎、単純疱疹、鼻出血、鼻炎、人格障害、光線過

敏性反応、神経炎、体脂肪の再分布/蓄積

DSU278 -28-

https://dsu-system.jp/dsu/278/5630/notice/notice_5630_20190226123948.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5746/notice/notice_5746_20190319100525.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/278/5678/notice/notice_5678_20190314182017.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

ゾフルーザ錠・顆粒（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

出血があらわれることがあるので、患者及びその家族に以下を説明するこ

と。〔「重大な副作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ワルファリン 併用後にプロトロンビン時間が延長し

た報告がある。併用する場合には、患

者の状態を十分に観察するなど注意す

ること。

機序不明

［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

ファムシクロビル（単純疱疹に対する１回1000mg２

回投与の用法・用量を有する製剤）

〈共通〉

腎機能障害患者：

腎機能障害のある患者では投与間隔をあけて減量することが望ましい。腎

機能に応じた本剤の投与量及び投与間隔の目安は下表のとおりである。

〔「慎重投与」、「高齢者への投与」、「過量投与」及び「薬物動態 腎

機能障害者における薬物動態（外国人における成績）」の項参照〕

腎機能に応じた本剤の減量の目安

 

 単純疱疹 帯状疱疹

通常

用法・用量

1回250mg

1日3回

1回1000mg

を2回

1回500mg

1日3回

クレアチニン

クリアランス

(mL/分)

≧60
1回250mg

1日3回

1回1000mg

を2回

1回500mg

1日3回

40-59
1回500mg

を2回

1回500mg

1日2回

20-39
1回250mg

1日2回

500mg

単回

1回500mg

1日1回

＜20
1回250mg

1日1回

250mg

単回

1回250mg

1日1回

注）外国人における成績をもとに設定した。

注)

DSU278 -29-

https://dsu-system.jp/dsu/278/5838/notice/notice_5838_20190322162635.pdf


追記

［重要な基本的注意］ 追記

［副作用］ 追記

〈参考〉 用法・用量追加承認に伴う改訂

ファムビル錠（旭化成ファーマ＝マルホ）

〈単純疱疹に対して1回1000mgを2回投与する場合〉

・単純疱疹（口唇ヘルペス又は性器ヘルペス）の同じ病型の再発を繰り返

す患者であることを臨床症状に基づき確認すること。

・同じ病型の再発頻度が年間3回以上の患者であることを確認すること。

・再発の初期症状（患部の違和感、灼熱感、そう痒等）を正確に判断可能

な患者であることを確認すること。

・再発頻度及び患者の腎機能の状態等を勘案し、本剤の処方時に、服用時

の適切な用法・用量が選択可能な場合にのみ処方すること。

・初期症状発現から6時間以内に受診及び服用可能な場合はその1回の再発

分、それ以外の場合は次回1回の再発分の処方に留めること。

・国内臨床試験は、口唇ヘルペス又は性器ヘルペスの患者を対象に本剤の

有効性及び安全性の検討を目的として実施された。（「臨床成績」の項参

照）

・本剤の服用は、初期症状発現後、速やかに開始することが望ましい。

〔初期症状発現から6時間経過後に服用を開始した患者における有効性を

裏付けるデータは得られていない。〕また、臨床試験において、2回目の

投与は、初回投与後12時間後（許容範囲として6〜18時間後）に投与され

た。

〈単純疱疹に対して1回1000mgを2回投与する場合〉

本剤の服用は、初期症状発現後、速やかに開始することが望ましいことか

ら、初回の服用は初期症状（患部の違和感、灼熱感、そう痒等）出現後6

時間以内に服用すること、2回目は、初回服用後12時間後（許容範囲とし

て6〜18時間後）に服用すること、妊娠又は妊娠している可能性がある場

合には、服用しないことを患者に十分説明し、患者が理解したことを確認

したうえで処方すること。

再発性の単純疱疹（口唇ヘルペス及び性器ヘルペス）を対象とし本剤を2

回投与した国内臨床試験において、安全性評価対象例263例中14例(5.3%)

に副作用が認められた。主な副作用は、傾眠3例(1.1%)等であった。〔用

法・用量追加時〕

［その他の副作用］ 削除

６２５　抗ウイルス剤

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉 企業報告

アイセントレス錠400mg（MSD）  アイセントレス錠600mg（MSD）

ラルテグラビルカリウム

発現部位 副　作　用

代謝及び栄養障害 後天性リポジストロフィー
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［重要な基本的注意］ 削除

［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

エジュラント錠（ヤンセンファーマ）

リルピビリン塩酸塩

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

代謝および栄養障害 食欲減退、体脂肪の再分布/蓄積

［重要な基本的注意］ 削除

［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

オデフシィ配合錠（ヤンセンファーマ）

リルピビリン塩酸塩・テノホビルアラフェナミドフ

マル酸塩・エムトリシタビン

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

代謝および栄養障害 食欲減退、体重増加、体脂肪の再分布/蓄積

［重要な基本的注意］ 削除

［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

コムプレラ配合錠（ヤンセンファーマ）

リルピビリン塩酸塩・テノホビルジソプロキシルフ

マル酸塩・エムトリシタビン

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布/蓄積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適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

代謝および

栄養障害

食欲減退、高血糖、高トリグリセリド血症、低カリウム血

症、低リン酸血症、体重減少、体脂肪の再分布/蓄積、高

コレステロール血症、高脂血症、食欲亢進、低ナトウム血

症、高ナトリウム血症、低血糖、血中リン減少、LDLコレ

ステロール増加、体重増加
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