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医薬品情報だより Ｎｏ．１７９５   令和元年５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２４８５ 

 
 

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.278（2019.4）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 2019.5  No.279  厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修 
 
 
重要 

■アモバルビタール（イソミタール原末） ····························································································· 4 

■セコバルビタールナトリウム ················································································································ 4 

■ペントバルビタールカルシウム（ラボナ錠 50mg） ·········································································· 4 

■バルプロ酸ナトリウム（デパケン錠 100mg、デパケン R 錠 100mg・200mg、 

デパケン細粒 40%、デパケンシロップ 5%） ····················································································· 5 

■セフメノキシム塩酸塩（ベストロン点眼用 0.5%、ベストロン耳鼻科用 1%） ······························· 6 

■デュラグルチド（遺伝子組換え）（トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス） ································ 6 

■ヒドロキシエチルデンプン 70000 ······································································································ 7 

■ヒドロキシエチルデンプン 70000・塩化ナトリウム・塩化カリウム 

塩化カルシウム水和物・乳酸ナトリウム ··························································································· 7 

■ペニシラミン（50mg・100mg） ··············································································································· 7 

■イプラグリフロジン L-プロリン ············································································································· 7 

■エンパグリフロジン（ジャディアンス錠 10mg）················································································· 8 

■エンパグリフロジン・リナグリプチン ··································································································· 8 

■カナグリフロジン水和物（カナグル錠 100mg） ··············································································· 8 

■シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン ················································· 9 

■ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 ··············································································· 9 

■テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 ········································· 10 

■トホグリフロジン水和物 ····················································································································· 10 

■ルセオグリフロジン水和物 ··············································································································· 10 

■ニボルマブ（遺伝子組換え） ··········································································································· 11 

■レンバチニブメシル酸塩 ·················································································································· 11 

■バンコマイシン塩酸塩（注射剤）（バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」） ····· 11 

■ベンジルペニシリンカリウム（注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位） ···························· 11 

■ベンジルペニシリンベンザチン水和物 ························································································ 12 

■セフチブテン水和物 ························································································································· 12 

■アモキシシリン水和物（アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」、 

サワシリン細粒 10%） ·························································································································· 12 

■アンピシリン水和物 ···························································································································· 12 

■アンピシリンナトリウム（ビクシリン注射用 0.5g） ·········································································· 12 

■アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム（スルバシリン静注用 1.5g） ························· 13 

■イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム ···················································································· 13 

■クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物（オーグメンチン配合錠 250RS、 

クラバモックス小児用配合ドライシロップ） ··················································································· 13 

■スルタミシリントシル酸塩水和物（ユナシン錠 375mg） ····························································· 13 
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■セファクロル（ケフラールカプセル 250mg、ケフラール細粒小児用 100mg） ······················ 14 

■セファゾリンナトリウム（セファゾリン Na 点滴静注用 1g バッグ「オーツカ」） ······················· 14 

■セファゾリンナトリウム水和物 ··········································································································· 14 

■セファレキシン ····································································································································· 14 

■セファロチンナトリウム ······················································································································· 15 

■セフィキシム水和物（セフスパン細粒 50mg） ·············································································· 15 

■セフェピム塩酸塩水和物（セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」） ········································· 15 

■セフォゾプラン塩酸塩（ファーストシン静注用 1g バッグ S） ···················································· 15 

■セフォタキシムナトリウム（クラフォラン注射用 0.5g） ································································· 16 

■セフォチアム塩酸塩（セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1g バッグ「NP」） ···························· 16 

■セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム（ワイスタール配合静注用 1g） ·············· 16 

■セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 

（セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「CH」） ······································································· 16 

■セフジトレンピボキシル（セフジトレンピボキシル錠 100mg「トーワ」、 

メイアクト MS 小児用細粒 10%） ······································································································ 17 

■セフジニル（セフジニルカプセル 100mg「日医工」、セフゾン細粒小児用 10%） ··············· 17 

■セフタジジム水和物（セフタジジム静注用 0.5g・1g「マイラン」） ············································ 18 

■セフチゾキシムナトリウム ·················································································································· 18 

■セフテラムピボキシル ························································································································ 18 

■セフトリアキソンナトリウム水和物（セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」） ··········· 18 

■セフピロム硫酸塩 ······························································································································· 19 

■セフポドキシムプロキセチル（バナン錠 100mg） ········································································ 19 

■セフミノクスナトリウム水和物 ············································································································ 19 

■セフメタゾールナトリウム（セフメタゾールナトリウム静注用 1g「日医工」） ··························· 19 

■セフロキサジン水和物 ······················································································································ 20 

■セフロキシムアキセチル ··················································································································· 20 

■テビペネムピボキシル（オラペネム小児用細粒 10%） ······························································ 20 

■ドリペネム水和物（フィニバックス点滴静注用 0.25g） ······························································ 20 

■バカンピシリン塩酸塩 ······················································································································· 20 

■パニペネム・ベタミプロン（カルベニン点滴用 0.5g） ································································· 21 

■ビアペネム ··········································································································································· 21 

■ピペラシリンナトリウム（ピペラシリン Na 注用 1g・2g「トーワ」） ················································ 21 

■ファロペネムナトリウム水和物（ファロム錠 200mg） ···································································· 21 

■フロモキセフナトリウム（フルマリン静注用 0.5g・1g） ································································· 21 

■メロペネム水和物（メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」） ························································· 22 

■ラタモキセフナトリウム ······················································································································· 22 

■アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物 ································································ 22 

■アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 ···························································· 22 

■インフルエンザ HA ワクチン（インフルエンザ HA ワクチン「KMB」、 

インフルエンザ HA ワクチン「第一三共」シリンジ 0.25mL、フルービック HA シリンジ） ·· 23 

その他 
■フェノバルビタール（フェノバール散 10%、フェノバール注射液 100mg） ···························· 23 

■フェニトイン（アレビアチン散 10%） ································································································· 25 

■フェニトインナトリウム（アレビアチン注 250mg） ·········································································· 28 

■フェニトイン・フェノバルビタール ···································································································· 31 

■フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン ·········································· 34 

■チアプリド塩酸塩（グラマリール錠 25mg） ···················································································· 37 

■デュロキセチン塩酸塩（サインバルタカプセル 20mg） ····························································· 37 

■ドネペジル塩酸塩（下記ジェネリック製品）（ドネペジル塩酸塩 OD 錠「トーワ」） ············· 37 

■タファミジスメグルミン ························································································································ 38 
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■ランジオロール塩酸塩（50mg・150mg）（オノアクト点滴静注用 150mg） ······························ 40 

■トラセミド（トーアエイヨー製品）（トラセミド OD 錠 8mg「TE」） ················································· 41 

■シラザプリル水和物 ··························································································································· 42 

■テオフィリン（テオロング）（テオロング錠 200mg） ······································································· 42 

■ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイザー製品）··························································· 43 

■ブドウ糖（小堺製薬製品） ················································································································ 44 

■エンパグリフロジン（ジャディアンス錠 10mg）·············································································· 45 

■エンパグリフロジン・リナグリプチン ································································································ 46 

■カナグリフロジン水和物（カナグル錠 100mg） ············································································ 47 

■シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン ·············································· 48 

■ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 ············································································ 50 

■テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物（テネリア錠 20mg） ····················································· 52 

■テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物 ········································· 53 

■トホグリフロジン水和物 ····················································································································· 53 

■ルセオグリフロジン水和物 ··············································································································· 54 

■ウステキヌマブ（遺伝子組換え）（ステラーラ点滴静注 130mg・皮下注 45mg シリンジ） · 54 

■エテルカルセチド塩酸塩 ················································································································· 55 

■ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 

（ネスプ注射液 30µg・60µg・120µg プラシリンジ） ······································································· 55 

■フィンゴリモド塩酸塩 ························································································································· 55 

■メトトレキサート（乾癬の効能を有する製剤） ··············································································· 56 

■リセドロン酸ナトリウム水和物（下記ジェネリック製品） ······························································ 57 

■アクチノマイシン D（コスメゲン静注用 0.5mg） ··········································································· 57 

■エルロチニブ塩酸塩（25mg・100mg） ···························································································· 57 

■エルロチニブ塩酸塩（150mg） ········································································································ 59 

■ニボルマブ（遺伝子組換え） ··········································································································· 59 

■ボルテゾミブ ········································································································································ 60 

■リツキシマブ（遺伝子組換え）（リツキサン点滴静注 100mg・500mg） ··································· 61 

■スギ花粉抽出エキス原末 ················································································································· 61 

■デュピルマブ（遺伝子組換え） ······································································································· 62 

■モンテルカストナトリウム（モンテルカストチュアブル錠 5mg「EE」、 

モンテルカスト細粒 4mg「日医工」） ······························································································ 63 

■タゾバクタム・ピペラシリン水和物（ゾシン） ·················································································· 65 

■ビアペネム ··········································································································································· 65 

■メロペネム水和物（ファイザー製品） ····························································································· 65 
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［禁忌］ 追記

［原則禁忌］ 削除

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イソミタール原末（日本新薬）

アモバルビタール

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔疝痛や精神神経症状など本症の急性症

状を誘発することがある。〕

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔疝痛や精神神経症状など本症の急性症

状を誘発することがある。〕

［禁忌］ 追記

［原則禁忌］ 削除

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

注射用アイオナール・ナトリウム（日医工）

セコバルビタールナトリウム

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔酵素誘導によりポルフィリン合成を促

進し、症状を悪化させるおそれがある。〕

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔酵素誘導によりポルフィリン合成を促

進し、症状を悪化させるおそれがある。〕

［禁忌］ 追記

［原則禁忌］ 削除

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ラボナ錠（田辺三菱製薬）

ペントバルビタールカルシウム

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔酵素誘導によりポルフィリン合成を促

進し、症状を悪化させるおそれがある。〕

急性間歇性ポルフィリン症の患者〔酵素誘導によりポルフィリン合成を促

進し、症状を悪化させるおそれがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/279/521/notice/notice_521_20190419163934.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

追記

［原則禁忌］ 一部改訂

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

追記

一部改訂

１１３　抗てんかん剤

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

バルプロ酸ナトリウム

〈効能共通〉

重篤な肝障害のある患者〔肝障害が強くあらわれ致死的になるおそれがあ

る。〕

本剤投与中はカルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロ

ペネム水和物、イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム、ビアペネ

ム、ドリペネム水和物、テビペネムピボキシル）を併用しないこと。

尿素サイクル異常症の患者〔重篤な高アンモニア血症があらわれることが

ある。〕

〈片頭痛発作の発症抑制〉

妊婦又は妊娠している可能性のある女性

〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療、躁病および躁

うつ病の躁状態の治療〉

妊婦又は妊娠している可能性のある女性

〈片頭痛発作の発症抑制〉

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。

〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動障害の治療、躁病および躁

うつ病の躁状態の治療〉

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を

上回ると判断される場合にのみ投与すること。

妊娠中にやむを得ず本剤を投与する場合には、可能な限り単剤投与するこ

とが望ましい。〔他の抗てんかん剤（特にカルバマゼピン）と併用して投

与された患者の中に、奇形を有する児を出産した例が本剤単独投与群と比

較して多いとの疫学的調査報告がある。〕

〈効能共通〉

二分脊椎児を出産した母親の中に、本剤の成分を妊娠初期に投与された例

が対照群より多いとの疫学的調査報告があり、また、本剤の成分を投与さ

れた母親に、心室中隔欠損等の心奇形や多指症、口蓋裂、尿道下裂等の外

表奇形、その他の奇形を有する児を出産したとの報告がある。また、特有

の顔貌（前頭部突出、両眼離開、鼻根偏平、浅く長い人中溝、薄い口唇

等）を有する児を出産したとする報告がみられる。

妊娠中の投与により、新生児に呼吸障害、肝障害、低フィブリノーゲン血

症等があらわれることがある。

妊娠中の投与により、新生児に低血糖、退薬症候（神経過敏、過緊張、痙

攣、嘔吐）があらわれるとの報告がある。
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一部改訂

セレニカR錠（興和＝興和創薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品） セレニカR顆粒（興和＝興和創薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

デパケン錠（協和発酵キリン） デパケンR錠（協和発酵キリン）

デパケン細粒（協和発酵キリン） デパケンシロップ（協和発酵キリン）

バルプロ酸Na錠100mg「TCK」（辰巳化学） バルプロ酸Na錠200mg「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

バルプロ酸Na徐放B錠「トーワ」（東和薬品） バルプロ酸Na錠・シロップ「フジナガ」（藤永製薬＝第一三共）

バルプロ酸Na徐放顆粒「フジナガ」（藤永製薬＝第一三共）

バルプロ酸ナトリウム細粒「EMEC」（小林化工＝エルメッド＝日医工）

バルプロ酸ナトリウム錠「アメル」（共和薬品工業） バルプロ酸ナトリウムSR錠「アメル」（共和薬品工業）

バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒「アメル」（共和クリティケア＝共和薬品工業）

バルプロ酸ナトリウムシロップ「日医工」（日医工） バレリン錠・シロップ（大日本住友製薬）

海外で実施された観察研究において、妊娠中に抗てんかん薬を投与された

てんかん患者からの出生児224例を対象に6歳時の知能指数(IQ)［平均値

（95%信頼区間）］を比較した結果、本剤を投与されたてんかん患者から

の出生児のIQ［98(95-102)］は、ラモトリギン［108(105-111)］、フェニ

トイン［109(105-113)］、カルバマゼピン［106(103-109)］を投与された

てんかん患者からの出生児のIQと比較して低かったとの報告がある。な

お、本剤の投与量が1,000mg/日（本研究における中央値）未満の場合は

［104(99-109)］、1,000mg/日を超える場合は［94(90-99)］であった。

海外で実施された観察研究において、妊娠中に本剤を投与された母親から

の出生児508例は、本剤を投与されていない母親からの出生児655,107例と

比較して、自閉症発症リスクが高かったとの報告がある［調整ハザード

比：2.9（95%信頼区間：1.7-4.9）］

動物実験（マウス）で、本剤が葉酸代謝を阻害し、新生児の先天性奇形に

関与する可能性があるとの報告がある。

授乳婦に投与する場合には授乳を避けさせること。〔ヒト母乳中へ移行す

ることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

１３２　耳鼻科用剤

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ベストコール筋注用（武田テバ薬品） ベストコール静注用（武田テバ薬品）

ベストロン点眼用（千寿製薬） ベストロン耳鼻科用（千寿製薬＝セオリアファーマ＝杏林製薬）

セフメノキシム塩酸塩

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［11.1重大な副作用］ 追記

２４９　その他のホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

トルリシティ皮下注アテオス（日本イーライリリー＝大日本住友製薬）

デュラグルチド（遺伝子組換え）

11.1.5 重度の下痢、嘔吐

重度の下痢、嘔吐から脱水を続発し、急性腎障害に至った例も報告されて

いる。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/529/notice/1558/notice_1558_20190422092408.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/529/notice/1559/notice_1559_20190422095805.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/610/notice/notice_610_20190510095647.pdf


［禁忌］ 追記

［原則禁忌］ 削除

３３１　血液代用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

サリンヘス輸液（フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場）

ヒドロキシエチルデンプン70000

本剤及び本剤の成分に対し発疹等過敏症の既往歴のある患者

発疹等過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 追記

［原則禁忌］ 削除

３３１　血液代用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ヘスパンダー輸液（フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場）

ヒドロキシエチルデンプン70000・塩化ナトリウム・

塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・乳酸ナトリ

ウム

本剤及び本剤の成分に対し発疹等過敏症の既往歴のある患者

発疹等過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

３９２　解毒剤

４４３　非特異性免疫原製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メタルカプターゼカプセル50mg・100mg（大正製薬）

ペニシラミン（50mg・100mg）

〈関節リウマチ〉

血液障害のある患者及び骨髄機能の低下している患者〔再生不良性貧血等

の重篤な血液障害を起こすおそれがある。〕

〈関節リウマチ〉

骨髄機能の低下している患者〔重篤な血液障害等を起こすおそれがあ

る｡〕

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬）

イプラグリフロジンL-プロリン

尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋

膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分

な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合に

は適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路

感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/561/notice/notice_561_20190419120458.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/562/notice/notice_562_20190419120605.pdf
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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

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジャディアンス錠（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン

尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋

膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分

な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合に

は適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路

感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラディアンス配合錠AP・BP（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン・リナグリプチン

本剤の成分であるエンパグリフロジン投与により、尿路感染及び性器感

染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊

疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分な観察を行うなど

尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合には適切な処置を行

うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路感染及び性器感染

の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋

膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分

な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合に

は適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路

感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/613/notice/notice_613_20190514143835.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/614/notice/notice_614_20190514143906.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/615/notice/notice_615_20190509172145.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スージャヌ配合錠（MSD＝アステラス製薬）

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジ

ンL-プロリン

イプラグリフロジンにより尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外

陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染

症に至ることがある。十分な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症

に注意し、発症した場合には適切な処置を行うとともに、状態に応じて休

薬等を考慮すること。尿路感染及び性器感染の症状及びその対処方法につ

いて患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋

膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分

な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合に

は適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路

感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/616/notice/notice_616_20190424112925.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/617/notice/notice_617_20190423100432.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カナリア配合錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフ

ロジン水和物

本剤の有効成分であるカナグリフロジンの投与により、尿路感染及び性器

感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊

疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分な観察を行うなど

尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合には適切な処置を行

うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路感染及び性器感染

の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

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）

トホグリフロジン水和物

尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋

膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。十分

な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場合に

は適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。尿路

感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明すること。

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症：

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがあるので、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。

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ルセフィ錠（大正製薬＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

8.4 尿路感染及び性器感染を起こし、腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死

性筋膜炎（フルニエ壊疽）、敗血症等の重篤な感染症に至ることがある。

十分な観察を行うなど尿路感染及び性器感染の発症に注意し、発症した場

合には適切な処置を行うとともに、状態に応じて休薬等を考慮すること。

尿路感染及び性器感染の症状及びその対処方法について患者に説明するこ

と。

11.1.2 腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）､

敗血症

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）があらわ

れ、敗血症（敗血症性ショックを含む）に至ることがある。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/618/notice/notice_618_20190509170519.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/612/notice/notice_612_20190508133339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/612/notice/1880/notice_1880_20190510095615.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/619/notice/notice_619_20190510131728.pdf


［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

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）

甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるの

で、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査（TSH、

遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定）を実施すること。ま

た、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。異常が認められた場

合は、適切な処置を行うこと。

下垂体機能障害：

下垂体炎、下垂体機能低下症、副腎皮質刺激ホルモン欠損症等の下垂体機

能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。

［重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

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。

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

塩酸バンコマイシン点滴静注用（塩野義製薬）  塩酸バンコマイシン点滴静注用「HK」（光：東京）

バンコマイシン点滴静注用「トーワ」（東和薬品）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）  バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「サンド」（サンド）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「タイヨー」（武田テバファーマ）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「日医工」（日医工）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

バンコマイシン塩酸塩（注射剤）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

テイコプラニン、ペプチド系抗生物質又はアミノグリコシド系抗生物質に

対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

注射用ペニシリンGカリウム（MeijiSeikaファルマ）

ベンジルペニシリンカリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/620/notice/notice_620_20190510110852.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/621/notice/notice_621_20190425114258.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/notice_564_20190421112340.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1732/notice_1732_20190419130513.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1729/notice_1729_20190424113705.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1723/notice_1723_20190423093333.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1724/notice_1724_20190424090833.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1725/notice_1725_20190423123214.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1726/notice_1726_20190419111131.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1728/notice_1728_20190419181923.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/564/notice/1727/notice_1727_20190426090705.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/568/notice/notice_568_20190419145343.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

バイシリンG顆粒（MSD）

ベンジルペニシリンベンザチン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１２　主としてグラム陰性菌に作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフテムカプセル（塩野義製薬）

セフチブテン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アモキシシリンカプセル「NP」（ニプロ）  アモキシシリンカプセル125mg「タツミ」（辰巳化学）

アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

アモキシシリン細粒「タツミ」（辰巳化学）  アモキシシリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

アモキシシリンカプセル「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）  アモリンカプセル（武田テバ薬品）

アモリン細粒（武田テバ薬品）  サワシリンカプセル・細粒・錠（LTLファーマ）

パセトシン錠（アスペンジャパン）  パセトシンカプセル（アスペンジャパン）

パセトシン細粒（アスペンジャパン）  ワイドシリン細粒10%（MeijiSeikaファルマ）

アモキシシリン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ）  ビクシリンドライシロップ（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ビクシリン注射用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/565/notice/notice_565_20190419161444.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/532/notice/notice_532_20190421112452.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/notice_569_20190419170841.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1737/notice_1737_20190419102909.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1738/notice_1738_20190419102922.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1741/notice_1741_20190419102937.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1739/notice_1739_20190424114523.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1740/notice_1740_20190419182907.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1742/notice_1742_20190419112030.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1743/notice_1743_20190419112152.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1744/notice_1744_20190419124842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1747/notice_1747_20190419121500.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1745/notice_1745_20190419121512.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1746/notice_1746_20190419121520.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/569/notice/1748/notice_1748_20190419145355.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/571/notice/notice_571_20190419145405.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/571/notice/1753/notice_1753_20190419145413.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/572/notice/notice_572_20190419145421.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スルバクシン静注用0.75g（シオノケミカル＝武田テバファーマ）

スルバクシン静注用1.5g（シオノケミカル＝武田テバファーマ＝共和クリティケア＝江州製薬）

スルバクシン静注用3g（シオノケミカル＝共和クリティケア）  スルバシリン静注用（MeijiSeikaファルマ）

ピシリバクタ静注用0.75g・1.5g（日医工＝日本ケミファ）  ピシリバクタ静注用3g（日医工）

ピスルシン静注用（大原薬品工業）  ユーシオン-S静注用（沢井製薬）

ユナシン-S静注用（ファイザー）  ユナシン-Sキット静注用（ファイザー）

ユナスピン静注用（ケミックス）

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イミスタン点滴静注用（日医工）  チエクール点滴用（沢井製薬）

チエナム点滴静注用（MSD）  チエナム筋注用（MSD）

チエペネム点滴静注用（シオノケミカル＝日本ケミファ）

イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラバモックス小児用配合ドライシロップ（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ユナシン錠（ファイザー）  ユナシン細粒小児用（ファイザー）

スルタミシリントシル酸塩水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/notice_573_20190423145742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1756/notice_1756_20190423145921.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1757/notice_1757_20190423145838.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1758/notice_1758_20190419145431.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1759/notice_1759_20190424134435.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1760/notice_1760_20190419182127.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1761/notice_1761_20190419120312.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1765/notice_1765_20190424090450.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1763/notice_1763_20190423143945.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1762/notice_1762_20190423144004.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/573/notice/1764/notice_1764_20190419155818.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/580/notice/1783/notice_1783_20190424090503.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/580/notice/1784/notice_1784_20190419161514.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/580/notice/1785/notice_1785_20190419161542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/580/notice/1786/notice_1786_20190422162437.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/570/notice/notice_570_20190419095252.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/570/notice/1751/notice_1751_20190419095316.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/574/notice/notice_574_20190423144019.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/574/notice/1767/notice_1767_20190423144035.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ケフラールカプセル（共和薬品工業）  ケフラール細粒小児用（共和薬品工業）

L-ケフラール顆粒（共和薬品工業）  セファクロルカプセル「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セファクロル細粒小児用「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セファクロルカプセル「SN」（シオノケミカル＝あゆみ製薬＝江州製薬）

セファクロルカプセル「TCK」（辰巳化学）  セファクロルカプセル「サワイ」（沢井製薬）

セファクロル細粒小児用「サワイ」（沢井製薬）  セファクロルカプセル「トーワ」（東和薬品）

セファクロルカプセル「日医工」（日医工）  セファクロル細粒「日医工」（日医工）

トキクロルカプセル（コーアイセイ）

セファクロル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セファゾリンNa注射用「NP」（ニプロ）  セファゾリンNa点滴静注用バッグ「NP」（ニプロ＝日医工）

セファゾリンNa点滴静注用バッグ「オーツカ」（大塚製薬工場）  セファゾリンナトリウム注射用「日医工」（日医工）

トキオ注射用（コーアイセイ）

セファゾリンナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セファゾリンNa注射用「タイヨー」（武田テバファーマ）  セファメジンα注射用（LTLファーマ）

セファメジンα筋注用（LTLファーマ）  セファメジンα点滴用キット（LTLファーマ）

セファゾリンナトリウム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セファレキシン

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

DSU279 -14-

https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/notice_533_20190419101012.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1563/notice_1563_20190419104307.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1562/notice_1562_20190419104629.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1564/notice_1564_20190419101121.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1571/notice_1571_20190419101152.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1565/notice_1565_20190419140445.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1566/notice_1566_20190419102959.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1567/notice_1567_20190424090517.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1572/notice_1572_20190424090530.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1568/notice_1568_20190424114630.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1569/notice_1569_20190419182209.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1570/notice_1570_20190419182341.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/533/notice/1573/notice_1573_20190419150331.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/534/notice/notice_534_20190419170854.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/534/notice/1575/notice_1575_20190419170906.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/534/notice/1576/notice_1576_20190419102547.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/534/notice/1577/notice_1577_20190419182411.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/534/notice/1578/notice_1578_20190419150642.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/535/notice/notice_535_20190419110547.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/535/notice/1580/notice_1580_20190419124916.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/535/notice/1582/notice_1582_20190419124952.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/535/notice/1581/notice_1581_20190419125016.pdf


ケフレックスカプセル（共和薬品工業）  L-ケフレックス顆粒（共和薬品工業）

L-ケフレックス小児用顆粒（共和薬品工業）  ケフレックスシロップ用細粒（共和薬品工業）

セファレキシン顆粒「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  セファレキシンカプセル「トーワ」（東和薬品）

セファレキシン複合顆粒「トーワ」（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

セファレキシン錠「日医工」（日医工）  セファレキシンドライシロップ小児用「日医工」（日医工）

センセファリンカプセル（武田薬品）  センセファリンシロップ用細粒（武田薬品）

ラリキシン錠（富士フイルム富山化学）  ラリキシンドライシロップ小児用（富士フイルム富山化学）

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コアキシン注射用（ケミックス）

セファロチンナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフィーナ細粒（武田テバファーマ）  セフスパンカプセル・細粒（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフィキシム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフェピム塩酸塩静注用「CMX」（ケミックス）  セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サンド」（サンド）

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」（サンド＝ニプロ）  注射用マキシピーム（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

セフェピム塩酸塩水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ファーストシン静注用・バッグS・バッグG（武田テバ薬品）

セフォゾプラン塩酸塩

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

DSU279 -15-

https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/notice_536_20190419104923.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1585/notice_1585_20190419105112.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1584/notice_1584_20190419105605.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1586/notice_1586_20190419110111.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1591/notice_1591_20190419101216.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1587/notice_1587_20190424114647.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1589/notice_1589_20190424114701.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1590/notice_1590_20190419182423.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1588/notice_1588_20190419182436.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1592/notice_1592_20190422121424.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1593/notice_1593_20190422121447.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1595/notice_1595_20190423090813.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/536/notice/1594/notice_1594_20190423090520.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/537/notice/notice_537_20190419155831.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/538/notice/notice_538_20190419110704.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/538/notice/1598/notice_1598_20190419101238.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/539/notice/notice_539_20190419155844.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/539/notice/1600/notice_1600_20190423123313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/539/notice/1601/notice_1601_20190423123326.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/539/notice/1602/notice_1602_20190419102000.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/540/notice/notice_540_20190419112358.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クラフォラン注射用（サノフィ）  セフォタックス注射用（日医工サノフィ＝日医工）

セフォタキシムナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セファピコール静注用（武田テバファーマ）  セフォチアム静注用バッグ「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフォチアム塩酸塩静注用「NP」（ニプロ）  セフォチアム塩酸塩点滴静注用バッグ「NP」（ニプロ）

セフォチアム塩酸塩静注用「SN」（シオノケミカル＝江州製薬）  セフォチアム塩酸塩静注用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ハロスポア静注用（富士フイルム富山化学）  パンスポリン筋注用（武田テバ薬品）

パンスポリン静注用・バッグS・バッグG（武田テバ薬品）

セフォチアム塩酸塩

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スルタムジン静注用（ポーラファルマ）  スルペラゾン静注用（ファイザー）

セフォセフ静注用（沢井製薬）  セフォン静注用（日医工）

セフロニック静注用（武田テバファーマ）  バクフォーゼ静注用（東和薬品）

ワイスタール配合静注用（ニプロ）  ワイスタール配合点滴静注用バッグ（ニプロ）

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウ

ム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

DSU279 -16-

https://dsu-system.jp/dsu/279/588/notice/notice_588_20190419131337.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/588/notice/1805/notice_1805_20190419131024.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/notice_541_20190419110638.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1609/notice_1609_20190419182943.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1606/notice_1606_20190419170916.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1605/notice_1605_20190419170926.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1607/notice_1607_20190423145555.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1608/notice_1608_20190419182950.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1610/notice_1610_20190423090540.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1611/notice_1611_20190419112246.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/541/notice/1612/notice_1612_20190419112323.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/notice_542_20190509084448.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1614/notice_1614_20190423144052.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1615/notice_1615_20190424090542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1616/notice_1616_20190419182448.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1617/notice_1617_20190419111029.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1618/notice_1618_20190424114720.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1620/notice_1620_20190419170938.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/542/notice/1619/notice_1619_20190419170949.pdf


セフカペンピボキシル塩酸塩錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠「TCK」（辰巳化学）  セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「TCK」（辰巳化学）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「YD」（陽進堂）  セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「YD」（陽進堂）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「YD」（陽進堂）  セフカペンピボキシル塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒「サワイ」（沢井製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠「トーワ」（シー・エイチ・オー＝東和薬品）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「トーワ」（東和薬品）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

フロモックス錠（塩野義製薬）  フロモックス小児用細粒（塩野義製薬）

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフジトレンピボキシル錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジトレンピボキシル小児用細粒「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジトレンピボキシル小児用細粒「EMEC」（メディサ新薬＝エルメッド＝日医工）

セフジトレンピボキシル錠「OK」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル小児用細粒「OK」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル錠「サワイ」（沢井製薬）  セフジトレンピボキシル小児用細粒「サワイ」（沢井製薬）

セフジトレンピボキシル錠「トーワ」（東和薬品）  セフジトレンピボキシル細粒小児用「トーワ」（東和薬品）

セフジトレンピボキシル錠「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフジトレンピボキシル細粒小児用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

メイアクトMS錠（MeijiSeikaファルマ）  メイアクトMS小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフジニルカプセル「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  セフジニル細粒小児用「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフジニルカプセル「TCK」（辰巳化学）  セフジニルカプセル「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

セフジニル細粒小児用「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

セフジニルカプセル「YD」（陽進堂）  セフジニル細粒小児用「YD」（陽進堂）

セフジニル錠「サワイ」（沢井製薬）  セフジニル細粒小児用「サワイ」（沢井製薬）

セフジニルカプセル「トーワ」（東和薬品）  セフジニル細粒小児用「トーワ」（東和薬品）

セフジニルカプセル「日医工」（日医工）  セフジニル細粒小児用「日医工」（日医工）

セフジニルカプセル「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

セフジニル細粒小児用「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

セフゾンカプセル（LTLファーマ）  セフゾン細粒小児用（LTLファーマ）

セフジニル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/notice_544_20190419101259.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1623/notice_1623_20190419101323.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1631/notice_1631_20190419103015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1624/notice_1624_20190419103024.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1632/notice_1632_20190424090554.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1622/notice_1622_20190424090606.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1633/notice_1633_20190419155313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1626/notice_1626_20190424114743.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1635/notice_1635_20190419183028.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1628/notice_1628_20190419183037.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1634/notice_1634_20190426090726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1627/notice_1627_20190426090746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1637/notice_1637_20190421112744.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/544/notice/1636/notice_1636_20190421112932.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/notice_545_20190419101343.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1639/notice_1639_20190419101406.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1640/notice_1640_20190419151412.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1646/notice_1646_20190424090630.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1642/notice_1642_20190424090641.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1647/notice_1647_20190424114803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1643/notice_1643_20190424114818.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1648/notice_1648_20190419183104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1644/notice_1644_20190419183112.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1650/notice_1650_20190419145440.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/545/notice/1649/notice_1649_20190419145449.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/notice_546_20190419101426.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1658/notice_1658_20190419101449.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1652/notice_1652_20190419103032.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1653/notice_1653_20190419112214.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1659/notice_1659_20190419112229.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1666/notice_1666_20190424090651.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1661/notice_1661_20190424090702.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1655/notice_1655_20190424114833.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1663/notice_1663_20190424114850.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1657/notice_1657_20190419182500.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1665/notice_1665_20190419182512.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1656/notice_1656_20190426090803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1664/notice_1664_20190426090825.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1667/notice_1667_20190419125048.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/546/notice/1668/notice_1668_20190419125115.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフタジジム静注用「CHM」（ケミックス）  セフタジジム静注用「NP」（ニプロ）

セフタジジム静注用「SN」（シオノケミカル＝光：東京＝江州製薬）

セフタジジム静注用「サワイ」（沢井製薬）  セフタジジム静注用「タイヨー」（武田テバファーマ）

セフタジジム静注用「日医工」（日医工）  セフタジジム静注用「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）

モダシン静注用（グラクソ・スミスクライン）  モベンゾシン静注用（武田テバファーマ＝日本ケミファ）

セフタジジム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エポセリン坐剤（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフチゾキシムナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフテラムピボキシル細粒小児用「日医工」（日医工）  トミロン錠50（富士フイルム富山化学）

トミロン錠100（富士フイルム富山化学＝昭和薬化）  トミロン細粒小児用（富士フイルム富山化学）

セフテラムピボキシル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフキソン静注用0.5g（シオノケミカル）  セフキソン静注用1g（シオノケミカル＝江州製薬）

セフトリアキソンNa静注用「CHM」（ケミックス）  セフトリアキソンNa静注用「サワイ」（沢井製薬）

セフトリアキソンNa静注用「テバ」（武田テバファーマ）  セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」（ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ「ファイザー」（ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」（日医工）  セフトリアキソンナトリウム静注用「NP」（ニプロ）

セフトリアキソンナトリウム点滴用バッグ「NP」（ニプロ＝日医工＝サンド）

ロセフィン静注用・点滴静注用バッグ（太陽ファルマ）

セフトリアキソンナトリウム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/notice_547_20190419155856.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1670/notice_1670_20190419171002.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1671/notice_1671_20190422162739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1672/notice_1672_20190424090716.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1673/notice_1673_20190419110806.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1675/notice_1675_20190419182528.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1674/notice_1674_20190426090840.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1676/notice_1676_20190419095327.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/547/notice/1677/notice_1677_20190419111324.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/548/notice/notice_548_20190419101511.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/549/notice/notice_549_20190419182543.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/549/notice/1682/notice_1682_20190423090616.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/549/notice/1681/notice_1681_20190423091650.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/549/notice/1680/notice_1680_20190423090830.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/notice_550_20190419140357.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1684/notice_1684_20190419140409.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1685/notice_1685_20190419155913.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1686/notice_1686_20190424090726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1687/notice_1687_20190419110922.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1688/notice_1688_20190423144240.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1690/notice_1690_20190423144253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1692/notice_1692_20190419182607.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1691/notice_1691_20190419171015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1689/notice_1689_20190419171026.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/550/notice/1693/notice_1693_20190510141658.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフピロム硫酸塩静注用「CMX」（ケミックス）

セフピロム硫酸塩

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフポドキシムプロキセチル錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフポドキシムプロキセチル錠「TCK」（辰巳化学）  セフポドキシムプロキセチル錠「サワイ」（沢井製薬）

セフポドキシムプロキセチルDS小児用「サワイ」（沢井製薬）  セフポドキシムプロキセチル錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

セフポドキシムプロキセチル錠「トーワ」（東和薬品）  バナン錠（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

バナンドライシロップ（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

セフポドキシムプロキセチル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メイセリン静注用（MeijiSeikaファルマ＝沢井製薬）

セフミノクスナトリウム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セフメタゾールNa静注用「NP」（ニプロ）  セフメタゾールNa静注用「テバ」（武田テバファーマ）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ「NP」（ニプロ）

セフメタゾールナトリウム静注用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

セフメタゾン筋注用（アルフレッサファーマ）  セフメタゾン静注用（アルフレッサファーマ）

セフメタゾンキット点滴静注用（第一三共）

セフメタゾールナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/552/notice/notice_552_20190419155929.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/notice_553_20190419101534.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1697/notice_1697_20190419103041.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1698/notice_1698_20190424090740.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1696/notice_1696_20190424090752.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1699/notice_1699_20190419110949.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1700/notice_1700_20190424114908.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1702/notice_1702_20190424100634.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/553/notice/1701/notice_1701_20190424100707.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/554/notice/notice_554_20190419145458.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/notice_555_20190419171039.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1708/notice_1708_20190419111012.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1709/notice_1709_20190419171050.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1710/notice_1710_20190419183133.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1706/notice_1706_20190419103420.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1707/notice_1707_20190419103542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/555/notice/1705/notice_1705_20190419152941.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オラスポア小児用ドライシロップ（アルフレッサファーマ）

セフロキサジン水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オラセフ錠（グラクソ・スミスクライン＝第一三共）

セフロキシムアキセチル

本剤の成分又はセフロキシムナトリウムに対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オラペネム小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）

テビペネムピボキシル

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フィニバックス点滴静注用・キット（塩野義製薬）

ドリペネム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ペングッド錠（日医工）

バカンピシリン塩酸塩

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/279/558/notice/notice_558_20190419103556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/589/notice/notice_589_20190419095339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/581/notice/notice_581_20190419145509.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/582/notice/notice_582_20190421113005.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/575/notice/notice_575_20190419182630.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カルベニン点滴用（第一三共）

パニペネム・ベタミプロン

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オメガシン点滴用（MeijiSeikaファルマ）  オメガシン点滴用バッグ（MeijiSeikaファルマ）

ビアペネム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ピペラシリンNa注射用「CHM」（ケミックス）  ピペラシリンNa注射用「サワイ」（沢井製薬）

ピペラシリンNa注射用「テバ」（武田テバファーマ）  ピペラシリンNa注用「トーワ」（東和薬品）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ「NP」（ニプロ）  ピペラシリンナトリウム注射用「日医工」（日医工）

ペントシリン注射用（富士フイルム富山化学）  ペントシリン静注用バッグ（富士フイルム富山化学）

ピペラシリンナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ファロム錠（マルホ）  ファロムドライシロップ小児用（マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フルマリン静注用・キット静注用（塩野義製薬）

フロモキセフナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 削除

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メロペネム点滴静注用・バッグ「NP」（ニプロ）  メロペネム点滴静注用「ケミファ」（日本ケミファ）

メロペネム点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）  メロペネム点滴静注用「タイヨー」（武田テバファーマ）

メロペネム点滴静注用「タナベ」（ニプロESファーマ）  メロペネム点滴静注用「トーワ」（東和薬品）

メロペネム点滴静注用・バッグ「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

メロペネム点滴静注用「ファイザー」（ファイザー）  メロペネム点滴静注用・バッグ「明治」（MeijiSeikaファルマ）

メロペン点滴用バイアル・キット（大日本住友製薬）

メロペネム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

シオマリン静注用（塩野義製薬）

ラタモキセフナトリウム

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１９　その他の抗生物質製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ビクシリンS配合錠（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水

和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 一部改訂

６１９　その他の抗生物質製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

注射用ビクシリンS100（MeijiSeikaファルマ）  注射用ビクシリンS500・1000（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウ

ム水和物

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
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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

［重大な副反応］ 一部改訂

６３１　ワクチン類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

インフルエンザHAワクチン「KMB」（KMバイオロジクス＝武田薬品＝MeijiSeikaファルマ）

インフルエンザHAワクチン「生研」（デンカ生研＝アステラス製薬＝武田薬品）

インフルエンザHAワクチン「第一三共」（第一三共＝北里薬品産業）

インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ（第一三共＝北里薬品産業）

「ビケンHA」（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝MSD）  フルービックHA（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝MSD）

フルービックHAシリンジ（阪大微研会＝田辺三菱製薬＝MSD）

インフルエンザHAワクチン

皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱

症：

皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱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。

その他

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェノバルビタール

ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナ

プレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビ

ル、グラゾプレビル、チカグレロル、アルテメテル・ルメファントリ

ン、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、ダルナビル・コビ

シスタット、リルピビリン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・

エムトリシタビン、リルピビリン・テノホビルアラフェナミド・エムトリ

シタビン、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノ

ホビルアラフェナミド、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソプロキシル、ソホスブビル・ベルパタスビル、ド

ルテグラビル・リルピビリンを投与中の患者〔「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

ボリコナゾール、タダラフィル

（肺高血圧症を適応とする場

合）、アスナプレビル、ダクラ

タスビル、バニプレビル、マシ

テンタン、エルバスビル、グラ

ゾプレビル、チカグレロル、ア

ルテメテル・ルメファントリ

ン、ダクラタスビル・アスナプ

レビル・ベクラブビル、ダルナ

ビル・コビシスタット

これらの薬剤の代謝

が促進され、血中濃

度が低下するおそれ

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導作用によ

る。

リルピビリン、リルピビリン・

テノホビルジソプロキシル・エ

ムトリシタビン

リルピビリンの代謝

が促進され、血中濃

度が低下するおそれ

がある。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リルピビリン・テノホ

ビルアラフェナミド・

エムトリシタビン

リルピビリン及びテノホビ

ルアラフェナミドの血中濃

度が低下するおそれがあ

る。

本剤の肝薬物代謝

酵素(CYP3A)誘導

作用及びP糖蛋白

誘導作用による。

エルビテグラビル・コ

ビシスタット・エムト

リシタビン・テノホビ

ルアラフェナミド

エルビテグラビル、コビシ

スタット及びテノホビルア

ラフェナミドの血中濃度が

低下するおそれがある。

エルビテグラビル・コ

ビシスタット・エムト

リシタビン・テノホビ

ルジソプロキシル

エルビテグラビル及びコビ

シスタットの血中濃度が低

下するおそれがある。

ソホスブビル・ベルパ

タスビル

ソホスブビル及びベルパタ

スビルの血中濃度が低下す

るおそれがある。

ドルテグラビル・リル

ピビリン

ドルテグラビル及びリルピ

ビリンの血中濃度が低下す

るおそれがある。

本剤の肝薬物代謝

酵素(CYP3A)誘導

作用及びUGT1A1誘

導作用による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

主にCYP3Aの基質となる薬剤

［アゼルニジピン、イグラチ

モド、イマチニブ、インジナ

ビル、カルバマゼピン、サキ

ナビル、シクロスポリン、ゾ

ニサミド、タクロリムス、

フェロジピン、ベラパミル、

モンテルカスト等、副腎皮質

ホルモン剤（デキサメタゾン

等）、卵胞ホルモン剤・黄体

ホルモン剤（ノルゲストレ

ル・エチニルエストラジオー

ル等）、PDE5阻害剤（タダラ

フィル(勃起不全、前立腺肥大

症に伴う排尿障害を適応とす

る場合)、シルデナフィル、

バルデナフィル）］

これらの薬剤の血中

濃度が低下し、作用

が減弱することがあ

るので用量に注意す

ること。

本剤の肝薬物代謝

酵素誘導作用によ

る。

ラモトリギン、デフェラシロ

クス、カナグリフロジン

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤がこれらの薬

剤のグルクロン酸

抱合を促進する。

ソホスブビル、レジパスビ

ル・ソホスブビル、グレカプ

レビル・ピブレンタスビ

ル、テノホビルアラフェナミ

ド

本剤のP糖蛋白誘

導作用による。
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追記

削除

フェノバール原末・散・錠・エリキシル（藤永製薬＝第一三共）  フェノバール注射液（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール散「シオエ」（シオエ＝日本新薬）

フェノバルビタール「ホエイ」原末・散「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

フェノバルビタール散「マルイシ」（丸石製薬＝吉田製薬）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アピキサバン これらの薬剤の血中濃度が低

下することがある。

本剤の肝薬物代謝酵

素誘導作用及びP糖

蛋白誘導作用によ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

トロピセトロン これらの薬剤の血中濃度が低

下し、作用が減弱することが

あるので用量に注意するこ

と。

本剤の肝薬物代謝酵

素誘導作用による。

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェニトイン

タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナプレビル、ダクラ

タスビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビル、グラゾプレビ

ル、チカグレロル、アルテメテル・ルメファントリン、ダクラタスビル・

アスナプレビル・ベクラブビル、ダルナビル・コビシスタット、リルピビ

リン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・エムトリシタビン、リ

ルピビリン・テノホビルアラフェナミド・エムトリシタビン、エルビテグ

ラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミ

ド、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル

ジソプロキシル、ソホスブビル・ベルパタスビル、ソホスブビル、レジパ

スビル・ソホスブビル、ドルテグラビル・リルピビリンを投与中の患者

〔「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

タダラフィル（肺高血圧症を適

応とする場合）、アスナプレビ

ル、ダクラタスビル、バニプレ

ビル、マシテンタン、エルバス

ビル、グラゾプレビル、チカグ

レロル、アルテメテル・ルメ

ファントリン、ダクラタスビ

ル・アスナプレビル・ベクラブ

ビル、ダルナビル・コビシス

タット

これらの薬剤の代謝

が促進され、血中濃

度が低下することが

ある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導による。

リルピビリン、リルピビリン・

テノホビルジソプロキシル・エ

ムトリシタビン

リルピビリンの血中

濃度が低下すること

がある。

ソホスブビル、レジパスビル・

ソホスブビル

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤のP糖蛋白

誘導による。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リルピビリン・テノホビ

ルアラフェナミド・エム

トリシタビン

リルピビリン及びテノホビ

ルアラフェナミドの血中濃

度が低下することがある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

及びP糖蛋白誘

導による。
エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルアラ

フェナミド

エルビテグラビル、コビシ

スタット及びテノホビルア

ラフェナミドの血中濃度が

低下することがある。

エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソ

プロキシル

エルビテグラビル及びコビ

シスタットの血中濃度が低

下することがある。

ソホスブビル・ベルパタ

スビル

ソホスブビル及びベルパタ

スビルの血中濃度が低下す

ることがある。

ドルテグラビル・リルピ

ビリン

ドルテグラビル及びリルピ

ビリンの血中濃度が低下す

ることがある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導作用及び

UGT1A1誘導作用

による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラモトリギン、デフェラシロク

ス、カナグリフロジン

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤がこれらの

薬剤のグルクロ

ン酸抱合を促進

する。

アミオダロン、アロプリノー

ル、イソニアジド、エトスクシ

ミド、オメプラゾール、クロラ

ムフェニコール、ジスルフィラ

ム、シメチジン、ジルチアゼ

ム、スルチアム、スルファメト

キサゾール・トリメトプリム、

チクロピジン、パラアミノサリ

チル酸、フルコナゾール、フル

ボキサミン、ホスフルコナゾー

ル、ミコナゾール、メチルフェ

ニデート、エソメプラゾール

フェニトインの血中

濃度が上昇すること

がある。

これらの薬剤又

は代謝物が肝代

謝を抑制すると

考えられてい

る。

ジアゾキシド、シスプラチン、

ビンカアルカロイド（ビンクリ

スチン等）、シプロフロキサシ

ン、ビガバトリン

フェニトインの血中

濃度が低下すること

がある。

機序は不明であ

る。
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一部改訂

追記

アレビアチン錠（大日本住友製薬）  アレビアチン散（大日本住友製薬）

ヒダントール錠（藤永製薬＝第一三共）  ヒダントール散（藤永製薬＝第一三共）

主にCYP3Aの基質となる薬剤［ア

ゼルニジピン、イトラコナゾー

ル、イマチニブ、インジナビ

ル、オンダンセトロン、キニジ

ン、クエチアピン、サキナビ

ル、ジソピラミド、ニソルジピ

ン、ニフェジピン、フェロジピ

ン、プラジカンテル、ベラパミ

ル等、副腎皮質ホルモン剤（デ

キサメタゾン等）、卵胞ホルモ

ン剤・黄体ホルモン剤（ノルゲ

ストレル・エチニルエストラジ

オール等）、PDE5阻害剤（タダ

ラフィル(勃起不全、前立腺肥大

症に伴う排尿障害を適応とする

場合)、シルデナフィル、バル

デナフィル）］

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導によ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A及びP糖蛋白の基質となる

薬剤（アピキサバン、ミラベグ

ロン、レンバチニブ等）

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素及びP糖

蛋白誘導によ

る。

P糖蛋白の基質となる薬剤（グレ

カプレビル・ピブレンタスビ

ル、テノホビルアラフェナミ

ド、ニンテダニブ等）

本剤のP糖蛋白

誘導による。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェニトインナトリウム

タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナプレビル、ダクラ

タスビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビル、グラゾプレビ

ル、チカグレロル、アルテメテル・ルメファントリン、ダクラタスビル・

アスナプレビル・ベクラブビル、ダルナビル・コビシスタット、リルピビ

リン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・エムトリシタビン、リ

ルピビリン・テノホビルアラフェナミド・エムトリシタビン、エルビテグ

ラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミ

ド、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル

ジソプロキシル、ソホスブビル・ベルパタスビル、ソホスブビル、レジパ

スビル・ソホスブビル、ドルテグラビル・リルピビリンを投与中の患者

〔「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

タダラフィル（肺高血圧症を適

応とする場合）、アスナプレビ

ル、ダクラタスビル、バニプレ

ビル、マシテンタン、エルバス

ビル、グラゾプレビル、チカグ

レロル、アルテメテル・ルメ

ファントリン、ダクラタスビ

ル・アスナプレビル・ベクラブ

ビル、ダルナビル・コビシス

タット

これらの薬剤の代謝

が促進され、血中濃

度が低下することが

ある。

本剤の肝薬物代

謝酵素(CYP3A)

誘導による。

リルピビリン、リルピビリン・

テノホビルジソプロキシル・エ

ムトリシタビン

リルピビリンの血中

濃度が低下すること

がある。

ソホスブビル、レジパスビル・

ソホスブビル

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤のP糖蛋白

誘導による。
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追記
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リルピビリン・テノホビ

ルアラフェナミド・エム

トリシタビン

リルピビリン及びテノホ

ビルアラフェナミドの血

中濃度が低下することが

ある。

本剤の肝薬物代謝

酵素(CYP3A)及び

P糖蛋白誘導によ

る。

エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルアラ

フェナミド

エルビテグラビル、コビ

シスタット及びテノホビ

ルアラフェナミドの血中

濃度が低下することがあ

る。

エルビテグラビル・コビ

シスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソ

プロキシル

エルビテグラビル及びコ

ビシスタットの血中濃度

が低下することがある。

ソホスブビル・ベルパタ

スビル

ソホスブビル及びベルパ

タスビルの血中濃度が低

下することがある。

ドルテグラビル・リルピ

ビリン

ドルテグラビル及びリル

ピビリンの血中濃度が低

下することがある。

本剤の肝薬物代謝

酵素(CYP3A)誘導

作用及びUGT1A1誘

導作用による。
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［併用注意］ 一部改訂

追記

アレビアチン注（大日本住友製薬）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラモトリギン、デフェラシロク

ス、カナグリフロジン

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤がこれらの

薬剤のグルクロ

ン酸抱合を促進

する。

アミオダロン、アロプリノー

ル、イソニアジド、エトスクシ

ミド、オメプラゾール、クロラ

ムフェニコール、ジスルフィラ

ム、シメチジン、ジルチアゼ

ム、スルチアム、スルファメト

キサゾール・トリメトプリム、

チクロピジン、パラアミノサリ

チル酸、フルコナゾール、フル

ボキサミン、ホスフルコナゾー

ル、ミコナゾール、メチルフェ

ニデート、エソメプラゾール

フェニトインの血中

濃度が上昇すること

がある。

これらの薬剤又

は代謝物が肝代

謝を抑制すると

考えられてい

る。

ジアゾキシド、シスプラチン、

ビンカアルカロイド（ビンクリ

スチン等）、シプロフロキサシ

ン、ビガバトリン

フェニトインの血中

濃度が低下すること

がある。

機序は不明であ

る。

主にCYP3Aの基質となる薬剤［ア

ゼルニジピン、イトラコナゾー

ル、イマチニブ、インジナビ

ル、オンダンセトロン、キニジ

ン、クエチアピン、サキナビ

ル、ジソピラミド、ニソルジピ

ン、ニフェジピン、フェロジピ

ン、プラジカンテル、ベラパミ

ル等、副腎皮質ホルモン剤（デ

キサメタゾン等）、卵胞ホルモ

ン剤・黄体ホルモン剤（ノルゲ

ストレル・エチニルエストラジ

オール等）、PDE5阻害剤（タダ

ラフィル(勃起不全､前立腺肥大

症に伴う排尿障害を適応とする

場合)、シルデナフィル、バル

デナフィル）］

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導によ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A及びP糖蛋白の基質とな

る薬剤（アピキサバン、ミラ

ベグロン、レンバチニブ等）

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代謝

酵素及びP糖蛋白

誘導による。

P糖蛋白の基質となる薬剤（グ

レカプレビル・ピブレンタス

ビル、テノホビルアラフェナ

ミド、ニンテダニブ等）

本剤のP糖蛋白誘

導による。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェニトイン・フェノバルビタール

ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナ

プレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビ

ル、グラゾプレビル、チカグレロル、アルテメテル・ルメファントリ

ン、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、ダルナビル・コビ

シスタット、リルピビリン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・

エムトリシタビン、リルピビリン・テノホビルアラフェナミド・エムトリ

シタビン、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノ

ホビルアラフェナミド、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソプロキシル、ソホスブビル・ベルパタスビル、ソ

ホスブビル、レジパスビル・ソホスブビル、ドルテグラビル・リルピビリ

ンを投与中の患者〔「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

タダラフィル（肺高血圧症を

適応とする場合）、アスナプ

レビル、ダクラタスビル、バ

ニプレビル、マシテンタン、

エルバスビル、グラゾプレビ

ル、チカグレロル、アルテメ

テル・ルメファントリン、ダ

クラタスビル・アスナプレビ

ル・ベクラブビル、ダルナビ

ル・コビシスタット

これらの薬剤の代謝

が促進され、血中濃

度が低下することが

ある。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導に

よる。

リルピビリン、リルピビリ

ン・テノホビルジソプロキシ

ル・エムトリシタビン

リルピビリンの血中

濃度が低下すること

がある。

ソホスブビル、レジパスビ

ル・ソホスブビル

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

フェニトインのP

糖蛋白誘導によ

る。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リルピビリン・テノホビル

アラフェナミド・エムトリ

シタビン

リルピビリン及びテノ

ホビルアラフェナミド

の血中濃度が低下する

ことがある。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導及

びP糖蛋白誘導に

よる。
エルビテグラビル・コビシ

スタット・エムトリシタビ

ン・テノホビルアラフェナ

ミド

エルビテグラビル、コ

ビシスタット及びテノ

ホビルアラフェナミド

の血中濃度が低下する

ことがある。

エルビテグラビル・コビシ

スタット・エムトリシタビ

ン・テノホビルジソプロキ

シル

エルビテグラビル及び

コビシスタットの血中

濃度が低下することが

ある。

ソホスブビル・ベルパタス

ビル

ソホスブビル及びベル

パタスビルの血中濃度

が低下することがあ

る。

ドルテグラビル・リルピビ

リン

ドルテグラビル及びリ

ルピビリンの血中濃度

が低下することがあ

る。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導作

用及びUGT1A1誘導

作用による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラモトリギン、デフェラシロク

ス、カナグリフロジン

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤がこれらの

薬剤のグルクロ

ン酸抱合を促進

する。

アミオダロン、アロプリノー

ル、イソニアジド、エトスクシ

ミド、オメプラゾール、ジスル

フィラム、シメチジン、ジルチ

アゼム、スルチアム、スルファ

メトキサゾール・トリメトプリ

ム、チクロピジン、パラアミノ

サリチル酸、フルコナゾール、

フルボキサミン、ホスフルコナ

ゾール、ミコナゾール、エソメ

プラゾール

フェニトインの血中

濃度が上昇すること

がある。

これらの薬剤又

は代謝物が肝代

謝を抑制すると

考えられてい

る。

ジアゾキシド、シスプラチン、

ビンカアルカロイド（ビンクリ

スチン等）、シプロフロキサシ

ン、ビガバトリン

フェニトインの血中

濃度が低下すること

がある。

機序は不明であ

る。
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一部改訂

追記

削除

複合アレビアチン配合錠（大日本住友製薬）

主にCYP3Aの基質となる薬剤［ア

ゼルニジピン、イグラチモド、

イトラコナゾール、イマチニ

ブ、インジナビル、オンダンセ

トロン、キニジン、クエチアピ

ン、サキナビル、ジソピラミ

ド、ニソルジピン、ニフェジピ

ン、フェロジピン、プラジカン

テル、ベラパミル、モンテルカ

スト等、副腎皮質ホルモン剤

（デキサメタゾン等）、卵胞ホ

ルモン剤・黄体ホルモン剤（ノ

ルゲストレル・エチニルエスト

ラジオール等）、PDE5阻害剤

（タダラフィル(勃起不全、前立

腺肥大症に伴う排尿障害を適応

とする場合)、シルデナフィ

ル、バルデナフィル）］

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導によ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A及びP糖蛋白の基質となる

薬剤（アピキサバン、ミラベグ

ロン、レンバチニブ等）

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導及び

P糖蛋白誘導に

よる。

P糖蛋白の基質となる薬剤（グレ

カプレビル・ピブレンタスビ

ル、テノホビルアラフェナミ

ド、ニンテダニブ等）

本剤のP糖蛋白

誘導による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

トロピセトロン これらの薬剤の血中濃度が

低下することがある。

本剤の肝薬物代謝酵素

誘導による。
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［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナト

リウムカフェイン

ボリコナゾール、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、アスナ

プレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタン、エルバスビ

ル、グラゾプレビル、チカグレロル、アルテメテル・ルメファントリ

ン、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、ダルナビル・コビ

シスタット、リルピビリン、リルピビリン・テノホビルジソプロキシル・

エムトリシタビン、リルピビリン・テノホビルアラフェナミド・エムトリ

シタビン、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノ

ホビルアラフェナミド、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシ

タビン・テノホビルジソプロキシル、ソホスブビル・ベルパタスビル、ソ

ホスブビル、レジパスビル・ソホスブビル、ドルテグラビル・リルピビリ

ンを投与中の患者〔「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

タダラフィル（肺高血圧症を

適応とする場合）、アスナプ

レビル、ダクラタスビル、バ

ニプレビル、マシテンタン、

エルバスビル、グラゾプレビ

ル、チカグレロル、アルテメ

テル・ルメファントリン、ダ

クラタスビル・アスナプレビ

ル・ベクラブビル、ダルナビ

ル・コビシスタット

これらの薬剤の代謝

が促進され、血中濃

度が低下することが

ある。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導作

用による。

リルピビリン、リルピビリ

ン・テノホビルジソプロキシ

ル・エムトリシタビン

リルピビリンの血中

濃度が低下すること

がある。

ソホスブビル、レジパスビ

ル・ソホスブビル

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

フェニトインのP

糖蛋白誘導作用に

よる。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リルピビリン・テノホビル

アラフェナミド・エムトリ

シタビン

リルピビリン及びテノ

ホビルアラフェナミド

の血中濃度が低下する

ことがある。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導作

用及びP糖蛋白誘

導作用による。
エルビテグラビル・コビシ

スタット・エムトリシタビ

ン・テノホビルアラフェナ

ミド

エルビテグラビル、コ

ビシスタット及びテノ

ホビルアラフェナミド

の血中濃度が低下する

ことがある。

エルビテグラビル・コビシ

スタット・エムトリシタビ

ン・テノホビルジソプロキ

シル

エルビテグラビル及び

コビシスタットの血中

濃度が低下することが

ある。

ソホスブビル・ベルパタス

ビル

ソホスブビル及びベル

パタスビルの血中濃度

が低下することがあ

る。

ドルテグラビル・リルピビ

リン

ドルテグラビル及びリ

ルピビリンの血中濃度

が低下することがあ

る。

フェニトイン、

フェノバルビター

ルの肝薬物代謝酵

素(CYP3A)誘導作

用及びUGT1A1誘導

作用による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラモトリギン、デフェラシロク

ス、カナグリフロジン

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤がこれらの

薬剤のグルクロ

ン酸抱合を促進

する。

アミオダロン、アロプリノー

ル、イソニアジド、エトスクシ

ミド、オメプラゾール、ジスル

フィラム、シメチジン、ジルチ

アゼム、スルチアム、スルファ

メトキサゾール・トリメトプリ

ム、チクロピジン、パラアミノ

サリチル酸、フルコナゾール、

フルボキサミン、ホスフルコナ

ゾール、ミコナゾール、エソメ

プラゾール

フェニトインの血中

濃度が上昇すること

がある。

これらの薬剤又

は代謝物が肝代

謝を抑制すると

考えられてい

る。

ジアゾキシド、シスプラチン、

ビンカアルカロイド（ビンクリ

スチン等）、シプロフロキサシ

ン、ビガバトリン

機序不明

DSU279 -35-



一部改訂

追記

削除

ヒダントールD・E・F配合錠（藤永製薬＝第一三共）

主にCYP3Aの基質となる薬剤［ア

ゼルニジピン、イグラチモド、

イトラコナゾール、イマチニ

ブ、インジナビル、オンダンセ

トロン、キニジン、クエチアピ

ン、サキナビル、ジソピラミ

ド、ニソルジピン、ニフェジピ

ン、フェロジピン、プラジカン

テル、ベラパミル、モンテルカ

スト等、副腎皮質ホルモン剤

（デキサメタゾン等）、卵胞ホ

ルモン剤・黄体ホルモン剤（ノ

ルゲストレル・エチニルエスト

ラジオール等）、PDE5阻害剤

（タダラフィル(勃起不全、前立

腺肥大症に伴う排尿障害を適応

とする場合)、シルデナフィ

ル、バルデナフィル）］

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導作用

による。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A及びP糖蛋白の基質となる

薬剤（アピキサバン、ミラベグ

ロン、レンバチニブ等）

これらの薬剤の血中

濃度が低下すること

がある。

本剤の肝薬物代

謝酵素誘導作用

及びP糖蛋白誘

導作用による。

P糖蛋白の基質となる薬剤（グレ

カプレビル・ピブレンタスビ

ル、テノホビルアラフェナミ

ド、ニンテダニブ等）

本剤のP糖蛋白

誘導作用によ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

トロピセトロン これらの薬剤の血中濃度が

低下することがある。

本剤の肝薬物代謝酵素

誘導作用による。
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［その他の注意］ 追記

１１７　精神神経用剤

１１９　その他の中枢神経系用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

グラマリール錠・細粒（アステラス製薬）  チアプリド錠・細粒「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

チアプリド錠「サワイ」（沢井製薬）  チアプリド細粒「サワイ」（沢井製薬）

チアプリド錠「テバ」（武田テバファーマ）  チアプリド錠「日医工」（日医工）

チアプリド細粒「日医工」（日医工）  チアプリド錠「日新」（日新製薬：山形）

チアプリド塩酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

チアプリド塩酸塩

動物実験（ウサギ）で着床後胚損失率の増加が80及び160mg/kg/日で報告

されている。

［11.2その他の副作用］

一部改訂

１１７　精神神経用剤

１１９　その他の中枢神経系用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

サインバルタカプセル（塩野義製薬＝日本イーライリリー）

デュロキセチン塩酸塩

発現部位 副　作　用

精神神経系

傾眠、頭痛、めまい、不眠、立ちくらみ、しびれ感、振

戦、浮遊感、あくび、焦燥感、気分高揚、注意力障害、錐

体外路症状、不安、異常夢（悪夢を含む）、頭がぼーっと

する、性欲減退、躁病反応、錯感覚、無感情、味覚異常、

激越、オーガズム異常、嗜眠、睡眠障害、歯軋り、失見当

識、攻撃性、怒り、歩行障害、開口障害、下肢静止不能症

候群、異常感

［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

１１９　その他の中枢神経系用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

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。
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一部改訂

〈参考〉

効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ドネペジル塩酸塩錠「DSEP」（第一三共エスファ）  ドネペジル塩酸塩OD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ドネペジル塩酸塩ODフィルム「EE」（救急薬品＝エルメッド＝日医工）

ドネペジル塩酸塩錠「NPI」（日本薬品工業＝興和創薬）  ドネペジル塩酸塩OD錠「NPI」（日本薬品工業＝興和創薬）

ドネペジル塩酸塩錠「NP」（ニプロ）  ドネペジル塩酸塩OD錠「NP」（ニプロ）

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー「NP」（ニプロ）  ドネペジル塩酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

ドネペジル塩酸塩OD錠「TCK」（辰巳化学）  ドネペジル塩酸塩OD錠「ZE」（全星薬品）

ドネペジル塩酸塩錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  ドネペジル塩酸塩OD錠「アメル」（共和薬品工業）

ドネペジル塩酸塩錠「オーハラ」（大原薬品工業）  ドネペジル塩酸塩OD錠「オーハラ」（大原薬品工業）

ドネペジル塩酸塩錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ドネペジル塩酸塩OD錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ドネペジル塩酸塩錠・細粒「サワイ」（沢井製薬）  ドネペジル塩酸塩OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ドネペジル塩酸塩錠「サンド」（サンド）  ドネペジル塩酸塩OD錠「サンド」（サンド）

ドネペジル塩酸塩錠「タカタ」（高田製薬）  ドネペジル塩酸塩OD錠「タカタ」（高田製薬）

ドネペジル塩酸塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

ドネペジル塩酸塩OD錠「タナベ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

ドネペジル塩酸塩内用液「タナベ」（ニプロESファーマ＝吉富薬品）

ドネペジル塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）  ドネペジル塩酸塩OD錠「トーワ」（東和薬品）

ドネペジル塩酸塩内用液「トーワ」（東和薬品）  ドネペジル塩酸塩錠「日新」（日新製薬：山形）

ドネペジル塩酸塩OD錠「日新」（日新製薬：山形）

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。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

１２９　その他の末梢神経系用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

タファミジスメグルミン

本剤の適用にあたっては、最新のガイドラインを参照し、トランスサイレ

チンアミロイドーシスの診断が確定していることを確認すること。

肝移植後の患者における有効性及び安全性は確立していない。〔臨床試験

での使用経験がない。〕

〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉

本剤は、トランスサイレチン型心アミロイドーシスによる心不全を有する

患者に使用すること。また、「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験

の選択基準等を十分理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の患者より相対

的に本剤の有効性が低い可能性があるので、本剤の作用機序、及び臨床試

験で示唆されたNYHA心機能分類と有効性の関係を十分に理解し、患者の状

態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断すること。〔「臨床成績」の項

参照〕

NYHA心機能分類Ⅳ度の患者における有効性及び安全性は確立していない。

〔臨床試験での使用経験がない。〕
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［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 追記

一部改訂

削除

［高齢者への投与］ 削除

〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉

国際共同試験における安全性評価対象例264例（日本人患者12例を含む）

中、副作用（臨床検査値異常を含む）の発現症例は113例(42.8%)であっ

た。主な副作用は下痢16例(6.1%)、悪心11例(4.2%)及び尿路感染10例

(3.8%)であった。〔承認時〕

発現部位 副　作　用

腎　臓 血中クレアチニン増加、血中尿素増加

発現部位 副　作　用

肝　臓
γ-GTP増加、肝機能検査値上昇、肝酵素上昇、肝腫大、血中

ビリルビン増加、肝臓うっ血

血　液 貧血、赤血球増加症、国際標準比(INR)増加、血小板減少症

呼吸器

上咽頭炎、咳嗽、しゃっくり、咽頭炎、気管支炎、鼻炎、副

鼻腔炎、扁桃炎、口腔咽頭痛、睡眠時無呼吸症候群、呼吸困

難

循環器

起立性低血圧、低血圧、房室ブロック、高血圧、上室性期外

収縮、心室性頻脈、心電図異常、頻脈、不整脈、左脚ブロッ

ク、心不全、僧帽弁閉鎖不全症

消化器

下痢、悪心、消化不良、上腹部痛、腹痛、便秘、嘔吐、鼓

腸、食欲減退、腹部膨満、腹部不快感、胃炎、胃食道逆流性

疾患、胃腸炎、歯感染、歯肉腫脹、消化管運動障害、食道

炎、肛門出血、早期満腹、口内乾燥、排便回数増加、痔核

精神・

神経系

頭痛、失神、不眠症、浮動性めまい、神経痛、異常感覚、一

過性脳虚血発作、下肢静止不能症候群、感覚消失、気分変

化、傾眠、平衡障害、味覚消失、うつ病、感覚鈍麻、緊張性

頭痛、錯感覚、味覚異常、記憶障害

泌尿器・

生殖器

尿路感染、血尿、勃起不全、外陰部腟カンジダ症、尿閉、腟

感染、膀胱炎

皮　膚

発疹（湿疹、皮疹、斑状丘疹状皮疹）、そう痒症、感染性皮

膚潰瘍、四肢膿瘍、色素沈着障害、蕁麻疹、脱毛症、皮膚病

変、多汗症

その他

末梢性浮腫、甲状腺機能低下症、インフルエンザ様疾患、リ

ンパ腫、血中コレステロール増加、血中テストステロン減

少、倦怠感、髄膜炎、体重減少、インフルエンザ、発熱、無

力症、疲労、体液貯留、基底細胞癌、血中尿酸増加、女性化

乳房、蜂巣炎

発現部位 副　作　用

呼吸器 鼻咽頭炎

一般的に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しな

がら投与すること。〔使用経験が少ない。（「薬物動態」の項参照）〕
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

ビンダケルカプセル（ファイザー）

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠してい

る可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される

場合にのみ投与すること。また、本剤の消失半減期を考慮し、本剤の投与

期間中及び最終投与後1ヵ月間は、妊娠する可能性のある患者には適切な

避妊法を用いるように指導すること。〔妊娠ウサギを用いた実験におい

て、最大臨床曝露量の0.9倍の曝露により胎児の骨格奇形及び変異の発生

頻度の軽度増加が認められ、胎児の生存率及び体重の減少も報告されてい

る。また、妊娠及び授乳期ラットに最大臨床投与量の3倍以上に相当する

用量の投与により、出生児の生存率及び体重の減少、性成熟の遅延、学

習・記憶障害が認められた。〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

２１２　不整脈用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ランジオロール塩酸塩（50mg・150mg）

〈生命に危険のある不整脈で難治性かつ緊急を要する場合〉

本剤は、難治性の心室細動又は血行動態不安定な心室頻拍の再発抑制に使

用すること。

臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「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

者を選択すること。

〈心機能低下例における頻脈性不整脈又は生命に危険のある不整脈で難治

性かつ緊急を要する場合〉

心機能低下例又は生命に危険のある不整脈の使用においては、ICU、CCU及

びそれに準じた全身管理が可能な施設において、心不全又は生命に危険の

ある不整脈に対する治療の経験が十分にある医師のもとで、心電図モニ

ターを用い、心拍数の監視、血圧測定を行うこと。また、本剤の投与によ

り、心不全が悪化するおそれがあるため、経皮的酸素飽和度をモニターす

る等、心不全の増悪に留意すること。心不全が悪化した際には、本剤の投

与を直ちに中止するとともに、ホスホジエステラーゼ阻害薬の投与や大動

脈バルーンパンピング、経皮的心肺補助装置を施行する等、適切な処置を

行うこと。（「重要な基本的注意」の共通の項及び心機能低下例又は生命

に危険のある不整脈の項参照）

〈共通〉

手術後、心機能低下例及び生命に危険のある不整脈の使用においては、本

剤投与により血圧低下（収縮期血圧90mmHgを目安とする）あるいは過度の

心拍数減少（心拍数60回/分を目安とする）が生じた場合は、減量するか

投与を中止すること。

手術時、手術後、心機能低下例及び生命に危険のある不整脈の用法・用量

がそれぞれ異なることに留意すること。

〈心機能低下例における頻脈性不整脈〉

心拍数及び血圧等に十分に注意し、慎重に、狭い用量幅で用量を調節する

こと（「臨床成績」の心機能低下例における頻脈性不整脈の項参照）。
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追記

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

オノアクト点滴静注用（小野薬品）

〈生命に危険のある不整脈で難治性かつ緊急を要する場合〉

心拍数及び血圧等に十分に注意し、慎重に、狭い用量幅で用量を調節する

こと（「臨床成績」の生命に危険のある不整脈で難治性かつ緊急を要する

場合の項参照）。

〈心機能低下例における頻脈性不整脈又は生命に危険のある不整脈で難治

性かつ緊急を要する場合〉

非代償性心不全の患者〔代償性心不全の患者よりも、心不全が増悪するお

それがあり、重篤な状態に陥るおそれがさらにある。〕

〈心機能低下例における頻脈性不整脈又は生命に危険のある不整脈で難治

性かつ緊急を要する場合〉

患者の状態を十分観察し、治療の必要がなくなった場合は、漫然と継続投

与しないこと。また、心機能低下例では10μg/kg/minの速度まで本剤を増

量しても目標とする心拍数の低下が得られない場合、又は生命に危険のあ

る不整脈では40μg/kg/minの速度まで本剤を増量しても発作の抑制効果が

得られない場合は、本剤投与を中止し、適切な処置を行うこと。

〈生命に危険のある不整脈で難治性かつ緊急を要する場合〉

承認時の臨床試験において29名中10名(34.5%)に11件の副作用（臨床検査

値の異常を含む）が認められた。副作用の内訳は、低血圧・血圧低下6名

(20.7%)、徐脈1名(3.4%)、心不全1名(3.4%)、胸部不快感1名(3.4%)、悪

心1名(3.4%)、肝機能検査値上昇1名(3.4%)であった。〔承認時〕

［取扱い上の注意］ 一部改訂

２１３　利尿剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

トラセミドOD錠「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

トラセミド（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、トラセ

ミドOD錠「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。
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［併用注意］ 一部改訂

追記

２１４　血圧降下剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

インヒベース錠（中外製薬）  シラザプリル錠「サワイ」（沢井製薬）

シラザプリル錠「トーワ」（東和薬品）

シラザプリル水和物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム保持性利尿剤

（スピロノラクトン、

トリアムテレン等）、

カリウム補給剤（塩化

カリウム等）、トリメ

トプリム含有製剤（ス

ルファメトキゾール・

トリメトプリム）

血清カリウム値が上昇

することがあるので、

血清カリウム値に注意

すること。

本剤は、アンジオテン

シンⅡ産生を抑制し、

アルドステロンの分泌

を低下させ、カリウム

排泄を減少させる。腎

機能障害のある患者は

特に注意する。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シクロスポリン 血清カリウム値が上昇

することがあるので、

血清カリウム値に注意

すること。

高カリウム血症の副作

用が相互に増強される

と考えられる。

［適用上の注意］ 削除

２２５　気管支拡張剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

顆粒剤製造販売中止に伴う改訂

テオロング錠（エーザイ）

テオフィリン（テオロング）

調剤時：

顆粒剤は、発熱時には一時減量あるいは中止する等、投与量の調整が必要

となることがあるので、他の薬剤と配合しないことが望ましい。
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［併用注意］ 一部改訂

追記

２４１　脳下垂体ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ジェノトロピンTC注用5.3mg（ファイザー）  ジェノトロピンTC注用12mg（ファイザー）

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg（ファイザー）  ジェノトロピンゴークイック注用12mg（ファイザー）

ソマトロピンBS皮下注「サンド」シュアパル（サンド）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイ

ザー製品）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

糖質コル

チコイド

成長ホルモンの成長促進作用

が抑制されることがある。

糖質コルチコイドが成長抑制

効果を有するため。

血清コルチゾール濃度が低下

することがあるので、糖質コ

ルチコイドの用量に注意する

こと。

成長ホルモンが11β-ヒドロキ

システロイドデヒドロゲナー

ゼ1型(11β-HSD-1)を抑制する

ことにより、コルチゾンから

コルチゾールへの変換を減少

させるため。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

経口エス

トロゲン

成長ホルモンの成長促進作用

が抑制されることがあるの

で、本剤の増量を検討するこ

と。

エストロゲンがIGF-Ⅰ産生を

抑制するため。
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［禁忌］ 削除

［慎重投与］ 削除

［副作用］ 削除

［高齢者への投与］ 削除

［適用上の注意］ 削除

３２３　糖類剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量の変更承認に伴う改訂

ブドウ糖「コザカイ・M」（小堺製薬＝吉田製薬）

ブドウ糖（小堺製薬製品）

（注射）

低張性脱水症の患者〔本症は、ナトリウムの欠乏により血清の浸透圧が低

張になることによって起こる。このような患者に本剤を投与すると、水分

量を増加させることになり、症状が悪化するおそれがあるため〕

（注射）

カリウム欠乏傾向のある患者〔ブドウ糖の投与によりカリウムが細胞内に

移行し、一時的に血清カリウム値が低下し、症状が悪化するおそれがある

ため〕

糖尿病の患者〔高血糖を生じ症状が悪化するおそれがあるため〕

尿崩症の患者〔本症には、適切な水分、電解質管理が必要であり、本剤の

投与により電解質等に影響を与え、症状が悪化するおそれがあるため〕

腎不全の患者〔水分の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがあ

るため〕

（注射）

大量・急速投与：

電解質喪失を起こすことがあるので、慎重に投与すること。〔投与速度が

速くなり十分に代謝されなくなると高血糖及び糖尿が生じ、それに伴う浸

透圧利尿から電解質の過剰排泄が生じることがある。また、投与された溶

媒とブドウ糖が代謝されてきた水が腎臓から尿として排泄されるときには

電解質が必要となるため、ブドウ糖の大量投与によって体内から過剰の電

解質排泄が生じる。高血糖が発生した場合には、直ちに投与を中止し、イ

ンスリン及びカリウムの投与など適切な処置をとる〕

（注射）

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩徐にし減量

するなど注意する。

（注射）

皮下大量投与により血漿中から電解質が移動して循環不全を招くおそれが

あるので皮下投与しないこと。

血栓静脈炎を起こすことがあるので、慎重に投与すること。

高濃度液投与の急激な中止により低血糖を起こすおそれがある。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

削除

［併用注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 削除

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジャディアンス錠（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン

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。

本剤とインスリン製剤又はGLP-1受容体作動薬との併用における有効性及

び安全性は検討されていない。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

糖尿病用薬（スル

ホニルウレア剤、

速効型インスリン

分泌促進薬、α-

グルコシダーゼ阻

害薬、ビグアナイ

ド系薬剤、チアゾ

リジン系薬剤、

DPP-4阻害薬、

GLP-1受容体作動

薬、インスリン製

剤等）

糖尿病用薬との併用時には、低血

糖が起こるおそれがある。特に、

スルホニルウレア剤又はインスリ

ン製剤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

する場合にはスルホニルウレア剤

又はインスリン製剤の減量を検討

すること。

低血糖症状が認められた場合に

は、糖質を含む食品を摂取するな

ど適切な処置を行うこととし、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又はインスリン製剤）との併用

で低血糖が報告されている。また、他の糖尿病用薬を併用しない場合でも

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。

発現部位 副　作　用

感染症 膣モニリア症
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラディアンス配合錠AP・BP（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン・リナグリプチン

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。

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、

速効型インスリン

分泌促進薬、α-

グルコシダーゼ阻

害薬、ビグアナイ

ド系薬剤、チアゾ

リジン系薬剤、

GLP-1受容体作動

薬、インスリン製

剤等）

糖尿病用薬との併用時には、低血

糖が起こるおそれがある。特に、

スルホニルウレア剤又はインスリ

ン製剤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

する場合にはスルホニルウレア剤

又はインスリン製剤の減量を検討

すること。

低血糖症状が認められた場合に

は、糖質を含む食品を摂取するな

ど適切な処置を行うこととし、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。

発現部位 副　作　用

感染症
尿路感染、膀胱炎、性器感染（外陰部腟炎、外陰部腟カンジ

ダ症、亀頭炎等）

発現部位 副　作　用

感染症 膣モニリア症
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

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。

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、速効型イン

スリン分泌促進

薬、α-グルコ

シダーゼ阻害

薬、ビグアナイ

ド系薬剤、チア

ゾリジン系薬

剤、DPP-4阻害

薬、GLP-1受容

体作動薬、イン

スリン製剤等）

低血糖症状が起こるおそれがあるの

で、患者の状態を十分観察しながら

投与すること。特に、インスリン製

剤、スルホニルウレア剤又は速効型

インスリン分泌促進薬と併用する場

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。

（「慎重投与」、「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照）

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

な処置を行い、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。
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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

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジ

ンL-プロリン

他の糖尿病用薬（特に、インスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型イ

ンスリン分泌促進薬又はGLP-1受容体作動薬）を投与中の患者〔併用によ

り低血糖を起こすことがある。（「重要な基本的注意」、「相互作用」及

び「重大な副作用」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薬又は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。インスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型イン

スリン分泌促進薬又は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」、「重大な副作用」及び「臨床成

績」の項参照〕

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。

インスリン依存状態の2型糖尿病患者に対するシタグリプチンとインスリ

ン製剤との併用投与の有効性及び安全性は検討されていない。したがっ

て、患者のインスリン依存状態について確認し、本剤とインスリン製剤と

の併用投与の可否を判断すること。

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

リン分泌促進薬、

GLP-1受容体作動

薬等）

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

薬又は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。これらの薬剤による低血糖の

リスクを軽減するため、これらの

薬剤の減量を検討すること。低血

糖症状が認められた場合には、糖

質を含む食品を摂取するなど適切

な処置を行うこと。α-グルコシ

ダーゼ阻害剤との併用により低血

糖症状が認められた場合には、ブ

ドウ糖を投与すること。〔「慎重

投与」、「重要な基本的注意」及

び「重大な副作用」の項参照〕

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

分泌促進薬又は

GLP-1受容体作

動薬）との併用

時には、本剤の

血糖降下作用が

加わることによ

り、低血糖のリ

スクが増加する

おそれがある。
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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

［その他の副作用］ 追記

〈参考〉

企業報告

スージャヌ配合錠（MSD＝アステラス製薬）

低血糖：

他の糖尿病用薬（特にインスリン製剤、スルホニルウレア剤、速効型イン

スリン分泌促進薬又は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。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。シタグリプチンとインスリン製剤又はスルホニルウレア剤

との併用で重篤な低血糖症状があらわれ、意識消失を来す例も報告されて

いる。また、シタグリプチン及びイプラグリフロジンにおいて、他の糖尿

病用薬を併用しない場合でも低血糖が報告されている。低血糖症状が認め

られた場合には、糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行うこと。

ただし、α-グルコシダーゼ阻害剤との併用により低血糖症状が認められ

た場合にはブドウ糖を投与すること。〔「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〕

発現部位 副　作　用

感染症 膀胱炎、外陰部膣カンジダ症、鼻咽頭炎、細菌尿

胃腸障害

便秘、腹部不快感（胃不快感を含む）、腹部膨満、腹

痛、上腹部痛、悪心、下痢、鼓腸、胃ポリープ、胃炎、

萎縮性胃炎、びらん性胃炎、歯周炎、胃食道逆流性疾

患、口内炎、嘔吐、齲歯

肝胆道系障害 肝機能異常、脂肪肝

皮膚及び

皮下組織障害

発疹、湿疹、冷汗、多汗症、蕁麻疹、皮膚血管炎、血管

浮腫、そう痒症、薬疹

筋骨格系及び

結合組織障害

関節痛、筋肉痛、四肢痛、背部痛、RS3PE症候群、筋痙

縮

臨床検査

心電図T波振幅減少、体重増加、赤血球数減少、ヘモグ

ロビン減少、ヘマトクリット減少、白血球数増加、

ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加、血中ビリル

ビン増加、血中LDH増加、CK(CPK)増加、血中コレステ

ロール増加、血中尿酸増加、血中尿素増加、血中クレア

チニン増加、血中ブドウ糖減少、低比重リポ蛋白増加、

血中トリグリセリド増加、尿中蛋白陽性、尿中β ミクロ

グロブリン増加、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、血中ケトン体増加、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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［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］

新設

［重要な基本的注意］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

〈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「重大な副作用」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日投与量の減量は20%以内とすることが推奨された。（「重

要な基本的注意」、「重大な副作用」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

又は速効型インスリン分泌促進剤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」、「慎重投与」、「重要な基本的注

意」、「相互作用」、「重大な副作用」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「重大な副作用」の項参照）

1)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

害等の症状が認められた場合には、血中又は尿中ケトン体測定を含む検査

を実施すること。異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を

行うこと。

2)特に、1型糖尿病の患者、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。

3)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

現の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］ 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

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、DPP-4阻害

剤、GLP-1受容

体作動薬等）

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、インスリン

製剤、スルホニルウレア剤又は速効

型インスリン分泌促進剤の減量を検

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。（「重要な基

本的注意」、「重大な副作用」、

「薬物動態」及び「臨床成績」の項

参照）

糖尿病用薬（特

に、インスリン

製剤又はスルホ

ニルウレア剤）

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〉

プラセボ対照二重盲検比較試験及び国内第Ⅲ相長期投与試験において、

1265例（日本人247例を含む）中406例(32.1%)に副作用が認められ、主な

副作用は、性器感染116例(9.2%)、頻尿76例(6.0%)、尿路感染56例

(4.4%)、口渇43例(3.4%)、尿量増加41例(3.2%)等であった。〔効能・効果

追加申請時〕

低血糖：

低血糖があらわれることがあるので、低血糖症状が認められた場合には、

糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行うこと。ただしα-グルコ

シダーゼ阻害剤との併用により低血糖症状が認められた場合にはブドウ糖

を投与すること。（「重要な基本的注意」、「相互作用」、「臨床成績」

の項参照）

ケトアシドーシス：

ケトアシドーシス（糖尿病性ケトアシドーシスを含む）があらわれること

がある。特に1型糖尿病患者において多く認められている。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」、「臨床成績」の項参照）

発現部位 副　作　用

消化器 便秘、口渇、下痢、腹痛、悪心、嘔吐

筋・骨格系 背部痛、筋痙縮

生殖器 陰部そう痒症、外陰腟不快感

循環器 高血圧、低血圧

その他 倦怠感、無力症、体重減少、異常感
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追記

［その他の注意］ 一部改訂

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

発現部位 副 作 用

代謝及び栄養障害 ケトーシス、食欲減退、多飲症

2型糖尿病患者における国内外の臨床試験の併合解析において、全ての悪

性腫瘍の発現割合は本剤群と対照群で同様であったが、膀胱癌及び乳癌で

は本剤群で多い傾向が認められた。しかしながら、投与開始から膀胱癌及

び乳癌の診断までが短期間であったことから、いずれの腫瘍においても本

剤との因果関係は確立されておらず、非臨床試験においても発癌性あるい

は変異原性は認められていない。

［相互作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

テネリア錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

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

系薬剤、速効型

インスリン分泌

促進剤、α-グ

ルコシダーゼ阻

害剤、ビグアナ

イド系薬剤、チ

アゾリジン系薬

剤、GLP-1受容

体作動薬、

SGLT2阻害剤、

インスリン製剤

等）

低血糖症状が起こるおそれがあるの

で、患者の状態を十分観察しながら

投与すること。特に、スルホニルウ

レア系薬剤又はインスリン製剤と併

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

ア系薬剤又はインスリン製剤による

低血糖のリスクを軽減するため、ス

ルホニルウレア系薬剤又はインスリ

ン製剤の減量を検討すること。

（「慎重投与」、「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照）

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

な処置を行い、α-グルコシダーゼ阻

害剤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。
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カナリア配合錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフ

ロジン水和物

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。

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、速効型イン

スリン分泌促進

薬、α-グルコ

シダーゼ阻害

薬、ビグアナイ

ド系薬剤、チア

ゾリジン系薬

剤、GLP-1受容

体作動薬、イン

スリン製剤等）

低血糖症状が起こるおそれがあるの

で、患者の状態を十分観察しながら

投与すること。特に、インスリン製

剤、スルホニルウレア剤又は速効型

インスリン分泌促進薬と併用する場

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。

（「慎重投与」、「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照）

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

な処置を行い、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。

発現部位 副　作　用

皮　膚 湿疹、発疹、酒さ、足部白癬、そう痒症

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

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）

トホグリフロジン水和物

患者に対し、以下の点を指導すること。

・ケトアシドースの症状（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。

発現部位 副　作　用

生殖器 性器感染（外陰部膣カンジダ症等）
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［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［11.2その他の副作用］

一部改訂

追記

３９６　糖尿病用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ルセフィ錠（大正製薬＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

8.6 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。

(3)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。

発現部位 副　作　用

感染症 膀胱炎、性器カンジダ症、尿路感染、性器感染

神経系障害 体位性めまい、浮動性めまい、頭痛、眠気

胃腸障害
便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、腹痛、腹部膨満、悪

心、嘔吐、腹部不快感

一般・全身障害 口渇、倦怠感、脱力感、空腹

臨床検査

血中ケトン体増加、尿中β2ミクログロブリン増加、

尿中白血球陽性、尿中アルブミン陽性、CRP増加、白

血球数増加、ヘマトクリット増加、ヘモグロビン増

加、尿中ケトン体陽性、尿細菌検査陽性、尿中血陽

性、尿中蛋白陽性、尿中赤血球陽性、NAG増加、体重

減少、血中クレアチニン増加

発現部位 副　作　用

血液系障害 赤血球増加症

耳及び迷路障害 回転性めまい

血管障害 低血圧

筋骨格系及び

結合組織障害
筋痙縮

［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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ステラーラ点滴静注（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬）  ステラーラ皮下注シリンジ（ヤンセンファーマ）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

呼吸器、胸郭および縦隔障害 咽喉頭疼痛、鼻閉、好酸球性肺炎
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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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

パーサビブ静注透析用（小野薬品）

エテルカルセチド塩酸塩

発現部位 副　作　用

皮膚及び皮下組織障害 発疹、斑状皮疹、蕁麻疹、そう痒症

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

［小児等への投与］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

ネスプ注射液プラシリンジ（協和発酵キリン）

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

〈腎性貧血〉

（小児に対して1回3μg/kgを超える使用経験はない）

〈腎性貧血〉

低出生体重児、新生児、乳児、2歳未満の幼児に対する安全性は確立して

いない（使用経験が少ない）。

［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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

イムセラカプセル（田辺三菱製薬）  ジレニアカプセル（ノバルティスファーマ）

フィンゴリモド塩酸塩

発現部位 副　作　用

筋骨格系 背部痛、筋肉痛、関節痛
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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］

新設

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［副作用］ 一部改訂

［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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

リウマトレックスカプセル2mg（ファイザー）

メトトレキサート（乾癬の効能を有する製剤）

本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用によ

り、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医

療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が

使用すること。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の場合〉

以下のいずれかを満たす尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾

癬性紅皮症の患者に投与すること。

ステロイド外用剤等で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積の10%以

上に及ぶ患者

難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する患者

〈関節リウマチ、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅

皮症の場合〉

4〜8週間投与しても十分な効果が得られない場合にはメトトレキサートと

して1回2〜4mgずつ増量する。増量する前には、患者の状態を十分に確認

し、増量の可否を慎重に判断すること。〔「重要な基本的注意」の項参

照〕

投与量を増量すると骨髄抑制、感染症、肝機能障害等の副作用の発現の可

能性が増加するので、定期的に臨床検査値を確認する等を含め患者の状態

を十分に観察すること。消化器症状、肝機能障害等の副作用の予防には、

葉酸の投与が有効であるとの報告がある。

本剤を投与された関節リウマチ患者4,038例中、副作用の報告されたもの

は810例(20.1%)であった。その主なものは、ALT(GPT)、AST(GOT)、AL-Pの

上昇等の肝機能障害(7.2%)、口内炎(2.2%)、倦怠感(1.3%)、嘔気

(1.1%)、発疹(1.0%)であった。〔再審査終了時〕

発現部位 副　作　用

皮　膚
脱毛、紅斑、皮下斑状出血、皮膚潰瘍、光線過敏症、色素沈

着、色素脱出、ざ瘡、結節、乾癬病変局面の有痛性びらん

DSU279 -56-

https://dsu-system.jp/dsu/279/180/notice/notice_180_20190401114730.pdf


［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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」（シオノケミカル＝科研製薬）  リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」（陽進堂）

リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」（キョーリンリメディオ）  リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」（大興製薬＝祐徳薬品）

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）

［その他の副作用］ 一部改訂

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コスメゲン静注用（ノーベルファーマ）

アクチノマイシンD

発現部位 副　作　用

その他
不快感、胸水、視神経症、鼻出血、筋肉痛、発熱、血痰、

血便、咽頭炎、眼瞼浮腫、胸部圧迫感

［警告］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エルロチニブ塩酸塩（25mg・100mg）

膵癌を対象とした本剤とゲムシタビンとの併用療法の国内臨床試験におけ

る間質性肺疾患の発現率(8.5%)、特定使用成績調査における間質性肺疾患

の発現率(6.2%)は、海外第Ⅲ相試験(3.5%)や、非小細胞肺癌を対象とした

本剤単独療法の国内臨床試験(5.3%)及び二次治療以降の特定使用成績調査

（全例調査）(4.3%)と比べて高いこと等から、膵癌に使用する場合には、

「臨床成績」の項の国内臨床試験における対象患者を参照して、本剤の有

効性及び危険性を十分に理解した上で、投与の可否を慎重に判断するとと

もに、以下の点も注意すること（「重大な副作用」、「臨床成績」の項参

照）。
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［副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

［その他の注意］ 追記

〈参考〉

企業報告

タルセバ錠25mg・100mg（中外製薬）

EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌の国内第Ⅱ相臨床試験（一次化学療

法）（103例）、国内第Ⅰ相臨床試験（15例）、国内第Ⅰ相継続試験及び非

小細胞肺癌（二次治療以降）を対象とした国内第Ⅱ相臨床試験（108例）

における安全性評価対象例226例中、226例(100.0%)に副作用が認められ

た。主な副作用は、ざ瘡様皮疹等の発疹221例(97.8%)、下痢174例

(77.0%)、皮膚乾燥・皮膚亀裂163例(72.1%)、瘙痒症144例(63.7%)等で

あった。〔2016年7月集計時〕

非小細胞肺癌（二次治療以降）を対象とした特定使用成績調査（全例調

査）において、安全性解析対象症例9,907例中7,835例(79.1%)に副作用が

認められた。主な副作用は、ざ瘡様皮疹等の発疹6,023例(60.8%)、下痢

2,133例(21.5%)等であった。間質性肺疾患は429例(4.3%)に認められ、そ

のうち死亡に至った症例は153例(1.5%)であった。なお、間質性肺疾患発

現症例における死亡例の割合は35.7%（153/429例）であった。〔2016年7

月集計時〕

膵癌を対象とした国内第Ⅱ相臨床試験において本剤とゲムシタビンとの併

用療法を受けた安全性評価対象例106例中、105例(99.1%)に副作用が認め

られた。主な副作用は、ざ瘡様皮疹等の発疹99例(93.4%)、貧血86例

(81.1%)、白血球減少85例(80.2%)、血小板減少、食欲不振各77例

(72.6%)、好中球減少74例(69.8%)等であった。〔2016年7月集計時〕

膵癌を対象とした特定使用成績調査において、安全性解析対象症例874例

中、722例(82.6%)に副作用が認められた。主な副作用は、ざ瘡様皮疹等の

発疹541例(61.9%)、下痢153例(17.5%)、食欲不振128例(14.6%)等であっ

た。間質性肺疾患は54例(6.2%)に認められ、そのうち死亡に至った症例は

2例(0.2%)であった。なお、間質性肺疾患発現症例における死亡例の割合

は3.7%（2/54例）であった。〔2016年7月集計時〕

〈非小細胞肺癌〉

発現部位 副　作　用

皮　膚

ざ瘡様皮疹等の発疹、皮膚乾燥・皮膚亀裂、爪囲炎等の爪の

障害、男性型多毛症、瘙痒症、紅斑、皮膚剥脱、脱毛、皮膚

潰瘍、皮下出血、皮膚色素沈着、皮膚血管炎（IgA血管炎

等）、光線過敏症

消化器
下痢、口内炎、食欲不振、悪心、嘔吐、口唇炎、腹痛､便秘､

胃炎、口内乾燥、消化不良、腸炎、アミラーゼ増加、食道炎

〈膵癌（ゲムシタビンとの併用療法）〉

発現部位 副　作　用

皮　膚

ざ瘡様皮疹等の発疹、爪囲炎等の爪の障害、皮膚乾燥・皮膚

亀裂、瘙痒症、脱毛、男性型多毛症、光線過敏症、皮膚血管

炎（IgA血管炎等）、手足症候群、皮膚色素沈着、皮膚剥

脱、紅斑

また、間質性肺疾患が発現した患者集団を対象とした多変量解析の結果、

全身状態不良(ECOG Performance Status:2-4)、正常肺占有率の低値、蜂

巣肺の併存が間質性肺疾患の予後不良因子（転帰死亡）として検出され

た。〔2015年9月集計時〕
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［副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

［その他の注意］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

タルセバ錠150mg（中外製薬）

エルロチニブ塩酸塩（150mg）

EGFR遺伝子変異陽性例の国内第Ⅱ相臨床試験（一次化学療法）（103例）、

国内第Ⅰ相臨床試験（15例）、国内第Ⅰ相継続試験及び国内第Ⅱ相臨床試

験（二次治療以降）（108例）における安全性評価対象例226例中、226例

(100.0%)に副作用が認められた。主な副作用は、ざ瘡様皮疹等の発疹221

例(97.8%)、下痢174例(77.0%)、皮膚乾燥・皮膚亀裂163例(72.1%)、瘙痒

症144例(63.7%)等であった。〔2016年7月集計時〕

特定使用成績調査（全例調査）（二次治療以降）において、安全性解析対

象症例9,907例中7,835例(79.1%)に副作用が認められた。主な副作用は、

ざ瘡様皮疹等の発疹6,023例(60.8%)、下痢2,133例（21.5%)等であった。

間質性肺疾患は429例(4.3%)に認められ、そのうち死亡に至った症例は153

例(1.5%)であった。なお、間質性肺疾患発現症例における死亡例の割合は

35.7%（153/429例）であった。〔2016年7月集計時〕

発現部位 副　作　用

皮　膚

ざ瘡様皮疹等の発疹、皮膚乾燥・皮膚亀裂、爪囲炎等の爪の

障害、男性型多毛症、瘙痒症、紅斑、皮膚剥脱、脱毛、皮膚

潰瘍、皮下出血、皮膚色素沈着、皮膚血管炎（IgA血管炎

等）、光線過敏症

消化器
下痢、口内炎、食欲不振、悪心、嘔吐、口唇炎、腹痛､便秘､

胃炎、口内乾燥、消化不良、腸炎、アミラーゼ増加、食道炎

また、間質性肺疾患が発現した患者集団を対象とした多変量解析の結果、

全身状態不良(ECOG Performance Status:2-4)、正常肺占有率の低値、蜂

巣肺の併存が間質性肺疾患の予後不良因子（転帰死亡）として検出され

た。〔2015年9月集計時〕

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ニボルマブ（遺伝子組換え）

甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるの

で、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査（TSH、

遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定）を実施すること。ま

た、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。異常が認められた場

合は、適切な処置を行うこと。

肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎：

肝不全、AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、γ-GTP増加、Al-P増加、ビリルビ

ン増加等を伴う肝機能障害、肝炎、硬化性胆管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投与を中止するな

ど、適切な処置を行うこと。
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［その他の副作用］ 削除

〈参考〉

企業報告

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）

〈単独投与〉

発現部位 副　作　用

内分泌障害 下垂体機能低下症、下垂体炎、血中コルチコトロピン減少

〈併用投与〉

発現部位 副　作　用

内分泌障害 下垂体炎、下垂体機能低下症、血中コルチコトロピン減少

［警告］ 一部改訂

［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

企業報告

ベルケイド注射用（ヤンセンファーマ）

ボルテゾミブ

治療初期は入院環境で医師の管理下にて適切な処置を行うこと。

再発又は難治性の多発性骨髄腫及び未治療の多発性骨髄腫患者を対象に本

剤を静脈内投与した特定使用成績調査及び使用成績調査において、1186例

中1060例(89.4%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な

副作用［10%以上を記載］は、血小板減少［691例58.3%］、白血球減少

［332例28.0%］、発熱［299例25.2%］、貧血［216例18.2%］、感覚減退

［199例16.8%］、好中球減少［184例15.5%］、便秘［183例15.4%］、下痢

［181例15.3%］、末梢性ニューロパチー［170例14.3%］、LDH増加［139例

11.7%］、帯状疱疹［134例11.3%］、CRP増加［129例10.9%］、発疹［126

例10.6%］であった。〔再審査終了時〕

心障害：

うっ血性心不全、心嚢液貯留、心原性ショック、心停止、心肺停止があら

われることがある。また、投与前の左室駆出率に異常の無い患者において

も左室駆出率低下が報告されているので、患者の状態を観察し、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。海外臨床試

験においてQT間隔延長の報告があるが、薬剤との関連性については明らか

になっていない。

発現部位 副　作　用

眼
霧視、結膜炎、眼部腫脹、ドライアイ、眼瞼炎、霰粒腫、角

膜びらん、眼瞼出血、後天性涙腺炎
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

リツキサン点滴静注（全薬工業＝中外製薬）

リツキシマブ（遺伝子組換え）

CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫、CD20陽性の慢性リンパ性白血病､

免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、

免疫組織染色法又はフローサイトメトリー法等によりCD20抗原の検査を行

い、陽性であることが確認されている患者のみに投与すること。

多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎については、初発例を含む疾

患活動性が高い患者、既存治療で十分な効果が得られない患者等に対して

本剤の投与を考慮すること。

CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫、CD20陽性の慢性リンパ性白血病､

多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、慢性特発性血小板減少性紫

斑病、インジウム（ In）イブリツモマブチウキセタン（遺伝子組換え）

注射液及びイットリウム（ Y）イブリツモマブチウキセタン（遺伝子組換

え）注射液投与の前投与：低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に

対する安全性は確立していない。〔使用経験がない。〕

111

90

［その他の副作用］ 一部改訂

４４９　その他のアレルギー用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉抽出エキス原末

発現部位 副　作　用

消化器
悪心・嘔吐、腹部不快感、口渇、腹痛、好酸球性食道炎、下

痢

その他

耳そう痒症、鼻漏、眼そう痒症、くしゃみ、鼻閉、口唇腫

脹・浮腫、鼻そう痒症、口唇そう痒症、頭痛、動悸、眼瞼腫

脹

DSU279 -61-

https://dsu-system.jp/dsu/279/231/notice/notice_231_20190403160619.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/148/notice/notice_148_20190419091754.pdf


［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

４４９　その他のアレルギー用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

デュピルマブ（遺伝子組換え）

アトピー性皮膚炎患者に投与する場合、本剤の投与は、アトピー性皮膚炎

の診断及び治療に精通している医師のもとで行うこと。

〈気管支喘息の場合〉

最新のガイドライン等を参考に、中用量又は高用量の吸入ステロイド薬と

その他の長期管理薬を併用しても、全身性ステロイド薬の投与等が必要な

喘息増悪をきたす患者に本剤を追加して投与すること。

本剤はIL-4及びIL-13シグナル伝達を阻害することにより、喘息の病態に

関与する2型炎症反応を抑制することから、臨床試験で認められた本剤投

与前の2型炎症に関連するバイオマーカー（血中好酸球数、FeNO、IgE等）

の値と有効性の関係を十分に理解し、患者の当該バイオマーカーの値を考

慮した上で、適応患者の選択を行うこと。〔「臨床成績」の項参照〕

本剤の投与によって合併する他のアレルギー性疾患の症状が変化する可能

性があり、当該アレルギー性疾患に対する適切な治療を怠った場合、症状

が急激に悪化し、喘息等では死亡に至るおそれもある。本剤投与中止後の

疾患管理も含めて、本剤投与中から、合併するアレルギー性疾患を担当す

る医師と適切に連携すること。患者に対して、医師の指示なく、それらの

疾患に対する治療内容を変更しないよう指導すること。

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に

行い、適切に対処できるようにしておくこと。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。〔「副作用 重大な副作

用」の項参照〕

長期ステロイド療法を受けている患者において、本剤投与開始後にステロ

イド薬を急に中止しないこと。ステロイド薬の減量が必要な場合には、医

師の管理下で徐々に行うこと。

アトピー性皮膚炎患者に投与する場合、本剤が疾病を完治させる薬剤でな

く、本剤投与中も保湿外用剤等を併用する必要があることを患者に対して

説明し、患者が理解したことを確認したうえで投与すること。

本剤の臨床試験において、好酸球性肺炎及び好酸球性多発血管炎性肉芽腫

症の発現が認められている。本剤投与中は、好酸球数の推移、並びに血管

炎性皮疹、肺症状の悪化、心臓合併症及びニューロパチー等に注意するこ

と。

気管支喘息患者に投与する場合、本剤の投与は、気管支喘息の治療に精通

している医師のもとで行うこと。

気管支喘息患者に投与する場合、本剤は既に起きている気管支喘息の発作

や症状を速やかに軽減する薬剤ではないので、急性の発作に対しては使用

しないこと。

気管支喘息患者に投与する場合、本剤の投与開始後に喘息症状がコント

ロール不良であったり、悪化した場合には、医師の診療を受けるよう患者

に指導すること。
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［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 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

追記

［適用上の注意］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

デュピクセント皮下注シリンジ（サノフィ）

〈気管支喘息〉

気管支喘息患者を対象とした国際共同試験2試験で本剤300mgを2週に1回投

与された788例（日本人57例を含む）において、副作用は192例(24.4%)に

発現し、主な副作用は、注射部位紅斑127例(16.1%)、注射部位浮腫44例

(5.6%)、注射部位そう痒感42例(5.3%)であった。〔気管支喘息効能追加承

認時〕

重篤な過敏症：

アナフィラキシーが報告されている。血圧低下、呼吸困難、意識消失、め

まい、嘔気、嘔吐、そう痒感、潮紅等があらわれることがあるので、本剤

投与時には観察を十分に行い、異常がみられた時には直ちに投与を中止

し、適切な処置を行うこと。

発現部位 副　作　用

注射部位
注射部位紅斑、注射部位反応、注射部位そう痒感、注射部位

浮腫

アトピー性皮膚炎においては、小児等に対する有効性及び安全性は確立し

ていない。〔使用経験がない。〕

気管支喘息においては、12歳未満の小児等に対する有効性及び安全性は確

立していない。〔使用経験がない。〕

投与前：

投与前に45分以上かけて室温に戻しておくことが望ましい。

デュピルマブ300mg隔週投与の52週間投与後のアトピー性皮膚炎患者又は

喘息患者の約6%が抗薬物抗体(ADA)陽性反応を示し、約2%が持続するADA陽

性反応を示し、約2%が中和抗体陽性であった。プラセボ群では約5%がADA

陽性反応を示し、約2%が持続するADA陽性反応を示し、約1%が中和抗体陽

性であった。高抗体価（10,000超）のADAの発現例（発現頻度0.4%未満）

では、本剤の薬物動態及び有効性への影響が示唆された。加えて、高抗体

価のADAに関連した血清病及び血清病様反応が認められた。

［その他の副作用］ 一部改訂

４４９　その他のアレルギー用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

モンテルカストナトリウム

発現部位 副　作　用

精神神経系

頭痛、傾眠、情緒不安、不眠、幻覚、めまい、感覚異常

（しびれ等）、異夢、易刺激性、痙攣、激越、振戦、夢遊

症、失見当識、集中力低下、記憶障害、せん妄、強迫性症

状
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キプレス錠・OD錠（杏林製薬）  キプレスチュアブル錠（杏林製薬）

キプレス細粒（杏林製薬）  シングレア錠・OD錠（MSD）

シングレアチュアブル錠（MSD）  シングレア細粒（MSD）

モンテルカスト錠「AA」（浜理薬品工業＝あすか製薬＝武田薬品）

モンテルカストチュアブル錠「AA」（浜理薬品工業＝あすか製薬）  モンテルカスト錠「CEO」（セオリアファーマ＝武田薬品）

モンテルカスト錠「CMX」（ケミックス）  モンテルカスト錠「DSEP」（第一三共エスファ）

モンテルカストチュアブル錠「DSEP」（第一三共エスファ）  モンテルカスト細粒「DSEP」（第一三共エスファ）

モンテルカスト錠「EE」（エルメッド＝日医工）  モンテルカストチュアブル錠「EE」（エルメッド＝日医工）

モンテルカストOD錠「EE」（エルメッド＝日医工）  モンテルカスト錠「JG」（日本ジェネリック）

モンテルカストチュアブル錠「JG」（日本ジェネリック）  モンテルカスト細粒「JG」（日本ジェネリック）

モンテルカスト錠「KM」（キョーリンリメディオ＝杏林製薬）  モンテルカスト錠「KN」（小林化工）

モンテルカストチュアブル錠「KN」（小林化工）  モンテルカストOD錠「KN」（小林化工）

モンテルカスト錠「KO」（寿製薬）  モンテルカスト錠「SN」（シオノケミカル＝江州製薬）

モンテルカストチュアブル錠「SN」（シオノケミカル＝江州製薬）

モンテルカスト錠「TCK」（辰巳化学＝沢井製薬＝フェルゼンファーマ）

モンテルカストチュアブル錠「TCK」（辰巳化学）  モンテルカスト錠「YD」（陽進堂）

モンテルカストチュアブル錠「YD」（陽進堂）  モンテルカスト細粒「YD」（陽進堂）

モンテルカスト錠「アスペン」（田村薬品工業＝アスペンジャパン）

モンテルカストチュアブル錠「アスペン」（田村薬品工業＝アスペンジャパン）

モンテルカスト錠「オーハラ」（大原薬品工業）  モンテルカストチュアブル錠「オーハラ」（大原薬品工業）

モンテルカスト錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  モンテルカストチュアブル錠「科研」（ダイト＝科研製薬）

モンテルカスト細粒「科研」（ダイト＝科研製薬）  モンテルカスト錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

モンテルカストチュアブル錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

モンテルカスト細粒「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  モンテルカスト錠「サワイ」（沢井製薬）

モンテルカストチュアブル錠「サワイ」（沢井製薬）  モンテルカストOD錠「サワイ」（沢井製薬）

モンテルカスト細粒「サワイ」（沢井製薬）  モンテルカスト錠「サンド」（サンド）

モンテルカストチュアブル錠「サンド」（サンド）  モンテルカスト細粒「サンド」（サンド）

モンテルカスト錠「三和」（三和化学）  モンテルカストチュアブル錠「三和」（三和化学）

モンテルカスト錠「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）  モンテルカストチュアブル錠「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）

モンテルカスト細粒「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）  モンテルカスト錠・OD錠「タカタ」（高田製薬）

モンテルカストチュアブル錠「タカタ」（高田製薬＝共創未来ファーマ）

モンテルカスト細粒「タカタ」（高田製薬）  モンテルカスト錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

モンテルカストチュアブル錠「武田テバ」（武田テバファーマ）  モンテルカストOD錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

モンテルカスト細粒「武田テバ」（武田テバファーマ）  モンテルカスト錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

モンテルカストチュアブル錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  モンテルカスト細粒「タナベ」（ニプロESファーマ）

モンテルカスト錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  モンテルカスト細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）

モンテルカスト錠「トーワ」（東和薬品）  モンテルカストチュアブル錠「トーワ」（東和薬品）

モンテルカストOD錠「トーワ」（東和薬品）  モンテルカスト細粒「トーワ」（東和薬品）

モンテルカスト錠「日医工」（日医工）  モンテルカストチュアブル錠「日医工」（日医工）

モンテルカスト細粒「日医工」（日医工）

モンテルカスト錠「日新」（日新製薬：山形＝MeijiSeikaファルマ）

モンテルカスト細粒「日新」（日新製薬：山形）  モンテルカスト錠「ニットー」（東亜薬品＝日東メディック）

モンテルカストチュアブル錠「日本臓器」（日本臓器製薬）  モンテルカスト錠「ニプロ」（ニプロ）

モンテルカストチュアブル錠「ニプロ」（ニプロ）  モンテルカスト細粒「ニプロ」（ニプロ）

モンテルカスト錠「ファイザー」（ファイザー）  モンテルカストチュアブル錠「ファイザー」（ファイザー）

モンテルカスト細粒「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）  モンテルカスト錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）

モンテルカストチュアブル錠「明治」（日新製薬：山形＝MeijiSeikaファルマ）

モンテルカストOD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  モンテルカスト細粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）

モンテルカストナトリウム錠「日本臓器」（日本臓器製薬）
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https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/290/notice_290_20190412103651.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/244/notice_244_20190412103742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/269/notice_269_20190412103754.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/291/notice_291_20190418135249.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/245/notice_245_20190418135301.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/236/notice_236_20190418135316.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/292/notice_292_20190416100323.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/246/notice_246_20190416100334.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/270/notice_270_20190416100345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/293/notice_293_20190419084739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/294/notice_294_20190411133656.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/247/notice_247_20190411133704.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/237/notice_237_20190411133711.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/295/notice_295_20190410155128.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/296/notice_296_20190416131722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/248/notice_248_20190416131733.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/297/notice_297_20190419153924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/249/notice_249_20190412151504.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/299/notice_299_20190507110726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/251/notice_251_20190507110516.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/300/notice_300_20190410162405.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/252/notice_252_20190410162344.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/317/notice_317_20190415104444.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/267/notice_267_20190415104453.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/286/notice_286_20190415104503.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/301/notice_301_20190418163552.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/253/notice_253_20190418163607.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/272/notice_272_20190418163627.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/302/notice_302_20190411115830.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/254/notice_254_20190411115840.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/238/notice_238_20190411115856.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/273/notice_273_20190411115907.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/303/notice_303_20190417091934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/255/notice_255_20190417091944.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/274/notice_274_20190417091954.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/313/notice_313_20190410164228.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/262/notice_262_20190410164238.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/304/notice_304_20190417085132.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/256/notice_256_20190417085144.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/275/notice_275_20190417085154.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/1407/notice_1407_20190416090832.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/257/notice_257_20190416090847.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/276/notice_276_20190416090903.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/316/notice_316_20190410175328.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/266/notice_266_20190411145507.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/242/notice_242_20190412142009.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/285/notice_285_20190412141810.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/306/notice_306_20190410155848.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/258/notice_258_20190410155905.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/277/notice_277_20190410155917.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/307/notice_307_20190422174822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/278/notice_278_20190422174836.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/308/notice_308_20190424113540.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/259/notice_259_20190424113556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/240/notice_240_20190424113607.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/279/notice_279_20190424113620.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/314/notice_314_20190410172755.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/263/notice_263_20190410172806.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/282/notice_282_20190410172819.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/315/notice_315_20190418131751.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/283/notice_283_20190418131805.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/309/notice_309_20190410154336.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/264/notice_264_20190411134956.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/310/notice_310_20190410171627.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/260/notice_260_20190410171555.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/280/notice_280_20190410171510.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/311/notice_311_20190423144441.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/261/notice_261_20190423144529.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/281/notice_281_20190426090624.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/312/notice_312_20190415173805.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/265/notice_265_20190418131826.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/241/notice_241_20190418103415.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/284/notice_284_20190418103425.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/150/notice/268/notice_268_20190411135901.pdf


［副作用］ 追記

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

ゾシン静注用（大鵬薬品）  ゾシン配合点滴静注用バッグ（大鵬薬品）

タゾバクタム・ピペラシリン水和物（ゾシン）

小児の腹腔内感染症に対する特定使用成績調査148例中8.1%（12例）に副

作用が認められた。発現した副作用の内訳は下痢4.1%、肝機能異常1.4%、

発疹1.4%、眼瞼浮腫、肝障害、発熱及び白血球数減少がそれぞれ0.7%で

あった。〔腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎及び胆管炎に関する再審査終了

時〕

［その他の副作用］ 一部改訂

［臨床検査結果に及ぼす影響］

一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

オメガシン点滴用（MeijiSeikaファルマ）  オメガシン点滴用バッグ（MeijiSeikaファルマ）

ビアペネム

発現部位 副　作　用

腎　臓
BUN上昇、血清クレアチニン上昇、尿中NAG上昇、尿中β -ミ

クログロブリン上昇、蛋白尿
2

テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検

査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。

［取扱い上の注意］ 一部改訂

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用する

もの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

メロペネム点滴静注用「ファイザー」（ファイザー）

メロペネム水和物（ファイザー製品）

注射液の調製法：

通常0.25g〜2.0g（力価）当たり100mL以上の日局生理食塩液等に溶解す

る。ただし、注射用水は等張にならないので使用しないこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/132/notice/notice_132_20190325115734.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/132/notice/1420/notice_1420_20190416190736.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/60/notice/notice_60_20190404102846.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/60/notice/1462/notice_1462_20190416160206.pdf
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

６１７　主としてカビに作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

用法及び用量追加承認に伴う改訂

ボリコナゾール錠「DSEP」（第一三共エスファ）  ボリコナゾール錠「JG」（日本ジェネリック）

ボリコナゾール錠「アメル」（共和薬品工業）  ボリコナゾール錠「タカタ」（高田製薬）

ボリコナゾール錠「テバ」（武田テバファーマ）  ボリコナゾール錠「トーワ」（東和薬品）

ボリコナゾール錠「日医工」（日医工）

ボリコナゾール（ジェネリック製品）

小児においては、注射剤からボリコナゾールの投与を開始すること。患者

の状態に応じて、経口投与可能であると医師が判断した場合に、錠剤又は

ドライシロップに切り替えることができるが、投与開始から1週間未満で

注射剤から経口剤に変更した際の有効性及び安全性は検討されていないた

め慎重に判断すること。なお、ボリコナゾール注射剤では食道カンジダ症

の適応はないため、小児の食道カンジダ症に対する本剤の使用は推奨され

ない。

小児で用量を増減する時には、患者の状態を十分に観察し、効果及び副作

用の発現を考慮して、必要最小限の増量又は減量にとどめること。ただ

し、原則として、投与開始後及び増量後、少なくとも3日間は増量しない

こと。

低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児に対する安全性は確立し

ていない（本剤の使用経験はない）。

小児で光線過敏性反応及び皮膚扁平上皮癌が発現した報告もあるので、日

光の照射を避けること。小児で皮膚弾力性の低下、色素の沈着や脱失等の

光老化が認められた場合は、日光の照射を避け、投与中止後も観察を行う

ことが望ましい。

小児を対象とした海外臨床試験では、成人と比べ肝酵素上昇の発現頻度が

高いことが報告されているので、投与に際しては観察を十分に行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/199/notice_199_20190416100419.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/200/notice_200_20190415152604.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/201/notice_201_20190416091033.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/202/notice_202_20190415163601.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/203/notice_203_20190424114955.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/279/181/notice/notice_181_20190416161646.pdf


［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］

一部改訂

追記

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注）

本剤を「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制」を目

的として用いる場合、「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改

善」に対して静注用人免疫グロブリン製剤を投与し有効性が認められたも

のの、症状の再発・再燃を繰り返している患者にのみ投与すること。

本剤を「無又は低ガンマグロブリン血症」に対して投与する場合は、以下

の点に注意すること。

(1)静注用人免疫グロブリン製剤から本剤に切り換える患者において、本

剤の1週あたりの投与量は、静注用人免疫グロブリン製剤を3週間間隔で投

与していた場合はその1/3量、また、4週間間隔で投与していた場合はその

1/4量から開始し、初回投与は静注用人免疫グロブリン製剤の最終投与1週

間後に投与すること。以降の本剤の投与量は、感染頻度や重症度など本剤

による治療の臨床反応及び血清IgG濃度を参考に調節すること。

(2)人免疫グロブリン製剤による治療歴のない患者を対象とした本剤の臨

床試験は実施されていない。人免疫グロブリン製剤による治療歴のない患

者に対して本剤による導入を行う場合は、感染頻度や重症度など本剤によ

る治療の臨床反応と血清IgG濃度を参考に、投与量を慎重に調節するこ

と。また、1週あたりの投与量を数日に分割して投与するなど、投与間隔

の調節も考慮すること。

部位あたりの投与量は、初回投与では20mL以下とし、以降の投与では患者

の状態に応じて最大50mLまで増量することができる。投与速度は、初回投

与では部位あたり20mL/時間以下とし、患者の状態に応じて最大50mL/時

間まで徐々に増加することができる。

本剤を「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制」を目

的として用いる場合は、以下の点に注意すること。

(1)静注用人免疫グロブリン製剤から本剤に切り換える患者において、本

剤の1週あたりの投与量は、静注用人免疫グロブリン製剤の投与量を考慮

し、投与終了1週間後から開始すること。

(2)200mg(1mL)/kg体重で投与を開始し、臨床症状が悪化した場合、最大用

量まで増量すること。推奨の最大用量は1週あたり400mg(2mL)/kg体重であ

る。

(3)400mg(2mL)/kg体重で投与を開始し、投与量の減量後に臨床症状が悪化

した場合、減量前の投与量で治療を再開すること。

(4)最大用量で臨床症状の悪化が持続する場合、最大用量で本剤の投与を

継続し、少なくとも4週間は経過観察を行った後、本剤の投与を中止し、

静注用人免疫グロブリン製剤による治療を再開すること。

注射部位反応が報告されているので、推奨投与速度を守り、投与毎に投与

部位を変えること。

本剤の原材料となる血漿については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV-1抗体

及び抗HIV-2抗体が陰性であることを確認している。さらに、プールした

試験血漿については、HIV-1、HBV、HCV及びHAVについて核酸増幅検査

(NAT)を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの

検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在する。また、ヒ

トパルボウイルスB19についてもNATによるスクリーニングを実施し、適合

した血漿を用いている。
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追記

［併用注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

本剤を「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制」に対

して用いる場合、以下の点に注意すること。

1)本剤による慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の治療は原因療法ではなく対

症療法であることに留意すること。

2)臨床症状の観察を十分に行い定期的に継続投与の必要性を確認するこ

と。また、継続投与の結果十分な効果が認められず、運動機能低下の再

発・再燃等を繰り返す場合には、本剤の継続投与は行わず、他の治療法を

考慮すること。

3)本剤を継続投与した結果、運動機能低下の再発・再燃が認められなく

なった場合には、本剤の減量又は投与中止を考慮すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非経口用生ワク

チン（麻疹ワク

チン、おたふく

かぜワクチン、

風疹ワクチン、

これら混合ワク

チン、水痘ワク

チン等）

本剤の投与を受けた者は、生ワクチ

ンの効果が得られないおそれがある

ので、生ワクチンの接種は本剤投与

後3カ月以上延期すること。また、生

ワクチン接種後14日以内に本剤を投

与した場合は、投与後3カ月以上経過

した後に生ワクチンを再接種するこ

とが望ましい。

なお、慢性炎症性脱髄性多発根神経

炎に対する大量療法（200mg/kg体重

以上）後に生ワクチンを接種する場

合は、原則として生ワクチンの接種

を6ヵ月以上（麻疹感染の危険性が低

い場合の麻疹ワクチン接種は11ヵ月

以上）延期すること。

本剤の主成分は

免疫抗体である

ため、中和反応

により生ワクチ

ンの効果が減弱

されるおそれが

ある。

〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制（筋力低下の

改善が認められた場合）〉

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験

（継続投与試験を含む）において、197例中58例(29.4%)に196件の副作用

が認められた。主な副作用は、注射部位の局所反応39例(19.8%)で、本剤

投与9778回中133件(1.4%)であった。〔承認時〕

発現部位 副　作　用

血管障害 高血圧、潮紅、低血圧

胃腸障害 悪心、腹部硬直、腹痛、下痢、嘔吐

皮膚及び

皮下組織障害
発疹、そう痒症、皮膚不快感、蕁麻疹

筋骨格系及び

結合組織障害
筋骨格痛、関節痛、筋痙縮、筋力低下

全身障害
疲労、発熱、倦怠感、圧痛、悪寒、インフルエンザ様疾

患、胸痛、疼痛、低体温
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追記

削除

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

［適用上の注意］ 一部改訂

〈参考〉

効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

ハイゼントラ皮下注（CSLベーリング）

発現部位 副　作　用

感染症及び

寄生虫症
上咽頭炎

神経系障害
頭痛、浮動性めまい、片頭痛、振戦、精神運動亢進、灼

熱感

心臓障害 頻脈

臨床検査 血中クレアチニン増加

発現部位 副　作　用

筋骨格系および

結合組織障害
背部痛

「無又は低ガンマグロブリン血症」において、低出生体重児、新生児に対

する安全性は確立していない。

「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制」において､

18歳未満の患者に対する有効性及び安全性は確立していない。

投与時：

本剤は腹部、大腿部、上腕部、腰部側面等に皮下投与すること。投与量に

応じて複数箇所からの投与を検討し、投与部位は少なくとも5cm離すこ

と。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

６３４　血液製剤類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

人フィブリノゲン・トロンビン画分

本剤の原材料となる血漿については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV-1抗体

及び抗HIV-2抗体が陰性であることを確認している。さらに、プールした

試験血漿については、HIV、HBV、HCV及びHAVについて核酸増幅検査(NAT)

を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出

限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在する。また、ヒトパ

ルボウイルスB19についてもNATによるスクリーニングを実施し、適合した

血漿を用いている。

その後の製造工程である60℃、20時間液状加熱処理（フィブリノゲン）及

び60℃、10時間液状加熱処理（トロンビン）は、HIVをはじめとする各種

ウイルスに対し、不活化・除去作用を有することが確認されているが、使

用に際しては、次の点に十分に注意すること。
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［併用禁忌］ 削除

タコシール組織接着用シート（CSLベーリング）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

臓器抽出製剤、

蛇毒製剤

血栓形成傾向があら

われるおそれがある

ので、併用は避ける

こと。

フィブリノゲンからフィブリン

を生成することにより血栓形成

傾向があらわれることが考えら

れる。

アプロチニン製

剤

フィブリノゲンから生成した

フィブリンの溶解を妨げること

により血栓形成傾向があらわれ

ることが考えられる。

［禁忌］ 一部改訂

削除

［併用禁忌］ 一部改訂

削除

６３４　血液製剤類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

販売終了品目に関する改訂

ベリプラストPコンビセット組織接着用（CSLベーリング）

人フィブリノゲン・人血液凝固第ⅩⅢ因子・アプロ

チニン・トロンビン・塩化カルシウム水和物（ベリ

プラストP）

下記の薬剤による治療を受けている患者〔血栓形成傾向があらわれるおそ

れがある。〕

凝固促進剤（蛇毒製剤）、抗線溶剤〔「相互作用」の項参照〕

アプロチニン製剤

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

凝固促進剤（ヘ

モコアグラー

ゼ）、抗線溶剤

（トラネキサム

酸）

併用により血栓形成

傾向があらわれるこ

とがあるので併用は

避けること。

本剤は生理的な血液凝固作用を

模倣して作られており、これら

の製剤と併用することにより、

血液凝固作用が増強されるおそ

れがある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アプロチニン製

剤

併用により血栓形成

傾向があらわれるこ

とがあるので併用は

避けること。

本剤は生理的な血液凝固作用を

模倣して作られており、これら

の製剤と併用することにより、

血液凝固作用が増強されるおそ

れがある。
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［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

６３４　血液製剤類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

販売終了品目に関する改訂

ボルヒール組織接着用（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ＝アステラス製薬）

人フィブリノゲン・人血液凝固第ⅩⅢ因子・アプロ

チニン・トロンビン・塩化カルシウム水和物（ボル

ヒール）

アプロチニン製剤

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

イプシロンアミ

ノカプロン酸

血栓形成傾向があら

われるおそれがあ

る。

凝固促進剤、抗線溶剤は血栓形

成を促進する薬剤であり、併用

により血栓形成傾向が相加的に

増大する。

アプロチニン製

剤

アプロチニンは抗線溶作用を有

するため、併用により血栓形成

傾向が増大する。

［警告］ 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

６３９　その他の生物学的製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トシリズマブ（遺伝子組換え）（点滴静注用）

サイトカイン放出症候群患者では、本剤についての十分な知識と腫瘍特異

的T細胞輸注療法に伴うサイトカイン放出症候群の治療の知識・経験をも

つ医師が使用すること。

〈サイトカイン放出症候群〉

本剤の投与にあたっては、学会のガイドライン等の最新の情報を参考に適

応患者を選択し、その他の対症療法の実施とともに使用すること。

希釈方法：

本剤の各バイアル中のトシリズマブ濃度は20mg/mLである。患者の体重か

ら換算した必要量を体重25kg以下の場合は50mL、25kgを超える場合は

100〜250mLの日局生理食塩液に加え、希釈する。

〈体重あたりの換算式〉

抜き取り量(mL)＝体重(kg)×8(mg/kg) ／20(mg/mL)

※※：サイトカイン放出症候群患者で体重30kg未満の場合は12mg/kgとす

る。

※※
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

アクテムラ点滴静注用（中外製薬）

感染症を合併している患者に本剤を投与することにより、感染症が重篤化

するおそれがあるため、下記の点に留意すること。

1)投与開始に際しては、肺炎等の感染症の有無を確認すること。なお、

キャッスルマン病、全身型若年性特発性関節炎、多関節に活動性を有する

若年性特発性関節炎、関節リウマチ、サイトカイン放出症候群の臨床症状

（発熱、悪寒、倦怠感、リンパ節腫脹等）は感染症の症状と類似している

ため、鑑別を十分に行うこと。

2)易感染性の状態では、日和見感染が顕在化するおそれがあることから、

投与を避けることが望ましい。なお、リンパ球数減少が遷延化した場合

(目安として500/μL)は、投与を開始しないこと。

3)感染症を合併している場合は感染症の治療を優先すること。

4)サイトカイン放出症候群患者においては、治療上の有益性と危険性を考

慮し、治療方針を十分に検討すること。

［適用上の注意］ 削除

［取扱い上の注意］ 削除

７２１　X線造影剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オプチレイ注シリンジ（ゲルベ）

イオベルソール（シリンジ）

投与時：

320注シリンジ50mL、350注シリンジ50mLを血管用造影剤注入装置にて使用

する場合は、注入圧力は84kg/cm (1,200PSI)以下とすること。2

〔造影剤注入装置への適合〕

320注シリンジ50mL、350注シリンジ50mLはリーベルフラーシェイム社製血

管用造影剤注入装置アンギオマットイルーミナTMに適合する。
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