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医薬品情報だより Ｎｏ．１７９９ 令和元年６月１９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７５９９ 

 
 

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.279（2019.5）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 2019.6 No.280  厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修 
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直ちに改訂添付文書を作成します

速やかに改訂添付文書を作成します

最重要

［警告］ 追記

［慎重投与］ 追記

［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

ベージニオ錠（日本イーライリリー）

アベマシクリブ

間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期

症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患者

の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、本剤の投与を

中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施するととも

に、適切な処置を行うこと。

間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者〔間質性肺疾患が増悪

するおそれがある。〕

間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、初

期症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患

者の状態を十分に観察すること。また、患者に副作用について説明すると

ともに、間質性肺疾患の初期症状が発現した場合には、速やかに医療機関

を受診するよう説明すること。

間質性肺疾患：

間質性肺疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認

められた場合には、本剤を中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー

等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。 

重要

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

エレトリプタン錠「DSEP」（第一三共エスファ）  エレトリプタン錠「TCK」（辰巳化学）

エレトリプタン錠「YD」（陽進堂）

エレトリプタンOD錠「アメル」（共和薬品工業＝日本ジェネリック）

エレトリプタン錠「サンド」（サンド）  エレトリプタン錠「トーワ」（東和薬品）

エレトリプタン錠「日医工」（日医工）  エレトリプタン錠「日新」（日新製薬：山形）

レルパックス錠（ファイザー）

エレトリプタン臭化水素酸塩

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛：

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/788/notice/notice_788_20190606152728.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/notice_813_20190605101439.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2351/notice_2351_20190604143944.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2350/notice_2350_20190604083252.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2353/notice_2353_20190603110848.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2354/notice_2354_20190604095106.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2355/notice_2355_20190604153129.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2356/notice_2356_20190604145446.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/813/notice/2357/notice_2357_20190603173144.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

イミグラン点鼻液（グラクソ・スミスクライン）

スマトリプタン

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

イミグラン錠（グラクソ・スミスクライン）  イミグラン注（グラクソ・スミスクライン）

イミグランキット皮下注（グラクソ・スミスクライン）  スマトリプタン錠「FFP」（共創未来ファーマ）

スマトリプタン錠「F」（富士製薬工業）  スマトリプタン錠「JG」（日本ジェネリック）

スマトリプタン錠「SN」（シオノケミカル）  スマトリプタン錠「TCK」（辰巳化学＝フェルゼンファーマ）

スマトリプタン錠「YD」（陽進堂）  スマトリプタン錠「アスペン」（アスペンジャパン）

スマトリプタン錠「アメル」（共和薬品工業）  スマトリプタン錠・内用液「タカタ」（高田製薬）

スマトリプタン錠「トーワ」（東和薬品）  スマトリプタン錠「日医工」（日医工）

スマトリプタン錠「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）

スマトリプタンコハク酸塩

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

DSU280 -4-

https://dsu-system.jp/dsu/280/817/notice/notice_817_20190605093416.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/notice_818_20190605093447.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2376/notice_2376_20190605093505.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2375/notice_2375_20190605093538.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2377/notice_2377_20190603094904.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2378/notice_2378_20190605083513.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2379/notice_2379_20190604162911.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2380/notice_2380_20190605100420.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2381/notice_2381_20190604093621.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2383/notice_2383_20190603203900.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2384/notice_2384_20190604083320.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2388/notice_2388_20190604164010.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2385/notice_2385_20190604095134.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2387/notice_2387_20190604153141.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/818/notice/2386/notice_2386_20190605082703.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

ゾーミッグ錠（沢井製薬）  ゾーミッグRM錠（沢井製薬）

ゾルミトリプタンOD錠「JG」（日本ジェネリック）  ゾルミトリプタンOD錠「アメル」（共和薬品工業）

ゾルミトリプタンOD錠「タカタ」（高田製薬）  ゾルミトリプタンOD錠「トーワ」（東和薬品）

ゾルミトリプタンOD錠「日医工」（日医工）  ゾルミトリプタンOD錠「日新」（日新製薬：山形）

ゾルミトリプタンOD錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

ゾルミトリプタン

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛：

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

アマージ錠（グラクソ・スミスクライン）

ナラトリプタン塩酸塩

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛：

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

［重要な基本的注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

２１６　血管収縮剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

International Headache Society:Cephalalgia 2018;38(1):1-211

マクサルト錠・RPD錠（杏林製薬＝エーザイ）  リザトリプタンOD錠「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）

リザトリプタンOD錠「アメル」（共和薬品工業）  リザトリプタンOD錠「トーワ」（東和薬品）

リザトリプタンOD錠「ファイザー」（ファイザー）

リザトリプタン安息香酸塩

本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭

痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」の可能性を

考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

薬剤の使用過多による頭痛：

薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、異常が認められ

た場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/notice_814_20190603092135.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2366/notice_2366_20190603092151.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2359/notice_2359_20190604163018.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2360/notice_2360_20190604083337.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2361/notice_2361_20190604164025.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2362/notice_2362_20190604095143.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2364/notice_2364_20190604153151.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2365/notice_2365_20190604145510.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/814/notice/2363/notice_2363_20190605082726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/815/notice/notice_815_20190605093524.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/816/notice/notice_816_20190604144800.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/816/notice/2369/notice_2369_20190604093635.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/816/notice/2370/notice_2370_20190604083357.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/816/notice/2371/notice_2371_20190604095152.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/816/notice/2372/notice_2372_20190603173205.pdf


［11.1重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

バベンチオ点滴静注（メルクバイオファーマ＝ファイザー）

アベルマブ（遺伝子組換え）

11.1.2 膵炎

［慎重投与］ 追記

［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）

結核の感染又は既往を有する患者

結核：

結核を発症することがあるので、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。

［慎重投与］ 追記

［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

キイトルーダ点滴静注（MSD）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

結核の感染又は既往を有する患者

結核：

結核を発症することがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場

合には、本剤の投与中止等の適切な処置を行うこと。

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ゾフルーザ錠・顆粒（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

ショック、アナフィラキシー：

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、異常が認めら

れた場合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/819/notice/notice_819_20190604173114.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/820/notice/notice_820_20190605104826.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/823/notice/notice_823_20190604114242.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/821/notice/notice_821_20190605170230.pdf


改訂添付文書の作成に時間を要することがありますその他

［警告］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 追記

［過量投与］ 一部改訂

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

デクスメデトミジン静注液「サンド」（サンド）  デクスメデトミジン静注液「ニプロ」（ニプロ）

デクスメデトミジン静注液シリンジ「ニプロ」（ニプロ）

デクスメデトミジン塩酸塩（ジェネリック製品）

本剤の投与により低血圧、高血圧、徐脈、心室細動等があらわれ、心停止

にいたるおそれがある。したがって、本剤は、患者の呼吸状態、循環動態

等の全身状態を注意深く継続的に監視できる設備を有し、緊急時に十分な

措置が可能な施設で、本剤の薬理作用を正しく理解し、集中治療又は非挿

管下での鎮静における患者管理に熟練した医師のみが使用すること。

（「副作用 重大な副作用」の項参照）

〈集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静〉

本剤は人工呼吸中、離脱過程及び離脱後を通じて投与可能であるが、本剤

の持続投与期間が120時間（5日間）を超える使用経験は少ないので、それ

を超えて鎮静が必要な場合には、患者の全身状態を引き続き慎重に観察す

ること。

〈集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静〉

本剤の投与に際しては集中治療に習熟した医師が本剤の薬理作用を正しく

理解した上で患者の全身状態を注意深く継続して監視すること。また、気

道確保、酸素吸入、人工呼吸、循環管理を行えるよう準備をしておくこ

と。

人工呼吸器からの離脱の過程及び離脱後では、患者の呼吸状態を十分に観

察すること。

急速静注あるいは単回急速投与により高血圧があらわれるおそれがある。

他社が実施した海外における臨床試験において過量投与（血漿中濃度が臨

床推奨治療用量上限の13倍）された健康被験者に、第Ⅰ度AVブロック及び

第Ⅱ度心ブロックがあらわれた。また、他社が実施した海外での集中治療

における鎮静・鎮痛を評価した臨床試験において過量投与された欧米人患

者に、低血圧を伴う徐脈、心停止（臨床推奨治療用量上限の20倍量を急速

投与）等があらわれた。低血圧に対しては、輸液速度の上昇、下肢の挙

上、昇圧剤の投与を行い、徐脈に対しては、抗コリン剤（アトロピン等）

の静脈内投与、又はドパミン、アドレナリン等の静脈内投与、心肺蘇生等

適切な処置を行う。AVブロック、心ブロック、心停止に対しては心肺蘇

生、除細動、強心剤の投与等適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/632/notice/2005/notice_2005_20190524093733.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/632/notice/notice_632_20190425093103.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

削除

［併用禁忌］ 追記

削除

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェノバルビタールナトリウム（坐剤）

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、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、ビクテグラ

ビル・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）

バニプレビル、オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル

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。

ビクテグラビル・エムトリシタ

ビン・テノホビルアラフェナミ

ド

ビクテグラビル及び

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。

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

バニプレビル、オムビタスビ

ル・パリタプレビル・リトナビ

ル

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。
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［併用注意］ 一部改訂

追記

削除

ルピアール坐剤（久光製薬）  ワコビタール坐剤（高田製薬）

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、カルバマゼピ

ン、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。

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

インジナビル、サキナビル 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。
トロピセトロン
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https://dsu-system.jp/dsu/280/689/notice/2444/notice_2444_20190604175300.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/689/notice/notice_689_20190603102846.pdf


［併用注意］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

アンピロームカプセル（東和薬品）  フルカムカプセル（ファイザー）

アンピロキシカム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

抗血小板薬 本剤との併用により、胃腸

出血の発現が高まるおそれ

がある。

抗血小板薬が血小板の凝集を

阻害するためと考えられてい

る。

［併用注意］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

バキソカプセル（富士フイルム富山化学）  バキソ坐剤（富士フイルム富山化学）

ピロキシカム坐剤「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  ピロキシカムカプセル「ツルハラ」（鶴原製薬）

フェルデン坐剤（ファイザー）

ピロキシカム（経口剤、坐剤）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

抗血小板薬 本剤との併用により、胃腸

出血の発現が高まるおそれ

がある。

抗血小板薬が血小板の凝集を

阻害するためと考えられてい

る。

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

デュオドーパ配合経腸用液（アッヴィ）

レボドパ・カルビドパ水和物（液剤）

セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際して

は、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

スピラマイシン レボドパの血中濃度が低

下し、本剤の作用が減弱

するおそれがある。

カルビドパの吸収が阻害さ

れることにより、レボドパ

の血中濃度が低下したとの

報告がある。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/758/notice/2276/notice_2276_20190605093109.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/758/notice/notice_758_20190522141227.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/280/759/notice/notice_759_20190522141306.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/667/notice/notice_667_20190509173002.pdf


［その他の副作用］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

インチュニブ錠（塩野義製薬＝武田薬品）

グアンファシン塩酸塩

発現部位 副　作　用

循環器
起立性低血圧、血圧上昇、頻脈、洞性不整脈、蒼白、高血圧

性脳症、QT延長

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

［重要な基本的注意］ 追記

一部改訂

１１９　その他の中枢神経系用薬

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

ドネペジル塩酸塩錠「DSP」（大日本住友製薬）  ドネペジル塩酸塩OD錠「DSP」（大日本住友製薬）

ドネペジル塩酸塩錠「JG」（日本ジェネリック）  ドネペジル塩酸塩OD錠「JG」（日本ジェネリック）

ドネペジル塩酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ドネペジル塩酸塩OD錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

ドネペジル塩酸塩錠「テバ」（武田テバファーマ）  ドネペジル塩酸塩OD錠「テバ」（武田テバファーマ）

ドネペジル塩酸塩OD錠「モチダ」（ダイト＝持田製薬）

ドネペジル塩酸塩（下記ジェネリック製品）

〈レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制〉

本剤は、レビー小体型認知症の臨床診断基準に基づき、適切な症状観察や

検査等によりレビー小体型認知症と診断された患者にのみ使用すること。

精神症状・行動障害に対する本剤の有効性は確認されていない。

〈両効能共通〉

本剤がアルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症の病態そのものの

進行を抑制するという成績は得られていない。

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症以外の認知症性疾患にお

いて本剤の有効性は確認されていない。

レビー小体型認知症では、日常生活動作が制限される、あるいは薬物治療

を要する程度の錐体外路障害を有する場合、本剤の投与により、錐体外路

障害悪化の発現率が高まる傾向がみられていることから、重篤な症状に移

行しないよう観察を十分に行い、症状に応じて減量又は中止など適切な処

置を行うこと。

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の

機械操作能力が低下する可能性がある。また、本剤により、意識障害、め

まい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機

械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。
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https://dsu-system.jp/dsu/280/655/notice/notice_655_20190605170315.pdf
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［慎重投与］ 一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

追記

２１４　血圧降下剤

２１７　血管拡張剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

カンデサルタン錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）  ブロプレス錠（武田テバ薬品）

カンデサルタンシレキセチル（小児の高血圧症の効

能を有する製剤）

〈高血圧症の場合〉

小児に投与する場合には、成人の用量を超えないこと。

腎障害のある患者〔過度の降圧により腎機能が悪化するおそれがあり、ま

た、慢性心不全の臨床試験において、腎障害の合併が腎機能低下発現の要

因であったことから、1日1回2㎎から投与を開始するなど慎重に投与する

こと。〕（「小児等への投与」の項参照）

低出生体重児、新生児又は乳児（1歳未満）に対する安全性は確立してい

ない（低出生体重児、新生児、乳児に対しては使用経験が少ない）。

糸球体ろ過量(GFR)が30mL/min/1.73m 未満の小児等に対する安全性は確立

していない（使用経験が少ない）。

小児等の高血圧では腎機能異常を伴うことが多いため、腎機能及び血清カ

リウム値を注意深く観察すること。特に、腎機能に影響を及ぼす状態（発

熱、脱水）の患者に本剤を投与する場合や血清カリウム値を上昇させる可

能性がある他の薬剤と併用する場合は注意すること。（「慎重投与」の項

及び「相互作用」の項参照）

2

［併用注意］ 一部改訂

２１４　血圧降下剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アデカット錠（武田テバ薬品）

デラプリル塩酸塩

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）、

エプレレノン、カリウ

ム補給剤、トリメトプ

リム含有製剤（スル

ファメトキサゾール・

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注

意すること。

本剤のアルドステロン

分泌抑制作用によりカ

リウム貯留作用が増強

することによる。

危険因子：特に腎機能

障害のある患者
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

２１８　高脂血症用剤

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

ロスバスタチン錠・OD錠「タカタ」（高田製薬）

ロスバスタチンカルシウム（下記ジェネリック製

品）

適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレス

テロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。

家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス

等の非薬物療法の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合

に本剤の適用を考慮すること。

［14.適用上の注意］ 追記

２１９　その他の循環器官用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

静注用フローラン（グラクソ・スミスクライン）

エポプロステノールナトリウム（フローラン）

14.1.3 注射液の調製手順

(1)アルコール綿を用いてバイアルのゴム栓を消毒する。

(2)静注用フローラン専用溶解液に添付された専用ベンティッドアダプ

ターを、静注用フローラン専用溶解液のバイアルに取り付ける。

(3)専用ベンティッドアダプターに注射筒を接続する。

(4)注射筒内に静注用フローラン専用溶解液を全て吸引する。

(5)注射筒から専用ベンティッドアダプターを取り外し、注射針を取り付

ける。

(6)凍結乾燥品のバイアルのゴム栓を消毒した後に、注射筒内の静注用フ

ローラン専用溶解液を本バイアルに注入し、溶解させる。

(7)(6)の薬液をもとの注射筒に全て吸引する。

(8)複数の凍結乾燥品のバイアルを用いる必要がある場合は(6)、(7)の手

順を繰り返し、注射液の濃度が適切となるよう薬液を調製する。

［慎重投与］ 一部改訂

２１９　その他の循環器官用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エポプロステノール静注用「ACT」（アクテリオンファーマシューティカルズジャパン）

エポプロステノールナトリウム（小児の用法・用量

を有する製剤）

高度に全肺血管抵抗が上昇（40mmHg・分/L以上）している患者〔全肺血管

抵抗が40mmHg・分/L以上を示し特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症の末

期と考えられる症例で、重大な副作用（血圧低下及び徐脈）を発現し死亡

に至った報告があるので、観察を十分に行い慎重に投与すること。〕
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

一部改訂

［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

一部改訂

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

２１９　その他の循環器官用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エポプロステノール静注用「F」（富士製薬工業）  エポプロステノール静注用「テバ」（武田テバファーマ）

静注用フローラン（グラクソ・スミスクライン）

エポプロステノールナトリウム（小児の用法・用量

を有しない製剤）

5.2 本剤の使用にあたっては、最新の治療ガイドラインを参考に投与の要

否を検討すること。

5.3 先天性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症については、Eisenmenger症

候群あるいは術後に肺高血圧の残存している患者にのみ使用すること。

5.5 特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症及び結合組織病に伴う肺動脈性

肺高血圧症以外の肺動脈性肺高血圧症における安全性・有効性は確立して

いない。

9.1.1 高度に全肺血管抵抗が上昇（40mmHg・分/L以上）している患者

全肺血管抵抗が40mmHg・分/L以上を示し特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血

圧症の末期と考えられる症例で、重大な副作用（血圧低下及び徐脈）を発

現し死亡に至った報告がある。

本剤の使用にあたっては、最新の治療ガイドラインを参考に投与の要否を

検討すること。

先天性心疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症については、Eisenmenger症候群

あるいは術後に肺高血圧の残存している患者にのみ使用すること。

特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症及び結合組織病に伴う肺動脈性肺高

血圧症以外の肺動脈性肺高血圧症における安全性・有効性は確立していな

い。

高度に全肺血管抵抗が上昇（40mmHg・分/L以上）している患者〔全肺血管

抵抗が40mmHg・分/L以上を示し特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症の末

期と考えられる症例で、重大な副作用（血圧低下及び徐脈）を発現し死亡

に至った報告があるので、観察を十分に行い慎重に投与すること。〕

［9.4生殖能を有する者］

一部改訂

２４８　混合ホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータ

デクス（子宮内膜症に伴う疼痛の改善の効能を有す

る製剤）

9.4.2 服用方法を遵守していない場合等何らかの理由により妊娠の可能性

が疑われる場合は、医師へ相談するよう指導し、妊娠の有無について確認

すること。なお、月経困難症に対し28日周期で正しく服用しているにもか

かわらず、服用中に消退出血が2周期連続して発来しなかった場合、投与

継続に先だって妊娠していないことを確認すること。［2.18、9.5.1参

照］
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［11.2その他の副作用］

一部改訂

追記

〈参考〉

用法及び用量変更承認に伴う改訂

ヤーズフレックス配合錠（バイエル薬品）

発現部位 副　作　用

生殖器

性器出血、不規則な子宮出血、月経痛、下腹部痛、月経過

多、機能性子宮出血、外陰部腟カンジダ症、無月経、消退

出血、子宮平滑筋腫、骨盤痛、月経前症候群、CA125上昇､

細胞診異常、子宮頸部上皮異形成、出血性卵巣のう胞、子

宮頸管ポリープ、卵巣のう腫、腟感染、外陰腟そう痒症、

性器分泌物、過少月経、腟炎、腟乾燥

乳　房
乳房不快感、乳房痛、乳腺線維腺腫、乳腺症、線維のう胞

性乳腺疾患、乳房腫瘤、乳汁分泌、乳房腫大

消化器

悪心、嘔吐、腹部不快感、便秘、下痢、上腹部痛、胃炎、

口内炎、腹痛、胃腸炎、腹部膨満、口渇、細菌性胃腸炎、

齲歯、消化不良、鼓腸

精神神経系

頭痛、傾眠、浮動性めまい、不眠症、回転性めまい、感覚

鈍麻、片頭痛、耳鳴、うつ病、抑うつ気分、気力低下、情

動不安定、リビドー減退、錯感覚、神経過敏

呼吸器
鼻咽頭炎、アレルギー性鼻炎、気管支炎、喘息、口腔咽頭

痛

腎　臓
尿中タンパク陽性、血漿中レニン活性上昇、血漿中アルド

ステロン活性上昇

血　液

凝固検査異常、プラスミノーゲン上昇、トロンビン・アン

チトロンビンⅢ複合体上昇、フィブリンDダイマー上昇、

プロテインS低下、フィブリノゲン上昇、血清鉄低下、プ

ロトロンビン時間短縮、鉄欠乏性貧血、白血球増加、血小

板減少、貧血、白血球減少、プロテインC上昇、血清鉄上

昇

内分泌・

代謝系
トリグリセリド上昇、コレステロール上昇、脂質異常

筋・骨格系 背部痛、四肢痛、筋骨格硬直、筋痙縮

皮　膚
ざ瘡、湿疹、発疹、じん麻疹、色素沈着、多形紅斑、そう

痒症

その他
浮腫、倦怠感、発熱、CRP上昇、体重増加、膀胱炎、顔面

浮腫、ほてり、急性胆のう炎、無力症、多汗、体重減少

発現部位 副　作　用

循環器 動悸、高血圧、静脈瘤

肝　臓 肝機能検査異常、Al-P低下、γ-GTP上昇

眼 アレルギー性結膜炎
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［副作用］ 追記

２４８　混合ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

ルナベル配合錠LD・ULD（ノーベルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（ル

ナベル）

月経困難症を対象とした使用成績調査では、副作用（臨床検査値異常を含

む）は、安全性解析対象例（1641例）の21.6%（355例）に認められた。主

なものは不正性器出血203例(12.4%)、悪心39例(2.4%)、無月経31例

(1.9%)、頭痛29例(1.8%)であった。〔再審査終了時〕

［その他の副作用］ 一部改訂

２４８　混合ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

フリウェル配合錠LD・ULD「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）  フリウェル配合錠LD・ULD「サワイ」（沢井製薬）

フリウェル配合錠LD・ULD「トーワ」（東和薬品）  フリウェル配合錠LD・ULD「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

ルナベル配合錠LD・ULD（ノーベルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（月

経困難症の効能を有する製剤）

発現部位 副　作　用

精神神経

頭痛、倦怠感、めまい、いらいら感、ふらつき、感覚鈍麻、

嗅覚錯誤、眠気、不眠症、感情不安定、顔面感覚鈍麻、片頭

痛、異常感、知覚過敏、睡眠障害、抑うつ、振戦、神経過

敏、頭重、しびれ感

眼 霧視、視覚障害（視力低下、視野欠損等）

筋・骨格 四肢痛、背部痛、筋痙縮、筋骨格硬直

［7.用法及び用量に関連する注

意］

一部改訂

［9.5妊婦］ 一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

リラグルチド（遺伝子組換え）

7.2 胃腸障害の発現を軽減するため、低用量より投与を開始し、用量の漸

増を行うこと。

良好な忍容性が得られない患者では減量を考慮し、さらに症状が持続する

場合は、休薬を考慮すること。1〜2日間の減量又は休薬で症状が消失すれ

ば、減量前又は休薬前の用量の投与を再開できる。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には本剤を投与せずインスリンを

使用すること。

ラットにおいて最大臨床用量である1.8mg投与時の約18.3倍の曝露量に相

当する1.0mg/kg/日で早期胚死亡の増加、ウサギにおいて最大臨床用量で

ある1.8mg投与時の約0.76倍の曝露量に相当する0.05mg/kg/日で母動物の

摂餌量減少に起因するものと推測される胎児の軽度の骨格異常が認められ

ている。
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［11.2その他の副作用］

一部改訂

ビクトーザ皮下注（ノボノルディスクファーマ）

発現部位 副　作　用

胃腸障害
便秘、悪心、下痢、腹部不快感、消化不良、腹部膨満、

嘔吐、腹痛、胃食道逆流性疾患、胃炎、おくび、鼓腸

肝胆道系障害 肝機能異常、胆嚢炎、胆石症

皮膚及び

皮下組織障害
じん麻疹、そう痒症、紅斑、湿疹、発疹

全身障害及び

投与部位状態

注射部位反応（紅斑、発疹、内出血、疼痛等）、倦怠

感、胸痛

臨床検査
膵酵素（リパーゼ、アミラーゼ等）増加、ALT増加、AST

増加、体重減少

［副作用］ 一部改訂

２６１　外皮用殺菌消毒剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

オラネジン消毒液（大塚製薬工場）  オラネジン液消毒用アプリケータ（大塚製薬工場）

オラネキシジングルコン酸塩

発現部位 副　作　用

皮　膚 適用部位皮膚炎、適用部位紅斑、適用部位そう痒感

注）本剤塗布後1週間前後にあらわれることが多い。

注)

［10.2併用注意］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

タクロリムス水和物（経口剤、注射剤）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グラゾプレビル、

レテルモビル

腎障害等の副作用が発現

することがある。本剤血

中濃度のモニターを行

い、必要に応じ減量・休

薬等の処置を行う。

CYP3A阻害作用により、

本剤の代謝が阻害され、

本剤の血中濃度が上昇す

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

グラゾプレビル、

レテルモビル

本剤の血中濃度が上昇

し、腎障害等の副作用が

発現することがある。本

剤血中濃度のモニターを

行い、必要に応じ減量・

休薬等の処置を行う。

CYP3A阻害作用により、

本剤の代謝が阻害され

る。
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グラセプターカプセル（アステラス製薬）  タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「JG」（日本ジェネリック）

タクロリムスカプセル5mg「JG」（日本ジェネリック）

タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg・2mg・3mg「あゆみ」（あゆみ製薬）

タクロリムス錠5mg「あゆみ」（あゆみ製薬）

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「サンド」（ニプロファーマ＝サンド）

タクロリムスカプセル5mg「サンド」（ニプロファーマ＝サンド）

タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg・2mg・3mg「トーワ」（東和薬品）

タクロリムス錠5mg「トーワ」（東和薬品）  タクロリムス錠0.5mg・1mg「日医工」（日医工）

タクロリムス錠5mg「日医工」（日医工）  タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ニプロ」（ニプロ）

タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」（ニプロ）

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

タクロリムスカプセル5mg「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

プログラフカプセル0.5mg・1mg（アステラス製薬）  プログラフカプセル5mg（アステラス製薬）

プログラフ顆粒（アステラス製薬）  プログラフ注射液（アステラス製薬）

［11.1重大な副作用］ 追記

削除

［11.2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

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

プラリア皮下注シリンジ（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（60mg）

〈効能共通〉

11.1.5 治療中止後の多発性椎体骨折［8.7、17.3.1、17.3.2参照］

〈骨粗鬆症〉

11.1.6 治療中止後の多発性椎体骨折［8.7、17.3.1、17.3.2参照］

発現部位 副　作　用

皮　膚 湿疹、脱毛症、扁平苔癬

［11.2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

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ランマーク皮下注（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg）

発現部位 副　作　用

皮　膚
発疹、そう痒症、皮膚乾燥、脱毛症、多汗症、湿疹、扁平苔

癬
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https://dsu-system.jp/dsu/280/725/notice/notice_725_20190603080622.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/280/725/notice/2198/notice_2198_20190603080804.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/705/notice/notice_705_20190606162542.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/711/notice/notice_711_20190606162609.pdf


［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

〈参考〉

企業報告

マイトマイシン注用（協和発酵キリン）

マイトマイシンC

発現部位 副　作　用

泌尿器

（膀注時）

膀胱炎、血尿、尿意切迫、排尿困難、頻尿、膀胱刺激症

状、膀胱の委縮

［警告］ 一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ベージニオ錠（日本イーライリリー）

アベマシクリブ

間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期

症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患者

の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、本剤の投与を

中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施するととも

に、適切な処置を行うこと。〔「慎重投与」、「重要な基本的注意」、

「重大な副作用」の項参照〕

間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者〔間質性肺疾患が増悪

するおそれがある。（「警告」、「重要な基本的注意」、「重大な副作

用」の項参照）〕

間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、初

期症状（呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患

者の状態を十分に観察すること。また、患者に副作用について説明すると

ともに、間質性肺疾患の初期症状が発現した場合には、速やかに医療機関

を受診するよう説明すること。〔「警告」、「慎重投与」、「重大な副作

用」の項参照〕

間質性肺疾患：

間質性肺疾患があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認

められた場合には、本剤を中止し、必要に応じて、胸部CT、血清マーカー

等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。〔「警告」、「慎

重投与」、「重要な基本的注意」の項参照〕

［慎重投与］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

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）

結核の感染又は既往を有する患者〔結核を発症するおそれがある。（「重

大な副作用」の項参照）〕
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https://dsu-system.jp/dsu/280/515/notice/notice_515_20190521164046.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/807/notice/notice_807_20190523175434.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/809/notice/notice_809_20190605104809.pdf


［慎重投与］ 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

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

キイトルーダ点滴静注（MSD）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

結核の感染又は既往を有する患者〔結核を発症するおそれがある。（「副

作用」の項参照）〕

結核：

結核を発症することがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場

合には、本剤の投与中止等の適切な処置を行うこと。〔「慎重投与」の項

参照〕

発現部位 副　作　用

眼障害
流涙増加、眼乾燥、霧視、ぶどう膜炎、虹彩毛様体炎、虹彩

炎、フォークト・小柳・原田症候群

［禁忌］ 一部改訂

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

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

タイケルブ錠（ノバルティスファーマ）

ラパチニブトシル酸塩水和物

妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投

与」の項参照）

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないため、妊婦又は妊娠してい

る可能性のある女性には投与しないこと。また、妊娠可能な女性には、本

剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行い妊娠しないよう指導

すること。〔動物実験では、ラットで生後21日までに出生児生存率の低値

（60mg/kg/日以上）、母動物毒性及び軽度な胎児異常（骨化促進）

（120mg/kg/日）が認められた。また、ウサギで母動物毒性、胎児体重の

低値及び軽度な骨格変異（60mg/kg/日以上）、流産（120mg/kg/日）が認

められた。〕

授乳中の女性に投与する場合には授乳を避けさせること。〔動物実験

（ラット）でラパチニブを授乳動物に投与したとき、乳児への移行が認め

られている。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/280/700/notice/notice_700_20190604114332.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/280/567/notice/notice_567_20190508131020.pdf


［その他の副作用］ 追記

５２０　漢方製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕（ジェーピーエス製薬）  オースギ半夏厚朴湯エキスG（大杉製薬）

オースギ半夏厚朴湯エキスT錠（大杉製薬）  クラシエ半夏厚朴湯エキス錠（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）  コタロー半夏厚朴湯エキス細粒（小太郎）

三和半夏厚朴湯エキス細粒（三和生薬）  ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒医療用（康和薬通＝大杉製薬）

太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒（太虎精堂）  ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）

テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒（帝國漢方製薬＝帝國製薬）  〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒（東洋薬行）

本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M（本草製薬）

半夏厚朴湯

発現部位 副　作　用

肝　臓 肝機能異常（AST、ALT等の上昇）

［その他の副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ゾフルーザ錠・顆粒（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

発現部位 副　作　用

過敏症 発疹、蕁麻疹、そう痒、血管性浮腫

［相互作用］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

６２９　その他の化学療法剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物

ラブコナゾールはCYP3Aを中程度阻害する。〔「薬物動態」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3Aにより主に代謝

される薬剤（シンバ

スタチン、ミダゾラ

ム等）

これらの薬剤の血中濃

度を上昇させる可能性

がある。〔「薬物動

態」の項参照〕

ラブコナゾールのCYP3A

に対する阻害作用によ

り、これらの薬剤の代謝

が阻害される。

発現部位 副　作　用

消化器
腹部不快感、便秘、消化不良、腹部膨満、上腹部痛、びらん

性胃炎、悪心、嘔吐、下痢、食欲不振

皮　膚 円形脱毛症、皮脂欠乏性湿疹、痒疹、発疹、湿疹、紅斑

その他 口角口唇炎、膀胱炎、高尿酸血症、倦怠感
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〈参考〉

企業報告

ネイリンカプセル（佐藤製薬＝エーザイ）

［警告］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 追記

６３９　その他の生物学的製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

アクテムラ点滴静注用（中外製薬）

トシリズマブ（遺伝子組換え）（点滴静注用）

全身型若年性特発性関節炎患者及び成人スチル病患者では、本剤について

の十分な知識といずれかの疾患の治療の経験をもつ医師が使用すること。

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、成人スチル病、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。

成人発症スチル病の国内臨床試験の安全性解析対象症例27例において、副

作用は23例(85.2%)に認められた。主な副作用は、上気道感染13例

(48.1%)、白癬5例(18.5%)、発疹3例(11.1%)、脂質異常症3例(11.1%)、胃

腸炎3例(11.1%)、歯周病3例(11.1%)、肝機能異常3例(11.1%)等であった。

〔効能追加承認時〕

［その他の注意］ 追記

７９９　他に分類されない治療を主目的としない

医薬品

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

チャンピックス錠（ファイザー）

バレニクリン酒石酸塩

海外で実施された12〜19歳の喫煙者312例を対象とした本剤の有効性・安

全性評価のための無作為化二重盲検プラセボ対照比較試験において、主要

評価項目の投与開始後第9〜12週の4週間持続禁煙率は、バレニクリン群が

プラセボ群と比較して統計学的に有意な増加を示さなかった。
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