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医薬品情報だより Ｎｏ．１８０３ 令和元年７月 25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.280（2019.6）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 2019.7 No.281  厚生労働省 医薬・生活衛生局 監修
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■N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩 ······························································································· 45

■ロートエキス ········································································································································· 45

■ジスチグミン臭化物（点眼剤）(ウブレチド錠 5mg) ····································································· 46

■ネオスチグミンメチル硫酸塩・塩化ナトリウム・塩化カルシウム水和物・

炭酸水素ナトリウム・L-アスパラギン酸カリウム ·········································································· 46

■ブリモニジン酒石酸塩 ······················································································································ 46

■ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン ······················································································ 46

■ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン(トラベルミン配合錠) ···································· 47

■ジソピラミド(リスモダンカプセル 50mg) ························································································· 47

■ジソピラミドリン酸塩(リスモダン R 錠 150mg、リスモダン P 静注 50mg) ······························· 47

■シベンゾリンコハク酸塩(シベノール錠 100mg、シベノール静注 70mg) ······························ 47

■ピルメノール塩酸塩水和物 ············································································································· 48

■エボロクマブ（遺伝子組換え）(レパーサ皮下注 140mg ペン) ················································ 48

■ロスバスタチンカルシウム（下記ジェネリック製品） ···································································· 49

■アメジニウムメチル硫酸塩(リズミック錠 10mg) ············································································ 50

■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） ········································· 50

■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） ····································· 51

■ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・

クロルフェニラミンマレイン酸塩 ······································································································ 52

■ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・

クロルフェニラミンマレイン酸塩 ······································································································ 52

■ジプロフィリン・ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・アセトアミノフェン・ブロモバレリル尿素 ····························· 53

■ジプロフィリン・パパベリン塩酸塩・ジフェンヒドラミン塩酸塩・

エフェドリン塩酸塩・ノスカピン········································································································ 53
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■ジプロフィリン・メトキシフェナミン塩酸塩・ノスカピン・クロルフェニラミンマレイン酸塩 ···· 54

■ペントキシベリンクエン酸塩 ············································································································· 54

■キキョウ流エキス・カンゾウエキス・シャゼンソウエキス・シャクヤクエキス・

ジヒドロコデインリン酸塩 ··················································································································· 54

■コデインリン酸塩水和物(コデインリン酸塩散 1%「シオエ」) ····················································· 55

■ジヒドロコデインリン酸塩 ··················································································································· 56

■ジヒドロコデインリン酸塩・エフェドリン塩酸塩・塩化アンモニウム ········································· 57

■イプラトロピウム臭化物水和物 ······································································································· 57

■ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム ···························· 57

■プロパンテリン臭化物・銅クロロフィリンナトリウム・ケイ酸マグネシウム ································ 57

■炭酸水素ナトリウム・ロートエキス散・ゲンチアナ末・l-メントール ·········································· 58

■ベドリズマブ（遺伝子組換え） ········································································································· 58

■リオチロニンナトリウム(5mcg チロナミン錠) ·················································································· 59

■デキサメタゾン（多発性骨髄腫の効能を有する製剤）(レナデックス錠 4mg) ····················· 59

■ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(セレスタミン配合錠) ·································· 59

■ミトタン ··················································································································································· 60

■オキシブチニン塩酸塩（経口剤）(ポラキス錠 2) ········································································ 60

■プロプラノロール塩酸塩（シロップ剤） ·························································································· 60

■マキサカルシトール（コーアイセイ、扶桑薬品製品） ································································ 61

■イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え） ························································································ 61

■アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 ······························································································· 61

■アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩 ········································································· 63

■ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩 ··················································································· 64

■ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 ··························································································· 66

■メトホルミン塩酸塩（1 日最高投与量が 750mg である製剤） ·················································· 67

■メトホルミン塩酸塩（1 日最高投与量が 2,250mg である製剤）

(メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」) ·················································································· 69

■セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）························································································· 70

■メトトレキサート（下記ジェネリック製品） ························································································ 71

■メトトレキサート（田辺三菱製薬製品） ··························································································· 71

■ロミプロスチム（遺伝子組換え） ······································································································ 72

■ゲムシタビン塩酸塩(ゲムシタビン点滴静注用 200mg・1g「NK」) ·········································· 73

■ゲムシタビン塩酸塩

（非小細胞肺癌に対するシスプラチン併用の用法・用量を有する製剤） ··························· 74

■ヒドロキシカルバミド(ハイドレアカプセル 500mg) ······································································· 74

■オラパリブ ············································································································································· 74

■ニボルマブ（遺伝子組換え） ··········································································································· 75

■パルボシクリブ(イブランスカプセル 25mg・125mg) ···································································· 75

■ポマリドミド(ポマリストカプセル 1mg・2mg・3mg・4mg) ······························································· 76

■ラムシルマブ（遺伝子組換え） ········································································································ 78

■アリメマジン酒石酸塩························································································································ 79

■クレマスチンフマル酸塩 ··················································································································· 79

■クロルフェニラミンマレイン酸塩(ポララミン注 5mg) ···································································· 80

■d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠「武田テバ」) ·························································· 80

■ジフェンヒドラミン塩酸塩(レスタミンコーワ錠 10mg) ·································································· 80

■ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム··················································································· 80

■シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ···································································································· 81

■プロメタジン塩酸塩 ···························································································································· 81

■ヒベンズ酸プロメタジン ····················································································································· 81

■プロメタジンメチレンジサリチル酸塩(ピレチア細粒 10%) ························································· 81
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■ホモクロルシクリジン塩酸塩 ············································································································ 82

■メキタジン(ニポラジン錠 3mg) ········································································································· 82

■コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス ·················································· 82

■標準化スギ花粉エキス原液（舌下液） ·························································································· 83

■スギ花粉エキス原末 ·························································································································· 83

■デュピルマブ（遺伝子組換え） ······································································································· 83

■フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン ······························································· 84

■ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末 ························································· 84

■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フマル酸塩(ゲンボイヤ配合錠) ························································ 84

■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フマル酸塩 ·························································································· 85

■乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子 ································································ 86

■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）(ベリプラスト P コンビセット組織接着用) ················· 87

■アヘンアルカロイド塩酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 ······························································· 88

■アヘンアルカロイド塩酸塩・スコポラミン臭化水素酸塩水和物 ············································· 88

■オキシコドン塩酸塩水和物・ヒドロコタルニン塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物 ·· 88

■モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物 ····································································· 88

［2.禁忌］ 追記

１１４　解熱鎮痛消炎剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

2.1 12歳未満の小児

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラマールOD錠（日本新薬） ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

12歳未満の小児

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃摘

除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。

速やかに改訂添付文書を作成します重要



［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トアラセット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ） トアラセット配合錠「EE」（エルメッド＝日医工）

トアラセット配合錠「JG」（日本ジェネリック） トアラセット配合錠「Me」（MeijiSeikaファルマ＝Meファルマ）

トアラセット配合錠「SN」（シオノケミカル＝江州製薬） トアラセット配合錠「TCK」（辰巳化学）

トアラセット配合錠「TC」（東洋カプセル＝中北薬品） トアラセット配合錠「YD」（陽進堂）

トアラセット配合錠「あすか」（あすか製薬） トアラセット配合錠「オーハラ」（大原薬品工業）

トアラセット配合錠「共創未来」（共創未来ファーマ） トアラセット配合錠「杏林」（キョーリンリメディオ＝ニプロ）

トアラセット配合錠「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）  トアラセット配合錠「サワイ」（沢井製薬）

トアラセット配合錠「サンド」（サンド） トアラセット配合錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

トアラセット配合錠「トーワ」（東和薬品） トアラセット配合錠「日医工」（日医工）

トアラセット配合錠「日新」（日新製薬：山形） トアラセット配合錠「日本臓器」（日本臓器製薬）

トアラセット配合錠「三笠」（三笠製薬） トアラセット配合錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

トアラセット配合錠「マルイシ」（丸石製薬） トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

［8.重要な基本的注意］ 追記

［11.1重大な副作用］ 追記

［重大な副作用］ 追記

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「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

8.4 血小板減少があらわれることがあるので、定期的に臨床検査を行うな

ど観察を十分に行うこと。

11.1.4 血小板減少

血小板減少があらわれることがあるので、定期的に臨床検査を行うなど観

察を十分に行い、異常が認められた場合には減量又は投与中止等の適切な

処置を行うこと。

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロフェドリンS配合錠（キョーリンリメディオ） クロフェドリンS配合シロップ（キョーリンリメディオ）

ニチコデ配合散（日医工） フスコデ配合錠（マイランEPD）

フスコデ配合シロップ（マイランEPD） フスコブロン配合シロップ（武田テバファーマ）

プラコデ配合散（小林化工） プラコデ配合シロップ（小林化工）

ムコブロチン配合シロップ（東和薬品） ライトゲン配合シロップ（帝人ファーマ）

ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン

塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/notice_1375_20190709164945.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3711/notice_3711_20190709155010.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3712/notice_3712_20190711182213.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3713/notice_3713_20190711152558.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3714/notice_3714_20190709144029.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3715/notice_3715_20190709134858.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3716/notice_3716_20190710112319.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3718/notice_3718_20190710163526.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3719/notice_3719_20190709171136.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3727/notice_3727_20190710165339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3731/notice_3731_20190710142831.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3720/notice_3720_20190709142549.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3721/notice_3721_20190709093038.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3722/notice_3722_20190711122046.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3732/notice_3732_20190711144837.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3723/notice_3723_20190708172735.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3728/notice_3728_20190709152650.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3729/notice_3729_20190710100802.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3730/notice_3730_20190706145007.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3726/notice_3726_20190709114210.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3724/notice_3724_20190708173932.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3725/notice_3725_20190709153820.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1375/notice/3733/notice_3733_20190710102312.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1353/notice/3683/notice_3683_20190709173216.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1353/notice/3684/notice_3684_20190709180853.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1353/notice/3685/notice_3685_20190710105256.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/notice_1380_20190710143029.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3770/notice_3770_20190710143115.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3771/notice_3771_20190709152920.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3773/notice_3773_20190709114304.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3772/notice_3772_20190709114333.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3774/notice_3774_20190711145046.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3776/notice_3776_20190711110323.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3775/notice_3775_20190711110407.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3777/notice_3777_20190708172842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1380/notice/3778/notice_3778_20190709141157.pdf


［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カフコデN配合錠（ファイザー）

ジプロフィリン・ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メ

チルエフェドリン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリ

チル酸塩・アセトアミノフェン・ブロモバレリル尿

素

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

２２４　鎮咳去たん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オピセゾールコデイン液（日医工＝三和化学）

キキョウ流エキス・カンゾウエキス・シャゼンソウ

エキス・シャクヤクエキス・ジヒドロコデインリン

酸塩

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

［2.禁忌］ 追記

［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

削除

［9.7小児等］ 削除

［禁忌］ 追記

２２４　鎮咳去たん剤

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コデインリン酸塩水和物

2.2 12歳未満の小児

2.3 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満

の患者

9.1.2 18歳未満の扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の患者

鎮痛には使用しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあ

る。

9.7.2 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の小児

鎮痛には使用しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあ

る。

12歳未満の小児

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1382/notice/notice_1382_20190708103952.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1379/notice/notice_1379_20190709153018.pdf


［重要な基本的注意］ 削除

コデインリン酸塩錠・散10%（大日本住友製薬）  コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」（シオエ＝日本新薬）

コデインリン酸塩散1%「シオエ」（シオエ＝日本新薬）

コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩散1%「第一三共」（第一三共）

コデインリン酸塩散10%「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩水和物「第一三共」原末（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」（武田薬品）  コデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末・コデインリン酸塩散10%「タケダ」（武田薬品）

コデインリン酸塩散1%「マルイシ」（丸石製薬＝ニプロ）  リン酸コデイン散1%「イワキ」（岩城製薬）

リン酸コデイン散1%「コトブキ」（寿製薬）  リン酸コデイン散1%「日医工」（日医工）

リン酸コデイン散1%＜ハチ＞（東洋製化＝小野薬品＝健栄製薬＝丸石製薬＝ニプロ）

リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」（ファイザー）  リン酸コデイン散1%「フソー」（扶桑薬品）

リン酸コデイン散1%「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

リン酸コデイン散1%「メタル」（中北薬品＝山善製薬＝吉田製薬＝日興製薬販売）

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃摘

除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。

［2.禁忌］ 追記

［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

削除

［9.7小児等］ 削除

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

２２４　鎮咳去たん剤

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジヒドロコデインリン酸塩

2.2 12歳未満の小児

2.3 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満

の患者

9.1.2 18歳未満の扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の患者

鎮痛には使用しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあ

る。

9.7.2 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の小児

鎮痛には使用しないこと。重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあ

る。

12歳未満の小児

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の扁桃摘

除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛には使用しないこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3746/notice_3746_20190711085758.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3738/notice_3738_20190711085830.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3745/notice_3745_20190709144655.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3741/notice_3741_20190710145938.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3742/notice_3742_20190709144740.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/notice_1377_20190709144833.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3744/notice_3744_20190709173343.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3739/notice_3739_20190711152053.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3743/notice_3743_20190709173408.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3740/notice_3740_20190709155301.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3748/notice_3748_20190712104201.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3749/notice_3749_20190712104739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3753/notice_3753_20190709153105.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3754/notice_3754_20190712102923.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3755/notice_3755_20190708104301.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3750/notice_3750_20190711120019.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3751/notice_3751_20190708174142.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1377/notice/3752/notice_3752_20190711105918.pdf


ジヒドロコデインリン酸塩散1%「シオエ」（シオエ＝日本新薬）  ジヒドロコデインリン酸塩散1%「第一三共」（第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩散10%「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩「第一三共」原末（第一三共プロファーマ＝第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

ジヒドロコデインリン酸塩「タケダ」原末・ジヒドロコデインリン酸塩散10%「タケダ」（武田薬品）

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「マルイシ」（丸石製薬＝ニプロ）  リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」（日医工）

リン酸ジヒドロコデイン散1%＜ハチ＞（東洋製化＝小野薬品＝健栄製薬＝丸石製薬＝ニプロ）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「フソー」（扶桑薬品）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「メタル」（中北薬品＝吉田製薬＝日興製薬販売）

［禁忌］ 追記

［重要な基本的注意］ 削除

２２４　鎮咳去たん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セキコデ配合シロップ（日医工）

ジヒドロコデインリン酸塩・エフェドリン塩酸塩・

塩化アンモニウム

12歳未満の小児

重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投与

しないこと。

［その他の注意］ 追記

３９４　痛風治療剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ウリアデック錠（三和化学）  トピロリック錠（富士薬品）

トピロキソスタット

海外で実施された心血管疾患を有する痛風患者を対象としたフェブキソス

タットとアロプリノールの二重盲検非劣性試験において、主要評価項目

（心血管死、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中、不安定狭心症に対する

緊急血行再建術の複合エンドポイント）についてはアロプリノール群に対

しフェブキソスタット群で非劣性が示されたものの、副次評価項目のうち

心血管死の発現割合はフェブキソスタット群及びアロプリノール群でそれ

ぞれ4.3%（134/3,098例）、3.2%（100/3,092例）でありフェブキソスタッ

ト群で高かった（ハザード比［95%信頼区間］：1.34［1.03，1.73］）。

心血管死の中では両群ともに心突然死が最も多かった（フェブキソスタッ

ト群2.7%（83/3,098例）、アロプリノール群1.8%（56/3,092例））。ま

た、全死亡の発現割合についても、フェブキソスタット群及びアロプリ

ノール群でそれぞれ7.8%（243/3,098例）、6.4%（199/3,092例）であり

フェブキソスタット群で高かった（ハザード比［95%信頼区間］：

1.22［1.01，1.47］）。
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/notice_1378_20190711085915.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3761/notice_3761_20190710150000.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3762/notice_3762_20190709144915.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3758/notice_3758_20190709145003.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3759/notice_3759_20190711152120.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3757/notice_3757_20190709173431.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3760/notice_3760_20190709155327.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3766/notice_3766_20190709153150.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3767/notice_3767_20190712103244.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3763/notice_3763_20190711120038.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3764/notice_3764_20190708174236.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1378/notice/3765/notice_3765_20190711105954.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1383/notice/notice_1383_20190709153229.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1364/notice/notice_1364_20190705130734.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1364/notice/3699/notice_3699_20190708151514.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

［その他の注意］ 追記

３９４　痛風治療剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェブリク錠（帝人ファーマ）

フェブキソスタット

心血管疾患を有する痛風患者を対象とした海外臨床試験において、アロプ

リノール群に比較してフェブキソスタット群で心血管死の発現割合が高

かったとの報告がある。本剤を投与する場合には心血管疾患の増悪や新た

な発現に注意すること。

海外で実施された心血管疾患を有する痛風患者を対象とした二重盲検非劣

性試験において、主要評価項目（心血管死、非致死性心筋梗塞、非致死性

脳卒中、不安定狭心症に対する緊急血行再建術の複合エンドポイント）に

ついてはアロプリノール群に対しフェブキソスタット群で非劣性が示され

たものの、副次評価項目のうち心血管死の発現割合はフェブキソスタット

群及びアロプリノール群でそれぞれ4.3%（134/3,098例）、3.2% 

（100/3,092例）でありフェブキソスタット群で高かった（ハザード比

［95%信頼区間］：1.34［1.03, 1.73］）。心血管死の中では両群ともに

心突然死が最も多かった（フェブキソスタット群2.7%（83/3,098例）、ア

ロプリノール群1.8%（56/3,092例））。また、全死亡の発現割合について

も、フェブキソスタット群及びアロプリノール群でそれぞれ7.8%

（243/3,098例）、6.4%（199/3,092例）でありフェブキソスタット群で高

かった（ハザード比［95%信頼区間］： 1.22［1.01, 1.47］）。

［禁忌］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

新設

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）

3)重度の肝機能障害のある患者

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害

のある患者、経口摂取が困難な患者等）

6)過度のアルコール摂取者

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特にeGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。

・メトホルミン塩酸塩を少量より開始し、効果を観察しながら徐々に増量

するなど、慎重に投与量を調節することが必要であるため、本剤投与がア

ナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の各単剤の併用療法より適切である

か慎重に判断すること。

・本剤に含まれるアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の量、下表に示

すメトホルミン塩酸塩単剤の1日最高投与量の目安も考慮して、本剤の投

与量を決めること。

2

2

2 2
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新設

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 新設

〈参考〉

Sambol,N.C.,et al.:J.Clin.Pharmacol. 1995;35:1094

メトアナ配合錠（三和化学）

（参考）中等度の腎機能障害のある患者におけるメトホルミン塩酸塩単剤

の1日最高投与量の目安

推算糸球体濾過量（eGFR）

（mL/min/1.73m ）

 メトホルミン塩酸塩としての

1日最高投与量の目安

45≦eGFR＜60 1500mg

30≦eGFR＜45 750mg

*メトホルミン塩酸塩単剤の承認用法は1日量を1日2〜3回分割投与である

が、本剤（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/250mg又は

100mg/500mg）の承認用法は1回1錠を1日2回投与である。

・投与中は、より頻回に腎機能（eGFR等）を確認するなど慎重に経過を観

察し、投与の適否及び投与量の調節を検討すること。

2 *

次に掲げる患者又は状態

軽度〜中等度の腎機能障害

メトホルミンにより、まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあ

る。リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いや

すい状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコー

ル摂取、感染症、高齢者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコー

ル摂取等により患者の状態が急変することもあるので、以下の点に注意す

ること。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合にはより頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、いったん服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。

アルコール（過度の摂取）
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［禁忌］ 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

［併用禁忌］ 新設

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イニシンク配合錠（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）

3)重度の肝機能障害のある患者

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害

のある患者、経口摂取が困難な患者等）

6)過度のアルコール摂取者

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、アログリプチン安息香酸塩及びメトホルミ

ン塩酸塩を腎機能の程度に応じて減量するなど慎重な投与が必要であるた

め、本剤を使用せず、各単剤の併用を検討すること。

2

2

メトホルミンによりまれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある｡

リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい

状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂

取、感染症、高齢者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂

取等により患者の状態が急変することもあるので、以下の点に注意するこ

と。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否を検

討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必要な場合には、よ

り頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、一旦服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。

アルコール（過度の摂取）
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［警告］ 一部改訂

［禁忌］ 一部改訂

削除

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［慎重投与］ 追記

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告され

ている。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期

的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の

高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。

次に示す患者

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）

3)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

4)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害

のある患者、経口摂取が困難な患者等）

5)過度のアルコール摂取者

重度の肝機能障害のある患者

2

高齢者

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特にeGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。

・メトホルミン塩酸塩を少量より開始し、効果を観察しながら徐々に増量

するなど、慎重に投与量を調節することが必要であるため、本剤投与がピ

オグリタゾン及びメトホルミン塩酸塩の各単剤の併用療法より適切である

か慎重に判断すること。

・本剤に含まれるピオグリタゾン及びメトホルミン塩酸塩の量、下表に示

すメトホルミン塩酸塩単剤の1日最高投与量の目安も考慮して、本剤の投

与量を決めること。

（参考）中等度の腎機能障害のある患者におけるメトホルミン塩酸塩単剤

の1日最高投与量の目安

推算糸球体濾過量（eGFR）

（mL/min/1.73m ）

メトホルミン塩酸塩としての

1日最高投与量の目安

45≦eGFR＜60 1,500mg

30≦eGFR＜45 750mg

*メトホルミン塩酸塩単剤の承認用法は1日量を1日2〜3回分割投与である

が、本剤（ピオグリタゾン/メトホルミン塩酸塩として15mg/500mg又は

30mg/500mg）の承認用法は1日1回投与である。

・投与中は、より頻回に腎機能（eGFR等）を確認するなど慎重に経過を観

察し、投与の適否及び投与量の調節を検討すること。

2

2

2 2

2 *

次に掲げる患者又は状態

軽度〜中等度の腎機能障害

軽度〜中等度の肝機能障害

高齢者
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 新設

［高齢者への投与］ 一部改訂

〈参考〉

Sambol,N.C.,et al.:J.Clin.Pharmacol. 1995;35(11):1094-1102

メタクト配合錠LD・HD（武田テバ薬品）

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、一旦服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。

アルコール（過度の摂取）

高齢者では、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また脱水症状

を起こしやすい。これらの状態では乳酸アシドーシスを起こしやすいの

で、以下の点に注意すること。

(1)本剤の投与開始前、投与中は定期的に、特に慎重な経過観察が必要な

場合にはより頻回に腎機能や肝機能を確認するなど十分に観察しながら慎

重に投与すること。

(2)腎機能や脱水症状等患者の状態に十分注意して投与の中止や減量を検

討すること。特に75歳以上の高齢者では、乳酸アシドーシスが多く報告さ

れており、予後も不良であることが多いため、本剤投与の適否をより慎重

に判断すること。

(3)血清クレアチニン値が正常範囲内であっても、年齢によっては実際の

腎機能が低下していることがあるので、eGFR等も考慮して、慎重に患者の

状態を観察すること。
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［禁忌］ 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

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者

(1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

(2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析

患者（腹膜透析を含む）

(3)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞

栓等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

(4)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障

害のある患者、経口摂取が困難な患者等）

(5)過度のアルコール摂取者

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、ビルダグリプチン及びメトホルミン塩酸塩

を腎機能に応じて減量するなど慎重な投与が必要であるため、本剤を使用

せず、各単剤の併用を検討すること。

2

2

本剤の有効成分であるメトホルミンによりまれに重篤な乳酸アシドーシス

を起こすことがある。リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低

酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含

む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢者等が知られている。特に、

脱水、過度のアルコール摂取等により患者の状態が急変することもあるの

で、以下の点に注意すること。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、いったん服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、けん怠感、筋肉痛、過呼吸等）が

あらわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の有効成分であ

るメトホルミンとの併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあるの

で、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を

行う必要がある場合を除く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を

再開しないこと。なお、投与再開時には、患者の状態に注意すること。

 

肝機能障害（肝炎を含む）があらわれることがあるので、本剤投与開始

前、投与開始後1年間は少なくとも3ヵ月毎に、その後も定期的に肝機能検

査を行うこと。ALT(GPT)又はAST(GOT)等の肝機能検査値の異常を認めた場

合には、本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。黄疸や肝機能

障害を示唆するその他の症状があらわれた場合には、本剤の投与を中止す

ること。ビルダグリプチンにおいて、投与中止後に肝酵素の上昇が回復し

たものの、再投与により再発した症例が報告されていることから、黄疸や

肝機能障害を示唆するその他の症状が回復した場合でも本剤を含むビルダ

グリプチンを含有する製剤を再投与しないこと。
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［併用禁忌］ 新設

エクメット配合錠LD・HD（ノバルティスファーマ）

アルコール（過度の摂取）

［警告］ 一部改訂

［禁忌］ 一部改訂

削除

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

新設

［慎重投与］ 追記

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が750mgである

製剤）

重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告され

ている。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期

的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の

高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。

次に示す患者

(1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

(2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析

患者（腹膜透析を含む）

(3)重度の肝機能障害のある患者

(4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞

栓等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

(5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障

害のある患者、経口摂取が困難な患者等）

(6)過度のアルコール摂取者

2

高齢者

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特に、eGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者で

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。

・投与は、少量より開始すること。

・投与中は、より頻回に腎機能（eGFR等）を確認するなど慎重に経過を観

察し、投与の適否及び投与量の調節を検討すること。

・効果不十分な場合は、メトホルミン塩酸塩として1日最高投与量を750mg

まで増量することができるが、効果を観察しながら徐々に増量すること。

また、投与にあたっては、1日量を1日2〜3回に分割投与すること。

2

2

2 2

次に掲げる状態の患者

軽度〜中等度の腎機能障害

軽度〜中等度の肝機能障害

高齢者
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 新設

［高齢者への投与］ 一部改訂

〈参考〉

Sambol,N.C.,et al.:J.Clin.Pharmacol. 1995;35:1094

グリコラン錠（日本新薬）

メトホルミン塩酸塩錠「SN」（シオノケミカル＝武田テバファーマ＝日本ケミファ）

メトホルミン塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、いったん服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳

酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に

中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。ヨー

ド造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時

には、患者の状態に注意すること。

アルコール（過度の摂取）

高齢者では、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また脱水症状

を起こしやすい。これらの状態では乳酸アシドーシスを起こしやすいの

で、以下の点に注意すること。

(1)本剤の投与開始前、投与中は定期的に、特に慎重な経過観察が必要な

場合にはより頻回に腎機能や肝機能を確認するなど十分に観察しながら慎

重に投与すること。

(2)腎機能や脱水症状等患者の状態に十分注意して投与の中止や減量を検

討すること。特に75歳以上の高齢者では、乳酸アシドーシスが多く報告さ

れており、予後も不良であることが多いため、本剤投与の適否をより慎重

に判断すること。

(3)血清クレアチニン値が正常範囲内であっても、年齢によっては実際の

腎機能が低下していることがあるので、eGFR等も考慮して、慎重に患者の

状態を観察すること。
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［禁忌］ 一部改訂

［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

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が2,250mgであ

る製剤）

次に示す患者

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）

3)重度の肝機能障害のある患者

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害

のある患者、経口摂取が困難な患者等）

6)過度のアルコール摂取者

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特に、eGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。

・投与は、少量より開始すること。

・投与中は、より頻回に腎機能（eGFR等）を確認するなど慎重に経過を観

察し、投与の適否及び投与量の調節を検討すること。

・効果不十分な場合は、メトホルミン塩酸塩として1日最高投与量を下表

の目安まで増量することができるが、効果を観察しながら徐々に増量する

こと。また、投与にあたっては、1日量を1日2〜3回分割投与すること。

　　　中等度の腎機能障害のある患者における1日最高投与量の目安

推算糸球体濾過量（eGFR）

（mL/min/1.73m ）
1日最高投与量の目安

45≦eGFR＜60 1,500mg

30≦eGFR＜45 750mg

2

2

2 2

2

次に掲げる状態の患者

軽度〜中等度の腎機能障害
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 新設

メトグルコ錠（大日本住友製薬）  メトホルミン塩酸塩錠MT「DSEP」（第一三共エスファ）

メトホルミン塩酸塩錠MT「JG」（日本ジェネリック）  メトホルミン塩酸塩錠MT「TCK」（辰巳化学）

メトホルミン塩酸塩錠MT「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

メトホルミン塩酸塩錠MT「三和」（三和化学）  メトホルミン塩酸塩錠MT「トーワ」（東和薬品）

メトホルミン塩酸塩錠MT「日医工」（日医工）  メトホルミン塩酸塩錠MT「ニプロ」（ニプロ）

メトホルミン塩酸塩錠MT「ファイザー」（ファイザー）

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、いったん服用を中止し、医師に相談すること。

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳

酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に

中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。ヨー

ド造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時

には、患者の状態に注意すること。

アルコール（過度の摂取）

［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

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）

大腸炎、小腸炎、重度の下痢：

大腸炎、小腸炎、重度の下痢があらわれることがあり、腸炎から穿孔、イ

レウスに至る例が報告されている。観察を十分に行い、持続する下痢、腹

痛、血便等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処

置を行うこと。

［警告］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

パルボシクリブ

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。
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［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

イブランスカプセル（ファイザー）

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、患者の状態を十分に観察し、

異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、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

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）

大腸炎、小腸炎、重度の下痢：

大腸炎、小腸炎、重度の下痢があらわれることがあり、腸炎から穿孔、イ

レウスに至る例が報告されている。観察を十分に行い、持続する下痢、腹

痛、血便等の症状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。

［重要な基本的注意］ 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

ミティキュアダニ舌下錠（鳥居薬品）

コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ

抽出エキス

本剤の投与にあたっては、事前に患者等に対して次の点を十分に説明、指

導すること。

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避け、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラ

キシー等の副作用の発現に注意する。

［重要な基本的注意］ 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

シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（舌下液）

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避けるよう、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナ

フィラキシー等の副作用の発現に注意するよう患者等に指導すること。
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改訂添付文書の作成に時間を要することがあります

［重要な基本的注意］ 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

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉エキス原末

本剤の投与にあたっては、事前に患者等に対して次の点を十分に説明、指

導すること。

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避け、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラ

キシー等の副作用の発現に注意する。

［重要な基本的注意］ 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

アシテアダニ舌下錠（塩野義製薬）

ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエ

キス原末

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避けるよう、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナ

フィラキシー等の副作用の発現に注意するよう患者等に指導すること。

その他

［禁忌］ 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

アルプラゾラム錠「アメル」（共和薬品工業）  アルプラゾラム錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

アルプラゾラム錠「トーワ」（東和薬品）  コンスタン錠（武田テバ薬品）

ソラナックス錠（ファイザー）

アルプラゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

ルネスタ錠（エーザイ）

エスゾピクロン

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1360/notice/notice_1360_20190711090619.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1363/notice/notice_1363_20190710161241.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/999/notice/2725/notice_2725_20190711093624.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/999/notice/2726/notice_2726_20190708140259.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/999/notice/2727/notice_2727_20190710142417.pdf


［禁忌］ 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

セレナール錠・散（アルフレッサファーマ）

オキサゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

セパゾン錠・散（第一三共）

クロキサゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

メンドンカプセル（マイランEPD）

クロラゼプ酸二カリウム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

クロルジアゼポキシド錠・散「ツルハラ」（鶴原製薬）  コントール錠（武田テバ薬品）

コントール散（武田テバ薬品）  バランス錠（丸石製薬）

バランス散（丸石製薬）

クロルジアゼポキシド

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［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

ジアゼパム錠「アメル」（共和薬品工業＝日本ジェネリック）  ジアゼパム散「アメル」（共和薬品工業）

ジアゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）  ジアゼパム注射液「タイヨー」（武田テバファーマ）

ジアゼパム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ジアゼパム錠「トーワ」（東和薬品）

ジアパックス錠（大鵬薬品）  セルシン錠・散（武田テバ薬品）

セルシンシロップ（武田テバ薬品）  セルシン注射液（武田テバ薬品）

ダイアップ坐剤（高田製薬）  ホリゾン錠・散（丸石製薬）

ホリゾン注射液（丸石製薬）

ジアゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1004/notice/notice_1004_20190710145717.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1005/notice/notice_1005_20190709115119.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1006/notice/2733/notice_2733_20190709142826.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1006/notice/2736/notice_2736_20190708191331.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1006/notice/2735/notice_2735_20190708191339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2741/notice_2741_20190711083211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2742/notice_2742_20190712111444.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2743/notice_2743_20190708140314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2748/notice_2748_20190712110432.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2750/notice_2750_20190708191411.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1007/notice/2749/notice_2749_20190708191423.pdf


［禁忌］ 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

アモバン錠（サノフィ＝日医工）  アモバンテス錠（小林化工＝全星薬品＝ファイザー）

ゾピクロン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ゾピクロン錠「サワイ」（沢井製薬）

ゾピクロン錠「トーワ」（東和薬品）

ゾピクロン

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

ゾルピデム酒石酸塩錠「AA」（あすか製薬＝武田薬品）  ゾルピデム酒石酸塩錠「AFP」（アルフレッサファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「DK」（大興製薬＝三和化学）  ゾルピデム酒石酸塩錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「EE」（エルメッド＝日医工）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「EE」（エルメッド＝日医工）

ゾルピデム酒石酸塩錠「FFP」（富士フイルム富山化学）  ゾルピデム酒石酸塩錠「F」（富士製薬工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「JG」（日本ジェネリック）  ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」（共創未来ファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「KN」（小林化工）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「KN」（小林化工）

ゾルピデム酒石酸塩錠「KOG」（東洋カプセル＝日本薬品工業）  ゾルピデム酒石酸塩錠「NPI」（東洋カプセル＝日本薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「NP」（ニプロ）  ゾルピデム酒石酸塩錠「TCK」（辰巳化学）

ゾルピデム酒石酸塩錠「YD」（陽進堂）  ゾルピデム酒石酸塩錠「ZE」（全星薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「オーハラ」（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ゾルピデム酒石酸塩錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ゾルピデム酒石酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「サンド」（サンド）  ゾルピデム酒石酸塩錠「タカタ」（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩内用液「タカタ」（高田製薬）

ゾルピデム酒石酸塩錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩錠「トーワ」（東和薬品）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「トーワ」（東和薬品）

ゾルピデム酒石酸塩錠「日医工」（日医工）  ゾルピデム酒石酸塩OD錠「日医工」（日医工）

ゾルピデム酒石酸塩錠「日新」（日新製薬：山形＝科研製薬）  ゾルピデム酒石酸塩錠「ファイザー」（ファイザー）

ゾルピデム酒石酸塩錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）  ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム「モチダ」（救急薬品＝持田製薬）

マイスリー錠（アステラス製薬）

ゾルピデム酒石酸塩

急性閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがあ

る。〕

［禁忌］ 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

トリアゾラム錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  トリアゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工）

トリアゾラム錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）  トリアゾラム錠「KN」（小林化工）

トリアゾラム錠「TCK」（辰巳化学）  トリアゾラム錠「テバ」（武田テバファーマ）

トリアゾラム錠「日医工」（日医工）  トリアゾラム錠「日新」（日新製薬：山形）

ハルシオン錠（ファイザー）  ハルラック錠（富士薬品＝共和薬品工業）

トリアゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1008/notice/notice_1008_20190710162722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1008/notice/2752/notice_2752_20190711110129.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1008/notice/2755/notice_2755_20190710142636.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1008/notice/2753/notice_2753_20190711083230.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1008/notice/2754/notice_2754_20190708140325.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2765/notice_2765_20190702171919.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2767/notice_2767_20190709131737.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2768/notice_2768_20190709164925.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2769/notice_2769_20190710164527.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2759/notice_2759_20190710164604.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2770/notice_2770_20190709150139.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2773/notice_2773_20190703113729.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2774/notice_2774_20190711110141.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2760/notice_2760_20190711110555.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2775/notice_2775_20190709143328.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2776/notice_2776_20190709143345.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2777/notice_2777_20190708145016.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2778/notice_2778_20190704101627.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2780/notice_2780_20190708105158.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2782/notice_2782_20190703192535.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2794/notice_2794_20190710142704.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2783/notice_2783_20190705135727.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2784/notice_2784_20190710103749.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2785/notice_2785_20190711083241.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2761/notice_2761_20190711083252.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2787/notice_2787_20190709101138.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2764/notice_2764_20190709101153.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2789/notice_2789_20190708140354.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2762/notice_2762_20190708140407.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2791/notice_2791_20190710133115.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2763/notice_2763_20190710133210.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2792/notice_2792_20190710101814.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2790/notice_2790_20190710142514.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2793/notice_2793_20190711171253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/2758/notice_2758_20190704092957.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1012/notice/notice_1012_20190703151248.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2798/notice_2798_20190710133046.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2799/notice_2799_20190711150507.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2800/notice_2800_20190711110219.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2801/notice_2801_20190704101651.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2803/notice_2803_20190710133226.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/2804/notice_2804_20190710100731.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1014/notice/notice_1014_20190710142628.pdf


［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

ニトラゼパム錠「JG」（日本ジェネリック）  ニトラゼパム錠・細粒「TCK」（辰巳化学）

ニトラゼパム錠「イセイ」（コーアイセイ）  ニトラゼパム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

ニトラゼパム錠「テバ」（武田テバファーマ）  ニトラゼパム錠「トーワ」（東和薬品）

ネルボン錠・散（アルフレッサファーマ）  ベンザリン錠・細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ニトラゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

ソメリン細粒・錠（アルフレッサファーマ）

ハロキサゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

エリスパン錠（大日本住友製薬）

フルジアゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

コレミナール錠・細粒（沢井製薬＝田辺三菱製薬）

フルタゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

レスタス錠（日本ジェネリック）

フルトプラゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

DSU281 -24-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1015/notice/2812/notice_2812_20190704101703.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1015/notice/2808/notice_2808_20190702155735.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1015/notice/2809/notice_2809_20190709142924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1015/notice/2811/notice_2811_20190708140426.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1017/notice/notice_1017_20190703114019.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1019/notice/notice_1019_20190711084100.pdf


［禁忌］ 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

サイレース錠（エーザイ）  サイレース静注（エーザイ）

フルニトラゼパム錠「JG」（日本ジェネリック）  フルニトラゼパム錠「TCK」（辰巳化学）

フルニトラゼパム錠「アメル」（共和薬品工業）

フルニトラゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

ダルメートカプセル（共和薬品工業）

フルラゼパム塩酸塩

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

ブロチゾラム錠「AFP」（アルフレッサファーマ）  ブロチゾラム錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ブロチゾラムM錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工）  ブロチゾラム錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）

ブロチゾラムOD錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）  ブロチゾラム錠「NP」（ニプロ）

ブロチゾラム錠「TCK」（辰巳化学）  ブロチゾラム錠「YD」（陽進堂）

ブロチゾラム錠「アメル」（共和薬品工業）  ブロチゾラムOD錠「アメル」（共和薬品工業）

ブロチゾラム錠「オーハラ」（大原薬品工業）  ブロチゾラム錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

ブロチゾラムOD錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）  ブロチゾラム錠「テバ」（武田テバファーマ）

ブロチゾラムOD錠「テバ」（武田テバファーマ）  ブロチゾラム錠「トーワ」（東和薬品）

ブロチゾラム錠「日医工」（日医工）  ブロチゾラム錠「日新」（日新製薬：山形＝第一三共エスファ）

ブロチゾラム錠「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  レンドルミン錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

レンドルミンD錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

セニラン錠1mg・3mg（サンド）  セニラン錠2mg・5mg・細粒（サンド＝日本ジェネリック）

セニラン坐剤（サンド）  レキソタン錠・細粒（中外製薬＝エーザイ）

ブロマゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1021/notice/2821/notice_2821_20190704101715.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2825/notice_2825_20190710133127.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2832/notice_2832_20190711150516.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2826/notice_2826_20190711150526.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2833/notice_2833_20190708145047.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2834/notice_2834_20190704101726.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2837/notice_2837_20190703173258.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2838/notice_2838_20190711093744.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2828/notice_2828_20190711093757.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2840/notice_2840_20190708140441.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2842/notice_2842_20190710133244.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2843/notice_2843_20190710162233.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2841/notice_2841_20190709135924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/notice_1023_20190702152522.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1023/notice/2844/notice_2844_20190702152540.pdf


［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

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

ミダゾラム注射液「テバ」（武田テバファーマ）  ミダフレッサ静注（アルフレッサファーマ）

ミダゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

メレックス錠・細粒（第一三共）

メキサゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

メダゼパム錠（ツルハラ）（鶴原製薬）  レスミット錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

メダゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

塩酸リルマザホン錠「MEEK」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）  リスミー錠（共和薬品工業）

リルマザホン塩酸塩水和物

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

メイラックス錠（MeijiSeikaファルマ）  メイラックス細粒（MeijiSeikaファルマ）

ロフラゼプ酸エチル錠「SN」（シオノケミカル＝ファイザー＝武田テバファーマ＝江州製薬）

ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」（沢井製薬）  ロフラゼプ酸エチル錠「トーワ」（東和薬品）

ロフラゼプ酸エチル錠「日医工」（日医工）

ロフラゼプ酸エチル

急性閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇し、症状が悪化するおそれがあ

る。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1025/notice/notice_1025_20190708191431.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1026/notice/notice_1026_20190710145734.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1027/notice/2855/notice_2855_20190709142958.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1028/notice/2857/notice_2857_20190711110232.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/notice_1029_20190711171307.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/2860/notice_2860_20190711171318.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/2861/notice_2861_20190709143919.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/2862/notice_2862_20190711083316.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/2863/notice_2863_20190708140455.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1029/notice/3559/notice_3559_20190710133307.pdf


［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

ロラゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）  ロラピタ静注（ファイザー）

ワイパックス錠（ファイザー）

ロラゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 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

エバミール錠（バイエル薬品）  ロラメット錠（あすか製薬＝武田薬品）

ロルメタゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ランドセン錠・細粒（大日本住友製薬）  リボトリール錠・細粒（太陽ファルマ）

クロナゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１１３　抗てんかん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

マイスタン錠・細粒（大日本住友製薬＝アルフレッサファーマ）

クロバザム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧を上昇させるおそれがある。〕

DSU281 -27-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1030/notice/2865/notice_2865_20190711083329.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1030/notice/notice_1030_20190710142742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1032/notice/2870/notice_2870_20190703114122.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1032/notice/notice_1032_20190704180253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1033/notice/notice_1033_20190703125810.pdf


［禁忌］ 一部改訂

削除

［併用禁忌］ 一部改訂

追記

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ナトリウム（注射剤）

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

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

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。

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。
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削除

［併用注意］ 一部改訂

追記

削除

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

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。

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/281/1120/notice/notice_1120_20190625113232.pdf


［併用注意］ 一部改訂

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

セレコックス錠（アステラス製薬）

セレコキシブ

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アスピリン 本剤と低用量アスピリン（1日

325mg以下）を併用した場合、本

剤のみを服用したときに比べて消

化性潰瘍・消化管出血等の発生率

が高くなることが報告されてい

る。

アスピリンの併用によ

りNSAIDの消化性潰

瘍・消化管出血等を助

長させると考えられて

いる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

抗血小板薬

（クロピド

グレル等）

本剤と抗血小板薬を併用した場

合、本剤のみを服用したときに比

べて消化管出血の発生率が高くな

ることが報告されている。

これらの薬剤は血小板

凝集抑制作用を有する

ため、NSAIDの消化管

出血を助長させると考

えられている。

［禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラマールOD錠（日本新薬）  ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）

［禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者〔重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1123/notice/notice_1123_20190703151408.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1461/notice/notice_1461_20190709174251.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1461/notice/3795/notice_3795_20190709174211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1457/notice/notice_1457_20190709174439.pdf


［2.禁忌］ 一部改訂

［9.7小児等］ 一部改訂

［禁忌］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トアラセット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ）  トアラセット配合錠「EE」（エルメッド＝日医工）

トアラセット配合錠「JG」（日本ジェネリック）  トアラセット配合錠「Me」（MeijiSeikaファルマ＝Meファルマ）

トアラセット配合錠「SN」（シオノケミカル＝江州製薬）  トアラセット配合錠「TCK」（辰巳化学）

トアラセット配合錠「TC」（東洋カプセル＝中北薬品）  トアラセット配合錠「YD」（陽進堂）

トアラセット配合錠「あすか」（あすか製薬）  トアラセット配合錠「オーハラ」（大原薬品工業）

トアラセット配合錠「共創未来」（共創未来ファーマ）  トアラセット配合錠「杏林」（キョーリンリメディオ＝ニプロ）

トアラセット配合錠「ケミファ」（日本薬品工業＝日本ケミファ）  トアラセット配合錠「サワイ」（沢井製薬）

トアラセット配合錠「サンド」（サンド）  トアラセット配合錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

トアラセット配合錠「トーワ」（東和薬品）  トアラセット配合錠「日医工」（日医工）

トアラセット配合錠「日新」（日新製薬：山形）  トアラセット配合錠「日本臓器」（日本臓器製薬）

トアラセット配合錠「三笠」（三笠製薬）  トアラセット配合錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

トアラセット配合錠「マルイシ」（丸石製薬）  トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

2.1 12歳未満の小児［9.7.1参照］

9.7.1 12歳未満の小児

投与しないこと。海外において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸

抑制のリスクが高いとの報告がある。［2.1 参照］

 12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アーテン錠・散（ファイザー）  塩酸トリヘキシフェニジル錠「NP」（ニプロ）

セドリーナ錠（第一三共）

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠・散「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）  トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「タイヨー」（武田テバファーマ）  トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「タカタ」（高田製薬）

トリヘキシン錠（キョーリンリメディオ）  パキソナール散・錠（高田製薬）

パーキネス錠（東和薬品）

トリヘキシフェニジル塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1485/notice/3821/notice_3821_20190708174041.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/notice_1034_20190710142838.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/2882/notice_2882_20190708145135.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/2873/notice_2873_20190710145746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/2876/notice_2876_20190709101224.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/2880/notice_2880_20190709101240.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1034/notice/2881/notice_2881_20190708140933.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アキネトン細粒・錠（大日本住友製薬）  ビペリデン塩酸塩錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）

ビペリデン塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  ビペリデン塩酸塩錠・散「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ビペリデン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アキネトン注射液（大日本住友製薬）  乳酸ビペリデン注「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

乳酸ビペリデン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トリモール錠・細粒（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ピロヘプチン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ペントナ散・錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

マザチコール塩酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

DSU281 -32-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1036/notice/notice_1036_20190703114155.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1036/notice/2886/notice_2886_20190711083350.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1036/notice/2887/notice_2887_20190709140427.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1038/notice/notice_1038_20190703114225.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1038/notice/2892/notice_2892_20190709140512.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1045/notice/notice_1045_20190709140244.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アミトリプチリン塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  トリプタノール錠（日医工）

アミトリプチリン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アモキサンカプセル・細粒（ファイザー）

アモキサピン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［併用禁忌］ 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

アモキサンカプセル・細粒（ファイザー）

アモキサピン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

モノアミン酸

化酵素(MAO)

阻害剤（セレ

ギリン塩酸

塩、ラサギリ

ンメシル

酸塩）

発汗、不穏、全身痙攣、異常高

熱、昏睡等があらわれることがあ

る。なお、MAO阻害剤の投与を受け

た患者に本剤を投与する場合に

は、少なくとも2週間の間隔をお

き、また、本剤からMAO阻害剤に切

り替えるときには、2〜3日間の間

隔をおくことが望ましい。

詳細は不明である

が、相加・相乗作用

によると考えられて

いる。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イミドール糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  トフラニール錠（アルフレッサファーマ）

イミプラミン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1046/notice/2903/notice_2903_20190711083405.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1046/notice/notice_1046_20190710133338.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1047/notice/notice_1047_20190710142929.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1048/notice/2906/notice_2906_20190709140339.pdf


［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エチゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工）  エチゾラム錠・細粒「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

エチゾラム錠「KN」（小林化工）  エチゾラム錠「NP」（ニプロ）

エチゾラム錠「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬）  エチゾラム錠0.25mg「TCK」（辰巳化学）

エチゾラム錠0.5mg・1mg「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）  エチゾラム錠「アメル」（共和薬品工業）

エチゾラム錠「オーハラ」（大原薬品工業）  エチゾラム錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

エチゾラム錠「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）  エチゾラム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

エチゾラム錠「トーワ」（東和薬品）  エチゾラム錠「日医工」（日医工）

エチゾラム錠「日新」（日新製薬：山形）  エチゾラム錠「フジナガ」（藤永製薬＝第一三共）

デゾラム錠（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）  デパス錠・細粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

エチゾラム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

削除

［重要な基本的注意］ 一部改訂

追記

［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〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

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

6歳未満の患者における有効性及び安全性は確立していない。〔「臨床成

績」の項参照〕

18歳未満で本剤により薬物治療を開始した患者において、18歳以降も継続

して本剤を投与する場合には、治療上の有益性と危険性を考慮して慎重に

投与するとともに、定期的に本剤の有効性及び安全性を評価し、有用性が

認められない場合には、投与中止を考慮し、漫然と投与しないこと。

本剤を投与する医師又は医療従事者は、投与前に患者（小児の場合には患

者及び保護者又はそれに代わる適切な者）に対して、本剤の治療上の位置

づけ及び本剤投与による副作用発現等のリスクについて、十分な情報を提

供するとともに、適切な使用方法について指導すること。

自殺念慮や自殺行為があらわれることがあるので、患者の状態を注意深く

観察すること。また、患者（小児の場合には患者及び保護者又はそれに代

わる適切な者）に対し、これらの症状・行為があらわれた場合には、速や

かに医療機関に連絡するよう指導すること。

本剤の投与開始時及び用量調節時に副作用（傾眠、血圧低下等）により投

与中止に至った症例が認められていることから、本剤の投与中（特に投与

開始時及び用量調節時）においては、患者の状態を慎重に観察し、用量の

調節を行うこと。

6歳以上18歳未満のAD/HD患者を対象とした臨床試験における安全性評価対

象症例254例中、副作用（臨床検査値異常変動を含む）は190例(74.8%)に

認められた。主なものは、傾眠146例(57.5%)、血圧低下39例(15.4%)、頭

痛31例(12.2%)であった。

18歳以上のAD/HD患者を対象とした臨床試験における安全性評価対象症例

230例中、副作用（臨床検査値異常変動を含む）は195例(84.8%)に認めら

れた。主なものは、傾眠95例(41.3%)、口渇77例(33.5%)、めまい66例

(28.7%)、血圧低下60例(26.1%)であった。
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1050/notice/2910/notice_2910_20190710133155.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロチアゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）  クロチアゼパム錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

クロチアゼパム錠「トーワ」（東和薬品）  クロチアゼパム錠「日医工」（日医工）

リーゼ錠・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロチアゼパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アナフラニール錠（アルフレッサファーマ）  アナフラニール点滴静注液（アルフレッサファーマ）

クロミプラミン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1051/notice/2926/notice_2926_20190711083418.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1051/notice/2927/notice_2927_20190709143044.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1051/notice/2928/notice_2928_20190708141013.pdf
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［10.1併用禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ジェイゾロフト錠・OD錠（ファイザー）  セルトラリン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

セルトラリン錠「JG」（日本ジェネリック）

セルトラリン錠25mg・50mg「TCK」（辰巳化学＝フェルゼンファーマ）

セルトラリン錠100mg「TCK」（辰巳化学）  セルトラリン錠「YD」（陽進堂）

セルトラリン錠「アメル」（共和薬品工業）  セルトラリンOD錠「アメル」（共和薬品工業）

セルトラリン錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  セルトラリン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

セルトラリン錠「ケミファ」（日本ケミファ）  セルトラリン錠「サワイ」（沢井製薬）

セルトラリン錠「サンド」（サンド）  セルトラリン錠「三和」（三和化学）

セルトラリン錠「タカタ」（高田製薬）  セルトラリン錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

セルトラリン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  セルトラリン錠「トーワ」（東和薬品）

セルトラリンOD錠「トーワ」（東和薬品）  セルトラリン錠「日医工」（日医工）

セルトラリン錠「ニプロ」（ニプロ）  セルトラリン錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

塩酸セルトラリン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

MAO阻害剤

（セレギリン

塩酸塩、ラサ

ギリンメシル

酸塩）

［2.2､11.1.1

参照］

発汗、不穏、全身痙攣、異常高

熱、昏睡等の症状があらわれるこ

とがある。なお、MAO阻害剤の投

与を受けた患者に本剤を投与する

場合、また本剤投与後にMAO阻害

剤を投与する場合には、14日間以

上の間隔をおくこと。

セロトニンの分解が

阻害され、脳内セロ

トニン濃度が高まる

と考えられる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

MAO阻害剤

（セレギリン

塩酸塩、ラサ

ギリンメシル

酸塩）

発汗、不穏、全身痙攣、異常高

熱、昏睡等の症状があらわれるこ

とがある。なお、MAO阻害剤の投

与を受けた患者に本剤を投与する

場合、また本剤投与後にMAO阻害

剤を投与する場合には、14日間以

上の間隔をおくこと。

セロトニンの分解が

阻害され、脳内セロ

トニン濃度が高まる

と考えられる。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プロチアデン錠（科研製薬＝日医工）

ドスレピン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

排尿困難のある患者〔抗コリン作用により、症状を悪化させることがあ

る。〕

開放隅角緑内障又は眼内圧亢進のある患者〔抗コリン作用により眼圧が上

昇し、症状を悪化させることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/notice_1164_20190626153410.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3336/notice_3336_20190709165015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3337/notice_3337_20190711182330.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3348/notice_3348_20190627181747.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3343/notice_3343_20190709094756.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3344/notice_3344_20190708084914.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3345/notice_3345_20190703163556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3346/notice_3346_20190701152056.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3333/notice_3333_20190701152107.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3349/notice_3349_20190705095008.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3347/notice_3347_20190708145204.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1164/notice/3350/notice_3350_20190710112244.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1053/notice/notice_1053_20190710104909.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スルモンチール錠・散（塩野義製薬＝共和薬品工業）

トリミプラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ノリトレン錠（大日本住友製薬）

ノルトリプチリン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［慎重投与］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［高齢者への投与］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ノリトレン錠（大日本住友製薬）

ノルトリプチリン塩酸塩

眼圧上昇のある患者〔眼圧上昇が悪化するおそれがある。〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

抗コリン作用を有す

る薬剤（フェノチア

ジン系薬剤、ブチロ

フェノン系薬剤等）

口渇、便秘、排尿困難、

眼圧上昇等があらわれる

ことがある。

併用により抗コリン作

用が増強される。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

バルプロ酸ナトリウ

ム

本剤の作用が増強するこ

とがある。

併用により本剤の血中

濃度が上昇する。

発現部位 副　作　用

抗コリン作用 口渇、便秘、排尿困難、視調節障害、鼻閉、眼圧上昇

少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与するこ

と。〔高齢者では、起立性低血圧、ふらつき、抗コリン作用による口渇、

排尿困難、便秘、眼圧上昇等があらわれやすい。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1055/notice/notice_1055_20190703114239.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1142/notice/notice_1142_20190703114251.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オーラップ錠・細粒（アステラス製薬）

ピモジド

HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含有する薬剤、インジナビル、ネ

ルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビルを含有す

る薬剤）、アゾール系抗真菌剤（外用剤を除く：イトラコナゾール、ボリ

コナゾール、ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール）、テ

ラプレビル、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、キヌプリスチン・

ダルホプリスチン、アプレピタント、ホスアプレピタント、コビシスタッ

トを含有する薬剤、レテルモビル、オムビタスビル・パリタプレビル・リ

トナビル、パロキセチン、フルボキサミン、セルトラリン、エスシタロプ

ラムを投与中の患者（「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

HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナ

ビルを含有する薬剤、インジナ

ビル、ネルフィナビル、アタザ

ナビル、ホスアンプレナビル、

ダルナビルを含有する薬剤）、

アゾール系抗真菌剤（外用剤を

除く：イトラコナゾール、ボリ

コナゾール、ミコナゾール、フ

ルコナゾール、ホスフルコナ

ゾール）、テラプレビル、クラ

リスロマイシン、エリスロマイ

シン、キヌプリスチン・ダルホ

プリスチン、アプレピタント、

ホスアプレピタント、コビシス

タットを含有する薬剤、レテル

モビル

QT延長、心室性不整

脈等の重篤な副作用

を起こすおそれがあ

る。

これらの薬剤が

チトクロム

P450(CYP3A4)に

よる薬物代謝を

阻害し、本剤の

血中濃度が上昇

するおそれがあ

る。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ベタナミン錠（三和化学）

ペモリン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1165/notice/notice_1165_20190708134314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1056/notice/notice_1056_20190702175818.pdf


［併用禁忌］ 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

イフェクサーSRカプセル（ファイザー＝大日本住友製薬）

ベンラファキシン塩酸塩

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

モノアミン酸

化酵素(MAO)

阻害剤（セレ

ギリン塩酸

塩、ラサギリ

ンメシル酸

塩）

本剤又は他の抗うつ剤で、併用に

より発汗、不穏、全身痙攣、異常

高熱、昏睡等の症状があらわれる

ことがある。なお、MAO阻害剤の

投与を受けた患者に本剤を投与す

る場合は14日間以上、本剤投与後

にMAO阻害剤を投与する場合は7

日間以上の間隔をおくこと。

主にMAO阻害剤によ

る神経外アミン総量

の増加及び抗うつ剤

によるモノアミン作

動性神経終末におけ

るアミン再取り込み

阻害によると考えら

れる。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロンモリン錠（高田製薬）  マプロチリン塩酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

マプロチリン塩酸塩錠「タカタ」（高田製薬）  ルジオミール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

マプロチリン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1174/notice/notice_1174_20190626153503.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1057/notice/2937/notice_2937_20190709101253.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1057/notice/2939/notice_2939_20190709101306.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1057/notice/notice_1057_20190711142020.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コンサータ錠（ヤンセンファーマ）  リタリン錠（ノバルティスファーマ）

メチルフェニデート塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧を上昇させるおそれがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔眼圧を上昇させるおそれがある。〕

［併用注意］ 一部改訂

［取扱い上の注意］ 新設

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コンサータ錠（ヤンセンファーマ）

メチルフェニデート塩酸塩（徐放錠）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

三環系抗うつ剤（イミプラ

ミン等）、選択的セロトニ

ン再取り込み阻害剤（フル

ボキサミン、パロキセチ

ン、セルトラリン、エスシ

タロプラム）

三環系抗うつ剤、選

択的セロトニン再取

り込み阻害剤の作用

を増強することがあ

る。

本剤はこれらの薬剤

の代謝を阻害すると

考えられる。

本剤は浸透圧による薬物放出制御システムを利用した製剤であり、吸湿に

より薬物放出挙動が影響を受ける可能性があるため、服用直前までPTP

シートから取り出さないこと（本剤をPTPシートから取り出し一包化調剤

することは避けること）。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アンプリット錠（第一三共）

ロフェプラミン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１８　総合感冒剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ペレックス配合顆粒（大鵬薬品）  小児用ペレックス配合顆粒（大鵬薬品）

サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェ

イン・クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1058/notice/notice_1058_20190702162106.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1058/notice/2941/notice_2941_20190711164845.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/653/notice/notice_653_20190701130302.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1059/notice/notice_1059_20190710145802.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１１８　総合感冒剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

PL配合顆粒（シオノギファーマ＝塩野義製薬）  幼児用PL配合顆粒（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

サラザック配合顆粒（武田テバファーマ）

セラピナ配合顆粒（シオノケミカル＝ファイザー＝日本ジェネリック＝江州製薬）

トーワチーム配合顆粒（東和薬品）

ピーエイ配合錠（全星薬品＝沢井製薬＝ニプロ＝ニプロESファーマ）

マリキナ配合顆粒（鶴原製薬＝日医工）

サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェ

イン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔本剤中のプロメタジンメチレンジサリチル酸塩が

有する抗コリン作用により眼圧が上昇し､症状を悪化させることがある｡〕

開放隅角緑内障の患者〔本剤中のプロメタジンメチレンジサリチル酸塩が

有する抗コリン作用により眼圧が上昇し､症状を悪化させることがある｡〕

［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「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ドネペジル塩酸塩OD錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ドネペジル塩酸塩錠・OD錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

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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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 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

サノレックス錠（富士フイルム富山化学）

マジンドール

閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇するおそれがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇するおそれがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２２　骨格筋弛緩剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ロキシーン注（東菱薬品工業＝日医工）

プリジノールメシル酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

チアトンカプセル（マイランEPD）  チキジウム臭化物カプセル「サワイ」（沢井製薬）

チキジウム臭化物カプセル・顆粒「ツルハラ」（鶴原製薬）  チキジウム臭化物カプセル「トーワ」（東和薬品）

チキジウム臭化物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［慎重投与］ 一部改訂

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

グランダキシン錠・細粒（持田製薬）  トフィソパム細粒「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

トフィソパム錠「サワイ」（沢井製薬）  トフィソパム細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）

トフィソパム錠「トーワ」（東和薬品）  トフィソパム錠「日医工」（日医工）

トフィソパム

急性閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪

化させることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水

和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［慎重投与］ 追記

アトワゴリバース静注シリンジ（テルモ）

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プロ・バンサイン錠（ファイザー）

プロパンテリン臭化物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トランコロン錠（アステラス製薬）  メペンゾラート臭化物錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

メペンゾラート臭化物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トランコロンP配合錠（アステラス製薬）

メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

１３１　眼科用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

硫酸アトロピン「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

アトロピン硫酸塩水和物（粉末剤）

（経口用剤として）

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

（経口用剤として用いる場合）

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1066/notice/notice_1066_20190702203518.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1067/notice/notice_1067_20190710143123.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アトロピン注シリンジ「テルモ」（テルモ）

アトロピン硫酸塩注「タナベ」（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）

アトロピン硫酸塩注「フソー」（扶桑薬品＝アルフレッサファーマ）

アトロピン硫酸塩水和物（注射剤）

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ハイスコ皮下注（杏林製薬）

スコポラミン臭化水素酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セスデンカプセル・細粒（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）  セスデン注射液（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）

ゼスン錠（辰巳化学）  チメピジウム臭化物錠「サワイ」（沢井製薬）

チメピジウム臭化物水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ダクチラン錠（杏林製薬）  ダクチル錠（キッセイ薬品）

ピペリドレート塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ブスコパン錠（サノフィ）  ブスコパン注（サノフィ）

ブチルスコポラミン臭化物注シリンジ「NP」（ニプロ）  ブチルスコポラミン臭化物注「NP」（ニプロ）

ブチルスコポラミン臭化物注射液「タカタ」（高田製薬）  ブチルスコポラミン臭化物錠「ツルハラ」（鶴原製薬＝日医工）

ブチルスコポラミン臭化物注「トーワ」（東和薬品）

ブチルスコポラミン臭化物注「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ブチルスコポラミン臭化物錠「日新」（日新製薬：山形）

ブチルスコポラミン臭化物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コリオパン錠・顆粒・カプセル（エーザイ）

ブトロピウム臭化物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ダイピン錠（アルフレッサファーマ）

N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ロートエキス散「JG」（日本ジェネリック）  ロートエキス散「NikP」（日医工＝岩城製薬）

ロートエキス散「ケンエー」（健栄製薬）  ロートエキス散シオエ（シオエ＝日本新薬）

ロートエキス散「ニッコー」（日興製薬＝丸石製薬＝中北薬品）  ロートエキス散＜ハチ＞（東洋製化＝小野薬品＝吉田製薬）

ロートエキス散「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）  ロートエキス散「ヤマゼン」M（山善製薬）

ロートエキス

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［慎重投与］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ウブレチド点眼液0.5%（鳥居薬品）  ウブレチド点眼液1%（鳥居薬品）

ジスチグミン臭化物（点眼剤）

閉塞隅角緑内障の患者（急性又は慢性うっ血性緑内障）〔眼圧上昇を来す

ことがあるので観察を十分に行うこと。〕

［慎重投与］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

マイピリン点眼液（日本点眼薬研究所）  ミオピン点眼液（参天製薬）

ネオスチグミンメチル硫酸塩・塩化ナトリウム・塩

化カルシウム水和物・炭酸水素ナトリウム・L-アス

パラギン酸カリウム

閉塞隅角緑内障の患者及び狭隅角や前房が浅いなどの眼圧上昇の素因のあ

る患者〔急性閉塞隅角緑内障の発作を起こすおそれがある。〕

［副作用］ 一部改訂

１３１　眼科用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

アイファガン点眼液（千寿製薬）

ブリモニジン酒石酸塩

発現部位 副　作　用

眼

眼瞼障害、麦粒腫、角膜炎、角膜びらん、虹彩炎、白内障、

硝子体剥離、硝子体浮遊物、視野欠損、視力低下、縮瞳、灼

熱感、羞明、角膜混濁、点状角膜炎、結膜炎（アレルギー性

結膜炎を含む）、眼瞼炎（アレルギー性眼瞼炎を含む）、眼

瞼紅斑、眼瞼浮腫、マイボーム腺梗塞、結膜充血、結膜浮

腫、結膜濾胞、結膜蒼白、結膜出血、乾性角結膜炎、眼脂、

眼そう痒症、眼刺激、眼痛、眼の異常感、眼の異物感、霧

視、視覚障害、眼精疲労、眼乾燥、流涙増加

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１３３　鎮暈剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラベルミン注（エーザイ）

ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1130/notice/notice_1130_20190703102328.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

１３３　鎮暈剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラベルミン配合錠（サンノーバ＝エーザイ）

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジソピラミドカプセル「NP」（ニプロ）  ジソピラミドカプセル「SW」（沢井製薬）

ジソピラミドカプセル「ファイザー」（ファイザー）  ジソピランカプセル（鶴原製薬）

リスモダンカプセル（サノフィ）

ジソピラミド

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

尿貯留傾向のある患者〔抗コリン作用により、尿閉を悪化させるおそれが

ある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジソピラミド徐放錠「SW」（沢井製薬）  ジソピラミド徐放錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ジソピラミド徐放錠「ファイザー」（ファイザー）  ジソピラミドリン酸塩徐放錠「トーワ」（東和薬品）

ジソピラミドリン酸塩徐放錠「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

リスモダンR錠（サノフィ）  リスモダンP静注（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

尿貯留傾向のある患者〔抗コリン作用により、尿閉を悪化させるおそれが

ある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

シベンゾリンコハク酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

尿貯留傾向のある患者〔抗コリン作用により、尿閉を悪化させるおそれが

ある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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シベノール錠（トーアエイヨー＝アステラス製薬）  シベノール静注（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

シベンゾリンコハク酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  シベンゾリンコハク酸塩錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

シベンゾリンコハク酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２１２　不整脈用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ピメノールカプセル（ファイザー）

ピルメノール塩酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

尿貯留傾向のある患者〔抗コリン作用により、尿閉を悪化させるおそれが

ある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［副作用］ 一部改訂

２１８　高脂血症用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エボロクマブ（遺伝子組換え）

〈HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない場合〉

本剤は以下に示す患者に使用すること。

・副作用の既往等によりHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が困難な患者

・HMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が禁忌とされる患者

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

素阻害剤と併用すること。

HMG-CoA還元酵素阻害剤及び他の脂質異常症治療薬と併用する場合は、併

用する薬剤の添付文書「使用上の注意」の禁忌、慎重投与、重要な基本的

注意、重大な副作用の記載を必ず確認すること。

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体患者を

対象とした国内臨床試験（12週）、国際共同長期投与試験（1年）、家族

性高コレステロール血症ホモ接合体患者を対象とした国際共同試験、及び

HMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない高コレステロール血症患者

を対象とした国内臨床試験に参加した日本人患者625例中68例(10.9%)に臨

床検査値異常を含む副作用が認められた(曝露期間の中央値：約11カ月)。

主な副作用は、糖尿病9例(1.4%)、注射部位反応9例(1.4%)、肝機能異常6

例(1.0%)、筋肉痛5例(0.8%)、CK(CPK)上昇4例(0.6%)、頚動脈内膜中膜肥

厚度増加4例(0.6%)、筋痙縮4例(0.6%)であった。〔効能・効果追加時：

2019年6月〕
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［その他の副作用］ 一部改訂

追記

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

企業報告

レパーサ皮下注シリンジ（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

レパーサ皮下注ペン（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

レパーサ皮下注オートミニドーザー（アステラス・アムジェン・バイオファーマ＝アステラス製薬）

発現部位 副　作　用

胃腸障害 下痢、鼓腸、胃粘膜病変、食道静脈瘤、悪心

一般・全身障害及び

投与部位の状態

注射部位反応（疼痛、紅斑、内出血、腫脹等）、

無力症、倦怠感、末梢腫脹、インフルエンザ様疾

患

肝胆道系障害 肝機能異常

筋骨格系及び

結合組織障害

筋肉痛、筋痙縮、関節痛、背部痛、四肢不快感、

四肢痛、筋力低下

呼吸器、胸郭及び

縦隔障害

慢性気管支炎、咳嗽、上咽頭炎、上気道感染

発現部位 副　作　用

傷害、中毒及び処置合併症 肉離れ、腱断裂

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。〔妊娠中の投与に関する安

全性は確立していない。〕

HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用する場合は、投与しないこと。〔HMG-CoA還

元酵素阻害剤において、動物実験で出生児数の減少、生存・発育に対する

影響、胎児の生存率の低下と発育抑制及び胎児の骨格奇形が報告され、ヒ

トでは胎児の先天性奇形があらわれたとの報告がある。〕

授乳婦への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授

乳を避けさせること｡〔ヒト母乳中への移行の有無は確認されていない｡〕

HMG-CoA還元酵素阻害剤と併用する場合は、投与しないこと。〔HMG-CoA還

元酵素阻害剤においてラットで乳汁中への移行が確認されている。〕

［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「ニプロ」（ニプロ）  ロスバスタチンOD錠「ニプロ」（ニプロ）

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。
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［禁忌］ 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

アメジニウムメチル硫酸塩錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

アメジニウムメチル硫酸塩錠「KN」（小林化工）  アメジニウムメチル硫酸塩錠「オーハラ」（大原薬品工業）

アメジニウムメチル硫酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）  アメジニウムメチル硫酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

アメジニウムメチル硫酸塩錠「日医工」（日医工）  アメジニウムメチル硫酸塩錠「フソー」（扶桑薬品）

リズミック錠（大日本住友製薬）

アメジニウムメチル硫酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔急激な眼圧上昇をきたすおそれがある。〕

［警告］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 削除

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）

外国で長期投与後の急激な中止により死亡に至った症例が報告されている

ので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、徐々に減量すること。〔「副

作用」の項参照〕

本剤による重篤な副作用は、投与開始時の最小の投与速度である0.5〜

2ng/kg/分でも発現するおそれがあり、また本剤による副作用の多くが最

適投与速度を決定するまでの間に発現しているので、その間は患者の症

状、血圧、心拍数、血行動態等を十分観察すること。〔「副作用」の項参

照〕

投与中及び投与中止の際の急激な減量により肺高血圧症状が増悪するおそ

れがあるので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、1日当り2ng/kg/分以

下で徐々に減量すること。また、重篤な副作用の発現等、本剤を直ちに中

止すべきと判断した場合でも、可能な限り徐々に減量し、急に中止しない

こと。〔「副作用」の項参照〕

本剤の減量中又は投与中止後に症状の悪化又は再発が認められることがあ

るので、患者の状態に注意し、このような場合には、適宜増量又は再投与

する等の適切な処置を行うこと。〔「副作用」の項参照〕

血小板減少があらわれることがあるので、定期的に臨床検査を行うなど観

察を十分に行い、異常が認められた場合には減量又は投与中止等の適切な

処置を行うこと。〔「警告」、「用法・用量に関連する使用上の注意」の

項参照〕

発現部位 副　作　用

血　液 血小板減少
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［1.警告］ 一部改訂

［7.用法及び用量に関連する注

意］

一部改訂

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［11.副作用］ 一部改訂

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［11.2その他の副作用］ 削除

［警告］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

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ナトリウム（小児の用法・用量

を有しない製剤）

1.2.2 外国で長期投与後の急激な中止により死亡に至った症例が報告され

ているので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、徐々に減量するこ

と。［11.参照］

7.1 本剤による重篤な副作用は、投与開始時の最小の投与速度である

2ng/kg/分でも発現するおそれがあり、また本剤による副作用の多くが最

適投与速度を決定するまでの間に発現しているので、その間は患者の症

状、血圧、心拍数、血行動態等を十分観察すること。［11.参照］

7.4 投与中及び投与中止の際の急激な減量により肺高血圧症状が増悪する

おそれがあるので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、1日当り2ng/kg/

分以下で徐々に減量すること。また、重篤な副作用の発現等、本剤を直ち

に中止すべきと判断した場合でも、可能な限り徐々に減量し、急に中止し

ないこと。［11.参照］

7.5 本剤の減量中又は投与中止後に症状の悪化又は再発が認められること

があるので、患者の状態に注意し、このような場合には、適宜増量又は再

投与する等の適切な処置を行うこと。［11.参照］

8.4 血小板減少があらわれることがあるので、定期的に臨床検査を行うな

ど観察を十分に行うこと。［11.1.4参照］

次の副作用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。［1.2.2、

7.1、7.4、7.5参照］

11.1.4 血小板減少

［8.4参照］

発現部位 副　作　用

血　液 血小板減少

外国で長期投与後の急激な中止により死亡に至った症例が報告されている

ので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、徐々に減量すること。〔「副

作用」の項参照〕

本剤による重篤な副作用は、投与開始時の最小の投与速度である2ng/kg/

分でも発現するおそれがあり、また本剤による副作用の多くが最適投与速

度を決定するまでの間に発現しているので、その間は患者の症状、血圧、

心拍数、血行動態等を十分観察すること。〔「副作用」の項参照〕
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一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

［その他の副作用］ 削除

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）

投与中及び投与中止の際の急激な減量により肺高血圧症状が増悪するおそ

れがあるので、本剤を休薬又は投与中止する場合は、1日当り2ng/kg/分以

下で徐々に減量すること。また、重篤な副作用の発現等、本剤を直ちに中

止すべきと判断した場合でも、可能な限り徐々に減量し、急に中止しない

こと。〔「副作用」の項参照〕

本剤の減量中又は投与中止後に症状の悪化又は再発が認められることがあ

るので、患者の状態に注意し、このような場合には、適宜増量又は再投与

する等の適切な処置を行うこと。〔「副作用」の項参照〕

血小板減少があらわれることがあるので、定期的に臨床検査を行うなど観

察を十分に行い、異常が認められた場合には減量又は投与中止等の適切な

処置を行うこと。〔「警告」、「用法・用量に関連する使用上の注意」の

項参照〕

発現部位 副　作　用

血　液 血小板減少

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロフェドリンS配合錠（キョーリンリメディオ）  クロフェドリンS配合シロップ（キョーリンリメディオ）

ニチコデ配合散（日医工）  フスコデ配合錠（マイランEPD）

フスコデ配合シロップ（マイランEPD）  フスコブロン配合シロップ（武田テバファーマ）

プラコデ配合散（小林化工）  プラコデ配合シロップ（小林化工）

ムコブロチン配合シロップ（東和薬品）  ライトゲン配合シロップ（帝人ファーマ）

ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン

塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロフェドリンS配合錠（キョーリンリメディオ）  クロフェドリンS配合シロップ（キョーリンリメディオ）

ニチコデ配合散（日医工）  フスコデ配合錠（マイランEPD）

フスコデ配合シロップ（マイランEPD）  フスコブロン配合シロップ（武田テバファーマ）

プラコデ配合散（小林化工）  プラコデ配合シロップ（小林化工）

ムコブロチン配合シロップ（東和薬品）  ライトゲン配合シロップ（帝人ファーマ）

ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン

塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩

12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

μオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

DSU281 -52-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1298/notice/3703/notice_3703_20190710115213.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1298/notice/3704/notice_3704_20190709180935.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1298/notice/notice_1298_20190710105239.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3039/notice_3039_20190710142930.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3038/notice_3038_20190710143043.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3040/notice_3040_20190710133652.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/notice_1088_20190709115155.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3041/notice_3041_20190709115211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3042/notice_3042_20190711144935.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3044/notice_3044_20190711110302.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3043/notice_3043_20190711110333.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3045/notice_3045_20190708172814.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1088/notice/3046/notice_3046_20190709141010.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3622/notice_3622_20190710143017.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3621/notice_3621_20190710143104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3623/notice_3623_20190709152859.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3625/notice_3625_20190709114106.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3624/notice_3624_20190709114206.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3626/notice_3626_20190711145011.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3628/notice_3628_20190711110313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3627/notice_3627_20190711110343.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/3629/notice_3629_20190708172829.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1320/notice/notice_1320_20190709141113.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

カフコデN配合錠（ファイザー）

ジプロフィリン・ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メ

チルエフェドリン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリ

チル酸塩・アセトアミノフェン・ブロモバレリル尿

素

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［過量投与］ 一部改訂

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

カフコデN配合錠（ファイザー）

ジプロフィリン・ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メ

チルエフェドリン塩酸塩・ジフェンヒドラミンサリ

チル酸塩・アセトアミノフェン・ブロモバレリル尿

素

12歳未満の小児〔「小児等への投与」の項参照〕

アセトアミノフェンの過量投与により肝臓・腎臓・心筋の壊死（初期症

状：悪心、嘔吐、発汗、全身倦怠感等）及びメトヘモグロビン血症があら

われたとの報告がある。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アストフィリン配合錠（サンノーバ＝エーザイ）

ジプロフィリン・パパベリン塩酸塩・ジフェンヒド

ラミン塩酸塩・エフェドリン塩酸塩・ノスカピン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

DSU281 -53-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1089/notice/notice_1089_20190708103838.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1162/notice/notice_1162_20190708103908.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アストーマ配合カプセル（日医工）

ジプロフィリン・メトキシフェナミン塩酸塩・ノス

カピン・クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２２２　鎮咳剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ガイレス錠（コーアイセイ）  トクレススパンスールカプセル（大日本住友製薬）

ペントキシベリンクエン酸塩錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

ペントキシベリンクエン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２２４　鎮咳去たん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オピセゾールコデイン液（日医工＝三和化学）

キキョウ流エキス・カンゾウエキス・シャゼンソウ

エキス・シャクヤクエキス・ジヒドロコデインリン

酸塩

12歳未満の小児〔「小児等への投与」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

µオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

DSU281 -54-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1091/notice/notice_1091_20190710133720.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1092/notice/3051/notice_3051_20190709150511.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1092/notice/notice_1092_20190703114317.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1092/notice/3052/notice_3052_20190709143320.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1301/notice/notice_1301_20190709153052.pdf


［2.禁忌］ 一部改訂

［9.7小児等］ 一部改訂

［10.2併用注意］ 追記

［禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２２４　鎮咳去たん剤

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コデインリン酸塩錠・散10%（大日本住友製薬）  コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」（シオエ＝日本新薬）

コデインリン酸塩散1%「シオエ」（シオエ＝日本新薬）

コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩散1%「第一三共」（第一三共）

コデインリン酸塩散10%「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩水和物「第一三共」原末（第一三共プロファーマ＝第一三共）

コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」（武田薬品）  コデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

コデインリン酸塩水和物「タケダ」原末・コデインリン酸塩散10%「タケダ」（武田薬品）

コデインリン酸塩散1%「マルイシ」（丸石製薬＝ニプロ）  リン酸コデイン散1%「イワキ」（岩城製薬）

リン酸コデイン散1%「コトブキ」（寿製薬）  リン酸コデイン散1%「日医工」（日医工）

リン酸コデイン散1%＜ハチ＞（東洋製化＝小野薬品＝健栄製薬＝丸石製薬＝ニプロ）

リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」（ファイザー）  リン酸コデイン散1%「フソー」（扶桑薬品）

リン酸コデイン散1%「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

リン酸コデイン散1%「メタル」（中北薬品＝山善製薬＝吉田製薬＝日興製薬販売）

コデインリン酸塩水和物

2.2 12歳未満の小児［9.7.1 参照］

2.3 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満

の患者［重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。］

9.7.1 12歳未満の小児

投与しないこと。呼吸抑制の感受性が高い。海外において、死亡を含む重

篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。［2.2 参照］

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

μオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

12歳未満の小児〔「小児等への投与」の項参照〕

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者〔重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

μオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

DSU281 -55-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3514/notice_3514_20190711085742.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3506/notice_3506_20190711085815.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3513/notice_3513_20190709144509.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/notice_1232_20190710145924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3509/notice_3509_20190709144720.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3511/notice_3511_20190709144805.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3512/notice_3512_20190709173300.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3507/notice_3507_20190711152030.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3510/notice_3510_20190709173356.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3508/notice_3508_20190709155246.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3516/notice_3516_20190712104153.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3517/notice_3517_20190712104724.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3521/notice_3521_20190705094304.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3522/notice_3522_20190712102914.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3523/notice_3523_20190708104228.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3518/notice_3518_20190711120007.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3519/notice_3519_20190708174119.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1232/notice/3520/notice_3520_20190711105902.pdf


［2.禁忌］ 一部改訂

［9.7小児等］ 一部改訂

［10.2併用注意］ 追記

［禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２２４　鎮咳去たん剤

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「シオエ」（シオエ＝日本新薬）  ジヒドロコデインリン酸塩散1%「第一三共」（第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩散10%「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩「第一三共」原末（第一三共プロファーマ＝第一三共）

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

ジヒドロコデインリン酸塩「タケダ」原末・ジヒドロコデインリン酸塩散10%「タケダ」（武田薬品）

ジヒドロコデインリン酸塩散1%「マルイシ」（丸石製薬＝ニプロ）  リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」（日医工）

リン酸ジヒドロコデイン散1%＜ハチ＞（東洋製化＝小野薬品＝健栄製薬＝丸石製薬＝ニプロ）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「フソー」（扶桑薬品）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

リン酸ジヒドロコデイン散1%「メタル」（中北薬品＝吉田製薬＝日興製薬販売）

ジヒドロコデインリン酸塩

2.2 12歳未満の小児［9.7.1 参照］

2.3 扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満

の患者［重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。］

9.7.1 12歳未満の小児

投与しないこと。呼吸抑制の感受性が高い。海外において、死亡を含む重

篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。［2.2 参照］

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

μオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

12歳未満の小児〔「小児等への投与」の項参照〕

扁桃摘除術後又はアデノイド切除術後の鎮痛目的で使用する18歳未満の患

者〔重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがある。〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

μオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

DSU281 -56-

https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3526/notice_3526_20190711085851.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/notice_1285_20190710145949.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3529/notice_3529_20190709144853.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3525/notice_3525_20190709144935.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3527/notice_3527_20190711152107.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3524/notice_3524_20190709173420.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3528/notice_3528_20190709155314.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3533/notice_3533_20190709153138.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3534/notice_3534_20190712103235.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3530/notice_3530_20190711120029.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3531/notice_3531_20190708174212.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1285/notice/3532/notice_3532_20190711105937.pdf


［禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２２４　鎮咳去たん剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セキコデ配合シロップ（日医工）

ジヒドロコデインリン酸塩・エフェドリン塩酸塩・

塩化アンモニウム

12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の効果が減弱す

るおそれがある。

µオピオイド受容体拮抗作用によ

り、本剤の作用が競合的に阻害さ

れる。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２２５　気管支拡張剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アトロベントエロゾル（帝人ファーマ）

イプラトロピウム臭化物水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２３２　消化性潰瘍用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

コランチル配合顆粒（共和薬品工業）  レスポリックス配合顆粒（鶴原製薬）

ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲ

ル・酸化マグネシウム

閉塞隅角緑内障の患者〔本剤中のジサイクロミン塩酸塩の抗コリン作用に

より眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔本剤中のジサイクロミン塩酸塩の抗コリン作用に

より眼圧が上昇し、症状を悪化させることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２３２　消化性潰瘍用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メサフィリン配合錠・配合散（サンノーバ＝エーザイ）

プロパンテリン臭化物・銅クロロフィリンナトリウ

ム・ケイ酸マグネシウム

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２３３　健胃消化剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ベルサン（本草製薬）

炭酸水素ナトリウム・ロートエキス散・ゲンチアナ

末・l-メントール

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［警告］ 追記

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［副作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

２３９　その他の消化器官用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

企業報告

エンタイビオ点滴静注用（武田薬品）

ベドリズマブ（遺伝子組換え）

〈クローン病〉

本剤の治療を行う前に、栄養療法、ステロイド又は免疫調節剤等の使用を

十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識とクローン病治療の

経験をもつ医師が使用すること。

〈クローン病〉

過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（ステロイド、アザチオプ

リン等）等の適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が

残り、本剤の投与が適切と判断した場合に投与すること。（「臨床成績」

の項参照）

承認時までの国内臨床試験において本剤300mgを投与された437例中109例

(24.9%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められており、主な副作用

はウイルス性上気道感染9例(2.1%)、発熱8例(1.8%)及び潰瘍性大腸炎、悪

心、倦怠感、関節痛、発疹各7例(1.6%)であった。

また、海外臨床試験において本剤300mgを投与された1,922例中642例

(33.4%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められており、主な副作用

は頭痛89例(4.6%)、悪心66例(3.4%)及び上気道感染44例(2.3%)であった。

進行性多巣性白質脳症(PML)：

PMLの発現が報告されているので、観察を十分に行い、片麻痺、四肢麻痺､

認知機能障害、失語症、視覚障害等のPMLが疑われる症状が認められた場

合には速やかに投与を中止し、適切な処置を行うこと。（「重要な基本的

注意」の項参照）
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［併用注意］ 一部改訂

追記

２４３　甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

チロナミン錠（武田薬品）

リオチロニンナトリウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

フェニトイン製剤、

カルバマゼピン、

フェノバルビタール

これらの薬剤は本剤の血中

濃度を低下させるおそれが

あるので､併用する場合には

本剤を増量するなど慎重に

投与すること｡

これらの薬剤が甲状

腺ホルモンの異化を

促進することが考え

られている｡

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アミオダロン アミオダロンは甲状腺ホル

モン値を低下させるおそれ

があるので､併用する場合に

は本剤を増量するなど慎重

に投与すること。

アミオダロンが甲状

腺ホルモンの脱ヨー

ド化を阻害すること

が考えられている。

経口エストロゲン製

剤（結合型エストロ

ゲン、エストラジ

オール、エストリ

オール等）

経口エストロゲン製剤は甲

状腺ホルモン値を低下させ

るおそれがあるので､併用す

る場合には本剤を増量する

など慎重に投与すること。

経口エストロゲン製

剤がサイロキシン結

合グロブリンを増加

させることが考えら

れている。

［適用上の注意］ 追記

２４５　副腎ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

形状変更（割線の追加）に伴う改訂

レナデックス錠（セルジーン）

デキサメタゾン（多発性骨髄腫の効能を有する製

剤）

分割後：

本剤を分割後は、光を避けて保存し、1ヵ月以内に使用すること。

［禁忌］ 一部改訂

［原則禁忌］ 追記

２４５　副腎ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

エンペラシン配合錠（沢井製薬）  サクコルチン配合錠（日医工）

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

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

ベタセレミン配合錠（東和薬品）

ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔眼圧の亢進により、緑内障が増悪することがあ

る。〕
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［併用注意］ 一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オペプリム（ヤクルト）

ミトタン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エプレレノン、

エサキセレノン

本剤の作用が阻害され

るおそれがある。

本剤の薬効をこれらの薬剤の

類薬（スピロノラクトン）が

阻害するとの報告がある。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

オキシブチニン塩酸塩錠1mg・3mg「YD」（陽進堂）  オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」（陽進堂＝日本ジェネリック）

オキシブチニン塩酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

オキシブチニン塩酸塩錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

オキシブチニン塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）  オキシブチニン塩酸塩錠「日医工」（日医工）

ポラキス錠（サノフィ）

オキシブチニン塩酸塩（経口剤）

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

２９０　その他の個々の器官系用医薬品

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ヘマンジオルシロップ（マルホ）

プロプラノロール塩酸塩（シロップ剤）

低血糖を起こすおそれがあるため、空腹時の投与を避け、授乳中・食事中

又は直後に投与すること。食事を十分に摂取していない、又は嘔吐してい

る場合は投与しないこと。

低血糖：

低血糖があらわれることがある。痙攣、意識障害（意識混濁、昏睡）をき

たした例も報告されていることから、異常が認められた場合には、中止す

るなど適切な処置を行うこと。
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［取扱い上の注意］ 削除

３１１　ビタミンA及びD剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

マキサカルシトール静注透析用シリンジ「イセイ」（コーアイセイ＝扶桑薬品）

マキサカルシトール静注透析用シリンジ「フソー」（扶桑薬品）

マキサカルシトール（コーアイセイ、扶桑薬品製

品）

使用に際しては、開封口からゆっくり開け、バレル部分を持って取り出す

こと。プランジャーを持つとガスケットとプランジャーに緩み・ガタつ

き・外れが生じたり又は薬液が漏出するおそれがある。

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

３９５　酵素製剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

エラプレース点滴静注液（サノフィ）

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

特定使用調査では安全性解析対象症例172例中83例に副作用が認められ

た。主な副作用は蕁麻疹35例(20.3%)、発熱20例(11.6%)、発疹19例

(11.0%)、喘鳴10例(5.8%)、紅斑8例(4.7%)であった。このうち、小児症例

102例中56例に副作用が認められ、小児のみで複数発現した副作用は、気

管支炎、アナフィラキシー、腫脹及び注入に伴う反応各3例(2.9%)、血小

板減少症、不眠症、気分変化、上気道の炎症及び下痢各2例(2.0%)であっ

た。〔再審査終了時〕

発現部位 副　作　用

全身障害および

投与局所

発熱、末梢性浮腫、悪寒、倦怠感、冷感、局所の炎

症、注射部位腫脹、注射部位関節腫脹、疼痛、異物感

［禁忌］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者〔乳酸アシドーシスを起こしやすい。「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照〕

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）〔腎臓における排泄が減少し、メトホルミンの血中

濃度が上昇する。〕

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者〔嫌

気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

6)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。「併用禁忌」の項参照〕

2
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

メトアナ配合錠（三和化学）

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特にeGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。〔「重要な基本的注意」、「重大な副作用」、「薬物動態」の項参

照〕

2

2

2 2

次に掲げる患者又は状態

軽度〜中等度の腎機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある｡

「用法・用量に関連する使用上の注意」、「重要な基本的注意」の項参

照〕

ヨード造影剤、腎毒性の強い抗生物質、利尿作用を有する薬剤との併用

〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。「併用注意」の項参照〕

スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤等

の他の糖尿病用薬を投与中〔低血糖のリスクが増加するおそれがある。

「重要な基本的注意」、「併用注意」、「副作用」の項参照〕

メトホルミンにより、まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあ

る。リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いや

すい状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコー

ル摂取、感染症、高齢者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコー

ル摂取等により患者の状態が急変することもあるので、以下の点に注意す

ること。〔「重大な副作用」の項参照〕

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合にはより頻回に確認すること。〔「禁忌」、「用法・用量に関連

する使用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照〕

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。〔「併用注意」の項参照〕

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。〔「禁忌」、「併用禁忌」の項参

照〕

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。〔「併用注意」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすこ

とがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を

避けること。

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状

態を来すことがある。
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［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

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者〔メトホルミンにより乳酸アシドーシスを起こしやすい｡〕

（「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項参照）

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）〔腎臓における排泄が減少し、メトホルミンの血中

濃度が上昇する。〕

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者〔嫌

気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

6)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。〕（「併用禁忌」の項参照）

2

次に掲げる患者又は状態

他の糖尿病用薬を投与中の患者。特にスルホニルウレア剤又はインスリン

製剤を投与中の患者〔低血糖のリスクが増加するおそれがある。〕（「重

要な基本的注意」、「併用注意」、「副作用」の項参照）

ヨード造影剤、腎毒性の強い抗生物質、利尿作用を有する薬剤との併用

〔メトホルミンにより乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕（「併

用注意」の項参照）

メトホルミンによりまれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。

リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい

状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂

取、感染症、高齢者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂

取等により患者の状態が急変することもあるので、以下の点に注意するこ

と。（「重大な副作用」の項参照）

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否を検

討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必要な場合には、よ

り頻回に確認すること。（「禁忌」、「効能・効果に関連する使用上の注

意」、「高齢者への投与」の項参照）

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。（「併用注意」の項参照）

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。（「禁忌」、「併用禁忌」の項参

照）

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、一旦服用を中止し、医師に相談すること。

（「禁忌」の項参照）

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。（「重大な副作用」の項参照）

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。（「併用注意」の項参照）
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一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

イニシンク配合錠（武田薬品）

本剤は低血糖を起こすおそれがあるので、、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し、注意を喚起すること。特にスルホニルウ

レア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。（「慎重投与」、「併用注

意」、「重大な副作用」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法・機序等

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすことがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を避けること。肝臓における乳

酸の代謝能が低下する。また、脱水状態を来すことがあ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法・機序等

シメチジン、

ドルテグラビ

ル、ビクテグ

ラビル、バン

デタニブ

腎臓での有機カチオン輸送系阻害作用によりメトホルミ

ンの排泄が阻害され、血中濃度が上昇し、作用が増強す

るおそれがある。観察を十分に行い、必要に応じて本剤

を中止するなど慎重に投与すること。

［警告］ 一部改訂

［禁忌］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告され

ている。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと｡

（「禁忌」の項参照）

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期

的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の

高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。（「慎重投与」、

「重要な基本的注意」、「高齢者への投与」の項参照）　

次に示す患者〔メトホルミンによる乳酸アシドーシスを起こしやすい。〕

（「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項参照）

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）〔腎臓における排泄が減少し、メトホルミンの血中

濃度が上昇する。〕

3)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者〔嫌

気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

5)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。〕（「併用禁忌」の項参照）

重度の肝機能障害のある患者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下し、メト

ホルミンによる乳酸アシドーシスを起こしやすい。また、ピオグリタゾン

は主に肝臓で代謝されるため、蓄積するおそれがある。〕（「重要な基本

的注意」の項参照）

 

2
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［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特にeGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。（「重要な基本的注意」、「重大な副作用」、「薬物動態」の項参

照）

2

2

2 2

次に掲げる患者又は状態

他の糖尿病用薬を投与中の患者〔低血糖を起こすおそれがある。〕（「併

用注意」、「重大な副作用」の項参照）

軽度〜中等度の腎機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕

（「用法・用量に関連する使用上の注意」、「重要な基本的注意」の項参

照）

軽度〜中等度の肝機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕

（「重要な基本的注意」の項参照）

高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。（「重大な副

作用」の項参照）

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。（「禁忌」、「用法・用量に関

連する使用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照）　

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。（「併用注意」の項参照）

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。（「禁忌」、「併用禁忌」の項参

照）

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱

水状態が懸念されるため、一旦服用を中止し、医師に相談すること。

（「禁忌」の項参照）

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があ

らわれた場合には、直ちに受診すること。（「重大な副作用」の項参照）

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用

により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を

一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除

く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、

投与再開時には、患者の状態に注意すること。（「併用注意」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすこ

とがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を

避けること。

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状

態を来すことがある。

DSU281 -65-



［併用注意］ 一部改訂

［高齢者への投与］ 一部改訂

メタクト配合錠LD・HD（武田テバ薬品）

薬剤名等 臨床症状・措置方法・機序等

シメチジン、

ドルテグラビ

ル、ビクテグ

ラビル、バン

デタニブ

腎臓での有機カチオン輸送系阻害作用によりメトホルミ

ンの排泄が阻害され、血中濃度が上昇し、作用が増強す

るおそれがある。観察を十分に行い、必要に応じて本剤

を中止するなど慎重に投与すること。

 

本剤の投与開始前、投与中は定期的に、特に慎重な経過観察が必要な場合

にはより頻回に腎機能や肝機能を確認するなど十分に観察しながら慎重に

投与すること。〔メトホルミンはほとんど代謝されず、未変化体のまま尿

中に排泄される。また、肝機能の低下により乳酸の代謝能が低下する。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［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

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

次に示す患者〔乳酸アシドーシスを起こしやすい。〕（「重要な基本的注

意」、「副作用 重大な副作用」の項参照）

(2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析

患者（腹膜透析を含む）〔腎臓における排泄が減少し、メトホルミンの血

中濃度が上昇する。〕

(3)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞

栓等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

〔嫌気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

(5)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。〕（「相互作用 併用禁忌」の項参照）

2

次に掲げる患者又は状態の患者

スルホニルウレア剤又はインスリン製剤等の他の糖尿病用薬を投与中〔低

血糖のリスクが増加するおそれがある。〕（「重要な基本的注意」、「相

互作用 併用注意」、「副作用」の項参照）

ヨード造影剤、腎毒性の強い抗生物質、利尿作用を有する薬剤との併用

〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕（「相互作用 併用注意」

の項参照）

本剤の有効成分であるメトホルミンによりまれに重篤な乳酸アシドーシス

を起こすことがある。リスク因子としては、腎機能障害、肝機能障害、低

酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含

む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢者等が知られている。特に、

脱水、過度のアルコール摂取等により患者の状態が急変することもあるの

で、以下の点に注意すること。（「副作用 重大な副作用」の項参照）

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。（「禁忌」、「効能又は効果に

関連する使用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照）

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。（「相互作用 併用注意」の項参照）
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一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

エクメット配合錠LD・HD（ノバルティスファーマ）

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。（「禁忌」、「相互作用 併用禁

忌」の項参照）

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の有効成分であ

るメトホルミンとの併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあるの

で、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を

行う必要がある場合を除く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を

再開しないこと。なお、投与再開時には、患者の状態に注意すること。

（「相互作用 併用注意」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすこ

とがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を

避けること。

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状

態を来すことがある。

［警告］ 一部改訂

［禁忌］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

３９６　糖尿病用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が750mgである

製剤）

重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告され

ている。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。

〔「禁忌」の項参照〕

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期

的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の

高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。（「慎重投与」、

「重要な基本的注意」、「高齢者への投与」の項参照）

次に示す患者〔乳酸アシドーシスを起こしやすい。〕（「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照）

(2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析

患者（腹膜透析を含む）〔腎臓における本剤の排泄が減少し、本剤の血中

濃度が上昇する。〕

(4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞

栓等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者

〔嫌気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

(6)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。〕（「併用禁忌」の項参照）

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特に、eGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者で

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。（「重要な基本的注意」、「重大な副作用」、「薬物動態」の項参

照）

2

2

2 2

次に掲げる状態の患者

「併用注意」に示す薬剤との併用〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがあ

る。〕
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一部改訂

［重要な基本的注意］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

［高齢者への投与］ 一部改訂

グリコラン錠（日本新薬）

メトホルミン塩酸塩錠「SN」（シオノケミカル＝武田テバファーマ＝日本ケミファ）

メトホルミン塩酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

他の糖尿病用薬を投与中の患者（「併用注意」、「重大な副作用」の項参

照）

軽度〜中等度の腎機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕

（「用法・用量に関連する使用上の注意」、「重要な基本的注意」の項参

照）

軽度〜中等度の肝機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。〕

（「重要な基本的注意」の項参照）

高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。（「重大な副

作用」の項参照）

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。（「禁忌」、「用法・用量に関

連する使用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照）

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。（「併用注意」の項参照）

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。（「禁忌」、「併用禁忌」の項参

照）

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳

酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に

中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。ヨー

ド造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時

には、患者の状態に注意すること。（「併用注意」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすこ

とがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を

避けること。

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状

態を来すことがある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シメチジン、

ドルテグラビ

ル、ビクテグ

ラビル、バン

デタニブ

本剤の血中濃度が上昇し、

作用が増強するおそれがあ

る。観察を十分に行い、必

要に応じて本剤を減量する

など慎重に投与すること。

これらの薬剤の腎臓での有

機カチオン輸送系阻害作用

により、本剤の排泄が阻害

されると考えられている。

本剤の投与開始前、投与中は定期的に、特に慎重な経過観察が必要な場合

にはより頻回に腎機能や肝機能を確認するなど十分に観察しながら慎重に

投与すること。〔メトホルミンはほとんど代謝されず、未変化体のまま尿

中に排泄される。また、肝機能の低下により乳酸の代謝能が低下する｡〕 
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https://dsu-system.jp/dsu/281/1251/notice/notice_1251_20190620163925.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/281/1251/notice/3670/notice_3670_20190709144308.pdf
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［禁忌］ 一部改訂

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

［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

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が2,250mgであ

る製剤）

次に示す患者〔乳酸アシドーシスを起こしやすい。「重要な基本的注

意」、「重大な副作用」の項参照〕

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m 未満）のある患者又は透析患

者（腹膜透析を含む）〔腎臓における本剤の排泄が減少し、本剤の血中濃

度が上昇する。〕

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓

等）のある患者及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者〔嫌

気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。〕

6)過度のアルコール摂取者〔肝臓における乳酸の代謝能が低下する。ま

た、脱水状態を来すことがある。「併用禁忌」の項参照〕

2

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m 以上

60mL/min/1.73m 未満）では、メトホルミンの血中濃度が上昇し、乳酸ア

シドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意す

ること。特に、eGFRが30mL/min/1.73m 以上45mL/min/1.73m 未満の患者に

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。〔「重要な基本的注意」、「重大な副作用」、「薬物動態」の項参

照〕

2

2

2 2

次に掲げる状態の患者

軽度〜中等度の腎機能障害〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがある｡

「用法・用量に関連する使用上の注意」、「重要な基本的注意」の項参

照〕

「併用注意」に示す薬剤との併用〔乳酸アシドーシスを起こすおそれがあ

る。〕

他の糖尿病用薬を投与中の患者〔「併用注意」、「重大な副作用」の項参

照〕

まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子として

は、腎機能障害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿

作用を有する薬剤の併用を含む）、過度のアルコール摂取、感染症、高齢

者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患者の

状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。〔「重大な副

作用」の項参照〕

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及

び肝機能を確認するとともに、患者の状態に十分注意して投与の適否及び

投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特に慎重な経過観察が必

要な場合には、より頻回に確認すること。〔「禁忌」、「用法・用量に関

連する使用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照〕

2)脱水症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

利尿作用を有する薬剤（利尿剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に

脱水に注意すること。〔「併用注意」の項参照〕

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及び

その家族に十分指導すること。

・過度のアルコール摂取を避けること。〔「禁忌」、「併用禁忌」の項参

照〕
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一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 一部改訂

メトグルコ錠（大日本住友製薬）  メトホルミン塩酸塩錠MT「DSEP」（第一三共エスファ）

メトホルミン塩酸塩錠MT「JG」（日本ジェネリック）  メトホルミン塩酸塩錠MT「TCK」（辰巳化学）

メトホルミン塩酸塩錠MT「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

メトホルミン塩酸塩錠MT「三和」（三和化学）  メトホルミン塩酸塩錠MT「トーワ」（東和薬品）

メトホルミン塩酸塩錠MT「日医工」（日医工）  メトホルミン塩酸塩錠MT「ニプロ」（ニプロ）

メトホルミン塩酸塩錠MT「ファイザー」（ファイザー）

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳

酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に

中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。ヨー

ド造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時

には、患者の状態に注意すること。〔「併用注意」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール

（過度の摂

取）

乳酸アシドーシスを起こすこ

とがある。本剤投与中は過度

のアルコール摂取（飲酒）を

避けること。

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状

態を来すことがある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シメチジン、

ドルテグラビ

ル、ビクテグ

ラビル、バン

デタニブ

本剤の血中濃度が上昇し、

作用が増強するおそれがあ

る。観察を十分に行い、必

要に応じて本剤を減量する

など慎重に投与すること。

これらの薬剤の腎臓での有

機カチオン輸送系阻害作用

により、本剤の排泄が阻害

されると考えられている。

［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

シムジア皮下注シリンジ（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）

シムジア皮下注オートクリックス（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）

発現部位 副　作　用

皮　膚

発疹（湿疹、皮膚炎、紅斑等）、爪の障害、脱毛症、そう

痒、ざ瘡、光線過敏症、汗腺障害、皮膚乾燥、急性熱性好中

球性皮膚症、皮膚剥脱・落屑、水疱、皮膚潰瘍、酒さ、ばら

色粃糠疹、皮膚線条、皮膚変色、毛質障害、皮膚損傷、多形

紅斑、苔癬様皮膚反応
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https://dsu-system.jp/dsu/281/937/notice/2709/notice_2709_20190702092132.pdf


［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

［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

メトトレキサートカプセル2mg「DK」（大興製薬＝江州製薬）

メトトレキサートカプセル2mg「SN」（シオノケミカル＝武田テバファーマ）

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」（沢井製薬）  メトトレキサートカプセル2mg「サンド」（サンド）

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（田辺三菱製薬）  メトトレキサート錠2mg「トーワ」（東和薬品）

メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」（東和薬品）  メトトレキサート錠2mg「日医工」（日医工）

メトトレキサート（下記ジェネリック製品）

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。

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

［適用上の注意］ 削除

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

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（田辺三菱製薬）

メトトレキサート（田辺三菱製薬製品）

分割使用時：

本剤は、分割して服用可能であるが、分割後は早めに服用するよう指導す

ること。
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［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

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

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉

「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、再生不良性貧血診療の参照ガイド2018年改訂を参考に、本剤の

投与が適切と判断される患者に投与すること。

〈効能共通〉

1バイアルあたり0.72mLの注射用水を加え溶解すると、濃度が500μg/mLと

なり、溶液0.5mLがロミプロスチムの投与量250μgに相当する。本剤は投

与液量が少ないため、正確に測りとるために0.01mL又は0.1mL目盛り注射

器等を用いること（「適用上の注意」の項参照）。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉

本剤投与開始時並びに用量調節時には、週1回を目安に血球数を測定する

こと。用量が維持されている場合でも、4週に1回を目安に血球数を測定す

ること。

本剤の投与量を調節する場合には、通常、1回5μg/kgずつ調節すること。

同一用量を4週間連続投与しても血小板数の増加（目安として、輸血非依

存下で、血小板数が本剤投与開始前から20,000/μL以上増加、又は血小板

数が10,000/μL以上で本剤投与開始から100%以上増加）が認められない場

合には、増量を考慮すること。

本剤は下表を参照の上、治療上必要最小限の用量で使用すること。

血小板数 調節方法

200,000/μL

〜400,000/μL
減量する。

400,000/μL超

休薬する。休薬後、血小板数が200,000/μLまで減少し

た場合には原則として休薬前の投与量より減量し投与を

再開する。

なお、休薬前の投与量が5μg/kg以下のときは、血小板

数が50,000/μLまで減少した場合に休薬前と同じ投与量

で投与を再開してもよい。

3血球系統の改善（目安として、輸血非依存下で、血小板数が50,000/μL

を超える、輸血非依存下でヘモグロビン濃度が10g/dLを超える、かつ好中

球数が1,000/μLを超える）が8週間以上持続した場合には、減量するこ

と。減量後の投与量で4週間3血球系統の改善を維持した場合には、更に減

量し、以降4週ごとに減量を考慮すること（投与量が5μg/kg以下の場合に

は休薬を考慮すること）。減量後に3血球系統のいずれかに悪化が認めら

れた場合には、増量を考慮すること（休薬中であった場合には、休薬前の

投与量で再開してもよい）。

最高投与量として週1回20μg/kgを8週間連続投与しても、3血球系統のう

ちいずれの改善も認められない場合は、本剤の投与を中止するなど、適切

な処置を行うこと。

トロンボポエチン受容体作動薬には、既存の骨髄異形成症候群等の造血器

腫瘍を進行させる可能性がある。
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追記

［副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

［適用上の注意］ 一部改訂

［その他の注意］ 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

ロミプレート皮下注（協和キリン）

再生不良性貧血患者の一部では経過観察中に骨髄異形成症候群や急性骨髄

性白血病に移行することが知られており、既存治療で効果不十分な再生不

良性貧血患者を対象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試験において

も、本剤との因果関係は明らかでないものの、本剤投与後に染色体異常が

認められた例が報告されている。既存治療で効果不十分な再生不良性貧血

患者への本剤の投与中は、定期的に白血球分画を含む全血算及び末梢血塗

抹標本検査を行い、幼若細胞や形態学的異常の発現を確認し、血球減少の

有無も確認すること。これらの異常が認められた場合には、骨髄検査（染

色体異常の評価を含む）の実施を考慮し、本剤の投与継続の可否を判断す

ること。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉

海外臨床試験並びに国際共同臨床試験において、66例中（日本人24例を含

む）20例(30.3%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な

副作用は、頭痛4例(6.1%)、筋痙縮4例(6.1%)及び筋肉痛3例(4.5%)であっ

た。〔効能追加承認時〕

発現部位 副　作　用

その他

食欲不振、挫傷、回転性めまい、鼻咽頭炎、血小板数増加、

インフルエンザ、体重減少、腟出血、動悸、フィブリンDダ

イマー増加

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児（18歳未満）を対象に有効性

及び安全性を評価する国内臨床試験は実施していない。

調製方法：

本剤は、1回使い切りのバイアルであり、注射用水0.72mLにより溶解し、

正確に測りとるために0.01mL又は0.1mL目盛り注射器等を用いる。注射用

水以外のもので溶解しないこと。本剤の含有量は以下のとおりとなるが、

1バイアルあたり投与できる最大液量は0.5mLである。

投与時：

投与液量が少ないため、正確に測りとるために0.01mL又は0.1mL目盛り注

射器等を用いて投与すること。

慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験において、

291例中2例(0.7%)に、本剤に対する中和抗体が認められたが、その後の追

跡調査ではいずれの症例も中和抗体は認められていない。なお、国内臨床

試験において、本剤に対する中和抗体は認められていない。既存治療で効

果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした海外臨床試験及び国際共同臨

床試験において、本剤に対する中和抗体は認められていない。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

４２２　代謝拮抗剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ゲムシタビン塩酸塩

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。妊娠可能な

女性には、本剤投与中及び本剤投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよ

う指導すること。〔動物実験（マウス、ウサギ）で催奇形作用及び胎児致

死作用が報告されている。〕
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追記

ゲムシタビン点滴静注液「NK」（日本化薬）  ゲムシタビン点滴静注用「NK」（日本化薬）

ゲムシタビン点滴静注用「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ゲムシタビン点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）  ゲムシタビン点滴静注液「サンド」（サンド）

ゲムシタビン点滴静注用「タイホウ」（大鵬薬品）  ゲムシタビン点滴静注用「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

ゲムシタビン点滴静注液「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）

ゲムシタビン点滴静注用「ホスピーラ」（ファイザー＝持田製薬）  ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」（高田製薬＝ヤクルト）

ジェムザール注射用（日本イーライリリー）

パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び本剤投与終

了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。〔「その他の注意」

の項参照〕

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

［適用上の注意］ 追記

４２２　代謝拮抗剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジェムザール注射用（日本イーライリリー）

ゲムシタビン塩酸塩（非小細胞肺癌に対するシスプ

ラチン併用の用法・用量を有する製剤）

（注射液の調整法）

本剤の200mgバイアルは5mL以上、1gバイアルは25mL以上の生理食塩液に溶

解して用いること。

本剤の200mgバイアルは5mL以上、1gバイアルは25mL以上の生理食塩液に溶

解して用いること。

［その他の副作用］ 一部改訂

４２２　代謝拮抗剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ハイドレアカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ヒドロキシカルバミド

発現部位 副　作　用

皮　膚

色素沈着、脱毛、紅斑、爪変色、瘙痒、皮膚エリテマトーデ

ス、皮膚及び爪萎縮、鱗屑形成、紫色丘疹、皮膚乾燥、発汗

減少

［効能・効果に関連する使用上

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

オラパリブ

〈BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法の場

合〉

国際産婦人科連合(FIGO)進行期分類Ⅲ期又はⅣ期の卵巣癌と診断され、白

金系抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法で奏効が維持されている患者を対象

とすること。

承認された体外診断薬等を用いた検査により、BRCA遺伝子変異を有するこ

とが確認された患者に投与すること。
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追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［副作用］ 追記

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

リムパーザ錠（アストラゼネカ＝MSD）

臨床試験に組み入れられた患者における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、適応患者の選択を行うこと。

BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法の場合、

本剤の投与開始後2年が経過した時点で完全奏効が得られている患者にお

いては、本剤の投与を中止すること。

〈BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法〉

白金系抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法による奏効が維持されているBRCA

遺伝子変異陽性の卵巣癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験において、

本剤が投与された260例（日本人11例を含む）中245例(94.2%)に副作用が

認められ、主な副作用は、悪心183例(70.4%)、貧血94例(36.2%)、疲労86

例(33.1%)、嘔吐79例(30.4%)、味覚異常64例(24.6%)等であった。〔承認

時〕

［その他の副作用］ 削除

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）

〈単独投与〉

発現部位 副　作　用

胃腸障害 腸炎

〈併用投与〉

発現部位 副　作　用

胃腸障害 腸炎

［警告］ 一部改訂

［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

パルボシクリブ

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）〕
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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

〈参考〉

企業報告

イブランスカプセル（ファイザー）

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、患者の状態を十分に観察し、

異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、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〕

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

一部改訂

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ポマリドミド

本剤による治療は、少なくとも1つの標準的な治療が無効又は治療後に再

発した患者を対象とすること。

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

者の選択を行うこと。

本剤投与により副作用が発現した場合には、下表を参考に本剤の休薬等を

考慮すること。

副作用発現時の本剤の休薬、減量又は中止基準の目安

副作用 程度 処置

血小板減少
25,000/μL未満に減

少

50,000/μL以上に回復するまで本剤

を休薬し、再開は休薬前の投与量か

ら1mg減量すること。

再開した後に再び発現した場合も同

様とし、1mgに減量した後に再び副

作用が発現した場合には、本剤の投

与を中止すること。

好中球減少

500/μL未満に減少

又は発熱性好中球減

少症（好中球数が

1,000/μL未満で、

かつ1回でも38.3℃

を超える又は1時間

を超えて持続する

38℃以上の発熱）

1,000/μL以上に回復するまで本剤

を休薬し、再開は休薬前の投与量か

ら1mg減量すること。G-CSF製剤を使

用していない場合には、使用につい

て考慮すること。

再開した後に再び発現した場合も同

様とし、1mgに減量した後に再び副

作用が発現した場合には、本剤の投

与を中止すること。
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一部改訂

［副作用］ 一部改訂

追記

［重大な副作用］ 一部改訂

皮疹
Grade3

Grade1以下に回復するまで本剤を休

薬し、再開は休薬前の投与量から

1mg減量すること。なお再開は、患

者の状態に応じて判断すること。

再開した後に再び発現した場合も同

様とし、1mgに減量した後に再び副

作用が発現した場合には、本剤の投

与を中止すること。

Grade4又は水疱形成 本剤の投与を中止すること。

上記以外の

副作用
Grade3又は4

Grade2以下に回復するまで本剤を休

薬し、再開は休薬前の投与量から

1mg減量すること。なお再開は、患

者の状態に応じて判断すること。

再開した後に再び発現した場合も同

様とし、1mgに減量した後に再び副

作用が発現した場合には、本剤の投

与を中止すること。

＊：GradeはCTCAEV4.0に基づく。

＊

＊

〈デキサメタゾン併用投与での成績〉

再発の多発性骨髄腫患者を対象とした国内第Ⅱ相臨床試験の安全性評価症

例において、36例中32例(88.9%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認

められた。主な副作用は、好中球減少25例(69.4%)、血小板減少12例

(33.3%)、発疹8例(22.2%)、白血球減少5例(13.9%)、発熱5例(13.9%)、貧

血4例(11.1%)、リンパ球減少4例(11.1%)、便秘4例(11.1%)であった。〔承

認時〕

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした外国第Ⅲ相臨床試験の本

剤投与群の安全性評価症例において、300例中247例(82.3%)に副作用（臨

床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、好中球減少141例

(47.0%)、貧血74例(24.7%)、血小板減少65例(21.7%)、疲労63例

(21.0%)、白血球減少36例(12.0%)であった。〔承認時〕

〈ボルテゾミブ及びデキサメタゾン併用投与での成績〉

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした国際共同第Ⅲ相臨床試験

の本剤投与群の安全性評価症例において、278例中（日本人12例含む）229

例(82.4%)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

は、好中球減少107例(38.5%)、血小板減少78例(28.1%)、疲労61例

(21.9%)、便秘50例(18.0%)、下痢40例(14.4%)、貧血37例(13.3%)、末梢

性感覚ニューロパチー37例(13.3%)であった。〔承認時〕

末梢神経障害：

末梢性感覚ニューロパチー、多発ニューロパチー、末梢性ニューロパチー

等の末梢神経障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常

が認められた場合には、減量、休薬又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］ 一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

〈参考〉

用法及び用量追加承認に伴う改訂

ポマリストカプセル（セルジーン）

発現部位 副　作　用

消化器
便秘、下痢、悪心、口内炎、腹痛、口内乾燥、嘔吐、腹部膨

満、上腹部痛、痔出血、胃腸出血

循環器 低血圧、高血圧

呼吸器
呼吸困難、咳嗽、労作性呼吸困難、鼻出血、口腔咽頭痛、発

声障害

筋骨格 筋痙縮、筋力低下、四肢痛、筋肉痛、背部痛、骨痛

代　謝

食欲減退、低カリウム血症、低アルブミン血症、低リン酸血

症、低カルシウム血症、低ナトリウム血症、高血糖、低マグ

ネシウム血症、高カリウム血症、高カルシウム血症

精神・

神経系

浮動性めまい、振戦、味覚異常、錯感覚、頭痛、失神、感覚

鈍麻、錯乱状態、不眠症、うつ病、意識レベルの低下、傾眠

皮　膚
そう痒症、脱毛症、全身性皮疹、皮膚乾燥、寝汗、紅斑、多

汗症、点状出血

その他

疲労、発熱、無力症、末梢性浮腫、体重減少、回転性めま

い、転倒、悪寒、倦怠感、CRP増加、浮腫、白内障、非心臓

性胸痛、尿閉、慢性腎臓病、骨盤痛

臨床試験において、本剤の投与を受けた多発性骨髄腫の患者で、基底細胞

癌、上皮性腫瘍、扁平上皮癌、急性骨髄性白血病等の悪性腫瘍が発現し

た。

［効能・効果に関連する使用上

の注意］

追記

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

〈がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細

胞癌〉

局所療法（経皮的エタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝

固療法、肝動脈塞栓療法／肝動脈化学塞栓療法、放射線療法等）の適応と

なる肝細胞癌患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。

本剤の使用にあたっては、初回投与時の血清AFP値に基づき、適応患者の

選択を行うこと。

臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、肝機能障害の程度等につい

て、「臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に

理解した上で、適応患者の選択を行うこと。〔「臨床成績」の項参照〕

〈がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細

胞癌〉

他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していな

い。

DSU281 -78-

https://dsu-system.jp/dsu/281/981/notice/notice_981_20190620171130.pdf


［副作用］ 追記

［重大な副作用］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

削除

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

サイラムザ点滴静注液（日本イーライリリー）

〈がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細

胞癌〉

〈単独投与での成績〉

肝細胞癌患者を対象とした本剤単独投与による国際共同第Ⅲ相無作為化比

較試験において、本剤が投与された197例中（日本人症例41例を含む）、

主な副作用は末梢性浮腫(25.4%)、高血圧(24.9%)、蛋白尿(20.3%)、血小

板減少症(14.7%)、頭痛(14.2%)等であった。〔承認時〕

肝不全、肝障害：

肝不全、AST、ALT等の上昇を伴う肝障害、肝性脳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、本剤の投与を中

止し、適切な処置を行うこと。

〈単独投与時〉

発現部位 副　作　用

代　謝 低ナトリウム血症、低アルブミン血症、低カリウム血症

その他 頭痛、末梢性浮腫、粘膜の炎症

〈併用投与時〉

発現部位 副　作　用

肝　臓 AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アリメジンシロップ（ニプロファーマ＝第一三共）

アリメマジン酒石酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クレマスチン錠「YD」（陽進堂）  クレマスチン錠「イセイ」（コーアイセイ）

クレマスチン錠・シロップ・ドライシロップ「日医工」（日医工）  クレ・ママレットドライシロップ（あゆみ製薬）

タベジール錠・散（日新製薬：山形）  タベジールシロップ（日新製薬：山形）

テルギンG錠（高田製薬＝マルホ）  テルギンGドライシロップ（高田製薬＝マルホ）

マスレチンシロップ（シオエ＝日本新薬）  マルスチン錠（東和薬品）

クレマスチンフマル酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アレルギン散（アルフレッサファーマ）  クロダミンシロップ（日医工）

クロダミン注（日医工）  クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ「NP」（ニプロ）

クロルフェニラミンマレイン酸塩散「イセイ」（コーアイセイ＝ニプロ）

クロルフェニラミンマレイン酸塩散「日医工」（日医工）  ネオレスタミンコーワ散（興和＝興和創薬）

ネオレスタール注射液（富士製薬工業）  ビスミラー散（扶桑薬品）

ビスミラー注（扶桑薬品）  フェニラミン注（コーアイセイ）

マレイン酸クロルフェニラミン散「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アニミングシロップ（日新製薬：山形）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ「ツルハラ」（鶴原製薬）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ「トーワ」（東和薬品）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ「日新」（日新製薬：山形）

ネオマレルミン錠（武田テバファーマ）  ネオマレルミンTR錠（武田テバファーマ）

ポララミン散・錠（高田製薬）  ポララミンシロップ（高田製薬）

ポララミンドライシロップ（高田製薬）  ポララミン注（高田製薬）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 新設

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジフェンヒドラミン塩酸塩注「日新」（日新製薬：山形）  レスタミンコーワ錠（興和＝興和創薬）

ジフェンヒドラミン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［慎重投与］ 追記

レスカルミン注（日新製薬：山形）

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

シプロヘプタジン塩酸塩シロップ「武田テバ」（武田テバファーマ）

ペリアクチン散・錠（日医工）  ペリアクチンシロップ（日医工）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ヒベルナ糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  ヒベルナ注（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ピレチア錠（高田製薬）

プロメタジン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ヒベルナ散（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ヒベンズ酸プロメタジン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ピレチア細粒（高田製薬）

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 新設

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ヒスタリジン錠（東和薬品）  ホモクロルシクリジン塩酸塩錠「NP」（ニプロ）

ホモクロルシクリジン塩酸塩錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

ホモクロルシクリジン塩酸塩

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

４４１　抗ヒスタミン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ゼスラン錠（旭化成ファーマ）  ゼスラン小児用細粒（旭化成ファーマ）

ゼスラン小児用シロップ（旭化成ファーマ）  ニポラジン錠（アルフレッサファーマ）

ニポラジン小児用細粒（アルフレッサファーマ）  ニポラジン小児用シロップ（アルフレッサファーマ）

メキタジンDS「KN」（小林化工）  メキタジン錠「TCK」（辰巳化学）

メキタジン錠「サワイ」（沢井製薬）  メキタジン錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

メキタジン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  メキタジン錠「トーワ」（東和薬品）

メキタジン錠「日医工」（日医工）  メキタジン錠「わかもと」（ダイト＝わかもと）

メキタミン錠（ダイト＝わかもと）

メキタジン

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［重要な基本的注意］ 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

ミティキュアダニ舌下錠（鳥居薬品）

コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ

抽出エキス

本剤の投与にあたっては、事前に患者等に対して次の点を十分に説明、指

導すること。

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避け、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラ

キシー等の副作用の発現に注意する。〔循環動態が亢進し、本剤の吸収が

促進される等により、アナフィラキシー等の副作用が発現するおそれがあ

る。〕
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［重要な基本的注意］ 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

シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（舌下液）

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避けるよう、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナ

フィラキシー等の副作用の発現に注意するよう患者等に指導すること。

〔循環動態が亢進し、本剤の吸収が促進される等により、アナフィラキ

シー等の副作用が発現するおそれがある。〕

［重要な基本的注意］ 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

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉エキス原末

本剤の投与にあたっては、事前に患者等に対して次の点を十分に説明、指

導すること。

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避け、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラ

キシー等の副作用の発現に注意する。〔循環動態が亢進し、本剤の吸収が

促進される等により、アナフィラキシー等の副作用が発現するおそれがあ

る。〕

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

追記

［重要な基本的注意］ 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

デュピクセント皮下注シリンジ（サノフィ）

デュピルマブ（遺伝子組換え）

本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医

師の直接の監督のもとで投与を行うこと。また、本剤による治療開始後、

医師により適用が妥当と判断された患者については、自己投与も可能であ

る。〔「重要な基本的注意」の項参照〕

自己投与における注意：

1)自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な

教育訓練を実施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が理

解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導の

もとで実施すること。

2)自己投与の適用後、本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続

が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、

医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。また、本剤投

与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療機関へ連絡するよう患者に指

導を行うこと。

3)使用済みの注射器を再使用しないよう患者に注意を促し、すべての器具

の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うとともに、使用済みの注射器

を廃棄する容器を提供すること。
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［禁忌］ 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

ディレグラ配合錠（サノフィ）

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェド

リン

閉塞隅角緑内障の患者〔症状が悪化するおそれがある。〕

［重要な基本的注意］ 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

アシテアダニ舌下錠（塩野義製薬）

ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエ

キス原末

本剤服用前、及び本剤服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入

浴等を避けるよう、また、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナ

フィラキシー等の副作用の発現に注意するよう患者等に指導すること。

〔循環動態が亢進し、本剤の吸収が促進される等により、アナフィラキ

シー等の副作用が発現するおそれがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 削除

［併用禁忌］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

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フマル酸塩

次の薬剤を投与中の患者：

カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイ

ン、リファンピシン、セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort：セント・

ジョーンズ・ワート）含有食品、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、エル

ゴタミン酒石酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリン

マレイン酸塩、アスナプレビル、シンバスタチン、ピモジド、シルデナ

フィルクエン酸塩（肺高血圧症を適応とする場合）、バルデナフィル塩酸

塩水和物、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、ブロナンセリ

ン、アゼルニジピン、リバーロキサバン、トリアゾラム、ミダゾラム、ロ

ミタピドメシル酸塩、テラプレビル（「相互作用」の項参照）

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布／蓄積が現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。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ロミタピドメ

シル酸塩

ロミタピドの血中濃度が著

しく上昇する可能性があ

る。

コビシスタットのCYP3A阻

害作用によるため。

発現部位 副　作　用

代謝及び栄養障害 食欲減退、体脂肪の再分布／蓄積

皮膚及び

皮下組織障害

発疹、血管性浮腫、蕁麻疹
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

［小児等への投与］ 一部改訂

［適用上の注意］ 一部改訂

〈参考〉

用法及び用量変更承認に伴う改訂

企業報告

ゲンボイヤ配合錠（日本たばこ＝鳥居薬品）

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望まし

い。本剤投与中に妊娠が判明した場合の代替薬への変更は、変更によるリ

スクを考慮した上で適切な時期に実施すること。〔妊娠中期及び妊娠後期

の妊婦に本剤を投与したとき、出産後と比較しエルビテグラビル及びコビ

シスタットの血中濃度低下が認められている（「薬物動態」の項参

照）。妊娠中の投与に関する安全性は確立されていない。動物試験（サ

ル）においてテノホビルの胎児への移行が報告されている。〕

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は体重25kg未満の小児に対する安全

性は確立していない。

粉砕して使用しないこと。

［禁忌］ 一部改訂

［重要な基本的注意］ 削除

［併用禁忌］ 追記

［その他の副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

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フマル酸塩

次の薬剤を投与中の患者：

カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイ

ン、リファンピシン、セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort：セント・

ジョーンズ・ワート）含有食品、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、エル

ゴタミン酒石酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリン

マレイン酸塩、アスナプレビル、バニプレビル、シンバスタチン、ピモジ

ド、シルデナフィルクエン酸塩（肺高血圧症を適応とする場合）、バルデ

ナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル（肺高血圧症を適応とする場合）、

ブロナンセリン、アゼルニジピン、リバーロキサバン、トリアゾラム、ミ

ダゾラム、ロミタピドメシル酸塩（「相互作用」の項参照）

抗HIV薬の使用により、体脂肪の再分布／蓄積が現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。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ロミタピドメ

シル酸塩

ロミタピドの血中濃度が著

しく上昇する可能性があ

る。

コビシスタットのCYP3A阻

害作用によるため。

発現部位 副　作　用

代謝及び栄養障害

脂質異常症、食欲減退、食欲亢進、アルコール不耐

性、インスリン抵抗性、ビタミンD欠乏、耐糖能障

害、低リン酸血症、体脂肪の再分布／蓄積
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削除

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

〈参考〉

企業報告

スタリビルド配合錠（日本たばこ＝鳥居薬品）

発現部位 副　作　用

皮膚及び

皮下組織障害

脂肪肥大症、脂肪組織萎縮症

一般・全身障害

及び投与部位

の状態

脂肪組織増加

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望まし

い。本剤投与中に妊娠が判明した場合の代替薬への変更は、変更によるリ

スクを考慮した上で適切な時期に実施すること。〔妊娠中期及び妊娠後期

の妊婦に本剤を投与したとき、出産後と比較しエルビテグラビル及びコビ

シスタットの血中濃度低下が認められている（「薬物動態」の項参

照）。妊娠中の投与に関する安全性は確立されていない。動物試験（サ

ル）においてテノホビルの胎児への移行が報告されている。〕

［警告］ 新設

［重要な基本的注意］ 追記

６３４　血液製剤類

旧様式

改訂箇所 改訂内容

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

エミシズマブ（遺伝子組換え）の臨床試験で、活性型血液凝固第Ⅸ因子及

び血液凝固第Ⅹ因子を含む、活性型プロトロンビン複合体（乾燥人血液凝

固因子抗体迂回活性複合体）製剤との併用において重篤な血栓塞栓症及び

血栓性微小血管症の発現が複数例に認められている。本剤とエミシズマブ

（遺伝子組換え）の併用例では重篤な血栓塞栓症及び血栓性微小血管症の

発現は認められていないが、エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中及び投

与中止後6ヵ月間は、本剤の投与は治療上やむを得ない場合に限ること。

〔血栓塞栓症及び血栓性微小血管症のリスクを増大させる可能性を否定で

きないため（「重要な基本的注意」及び「相互作用」の項参照）。〕

エミシズマブ（遺伝子組換え）の臨床試験で、エミシズマブ（遺伝子組換

え）投与中の出血時に活性型プロトロンビン複合体（乾燥人血液凝固因子

抗体迂回活性複合体）製剤を併用した症例において、血栓塞栓症及び血栓

性微小血管症の発現が複数例に認められている。本剤とエミシズマブ（遺

伝子組換え）の併用例では血栓塞栓症及び血栓性微小血管症の発現は認め

られていないが、血栓塞栓症及び血栓性微小血管症があらわれるおそれを

否定できないため（「警告」及び「相互作用」の項参照）、以下の事項に

注意すること。

1)エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中は本剤の投与を避けること。やむ

を得ず本剤を投与する場合は、必ず血友病に対する十分な治療経験を有す

る医師のもと、必要な血液凝固系検査等が実施可能で血栓塞栓症及び血栓

性微小血管症に対する適切な処置が可能な医療機関で投与すること。ま

た、投与後は血液凝固系検査等により患者の凝固系の状態を注意深く確認

すること。異常が認められた場合には本剤及びエミシズマブ（遺伝子組換

え）の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2)エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中止後6ヵ月間は、上記1)と同じ対

応をとること。
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［併用注意］ 追記

バイクロット配合静注用（KMバイオロジクス）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エミシズマブ

（遺伝子組換

え）

血栓塞栓症又は血栓性微小血管症があ

らわれるおそれがある。

エミシズマブ（遺伝子組換え）投与中

及び投与中止後6ヵ月間は、本剤の投与

は避けること。エミシズマブ（遺伝子

組換え）投与中及び投与中止後6ヵ月間

の出血に対してやむを得ず本剤を投与

する場合は必ず血友病に対する十分な

治療経験を有する医師のもと、必要な

血液凝固系検査等が実施可能で血栓塞

栓症及び血栓性微小血管症に対する適

切な処置が可能な医療機関で投与する

こと（「警告」及び「重要な基本的注

意」の項参照）。

本剤に含まれる

血液凝固第Ⅹ因

子がエミシズマ

ブ（遺伝子組換

え）による凝固

促進に影響を与

える可能性が考

えられ、凝固活

性の増加につな

がるおそれがあ

る。

［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

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）

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（血液凝固第ⅩⅢ因子、トロンビン）は、

HIVをはじめとする各種ウイルスの除去・不活化効果を有することが確認

されており、またアプロチニンの製造工程である70℃、1時間加熱処理お

よびメンブレンフィルター処理はウシ由来各種ウイルスの除去・不活化効

果を有することが確認されているが、投与に際しては、次の点に十分注意

すること。
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［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

パンアト注（武田薬品）

アヘンアルカロイド塩酸塩・アトロピン硫酸塩水和

物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

弱パンスコ注（武田薬品）  パンスコ注（武田薬品）

アヘンアルカロイド塩酸塩・スコポラミン臭化水素

酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

パビナール・アトロピン注（武田薬品）

オキシコドン塩酸塩水和物・ヒドロコタルニン塩酸

塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

モヒアト注（武田薬品）

モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物

閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕

開放隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状を悪化さ

せることがある。〕
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