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No.２９７（2021.3）以降、下記医薬品の「使用上の注意」が改訂

されましたので、改訂内容及び参考文献等をお知らせします。

詳細についてのお問い合わせは当該企業にお願いいたします。 最重要 重要 その他

鎮けい剤　１２４

下剤、浣腸剤　２３５

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬　２５９

その他の腫瘍用薬　４２９

X線造影剤　７２１

解熱鎮痛消炎剤　１１４

精神神経用剤　１１７

総合感冒剤　１１８

その他の中枢神経系用薬　１１９

重要

■硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（重症妊

娠高血圧症候群における子癇の発症抑制及び

治療の効能を有する製剤） 3

■硫酸マグネシウム水和物（子癇の効能を有す

る製剤） 3

■リトドリン塩酸塩（経口剤） 4 ■リトドリン塩酸塩（注射剤） 4

■硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（切迫早

産における子宮収縮の抑制及び重症妊娠高血

圧症候群における子癇の発症抑制及び治療の

効能を有する製剤） 5

■セツキシマブ（遺伝子組換え） 6 ■デュルバルマブ（遺伝子組換え） 6

■イオパミドール 6

その他

■アセトアミノフェン（注射剤） 7

■フルボキサミンマレイン酸塩 7

■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 8

■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 8

DSU298 -1-



鎮けい剤　１２４

その他の循環器官用薬　２１９

下剤、浣腸剤　２３５

その他のホルモン剤　２４９

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬　２５９

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤　２６４

その他の外皮用薬　２６９

ビタミンB1剤　３１２

解毒剤　３９２

抗腫瘍性植物成分製剤　４２４

その他の腫瘍用薬　４２９

その他の化学療法剤　６２９

ワクチン類　６３１

抗原虫剤　６４１

■フマル酸ジメチル 9 ■リバスチグミン（祐徳薬品製品） 9

■硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（重症妊

娠高血圧症候群における子癇の発症抑制及び

治療の効能を有する製剤） 9

■アンブリセンタン 10 ■クエン酸第二鉄水和物 11

■硫酸マグネシウム水和物（子癇の効能を有す

る製剤） 12

■ジエノゲスト（下記ジェネリック製品） 12 ■セトロレリクス酢酸塩 12

■リトドリン塩酸塩（注射剤） 13

■クロベタゾールプロピオン酸エステル（シャ

ンプー様外用液剤） 13

■デルゴシチニブ 14

■フルスルチアミン 14 ■フルスルチアミン塩酸塩 14

■プロスルチアミン 15

■酢酸亜鉛水和物 15

■ドセタキセル 16 ■ドセタキセル水和物 16

■アザシチジン 17 ■アベルマブ（遺伝子組換え） 20

■セツキシマブ（遺伝子組換え） 21 ■リツキシマブ（遺伝子組換え） 21

■リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマ

ブ後続1］ 21

■リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマ

ブ後続2］ 21

■レンバチニブメシル酸塩 22

■スルファメトキサゾール・トリメトプリム

（経口剤） 23

■コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン

（SARS-CoV-2） 23

■スルファメトキサゾール・トリメトプリム

（注射剤） 23
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［重要な基本的注意］ 追記

［併用注意］ 追記

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Yada,Y.,et al.:Scientific Reports 2020;10(1):7804

静注用マグネゾール（あすか製薬＝武田薬品）

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（重症妊娠高血

圧症候群における子癇の発症抑制及び治療の効能を

有する製剤）

本剤とリトドリン塩酸塩（注射剤）を併用した母体から出生した早産児に

おいて、高カリウム血症のリスクが高いことが報告されているので、これ

らを併用した場合には、症状の有無にかかわらず新生児の心電図又は血清

カリウム値のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場合には、適

切な処置を行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リトドリン塩酸塩

（注射剤）

出生した早産児の高カリウム血症

のリスクが高いことが報告されて

いる。

機序不明

［重要な基本的注意］ 新設

［併用注意］ 追記

２３５　下剤、浣腸剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Yada,Y.,et al.:Scientific Reports 2020;10(1):7804

硫酸マグネシウム「NikP」（日医工＝岩城製薬）

硫酸マグネシウム水和物（子癇の効能を有する製

剤）

硫酸マグネシウム水和物（注射剤）とリトドリン塩酸塩（注射剤）を併用

した母体から出生した早産児において、高カリウム血症のリスクが高いこ

とが報告されているので、リトドリン塩酸塩（注射剤）投与中に、子癇に

対して本剤を併用した場合には、症状の有無にかかわらず新生児の心電図

又は血清カリウム値のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場合

には、適切な処置を行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リトドリン塩酸塩

（注射剤）

出生した早産児の高カリウム血症

のリスクが高いことが報告されて

いる。

機序不明
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https://dsu-system.jp/dsu/298/6179/notice/notice_6179_20210331095644.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6178/notice/notice_6178_20210401150700.pdf


［15.1臨床使用に基づく情報］

一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ウテメリン錠（キッセイ薬品）  塩酸リトドリン錠「YD」（陽進堂）

リトドリン錠「PP」（サンファーマ）  リトドリン塩酸塩錠「F」（富士製薬工業）

リトドリン塩酸塩錠「TCK」（辰巳化学＝日本ジェネリック）  リトドリン塩酸塩錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

リトドリン塩酸塩錠「オーハラ」（大原薬品工業）  リトドリン塩酸塩錠「日医工」（日医工）

リトドリン塩酸塩錠「日新」（日新製薬：山形＝日本ジェネリック）

リトドリン塩酸塩（経口剤）

本薬の注射剤において、肺水腫、心不全、無顆粒球症、白血球減少、血小

板減少、ショック、不整脈、肝機能障害、黄疸、中毒性表皮壊死融解症

（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-

Johnson症候群）、胸水、母体の腸閉塞、胎児及び新生児における心不全､

可逆的な新生児心室中隔壁の肥大、新生児低血糖、新生児高カリウム血症

があらわれたとの報告がある。

本薬の注射剤において、肺水腫、心不全、無顆粒球症、白血球減少、血小

板減少、ショック、不整脈、肝機能障害、黄疸、中毒性表皮壊死融解症

（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-

Johnson症候群）、胸水、母体の腸閉塞、胎児及び新生児における心不全､

新生児心室中隔壁の肥大、新生児低血糖、新生児高カリウム血症があらわ

れたとの報告があるので、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。

［8.重要な基本的注意］ 追記

［10.2併用注意］ 一部改訂

［11.1重大な副作用］ 追記

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

リトドリン塩酸塩（注射剤）

8.6 本剤を投与した母体から出生した早産児において、低血糖のリスクが

高いことが報告されているので、症状の有無にかかわらず新生児の血糖値

のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を

行うこと。

8.7 本剤と硫酸マグネシウム水和物（注射剤）を併用した母体から出生し

た早産児において、高カリウム血症のリスクが高いことが報告されている

ので、これらを併用した場合には、症状の有無にかかわらず新生児の心電

図又は血清カリウム値のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場

合には、適切な処置を行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

硫酸マグネシウム

水和物（注射剤）

CK上昇、呼吸抑制、循環器関連の

副作用（胸痛、心筋虚血）があら

われることがある。また、出生し

た早産児の高カリウム血症のリス

クが高いことが報告されている。

機序は不明であ

る。

11.1.16 新生児高カリウム血症
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https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/notice_6181_20210330200537.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17856/notice_17856_20210401140740.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17849/notice_17849_20210331103556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17850/notice_17850_20210330132242.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17851/notice_17851_20210331095904.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17852/notice_17852_20210330110725.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17853/notice_17853_20210401151319.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6181/notice/17854/notice_17854_20210329110323.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

［併用注意］ 追記

［重大な副作用］ 追記

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Yada,Y.,et al.:Scientific Reports 2020;10(1):7804

ウテメリン注（キッセイ薬品）  リトドリン点滴静注「PP」（サンファーマ）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「F」（富士製薬工業）  リトドリン塩酸塩点滴静注液「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「オーハラ」（共創未来ファーマ＝大原薬品工業）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

本剤を投与した母体から出生した早産児において、低血糖のリスクが高い

ことが報告されているので、症状の有無にかかわらず新生児の血糖値のモ

ニタリングを適切に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行う

こと。

本剤と硫酸マグネシウム水和物（注射剤）を併用した母体から出生した早

産児において、高カリウム血症のリスクが高いことが報告されているの

で、これらを併用した場合には、症状の有無にかかわらず新生児の心電図

又は血清カリウム値のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場合

には、適切な処置を行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

硫酸マグネシウム

水和物（注射剤）

出生した早産児の高カリウム血症

のリスクが高いことが報告されて

いる。

機序不明

新生児高カリウム血症：

新生児に高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行

い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。

［8.重要な基本的注意］ 追記

［10.2併用注意］ 追記

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Yada,Y.,et al.:Scientific Reports 2020;10(1):7804

マグセント注（あすか製薬＝武田薬品）  マグセント注シリンジ（あすか製薬＝武田薬品）

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（切迫早産にお

ける子宮収縮の抑制及び重症妊娠高血圧症候群にお

ける子癇の発症抑制及び治療の効能を有する製剤）

〈効能共通〉

8.3 本剤とリトドリン塩酸塩（注射剤）を併用した母体から出生した早産

児において、高カリウム血症のリスクが高いことが報告されているので、

これらを併用した場合には、症状の有無にかかわらず新生児の心電図又は

血清カリウム値のモニタリングを適切に行い、異常が認められた場合に

は、適切な処置を行うこと。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

子宮収縮抑制剤

［リトドリン塩酸

塩（注射剤）］

出生した早産児の高カリウム血症

のリスクが高いことが報告されて

いる。

機序不明
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https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/notice_6182_20210330200609.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/17840/notice_17840_20210401140808.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/17830/notice_17830_20210331103616.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/17831/notice_17831_20210331095927.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/17832/notice_17832_20210326181504.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6182/notice/17833/notice_17833_20210401151822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6180/notice/notice_6180_20210331095732.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6180/notice/17826/notice_17826_20210331095747.pdf


［11.1重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

アービタックス注射液（メルクバイオファーマ）

セツキシマブ（遺伝子組換え）

11.1.5 低マグネシウム血症

QT延長、痙攣、しびれ、全身倦怠感等を伴う低マグネシウム血症があらわ

れることがある。なお、低マグネシウム血症に起因した、低カルシウム血

症、低カリウム血症等の電解質異常を伴う場合には、特に症状が重篤化す

ることがあるので注意すること。電解質異常が認められた場合には、必要

に応じ電解質補充等の適切な処置を行うこと。

［11.1重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

イミフィンジ点滴静注（アストラゼネカ）

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

11.1.12 免疫性血小板減少性紫斑病

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

７２１　X線造影剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イオパミドール注「FF」（武田テバファーマ）  イオパミドール注シリンジ「FF」（武田テバファーマ）

イオパミドール注「F」（富士製薬工業）  イオパミドール注シリンジ「F」（富士製薬工業）

イオパミドール注「HK」（光：東京）  イオパミドール注シリンジ「HK」（光：東京）

イオパミロン注（バイエル薬品）  イオパミロン注シリンジ（バイエル薬品）

バイステージ注（武田テバファーマ）  バイステージ注シリンジ（武田テバファーマ）

イオパミドール

〈効能共通〉

11.1.10 皮膚障害

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

があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、小膿疱､

そう痒感、眼充血、口内炎等の症状が認められた場合には適切な処置を行

うこと。

皮膚障害：

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

があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、小膿疱､

そう痒感、眼充血、口内炎等の症状が認められた場合には適切な処置を行

うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/298/6184/notice/notice_6184_20210401081405.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6185/notice/notice_6185_20210330102715.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17804/notice_17804_20210401161557.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17807/notice_17807_20210401161626.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17805/notice_17805_20210331103629.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17808/notice_17808_20210331103640.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17806/notice_17806_20210329161618.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17809/notice_17809_20210329161645.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/notice_6186_20210326094212.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17810/notice_17810_20210326094232.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17811/notice_17811_20210401161635.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6186/notice/17812/notice_17812_20210401161717.pdf


改訂添付文書の作成に時間を要することがありますその他

［副作用］ 削除

追記

［その他の副作用］ 一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

アセリオ静注液バッグ（テルモ）

アセトアミノフェン（注射剤）

国内において、本剤の有効性、安全性を検証する臨床試験は行われていな

い。

市販後の使用成績調査および乳幼児を対象とした特定使用成績調査におけ

る安全性解析対象症例433例中、副作用発現症例は37例(8.5%)で、主な副

作用は肝機能検査値異常15例(3.5%)、肝機能障害7例(1.6%)、悪心・嘔吐5

例(1.2%)、血小板減少3例(0.7%)であった〔再審査終了時〕。

発現部位 副　作　用

その他 過敏症、発汗

［2.禁忌］ 一部改訂

［10.1併用禁忌］ 一部改訂

［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

フルボキサミンマレイン酸塩

2.3 ピモジド、チザニジン塩酸塩、ラメルテオン、メラトニンを投与中の

患者［10.1参照］

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラメルテオン、

メラトニン

［2.3参照］

これらの薬剤の最高血中濃

度、AUCが顕著に上昇すると

の報告があり、併用により

作用が強くあらわれるおそ

れがある。

本剤は、肝臓で酸化的に

代謝されるこれらの薬剤

の代謝を阻害し、血中濃

度を上昇させると考えら

れる。

ピモジド、チザニジン塩酸塩、ラメルテオン、メラトニンを投与中の患者

〔「相互作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ラメルテオン、

メラトニン

これらの薬剤の最高血中濃

度、AUCが顕著に上昇すると

の報告があり、併用により

作用が強くあらわれるおそ

れがある。

本剤は、肝臓で酸化的に

代謝されるこれらの薬剤

の代謝を阻害し、血中濃

度を上昇させると考えら

れる。
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デプロメール錠（MeijiSeikaファルマ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「EMEC」（エルメッド＝日医工）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「JG」（大興製薬＝日本ジェネリック）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「NP」（ニプロ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「TYK」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「YD」（陽進堂）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「サワイ」（沢井製薬）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「タカタ」（高田製薬）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「トーワ」（東和薬品）

フルボキサミンマレイン酸塩錠「日医工」（日医工）  フルボキサミンマレイン酸塩錠「ファイザー」（ファイザー）

ルボックス錠（アッヴィ）

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

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

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を

上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与する際には、必要最小

限にとどめ、適宜羊水量を確認するなど慎重に投与すること。シクロオキ

シゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及

び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

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）

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

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を

上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与する際には、必要最小

限にとどめ、適宜羊水量を確認するなど慎重に投与すること。〔シクロオ

キシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害

及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。また、サ

リチル酸製剤（アスピリン等）では動物試験（ラット）で催奇形作用が、

ヒトで妊娠後期にアスピリンを投与された患者及びその新生児に出血異常

があらわれたとの報告がある。〕
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［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［11.2その他の副作用］ 追記

１１９　その他の中枢神経系用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

テクフィデラカプセル（バイオジェン・ジャパン＝エーザイ）

フマル酸ジメチル

8.1.1 PMLが報告された症例の多くでは、6ヵ月以上継続するリンパ球数の

減少が報告されている。本剤投与開始前及び本剤投与中は少なくとも3ヵ

月に1回、リンパ球を含む全血球数の測定を行うこと。

発現部位 副　作　用

呼吸器、胸郭および縦隔障害 鼻漏

［取扱い上の注意］ 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〉

使用期限延長に伴う改訂

リバスチグミンテープ「YP」（祐徳薬品＝日本ケミファ）

リバスチグミン（祐徳薬品製品）

安定性試験：

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6ヵ月）及び長期保

存試験（25℃、相対湿度60%、30ヵ月）の結果、本剤は通常の市場流通下

において3年間安定であることが推測された。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

追記

［その他の注意］ 一部改訂

１２４　鎮けい剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

静注用マグネゾール（あすか製薬＝武田薬品）

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖（重症妊娠高血

圧症候群における子癇の発症抑制及び治療の効能を

有する製剤）

妊娠中の投与により、胎児に胎動低下が、新生児に心不全、高カリウム血

症、低カルシウム血症があらわれることがある。

適応外であるが、硫酸マグネシウム製剤を切迫早産防止の目的で使用した

際に、母体において腸管麻痺（イレウス）、高カリウム血症、尿崩症、肺

水腫、心電図異常（房室ブロック、伝導障害）、胸痛、心停止が、新生児

において哺乳力不良、呼吸抑制、呼吸停止、心停止、尿量減少、傾眠、筋

緊張低下、急性腎不全、心室細動、心機能障害、壊死性腸炎、三尖弁閉鎖

不全症、上皮小体ホルモン(PTH)減少、胎便栓症候群、痙攣発作、死亡率

の上昇、脳室内出血の増強、脳性麻痺の増加、一過性と考えられる骨の異

常所見（上腕骨近位側骨幹端に放射線透過性の横断像や皮質の菲薄化

等）、動脈管開存症の発生率の上昇が認められたとの報告がある。
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

［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

［9.7小児等］ 一部改訂

［10.2併用注意］ 一部改訂

［11.2その他の副作用］

一部改訂

［15.2非臨床試験に基づく情

報］

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

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

企業報告

ヴォリブリス錠（グラクソ・スミスクライン）

アンブリセンタン

5.2 本剤の使用にあたっては、最新の治療ガイドラインを参考に投与の要

否を検討すること。

5.3 肺動脈性肺高血圧症の治療に十分な知識及び経験を有する医師のもと

で、本剤の投与が適切と判断される患者に対して適用を考慮すること。

5.4 小児では、特発性又は遺伝性肺動脈性肺高血圧症、先天性心疾患の外

科的修復術後の肺動脈性肺高血圧症及び結合組織疾患に伴う肺動脈性肺高

血圧症以外の肺動脈性肺高血圧症における有効性・安全性は確立されてい

ない。

シクロスポリンと併用する場合には、本剤は成人及び50kg以上の小児は1

日1回5mg、50kg未満の小児は1日1回2.5mgを上限として投与すること。

［10.2、16.7.4参照］

8.1 エンドセリン受容体拮抗薬(ERA)の投与時に肝酵素上昇が認められて

いるため、本剤の投与開始前に必ず肝機能検査を実施し、投与中において

は必要に応じて定期的に、肝機能検査を実施しモニターすること。本剤投

与中に、臨床的に顕著なアミノトランスフェラーゼ(AST、ALT)上昇、肝障

害の徴候を伴うアミノトランスフェラーゼ上昇、又は黄疸が発現した場合

には本剤の投与を中止すること。

低出生体重児、新生児、乳児、幼児、8歳未満又は体重20kg未満の小児を

対象とした臨床試験は実施していない。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シクロスポリン

［7.、16.7.4参

照］

シクロスポリンとの併用により本剤

のAUCが約2倍になるとの報告があ

る。併用する場合には、本剤は成人

及び50kg以上の小児は1日1回5mg、

50kg未満の小児は1日1回2.5mgを上

限として投与すること。

詳細な機序は不

明であるが、シ

クロスポリンと

の併用により、

本剤の血中濃度

が上昇する。

発現部位 副　作　用

過敏症 過敏症反応（血管性浮腫、発疹等）

15.2.4 幼若ラットの反復投与毒性試験において、生後7日から生後26日、

36日又は62日まで1日1回経口投与した結果、異常呼吸音、無呼吸、低酸素

血症及び脳重量の低値が認められている（ヒト小児推定AUCの2.3〜3.8

倍）。なお、脳の病理組織学的変化は認められていない。
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［2.禁忌］ 追記

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

追記

［10.2併用注意］ 一部改訂

［11.2その他の副作用］

一部改訂

［13.過量投与］ 新設

［15.2非臨床試験に基づく情

報］

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

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

リオナ錠（日本たばこ＝鳥居薬品）

クエン酸第二鉄水和物

〈鉄欠乏性貧血〉

2.2 鉄欠乏状態にない患者（鉄過剰症を来すおそれがある）

〈慢性腎臓病患者における高リン血症の改善〉

8.2 本剤投与中は血清フェリチン値等を定期的に測定し、鉄過剰に注意す

ること。また、ヘモグロビン値等を定期的に測定し、特に赤血球造血刺激

因子製剤と併用する場合には、過剰造血に注意すること。

［9.1.2、9.1.4、9.1.5参照］

〈鉄欠乏性貧血〉

8.3 本剤投与中は、ヘモグロビン値、血清フェリチン値等を適宜測定し、

鉄過剰に注意すること。［9.1.2参照］

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

キノロン系抗菌剤（シ

プロフロキサシン等）

［16.7参照］

これら薬剤の作用を減弱さ

せるおそれがあるので、同

時に服用させないなど注意

すること。

これら薬剤と結合

し、吸収を減少さ

せるおそれがあ

る。

発現部位 副　作　用

胃腸障害

下痢、悪心、便秘、腹部不快感、嘔吐、腹部膨満、腹痛、上

腹部痛、排便回数増加、胃腸障害、下腹部痛、十二指腸潰

瘍、便通不規則

その他
赤血球増加症、食欲減退、頭痛、高血圧、肝機能異常、湿

疹、そう痒症、月経過多、倦怠感

13.1 症状

主な症状は胃粘膜刺激による悪心、嘔吐、腹痛、血性下痢、吐血等の消化

器症状である。また、頻脈、血圧低下、チアノーゼ等がみられる。重症の

場合は、昏睡，ショック、肝壊死、肝不全に至ることがある。

13.2 処置

服用初期には催吐、胃洗浄が有効である。その他に下剤、鉄排泄剤（デ

フェロキサミン）等の投与を行う。血圧低下や循環虚脱があらわれた場合

には、昇圧剤、輸液等による対症療法を行う。

イヌを用いたクエン酸第二鉄水和物の長期反復投与毒性試験において、最

大臨床用量の鉄として慢性腎臓病における高リン血症の改善の約5倍、鉄

欠乏性貧血の約30倍に相当する用量より、鉄の過剰蓄積に伴う肝臓の組織

障害（慢性炎症巣、細胆管の増生及び肝実質の線維化）が認められた。こ

れらの変化は休薬による回復性はなく、休薬期間中に病態の進行が認めら

れた。
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［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

追記

２３５　下剤、浣腸剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

硫酸マグネシウム「NikP」（日医工＝岩城製薬）

硫酸マグネシウム水和物（子癇の効能を有する製

剤）

子癇に対する投与により、胎児に胎動低下が、新生児に心不全、高カリウ

ム血症、低カルシウム血症があらわれることがある。

［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

ジエノゲスト錠「キッセイ」（ジェイドルフ製薬＝キッセイ薬品）

ジエノゲストOD錠「キッセイ」（ジェイドルフ製薬＝キッセイ薬品）

ジエノゲスト錠「トーワ」（東和薬品）  ジエノゲストOD錠「トーワ」（東和薬品）

ジエノゲスト（下記ジェネリック製品）

9.1.1 子宮筋腫のある患者

出血症状が増悪し、大量出血を起こすおそれがある。

［9.5妊婦］ 一部改訂

［14.適用上の注意］ 一部改訂

２４９　その他のホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

用法及び用量変更承認に伴う改訂

セトロタイド注射用（日本化薬＝メルクバイオファーマ）

セトロレリクス酢酸塩

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。初期胚発生

に関する試験では、ラットに0.139mg/kg/日（臨床用量 の27.8倍に相

当）を皮下投与した群において、100%の着床後死亡率が認められた。ま

た、胚・胎児発生に関する試験では、ラットに0.0147mg/kg/日（臨床用

量 の2.9倍に相当）以上を皮下投与した群において生存胎児数の減少、

ウサギに0.00681mg/kg/日（臨床用量 の1.4倍に相当）以上を皮下投与

した群において早期吸収胚の出現が認められた。なお、いずれの動物試験

においても催奇形性は認められなかった（ラット：0.0464mg/kg/日、ウサ

ギ：0.0215mg/kg/日）。［2.2参照］

注）本剤の承認用量は1回0.25mgである（体重50kgとして0.005mg/kg/

日）。

注）

注）

注）

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 本剤は注射用水1mLに溶解すること。
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［11.2その他の副作用］ 削除

［その他の副作用］ 削除

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ウテメリン注（キッセイ薬品）  リトドリン点滴静注「PP」（サンファーマ）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「F」（富士製薬工業）  リトドリン塩酸塩点滴静注液「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「オーハラ」（共創未来ファーマ＝大原薬品工業）

リトドリン塩酸塩点滴静注液「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）

リトドリン塩酸塩（注射剤）

発現部位 副　作　用

胎児・新生児 新生児低血糖症

発現部位 副　作　用

胎児・新生児 新生児低血糖症

［9.7小児等］ 追記

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

新様式

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

コムクロシャンプー（マルホ）

クロベタゾールプロピオン酸エステル（シャンプー

様外用液剤）

〈頭部の湿疹・皮膚炎〉

12歳未満の小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
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［7.用法及び用量に関連する注

意］

追記

一部改訂

追記

［9.7小児等］ 一部改訂

［11.2その他の副作用］

一部改訂

２６９　その他の外皮用薬

新様式

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

コレクチム軟膏（日本たばこ＝鳥居薬品）

デルゴシチニブ

7.1 1回あたりの塗布量は体表面積の30%までを目安とすること。

7.2 0.5%製剤で治療開始4週間以内に症状の改善が認められない場合は、

使用を中止すること。

7.4 小児に0.5%製剤を使用し、症状が改善した場合は、0.25%製剤への変

更を検討すること。

低出生体重児、新生児、乳児及び2歳未満の幼児を対象に、有効性及び安

全性を指標とした臨床試験は実施していない。

発現部位 副　作　用

感染症及び寄生虫症
適用部位毛包炎、カポジ水痘様発疹、口腔ヘルペ

ス、単純ヘルペス、帯状疱疹、膿痂疹

［副作用］ 一部改訂

３１２　ビタミンB1剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

5mgアリナミンF糖衣錠（武田テバ薬品）

フルスルチアミン

発現部位 副　作　用

過敏症 発疹、そう痒感

［副作用］ 一部改訂

３１２　ビタミンB1剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

25mg・50mgアリナミンF糖衣錠（武田テバ薬品）  アリナミンF注（武田テバ薬品）

フルスルチアミン錠「トーワ」（東和薬品）  フルスルチアミン注・静注「トーワ」（東和薬品）

フルスルチアミン静注液「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）  フルスルチアミン注「日新」（日新製薬：山形）

フルメチ静注（日医工ファーマ＝日医工）

フルスルチアミン塩酸塩

発現部位 副　作　用

過敏症 発疹、そう痒感

DSU298 -14-

https://dsu-system.jp/dsu/298/6127/notice/notice_6127_20210324164020.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6081/notice/notice_6081_20210305111817.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17792/notice_17792_20210318144050.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/notice_6082_20210305111741.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17597/notice_17597_20210324110936.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17596/notice_17596_20210324110944.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17598/notice_17598_20210401151906.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17595/notice_17595_20210324164107.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/298/6082/notice/17599/notice_17599_20210401152024.pdf


［その他の副作用］ 一部改訂

３１２　ビタミンB1剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

アリナミン注射液（武田テバ薬品）

プロスルチアミン

発現部位 副　作　用

過敏症 発疹、そう痒感

［11.2その他の副作用］

一部改訂

［20.取扱い上の注意］ 追記

３９２　解毒剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

剤型追加承認に伴う改訂

ノベルジン錠・顆粒（ノーベルファーマ）

酢酸亜鉛水和物

発現部位 副　作　用

消化器
胃不快感、悪心、口内炎、嘔吐、腹痛、下痢、心窩部不快

感、便秘、胃炎、口腔内痛、口腔内不快感

肝胆道系
肝腫大、Al-P増加、AST増加、ALT増加、総ビリルビン増加、

アンモニア増加、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加

その他

血清鉄減少、総コレステロール減少、アルブミン減少、尿潜

血陽性、尿中蛋白陽性、HDL-コレステロール減少、トリグリ

セリド増加、総蛋白減少、麦粒腫、膀胱炎、頭痛、血清鉄増

加、血清銅減少、咳嗽、発熱、めまい、食欲減退、変色便、

倦怠感

20.2 ノベルジン顆粒

ボトル包装品を分包した場合は、高温多湿を避けて保存すること。
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［11.2その他の副作用］

一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

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

ドセタキセル点滴静注「EE」（エルメッド＝日医工）  ドセタキセル点滴静注液「NK」（日本化薬）

ドセタキセル点滴静注「ケミファ」（ナガセ医薬品＝日本ケミファ）

ドセタキセル点滴静注液「サンド」（サンド）  ドセタキセル点滴静注「テバ」（武田テバファーマ）

ドセタキセル点滴静注「トーワ」（東和薬品）  ドセタキセル点滴静注「ニプロ」（ニプロ＝日本化薬）

ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」（ヤクルト）

ドセタキセル

発現部位 副　作　用

神経・筋症状
筋肉痛、関節痛、筋力低下・脱力感、背部痛、痙攣、筋

炎

発現部位 副　作　用

神経・筋症状
筋肉痛、関節痛、筋力低下・脱力感、背部痛、痙攣、筋

炎

［11.2その他の副作用］

一部改訂

［その他の副作用］ 一部改訂

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

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

タキソテール点滴静注用（サノフィ）  ドセタキセル点滴静注液「サワイ」（沢井製薬）

ドセタキセル点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）  ドセタキセル点滴静注液「ホスピーラ」（ファイザー）

ワンタキソテール点滴静注（サノフィ）

ドセタキセル水和物

発現部位 副　作　用

神経・筋症状
筋肉痛、関節痛、筋力低下・脱力感、背部痛、痙攣、筋

炎

発現部位 副　作　用

神経・筋症状
筋肉痛、関節痛、筋力低下・脱力感、背部痛、痙攣、筋

炎
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［7.用法及び用量に関連する注

意］

追記

［8.重要な基本的注意］ 追記

［9.4生殖能を有する者］ 追記

［9.6授乳婦］ 一部改訂

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

追記

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

アザシチジン

〈急性骨髄性白血病〉

7.4 ベネトクラクス以外の抗悪性腫瘍剤との併用による有効性及び安全性

は確立していない。

8.4 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び

腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.10参

照］

9.4.3 パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与

終了後一定期間は、適切な避妊を行うよう指導すること。［15.2.2参照］

授乳しないことが望ましい。本剤が乳汁に移行する可能性があり、乳児が

乳汁を介して本剤を摂取した場合、乳児に重篤な副作用が発現するおそれ

がある。

11.1.1 骨髄抑制

好中球減少症（発熱性好中球減少症を含む）、血小板減少症、白血球減少

症、貧血、赤血球減少症、リンパ球減少症、単球減少症、汎血球減少症、

無顆粒球症等があらわれることがある。［8.1、9.1.1参照］

11.1.7 肝機能障害、黄疸

ALT増加、AST増加、ALP増加、血中ビリルビン増加、γ-GTP増加等を伴う

肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.1.10 腫瘍崩壊症候群

異常が認められた場合には、適切な処置（生理食塩液、高尿酸血症治療剤

等の投与、透析等）を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十

分に観察すること。［8.4参照］
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［11.2その他の副作用］

一部改訂
発現部位 副　作　用

感染症

咽頭炎（上咽頭炎含む）、菌血症、口腔カンジダ症、尿路感

染、肺感染、上気道感染、気管支炎、蜂巣炎、口腔ヘルペ

ス、敗血症性ショック、副鼻腔炎（急性副鼻腔炎含む）、感

染、皮膚感染、腸球菌感染、帯状疱疹、歯周炎、クロストリ

ジウム・ディフィシレ大腸炎、膀胱炎、消化管感染、歯肉

炎、肛門膿瘍、白癬感染、気道感染、医療機器関連感染、肛

門直腸蜂巣炎、気管支肺アスペルギルス症、憩室炎、せつ、

喉頭炎、肝膿瘍、下気道感染、リンパ管炎、偽膜性大腸炎、

中咽頭カンジダ症、大腸菌性尿路感染、好中球減少性感染、

クレブシエラ感染、カンジダ感染、単純ヘルペス、鼻炎、ブ

ラストミセス症、トキソプラズマ症、四肢膿瘍、直腸周囲膿

瘍

血　液

ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板増加症、骨

髄機能不全、好塩基球増加症、顆粒球減少症、リンパ球増加

症、単球増加症、好酸球増加症、白血球増加症、アンチトロ

ンビンⅢ減少、血球減少症、活性化部分トロンボプラスチン

時間延長、平均赤血球ヘモグロビン濃度減少、芽球細胞数増

加

代謝異常

食欲減退、低カリウム血症、LDH増加、低リン酸血症、低ア

ルブミン血症、血中ブドウ糖増加、総蛋白減少、高尿酸血

症、低ナトリウム血症、高リン酸塩血症、高カリウム血症、

低カルシウム血症、低マグネシウム血症、血中重炭酸塩減

少・増加、血中尿酸減少、水分過負荷、血中クロール増加､

糖尿病、痛風、高カルシウム血症、血中クロール減少

精神

神経系

頭痛、浮動性めまい、味覚異常、不眠症、錯乱状態、回転性

めまい、睡眠障害、譫妄、うつ病、睡眠の質低下、不安、嗜

眠、意識障害

眼 結膜出血、眼乾燥、視力障害、眼瞼炎、眼充血、結膜充血

循環器
高血圧、動悸、心膜炎、頻脈（洞性頻脈含む）、心房粗動、

心室性期外収縮

呼吸器

鼻出血、呼吸困難、口腔咽頭痛、咳嗽、胸水、上気道の炎

症、口腔咽頭不快感、急性呼吸不全、労作性呼吸困難、喀

血、呼吸不全、低酸素症、肺障害、鼻閉、肺臓炎、湿性咳

嗽、鼻漏、肺浸潤
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一部改訂

［15.2非臨床試験に基づく情

報］

追記

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

ビダーザ注射用（日本新薬）

発現部位 副　作　用

消化器

悪心、便秘、嘔吐、下痢、口内炎、腹痛、腹部膨満、上腹部

痛、痔核、消化不良、口唇炎（口角口唇炎含む）、腹部不快

感、口腔内出血、口腔内潰瘍形成、胃炎（慢性胃炎含む）、

口唇乾燥、歯周病、肛門周囲痛、下腹部痛、胃食道逆流性疾

患、歯肉出血、裂肛、嚥下障害、歯肉痛、歯肉腫脹、舌炎､

口腔内痛、歯痛、軟便、アフタ性潰瘍、齲歯、口内乾燥、腸

炎、胃潰瘍、メレナ、舌苔、痔出血、肛門びらん

皮　膚

発疹、そう痒症（全身性そう痒症含む）、紅斑、点状出血､

アレルギー性皮膚炎、紫斑、脱毛症、皮膚乾燥、斑状出血､

斑状丘疹状皮疹、水疱（血性水疱含む）、紅斑性皮疹、接触

皮膚炎、薬疹、湿疹、皮脂欠乏性湿疹、皮膚反応、皮膚潰

瘍、皮膚腫瘤、皮膚炎、皮下出血、寝汗、全身性皮疹、斑状

皮疹、丘疹性皮疹、蕁麻疹、皮膚小結節、皮膚硬結、好中球

浸潤・有痛性紅斑・発熱を伴う皮膚障害（Sweet症候群）

腎臓及び

尿路系

血中クレアチニン増加、尿中蛋白陽性、尿中血陽性、急性腎

障害、腎機能障害、尿閉、頻尿、慢性腎臓病、尿中ブドウ糖

陽性、血中尿素増加、排尿困難

その他

注射部位反応（紅斑、発疹、そう痒感、硬結等）、発熱、疲

労、倦怠感、体重減少、脱力感、浮腫（末梢性浮腫含む）、

挫傷、四肢痛、粘膜の炎症、血腫、背部痛、CRP増加、疼痛､

悪寒、脱水、関節痛、筋痙縮、筋力低下、胸痛、末梢腫脹、

転倒、筋肉痛、末梢性ニューロパチー、異常感、全身健康状

態低下、胆石症、骨痛、錯感覚、失神、胸部不快感、炎症、

非心臓性胸痛、胆嚢炎、関節炎、腱鞘炎、失神寸前の状態、

痙攣発作、振戦、蒼白、静脈炎、表在性静脈炎、血管炎、ほ

てり、カテーテル留置部位反応（紅斑、出血、感染等）、脾

腫、筋骨格痛、頚部痛、筋骨格系胸痛

15.2.2 細菌を用いた復帰突然変異試験、並びにヒトリンパ芽球及びマウ

スリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験で変異原性、マウスリンパ腫

及びハムスター胚由来線維芽細胞を用いた小核試験で小核誘発性、マウス

白血病細胞を用いた染色体異常試験で染色体異常誘発性が報告されてい

る。［9.4.3参照］
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

［7.用法及び用量に関連する注

意］

一部改訂

［11.2その他の副作用］

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

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

バベンチオ点滴静注（メルクバイオファーマ＝ファイザー）

アベルマブ（遺伝子組換え）

〈根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法〉

5.2 化学療法で疾患進行が認められていない患者を対象とすること。

5.3 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.4 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.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。［17.1.3参照］

〈根治切除不能なメルケル細胞癌、根治切除不能な尿路上皮癌における化

学療法後の維持療法〉

7.1 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。

発現部位 副　作　用

心臓障害
駆出率減少、トロポニン増加、徐脈、動悸、脳性ナトリウム

利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加

胃腸障害

下痢、悪心、口内炎、嘔吐、口内乾燥、便秘、腹痛、口腔内

痛、消化不良、上腹部痛、鼓腸、胃食道逆流性疾患、腹部不

快感、口腔知覚不全、舌痛、腹部膨満、歯肉出血、肛門の炎

症、イレウス、直腸炎、下腹部痛、過敏性腸症候群、腸炎

感染症
毛包炎、カンジダ感染、尿路感染、帯状疱疹、インフルエン

ザ

内分泌

障害

血中甲状腺刺激ホルモン増加、血中甲状腺刺激ホルモン減

少、遊離サイロキシン減少

筋骨格系

及び結合

組織障害

関節痛、筋肉痛、血中クレアチンホスホキナーゼ増加、背部

痛、四肢痛、筋骨格痛、筋力低下、筋痙縮、関節炎、滑膜

炎、頚部痛、多発性関節炎、鼡径部痛、滑液嚢腫、関節リウ

マチ、少関節炎、軟骨石灰化症

精神・

神経系

障害

頭痛、味覚不全、浮動性めまい、味覚障害、錯感覚、嗜眠、

振戦、知覚過敏、不眠症、感覚鈍麻、会話障害、パーキンソ

ン病、リビドー減退、微細運動機能障害

皮膚及び

皮下組織

障害

手掌・足底発赤知覚不全症候群、そう痒症、発疹、皮膚乾

燥、斑状丘疹状皮疹、そう痒性皮疹、紅斑、脱毛症、ざ瘡様

皮膚炎、過角化、皮膚炎、蕁麻疹、水疱、斑状皮疹、紅斑性

皮疹、湿疹、寝汗、皮膚剥脱、皮膚病変、多汗症、丘疹性皮

疹、乾癬、尋常性白斑、紫斑、斑状出血、毛孔性角化症、扁

平苔癬
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［8.重要な基本的注意］

一部改訂

追記

［11.2その他の副作用］ 削除

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

アービタックス注射液（メルクバイオファーマ）

セツキシマブ（遺伝子組換え）

8.3 低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症が発現する

ことが報告されている。また、心不全等の心臓障害の発現も報告されてい

るので、治療開始前、治療中及び治療終了後は血清中電解質（マグネシウ

ム、カリウム及びカルシウム）をモニタリングすること。［11.1.5参照］

8.6 本剤の使用にあたっては、本剤と一般名が類似しているセツキシマブ

サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）との取り違えに注意すること。

発現部位 副　作　用

代謝／栄養 低マグネシウム血症

［9.6授乳婦］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Krysko,K.M.,et al.:Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7(1):e637

リツキサン点滴静注（全薬工業＝中外製薬）

リツキシマブ（遺伝子組換え）

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検

討すること。本剤は母乳中に移行することが報告されている。

［9.6授乳婦］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Krysko,K.M.,et al.:Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7(1):e637

リツキシマブBS点滴静注「KHK」（サンド＝協和キリン）

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続

1］

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検

討すること。本剤は母乳中に移行することが報告されている。

［9.6授乳婦］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Krysko,K.M.,et al.:Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7(1):e637

リツキシマブBS点滴静注「ファイザー」（ファイザー）

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続

2］

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検

討すること。本剤は母乳中に移行することが報告されている。
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

［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］ 追記

削除

［11.1重大な副作用］ 追記

［11.2その他の副作用］

一部改訂

削除

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

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

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

〈切除不能な胸腺癌〉

5.5 本剤の術前補助療法としての有効性及び安全性は確立していない。

5.6 「17.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。［17.1.4参照］

〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉

7.2 副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて以下の基準を考

慮して、本剤を減量、休薬又は中止すること。減量して投与を継続する場

合には、1日1回20mg、14mg、10mg、8mg又は4mgに減量すること。

〈効能共通〉

8.9 甲状腺機能低下があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び

投与期間中は定期的に甲状腺機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観

察すること。［11.1.17参照］

8.9 定期的に甲状腺刺激ホルモン濃度を測定すること。

11.1.17 甲状腺機能低下［8.9参照］

発現部位 副　作　用

全身症状 疲労、無力症、浮腫、発熱、疼痛、創傷

発現部位 副　作　用

その他 甲状腺機能低下
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［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２９　その他の化学療法剤

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

ダイフェン配合錠・配合顆粒（鶴原製薬）  バクタ配合錠・配合顆粒（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

バクトラミン配合錠・配合顆粒（太陽ファルマ）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（経口

剤）

11.1.4 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮

膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑［8.4参照］

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

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［14.適用上の注意］ 追記

６３１　ワクチン類

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

コミナティ筋注（ファイザー）

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-

CoV-2）

8.1 本剤は「予防接種実施規則」及び「新型コロナウイルス感染症に係る

臨時の予防接種実施要領」に準拠して使用すること。

8.2 被接種者について、接種前に必ず問診、検温及び診察によって健康状

態を調べること。［9.1参照］

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 保存方法

本剤は-90〜-60℃から-25〜-15℃に移し、-25〜-15℃で最長14日間保存す

ることができる。なお1回に限り、再度-90〜-60℃に戻し保存することが

できる。いずれの場合も有効期間内に使用すること。

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

６４１　抗原虫剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

バクトラミン注（太陽ファルマ）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（注射

剤）

11.1.4 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、中毒性表皮壊死融

解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、多形紅斑［1.、8.3参照］
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