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No.２８７（2020.3）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

精神神経用剤　１１７

自律神経剤　１２３

消化性潰瘍用剤　２３２

その他の血液・体液用薬　３３９

その他の腫瘍用薬　４２９

抗ウイルス剤　６２５

解熱鎮痛消炎剤　１１４

精神神経用剤　１１７

重要

■スピペロン 3 ■スルトプリド塩酸塩 3

■スルピリド 3 ■チミペロン 3

■ネモナプリド 4 ■ハロペリドール 4

■ハロペリドールデカン酸エステル 4 ■ピパンペロン塩酸塩 4

■ピモジド 4 ■フルフェナジンデカン酸エステル 4

■ブロナンセリン 5 ■ブロムペリドール 5

■ペロスピロン塩酸塩水和物 5 ■モサプラミン塩酸塩 5

■アクラトニウムナパジシル酸塩 5

■スルピリド 3

■ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 6

■ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 6

■アシクロビル（経口剤、注射剤） 6 ■アメナメビル 7

■バラシクロビル塩酸塩 7 ■バロキサビルマルボキシル 7

その他

■トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 8

■エスシタロプラムシュウ酸塩 10 ■スピペロン 10

■スルトプリド塩酸塩 10 ■ネモナプリド 10

■ノルトリプチリン塩酸塩 11 ■ハロペリドール 11

■ハロペリドールデカン酸エステル 11 ■ピパンペロン塩酸塩 12

■ピモジド 12 ■フルフェナジンデカン酸エステル 12
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自律神経剤　１２３

眼科用剤　１３１

高脂血症用剤　２１８

その他の循環器官用薬　２１９

その他の呼吸器官用薬　２２９

脳下垂体ホルモン剤　２４１

副腎ホルモン剤　２４５

無機質製剤　３２２

血液代用剤　３３１

他に分類されない代謝性医薬品　３９９

アルキル化剤　４２１

その他の腫瘍用薬　４２９

主として抗酸菌に作用するもの　６１６

合成抗菌剤　６２４

血液製剤類　６３４

あへんアルカロイド系麻薬　８１１

合成麻薬　８２１

■ブロムペリドール 12 ■モサプラミン塩酸塩 12

■ルラシドン塩酸塩 13

■アクラトニウムナパジシル酸塩 13

■アフリベルセプト(遺伝子組換え)(バイアル) 13

■シンバスタチン 14

■ボセンタン水和物 15 ■ボセンタン水和物（小児用分散錠） 16

■メポリズマブ（遺伝子組換え） 16 ■モメタゾンフランカルボン酸エステル（吸入

剤） 17

■ソマトロピン（遺伝子組換え）（ヒューマト

ロープ） 17

■ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム（100mg・300mg） 18

■塩化カリウム（経口剤、注射剤15%） 18

■塩化カリウム（経口剤、注射剤15%） 18

■タクロリムス水和物（ループス腎炎の効能を

有する製剤） 19

■ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・

ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービ

ニルスルホン架橋体 19

■ブスルファン（注射剤） 20

■アレクチニブ塩酸塩 21 ■エヌトレクチニブ 22

■クラドリビン 23 ■セツキシマブ（遺伝子組換え） 23

■フルベストラント 23 ■リツキシマブ（遺伝子組換え） 24

■レナリドミド水和物 25

■リファブチン 26

■シプロフロキサシン（ジェネリック製品） 27

■pH4処理酸性人免疫グロブリン（ピリヴィジェ

ン） 27

■モルヒネ塩酸塩水和物（シリンジ）（テルモ

製品） 29

■フェンタニルクエン酸塩（舌下錠） 29 ■フェンタニルクエン酸塩（バッカル錠） 30

■フェンタニルクエン酸塩（注射剤） 30 ■フェンタニルクエン酸塩（貼付剤） 31

■フェンタニルクエン酸塩・ドロペリドール 31
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スピロピタン錠（サンノーバ＝エーザイ）

スピペロン

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［2.禁忌］ 一部改訂

［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

スルトプリド塩酸塩錠「ヨシトミ」（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

バルネチール錠・細粒（共和薬品工業）

スルトプリド塩酸塩

2.5 パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

一部改訂

［慎重投与］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

２３２　消化性潰瘍用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アビリット錠50mg（大日本住友製薬）  アビリット錠100mg・200mg（大日本住友製薬）

スルピリド錠50mg「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  スルピリド錠50mg「TCK」（辰巳化学）

スルピリド錠50mg（TYK）（武田テバ薬品＝ファイザー＝武田テバファーマ＝ニプロ）

スルピリド錠100mg・200mg（TYK）（武田テバ薬品＝ファイザー＝武田テバファーマ）

スルピリド錠50mg・細粒「アメル」（共和薬品工業）  スルピリド錠100mg・200mg「アメル」（共和薬品工業）

スルピリド錠50mg「サワイ」（沢井製薬）  スルピリド錠100mg・200mg「サワイ」（沢井製薬）

スルピリド錠100mg・200mg「トーワ」（東和薬品）  スルピリドカプセル「トーワ」（東和薬品）

ドグマチール錠100mg・200mg（アステラス製薬）  ドグマチールカプセル・錠50mg（アステラス製薬）

ドグマチール細粒（アステラス製薬）  ドグマチール筋注50mg（アステラス製薬）

ドグマチール筋注100mg（アステラス製薬）

スルピリド

9.1.4 パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

チミペロン錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  トロペロン錠・細粒（アルフレッサファーマ＝田辺三菱製薬）

トロペロン注（アルフレッサファーマ＝田辺三菱製薬）

チミペロン

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3459/notice/notice_3459_20200331175340.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3460/notice/9744/notice_9744_20200401111240.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3460/notice/notice_3460_20200331135549.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9747/notice_9747_20200402154954.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9753/notice_9753_20200331131727.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9754/notice_9754_20200330090556.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9757/notice_9757_20200331122214.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9752/notice_9752_20200331122300.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9756/notice_9756_20200331135903.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9749/notice_9749_20200331135934.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9755/notice_9755_20200330101928.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9750/notice_9750_20200330101842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9751/notice_9751_20200330155700.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9748/notice_9748_20200330155725.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/notice_3461_20200331135806.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9758/notice_9758_20200331135822.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9761/notice_9761_20200331135843.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9760/notice_9760_20200331135858.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3461/notice/9759/notice_9759_20200331135912.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3462/notice/9763/notice_9763_20200331140226.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3462/notice/notice_3462_20200402114104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3462/notice/9764/notice_9764_20200402114115.pdf


［2.禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

エミレース錠（LTLファーマ）

ネモナプリド

2.2 パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セレネース錠・細粒（大日本住友製薬）  セレネース内服液（大日本住友製薬）

セレネース注（大日本住友製薬）  ハロペリドール錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ハロペリドール錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  ハロペリドール細粒・錠「タカタ」（高田製薬）

ハロペリドール錠・細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）  ハロペリドール細粒「トーワ」（東和薬品）

ハロペリドール錠「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  ハロペリドール細粒「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール注「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

［2.禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ネオペリドール注（ジョンソン・エンド・ジョンソン＝ヤンセンファーマ）

ハロマンス注（ヤンセンファーマ＝大日本住友製薬）

ハロペリドールデカン酸エステル

2.4 パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プロピタン錠・散（サンノーバ＝エーザイ）

ピパンペロン塩酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［禁忌］ 一部改訂

追記

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

うつ病の患者

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フルデカシン筋注（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

フルフェナジンデカン酸エステル

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3463/notice/notice_3463_20200402165139.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/notice_3464_20200402155056.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9767/notice_9767_20200402155127.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9768/notice_9768_20200402155154.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9773/notice_9773_20200331132121.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9775/notice_9775_20200331172957.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9772/notice_9772_20200403101800.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9776/notice_9776_20200331141156.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9770/notice_9770_20200330155746.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9774/notice_9774_20200401131052.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9771/notice_9771_20200401131206.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3464/notice/9769/notice_9769_20200401131251.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3465/notice/notice_3465_20200331171036.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3465/notice/9778/notice_9778_20200331182522.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3466/notice/notice_3466_20200331175423.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3470/notice/notice_3470_20200331135927.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3472/notice/notice_3472_20200401131326.pdf


［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

一部改訂

［慎重投与］ 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

ブロナンセリン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ブロナンセリン錠・散「DSPB」（DSファーマプロモ＝大日本住友製薬）

ブロナンセリン錠「KN」（小林化工）

ブロナンセリン錠「YD」（陽進堂＝日本ジェネリック＝アルフレッサファーマ）

ブロナンセリン錠「アメル」（共和薬品工業）  ブロナンセリン散「アメル」（共和薬品工業＝沢井製薬）

ブロナンセリン錠「サワイ」（沢井製薬）  ブロナンセリン錠「タカタ」（高田製薬）

ブロナンセリン錠「トーワ」（東和薬品）  ブロナンセリン錠「日医工」（日医工）

ブロナンセリン錠「ニプロ」（ニプロ）  ロナセン錠・散（大日本住友製薬）

ロナセンテープ（大日本住友製薬）

ブロナンセリン

9.1.2 パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

インプロメン錠・細粒（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ブロムペリドール錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  ブロムペリドール錠・細粒「サワイ」（沢井製薬）

ブロムペリドール

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［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

ペロスピロン塩酸塩錠「アメル」（共和薬品工業）  ルーラン錠（大日本住友製薬）

ペロスピロン塩酸塩水和物

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クレミン錠・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

モサプラミン塩酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

［禁忌］ 一部改訂

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アボビスカプセル（富士フイルム富山化学）

アクラトニウムナパジシル酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9784/notice_9784_20200401111013.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9793/notice_9793_20200331150338.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9785/notice_9785_20200328105516.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9787/notice_9787_20200331173039.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9783/notice_9783_20200331173111.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9788/notice_9788_20200330101915.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9789/notice_9789_20200403101816.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9790/notice_9790_20200330155756.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9792/notice_9792_20200331133425.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9791/notice_9791_20200401144438.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/notice_3473_20200402155208.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3473/notice/9794/notice_9794_20200402155358.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3474/notice/notice_3474_20200401150819.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3474/notice/9796/notice_9796_20200331173130.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3474/notice/9797/notice_9797_20200330101902.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3475/notice/9799/notice_9799_20200331173303.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3475/notice/notice_3475_20200402155424.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3476/notice/notice_3476_20200401131349.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3477/notice/notice_3477_20200327213022.pdf


［その他の注意］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

MID-NET®を用いた調査結果の概要（G-CSF製剤と血小板減少との関連に関する薬剤疫学調査）

ジーラスタ皮下注（協和キリン）

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

国内の医療情報データベースを用いた疫学調査において、本剤の投与後に

血小板減少（5.0×10 /μL未満）のリスクが増加したとの報告がある。4

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

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）

11.1.3 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

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アクチオス点滴静注用（武田テバファーマ）  アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」（日医工）

アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」（日医工）  アシクロビル顆粒「CHOS」（シー・エイチ・オー＝ファイザー）

アシクロビル錠「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）  アシクロビル顆粒「CH」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

アシクロビル点滴静注用「FY」（富士薬品＝ニプロ）  アシクロビルDS「NK」（日本化薬）

アシクロビル点滴静注用「PP」（サンファーマ）  アシクロビル点滴静注用「SN」（シオノケミカル＝ファイザー）

アシクロビル点滴静注液バッグ「アイロム」（共和クリティケア＝扶桑薬品）

アシクロビル点滴静注用「アイロム」（共和クリティケア＝扶桑薬品）

アシクロビル錠「サワイ」（沢井製薬）  アシクロビル顆粒「サワイ」（沢井製薬）

アシクロビルDS「サワイ」（沢井製薬）  アシクロビル点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）

アシクロビル顆粒「タカタ」（高田製薬）  アシクロビルシロップ「タカタ」（高田製薬）

アシクロビル点滴静注用「武田テバ」（武田テバファーマ）  アシクロビル錠「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

アシクロビル顆粒「テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）  アシクロビル錠「トーワ」（東和薬品）

アシクロビル顆粒「トーワ」（東和薬品）  アシクロビル点滴静注液「トーワ」（東和薬品）

アシクロビル点滴静注用「トーワ」（東和薬品）  アシクロビル錠「日医工」（日医工）

アシクロビル顆粒「日医工」（日医工）  アシクロビル点滴静注液「日医工」（日医工＝日本ケミファ）

アシクロビル錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）  アストリックドライシロップ（日本化薬）

ゾビラックス錠（グラクソ・スミスクライン）  ゾビラックス顆粒（グラクソ・スミスクライン）

ゾビラックス点滴静注用（グラクソ・スミスクライン）  ビクロックス錠（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

ビクロックス顆粒（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）  ビクロックスシロップ（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

ビクロックス点滴静注（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

アシクロビル（経口剤、注射剤）

11.1.3 急性腎障害、尿細管間質性腎炎

急性腎障害、尿細管間質性腎炎
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3575/notice/notice_3575_20200331153416.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3529/notice/notice_3529_20200331125320.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9658/notice_9658_20200331130107.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9663/notice_9663_20200331185103.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9664/notice_9664_20200331185117.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9685/notice_9685_20200330161807.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9679/notice_9679_20200331132141.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9686/notice_9686_20200331132205.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9668/notice_9668_20200402172900.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9659/notice_9659_20200402083214.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9669/notice_9669_20200401145738.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9670/notice_9670_20200331160710.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9667/notice_9667_20200330091330.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9671/notice_9671_20200330091411.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9680/notice_9680_20200330101739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9687/notice_9687_20200330101721.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9660/notice_9660_20200330101709.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9672/notice_9672_20200330101521.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9688/notice_9688_20200403101839.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9662/notice_9662_20200403101852.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9674/notice_9674_20200331130120.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9681/notice_9681_20200331125817.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9689/notice_9689_20200331125844.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9682/notice_9682_20200330155850.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9690/notice_9690_20200330155859.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9665/notice_9665_20200330155909.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9673/notice_9673_20200330155916.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9684/notice_9684_20200331185151.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9691/notice_9691_20200331185138.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9666/notice_9666_20200331185201.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9683/notice_9683_20200330114733.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/notice_3456_20200401143844.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9697/notice_9697_20200401143954.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9694/notice_9694_20200401144018.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9700/notice_9700_20200331092928.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9701/notice_9701_20200331093005.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9698/notice_9698_20200331093043.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3456/notice/9699/notice_9699_20200331093125.pdf


［重大な副作用］ 新設

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アメナリーフ錠（マルホ）

アメナメビル

多形紅斑：

多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら

れた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［重大な副作用］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

バラシクロビル錠「CHM」（ケミックス）  バラシクロビル錠「DK」（大興製薬）

バラシクロビル錠「DSEP」（第一三共エスファ）  バラシクロビル錠「EE」（エルメッド＝日医工）

バラシクロビル錠「FFP」（共創未来ファーマ）  バラシクロビル錠「F」（富士製薬工業）

バラシクロビル錠「JG」（日本ジェネリック）  バラシクロビル錠「MEEK」（小林化工）

バラシクロビル顆粒「MEEK」（小林化工）  バラシクロビル錠「NPI」（日本薬品工業）

バラシクロビル錠「NP」（ニプロ）  バラシクロビル錠「PP」（サンファーマ）

バラシクロビル錠「TCK」（辰巳化学）  バラシクロビル錠「YD」（陽進堂）

バラシクロビル錠「アスペン」（アスペンジャパン）  バラシクロビル顆粒「アスペン」（アスペンジャパン）

バラシクロビル錠「アメル」（共和薬品工業＝共和クリティケア）  バラシクロビル錠「イワキ」（岩城製薬）

バラシクロビル錠「オーハラ」（大原薬品工業）  バラシクロビル錠「科研」（シオノケミカル＝科研製薬）

バラシクロビル錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  バラシクロビル錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

バラシクロビル錠「サトウ」（佐藤製薬）  バラシクロビル錠「サワイ」（沢井製薬）

バラシクロビル錠「三和」（三和化学）  バラシクロビル錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

バラシクロビル錠「テバ」（武田テバファーマ）  バラシクロビル錠「トーワ」（東和薬品）

バラシクロビル顆粒「トーワ」（東和薬品）  バラシクロビル錠「日医工」（日医工）

バラシクロビル顆粒「日医工」（日医工）  バラシクロビル錠「日本臓器」（東洋カプセル＝日本臓器製薬）

バラシクロビル錠「ファイザー」（ファイザー）  バラシクロビル錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

バラシクロビル顆粒「明治」（MeijiSeikaファルマ）  バラシクロビル粒状錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

バルトレックス錠（グラクソ・スミスクライン）  バルトレックス顆粒（グラクソ・スミスクライン）

バラシクロビル塩酸塩

11.1.3 急性腎障害、尿細管間質性腎炎

急性腎障害、尿細管間質性腎炎

［重大な副作用］ 追記

６２５　抗ウイルス剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ゾフルーザ錠・顆粒分包（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

虚血性大腸炎：

虚血性大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、下痢、血便等の異常が

認められた場合には適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3455/notice/notice_3455_20200330141728.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9705/notice_9705_20200331170018.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9706/notice_9706_20200327174113.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9707/notice_9707_20200401110933.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9708/notice_9708_20200331135622.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9709/notice_9709_20200330085937.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9710/notice_9710_20200401093325.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9711/notice_9711_20200331162645.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9712/notice_9712_20200328105937.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9736/notice_9736_20200328105815.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9713/notice_9713_20200331132859.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9714/notice_9714_20200401153232.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9715/notice_9715_20200401113616.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9716/notice_9716_20200330095812.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9719/notice_9719_20200402150337.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9737/notice_9737_20200402150350.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9720/notice_9720_20200330151831.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9721/notice_9721_20200331164509.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9722/notice_9722_20200331161339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9735/notice_9735_20200331142502.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9734/notice_9734_20200330163840.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9723/notice_9723_20200401152759.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9724/notice_9724_20200401112702.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9725/notice_9725_20200330093919.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9730/notice_9730_20200330142635.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9726/notice_9726_20200331141217.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9727/notice_9727_20200331130230.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9728/notice_9728_20200330155924.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9738/notice_9738_20200330155932.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9731/notice_9731_20200331185227.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9739/notice_9739_20200331185313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9732/notice_9732_20200402135221.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9729/notice_9729_20200331110529.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9733/notice_9733_20200331104057.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9740/notice_9740_20200331104130.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9704/notice_9704_20200331170255.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/notice_3457_20200401144043.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3457/notice/9741/notice_9741_20200401144103.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3453/notice/notice_3453_20200331141750.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

［2.禁忌］ 一部改訂

追記

［10.1併用禁忌］ 一部改訂

追記

［禁忌］ 一部改訂

追記

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

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

2.3 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、サフィナミドメシル酸塩）を投与中の患者、又は投与中止後14

日以内の患者［10.1参照］

2.4 ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者

［10.1参照］

 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

MAO阻害剤（セレギリ

ン塩酸塩、ラサギリン

メシル酸塩、サフィナ

ミドメシル酸塩）

［2.3参照］

外国において、セロトニン症

候群（錯乱、激越、発熱、発

汗、運動失調、反射異常亢

進、ミオクローヌス、下痢

等）を含む中枢神経系（攻撃

的行動、固縮、痙攣、昏睡、

頭痛）、呼吸器系（呼吸抑

制）及び心血管系（低血圧、

高血圧）の重篤な副作用が報

告されている。MAO阻害剤を

投与中の患者又は投与中止後

14日以内の患者には投与しな

いこと。また、本剤投与中止

後にMAO阻害剤の投与を開始

する場合には、2〜3日間の間

隔を空けることが望ましい。

相加的に作用が

増強され、ま

た、中枢神経の

セロトニンが蓄

積すると考えら

れる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩

［2.4参照］

離脱症状を起こすおそれがある。ま

た、鎮痛作用が減弱するおそれがあ

る。

ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又

は投与中止後1週間以内の患者には投与

しないこと。

μオピオイド受

容体への競合的

阻害による。

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、サフィナミドメシル酸塩）を投与中の患者、又は投与中止後14日以

内の患者（「相互作用」の項参照）

ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患者

（「相互作用」の項参照）
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［併用禁忌］ 一部改訂

追記

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）

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、サフィナ

ミドメシル酸塩）

外国において、セロトニン症

候群（錯乱、激越、発熱、発

汗、運動失調、反射異常亢

進、ミオクローヌス、下痢

等）を含む中枢神経系（攻撃

的行動、固縮、痙攣、昏睡、

頭痛）、呼吸器系（呼吸抑

制）及び心血管系（低血圧、

高血圧）の重篤な副作用が報

告されている。MAO阻害剤を

投与中の患者又は投与中止後

14日以内の患者には投与しな

いこと。また、本剤投与中止

後にMAO阻害剤の投与を開始

する場合には、2〜3日間の間

隔を空けることが望ましい。

相加的に作用が

増強され、ま

た、中枢神経の

セロトニンが蓄

積すると考えら

れる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ナルメフェン

塩酸塩

離脱症状を起こすおそれがある。ま

た、鎮痛作用が減弱するおそれがあ

る。

ナルメフェン塩酸塩を投与中の患者又

は投与中止後1週間以内の患者には投与

しないこと。

μオピオイド受

容体への競合的

阻害による。
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9623/notice_9623_20200330131832.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9624/notice_9624_20200331164023.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9635/notice_9635_20200327125914.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9625/notice_9625_20200327113816.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9631/notice_9631_20200331133413.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9632/notice_9632_20200324162141.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9633/notice_9633_20200325181722.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9629/notice_9629_20200330092747.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/9628/notice_9628_20200401173616.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3391/notice/notice_3391_20200325155954.pdf


［2.禁忌］ 一部改訂

［10.1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

レクサプロ錠（持田製薬＝田辺三菱製薬）

エスシタロプラムシュウ酸塩

2.2 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、サフィナミドメシル酸塩）を投与中あるいは投与中止後14日間

以内の患者［10.1、11.1.3参照］

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、

サフィナミドメシル

酸塩）

［2.2、11.1.3参

照］

セロトニン症候群があらわれる

ことがある。MAO阻害剤を投与

中あるいは投与中止後14日間以

内の患者には投与しないこと。

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

上の間隔をあけること。

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

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

スピロピタン錠（サンノーバ＝エーザイ）

スピペロン

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者〔錐体外路症状が悪化

するおそれがある。〕

［2.禁忌］ 一部改訂

［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

スルトプリド塩酸塩錠「ヨシトミ」（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

バルネチール錠・細粒（共和薬品工業）

スルトプリド塩酸塩

2.5 パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

錐体外路症状が悪化するおそれがある。

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者〔錐体外路症状が悪化する

おそれがある。〕

［2.禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

エミレース錠（LTLファーマ）

ネモナプリド

2.2 パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者

錐体外路症状が悪化するおそれがある。
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3480/notice/notice_3480_20200326184737.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3549/notice/notice_3549_20200331175359.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3536/notice/9808/notice_9808_20200401111255.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3546/notice/notice_3546_20200402165255.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

ノリトレン錠（大日本住友製薬）

ノルトリプチリン塩酸塩

モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、

サフィナミドメシル酸塩）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

モノアミン酸

化酵素阻害

剤（セレギリ

ン塩酸塩、ラ

サギリンメシ

ル酸塩、サ

フィナミドメ

シル酸塩）

発汗、不穏、全身痙れん、異常高熱、

昏睡等があらわれることがある。

モノアミン酸化酵素阻害剤の投与を受

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

剤からモノアミン酸化酵素阻害剤に切

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

考えられる。

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

セレネース錠・細粒（大日本住友製薬）  セレネース内服液（大日本住友製薬）

セレネース注（大日本住友製薬）  ハロペリドール錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ハロペリドール錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  ハロペリドール細粒・錠「タカタ」（高田製薬）

ハロペリドール錠・細粒「ツルハラ」（鶴原製薬）  ハロペリドール細粒「トーワ」（東和薬品）

ハロペリドール錠「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）  ハロペリドール細粒「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール注「ヨシトミ」（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ハロペリドール

授乳中の婦人に投与する場合には、授乳を中止させること。〔ヒト母乳中

へ移行し、哺乳中の児の血中に検出されたと報告されている。〕

［9.6授乳婦］ 一部改訂

［10.2併用注意］ 追記

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ネオペリドール注（ジョンソン・エンド・ジョンソン＝ヤンセンファーマ）

ハロマンス注（ヤンセンファーマ＝大日本住友製薬）

ハロペリドールデカン酸エステル

授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）で乳汁中への移行がみら

れており、また、類似化合物（ハロペリドール）でヒト母乳中へ移行し、

哺乳中の児の血中に検出されたと報告されている。

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、サフィナミドメシル

酸塩等）

MAO阻害剤の作用が

減弱するおそれがあ

る。

本剤はドパミン作動

系に対する抑制作用

をもつ。
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3414/notice/notice_3414_20200402155015.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3413/notice/notice_3413_20200402155042.pdf
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3413/notice/9510/notice_9510_20200401130931.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3413/notice/9508/notice_9508_20200401131007.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3163/notice/9636/notice_9636_20200331171110.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3163/notice/notice_3163_20200331182432.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

プロピタン錠・散（サンノーバ＝エーザイ）

ピパンペロン塩酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者〔錐体外路症状が悪化

するおそれがある。〕

［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

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者〔錐体外路症状が悪化する

おそれがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フルデカシン筋注（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

フルフェナジンデカン酸エステル

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者〔錐体外路症状が悪化する

おそれがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

インプロメン錠・細粒（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ブロムペリドール錠・細粒「アメル」（共和薬品工業）  ブロムペリドール錠・細粒「サワイ」（沢井製薬）

ブロムペリドール

パーキンソン病又はレビー小体型認知症のある患者〔錐体外路症状が悪化

するおそれがある。〕

［禁忌］ 一部改訂

１１７　精神神経用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クレミン錠・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

モサプラミン塩酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者〔錐体外路症状が悪化する

おそれがある。〕
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3547/notice/notice_3547_20200331175433.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3552/notice/notice_3552_20200331135941.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3527/notice/notice_3527_20200401131052.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3550/notice/notice_3550_20200401150849.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3550/notice/9814/notice_9814_20200331173152.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3550/notice/9815/notice_9815_20200330101830.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3528/notice/notice_3528_20200401131125.pdf


［9.1合併症・既往歴等のある患

者］

一部改訂

１１７　精神神経用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ラツーダ錠（大日本住友製薬）

ルラシドン塩酸塩

9.1.1 パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者

錐体外路症状が悪化するおそれがある。

［禁忌］ 一部改訂

１２３　自律神経剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アボビスカプセル（富士フイルム富山化学）

アクラトニウムナパジシル酸塩

パーキンソン病又はレビー小体型認知症の患者〔錐体外路症状が悪化する

おそれがある。〕

［5.効能又は効果に関連する注

意］

一部改訂

追記

［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

［11.2その他の副作用］

一部改訂

１３１　眼科用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

アフリベルセプト(遺伝子組換え)(バイアル)

〈効能共通〉

5.1 本剤による治療を開始するに際し、疾患・病態による視力、視野等の

予後を考慮し、本剤投与の要否を判断すること。

〈血管新生緑内障〉

5.3 前緑内障期の患者における有効性及び安全性は確立していない。

〈血管新生緑内障〉

7.6 本剤による治療は前眼部新生血管による眼圧上昇に対する対症療法で

あることに留意すること。また、長期的な眼圧管理にあたっては標準的な

治療法との併用を考慮すること。

7.7 本剤投与後は定期的に眼圧等を評価し、疾患の活動性を示唆する所見

（前眼部新生血管による眼圧上昇等）が認められた場合は、本剤の再投与

を検討すること。

〈血管新生緑内障〉

8.7 定期的に眼圧等に基づき有効性を評価し、有効性が認められない場合

には漫然と投与しないこと。

発現部位 副　作　用

眼

（前眼部）

結膜出血、眼充血、点状角膜炎、白内障、角膜擦過傷、角

膜浮腫、角膜びらん、角膜上皮欠損、角膜障害、角膜炎、

前房内細胞、前房のフレア、結膜充血、結膜刺激、結膜浮

腫、結膜炎、アレルギー性結膜炎、後のう部混濁、虹彩毛

様体炎、ブドウ膜炎、前房蓄膿、虹彩炎、前房出血
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https://dsu-system.jp/dsu/288/3561/notice/notice_3561_20200402155443.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3538/notice/notice_3538_20200324140220.pdf


［15.1臨床使用に基づく情報］

一部改訂

〈参考〉

効能又は効果、用法及び用量追加承認に伴う改訂

アイリーア硝子体内注射液（バイエル薬品＝参天製薬）

15.1.1 本剤投与により、全身のVEGF阻害に起因する動脈血栓塞栓に関連

する有害事象（心筋梗塞、脳卒中、血管死等）が発現する可能性がある。

滲出型加齢黄斑変性患者を対象に国内外で実施された第Ⅲ相試験［2試験

の併合解析（2年間）］における動脈血栓塞栓関連事象の発現率は、本剤

投与群全体で3.3%(1824例中60例)であった。網膜中心静脈閉塞症に伴う黄

斑浮腫を有する患者を対象に国内外で実施された第Ⅲ相試験［2試験(76週

間と100週間)の併合解析］における動脈血栓塞栓関連事象の発現率は、本

剤投与群全体で0.6%(317例中2例)であった。網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄

斑浮腫を有する患者を対象に国内外で実施された第Ⅲ相試験［1試験(52週

間)］における動脈血栓塞栓関連事象の発現率は、本剤投与群全体で0.6%

(158例中1例)であった。病的近視における脈絡膜新生血管患者を対象に国

内外で実施された第Ⅲ相試験［1試験(48週間)］における動脈血栓塞栓関

連事象の発現率は、本剤投与群全体で0.9%(116例中1例)であった。糖尿病

黄斑浮腫を有する患者を対象に国内外で実施された第Ⅲ相試験［3試験(1

年間)の併合解析］における動脈血栓塞栓関連事象の発現率は、本剤投与

群全体で2.9%(730例中21例)であった。血管新生緑内障患者を対象に国内

で実施された第Ⅲ相試験［2試験(13週間と5週間)］における動脈血栓塞栓

関連事象の発現率は、本剤投与群全体で1.5%(66例中1例)であっ

た。［9.1.2、11.1.2参照］

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

２１８　高脂血症用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

シンバスタチン

イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、サキ

ナビルメシル酸塩、テラプレビル、コビシスタットを含有する製剤、オム

ビタスビル・パリタプレビル・リトナビルを投与中の患者〔「相互作用」

の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

イトラコナゾール、

ミコナゾール、ポサ

コナゾール

急激な腎機能悪化を伴う

横紋筋融解症があらわれ

やすい。

これらの薬剤はCYP3A4

を阻害し、本剤の代謝

が抑制される。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ダプトマイシン 併用した場合CK(CPK)が

上昇する可能性があるこ

とから、ダプトマイシン

投与中は本剤の休薬を考

慮すること。

機序不明
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シンバスタチン錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工）  シンバスタチン錠「MED」（沢井製薬）

シンバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  シンバスタチン錠「NikP」（日医工ファーマ＝日医工）

シンバスタチン錠5mg・10mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬＝旭化成ファーマ）

シンバスタチン錠20mg「SW」（メディサ新薬＝沢井製薬）

シンバスタチン錠5mg「YD」（陽進堂＝日本ケミファ＝日本薬品工業）

シンバスタチン錠10mg・20mg「YD」（陽進堂）  シンバスタチン錠「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

シンバスタチン錠「アメル」（共和薬品工業）  シンバスタチン錠「オーハラ」（大原薬品工業＝持田製薬）

シンバスタチン錠5mg「杏林」（キョーリンリメディオ＝日本ジェネリック）

シンバスタチン錠10mg「杏林」（キョーリンリメディオ）  シンバスタチン錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

シンバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）  シンバスタチン錠「日医工」（日医工）

シンバスタチン錠「マイラン」（マイラン製薬＝ファイザー）  リポバス錠（MSD）

［10.2併用注意］ 一部改訂

［併用注意］ 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

トラクリア錠（アクテリオンファーマシューティカルズジャパン）

トラクリア小児用分散錠（アクテリオンファーマシューティカルズジャパン）

ボセンタン錠「DSEP」（第一三共エスファ）  ボセンタン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ボセンタン錠「KN」（小林化工）  ボセンタン錠「サワイ」（沢井製薬）

ボセンタン錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  ボセンタン錠「ファイザー」（ファイザー）

ボセンタン錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）  ボセンタン成人用DS「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）

ボセンタン水和物

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

PDE5阻害薬

（クエン酸シ

ルデナフィ

ル、塩酸バル

デナフィル、

タダラフィ

ル）

[16.7.8参照]

(1)血圧低下を助長す

るおそれがある。

(2)PDE5阻害薬の血中

濃度が低下する可能性

がある。

(3)シルデナフィルの

血中濃度が低下し、本

剤の血中濃度が上昇す

る。

(1)両剤の薬理学的な相加作用

等が考えられる。

(2)本剤のCYP3A4誘導作用によ

り、この酵素で代謝されるPDE5

阻害薬の血中濃度を低下させる

可能性がある。

(3)本剤のCYP3A4誘導作用によ

り、シルデナフィルの血中濃度

を低下させる。また、機序は不

明であるが、シルデナフィルは

本剤の血中濃度を上昇させる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

PDE5阻害薬

（クエン酸シ

ルデナフィ

ル、塩酸バル

デナフィル、

タダラフィ

ル）

(1)本剤との併用によ

り、血圧低下を助長す

るおそれがある。

(2)本剤との併用によ

り、PDE5阻害薬の血中

濃度が低下する可能性

がある。

(3)本剤との併用によ

り、シルデナフィルの

血中濃度が低下し、本

剤の血中濃度が上昇す

る。

(1)両剤の薬理学的な相加作用

等が考えられる。

(2)本剤のCYP3A4誘導作用によ

り、この酵素で代謝されるPDE5

阻害薬の血中濃度を低下させる

可能性がある。

(3)本剤のCYP3A4誘導作用によ

り、シルデナフィルの血中濃度

を低下させる。また、機序は不

明であるが、シルデナフィルは

本剤の血中濃度を上昇させる。
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［慎重投与］ 追記

２１９　その他の循環器官用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

トラクリア小児用分散錠（アクテリオンファーマシューティカルズジャパン）

ボセンタン水和物（小児用分散錠）

フェニルケトン尿症の患者〔症状を増悪させるおそれがある。本剤は1錠

中3.7mgのアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）を含有する。〕

［9.7小児等］ 一部改訂

［14.適用上の注意］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

用法及び用量追加承認に伴う改訂

ヌーカラ皮下注用（グラクソ・スミスクライン）

メポリズマブ（遺伝子組換え）

〈気管支喘息〉

9.7.1 6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。

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.2 21ゲージ注射針を装着した2〜3mLシリンジを用いて、1バイアルあ

たり注射用水を1.2mL採取し、バイアル内の粉末に注入し、溶解する。溶

解後の本剤濃度は100mg/mLである。溶液1mLがメポリズマブ（遺伝子組換

え）の投与量100mgに相当する。溶液0.4mLがメポリズマブ（遺伝子組換

え）の投与量40mgに相当する。

14.1.6 21〜27ゲージの注射針を装着したシリンジを用いて、投与直前に

溶解した薬液を1つのバイアルから成人及び12歳以上の小児の場合は1mL､

6歳以上12歳未満の小児の場合は0.4mL採取すること。泡立ちや沈殿が生じ

るおそれがあるため、操作中に薬液を振らないこと。使用後の残液は使用

しないこと。
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［2.禁忌］ 追記

［10.1併用禁忌］ 新設

［11.1重大な副作用］ 一部改訂

［14.適用上の注意］ 一部改訂

２２９　その他の呼吸器官用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

アズマネックスツイストヘラー（MSD）

モメタゾンフランカルボン酸エステル（吸入剤）

2.3 デスモプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻

尿）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

デスモプレシン酢酸塩水和物

（男性における夜間多尿による

夜間頻尿）

［2.3参照］

低ナトリウム血症が

発現するおそれがあ

る。

機序不明

11.1.1 アナフィラキシー

アナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、じん麻疹等）があら

われることがある。

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 患者には添付の携帯袋及び使用説明書を渡し、以下の使用方法と

注意事項を説明すること。

［併用注意］ 一部改訂

追記

２４１　脳下垂体ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ヒューマトロープ注射用（日本イーライリリー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ヒューマトロー

プ）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機　序

糖質コル

チコイド

成長ホルモンの成長促進作用

が抑制されることがある。

糖質コルチコイドが成長抑制

効果を有するため。

血清コルチゾール濃度が低下

することがあるので、糖質コ

ルチコイドの用量に注意する

こと。

成長ホルモンが11β-ヒドロ

キシステロイドデヒドロゲ

ナーゼ1型(11β-HSD-1)を抑

制することにより、コルチゾ

ンからコルチゾールへの変換

を減少させるため。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機　序

経口エス

トロゲン

成長ホルモンの作用が抑制さ

れることがある。成人成長ホ

ルモン分泌不全症（重症に限

る）の患者では本剤の増量を

検討すること。

エストロゲンがIGF-Ⅰ産生を

抑制するため。

DSU288 -17-

https://dsu-system.jp/dsu/288/3312/notice/notice_3312_20200319152307.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/288/3343/notice/notice_3343_20200312111126.pdf


［重要な基本的注意］ 追記

２４５　副腎ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

サクシゾン注射用100mg・300mg（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ソル・コーテフ注射用100mg（ファイザー）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

（100mg・300mg）

本剤を急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）に対して在宅自己注射する

場合は、以下の点に留意し、医師がその妥当性を慎重に検討すること。

1)在宅自己注射は、先天性副腎皮質酵素欠損症、先天性副腎低形成症、下

垂体前葉機能低下症等の副腎クリーゼを発症する危険性が高いと判断され

た患者における副腎クリーゼの救急処置にのみ、医師の管理指導の下で実

施すること。

2)患者及びその家族に対して、本剤投与の必要性の判断、本剤の調製方

法、筋肉内注射の方法及び器具の廃棄方法等、自己注射に関する十分な教

育訓練を実施し、自己注射後は直ちに医療機関を受診するよう指導するこ

と。

［禁忌］ 一部改訂

［慎重投与］ 追記

［併用禁忌］ 一部改訂

［併用注意］ 追記

３２２　無機質製剤

３３１　血液代用剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

K.C.L.点滴液（丸石製薬）  K.C.L.エリキシル（丸石製薬）

塩化カリウム「日医工」（日医工ファーマ＝日医工）  塩化カリウム「フソー」（扶桑薬品）

塩化カリウム「ヤマゼン」（山善製薬）  ケーサプライ錠（佐藤薬品＝アルフレッサファーマ）

スローケー錠（ノバルティスファーマ）

塩化カリウム（経口剤、注射剤15%）

エプレレノン（高血圧症）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

エプレレノン（慢性心不全）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

エプレレノン

（高血圧症）

高カリウム血症があら

われることがある。

エプレレノンは血中のカリ

ウムを上昇させる可能性が

あり、併用により高カリウ

ム血症があらわれやすくな

ると考えられる。

危険因子：腎障害患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エプレレノン

（慢性心不全）

血清カリウム値が上昇

する可能性があるの

で、血清カリウム値を

定期的に観察するなど

十分に注意すること。

カリウム貯留作用が増強す

るおそれがある。
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［15.1臨床使用に基づく情報］

一部改訂

［その他の注意］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「JG」（日本ジェネリック）

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

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「サンド」（ニプロファーマ＝サンド）

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

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

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

プログラフカプセル0.5mg・1mg（アステラス製薬）

タクロリムス水和物（ループス腎炎の効能を有する

製剤）

〈ループス腎炎〉

15.1.4 承認時までの臨床試験において、28週投与によりクレアチニンク

リアランスの低下がみられている。なお、市販後の調査(1355例)におい

て、5年観察終了時のクレアチニン上昇の発現率は2.9%であった。

ループス腎炎患者では、承認時までの臨床試験において、28週投与により

クレアチニンクリアランスの低下がみられている。なお、市販後の調査

（1355例）において、5年観察終了時のクレアチニン上昇の発現率は2.9%

であった。

［その他の副作用］ 一部改訂

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

サイビスクディスポ関節注（サノフィ＝帝人ファーマ）

ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアル

ロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン

架橋体

発現部位 副　作　用

投与関節
疼痛、腫脹、こわばり、しびれ感、灼熱感、不快感、関節滲

出液、血腫、紅斑
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［8.重要な基本的注意］ 追記

［9.4生殖能を有する者］ 新設

［11.2その他の副作用］

一部改訂

４２１　アルキル化剤

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

ブスルフェクス点滴静注用（大塚製薬）

ブスルファン（注射剤）

8.5 本剤を悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療に使用する

際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

公知申請への該当性に係る報告書：ブスルファン（悪性リンパ腫における

自家造血幹細胞移植の前治療）」等）を熟読すること。

9.4.1 妊娠可能な女性に対して、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。［9.5参照］

9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性に対して、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。［15.2.1参

照］

9.4.3 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性

腺に対する影響を考慮すること。

発現部位 副　作　用

その他

発熱、倦怠感、浮腫、脱力、体重増加、体重減少、ほてり・

潮紅、悪寒、CRP上昇、不正子宮出血、灼熱感、膣出血、圧

迫感、胸痛、胸部不快感、粘膜過形成、白血球Al-P上昇、冷

感、疼痛、無月経、早発閉経、卵巣機能不全、卵巣障害、性

腺機能低下、乏精子症、無精子症、精巣萎縮
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

一部改訂

追記

［9.7小児等］ 追記

［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

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

企業報告

アレセンサカプセル（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

〈ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

5.1 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融

合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認

された体外診断薬等を用いて測定すること。

〈再発又は難治性のALK融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫〉

5.3 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融

合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。

〈再発又は難治性のALK融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫〉

低体重児、新生児、乳児又は6歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施

していない。

発現部位 副　作　用

呼吸器 上気道感染、気管支炎、咳嗽、肺炎、肺感染、気胸

遺伝毒性試験において、異数性誘発作用が認められたが、遺伝子突然変異

誘発性又は染色体構造異常誘発性は認められなかった。

ラットを用いた反復投与毒性試験において、切歯への影響（白色化及び短

縮）並びに大腿骨及び胸骨への影響（活性化破骨細胞の増加及び骨梁の減

少）が認められたが、臨床推奨用量での曝露量の1.9倍相当では認められ

なかった。
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

［9.7小児等］ 一部改訂

追記

［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］

追記

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

企業報告

ロズリートレクカプセル（中外製薬）

エヌトレクチニブ

〈ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

5.5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5.6 十分な経験を有する病理医又は検査施設により、ROS1融合遺伝子陽性

が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診

断薬等を用いること。

〈NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌〉

小児等に製造販売用製剤である本剤を投与した臨床試験は実施していな

い。また、4歳未満の患者に対する本剤の用法及び用量について、十分な

検討は行われていない。

〈ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

発現部位 副　作　用

消化器

便秘、下痢、悪心、嘔吐、嚥下障害、口内乾燥、胃食道逆流

性疾患、食欲減退、腹痛、放屁、口内炎、消化不良、食欲亢

進、腹部膨満

皮　膚 発疹、皮膚乾燥、そう痒症、皮膚疼痛、光線過敏性反応

筋骨格系 関節痛、筋肉痛、筋力低下、筋痙縮、筋骨格痛、骨折

代　謝 高尿酸血症、高ナトリウム血症

その他
疲労、浮腫、体重増加、腫脹、発熱、倦怠感、脱水、体重減

少、疼痛

15.2.1 幼若ラットにおいて、臨床曝露量未満に相当する用量で中枢神経

毒性及び成長発達遅延（体重増加量の減少、大腿骨長の減少、性成熟遅延

及び神経行動学的検査における反応時間の延長等）が報告されている。
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［副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

再審査結果に伴う改訂

ロイスタチン注（ヤンセンファーマ）

クラドリビン

〔使用成績調査〕

ヘアリーセル白血病を対象とした使用成績調査において、103例中86例

(83.5%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用

(10%以上を記載)は、白血球減少(50例48.5%)、好中球減少(30例29.1%)、

血小板減少(27例26.2%)、貧血(22例21.4%)、好酸球増多(14例13.6%)、発

疹、リンパ球減少(各13例12.6%)、ALT(GPT)上昇(12例11.7%)、発熱性好中

球減少症、総蛋白減少(各11例10.7%)であった。〔再審査終了時〕

再発・再燃又は治療抵抗性の低悪性度又はろ胞性B細胞性非ホジキンリン

パ腫、マントル細胞リンパ腫を対象とした使用成績調査において、203例

中181例(89.2%)に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副

作用(10%以上を記載)は、白血球減少(133例65.5%)、血小板減少(101例

49.8%)、好中球減少(70例34.5%)、リンパ球減少(67例33.0%)、貧血(44例

21.7%)、総蛋白減少(26例12.8%)、ヘモグロビン減少(25例12.3%)、アルブ

ミン低下(22例10.8%)であった。〔再審査終了時〕

［11.1重大な副作用］ 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〉

企業報告

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）

11.1.3 間質性肺疾患

咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状や発熱が急激にあらわれた場合、あるいは

胸部X線等の検査で異常が認められた場合など、間質性肺疾患が疑われた

場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤投与等の適切な処置を行うこ

と。［9.1.1参照］

［妊婦、産婦、授乳婦等への投

与］

一部改訂

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

フェソロデックス筋注（アストラゼネカ）

フルベストラント

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、妊娠

する可能性のある女性には、本剤投与中及び最終投与後一定期間は、適切

な避妊を行うよう指導すること｡〔動物実験(ラット及びウサギ)において､

胎児における着床後死亡率の高値、胎児体重の低値及び骨格異常、母動物

において妊娠維持及び分娩への障害等の生殖毒性が認められている｡〕
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［1.警告］ 一部改訂

［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

［9.7小児等］ 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、用法及び用量追加承認に伴う改訂

リツキサン点滴静注（全薬工業＝中外製薬）

リツキシマブ（遺伝子組換え）

1.1 本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、造血器

腫瘍、自己免疫疾患、ネフローゼ症候群、慢性特発性血小板減少性紫斑

病及び後天性血栓性血小板減少性紫斑病の治療、並びに腎移植あるいは肝

移植に対して、十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切

と判断される症例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はそ

の家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始す

ること。

〈後天性血栓性血小板減少性紫斑病〉

5.6 再発又は難治の場合にのみ使用を考慮すること。また、診療ガイドラ

イン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用

すること。

〈効能共通〉

7.3 注入速度は以下のとおりとする。ただし、患者の状態により注入開始

速度は適宜減速すること。

効能又は効果 投与時期 注入速度

・B細胞性非ホジキンリンパ腫

・慢性リンパ性白血病

・免疫抑制状態下のB細胞性リ

ンパ増殖性疾患

・多発血管炎性肉芽腫症、顕微

鏡的多発血管炎

・難治性のネフローゼ症候群

（小児以外に用いる場合）

・慢性特発性血小板減少性紫斑

病

・後天性血栓性血小板減少性紫

斑病

・イブリツモマブチウキセタン

の前投与

初回投与 最初の30分は50mg/時で

開始し、患者の状態を十

分観察しながら、その後

30分毎に50mg/時ずつ上

げて、最大400mg/時まで

上げることができる。

2回目以降 初回投与時に発現した副

作用が軽微であった場

合、100mg/時まで上げて

投与を開始し、その後30

分毎に100mg/時ずつ上げ

て、最大400mg/時まで上

げることができる。

〈免疫抑制状態下のB細胞性リンパ増殖性疾患、多発血管炎性肉芽腫症、

顕微鏡的多発血管炎、難治性のネフローゼ症候群、慢性特発性血小板減少

性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病〉

7.4 再投与時の有効性及び安全性に関する情報は限られているため、本剤

の再投与に関しては、実施の可否を慎重に検討すること。

〈B細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、多発血管炎性肉芽

腫症、顕微鏡的多発血管炎、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓

性血小板減少性紫斑病、イブリツモマブチウキセタンの前投与〉

9.7.1 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

［8.重要な基本的注意］ 追記

［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

レナリドミド水和物

〈再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫〉

7.10 リツキシマブ（遺伝子組換え）の投与に際しては、「17.臨床成績」

の項の内容、特に用法・用量を十分に理解した上で投与すること。

7.11 血小板減少又は好中球減少が発現した場合には、下表を参照し本剤

の休薬等を考慮すること。［8.2、9.1.2、11.1.3参照］

血小板減少／好中球減少発現時の休薬等の目安

 血小板数／好中球数
治療中の処置及び

再開時の減量の目安

血小板

減少

50,000/μL未満に減少

本剤を休薬する。

その後50,000/μL以上に回復

した場合には、本剤15mgを1日

1回投与で再開。

休薬2回目以降、

再度50,000/μL未満に減少

本剤を休薬する。

その後50,000/μL以上に回復

した場合には、本剤を前回投

与量から5mg減量して1日1回で

再開。

好中球

減少

1,000/μL未満が7日以上持続

又は

発熱性好中球減少症

（1,000/μL未満に減少及び体

温38.5℃以上の場合）

又は

500/μL未満に減少

本剤を休薬する。

その後1,000/μL以上に回復し

た場合には、本剤15mgを1日1

回投与で再開。

休薬2回目以降、再度以下の事

象が発現

1,000/μL未満が7日以上持続

又は

発熱性好中球減少症

（1,000/μL未満に減少及び体

温38.5℃以上の場合）

又は

500/μL未満に減少

本剤を休薬する。

その後1,000/μL以上に回復し

た場合には、本剤を前回投与

量から5mg減量して1日1回で再

開。

8.8 本剤の投与により、疼痛、発熱、皮疹等を伴うリンパ節の腫大等を特

徴とする腫瘍フレアがあらわれることがあるので、患者の状態を十分に観

察すること。

11.1.7 過敏症

アナフィラキシー、血管浮腫、発疹、蕁麻疹等の過敏症があらわれること

がある。
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［11.2その他の副作用］

一部改訂

［15.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

レブラミドカプセル（セルジーン）

発現部位 副　作　用

胃　腸
便秘、下痢、悪心、嘔吐、口内乾燥、腹痛、消化不良、口内

炎、上腹部痛、腹部不快感、胃腸炎、腸炎

その他

疲労、腫瘍フレア、無力症、末梢性浮腫、発熱、体重減少、

浮腫、倦怠感、悪寒、CRP増加、ALP増加、挫傷、LDH増加、

胸痛、体重増加、転倒、フィブリンDダイマー増加、アミ

ラーゼ増加

未治療の慢性リンパ性白血病（承認外効能・効果）患者を対象とした海外

臨床試験において、本剤投与群で対照（クロラムブシル（国内未承認））

群と比較して死亡リスクが92%増加したことが報告されている。また、本

剤投与群で対照群と比較して、心房細動、心筋梗塞、心不全等の重篤な循

環器系の副作用の発現割合が高かったことが報告されている。

［併用注意］ 追記

６１６　主として抗酸菌に作用するもの

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ミコブティンカプセル（ファイザー）

リファブチン

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ビクテグラビル

ナトリウム・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

ビクテグラビル及びテ

ノホビルアラフェナミ

ドの作用が減弱し、ビ

クテグラビル及びテノ

ホビルアラフェナミド

に対する耐性が発現す

るおそれがある。

本剤の主たる肝代謝酵素

(CYP3A4)及びP-糖蛋白質の誘

導作用により、ビクテグラビ

ル及びテノホビルアラフェナ

ミドの代謝を促進し、これら

の成分又は活性代謝物の血中

濃度を低下させる。
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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

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

削除

［小児等への投与］ 追記

一部改訂

［その他の注意］ 削除

６２４　合成抗菌剤

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

シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」（ニプロ）  シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」（ニプロ）

シプロフロキサシン点滴静注200mg・400mg「明治」（MeijiSeikaファルマ）

シプロフロキサシン（ジェネリック製品）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（ただし、炭疽に限り、治療上の

有益性を考慮して投与すること。）〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」

の項参照〕

小児等（ただし、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、囊胞性線維症、炭疽の患児を

除く。）〔「小児等への投与」の項参照〕

〈小児〉

関節障害が発現するおそれがあるので、リスクとベネフィットを考慮し、

本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、

重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に

限定すること。ただし、炭疽については、この限りではない。〔「小児等

への投与」の項参照〕

小児の炭疽に対しては、米国疾病管理センター(CDC)が、シプロフロキサ

シンとして、1回10mg/kg体重（ただし、成人用量を超えないこと）を1日2

回点滴静注することを推奨している。

関節障害が発現するおそれがあるので、本剤の投与についてはリスクとベ

ネフィットを考慮し慎重に判断すること。〔複雑性尿路感染症又は腎盂腎

炎の小児患者を対象とした臨床試験において、関節症と判断された被験者

の割合はシプロフロキサシン9.3%(31/335例)、対照薬6.0%(21/349例)で

あった。また、動物試験（幼若イヌ、幼若ラット）で関節異常が認められ

ている。〕

低出生体重児、新生児又は乳児に対する安全性は確立していない。

動物試験（幼若イヌ、幼若ラット）で関節異常が認められている。

［7.用法及び用量に関連する注

意］

追記

一部改訂

６３４　血液製剤類

新様式

改訂箇所 改訂内容

pH4処理酸性人免疫グロブリン（ピリヴィジェン）

〈効能共通〉

7.1 急速に注射すると血圧降下を起こす可能性がある。特に無又は低ガン

マグロブリン血症の患者には注意すること。［9.7.1、14.2.2参照］

〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

7.2 血清IgGトラフ値を参考に、基礎疾患や感染症などの臨床症状に応じ

て、投与量、投与間隔を調節する必要があることを考慮すること。

〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の筋力低下の改善〉

7.3 本剤投与4週後に筋力低下の改善が認められることがあるので、投与

後の経過を十分に観察し、本剤投与後4週間においては本剤の追加投与は

行わないこと。
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［9.7小児等］ 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

［14.適用上の注意］ 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

ピリヴィジェン点滴静注（CSLベーリング）

〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

9.7.1 投与速度に注意するとともに、経過を十分に観察すること。ショッ

ク等重篤な副作用を起こすことがある。［7.1、14.2.2参照］

9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児、3歳未満の幼児は臨床試験では除外

されている。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非経口用生ワクチン

（麻疹ワクチン、お

たふくかぜワクチ

ン、風疹ワクチン、

これら混合ワクチ

ン、水痘ワクチン

等）

本剤の投与を受けた者は、生ワ

クチンの効果が得られないおそ

れがあるので、生ワクチンの接

種は本剤投与後3ヵ月以上延期す

ること。また、生ワクチン接種

後14日以内に本剤を投与した場

合は、投与後3ヵ月以上経過した

後に生ワクチンを再接種するこ

とが望ましい。

なお、慢性炎症性脱髄性多発根

神経炎に対する大量療法

（200mg/kg体重以上）後に生ワ

クチンを接種する場合は、原則

として生ワクチンの接種を6ヵ月

以上（麻疹感染の危険性が低い

場合の麻疹ワクチン接種は11ヵ

月以上）延期すること。

本剤の主成分は

免疫抗体である

ため、中和反応

により生ワクチ

ンの効果が減弱

されるおそれが

ある。

発現部位 副　作　用

一般・全身障害及び

投与部位の状態

疲労、悪寒、発熱、疼痛、インフルエンザ様疾

患、無力症、背部痛、注射部位疼痛、関節痛、上

咽頭炎、筋力低下、四肢痛、頚部痛、顔面痛、咽

喉絞扼感、注入部位不快感、咽喉頭疼痛、口腔咽

頭水疱形成

14.2 薬剤投与時の注意

14.2.2 投与速度

〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

初回の投与開始から約30分は0.6mL/kg体重/時間で投与し、副作用等の異

常所見が認められなければ、投与速度を7.2mL/kg体重/時間まで徐々に上

げることができる。その後の投与は、耐容した速度で開始することができ

る。
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

［適用上の注意］ 一部改訂

［取扱い上の注意］ 削除

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

プレペノン注シリンジ（テルモ）

モルヒネ塩酸塩水和物（シリンジ）（テルモ製品）

ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中又は投与中止後1週間以内の患者

〔「相互作用」の項参照〕

薬剤名等 臨床症状・措置方法・機序等

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の離脱症状があらわれるおそれがある。また、本剤

の効果が減弱するおそれがある。緊急の手術等によりや

むを得ず本剤を投与する場合、患者毎に用量を漸増し、

呼吸抑制等の中枢神経抑制症状を注意深く観察するこ

と。また、手術等において本剤を投与することが事前に

わかる場合には、少なくとも1週間前にナルメフェン塩

酸塩水和物の投与を中断すること。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。

投与方法：

シリンジポンプを用いて投与する場合は、必ず適合するポンプを使用する

こと。

テルフュージョン小型シリンジポンプTE-361で使用する際は、閉塞設定を

「P800」で使用すること。また、テルフュージョンシリンジポンプTE-

311/TE-312/TE-331/TE-332/TE-331S/TE-332S、テルフュージョンシリンジ

ポンプ35型(TE-351/TE-352)、テルフュージョンTCIポンプTE-371で使用す

る際は、閉塞圧設定値を「H」で使用すること。

摺動抵抗が高いため閉塞警報が出ることがある。

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

８２１　合成麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アブストラル舌下錠（協和キリン）

フェンタニルクエン酸塩（舌下錠）

ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患

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

ナルメフェン

塩酸塩水和物

ナルメフェン塩酸塩水和物はオピ

オイド受容体作動薬の鎮痛作用を

減弱させるため、効果を得るため

に必要な本剤の用量が通常用量よ

り多くなるおそれがある。

μオピオイド受容体

拮抗作用により、μ

オピオイド受容体作

動薬に対して競合的

に阻害する。
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

８２１　合成麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

イーフェンバッカル錠（帝國製薬＝大鵬薬品）

フェンタニルクエン酸塩（バッカル錠）

ナルメフェンを投与中又は投与中止後1週間以内の患者〔「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

ナルメフェン ナルメフェンにより本剤の鎮痛作用を

減弱させるため、効果を得るために必

要な用量が通常用量より多くなるおそ

れがある。また、退薬症候を起こすお

それがある。（「禁忌」の項参照）

ナルメフェンは

μ受容体のアン

タゴニストであ

り、μ受容体の

アゴニストであ

る本剤に対し

て、競合的に阻

害する。

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

８２１　合成麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェンタニル注射液「第一三共」（第一三共プロファーマ＝第一三共）

フェンタニル注射液「テルモ」（テルモ）

フェンタニルクエン酸塩（注射剤）

項目＼投与方法
静脈内

投与

硬膜外

投与

くも膜下

投与

ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中又

は投与中止後1週間以内の患者（「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

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の離脱症状があらわれるおそれが

ある。また、本剤の効果が減弱するお

それがある。緊急の手術等によりやむ

を得ず本剤を投与する場合、患者毎に

用量を漸増し、呼吸抑制等の中枢神経

抑制症状を注意深く観察すること。ま

た、手術等において本剤を投与するこ

とが事前にわかる場合には、少なくと

も1週間前にナルメフェン塩酸塩水和物

の投与を中断すること（「禁忌」の項

参照）。

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。
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

［併用注意］ 一部改訂

８２１　合成麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ「第一三共」（救急薬品＝第一三共）

フェンタニルクエン酸塩1日用テープ「テイコク」（帝國製薬＝テルモ）

フェントステープ（久光製薬＝協和キリン）

フェンタニルクエン酸塩（貼付剤）

ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中の患者又は投与中止後1週間以内の患

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

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の退薬症候を起こすおそれがあ

る。また、ナルメフェン塩酸塩水和物

により本剤の鎮痛作用を減弱させるた

め、効果を得るために必要な用量が通

常用量より多くなるおそれがある。

ナルメフェン塩

酸塩水和物のμ

オピオイド受容

体拮抗作用によ

り、本剤に対し

て競合的に阻害

する。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4阻害作用を有する

薬剤（リトナビル､イトラ

コナゾール､フルコナゾー

ル、ボリコナゾール、ア

ミオダロン､クラリスロマ

イシン､ジルチアゼム､フ

ルボキサミン等）

フェンタニルのAUCの増

加、血中半減期の延長が認

められたとの報告がある。

呼吸抑制等の副作用が発現

するおそれがあるので、観

察を十分に行い、慎重に使

用すること。

肝CYP3A4に対す

る阻害作用によ

り、本剤の代謝

が阻害される。

［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

８２１　合成麻薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

タラモナール静注（第一三共プロファーマ＝第一三共）

フェンタニルクエン酸塩・ドロペリドール

ナルメフェン塩酸塩水和物を投与中又は投与中止後1週間以内の患者

（「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

ナルメフェン

塩酸塩水和物

本剤の離脱症状があらわれるおそれが

ある。また、本剤の効果が減弱するお

それがある。緊急の手術等によりやむ

を得ず本剤を投与する場合、患者毎に

用量を漸増し、呼吸抑制等の中枢神経

抑制症状を注意深く観察すること。ま

た、手術等において本剤を投与するこ

とが事前にわかる場合には、少なくと

も1週間前にナルメフェン塩酸塩水和物

の投与を中断すること（「禁忌」の項

参照）。

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。
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