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No.２８９（2020.6）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

その他の中枢神経系用薬　１１９

その他の循環器官用薬　２１９

その他の血液・体液用薬　３３９

その他の腫瘍用薬　４２９

解熱鎮痛消炎剤　１１４

抗パーキンソン剤　１１６

精神神経用剤　１１７

その他の中枢神経系用薬　１１９

高脂血症用剤　２１８

その他の循環器官用薬　２１９

重要

■メマンチン塩酸塩 3

■セレキシパグ 4

■クロピドグレル硫酸塩 4 ■クロピドグレル硫酸塩・アスピリン 5

■ベバシズマブ（遺伝子組換え） 6 ■ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマ

ブ後続1］ 6

■ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマ

ブ後続2］ 6

その他

■トラマドール塩酸塩（OD錠） 7 ■トラマドール塩酸塩（徐放錠） 8

■トラマドール塩酸塩（注射剤） 9 ■ペンタゾシン 10

■塩酸ペンタゾシン 11

■レボドパ・カルビドパ水和物（液剤） 11

■ミルタザピン 12 ■ルラシドン塩酸塩 13

■ガバペンチンエナカルビル 13

■ロスバスタチンカルシウム 13

■セレキシパグ 15
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気管支拡張剤　２２５

その他の呼吸器官用薬　２２９

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤　２４７

混合ホルモン剤　２４８

その他のホルモン剤　２４９

避妊剤　２５４

その他の血液・体液用薬　３３９

糖尿病用剤　３９６

他に分類されない代謝性医薬品　３９９

その他の腫瘍用薬　４２９

抗ウイルス剤　６２５

その他の化学療法剤　６２９

ワクチン類　６３１

■グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフ

マル酸塩水和物 15

■ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホル

モテロールフマル酸塩水和物 15

■エチニルエストラジオール 16

■ドロスピレノン・エチニルエストラジオール

ベータデクス 16

■ノルエチステロン・エチニルエストラジオー

ル（月経困難症の効能を有する製剤） 17

■ノルゲストレル・エチニルエストラジオール 17 ■レボノルゲストレル・エチニルエストラジ

オール（月経困難症の効能を有する製剤） 18

■ミトタン 18

■レボノルゲストレル・エチニルエストラジ

オール（避妊の効能を有する製剤） 19

■チカグレロル 20

■オマリグリプチン 20

■アダリムマブ（遺伝子組換え） 20 ■エポエチンアルファ（遺伝子組換え）（注射

液） 20

■ニンテダニブエタンスルホン酸塩 21

■アパルタミド 21 ■エンザルタミド 22

■テポチニブ塩酸塩水和物 22 ■ベムラフェニブ 23

■ドルテグラビルナトリウム 23 ■ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸

塩・ラミブジン 23

■ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン 24 ■ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩

酸塩 24

■フルコナゾール 24 ■ホスフルコナゾール 25

■沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変

異ジフテリア毒素結合体） 25
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速やかに改訂添付文書を作成します重要

［11.1重大な副作用］ 追記

［重大な副作用］ 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

旧様式

改訂箇所 改訂内容

メマリー錠・OD錠（第一三共）  メマリードライシロップ（第一三共）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「DSEP」（第一三共エスファ）  メマンチン塩酸塩OD錠「JG」（日本ジェネリック）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「KMP」（共創未来ファーマ＝三和化学）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「KN」（小林化工）  メマンチン塩酸塩OD錠「TCK」（辰巳化学）

メマンチン塩酸塩OD錠「YD」（陽進堂）  メマンチン塩酸塩OD錠「ZE」（全星薬品）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「アメル」（共和薬品工業）  メマンチン塩酸塩錠・OD錠「オーハラ」（大原薬品工業）

メマンチン塩酸塩OD錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

メマンチン塩酸塩OD錠「クラシエ」（日本薬品工業＝クラシエ薬品）

メマンチン塩酸塩OD錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「サワイ」（沢井製薬）  メマンチン塩酸塩DS「サワイ」（沢井製薬）

メマンチン塩酸塩OD錠「サンド」（サンド）  メマンチン塩酸塩OD錠「タカタ」（高田製薬）

メマンチン塩酸塩OD錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「トーワ」（東和薬品＝共創未来ファーマ）

メマンチン塩酸塩OD錠「日医工」（エルメッド＝日医工）  メマンチン塩酸塩OD錠「日新」（日新製薬：山形）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「ニプロ」（ニプロ＝吉富薬品）

メマンチン塩酸塩OD錠「フェルゼン」（ダイト＝フェルゼンファーマ）

メマンチン塩酸塩錠・OD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

メマンチン塩酸塩

11.1.6 完全房室ブロック、高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈

完全房室ブロック、高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈：

完全房室ブロック、高度な洞徐脈等の徐脈性不整脈があらわれることがあ

るので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するな

ど適切な処置を行うこと。
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https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/notice_4100_20200616163622.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11236/notice_11236_20200616163842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11251/notice_11251_20200615114930.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11238/notice_11238_20200618135538.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11252/notice_11252_20200612124424.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11253/notice_11253_20200616130803.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11239/notice_11239_20200612134828.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11241/notice_11241_20200612105619.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11254/notice_11254_20200612135131.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11255/notice_11255_20200613162339.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11249/notice_11249_20200615142748.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11242/notice_11242_20200612151829.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11243/notice_11243_20200616101906.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11256/notice_11256_20200612173808.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11237/notice_11237_20200612173836.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11244/notice_11244_20200617145156.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11245/notice_11245_20200616121612.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11250/notice_11250_20200616121211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11257/notice_11257_20200615103847.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11247/notice_11247_20200617111900.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11248/notice_11248_20200612111119.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11258/notice_11258_20200616174946.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11246/notice_11246_20200612171047.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4100/notice/11259/notice_11259_20200618182210.pdf


［2.禁忌］ 削除

［10.1併用禁忌］ 削除

［10.2併用注意］ 追記

２１９　その他の循環器官用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

ウプトラビ錠（日本新薬）

セレキシパグ

クロピドグレル含有製剤を投与中の患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

クロピドグレル

含有製剤

本剤の活性代謝物の血中濃

度が上昇するおそれがあ

る。

CYP2C8を阻害することに

より、本剤の活性代謝物

の代謝が抑制されると考

えられる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP2C8の阻害作

用を有する薬剤

（クロピドグレ

ル含有製剤、デ

フェラシロクス

等）

クロピドグレルとの併用

で、本剤の活性代謝物の

C 及びAUCが増加したとの

報告がある。本剤の投与中

にこれらの薬剤を開始する

場合には、本剤の減量を考

慮すること。これらの薬剤

の投与中に本剤を開始する

場合には、本剤を1日1回に

減量して投与を開始するこ

と。

CYP2C8を阻害することに

より、本剤の活性代謝物

の代謝が抑制されると考

えられる。
max

［2.禁忌］ 削除

［10.1併用禁忌］ 削除

［10.2併用注意］ 追記

３３９　その他の血液・体液用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

クロピドグレル硫酸塩

セレキシパグを投与中の患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物の

血中濃度が上昇するおそれが

ある。

CYP2C8を阻害することに

より、セレキシパグの活

性代謝物の代謝が抑制さ

れると考えられる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物

(MRE-269)のC 及びAUCが増

加したとの報告がある。本剤

と併用する場合には、セレキ

シパグの減量を考慮するこ

と。

本剤のグルクロン酸抱合

体によるCYP2C8阻害作用

により、これら薬剤の血

中濃度が増加すると考え

られる。

 

max
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［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 追記

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロピドグレル錠「AA」（あすか製薬＝武田薬品）  クロピドグレル錠「DK」（大興製薬）

クロピドグレル錠「EE」（エルメッド＝日医工）  クロピドグレル錠「FFP」（共創未来ファーマ）

クロピドグレル錠「JG」（日本ジェネリック）  クロピドグレル錠「KN」（小林化工）

クロピドグレル錠「KO」（寿製薬）  クロピドグレル錠「SANIK」（日医工サノフィ＝日医工）

クロピドグレル錠「SN」（シオノケミカル）  クロピドグレル錠「TCK」（辰巳化学）

クロピドグレル錠「YD」（陽進堂）  クロピドグレル錠「ZE」（全星薬品）

クロピドグレル錠「アメル」（共和薬品工業）  クロピドグレル錠「科研」（ダイト＝科研製薬）

クロピドグレル錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  クロピドグレル錠「クニヒロ」（皇漢堂製薬）

クロピドグレル錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  クロピドグレル錠「サワイ」（沢井製薬）

クロピドグレル錠「サンド」（サンド）  クロピドグレル錠「三和」（日本薬品工業＝三和化学）

クロピドグレル錠「タナベ」（ニプロESファーマ）  クロピドグレル錠「ツルハラ」（鶴原製薬）

クロピドグレル錠「テバ」（武田テバファーマ）  クロピドグレル錠「トーワ」（東和薬品）

クロピドグレル錠「日新」（日新製薬：山形）  クロピドグレル錠「ニットー」（日東メディック）

クロピドグレル錠「ニプロ」（ニプロ）  クロピドグレル錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー）

クロピドグレル錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）  クロピドグレル錠「明治」（高田製薬＝MeijiSeikaファルマ）

クロピドグレル錠「モチダ」（持田製薬販売＝持田製薬）  プラビックス錠（サノフィ）

セレキシパグを投与中の患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物の

血中濃度が上昇するおそれが

ある。

CYP2C8を阻害することに

より、セレキシパグの活

性代謝物の代謝が抑制さ

れると考えられる。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物

(MRE-269)のC 及びAUCが増

加したとの報告がある。本剤

と併用する場合には、セレキ

シパグの減量を考慮するこ

と。

本剤のグルクロン酸抱合

体によるCYP2C8阻害作用

により、これら薬剤の血

中濃度が増加すると考え

られる。

max

［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

３３９　その他の血液・体液用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

セレキシパグを投与中の患者

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物の

血中濃度が上昇するおそれが

ある。

クロピドグレルのグルク

ロン抱合体がCYP2C8を阻

害することにより、セレ

キシパグの活性代謝物の

代謝が抑制されると考え

られる。
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https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/notice_4104_20200612104728.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11202/notice_11202_20200609121631.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11203/notice_11203_20200609145835.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11204/notice_11204_20200609161946.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11205/notice_11205_20200609165656.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11206/notice_11206_20200616130929.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11207/notice_11207_20200609134827.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11208/notice_11208_20200611101430.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11209/notice_11209_20200617094827.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11210/notice_11210_20200609130510.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11212/notice_11212_20200610133109.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11213/notice_11213_20200609123507.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11231/notice_11231_20200609124344.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11230/notice_11230_20200615142907.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11214/notice_11214_20200609165725.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11215/notice_11215_20200616143220.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11216/notice_11216_20200609121739.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11217/notice_11217_20200610113618.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11227/notice_11227_20200609134850.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11218/notice_11218_20200609124758.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11219/notice_11219_20200616172105.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11220/notice_11220_20200610112104.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11221/notice_11221_20200610174401.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11228/notice_11228_20200612111211.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11222/notice_11222_20200609152815.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11223/notice_11223_20200616175108.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11224/notice_11224_20200609175340.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11225/notice_11225_20200609132012.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11229/notice_11229_20200619102543.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11226/notice_11226_20200609131948.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4104/notice/11232/notice_11232_20200615173409.pdf


［併用注意］ 追記

コンプラビン配合錠（サノフィ）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セレキシパグ セレキシパグの活性代謝物

(MRE-269)のC 及びAUCが増

加したとの報告がある。本剤

と併用する場合には、セレキ

シパグの減量を考慮するこ

と。

クロピドグレルのグルク

ロン酸抱合体による

CYP2C8阻害作用により、

これら薬剤の血中濃度が

増加すると考えられる。

max

［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

アバスチン点滴静注用（中外製薬）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

11.1.15 動脈解離

大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。

［重大な副作用］ 追記

４２９　その他の腫瘍用薬

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ベバシズマブBS点滴静注「ファイザー」（ファイザー）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続

1］

動脈解離：

大動脈解離を含む動脈解離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。

［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

ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」（第一三共）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続

2］

11.1.15 動脈解離

大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。
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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その他

［2.禁忌］ 一部改訂

追記

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［10.1併用禁忌］ 一部改訂

追記

［11.2その他の副作用］

一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠）

2.4 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）を投与中の患者又は投与中止後14日以内の

患者［10.1参照］

2.5 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［10.1参照］

8.2 本剤を投与した際に、悪心、嘔吐、便秘等の症状があらわれることが

ある。悪心・嘔吐に対する対策として制吐剤の併用を、便秘に対する対策

として下剤の併用を考慮し、本剤投与時の副作用の発現に十分注意するこ

と。

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）

［2.4参照］

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。モノアミン酸化酵素阻害剤を投

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

投与中止後にモノアミン酸化酵素阻害

剤の投与を開始する場合には、2〜3日

間の間隔をあ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

塩酸塩水和物

［2.5参照］

離脱症状を起こすおそれがある。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

多くなり、呼吸抑制等の中枢神経抑制

症状が発現するおそれがある。ナルメ

フェン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。

ナルメフェンの

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。

発現部位 副　作　用

消化器

悪心、嘔吐、便秘、食欲減退、下痢、腹部不快感、上腹部

痛、口内乾燥、口内炎、消化不良、腹痛、胃炎、口唇炎、胃

食道逆流性疾患、口の錯感覚、腹部膨満感、腹鳴、おくび、

イレウス
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［2.禁忌］ 一部改訂

追記

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［10.1併用禁忌］ 一部改訂

追記

［11.2その他の副作用］

一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（徐放錠）

2.4 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）を投与中の患者又は投与中止後14日以内の

患者［10.1参照］

2.5 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［10.1参照］

8.2 本剤を投与した際に、悪心、嘔吐、便秘等の症状があらわれることが

ある。悪心・嘔吐に対する対策として制吐剤の併用を、便秘に対する対策

として下剤の併用を考慮し、本剤投与時の副作用の発現に十分注意するこ

と。

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）

［2.4参照］

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。モノアミン酸化酵素阻害剤を投

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

投与中止後にモノアミン酸化酵素阻害

剤の投与を開始する場合には、2〜3日

間の間隔をあ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

塩酸塩水和物

［2.5参照］

離脱症状を起こすおそれがある。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

多くなり、呼吸抑制等の中枢神経抑制

症状が発現するおそれがある。ナルメ

フェン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。

ナルメフェンの

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。

発現部位 副　作　用

消化器

悪心、嘔吐、便秘、食欲減退、腹部不快感、下痢、上腹部

痛、口内乾燥、口内炎、消化不良、腹痛、胃炎、口唇炎、胃

食道逆流性疾患、腹部膨満感、おくび、口の錯感覚、胃腸音

異常、イレウス
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［2.禁忌］ 一部改訂

追記

［8.重要な基本的注意］

一部改訂

［10.1併用禁忌］ 一部改訂

追記

［11.2その他の副作用］

一部改訂

１１４　解熱鎮痛消炎剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

2.7 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）を投与中の患者又は投与中止後14日以内の

患者［10.1参照］

2.8 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［10.1参照］

8.2 本剤を投与した際に、悪心、嘔吐、便秘等の症状があらわれることが

ある。悪心・嘔吐に対する対策として制吐剤の併用を、便秘に対する対策

として下剤の併用を考慮し、本剤投与時の副作用の発現に十分注意するこ

と。

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）

［2.7参照］

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。モノアミン酸化酵素阻害剤を投

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

投与中止後にモノアミン酸化酵素阻害

剤の投与を開始する場合には、2〜3日

間の間隔をあ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

塩酸塩水和物

［2.8参照］

離脱症状を起こすおそれがある。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

多くなり、呼吸抑制等の中枢神経抑制

症状が発現するおそれがある。ナルメ

フェン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。

ナルメフェンの

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。

発現部位 副　作　用

消化器

悪心、嘔吐、腹部膨満感、腹鳴、食欲不振、便秘、下痢、胃

不快感、上腹部痛、口内乾燥、食欲減退、口内炎、消化不

良、腹痛、胃炎、口唇炎、胃食道逆流性疾患、口の錯感覚、

おくび、イレウス
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

［併用注意］ 追記

削除

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ソセゴン注射液15mg（丸石製薬）  ソセゴン注射液30mg（丸石製薬）

ペンタゾシン注「KN」（小林化工）

ペンタゾシン

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〔オ

ピオイド離脱症状（又はその悪化）があらわれるおそれがある。〕（「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

本剤の離脱症状を起こすお

それがある。また、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。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。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

メサドン塩酸塩 メサドン塩酸塩の鎮痛作用

を減弱させることがある。

また、退薬症候を起こすお

それがある。

本剤はメサドン塩酸塩の

作用するμ受容体の部分

アゴニストである。

酒石酸ブトルファノール

塩酸サフラジン
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［禁忌］ 追記

［併用禁忌］ 新設

［併用注意］ 追記

削除

１１４　解熱鎮痛消炎剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ソセゴン錠（丸石製薬）

塩酸ペンタゾシン

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〔オ

ピオイド離脱症状（又はその悪化）があらわれるおそれがある。〕（「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

本剤の離脱症状を起こすお

それがある。また、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。

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。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

メサドン塩酸塩 メサドン塩酸塩の鎮痛作用

を減弱させることがある。

また、退薬症候を起こすお

それがある。

本剤はメサドン塩酸塩の

作用するμ受容体の部分

アゴニストである。

酒石酸ブトルファノール

［用法・用量に関連する使用上

の注意］

一部改訂

１１６　抗パーキンソン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

レボドパ・カルビドパ水和物（液剤）

本剤は専用のポンプ（CADD-Legacy 1400ポンプ）及びチューブ等（アッ

ヴィPEGキット及びアッヴィJチューブあるいはアッヴィPEGキット及びL-

ドパ持続経腸療法用Jチューブ）を使用して投与すること。

朝の投与は以下に従い行うこと。

チューブ充填量：

本剤を経胃瘻空腸内投与する場合、毎日、朝の投与量とともにチューブ充

填量を投与すること。本剤を経鼻空腸内投与する場合は、本剤投与開始日

のみ、朝の投与量とともにチューブ充填量を投与すること。なお、チュー

ブ充填量は、以下のとおりである。

チューブの種類 チューブ充填量

経胃瘻空腸内投与用チューブ（アッヴィJチューブ又

はL-ドパ持続経腸療法用Jチューブ）
3mL

経鼻空腸内投与用チューブ（アッヴィNJチューブ） 5mL
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［重要な基本的注意］ 一部改訂

［適用上の注意］ 一部改訂

〈参考〉

企業報告

デュオドーパ配合経腸用液（アッヴィ）

医療機器（チューブ等）関連消化管事象及び胃瘻造設関連合併症として胃

石、イレウス（腸閉塞）、胃瘻部位びらん・潰瘍、術後創傷感染、腸出

血、腸管虚血、腸管穿孔、腸重積、膵炎、腹膜炎、気腹、膿瘍、敗血症、

肺炎（誤嚥性肺炎を含む）が発現するおそれがあり、これらは重篤な転帰

（死亡等）に至るおそれがあるため、十分注意すること。また、腹痛、悪

心、嘔吐等の上記に関連する症状が認められた場合には、直ちに投与を中

止し、適切な処置を行うこと。

投与前：

本剤のカセットのチューブとアッヴィJチューブ、L-ドパ持続経腸療法用J

チューブ又はアッヴィNJチューブが正常に接続されていることを確認する

こと。

投与時：

急激な治療反応の低下が見られた場合はチューブの状態（アッヴィJ

チューブ又はL-ドパ持続経腸療法用Jチューブの先端部位の転位、本剤の

カセットのチューブならびにアッヴィJチューブ、L-ドパ持続経腸療法用J

チューブ又はアッヴィNJチューブの閉塞、本剤のカセットのチューブと

アッヴィJチューブ、L-ドパ持続経腸療法用Jチューブ又はアッヴィNJ

チューブとの接続不良等）やポンプの動作等を調査し、必要に応じて適切

な処置を行うこと。

投与終了時：

経胃瘻空腸投与する場合は、本剤の投与終了後、毎日、アッヴィJチュー

ブ又はL-ドパ持続経腸療法用Jチューブをフラッシングすること。（本剤

を長期投与することによりチューブが閉塞するおそれがある。）

［11.2その他の副作用］

一部改訂

［その他の副作用］ 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

ミルタザピン

発現部位 副　作　用

生殖器 不正子宮出血、持続勃起症

発現部位 副　作　用

生殖器 不正子宮出血、持続勃起症
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ミルタザピンOD錠「DSEP」（ジェイドルフ製薬＝第一三共エスファ）

ミルタザピン錠「EE」（エルメッド＝日医工）  ミルタザピン錠「JG」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ミルタザピン錠「TCK」（辰巳化学）  ミルタザピン錠「YD」（陽進堂＝アルフレッサファーマ）

ミルタザピン錠「アメル」（共和薬品工業）  ミルタザピンOD錠「アメル」（共和薬品工業＝高田製薬）

ミルタザピン錠「共創未来」（共創未来ファーマ）  ミルタザピン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）

ミルタザピン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  ミルタザピン錠「サワイ」（沢井製薬）

ミルタザピンOD錠「サワイ」（沢井製薬）  ミルタザピン錠「武田テバ」（武田テバファーマ）

ミルタザピン錠「トーワ」（東和薬品）  ミルタザピンOD錠「トーワ」（東和薬品）

ミルタザピン錠「日医工」（日医工）  ミルタザピン錠「日新」（日新製薬：山形）

ミルタザピン錠「ニプロ」（ニプロ）  ミルタザピンOD錠「ニプロ」（ニプロ）

ミルタザピン錠「ファイザー」（ダイト＝ファイザー）  ミルタザピン錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）

ミルタザピン錠「明治」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）  リフレックス錠（MeijiSeikaファルマ）

レメロン錠（MSD）

［10.2併用注意］ 削除

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

フルコナゾール

［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］ 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

レグナイト錠（アステラス製薬）

ガバペンチンエナカルビル

本剤は、原則、ドパミンアゴニストによる治療で十分な効果が得られない

場合、又はオーグメンテーション（症状発現が2時間以上早まる、症状の

増悪、他の部位への症状拡大）等によりドパミンアゴニストが使用できな

い場合に限り投与すること。〔国内臨床試験において主要評価項目である

治療期最終時点におけるIRLS(International Restless Legs Syndrome

Rating Scale)合計スコアの変化量ではプラセボ群との差は認められてい

ない。（「臨床成績」の項参照）〕

効果が認められない場合には、漫然と投与しないよう注意すること。

［10.2併用注意］ 削除

２１８　高脂血症用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ロスバスタチンカルシウム

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シメプレビル 本剤とシメプレビルを併用した

とき、本剤の血中濃度が上昇し

たとの報告がある。

シメプレビルが

OATP1B1の機能を阻

害する可能性があ

る。
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https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11103/notice_11103_20200615113001.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11108/notice_11108_20200617111812.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11109/notice_11109_20200605131522.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11110/notice_11110_20200608161100.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11112/notice_11112_20200609123401.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11104/notice_11104_20200609123419.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11119/notice_11119_20200609160704.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11123/notice_11123_20200615142654.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11113/notice_11113_20200616143047.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11114/notice_11114_20200609121555.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11105/notice_11105_20200609121608.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11124/notice_11124_20200608110714.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11115/notice_11115_20200610174230.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11106/notice_11106_20200610174315.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11120/notice_11120_20200617111533.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11121/notice_11121_20200612111051.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11116/notice_11116_20200616174845.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11107/notice_11107_20200616174905.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11117/notice_11117_20200609171823.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11118/notice_11118_20200608104051.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11122/notice_11122_20200618104402.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/notice_3944_20200616151256.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3944/notice/11125/notice_11125_20200605144613.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3959/notice/notice_3959_20200609132842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3985/notice/notice_3985_20200608161725.pdf


追記

［併用注意］ 削除

追記

旧様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Zurth,C.,et al.:Eur.J.Drug Metab.Pharmacokinet. 2019;44(6):747-759

クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチン錠「EE」（エルメッド＝日医工）  ロスバスタチンOD錠「EE」（エルメッド＝日医工）

ロスバスタチン錠「JG」（日本ジェネリック）  ロスバスタチンOD錠「JG」（日本ジェネリック）

ロスバスタチン錠「MEEK」（小林化工）  ロスバスタチンOD錠「MEEK」（小林化工）

ロスバスタチン錠「TCK」（辰巳化学）  ロスバスタチンOD錠「TCK」（辰巳化学＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠・OD錠「YD」（陽進堂）  ロスバスタチン錠・OD錠「アメル」（共和薬品工業）

ロスバスタチン錠「オーハラ」（大原薬品工業）  ロスバスタチンOD錠「オーハラ」（大原薬品工業）

ロスバスタチン錠・OD錠「科研」（ダイト＝科研製薬）  ロスバスタチン錠・OD錠「共創未来」（共創未来ファーマ）

ロスバスタチン錠「杏林」（キョーリンリメディオ）  ロスバスタチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

ロスバスタチンOD錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）  ロスバスタチン錠・OD錠「サワイ」（沢井製薬）

ロスバスタチン錠「サンド」（サンド）  ロスバスタチン錠「三和」（三和化学）

ロスバスタチンOD錠「三和」（三和化学）  ロスバスタチン錠「ゼリア」（日本薬品工業＝ゼリア）

ロスバスタチン錠・OD錠「タカタ」（高田製薬）

ロスバスタチン錠「武田テバ」（武田テバ薬品＝武田テバファーマ）

ロスバスタチン錠「ツルハラ」（鶴原製薬）  ロスバスタチン錠「トーワ」（東和薬品）

ロスバスタチンOD錠「トーワ」（東和薬品）  ロスバスタチン錠「日医工」（日医工）

ロスバスタチンOD錠「日医工」（日医工）  ロスバスタチン錠「日新」（日新製薬：山形）

ロスバスタチン錠・OD錠「ニプロ」（ニプロ）  ロスバスタチン錠「ファイザー」（ファイザー）

ロスバスタチン錠「フェルゼン」（フェルゼンファーマ）  ロスバスタチン錠・OD錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ソホスブビル・

ベルパタスビル

本剤とベルパタスビルを併用し

たとき、本剤のAUCが約2.7倍、

C が約2.6倍上昇したとの報告

がある。

ベルパタスビルが

OATP1B1、1B3及び

BCRPの機能を阻害す

る可能性がある。

ダロルタミド 本剤とダロルタミドを併用した

とき、本剤のAUCが5.2倍、

C が5.0倍上昇したとの報告が

ある。

ダロルタミドが

OATP1B1、1B3及び

BCRPの機能を阻害す

る可能性がある。

max

max

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

シメプレビル 本剤とシメプレビルを併用した

とき、本剤の血中濃度が上昇し

たとの報告がある。

シメプレビルが

OATP1B1の機能を阻

害する可能性があ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ソホスブビル・

ベルパタスビル

本剤とベルパタスビルを併用し

たとき、本剤のAUCが約2.7倍、

C が約2.6倍上昇したとの報告

がある。

ベルパタスビルが

OATP1B1、1B3及び

BCRPの機能を阻害す

る可能性がある。

ダロルタミド 本剤とダロルタミドを併用した

とき、本剤のAUCが5.2倍、

C が5.0倍上昇したとの報告が

ある。

ダロルタミドが

OATP1B1、1B3及び

BCRPの機能を阻害す

る可能性がある。

max

max
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https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/notice_4001_20200611103129.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11189/notice_11189_20200615114949.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11172/notice_11172_20200617111830.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11163/notice_11163_20200617111841.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11173/notice_11173_20200618135552.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11164/notice_11164_20200618135602.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11174/notice_11174_20200616130835.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11165/notice_11165_20200616130858.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11175/notice_11175_20200612082904.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11166/notice_11166_20200612082915.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11191/notice_11191_20200609123439.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11176/notice_11176_20200613162351.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11167/notice_11167_20200613162404.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11197/notice_11197_20200611110306.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11195/notice_11195_20200615132201.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11187/notice_11187_20200615142842.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11177/notice_11177_20200616101919.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11168/notice_11168_20200616101930.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11192/notice_11192_20200616112534.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11178/notice_11178_20200616135108.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11184/notice_11184_20200609134007.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11170/notice_11170_20200609134021.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11179/notice_11179_20200615092445.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11193/notice_11193_20200615163420.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11188/notice_11188_20200610112356.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11180/notice_11180_20200616172045.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11181/notice_11181_20200610174331.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11169/notice_11169_20200610174338.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11185/notice_11185_20200617111553.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11171/notice_11171_20200617111607.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11186/notice_11186_20200612111144.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11194/notice_11194_20200616175422.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11182/notice_11182_20200617175825.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11183/notice_11183_20200608163426.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/4001/notice/11196/notice_11196_20200616151316.pdf


［10.2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

ウプトラビ錠（日本新薬）

セレキシパグ

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP2C8の誘導作用を

有する薬剤（リファ

ンピシン等）

本剤の活性代謝物のAUC

が低下するおそれがあ

る。

CYP2C8を誘導することに

より、本剤及び活性代謝

物の代謝が促進されると

考えられる。

［11.2その他の副作用］

一部改訂

２２５　気管支拡張剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

ビベスピエアロスフィア（アストラゼネカ）

グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸

塩水和物

発現部位 副　作　用

泌尿器 尿閉、尿路感染

［11.2その他の副作用］

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

ビレーズトリエアロスフィア（アストラゼネカ）

ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテ

ロールフマル酸塩水和物

発現部位 副　作　用

泌尿器 尿閉、尿路感染
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https://dsu-system.jp/dsu/290/3790/notice/notice_3790_20200605213809.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3997/notice/notice_3997_20200611103313.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3998/notice/notice_3998_20200611103549.pdf


［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

削除

２４７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プロセキソール錠（あすか製薬＝武田薬品）

エチニルエストラジオール

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を投与

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

エチニルエストラジオール含有経口避

妊剤を併用した患者においてALT(GPT)

上昇が高頻度に認められている。な

お、オムビタスビル水和物・パリタプ

レビル水和物・リトナビル配合剤治療

終了の約2週間後から本剤の投与を再開

できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル 本剤の作用が減弱す

るおそれがある。

ノルエチステロンとエチニルエス

トラジオールの配合剤でエチニル

エストラジオールのAUC減少が報

告されている。

インジナビル

［2.禁忌］ 削除

［10.1併用禁忌］ 削除

［10.2併用注意］ 削除

削除

２４８　混合ホルモン剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

ヤーズ配合錠（バイエル薬品）  ヤーズフレックス配合錠（バイエル薬品）

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータ

デクス

2.22 オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

［2.22参照］

エチニルエストラジオール含有経口避

妊剤を併用した患者においてALT上昇が

高頻度に認められている。なお、オム

ビタスビル水和物・パリタプレビル水

和物・リトナビル配合剤治療終了の約2

週間後から本剤の投与を再開できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル 本剤の作用が減弱す

るおそれがある。

ノルエチステロンとエチニルエス

トラジオールの配合剤でエチニル

エストラジオールのAUC減少が報

告されている。

インジナビル
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https://dsu-system.jp/dsu/290/4005/notice/notice_4005_20200612105249.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3952/notice/notice_3952_20200519103458.pdf
https://dsu-system.jp/dsu/290/3952/notice/10861/notice_10861_20200527144953.pdf


［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

削除

２４８　混合ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

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

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

ルナベル配合錠LD・ULD（ノーベルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（月

経困難症の効能を有する製剤）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を投与

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

エチニルエストラジオール含有経口避

妊薬を併用した患者においてALT(GPT)

上昇が高頻度に認められている。な

お、オムビタスビル水和物・パリタプ

レビル水和物・リトナビル配合剤治療

終了の約2週間後から本剤の投与を再開

できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル エチニルエストラジオールのAUCが低下

するおそれがある。

機序不明

インジナビル

［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

削除

２４８　混合ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プラノバール配合錠（あすか製薬＝武田薬品）

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を投与

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

エチニルエストラジオール含有経口避

妊剤を併用した患者においてALT(GPT)

上昇が高頻度に認められている。な

お、オムビタスビル水和物・パリタプ

レビル水和物・リトナビル配合剤治療

終了の約2週間後から本剤の投与を再開

できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレ

ビル

本剤の作用が減弱す

るおそれがある。

ノルエチステロンとエチニルエストラ

ジオールの配合剤でエチニルエストラ

ジオールのAUC減少が報告されている｡

インジナビル
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［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

削除

２４８　混合ホルモン剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

ジェミーナ配合錠（ノーベルファーマ＝あすか製薬）

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

（月経困難症の効能を有する製剤）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を服用

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

エチニルエストラジオール含有経口避

妊薬を併用した患者においてALT上昇が

高頻度に認められている。なお、オム

ビタスビル水和物・パリタプレビル水

和物・リトナビル配合剤治療終了の約2

週間後から本剤の投与を再開できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル エチニルエストラジオールのAUCが低下

するおそれがある。

機序不明

インジナビル

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

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

スピロノラクトン、ペントバルビタール、ドラビリンを投与中の患者

（「相互作用」の項参照）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ドラビリン ドラビリンの血中濃度が低

下し、作用が減弱するおそ

れがある。

本剤の肝チトクロームP-450

(CYP3A4)誘導作用により、ド

ラビリンの代謝が促進される

と考えられる。
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［2.禁忌］ 削除

［10.1併用禁忌］ 削除

［10.2併用注意］ 削除

削除

［禁忌］ 削除

［併用禁忌］ 削除

［併用注意］ 削除

削除

２５４　避妊剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

旧様式

改訂箇所 改訂内容

アンジュ21錠・28錠（あすか製薬＝武田薬品）  トリキュラー錠21・28（バイエル薬品）

ラベルフィーユ21錠・28錠（富士製薬工業）

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

（避妊の効能を有する製剤）

2.21 オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

［2.21参照］

エチニルエストラジオール含有経口避

妊剤を併用した患者においてALT上昇が

高頻度に認められている。なお、オム

ビタスビル水和物・パリタプレビル水

和物・リトナビル配合剤治療終了の約2

週間後から本剤の投与を再開できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル 本剤の作用が減弱す

るおそれがある。

ノルエチステロンとエチニルエス

トラジオールの配合剤でエチニル

エストラジオールのAUC減少が報

告されている。

インジナビル

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤を投与

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

オムビタスビ

ル水和物・パ

リタプレビル

水和物・リト

ナビル配合剤

エチニルエストラジオール含有経口避

妊剤を併用した患者においてALT上昇が

高頻度に認められている。なお、オム

ビタスビル水和物・パリタプレビル水

和物・リトナビル配合剤治療終了の約2

週間後から本剤の投与を再開できる。

機序不明

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

テラプレビル 本剤の作用が減弱す

るおそれがある。

ノルエチステロンとエチニルエス

トラジオールの配合剤でエチニル

エストラジオールのAUC減少が報

告されている。

インジナビル
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［12.臨床検査結果に及ぼす影

響］

新設

３３９　その他の血液・体液用薬

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Eekels,J.,et al.:Blood 2020;135(11):875-878

ブリリンタ錠（アストラゼネカ）

チカグレロル

本剤投与後にヘパリン起因性血小板減少症(HIT)に対する血小板凝集能検

査が偽陰性になるおそれがある。

［8.重要な基本的注意］ 削除

３９６　糖尿病用剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

マリゼブ錠（MSD＝キッセイ薬品）

オマリグリプチン

8.5 本剤とインスリン製剤を併用した際の有効性及び安全性を検討した臨

床試験成績はない。

［7.用法及び用量に関連する注

意］

追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

用法及び用量追加承認に伴う改訂

ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

〈化膿性汗腺炎〉

7.5 臨床試験では、投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注射に切り

替えた際の有効性及び安全性は検討されていないことから、本剤80mgの2

週間に1回皮下注射を開始する時期については、患者の状態を考慮し、慎

重に判断すること。［17.1.6参照］

［適用上の注意］ 一部改訂

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

エポエチンアルファ（遺伝子組換え）（注射液）

アンプルカット時：

本剤は、ワンポイントカット（イージーカット）アンプルであるが、アン

プルカット部分をエタノール綿等で清拭しカットすることが望ましい。

（注射液シリンジ）

投与時：

本剤を投与する場合は他剤との混注を行わないこと。
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削除

［取扱い上の注意］ 削除

〈参考〉

注射液シリンジ製剤の販売中止に伴う改訂

エスポー注射液（協和キリン）

シリンジ製剤を使用する際は、チップキャップを外し、必要に応じて適当

な注射針等を取り付け投与すること。

使用後の残液は確実に廃棄すること。

（注射液シリンジ）

プランジャーロッドの無理な操作はしないこと。またバックストップは、

投与終了後まで外さないこと。

できるだけ使用直前までピロー包装からシリンジを取り出さないこと。

シリンジ先端部のフィルム・チップキャップが外れている、またはシリン

ジの破損等の異常が認められるときは使用しないこと。

［5.効能又は効果に関連する注

意］

追記

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

オフェブカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

〈進行性線維化を伴う間質性肺疾患〉

5.2 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、肺機能、呼吸器症状及び胸部

画像所見の総合的な評価により進行性線維化が認められる間質性肺疾患患

者に本剤を投与すること。

［5.効能又は効果に関連する注

意］

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］

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

企業報告

アーリーダ錠（ヤンセンファーマ＝日本新薬）

アパルタミド

「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。特に、遠隔転移を有する前立

腺癌患者への投与に際しては、臨床試験に組み入れられた患者の外科的又

は内科的去勢術に係る治療歴等について確認すること。

11.1.2 心臓障害

狭心症、心筋梗塞、心房細動、心不全等の心臓障害があらわれることがあ

る。［8.3参照］

発現部位 副　作　用

筋骨格系及び結合組織障害 関節痛、筋痙縮
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［7.用法及び用量に関連する注

意］

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］

新設

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

イクスタンジ錠（アステラス製薬）

エンザルタミド

7.2 グレード 3以上若しくは忍容できない副作用発現時は、休薬（1週間

あるいはグレード2以下になるまで）又は減量（120mgあるいは80mgを1日1

回経口投与）を考慮すること。なお、再開時には減量を考慮すること。

注）グレードはNCI-CTCAEに準じる。

注)

発現部位 副　作　用

腎　臓 頻尿、血尿

その他 転倒、脊椎圧迫骨折、骨折

雌雄ラットにエンザルタミドを104週間投与したがん原性試験において、

精巣のLeydig細胞腫（雄）、乳腺の線維腺腫（雄）、胸腺腫（雄）、膀胱

の良性尿路上皮乳頭腫（雄）、尿路上皮癌（雄）、卵巣の顆粒膜細胞腫

（雌）、下垂体前葉の腺腫（雌雄）が増加した。腫瘍の増加が認められた

最低用量（10mg/kg/日）における曝露量は、AUCに基づくヒト曝露量の0.3

倍であった。

［9.4生殖能を有する者］ 追記

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

テプミトコ錠（メルクバイオファーマ）

テポチニブ塩酸塩水和物

9.4.2 パートナーが妊娠している又は妊娠する可能性のある男性患者に

は、本剤投与中及び投与終了後一定期間は、バリア法（コンドーム）を用

いるよう指導すること。精液を介して胎児に悪影響を及ぼす可能性があ

る。［9.5参照］
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

一部改訂

［10.2併用注意］ 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

ゼルボラフ錠（中外製薬）

ベムラフェニブ

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、BRAF遺

伝子変異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。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4の基質となる薬剤

（ミダゾラム、アトルバ

スタチン、シンバスタチ

ン等）［16.7.1参照］

これらの薬剤の血漿中

濃度が低下する可能性

がある。

併用薬剤の代謝が誘

導され血漿中濃度が

低下する可能性があ

る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

CYP3A4を阻害する薬剤

（イトラコナゾール、ポ

サコナゾール、クラリス

ロマイシン等）［16.7.3

参照］

ベムラフェニブの血漿

中濃度が上昇する可能

性がある。CYP3A4阻害

剤と併用する場合は、

必要に応じ本剤の減量

を考慮すること。

ベムラフェニブの代

謝が阻害され血漿中

濃度が上昇する可能

性がある。

［13.過量投与］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Moltó,J.,et al.:Antimicrob.Agents Chemother. 2016;60(4):2564-2566

Bollen,P.,et al.:AIDS 2016;30:1490-1491

テビケイ錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム

13.1 処置

血液透析により除去される可能性は低いことが報告されている。

［13.過量投与］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Moltó,J.,et al.:Antimicrob.Agents Chemother. 2016;60(4):2564-2566

Bollen,P.,et al.:AIDS 2016;30:1490-1491

トリーメク配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラ

ミブジン

13.1 処置

ドルテグラビルは血液透析により除去される可能性は低いことが報告され

ている。
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［5.効能又は効果に関連する注

意］

一部改訂

［13.過量投与］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

企業報告

Moltó,J.,et al.:Antimicrob.Agents Chemother. 2016;60(4):2564-2566

Bollen,P.,et al.:AIDS 2016;30:1490-1491

ドウベイト配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン

5.1 以下のいずれかのヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症患者に使用する

こと。

・抗HIV薬による治療経験のない患者。なお、臨床試験は、主要な耐性変

異を有しない患者を対象に実施された。［17.1.1、17.1.2参照］

・ウイルス学的失敗の経験がなく、切り替え前6ヵ月間以上においてウイ

ルス学的抑制（HIV-1 RNA量が50copies/mL未満）が得られており、本剤の

有効成分に対する耐性関連変異を持たず、本剤への切り替えが適切である

と判断される抗HIV薬既治療患者。［17.1.3参照］

 

13.1 処置

ドルテグラビルは血液透析により除去される可能性は低いことが報告され

ている。ラミブジンは血液透析により一部除去される（ラミブジン300mg

投与時に、投与約2時間後から4時間血液透析したとき、AUC が約24%低

下することが報告されている）。
0-inf

［13.過量投与］ 一部改訂

６２５　抗ウイルス剤

新様式

改訂箇所 改訂内容

〈参考〉

Moltó,J.,et al.:Antimicrob.Agents Chemother. 2016;60(4):2564-2566

Bollen,P.,et al.:AIDS 2016;30:1490-1491

ジャルカ配合錠（ヴィーブヘルスケア＝グラクソ・スミスクライン）

ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩

13.1 処置

ドルテグラビルは血液透析により除去される可能性は低いことが報告され

ている。リルピビリンは高い蛋白結合率を有するため、血液透析により除

去できる可能性は低い。［16.3.2参照］

［禁忌］ 一部改訂

６２９　その他の化学療法剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

フルコナゾール

次の薬剤を投与中の患者：

トリアゾラム、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、キニジン、ピモジ

ド、アスナプレビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、

アゼルニジピン、オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン、ロミタ

ピド、ブロナンセリン〔「相互作用」の項参照〕
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［併用禁忌］ 追記

ジフルカンカプセル（ファイザー）  ジフルカンドライシロップ（ファイザー）

ジフルカン静注液（ファイザー）  フルコナゾールカプセル「F」（富士製薬工業）

フルコナゾール静注液「F」（富士製薬工業）  フルコナゾールカプセル「JG」（日本ジェネリック）

フルコナゾール静注「NP」（ニプロ）  フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾールカプセル「サワイ」（沢井製薬）  フルコナゾール静注液「サワイ」（沢井製薬）

フルコナゾールカプセル「サンド」（サンド）  フルコナゾールカプセル「タカタ」（高田製薬）

フルコナゾール静注液「タカタ」（高田製薬）  フルコナゾール静注「トーワ」（東和薬品）

フルコナゾールカプセル「日医工」（日医工）  フルコナゾール静注液「日医工」（日医工）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アゼルニジピン、

オルメサルタンメ

ドキソミル・アゼ

ルニジピン

イトラコナゾールとの併用により

アゼルニジピンのAUCが上昇するこ

とが報告されている。

本剤はこれらの

薬剤の主たる代

謝酵素である

CYP3A4を阻害す

るので、併用に

よりこれらの薬

剤の血中濃度が

上昇することが

ある。

ロミタピド ロミタピドの血中濃度が著しく上

昇するおそれがある。

ブロナンセリン ブロナンセリンの血中濃度が上昇

し、作用が増強するおそれがある｡

［禁忌］ 一部改訂

［併用禁忌］ 追記

６２９　その他の化学療法剤

旧様式

改訂箇所 改訂内容

プロジフ静注液（ファイザー）

ホスフルコナゾール

次の薬剤を投与中の患者：

トリアゾラム、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、キニジン、ピモジ

ド、アスナプレビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル、

アゼルニジピン、オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン、ロミタ

ピド、ブロナンセリン〔「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

アゼルニジピン、

オルメサルタンメ

ドキソミル・アゼ

ルニジピン

イトラコナゾールとの併用により

アゼルニジピンのAUCが上昇するこ

とが報告されている。

フルコナゾール

はこれらの薬剤

の主たる代謝酵

素であるCYP3A4

を阻害するの

で、併用により

これらの薬剤の

血中濃度が上昇

することがあ

る。

ロミタピド ロミタピドの血中濃度が著しく上

昇するおそれがある。

ブロナンセリン ブロナンセリンの血中濃度が上昇

し、作用が増強するおそれがある｡

［5.効能又は効果に関連する注

意］

削除

６３１　ワクチン類

新様式

改訂箇所 改訂内容

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフ

テリア毒素結合体）

免疫抑制状態（悪性腫瘍、ネフローゼ症候群等）にある者における本剤の

安全性及び有効性は確立していない。
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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］

削除

［9.5妊婦］ 新設

［9.6授乳婦］ 新設

［9.7小児等］ 追記

一部改訂

［11.2その他の副反応］

一部改訂

［15.1臨床使用に基づく情報］

新設

〈参考〉

効能又は効果追加承認に伴う改訂

企業報告

プレベナー13水性懸濁注（ファイザー）

5.3 肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者とは、以

下のような状態の者を指す。

・慢性的な心疾患、肺疾患、肝疾患又は腎疾患

・糖尿病

・基礎疾患若しくは治療により免疫不全状態である又はその状態が疑われ

る者

・先天的又は後天的無脾症（無脾症候群、脾臓摘出術を受けた者等）

・鎌状赤血球症又はその他の異常ヘモグロビン症

・人工内耳の装用、慢性髄液漏等の解剖学的要因により生体防御機能が低

下した者

・上記以外で医師が本剤の接種を必要と認めた者

高齢者

本剤の接種は65歳以上の者に行う。

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には予防接種上の有益性が危険性

を上回ると判断される場合にのみ接種すること。

予防接種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。

〈肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者：肺炎球菌

による感染症の予防〉

9.7.1 6歳未満の者を対象とした有効性及び安全性を指標とした国内臨床

試験は実施していない。

〈小児：肺炎球菌による侵襲性感染症の予防〉

9.7.2 生後6週未満の者を対象とした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。

〈高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる

者：肺炎球菌による感染症の予防〉

発現部位 副　作　用

皮　膚 発疹、血管性浮腫、多形紅斑、蕁麻疹、蕁麻疹様発疹

精神神経系
頭痛、中期不眠症、易刺激性、傾眠状態、睡眠増加、不安

定睡眠、不眠

〈高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる

者：肺炎球菌による感染症の予防〉

海外臨床試験において、造血幹細胞移植を受けた者に本剤を4回接種（初

回免疫として1か月以上の間隔で3回、3回目接種から6か月の間隔をおき追

加免疫として1回）した時の血清IgG濃度は、同じ年齢群の健常人に本剤を

1回接種した時と同様であることが示唆された。
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