་⸆ရሗࡔࡼࡾ  㹌㹭㸬㸯㸳㸶㸯
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧㝔ᶵᵓ

   ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸵᭶㸰㸷᪥

ྎ་⒪ࢭࣥࢱ࣮⸆⛉་⸆ရሗ⟶⌮ᐊ ෆ⥺㸲㸯㸮㸲

ᙜ㝔᥇⏝་⸆ရࡢࠕ⏝ୖࡢὀពᨵゞࠖࡢ࠾▱ࡽࡏ
㻰㼞㼡㼓㻌 㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌 㼁㼜㼐㼍㼠㼑
1R㸦㸧௨㝆ࠊୗグ་⸆ရࡢࠕ⏝ୖࡢὀពࠖࡀᨵゞࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ᨵゞෆᐜཬࡧཧ⪃ᩥ⊩➼ࢆ࠾▱ࡽࡏ⮴ࡋࡲࡍࠋ
㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼 㻰㼞㼡㼓㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㼁㼜㼐㼍㼠㼑

 1R

ཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ┘ಟ

୍⯡ྡ㻌 䠄ᙜ㝔᥇⏝་⸆ရ䠅㻌
㔜せ㻌
䕔䝟䝻䜻䝉䝏䞁ሷ㓟ሷỈ≀䠄䝟䜻䝅䝹㻯㻾㘄㻝㻞㻚㻡㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎
䕔䝔䝸䝟䝷䝏䝗䠄㑇ఏᏊ⤌䛘䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠏
䕔䝻䝷䝍䝆䞁㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠏
䕔ⲓⶲⵯ㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠏
䕔䜰䝮䝩䝔䝸䝅䞁㻮㼇㠀䝸䝫䝋䞊䝮〇㻔ὀᑕ㻕㼉㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠐
䕔䝅䝯䝥䝺䝡䝹䝘䝖䝸䜴䝮㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠐
䛭䛾㻌
䕔䜰䝖䝰䜻䝉䝏䞁ሷ㓟ሷ㻔ෆ⁐ᾮ㻕㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠐
䕔䝟䝻䜻䝉䝏䞁ሷ㓟ሷỈ≀䠄䝟䜻䝅䝹㻯㻾㘄㻝㻞㻚㻡㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠑
䕔䝟䝻䜻䝉䝏䞁ሷ㓟ሷỈ≀㻔ูグ䝆䜵䝛䝸䝑䜽〇ရ㻕㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠑
䕔䝟䝻䜻䝉䝏䞁ሷ㓟ሷỈ≀㻔ูグ䝆䜵䝛䝸䝑䜽〇ရ㻕㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠒
䕔◲㓟䝬䜾䝛䝅䜴䝮Ỉ≀䞉䝤䝗䜴⢾
㻔ษ㏕ὶ⏘䛻䛚䛡䜛Ꮚᐑ⦰䛾ᢚไ䛾ຠ⬟䜢᭷䛧䛺䛔〇㻕䠄㟼ὀ⏝䝬䜾䝛䝌䞊䝹㻞㻜㼙㻸䠅㻌㽂㽂㽂㻌䠒㻌
䕔䝧䝥䝸䝆䝹ሷ㓟ሷỈ≀㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠒
䕔◪㓟䜲䝋䝋䝹䝡䝗䠄䝃䞊䜽䝺䝇ὀ㻜㻚㻜㻡䠂䚸䝙䝖䝻䞊䝹㘄㻡㼙㼓䚸
◪㓟䜲䝋䝋䝹䝡䝗䝔䞊䝥㻠㻜㼙㼓䛂㻱㻹㻱㻯䛃䚸䝣䝷䞁䝗䝹㘄㻞㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠓㻌
䕔୍◪㓟䜲䝋䝋䝹䝡䝗䠄䜰䜲䝖䝻䞊䝹㘄㻞㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠓
䕔䝙䝖䝻䜾䝸䝉䝸䞁䠄ᄇ㟝䠅䠄䝭䜸䝁䞊䝹䝇䝥䝺䞊㻜㻚㻟㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠓
䕔䝙䝁䝷䞁䝆䝹䠄䝙䝁䝷䞁䝆䝹㘄㻡㼙㼓䛂᪥་ᕤ䛃䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠔
䕔䝺䝪䝜䝹䝀䝇䝖䝺䝹㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠕
䕔◲㓟䝬䜾䝛䝅䜴䝮Ỉ≀䞉䝤䝗䜴⢾
䠄ษ㏕ὶ⏘䛻䛚䛡䜛Ꮚᐑ⦰䛾ᢚไ䛾ຠ⬟䜢᭷䛩䜛〇䠅䠄䝬䜾䝉䞁䝖ὀ㻝㻜㻜㼙㻸䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠕㻌
䕔䜽䜶䞁㓟➨୍㕲䝘䝖䝸䜴䝮䠄䜽䜶䞁㓟➨୍㕲㻺㼍㘄㻡㻜㼙㼓䛂䝃䝽䜲䛃䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠕
䕔䝡䜹䞊䝪䞁䠄䝡䜹䞊䝪䞁㍺ᾮ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠌
䕔䜹䝹䝞䝌䜽䝻䝮䝇䝹䝩䞁㓟䝘䝖䝸䜴䝮Ỉ≀䠄ὀᑕ䠅䠄䜰䝗䝘ὀ䠄㟼ὀ⏝䠅㻝㻜㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠌
䕔䝎䝡䜺䝖䝷䞁䜶䝔䜻䝅䝷䞊䝖䝯䝍䞁䝇䝹䝩䞁㓟ሷ䠄䝥䝷䝄䜻䝃䜹䝥䝉䝹㻣㻡㼙㼓䞉㻝㻝㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠌
䕔䝽䝹䝣䜯䝸䞁䜹䝸䜴䝮䠄䝽䞊䝣䜯䝸䞁㘄㻝㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠍
䕔䝺䝪䝩䝸䝘䞊䝖䜹䝹䝅䜴䝮䠄ูグ䝆䜵䝛䝸䝑䜽〇ရ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠎
䕔䜹䝘䜻䝚䝬䝤䠄㑇ఏᏊ⤌䛘䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠎
䕔䝉䝹䝖䝸䝈䝬䝤䝨䝂䝹䠄㑇ఏᏊ⤌䛘䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠎
䕔䜲䝸䝜䝔䜹䞁ሷ㓟ሷỈ≀䠄ูグ䝆䜵䝛䝸䝑䜽〇ရ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠏
䕔䜽䝸䝌䝏䝙䝤䠄䝄䞊䝁䝸䜹䝥䝉䝹㻞㻡㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠒
䕔䝋䝷䝣䜵䝙䝤䝖䝅䝹㓟ሷ䠄䝛䜽䝃䝞䞊䝹㘄㻞㻜㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠍䠓
1

䕔䝻䝷䝍䝆䞁䠄㘄䚸ཱྀ⭍ෆᔂቯ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠍
䕔䝍䝌䝞䜽䝍䝮䝘䝖䝸䜴䝮䞉䝢䝨䝷䝅䝸䞁䝘䝖䝸䜴䝮䠄䝌䝅䞁㟼ὀ⏝㻠㻚㻡䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠍
䕔䝯䝻䝨䝛䝮Ỉ≀䠄ูグ䝆䜵䝛䝸䝑䜽〇ရ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠎
䕔䜰䝮䝩䝔䝸䝅䞁㻮㼇㠀䝸䝫䝋䞊䝮〇䠄ὀᑕ䠅㼉㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠏
䕔䜶䝖䝷䝡䝸䞁䠄䜲䞁䝔䝺䞁䝇㘄㻝㻜㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠏
䕔䝸䝞䝡䝸䞁䠄䜲䞁䝍䞊䝣䜵䝻䞁䝧䞊䝍䛸䛾ే⏝䛾⏝ἲ䜢᭷䛩䜛〇䠅
䠄䝺䝧䝖䞊䝹䜹䝥䝉䝹㻞㻜㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠐㻌
䕔䝸䝹䝢䝡䝸䞁ሷ㓟ሷ䠄䜶䝆䝳䝷䞁䝖㘄㻞㻡㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠐
䕔䜲䝖䝷䝁䝘䝌䞊䝹䠄⤒ཱྀ䠅䠄䜲䝖䝸䝌䞊䝹䜹䝥䝉䝹㻡㻜䞉ෆ⏝ᾮ㻝䠂䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠐
䕔䜲䝖䝷䝁䝘䝌䞊䝹䠄ὀᑕ䠅䠄䜲䝖䝸䝌䞊䝹ὀ㻝䠂䠅㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠐
䕔䝭䝁䝘䝌䞊䝹䠄⤒ཱྀ䠅䠄䝣䝻䝸䞊䝗䝀䝹⤒ཱྀ⏝㻞䠂䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠒
䕔䝭䝁䝘䝌䞊䝹䠄ὀᑕ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠒
䕔⇱⤌⧊ᇵ㣴ά≬≟䝽䜽䝏䞁䠄⤌⧊ᇵ㣴ά≬≟䝽䜽䝏䞁䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠓
䕔ỿ㝆䠍䠏౯⫵⅖⌫⳦⤖ྜᆺ䝽䜽䝏䞁
䠄↓ẘᛶኚ␗䝆䝤䝔䝸䜰ẘ⣲⤖ྜయ䠅䠄䝥䝺䝧䝘䞊㻝㻟Ỉᛶᠱ⃮ὀ䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠓㻌
䕔䜲䞁䝍䞊䝣䜵䝻䞁䝧䞊䝍
䠄䝸䝞䝡䝸䞁䛸䛾ే⏝䛾⏝ἲ䜢᭷䛩䜛〇䠅䠄䝣䜶䝻䞁ὀᑕ⏝㻟㻜㻜䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠔㻌
䕔䜰䝕䝜䝅䞁䠄䜰䝕䝜䝇䜻䝱䞁ὀ㻢㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠔
䕔䜸䜻䝅䝁䝗䞁ሷ㓟ሷỈ≀䠄䜸䜻䝅䝁䞁䝏䞁㘄㻡㼙㼓䞉㻞㻜㼙㼓䚸
䜸䜻䝜䞊䝮ᩓ㻞㻚㻡㼙㼓䞉㻡㼙㼓䞉㻝㻜㼙㼓䞉㻞㻜㼙㼓䚸䜸䜻䝣䜯䝇䝖ὀ㻝㻜㼙㼓䞉㻡㻜㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠕㻌
䕔䝣䜵䞁䝍䝙䝹䜽䜶䞁㓟ሷ䠄㈞䠅䠄䝣䜵䞁䝖䝇䝔䞊䝥㻝㼙㼓䞉㻞㼙㼓䞉㻠㼙㼓䞉㻤㼙㼓䠅㻌㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㽂㻌䠎䠕

重 要

速やかに改訂添付文書を作成します

★ B231-01
１１７

B パロキセチン塩酸塩水和物
改訂箇所

精神神経用剤

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「アナフィラキシー：
追記

アナフィラキシー（発疹、血管浮腫、呼吸困難等）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し、適切な
処置を行うこと。」

パキシル錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン錠「オーハラ」
（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

パキシルＣＲ錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン錠「科研」
（ダイト＝科研製薬）

パロキセチン錠「ＡＡ」
（あすかActavis製薬＝あすか製薬＝武田薬品）

パロキセチン錠「ケミファ」
（日本ケミファ＝日本薬品工業）

パロキセチン錠「ＤＫ」
（大興製薬＝三和化学）

パロキセチン錠「ザイダス」
（ザイダスファーマ）

パロキセチン錠「ＤＳＥＰ」
（第一三共エスファ）

パロキセチン錠「サワイ」
（沢井製薬）

パロキセチン錠「ＥＥ」
（エルメッドエーザイ）

パロキセチン錠「サンド」
（サンド）

パロキセチン錠「Ｆ」
（富士製薬工業）

パロキセチン錠「タカタ」
（高田製薬）

パロキセチン錠「ＦＦＰ」（救急薬品＝富士フイルムファーマ）

パロキセチン錠「タナベ」
（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

パロキセチン錠「ＪＧ」
（日本ジェネリック）

パロキセチン錠「テバ」
（テバ製薬）

パロキセチン錠「ＫＮ」
（小林化工）

パロキセチン錠「トーワ」
（東和薬品）

パロキセチン錠「ＫＯ」
（寿製薬）

パロキセチンＯＤ錠「トーワ」
（東和薬品）

パロキセチン錠「ＫＯＧ」（日本薬品工業＝興和ジェネリック）

パロキセチン錠「日医工」
（日医工）

パロキセチン錠「ＮＰ」
（ニプロ）

パロキセチン錠「日新」
（日新製薬：山形）

パロキセチン錠「ＴＣＫ」（辰巳化学）

パロキセチン錠「ファイザー」
（ファイザー）

パロキセチン錠「ＴＳＵ」（鶴原製薬）

パロキセチン錠「マイラン」
（マイラン製薬）

パロキセチン錠「ＹＤ」
（陽進堂）

パロキセチン錠「明治」
（MeijiSeikaファルマ）

パロキセチン錠「アメル」（共和薬品工業）
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★ B231-02
２４３

B テリパラチド（遺伝子組換え）
改訂箇所

甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「ショック、アナフィラキシー：
新設

ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、血圧低下、発疹等）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
し、適切な処置を行うこと。」

フォルテオ皮下注キット（日本イーライリリー）

★ B231-03
４４９

B ロラタジン
改訂箇所

その他のアレルギー用薬

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「痙攣：
追記

痙攣があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

クラリチン錠・レディタブ錠（ＭＳＤ＝塩野義製薬）

ロラタジン錠「ＹＤ」（陽進堂）

クラリチンドライシロップ（ＭＳＤ＝塩野義製薬）

ロラタジンＯＤ錠「ＹＤ」（陽進堂）

ロラタジン錠「ＡＡ」
（あすか製薬＝武田薬品）

ロラタジン錠「アメル」（共和薬品工業）

ロラタジンＯＤ錠「ＡＡ」（あすか製薬＝武田薬品）

ロラタジンＯＤ錠「アメル」（共和薬品工業＝三和化学）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ＣＨ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「杏林」
（キョーリンリメディオ＝興和ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「ＤＫ」（大興製薬）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ケミファ」（ダイト＝日本ケミファ）

ロラタジン錠「ＥＥ」
（エルメッドエーザイ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「サワイ」
（沢井製薬）

ロラタジンＯＤ錠「ＥＥ」（エルメッドエーザイ）

ロラタジンＤＳ「サワイ」（沢井製薬）

ロラタジン錠「ＦＦＰ」
（富士フイルムファーマ）

ロラタジンＯＤ錠「サンド」（サンド）

ロラタジンＯＤ錠「ＦＦＰ」（富士フイルムファーマ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「タナベ」
（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジン錠「ＪＧ」
（日本ジェネリック）

ロラタジンＤＳ「タナベ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「ＪＧ」（日本ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「トーワ」（東和薬品）

ロラタジンＤＳ「ＪＧ」
（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジンＤＳ「トーワ」（東和薬品）

ロラタジン錠「ＫＮ」
（小林化工＝アルフレッサファーマ）

ロラタジン錠「日医工」（日医工）

ロラタジンＯＤフィルム「ＫＮ」（小林化工）

ロラタジンＯＤ錠「日医工」（日医工）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ＮＰ」
（ニプロ）

ロラタジンドライシロップ「日医工」
（日医工）

ロラタジンドライシロップ「ＮＰ」（ニプロ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「日新」（日新製薬：山形）

ロラタジン錠「ＴＣＫ」（辰巳化学＝田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ファイザー」
（ファイザー）

ロラタジン錠「ＴＹＫ」（大正薬品工業＝テバ製薬）

ロラタジンＯＤ錠「マイラン」（マイラン製薬＝三和化学）

ロラタジンＯＤ錠「ＴＹＫ」（大正薬品工業＝テバ製薬）

ロラタジンＯＤフィルム「モチダ」（救急薬品＝持田製薬）

★ B231-04
５２０

B 茵 蒿湯
改訂箇所

漢方製剤

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「腸間膜静脈硬化症：
追記

長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、
便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合
には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な
処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。」

オースギ茵 蒿湯エキスＧ（大杉製薬）

ツムラ茵 蒿湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）

クラシエ茵 蒿湯エキス細粒（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

テイコク茵 蒿湯エキス顆粒（帝國漢方製薬＝日医工）

コタロー茵 蒿湯エキス細粒・カプセル（小太郎）
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★ B231-05
６１７

主としてカビに作用するもの

B アムホテリシンＢ［非リポソーム製剤（注射剤）］
改訂箇所

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「中枢神経障害：
追記

本剤の髄腔内注入で、髄膜炎、脳症、脊髄障害、対麻痺等があらわれること
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。」

ファンギゾン注射用（ブリストル・マイヤーズ）

★ B231-06
６２５

B シメプレビルナトリウム
改訂箇所

抗ウイルス剤

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「敗血症：
追記

易感染性となり、重篤な感染症を誘発し敗血症に至ることがあるので、定期
的な血液検査を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には
投与を中止し、適切な処置を行うこと。」
「脳出血：
脳出血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し、適切な処置を行うこと。」

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

その他

改訂添付文書の作成に時間を要することがあります

★ C231-01
１１７

C アトモキセチン塩酸塩（内用液）
改訂箇所

精神神経用剤

改訂内容

［適用上の注意］の「薬剤交付時」 「本剤を希釈しないこと。本剤は瓶包装品のまま交付すること。やむを得ず
一部改訂

本剤を小分けする場合は、本剤の専用容器を使用すること。また、患者（小
児の場合には患者及び保護者又はそれに代わる適切な者）に対し、本剤に添
付されている使用説明書を渡し、服用方法を指導すること。」

ストラテラ内用液（日本イーライリリー）
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★ C231-02
１１７

C パロキセチン塩酸塩水和物
改訂箇所

精神神経用剤

改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」 「全身症状：倦怠（感）、ほてり、無力症、疲労、発熱、悪寒
一部改訂

精神神経 系：傾眠、めまい、頭痛、不眠、振戦、神経過敏、知覚減退、躁病
反応、感情鈍麻、錐体外路障害、あくび、味覚異常、異常な夢（悪
夢を含む）、激越、健忘、失神、緊張亢進、離人症、レストレスレ
ッグス症候群
アカシジア（内的な落ち着きのなさ、静坐 / 起立困難等の精神運動
性激越であり、苦痛が伴うことが多い。治療開始後数週間以内に発
現しやすい。）」
〈参考〉企業報告

パキシル錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン錠「オーハラ」
（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

パキシルＣＲ錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン錠「科研」（ダイト＝科研製薬）

パロキセチン錠「ＡＡ」
（あすかActavis製薬＝あすか製薬＝武田薬品）

パロキセチン錠「ケミファ」（日本ケミファ＝日本薬品工業）

パロキセチン錠「ＤＫ」
（大興製薬＝三和化学）

パロキセチン錠「ザイダス」（ザイダスファーマ）

パロキセチン錠「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

パロキセチン錠「サワイ」（沢井製薬）

パロキセチン錠「ＥＥ」
（エルメッドエーザイ）

パロキセチン錠「サンド」（サンド）

パロキセチン錠「Ｆ」
（富士製薬工業）

パロキセチン錠「タカタ」（高田製薬）

パロキセチン錠「ＦＦＰ」（救急薬品＝富士フイルムファーマ）

パロキセチン錠「タナベ」（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

パロキセチン錠「ＪＧ」
（日本ジェネリック）

パロキセチン錠「テバ」（テバ製薬）

パロキセチン錠「ＫＮ」
（小林化工）

パロキセチン錠「トーワ」（東和薬品）

パロキセチン錠「ＫＯ」
（寿製薬）

パロキセチンＯＤ錠「トーワ」（東和薬品）

パロキセチン錠「ＫＯＧ」（日本薬品工業＝興和ジェネリック）

パロキセチン錠「日医工」（日医工）

パロキセチン錠「ＮＰ」
（ニプロ）

パロキセチン錠「日新」（日新製薬：山形）

パロキセチン錠「ＴＣＫ」（辰巳化学）

パロキセチン錠「ファイザー」（ファイザー）

パロキセチン錠「ＴＳＵ」（鶴原製薬）

パロキセチン錠「マイラン」（マイラン製薬）

パロキセチン錠「ＹＤ」
（陽進堂）

パロキセチン錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

パロキセチン錠「アメル」（共和薬品工業）

★ C231-03

C パロキセチン塩酸塩水和物（下記ジェネリック製品）
改訂箇所

１１７

精神神経用剤

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 「社会不安障害及び外傷後ストレス障害の診断は、DSM ＊等の適切な診断基準
に基づき慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。

追記

＊

DSM：American Psychiatric Association（米国精神医学会）の Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders（精神疾患の診断・統計マニ
ュアル）」

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「外傷後ストレス障害患者においては、症状の経過を十分に観察し、本剤を
漫然と投与しないよう、定期的に本剤の投与継続の要否について検討するこ

追記

と。」
〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂
パロキセチン錠「アメル」（共和薬品工業）

パロキセチン錠「科研」（ダイト＝科研製薬）
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★ C231-04

C パロキセチン塩酸塩水和物（下記ジェネリック製品）
改訂箇所

１１７

精神神経用剤

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 「社会不安障害の診断は、DSM ＊ 等の適切な診断基準に基づき慎重に実施し、
追記

基準を満たす場合にのみ投与すること。
＊

DSM：American Psychiatric Association（米国精神医学会）の Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders（精神疾患の診断・統計マニ
ュアル）」

〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂
パロキセチン錠「ＦＦＰ」（救急薬品＝富士フイルムファーマ）

パロキセチン錠「オーハラ」
（大原薬品工業＝エッセンシャルファーマ）

★ C231-06
１２４

鎮けい剤

C 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
（切迫流産における子宮収縮の抑制の効能を有しない製剤）
改訂箇所
［その他の注意］

改訂内容
一部改訂 「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
心不全、低カルシウム血症、高カリウム血症、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、胎児におい
て胎動低下が認められたとの報告がある。」
〈参考〉企業報告

静注用マグネゾール（東亜薬工＝鳥居薬品）

★ C231-07
２１２

C ベプリジル塩酸塩水和物
改訂箇所

改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」 「循環器」の「房室ブロック、QT 延長」
削除
〈参考〉企業報告
ベプリコール錠（ＭＳＤ＝第一三共）
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不整脈用剤

★ C231-08
２１７

血管拡張剤

C 硝酸イソソルビド
C 一硝酸イソソルビド
C ニトログリセリン（噴霧剤）
改訂箇所
［禁忌］

改訂内容
一部改訂 「ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエン酸塩、
バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル）又はグアニル酸シクラーゼ刺
激作用を有する薬剤（リオシグアト）を投与中の患者」

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤とホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル）又はグアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）との併用により降圧作用が増
強し、過度に血圧を低下させることがあるので、本剤投与前にこれらの薬剤
を服用していないことを十分確認すること。また、本剤投与中及び投与後に
おいてこれらの薬剤を服用しないよう十分注意すること。」
［相互作用］の「併用禁忌」
一部改訂

「ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤［シルデナフィルクエン酸塩
（バイアグラ、レバチオ）、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル（シ
アリス、アドシルカ、ザルティア）］
〔臨床症状・措置方法：併用により、降
圧作用を増強することがある。〕」

追記 「グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）
〔臨床症状・措
置方法：併用により、降圧作用を増強することがある。 機序・危険因子：
本剤とグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤は、ともに cGMP の産
生を促進することから、両剤の併用により cGMP の増大を介する本剤の降
圧作用が増強する。〕」
〈参考〉企業報告
c 硝酸イソソルビド

c 一硝酸イソソルビド

アンタップテープ（帝人ファーマ）

アイトロール錠（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

イソコロナールＲカプセル（佐藤薬品＝共和薬品工業＝日医工）

イソニトール錠（東和薬品）

イソピットテープ（東光＝バイエル薬品＝ラクール）

一硝酸イソソルビド錠「サワイ」（沢井製薬）

Ｌ−オーネスゲン錠（鶴原製薬）

一硝酸イソソルビド錠「タイヨー」（テバ製薬）

カリアントＳＲカプセル（全星薬品＝ファイザー）

一硝酸イソソルビド錠「トーワ」（東和薬品）

サークレス注（高田製薬）

ソプレロール錠（日新製薬：山形）

ジアセラＬ錠（東和薬品）

タイシロール錠１０ｍｇ（大正薬品工業＝テバ製薬）

硝酸イソソルビドテープ「ＥＭＥＣ」
（救急薬品＝エルメッドエーザイ）

タイシロール錠２０ｍｇ（大正薬品工業＝ニプロ＝テバ製薬）

硝酸イソソルビド徐放錠「サワイ」
（沢井製薬）

c ニトログリセリン（噴霧剤）

硝酸イソソルビドテープ「サワイ」
（沢井製薬）

ミオコールスプレー（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

硝酸イソソルビドテープ「テイコク」（帝國製薬＝日医工）
ニトラステープ
（大協薬品＝全星薬品＝高田製薬＝ニプロ＝日本ジェネリック）
ニトロール錠（エーザイ）
ニトロールＲカプセル（エーザイ）
ニトロール注５ｍｇ（エーザイ）
ニトロール注５ｍｇシリンジ（エーザイ）
ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ（エーザイ）
ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ・点滴静注１００ｍｇバッグ
（エーザイ）
ニトロールスプレー（エーザイ）
フランドル錠（トーアエイヨー＝アステラス製薬）
フランドルテープ（トーアエイヨー＝アステラス製薬）
リファタックテープ（メディサ新薬＝持田製薬）
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★ C231-09
２１７

C ニコランジル
改訂箇所

血管拡張剤

改訂内容
一部改訂 「ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエン酸塩、

［禁忌］

バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル）又はグアニル酸シクラーゼ刺
激作用を有する薬剤（リオシグアト）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）」
［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤とホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル）又はグアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）との併用により降圧作用が増
強し、過度に血圧を低下させることがあるので、本剤投与前にこれらの薬剤
を服用していないことを十分確認すること。また、本剤投与中及び投与後に
おいてこれらの薬剤を服用しないよう十分注意すること。」
［相互作用］の「併用禁忌」
一部改訂

「ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤［シルデナフィルクエン酸塩
（バイアグラ、レバチオ）、バルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル（シ
アリス、アドシルカ、ザルティア）］
〔臨床症状・措置方法：併用により、降
圧作用が増強することがある。〕」

追記 「グアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）
〔臨床症状・措
置方法：併用により、降圧作用が増強することがある。 機序・危険因子：
本剤とグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤は、ともに cGMP の産
生を促進することから、両剤の併用により cGMP の増大を介する本剤の降
圧作用が増強する。〕」
〈参考〉企業報告
シグマート錠（中外製薬）

ニコランジル錠「日医工」（日医工）

シグマート注（中外製薬）

ニコランジル点滴静注用「日医工」（日医工）

シルビノール錠

ニコランマート錠２. ５ｍｇ（東和薬品）
ニコランマート錠５ｍｇ

（日新製薬：山形＝日本ジェネリック＝第一三共エスファ）

（東和薬品＝田辺三菱製薬＝田辺製薬販売＝日本ケミファ）

ニコランジル点滴静注用「Ｆ」（富士製薬工業）
ニコランジル錠２．
５ｍｇ「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）
ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」
（メディサ新薬＝沢井製薬＝第一三共エスファ＝日本ジェネリック）
ニコランジル点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）
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★ C231-11
２５４

C レボノルゲストレル
改訂箇所

避妊剤

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 〈過多月経の場合〉
新設 「器質性過多月経の患者では、原疾患の治療を優先すること。」
〈参考〉企業報告
ミレーナ（バイエル薬品）

★ C231-12
２５９

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

C 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
（切迫流産における子宮収縮の抑制の効能を有する製剤）
改訂箇所

改訂内容

［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］ 「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、
一部改訂
［その他の注意］

低カルシウム血症があらわれることがある。」

一部改訂 「本剤の投与による新生児への影響について、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。」
〈参考〉企業報告

マグセント注（東亜薬工＝鳥居薬品）

マグセント注シリンジ（東亜薬工＝鳥居薬品）

★ C231-13
３２２

C クエン酸第一鉄ナトリウム
改訂箇所

改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
削除
［過量投与］

無機質製剤

「静注鉄剤（コンドロイチン硫酸・鉄コロイド等）
〔臨床症状・措置方法：発熱
を起こすことがある。〕」

一部改訂 「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。」
「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。」

クエン酸第一鉄Ｎａ錠「ＪＧ」（日本ジェネリック）

フェロステック錠（テバ製薬）

クエン酸第一鉄Ｎａ錠「サワイ」（沢井製薬）

フェロチーム錠（沢井製薬）

フェニレン錠（共和薬品工業）

フェロミア錠・顆粒（サンノーバ＝エーザイ）

フェネルミン錠（小林化工＝富士製薬工業）

フォリロミン錠・顆粒（鶴原製薬）
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★ C231-14
３３１

C ビカーボン
改訂箇所

血液代用剤

改訂内容

［適用上の注意］の「調製前」 「開封前にインジケーター（酸素検知剤）が比較色よりも濃い緑色に変色して
一部改訂

いるときは、外袋にピンホールが発生し品質が劣化している可能性があるの
で、使用しないこと。」
〈参考〉包装変更に伴う改訂

ビカーボン輸液（エイワイファーマ＝陽進堂）

★ C231-15
３３２

C カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物（注射剤）
改訂箇所

止血剤

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
異常があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

一部改訂

〈参考〉企業報告
アドカルＡＣ静注（日新製薬：山形）

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液・静注液「日医工」

アドナ注（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

（日医工）

アドナ注（静脈用）（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

チチナ静注（扶桑薬品）

アドナミン静注（東和薬品）

ラノビ静注（イセイ）

★ C231-16

C ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
改訂箇所

３３３

血液凝固阻止剤

改訂内容

［適用上の注意］の「服用時」 「速やかに胃に到達させるため、十分量（コップ１杯程度）の水とともに服用
追記

すること。」
〈参考〉企業報告

プラザキサカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）
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★ C231-17
３３３

C ワルファリンカリウム
改訂箇所
［慎重投与］

血液凝固阻止剤

改訂内容
一部改訂 「悪性腫瘍の患者〔悪性腫瘍の患者では、血液凝固能の亢進により血栓傾向と
なる一方で、腫瘍関連出血を生じることがある。また、全身状態や摂食状況
の変化に伴う血液凝固能の変動を生じることがある。〕」
「甲状腺機能亢進症、又は甲状腺機能低下症の患者〔甲状腺機能異常の患者で
は、病態の変化又は治療過程で甲状腺機能が正常化し、血液凝固能が変化す
ることがある。その結果として本剤の作用が見かけ上減弱、又は増強するお
それがある。〕」

［相互作用］

一部改訂 「他の薬剤との相互作用は、可能な全ての組合せについて検討されているわ
けではない。抗凝血薬療法施行中に、新たに他剤を併用したり、休薬する場
合には、血液凝固能の変動に注意すること。なお、本剤（光学異性体のＳ体）
は、主として肝薬物代謝酵素 CYP2C9 によって代謝される。」
「併用注意」 （抗てんかん剤）
一部改訂 「フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物〔臨床症状・措置方法：
本剤の作用を減弱又は増強することがある。また、フェニトインの作用を増
強することがある。併用する場合には血液凝固能の変動及びフェニトインの
中毒症状又は血中濃度の上昇に十分注意しながら投与すること。〕」
（抗血栓剤：血液凝固阻止剤）
「Xa 阻害剤（フォンダパリヌクスナトリウム、エドキサバントシル酸塩水和物、
リバーロキサバン、アピキサバン）
〔 臨床症状・措置方法：相互に抗凝固作用、
出血傾向を増強することがあるので、併用する場合には観察を十分に行い、
相手薬剤の用量を調節するなど十分注意しながら投与すること。〕」
（抗腫瘍剤：フルオロウラシル系製剤及びその配合剤）
「フルオロウラシル、テガフール、テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム等〔臨床症状・措置方法：本剤の作用を増強することがあるので、併
用する場合には血液凝固能の変動に十分注意しながら投与すること。また、
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウムでは、併用中止後も、本剤の
作用が遷延し、出血や INR 上昇に至ったとの報告もあるので、十分注意す
ること。〕」
（抗真菌剤：アゾール系抗真菌剤）
「イトラコナゾール、フルコナゾール、ボリコナゾール、ミコナゾール等〔臨
床症状・措置方法：本剤の作用を増強することがあるので、併用する場合に
は血液凝固能の変動に十分注意しながら投与すること。また、ミコナゾール
では、併用中止後も、本剤の作用が遷延し、出血や INR 上昇に至ったとの
報告もあるので、十分注意すること。〕」

ワーファリン錠（エーザイ）

ワルファリンＫ錠・細粒「ＮＳ」
（日新製薬：山形）

ワーファリン顆粒（エーザイ）

ワルファリンＫ細粒「ＹＤ」（陽進堂）

ワーリン錠（テバ製薬）

ワルファリンＫ錠「テバ」（テバ製薬）

ワルファリンＫ錠「Ｆ」
（富士製薬工業）

ワルファリンＫ錠「トーワ」（東和薬品）

ワルファリンＫ錠「ＮＰ」（ニプロ）
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★ C231-18
３９２

C レボホリナートカルシウム（下記ジェネリック製品）
改訂箇所

解毒剤

改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「下痢、重篤な口内炎、重篤な白血球減少又は血小板減少のみられた患者では、
新設

それらの所見が回復するまで本療法を延期する。本療法を再開する場合には、
フルオロウラシルの減量や投与間隔の延長等を考慮する。（「重要な基本的
注意」の項参照）
（注射液の調製法）
レボホリナートを投与する際には、25mg 製剤の場合は 3 〜 5mL、100mg 製剤
の場合は 10 〜 15mL の 5 %ブドウ糖液、生理食塩液又は電解質維持液等の溶
解液を用いてレボホリナートの各バイアル内容物を溶解・採取した後、同一
の溶解液を用いて全量を 200 〜 500mL（レボホリナートとして約 0.75mg/
mL）とし点滴静脈内注射する。（「適用上の注意」の項参照）」

［副作用］の「重大な副作用」 「ショック、アナフィラキシー：
一部改訂

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行
い、発疹、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわ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。」
〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

レボホリナート点滴静注用「ＮＰ」（ニプロ＝協和発酵キリン）

★ C231-20
３９９

C カナキヌマブ（遺伝子組換え）
改訂箇所

他に分類されない代謝性医薬品

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「重篤な感染症：
一部改訂

敗血症や日和見感染症（アスペルギルス症、非定型抗酸菌症、帯状疱疹等）
等の重篤な感染症があらわれることがあるので、本剤投与後は患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には感染症に対する治療を行い、本剤
の投与は継続しないこと。」

イラリス皮下注用（ノバルティスファーマ）

★ C231-21

C セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）
改訂箇所

３９９

他に分類されない代謝性医薬品

改訂内容

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤は、細胞性免疫反応を調整する TNF α（腫瘍壊死因子α）の生理活性を
抑制するので、感染症に対する宿主側防御に影響を及ぼす可能性がある。そ
のため本剤投与に際しては、十分な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意
すること。投与中に重篤な感染症が発現した場合は、速やかに適切な処置を
行い、感染症がコントロールできるようになるまでは投与を中止すること。
他の生物製剤との切り替えの際も注意を継続すること。また、患者に対して
も、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう
指導すること。」
シムジア皮下注シリンジ（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）
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★ C231-22

C イリノテカン塩酸塩水和物（下記ジェネリック製品）
改訂箇所
［警告］

４２４

抗腫瘍性植物成分製剤

改訂内容
一部改訂 「骨髄機能抑制による致命的な副作用の発現を回避するために、特に以下の
事項に十分注意すること。
（1）投与予定日（投与前 24 時間以内）に末梢血液検査を必ず実施し、結果を
確認してから、本剤投与の適否を慎重に判断すること。
（2）投与予定日の白血球数が 3,000/mm 3 未満又は血小板数が 10 万 /mm 3 未
満（膵癌 FOLFIRINOX 法においては、２クール目以降 7.5 万 /mm 3 未
満）の場合には、本剤の投与を中止又は延期すること。
（3）投与予定日の白血球数が 3,000/mm 3 以上かつ血小板数が 10 万 /mm 3 以
上（膵癌 FOLFIRINOX 法においては、２クール目以降 7.5 万 /mm 3 以
上）であっても、白血球数又は血小板数が急激な減少傾向にあるなど、
骨髄機能抑制が疑われる場合には、本剤の投与を中止又は延期すること。
なお、本剤使用にあたっては、添付文書を熟読のこと。」

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 「治癒切除不能な膵癌の場合、患者の病期、全身状態、UGT1A1 注）遺伝子多型
新設

等について、
「臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十
分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
注）本剤の活性代謝物（SN-38）の主な代謝酵素の一分子種である。」
「本剤の術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「 オ キ サ リ プ ラ チ ン、 レ ボ ホ リ ナ ー ト、 フ ル オ ロ ウ ラ シ ル と の 併 用 療 法
新設

（FOLFIRINOX 法）を行う場合には、次の投与可能条件、減量基準及び減量
時の投与量を参考にすること。
２クール目以降の投与可能条件（投与予定日に確認し、当該条件を満たす状
態へ回復するまで投与を延期するとともに、
「減量基準」及び「減量時の投与
量」を参考に、投与再開時に減量すること。）
種

類

程

度

好中球数

1,500/mm 3 以上

血小板数

75,000/mm 3 以上
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減量基準
前回の投与後にいずれかの程度に該当する副作用が発現した場合は、該当す
る毎に、以下の減量方法に従って、投与レベルを 1 レベル減量する（「減量
時の投与量」を参考にすること）。また、いずれかの程度に該当する好中球
減少又は血小板減少が発現した場合は、以降のフルオロウラシル急速静脈内
投与を中止する。
副作用 注１）

程

度

減量方法

以 下 の い ず れ か の 条 件 を 満 本剤を優先的に減量する。
たす場合：

た だ し、 本 剤 の 投 与 レ ベ ル

1）２ ク ー ル 目 以 降 の 投 与 可 が オ キ サ リ プ ラ チ ン よ り 低
能 条 件 を 満 た さ ず 投 与 を い 場 合 は、 本 剤 と 同 じ レ ベ
好中球減少

延期

ルになるまでオキサリプラ
3

2）500/mm 未 満 が ７ 日 以 上 チンを減量する。
持続
3）感染症又は下痢を併発し、
かつ 1,000/mm 3 未満
4）発熱性好中球減少症
発熱（38 ℃以上）を伴う

下痢

フルオロウラシル持続静注

グレード３ 注２）以上

を減量する。
オキサリプラチンを優先的

以下のいずれかの条件を満

に減量する。

たす場合：
血小板減少

た だ し、 オ キ サ リ プ ラ チ ン

1）２ ク ー ル 目 以 降 の 投 与 可

の投与レベルが本剤より低

能条件を満たさず投与を

い 場 合 は、 オ キ サ リ プ ラ チ

延期

ンと同じレベルになるまで

2）50,000/mm 3 未満

本剤を減量する。

総ビリルビ 2.0mg/dL 超 3.0mg/dL 以下

本剤を 120mg/m2 に減量する。

ン上昇

本剤を 90mg/m 2 に減量する。

粘膜炎
手足症候群

3.0mg/dL 超

フルオロウラシル持続静注

グレード３ 注２）以上

を減量する。

注１）複数の副作用が発現した場合は、薬剤毎に減量が最大となる基準を
適用すること。
注２）CTCAE version 4.0。
減量時の投与量（オキサリプラチン 85mg/m 2、本剤 180mg/m 2、フルオロ
ウラシル持続静注 2,400mg/m 2 で投与を開始した場合）
投与レベル
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オキサリプラチン
2

本剤

1,800mg/m 2

−１

65mg/m

−２

50mg/m 2

120mg/m 2

1,200mg/m 2

−３

中止

中止

中止

14

150mg/m

フルオロウラシル持続静注
2

」

［重要な基本的注意］

削除 「本剤による手術後の補助療法については有効性、安全性は確立していない。」

一部改訂 「骨髄機能抑制、高度な下痢等の重篤な副作用が起こることがあり、致命的
な経過をたどることがあるので、頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、
腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認め
られた場合には減量、休薬等の適切な処置を行うこと。投与後２週間は特に
頻回に末梢血液検査を行うなど、極めて注意深く観察すること。また、使用
が長期間にわたると副作用が強くあらわれ、遷延することがあるので、投与
は慎重に行うこと。
骨髄機能抑制：
本剤の投与にあたっては、白血球の変動に十分留意し、投与予定日の白血
球 数 が 3,000/mm 3 未 満 又 は 血 小 板 数 が 10 万 /mm 3 未 満（ 膵 癌
FOLFIRINOX 法においては、２クール目以降 7.5 万 /mm 3 未満）の場合に
は、 本 剤 の 投 与 を 中 止 又 は 延 期 す る こ と。 投 与 予 定 日 の 白 血 球 数 が
3,000/mm 3 以上かつ血小板数が 10 万 /mm 3 以上（膵癌 FOLFIRINOX 法に
おいては、２クール目以降 7.5 万 /mm 3 以上）であっても、白血球数又は血
小板数が急激な減少傾向にあるなど、骨髄機能抑制が疑われる場合には、
本剤の投与を中止又は延期すること。また、白血球数が異常な高値を示す
患者及び CRP が異常値を示すなど感染症が疑われる患者では、投与後に
白血球の急激な減少が起こることがある。このような場合には、投与予定
日 の 白 血 球 数 が 3,000/mm 3 以 上 か つ 血 小 板 数 が 10 万 /mm 3 以 上（ 膵 癌
FOLFIRINOX 法においては、２クール目以降 7.5 万 /mm 3 以上）であって
も、骨髄機能の回復を十分に確認してから投与を行うこと。
白血球減少（好中球減少）を認めた場合には、観察を十分に行い、減少の
程度に応じて G-CSF 等の白血球増多剤の投与、発熱を伴う場合には適切
な抗生剤の投与、その他必要に応じて適切な感染症対策を行うこと。」
［副作用］の「重大な副作用」 「骨髄機能抑制：
一部改訂

汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血、発熱性好中球減
少症等があらわれるので、末梢血液の観察を十分に行い、異常が認められた
場合には、減量、休薬等の適切な処置を行うこと。
また、高度な骨髄機能抑制の持続により、次のような疾患を併発し、死亡し
た例も報告されているので、頻回に血液検査を実施し、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
・ 重症感染症（敗血症、肺炎等）
重篤な白血球・好中球減少に伴い、敗血症、肺炎等の重症感染症があら
われることがある。
・ 播種性血管内凝固症候群（DIC）
重篤な感染症、血小板減少に伴い、播種性血管内凝固症候群があらわれ
ることがある。」
「血栓塞栓症：
肺塞栓症、静脈血栓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、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」
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「その他の副作用」 「消化器： 悪心・嘔吐、食欲不振、腹痛、食道炎、吐血、腸管運動亢進、し
一部改訂

ゃっくり、腹部膨満感、口内炎、口唇炎、痔核、胃腸音異常、胃
潰瘍、胃・腹部不快感、胃炎、消化不良、便秘
呼吸器： 呼吸困難、PaO 2 低下、気管支炎、上気道炎、咽頭炎、鼻炎、発声
障害、咽頭知覚不全、口腔咽頭不快感、咽頭痛、咳嗽
皮

膚： 脱毛、色素沈着、浮腫、発赤、紅斑、手足症候群、ざ瘡様皮膚炎、
皮膚乾燥、帯状疱疹、粘膜炎

精神神経 系：しびれ等の末梢神経障害、頭痛、めまい、精神症状、意識障害、
傾眠、興奮・不安感、不穏、痙攣、耳鳴、味覚異常、うつ病、目の
かすみ、不眠、振戦、構語障害」
〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイホウ」（大鵬薬品）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」
（東和薬品）

（マイラン製薬＝日本化薬＝ファイザー）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ホスピーラ」

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「あすか」（あすか製薬＝武田薬品）

（ホスピーラ・ジャパン＝持田製薬）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サンド」（サンド）

★ C231-23
４２９

C クリゾチニブ
改訂箇所

その他の腫瘍用薬

改訂内容

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「副作用により、本剤を休薬、減量、中止する場合には、副作用の症状、重
一部改訂

症度等に応じて、以下の基準を考慮すること。〔「重要な基本的注意」、
「重大
な副作用」の項参照〕
グレード 注１）
副作用

１

２

血液系 注２）

３

４

グレード２以下 グレード２以下
に回復するまで に回復するまで
同一投与量を

休薬する。回復 休薬する。回復

継続

後は休薬前と同 後は 200mg １日
一投与量で投与 ２回から投与を
を再開する。

再開する 注３）。

グレード１以下又はベースライン

グレード１以下の血
中ビリルビン増加を

同一投与量を

に回復するまで休薬する。回復後

伴 う ALT 又 は AST

継続

は 200mg １ 日 ２ 回 か ら 投 与 を 再
開する 注４）。

上昇
グレード２- ４の血
中ビリルビン増加を
伴 う ALT 又 は AST
上昇 注５）
間質性肺疾患

同一投
与量を 投与を中止する。
継続
投与を中止する。

QT 間隔延長

グレード１以下
に回復するまで
同一投与量を

休薬する。回復

継続

後は 200mg １日
２回から投与を
再開する 注４）。
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投与を中止する。

注１：グレードは NCI-CTCAE による。
注２：日和見感染症等の臨床的事象を伴わないリンパ球減少症を除く。
注３： 再発の場合は、グレード２以下に回復するまで休薬すること。回復
後は 250mg １日１回に減量して投与を再開する。その後グレード４
の再発が認められる場合は投与を中止する。
注４： 再発の場合は、グレード１以下に回復するまで休薬すること。回復
後は 250mg １日１回に減量して投与を再開する。その後グレード３
以上の再発が認められる場合は投与を中止する。
注５：胆汁うっ滞又は溶血がある場合を除く。」
［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］ 「妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠してい
一部改訂

る可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場
合にのみ投与すること。やむを得ず投与する場合は、本剤投与による胎児へ
のリスクについて患者に十分説明すること。また、妊娠可能な婦人に対して
は、適切な避妊を行うよう指導すること。〔ラット及びウサギに、クリゾチ
ニブをそれぞれ 200 及び 60mg/kg/ 日（AUC に基づく用量比較で臨床曝露量
と同等）反復投与したところ、胎児重量の減少が認められた。〕」

［その他の注意］

一部改訂 「ラットにクリゾチニブ 150mg/kg/ 日（AUC に基づく臨床曝露量の約３倍）を
反復投与したところ、成長中の長骨において骨形成の低下が認められた。」
〈参考〉企業報告

ザーコリカプセル（ファイザー）

★ C231-24
４２９

C ソラフェニブトシル酸塩
改訂箇所

その他の腫瘍用薬

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 「根治切除不能な分化型甲状腺癌に対して
追記

（1）臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等について、
「臨床成績」
の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分理解した上で、
適応患者の選択を行うこと。
（2）放射性ヨウ素による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及び安全
性は確立していない。」

［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「根治切除不能な分化型甲状腺癌に対して
追記

減量基準
用量調節段階

投与量

通常投与量

１回 400mg を１日２回経口投与

１段階減量

１回 400mg と１回 200mg とを交互に 12 時間間隔で
経口投与

２段階減量

１回 200mg を１日２回経口投与

３段階減量

１回 200mg を１日１回経口投与

17
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皮膚毒性
皮膚の副作用の

発現回数

グレード
グレード１：手足

回数問わず

投与量の調節 a
本 剤 の 投 与 を 継 続 し、

の皮膚の感覚障害、

症状緩和のための局所

刺痛、痛みを伴わ

療法を考慮する。

ない腫脹や紅斑、
日常生活に支障を
来さない程度の不
快な症状
グレード２：手足

１回目

本 剤 の 投 与 を 継 続 し、

の皮膚の痛みを伴

症状緩和のための局所

う紅斑や腫脹、日

療法及び１段階減量を

常生活に支障を来

考 慮 す る。 ７ 日 以 内 に

す不快な症状

改善が見られない場合
は下記参照。
７日以内に改善が見られ

グレード０〜１に軽快

ない場合又は２回目

するまで休薬する。
本剤の投与を再開する
場合は投与量を１段階
下げる。

３回目

グレード０〜１に軽快
するまで休薬する。
本剤の投与を再開する
場合は投与量を２段階
下げる。 b

グレード３：手足

４回目

本剤の投与を中止する。

１回目

グレード０〜１に軽快

の皮膚の湿性落屑、

するまで休薬する。

潰瘍形成、水疱形

本剤の投与を再開する

成、 激 しい痛み、

場合は投与量を１段階

仕事や日常生活が

下げる。

不可能になる重度

２回目

の不快な症状

グレード０〜１に軽快
するまで休薬する。
本剤の投与を再開する
場合は投与量を２段階
下げる。

３回目

本剤の投与を中止する。

a． グレード２又は３の副作用により減量し、減量後の用量でグレード
２以上の副作用が少なくとも 28 日間認められない場合は、開始時の
用量に増量することができる。
b．３段階を超える減量が必要な場合、投与中止とする。

2014. 7. DSU No. 231
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血液学的毒性
グレード

投与継続の可否

用量調節

グレード０〜２

投与継続

変更なし

グレード３

投与継続

１段階下げる b

グレード４

グレード０〜２に軽快するまで休薬 a

２段階下げる b

a． 30 日を超える休薬が必要となり、投与の継続について臨床的に意義
がないと判断された場合、投与中止とする。
b．３段階を超える減量が必要な場合、投与中止とする。
非血液学的毒性 a
グレード

発現回数

グレード０〜１ 回数問わず
グレード２

回数問わず

グレード３

１回目

投与継続の可否

用量調節

投与継続

変更なし

投与継続

１段階下げる c，d

グレード０〜２に
軽快するまで休薬 b
７日以内に改善が

１段階下げる c，d

見られない場合は
下記参照。
７日以内に改善が
見られない場合

グレード０〜２に

あるいは

軽快するまで休薬 b

２段階下げる c，d

２回目又は３回目
４回目
グレード４

回数問わず

グレード０〜２に
軽快するまで休薬 b

３段階下げる c，d

投与中止

投与中止

a．薬物治療を行っていない嘔気 / 嘔吐又は下痢は除く。
b． 30 日を超える休薬が必要となり、投与の継続について臨床的に意義
がないと判断された場合、投与中止とする。
c．３段階を超える減量が必要な場合、投与中止とする。
d． グレード２又は３の副作用により減量し、減量後の用量でグレード
２以上の副作用が少なくとも 28 日間認められない場合は、開始時の
用量に増量又は１段階増量することができる。」
［重要な基本的注意］一部改訂 「 手 足 症 候 群、 剝 脱 性 皮 膚 炎、 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、ケラトアカントーマ、皮膚有棘細胞癌があらわれることがあるので、必
要に応じて皮膚科を受診するよう、患者に指導すること。〔「重大な副作用」
の項参照〕」
追記 「甲状腺癌患者に投与する際は、定期的に血清カルシウム濃度を測定するこ
と。」
「甲状腺癌患者に投与する際は、定期的に甲状腺刺激ホルモン濃度を測定す
ること。」
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［相互作用］の「併用注意」
追記

「フラジオマイシン（経口剤：国内未発売）
〔臨床症状・措置方法：フラジオマ
イシンとの併用により本剤の AUC が 54 %低下したとの報告がある。抗生物
質との併用により本剤の血漿中濃度が低下する可能性がある。 機序・危険
因子：フラジオマイシンの腸内細菌叢への影響により、本剤の腸肝循環が抑
制される。〕」

［副作用］の「重大な副作用」 「ケラトアカントーマ、皮膚有棘細胞癌：
追記

ケラトアカントーマ、皮膚有棘細胞癌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し、適切な処置を行うこ
と。」
「低カルシウム血症：
低カルシ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、血清カルシウム濃度を確認し、カルシウム剤やビタミ
ンＤ製剤の投与等の適切な処置を行うこと。また必要に応じて、減量、休薬
又は投与中止を考慮すること。」

「その他の副作用」 「皮

膚： 脱毛、発疹・皮膚落屑、瘙痒、皮膚乾燥、紅斑、潮紅、痤瘡、過

一部改訂

角化、湿疹、白血球破砕性血管炎
筋・骨格系：関節痛、筋痛、筋痙縮
その他： 疼痛（口内疼痛、腹痛、骨痛、頭痛及びがん疼痛を含む）、疲労、体
重減少、感染、発熱、低リン酸血症、浮腫、味覚異常、粘膜の炎症、
低カリウム血症、インフルエンザ様症状、無力症、甲状腺機能低下、
勃起不全、毛包炎、脱水、甲状腺機能亢進、高カリウム血症、女性
化乳房、放射線照射リコール反応」

削除 「その他」の「低カルシウム血症」
［その他の注意］

削除 「本剤投与後にケラトアカントーマ、皮膚扁平上皮癌が発生したとの報告が
ある。」
〈参考〉企業報告

ネクサバール錠（バイエル薬品）
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★ C231-25
４４９

C ロラタジン（錠剤、口腔内崩壊剤）
改訂箇所
［小児等への投与］

その他のアレルギー用薬

改訂内容
追記 「３歳以上７歳未満の小児に対しては、ロラタジンドライシロップ 1 %を投与
すること。」
〈参考〉企業報告

クラリチン錠・レディタブ錠（ＭＳＤ＝塩野義製薬）

ロラタジン錠「ＹＤ」（陽進堂）

ロラタジン錠「ＡＡ」
（あすか製薬＝武田薬品）

ロラタジンＯＤ錠「ＹＤ」（陽進堂）

ロラタジンＯＤ錠「ＡＡ」（あすか製薬＝武田薬品）

ロラタジン錠「アメル」（共和薬品工業）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ＣＨ」（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「アメル」（共和薬品工業＝三和化学）

ロラタジンＯＤ錠「ＤＫ」（大興製薬）

ロラタジンＯＤ錠「杏林」
（キョーリンリメディオ＝興和ジェネリック）

ロラタジン錠「ＥＥ」
（エルメッドエーザイ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ケミファ」（ダイト＝日本ケミファ）

ロラタジンＯＤ錠「ＥＥ」（エルメッドエーザイ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「サワイ」
（沢井製薬）

ロラタジン錠「ＦＦＰ」
（富士フイルムファーマ）

ロラタジンＯＤ錠「サンド」（サンド）

ロラタジンＯＤ錠「ＦＦＰ」（富士フイルムファーマ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「タナベ」
（長生堂製薬＝日本ジェネリック）

ロラタジン錠「ＪＧ」
（日本ジェネリック）

ロラタジンＯＤ錠「トーワ」（東和薬品）

ロラタジンＯＤ錠「ＪＧ」（日本ジェネリック）

ロラタジン錠「日医工」（日医工）

ロラタジン錠「ＫＮ」
（小林化工＝アルフレッサファーマ）

ロラタジンＯＤ錠「日医工」（日医工）

ロラタジンＯＤフィルム「ＫＮ」（小林化工）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「日新」（日新製薬：山形）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ＮＰ」
（ニプロ）

ロラタジン錠・ＯＤ錠「ファイザー」
（ファイザー）

ロラタジン錠「ＴＣＫ」（辰巳化学＝田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

ロラタジンＯＤ錠「マイラン」（マイラン製薬＝三和化学）

ロラタジン錠「ＴＹＫ」（大正薬品工業＝テバ製薬）

ロラタジンＯＤフィルム「モチダ」（救急薬品＝持田製薬）

ロラタジンＯＤ錠「ＴＹＫ」（大正薬品工業＝テバ製薬）

★ C231-26
６１３

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
改訂箇所

改訂内容

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤によるショック、アナフィラキシーの発生を確実に予知できる方法が
ないので、次の措置をとること。」
［副作用］の「重大な副作用」 「ショック、アナフィラキシー：
一部改訂

ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、喘息様発作、瘙痒等）を起こすこ
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し、
適切な処置を行うこと。」

［臨床検査結果に及ぼす影響］ 「本剤の投与により、ベネディクト試薬、フェーリング試薬等の還元法によ
一部改訂

る尿糖検査では、偽陽性を呈することがあるので注意すること。」

［適用上の注意］の「調製時」 「調製時の注意：
追記

本剤の注射液調製時にショックを伴う接触蕁麻疹等の過敏症状を起こすこと
があるので、本剤を調製する際には手袋を使用するなど、直接の接触を極力
避けること。」
〈参考〉企業報告

ゾシン静注用（大鵬薬品＝大正富山医薬品）
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★ C231-27
６１３

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

C メロペネム水和物（下記ジェネリック製品）
改訂箇所

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 〈発熱性好中球減少症〉
新設 「本剤は、以下の２条件を満たす症例に投与すること。
・１回の検温で 38 ℃以上の発熱、又は１時間以上持続する 37.5 ℃以上の
発熱
・ 好中球数が 500/mm 3 未満の場合、又は 1000/mm 3 未満で 500/mm 3 未満に
減少することが予測される場合」
「発熱性好中球減少症の患者への本剤の使用は、国内外のガイドライン等を
参照し、本疾患の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切
と判断される症例についてのみ実施すること。」
「発熱性好中球減少症の患者への使用にあたっては、本剤投与前に血液培養
等の検査を実施すること。起炎菌が判明した際には、本剤投与継続の必要性
を検討すること。」
「発熱性好中球減少症の患者への使用にあたっては、本剤投与の開始時期の
指標である好中球数が緊急時等で確認できない場合には、白血球数の半数を
好中球数として推定すること。」
［重要な基本的注意］

追記 「発熱性好中球減少症の治療においては以下のことに注意すること。
1）本剤は、好中球減少症でありかつ発熱が認められた場合に限定して使
用すること。〔「効能・効果に関連する使用上の注意」の項参照〕
2）好中球数、発熱の回復が認められた場合には、本剤の投与中止を考慮
すること。
3）腫瘍熱・薬剤熱等の非感染性の発熱であることが確認された場合には、
速やかに本剤の投与を中止すること。」

［副作用］の「重大な副作用」 「血栓性静脈炎：
追記

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し、適切な処置を
行うこと。」

「重大な副作用（類薬）」 「血栓性静脈炎：
削除

他のカルバペネム系抗生物質で、血栓性静脈炎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し、適切な処置を
行うこと。」

「その他の副作用」 「その他： 血清カリウム上昇、頭痛、倦怠感、不穏、血清ナトリウム低下、血
一部改訂

清カリウム低下、CK（CPK）上昇、トリグリセリド増加、胸部不快
感、血中尿酸減少又は増加、注射部位反応（炎症、疼痛、硬結等）、
ミオクローヌス、せん妄」
〈参考〉効能・効果、用法・用量追加承認に伴う改訂

メロペネム点滴静注用・バッグ「ＮＰ」（ニプロ）
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メロペネム点滴静注用「ファイザー」
（ファイザー）
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★ C231-28

C アムホテリシンＢ［非リポソーム製剤（注射剤）］６１７
改訂箇所

主としてカビに作用するもの

改訂内容

［副作用］の「重大な副作用」 「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic
一部改訂

Epidermal Necrolysis：TEN）
：
皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解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投与を中止し、適切な処置を行
うこと。」
「アナフィラキシー：
アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、このよ
うな症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」

ファンギゾン注射用（ブリストル・マイヤーズ）

★ C231-29
６２５

抗ウイルス剤

C エトラビリン
改訂箇所

改訂内容

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤服用時に、軽度から中等度の発疹が高頻度に発現することが報告され
て い る。 ま た、 本 剤 の 服 用 に よ り、 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）、多形紅斑及び薬剤性過敏症症候群を含む重度の発疹が報告されている。
重度の発疹があらわれた場合には、本剤の投与を直ちに中止し適切な処置を
行うこと。〔「重大な副作用」の項参照〕」
［相互作用］の「併用注意」

〈抗 HIV 薬との相互作用〉

追記 （インテグラーゼ阻害剤）
「ドルテグラビル〔臨床症状・措置方法：ドルテグラビル 50mg １日１回を併
用したとき、ドルテグラビルの AUC 及び Cmin がそれぞれ 71 %及び 88 %減
少した。本剤とドルテグラビルのみでの併用は推奨されない。 機序・危険
因子：機序不明〕」
「ドルテグラビル / ダルナビル / リトナビル〔臨床症状・措置方法：ドルテグ
ラビル 50mg １日１回及びダルナビル / リトナビル 600/100mg １日２回を併
用したとき、ドルテグラビルの AUC 及び Cmin がそれぞれ 25 %及び 37 %減
少した。ドルテグラビル / ダルナビル / リトナビルと併用する場合には、用
量を調節する必要はない。 機序・危険因子：機序不明〕」
「ドルテグラビル / ロピナビル / リトナビル〔臨床症状・措置方法：ドルテグ
ラビル 50mg １日１回及びロピナビル / リトナビル 400/100mg １日２回を併
用したとき、ドルテグラビルの AUC には影響を及ぼさなかったが、Cmin は
28 %上昇した。ドルテグラビル / ロピナビル / リトナビルと併用する場合に
は、用量を調節する必要はない。 機序・危険因子：機序不明〕」
［副作用］の「重大な副作用」 「重篤な皮膚障害：
一部改訂

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）、多形紅斑及び全身症状を伴う発疹を特徴
とする過敏反応（薬剤性過敏症症候群を含む）が報告されているので、観察
を十分に行い、重度の発疹及び発熱、リンパ節腫脹、肝機能障害、好酸球増
加を伴う発疹等があらわれた場合には、本剤の投与を直ちに中止し、適切な
処置を行うこと。」
〈参考〉企業報告

インテレンス錠（ヤンセンファーマ）
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★ C231-30
６２５

抗ウイルス剤

C リバビリン（インターフェロンベータとの併用の用法を有する製剤）
改訂箇所

改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」 〈インターフェロンベータとの併用の場合〉
一部改訂 「精神神経系： 頭痛・頭重、不眠、めまい、抑うつ、焦燥、手足のしびれ、不
安、意識障害、傾眠、知覚異常、振戦、無気力、歩行困難、健
忘、異常感、感情不安定、耳閉、注意力障害、妄想、怒り」
〈参考〉企業報告
リバビリン錠ＲＥ「マイラン」（高田製薬＝ファイザー）

レベトールカプセル（ＭＳＤ）

★ C231-31
６２５

C リルピビリン塩酸塩
改訂箇所

抗ウイルス剤

改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
追記

「テラプレビル〔臨床症状・措置方法：テラプレビル 750mg ８時間毎１日３回
併用したとき、本剤の Cmax 及び AUC はそれぞれ 49 %及び 78 %増加した。
テラプレビルの Cmax 及び AUC はそれぞれ 3 %及び 5 %減少した。テラプレ
ビルと併用する場合には、用量を調節する必要はない。 機序・危険因子：
テラプレビルの CYP3A 阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。〕」
〈抗 HIV 薬との相互作用〉
（インテグラーゼ阻害剤）
「ラルテグラビル〔臨床症状・措置方法：ラルテグラビル 400mg を１日２回併
用 し た と き、 本 剤 の 薬 物 動 態 に 影 響 を 与 え な か っ た。 ラ ル テ グ ラ ビ ル の
Cmax 及び AUC がそれぞれ 10 %及び 9 %増加した。ラルテグラビルと併用す
る場合には、用量を調節する必要はない。 機序・危険因子：機序不明〕」
〈参考〉企業報告

エジュラント錠（ヤンセンファーマ）

★ C231-32
６２ 9

C イトラコナゾール（経口剤）
改訂箇所
［禁忌］

その他の化学療法剤

改訂内容
一部改訂 「ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼ
ルニジピン、ニソルジピン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、エルゴ
メトリン、メチルエルゴメトリン、バルデナフィル、エプレレノン､ ブロナ
ンセリン、シルデナフィル（レバチオ）、タダラフィル（アドシルカ）、アリ
スキレン、ダビガトラン、リバーロキサバン、リオシグアトを投与中の患者
〔「相互作用」の項参照〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
追記

「リオシグアト〔臨床症状・措置方法：リオシグアトの血中濃度を上昇させる
おそれがある（リオシグアトとケトコナゾールの併用により、リオシグアト
の AUC 及び Cmax がそれぞれ 150 %及び 46 %増加し、また、消失半減期が
延長し、クリアランスも低下したとの報告がある）。 機序・危険因子：本剤
の CYP3A4 及びＰ糖蛋白阻害作用により、リオシグアトのクリアランスが
低下することが考えられる。〕」
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「併用注意」

「タダラフィル（シアリス、ザルティア）
〔臨床症状・措置方法：タダラフィル

一部改訂

の血中濃度を上昇させるおそれがある（タダラフィルとケトコナゾールの併
用により、タダラフィルの AUC 及び Cmax がそれぞれ 312 %及び 22 %増加
したとの報告がある）。〕」

追記 「シメプレビル〔臨床症状・措置方法：シメプレビルの血中濃度が上昇し、副
作用が発現するおそれがあるので、本剤とシメプレビルを併用する場合は、
患者の状態を慎重に観察し、副作用発現に十分注意すること。 機序・危険
因子：本剤の CYP3A4 に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻
害される。〕」
〈参考〉企業報告
イトラコナゾール錠「ＭＥＥＫ」（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

イトラートカプセル（沢井製薬＝日本ケミファ）

イトラコナゾール錠「科研」（科研製薬）

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール錠「日医工」（日医工）

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

★ C231-33
６２ 9

C イトラコナゾール（注射剤）
改訂箇所
［禁忌］

その他の化学療法剤

改訂内容
一部改訂 「ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シンバスタチン、アゼ
ルニジピン、ニソルジピン、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、エルゴ
メトリン、メチルエルゴメトリン、バルデナフィル、エプレレノン､ ブロナ
ンセリン、シルデナフィル（レバチオ）、タダラフィル（アドシルカ）、アリ
スキレン、リバーロキサバン、リオシグアトを投与中の患者〔「相互作用」
の項参照〕」

［相互作用］の「併用禁忌」
追記

「リオシグアト〔臨床症状・措置方法：リオシグアトの血中濃度を上昇させる
おそれがある（リオシグアトとケトコナゾールの併用により、リオシグアト
の AUC 及び Cmax がそれぞれ 150 %及び 46 %増加し、また、消失半減期が
延長し、クリアランスも低下したとの報告がある）。 機序・危険因子：本剤
の CYP3A4 及びＰ糖蛋白阻害作用により、リオシグアトのクリアランスが
低下することが考えられる。〕」

「併用注意」
一部改訂

「タダラフィル（シアリス、ザルティア）
〔臨床症状・措置方法：タダラフィル
の血中濃度を上昇させるおそれがある（タダラフィルとケトコナゾールの併
用により、タダラフィルの AUC 及び Cmax がそれぞれ 312 %及び 22 %増加
したとの報告がある）。〕」

追記 「シメプレビル〔臨床症状・措置方法：シメプレビルの血中濃度が上昇し、副
作用が発現するおそれがあるので、本剤とシメプレビルを併用する場合は、
患者の状態を慎重に観察し、副作用発現に十分注意すること。 機序・危険
因子：本剤の CYP3A4 に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻
害される。〕」
〈参考〉企業報告
イトリゾール注（ヤンセンファーマ）
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★ C231-34
６２９

C ミコナゾール（経口剤）
改訂箇所

その他の化学療法剤

改訂内容

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強し、出
血をきたした症例が報告されている。本剤投与開始にあたっては、あらかじ
めワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロ
トロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与する
こと。」
［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「ワルファリン〔臨床症状・措置方法：ワルファリンの作用が増強し、出血あ
るいは著しい INR 上昇があらわれることがある。また、併用中止後も、ワ
ルファリンの作用が遷延し出血をきたしたとの報告もあるので、INR 等の変
動に注意すること（「重要な基本的注意」の項参照）。 機序・危険因子：ミコ
ナゾールがワルファリンの代謝酵素であるチトクローム P-450 を阻害する
ことによると考えられる。〕」
〈参考〉企業報告

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化）

★ C231-35
６２９

C ミコナゾール（注射剤）
改訂箇所

その他の化学療法剤

改訂内容

［重要な基本的注意］一部改訂 「ミコナゾールゲル経口用とワルファリンとの併用において、ワルファリン
の作用が増強し、出血をきたした症例が報告されている。本剤投与開始にあ
たっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併
用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やす
など慎重に投与すること。」
［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「ワルファリン〔臨床症状・措置方法：ワルファリンの作用が増強し、出血あ
るいは著しい INR 上昇があらわれることがある。また、ミコナゾールゲル
経口用とワルファリンとの併用において、併用中止後も、ワルファリンの作
用が遷延し出血をきたしたとの報告もあるので、INR 等の変動に注意するこ
と（「重要な基本的注意」の項参照）。 機序・危険因子：ミコナゾールがワル
ファリンの代謝酵素であるチトクローム P-450 を阻害することによると考
えられる。〕」

［副作用］の「重大な副作用」 「ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、
一部改訂

悪心・嘔吐、血圧降下、胸内苦悶、呼吸困難、チアノーゼ、意識低下等があ
らわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」
〈参考〉企業報告

フロリードＦ注（持田製薬）
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★ C231-36
６３１

C 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン
改訂箇所

ワクチン類

改訂内容

［用法・用量に関連する接種上の注意］ 「他のワクチン製剤との接種間隔：
一部改訂

生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27 日以上、また他の不活化ワクチン
の接種を受けた者は、通常、６日以上間隔を置いて本剤を接種すること。
ただし、医師が必要と認めた場合には、同時に接種することができる（なお、
本剤を他のワクチンと混合して接種してはならない）。」

［接種要注意者］

一部改訂 「ゼラチン含有製剤又はゼラチン含有の食品に対して、ショック、アナフィ
ラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、喉頭浮腫等）等の過敏症の既往歴
のある者」

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤は、
「予防接種実施規則」及び「定期接種実施要領」に準拠して使用する
こと。」
「本剤は安定剤としてゼラチンを含有している。ゼラチン含有製剤の接種に
より、ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、喉頭浮
腫等）があらわれたとの報告があるので、問診を十分に行い、接種後は観察
を十分に行うこと。」
〈参考〉企業報告
組織培養不活化狂犬病ワクチン（化血研＝アステラス製薬）

★ C231-37
６３１

ワクチン類

C 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）
改訂箇所

改訂内容

［効能・効果に関連する接種上の注意］ 「本剤に含まれる肺炎球菌血清型に起因する侵襲性感染症に対する予防効果
削除

が期待できるが、本剤に含まれている肺炎球菌血清型以外による感染症ある
いは他の起炎菌による感染症を予防することはできない。」
「予防接種法に基づくジフテリアの予防接種に転用することはできない。」
「免疫抑制状態（悪性腫瘍、造血幹細胞移植、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。」

追記 「本剤に含まれている肺炎球菌血清型以外による感染症あるいは他の起炎菌
による感染症を予防することはできない。」
「ジフテリアの予防接種に転用することはできない。」
「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。」
［用法・用量に関連する接種上の注意］ 「高齢者：
の「接種対象者・接種時期」

本剤の接種は 65 歳以上の者に行う。」

追記
［接種要注意者］

追記 「血小板減少症、凝固障害のある患者、抗凝固療法を施行している者〔筋肉注
射部位の出血のおそれがある。〕」

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤と他のワクチンを同時に同一の被接種者に対して接種する場合は、そ
れぞれ単独接種することができる旨の説明を行うこと。特に、被接種者が重
篤な基礎疾患に罹患している場合は、単独接種も考慮しつつ、被接種者の状
態を確認して慎重に接種すること（小児への同時接種については厚生労働省
のホームページを参照）。」
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［副反応］の「その他の副反応」 〈高齢者〉
追記 「皮

膚：発疹、血管性浮腫、多形紅斑

呼吸器：呼吸困難、気管支痙攣
投与部位（注射部位）
：疼痛、紅斑、上腕の可動性の低下、腫脹、そう痒感、
皮膚炎、蕁麻疹、硬結、圧痛
消化器：食欲減退、嘔吐、下痢、悪心
血

液：注射部位に限局したリンパ節症

精神神経系：頭痛
筋・骨格系：筋肉痛、関節痛、筋肉痛増悪、関節痛増悪
その他：疲労、悪寒、発熱」
［接種時の注意］の「接種部位」 「高齢者：
接種部位は、通常、上腕三角筋とし、アルコールで消毒する。なお、臀部に

追記

は注射しないこと。」
「筋肉内注射時」 「高齢者：
新設

筋肉内注射に当たっては、組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注
意すること。
1）針長は筋肉内接種に足る長さであるが、組織や血管あるいは骨に到達
しないよう、各接種者に対して適切な針長を決定すること。
2）神経走行部位を避けること。
3）注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり血液の逆流をみた場合は直ち
に針を抜き、部位をかえて注射すること。」
〈参考〉企業報告

プレベナー１３水性懸濁注（ファイザー）

★ C231-38
６３９

その他の生物学的製剤

C インターフェロンベータ（リバビリンとの併用の用法を有する製剤）
改訂箇所

改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」 〈リバビリンとの併用の場合〉
一部改訂 「精神神経系： 頭痛・頭重、不眠、めまい、抑うつ、焦燥、手足のしびれ、不
安、意識障害、傾眠、知覚異常、振戦、無気力、歩行困難、健
忘、異常感、感情不安定、耳閉、注意力障害、妄想、怒り」
〈参考〉企業報告
フエロン注射用（東レ＝第一三共）

★ C231-39
７９９

C アデノシン
改訂箇所

他に分類されない治療を主目的としない医薬品
改訂内容

［副作用］の「その他の副作用」 「精神神経系： めまい、あくび、意識消失、不安・神経過敏、異常感覚、振戦、
一部改訂

傾眠」
〈参考〉企業報告

アデノスキャン注（第一三共）
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★ C231-40
８１１

C オキシコドン塩酸塩水和物
改訂箇所

あへんアルカロイド系麻薬

改訂内容

［相互作用］の「併用注意」
一部改訂

「CYP3A4 阻害作用を有する薬剤（ボリコナゾール、イトラコナゾール、フル
コナゾール、リトナビル、クラリスロマイシン等）
〔臨床症状・措置方法：
本剤の血中濃度が上昇し、副作用が発現するおそれがあるので、観察を十分
に行い、慎重に投与すること。 機序・危険因子：CYP3A4 を介する本剤の
代謝が阻害される。〕」

追記 「CYP3A4 誘導作用を有する薬剤（リファンピシン、カルバマゼピン、フェニ
トイン等）
〔臨床症状・措置方法：本剤の血中濃度が低下し、作用が減弱す
る可能性がある。なお、これらの薬剤の中止後に、本剤の血中濃度が上昇し、
副作用が発現するおそれがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与するこ
と。 機序・危険因子：CYP3A4 を介する本剤の代謝が促進される。〕」
〈参考〉企業報告
オキシコドン徐放カプセル「テルモ」（帝國製薬＝テルモ）

オキノーム散（塩野義製薬）

オキシコンチン錠（塩野義製薬）

オキファスト注（塩野義製薬）

★ C231-41
８２１

C フェンタニルクエン酸塩（貼付剤）
改訂箇所

合成麻薬

改訂内容

［効能・効果に関連する使用上の注意］ 「本剤は、他のオピオイド鎮痛剤が一定期間投与され、忍容性が確認された
一部改訂

患者で、かつオピオイド鎮痛剤の継続的な投与を必要とする癌性疼痛及び慢
性疼痛の管理にのみ使用すること。」

追記 「慢性疼痛の原因となる器質的病変、心理的・社会的要因、依存リスクを含
めた包括的な診断を行い、本剤の使用の適否を慎重に判断すること。」
［用法・用量に関連する使用上の注意］ 「初回貼付用量として、フェントステープ 8mg は推奨されない（初回貼付用量
の「初回貼付用量」
一部改訂

として 6mg を超える使用経験は少ない）。初回貼付用量を選択する換算表は、
経口モルヒネ量 60mg/ 日（坐剤の場合 30mg/ 日、注射の場合 20mg/ 日）、経
口オキシコドン量 40mg/ 日、フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤）
4.2mg（25 μ g/hr；フェンタニル 0.6mg/ 日）、経口コデイン量 180mg/ 日以
上に対して本剤 2mg へ切り替えるものとして設定している。
なお、初回貼付用量は換算表に基づく適切な用量を選択し、過量投与になら
ないよう注意すること。
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換算表
（オピオイド鎮痛剤から本剤へ切り替える際の推奨貼付用量）
［癌性疼痛における切り替え］
フェントステープ１日貼付用量

1mg

2mg

4mg

6mg

定常状態における推定平均吸収

0.3

0.6

1.2

1.8

mg/ 日

mg/ 日

mg/ 日

mg/ 日

↑

↑

↑

↑

経口剤（mg/ 日）

≦ 29

30 〜 89

90 〜

150 〜

149

209

坐剤（mg/ 日）

≦ 10

20 〜 40

50 〜 70

≦9

10 〜 29

30 〜 49

≦ 19

20 〜 59

60 〜 99

2.1

4.2

8.4

12.6

1mg

2mg

4mg

6mg

注）

量（フェンタニルとして）

剤
使

モ ル ヒ ネ

本

用

注射剤／静脈内

前

投与（mg/ 日）

の

オキシコドン経口剤

鎮
痛
剤

（mg/ 日）

80 〜
100
50 〜 69
100 〜
139

フェンタニル経皮吸収型
製剤（３日貼付型製剤；
貼付用量 mg）

［慢性疼痛における切り替え］
フェントステープ１日貼付用量
定常状態における推定平均吸収
量（フェンタニルとして）注）
本剤使用前の鎮痛剤

モルヒネ経口剤
（mg/ 日）

0.3

0.6

1.2

1.8

mg/ 日

mg/ 日

mg/ 日

mg/ 日

↑

↑

↑

↑

≦ 29

30 〜 89

90 〜

150 〜

149

209

2.1

4.2

8.4

12.6

≦ 179

180 〜

−

−

フェンタニル経皮吸収型
製剤（３日貼付型製剤；
貼付用量 mg）
コデイン経口剤（mg/ 日）

注）フェントステープ 8mg は、初回貼付用量としては推奨されないが、定
常状態における推定平均吸収量は、フェンタニルとして 2.4mg/ 日に相
当する。」
「用量調整と維持」 「使用の継続：
追記

慢性疼痛患者において、本剤貼付開始後４週間を経過してもなお期待する効
果が得られない場合は、他の適切な治療への変更を検討すること。また、定
期的に症状及び効果を確認し、使用の継続の必要性について検討すること。」

［重要な基本的注意］一部改訂 「本剤を中等度から高度の癌性疼痛又は慢性疼痛以外の管理に使用しないこ
と。」
追記 「鎮痛剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意するこ
と。」
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［副作用］の「その他の副作用」 〈慢性疼痛患者における副作用〉
追記 「精神神経 系：傾眠、めまい、頭痛、不眠、不安、易刺激性、振戦、不快気分、
感覚鈍麻、アカシジア、失見当識、構語障害、悪夢
皮

膚： 貼付部位の瘙痒感、瘙痒、貼付部位の紅斑、貼付部位の皮膚炎、発
疹、湿疹、蕁麻疹、貼付部位の湿疹

呼吸器：呼吸困難、過換気、口腔咽頭不快感
消化器： 悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、腹部不快感、下痢、消化不良、口内
炎、腹痛、憩室炎
肝

臓：AL-P 上昇、γ -GTP 増加

腎

臓：BUN 上昇、クレアチニン上昇、排尿困難

血

液： リンパ球減少、白血球数増加、白血球数減少、好酸球増加、好中球
増加、単球増加、血小板数増加

その他： 薬剤離脱症候群、倦怠感、異常感、口渇、発汗、末梢性浮腫、血中
カリウム増加、鼻咽頭炎、血中カリウム減少、悪寒、発熱、胸部不
快感、高血圧、筋痙縮、耳鳴、挫傷」
［妊婦、産婦、授乳婦等への投与］ 「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
一部改訂

上回ると判断される場合にのみ使用すること。〔妊娠中のフェンタニル経皮
吸収型製剤の使用により、新生児に退薬症候がみられたとの報告がある。動
物実験（ラット）で胎児死亡が報告されている。〕」
〈参考〉効能・効果追加承認に伴う改訂

フェントステープ（久光製薬＝協和発酵キリン）
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