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「使用上の注意」の改訂について 
 
 
 
今般、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課より「使用上の注意」の改訂に

ついて、別添のとおり日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛て通知した旨、

本会宛て連絡がありました。 
つきましては、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。 

なお、下記 URL の厚生労働省ホームページに「「使用上の注意」の改訂につい

て（平成 27 年度）」として掲載されておりますことを申し添えます。 
 

 
記 

 
・「使用上の注意」の改訂について（平成 27 年度） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080325.html 

 
以上 



公益社団法人日本医師会御中

医薬品の安全対策については、日頃から御尽力いただいているところであります。

今般、別添のとおり、日本製薬団体連合会安全性委員会委員長宛て通知したのでお知らせ

します。
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「使用上の注意」の改訂について

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課

絡

12日



日本製薬団体連合会

安全性委員会委員長 殿

医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集＼調査、検討等を踏まえ、医

薬品の「使用上の注意」の改訂が必要と考えますので、下記のとおり必要な措置を講

ずるよう関係業者に対し周知徹底方お願い申し上げます。

薬生安発 0112 第 1号

平成 28年1月12日

囲圖

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長

「使用上の注意」の改訂について

卿絲氏1から呂1俳氏14までのとおり、速やかに添付文書を改訂し、医薬関係者等へ

の情報提供等の必要な措置を講ずること。

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第

52条の2第1項に規定する届出が必要な医薬品の添付文書を改訂する場合につい

ては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構宛て同項の規定に基づく届出を行うこ

と。

記



別紙1

【医薬品名】アジルサルタン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項に

「櫨麩^
横紋筋融解症があらわれることがあるので

脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上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。また、横紋筋融舮症による
急性腎不全の発症に注意すること。」

を追記する。

2 14 血圧降下剤

察を十分に行し 筋肉痛



別紙2

【医薬品名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩
アムロジピンベシノレ酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

隔リ作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

劇症肝炎、 AST(GOT)、 ALT(GPT)、γ一GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄痘
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。」

と改め、血小板減少、白血球減少に関する記載を

「無穎粒球症、白血球減少、血小板減少

無穎粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査
を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、

適切な処置を行うこと。」

2 14

2 1 7

と改め、

血圧降下剤

血管拡張剤

「撞麩^
横紋筋融停症があらわれることがあるので、観察を十分に行し
脱力感、CK(CP玲上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇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

急性腎不全の発症に注意すること。」

を追記する。

(注)アムロジピンベシル酸塩は、患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特

定する。

また、横紋筋融角症による

筋肉痛



別紙3

【医薬品名】アリスキレンフマル酸塩・アムロジピンベシル酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

劇症肝炎、肝機能障害、黄痘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。」

と改め、血小板減少、白血球減少に関する記載を

「無穎粒球症、白血球減少、血小板減少

無穎粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査

を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

と改め、

2 14

「撞毬^
横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、

血圧降下剤

脱力感、CK(CP玲上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合

には、投与を中止L、適切な処置を行うとと

急性腎不全の発症に注意すること。」

を追記する。

また、横紋筋融停症による



別紙4

【医薬品名】イノレベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、・黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

黄痘があらわれるととがあるので、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。」

と改め、横紋筋融解症に関する記載を

「横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、 CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とす

る横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このよ
うな場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋

劇症肝炎、 AST(GOT)、 ALT(GPT)、 AI+、γ一GTPの上昇等を伴う肝機育部章害、

.

融郁症による急性腎不全の発症に注意すること

2 14

と改め、血小板減少、白血球減少に関する記載を

「無穎粒球症、白血球減少、血小板減少

血圧降下剤

を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、

適切な処置を行うこと。」

と改める。

無穎粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査



呂1絲氏 5

214 血圧降下剤

【医薬品名】カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

隔噺乍用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

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。」

と改め、横紋筋融解症に関する記載を

「横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とす

る横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、とのよ
うな場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋

劇症肝炎、 AST(GOT)、 ALT(GPT)、γ一GTPの上昇等宣佳之肝機能障害、黄痘

融舮症による急性腎不全の発症に注意すること

と改める。



別紙6

【医薬品名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

隔リ作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害、黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

障害、黄痘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。」

と改め、横紋筋融解症に関する記載を

「横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、CK(CP玲上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とす

る横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このよ
うな場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋

劇症肝炎、 AST(GOT)、 ALT(GPT)、 AI-P、 LDH、γ一GTPの上昇等を伴う肝機能

融症による急性腎不全の発症に注意すること

2 14

と改め、血小板減少、白血球減少に関する記載を

「無穎粒球症、白血球減少、血小板減少

血圧降下剤

を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。」

と改める。

無穎粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査



呂1採氏 7

【医薬品名】バノレサルタン・アムロジピンベシル酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の肝炎、肝機能障害、黄痘に関する記載を

「劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄痘

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。」

と改め、横紋筋融解症に関する記載を

「横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、 CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とす
る横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このよ

うな場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋

劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄痘があらわれることがあるので、観察を

融角"症による急性腎不全の発症に注意すること

2 14

と改める。

血圧降下剤



別紙8

219 その他の循環器官用薬

【医薬品名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカノレシウム水和物

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の(アムロジピン)の肝機能障害、黄痘に
関する記載を

「劇症肝炎、肝機能障害、黄痘

があらわれるととがあるので、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。」

と改め、血小板減少、白血球減少に関する記載を

「無穎粒球症、白血球減少、血小板減少

劇症肝炎、 AST(GOT)、 ALT(GPT)、γ一GTPの上昇等を伴う肝機能障害や黄痘

を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、

適切な処置を行うこと。」

と改め、

「撞迭^

無穎粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査

横紋筋融郁症があらわれることがあるので、観察を十分に行し

脱力感、CK(CP玲上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇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

急性腎不全の発症に注意すること。」

を追記する。

また、横紋筋融角"症による

筋肉痛



別紙9

399 他に分類されない代謝性医薬品

【医薬品名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

【惜置内谷】以「のようにイ吏用上の1主恵を改めること。

[重要な基本的注意]の項に

「中等度及び高度の肝機能障害(childpuh B

やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。」

を追記する。

C)のある患者には治療上

、



別紙10

613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

【医薬品名】タゾバクタム・ピペラシリン水和物

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候
群に関する記載を

「中毒性表皮壊死融解症(Toxi0 恥idorm飢 Noot01卵is:TEN)、皮膚半占膜眼
症候群(stwens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿萢症

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。」

と改め、

「薬剤性過敏症症候群

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿萢症があ

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、りンパ節腫脹、白
血球増加、好酸球増多、異型りンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症
状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。なお、ヒトヘル

ペスウイルス 6 (HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与
中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化すること

があるので注意すること。」

を追記する。

<参考>厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル薬剤性過敏症症候群



呂1俳氏 1 1

613 主とじてグラム陽性゛会性菌に作用するもの

【医薬品名】ピペラシリンナトリウム

【措置内谷,】以下のよう1こ使1用上の1主,思を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項の中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候
群に関する記載を

「中毒性表皮壊死融解症(Toxi0 恥idermal Noctoly.is:TEN)、皮膚半胡莫眼
症候群(stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿萢症

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。」

と改める。

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿萢症があ



呂1絲氏 1 2

【医薬品名】アトバコン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[副作用]の「重大な副作用」の項に

「無穎粒球症、白血球減少

無穎粒球症、白血球減少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。」

を追記する。

6 2 9 その他の化学療法剤



別紙13

【医薬品名】イトラコナゾール

【キ昔置:内谷、】以下のよう1こ,使用上の1生,思を己女めること。

隔lj作用]の「重大な副作用」の項に

「間質性肺炎

間質性肺炎があらわれるととがあるので、咳
異常(捻髪音)等が認められた場合には速やかに胸部X線、胸部CT、血
清マーカー等の検査を実施し、本剤の投与を中止するとともに、適切な処

置を行うこと。」

を追記する。

(注)注射剤に関して>患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。

6 2 9 その他の化学療法剤

呼吸困難、発熱、肺音の



牙1採氏 14

【医薬品名】アトバコン・プログァニル塩酸塩

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

隔リ作用]の「重大な副作用」の項の汎血球減少症に関する記載を

「汎血球減少症、無穎粒球症、白血球減少

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
テうこと。」

と改める。

汎血球減少症、無穎粒球症、白血球減少があらわれることがあるので、観

64 1 抗原虫剤

6
6
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