
2.生ワクチン(注射郵D

【新記載要領に基づく添付文書記載伊n

改訂後(部改訂)

フ.用法及び用一に関連する注意

他の生ワクチン(注射郵1)との接種間隔

他の生ワクチン(注射郵D の接種を受けた者は、

通常、27日以上間隔を置いて本剤を接種するこ
と。[10.2 参照]

同時接種

医師が必、要と認めた場合には、他のワクチンと同

時に接種することができる。[14.1.1参照]

10.相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

臨床症状・
薬剤名等

措置方法

他の生ワクチン(注射通常、27日以

郵D 上間隔を置

麻しノVワクチン

風しノVワクチン

おたふく力)ぜワクチン

水痘ワクチン

BCG ワクチン

黄熱ワクチン等

[フ.X 参照]

改訂前(_..........部肖11除)

フ.用法及び用量に関連する注意

他のワクチン製剤との接種間隔
他の生ワクチンの接種を受けた者は、通常、 27日

以上間隔を置いて本剤を接種すること。[102参
照]

ま.太、_丕活.化.フ.之乏と四捷種.を受.け.た煮は、__通
當、..6_日以上間_晦.を置上>_工杢_剤を捷種tゑ_三.上,_.
た.ど.L.、_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[14.1.1 参照]
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いて本剤を
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と

機序・

危険因子

他の生ワクチ

ン(注射邦D の

干渉作用によ

り本剤のウイ

ルスが増殖せ

ず、免疫が獲得

できないおそ

れがある

10.相互作用

10.2 併用注意

薬剤名等

他の生ワクチン製剤

麻しノνワクチン

風しノνワクチン

おたふく力"ξワクチン

水痘ワクチン

BCG ワクチン

黄熱ワクチン等

[フ.X 参照]

(併用に注意すること)

臨床症状・

措置方法

通常、27日以

上間隔を置

いて本剤を

接種するこ

と。

機序・

危険因子

他の生ワクチ

ンの干渉作用

により本剤の

ウイルスが増

殖せず、免疫が

獲得できない

おそれがある。



【旧記載要領に基づく添付文書記載例】

改訂後(部改訂)
用法及び用に関連する接種上の注意

他の生ワクチン(注射剤)との接種間隔
他の生ワクチン(注射斉D の接種を受けた者は、

通常、27日以上間隔を置いて本剤を接種するこ

と。(「相互作用」の項参照)

同時接種

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同
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)

^BCGワクチン以外^

3.相互作用

②併用注意(併用に注意すること)

他の生ワクチン(注射剤)接種との関係
他の生ワクチン(麻しノνワクチン、風しノVワク
チン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチン、
BCG ワクチン、黄熱ワクチン等)の干渉作用に

より本剤のウイルスが増殖せず免疫が獲得でき
ないおそれがあるので、他の生ワクチン(注射

劃Lの接種を受けた者は、通常、2フヨ以上間隔
を置いて本剤を接種すること

改訂前(...........部肖11除)
用法及び用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

他の生ワクチンの接種を受けた者は、通常、 27日

以上間隔を置いて本剤を接種すること。(「相互作
用」の項参照)

ま_た上_丕括.化艾.之乏ンの接種_を受.け.た煮は,_.通
賞、_.6__日_以上間.礪宣.置X>.工杢剤を援種tゑ.三上,_
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)
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3.相互作用

②併用注意(併用に注意すること)
他の生ワクチン(注射斉D 接種との関係

3.相互作用

(2)併用注,(併用に注意すること)

他の生ワクチン製剤との関係

他の生ワクチン(経旦生ポ.旦.オ:7之.乏と、麻し
/Vワクチン、風しノVワクチン、おたふくかぜワ

クチン、水痘ワクチン、黄熱ワクチン等)の接

種を受けた者は、通常、27日以上間隔を置いて

本剤を接種tること

^BCGワクチン以外^

3.相互作用

②併用注意(併用に注意すること)

他の生ワクチン製剤接種との関係

他の生ワクチン(経貝生ポ_り.オ_ワ_ク.乏と、麻し
/Vワクチン、風しノVワクチン、おたふくかぜワ

クチン、水痘ワクチン、 BCG ワクチン、黄熱ワ

クチン等)の干渉作用により本剤のウイルスが

増殖せず免疫が獲得できないおそれがあるの

で、他の生ワクチンの接種を受けた者は、通

常、27日以上間隔を置いて本剤を接種するこ

と。

他の生ワクチン(麻しノVワクチン、風しノVワク

チン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチン、

黄熱ワクチン等)の干渉作用により免疫が獲得

BCG ワクチン

できないおそれがあるので、他の生ワクチン

(注射郵D 接種を受けた者は、通常、 27日以上

BCG ワクチン

間隔を置いて本剤を接種すること。



対象製品

医薬品名

乾燥弱毒生麻しん風しん

混合ワクチン

乾燥弱毒生麻しノVワクチ

ン

乾燥弱毒生風しんワクチ

ン

販売名

乾燥弱毒生麻しノν風しノV

混合ワクチン「タケダ」

はしか風しノV混合生ワクチ

ン「第一三共」

乾燥弱毒生おたふくかぜ

ワクチン

ミーノレビック

乾燥弱毒生麻しんワクチン

「タケダ」

乾燥弱毒生風しんワクチン

「タケダ」

おたふくかぜ生ワクチン

「第一三共」

乾燥弱毒生おたふくかぜ

ワクチン「タケダ」

乾燥弱毒生水痘ワクチン

「ビケン」

乾燥BCGワクチン(経皮

用・1人用)

黄熱ワクチン1人用

乾燥細胞培養痘そうワクチ

ンLC16rKMBJ

乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥BCGワクチン

武田薬品工業株式会社

製造販売元

黄熱ワクチン

乾燥細胞培養痘そうワクチ

ン

第一三共株式会社

一般財団法人阪大微生物

病研究会

武田薬品工業株式会社

販売ラ己販売提携

武田薬品工業株式会社

第一三共株式会社

北里薬品産業株式会社

武田薬品工業株式会社

一般財団法人阪大微生物

病研究会

日本ビーシージー製造株

式会社

サノフィ株式会社

KMバイオロジクス株式会

社

田辺三菱製薬株式会社

北里薬品産業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

武田薬品工業株式会社



3.生ワクチン(経口剤)

【旧記載要領に基づく添付文書記載例】

改後(部改訂)

用法及び用量に関連する接種上の注意

同時接種

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同

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)。

対象製品

医薬品名

経口弱毒生ヒトロタウイル

スワクチン

5価経口弱毒生ロタウイル

スワクチン

部削除)改訂前(

用法及び用量に関連する接種上の注意

他の.ワク.壬.之製剤と.の接種間馬

他四生星.之.乏Z四接種を受せ.た者.艝._通當、 27.旦

撚上間陬、__圭た丕廼化乏.之_乏ン四援種.を受.け.た者

.1生._通常、 6.旦.以上_間腫を置.V△工杢剤.を:接種t.る.

.三.上,._たオ'L、__医師が必、要と認、めた場合には、伺
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)。

ロタリックス内用液

販売名

ロタテック内用液
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製造販売元

グラクソ・スミスクライン株式

会社

MSD株式会社

販売ラ己販売提携



<改訂内容につきましては医薬品安全対策情報ΦSU) NO.293 (2020年10月)に掲載される予定です。>

各製品の添付文書については、10月1日よりPMDAホームページ「医薬品に関する情報」

(h s:ノノWWW. mda.0.'/safe /info・servicesd川 0001.htmD に掲載しますので、ご参照いただきますようぉ願

い申し上げまt。
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各製品に関するお問い合わせ先一覧
製造販売元の所在地製造販売元

第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社

〒 103.8426

東京都中央区日本橋本町3・5-1

KMバイオロジクス株式会社

〒 103-8668

東京都中央区日本橋本町2-1-1

お問い合わせ先

第一三共株式会社製品情報センター

TEL:0120.189-132

北里薬品産業株式会社信頼性保証部学術G
TEL:03-5427-3940

くすり相談室

TEL:0120.566.587

インフルエンザHAワクチン「KMB」

①Meijiseika ファルマ株式会社くすり相談室
TEL:0120-093-396

②北里薬品産業株式会社信頼性保証部学
術G

TEL:03.5427-3940

エイムゲン、沈降破傷風トキソイド「KMB」、
クアトロバック皮下注シリンジ、エンセバ

ツク皮下注用、ビームゲン注0.25mvo.5mL、

組織培不活化狂犬病ワクチン

Meりiseika ファルマ株式会社くすり相談室
TEL:0120.093.396

乾燥細胞培養痘そうワクチン
KMバイオロジクス株式会社くすり相談窓口
TEL:0120.345.724

メディカノレアフェアーズ室

TEL:06.687フ.4810 FAX:06・6876・1976

【各製品に関するお問い合わせ先】

①田辺三菱製薬株式会社くすり相談センター

TEL:0120-753.280

②武田薬品工業株式会社くすり相談室

TEL:0120-566・587

③MSD株式会社MSDカスタマーサホードヒン

ター

TEL:0120-024-961

※お取り扱い製品をご確認の上、お問い合わ

せください。

ワクチン学術担当

TEL:0120.206.071

〒860.8568

熊本県熊本市北区大窪1-6-1

一般財団法人阪大微生物

病研究会

デンカ株式会社

〒565.0871

大阪府吹田市山田丘3・1

大阪大学内

日本ビーシージー製造株

式会社

MSD株式会社

グラクソ・スミスクライン株式

=社

〒 103-8338

東京都中央区日本橋室町2丁目1

番1号

〒 112-0012

東京都文京区大塚一丁目5番21号

〒 102.8667

東京都千代田区九段北1・13・12

北の丸スクエア

〒 107-0052

東京都港区赤坂1-8-1

赤坂インターシティAIR

〒 163.1488

東京都新宿区西新宿三丁目20番2

号

〒 151.8589

東京都渋谷区代々木3・22・フ

新宿文化クイントビル

サノフィ株式会社

ファイザー株式会社

日本ビーシージー製造株式会社カスタマーセ

ンター

TEL:03.5395.5590

MSDカスタマーサポートセンター

TEL:0120-024.961

カスタマー・ケア・センター

TEL:0120.561.007

サノフィハスツーノレコーノレ・ヒンター

TEL:0120.870.891

製品情報センター学術情報ダイヤル

TEL:0120.664.467
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