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2022 年 4 月 20 日収載
[片頭痛治療剤 5-HT1F 受容体作動薬〕

新様式ラスミジタンコハク酸塩
lasmiditan succinate

レイボー Reyvow (イーライリリー)
錠：50・100 mg
￥レイボー：錠(￥324.7/50 mg，￥570.9/100 mg)
適応 片頭痛 注意 国際頭痛学会による基準により｢前兆
のない片頭痛｣或いは｢前兆のある片頭痛｣と確定診断が行わ
れた場合にのみ投与．特に次のような患者は，くも膜下出血
等の脳血管障害や他の原因による頭痛の可能性がある為，投
与前に問診，診察，検査を十分に行い，頭痛の原因を確認し
てから投与 1)今までに片頭痛の診断が未確定 2)片頭痛と
診断されたことはあるが，片頭痛に通常見られる症状や経過
とは異なった頭痛及び随伴症状
用法 1 回 100 mg を片頭痛発作時に経口．但し状態に応
じて 1 回 50 mg 又は 200 mg を投与可．頭痛消失後の再発
の際は 24 時間あたりの総投与量が 200 mg を超えない範囲
で再投与可 注意 ①片頭痛発作時のみに使用し，予防的に使
用しない ②本剤を投与しても頭痛の消失に至らず継続して
いる発作に対する追加投与の有効性は未確立 ③全く効果が
認められない場合は，その発作に対して追加投与しない．こ
のような場合は再検査の上，頭痛の原因を確認 ④用量は，
臨床試験における用量毎の有効性と副作用発現状況を参考
に，患者の背景，病態，併用薬等を考慮して選択．副作用発
現状況を考慮しても 100 mg より高い有効性又は早期の有効
性発現が必要な場合は 200 mg, 100 mg の忍容性に懸念が
ある場合は 50 mgの使用を検討

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉❶眠気，めまい等の発現→運転不可 ②片頭
痛の急性期治療薬の服用日数の多い患者で，頭痛が悪化する
場合には｢薬剤の使用過多による頭痛｣の可能性を考慮し，中
止等適切な処置 〈その他〉①娯楽目的の多剤使用経験(中枢
神経抑制剤，鎮静薬及びその他の乱用薬物を治療を目的とせ
ずに使用した経験)のある健康成人を対象に 100 又は 200
mg を単回経口投与した際の薬物嗜好性はプラセボより高
く，陽性対照であるアルプラゾラム 2mg より低かった ②
トリプタン系薬剤との同時併用による上乗せ効果は未検討
患者背景 〈肝〉重度の肝機能障害(投与の可否を慎重に検
討．同障害を対象とした臨床試験は未実施) 〈妊婦〉有益の
み 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨床
試験は未実施 〈高齢〉めまい，傾眠等による転倒の恐れ
相互 〈併用注意〉1)中枢神経抑制剤，アルコール：鎮静作
用の可能性だけでなく，他の認知的又は精神神経系の副作用
がある．当該薬剤との併用の際は慎重に投与(中枢神経抑制
作用を有する為，相加的な作用の発現) 2)心拍数を減少さ
せる薬剤(プロプラノロール)：プロプラノロールと併用する
と心拍数が平均最大 19.3 bpm低下し，プロプラノロール単
独投与と比較して更に 5.1 bpm 減少した．当該薬剤との併
用の際は慎重に投与(本剤は心拍数の減少と関連している為，
相加的な作用の発現) 3)セロトニン作動薬(SSRI, SNRI，
三環系抗うつ剤等)，MAO阻害剤：セロトニン症候群の発現
がある(相加的なセロトニン作用の発現)
副作用 〈重大〉セロトニン症候群：腱反射亢進，ミオク
ローヌス，筋強剛等の神経・筋症状や発熱，頻脈，発汗，振

戦，下痢，皮膚紅潮等の自律神経症状，不安，焦燥，錯乱，
軽躁等の精神症状の発現．異常が認められた際には中止し，
体冷却，水分補給等の全身管理と共に適切な処置 〈その他〉
1)心臓障害(動悸) 2)耳及び迷路障害(回転性めまい) 3)眼
障害〔視力障害(霧視を含む)〕 4)胃腸障害(悪心，嘔吐) 5)
一般・全身障害及び投与部位の状態〔疲労(無力症を含む)，
異常感(ゆったり感，酩酊感を含む)，胸部不快感，熱感・冷
感〕 6)免疫系障害〔過敏症(発疹，血管浮腫を含む)〕 7)筋
骨格系及び結合組織障害(筋力低下，筋痙攣，四肢不快感)
8)神経系障害〔浮動性めまい，嗜眠(倦怠感，不快感を含む)，
錯感覚，傾眠(鎮静，過眠症を含む)，感覚鈍麻，協調運動障
害(歩行障害，不器用等を含む)，振戦，会話障害(構音障害，
失語症を含む)，認知変化(注意力障害等を含む)〕 9)精神障
害〔多幸気分，落ち着きのなさ(下肢静止不能症候群等を含
む)，不安，睡眠異常，幻覚，錯乱状態〕 10)呼吸器，胸郭及
び縦隔障害(呼吸困難) 11)臨床検査(心拍数減少)
動態 (100 mg 単回)Cmax：122 ng/mL Tmax：2.5 時間
T½：3.5 時間
作用 中枢移行性を有し，5-HT1F 受容体に高い親和性と選
択性を示す作動薬であり，三叉神経を含む疼痛経路を抑制す
ることによってニューロペプチド放出を減少させ，片頭痛に
対する治療効果を示す
構造式
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[選択的 P 2 X 3 受容体拮抗薬 咳嗽治療薬〕
新様式ゲーファピキサントクエン酸塩

gefapixant citrate

リフヌア Lyfnua (MSD)
錠：45 mg
￥リフヌア：錠(￥203.2)
適応 難治性の慢性咳嗽 注意 最新のガイドライン等を参
考に，慢性咳嗽の原因となる病歴，職業，環境要因，臨床検
査結果等を含めた包括的な診断に基づく十分な治療を行って
も咳嗽が継続する場合に使用を考慮
用法 1 回 45 mg を 1 日 2 回経口 注意 重度腎機能障害
(eGFR 30 mL/分/1.73 m2 未満)で透析を必要としない患者
には 45 mgを 1日 1回投与

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉本剤による咳嗽の治療は原因療法ではなく対
症療法→漫然と投与しない 〈その他〉①国際共同第Ⅲ相試
験(027 試験)及び海外第Ⅲ相試験(030 試験)の併合データに
おいて，本剤 45 mg を 1 日 2 回投与した 683 例のうち 4 例
で膀胱結石 1 例，尿路結石 2 例，腎結石症 1 例が報告
(0.8/100 人・年)．一方，プラセボを投与した 675 例のうち 3
例で腎結石症 2 例，尿管結石症 1 例が報告(0.5/100 人・年)
②気道陽圧(PAP)を使用していない中等度から重度の閉塞
性睡眠時無呼吸の患者(19 例)を対象とした海外臨床試験に
おいて，本剤 1日 180 mg の就寝前投与は，プラセボ投与と
比較して，全ての睡眠段階にわたって平均酸素飽和度
(SaO2)の低下及び SaO2 が 90％未満であった時間の割合の
平均が上昇していたが，主要評価項目である無呼吸低呼吸指
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数(AHI)に違いはなかった．閉塞性睡眠時無呼吸と，難治性
の慢性咳嗽の併発例での本剤 45 mg の 1 日 2 回投与ではこ
れらの臨床的な相関性は不明 ③ラットに 6ヵ月間又はイヌ
に 9ヵ月間経口投与すると，本薬からなる尿中結晶がみられ，
さらに臨床用量(1 回 45 mg を 1 日 2 回投与)での曝露量の 4
倍(ラット)及び 26 倍(イヌ)を超える曝露量では，腎，尿管及
び膀胱(ラット)又は尿細管(イヌ)に回復性のある病変を確認
患者背景 〈合併・既往〉スルホンアミド系薬剤に過敏症の
既往(交叉過敏症の発現の可能性．本薬はスルホンアミド基
を有する) 〈腎〉腎機能検査の定期的な実施が望ましい．尚
味覚異常は曝露量依存的に増加の傾向が確認 ①重度腎機能
障害(eGFR 30 mL/分/1.73 m2 未満)で透析を必要としない
(本薬の曝露量の上昇が確認) ②透析を必要とする末期腎不
全(推奨される用法及び用量の調節を設定する為の十分な
データはない) 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮し
て継続又は中止 〈小児〉18 歳未満の臨床試験は未実施 〈高
齢〉腎機能に注意．必要に応じて用法・用量を調節．腎排泄
型の薬剤であり，副作用のリスクが増加
過量投与 〈処置〉血液透析により一部除去される
副作用 〈その他〉1)胃腸障害(悪心，口内乾燥，下痢，上腹
部痛，消化不良，口の感覚鈍麻，流涎過多，口の錯感覚) 2)
感染症及び寄生虫症(上気道感染) 3)代謝及び栄養障害(食
欲減退) 4)神経系障害〔味覚不全(主に苦味，金属味，塩味
としても報告)(40.4％)，味覚消失，味覚減退，味覚障害
(味覚不全，味覚消失，味覚減退，味覚障害の発現割合は
63.1％．大多数は投与開始後 9日以内に発現し，軽度又は中
等度であり，投与中又は投与中止により改善．尚味覚関連の
副作用は曝露量依存的に増加する傾向が確認)，浮動性めま
い〕 5)呼吸器，胸郭及び縦隔障害(咳嗽，口腔咽頭痛)
動態 (50 mg 単回)Cmax：489 ng/mL Tmax：1.5 時間
T½：6.93 時間
作用 選択的 P 2 X 3 受容体拮抗薬であり，P 2 X 2/3 受容
体サブタイプに対する拮抗作用も有する．P 2 X 3 受容体は
気道の迷走神経の C 線維上にみられる ATP 依存性イオン
チャネルである．C 線維は炎症又は化学刺激物質に反応し
て活性化．ATP は炎症条件下で気道粘膜細胞から放出．細
胞外 ATP の P 2 X 3 受容体への結合は，C線維による侵害
シグナルとして感知．C線維の活性化は，患者が咳嗽の衝動
として感じ，咳嗽反射を惹起．P 2 X 3 受容体を介した細胞
外ATPシグナル伝達の遮断により，感覚神経の活性化及び
咳嗽が抑制
構造式 ゲーファピキサントクエン酸塩　分子量 545.52
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[抗悪性腫瘍剤/KRAS G 12 C 阻害剤〕
新様式ソトラシブ sotorasib

ルマケラス Lumakras (アムジェン)
錠：120 mg
￥ルマケラス：錠(￥4,204.3)
適応 がん化学療法後に増悪した KRAS G 12 C 変異陽性
の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 注意 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，KRAS G
12 C 変異陽性の確認患者に投与．検査にあたっては，承認
された体外診断用医薬品又は医療機器を用いる．尚当該医薬
品又は医療機器に関する情報については，次のウェブサイト
から入手可能：https：//www. pmda. go. jp/review-
services/drug-reviews/review-information/cd/0001．
html 2)添付文書｢17．臨床成績｣の項の内容を熟知し，有効
性及び安全性を十分理解の上，本剤以外の治療についても慎
重に検討し，適応患者の選択を行う 3)一次治療における有
効性及び安全性は未確立 4)術後補助療法における有効性及
び安全性は未確立
用法 960 mg を 1 日 1 回経口(適減) 注意 ①他の抗悪性
腫瘍剤との併用について，有効性及び安全性は未確立 ②副
作用発現の際には，次の基準を考慮して，休薬・減量・中止．
240 mg/日の投与量に対して忍容性が認められない場合は中
止 a)本剤の減量レベルと投与量 1. 通常投与量：960 mg/
日 2. 1 段階減量：480 mg/日 3. 2 段階減量：240 mg/日
b)副作用発現時の休薬，減量及び中止基準 1. 肝機能障害
ア)症候性の Grade 2 の AST 増加若しくは ALT 増加又は
Grade 3 以上の AST 増加若しくは ALT 増加：Grade 1 以
下又はベースラインへの回復まで休薬し，回復後は 1段階減
量して投与再開可 イ)正常値上限の 3 倍を超える AST 増
加又はALT増加，かつ正常値上限の 2 倍を超える総ビリル
ビン増加：中止 2. 間質性肺疾患 ア)全Grade：中止 3.
上記以外の副作用 ア)Grade 3 又は 4(但し悪心，嘔吐，下
痢は適切な処置を行っても症状が継続する場合)：Grade 1
以下又はベースラインへの回復まで休薬し，回復後は 1段階
減量して投与再開可

▲！警告 施設 医師 IC

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉①肝機能障害の発現があるので，投与開始前
及び投与中は定期的に肝機能検査を行い十分に観察 ②間質
性肺疾患の発現があるので，投与に際しては初期症状(発熱，
咳嗽，呼吸困難等)の確認及び胸部X線検査の実施等，観察
を十分に行う 〈適用上〉粉砕や分割して使用しない
患者背景 〈肝〉中等度以上の肝機能障害(AST 若しくは
ALT が基準値上限の 2.5 倍以上，又は総ビリルビンが基準
値上限の 1.5 倍以上)：主に肝臓での代謝の為，血中濃度上昇
の可能性．中等度以上の肝機能障害を対象とした臨床試験は
未実施 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続
又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施
相互 CYP 3 A の基質となり，CYP 3 A の誘導作用及び
P-gp の阻害作用を示す．又本剤の溶解度は pHの上昇によ
り低下 〈併用注意〉1)CYP 3 A 誘導剤(リファンピシン，
フェニトイン，カルバマゼピン等)：本剤の有効性の減弱→併
用の回避が望ましい(当該薬剤のCYP 3 A誘導により，本剤
の血中濃度低下の可能性) 2)CYP 3 A の基質となる薬剤
(ミダゾラム，トリアゾラム，ロミタピド等)：当該薬剤の有
効性の減弱(本剤のCYP 3 A誘導により，当該薬剤の血中濃
度低下の可能性) 3)治療域の狭い P-gp の基質となる薬剤
(ジゴキシン，エベロリムス，シロリムス等)：当該薬剤の副
作用増強→慎重に観察し，副作用の発現に十分注意(本剤の
P-gp 阻害により，当該薬剤の血中濃度上昇の可能性) 4)胃
内 pH を上昇させる薬剤〔PPI(オメプラゾール，ラベプラ
ゾール，ランソプラゾール等)，H2 受容体拮抗剤(ファモチジ
ン，ラニチジン，シメチジン等)：本剤の有効性減弱→当該薬
剤との併用の回避が望ましい(当該薬剤による胃内 pHの上
昇により本剤の溶解性が低下し，本剤の血中濃度低下の可能
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性)
副作用 〈重大〉1)肝機能障害〔ALT 増加(16.3％)，AST
増加(16.3％)等〕 2)間質性肺疾患(肺臓炎等) 〈その他〉1)
感染症及び寄生虫症(蜂巣炎，憩室炎，口腔カンジダ症，口腔
真菌感染，膿疱性皮疹，上気道感染) 2)良性，悪性及び詳細
不明の新生物(囊胞およびポリープを含む)(血管筋脂肪腫)
3)血液及びリンパ系障害(貧血，リンパ球減少，白血球減少，
好中球減少，血小板減少，赤血球減少) 4)免疫系障害(薬物
過敏症) 5)代謝及び栄養障害(食欲減退，低K血症，脱水，
脂質異常症，高TG血症，低Mg血症，低リン酸血症，低血
糖，低Na血症) 6)精神障害(錯乱状態，不眠症) 7)神経系
障害(頭痛，味覚不全，浮動性めまい，知覚過敏，過眠症，神
経系障害，末梢性ニューロパチー) 8)眼障害(霧視，視力障
害，眼球乾燥症) 9)心臓障害(洞性徐脈) 10)血管障害(高
血圧，低血圧，末梢冷感) 11)呼吸器，胸郭及び縦隔障害(呼
吸困難，咳嗽，鼻閉，湿性咳嗽) 12)胃腸障害〔下痢
(27.9％)，悪心(16.3％)，嘔吐，腹痛，口内乾燥，腹部膨満，
便秘，消化不良，胃食道逆流性疾患，口内炎，呼気臭，鼓腸，
口腔粘膜水疱形成〕 13)肝胆道系障害(肝炎) 14)皮膚及び
皮下組織障害(斑状丘疹状皮疹，皮膚乾燥，瘙痒症，脱毛症，
発疹，皮膚炎，ざ瘡様皮膚炎，多汗症，寝汗，光線過敏性反
応，紫斑，乾皮症) 15)筋骨格系及び結合組織障害(筋肉痛，
関節痛，関節炎，筋力低下，変形性関節症) 16)腎及び尿路
障害(白血球尿，頻尿，蛋白尿) 17)生殖系及び乳房障害(女
性化乳房) 18)一般・全身障害及び投与部位の状態〔疲労
(11.1％)，末梢性浮腫，無力症，倦怠感，発熱，びくびく感，
限局性浮腫，粘膜の炎症，非心臓性胸痛，浮腫〕 19)臨床検
査(体重減少，血中コレステロール増加，血中クレアチニン増
加，AST減少，血中コルチコトロピン減少，CPK増加，コル
チゾール減少，心電図QT延長，胃内 pH低下，リパーゼ増
加)
動態 (960 mg 単回)Cmax：5,190 ng/mL Tmax：2時間
T½：4.59 時間
作用 KRAS G 12 C 変異を有する KRAS に対する阻害作
用を有する低分子化合物．G 12 C 変異を有するKRAS に結
合することで，KRASの活性化を阻害し，下流のシグナル伝
達を阻害することにより，腫瘍増殖抑制作用を示す
構造式 ソトラシブ　分子量 560.59
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規制 劇 処方箋 RMP 全例調査 14日(2023 年 4 月末日まで)

[エンドセリン受容体拮抗薬〕
新様式クラゾセンタンナトリウム clazosentan sodium

ピヴラッツ Pivlaz (イドルシア)
点滴静注：150 mg/6 mL/V
￥ピヴラッツ：点滴静注液(￥80,596/150 mg/6 mL/V)
適応 脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣縮，及
びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の発症抑制 注意 1)く
も膜下出血の重症度，血腫量，脳梗塞の範囲等を考慮して，
投与の要否を判断．次の患者における有効性及び安全性は未

確立 a)World Federation of Neurosurgical Surgeons
分類Ⅴ b)脳梗塞が広範囲に及ぶ c)Fisher 分類 3 以外
2)破裂脳動脈瘤に対し，外科的治療又は血管内治療等により
適切に止血が達成された患者に投与
用法 300 mg(12 mL)を生食 500 mL に加え，容量型の持
続注入ポンプを用いて 17 mL/時の速度で静脈内持続投与
(10 mg/時)．くも膜下出血術後早期に投与を開始し，発症
15 日目まで投与．尚肝機能，併用薬に応じて適減 注意 ①
くも膜下出血発症から 48 時間以内を目安に投与を開始 ②
中等度の肝機能障害患者(Child-Pugh 分類クラス B)に対す
る投与の可否は慎重に判断し，投与の際には通常用量の半量
(5 mg/時)に減量．150 mg(6 mL)を生食 500 mLに加え，容
量型の持続注入ポンプを用いて 17 mL/時の速度で静脈内に
発症 15 日目まで投与 ③治療上やむを得ない場合を除きリ
ファンピシンとの併用を避け，併用の際は通常用量の 4分の
1(2.5 mg/時)に減量し，慎重に観察し，副作用発現に十分注
意．150 mg(6 mL)を生食 500 mL に加え，容量型の持続注
入ポンプを用いて 8.5 mL/時の速度で静脈内に発症 15 日目
まで投与

禁忌 1)過敏症 2)妊婦･妊娠 3)重度の肝機能障害(Child-
Pugh 分類クラス C) 4)頭蓋内出血の継続(出血を助長する
可能性)
注意 〈基本〉①緊急時に十分な対応をとれる医療機関にお
いて頭蓋内出血の診断及び治療に精通している医師の下で投
与 ②肺水腫，胸水，脳浮腫等の体液貯留の発現がある為，
投与中は体液量の調節に留意し，体液貯留の初期症状を十分
に観察．特に Triple H 療法又は Hyperdynamic 療法との
併用の場合は，体液貯留リスクの増強がある為，慎重に体液
量を管理 ③血管拡張作用を有する為，血圧低下の発現があ
る．血圧が適切にコントロールされている状況下で投与を開
始し，投与中は血圧を十分にモニタリング ④Hb低下の発
現があるので，投与開始前及び必要に応じて投与中にHb値
を測定 ⑤QT間隔の延長の発現があるので，投与開始前及
び投与中に心電図の測定が望ましい．異常が認められた際に
は適切な処置 ⑥臨床症状及び CT 検査による観察を十分
に行い，頭蓋内出血が認められた場合には直ちに中止し，適
切な処置 〈適用上〉①調製時：保存剤を含まない→希釈後速
やかに使用．又バイアル中の残液は廃棄 ②投与時 a)0.2
m フィルターを通して投与 b)pH が 7 より低い場合や他
の輸液剤と直接接触した場合に沈殿の可能性．中心ラインの
専用ルーメン又は専用の注入ラインを用いて単独で投与
c)24 時間毎に薬剤を交換．残液は廃棄 〈その他〉ラット，
イヌ及びミニブタを用いた 4週間反復毒性試験では，エンド
セリン受容体拮抗薬の薬理作用に起因する精細管拡張を確認
患者背景 〈合併・既往〉①QT間隔延長，QT間隔延長の
恐れ又はその既往：投与開始前及び投与中に心電図を測定
(QT間隔延長又は悪化) ②脳浮腫又は頭蓋内圧上昇：有益
性と危険性を考慮の上，投与の可否を慎重に検討(脳浮腫の
発現又は悪化) ③肺水腫又は胸水：有益性と危険性を考慮
の上，投与の可否を慎重に検討(肺水腫又は胸水が悪化) ④
出血(硝子体出血，消化管出血等)：十分に観察し，慎重に投
与(出血を助長) 〈肝〉①重度の肝機能障害(Child-Pugh 分
類クラス C)：禁忌(血漿中濃度が上昇) ②肝機能障害〔重
度の肝機能障害(Child-Pugh 分類クラス C)を除く〕：肝機
能検査を行い，臨床的に顕著な肝酵素(AST, ALT)の上昇，
総ビリルビン値が基準値上限の 2倍を超える又は黄疸等の肝
障害の徴候を伴う場合は中止(血漿中濃度が上昇) 〈生殖〉
避妊(女性)妊娠していないことを確認後，投与を開始 〈妊

2022 年 4 月 20 日収載
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婦〉禁忌 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉
臨床試験は未実施 〈高齢〉慎重に(国内臨床試験で肺水腫の
発現割合が高かった)
相互 OATP 1 B 1 及びOATP 1 B 3 の基質である 〈併用
注意〉1)ファスジル：血圧低下又出血傾向増強の可能性．血
圧及び出血の徴候の観察等注意(共に血管拡張作用を有する
ことから血圧及び出血傾向に影響を及ぼす可能性) 2)血管
拡張薬(ニカルジピン等)：血圧低下増強→血圧の観察等注意
(共に血管拡張作用を有する．血圧に影響を及ぼす可能性)
3)オザグレルNa：出血傾向の増強→出血徴候の観察等注意
(本剤の血管拡張作用より出血助長の可能性) 4)リファンピ
シン：OATP 1 B 1/1 B 3 の阻害作用のない薬剤への代替を
考慮(OATP 1 B 1/1 B 3 の阻害作用により本剤の血漿中濃
度上昇の可能性) 5)OATP 1 B 1/1 B 3 阻害薬(シクロスポ
リンA，ロピナビル，リトナビル等)：OATP 1 B 1/1 B 3 の
阻害作用のない薬剤への代替を考慮．やむを得ず併用する際
には，減量を考慮し，慎重に観察し，副作用発現に十分注意
(当該薬剤の OATP 1 B 1/1 B 3 の阻害作用により本剤の血
漿中濃度上昇の可能性) 6)QT 延長を起こすことが知られ
ている薬剤(アミオダロン，モキシフロキサシン，キニジン
等)：QT間隔延長，心室性不整脈(TdP を含む)等の重篤な
副作用の発現(本剤及び当該薬剤は何れもQT間隔延長の可
能性がある為，作用が増強)
過量投与 〈症状〉最初の徴候は急激に発現する頭痛であ
り，悪心及び嘔吐を伴うことがある
副作用 〈重 大〉1) 体 液 貯 留〔胸 水 (13.3％)，肺 水 腫
(11.0％)，脳浮腫〕 2)頭蓋内出血，硬膜外血腫 〈その他〉
1)感染症(肺炎) 2)血液〔貧血，出血(硝子体出血，網膜出血
等)〕 3)代謝(低 Na血症) 4)循環器(低血圧，心不全) 5)
呼吸器(鼻閉，肺うっ血) 6)肝臓(肝機能異常) 7)全身障害
(顔面浮腫，浮腫) 8)胃腸(腹水)
動態 (10 mg/時・くも膜下出血発症後 9 日目±2 日)血漿
中濃度：317 ng/mL
作用 ETA 受容体に対して選択的な拮抗作用を示し，125I-
ET-1 結合に対するKi 値は 0.13～1.7 nMであった
構造式 クラゾセンタンナトリウム　分子量 621.54
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規制 劇 処方箋 RMP

[長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤〕
新様式ソムアトロゴン(遺伝子組換え)

somatrogon(genetical recombination)

エヌジェンラNgenla (ファイザー)
皮下注ペン：24 mg/1.2 mL/カートリッジ，60 mg/1.2
mL/カートリッジ
￥エヌジェンラ：皮下注ペン(￥43,032/24 mg/1.2 mL/
キット，￥107,580/60 mg/1.2 mL/キット)
適応 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身
長症 注意 適用は成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断

された患者に限定．診断に際しては最新の｢厚生労働科学研
究費補助金難治性疾患等政策研究事業 間脳下垂体機能障害
に関する調査研究班 成長ホルモン分泌不全性低身長症の診
断と治療の手引き｣を参照
用法 0.66 mg/kg を 1 週間に 1 回皮下注 注意 ①週 1 回
投与する薬剤であり，同一曜日に投与 ②投与を忘れた場合
は，予め定めた投与日から 3日以内であれば気づいた時点で
投与し，その後は予め定めた曜日に投与．投与日から 3日を
超えていれば投与せず，次の予め定めた曜日に投与．尚週 1
回投与の定めた曜日を変更する必要がある場合は，変更前後
の投与間隔を 3日以上にする

禁忌 1)過敏症 2)悪性腫瘍(成長ホルモンが細胞増殖作用
を有する)
注意 〈基本〉①血清インスリン様成長因子-Ⅰ(IGF-Ⅰ)濃
度が基準範囲上限を超えないよう，定期的に検査を実施し，
必要な場合は投与量の減量を考慮 ②成長ホルモンはインス
リン感受性を低下させる為，血糖値，HbA 1 c の上昇の発現
がある．定期的に血糖値，HbA 1 c 等を測定し，異常が認め
られた際は，投与量の減量又は一時的な中止等，適切な処置
を行う ③甲状腺機能低下の顕在化又は悪化の可能性がある
ので，甲状腺機能を定期的に検査．必要に応じて適切な治療
を行う ④頭蓋内圧亢進の症状の悪化又は再発の可能性があ
るので十分に観察．視覚異常，頭痛，悪心又は嘔吐が認めら
れた際は，中止又は減量と共に，視神経乳頭浮腫の有無を確
認する為に眼底検査の実施を検討 ⑤副腎皮質機能が低下
し，血清コルチゾール値の低下や中枢性(二次性)副腎皮質機
能低下症が顕在化することがあるので十分に観察 ❻自己注
射に際して，次の点に留意 a)投与法に関する十分な教育訓
練を実施後，患者自ら確実に投与できることを確認した上，
医師の管理指導の下で実施 b)全ての器具の安全な廃棄方
法について指導を徹底 c)取扱説明書を必ず読むよう指導
〈適用上〉❶投与時 a)注射部位を腹部，大腿，臀部，上腕と
して，投与毎に順序よく移動し，同一部位に短期間に繰り返
し注射しない b)JIS T 3226-2 に適合する A 形(型)専用
注射針を使用．32 G 又はより太い注射針を使用．本剤は A
型専用注射針との適合性の確認を海外製品の BD マイクロ
ファイン(31 G), NovoFine(31 G)及び NovoFine-Plus
(32 G)で実施 c)注射針は毎回新しいものを注射直前に取
り付ける．注射後，注射針は廃棄 d)A型専用注射針との装
着時に液漏れ等の不具合が認められた際には，新しい注射針
に取り替える等の処置方法を患者に十分指導 e)1 本の本剤
を複数の患者に使用しない f)カートリッジに濁りや黄変を
認めた際は使用しない g)投与量が 1 回に設定できる量を
超える場合は，複数回に分けて注射．1回あたりの設定投与
量は皮下注 24 mgペンでは 0.2～12 mg，皮下注 60 mgペン
では 0.5～30 mg である 〈取扱上〉使用開始後はペン
キャップをして 2～8℃で保存し，使用開始後 4週間以内に使
用．薬剤がなくなった及び使用期限を越えた場合は使用しな
い
〈その他〉①ヒト成長ホルモンの投与を受けた患者に白血病
の発現の報告があるので(因果関係は明らかではない)，定期
的な血液検査等十分に観察．白血病，悪性腫瘍を発生しやす
い先天異常，免疫不全症候群等の基礎疾患，脳腫瘍等による
放射線治療歴，抗がん薬や免疫抑制薬の投与歴，治療開始時
の血液像に異常がある患者に投与する際には，特に患者の状
態を観察 ②小児がんの既往患者にヒト成長ホルモンを投与
した場合，二次性腫瘍の発現リスクが上昇との報告 ③骨端
線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症を対象に
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本剤を 1 週間に 1 回皮下投与した臨床試験で，主要期間(投
与 12ヵ月時まで)の何れかの時点で抗ソムアトロゴン抗体が
認められた患者の割合は，国内第Ⅲ相試験では 81.8％(18/22
例)，海外第Ⅲ相試験では 77.1％(84/109 例)であった．国内
第Ⅲ相試験の投与 24ヵ月時点で抗ソムアトロゴン抗体が認
められた患者の割合は，ベースラインから本剤を継続投与し
た群では 72.7％(16/22 例)，12ヵ月時点でジェノトロピンか
ら本剤に切り替えた群では 55.0％(11/20 例)であった．大部
分が抗ヒト成長ホルモン抗体であり，ソムアトロゴンに含ま
れるヒト絨毛性性腺刺激ホルモンのβサブユニットの C末
端ペプチド部分(hCG-CTP)に対する抗体が認められた症例
は少なく，hCG-CTPに対する抗体の発現は一過性と考えら
れた．国内第Ⅲ相試験及び海外第Ⅲ相試験の評価対象期間を
通じて抗ソムアトロゴン抗体が認められた被験者のうち中和
抗体は 4例に認められたが，1例を除き一過性であった
患者背景 〈合併・既往〉①糖尿病，耐糖能異常又は糖尿病
の危険因子を持つ〔糖尿病患者では投与開始前に血糖(血糖
値，HbA 1 c 等)及び糖尿病合併症(糖尿病網膜症等)の病勢
をコントロールしておく．投与開始後は定期的に血糖値，
HbA 1 c 等を測定し，又糖尿病合併症(糖尿病網膜症等)を含
め注意深く観察．必要に応じて糖尿病用薬の投与量の調整．
投与開始後に糖尿病の症状の顕在化又は悪化が認められた際
は本剤の減量又は一時的な中止等適切な処置．耐糖能異常又
は糖尿病の危険因子を持つ患者(肥満，家族歴に糖尿病を持
つ等)では慎重に観察．糖尿病が顕在化〕 ②脳腫瘍の既往
(定期的に画像診断を実施し，脳腫瘍の発現や再発の有無を
注意深く観察．成長ホルモンは細胞増殖作用を有し，国内及
び海外臨床試験において成長ホルモン投与後に脳腫瘍の再発
が報告) ③心疾患(時に一過性の浮腫の発現) 〈腎〉時に一
過性の浮腫の発現 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考
慮して継続又は中止
相互 〈併用注意〉1)主にCYP 3 A で代謝される薬剤(性ホ
ルモン製剤，抗てんかん薬，シクロスポリン等)：当該薬剤の
血中濃度が低下し，作用の減弱→当該薬剤の用量に注意(成
長ホルモンが CYP 3 A により代謝される化合物のクリアラ
ンスを増加させる可能性) 2)糖質コルチコイド：成長ホル
モンの成長促進作用の抑制．又血清コルチゾール濃度の低下
→当該薬剤の用量に注意〔当該薬剤が成長抑制効果を有す
る．又成長ホルモンが 11 β-ヒドロキシステロイドデヒドロ
ゲナーゼ 1 型(11 βHSD-1)の抑制によりコルチゾンからコ
ルチゾールへの変換を減少〕 3)経口エストロゲン：成長ホ
ルモンの成長促進作用の抑制(当該薬剤が IGF-I 産生を抑
制) 4)糖尿病用薬(インスリン製剤，ビグアナイド系薬剤，
SU剤，速効型インスリン分泌促進薬，α-グルコシダーゼ阻
害剤，チアゾリジン系薬剤，DPP-4 阻害剤，GLP-1 受容体
作動薬，SGLT 2 阻害剤等)：血糖値が上昇．定期的に血糖
値，HbA 1 c 等を測定し，当該薬剤の投与量の調整(成長ホ
ルモンがインスリン感受性を低下) 5)甲状腺ホルモン：本
剤投与による甲状腺機能低下の顕在化又は悪化→当該薬剤の
用量に注意〔成長ホルモンの投与により，中枢性(二次性)甲
状腺機能低下症の発現〕
副作用 〈重大〉1)痙攣 2)甲状腺機能亢進症 3)ネフロー
ゼ症候群 4)糖尿病(耐糖能低下が現われ，糖尿病の発症が
ある) 〈その他〉1)胃腸障害(嘔吐) 2)一般・全身障害及び
投与部位の状態〔注射部位疼痛(47.7％)，注射部位紅斑
(7.3％)，注射部位瘙痒感，注射部位腫脹，注射部位硬結，注
射部位出血，注射部位内出血，注射部位熱感，注射部位炎症，
注射部位肥厚，注射部位変形，注射部位蕁麻疹〕 3)眼障害
(眼瞼浮腫) 4)筋骨格系及び結合組織障害(四肢痛，滑膜炎，

成長痛) 5)血液及びリンパ系障害(貧血，好酸球増加症)
6)呼吸器，胸郭及び縦隔障害(扁桃肥大) 7)神経系障害(頭
痛，感覚鈍麻，失神，浮動性めまい) 8)腎及び尿路障害(多
尿) 9)精神障害(易刺激性，初期不眠症) 10)代謝及び栄養
障害(低インスリン血症，食欲亢進，高TG血症，低コレステ
ロール血症，低血糖，肥満) 11)内分泌障害(甲状腺機能低下
症) 12)皮膚及び皮下組織障害(特発性蕁麻疹) 13)良性，
悪性及び詳細不明の新生物(囊胞及びポリープを含む)(メラ
ノサイト性母斑) 14)臨床検査(遊離脂肪酸増加，CPK 増
加，低比重リポ蛋白減少)
動態 (2.5 mg 単回)Cmax：21.0±14.2 ng/mL Tmax：
6時間 T½：22.1±8.2 時間
作用 半減期を延長させる為にヒト成長ホルモンにヒト絨
毛性性腺刺激ホルモンのβサブユニットの C末端ペプチド
を融合した糖蛋白質であり，成長ホルモン受容体に結合後，
STAT 5 b シグナル伝達経路の活性化及び血中 IGF-I 濃度の
上昇を引き起こし，その結果，小児成長ホルモン分泌不全性
低身長症患者の成長速度を高める
保存 凍結回避，2～8℃ 規制 生 処方箋 RMP

[ヒト化抗ヒト IL-17 A/IL-17 F モノクロ-ナル抗体製剤〕
新様式ビメキズマブ(遺伝子組換え)

bimekizumab(genetical recombination)

ビンゼレックス Bimzelx (UCB)
皮下注シリンジ：160㎎/1 mL/本
皮下注オートインジェクター：160㎎/1 mL/本
￥ビンゼレックス：皮下注シリンジ(￥156,587/160 mg/
1 mL/シ リ ン ジ)，皮 下 注 オ ー ト イ ン ジ ェ ク タ ー
(￥156,820/160 mg/1 mL/キット)
適応 既存治療で効果不十分な尋常性乾癬，膿疱性乾癬，乾
癬性紅皮症 注意 次の何れかを満たす患者に投与 1)光線
療法を含む既存の全身療法(生物製剤を除く)で十分な効果が
得られず，皮疹が体表面積の 10％以上に及ぶ 2)難治性の皮
疹又は膿疱を有する
用法 1 回 320 mg を初回から 16 週までは 4 週間隔で皮下
注．以降は 8 週間隔で皮下注．尚患者の状態に応じて 16 週
以降も 4 週間隔で皮下注可 注意 ①他の生物製剤との併用
について安全性及び有効性は未確立→併用を回避 ②本剤に
よる治療反応は，通常投与開始から 16 週以内に得られる．
16 週以内に治療反応が得られない場合は治療計画の継続を
慎重に再考

▲！警告 1)結核等の感染症を含む緊急時に十分に対応でき
る医療施設において，本剤に関する十分な知識と適応疾患
の治療に十分な知識・経験をもつ医師の下で，治療の有益性
が危険性を上回ると判断される症例のみに使用．本剤は感
染症リスクの増大の可能性があり，結核の既往患者では結
核の活動化の可能性がある．又関連性は明らかではないが，
悪性腫瘍の発現が報告．治療開始に先立ち，本剤が疾病を
完治させる薬剤でないことも含め，有効性・危険性を十分説
明し，患者の理解を確認した上で治療を開始 2)重篤な感
染症：ウイルス，細菌及び真菌等による重篤な感染症が報
告．十分な観察等，感染症の発症に注意し，感染の徴候又は
症状の発現の際には直ちに担当医に連絡するよう指導 3)
治療開始前に，適応疾患の既存治療の適用を十分に勘案
禁忌 1)重篤な感染症(症状悪化) 2)活動性結核(症状悪
化) 3)過敏症
注意 〈基本〉❶感染リスクの増大の可能性．十分な観察を
行い，感染症の発症や増悪に注意．感染の徴候又は症状の発
現の際には，速やかに担当医に連絡するよう指導 ❷投与に
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先立ち結核に関する十分な問診及び胸部 X線検査に加えイ
ンターフェロンγ遊離試験又はツ反検査を行い，適宜胸部
CT検査等を行うことにより，結核感染の有無を確認．又投
与中も胸部 X 線検査等の適切な検査を定期的に行う等，結
核の発現には十分に注意し，結核を疑う症状(持続する咳，体
重減少，発熱等)の発現の際には速やかに担当医に連絡する
よう指導．尚結核の活動性が確認された際は結核の治療を優
先し，本剤を投与しない ③投与中は生ワクチン接種による
感染症発現のリスクを否定できない為，生ワクチン接種は行
わない ④臨床試験で皮膚及び皮膚以外の悪性腫瘍の発現が
報告．因果関係は明確ではないが，悪性腫瘍の発現には注意
⑤他の生物製剤から変更の際は感染症の徴候について十分に
観察 〈適用上〉①投与前 a)冷蔵庫から取り出し，箱のま
ま 30 分以上平らな面に置き，室温に戻しておくことが望ま
しい．その他の方法(電子レンジや温水等)で温めない b)
本剤を振らない c)内容物を目視により確認．内容物中に
明らかな粒子や混濁が認められる際には使用しない d)投
与する準備ができるまでキャップを外さない ②投与時
a)投与部位は腹部，大腿部又は上腕部が望ましい b)皮膚が
敏感な部位，あざ，発赤，硬結，瘢痕，皮膚線条がある部位，
乾癬の部位には注射しない c)臍部から 5 cm以内に投与し
ない d)同一箇所への 2本の注射は避け，投与毎に注射部位
を変える e)1 回使用の製剤→再使用しない 〈取扱上〉
25℃以下で保管する際には 30 日以内に使用 〈その他〉①免
疫原性：海外及び国際共同試験において尋常性乾癬に本剤
320 mg を 16 週後までは 4週間隔，その後は 8週間隔で投与
し，45％(116/257 例)に抗ビメキズマブ抗体が確認．そのう
ち約 34％(40/116 例)[本剤を投与した全患者の 16％(40/257
例)〕に中和抗体が確認．日本人尋常性乾癬，膿疱性乾癬又は
乾癬性紅皮症に本剤 320 mg を 16 週後までは 4 週間隔，そ
の後は 8週間隔で投与し(膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症で 16
週時に IGA 0/1 未達成の場合は 16 週以降も 4週間隔投与を
継続)，46％(30/66 例)に抗ビメキズマブ抗体が確認．そのう
ち約 53％(16/30 例)[本剤を投与した全患者の 24％(16/66
例)〕に中和抗体が確認．抗ビメキズマブ抗体が認められた
患者では本薬の血漿中濃度の低下傾向が認められたが，抗ビ
メキズマブ抗体発現による臨床効果や安全性への影響は明ら
かでない ②悪性腫瘍発現頻度：乾癬を対象とした海外臨床
試験及び国際共同試験で本剤投与 1,789 例について，悪性腫
瘍(非黒色腫皮膚癌を除く)の発現頻度は 0.4/100 人年
(7/1,789 例)であり，乾癬患者で推定される悪性腫瘍の発現
率(0.5～2.9/100 人年)と同程度 ③乾癬において，免疫抑制
剤又は光線療法と併用した場合の安全性及び有効性は未確立
患者背景 〈合併・既往〉①感染症(重篤な感染症を除く)又
は感染症の疑い(感染症が悪化) ②結核の既往又は結核感染
の疑い a)結核の既往患者では結核の活動化がある b)結
核の既往及び結核感染の疑いの場合には，結核の診療経験が
ある医師に相談．次の何れかの患者には原則として抗結核薬
投与の上，本剤を投与 1. 胸部画像検査で陳旧性結核に合致
するか推定される陰影を有する 2. 結核の治療歴(肺外結核
を含む)を有する 3. インターフェロンγ遊離試験やツ反検
査等により既感染の強い疑い 4. 結核患者との濃厚接触
③炎症性腸疾患：観察を十分に行う．症状の悪化がある(臨
床試験で炎症性腸疾患の発現及び増悪が報告) 〈妊婦〉有益
のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨
床試験は未実施 〈高齢〉感染症等の副作用発現に留意し十
分な観察を行う
副作用 〈重大〉1)重篤な感染症：感染リスクの増大の可能
性．投与中に重篤な感染症が発現した場合や標準治療により

改善が認められない場合は十分に観察し，感染症の消失まで
投与しない 2)好中球数減少 3)炎症性腸疾患 4)重篤な過
敏症反応 〈その他〉1)感染症及び寄生虫症〔口腔カンジダ症
(13.2％)，上気道感染，毛包炎，白癬感染，単純ヘルペス感
染(単純ヘルペス，口腔ヘルペス等)，中咽頭カンジダ症，結
膜炎，耳感染，胃腸炎〕 2)神経系障害(頭痛) 3)皮膚及び皮
下組織障害〔皮膚炎及び湿疹(皮膚炎，接触皮膚炎，異汗性湿
疹，湿疹，間擦疹，脂漏性皮膚炎等)，ざ瘡〕 4)一般・全身
障害及び投与部位の状態(注射部位反応，疲労)
動態 (320 mg 単回)Cmax：41.33 g/mL Tmax：6.035
日 T½：19.94 日
作用 IL-17 A 及び IL-17 F に選択的に結合し中和
保存 凍結を避け冷蔵庫で保管．外箱にいれた状態で遮光
保存，2～8℃
規制 劇 処方箋 生 RMP

[抗 FcRn 抗体フラグメント製剤〕
新様式エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)

efgartigimod alfa(genetical recombination)

ウィフガートVyvgart (アルジェニクス)
点滴静注：400 mg/20 mL/V
￥ウィフガート：点滴静注(￥421,455/400 mg/20 mL/
V)
適応 全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はそれ以外の免
疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る)
用法 1 回 10 mg/kg を 1 週間間隔で 4 回 1 時間かけて点
滴静注．これを 1 サイクルとして繰り返す 注意 ①次サイ
クル投与の必要性は，臨床症状等に基づき判断 ②何らかの
理由により投与が遅れた際には，予め定めた投与日から 3日
以内であればその時点で投与を行い，その後は予め定めた日
に投与．予め定めた投与日から 3 日を超えていれば投与せ
ず，次の予め定めた日に投与

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉❶血中 IgG濃度が低下し，感染症の発現又は
悪化がある．治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査
の実施等十分に観察．又感染症の自他覚症状に注意し，異常
が認められた際には，速やかに医療機関に相談するよう指導
② infusion reaction 発現の可能性がある為，十分に観察
し，異常が認められた際には投与速度を下げる又は中止し適
切な処置を行う 〈適用上〉①調製時 a)次に従い患者の体
重に基づいて，投与に必要なバイアル数及び生食の量を決定
1. 患者あたりの投与量(mg)＝患者の体重(kg)(体重が 120
kg を超える場合は 120 kg として計算)× 10 mg/mL(体重あ
たりの投与量) 2. 本剤の必要量(mL)＝患者あたりの投与
量(mg)/20 mg/mL(本剤の濃度) 3. 必要なバイアル数＝
本剤の必要量(mL)/20 mL(1 バイアルの容量) 4. 必要な生
食の量＝ 125 mL-本剤の必要量(mL) b)調製方法 1. 調
製前にバイアル中が無色から微黄色の澄明又は僅かに乳濁し
た液であることを目視により確認．変色又は不溶性異物が認
められる際は使用しない．バイアルは振盪しない 2. 無菌
的に希釈調製を行う 3. 滅菌シリンジ及び滅菌針を使用し
て，適切な数のバイアル数から必要量を静かに抜き取る．バ
イアル中の残液は廃棄 4. 抜き取った本剤を輸液バッグに
移す 5. 算出した量の生食を加えて希釈し，総量が 125 mL
にする 6. 希釈した液を入れた輸液バッグを振らずにゆっ
くりと反転させ，完全に混合したことを確認 ②投与時 a)
急速静注は行わない b)投与前に溶液に異物がないか目視
で検査 c)ポリエチレン製又はポリ塩化ビニル製の孔径 0.2
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mインラインフィルターを用いて希釈した溶液 125 mL を
1 時間かけて点滴静注．最後に生食でライン全体を洗浄しな
がら全量を投与 d)防腐剤を添加していない．希釈した液
は速やかに使用し，希釈後 4時間以内に点滴を完了．やむを
得ず保存する際は希釈した液を 2～8℃で，8時間まで保存で
きるが，投与時には希釈した液を冷蔵庫から取り出し室内で
放置して室温に戻す e)独立したラインにより投与し，他の
注射剤・輸液等と混合しない 〈その他〉国際共同第Ⅲ相試験
で抗体が測定された本剤投与例 83 例のうち，本剤に対する
抗体が 17 例(20.5％)，中和抗体が 6例(7.2％)に確認
患者背景 〈合併・既往〉①感染症：合併している場合は，
感染症の治療を優先(感染症が増悪) ②肝炎ウイルスキャリ
ア：肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリング
等，B 型肝炎ウイルスの再活性化や C型肝炎の悪化の徴候
や症状の発現に注意 〈腎〉本剤の血中濃度上昇がある．尚
重度(eGFR が 30 mL/分/1.73 m2 未満)の腎機能障害を対象
とした臨床試験は未実施 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益
性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施
相互 〈併用注意〉1)人免疫グロブリン製剤(ポリエチレン
グリコール処理人免疫グロブリン等)，エクリズマブ(遺伝子
組換え)：当該薬剤の治療効果減弱の可能性．当該薬剤によ
る治療を開始する場合，本剤のサイクル投与における最終投
与から 2 週間後以降の投与が望ましい(本剤が当該薬剤の血
中濃度を低下させる可能性) 2)血液浄化療法：本剤の治療
効果減弱の可能性→併用の回避が望ましい(本剤の血中濃度
を低下させる可能性) 3)生ワクチン及び弱毒生ワクチン：
ワクチンの病原に基づく症状発現の可能性→本剤治療中の接
種の回避が望ましい(当該ワクチンによる感染症発現リスク
の増大) 4)生ワクチン及び弱毒生ワクチン以外のワクチ
ン：ワクチンの効果減弱の可能性．ワクチンは本剤投与開始
の少なくとも 4週間前までの接種が望ましい．本剤治療中の
場合，本剤のサイクル投与における最終投与から 2週間以降
のワクチン投与が望ましい(本剤の作用機序によりワクチン
に対する免疫応答が得られない可能性)
副作用 〈重大〉感染症(6.8％)(帯状疱疹，上咽頭炎，イン
フルエンザ等) 〈その他〉1)神経系障害(頭痛，浮動性めま
い) 2)胃腸障害(悪心，嘔吐) 3)傷害，中毒及び処置合併症
(処置による頭痛) 4)臨床検査(リンパ球数減少，好中球数
増加) 5)一般・全身障害及び投与部位の状態(疲労) 6)感
染症及び寄生虫症(帯状疱疹) 7)皮膚及び皮下組織障害(発
疹)
動態 (10 mg/kg 単回)Cmax：213 g/mL
作用 胎児性 Fc 受容体(FcRn)を標的とするアミノ酸残基
を改変したヒト IgG 1 抗体の Fc フラグメントである．内因
性 IgG の FcRn への結合を競合阻害することによって，内
因性 IgGのリサイクルを阻害して，IgG分解を促進し，IgG
自己抗体を含む血中 IgG濃度を減少
保存 凍結回避，外箱開封後は遮光，2～8℃
規制 劇 生 処方箋 RMP 全例調査

[原発性腋窩多汗症治療剤〕
新様式グリコピロニウムトシル酸塩水和物

glycopyrronium tosilate hydrate

ラピフォート Rapifort (マルホ)
ワイプ：2.5％/包
￥ラピフォート：ワイプ(￥262/2.5％/包)
適応 原発性腋窩多汗症
用法 1 日 1 回 1 包に封入されている不織布 1 枚を用いて

薬液を両腋窩に塗布

禁忌 1)閉塞隅角緑内障(抗コリン作用により眼圧が上昇
し，症状を悪化) 2)前立腺肥大による排尿障害(抗コリン作
用により排尿時の膀胱収縮が抑制され症状が悪化) 3)
過敏症
注意 〈基本〉❶抗コリン作用による羞明，霧視，散瞳等の
眼の調節障害→運転注意 ❷発汗促進の環境下では発汗抑制
作用により，体温上昇の恐れがある．熱中症を疑う症状の発
現の場合には適切な処置を行うよう指導 〈適用上〉❶交付
時 a)使用直前に開封 b)本剤は 1 回使い切りである．使
用後は患者及び他者が触れないところに廃棄 c)本剤を
扱った後は，その手で眼に触れず，直ちに手をよく洗う d)
薬液が眼に入った場合，羞明，霧視等の眼の調節障害の発現
がある．又刺激を感じることがあるので，眼に入らないよう
注意．万一，眼に入った場合は直ちに水で洗い流す ❷使用
時 a)清潔で乾いた状態の腋窩に使用 b)左右の腋窩に 1
回ずつ塗布 c)密封法は行わない 〈取扱上〉子供の手の届
かない所に保管
患者背景 〈合併・既往〉①前立腺肥大症(排尿障害を除く)
(抗コリン作用により尿閉を誘発．同症は臨床試験で除外)
②塗布部位に創傷や湿疹・皮膚炎等(創傷や湿疹，皮膚炎等が
ある部位への使用は回避．体内移行量が増加し，抗コリン作
用に基づく副作用が現れやすくなる可能性) 〈妊婦〉妊B2
有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小
児〉9 歳未満の臨床試験は未実施
副作用 〈その他〉1)眼(羞明，散瞳，霧視，ドライアイ，視
力低下) 2)泌尿器(排尿困難，頻尿，尿量減少，排尿回数減
少，膀胱炎) 3)消化器(口渇，悪心，口唇乾燥) 4)適用部位
(接触皮膚炎，湿疹，皮膚炎，紅斑，色素沈着，皮脂欠乏性湿
疹) 5)その他(代償性発汗，鼻乾燥，ALT増加，めまい，血
圧上昇，倦怠感，湿疹，鉄欠乏性貧血，皮膚乾燥)
動態 1 日 1 回左右の腋窩に反復塗布した際の 2 週後の血
漿中濃度は 18.15 pg/mL(定量下限値以上であった中央値)
作用 汗腺細胞のムスカリンM 3 受容体に結合し，アセチ
ルコリン作用の阻害により制汗作用を発揮
構造式 グリコピロニウムトシル酸塩水和物　分子量 507.64

･ ･ H2O

及び鏡像異性体

N＋
HO

O
SO3－CH3

CH3
H3C

OH

規制 処方箋 RMP 14日(2023 年 4 月末日まで)

2022 年 5 月 25 日収載
[VMAT 2 阻害剤 遅発性ジスキネジア治療剤〕

新様式バルベナジントシル酸塩
valbenazine tosilate

ジスバルDysval (田辺三菱)
カプセル：40 mg
￥ジスバル：カプセル(￥2,331.2)
適応 遅発性ジスキネジア 注意 遅発性ジスキネジアと診
断された患者〔米国精神医学会の｢精神疾患の診断・統計マ
ニュアル第 5 版 (DSM-5；Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)｣及び米国精
神医学会の｢統合失調症治療ガイドライン第 3版｣を参考〕に

2022 年 5 月 25 日収載
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使用
用法 1 日 1 回 40 mg を経口(増減) ▶1 日 1 回 80 mg を
超えない 注意 ① 1 日 1 回 40 mg を 1 週間以上投与し，忍
容性が確認され，効果不十分な場合にのみ増量を検討．又投
与量は必要最小限となるよう慎重に観察しながら調節 ②次
の患者では活性代謝物の血漿中濃度が上昇し，QT延長等の
副作用→ 40 mg を 1 日 1 回投与とし増量しない a)遺伝的
にCYP 2 D 6 の活性の欠損が判明(Poor Metabolizer) b)
中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh 分類クラス B 又は
C) c)強い CYP 2 D 6 阻害剤(パロキセチン，キニジン等)
を使用中 d)強いCYP 3 A阻害剤(イトラコナゾール，クラ
リスロマイシン等)を使用中 ③中程度以上のCYP 2 D 6 阻
害剤と中程度以上の CYP 3 A 阻害剤の両方を使用中，遺伝
的に CYP 2 D 6 の活性の欠損が判明しており中程度以上の
CYP 3 A 阻害剤を使用中の患者では，活性代謝物の血漿中
濃度が上昇し，過度なQT延長等の副作用発現がある為，併
用は回避 ④空腹時に投与した場合，食後投与と比較して血
漿中濃度上昇がある為，食後に投与している患者へ増量の際
は用量調整の前後で食事条件の変更はしない

禁忌 1)過敏症 2)先天性 QT 延長症候群又は Torsades
de pointes の既往〔QT 間隔の過度な延長，心室頻拍
(Torsades de pointes を含む)を起こす〕
注意 〈基本〉①遅発性ジスキネジアは，抗精神病薬の長期
使用に関連して発現するとされている．原因薬剤の減量又は
中止を検討．但し原因薬剤を減量又は中止した際に，精神症
状の増悪や再発の恐れがある為，慎重に判断 ❷傾眠，鎮静
等→運転不可 ③活性代謝物の血漿中濃度が上昇した際に，
QT延長の発現がある．次の患者では投与前及び投与中は定
期的に心電図検査を行う等慎重に観察 a)遺伝的に CYP 2
D 6 の活性の欠損が判明 b)QT 延長を起こしやすい(著明
な徐脈等の不整脈又はその既往，うっ血性心不全，低K血症
又は低 Mg 血症がある) c)中等度以上の肝機能障害
(Child-Pugh 分類クラス B 又は C) d)強い CYP 2 D 6 阻
害剤(パロキセチン，キニジン等)を使用中 e)強い CYP 3
A阻害剤(イトラコナゾール，クラリスロマイシン等)を使用
中 f)弱い CYP 2 D 6 阻害剤と中程度以上のCYP 3 A 阻害
剤の両方を使用中 g)QT 延長を起こすことが知られてい
る薬剤を使用中 ❹患者及び家族等にうつ病や不安等の精神
症状の可能性を説明し，医師と緊密に連絡を取り合うように
指導 ⑤うつ病や不安等の精神症状の発現がある．投与中及
び投与終了後一定期間は状態及び病態の変化を注意深く観
察．関連症状発現の際には減量又は中止等処置 ⑥うつ症状
を呈する患者は希死念慮，自殺企図がある．投与開始早期及
び投与量変更の際には状態及び病態の変化を注意深く観察
〈その他〉国内臨床試験において 249 例中 8 例(本剤 40 mg
群 3 例，本剤 80 mg 群 5 例)に死亡の報告．このうち 7 例は
本剤との関連性が否定されているが，本剤 40 mg 群 1 例の
死亡は原因不明であり，本剤との関連性が否定されていない
患者背景 〈合併・既往〉①遺伝的にCYP 2 D 6 活性の欠損
が判明(活性代謝物の血漿中濃度が上昇) ② QT 延長を起
こしやすい(著明な徐脈等の不整脈又はその既往，うっ血性
心不全，低K又は低Mg血症)(QT延長の発現) ③自殺念
慮又は自殺企図の既往，自殺念慮(自殺念慮，自殺企図の発
現) ④脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊(悪性症候群
が起こりやすい) 〈肝〉中等度以上の肝機能障害(Child-
Pugh 分類クラス B 又は C)(本薬及び活性代謝物の血漿中
濃度が上昇) 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して
継続又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施

相互 本剤の未変化体(バルベナジン)は CYP 3 A で主に
代謝され，活性代謝物は主にCYP 2 D 6 及び CYP 3 A で代
謝．バルベナジンはP-gp を阻害 〈併用注意〉1)MAO阻害
剤(セレギリン，ラサギリン，サフィナミド)：本剤の作用減
弱の可能性(シナプス中のモノアミン神経伝達物質の濃度が
上昇) 2)テトラベナジン：相互の作用増強の為，併用は推奨
されない．併用の際は観察を十分に行い，副作用の発現に注
意(類似した作用機序を有する) 3)中程度以上の CYP 3 A
阻害剤(イトラコナゾール，クラリスロマイシン，エリスロマ
イシン等)：本剤の作用が増強．副作用の発現がある為，観察
を十分に行う．強い CYP 3 A 阻害剤を併用する際には本剤
の増量はしない(当該薬剤の CYP 3 A 阻害作用によりバル
ベナジン及び活性代謝物の血漿中濃度が上昇) 4)CYP 2 D
6 阻害剤(パロキセチン，キニジン，ダコミチニブ等)：本剤の
作用が増強し副作用の発現がある為，観察を十分に行う．強
い CYP 2 D 6 阻害剤を併用する際には本剤の増量はしない
(当該薬剤のCYP 2 D 6 阻害作用により活性代謝物の血漿中
濃度が上昇) 5)中程度以上の CYP 3 A 誘導剤(リファンピ
シン，カルバマゼピン，フェニトイン等)：本剤の作用減弱が
ある為，CYP 3 A 誘導作用のない又は弱い薬剤への代替を
考慮(当該薬剤の CYP 3 A 誘導作用によりバルベナジン及
び活性代謝物の血漿中濃度が低下) 6)P-gp の基質薬剤(ジ
ゴキシン，アリスキレン，ダビガトラン等)：観察を十分に行
い，副作用の発現に注意(本剤の P-gp 阻害作用により当該
薬剤の血漿中濃度が上昇) 7)QT 延長を起こすことが知ら
れている薬剤：QT延長の発現がある為，本剤の投与前及び
投与中は定期的に心電図検査を行う等，慎重に観察(QT 延
長作用が増強)
副作用 〈重大〉1)傾眠(16.9％)，鎮静 2)重篤な過敏症(重
篤な発疹，蕁麻疹，呼吸困難，血管浮腫等) 3)錐体外路障害
〔流涎過多(11.2％)，振戦(7.2％)，アカシジア(6.8％)，パー
キンソニズム，錐体外路障害，運動緩慢，落ち着きのなさ，
姿勢異常，ジストニア，表情減少，筋固縮，筋骨格硬直，歩
行障害，突進性歩行，運動障害等〕 4)悪性症候群：無動緘
黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変動，発汗等が
発現し，引き続き発熱の発現の際は中止し，体冷却，水分補
給等の全身管理と共に適切な処置．本症発症時には白血球の
増加や血清CK上昇がみられることが多く，ミオグロビン尿
を伴う腎機能の低下がみられることがある 〈その他〉1)精
神・神経系(遅発性ジスキネジアの悪化，不眠症，浮動性めま
い，統合失調症の悪化，うつ病の悪化，抑うつ状態，不安，
頭痛，感覚鈍麻，感情の平板化，自殺念慮，自殺企図，双極
性障害の悪化，脱抑制，激越，軽躁，無為，大うつ病の悪化，
異常行動，注意力障害，構語障害，痙攣発作，協調運動異常，
意識消失，昏迷，認知障害) 2)耳(回転性めまい，感音性難
聴，耳鳴) 3)循環器(動悸，徐脈，心室性期外収縮，低血圧)
4)呼吸器(呼吸困難，口腔咽頭痛，咳払い) 5)消化器(便秘，
嚥下障害，食欲減退，悪心，口渇，下痢，腹部不快感，口内
乾燥，胃炎，食欲亢進，腹部膨満，口の感覚鈍麻) 6)肝臓(肝
機能検査値上昇，肝機能異常) 7)皮膚(発疹，湿疹，蕁麻疹，
水疱，紅斑性皮疹，中毒性皮疹) 8)筋骨格系(筋力低下，背
部痛，四肢痛) 9)全身症状(倦怠感，体重増加・減少，疲労，
無力症，薬物離脱症候群，活動性低下，異常感，不快感，末
梢性浮腫) 10)臨床検査(CPK増加，尿中ブドウ糖陽性，血
中プロラクチン増加) 11)その他(扁桃炎，乳腺炎，糖尿病，
脂質異常症，高尿酸血症，歯ぎしり，眼瞼下垂，排尿困難，
乳汁漏出症，不規則月経，挫傷，転倒，皮膚擦過傷)
動態 (40 mg 単 回) バ ル ベ ナ ジ ン：Cmax：542±164
ng/mL Tmax：0.75 時間 活性代謝物：Cmax：9.89±
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2.94 ng/mL Tmax：6時間
作用 遅発性ジスキネジアの病態生理に関する詳細は不明
であるが，脳内線条体におけるシナプス後のドパミン過感受
性等が考えられている．バルベナジン及びその活性代謝物は
中枢神経系の前シナプスにおいて，モノアミンの貯蔵及び遊
離の為に細胞質からシナプス小胞へのモノアミンの取込みを
制御している小胞モノアミントランスポーター 2(VMAT 2)
を選択的に阻害．その結果，遅発性ジスキネジアに対する治
療効果を発揮
構造式

2

バルベナジントシル酸塩　分子量 762.97
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H
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規制 劇 処方箋 RMP

[非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬〕
新様式フィネレノン finerenone

ケレンディア Kerendia (バイエル)
錠：10・20 mg
￥ケレンディア：錠(￥149.1/10 mg，￥213.1/20 mg)
適応 2 型糖尿病を合併する慢性腎臓病 但し末期腎不全
又は透析施行中の患者を除く 注意 1)ACE 阻害薬又は AT
Ⅱ受容体拮抗薬による治療が適さない場合を除き，当該薬剤
が投与されている患者に投与 2)eGFR 低下がある．eGFR
が 25 mL/分/1.73 m2 未満の患者にはリスクとベネフィット
を考慮の上，投与の適否を慎重に判断 3)日本人部分集団で
は，国際共同第Ⅲ相試験(試験 16244)の主要評価項目の腎複
合エンドポイントにおいて，本剤のプラセボに対するハザー
ド比は 0.911 であった．一方で国際共同第Ⅲ相試験(試験
16244)の主要評価項目の構成要素の腎不全及び国際共同第Ⅲ
相試験(試験 17530)の副次評価項目の腎複合エンドポイント
においては，本剤のプラセボに対するハザード比が 1 を上
回った．試験の対象となった全体集団と比べて日本人では本
剤の腎不全への進展抑制効果が弱い可能性がある 4)添付文
書｢17．臨床成績｣の項の内容を熟知し，臨床試験の患者背景
(原疾患，併用薬，腎機能，アルブミン尿等)を十分に理解の
上，適応患者を選択
用法 次の用量を 1 日 1 回経口 ① eGFR が 60 mL/
分/1.73 m2 以上：20 mg ② eGFRが 60 mL/分/1.73 m2 未
満：10 mgから投与を開始し，血清K値，eGFRに応じて投
与開始から 4 週間後を目安に 20 mg へ増量 注意 ①投与開
始又は再開，増量から 4週間後，その後も定期的に血清K値
及び eGFRを測定し，次に従って用量を調節．投与中止後，
血清K値が 5.0 mEq/L 以下に下がった場合には，10 mg を
1 日 1 回から投与を再開可 a)血清 K値 4.8 mEq/L 以下の
場合 1. 20 mg 1 日 1 回の場合：維持 2. 10 mg 1 日 1 回の
場合：20 mg 1 日 1 回に増量(但し eGFR が前回の測定から
30％を超えて低下していない場合に限る) b)血清 K値 4.8
超 5.5 mEq/L 以下の場合：維持 c)血清 K 値 5.5 mEq/L
超の場合：中止 ② 10 mg 錠と 20 mg 錠の生物学的同等性
は示されていない．20 mg を投与する際には 10 mg 錠を使
用しない

禁忌 1)過敏症 2)イトラコナゾール，リトナビルを含有す

る製剤，アタザナビル，ダルナビル，ホスアンプレナビル，
コビシスタットを含有する製剤，クラリスロマイシンを投与
中 3)投与開始時に血清 K 値 5.5 mEq/L 超(高 K 血症を増
悪) 4)重度の肝機能障害(Child-Pugh 分類 C) 5)アジソ
ン病の患者(病態を悪化)
注意 〈基本〉①高 K 血症の発現がある．原則として血清
K値が 4.8 mEq/L 以下の患者に投与開始し，投与開始又は
再開，増量から 4 週後に血清 K値及び eGFR を測定し，そ
の後も定期的に測定．又投与開始時の血清 K 値が 4.8
mEq/L 超の患者では，血清K値及び患者の状態に応じて投
与開始から 4 週後よりも前に追加の血清 K 値測定を考慮
②投与開始初期に eGFR 低下がある．腎機能の悪化に注意
して投与 ❸降圧作用に基づくめまい等→運転注意
患者背景 〈合併・既往〉①血清 K 値が 5.0 超 5.5 mEq/L
以下：投与の適否を慎重に判断(高 K 血症を増悪) ②高 K
血症の発現リスクが高い：次のような患者では，より頻回に
血清 K 値を測定(高 K 血症の発現リスクが高まる) a)
eGFR低値 b)血清K高値 c)高 K血症の既往 〈腎〉重度
の腎機能障害患者：eGFR 低下がある．eGFR が 25 mL/
分/1.73 m2 未満の患者には投与の適否を慎重に判断．又投
与中に末期腎不全又は透析に至った場合は中止(高 K血症の
発現リスクが高まる) 〈肝〉①重度の肝機能障害(Child-
Pugh 分類 C)：禁忌(本剤の血中濃度上昇があり，臨床試験
で除外) ②中等度の肝機能障害(Child-Pugh 分類 B)：状
態に応じより頻回に血清K値を測定(本剤の血中濃度上昇が
ある) 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉不
可〔ラット(静脈内投与)で乳汁中への移行が報告．ラットの
母動物においてヒトの約 4倍の全身曝露量で授乳期の児に明
らかな有害作用(死亡率の増加)が確認〕 〈小児〉臨床試験は
未実施
相互 主として CYP 3 A 4 により代謝 〈併用禁忌〉イト
ラコナゾール，リトナビル含有製剤，アタザナビル，ダルナ
ビル，ホスアンプレナビル，コビシスタット含有製剤，クラ
リスロマイシン：本剤の血中濃度が著しく上昇(CYP 3 A の
強い阻害により本剤のクリアランスが減少) 〈併用注意〉1)
中程度のCYP 3 A 阻害剤(エリスロマイシン，ベラパミル，
フルコナゾール等)，弱いCYP 3 A阻害剤(アミオダロン，フ
ルボキサミン等)：本剤の血中濃度上昇．特に本剤開始時及
び用量調節時は血清K値等，状態を慎重に観察(CYP 3 A阻
害により本剤のクリアランスが減少) 2)強い又は中程度の
CYP 3 A 誘導剤(リファンピシン，カルバマゼピン，フェニ
トイン，フェノバルビタール，エファビレンツ，ミトタン，
セイヨウオトギリソウ含有食品等)：本剤の血中濃度が著し
く低下し，効果の減弱．CYP 3 A 誘導作用のない又は弱い
薬剤への代替を考慮(CYP 3 A 誘導により本剤のクリアラン
スが増加) 3)スピロノラクトン，トリアムテレン，カンレノ
酸K，エプレレノン，エサキセレノン：血清K値上昇及び高
K 血症発現の危険性が増大．治療上必要と判断される場合
にのみ併用．併用する際には，血清 K 値をより頻回に測定
等慎重に観察(K貯留作用が増強) 4)K製剤：血清K値上昇
及び高 K血症発現の危険性が増大．血清 K値をより頻回に
測定等注意(K 貯留作用が増強) 5)スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム：血清 K値上昇及び高 K血症発現の危
険性が増大．血清 K 値をより頻回に測定等注意．或いは本
剤の中断を考慮(K 貯留作用が増強) 6)グレープフルーツ
含有食品：本剤の血中濃度上昇．摂取しないよう注意(CYP
3 A 阻害により本剤のクリアランスが減少) 7)リチウム製
剤(炭酸リチウム)：リチウム中毒の発現．血中リチウム濃度
に注意(明確な機序は不明であるが，Naイオン不足はリチウ
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ムイオンの貯留を促進するといわれている為，Na排泄促進
により起こる) 8)NSAIDs(インドメタシン等)：腎機能障
害患者では高 K 血症の発現(明確な機序は不明であるが，
PG産生抑制により糸球体ろ過量が減少し，K貯留作用によ
る血清K値の上昇が起こる) 9)ミトタン：ミトタンの作用
を阻害〔明確な機序は不明．ミトタンの薬効を類薬(スピロ
ノラクトン)が阻害との報告〕
過量投与 蛋白結合率が約 90％の為，血液透析は本剤の除
去には有用でない
副作用 〈重大〉高K血症(8.8％) 〈その他〉1)代謝及び栄
養障害(低 Na 血症) 2)血管障害(低血圧) 3)臨床検査(糸
球体ろ過率減少)
動態 (20 mg 単回)Cmax：213 g/L Tmax：0.75 時間
T½：1.97 時間
作用 非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体
(MR)拮抗薬．アンドロゲン，プロゲステロン，エストロゲ
ン及びグルココルチコイドの各受容体には結合しない．アル
ドステロンによる細胞内MRの活性化により電解質の貯留・
排泄が調節されているが，MRが過剰活性化すると，腎臓や
心血管系において炎症，線維化，Na貯留や臓器肥大が生じ
る．本剤のMR結合によりMRの過剰活性化を抑制
構造式 フィネレノン　分子量 378.42
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規制 処方箋 RMP

[潰瘍性大腸炎治療剤/α 4インテグリン阻害剤〕
新様式カロテグラストメチル carotegrast methyl

カログラ Carogra (EA)
錠：120 mg
￥カログラ：錠(￥200)
適応 中等症の潰瘍性大腸炎(5-アミノサリチル酸製剤によ
る治療で効果不十分な場合に限る) 注意 1)過去の治療にお
いて 5-アミノサリチル酸製剤による適切な治療を行っても，
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与 2)維持
療法の為に投与しない．進行性多巣性白質脳症(PML)発現
リスクを考慮し，臨床試験では維持療法について未検討
用法 1 回 960 mg を 1 日 3 回 注意 ① 8 週間投与しても
臨床症状や内視鏡所見等による改善効果が得られない場合，
継続の可否も含め，治療法を再考 ②他のインテグリン拮抗
薬であるナタリズマブにおいて PML の発現が報告．PML
発現リスク低減の為，投与期間は 6ヵ月までとし，6ヵ月以内
に寛解に至った場合はその時点で投与を終了．又再治療を行
う場合には投与終了から 8週間以上あける

禁忌 1)過敏症 2)妊婦･妊娠 3)重度の肝機能障害(Child-
Pugh 分類 C)
注意 〈基本〉①α 4インテグリンに結合しリンパ球の遊走
阻害の為，感染症に対する免疫能に影響を及ぼす可能性．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
②他の免疫抑制剤の併用について臨床試験は未実施の為，併

用を回避．又ナタリズマブの投与患者では併用を回避．同薬
の投与歴のある患者にはPMLの発現に十分注意 〈取扱上〉
保存に際してPTPシートを破損しないよう注意
患者背景 〈合併・既往〉免疫不全又は免疫抑制剤の使用等
により高度の免疫抑制状態(PML の発現リスクが高い可能
性) 〈肝〉①重度の肝機能障害(Child-Pugh 分類 C)：禁忌
(中等度の肝機能障害患者に対しカロテグラストメチル及び
活性代謝物であるカロテグラストの血中濃度の上昇が確認．
重度の肝機能障害を対象とした臨床試験は未実施) ②中等
度の肝機能障害(Child-Pugh 分類 B)又は胆道閉塞：減量の
考慮と共に慎重に観察し，副作用の発現に十分注意(胆道閉
塞を含む中等度の肝機能障害患者に対しカロテグラストメチ
ル及び活性代謝物であるカロテグラストの血中濃度の上昇が
確認) 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉禁忌〔動物実験(マウス)
において臨床推奨用量の 1.33 倍以上の曝露で左心房小型，
胸骨分節糸状癒合，胸骨分節配列異常，腸短小(結腸)，着床
後死亡数，着床後死亡率の高値及び生存胎児数の低値が確
認〕 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨床
試験は未実施 〈高齢〉慎重に
相互 CYP 3 A 4 阻害作用を有する．又活性代謝物である
カロテグラストは OATP 1 B 1 及び OATP 1 B 3 の基質
〈併用注意〉1)CYP 3 A 4 の基質となる薬剤(ミダゾラム，ア
トルバスタチン等)：当該薬剤の作用増強の可能性(本剤の
CYP 3 A 4 阻害作用により当該薬剤の血中濃度上昇の可能
性) 2)OATP 1 B 1 及び OATP 1 B 3 を阻害する薬剤(リ
ファンピシン等)：カロテグラストの作用増強の可能性．本
剤の減量の考慮と共に慎重に観察し，副作用発現に十分注意
〔当該薬剤の肝取り込みトランスポーター(OATP 1 B 1 及び
OATP 1 B 3)阻害作用によりカロテグラストの血中濃度上
昇の可能性〕
副作用 〈重大〉進行性多巣性白質脳症(PML)：投与中及び
投与終了後は患者の状態を観察．意識障害，認知障害，麻痺
症状(片麻痺，四肢麻痺)，言語障害等の発現の際はMRI に
よる画像診断及び脳脊髄液検査の実施と共に中止し，適切な
処置 〈その他〉1)過敏症(薬物過敏症) 2)肝臓(肝機能異
常，AST増加，LDH増加，ALT増加，γ-GTP増加) 3)精
神神経系(頭痛，感覚鈍麻) 4)消化器(悪心，腹部不快感，嘔
吐，口内炎，胃食道逆流性疾患，胃腸炎，消化不良，腹部膨
満，腹痛) 5)血液・免疫系(白血球数増加) 6)筋・骨格系
(関節痛) 7)皮膚(発疹，蕁麻疹) 8)泌尿器(尿中蛋白陽性)
9)その他(上咽頭炎，上気道の炎症，発熱，CRP増加，鼻出
血，アミラーゼ増加)
動態 (960 mg 単回)カロテグラストメチル：Cmax：541±
154 ng/mL Tmax：1.8±1.2 時間 T½：15.8±11.2 時間
カロテグラスト：Cmax：2,012±934 ng/mL Tmax：2.7±
1.0 時間 T½：15.6±8.0 時間
作用 生体内で活性代謝物であるカロテグラストとなり，
α 4β 1 インテグリンと Vascular cell adhesion mole-
cule-1(VCAM-1)との結合及びα 4β 7 インテグリンと
Mucosal addressin cell adhesion molecule-1
(MAdCAM-1)との結合阻害によって，T細胞を含む炎症性
細胞の血管内皮細胞への接着及び炎症部位への浸潤を阻害
し，抗炎症作用を発揮
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構造式 カロテグラストメチル　分子量 569.44
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保存 吸湿性が強い．アルミピロー包装開封後は湿気を避
けて保存し，服用直前までPTPシートから取り出さない
規制 劇 処方箋 RMP

[選択的C 5 a 受容体拮抗薬〕
新様式アバコパン avacopan

タブネオス Tavneos (キッセイ)
カプセル：10 mg
￥タブネオス：カプセル(￥1,403.9)
適応 顕微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症 注意
抗好中球細胞質抗体陰性の顕微鏡的多発血管炎及び多発血管
炎性肉芽腫症を対象とした臨床試験は未実施の為，ガイドラ
イン等の最新の情報を参考に適切と判断される患者に投与
用法 1 回 30 mg を 1日 2回朝夕食後に経口

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉①適応疾患の治療に精通している医師の下で
投与 ②肝機能障害の発現があるので投与開始前及び投与期
間中は定期的に肝機能検査を行い十分に観察 ③投与中は
ニューモシスティス肺炎に対する適切な予防措置を考慮
患者背景 〈肝〉重度の肝機能障害(Child-Pugh 分類 C)
(肝機能悪化があるので十分に観察しながら慎重に．本剤は
主に肝臓で代謝．当該患者を対象とした臨床試験は未実施)
〈妊婦〉非推奨 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止
〈小児〉臨床試験は未実施
相互 主として CYP 3 A 4 により代謝．又 CYP 3 A 4 に
対して弱い阻害作用がある 〈併用注意〉1)強い又は中程度
の CYP 3 A 4 誘導剤(カルバマゼピン，フェニトイン，リ
ファンピシン等)，セイヨウオトギリソウ：本剤の血漿中濃度
が低下し，本剤の効果減弱の可能性がある為，当該薬剤との
併用は避け，CYP 3 A 4 誘導作用のない又は弱い薬剤への代
替を考慮(当該薬剤等の CYP 3 A 4 誘導作用による) 2)強
い CYP 3 A 4 阻害剤(イトラコナゾール，クラリスロマイシ
ン，リトナビル等)，グレープフルーツジュース：本剤の血漿
中濃度増加の可能性．併用時には十分観察(当該薬剤及び
ジュースの強いCYP 3 A 4 阻害作用による) 3)シクロスポ
リン，シロリムス，タクロリムス等：治療域が狭くCYP 3 A
4 代謝薬との併用の際は，必要に応じて適切に血漿中濃度を
モニタリング(本剤はCYP 3 A 4 の弱い阻害作用を有する)
副作用 〈重大〉1)肝機能障害(肝細胞損傷，胆汁うっ滞性肝
炎等の重篤な肝胆道系障害，重篤な肝機能検査値上昇) 2)
重篤な感染症(肺炎等) 〈その他〉1)感染症及び寄生虫症(上
気道感染，鼻咽頭炎，鼻炎) 2)血液及びリンパ系障害(好中
球減少症) 3)胃腸障害(悪心，下痢，嘔吐，上腹部痛) 4)神
経系障害(頭痛) 5)皮膚及び皮下組織障害(血管浮腫) 6)臨
床検査(CPK増加，白血球数減少)
動態 (30 mg 単回)Cmax：122.5 ng/mL T½：39.36 時
間
作用 選択的 C 5 a 受容体(C 5 aR)拮抗作用によって C 5
a-C 5 aR シグナルを介した好中球のプライミングを抑制．

その結果，好中球によって誘発されるANCAを介した血管
炎の増幅を緩和させ，ANCA関連血管炎の病態を改善
構造式 アバコパン
分子量 581.64
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規制 処方箋 RMP

[抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター(ABL ミリス
トイルポケット結合型阻害剤)〕

新様式アシミニブ塩酸塩 asciminib hydrochloride

セムブリックス Scemblix (ノバルティス)
錠：20・40 mg
￥セムブリックス：錠(￥5,564.5/20 mg，￥10,618.3/40
mg)
適応 前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病
注意 1)染色体検査又は遺伝子検査により慢性骨髄性白血病
と診断された患者に使用 2)2 つ以上のチロシンキナーゼ阻
害剤に抵抗性又は不耐容で，慢性期の慢性骨髄性白血病に使
用 3)添付文書｢17．臨床成績｣の項の内容を熟知し，有効
性・安全性を十分理解の上，適応患者を選択
用法 1 回 40 mg を 1 日 2 回空腹時に経口(適減) 注意 ①
他の抗悪性腫瘍剤との併用に関し，有効性・安全性は未確立
❷食後投与の場合，血中濃度が低下するとの報告．食事の影
響を避ける為，食事の 1時間前から食後 2時間までの間の服
用は回避 ③副作用発現の場合は，次の基準を参考に休薬，
減量又は中止．尚減量した投与量で忍容性が認められた場合
には 1 回のみ開始用量まで再増量可 a)好中球数が
1,000/mm3 未満又は血小板数が 50,000/mm3 未満：好中球
数が 1,000/mm3 以上及び血小板数が 50,000/mm3 以上に回
復するまで休薬．2週間以内に回復した場合は開始時の投与
量で再開可．2週間を超えて回復した場合は 1回 20 mg を 1
日 2回に減量して再開可．再開後に再び発現した場合，好中
球数が 1,000/mm3 以上及び血小板数が 50,000/mm3 以上に
回復するまで休薬．回復後は 1 回 20 mg を 1 日 2 回に減量
して再開可 b)無症候性で血清リパーゼ又は血清アミラー
ゼが施設正常値上限の 2倍超：施設正常値上限の 1.5 倍未満
に回復するまで休薬．回復後は 1 回 20 mg を 1 日 2 回に減
量して再開可．再開後に再発した場合は中止 c)上記以外
のGrade 3 以上の非血液学的副作用(臨床的意義のない無症
候性の検査値異常を除く)：Grade 1 以下に回復するまで休
薬．回復後は 1回 20 mgを 1日 2回に減量して再開可

▲！警告 施設 医師 IC

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉①骨髄抑制発現がある．投与開始前及び投与
中は定期的に(投与開始後最初の 3ヵ月間は 2週間毎，その後
は 1ヵ月毎)，又患者の状態に応じて血液検査(血球数算定等)
を行い，十分に観察 ②膵炎発現がある．投与開始前及び投
与中は定期的に(1ヵ月毎)，又患者の状態に応じて血清リ
パーゼ及び血清アミラーゼを測定し，十分に観察 ③QT間
隔延長発現がある．開始前及び投与中は，必要に応じて心電
図検査及び電解質検査(K, Mg 等)を行い，患者の状態を十
分に確認．又必要に応じて，電解質(K, Mg 等)を補正 ④
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感染症発現がある．定期的に血液検査をする等，患者の状態
を十分に観察 ⑤ Bcr-Abl チロシンキナーゼ阻害剤の投与
により B 型肝炎ウイルス再活性化の発現がある．投与に先
立ち肝炎ウイルス感染の有無を確認し，投与開始前に適切な
処置 〈その他〉in vitro 光毒性試験において陽性結果が得
られた．又マウスの実験において，臨床曝露量の 32.9 倍に
相当する用量で皮膚光感作性が確認
患者背景 〈合併・既往〉①膵炎又はその既往(膵炎の悪化又
は再発) ② B 型肝炎ウイルスキャリア又は既往感染(HBs
抗原陰性かつHBc 抗体又はHBs 抗体陽性)：継続して肝機
能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行う等，B
型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意．
Bcr-Abl チロシンキナーゼ阻害剤の投与により B 型肝炎ウ
イルスの再活性化の発現がある ③ QT 間隔延長の恐れ又
はその既往(QT間隔延長の発現) 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊
婦〉有益のみ 〈授乳婦〉非推奨 〈小児〉臨床試験は未実施
相互 CYP 2 C 9 に対する阻害作用を示す 〈併用注意〉1)
イトラコナゾール(内用液)：本剤の有効性減弱．内用液以外
のイトラコナゾール製剤への代替を考慮(当該薬剤に含まれ
るヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリンが消化管内で
本剤の包接により，本剤の吸収が低下し，血中濃度低下) 2)
CYP 2 C 9 の基質となる薬剤(ワルファリン，フェニトイン，
セレコキシブ等)：当該薬剤の副作用増強．患者の状態を慎
重に観察し，副作用発現に十分注意(本剤のCYP 2 C 9 阻害
により当該薬剤の血中濃度を上昇) 3)QT 間隔延長を起こ
すことが知られている薬剤(クラリスロマイシン，ハロペリ
ドール，メサドン等)：QT間隔延長の発現又は悪化．患者の
状態を慎重に観察(共にQT間隔延長に関連する副作用を有
する)
副作用 〈重大〉1)骨髄抑制〔血小板減少症(24.4％)，好中
球減少症(17.9％)，発熱性好中球減少症，貧血(5.1％)等〕
2)膵炎(膵炎，リパーゼ増加，アミラーゼ増加等) 3)QT間
隔延長 4)感染症(肺炎等) 5)血管閉塞性事象(脳梗塞，心
筋虚血等) 〈その他〉1)感染症及び寄生虫症(上気道感染，下
気道感染，インフルエンザ) 2)代謝及び栄養障害(脂質異常
症，食欲減退) 3)神経系障害(頭痛，浮動性めまい) 4)眼障
害(ドライアイ，霧視) 5)心臓障害(動悸，駆出率減少) 6)
血管障害(高血圧) 7)呼吸器，胸郭及び縦隔障害(胸水，呼吸
困難，非心臓性胸痛，咳嗽) 8)胃腸障害(悪心，下痢，嘔吐，
腹痛) 9)肝胆道系障害(肝酵素上昇，血中ビリルビン増加)
10)皮膚及び皮下組織障害(発疹，蕁麻疹，光線過敏症) 11)
筋骨格系及び結合組織障害(筋骨格痛，関節痛) 12)一般・全
身障害及び投与部位の状態(疲労，瘙痒症，浮腫，発熱) 13)
臨床検査(血中CK増加)
動態 (40 mg 単回)Cmax：943 ng/mL Tmax：2 時間
T½：12.6 時間
作用 ABL のチロシンキナーゼ活性を阻害する低分子化合
物．ABL のミリストイルポケットに結合することで BCR-
ABL 融合蛋白のリン酸化を阻害し，下流のシグナル伝達分
子のリン酸化の阻害により腫瘍増殖抑制作用を示す
構造式 アシミニブ塩酸塩　分子量 486.30
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保存 25℃以下 規制 劇 処方箋 RMP 全例調査

[眼科用 VEGF/Ang-2 阻害剤 抗 VEGF/抗 Ang-2 ヒト化
二重特異性モノクローナル抗体〕

新様式ファリシマブ(遺伝子組換え)
faricimab (genetical recombination)

バビースモVabysmo (中外)
硝子体内注射液：28.8 mg/0.24 mL/V(120 mg/mL)
￥バビースモ：硝子体内注射液(￥163,894/6 mg/0.05
mL/V)
適応 1中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 2
糖尿病黄斑浮腫 注意 治療開始に際し，視力等の予後を考慮
し投与の要否を判断
用法 1 6.0 mg(0.05 mL)を 4 週毎に 1 回，連続 4 回(導
入期)硝子体内投与．症状により投与回数を適減．その後の
維持期においては 16 週毎に 1 回，硝子体内投与．症状によ
り投与間隔を適宜調節，8 週以上あける 2 6.0 mg(0.05
mL)を 4 週毎に 1回，連続 4回硝子体内投与．症状により投
与回数を適減．その後は投与間隔を徐々に延長し 16 週毎に
1 回硝子体内投与．症状により投与間隔を適宜調節，4 週以
上あける 注意 ①臨床試験においては両眼治療は未実施．
両眼に治療対象となる病変がある場合は，両眼同時治療の有
益性と危険性を慎重に評価の上，投与．尚初回治療における
両眼同日投与は避け，片眼での安全性を十分に評価の上で対
側眼の治療を行う ②1導入期の投与回数については，疾患
活動性の評価に基づき連続 3回とすることも考慮．又維持期
においては定期的に疾患活動性を評価し，疾患活動性を示唆
する所見が認められた場合は，投与間隔を 8 週又は 12 週と
する等を考慮 ③2投与開始後，投与回数に関わらず治療反
応性に応じて投与間隔を徐々に延長することを考慮．その後
は定期的に疾患活動性を評価し，疾患活動性を示唆する所見
が認められた際は，投与間隔を 4週，8週又は 12 週とする等
を考慮

禁忌 1)過敏症 2)眼又は眼周囲に感染，或いは感染の疑い
(眼内炎等の重篤な副作用が発現) 3)眼内に重度の炎症(炎
症の悪化)
注意 〈基本〉①網膜疾患に関する専門知識を有し，硝子体
内注射の投与手技に関する十分な知識・経験のある眼科医の
みが投与 ②硝子体内注射に際し使用される薬剤(消毒薬，
麻酔薬，抗菌点眼薬及び散瞳薬等)への過敏症の既往に関し
事前に十分な問診を行う ❸硝子体内注射の際には，次の点
に注意すると共に，投与手技に起因する有害事象として結膜
出血，眼圧上昇，眼痛，眼の異物感，硝子体浮遊物が報告→
注意 a)硝子体内注射は無菌条件下で行う(手術用手指消毒
を行い，滅菌手袋，ヨウ素系洗眼殺菌剤，滅菌ドレープ及び
滅菌開瞼器等を使用) b)投与前に適切な麻酔と眼周囲の皮
膚，眼瞼及び眼表面の消毒の為の広域局所抗菌薬を投与 c)
添付の専用フィルター付き採液針は硝子体内注射には絶対に
使用しない d)過量投与を防ぐ為，投与量が 0.05 mL であ
ることを投与前に確認 e)眼内炎，眼内炎症，裂孔原性網膜
剥離，網膜裂孔等の発現がある．当該事象を示唆する症状が
認められた際には，直ちに連絡するよう指導 ④硝子体内注
射により眼圧の一過性の上昇がある．投与後，眼圧及び視神
経乳頭血流を適切に観察及び管理 ❺硝子体内注射後，一時
的な視覚障害がある為，視機能が十分に回復するまで→
運転不可 ⑥定期的に有効性を評価し，視力予後の改善が期
待できない場合には漫然と投与を継続しない 〈適用上〉①
調製時 a)投与前に外箱のまま室温に戻し，室温での保存が
24 時間を超えないように使用 b)振とうしない c)バイア
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ル中に変色や濁り，粒子が認められた際は使用しない ②投
与時 a)硝子体内にのみ投与 b)30 G 程度の眼科用針を使
用 c)1 バイアルは 1 回(片眼)のみの使用 〈その他〉①動
脈血栓塞栓事象：全身の VEGF 阻害に起因する動脈血栓塞
栓事象発現の可能性．新生血管を伴う加齢黄斑変性患者及び
糖尿病黄斑浮腫を対象とした第Ⅲ相試験(各 2 試験の統合解
析)における動脈血栓塞栓事象の発現率は本剤群全体で
2.6％及び 5.2％であった ②抗ファリシマブ抗体：新生血管
を伴う加齢黄斑変性を対象とした第Ⅲ相試験(TENAYA 試
験及び LUCERNE 試験)において 52 週間投与後までの薬剤
誘発性の抗ファリシマブ抗体陽性患者の割合は 11.0％
(77/697 例)，眼内炎症の発現割合は抗ファリシマブ抗体陽性
(投与前の陽性例を含む)患者では 10.7％(9/84 例)，抗体陰
性患者では 1.3％(8/613 例)であった．糖尿病黄斑浮腫を対
象とした第Ⅲ相試験(YOSEMITE 試験及びRHINE試験)に
おいて 56 週間投与後までの薬剤誘発性の抗ファリシマブ抗
体陽性患者の割合は 8.4％(105/1243 例)，眼内炎症の発現割
合は抗ファリシマブ抗体陽性(投与前の陽性例を含む)患者で
は 10.6％(12/113 例)，抗体陰性患者では 0.5％(6/1130 例)
であった
患者背景 〈合併・既往〉①緑内障，高眼圧症 ②脳卒中又
は一過性脳虚血発作の既往等の脳卒中の危険因子がある
〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考
慮して継続又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施
過量投与 〈症状〉眼圧上昇 〈処置〉眼圧を測定し，異常が
認められた際には適切な処置
副作用 〈重大〉1)眼障害〔眼内炎症(ぶどう膜炎，硝子体炎
等)，網膜色素上皮裂孔，眼内炎，裂孔原性網膜剥離及び網膜
裂孔〕→眼内炎症発現例に対して再投与した場合に，同炎症
の再発例が報告 2)脳卒中(虚血性脳卒中，血栓性脳梗塞，ラ
クナ脳卒中) 〈その他〉眼障害(眼圧上昇，硝子体浮遊物，高
眼圧症，角膜擦過傷，眼痛，眼部不快感，結膜出血)
動態 (6.0 mg 単回)Cmax：0.187 g/mL T½：7.24 日
作用 VEGF-A 及び Ang-2 に対するヒト化二重特異性モ
ノクローナル IgG 1 抗体であり，眼疾患における血管新生や
血管漏出に重要な役割を果たす VEGF-A 及び Ang-2 を同
時に阻害することで，新生血管を伴う加齢黄斑変性及び糖尿
病黄斑浮腫に対して治療効果を発揮
保存 2～8℃保存，外箱開封後遮光保存
規制 劇 処方箋 生 RMP

[V2 受容体拮抗剤〕
新様式トルバプタンリン酸エステルナトリウム

tolvaptan sodium phosphate

サムタス Samtasu (大塚)
点滴静注用：8・16 mg/V
￥サムタス：点滴静注用(￥1,160/8 mg/V，￥2,169/16
mg/V)
適応 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全
における体液貯留
用法 16 mg を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注 注意 ①水
排泄を増加させるが，Na排泄を増加させない為，他の利尿
薬(ループ利尿薬，サイアザイド系利尿薬，抗アルドステロン
薬等)と併用して使用 ②経口水分摂取が困難な患者に投与
する場合は，半量(8 mg)から開始し，効果不十分な場合には
翌日以降に 16 mg に増量可．但し投与後 24 時間以内に血清
Na濃度が 10 mEq/L を超えて上昇した翌日には増量しない
③血清Na 濃度が 125 mEq/L 未満，急激な循環血漿量の減

少が好ましくないと判断される患者，高齢者，血清Na濃度
が正常域内で高値の患者に投与する場合は，半量(8 mg)か
らの開始が望ましい ④CYP 3 A 4 阻害剤(イトラコナゾー
ル，フルコナゾール，クラリスロマイシン等)との併用回避が
望ましい．やむを得ず併用する際は，本剤の減量或いは低用
量からの開始等を考慮 ⑤体液貯留所見が消失した際には中
止．症状消失後の維持に関する有効性は未確認

▲！警告 急激な水利尿から脱水症状や高Na血症を来し，
意識障害に至る恐れあり．又急激な血清 Na 濃度の上昇に
よる浸透圧性脱髄症候群を来す恐れがある為，入院下で投
与を開始，増量又は再開．特に投与開始日，増量日又は投与
再開日には血清Na濃度を頻回に測定
禁忌 1)過敏症[本剤，類似化合物(トルバプタン等)〕 2)無
尿(効果が期待できない) 3)高 Na 血症(本剤の水利尿作用
により高Na血症が増悪) 4)妊婦･妊娠
注意 〈基本〉①投与初期は過剰な利尿に伴う脱水，高Na
血症等の副作用発現がある．口渇感等の状態を観察し，適切
な水分補給を行い，体重，血圧，脈拍数，尿量等を頻回に測
定 ❷経口水分摂取が可能な患者に対して，本剤の利尿作用
に伴い，口渇，脱水等が発現した際には，水分補給を行うよ
う指導 ③口渇感の持続や脱水症状の際には減量を考慮 ④
投与開始後 24 時間以内に水利尿効果が強く発現．少なくと
も投与開始 4～6 時間後及び 8～12 時間後に血清Na 濃度を
測定．投与開始翌日から 1週間程度は投与終了翌日まで毎日
測定し，その後も投与を継続する場合には適宜測定 ⑤水利
尿作用により循環血漿量の減少を来し，血清 K濃度を上昇
させ，心室細動，心室頻拍の誘発がある．少なくとも投与開
始 4～6 時間後及び 8～12 時間後に血清K濃度を測定．投与
開始翌日から 1週間程度は投与終了翌日まで毎日測定し，そ
の後も投与を継続する場合には適宜測定．投与開始前の血清
K 濃度が正常域を超える患者や正常域内であっても高値の
患者では特に注意 ⑥投与初期から重篤な肝機能障害の発現
がある．投与開始前に肝機能検査を実施し，少なくとも投与
開始 2週間は投与終了翌日まで頻回に肝機能検査を行う．や
むを得ず，その後も投与を継続する場合には適宜検査 ❼め
まい等があるので転倒に注意→運転注意 ⑧体液貯留状態が
改善しない場合は漫然と投与を継続しない ⑨目標体重(体
液貯留状態が良好にコントロールされている時の体重)に
戻った場合は漫然と投与を継続しない 〈適用上〉①調製時
a)生食又は 5％ブドウ糖 50 mL を用いて用時溶解及び希釈
して使用 b)本剤 1 バイアルに生食又は 5％ブドウ糖 4mL
を加え溶解し，溶解液は全量注射筒に抜き取り，直ちに点滴
静注用ボトル又はバッグに戻して希釈 c)溶解時はゆっく
りと 1～2 回転倒混和し，泡立たないようにする d)希釈後
は速やかに使用 e)他剤と配合した時に配合変化する(混
濁，浮遊物等)薬剤がある．変色又は異物を認める際は投与
しない．又配合変化試験データを参照 ②投与時 a)1 時間
かけて点滴静注．急速静注(ボーラス)は行わない b)変色
又は異物を認める際は投与しない c)同一の点滴ルートを
使用し，他剤を投与する際は配合変化する(混濁，浮遊物等)
薬剤がある為，配合変化試験データを参照 〈その他〉①適応
外であるが，トルバプタン経口剤において，常染色体優性多
発性囊胞腎を対象とした第Ⅲ相国際共同試験で，トルバプタ
ン 60～120 mg/日又はプラセボを 3年間投与した結果，基準
値上限の 2倍を超える総ビリルビン上昇，かつ基準値上限の
3 倍を超える血清 ALT 上昇又は血清 AST 上昇がトルバプ
タン群の 2 例に確認．又基準値上限の 2.5 倍を超える ALT
上昇の発現頻度がプラセボ群と比較してトルバプタン群で高
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かった〔トルバプタン群 960 例中 47 例(4.9％)，プラセボ群
483 例中 6 例(1.2％)〕．尚トルバプタン群における基準値上
限の 3 倍を超える ALT 上昇の多くは投与開始 3～14ヵ月の
間に確認 ②適応外であるが，トルバプタン経口剤におい
て，常染色体優性多発性囊胞腎を対象とした第Ⅲ相国際共同
試験で，トルバプタン群はプラセボ群と比較して皮膚の新生
物の発現率が高かった〔基底細胞癌：トルバプタン群 0.8％
(8/961 例)，プラセボ群 0.2％(1/483 例)，悪性黒色腫：トル
バプタン群 0.2％(2/961 例)，プラセボ群 0％(0/483 例)〕．
トルバプタン経口剤との関連性は全ての症例で否定され，日
本人での発現はなかった
患者背景 〈合併・既往〉①経口水分摂取が困難：水分出納
バランスを適切に管理する為，次の点に注意(投与初期及び
増量時には過剰な利尿に伴う脱水，高Na 血症等の副作用)
a)輸液等による体液管理 b)尿量と水分摂取量(輸液量を含
む)を投与開始 2時間後までは 1時間毎，8時間後までは 2時
間毎，増量時には投与開始後 4時間後及び 8時間後を目安に
確認し，水分出納バランスに応じて輸液量を調節．その後も
投与を継続する場合には毎日水分出納バランスを確認 c)
体重，血圧，脈拍数等を頻回に測定し，状態を観察 d)増量
時には少なくとも投与開始 4～6 時間後及び 8～12 時間後に
血清 Na 濃度及び血清 K 濃度を測定 ②血清 Na 濃度 125
mEq/L 未満：24 時間以内に 12 mEq/L を超える上昇の際に
は中止(急激な血清Na 濃度の上昇により浸透圧性脱髄症候
群を来す) ③重篤な冠動脈疾患又は脳血管疾患(急激な利尿
が現れた場合，急速な循環血漿量減少，血液濃縮を来し，血
栓塞栓症誘発) ④高 K血症(水利尿作用により高 K血症が
増悪) 〈腎〉①重篤な腎障害(利尿に伴う腎血流量の減少に
より腎機能が更に悪化) ②腎機能障害(eGFR 60 mL/
分/1.73 m2 未満)(高 K血症の発現リスクが高まる) 〈生殖〉
避妊(女性) 〈妊婦〉禁忌 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続
又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施 〈高齢〉①急激な利尿
が現れた場合，急速な循環血漿量減少，血液濃縮を来し，血
栓塞栓症誘発 ②慎重に(一般に生理機能が低下．脱水症状
を起こしやすい) ③高Na血症発現
相互 トルバプタンのプロドラッグ．トルバプタンは主と
して肝代謝酵素CYP 3 A 4 によって代謝され，P糖蛋白の基
質であると共に P 糖蛋白への阻害作用を有する 〈併用注
意〉1)CYP 3 A 4 阻害作用を有する薬剤〔ケトコナゾール(経
口剤：国内未発売)，イトラコナゾール，フルコナゾール，ク
ラリスロマイシン等，グレープフルーツジュース〕：代謝酵素
の阻害によりトルバプタンの作用が増強．当該薬剤との併用
回避が望ましい(トルバプタンの代謝酵素である CYP 3 A 4
を阻害し，トルバプタンの血漿中濃度を上昇) 2)CYP 3 A 4
誘導作用を有する薬剤(リファンピシン等，セイヨウオトギ
リソウ含有食品)：代謝酵素の誘導によりトルバプタンの作
用が減弱．本剤投与時は当該薬剤及び食品を摂取しないこと
が望ましい(トルバプタンの代謝酵素であるCYP 3 A 4 を誘
導し，トルバプタンの血漿中濃度を低下) 3)ジゴキシン：ト
ルバプタンによりジゴキシンの作用が増強(トルバプタンは
P 糖蛋白を阻害し，ジゴキシンの血漿中濃度を上昇) 4)P
糖蛋白阻害作用を有する薬剤(シクロスポリン等)：トルバプ
タンの作用が増強(当該薬剤の P糖蛋白阻害により，トルバ
プタンの排出抑制の為，血漿中濃度が上昇) 5)K製剤，K保
持性利尿薬(スピロノラクトン，トリアムテレン等)，抗アル
ドステロン薬(エプレレノン等)，ACE 阻害薬(エナラプリル
等)，ATⅡ受容体拮抗薬(ロサルタン等)，レニン阻害薬(ア
リスキレン等)：血清 K 濃度が上昇(本剤の水利尿作用によ
り循環血漿量の減少を来し，相対的に血清 K 濃度が上昇)

6)バソプレシン誘導体(デスモプレシン)：本剤によりバソプ
レシン誘導体の止血作用が減弱(トルバプタンのバソプレシ
ン V2-受容体拮抗作用により，血管内皮細胞からの von
Willebrand 因子の放出が抑制)
過量投与 〈処置〉血液透析は有効ではない
副作用 〈重大〉1)腎不全(重度の腎障害) 2)血栓塞栓症
(急激な利尿により血液濃縮を来した場合，血栓症及び血栓
塞栓症を誘発) 3)高 Na 血症：水利尿作用により血液濃縮
を来し，高Na血症の発現があり，意識障害を伴うこともあ
る．投与中は，飲水量，尿量，血清Na濃度及び口渇，脱水等
の症状の観察を十分に行う．口渇感の持続，脱水等がみられ
た場合には，減量又は中止し，症状に応じて輸液を含めた水
分補給等の適切な処置を行う．又正常域を超える血清Na濃
度の上昇がみられた場合には，直ちに中止し，症状に応じて，
輸液を含めた水分補給等の適切な処置を行う 4)急激な血清
Na 濃度上昇：水利尿作用により，急激な血清Na 濃度上昇
の発現がある．これにより麻痺，発作，昏睡等に至るような
浸透圧性脱髄症候群を来す恐れがある．投与中は血清Na濃
度及び体液量の観察を十分に行う．投与後 24 時間以内に 12
mEq/L を超える等の血清Na 濃度の急激な上昇の際には直
ちに中止し，症状に応じて，輸液を含めた水分補給等の適切
な処置を行う 5)急性肝不全，肝機能障害：AST, ALT,
γ-GTP, Al-P，ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害が現
われ，急性肝不全に至ることがある．又肝機能障害が回復す
るまでは頻回な血液検査の実施等観察を十分に行う 6)
ショック，アナフィラキシー[ショック，アナフィラキシー
(全身発赤，血圧低下，呼吸困難等)〕 7)過度の血圧低下，心
室細動，心室頻拍 8)汎血球減少，血小板減少 9)高K血症
10)肝性脳症：肝硬変患者の場合，意識障害を伴う肝性脳症の
恐れ 〈その他〉1)精神神経系(頭痛，めまい，不眠症，失神，
意識消失，睡眠障害，嗜眠，傾眠，ナルコレプシー，注意力
障害，感覚鈍麻，不随意性筋収縮，錯感覚，不安，うつ病，
リビドー減退，神経過敏，パニック発作) 2)消化器(口渇，
便秘，悪心，食欲不振，嘔吐，下痢，味覚異常，消化不良，
腹痛，腹部膨満，胃食道逆流性疾患，食道炎，裂孔ヘルニア，
腹部不快感，心窩部不快感，口唇乾燥，鼓腸，胃腸炎，胃炎，
胃腸障害，憩室炎，結腸ポリープ，嚥下障害，消化管運動障
害，舌痛，舌苔，舌変色，口唇炎，口内炎，口の感覚鈍麻，
臍ヘルニア，食欲亢進，呼気臭，痔核，過敏性腸症候群) 3)
循環器(頻脈，血圧低下，起立性低血圧，血圧上昇，動悸，期
外収縮，不整脈，不安定血圧) 4)血液(貧血，Hb低下，平均
赤血球容積増加，血小板減少，白血球増多，好酸球増多) 5)
代謝(脱水，高Ca血症，血中尿酸上昇，糖尿病，高血糖，脂
質異常症，痛風，血液浸透圧上昇，血液量減少症，低K血症，
低Na血症，低血糖，低リン酸血症，CK上昇，血中抗利尿ホ
ルモン増加) 6)腎臓・泌尿器(腎機能障害，頻尿，多尿，血
中クレアチニン上昇，腎臓痛，BUN上昇，血尿，尿浸透圧低
下，尿失禁，尿意切迫，排尿困難，尿閉，乏尿，尿路感染，
膀胱痛，腎結石，シスタチン C 上昇) 7)過敏症(発疹，瘙
痒，蕁麻疹) 8)皮膚(皮膚乾燥，脱毛，ざ瘡，皮膚炎，色素
沈着障害，爪の障害，多汗，乏汗，寝汗) 9)呼吸器(咳嗽，
呼吸困難，鼻咽頭炎，上気道感染，扁桃炎，副鼻腔炎，喘息，
気管支炎，口腔咽頭痛，咽喉乾燥，鼻乾燥，鼻出血，発声障
害) 10)眼(眼乾燥，緑内障，霧視，結膜出血) 11)その他
〔筋痙縮，倦怠感，疲労，多飲症，体重変動(増加，減少)，無
力症，浮腫，筋骨格痛，胸痛，背部痛，関節痛，四肢痛，疼
痛，側腹部痛，冷感，発熱，ほてり，熱感，粘膜乾燥，ウイ
ルス感染，カンジダ症，真菌感染，筋硬直，関節腫脹，勃起
不全，月経過多，不規則月経，乳房囊胞，易刺激性，LDH上
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昇，耳鳴，不正子宮出血〕
動態 (16 mg 単回)トルバプタンリン酸エステル：Cmax：
1,760 ng/mL Tmax：1.02 時間 トルバプタン：Cmax：
209 ng/mL Tmax：1.52 時間
作用 生体内でホスファターゼにより活性の主体であるト
ルバプタンに加水分解される．トルバプタンはバソプレシン
V2-受容体拮抗作用により，腎集合管でのバソプレシンによ
る水再吸収を阻害することで選択的に水を排泄し，電解質排
泄の増加を伴わない利尿作用(水利尿作用)を示す
構造式 トルバプタンリン酸エステルナトリウム　分子量 572.88

O

O

O
H

N

CH3

CH3

N
H

Cl

PO3Na2

及び鏡像異性体

規制 劇 処方箋 RMP

[選択的NK1 受容体拮抗型制吐剤〕
新様式ホスネツピタント塩化物塩酸塩

fosnetupitant chloride hydrochloride

アロカリス Arokaris (大鵬)
点滴静注：235 mg/10 mL/V
￥アロカリス：点滴静注(￥11,276/235 mg/10 mL/V)
適応 抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症
状(悪心，嘔吐)(遅発期を含む) 注意 強い悪心，嘔吐が生じ
る抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)を投与する場合に限り使用
用法 他の制吐剤との併用において 235 mg を抗悪性腫瘍
剤投与 1 日目に 1 回点滴静注 注意 ①抗悪性腫瘍剤投与前
に投与を終了 ②原則としてコルチコステロイド及び 5-
HT3 受容体拮抗型制吐剤と併用して使用 ③コルチコステ
ロイドの用量については，活性本体ネツピタントとコルチコ
ステロイドの薬物相互作用を考慮して適減

禁忌 1)過敏症 2)妊婦･妊娠
注意 〈基本〉活性本体ネツピタントは CYP 3 A に対する
阻害作用を有し，CYP 3 A で代謝される抗悪性腫瘍剤を含
めた併用薬剤と相互作用を起こすことがある．十分注意して
投与 〈適用上〉①調製時：泡立つ為，輸液バッグ等に注入す
る際は緩徐に注入し，静かに転倒混和 ②投与時：30 分かけ
て点滴静注 〈取扱上〉内容液が無色～微黄色の範囲を超え
て着色の際は使用しない
患者背景 〈肝〉中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh ス
コア 7以上)(血中濃度が上昇) 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉
禁忌 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨
床試験は未実施
相互 活性本体ネツピタントは主に CYP 3 A で代謝．又
CYP 3 A 阻害作用を有する 〈併用注意〉1)CYP 3 A を阻害
する薬剤(ケトコナゾール，クラリスロマイシン，フルコナ
ゾール，イトラコナゾール等)：ネツピタントの作用が増強．
強い CYP 3 A 誘導剤との併用は慎重に行う(ネツピタント
の血漿中濃度が上昇) 2)CYP 3 A を誘導する薬剤(リファ
ンピシン，フェニトイン等)：ネツピタントの作用が減弱．強
い CYP 3 A 誘導剤との併用は治療上やむを得ないと判断さ
れる場合を除き回避(ネツピタントの血漿中濃度が低下) 3)
CYP 3 A で代謝される薬剤〔デキサメタゾン，ドセタキセ
ル，シクロホスファミド，エトポシド，ピモジド，ミダゾラ
ム，エリスロマイシン，経口避妊剤(エチニルエストラジオー

ル・レボノルゲストレル)等〕：当該薬剤の作用が増強．デキ
サメタゾンを併用する場合は，同薬の減量等用量に注意(ネ
ツピタントの CYP 3 A 阻害作用により，当該薬剤の血漿中
濃度が上昇)
副作用 〈重大〉ショック，アナフィラキシー 〈その他〉1)
消化器(便秘，下痢，腹部膨満，腹痛，口内乾燥) 2)肝臓
(ALT上昇，肝機能異常，AST上昇，ALP上昇，ビリルビン
上昇) 3)精神神経系(頭痛，めまい) 4)呼吸器(しゃっく
り) 5)循環器(QT 延長，心室性期外収縮，高血圧，潮紅)
6)過敏症(蕁麻疹，湿疹) 7)その他(倦怠感，食欲不振，低
Na血症，低K血症，耳鳴，味覚障害)
動態 (235 mg 単回)ホスネツピタント：Cmax：6,291±
681 ng/mL Tmax：0.36±0.13 時間 T½：0.96±0.45 時
間 ネ ツ ピ タ ン ト：Cmax：852±138 ng/mL Tmax：
0.52±0.06 時間 T½：70.4±22.3 時間
作用 静脈内投与後，速やかに活性本体ネツピタントに代
謝される．ネツピタントはニューロキニン 1(NK1)受容体に
対して選択的な拮抗作用を示す
構造式 ホスネツピタント塩化物塩酸塩　分子量 761.52
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保存 紙箱から取り出して長期間保存した場合は，光によ
り分解又は容易に着色．紙箱から取り出した後は速やかに使
用又は遮光，凍結注意，2～8℃
規制 劇 処方箋 RMP

[直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤〕
新様式アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)

andexanet alfa(genetical recombination)

オンデキサOndexxya (アレクシオン)
静注用：200 mg/V
￥オンデキサ：静注用(￥338,671/200 mg/V)
適応 直接作用型第Xa因子阻害剤(アピキサバン，リバー
ロキサバン又はエドキサバン)投与中の患者における生命を
脅かす又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和
注意 1)直接作用型第 Xa 因子阻害剤(アピキサバン，リバー
ロキサバン又はエドキサバン)の種類，最終投与時の 1 回投
与量，最終投与からの経過時間，患者背景(直接作用型第Xa
因子阻害剤の薬物動態に影響する可能性がある腎機能等)等
から，直接作用型第Xa因子阻害剤による抗凝固作用の発現
期間であることが推定される患者にのみ使用 2)アピキサバ
ン，リバーロキサバン又はエドキサバン以外の抗凝固剤によ
る抗凝固作用の中和には使用しない
用法 直接作用型第Xa因子阻害剤の種類，最終投与時の 1
回投与量，最終投与からの経過時間に応じて，次のA又はB
法により静脈内投与 ① A 法：400 mg を 30 mg/分で静脈
内投与し，続いて 480 mg を 4 mg/分で 2 時間静注 ② B
法：800 mg を 30 mg/分で静脈内投与し，続いて 960 mg を
8 mg/分で 2 時間静注 注意 ①直接作用型第Xa因子阻害剤
の種類，最終投与時の 1回投与量，最終投与からの経過時間
に応じて，次の通り投与 a)アピキサバン 2.5，5 mg 1. 8
時間未満又は不明：A法 b)アピキサバン 10 mg，不明 1.
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8 時間未満又は不明：B法 c)アピキサバン 2.5，5，10 mg，
不明 1. 8 時間以上：A 法 d)リバーロキサバン 10，15
mg，不明 1. 8 時間未満又は不明：B法 2. 8 時間以上：A
法 e)エドキサバン 15，30，60 mg，不明 1. 8 時間未満又
は不明：B法 2. 8 時間以上：A法 ②再出血又は出血継続
に対する追加投与の有効性・安全性は未確立→他の止血処置
を検討

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉①医学的に適切と判断される標準的対症療法
の実施と共に使用 ②止血後は血栓塞栓症リスク低減の為，
十分に観察し，抗凝固療法の再開の有益性と再出血のリスク
を評価の上，できる限り速やかに適切な抗凝固療法の再開を
考慮 〈検査〉抗第Xa因子活性測定法によっては，第Xa因
子阻害剤がアンデキサネットαから解離することにより，高
い抗第Xa因子活性が検出されアンデキサネットαの中和活
性が大幅に過小評価される可能性．治療モニタリングは止血
の達成，再出血及び有害事象(血栓塞栓性イベント)等の臨床
パラメータに基づき行う〈適用上〉①調製時 a)投与に必要
なバイアル数を準備．無菌的に調製 b)20 G 以上の注射針
を装着した注射筒を用いて，1バイアルあたり 20 mLの注射
用水で溶解し，10 mg/mLの濃度とする c)注射針をゴム栓
の中央に刺入し，気泡が生じないように注射用水をバイアル
の壁面に沿って流れるように静かに注入 d)バイアルを立
てた状態でゆっくりと溶液を回転させて完全に溶解．バイア
ルは振とうしない e)溶解液は無色～微黄色の澄明～わず
かに乳白光を呈する液．溶解液に微粒子や変色がないか目視
で確認．微粒子又は変色が認められた際には使用しない f)
20 G 以上の注射針を装着した注射筒を用いて，投与量に応
じて必要量の溶解液をバイアルから採取．バイアルから採取
した溶解液は希釈せずに使用．点滴バッグによる投与の際は
ポリオレフィン製又はポリ塩化ビニル製の点滴バッグの使用
が望ましい g)用時調製し，調製後は速やかに使用．又残液
は廃棄 ②投与時 a)輸液ポンプ又はシリンジポンプを用
い，蛋白結合性の低い 0.2 又は 0.22 m のインラインフィ
ルター(ポリエーテルスルホン製等)を通して投与 b)他の
薬剤と混合しない 〈その他〉①第 Xa 因子阻害剤治療中の
日本人を含む臨床試験で，本剤投与後 30 日目又は 45 日目の
アンデキサネットα及び第Xa因子に対する抗体測定例にお
ける陽性率は各々 8.0％(25/314 例)及び 0.3％(1/287 例)で
あり，何れも中和抗体は未確認 ②本剤はヘパリンの抗凝固
作用阻害の可能性．手術前の投与により手術中のヘパリン抵
抗性を示した症例が海外で報告
患者背景 〈合併・既往〉血栓塞栓症のリスクが高い：次の
ような患者等では血栓塞栓症の危険性が増大→治療上の有益
性と危険性を考慮して投与の可否を判断(臨床試験で除外)
①出血性イベントの発現前 7日以内に乾燥濃縮人プロトロン
ビン複合体製剤，遺伝子組換え活性型血液凝固第VII 因子製
剤，全血製剤，新鮮凍結血漿又は血漿分画製剤の投与を受け
た ②出血性イベントの発現前 2週間以内に血栓塞栓症又は
播種性血管内凝固の診断を受けた 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳
婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨床試験は未実
施
副作用 〈重大〉1)血栓塞栓症(虚血性脳卒中，脳血管発作，
心筋梗塞，肺塞栓症，脳梗塞，塞栓性脳卒中，心房血栓症，
深部静脈血栓症，脳虚血，急性心筋梗塞，頸静脈血栓症，一
過性脳虚血発作，腸骨動脈閉塞等) 2)infusion reaction
(潮紅，熱感，咳嗽，呼吸困難等) 〈その他〉1)心臓障害(心
停止) 2)一般・全身障害及び投与部位の状態(発熱)

動態 (400 mg 単回)Cmax：62.4 g/mL T½：3.9 時間
作用 ヒト第 Xa 因子の遺伝子組換え改変デコイ蛋白質．
活性部位のセリンをアラニンに置換している為，血液凝固因
子としての酵素活性がない．高い親和性で直接作用型第 Xa
因子阻害剤であるアピキサバン，リバーロキサバン，エドキ
サバンへ結合し抗凝固活性を中和
保存 凍結回避，2～8℃ 規制 処方箋 生 RMP 全例調査

[ムコ多糖症VII 型治療剤〕
新様式ベストロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

vestronidase alfa (genetical recombination)

メプセヴィMepsevii (アミカス)
点滴静注：10 mg/5 mL/V
￥メプセヴィ：点滴静注液(￥259,932/10 mg/5 mL/V)
適応 ムコ多糖症VII 型 注意 中枢神経系症状への有効性
は認められていない
用法 1 回体重 1 kg あたり 4 mg を隔週点滴静注 注意 ①
生食で希釈後に投与．輸液ポンプを用い，総量を 4時間以上
かけて投与．初めの 1 時間で総量の 2.5％を投与し，その後
忍容性を十分確認しながら投与速度を上げて投与 ② infu-
sion reaction(蕁麻疹，発疹等)の発現がある．当該症状の
軽減の為，抗ヒスタミン剤を単独又は解熱鎮痛剤との併用で
本剤投与開始 30～60 分前に前投与

▲！警告 1)infusion reaction，アナフィラキシー発現の可
能性があるので，緊急時に十分な対応のできる準備をした
上で投与を開始し，投与中及び投与終了後は十分に観察．
又重篤な infusion reaction，アナフィラキシー発現の際は
直ちに中止し適切な処置 2)急性熱性疾患又は呼吸器疾患
患者に投与した場合，過敏症反応により症状の急性増悪の
可能性があるので，十分に観察し，必要に応じて適切な処置
禁忌 アナフィラキシーショックの既往
注意 〈基本〉①蛋白質製剤であり，重篤なアナフィラキ
シー反応の発現の可能性がある為，観察を十分に行い，異常
が認められた際には直ちに中止し適切な処置．又当該症状の
発現に備え，緊急処置を取れる準備をしておく ② infu-
sion reaction(蕁麻疹，発疹等)発現の可能性．発現の際に
は投与速度を下げるか，一旦中止し，適切な薬剤治療(抗ヒス
タミン剤，解熱鎮痛剤，副腎皮質ホルモン剤等)や緊急処置を
行う ③脊髄，頸髄圧迫はムコ多糖症VII 型患者に認められ
る重篤な合併症であり，投与により頸部及び脊椎の可動が改
善した際に脊髄損傷を引き起こす可能性．脊髄圧迫又は頸部
不安定の徴候や症状(頸部痛，背部痛，四肢脱力，反射の変
化，尿・便失禁等)を観察し，適切な処置 ❹本剤のワーキン
グセルバンク調製時に使用されたウシ胎児血清について，由
来するウシの管理に関する情報が遡及不能であるが，伝達性
海綿状脳症(TSE)に対する理論的なリスク評価を行い，一定
の安全性を確保する目安に達していることを確認．又投与に
より TSE が伝播したとの報告はない．以上より TSE 伝播
のリスクは極めて低いものと考えられるが，TSE 伝播の理
論的リスクを完全には否定できない為，治療上の必要性を十
分に検討した上で投与．投与に際してはその旨を患者及び家
族に説明することを考慮 〈適用上〉①調製時 a)体重に基
づき投与量を算出し，投与に必要なバイアル数を決定 b)冷
蔵庫より必要なバイアルを取り出し，室温になるまで放置
c)調製前に目視にてバイアルを確認し，変色又は異物が認め
られる際は使用しない d)生食で倍量に希釈した後に投与
する為，本剤の投与量と同容量の生食を準備 e)本剤の必要
量をバイアルから抜き取り，必要量の生食が入った点滴バッ
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グにゆっくり添加し，静かに混和．急激な振盪は回避 f)本
剤には防腐剤が含まれていない為，希釈後は速やかに使用．
希釈後直ちに使用できない場合は 2～8℃で保存し 36 時間以
内に使用 g)他剤と混合しない h)各バイアルは一回限り
の使用 ②投与時 a)蛋白質を吸着しにくい 0.2 mインラ
インフィルターを通して投与 b)輸液ポンプを用いて総量
を 4時間以上かけて投与．初めの 1時間で総量の 2.5％を投
与し，その後速度を上げて投与 〈取扱上〉振盪を回避 〈そ
の他〉蛋白質製剤であり，本剤に対する IgG抗体産生の可能
性がある．海外臨床試験で 23 例中 18 例，国内臨床試験で 3
例中 2例に抗ベストロニダーゼアルファ抗体の産生が認めら
れた．中和抗体は海外臨床試験の 11 例に確認
患者背景 〈合併・既往〉① Na 摂取制限中[1 バイアル中
39.4 mg の塩化 Na を含有し，投与時は生食(9 mg/mL：
0.9％)を用いて倍量に調製される．Na摂取制限の必要な患
者への投与は注意〕 ②急性熱性疾患又は呼吸器疾患(投与前
及び投与中は観察し，必要に応じて適切な処置．又投与日を
遅らせることを考慮．過敏症反応によって症状の急性増悪が
起こる可能性) ③過敏症の既往 〈腎〉臨床試験は未実施
〈肝〉臨床試験は未実施 〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性
を考慮して継続又は中止 〈小児〉1 歳未満の臨床試験は未実
施 〈高齢〉慎重に
副作用 〈重大〉infusion reaction，アナフィラキシー：呼
吸窮迫，チアノーゼ，酸素飽和度低下，血圧低下等→中止し，
解熱鎮痛剤，抗ヒスタミン剤，副腎皮質ホルモン剤の投与及
び気道確保等の適切な処置 〈その他〉1)胃腸(下痢) 2)皮
膚及び皮下組織(蕁麻疹，発疹，瘙痒症) 3)一般・全身(注入
部位血管外漏出，注入部位腫脹)
動態 (4 mg/kg 単 回) Cmax ： 14.5±5.05 g/mL
Tmax：3.92 時間 T½：3.01±0.783 時間
作用 ムコ多糖症 VII 型はライソゾーム酵素であるβ-グ
ルクロニダーゼ(GUS)の遺伝子変異による常染色体劣性遺
伝疾患である．GUS はグリコサミノグリカン(GAG)のデ
ルマタン硫酸，コンドロイチン硫酸及びヘパラン硫酸のグル
クロニダーゼ残基を加水分解するが，ムコ多糖症VII 型では
GUSが欠損或いは欠乏の為，GAGが蓄積し，胎児水腫，骨
変形等を呈する．遺伝子組換えGUS製剤である本剤をムコ
多糖症 VII 型患者に投与すると，オリゴ糖鎖上にあるマン
ノース 6-リン酸(M 6 P)部分を介して酵素が細胞表面のM 6
P 受容体と特異的に結合して細胞内に取り込まれ蓄積した
GAGを分解
保存 凍結回避，開封後は遮光，2～8℃
規制 生 処方箋 RMP 全例調査

[遺伝子組換え酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症治療剤〕
新様式オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

olipudase alfa(genetical recombination)

ゼンフォザイム Xenpozyme (サノフィ)
点滴静注用：20 mg/V
￥ゼンフォザイム：点滴静注用(￥570,420/20 mg/V)
適応 酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症 注意 1)乳児内
臓神経型に対する有効性・安全性は未検討 2)中枢神経系症
状に対する有効性は未確認
用法 次の用量漸増法に従い，開始用量及びその後の用量
を隔週点滴静注．維持用量は 1 回体重 1 kg あたり 3 mg
成人 ①初回投与(初日)0.1 mg/kg ② 2 回目投与(2 週目)
0.3 mg/kg ③ 3 回目投与(4 週目)0.3 mg/kg ④ 4 回目投
与(6 週目)0.6 mg/kg ⑤ 5 回目投与(8 週目)0.6 mg/kg

⑥ 6 回目投与(10 週目)1 mg/kg ⑦ 7 回目投与(12 週目)2
mg/kg ⑧ 8 回目以降の投与(14 週目以降)3 mg/kg 小児
①初回投与(初日)0.03 mg/kg ② 2 回目投与(2 週目)0.1
mg/kg ③ 3 回目投与(4 週目)0.3 mg/kg ④ 4 回目投与(6
週目)0.3 mg/kg ⑤ 5 回目投与(8 週目)0.6 mg/kg ⑥ 6
回目投与(10 週目)0.6 mg/kg ⑦ 7 回目投与(12 週目)1
mg/kg ⑧ 8 回目投与(14 週目)2 mg/kg ⑨ 9 回目以降の
投与(16 週目以降) 3 mg/kg 注意 ① Body mass index
(BMI)30 を超える患者では，次の計算式で示すBMI 30 に相
当する体重を用いて投与量を決定 投与量の算出に用いる体
重(kg)＝ 30 ×[身長(m)〕2 ②初回投与時には投与前 1ヵ月
以内，用量漸増期間中及び休薬後の投与再開時には次回の投
与前 72 時間以内に肝機能検査を行う．又ALT又はASTが
基準範囲上限の 2 倍超の場合は投与終了後 72 時間以内にも
肝機能検査を行う．投与前及び投与後の ALT 又は AST が
初回投与前の値を超え，かつ基準範囲上限を超えた場合は，
次回投与時の減量又は休薬を検討 ③注射用水で溶解し，生
食を用いて希釈した後に投与．投与速度は次を参考に infu-
sion reaction が発現していないことを確認しながら投与
a)成人 1. 投与量：0.1 mg/kg，投与時間：おおよそ 35 分
ア)投与速度：ステップ 1：20 mL/時間，15～25 分間 イ)投
与速度：ステップ 2：60 mL/時間，10～20 分間 2. 投与量：
0.3～3 mg/kg，投与時間：おおよそ 220 分 ア)投与速度：
ステップ 1：3.33 mL/時間，15～25 分間 イ)投与速度：ス
テップ 2：10 mL/時間，15～25 分間 ウ)投与速度：ステッ
プ 3：20 mL/時間，15～25 分間 エ)投与速度：ステップ 4：
33.33 mL/時間，155～165 分間 b) 小児 1. 投与量：0.03
mg/kg，投与時間：おおよそ 18 分 ア)投与速度：0.1
mg/kg/時間 2. 投与量：0.1 mg/kg，投与時間：おおよそ
35 分 ア)投与速度：ステップ 1：0.1 mg/kg/時間，15～25
分間 イ)投与速度：ステップ 2：残りの投与は 0.3 mg/kg/
時間 3. 投与量：0.3 mg/kg，投与時間：おおよそ 60 分
ア)投与速度：ステップ 1：0.1 mg/kg/時間，15～25 分間
イ)投与速度：ステップ 2：0.3 mg/kg/時間，15～25 分間
ウ)投与速度：ステップ 3：残りの投与は 0.6 mg/kg/時間
4. 投与量：0.6 mg/kg，投与時間：おおよそ 80 分 ア)投与
速度：ステップ 1：0.1 mg/kg/時間，15～25 分間 イ)投与
速度：ステップ 2：0.3 mg/kg/時間，15～25 分間 ウ)投与
速度：ステップ 3：0.6 mg/kg/時間，15～25 分間 エ)投与
速度：ステップ 4：残りの投与は 1mg/kg/時間 5. 投与量：
1 mg/kg，投与時間：おおよそ 100 分 ア)投与速度：ステッ
プ 1：0.1 mg/kg/時間，15～25 分間 イ)投与速度：ステッ
プ 2：0.3 mg/kg/時間，15～25 分間 ウ)投与速度：ステッ
プ 3：0.6 mg/kg/時間，15～25 分間 エ)投与速度：ステッ
プ 4：残りの投与は 1mg/kg/時間 6. 投与量：2 mg/kg，投
与時間：おおよそ 160 分 ア)投与速度：ステップ 1：0.1
mg/kg/時間，15～25 分間 イ)投与速度：ステップ 2：0.3
mg/kg/時間，15～25 分間 ウ)投与速度：ステップ 3：0.6
mg/kg/時間，15～25 分間 エ)投与速度：ステップ 4：残り
の投与は 1mg/kg/時間 7. 投与量：3 mg/kg，投与時間：
おおよそ 220 分 ア)投与速度：ステップ 1：0.1 mg/kg/時
間，15～25 分間 イ)投与速度：ステップ 2：0.3 mg/kg/時
間，15～25 分間 ウ)投与速度：ステップ 3：0.6 mg/kg/時
間，15～25 分間 エ)投与速度：ステップ 4：残りの投与は 1
mg/kg/時間 ④投与予定日から 3 日を超えた時点で休薬と
みなし，休薬後に投与を再開する場合は次を参考に投与．投
与再開後は再開後の投与日から隔週投与 a)用量漸増期に
休薬した場合の次回の投与量(何れの場合でも投与再開以降
は用量漸増法に従って投与．又投与量が 0.3 又は 0.6

2022 年 5 月 25 日収載

73

新
薬



mg/kg である場合は，用量漸増法に従って当該用量を 2 回
投与) 1. 1 回休薬した場合：忍容性が認められた最後の投
与量 2. 2 回連続して休薬し，かつ 0.3 mg/kg の投与をこ
れまでに受けている場合：忍容性が認められた最後の投与量
から 1 段階減量した投与量(但し最小用量は 0.3 mg/kg)
3. 2 回以上連続して休薬し，かつこれまでに 0.3 mg/kg の
投与を受けていない場合：初回投与量 4. 3 回以上連続して
休薬し，かつ 0.3 mg/kg の投与をこれまでに受けている場
合：0.3 mg/kg b)維持期に休薬した場合の次回の投与量
1. 1 回休薬した場合：維持用量(3 mg/kg) 2. 2 回連続して
休薬した場合：2mg/kg で投与を再開し，その後は維持用量
(3 mg/kg)を投与 3. 3 回以上連続して休薬した場合：0.3
mg/kg で投与を再開し，それ以降は用量漸増法に従って投
与(0.3 及び 0.6 mg/kg については当該用量を 2回投与)

▲！警告 infusion reaction，アナフィラキシーの発現の可
能性．緊急時に十分な対応のできる準備をした上で投与を
開始し，投与終了後も十分な観察を行う．重篤な当該事象
発現の際には，速やかに中止し処置
禁忌 アナフィラキシーショックの既往
注意 〈基本〉①蛋白質製剤であり，重度の過敏症又はアナ
フィラキシーが起こる可能性が否定できない．用量漸増期に
おいては特に観察を十分に行い，異常が認められた際には速
やかに中止し，適切な処置．又当該症状の発現に備え，緊急
処置を取れる準備をしておく．重度の過敏症又はアナフィラ
キシー発現後の再投与については，有益性と危険性を考慮し
て決定．再投与が必要な場合は低用量で投与速度を下げた上
で忍容性を確認しながら投与 ②投与中又は投与後 24 時間
以内に infusion reaction の発現がある．投与中及び投与終
了後も観察．infusion reaction が発現した際は，投与速度
の減速又は一時中止，適切な薬剤治療(解熱鎮痛剤，副腎皮質
ホルモン剤等)，もしくは緊急処置を行う ③ ALT 又は
ASTの上昇→定期的に肝機能検査を行う 〈適用上〉①調製
時 a)体重に基づいて投与量を算出し，投与に必要なバイア
ル数を決定 b)冷蔵庫より投与に必要な数のバイアルを取
り出し，室温になるまで放置 c)バイアルに注射用水 5.1
mL をバイアルの内壁に沿ってゆっくり注入し，静かに溶解
(濃度 4 mg/mL)．バイアルの振とう等は回避 d)溶解後に
目視にてバイアル内を確認し，異物や変色が認められる際は
使用しない．溶解後，直ちに使用できない場合は 2～8℃で最
長 24 時間又は 25℃以下で最長 12 時間保存可 e)投与量に
基づいて必要な量の溶解液をバイアルから抜き取り，次の容
量(mL)となるよう，シリンジ又は輸液バッグを用いて生食
で希釈．実体重に基づく容量(mL)については，最終濃度が
0.1 mg/mL になるよう決定．又シリンジ又は輸液バッグを
静かに混和し，振とうしない 1. 体重 3 kg 以上 10 kg 未満
ア)0.03 mg/kg：実体重に基づく イ)0.1 mg/kg：実体重に
基づく ウ)0.3 mg/kg：5 mL エ)0.6 mg/kg：10 mL オ)
1 mg/kg：20 mL カ) 2 mg/kg：50 mL キ) 3 mg/kg：50
mL 2. 体重 10 kg 以上 20 kg 未満 ア)0.03 mg/kg：実体
重に基づく イ)0.1 mg/kg：5 mL ウ)0.3 mg/kg：10 mL
エ) 0.6 mg/kg ： 20 mL オ) 1 mg/kg ： 50 mL カ) 2
mg/kg：75 mL キ)3 mg/kg：100 mL 3. 体重 20 kg 以上
(18 歳 未 満 の 小 児) ア) 0.03 mg/kg：5 mL イ) 0.1
mg/kg：10 mL ウ)0.3 mg/kg：20 mL エ)0.6 mg/kg：50
mL オ) 1 mg/kg：100 mL カ) 2 mg/kg：200 mL キ) 3
mg/kg：250 mL 4. 成人(18 歳以上) ア)0.1 mg/kg：20
mL イ) 0.3 mg/kg ： 100 mL ウ) 0.6 mg/kg ： 100 mL
エ) 1 mg/kg ： 100 mL オ) 2 mg/kg ： 100 mL カ) 3

mg/kg：100 mL f)希釈後は速やかに使用．尚希釈後，直ち
に使用できない場合は 2～8℃で最長 24 時間保存可．その後
25℃以下で 12 時間以内に使用 g)他剤との混合を行わない
h)各バイアルは一回限りの使用．未使用の溶解薬液は廃棄
②投与時 a)蛋白質を吸着しにくい 0.2 m のインライン
フィルターを用いて投与 b)他剤との混注を行わない 〈そ
の他〉①本剤に対する IgG 抗体産生の可能性がある．臨床
試験において，酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症患者では
42.4％(25/59 例：成人 13/39 例，小児 12/20 例)に抗オリプ
ダーゼα抗体の産生が認められ，そのうち 28.0％(7/25 例：
成人 3/13 例，小児 4/12 例)で中和抗体の産生が確認 ②酸
性スフィンゴミエリナーゼノックアウトマウスに用量漸増法
を用いずに投与．スフィンゴミエリンの急速な分解に伴うセ
ラミド等の異化代謝産物の蓄積に起因すると考えられる毒性
所見(心拍数低下，血圧低下，炎症誘発性サイトカインの上
昇，肝細胞及び副腎の炎症，変性，壊死及びアポトーシス等)
や，死亡した個体も認められたが，用量漸増法を用いて投与
した場合，忍容性が認められた
患者背景 〈合併・既往〉①過敏症の既往 ② Infusion re-
action の既往 〈肝〉ALT又はAST上昇の可能性 〈妊婦〉
有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小
児〉1 歳未満の臨床試験は未実施 〈高齢〉慎重に
相互 〈併用注意〉1)定型抗精神病薬(クロルプロマジン
等)：本剤の作用減弱(酸性スフィンゴミエリナーゼの活性阻
害) 2)三環系抗うつ薬(イミプラミン等)：本剤の作用減弱
(酸性スフィンゴミエリナーゼの活性阻害) 3)カチオン性両
親媒性抗ヒスタミン薬(ロラタジン，デスロラタジン，エバス
チン，クレマスチン等)：本剤の作用減弱(酸性スフィンゴミ
エリナーゼの活性阻害)
副作用 〈重大〉Infusion reaction(55.9％)，アナフィラキ
シー(1.7％)：投与中又は投与終了後 24 時間以内に，頭痛，
蕁麻疹，発熱，悪心，嘔吐等の infusion reaction 及びアナ
フィラキシーの発現がある．当該症状発現の際，投与速度の
減速又は一時中止，適切な薬剤治療(副腎皮質ホルモン剤，解
熱鎮痛剤，抗炎症剤等)，もしくは緊急処置を行う 〈その他〉
1)血液及びリンパ系(リンパ節痛) 2)免疫系(過敏症) 3)神
経系(頭痛，浮動性めまい，嗜眠，片頭痛) 4)心臓(動悸)
5)血管(潮紅，低血圧) 6)呼吸器(呼吸困難，咳嗽) 7)消化
器(悪心，嘔吐，腹痛，上腹部痛，下痢，腹部不快感，下腹部
痛，アフタ性潰瘍，消化不良，鼓腸) 8)肝胆道系(肝臓痛)
9)皮膚(蕁麻疹，瘙痒症，発疹，紅斑，斑状皮疹，斑，丘疹)
10)骨格筋系(筋肉痛，関節痛，筋骨格系胸痛，背部痛，関節
腫脹，頸部痛，四肢痛，骨痛，筋痙縮，筋骨格不快感) 11)
腎及び尿路(腎臓痛) 12)全身及び局所反応(発熱，疲労，悪
寒，無力症，非心臓性胸痛，疼痛) 13)臨床検査(C-反応性
蛋白増加，ALT増加，AST増加，血中ビリルビン増加，血清
フェリチン増加，体温上昇，プロトロンビン時間延長，体重
増加)
動態 (3 mg/kg 隔週反復，18 歳以上)：Cmax：35.6±
9.49 g/mL Tmax：4.12 時間
作用 ヒト酸性スフィンゴミエリナーゼの遺伝子組換え製
剤であり，脾臓，肝臓，骨髄，肺，腎臓等の単核-マクロ
ファージ系細胞に蓄積するスフィンゴミエリンを加水分解．
本剤は血液脳関門を通過せず，中枢神経系症状の改善は期待
されない
保存 2～8℃ 規制 劇 処方箋 生 RMP 全例調査

[遺伝性血管性浮腫発作抑制用 血漿カリクレイン阻害剤/完
全ヒト型抗ヒト血漿カリクレインモノクローナル抗体〕
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新様式ラナデルマブ(遺伝子組換え)
lanadelumab(genetical recombination)

タクザイロ Takhzyro (武田)
皮下注シリンジ：300 mg/2 mL/シリンジ
￥タクザイロ：皮下注シリンジ(￥1,288,729/300 mg/2
mL/シリンジ)
適応 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制 注意 臨床
試験において，侵襲を伴う処置による急性発作の発症抑制に
対する有効性及び安全性は未検討
用法 成人及び 12 歳以上の小児には 1 回 300 mg を 2 週間
隔で皮下注．継続的に発作が観察されず，症状が安定してい
る場合には 1回 300 mg を 4 週間隔で皮下注も可

禁忌 過敏症
注意 〈基本〉❶急性発作の治療を目的に使用しないことを
患者又は家族に十分に説明し，理解を得た上で使用 〈適用
上〉①投与時 a)皮膚が敏感，皮膚に異常のある部位(傷，発
疹，発赤，硬結等)には投与しない b)投与前に内容物を目
視により確認．異物又は変色が認められる際は使用しない
c)腹部，大腿部又は上腕部に 1回の投与でシリンジ内の全量
を皮下投与 d)1 回で全量を使用する製剤．再使用しない
〈その他〉①臨床試験において本剤に対する抗体の産生が報
告．抗体産生を認めた症例数は少なく，抗体産生による薬物
動態，薬力学，有効性・安全性への影響は明らかでない(外国
データ) ②海外臨床試験において，本剤群 220 例中 10 例
(4.5％)で基準値上限の 1.5 倍を上回る活性化部分トロンボ
プラスチン時間(aPTT)の延長を確認．aPTT が延長した
10 例のうち，出血に関連する有害事象を 2例に確認．又基準
値上限の 2倍を上回るプロトロンビン時間(国際標準比)の延
長は 4 例(1.8％)に確認．プロトロンビン時間(国際標準比)
が延長した 4例のうち，出血に関連する有害事象を 1例に確
認．国内臨床試験では本剤群 12 例中基準値上限の 1.5 倍を
上回る aPTT の延長又は基準値上限の 2 倍を上回るプロト
ロンビン時間(国際標準比)の延長は何れも認められなかった
患者背景 〈妊婦〉妊B1 有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮
して継続又は中止 〈小児〉低出生体重児，新生児，乳児，幼
児又は 12 歳未満の国内臨床試験は未実施
副作用 〈重大〉アナフィラキシー 〈その他〉1)投与部位

〔注射部位反応(疼痛，紅斑，内出血，不快感，血腫，出血，
瘙痒感，腫脹，硬結，異常感覚，反応，熱感，浮腫，発疹)
(52.4％)〕 2)過敏症(瘙痒症，不快感，舌のピリピリ感) 3)
臨床検査(ALT 増加，AST 増加) 4)筋・骨格系(筋肉痛)
5)神経系(浮動性めまい) 6)皮膚(斑状丘疹状皮疹)
動態 (300 mg 単回)Cmax：21.91 g/mL Tmax：5.67
日 T½：15.51 日
作用 活性化された血漿カリクレインの基質切断活性に対
する阻害薬であり，遺伝性血管性浮腫の急性発作の原因とな
るブラジキニンの過剰な放出を抑制
保存 1)遮光の必要がある為，外箱に入れて保存 2)凍結
回避，2～8℃，冷蔵庫から出した後は 25℃以下で保存し 14
日以内に使用
規制 処方箋 生 RMP 全例調査

[ヒト化抗ヒト IL-31 受容体Aモノクローナル抗体〕
新様式ネモリズマブ(遺伝子組換え)

nemolizumab(genetical recombination)

ミチーガMitchga (マルホ)
皮下注用シリンジ：60 mg(過量充填として 75 mg)/シ

リンジ
￥ミチーガ：皮下注用シリンジ(￥117,181/60 mg/シリ
ンジ)
適応 アトピー性皮膚炎に伴う瘙痒(既存治療で効果不十分
な場合に限る) 注意 1)ステロイド外用剤やタクロリムス外
用剤等の抗炎症外用剤及び抗ヒスタミン剤等の抗アレルギー
剤による適切な治療を一定期間施行しても，瘙痒を十分にコ
ントロールできない患者に投与 2)瘙痒治療薬であり，瘙痒
が改善した場合も含め，投与中はアトピー性皮膚炎に対して
必要な治療を継続 3)原則投与時にはアトピー性皮膚炎の病
変部位の状態に応じて抗炎症外用剤を併用 4)投与時も保湿
外用剤を継続使用
用法 成人及び 13 歳以上の小児には 1 回 60 mg を 4 週間
の間隔で皮下注 注意 投与後に皮膚症状の悪化を確認．当
該症状の悪化の際には継続の可否について慎重に検討

▲！警告 本剤に関する十分な知識と適応疾患の治療の知
識・経験をもつ医師が使用
禁忌 過敏症
注意 〈基本〉❶次の点について患者に説明し，理解したこ
とを確認の上で投与 a)瘙痒の治療薬である為，アトピー性
皮膚炎の治療を継続 b)瘙痒が改善した場合もアトピー性
皮膚炎の治療を怠らない 〈検査〉投与によりアトピー性皮
膚炎の炎症症状とは一致しない一過性の血清 TARC値の上
昇を確認．投与開始から一定期間は血清 TARC 値をアト
ピー性皮膚炎の短期病勢マーカーとして使用できないことに
留意 〈適用上〉①調製時 a)デュアルチャンバーシリンジ
の使用にあたっては，添付文書巻末の【操作方法】を熟読．
シリンジが損傷の場合は使用しない b)溶解後の薬液が均
質になるように，注射針側を上に向けて 60 秒以上左右に振
とうし，溶解させる．薬剤の溶け残りがある場合は再度左右
に振とうし，溶解させる c)溶解後，直ちに投与．直ちに投
与できない場合は室温で保存し，4時間以内に投与 ②投与
時 a)溶解液で調製後の薬液は無色～微黄色の液となる．
変色や不溶物を認めた際には使用しない b)注射針は 22～
27 G を使用 c)投与部位は腹部，大腿部又は上腕部．同一
箇所へ繰り返しの注射は回避 d)正常な皮膚の部位に注射．
皮膚が敏感な部位，皮膚に損傷，打撲や傷のある部位，アト
ピー性皮膚炎の強い炎症を伴う部位には注射しない e)本
剤の使用は 1回限りとし，使用後は廃棄
患者背景 〈合併・既往〉長期ステロイド内服療法中：投与
開始後に経口ステロイド剤を急に中止しない．経口ステロイ
ド剤の減量が必要な場合には，医師の管理の下徐々に行う
〈妊婦〉有益のみ 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止
〈小児〉13 歳未満の臨床試験は未実施
副作用 〈重大〉1)重篤な感染症(ウイルス，細菌，真菌等に
よる重篤な感染症) 2)重篤な過敏症〔アナフィラキシー(血
圧低下，呼吸困難，蕁麻疹等)等〕 〈その他〉1)皮膚〔アト
ピー性皮膚炎(18.5％)，脱毛症，紅斑，蕁麻疹，中毒疹，ざ
瘡，湿疹，尋常性疣贅，自家感作性皮膚炎，落屑〕 2)感染症
〔皮膚感染症(ヘルペス感染，蜂巣炎，膿痂疹，二次感染等)
(18.8％)，上気道炎，胃腸炎，結膜炎〕 3)注射部位〔注射部
位反応(内出血，紅斑，腫脹等)〕 4)その他(血清 TARC 上
昇，好酸球増加，頭痛，末梢性浮腫，アレルギー性結膜炎，
咳嗽，腹痛，倦怠感，回転性めまい，血中CPK増加，高尿酸
血症，発熱)
動態 (60 mg 単回)Cmax：5.74 g/mL Tmax：7日
作用 ヒト化抗ヒト IL-31 受容体 A(IL-31 RA)モノクロー
ナル抗体であり，IL-31 と競合的に IL-31 RA に結合するこ
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とにより，IL-31 の受容体への結合及びそれに続く細胞内へ
のシグナル伝達を阻害し，瘙痒を抑制
保存 外箱開封後遮光 規制 劇 処方箋 生 RMP

[アトピー性皮膚炎治療剤〕
新様式ジファミラスト difamilast

モイゼルトMoizerto (大塚)
軟膏(10 g/本)：0.3・1％
￥モイゼルト：軟膏(￥142/0.3％/g，￥152.1/1％/g)
適応 アトピー性皮膚炎
用法 成人 1％製剤を 1 日 2 回適量を患部に塗布 小児
0.3％製剤を 1 日 2 回適量を患部に塗布．症状に応じて 1％
製剤を 1 日 2 回適量を患部に塗布可 注意 ①塗布量は皮疹
の面積 0.1 m2 あたり 1 g を目安 ② 1％製剤で治療開始 4
週間以内に症状の改善が認められない際は中止 ③症状が改
善した際には継続投与の必要性を検討し，漫然と長期に使用
しない ④小児に 1％製剤を使用し，症状が改善した際は
0.3％製剤への変更を検討

禁忌 過敏症
注意 〈適用上〉薬剤投与時 ①粘膜，潰瘍，明らかに局面
を形成しているびらん等への塗布は回避 ❷万が一，眼に
入った際は直ちに水で洗い流す 〈その他〉①雄ラット(皮
下)において臨床曝露量の 116 倍の曝露で精巣上体・精囊腺・
前立腺萎縮，精子数低値，精子運動性低下，精子形態異常率
の高値，未処置雌との交配において交尾率・受胎率の低下及
び着床前死亡率の高値が報告 ②雌ラット(皮下)において臨
床曝露量の 263 倍の曝露で交尾率・受胎率の低値が報告
患者背景 〈合併・既往〉皮膚感染症：皮膚感染部位を避け
て使用．尚やむを得ず使用する際には予め適切な抗菌剤，抗
ウイルス剤，抗真菌剤による治療，若しくはこれらとの併用
を考慮 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉非推奨 〈授乳婦〉有益
性を考慮して継続又は中止 〈小児〉低出生体重児，新生児，
乳児又は 2歳未満の幼児→臨床試験は未実施
副作用 〈その他〉皮膚(色素沈着障害，毛包炎，瘙痒症，膿
痂疹，ざ瘡，接触皮膚炎)
動態 (0.3％ 1 日 2 回 14 日 間) Cmax：0.506±0.348
ng/mL Tmax：4.12 時間 T½：19.3±7.5 時間
作用 ホスホジエステラーゼ(PDE)4 の活性を阻害．PDE
4 は多くの免疫細胞に存在し，cAMPを特異的に分解する働
きをもつ．炎症細胞の細胞内 cAMP 濃度を高め種々のサイ
トカイン及びケモカイン産生の制御により皮膚の炎症を抑制
構造式 ジファミラスト　分子量 446.44
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保存 遮光 規制 処方箋 RMP

2022 年 3 月薬事分科会承認
[抗ウイルス剤〕

新様式モルヌピラビルmolnupiravir

ラゲブリオ Lagevrio (MSD)
カプセル：200 mg

適応 SARS-CoV-2 による感染症 注意 1)臨床試験にお

ける主な投与経験を踏まえ，SARS-CoV-2 による感染症の
重症化リスク因子を有する等，投与が必要と考えられる患者
に投与．又投与対象については最新のガイドラインも参考に
する 2)重症度の高い SARS-CoV-2 による感染症患者に対
する有効性は未確立
用法 18 歳以上には 1 回 800 mg を 1 日 2 回 5 日間経口
注意 SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速や
かに投与を開始．臨床試験において症状発現から 6日目以降
に投与を開始した有効性を裏付けるデータはない

禁忌 1)過敏症 2)妊婦･妊娠
注意 〈その他〉①本薬及びN-ヒドロキシシチジン(NHC)
の細菌を用いた変異原性試験の結果は陽性．しかしげっ歯類
を用いた 2種の変異原性試験(Pig-a 試験及び Big Blue トラ
ンスジェニック動物を用いた cII 遺伝子座における試験)を
実施した結果，変異原性は認められなかった．In vitro 小核
試験及びラットを用いた小核試験の結果は陰性 ② 3ヵ月間
投与毒性試験において，NHCの AUCに基づく臨床曝露量
の 5.4 倍に相当する用量の投与で急速に成長しているラット
の大腿骨及び脛骨に骨端軟骨成長板の肥厚が確認．同様の変
化はラットの 1ヵ月間投与試験(曝露量は上記試験と同程度)
並びにマウス(臨床曝露量の 19 倍までを 1ヵ月間投与)及び
イヌ(臨床曝露量の 1.6 倍までを 14 日間投与)の試験では認
められていない ③イヌにNHCの臨床曝露量の 0.4 倍以上
に相当する用量を投与した際に回復性のある骨髄毒性(全て
の造血系細胞に影響)が確認．本薬を 7 日間投与した際に循
環血の血球系細胞数及び血小板数に軽度の減少，14 日間の投
与で循環血により重度の変化が確認．同様の変化は他の動物
種では認められていない
患者背景 〈生殖〉避妊(女性) 〈妊婦〉禁忌(妊娠ラットの
器官形成期の実験においてNHCの臨床曝露量の 8倍に相当
する用量で催奇形性及び胚・胎児致死，3倍以上に相当する
用量で胎児の発育遅延が確認．又妊娠ウサギの器官形成期の
実験においてNHCの臨床曝露量の 18 倍に相当する用量で
胎児体重の低値が確認) 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又
は中止 〈小児〉18 歳未満の臨床試験は未実施
副作用 〈その他〉1)胃腸障害(下痢，悪心，嘔吐) 2)神経
系障害(浮動性めまい，頭痛) 3)皮膚及び皮下組織障害(発
疹，蕁麻疹，中毒性皮疹)
動態 (800 mg 単回)Cmax：2,770 ng/mL Tmax：1.75
時間
作用 プロドラッグでありNHCに代謝され細胞内に取り
込まれた後，活性型であるNHC-TPにリン酸化．NHC-TP
がウイルス由来RNA依存性 RNAポリメラーゼによりウイ
ルスRNAに取り込まれた結果，ウイルスゲノムのエラー頻
度が増加しウイルスの増殖が阻害
構造式 モルヌピラビル　分子量 329.31
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規制 特例承認医薬品(本邦で特例承認されたものであり，
承認時の有効性，安全性，品質に係る情報は限られており，
引き続き情報を収集中．本剤の使用には予め患者又は代諾者
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にその旨並びに有効性・安全性に関する情報を十分に説明
し，文書による同意を得てから投与) RMP

[抗ウイルス剤〕
新様式ニルマトレルビル・リトナビル

nirmatrelvir・ritonavir

パキロビッドパック Paxlovid pack (ファイザー)
錠：ニルマトレルビル 150 mg・リトナビル 100 mg

適応 SARS-CoV-2 による感染症 注意 1)臨床試験にお
ける主な投与経験を踏まえ，SARS-CoV-2 による感染症の
重症化リスク因子を有する等，投与が必要と考えられる患者
に投与．又投与対象については最新のガイドラインも参考に
2)重症度の高い SARS-CoV-2 による感染症に対する有効性
は未確立
用法 成人及び 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の小児にはニ
ルマトレルビルを 1 回 300 mg 及びリトナビルを 1 回 100
mg を同時に 1日 2 回 5 日間経口 注意 ① SARS-CoV-2 に
よる感染症症状の発現から速やかに投与を開始．臨床試験に
おいて，症状発現から 6日目以降に投与を開始した有効性を
裏付けるデータはない ②中等度の腎機能障害患者(eGFR
30 mL/分以上 60 mL/分未満)には，ニルマトレルビルを 1
回 150 mg 及びリトナビルを 1 回 100 mg 同時に 1 日 2 回 5
日間経口投与．重度の腎機能障害患者(eGFR 30 mL/分未
満)への投与は非推奨

禁忌 1)過敏症 2)次の薬剤を投与中：アンピロキシカム，
ピロキシカム，エレトリプタン，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，アミオダロン，ベ
プリジル，フレカイニド，プロパフェノン，キニジン，リバー
ロキサバン，リファブチン，ブロナンセリン，ルラシドン，
ピモジド，エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルア
ンチピリン，エルゴメトリン，ジヒドロエルゴタミン，メチ
ルエルゴメトリン，シルデナフィル(レバチオ)，タダラフィ
ル(アドシルカ)，バルデナフィル，ロミタピド，ベネトクラ
クス〔再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性
リンパ腫を含む)の用量漸増期〕，ジアゼパム，クロラゼプ酸，
エスタゾラム，フルラゼパム，トリアゾラム，ミダゾラム，
リオシグアト，ボリコナゾール，アパルタミド，カルバマゼ
ピン，フェノバルビタール，フェニトイン，ホスフェニトイ
ン，リファンピシン，セイヨウオトギリソウ含有食品 3)腎
機能又は肝機能障害がありコルヒチンを投与中
注意 〈基本〉❶相互作用を起こすことがある為，服薬中の
全ての薬剤を確認．又治療中に新たに他の薬剤を服用する場
合，事前に相談するよう指導 〈適用上〉①調製時 a)シー
ト 1枚には通常用法・用量の 1日分(朝及び夕方の 2回分)の
ニルマトレルビル錠(計 4錠)及びリトナビル錠(計 2錠)を含
む．中等度の腎機能障害に対する用法・用量が処方された場
合，朝及び夕方の服用分各々からニルマトレルビル錠 2錠の
うち 1錠を取り除き，取り除いた箇所に専用のシールを貼り
付けて交付 ❷交付時 a)シート 1 枚には 1 日分(朝及び夕
方の 2回分)を含む為，1回に服用すべき錠剤を患者に指導．
又中等度の腎機能障害に対する用法・用量が処方された患者
にはシートから不要な錠剤が除かれていることを説明
患者背景 〈合併・既往〉① HIV 感染 a)リトナビルを含
む為，未治療又はコントロール不良のHIV 感染患者に投与
した場合，HIV プロテアーゼ阻害剤に対する耐性が生じる
可能性 b)リトナビル又はコビシスタットを含む抗HIV 療
法と併用する場合，リトナビルの用量調節は不要 〈腎〉①腎

機能障害がありコルヒチン投与中：禁忌(コルヒチンの血中
濃度が上昇) ②中等度の腎機能障害(コルヒチン投与中を除
く)：ニルマトレルビルを減量して投与(ニルマトレルビルの
血中濃度が上昇) ③重度の腎機能障害(コルヒチン投与中の
患者を除く)：非推奨(ニルマトレルビルの血中濃度が上昇，
臨床推奨用量は未検討) 〈肝〉①肝機能障害がありコルヒチ
ンを投与中：禁忌(コルヒチンの血中濃度が上昇) ②肝機能
障害(コルヒチンを投与中を除く)：リトナビルは主に肝代謝
の為，高い血中濃度の持続がある．又トランスアミナーゼの
上昇の合併患者では肝機能障害の増悪がある 〈妊婦〉妊B3
(リトナビル)有益のみ 〈授乳婦〉授乳L5(リトナビル)有益
性を考慮して継続又は中止 〈小児〉臨床試験は未実施
相互 CYP 3 A を強く阻害．又ニルマトレルビル及びリト
ナビルは CYP 3 A の基質．可能な全ての相互作用について
は未検討．併用に際しては用量に留意して慎重に投与 〈併
用禁忌〉1)アンピロキシカム，ピロキシカム，エレトリプタ
ン，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，アミオダロン，ベプリジル，フレカイニド，プ
ロパフェノン，キニジン，リバーロキサバン，リファブチン，
ブロナンセリン，ルラシドン，ピモジド，エルゴタミン・無
水カフェイン・イソプロピルアンチピリン，エルゴメトリン，
ジヒドロエルゴタミン，メチルエルゴメトリン，シルデナ
フィル(レバチオ)，タダラフィル(アドシルカ)，バルデナ
フィル，ロミタピド：不整脈，血液障害，血管攣縮等，当該
薬剤による重篤又は生命に危険を及ぼすような事象の発現→
併用しない(本剤の CYP 450 に対する競合的阻害作用によ
り，併用した場合当該薬剤の血中濃度が大幅に上昇) 2)ベ
ネトクラクス〔再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リ
ンパ球性リンパ腫を含む)の用量漸増期〕：当該薬剤の再発又
は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含
む)の用量漸増期に併用した場合，腫瘍崩壊症候群の発現が
増強(本剤が CYP 3 A における当該薬剤の代謝を競合的に
阻害) 3)ジアゼパム，クロラゼプ酸，エスタゾラム，フルラ
ゼパム，トリアゾラム，ミダゾラム：過度の鎮静や呼吸抑制
等の発現→併用しない(本剤のCYP 450 に対する競合的阻害
作用により，当該催眠鎮静薬及び抗不安薬の血中濃度が大幅
に上昇) 4)リオシグアト：ケトコナゾールとの併用により
リオシグアトの血中濃度が上昇し，クリアランス低下の報告
〔本剤の CYP 450 阻害作用及びトランスポーター(P-gp,
BCRP)阻害作用により同様の相互作用を発現〕 5)ボリコナ
ゾール：当該薬剤の血中濃度低下の報告→併用しない(本剤
のCYP 450 の誘導作用による) 6)アパルタミド：当該薬剤
の血中濃度が上昇し，副作用の増強がある．又本剤の血中濃
度減少により抗ウイルス作用の消失や耐性出現．本剤から
CYP 3 A 阻害作用のない薬剤への代替を考慮．やむを得ず
併用の際には，当該薬剤の減量を考慮すると共に慎重に観察
し，副作用の発現や本剤の効果の減弱に十分注意(本剤が
CYP 3 A による当該薬剤の代謝を競合的に阻害し，当該薬
剤がCYP 3 Aを誘導) 7)カルバマゼピン：当該薬剤の血中
濃度上昇がある．又本剤の血中濃度減少により抗ウイルス作
用の消失や耐性出現(本剤が CYP 3 A による当該薬剤の代
謝を競合的に阻害し，当該薬剤がCYP 3 Aを誘導) 8)フェ
ノバルビタール，フェニトイン，ホスフェニトイン，リファ
ンピシン，セイヨウオトギリソウ含有食品：抗ウイルス作用
の消失や耐性出現(当該薬剤の CYP 3 A 誘導作用によりニ
ルマトレルビル及びリトナビルの濃度が低下) 〈併用注意〉
1)フェンタニル，リドカイン，ダサチニブ，ゲフィチニブ，
ニロチニブ，ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬(ビンブラ
スチン，ビンクリスチン等)，イリノテカン，タモキシフェ
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ン，トレミフェン，エベロリムス，ケトコナゾール(経口剤は
国内未販売)，イトラコナゾール，ミコナゾール，コルヒチ
ン，クラリスロマイシン，エリスロマイシン，クエチアピン，
ブロモクリプチン，Ca 拮抗薬(アムロジピン，ジルチアゼ
ム，フェロジピン，ニカルジピン，ニフェジピン，ニトレン
ジピン，ニルバジピン，ベラパミル等)，ボセンタン，アトル
バスタチン，シンバスタチン，シクロスポリン，タクロリム
ス，サルメテロール，シルデナフィル(バイアグラ)，タダラ
フィル(シアリス，ザルティア)，アルプラゾラム，デキサメ
タゾン，キニーネ：当該薬剤の血中濃度上昇．当該薬剤の副
作用発現がある為，十分な観察を行い慎重に投与し，必要に
応じて減量や休薬等の措置(本剤が CYP 3 A における当該
薬剤の代謝を競合的に阻害) 2)フルチカゾン，ブデソニド，
トリアムシノロンアセトニド：当該薬剤の血中濃度上昇．当
該薬剤との併用においてクッシング症候群，副腎皮質機能抑
制等の報告．併用は治療上の有益性が当該症状発現の危険性
を上回ると判断される場合に限る(本剤が CYP 3 A におけ
る当該薬剤の代謝を競合的に阻害) 3)イブルチニブ，エン
コラフェニブ：当該薬剤の血中濃度が上昇し，副作用増強．
本剤から CYP 3 A 阻害作用のない薬剤への代替を考慮．や
むを得ず併用の際，当該薬剤の減量の考慮と共に慎重に観察
し，副作用の発現に十分注意(本剤がCYP 3 Aにおける当該
薬剤の代謝を競合的に阻害) 4)ベネトクラクス〔再発又は
難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)
の維持投与期，急性骨髄性白血病〕：再発又は難治性の慢性リ
ンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)の維持投与期又
は急性骨髄性白血病に対して，当該薬剤投与中に同薬の副作
用増強．当該薬剤の減量と共に慎重に観察し，副作用の発現
に十分注意(本剤が CYP 3 A における当該薬剤の代謝を競
合的に阻害) 5)ワルファリン：当該薬剤の血中濃度に影響．
頻回な INRのモニタリングの実施が望ましい(肝薬物代謝酵
素の関与が考えられるが機序不明) 6)テオフィリン，エチ
ニルエストラジオール，エストラジオール：当該薬剤の血中
濃度減少．当該薬剤の増量が必要となる場合がある(本剤が
当該薬剤の肝薬物代謝酵素を誘導) 7)フルコナゾール，ホ
スフルコナゾール：本剤の血中濃度上昇(当該薬剤がCYP 3
A における本剤の代謝を競合的に阻害) 8)タバコ：喫煙に
より本剤のAUC減少(機序不明) 9)ジドブジン：当該薬剤
の Cmax 及び AUC が各々減少の報告(本剤がグルクロン酸
抱合促進) 10)ラモトリギン，バルプロ酸：当該薬剤の血中
濃度低下(本剤がグルクロン酸抱合促進) 11)ネビラピン：
本剤の血中濃度減少(ネビラピンが CYP 3 A を誘導) 12)
エファビレンツ：本剤及び当該薬剤の血中濃度上昇．高頻度
に有害事象発生の可能性．臨床検査値等のモニタリングを行
いながら慎重に投与(機序不明) 13)ジゴキシン：当該薬剤
の血中濃度が有意に増加の報告．当該薬剤の血中濃度モニタ
リングを行う等注意(本剤の P-gp 阻害作用) 14)ロペラミ
ド：当該薬剤の血中濃度上昇(本剤の P-gp 阻害作用) 15)
アファチニブ：当該薬剤の血中濃度が上昇し，副作用発現．
本剤は当該薬剤と同時か投与後に投与(本剤の P-gp 阻害作
用) 16)ロスバスタチン：当該薬剤の血中濃度が上昇(本剤
の BCRP 阻害作用が関与) 17)グレカプレビル・ピブレン
タスビル：当該薬剤の血中濃度上昇(本剤の P-gp 又は
BCRP阻害作用) 18)トラゾドン：当該薬剤の血中濃度が上
昇し，悪心，めまい，低血圧，失神の可能性→注意し必要に
応じて当該薬剤の減量等を考慮(本剤が CYP 3 A における
当該薬剤の代謝を競合的に阻害) 19)エトラビリン：当該薬
剤の血中濃度低下の報告(本剤の肝薬物代謝酵素誘導作用)
20)その他のHIV プロテアーゼ阻害薬(アタザナビル等)：当

該薬剤の血中濃度上昇(本剤が CYP 3 A による当該薬剤の
代謝を競合的に阻害) 21)マラビロク：当該薬剤の血中濃度
上昇(本剤が CYP 3 A による当該薬剤の代謝を競合的に阻
害)
副作用 〈重大〉1)肝機能障害 2)中毒性表皮壊死融解症
(TEN)，皮膚粘膜眼症候群 〈その他〉1)神経系障害(味覚不
全，浮動性めまい) 2)血管障害(高血圧) 3)胃腸障害(下
痢・軟便，悪心，嘔吐，消化不良，胃食道逆流性疾患) 4)肝
胆道系障害(ALT 上昇，AST上昇) 5)皮膚及び皮下組織障
害(発疹) 6)筋骨格系及び結合組織障害(筋肉痛)
動態 (ニルマトレルビル 300 mg，リトナビル 100 mg 併
用 下・単回) ニ ルマトレルビル：Cmax：2.21 g/mL
Tmax：3 時 間 T½：6.05±1.79 時 間 リトナビル：
Cmax：359.3 ng/mL Tmax：3.98 時間 T½：6.15±2.24
時間
作用 ニルマトレルビルは SARS-CoV-2 のメインプロテ
アーゼ(Mpro：3 CLプロテアーゼ又は nsp 5 とも呼ばれる)
を阻害し(IC50 ＝ 19.2 nmol/L)，ポリ蛋白質の切断阻止によ
りウイルス複製を抑制．リトナビルは検討した最高濃度(3
mol/L)まで SARS-CoV-2 に対して抗ウイルス活性を示さ
なかった．リトナビルはニルマトレルビルの CYP 3 A によ
る代謝を阻害し，血漿中濃度を増加
構造式 ニルマトレルビル　分子量 499.53
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規制 特例承認医薬品(本邦で特例承認されたものであり，
承認時の有効性，安全性，品質に係る情報は限られており，
引き続き情報を収集中．本剤の使用には予め患者又は代諾者
にその旨並びに有効性・安全性に関する情報を十分に説明
し，文書による同意を得てから投与) 劇 処方箋 RMP

[鉄欠乏性貧血治療剤〕
新様式デルイソマルトース第二鉄

ferric derisomaltose

モノヴァーMonover (日本新薬)
静注：500・1000 mg/5・10 mL/V

適応 鉄欠乏性貧血 注意 経口鉄剤の投与が困難又は不適
当な場合に限り使用
用法 体重 50 kg 以上には，鉄として 1回あたり 1,000 mg
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を上限として週 1 回点滴静注又は鉄として 1 回あたり 500
mg を上限として最大週 2 回緩徐に静注．体重 50 kg 未満に
は，鉄として 1回あたり 20 mg/kg を上限として週 1回点滴
静注又は鉄として 1 回あたり 500 mg を上限として最大週 2
回緩徐に静注．尚治療終了時までの総投与鉄量は患者のHb
濃度及び体重に応じるが鉄として 2,000 mg(体重 50 kg 未満
の成人は 1,000 mg)を上限 注意 ①次を参考に過量投与に
ならないよう，総投与鉄量に注意．又 1回投与鉄量及び投与
間隔は用法・用量を踏まえ適切に設定 a)投与前 Hb 濃度
10 g/dL 以上 1. 40 kg 未満：総投与鉄量(mg)＝[2.2 ×
(16-投与前 Hb 濃度 g/dL)＋ 10〕×(体重 kg) 2. 40 kg 以
上 50 kg 未満：750 mg 3. 50 kg 以上 70 kg 未満：1,000 mg
4. 70 kg 以上：1,500 mg b)投与前 Hb 濃度 10 g/dL 未満
1. 40 kg 未満：総投与鉄量(mg)＝[2.2 ×(16-投与前 Hb 濃
度 g/dL)＋ 10〕×(体重 kg) 2. 40 kg 以上 50 kg 未満：
1,000 mg 3. 50 kg 以上 70 kg 未満：1,500 mg 4. 70 kg
以上：2,000 mg ②分娩後出血に伴う鉄欠乏性貧血の総投
与鉄量の決定には妊娠前の体重，投与前のHb濃度に基づき
算出 ③再治療の必要性は，投与終了後 8 週以降を目安に
Hb濃度，血清フェリチン値，患者の状態等から鉄過剰に留
意して慎重に判断 ④点滴静注の場合は生食で希釈し 15 分
以上かけて投与．静脈内投与の場合は希釈せず若しくは生食
で希釈して 2分以上かけて緩徐に投与

禁忌 1)過敏症 2)鉄欠乏状態にない(鉄過剰を来す)
注意 〈検査〉①血清リン値：投与後に低下する傾向がある．
低リン血症の発現に注意 ②血清フェリチン値：投与後に高
値を示す．投与終了後 4週程度は貯蔵鉄量を正確に反映しな
い可能性があることに注意 〈適用上〉①調製時 a)本剤
(100 mg/mL)を希釈する場合は，生食で用時希釈．点滴静
注の場合は総液量が最大 500 mL まで，静脈内投与の場合は
総液量が最大 20 mLまでとし，鉄として 1mg/mL未満に希
釈してはならない b)本剤のバイアルは 1 回使い切りであ
る．残液をその後の投与に使用しない c)調製後は速やか
に使用．希釈後にやむを得ず保存する場合は室温で保存し，
8時間以内に投与を終了 ②投与時 a)生食以外の輸液や他
の静注用薬剤等との配合又は同じラインでの同時注入は回避
b)血管外に漏出しないよう注意．血管外に漏出した際には，
漏出部位周辺に皮膚の炎症及び長期にわたる色素沈着を起こ
すことがある．血管外漏出が認められた際は適切な処置
〈その他〉鉄として 500 mg 以上投与した場合，血清が褐色を
呈することが報告
患者背景 〈合併・既往〉発作性夜間ヘモグロビン尿症を合
併(溶血を誘発) 〈肝〉肝機能の悪化に注意．鉄過剰により
肝機能障害悪化の可能性．肝機能障害を対象とした臨床試験
は未実施 〈妊婦〉妊B3 有益のみ(海外で胎児の徐脈が報告．
ラット及びウサギを用いた生殖発生毒性試験において胎児の
奇形が認められており，母動物における鉄過剰に伴う毒性の
二次的影響と考えられている．デキストラン鉄が胎児へ移行
することが確認されていることから，本剤も胎児へ移行する
可能性) 〈授乳婦〉有益性を考慮して継続又は中止 〈小児〉
臨床試験は未実施
過量投与 〈症状〉鉄過剰症の発現がある．又長期的な低リ
ン血症により骨軟化症に至ることがある 〈処置〉鉄排泄剤
の投与等，症状に応じて適切な処置
副作用 〈重大〉過敏症(ショック，アナフィラキシー等の重
篤な過敏症) 〈その他〉1)循環器(ほてり) 2)消化器(腹部
不快感，下痢，悪心，腹痛，上腹部痛，便秘) 3)肝臓(肝酵
素上昇，肝機能異常) 4)代謝異常(低リン酸血症，血清フェ

リチン増加，高フェリチン血症，食欲減退) 5)筋骨格系(関
節痛，背部痛，筋肉痛) 6)精神神経系(頭痛，傾眠) 7)呼吸
器(呼吸困難) 8)皮膚(蕁麻疹，湿疹，紅斑，瘙痒症，発疹，
皮膚変色) 9)その他(発熱，倦怠感，月経過多，溢出，注射
部位変色，顔面浮腫，疲労，血圧上昇，CRP増加)
動態 (500 mg 単回)Cmax：208 g/mL Tmax：0.25 時
間 T½：22.8 時間
作用 鉄とデルイソマルトースの複合体であり，静脈内投
与後は細網内皮系の細胞に取り込まれる．デルイソマルトー
スから分離した鉄はトランスフェリンと結合して骨髄へと運
搬されHb合成に利用される
保存 凍結回避 規制 処方箋 RMP
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