医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ
平成１７年６月

東和薬品株式会社
この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しまして下記内容にご留意下さいますようお願い申し上げます。

１．使用上の注意改訂内容（３ページに改訂後の「使用上の注意」を記載しておりますので、併せてご参照下さい。）
改訂箇所

改

訂

内

容

（下線部改訂箇所）

「禁忌」
改訂 デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアル
コール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシ
スを施行中の患者
「併用禁忌」
改訂 デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアル
コール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシ
スの施行〔臨床症状・措置方法：血圧低下、潮紅、嘔気、嘔吐、腹痛、しび
れ、熱感、呼吸困難、頻脈等のショック症状を起こすことがある。 機序・
危険因子：陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプト
ファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートにより
血中キニン系の代謝が亢進し、ブラジキニン産生が増大する。更に ACE 阻害
薬はブラジキニンの代謝を阻害するため、ブラジキニンの蓄積が起こるとの
考えが報告されている。〕
「その他の副作用」
追記 低血糖
「重大な副作用」
改訂 呼吸困難を伴う顔面、舌、声門、喉頭の腫脹を症状とする血管浮腫があらわ
れることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、エピネフリ
ン注射、気道確保等適切な処置を行うこと。また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢
等を伴う腸管の血管浮腫があらわれることがあるので、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。

２．改訂理由
平成17 年 6 月15 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課 事務連絡に基づき「使用上の注意」の項を
改訂致しました。（

：実線部）

なお、自主改訂も致しました。（

３．解

：点線部）

説

1）従来より「禁忌」、「併用禁忌」の項には「デキストラン硫酸セルロースを用いた吸着器による
アフェレーシス施行」に関する記載をして注意喚起していましたが、今回一部のアンジオテン
シン変換酵素阻害剤においてトリプトファン固定化ポリビニールアルコール、ポリエチレンテ
レフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシス施行においても血圧低下などの症例が集積
されたことから、本剤においても同様におこりうることが予測されるため、「禁忌」
、
「併用禁忌」
の項にその旨を記載し、注意喚起致しました。
〈参考文献〉
田沼厚人ほか：日本腎臓学会誌，2002；44（6）：649
2）従来より「その他の注意」の項に低血糖に関する注意を記載しています。
この度、市販されているアンジオテンシン変換酵素阻害剤において複数例の「低血糖」の症例
が集積され、かつ、その半数例が「その他の注意」の項に記載した以降に報告されていたこと
から、今回「低血糖」を「その他の副作用」の項に移動し、一層の注意喚起を致しました。
3）国内・海外を含めて血管浮腫の症例が集積されており、「腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管
の血管浮腫があらわれる」との報告があることから、本剤においてもその旨を記載し注意喚起
致しました。
〈参考文献〉
Schmidt TD, et al.：Am J Med Sci, 2002；324（2）：106-108

■使用上の注意（下線部改訂箇所）（改訂項目のみ記載）
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2)血管浮腫の既往歴のある患者（アンジオテンシン
変換酵素阻害剤等の薬剤による血管浮腫、遺伝性
血管浮腫、後天性血管浮腫、特発性血管浮腫等)
［高度の呼吸困難を伴う血管浮腫を発現すること
がある。］

2)併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等

臨床症状・措置方法

カリウム保持性 血清カリウム値が上 本剤はアンジオテ
利尿剤

昇することがある。

トン

査をするなど注意す ロンの分泌を低下

トリアムテレ ること。

させるため、カリ

ン

ウム排泄を減少さ

3)デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプト
ファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチ

塩化カリウム

せることが考えら
れる。
危険因子：腎機能

レンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェ
がある。
］（「相互作用」の項参照）

障害のある患者
利尿降圧剤、利 初回投与後、一過性 利尿降圧剤の投与
尿剤

4)アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム
膜（AN69 Ⓡ ）を用いた血液透析施行中の患者［ア

の急激な血圧低下を 中や減塩療法、血

ヒドロクロロ 起こすことがある。 液透析の治療中に
チアジド

少量から投与を開始 はレニン-アンジオ
するなど慎重に投与 テンシン系が亢進

ナフィラキシー様症状を発現することがある。］

すること。(｢重要な しており、アンジ

（「相互作用」の項参照）

基本的注意｣の項参 オテンシンⅡの産

5)妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、

照)

産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

現行のとおり

ることが考えられ
る。
リチウム

２．重要な基本的注意

炭酸リチウム

現行のとおり

リチウム中毒が報告 本剤のナトリウム
されているので、血 排泄作用により、
中リチウム濃度に注 リチウムの蓄積が

３．相互作用

意すること。
臨床症状・措置方法

機序・危険因子

アドレナリン作 降圧作用が増強され 機序は不明

デキストラン硫酸 血圧低下、潮紅、嘔 陰性に荷電したデ

動性ニューロン ることがある。

固定化セルロー 気、嘔吐、腹痛、し キストラン硫酸固

遮断薬

ス、トリプトファ びれ、熱感、呼吸困 定化セルロース、

硫酸グアネチ

ン固定化ポリビ 難、頻脈等のショッ トリプトファン固

ジン

ニルアルコール ク症状を起こすこと 定化ポリビニルア
又はポリエチレ がある。

ルコール又はポリ

ンテレフタレー

エチレンテレフタ

トを用いた吸着

レートにより血中

器によるアフェ

キニン系の代謝が

レーシスの施行：

亢進し、ブラジキ

リポソーバーⓇ

ニン産生が増大す

イムソーバー

る。更に ACE 阻害

TR Ⓡ

薬はブラジキニン

セ ルソ ー バ Ⓡ

の代謝を阻害する

等

ため、ブラジキニ

ニトログリセリン 降圧作用が増強され 機序は不明
ることがある。
非ステロイド性 本剤の降圧作用が減 インドメタシンは
消炎鎮痛剤

弱されることがある。 血管拡張作用を有

インドメタシン

するプロスタグラ

等

ンジン E 2 、I 2 の生
成を抑制するため、
本剤のプロスタグ
ランジン生成促進
作用による降圧作
用を減弱させる可

ンの蓄積が起こる

能性があると考え

との考えが報告さ

られている。

れている。
アクリロニトリル アナフィラキシー様 陰性荷電したAN69Ⓡ

リファンピシン

酸ナトリウム膜を がある。

ンの産生が刺激さ

用いた透析

れ、また更に本剤
はブラジキニンの
代謝を抑制するこ
とによると考えら
れる。

本剤の降圧作用が減 機序は不明
弱されることがある。

メタリルスルホン 症状を発現すること によりブラジキニ

AN69

おこると考えられ
ている。

1)併用禁忌（併用しないこと）

Ⓡ

生が抑制されると、
降圧作用を増強す

１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

薬剤名等

ンシンⅡ産生を抑

スピロノラク 血清カリウム値の検 制し、アルドステ

カリウム補給剤

レーシスを施行中の患者［ショックを起こすこと

機序・危険因子

カリジノゲナーゼ 本剤との併用により 本剤のキニン分解
製剤

過度の血圧低下が引 抑制作用とカリジ
き起こされる可能性 ノゲナーゼ製剤の
がある。

キニン産生作用に
より、血中キニン
濃度が増大し血管
平滑筋の弛緩が増
強される可能性が
ある。

■使用上の注意（下線部改訂箇所）（改訂項目のみ記載）
４．副作用

2)その他の副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確とな

次のような症状又は異常が現れた場合には、投与を

る調査を実施していない。

中止するなど適切な処置を行うこと。

1)重大な副作用（頻度不明）
次のような副作用が現れることがあるので、症状が現

頻度不明
腎臓

れた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
(1)血管浮腫：呼吸困難を伴う顔面、舌、声門、喉頭

血液

の腫脹を症状とする血管浮腫が現れることがある

皮膚

ので、このような場合には直ちに投与を中止し、
エピネフリン注射、気道確保等適切な処置を行う

精神神経系

こと。
また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管の血

循環器

管浮腫が現れることがあるので、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。
(2)ショック：ショックが現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、直

消化器

こと。

光線過敏症､多汗、脱毛、発疹、

抑うつ、めまい、頭痛、眠気、いらいら感、
不眠、
低血圧、動悸、起立性低血圧、胸痛、調律障
害(頻脈、徐脈)
舌炎、便秘、腹痛、食欲不振、嘔気、嘔吐、
下痢、消化不良、口内炎、

咳嗽、咽(喉)頭炎、喘息、嗄声
耳鳴、筋肉痛、

その他

血液障害が現れることがあるので、定期的に検査
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、直ちに適切な処置を行うこと。

れ、インポテンス、血清ナトリウム値低下、
低血糖

５．高齢者への投与
現行のとおり
現行のとおり
７．小児等への投与
現行のとおり
８．過量投与

(6)膵炎：血中のアミラーゼ、リパーゼの上昇等が現

現行のとおり

れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認

９．適用上の注意

められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

現行のとおり

(7)間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部Ｘ線異

10．その他の注意

常等を伴う間質性肺炎が現れることがあるので、

現行のとおり

このような症状が現れた場合には、本剤の投与を
直ちに中止し適切な処置を行うこと。
(8)

脱性皮膚炎、中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、

皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、天
疱瘡：

怠感、ほてり、発熱、潮

紅、口渇、味覚異常、疲労、脱力感、しび

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(5)汎血球減少症、無顆粒球症、血小板減少：重篤な

脱性皮膚炎、中毒性表皮壊死症（Lyell

症候群）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson
症候群）、天疱瘡が現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、直ち
に適切な処置を行うこと。
(9)錯乱：錯乱が現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、直ちに適切
な処置を行うこと。
(10)肝機能障害、肝不全：肝機能障害、肝不全が現
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、直ちに適切な処置を行うこと。
(11)高カリウム血症：重篤な高カリウム血症が現れ
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、直ちに適切な処置を行うこと。

痒、蕁麻疹

呼吸器

れた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
定期的に検査を実施するなど、観察を十分に行う

血、白血球減少、好酸球増多

AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、黄疸

(3)心筋梗塞、狭心症：心筋梗塞、狭心症が現れるこ

(4)急性腎不全：急性腎不全が現れることがあるので、

ヘモグロビン低下、ヘマトクリット低下、貧

肝臓

ちに適切な処置を行うこと。
とがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら

BUN 上昇、クレアチニン上昇

