
―医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。―

使用上の注意改訂のお知らせ

2007年４月

ファイザー株式会社

No.’07－04

指定医薬品、処方せん医薬品

この度、標記製品の添付文書の「使用上の注意」を次の通り自主改訂致しますのでご案

内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前

【改訂内容】

MKS277027

片頭痛治療剤

Migsis� Tablets 5mg
塩酸ロメリジン錠

【使用上の注意】

4.副作用

調査症例数3,769例中、副作用発現症例は149例（3.95

％）であり、副作用発現件数は延べ230件であった。

その主なものは、ALT（GPT）上昇17件（0.45％）、
眠気14件（0.37％）、めまい14件（0.37％）、AST（GOT）
上昇13件（0.34％）、悪心12件（0.32％）であった。

（再審査申請時）

（1）重大な副作用

抑うつ（0.1～１％未満）：抑うつがあらわれる

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。

（2）省略

【使用上の注意】

4.副作用

調査症例数972例中、副作用発現症例は39例（4.0％）

であり、副作用発現件数は延べ52件であった。その

主なものは、眠気、めまい、ふらつき、悪心、ほて

り感各３件（0.3％）等、また、臨床検査値の変動

では、ALT（GPT）上昇2.2％（18/822件）、AST（GOT）
上昇1.7％（14/821件）、γ-GTP上昇1.4％（11/759
件）、LDH上昇1.1％（9/793件）、Al-P上昇0.9％（7/804
件）等であった。（承認時までの調査の集計）

（1）重大な副作用

抑うつ（頻度不明）：抑うつ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。

（2）省略
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【改訂理由】

自主改訂

「副作用」の項

再審査申請時における使用成績調査及び特別調査の結果を承認時のデータと合算した情報

提供を行うこととし、集計結果を概説文に反映すると共に「重大な副作用」及び「その他

の副作用」の副作用発現頻度を変更致しました。

次頁に改訂後の使用上の注意の全文が記載されていますので併せてご参照ください。

医薬品添付文書改訂情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」（http://www.info.pmda.go.jp/）に最新添付

文書が掲載されます。

お問い合わせ先：ファイザー株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル：0120-664-467

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル

改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前

（3）その他の副作用

注1）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。

注2）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

（3）その他の副作用

注1：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。

注2：このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

0.1～１％未満 0.1％未満

血圧低下

排尿障害、頻尿

頭がボーッとする、頭重

心窩部痛、軟便、腹痛、
腹部不快感、便秘、嘔吐、
口腔粘膜浮腫、胃腸障害、
口唇粘膜浮腫、口内炎

気分不良、ほてり感、悪
寒、浮腫、胸痛、乳頭腫
大、背部つっぱり感、発
汗、発熱

ALT（GPT）上昇、AST
（GOT）上昇、γ-GTP
上昇、Al-P上昇、LDH
上昇

発疹

動悸

眠気、めまい、ふらつき、
頭痛

悪心、下痢、食欲不振

�怠感

肝 臓注1)

過 敏 症注2)

循 環 器

泌 尿 器

精神神経系

消 化 器

そ の 他

１～５％未満 0.1～１％未満

肝 臓注1) AST（GOT）、
ALT（GPT)、
γ-GTP、LDH
の上昇

Al-Pの上昇

過 敏 症注2) 発疹

循 環 器 血圧低下

泌 尿 器 排尿障害、頻尿

精神神経系 眠気、頭痛、頭重、め
まい、頭がボーッとす
る、ふらつき

消 化 器 悪心、腹痛、下痢、軟
便、便秘、食欲不振、
心窩部痛、腹部不快感、
胃腸障害、口内炎、口
唇粘膜浮腫、口腔粘膜
浮腫

そ の 他 ほてり感、胸痛、�怠
感、気分不良、背部つっ
ぱり感、発汗、浮腫、
悪寒、発熱、乳頭腫大

頻度不明

動悸

嘔吐
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※※2007年４月改訂
※2005年４月改訂

〔使用上の注意〕〈改訂後〉

【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.頭蓋内出血又はその疑いのある患者 [脳血流増加作用
により、症状を悪化させるおそれがある。]

3.脳梗塞急性期の患者 [急性期には、病巣部は代謝障害
状態にあり、非病巣部の血流増加作用に伴い病巣部の
血流低下を起こすおそれがある。]
4.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 [｢妊婦、産婦、
授乳婦等への投与｣ の項参照]

【使用上の注意】
1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

�重篤な肝機能障害のある患者 [本剤は主として肝臓で代

謝され、また、胆汁へ排泄されるため、高い血中濃度が

持続するおそれがある。]�

�QT延長の疑われる患者 (心室性不整脈 (torsades de pointes)、
QT延長症候群、低カリウム血症、低カルシウム血症等) [｢そ
の他の注意｣ の項参照]�

�パーキンソニズムの患者 [類似化合物 (塩酸フルナリジ

ン等) で錐体外路症状の発現が報告されており、本剤に

おいても症状が悪化するおそれがある。]�

�うつ状態又はその既往のある患者 [症状が悪化又は再発

することがある。]�

�高齢者 [｢高齢者への投与｣ の項参照]�

2.重要な基本的注意

�本剤は片頭痛発作 (月に２回以上) により日常生活に支

障をきたしている患者に投与すること。

�本剤は発現した頭痛発作を緩解する薬剤ではないので、

本剤投与中に頭痛発作が発現した場合には必要に応じて

頭痛発作治療薬 (酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン等)

を頓用させること。投与前にこのことを患者に十分に説

明しておくこと。�

�本剤投与中は症状の経過を十分に観察し、頭痛発作発現

の消失・軽減により患者の日常生活への支障がなくなっ

たら一旦本剤の投与を中止し、投与継続の必要性につい

て検討すること。なお、症状の改善が認められない場合

には、漫然と投与を継続しないこと。

�眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自

動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよ

う注意すること。

3.相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

※※4.副作用

調査症例数3,769例中、副作用発現症例は149例 (3.95％）

であり、副作用発現件数は延べ230件であった。その主なも

のは、ALT（GPT）上昇17件（0.45％)、眠気14件（0.37％)、
めまい14件（0.37％)、AST（GOT）上昇13件（0.34％）、
悪心12件（0.32％）であった。(再審査申請時)

※※�重大な副作用

抑うつ（0.1～１％未満）：抑うつ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。

�重大な副作用 (類薬)

錐体外路症状：類似化合物 (塩酸フルナリジン等) の投

与により錐体外路症状があらわれたとの報告があるので、

本剤においても観察を十分に行い、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。

※※�その他の副作用�

注1）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｡

注2）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。�

5.高齢者への投与

�高齢者では用量に留意し、患者の状態を観察しながら慎

重に投与すること。［本剤の臨床試験成績において、高齢

者 (65歳以上) と非高齢者の副作用発現率はそれぞれ5.6

％ (21例/372例)、6.8％ (41例/600例) であり、差は認

められていない。しかし、本剤は主として肝臓で代謝さ

れること及び高齢者では肝臓の生理機能が低下している

ことが多いため、高い血中濃度が持続するおそれがある。］

�類似化合物 (塩酸フルナリジン等) では、高齢者で錐体

外路症状や抑うつが発現しやすいとの報告があるので、

本剤においても観察を十分に行い、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。�

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

�妊婦�

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しない

こと。[動物実験 (ラット) で催奇形作用 (骨格･外形異常)

が報告されている。]�

�授乳婦�

授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむ

を得ず投与する場合には授乳を避けさせること。[動物実

験 (ラット) で母乳中へ移行することが報告されている。]

7.小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全

性は確立していない (使用経験がない)。

8.適用上の注意

薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう
指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食
道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤

な合併症を併発することが報告されている。]�

9.その他の注意

�イヌで３カ月間経口投与試験を行った結果、15 mg/kg/日

以上投与で心電図上QT及びQTc間隔の延長が報告されて
いる。

�イヌで３カ月間、12カ月間経口投与試験を行った結果、

それぞれ15 mg/kg/日以上、30 mg/kg/日投与で歯肉腫脹、

乳腺腫大が、また45 mg/kg/日以上、7 mg/kg/日以上投与

で歯肉上皮の増殖が報告されている。�

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

降圧剤 併用により相互の作用を

増強するおそれがある。

本剤によってもまた、血

圧低下があらわれること

がある。

0.1～１％未満 0.1％未満

肝 臓注1) ALT（GPT）上昇、AST
（GOT）上昇、γ-GTP上
昇、Al-P上昇、LDH上昇

過 敏 症注2) 発疹

循 環 器 動悸 血圧低下

泌 尿 器 排尿障害、頻尿

精神神経系 眠気、めまい、ふらつ

き、頭痛

頭がボーッとする、頭重

消 化 器 悪心、下痢、食欲不振 心窩部痛、軟便、腹痛、腹部不快

感、便秘、嘔吐、口腔粘膜浮腫、

胃腸障害、口唇粘膜浮腫、口内炎

そ の 他 �怠感 気分不良、ほてり感、悪寒、浮腫、

胸痛、乳頭腫大、背部つっぱり感、

発汗、発熱

【製造販売】




