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この度、標記製品の添付文書の「使用上の注意」を自主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は、次頁以降の内容をご参照くださいますようお願い申し
上げます。

－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。－ No.’11-02

使用上の注意改訂のお知らせ
2011年 2 月

ファイザー株式会社

抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スピロノラクトン細粒
スピロノラクトン錠

処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

注射用抗アルドステロン剤
水分・電解質代謝改善剤

注射用カンレノ酸カリウム

劇薬、処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

選択的アルドステロンブロッカー

エプレレノン錠

処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）



【改訂内容】
アルダクトンA細粒10％、同A錠25mg、同A錠50mg

改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前
【使用上の注意】

3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略（変更なし）
⑵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 機序・危険因子

カリウム製剤
塩化カリウム
グルコン酸カリウム
アスパラギン酸カリ
ウム等

ACE阻害剤
カプトプリル
エナラプリル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗剤
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
カリウム保持性利尿剤
トリアムテレン
カンレノ酸カリウム

シクロスポリン
ドロスピレノン

高カリウム血症を誘
発することがあるの
で、血清カリウム値
を観察するなど十分
注意する。

これらの薬剤と
本剤の相加・相
乗作用による血
清カリウム値の
上昇。
危険因子：腎障
害患者、高齢者

【使用上の注意】
3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略
⑵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 機序・危険因子

カリウム製剤
塩化カリウム
グルコン酸カリウム
アスパラギン酸カリ
ウム等

ACE阻害剤
カプトプリル
エナラプリル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗剤
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
カリウム保持性利尿剤
トリアムテレン
カンレノ酸カリウム

シクロスポリン

高カリウム血症を誘
発することがあるの
で、血清カリウム値
を観察するなど十分
注意する。

これらの薬剤と
本剤の相加・相
乗作用による血
清カリウム値の
上昇。
危険因子：腎障
害患者、高齢者

ソルダクトン静注用100mg、同静注用200mg
改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前
【使用上の注意】

3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略（変更なし）
⑵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 機序・危険因子

カリウム補給
カリウム保持性利尿剤
スピロノラクトン
トリアムテレン

ACE阻害剤
カプトプリル
エナラプリル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
シクロスポリン
ドロスピレノン

高カリウム血症を誘
発することがあるの
で、血清カリウム値
を観察するなど十分
注意する。

機序：これらの
薬剤と本剤の相
加・相乗作用に
よる血清カリウム
値の上昇。
危険因子：腎障
害患者、高齢者

【使用上の注意】
3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略
⑵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 機序・危険因子

カリウム補給
カリウム保持性利尿剤
スピロノラクトン
トリアムテレン

ACE阻害剤
カプトプリル
エナラプリル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
シクロスポリン

高カリウム血症を誘
発することがあるの
で、血清カリウム値
を観察するなど十分
注意する。

機序：これらの
薬剤と本剤の相
加・相乗作用に
よる血清カリウム
値の上昇。
危険因子：腎障
害患者、高齢者



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下さい。

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.197（2011年 3 月）に掲載される予定です。≫

お問い合わせ先：ファイザー株式会社　製品情報センター　学術情報ダイヤル：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

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
文書並びに医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。

セララ錠25mg、同錠50mg、同錠100mg
改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前
【使用上の注意】

3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略（変更なし）
⑵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 機序・危険因子

ACE阻害薬
カプトプリル
マレイン酸エナラプ
リル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
シクロスポリン
タクロリムス
ドロスピレノン

血清カリウム値が上
昇する可能性がある
ので、血清カリウム
値を定期的に観察す
るなど十分に注意す
ること。

併用によりカリウ
ム貯留作用が増
強するおそれが
ある。

【使用上の注意】
3. 相互作用
⑴併用禁忌（併用しないこと）：省略
⑵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 機序・危険因子

ACE阻害薬
カプトプリル
マレイン酸エナラプ
リル
リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬
ロサルタンカリウム
カンデサルタンシレ
キセチル
バルサルタン等

アリスキレン
シクロスポリン
タクロリムス

血清カリウム値が上
昇する可能性がある
ので、血清カリウム
値を定期的に観察す
るなど十分に注意す
ること。

併用によりカリウ
ム貯留作用が増
強するおそれが
ある。

【改訂理由】
ヤーズ配合錠（経口黄体ホルモン・卵胞ホルモン混合月経困難症治療剤）の添付文書の「相
互作用（併用注意）の項に「カリウム保持性利尿薬（トリアムテレン、カンレノ酸カリウム等）」
が記載されました。
ヤーズ配合錠の有効成分のひとつであるドロスピレノンは、抗ミネラルコルチコイド作用を
有しており、血清カリウム値が高い患者や腎機能障害患者ではカリウム保持性利尿薬との併
用により、高カリウム血症を誘発する可能性があります。
また、エプレレノンはカリウム保持性利尿薬と同様にアルドステロンの作用を阻害し、高カ
リウム血症を引き起こす可能性があります。
いずれも、ドロスピレノンとの併用による血清カリウム値増加の国内症例は報告されていま
せんが、併用時の高カリウム血症発現に関する注意喚起が必要と考え併用注意としました。



、 、

【禁 忌（次の患者には投与しないこと）】
1.無尿又は急性腎不全の患者［腎機能を更に悪化させるおそれが

ある。また、腎からのカリウム排泄が低下しているため高カリ

ウム血症を誘発又は増悪させるおそれがある。］

2.高カリウム血症の患者［高カリウム血症を増悪させるおそれが

ある。］

3.アジソン病の患者［アジソン病ではアルドステロン分泌低下に

より、カリウム排泄障害を来しているので、高カリウム血症と

なるおそれがある。］

4.タクロリムス、エプレレノン又はミトタンを投与中の患者［「相

互作用」の項参照］

5.本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【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）

心疾患のある高齢者、重篤な冠硬化症又は脳動脈硬化症のある患

者［急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮

を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。］

重篤な腎障害のある患者［「禁忌」、「副作用」の項参照］

減塩療法時［水分・電解質が欠乏し、脱水症状や低ナトリウム血

症等があらわれやすくなる（「副作用」の項参照）。］

高齢者［「高齢者への投与」の項参照］

肝障害のある患者［高カリウム血症が発現するおそれがある。］

乳児［乳児は電解質バランスがくずれやすい（「副作用」の項参

照）。］

2.重要な基本的注意

連用する場合、高カリウム血症等の電解質異常があらわれること

があるので、定期的に検査を行うこと。高齢者、腎機能が低下し

ている患者、高カリウム血症を誘発しやすい薬剤を併用している

患者では特に注意すること。［「禁忌」、「慎重投与」、「相互作用」、

「副作用」、「高齢者への投与」の項参照］

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所

作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意さ

せること。

3.相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

併用注意（併用に注意すること）
4.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る調査を実施し

ていないため、発現頻度について文献、自発報告等を参考に集計し

た。

重大な副作用

1)電解質異常（高カリウム血症、低ナトリウム血症、代謝性アシ

ドーシス等）：高カリウム血症、低ナトリウム血症、代謝性ア

シドーシス等の電解質異常があらわれることがあるので、異

常が認められた場合には、減量又は休薬等の適切な処置を行う

こと。

また、電解質異常に伴い、不整脈、全身倦怠感、脱力等があら

われることがあるので、このような場合には、投与を中止し、

適切な処置を行うこと。

〔使用上の注意〕〈改訂後〉
※※2011年２月改訂
※2010年１月改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

タクロリムス

(プログラフ）

エプレレノン

（セララ）

高カリウム血症が発現するこ

とがある。

相加・相乗作用により血清カ

リウム値が上昇する。

ミトタン

(オペプリム）

ミトタンの作用を阻害する。 ミトタンの薬効を本剤が阻害

するとの報告がある。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

降圧剤

ACE阻害剤

カルシウム拮抗剤

β-遮断剤

利尿降圧剤等

降圧作用を増強することがあ

るので、用量を調節するなど

注意する。

これらの薬剤と本剤の相加・

相乗作用

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ジゴキシン

メチルジゴキシン

血中ジゴキシン及びメチルジ

ゴキシン濃度が上昇すること

がある。

本剤がジゴキシン及びメチル

ジゴキシンの腎からの排泄を

低下させるため、血中ジゴキ

シン及びメチルジゴキシン濃

度を上昇させることがある。

ジギトキシン ジギトキシンの作用を増強又

は減弱するおそれがあるので、

併用する場合にはジギトキシ

ンの血中濃度の測定を行うな

ど、観察を十分に行い慎重に

投与すること。

本剤の肝酵素誘導によりジギ

トキシンの血中濃度半減期が

短縮すると考えられる報告が

ある。また、機序は不明であ

るが、ジギトキシンの血中濃

度半減期が延長したとの報告

がある。

リチウム製剤

炭酸リチウム

利尿剤又はACE阻害剤との併

用により、リチウム中毒を起

こすことが報告されているの

で、血中リチウム濃度に注意

すること。

ナトリウムイオン不足はリチ

ウムイオンの貯留を促進する

といわれているため、ナトリ

ウム排泄を促進することによ

り起こると考えられる。

非ステロイド性消炎鎮痛

剤

インドメタシン等

カリウム保持性利尿剤との併

用により、その降圧作用の減

弱、腎機能障害患者における

重度の高カリウム血症の発現

が報告されている。

プロスタグランジン産生が抑

制されることによって、ナト

リウム貯留作用による降圧作

用の減弱、カリウム貯留作用

による血清カリウム値の上昇

が起こると考えられる。

危険因子：腎機能障害

カリウム製剤

塩化カリウム

グルコン酸カリウム

アスパラギン酸カリウ

ム等

ACE阻害剤

カプトプリル

エナラプリル

リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受容

体拮抗剤

ロサルタンカリウム

カンデサルタンシレキ

セチル

バルサルタン等

※ アリスキレン

カリウム保持性利尿剤

トリアムテレン

カンレノ酸カリウム

シクロスポリン

※※ ドロスピレノン

高カリウム血症を誘発するこ

とがあるので、血清カリウム

値を観察するなど十分注意す

る。

これらの薬剤と本剤の相加・

相乗作用による血清カリウム

値の上昇。

危険因子：腎障害患者、高齢

者

ノルエピネフリン ノルエピネフリンの血管反応

性を低下させるとの報告があ

る。

本剤が心血管反応性を低下さ

せる機序は完全には解明され

ていない。

危険因子：麻酔施行患者

乳酸ナトリウム 乳酸ナトリウムのアルカリ化

作用を減弱することがある。

本剤により高カリウム性アシ

ドーシスが惹起され、乳酸ナ

トリウムのアルカリ化作用と

拮抗する可能性がある。

塩化アンモニウム

コレスチラミン

代謝性アシドーシスを来すと

の報告がある。

これらの薬剤と本剤の相加・

相乗作用

 



【製造販売】

2)急性腎不全：急性腎不全（電解質異常を伴うことがある）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。

その他の副作用

注1：減量又は中止によって通常減退ないしは消失するが、まれに持続する

例もみられる。

注2：投与を中止すること。

5.高齢者への投与

高齢者には、次の点に注意し、少量から投与を開始するなど患者の

状態を観察しながら慎重に投与すること。

高齢者では急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等に

よる立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。

特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量

の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそ

れがある。

高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている。［脳

梗塞等が起こるおそれがある。］

高齢者では腎機能又は肝機能が低下していることが多いため、高

カリウム血症があらわれやすい。

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊

娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上

まわると判断される場合にのみ投与すること。

授乳婦

ヒト母乳中へ移行することがあるので、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は授乳を避け

させること。

7.過量投与

症状

本剤の過量投与により悪心、嘔吐、傾眠状態、精神錯乱、斑状丘

疹、紅斑、下痢、電解質失調、脱水を起こす可能性がある。

処置

本剤の投与を中止し、食事を含むカリウムの摂取を制限すること。

8.小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない［使用経験が少ない。また、

乳児については「慎重投与」の項参照]

9.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。］

10.その他の注意

夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午

前中に投与することが望ましい。

ラットに24カ月経口投与した癌原性試験において内分泌臓器の腫

瘍及び肝臓の増殖性変化がみられたとの報告がある。

また、長期間服用した患者（男女とも）に乳癌が発生したとする

症例報告がある。

過 敏 症注2) そう痒

内 分 泌 乳房腫瘤、乳房痛女性型乳房注1)、乳房腫脹、性欲

減退、陰萎、多毛、月経不順、

無月経、閉経後の出血、音声低

音化

発疹、蕁麻疹

精神神経系 眩暈、頭痛、四肢しびれ感、神

経過敏、うつ状態、不安感、精

神錯乱、運動失調、傾眠

 

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

LDH上昇、ビリルビン上昇

 

頻度不明0.1～５％未満

腎 臓 BUN上昇 

消 化 器  食欲不振、悪心・嘔吐、口渇、

下痢、便秘

血 液 白血球減少、血小板減少 

そ の 他 筋痙攣、脱毛倦怠感、心悸亢進、発熱、肝斑



〔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.無尿又は腎不全の患者［腎機能を更に悪化させるおそれがある。

また、腎からのカリウム排泄が低下しているため、高カリウム

血症を誘発又は増悪させるおそれがある。］

2.腎機能の進行性悪化状態の患者［腎からのカリウム排泄が低下

しているため、高カリウム血症を誘発又は増悪させるおそれが

ある。］

3.高カリウム血症の患者［高カリウム血症を増悪させるおそれが

ある。］

4.エプレレノン又はタクロリムスを投与中の患者［「相互作用」

の項参照］

5.アジソン病の患者［アジソン病ではアルドステロン分泌低下に

より、カリウム排泄障害を来しているので、高カリウム血症と

なるおそれがある。］

6.本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

7.てんかん等の痙攣性素因のある患者［動物試験で、痙攣誘発及

び異常脳波が報告されている。］

［効能・効果に関連する使用上の注意］

本剤の適用対象は、経口抗アルドステロン薬の服用が困難で、高

アルドステロン症によると考えられる症状であり、投与に際して

は、特に適応、症状を考慮し、他の治療法によって十分に治療効

果が期待できない場合にのみ本剤の投与を考慮すること。

［用法・用量に関連する使用上の注意］

本剤は、経口抗アルドステロン薬の服用が可能になった場合及び

所期の効果が認められない場合には速やかに投与を中止すること。

なお、本剤の投与期間は、原則として２週間までとし、漫然と長

期にわたって投与しないよう留意すること。

【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)

心疾患のある高齢者、重篤な冠硬化症又は脳動脈硬化症のある患

者［急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮

を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。］

肝機能障害のある患者［ショックがあらわれやすい。また、高カ

リウム血症が発現するおそれがある。］

腎機能障害のある患者［高カリウム血症等の電解質異常を起こし

やすい。］

減塩療法時［水分・電解質が欠乏し、脱水症状や低ナトリウム血

症等があらわれやすくなる。］

2.重要な基本的注意

高カリウム血症等の電解質異常があらわれることがあるので、定

期的に検査を行うこと。

肝機能障害のある症例ではショックがあらわれやすいので、観察

を十分に行い、悪心、悪寒・冷汗、発疹、呼吸困難、チアノーゼ、

血圧低下等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、輸液、

副腎皮質ホルモン製剤、昇圧剤の投与等適切な処置を行うこと。

3.相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

併用注意 (併用に注意すること)

4.副作用

調査症例数6,108例中、副作用発現症例は639例 (10.5％) であり、

副作用発現件数は延べ877件であった。その主なものは、高カリウ

ム血症292件 (4.8％)、低ナトリウム血症79件 (1.3％)、BUNの上

昇115件 (1.9％) 等の代謝異常416例 (6.8％)、注射部位の疼痛130

件 (2.1％)、嘔気15件 (0.3％)、嘔吐12件 (0.2％) 等の消化器症

状50例 (0.8％) であった。(承認時までの調査及び市販後の使用成

績調査の集計)

重大な副作用

1)ショック：ショックがあらわれることがあるので、観察を十分

に行い、悪心、悪寒・冷汗、発疹、呼吸困難、チアノーゼ、血

圧低下等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、輸液、

副腎皮質ホルモン製剤、昇圧剤の投与等適切な処置を行うこ

と。

2)電解質異常 (高カリウム血症、低ナトリウム血症、高ナトリウ

ム血症、低クロール血症、高クロール血症等)：高カリウム血

症 (4.8％)、低ナトリウム血症 (1.3％)、低クロール血症

(0.3％)、高ナトリウム血症 (0.1％)、高クロール血症 (0.1％

未満) 等の電解質異常があらわれることがあるので、異常が認

められた場合には、減量又は休薬等の適切な処置を行うこと。

また、電解質異常に伴い、不整脈等があらわれることがあるの

で、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

※※2011年２月改訂
※2010年１月改訂

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エプレレノン（セララ)

タクロリムス

（プログラフ）

高カリウム血症が発現するこ

とがある。

機序：これらの薬剤と本剤の

相加・相乗作用による血清カ

リウム値の上昇。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム補給

カリウム保持性利尿剤

スピロノラクトン

トリアムテレン

ACE阻害剤

カプトプリル

エナラプリル

リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受容体

拮抗薬

ロサルタンカリウム

カンデサルタンシレキセ

チル

バルサルタン等

※ アリスキレン

シクロスポリン

※※ ドロスピレノン

高カリウム血症を誘発するこ

とがあるので、血清カリウム

値を観察するなど十分注意す

る。

機序：これらの薬剤と本剤の

相加・相乗作用による血清カ

リウム値の上昇。

危険因子：腎障害患者、高齢

者

リチウム製剤

炭酸リチウム

利尿剤又はACE阻害剤との併

用により、リチウム中毒を起

こすことが報告されているの

で、血中リチウム濃度に注意

すること。

ナトリウムイオン不足はリチ

ウムイオンの貯留を促進する

といわれているため、ナトリ

ウム排泄を促進することによ

り起こると考えられる。

非ステロイド性消炎鎮

痛剤

インドメタシン等

カリウム保持性利尿剤との併

用により、腎機能障害患者に

おける重度の高カリウム血症

の発現が報告されている。

プロスタグランジン産生が抑

制されることによって、カリ

ウム貯留作用による血清カリ

ウム値の上昇が起こると考え

られる。

危険因子：腎機能障害

乳酸ナトリウム 乳酸ナトリウムのアルカリ化

作用の減弱を来すことがある。

本剤により高カリウム性アシ

ドーシスが惹起され、乳酸ナ

トリウムのアルカリ化作用と

拮抗する可能性がある。

塩化アンモニウム

コレスチラミン

類薬スピロノラクトンとの併

用により代謝性アシドーシス

を来すとの報告がある。

これらの薬剤と本剤の相加・

相乗作用が起こるおそれがあ

る。

降圧剤

ACE阻害剤

カルシウム拮抗剤

β-遮断剤等

利尿剤

チアジド系利尿剤

ループ利尿剤

降圧作用又は利尿作用を増強

するおそれがあるので、これ

らの薬剤の用量を調節するな

ど注意する。

機序：降圧剤又は利尿剤と本

剤との相加・相乗作用。



【製造販売】

肝 臓

過 敏 症注1)

血 液注1)

頻度不明

 

 

 

 

0.1～５％未満

BUN上昇、血清クレ

アチニン値上昇

AST（GOT)、ALT
(GPT)、Al-Pの上昇

 

白血球増加、貧血

0.1％未満

 

 

発疹等

白血球減少

腎 臓注2)

消 化 器

精神神経系

内 分 泌

投 与 部 位注3)

 

男性で性欲減退、女

性で多毛、声の低音

化、月経異常、乳房

痛等

 

嘔気、嘔吐、下痢

頭痛

女性型乳房

注射部位の疼痛

口渇、食欲不振

妄想等注1)

 

 

そ の 他  発熱 全身倦怠感、心悸亢

進、胸部不快感、顔

面潮紅

 

その他の副作用

注1：投与を中止すること。

注2：減量又は休薬等の適切な処置を行うこと。

注3：「適用上の注意」の項参照

5.高齢者への投与

高齢者には、次の点に注意し、少量から投与を開始するなど患者の

状態を観察しながら慎重に投与すること。

高齢者では急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等に

よる立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。

特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量

の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそ

れがある。

高齢者では腎機能又は肝機能が低下していることが多いため、高

カリウム血症があらわれやすい。

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊

娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上

まわると判断される場合にのみ投与すること。

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

与する場合は授乳を避けさせること。［類薬スピロノラクトンで

ヒト乳汁中へのカンレノ酸の移行が認められている］

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。

8.適用上の注意

投与経路

本剤は静脈内注射にのみ使用すること。

調製方法

本剤は用時調製すること。調製後、長時間放置すると沈澱が析出

することがあるので、溶解後は速やかに使用すること。

調製時

pH等の変化により配合変化が起こりやすいので、他の薬剤との

配合に際しては注意すること。

投与時

静脈内投与により血管痛を起こすことがあるので、注射部位、注

射方法等に十分注意し、注射速度をできるだけ遅くすること。ま

た、注射に際しては血管外に漏出しないよう注意すること。

開封時

アンプルカット時には、異物の混入を避けるため、エタノール綿

等で清拭することが望ましい。

9.その他の注意

ラットに24カ月経口投与した癌原性試験で、肝臓、甲状腺、精巣、

乳腺の腫瘍及び骨髄性白血病が、対照群に比し有意に増加したと

の報告がある。

類似化合物 (スピロノラクトン) をラットに大量投与した慢性毒

性試験において、内分泌臓器の腫瘍及び肝臓の増殖性変化がみら

れたとの報告がある。

また、スピロノラクトンを長期間服用した患者 (男女とも) に乳

癌が発生したとする症例報告がある。



【禁 忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

高カリウム血症の患者もしくは本剤投与開始時に血清カリウム

値が5.0 mEq/Lを超えている患者［高カリウム血症を増悪させる

おそれがある。］

微量アルブミン尿又は蛋白尿を伴う糖尿病患者［高カリウム血

症を誘発させるおそれがある。］

中等度以上の腎機能障害（クレアチニンクリアランス50 mL/分

未満）のある患者［高カリウム血症を誘発させるおそれがある。］

重度の肝機能障害（Child-Pugh分類クラスCの肝硬変に相当）

のある患者［高カリウム血症等の電解質異常が発現するおそれ

がある。］

カリウム製剤、カリウム保持性利尿薬を投与中の患者［「相互

作用」の項参照］

イトラコナゾール、リトナビル及びネルフィナビルを投与中の

患者［「相互作用」の項参照］

［用法・用量に関連する使用上の注意］

CYP3A4阻害薬と併用する場合には本剤の投与量を１日１回25 mg

とする。［｢相互作用｣ の項参照］

本剤の投与中に血清カリウム値が5.0 mEq/Lを超えた場合には

減量を考慮し、5.5 mEq/Lを超えた場合は減量ないし中止し、

6.0 mEq/L以上の場合には直ちに中止すること。

【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）

軽度の腎機能障害のある患者［｢重要な基本的注意｣ の項参照］

軽度～中等度の肝機能障害のある患者［｢重要な基本的注意｣ の項

参照］

高齢者［｢重要な基本的注意｣、「高齢者への投与」の項参照］

2.重要な基本的注意

高カリウム血症があらわれることがあるので、血清カリウム値を

原則として投与開始前、投与開始後（又は用量調節後）の１週間

以内及び１ヵ月後に観察し、その後も定期的に観察すること。軽

度の腎機能障害のある患者、高齢者、高カリウム血症を誘発しや

すい薬剤を併用している患者では、頻回に血清カリウム値を観察

するなど、特に注意すること。［「相互作用」、「副作用」、「高齢者

への投与」の項参照］

軽度～中等度の肝機能障害のある患者では、高カリウム血症等の

電解質異常の発現頻度が高まる可能性があるので、定期的に観察

すること。

肝機能異常がみられることがあるので、投与開始後１ヵ月を目処

に肝機能検査値を観察し、その後も定期的に観察すること。

低ナトリウム血症があらわれることがあるので、血清ナトリウム

値を定期的に観察すること。

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作

業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させる

こと。

3.相互作用

本剤は主として肝代謝酵素CYP3A4で代謝される。CYP3A4阻害薬及

びCYP3A4誘導薬との相互作用は、すべての薬剤との組み合わせに

ついて検討されているわけではないので、他剤と併用する場合には、

患者の状態を十分観察し、慎重に投与すること。［「薬物動態」の項

参照］

併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カリウム製剤

塩化カリウム（塩化カリウム）

グルコン酸カリウム

（グルコンサンK）
アスパラギン酸カリウム

（アスパラK）等
カリウム保持性利尿薬

スピロノラクトン（アルダクトンA）
トリアムテレン（トリテレン）等

血清カリウム値が上昇

するおそれがある。

併用によりカリウム貯

留作用が増強するおそ

れがある。

イトラコナゾール（イトリゾール）

リトナビル（ノービア）

ネルフィナビル（ビラセプト）

本剤の血漿中濃度が上

昇するおそれがある。

強力なCYP3A4阻害薬
は本剤の代謝を阻害す

る。［「薬物動態」の項

参照］

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 機序・危険因子

ACE阻害薬
カプトプリル

マレイン酸エナラプリル

リシノプリル等

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

ロサルタンカリウム

カンデサルタンシレキセチル

バルサルタン等

アリスキレン

シクロスポリン

タクロリムス

ドロスピレノン

血清カリウム値が上昇

する可能性があるので、

血清カリウム値を定期

的に観察するなど十分

に注意すること。

併用によりカリウム貯

留作用が増強するおそ

れがある。

CYP3A4阻害薬
クラリスロマイシン

エリスロマイシン

フルコナゾール

サキナビル

塩酸ベラパミル等

本剤の血漿中濃度が上

昇したとの報告がある。

［「薬物動態」の項参照］

これらの薬剤と併用す

る場合には本剤の投与

量を１日１回25 mgとす

ること。

これらの薬剤との併用

により、本剤の代謝が

阻害されるおそれがあ

る。

CYP3A4誘導薬
デキサメタゾン

フェニトイン

リファンピシン

カルバマゼピン

フェノバルビタール等

セイヨウオトギリソウ（St.John's 
Wort、セント・ジョーンズ・ワート）
含有食品

本剤の血漿中濃度が減

少するおそれがある。

本剤投与時は、これら

の薬剤及びセイヨウオ

トギリソウ含有食品を

摂取しないことが望ま

しい。［「薬物動態」の

項参照］

これらの薬剤及びセイ

ヨウオトギリソウによ

り誘導された代謝酵素

により、本剤の代謝が

促進されるおそれがあ

る。

リチウム製剤

炭酸リチウム

利尿薬又はACE阻害薬
との併用により、リチ

ウム中毒を起こすこと

が報告されているので、

血中リチウム濃度に注

意すること。

明確な機序は不明であ

るが、ナトリウムイオ

ン不足はリチウムイオ

ンの貯留を促進すると

いわれているため、ナ

トリウム排泄を促進す

ることにより起こると

考えられる。

非ステロイド性消炎鎮痛薬

インドメタシン等

カリウム保持性利尿薬

との併用により、その

降圧作用の減弱、腎機

能障害患者における重

度の高カリウム血症の

発現が報告されている。

明確な機序は不明であ

るが、プロスタグラン

ジン産生が抑制される

ことによって、ナトリ

ウム貯留作用による降

圧作用の減弱、カリウ

ム貯留作用による血清

カリウム値の上昇が起

こると考えられる。

危険因子：腎機能障害

ミトタン ミトタンの作用を阻害

するおそれがある。

ミトタンの薬効を類

薬（スピロノラクトン）

が阻害するとの報告が

ある。

※

※※

〔使用上の注意〕〈改訂後〉
※※2011年 2 月改訂
※2010年 1 月改訂

 



4.副作用

国内及び外国臨床試験において、本剤25～400 mg/日を投与した

症例3,353例中、副作用発現症例は894例（26.7 ％）であり、主

な副作用は頭痛206例（6.1 ％）、めまい88例（2.6 ％）、嘔気65例

（1.9 ％）、高カリウム血症57例（1.7 ％）、疲労52例（1.6 ％）、ALT

（GPT）上昇48例（1.4 ％）、γ-GTP上昇44例（1.3 ％）、消化不良

40例（1.2 ％）、AST（GOT）上昇39例（1.2 ％）、筋痙攣34例（1.0

％）、高尿酸血症34例（1.0 ％）等であった。（承認時までの調査の

集計）（注：本剤の国内承認用量は１日１回50～100 mgである。）

重大な副作用

高カリウム血症（1.7 ％）：高カリウム血症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、直ち

に適切な処置を行うこと。

その他の副作用

１％以上 0.5～１％未満 0.5 ％未満

皮 膚 発疹、多汗 そう痒症、皮膚疾患、蕁麻疹、

皮膚乾燥、血管神経性浮腫

筋 ・ 骨 格 筋痙攣 関節痛、筋痛、筋脱力

精神神経系 頭痛、めまい 異常感覚、知覚減退、眩暈、片

頭痛、攣縮、起立性低血圧、低

血圧、失神、不眠症、傾眠、う

つ病、神経過敏、不安、健忘

眼 眼痛、視覚異常、霧視、眼球乾

燥

消 化 器 嘔気、消化不良 下痢、腹痛、便秘 嘔吐、胃食道逆流、鼓腸放屁、

口内乾燥、食欲亢進

肝 臓 ALT（GPT） 上

昇、γ-GTP上昇、
AST（GOT）上昇

脂肪肝、ビリルビン増加、肝機

能異常

代 謝 高尿酸血症 高トリグリセリド

血 症、CK（CPK）
上昇

高血糖、コレステロール増加、

Al-P上昇、尿糖、痛風、高カル
シウム血症、LDH上昇、脱水、
糖尿病悪化、低ナトリウム血症、

口渇

循 環 器 心悸亢進 ECG異常、狭心症、頻脈、期外
収縮、不整脈、潮紅、脳血管障

害

呼 吸 器 咳、感冒症状・上

気道感染

呼吸困難、咽頭炎、鼻炎、副鼻

腔炎、喘息・喘鳴、鼻出血

血 液 貧血、ヘモグロビン増加、単球

増多、好酸球増多、白血球増多、

リンパ球増多、好塩基球増多、

プロトロンビン減少、溢血斑

腎臓・泌尿
器

BUN上昇、頻尿 血中クレアチニン上昇、多尿、

蛋白尿、夜間頻尿、血尿、尿路

感染、尿比重増加、尿比重減少

生 殖 器 勃起障害 女性型乳房、リビドー減退、月

経異常

そ の 他 疲労 末梢性浮腫、無力

症、胸痛

四肢疼痛、背部痛、ほてり、疼

痛、倦怠感、耳鳴、味覚倒錯

5.高齢者への投与

高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされている（脳梗

塞等が起こるおそれがある）ので、患者の状態を観察しながら投

与すること。

高齢者では一般的に腎機能が低下していることが多く、高カリウ

ム血症があらわれやすいので、血清カリウム値を定期的に観察す

ること。

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、治療上の有益性が

危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。［妊娠中

の投与に関する安全性は確立していない。なお、妊娠ラット及び

ウサギにエプレレノンを経口投与した試験において、胎児に移行

することが確認された。この時、催奇形性はみられなかったが、

ウサギでは早期吸収胚数の増加が認められた。］

授乳婦

授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合に

は授乳を中止させること。［ヒトにおける本剤の乳汁中移行性に

ついては不明である。分娩後の哺育中ラットに14C-エプレレノン

を経口投与した後の放射能は乳汁に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（使用経験が少ない）。

8.過量投与

症状

本剤の過量投与に関する報告はないが、著しい血圧低下、高カリウ

ム血症が主な症状と考えられるため下記の処置を参考にすること。

処置

通常、次のような処置を行う。ただし、エプレレノンは血液透析

によって除去されない。

1)初期治療として催吐、胃洗浄、必要に応じて活性炭、緩下剤の

投与を行う。

2)著しい低血圧の場合、生理食塩液等の静脈注射など適切な処置

を行う。

3)高カリウム血症が発現した場合、血清カリウム値と臨床症状に

応じて適切と思われる処置を行う。

9.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。]

【製造販売】
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