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この度、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知により、標記製品の添付文書の「使用
上の注意」を改訂致しますのでご案内申し上げます。また、併せて自主改訂致します。
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。

【改訂内容】
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
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

略（変更なし）

CYP3A4阻害剤
リトナビル
インジナビル

本剤の血中濃度が上昇
し、作用が増強するおそ
れがあるので、本剤を減
量するなど用量に注意す
ること。

これらの薬剤の
CYP3A4阻害作用
により本剤の代謝
が阻害される。

タンドスピロン
パロキセチン
アミトリプチリン

セロトニン症候群を起こ
すおそれがある。

機序不明

【使用上の注意】
3.相互作用
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

略（変更なし）

リトナビル
インジナビル

本剤の血中濃度が上昇
し、作用が増強するおそ
れがあるので、本剤を減
量するなど用量に注意す
ること。

これらの薬剤の
CYP3A4阻害作用
により本剤の代謝
が阻害される。

－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．'12-13

使用上の注意改訂のお知らせ

2012年 6 月

ファイザー株式会社

抗うつ剤

トラゾドン塩酸塩錠

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）
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改訂後（下線部は改訂箇所） 改訂前
4.副作用
⑴重大な副作用
1） QT延長（頻度不明）、心室頻拍（torsades de 
pointesを含む）（頻度不明）、心室細動（頻度
不明）、心室性期外収縮（頻度不明）：QT延長、
心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細
動、心室性期外収縮があらわれることがあるの
で、定期的に心電図検査を行うなど観察を十分
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。

2）～7）　略（変更なし）
⑵その他の副作用

0.1～ 5 ％未満 0.1％未満 頻度不明

循環器 低血圧、動悸・
頻脈

失神、徐脈、不整脈 高血圧、起立
性低血圧

略

血　液 白血球減少、貧
血

白血球増多 溶血性貧血、
血小板減少

消化器 口渇、便秘、悪
心・嘔吐、食欲
不振、腹痛

下痢、胃重感、嚥下障
害、腹部膨満感、味覚
異常

食欲亢進、胸
やけ

略

その他 倦怠感、ほてり、
脱力感、排尿障
害

鼻閉、関節痛、筋肉痛、
発汗、眼精疲労、耳鳴、
尿失禁、頻尿、射精障
害、月経異常、乳房痛、
胸痛、体重減少、体重
増加、疲労、悪寒、血
清脂質増加

息切れ、血尿、
乳汁分泌、眼
球 充 血 、 低
ナトリウム血
症、発熱

8.過量投与
⑴症状
1） 本剤の過量投与により、眠気と嘔吐がもっと
も頻繁にみられ、また、torsades de pointes、
QT延長、心電図変化、持続性勃起、呼吸停止、
痙攣発作、立ちくらみ、ふらつきが発現するこ
とが報告されている。

2）　略（変更なし）

4.副作用
⑴重大な副作用
1） QT延長（頻度不明）、心室性期外収縮（頻度不
明）：QT延長、心室性期外収縮があらわれるこ
とがあるので、定期的に心電図検査を行うなど
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。

2）～7）　略
⑵その他の副作用

0.1～ 5 ％未満 0.1％未満 頻度不明

循環器 低血圧、動悸・
頻脈

失神、徐脈、不整脈 高血圧

略

血　液 白血球減少、貧
血

白血球増多 溶血性貧血

消化器 口渇、便秘、悪
心・嘔吐、食欲
不振、腹痛

下痢、胃重感、嚥下障
害、腹部膨満感、味覚
異常

食欲亢進

略

その他 倦怠感、ほてり、
脱力感、排尿障
害

鼻閉、関節痛、筋肉痛、
発汗、眼精疲労、耳鳴、
尿失禁、頻尿、射精障
害、月経異常、乳房痛、
胸痛、体重減少、体重
増加、疲労、悪寒、血
清脂質増加

息切れ、血尿、
乳汁分泌、眼
球充血

8.過量投与
⑴症状
1） 本剤の過量投与により、眠気と嘔吐がもっと
も頻繁にみられ、また、Torsades de Pointes、
QT延長、心電図変化、持続性勃起、呼吸停止、
痙攣発作、立ちくらみ、ふらつきが発現するこ
とが報告されている。
2）　略

【改訂理由】
1．厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による改訂
「重大な副作用」の項
心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動
報告症例の集積に基づき、「心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動」を追記し
ました。症例の概要を添付致しますのでご参照ください。
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【症例概要】注）

副作用名
患者背景

1日投与量
投与期間

経過及び処置・転帰年齢
性別

使用理由
（合併症）

torsades de 
pointes、心
室細動

報告された
副作用：
torsades de 
pointes、3
度房室ブロ
ック、徐脈、
心室細動、
消化管出血

80歳代
男性

抑うつ症状
（慢性腎不全、
関節リウマ
チ、心房細動）

50mg
6 日間

投与開始日 本剤投与開始。
投与 6日目
（投与中止日）

3度房室ブロックによる徐脈（心拍数30）が
生じ、経皮ペーシングを開始。本剤投与中止。

中止 1日後 心室細動が頻発。モニター上、torsades de 
pointesを確認。心肺蘇生を行い、カウンター
ショックによる除細動、経静脈ペーシングを
開始。また、緊急透析を開始。

中止 2～ 3日後 心室細動が頻発。そのつど、カウンターショ
ックを施行。

中止 4日後 消化管出血による下血が大量にあり。出血の
原因は、心室細動による虚血。

中止17日後 消化管出血のため、循環不全に至り死亡。

検査項目名（単位） 投与開始 1日前 投与 5日目 投与 6日目 中止 1日後 中止 2日後 中止 4日後
ナトリウム （mEq/L） 136 136 139 144 140 139
カリウム （mEq/L） 4.1 4.3 3.7 3.3 3.7 3.4
クロール （mEq/L） 106 109 107 108 104 103
血清尿素窒素 （mg/dL） 118 99 105 99 73 52
血清クレアチニン （mg/dL） 11.1 12.2 11.8 12.0 9.6 7.0
カルシウム （mg/dL） 8.5 8.9 8.4 8.3 8.8 7.9
マグネシウム （mg/dL） - - 1.9 2.4 3.3 6.4

併用薬： クエチアピンフマル酸塩、フロセミド、球形吸着炭、ニフェジピン、イミプラミン塩酸塩、ブロマ
ゼパム、セトラキサート塩酸塩、エチゾラム、抑肝散、フルニトラゼパム

出典：未公表社内資料
注）レスリン錠（トラゾドン塩酸塩）の報告症例　MSD株式会社提供資料
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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。

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.210（2012年 6 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。

2．自主改訂
1）「併用注意」の項
⑴CYP3A4阻害剤
記載整備として、リトナビル、インジナビルの冒頭に「CYP3A4阻害剤」を追記しま
した。
⑵タンドスピロン、パロキセチン、アミトリプチリン
タンドスピロン、パロキセチン、アミトリプチリンの各薬剤と本剤を併用した場合に
セロトニン症候群の発現例1）～3）が報告されていることから、「併用注意」の項に追記し、
注意喚起を行うことと致しました。
引用文献：
1）Kaneda, Y. et al.：General Hospital Psychiatry 23：98, 2001 ［L20120517015］
2）Reeves, R. R. et al.：Psychosomatics 36：159, 1995 ［L49990004523］
3）Nishijima, K. et al.：International Clinical Psychopharmacology 11：289, 1996 
 ［L20120517014］

2）「その他の副作用」の項
起立性低血圧、血小板減少、胸やけ、低ナトリウム血症、発熱
国内報告症例の集積状況に基づき、注意喚起を行うことと致しました。

3）「過量投与」の項
「重大な副作用」の項の記載に合わせ、「torsades de pointes」に記載整備しました。
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CYP A CYP D

QT torsades de pointes

CK CPK

QT
CYP A

CYP A

CYP A CYP A
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torsades de pointes QT

PTP PTP

PTP

AST
GOT ALT GPT

Al P GTP


