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―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.'19-04

再審査結果及び使用上の注意改訂のお知らせ

適正使用に関するお願い

2019 年 2 月

ファイザー株式会社

劇薬、処方箋医薬品（注意‐医師等の処方箋により使用すること）

標記製品につきまして、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和 35 年法律第 145 号）」第 14 条の 4 第 3 項の規定による再審査が終了し、厚生労

働省発薬生 0905 第 3 号（平成 30 年 9 月 5 日付）により再審査結果が通知されましたので

お知らせいたします。

これに伴い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したので、ご案内

申し上げます。

また、「適正使用に関するお願い」として、本剤を処方・調剤頂く際の留意事項について

ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、以下の内容に加え、「適正使用に関するお願い」をご参照

くださいますようお願い申し上げます。

1．再審査結果

再審査結果に伴う「効能・効果」及び「用法・用量」の変更はございません。

再審査結果 承認内容

効能・効果 変更なし ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助

用法・用量 変更なし 通常、成人にはバレニクリンとして第 1～3 日目は 0.5mg を 1 日

1 回食後に経口投与、第 4～7 日目は 0.5mg を 1 日 2 回朝夕食後

に経口投与、第 8 日目以降は 1mg を 1 日 2 回朝夕食後に経口投

与する。

なお、本剤の投与期間は 12 週間とする。
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2．使用上の注意の改訂

【改訂内容】

改訂後 (下線部は改訂箇所) 改訂前 (波線部は削除箇所)

【使用上の注意】

4. 副作用

国内後期第Ⅱ相用量反応試験、国内再投与試験、

外国後期第Ⅱ相用量反応試験、外国第Ⅲ相比較検

証試験及び外国禁煙維持療法試験において、本剤

0.25、0.5 及び 1mg を 1 日 2 回投与された安全性評

価対象例 3,627 例中 2,415 例（66.6％）に副作用が

認められた。主な副作用は、嘔気 1,033 例（28.5％）、

不眠症 591 例（16.3％）、異常な夢 472 例（13.0％）、

頭痛 419 例（11.6％）及び鼓腸 302 例（8.3％）で

あった。（承認時までの調査の集計）

国内で実施された使用成績調査において、安全性

評価対象例 3,254 例中 711 例（21.9％）に副作用が

認められた。主な副作用は、嘔気 398 例（12.2％）、

便秘 90 例（2.8％）、不眠症 55 例（1.7％）、胃炎 51

例（1.6％）、嘔吐 39 例（1.2％）及び頭痛 36 例（1.1％）

であった。（再審査終了時）

【使用上の注意】

4. 副作用

国内後期第Ⅱ相用量反応試験、国内再投与試験、

外国後期第Ⅱ相用量反応試験、外国第Ⅲ相比較検

証試験及び外国禁煙維持療法試験において、本剤

0.25、0.5 及び 1mg を 1 日 2 回投与された安全性評

価対象例 3,627 例中 2,415 例（66.6％）に副作用が

認められた。主な副作用は、嘔気 1,033 例（28.5％）、

不眠症 591 例（16.3％）、異常な夢 472 例（13.0％）、

頭痛 419 例（11.6％）及び鼓腸 302 例（8.3％）で

あった。（承認時までの調査の集計）

次のような副作用が認められた場合には、必要に

応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用

1)～4) 省略

注：自発報告のため頻度不明

(1) 重大な副作用

1)～4) 省略

(2) その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には、必要に

応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

5％以上 0.5％以上 5％未満 0.5％未満 頻度不明注）

省略

注：自発報告のため頻度不明

発現頻度は、承認時の国内及び外国第Ⅱ相／第Ⅲ相試験の

結果に基づいている。

(2) その他の副作用

5％以上 0.5％以上 5％未満 0.5％未満 頻度不明注）

省略

注：自発報告のため頻度不明

【改訂理由】
自主改訂

「副作用」の概要、「重大な副作用」、「その他の副作用」の項

再審査終了に伴い、「副作用」の項における副作用発現状況の概要に使用成績調査の結果を

反映いたしました。また、副作用が認められた場合の処置に関する注意喚起を「その他の副

作用」の項に移動し、「重大な副作用」及び「その他の副作用」の項に欄外注釈を追記いた

しました。

次頁に使用成績調査の副作用発現状況一覧表を掲載いたしますのでご参照ください。
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3．参考（使用成績調査結果）

安全性評価対象例数 3254

副作用等の発現例数（％） 711（21.85）

副作用等の種類
副作用等の種類

別発現例数（％）

胃腸障害

おくび 1 （0.03）

イレウス 1 （0.03）

マロリー・ワイス症候群 1 （0.03）

胃炎 51 （1.57）

胃食道逆流性疾患 5 （0.15）

胃不快感 18 （0.55）

下痢 10 （0.31）

鼓腸 1 （0.03）

口内炎 6 （0.18）

消化不良 7 （0.22）

舌炎 2 （0.06）

腹痛 25 （0.77）

腹部膨満 12 （0.37）

便秘 90 （2.77）

嘔気 398（12.23）

嘔吐 39 （1.20）

膵炎 1 （0.03）

感染症および寄生虫症

ウイルス感染 3 （0.09）

肝胆道系障害

肝炎 1 （0.03）

肝機能障害 1 （0.03）

胆汁うっ滞 1 （0.03）

筋骨格系および結合組織障害

筋骨格硬直 1 （0.03）

血管障害

高血圧 3 （0.09）

末梢冷感 1 （0.03）

呼吸器、胸郭および縦隔障害

咽喉頭疼痛 1 （0.03）

咳嗽 1 （0.03）

喘息 1 （0.03）

耳および迷路障害

耳鳴 2 （0.06）

心臓障害

動悸 2 （0.06）

神経系障害

傾眠 23 （0.71）

頭痛 36 （1.11）

認知症 1 （0.03）

脳梗塞 1 （0.03）

味覚異常 3 （0.09）

副作用等の種類
副作用等の種類

別発現例数（％）

腎および尿路障害

頻尿・夜間頻尿 3 （0.09）

慢性腎臓病 1 （0.03）

生殖系および乳房障害

乳汁分泌障害 1 （0.03）

精神障害

易刺激性 4 （0.12）

異常な夢 17 （0.52）

過食症 1 （0.03）

激越 1 （0.03）

自殺念慮 1 （0.03）

社会逃避行動 1 （0.03）

睡眠障害 3 （0.09）

怒り 1 （0.03）

不安 3 （0.09）

不快気分 1 （0.03）

不眠症 55 （1.69）

無感情 1 （0.03）

抑うつ 16 （0.49）

落ち着きのなさ 1 （0.03）

全身障害および投与局所様態

めまい 13 （0.40）

異常感 3 （0.09）

活動性低下 1 （0.03）

胸部不快感 2 （0.06）

倦怠感 11 （0.34）

口渇 4 （0.12）

発熱 1 （0.03）

無力症 1 （0.03）

疼痛 1 （0.03）

代謝および栄養障害

食欲不振 5 （0.15）

皮膚および皮下組織障害

そう痒症 3 （0.09）

発疹 7 （0.22）

蕁麻疹 2 （0.06）

臨床検査

血中クレアチニン増加 1 （0.03）

体重増加 2 （0.06）
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次頁以降に「適正使用に関するお願い」を記載しておりますので、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.277（2019 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 PMDA ウェブサイト「医薬品に関する情報」（http://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/0001.html）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。

また、ファイザー株式会社の医療関係者向けウェブサイト「PfizerPRO」（http://pfizerpro.jp/）に製品情報を

掲載しております。
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－ 適 正 使 ⽤ に 関 す る お 願 い －

１．本剤を処⽅いただく際には、患者様の状態を⼗分に観察して下さい。

１）精神疾患の合併や精神疾患治療薬の服⽤を確認

禁煙は治療の有無を問わず精神疾患の悪化を伴うことがあります。

精神疾患の合併や精神疾患治療薬の服⽤を確認いただき、精神疾患を有する患者様については

精神科主治医と連絡を取り合う*など慎重に投与して下さい。

２）精神症状の発現を確認

禁煙は治療の有無を問わず、抑うつ気分、不安、焦燥、⾃殺念慮などの症状が認められることがあり

ますので、患者様の状態を⼗分に観察して下さい。

２．本剤を服薬される患者様およびご家族の⽅へ「服薬指導箋」の注意事項を伝えて下さい。

特に、次の２項⽬は重要な注意事項となります。

１）精神症状／精神疾患悪化への注意

禁煙は治療の有無を問わず、抑うつ気分、不安、焦燥、⾃殺念慮などの症状が認められることがあり

ます。また精神疾患のある患者様では、その症状を悪化させることがあります。患者様および患者様

を介しご家族の⽅へ、これらの症状があらわれた場合は、本剤の服⽤を中⽌して速やかに主治医に

相談するよう指導して下さい。

２）⾃動⾞の運転等危険を伴う機械操作はしないこと

めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、⾃動⾞運転事故に⾄った事例が報告されています。

本剤の服⽤中は、⾃動⾞の運転等危険を伴う機械操作はしないよう指導して下さい。

３．初診時だけでなく再来院時にも「服薬指導箋」を渡し、継続した服薬指導をお願いします。

* 2009 年度合同研究班報告 禁煙ガイドライン（2010 年改訂版）http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010murohara.h.pdf

弊社では、患者様の禁煙治療・アドヒアランス向上のための資材として、「服薬指導箋」および「禁煙⼿帳」を

準備しております。

これらの資材をご要望の際には、弊社医薬情報担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

また、弊社医療関係者向けホームページ PfizerPRO（https://pfizerpro.jp/）においても参照・ダウン

ロードできます。

お問い合わせ先：ファイザー株式会社 製品情報センター：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

http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010murohara.h.pdf
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