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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.'19-36

使用上の注意改訂のお知らせ

2019 年 8 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）

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬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、以下の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 改訂前 (波線部は削除箇所)

[用法・用量に関連する使用上の注意]

1. 省略

2. 産褥性乳汁分泌の抑制に投与する際には、胎児

娩出後 4 時間以内の投与は避け、呼吸、脈拍、

血圧等が安定した後、投与すること。また、胎

児娩出後 2 日以内に投与することが望ましい。

投与後（特に投与当日）は観察を十分に行い、異

常が認められた場合には、適切な処置を行うこ

と。［類薬において血圧上昇、頭痛、中枢神経症

状等があらわれたとの報告がある。］

[用法・用量に関連する使用上の注意]

1. 省略

2. パーキンソン病治療において、本剤の減量・中

止が必要な場合は、漸減すること。［本剤の急激

な減量又は中止により、悪性症候群（Syndrome 

malin）があらわれることがある（｢副作用｣の項

参照）。］

3. 産褥性乳汁分泌の抑制に投与する際には、胎児

娩出後 4 時間以内の投与は避け、呼吸、脈拍、

血圧等が安定した後、投与すること。また、胎

児娩出後 2 日以内に投与することが望ましい。

投与後（特に投与当日）は観察を十分に行い、異

常が認められた場合には、適切な処置を行うこ

と。［類薬において血圧上昇、頭痛、中枢神経症

状等があらわれたとの報告がある。］
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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】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

⑴～⑺ 省略

⑻ 下垂体腫瘍がトルコ鞍外に進展し、視力障害など

の著明な高プロラクチン血性下垂体腺腫の患者

［腺腫の縮小により髄液鼻漏を来すことがあり、

また視野障害の再発を来すことが報告されてい

る。外科的な処置を必要とする下垂体腺腫の場

合、類薬の使用により残存腺腫の線維化及び易出

血性の変化が起こり、手術の際に腺腫の摘出に支

障を来すことが報告されている。］

⑼～⑾ 省略

【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）

⑴～⑺ 省略

⑻ 下垂体腫瘍がトルコ鞍外に進展し、視力障害など

の著明な患者［外科的な処置を必要とする下垂体

腺腫の場合、類薬の使用により残存腺腫の線維化

及び易出血性の変化が起こり、手術の際に腺腫の

摘出に支障を来すことや、髄液鼻漏を来すことが

報告されている。］

⑼～⑾ 省略

2. 重要な基本的注意

⑴～⑻ 省略

⑼ トルコ鞍外に進展する高プロラクチン血性下垂

体腺腫の患者において、本剤の投与による腺腫の

縮小により髄液鼻漏がみられ、髄膜炎に至ること

があるので、異常が認められた場合には、減量又

は中止するなど適切な処置を行うこと。

⑽ 視野障害のみられる高プロラクチン血性下垂体

腺腫の患者において、本剤投与により腺腫の縮小

がみられ、一旦、視野障害が改善した後、トルコ

鞍の空洞化により視交叉部が鞍内に陥入するこ

とによって、再び視野障害があらわれたとの報告

がある。異常が認められた場合には、減量又は中

止するなど適切な処置を行うこと。

⑾ 産褥性乳汁分泌の抑制に投与する際には、場合に

より氷罨法等の補助的方法を併用すること。

⑿ 省略

⒀ パーキンソン病治療において、本剤の減量・中止

が必要な場合は、漸減すること。急激な減量又は

中止により、悪性症候群（Syndrome malin）があ

らわれることがある。また、ドパミン受容体作動

薬の急激な減量又は中止により、薬剤離脱症候群

（無感情、不安、うつ、疲労感、発汗、疼痛等の

症状を特徴とする）があらわれることがある。

［｢副作用｣の項参照］

2. 重要な基本的注意

⑴～⑻ 省略

（該当記載なし）

（該当記載なし）

⑼ 産褥性乳汁分泌の抑制に投与する際には、場合に

より氷罨法等の補助的方法を併用すること。

⑽ 省略

（該当記載なし）

4. 副作用

⑵ その他の副作用

＜パーキンソン病＞

1％以上 1％未満 頻度不明注）

省略

精神

神経系

ふらつき、

傾眠

興奮、不眠、不安、抑うつ、

徘徊等の精神症状、めま

い、頭重感、頭痛、ジスキ

ネジア、睡眠時ミオクロー

ヌス等の神経症状、攻撃性

病的性欲亢進、病的

賭博、薬剤離脱症候

群 a)（無感情、不安、

うつ、疲労感、発汗、

疼痛等）

省略

a）異常が認められた場合には、投与再開又は減量前の投与量に戻す

など、適切な処置を行うこと

4. 副作用

⑵ その他の副作用

＜パーキンソン病＞

1％以上 1％未満 頻度不明注）

省略

精神

神経系

ふらつき、

傾眠

興奮、不眠、不安、抑うつ、

徘徊等の精神症状、めま

い、頭重感、頭痛、ジスキ

ネジア、睡眠時ミオクロー

ヌス等の神経症状、攻撃性

病的性欲亢進、病的

賭博

省略
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改訂後 改訂前 (波線部は削除箇所)

10. その他の注意

類薬の動物実験（ラット）で、長期大量投与によ

り、子宮腫瘍がみられた例があるとの報告がある。

10. その他の注意

⑴ 類薬をプロラクチン産生下垂体腺腫が高度に浸潤

した患者に投与し、腺腫の縮小により髄液鼻漏が

みられたとの報告がある。

⑵ 類薬の動物実験（ラット）で、長期大量投与によ

り、子宮腫瘍がみられた例があるとの報告がある。

【改訂理由】

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知による改訂

「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「その他の注意」の項

髄液鼻漏

カベルゴリン製剤との因果関係が否定できない髄液鼻漏関連の国内報告症例の集積状況に

基づき、「慎重投与」及び「重要な基本的注意」の項に髄液鼻漏に関する注意喚起を追記す

ることにいたしました。それに伴い「その他の注意」の項の記載を削除いたしました。

「慎重投与」、「重要な基本的注意」の項

視野障害の再発

カベルゴリン製剤との因果関係が否定できない視野障害関連の国内報告症例の集積状況に

基づき、「慎重投与」及び「重要な基本的注意」の項に視野障害の再発に関する注意喚起を

追記することにいたしました。

「重要な基本的注意」、「その他の副作用」の項

薬剤離脱症候群

ドパミン受容体作動薬における薬剤離脱症候群関連の国内外報告症例の集積状況及び想定

されている機序に基づき、「重要な基本的注意」及び「その他の副作用」の項に薬剤離脱症

候群に関する注意喚起を追記することにいたしました。

なお、「用法・用量に関連する使用上の注意」の項のパーキンソン病治療における悪性症候

群に関する注意喚起を「重要な基本的注意」の項に移動いたしました。
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【ラインリスト】

主な症例のラインリストを以下に記載しておりますのでご参照ください。

・髄液鼻漏
№ 性 年齢 投与量

投与期間

使用理由

（合併症）

副作用用語 発現まで

の日数

転帰 併用

薬剤

1 男 50 歳

代

0.25 mg/週

不明

プロラクチン産生性下垂体腫瘍

（女性化乳房，視野欠損，視力低下）

脳脊髄液漏 13 ヵ月 未回復 なし

2 男 30 歳

代

0.25 mg/週

不明

1.0 mg/週

不明

プロラクチン産生性下垂体腫瘍 細菌性髄膜

炎

1年 回復 なし

3 男 30 歳

代

0.25 mg（投

与頻度不明）

不明

高プロラクチン血症 脳脊髄液漏 不明 回復 なし       

2019083808

2016592524

2016393048

・視野障害
№ 性 年齢 投与量

投与期間

使用理由

（合併症）

副作用用語 発現まで

の日数

転帰 併用

薬剤

1 男 30 歳

代

1 mg/週

2 年

プロラクチン産生性下垂体腫瘍 視野欠損 不明 軽快 なし   

2018458991

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.282（2019 年 9 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」（https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/0001.html）に最新添付文書及び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」（https://pfizerpro.jp/）に製品情報を

掲載しております。


