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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.'21-37

使用上の注意改訂のお知らせ

2021 年 11 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）

標記製品の添付文書の「使用上の注意」を次のとおり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、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。

なお、今回の改訂に併せ、「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」（令

和 3 年 6 月 11 日付薬生発 0611 第 1 号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）及び「医療用

医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」（平成 29 年 6 月 8 日付（令和 2 年 8 月

31 日一部改正）薬生安発 0608 第 1 号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知）に則

り、新記載要領に基づく添付文書への改訂を行いました。

【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)

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 次の薬剤を投与中の患者：リファンピシン、リ

ファブチン、エファビレンツ、リトナビル、ロピ

ナビル・リトナビル、カルバマゼピン、バルビター

ル、フェノバルビタール、ピモジド、キニジン、

イバブラジン、麦角アルカロイド（エルゴタミ

ン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、

ジヒドロエルゴタミン、エルゴメトリン、メチル

エルゴメトリン）、トリアゾラム、チカグレロル、

アスナプレビル、ロミタピド、ブロナンセリン、

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

(1)次の薬剤を投与中の患者：リファンピシン、リ

ファブチン、エファビレンツ、リトナビル、カル

バマゼピン、長時間作用型バルビツール酸誘導

体、ピモジド、キニジン硫酸塩水和物、イバブラ

ジン塩酸塩、麦角アルカロイド（エルゴタミン酒

石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピ

リン、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、エルゴ

メトリンマレイン酸塩、メチルエルゴメトリンマ

レイン酸塩）、トリアゾラム、チカグレロル、ア
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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)

スボレキサント、リバーロキサバン、リオシグア

ト、アゼルニジピン、オルメサルタン メドキソ

ミル・アゼルニジピン、ベネトクラクス（再発又

は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リ

ンパ腫を含む）の用量漸増期）、アナモレリン

［10.1 参照］

2.2～2.3 省略

スナプレビル、ロミタピドメシル酸塩、ブロナン

セリン、スボレキサント、リバーロキサバン、リ

オシグアト、アゼルニジピン、オルメサルタン

メドキソミル・アゼルニジピン、ベネトクラクス

（用量漸増期）［「相互作用」の項参照］

(2)～(3) 省略

10. 相互作用

省略

10.1 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

省略

アゼルニジピン

（カルブロック）

オルメサルタン メ

ドキソミル・アゼル

ニジピン

（レザルタス）

［2.1 参照］

省略 省略

ベネトクラクス（再

発又は難治性の慢性

リンパ性白血病（小

リンパ球性リンパ腫

を含む）の用量漸増

期）

（ベネクレクスタ）

［2.1 参照］

省略 省略

アナモレリン

（エドルミズ）

［2.1 参照］

本剤との併用により、

アナモレリンの血中濃

度が増加し、副作用の

発現が増強されるおそ

れがある。

本剤はアナモレリ

ンの代謝酵素

（CYP3A4）を阻害す

る。

3. 相互作用

省略

(1)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

省略

アゼルニジピン

（カルブロック）

オルメサルタン メ

ドキソミル・アゼル

ニジピン

（レザルタス）

省略 省略

ベネトクラクス（用

量漸増期）

（ベネクレクスタ）

省略 省略

10.2 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

ベネトクラクス（再

発又は難治性の慢性

リンパ性白血病（小

リンパ球性リンパ腫

を含む）の維持投与

期、急性骨髄性白血

病）

省略 省略

省略

レテルモビル 省略 省略

チロシンキナーゼ阻

害剤

ボスチニブ、ニロチ

ニブ、イブルチニ

ブ、ラロトレクチニ

ブ

本剤との併用により、

これらの薬剤の血中濃

度が増加するおそれが

あるため、代替薬への

変更を考慮すること。

本剤はこれらの薬

剤の代謝酵素

（CYP3A）を阻害す

る。

HIV プロテアーゼ阻

害薬

ホスアンプレナビ

ル

本剤との併用により、

ホスアンプレナビルの

活性代謝物であるアン

プレナビルの血中濃度

が増加するおそれがあ

る。

ホスアンプレナビルと

の併用により、本剤の

血中濃度が増加するお

それがある。

In vitro 試験結果

において、本剤はア

ンプレナビルの代

謝酵素（CYP3A4）を

阻害した。

In vitro 試験にお

いて、アンプレナビ

ルは本剤の代謝酵

素（CYP3A4）を阻害

した。

(2)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

ベネトクラクス（維

持投与期）

省略 省略

省略

レテルモビル 省略 省略

（該当記載なし）

HIV プロテアーゼ阻

害薬（インジナビル

を除く）

サキナビルメシル

酸塩、アンプレナビ

ル、ネルフィナビル

メシル酸塩

本剤との併用により、

これらの薬剤の血中濃

度が増加するおそれが

ある。

これらの薬剤との併用

により、本剤の血中濃

度が増加するおそれが

ある。

In vitro 試験結果

において、本剤はこ

れらの薬剤の代謝

酵素（CYP3A4）を阻

害した。

In vitro 試験にお

いて、これらの薬剤

は本剤の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害し

た。
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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)

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非ヌクレオシド逆転

写酵素阻害薬

（NNRTI）

デラビルジン

省略 省略

トレチノイン 本剤との併用により、

トレチノインの血中濃

度が増加するおそれが

ある。

本剤はトレチノイ

ンの代謝酵素（CYP）

を阻害する。

免疫抑制剤

シクロスポリン、タ

クロリムス、エベロ

リムス

本剤との併用により、

シクロスポリンの Cmax

は 1.1 倍に、AUC は 1.7

倍に増加した。

本剤との併用により、

タクロリムスの Cmaxは

2.2 倍に、AUC は 3.2 倍

に増加した。

本剤との併用により、

エベロリムスの血中濃

度が増加するおそれが

ある。

本剤はこれらの薬

剤の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害す

る。

省略

ミダゾラム 本剤との併用により、

ミダゾラム 0.05mg/kg

単回静脈内投与時のミ

ダゾラムの AUC は 3.7

倍に増加し、ミダゾラ

ム 7.5mg 単回経口投与

時（本邦未承認）のミ

ダゾラムの Cmaxは 3.8

倍に、AUC は 10.3 倍に

増加した。

本剤はミダゾラム

の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害す

る。

HMG-CoA 還元酵素阻

害薬

本剤との併用により、

HMG-CoA 還元酵素阻害

薬の血中濃度が増加す

るおそれがある。

In vitro 試験にお

いて、本剤は

HMG-CoA 還元酵素阻

害薬の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害し

た。

省略

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

非ヌクレオシド逆転

写酵素阻害薬

（NNRTI）

デラビルジンメシ

ル酸塩

省略 省略

（該当記載なし）

免疫抑制剤

シクロスポリン、タ

クロリムス水和物

本剤との併用により、

シクロスポリンの Cmax

は 1.1 倍、AUC は 1.7 倍

増加した。

本剤との併用により、

タクロリムスの Cmaxは

2.2 倍、AUC は 3.2 倍増

加した。

本剤はこれらの薬

剤の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害す

る。

省略

ミダゾラム

HMG-CoA 還元酵素阻

害薬

本剤との併用により、

これらの薬剤の血中濃

度が増加するおそれが

ある。

In vitro 試験にお

いて、本剤はこれら

の薬剤の代謝酵素

（CYP3A4）を阻害し

た。

省略

【改訂理由】
自主改訂

1.「禁忌」「併用禁忌」の項

アナモレリン

アナモレリン塩酸塩（エドルミズ錠／小野薬品工業株式会社）の添付文書の「禁忌」及び「併

用禁忌」の項に本剤が記載されたため、本剤の添付文書においても「禁忌」及び「併用禁忌」

の項に「アナモレリン」を追加し、注意喚起を行うことにいたしました。

2.「禁忌」「併用禁忌」「併用注意」の項

ベネトクラクス

「禁忌」、「併用禁忌」及び「併用注意」の項に記載しているベネトクラクス（ベネクレクス

タ錠／アッヴィ合同会社）が、「急性骨髄性白血病」の効能又は効果を追加する一部変更承認

を取得しました。効能追加に伴い、ベネトクラクスの添付文書での本剤との相互作用に関す

る注意喚起内容が一部改訂されました。これを受け、ベネトクラクスの添付文書改訂内容を

本剤の添付文書の「禁忌」、「併用禁忌」及び「併用注意」の項に追記し、記載整備いたしま

した。
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3.「併用注意」の項

チロシンキナーゼ阻害剤（ボスチニブ、ニロチニブ、イブルチニブ）、トレチノイン、エベ

ロリムス

チロシンキナーゼ阻害剤、トレチノイン及びエベロリムスについて、ケトコナゾール（本剤

と同様に強い CYP3A4 阻害剤）との併用により、これらの薬剤の血中濃度が増加したとの成

績が、本剤の CCDS（Company Core Data Sheet：企業中核データシート）に追記されました。

CCDS との整合性に基づき、「併用注意」の項に「チロシンキナーゼ阻害剤 ボスチニブ、ニ

ロチニブ、イブルチニブ」、「トレチノイン」及び「エベロリムス」を追記し、注意喚起を行

うことにいたしました。

なお、これらの薬剤の添付文書の「併用注意」の項にも本剤が記載されております。

チロシンキナーゼ阻害剤（ラロトレクチニブ）

ラロトレクチニブ硫酸塩（ヴァイトラックビカプセル・内用液／バイエル薬品株式会社）の

添付文書の「併用注意」の項に本剤が記載されたため、本剤の添付文書においても「併用注

意」の項に「ラロトレクチニブ」を追加し、注意喚起を行うことにいたしました。

HIV プロテアーゼ阻害薬

「併用注意」の項に「HIV プロテアーゼ阻害薬」として記載しておりました「サキナビル」

「アンプレナビル」及び「ネルフィナビル」は、本邦での販売が中止されたことから削除し、

代わりに代表薬として「ホスアンプレナビル」を追記いたしました。

ミダゾラム

ミダゾラム（静脈内投与及び経口投与）と本剤との併用により、ミダゾラムの Cmax 及び AUC

が増加したとの検討結果引用文献が、本剤の CCDS に追記されました。ミダゾラムとの併用につ

いては、「併用注意」の項に、本剤との併用により、ミダゾラムの血中濃度が増加するおそれ

があることを記載し注意喚起しておりますが、CCDS との整合性に基づき、本剤との併用に

よるミダゾラムの AUC 及び Cmax の増加について投与経路別に追記することにいたしまし

た。

引用文献：Saari TI，et al.：Clin Pharmacol Ther．2006；79：362-370

CCDS：各国の添付文書を作成する際に基準としている製品情報文書です。安全性情報に加えて、

効能・効果、用法・用量、薬理学及び製品に関するその他の情報が含まれています。なお、世界中

の安全性情報を集積、評価し、最新の情報が反映されるように逐次改訂されます。

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.304（2021 年 12 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「ファイザーメディカルインフォメーション」

（https://www.pfizermedicalinformation.jp/）に製品情報を掲載しております。




