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医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ―日本病院薬剤師会― 

（2020 年 4月改訂） 

 

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。

医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際

には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医

薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際

に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、

IF と略す）が誕生した。 

1988 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第 2小委員会が IF の位置付け、IF 記載様式、

IF 記載要領を策定し、その後 1998 年に日病薬学術第 3小委員会が、2008 年、2013 年に日病薬医

薬情報委員会が IF 記載要領の改訂を行ってきた。 

IF 記載要領 2008 以降、IF は PDF 等の電子的データとして提供することが原則となった。これ

により、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加した IF が速やかに提供

されることとなった。最新版の IF は、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情

報検索のページ（https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/）にて公開されている。日

病薬では、2009 年より新医薬品の IF の情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討

会」を設置し、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。 

2019 年の添付文書記載要領の変更に合わせ、「IF 記載要領 2018」が公表され、今般「医療用医

薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定

した。 

 

2. IF とは 

IF は「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、

医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用

のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書とし

て、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業

に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。 

IF に記載する項目配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範

囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・

提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、

利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つこと

を前提としている。 

IF の提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。 

 

3. IF の利用にあたって 

電子媒体の IF は、PMDA の医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。製薬

企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って IF を作成・提供するが、IF の原

点を踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業

の MR 等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。

また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製

薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等に

より薬剤師等自らが整備するとともに、IF の使用にあたっては、最新の添付文書を PMDA の医薬

品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。 

 



なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「Ⅴ．5．臨床成績」や「XII．参考資

料」、「XIII．備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り

扱いには十分留意すべきである。 

 

4. 利用に際しての留意点 

IF を日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IF

は日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬

品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には医薬品、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の広告規則や販売情報提供活動ガイドライン、製薬

協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイド

ラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者から

の求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR 等へのインタビューや自らの文献調査

などにより、利用者自らが IF の内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければ

ならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場に

おける適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IF を利用して日常業務を更に価値あるも

のにしていただきたい。 
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I．概要に関する項目 

1．開発の経緯 

米国アメリカン・サイアナミッド社（現米国ファイザー社）レダリー研究所の Seeger らによって

1947 年に合成されたアミノプテリンが、Farber らにより小児白血病に対し有効であることが報告

され、その後種々のアミノプテリン誘導体が合成された。その中でメトトレキサートがよりすぐれ

ていることが明らかになり、1958 年 Herz らによって悪性絨毛上皮腫に対しても臨床上の効果があ

ることが確認された。 

 

2．製品の治療学的特性 

（1）メトトレキサートは腫瘍細胞において、核酸合成等に必須な酵素である dihydrofolate 

reductase（DHFR）の活性を抑制し、還元型葉酸を枯渇させる作用を有する葉酸代謝拮抗剤で

ある。 

（「Ⅵ-2．（1）作用部位・作用機序」の項参照） 

 

（2）ホリナートは生体細胞内に存在している還元型葉酸であり、メトトレキサートの作用により枯

渇している還元型葉酸を補充する作用を持ち、抑制されていた細胞増殖を正常に戻す効果、す

なわちメトトレキサートの作用を消去する作用を持っている。 

（「Ⅵ-2．（1）作用部位・作用機序」の項参照） 

 

（3）重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、骨髄抑制、感染症、劇症肝炎、肝不全、

急性腎障害、尿細管壊死、重症ネフロパチー、間質性肺炎、肺線維症、胸水、中毒性表皮壊死

融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、

出血性腸炎、壊死性腸炎、膵炎、骨粗鬆症、脳症（白質脳症を含む）、進行性多巣性白質脳症

（PML）が報告されている。 

（「Ⅷ-8．副作用」の項参照） 

 

3．製品の製剤学的特性 

該当しない 

 

4．適正使用に関して周知すべき特性 

適正使用に関する資材、 

最適使用推進ガイドライン等 

有 

無 
タイトル、参照先 

RMP 無  

追加のリスク最小化活動として

作成されている資材 

無  

最適使用推進ガイドライン 無  

保険適用上の留意事項通知 無  
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5．承認条件及び流通・使用上の制限事項 

（1）承認条件 

該当しない 

 

（2）流通・使用上の制限事項 

該当しない 

 

6．RMP の概要 

該当しない 
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II．名称に関する項目 

1．販売名 

（1）和名 

メソトレキセート錠 2.5mg 

 

（2）洋名 

METHOTREXATE TABLETS 2.5mg 

 

（3）名称の由来 

一般名の英語読みを商品名とした。 

 

2．一般名 

（1）和名（命名法） 

メトトレキサート（JAN） 

 

（2）洋名（命名法） 

Methotrexate（JAN、INN） 

 

（3）ステム（stem） 

葉酸類似体：-trexate 

 

3．構造式又は示性式 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．分子式及び分子量 

分子式：C20H22N8O5 

分子量：454.44 
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5．化学名（命名法）又は本質 

N-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-ylmethyl)(methyl)amino]benzoyl}-L-glutamic acid（IUPAC） 

 

6．慣用名、別名、略号、記号番号 

略号：MTX 

治験番号：NSC-740（米国 NCI） 
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III．有効成分に関する項目 

1．物理化学的性質 

（1）外観・性状 

黄褐色の結晶性の粉末。 

 

（2）溶解性 

ピリジンに溶けにくく、水、アセトニトリル、エタノール（95）又はジエチルエーテルにほとんど

溶けない。希水酸化ナトリウム試液又は希炭酸ナトリウム試液に溶ける。 

 

（3）吸湿性 

該当資料なし 

 

（4）融点（分解点）、沸点、凝固点 

融点：185～204℃（分解点）〔THE MERCK INDEX〕 

 

（5）酸塩基解離定数 

pKa＝4.84、5.511） 

 

（6）分配係数 

油－水間 0.00022） 

 

（7）その他の主な示性値 

施光度：＋19.0～24.0（脱水物換算値） 

吸光度：UV0.1mol/L HCl 

max      ＝244、307nm〔THE MERCK INDEX〕 

UV0.1mol/L NaOH 

max      ＝257、302、370nm〔THE MERCK INDEX〕 

 

2．有効成分の各種条件下における安定性 

光によって徐々に変化する。［第十八改正日本薬局方］ 

 

3．有効成分の確認試験法、定量法 

確認試験法：（1）紫外可視吸光度測定法 

（2）赤外吸収スペクトル測定法 

定量法  ：液体クロマトグラフィー 
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IV．製剤に関する項目 

1．剤形 

（1）剤形の区別 

割線入り素錠 

 

（2）製剤の外観及び性状 

販売名 メソトレキセート錠 2.5mg 

色・剤形 
わずかにまだらをもつ淡黄褐色の素錠 

（割線入り） 

外形・大きさ 

上面 下面 側面 

   

重量 100mg 

 

（3）識別コード 

LL M1 

 

（4）製剤の物性 

崩壊試験 

 日局 一般試験法（試験液：水、補助盤、30 分以内） 

    実測値 4.1～6.4 分 

 

（5）その他 

該当しない 

 

2．製剤の組成 

（1）有効成分（活性成分）の含量及び添加剤 

販売名 メソトレキセート錠 2.5mg 

有効成分 
1 錠中 

日局 メトトレキサート 2.5mg 

添加剤 
トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、乳糖水

和物、ステアリン酸マグネシウム、pH調節剤 

 

（2）電解質等の濃度 

該当しない 
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（3）熱量 

該当しない 

 

3．添付溶解液の組成及び容量 

該当しない 

 

4．力価 

該当しない 

 

5．混入する可能性のある夾雑物 

該当資料なし 

 

6．製剤の各種条件下における安定性 

（1）長期安定性試験結果 

保存条件：瓶、室温、遮光 

 initial 6 ヵ月 12 ヵ月 24 ヵ月 36 ヵ月 42 ヵ月 

外観 黄色 〃 〃 〃 〃 〃 

力価（％） 100.0 100.0 99.6 99.6 97.7 100.0 
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（2）その他各種条件下における安定性試験結果 

保存条件 保存期間 保存形態 結果（力価、外観変化） 

蛍光灯下 

（500lux） 

15 日 

未包装 102.6％ 

変化なし グラシン袋 101.1％ 

グラシン袋／薬袋 102.1％ 

30 日 

未包装 100.0％ 

変化なし グラシン袋 100.9％ 

グラシン袋／薬袋 101.5％ 

25℃ 

75％RH 
30 日 

未包装 102.4％ 
変化なし 

グラシン袋 102.7％ 

30℃ 

92％RH 
30 日 

未包装 101.0％ 増色光沢なし 

黄色斑点 グラシン袋 101.1％ 

窓際直射 

日光光線下 

1 日 
未包装 100.5％ 褐変 

グラシン袋／薬袋 101.3％ 変化なし 

3 日 
未包装  98.5％ 褐変 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

グラシン袋／薬袋 100.8％ 

7 日 
未包装  99.6％ 

グラシン袋／薬袋  98.7％ 

14 日 
未包装  96.5％ 

グラシン袋／薬袋  97.5％ 

30 日 
未包装  94.4％ 

グラシン袋／薬袋  94.7％ 

 

7．調製法及び溶解後の安定性 

該当しない 

 

8．他剤との配合変化（物理化学的変化） 

該当しない 

 

9．溶出性 

本剤は、日本薬局方外医薬品規格第 3部に定められたメトトレキサート錠の溶出規格に適合する（45

分間の溶出率 85％以上）。 

 

試験方法：日局一般試験法溶出試験法のパドル法（回転数：50rpm、試験液：水） 

 

10．容器・包装 

（1）注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報 

該当資料なし 
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（2）包装 

100 錠［瓶］ 

 

（3）予備容量 

該当しない 

 

（4）容器の材質 

茶褐色のガラス 

 

11．別途提供される資材類 

該当資料なし 

 

12．その他 

該当資料なし 
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V．治療に関する項目 

1．効能又は効果 

4. 効能又は効果 

下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 

○急性白血病 

○絨毛性疾患（絨毛癌、破壊胞状奇胎、胞状奇胎） 

○慢性リンパ性白血病 

○慢性骨髄性白血病 

 

2．効能又は効果に関連する注意 

設定されていない 

 

3．用法及び用量 

（1）用法及び用量の解説 

6. 用法及び用量 

〈白血病〉 

メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1週間に 3～6日経口投与する。 

幼児 1.25～2.5mg 

小児 2.5～5mg 

成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉 

1 クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 

 

（2）用法及び用量の設定経緯・根拠 

該当資料なし 

 

4．用法及び用量に関連する注意 

設定されていない 
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5．臨床成績 

（1）臨床データパッケージ 

該当資料なし 

 

（2）臨床薬理試験 

該当資料なし 

 

（3）用量反応探索試験 

該当資料なし 

 

（4）検証的試験 

1）有効性検証試験 

該当資料なし 

 

2）安全性試験 

該当資料なし 

 

（5）患者・病態別試験 

該当資料なし 

 

（6）治療的使用 

1）使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データ

ベース調査、製造販売後臨床試験の内容 

該当資料なし 

 

2）承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要 

該当しない 

 

（7）その他 

該当資料なし 
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VI．薬効薬理に関する項目 

1．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群 

アミノプテリン※、葉酸、ホリナートカルシウム 

注意：関連のある化合物の効能又は効果等は、最新の添付文書を参照すること。 

※本邦未承認 

 

2．薬理作用 

（1）作用部位・作用機序 

白血病細胞、悪性腫瘍などの病的細胞は、分裂に必要な核酸合成が高度に行われている。 

このような病的細胞においては、核酸合成に不可欠な葉酸の需要が増大していることが証明され

ている。 

1947 年 Farber らは葉酸と同類の物質が人の白血病の進行を阻害することを見出し、その後の研究

で、病的細胞に至適量の葉酸拮抗剤を用いると、病的細胞にみられる異常な細胞増殖を阻害するこ

とが明らかになり、人工的な葉酸欠乏症をひき起こす治療法を考えるようになった。 

そのメカニズムは以下のように考えられている。 

 

メトトレキサートは、葉酸を核酸合成に必要な活性型葉酸に還元させる酵素 dihydrofolate 

reductase（DHFR）の働きを阻止し、チミジル酸合成及びプリン合成系を阻害して、細胞増殖を抑

制する。メトトレキサートは、正常細胞や感受性の高い癌細胞には能動的に取り込まれ、殺細胞作

用を示す。3～5） 

また、ホリナートはメトトレキサートが作用する酵素に関与せず、細胞の葉酸プールに取り込まれ、

活性型葉酸（5,10-methylene tetrahydrofolate 等）となり、細胞の核酸合成を再開させ葉酸代謝

拮抗剤であるメトトレキサートの毒性を軽減する 6）、7）。 
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（2）薬効を裏付ける試験成績 

該当資料なし 

 

（3）作用発現時間・持続時間 

該当資料なし 
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VII．薬物動態に関する項目 

1．血中濃度の推移 

（1）治療上有効な血中濃度 

該当資料なし 

 

（2）臨床試験で確認された血中濃度 

悪性腫瘍患者 17 例にメトトレキサートの 2.25mg、4.50mg、9.00mg、31.5mg を経口投与したときの

最高血中濃度は、2.25mg、4.50mg、9.00mg 投与時には 1 時間後に、31.5mg 投与時には 2 時間後に

みられた。投与 1 時間後の最高血中濃度は 5.3×10－7mol/L～2.4×10－6mol/L であり、この濃度範

囲内におけるメトトレキサートの血漿中蛋白結合率は約 50％であった。（外国人データ） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。 

〈白血病〉メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1 週間に 3～6日経口投与する。幼児 1.25

～2.5mg、小児 2.5～5mg、成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉1クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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（3）中毒域 

メトトレキサートの血中濃度の危険限界は 24 時間値で 1×10－5モル濃度、48 時間値で 1×10－6モ

ル濃度、72 時間値で 1×10－7モル濃度であるので危険限界以上の濃度の際は、「Ⅷ-10. 過量投与」

の項の処置を行うこと。 

 

（4）食事・併用薬の影響 

（「Ⅷ-7．相互作用」の項参照） 

 

2．薬物速度論的パラメータ 

（1）解析方法 

該当資料なし 

 

（2）吸収速度定数 

該当資料なし 

 

（3）消失速度定数 

該当資料なし 

 

（4）クリアランス 

該当資料なし 

 

（5）分布容積 

該当資料なし 

 

（6）その他 

活性代謝物の速度論的パラメータ 

7-OH-MTX の消失は二相性で、半減期は 4.5 時間及び 28 時間である。8） 

 

 
注）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。 

〈白血病〉メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1 週間に 3～6日経口投与する。幼児 1.25

～2.5mg、小児 2.5～5mg、成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉1クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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3．母集団（ポピュレーション）解析 

（1）解析方法 

該当資料なし 

 

（2）パラメータ変動要因 

該当資料なし 

 

4．吸収 

急速にほぼ完全に吸収される。9）（外国人データ） 

 

5．分布 

（1）血液－脳関門通過性 

該当資料なし 

 

（2）血液－胎盤関門通過性 

該当資料なし 

 

（3）乳汁への移行性 

投与量の 0.01％移行する。10）（外国人データ） 

 

（4）髄液への移行性 

該当資料なし 

 

（5）その他の組織への移行性 

メトトレキサートは速やかに体液全体に分布し、特に肝、腎、胃、腸への移行が多く、これらの臓

器中では主として肝実質細胞、近位尿細管及び腸管上皮に局在することが確かめられている。また、

胆のう壁及び胆汁中の濃度は血清のそれより高く、胆汁より能動的な排泄を示している。 

 

（6）血漿蛋白結合率 

約 50％9）（外国人データ） 
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6．代謝 

（1）代謝部位及び代謝経路 8）、11） 

主にメトトレキサートはヒトにおいて、肝臓のアルデヒドオキシダーゼにより 7-OH-メトトレキサ

ート（16.5％）に代謝される。その他、メトトレキサートは肝臓、赤血球等の細胞内で Polyglutamate

化によりメトトレキサート-PG に、又は腸内細菌の有するカルボキシペプチダーゼにより APA に代

謝される。 

 

代謝物の構造式 

7-OH-MTX 

：7-Hydroxymethotrexate 
N

N N

N

NH2

H2N

CH2 N

CH3

C

O

NH C CH2CH2CO2H

H

CO2H

OH  

APA 

：2,4-Diamino-N10-methyl- 

pteroic acid 

N

N N

N

NH2

H2N

CH2 N

CH3

CO2H

 

MTX-PG 

：Methotrexate-polyglutamate 
N

N N

N

NH2

H2N

CH2 N

CH3

C

O

[NH C CH2CH2CO]n

CO2H

H

OH

 

 

（2）代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種、寄与率 

該当資料なし 

 

（3）初回通過効果の有無及びその割合 

該当資料なし 

 

（4）代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率 8） 

メトトレキサート大量静注（200mg/kg）投与 6 時間後の患者血清中にはメトトレキサートの代謝

物、7-OH-MTX 及び APA が存在することが確認された。 

DHFR 阻害能については、7-OH-MTX は約 1％、APA は約 10％を示した。 

 

 

 

 

 
注）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。 

〈白血病〉メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1 週間に 3～6日経口投与する。幼児 1.25

～2.5mg、小児 2.5～5mg、成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉1クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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7．排泄 

（1）排泄部位 

主に腎臓 

 

（2）排泄率 

（外国人データ） 

悪性腫瘍患者 17 例にメトトレキサートの 2.25mg、4.50mg、9.00mg、31.5mg を経口投与したときの

尿中排泄率は 24 時間でほぼ 100％を示した。 

また、メトトレキサートの 2.25～31.5mg を静脈内に投与したときの尿中排泄率は、最初の 1 時間

で 43％、6時間で 88％であることが認められており、大部分は未変化体であった。9） 

手術不能癌患者 2 例に 3H-メトトレキサートを 0.1mg/kg 経口投与した時のメトトレキサートの主

排泄経路は尿中であり、累積尿中排泄率及び累積糞中排泄率はそれぞれ 69.5％、8％であった。12） 

 

（3）排泄速度 

該当資料なし 

 

8．トランスポーターに関する情報 

該当資料なし 

 

9．透析等による除去率 

透析等でほとんど除去されない。 

 

（1）腹膜透析 

メトトレキサートによる急性腎不全に施行した例ではほとんど効果がみられない。13）（外国人デー

タ） 

 

（2）血液透析 

4 時間で 10.8％であった。14） 

 

（3）直接血液灌流 

該当資料なし 

 

 
注）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。 

〈白血病〉メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1 週間に 3～6日経口投与する。幼児 1.25

～2.5mg、小児 2.5～5mg、成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉1クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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10．特定の背景を有する患者 

該当資料なし 

 

11．その他 

該当資料なし 
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VIII．安全性（使用上の注意等）に関する項目 

1．警告内容とその理由 

設定されていない 

 

2．禁忌内容とその理由 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

2.1 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 

2.2 肝障害のある患者［9.3 参照］ 

2.3 腎障害のある患者［9.2 参照］ 

2.4 胸水、腹水等のある患者［胸水、腹水等に長時間貯留して毒性が増強されることがある。］ 

＜解説＞ 

2.4 メトトレキサートが第三スペース（胸水、腹水、浮腫など）に移行し、メトトレキサートの排

泄が遅延することにより重大な副作用を招くことがあるので、明らかに第三スペースが存在す

る患者に対しては投与禁忌とした。 

 

3．効能又は効果に関連する注意とその理由 

設定されていない 

 

4．用法及び用量に関連する注意とその理由 

設定されていない 

 

5．重要な基本的注意とその理由 

8. 重要な基本的注意 

8.1 骨髄機能抑制、肝・腎機能障害等の重篤な副作用が起こることがあるので、頻回に臨床検査

（血液検査、肝機能・腎機能検査、尿検査等）を行うなど、患者の状態を十分観察すること。

また、使用が長期間にわたると副作用が強くあらわれ、遷延性に推移することがあるので、投

与は慎重に行うこと。［11.1.2、11.1.4、11.1.5 参照］ 

8.2 出血性腸炎、消化管潰瘍・出血等の消化管障害があらわれることがあるので、口内炎、激し

い腹痛、嘔吐、下痢等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。ま

た、患者に対し、口内炎があらわれた場合には、直ちに連絡するよう注意を与えること。［11.1.8

参照］ 

8.3 感染症、出血傾向の発現又は増悪に十分注意すること。また、患者に対し発熱、倦怠感があ

らわれた場合には、直ちに連絡するよう注意を与えること。［11.1.3 参照］ 
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8.4 免疫機能が抑制された患者への生ワクチン接種により、ワクチン由来の感染を増強又は持続

させるおそれがあるので、本剤投与中に生ワクチンを接種しないこと。 

8.5 本剤投与に先立って、肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。［9.1.4、11.1.4 参照］ 

＜解説＞ 

8.1 重篤な副作用を未然に防ぐためにメトトレキサート投与後の一定時間は経時的にメトトレキサ

ートの血中濃度をモニターし、値が危険限界値を越えて、高値を示すときにはホリナートカル

シウムの増量投与・救援投与の延長等の処置が必要である。 

国内外の報告で、メトトレキサートの血中濃度を経時的に調べ、血中濃度の危険限界値について触

れたものを検討してみると、国内及び外国のいずれの報告でも、ほぼ同じ見解のものが多い。 

報告における危険限界値を大まかにまとめてみると、メトトレキサート投与開始 24 時間後でお

よそ 1×10－5モル濃度、48時間後でおよそ 1×10－6モル濃度及び、72時間後でおよそ 1×10－7モ

ル濃度で、これらの限界値を越えている例では副作用がみられている。 

8.2 「出血性腸炎」は重大な副作用の項に「重篤な腸炎」として、また、「消化管潰瘍・出血」はそ

の他の副作用の項に記載し、注意喚起をはかってきた。しかしながら、国内において本剤との

関連性が疑われる「出血性腸炎、消化管潰瘍・出血等の消化管障害」の症例が平成 6年以降 28

例集積されていること、同じメトトレキサート製剤である抗リウマチ剤「リウマトレックスカ

プセル 2mg」との整合性を検討した結果、本項に記載した。 

なお、「リウマトレックスカプセル 2mg」において、国内における腸炎、潰瘍等の消化管障害の

副作用症例において、経過中に症状として「嘔吐」が認められた症例報告があることから、消

化管障害の症状として「嘔吐」を記載し、本剤も同様に記載した。 

8.3 抗悪性腫瘍剤のほとんど全ての製品に記載されている注意事項である。メトトレキサートなど

の抗悪性腫瘍剤は細胞分裂の盛んな骨髄細胞などに作用し、白血球や血小板の生成を阻害する。

そのため感染症の誘発や出血傾向を招くことがあるので、この注意事項を記載した。 

なお、「リウマトレックスカプセル 2mg」の記載との整合性をとった。 

8.4 海外において、ステロイド剤により免疫機能が抑制された患者に生ワクチンを接種しワクチン

由来の感染が誘発されたとの報告があることから、免疫機能が抑制された患者に関する一般的

な注意として「リウマトレックスカプセル 2mg」の記載に合わせて記載した。 

8.5 「Ⅷ-6.（1）合併症・既往歴等のある患者」の項参照 
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6．特定の背景を有する患者に関する注意 

（1）合併症・既往歴等のある患者 

9.1 合併症・既往歴等のある患者 

9.1.1 骨髄機能抑制のある患者 

骨髄機能抑制を増悪させるおそれがある。［11.1.2 参照］ 

9.1.2 感染症を合併している患者 

骨髄機能抑制により感染を増悪させるおそれがある。［11.1.3 参照］ 

9.1.3 水痘患者 

致命的全身障害があらわれることがある。 

9.1.4 B 型又は C型肝炎ウイルスキャリアの患者 

B 型肝炎ウイルスキャリアの患者及び既往感染者（HBs 抗原陰性、かつ HBc 抗体又は HBs 抗体

陽性）又は C型肝炎ウイルスキャリアの患者に対し本剤を投与する場合、投与期間中及び投与

終了後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B 型又は C

型肝炎ウイルス増殖の徴候や症状の発現に注意すること。重篤な肝炎や肝障害の発現が報告さ

れており、死亡例が認められている。 

また本剤投与終了後にB型肝炎ウイルスが活性化することによる肝炎等の発現も報告されてい

る。［8.5、11.1.4 参照］ 

＜解説＞ 

9.1.1～9.1.3 メトトレキサートは骨髄抑制作用や、細菌・ウイルスなどに対する感染抵抗性の減

弱・免疫抑制作用を有することから、記載した。 

9.1.4 国内及び海外において、本剤及び他のメトトレキサート製剤（抗リウマチ剤「リウマトレッ

クスカプセル 2mg」）を B型又は C型肝炎ウイルスキャリアの患者に投与し、死亡例を含む重篤

な肝炎や肝障害の発現が報告された。特に B型肝炎においては、本剤投与終了後に B型肝炎ウイ

ルスが活性化することによる肝炎等の発現が報告された。これらのことから、B型又は C型肝炎

ウイルスキャリアの患者に投与する際の注意に関し、平成 22 年 2 月 16 日付で厚生労働省医薬

食品局安全対策課長通知が発出された。 

また、B 型肝炎ウイルスキャリアの患者及び B 型肝炎ウイルス既往感染者（HBs 抗原陰性、かつ

HBc 抗体又は HBs 抗体陽性）からのウイルス再活性化による肝炎は重症化しやすく、スクリーニ

ング検査やモニタリング検査が重要である旨が「B型肝炎治療ガイドライン（第 4版）2022 年 6

月」（日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会 編）に記載されている。これらのことか

ら、「本剤の投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること」と「既往感染者に

対し本剤を投与する場合、投与期間中及び投与終了後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマ

ーカーのモニタリングを行うなど、B 型肝炎ウイルス増殖の徴候や症状の発現に注意すること」

を追記した。 

なお、C型肝炎ウイルスについても、B型肝炎ウイルスと同様に注意すること。 

 

  



 

VIII．安全性（使用上の注意等）に関する項目 

 

23

（2）腎機能障害患者 

9.2 腎機能障害患者 

投与しないこと。本剤の排泄遅延により副作用が強くあらわれるおそれがある。［2.3 参照］ 

＜解説＞ 

メトトレキサートの主要な排泄経路が尿中であり、腎機能が低下している場合には副作用が強く 

あらわれることがあるため、安全性確保のために、投与開始前及び投与中の腎機能の確認等の患者 

の状態確認が重要であることから記載した。  

 

（3）肝機能障害患者 

9.3 肝機能障害患者 

投与しないこと。肝障害を増悪させるおそれがある。［2.2 参照］ 

 

（4）生殖能を有する者 

9.4 生殖能を有する者 

小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮する

こと。［9.7 参照］ 

＜解説＞ 

治療医学の進歩に伴って、寛解期間の大幅な延長、あるいは治癒する症例の増加が見込めるように

なり、生殖細胞に対する影響も考慮しながら治療すべきであるとの社会的要請に基づいて記載し

た。 

 

（5）妊婦 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。催奇形性を疑う症例

報告があり、また、動物実験（マウス、ラット及びウサギ）で催奇形作用が報告されている。 

 

（6）授乳婦 

9.6 授乳婦 

授乳しないことが望ましい。母乳中への移行が報告されている。 
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（7）小児等 

9.7 小児等 

副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。低出生体重児、新生児、乳児（1 歳未満）

に対する臨床試験は実施していない。［9.4 参照］ 

＜解説＞ 

薬剤、特に作用の強い抗悪性腫瘍剤投与による副作用は小児に多く発現しやすい傾向があること

から記載した。（「Ⅷ-6. （4）生殖能を有する者」の項参照） 

 

（8）高齢者 

9.8 高齢者 

腎機能検査値に十分注意し、患者の状態を観察しながら副作用の発現に特に注意し、慎重に投

与すること。腎機能等生理機能が低下していることが多く、メトトレキサートの排泄遅延によ

り副作用があらわれやすい。 

＜解説＞ 

薬剤、特に作用の強い抗悪性腫瘍剤投与による副作用は高齢者に多く発現しやすい傾向があるこ

とから記載した。 

 

7．相互作用 

（1）併用禁忌とその理由 

設定されていない 

 

（2）併用注意とその理由 

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 

サリチル酸等の非ステロイ

ド性抗炎症剤 

メトトレキサートの副作用

（骨髄抑制、肝・腎・消化管

障害等）が増強されることが

ある。頻回に臨床検査を行う

など観察を十分に行い、異常

が認められた場合には、メト

トレキサートの減量、休薬等

適切な処置を行うこと。ま

た、メトトレキサートの拮抗

剤であるホリナートカルシ

ウム（ロイコボリンカルシウ

ム）を投与すること。 

主として、非ステロイド性抗

炎症剤の腎におけるプロス

タグランジン合成阻害作用

による腎血流量の低下及び

ナトリウム、水分貯留傾向の

ためメトトレキサートの排

泄が遅延するためと考えら

れている。 

 



 

VIII．安全性（使用上の注意等）に関する項目 

 

25

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

スルホンアミド系薬剤 

テトラサイクリン 

クロラムフェニコール 

フェニトイン 

バルビツール酸誘導体 

メトトレキサートの副作用

（骨髄抑制、肝・腎・消化管

障害、血液障害等）が増強さ

れることがある。頻回に臨床

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、メトトレキサートの

減量、休薬等適切な処置を行

うこと。また、メトトレキサ

ートの拮抗剤であるホリナ

ートカルシウム（ロイコボリ

ンカルシウム）を投与するこ

と。 

併用薬剤が血漿蛋白と結合

しているメトトレキサート

を競合的に置換遊離し、メト

トレキサートの濃度を上昇

させ、その毒性を増強させ

る。 

スルファメトキサゾール・ト

リメトプリム 

両薬剤の葉酸代謝阻害作用

が協力的に作用するためと 

考えられている。 

ペニシリン 

（ピペラシリン等） 

プロベネシド 

併用薬剤がメトトレキサー

トの腎排泄を競合的に阻害

するためと考えられている。 

シプロフロキサシン 発現機序の詳細は不明であ

るが、メトトレキサートの腎

尿細管からの排泄が阻害さ

れるためと考えられている。 

レフルノミド 併用により骨髄抑制等の副

作用を増強するためと考え

られている。 

プロトンポンプ阻害剤 

（オメプラゾール、ラベプラ

ゾール、ランソプラゾール

等） 

機序は不明であるが、メトト

レキサートの血中濃度が上

昇することがある。 

ポルフィマーナトリウム 光線過敏症を起こすことが

ある。 

ポルフィマーナトリウムは

光感受性を高める作用があ

るため、光線過敏症を起こし

やすい薬剤の作用を増強す

る。 

放射線療法 軟部組織壊死及び骨壊死の

発現頻度が高まるという報

告がある。 

機序不明 

 

 

＜解説＞ 

プロトンポンプ阻害剤について： 

プロトンポンプ阻害剤とメトトレキサートとの併用において、メトトレキサートの排泄が遅延し、

血中濃度が上昇することがあるとの国内外報告がある。15～18）これらの報告やプロトンポンプ阻害剤

添付文書及び CCDS＊（Company Core Data Sheet：企業中核データシート）との整合性に基づき記載

した。 

＊：安全性情報に加えて、効能又は効果、用法及び用量、薬理学及び製品に関するその他の情報が

含まれている米国ファイザー社が作成する文書 
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放射線療法について： 

米国において、メトトレキサートと放射線療法の併用により軟部組織壊死及び骨壊死の発現頻度

が高まるという報告 19）があり、厚生省医薬安全局安全対策課長通知（医薬安第 51 号／平成 12 年

3 月 29 日付）がなされた。米国添付文書にも同様の内容が記載されている。 

メトトレキサートと放射線療法の併用により、軟部組織壊死、骨壊死のリスクが高まるという報

告は、当該文献のみであり、評価は確立していない。 

 

8．副作用 

11. 副作用 

次の副作用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

を中止するなど適切な処置を行うこと。 

骨髄抑制、肝機能障害、粘膜・消化管障害等の細胞毒性に起因する副作用が発現した場合には、

適切な処置を行いながら、本剤の拮抗剤であるホリナートカルシウム（ロイコボリンカルシウ

ム）を投与すること。 

 

（1）重大な副作用と初期症状 

11.1 重大な副作用 

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明） 

冷感、呼吸困難、血圧低下等があらわれることがある。 

11.1.2 骨髄抑制（頻度不明） 

汎血球減少、無顆粒球症（前駆症状として発熱、咽頭痛、インフルエンザ様症状等があらわれ

る場合がある）、白血球減少、血小板減少、貧血等の骨髄抑制、再生不良性貧血があらわれる

ことがある。［8.1、9.1.1 参照］ 

11.1.3 感染症（頻度不明） 

呼吸不全にいたるような肺炎（ニューモシスティス肺炎等を含む）、敗血症、サイトメガロウ

イルス感染症、帯状疱疹等の重篤な感染症（日和見感染症を含む）があらわれることがあるの

で、患者の状態を十分観察し、異常が認められた場合には投与を中止し、抗生剤、抗菌剤の投

与等の適切な処置を行うこと。［8.3、9.1.2 参照］ 

11.1.4 劇症肝炎、肝不全（いずれも頻度不明） 

劇症肝炎、肝不全、肝組織の壊死・線維化、肝硬変等の重篤な肝障害（B 型又は C 型肝炎ウイ

ルスによるものを含む）があらわれることがある。［8.1、8.5、9.1.4 参照］ 

11.1.5 急性腎障害、尿細管壊死、重症ネフロパチー（いずれも頻度不明） 

急性腎障害、尿細管壊死、重症ネフロパチー等の重篤な腎障害があらわれることがある。［8.1

参照］ 

11.1.6 間質性肺炎、肺線維症、胸水（いずれも頻度不明） 

間質性肺炎、肺線維症、胸水等があらわれ、呼吸不全にいたることがあるので、観察を十分に行

い、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状があらわれた場合には、速やかに胸部X線等の検査を

行い、本剤の投与を中止するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。 
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11.1.7 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-

Johnson 症候群）（いずれも頻度不明） 

発熱、紅斑、そう痒感、眼充血、口内炎等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を

行うこと。 

11.1.8 出血性腸炎、壊死性腸炎（いずれも頻度不明） 

出血性腸炎、壊死性腸炎等の重篤な腸炎があらわれることがあるので、激しい腹痛、下痢等の

症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。［8.2 参照］ 

11.1.9 膵炎（頻度不明） 

11.1.10 骨粗鬆症（頻度不明） 

骨塩量減少等の異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

11.1.11 脳症（白質脳症を含む）（頻度不明） 

11.1.12 進行性多巣性白質脳症（PML）（頻度不明） 

本剤投与中及び投与終了後は患者の状態を十分に観察すること。意識障害、認知機能障害、麻

痺症状（片麻痺、四肢麻痺）、構音障害、失語等の症状があらわれた場合は、MRI による画像

診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

＜解説＞ 

11.1.2、11.1.9、11.1.10 本剤との因果関係は必ずしも明確ではないが、「無顆粒球症、重篤な白

血球減少、重篤な血小板減少、重篤な貧血」の自発報告、また、「膵炎」、「骨粗鬆症」の自発報

告があり、厚生省医薬安全局安全対策課長通知（医薬安第 51 号／平成 12 年 3 月 29 日付）がな

された。 

11.1.2 国内において「リウマトレックスカプセル 2mg」で「再生不良性貧血」の副作用症例が報

告されたため、「重大な副作用」の項に追記した。 

11.1.3 国内における「リウマトレックスカプセル 2mg」の肺炎（ニューモシスティス肺炎等を含

む）の副作用症例において、呼吸不全を併発した症例報告があることから、具体的に記載した。 

11.1.6 国内における「リウマトレックスカプセル 2mg」の間質性肺炎、肺線維症、胸水等の副作

用症例において、呼吸不全を併発した症例の報告があることから、具体的に記載した。 

11.1.11 国内及び海外において、メソトレキセート錠 2.5mg 及び他のメトトレキサート製剤（抗リ

ウマチ剤「リウマトレックスカプセル 2mg」）の経口投与に関連し、白質脳症等の脳症の発現が

報告されたため、記載した。 

11.1.12 欧州医薬医品庁（EMA）の医薬品安全性監視リスク評価委員会（Pharmacovigilance 

RiskAssessment Committee：PRAC）より、メトトレキサート製剤（以下、MTX 製剤）の使用によ

り PML 発現のシグナルを検知したことから集積症例レビューを行うよう要請を受け、集積症例

レビューを行った。その結果、PRAC は MTX 製剤と PML の明確な因果関係は確立されていないが、

MTX 製剤が PML 発現に寄与する役割も否定できないと判断したため、2021 年 9 月に MTX 製剤の

欧州添付文書に PML の注意喚起を行った。これを受け、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）において MTX 製剤の国内添付文書における PML の注意喚起の必要性が検討され、MTX 製

剤と PML との因果関係は確立されていないが、国内外での症例集積状況等を踏まえ、専門委員の

意見も聴取した結果、「11.1 重大な副作用」の項に PML を記載し、注意喚起を行うことが適切

と判断された。 

以下に国内での主な PML 発現症例の概要を示す。 
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【症例概要】 

症例 1 
患者 

1日投与量
投与期間 

副作用 

性・ 
年齢 

使用理由 
（合併症） 

経過及び処置 

女 

70 代 

関節リウ
マチ 

(歩行障害) 

12mg（1週あた
りの投与量） 

約 9 年間 

進行性多巣性白質脳症 

投与約 17年前 抗環状シトルリン化ペプチド（抗 CCP）抗体陽性、プレ
ドニゾロン 1～5mg/日投与を開始した。 

投与開始日 MTX製剤 12mg/週の投与を開始した。 

投与約 10年目 進行性の歩行障害を 5ヵ月間、    進行性の悪心を 1ヵ月間呈し 
（入院日） 入院した。 

入院時の神経学的検査で、失調性構語障害、左錐体路徴候、 軽度
の左不全片麻痺、及び左上下肢の顕著な運動失調あり。 

入院時 MRI 所見に、両側小脳脚、小脳白質、及び橋底部を
含むテント下領域に T2WI/FLAIR 画像による複数の高信
号病変あり。 

年月日不明    臨床状態が悪化し、MTX製剤及びプレドニゾロンを漸減し 
（入院中）    中止した。 

定位脳生検を実施、MRI所見及び脳脊髄液（CSF）検査の PCR 
陽性から進行性多巣性白質脳症と診断。 

メフロキン及びミルタザピンによる治療を開始した。治
療開始 2ヵ月後に症状は改善傾向となり、退院した。 

年月日不明    CSFのPCR検査は検出不能となった。 

(退院5ヵ月後)    症状の悪化及び病変拡大なし。 

臨床検査値 

 
検査項目 

MTX製剤 

投与開始前 

投与 

約 10年目 

（入院日） 

中止前

不明日 

（入院中） 

中止後

不明日 

（入院中） 

中止 

約2ヵ月後 

（退院後） 

中止後

不明日 

(退院5ヵ月後) 

CSF-JCV-DNA (copies/mL） － － － 2124 886 検出不能 

CD4/CD8比（末梢血中リンパ球） － － － 1.6 2.6 － 

IgG index － 2.27 － 1.67 1.69 1.79 

SARA*スコア(点) － 22 25 － 17 － 
* Scale for the Assessment and Rating of Ataxia 

 

併用薬：プレドニゾロン 

備考 企業報告 
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症例 2 
患者 

1日投与量 

投与期間 

副作用 

性・ 
年齢 

使用理由 
（合併症） 

経過及び処置 

女 
60 代 

関節リウマチ 

（なし） 

6mg（1週あたり
の投与量） 
約 4年間 

↓ 
4mg（1週あたり
の投与量） 
約 4年間 

進行性多巣性白質脳症、クリプトコッカス性髄膜炎 

投与開始日 関節リウマチと診断し、MTX製剤 6mg/週及びプレド 

ニゾロン 3mg/日の投与を開始した。 

投与約 4年後 インフリキシマブの投与を開始し、プレドニゾロン 
を 2mg/日に減量した。 
関節リウマチ症状の寛解のため、MTX製剤を 4mg/週 

に減量し、プレドニゾロンを 1mg/日に減量した。

投与約 7年後 関節リウマチ症状の寛解のため、プレドニゾロンを 
中止した。 

投与約 8年後 一過性の急性右上下肢脱力及び歩行障害のため 
（入院日） 入院した。 

覚醒し見当識良好で、脳神経機能に損傷なく、認知機
能は正常であった。右手指のしびれ感があった。頭部 
CT スキャンで、出血性変化をみとめなかった。頭部 MRI 
所見で、拡散強調画像に異常な信号域はなく、
FLAIR 画像に非特異的な病変をみとめた。 

年月日不明 神経学的検査は正常であり、一過性脳虚血発作と診 
（入院 2日目） 断した。 
年月日不明 四肢麻痺及び一過性脳虚血発作の症状の再発は 
（入院 5日目） なく、退院した。 
年月日不明 頭痛、悪心、浮動性めまい、体重減少及び複視の 
（退院 8週後） ため、再入院した。 
（投与中止日） 軽度の認知機能障害がみられ、神経学的検査で、傾 

眠状態及び両側第 6 脳神経麻痺が確認された。両
上肢及び両下肢の深部腱反射は軽度亢進してお
り、頭痛、浮動性めまい及び複視のため、介助なしで
歩行できなかった。 

髄液中及び血清中からクリプトコッカス抗原が検
出され、クリプトコッカス・ネオフォルマンスが同定
された。 

頭部 MRI 所見で両側の前頭葉及び側頭葉の白質に
限局性病変が確認された。 
髄液検査に基づき、クリプトコッカス性髄膜炎と診

断した。 
MTX製剤及びインフリキシマブの投与を中止した。
アムホテリシンBとフルシトシンによる導入療法を
開始した。 

中止 3週後 髄液中に JC ウイルス DNA の存在が確認された。 
（再入院 3週後） MRI 所見及び PCR結果より、進行性多巣性白質 

脳症疑いと診断した。 
中止 4週後 MRI 所見でいくつかの病変増大、新たな病変がみ 
（再入院 4週後） られた。 

限局的な神経学的症状はなかった。 
中止 8週後 フルコナゾールによる抗真菌薬維持療法を継続した。 
（再入院 8週後） 複視は改善し、退院した。 
中止 16週後 髄液中の JC ウイルス DNA は陰性であった。 

（再退院 2ヵ月後）  MRI 所見で、軽度改善が確認された。 
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臨床検査値 

検査項目 MTX製剤 

投与開始前 

投与約8年後 

（入院日） 

投与中止日 

（再入院日） 

中止8週後 中止16週後 

改訂長谷川式認知症スケール（点） － 28 16 28 － 

ミニメンタルステート（点） － 30 － － － 

白血球数（cells/μL） － － 5,400 － － 

リンパ球（%） － － 4.0 － － 

ヒト免疫不全ウイルス抗体 － － 陰性 － － 

血中グルコース（mg/dL） － － 143 － － 

髄液白血球数（cells/μL） － － 23 － 10 

髄液蛋白（mg/dL） － － 199 － － 

髄液ブドウ糖（mg/dL） － － 22 － － 

髄液中 JC ウイルス DNA 

（copies/mL） 
－ － 479 － 0 

 

併用薬：プレドニゾロン、インフリキシマブ 

備考 企業報告 

 

（2）その他の副作用 

11.2 その他の副作用 

 頻度不明 

過敏症 発疹、蕁麻疹、そう痒、発熱 

血液 出血、低ガンマグロブリン血症、好酸球増多、リンパ節腫脹 

肝臓 黄疸、脂肪肝、AST、ALT、Al-P、LDH の上昇 

腎臓 血尿、BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿 

消化器 消化管潰瘍・出血、口内炎、腹痛、下痢、食欲不振、嘔気・嘔吐、メレナ、

イレウス、舌炎、口唇腫脹 

皮膚 光線過敏症、紅斑、色素沈着、色素脱出、皮下斑状出血、ざ瘡、脱毛、結節、

皮膚潰瘍 

精神神経系 頭痛、眠気、目のかすみ、項部緊張、背部痛、しびれ感、味覚異常、意識障

害、めまい、錯感覚 

呼吸器 咳嗽、呼吸困難 

生殖器 無精子症、卵巣機能不全、月経不全、流産 

その他 膀胱炎、倦怠感、耳下腺炎、結膜炎、低蛋白血症、血清アルブミン減少、関

節痛、動悸、胸部圧迫感、浮腫、悪寒 

注）メトトレキサート通常療法（本剤の効能又は効果、用法及び用量に基づく療法）においては、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。 
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9．臨床検査結果に及ぼす影響 

12. 臨床検査結果に及ぼす影響 

トリメトプリム（スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合剤）を併用した場合、2 水素

葉酸還元酵素（dihydrofolate reductase：DHFR）を用いたメトトレキサート濃度の測定で見か

け上高値を呈することがあるので注意すること。 

＜解説＞ 

メトトレキサートの血中薬物濃度の測定法には種々の方法（FPIA 法、EMIT 法、DHFR を用いた酵素

法など）があるが、酵素法の測定原理は細菌（L. Casei）から抽出した DHFR がメトトレキサートに

よって阻害される程度に基づいている。従って、トリメトプリムが併用された患者の検体では、相

加効果により見かけ上、メトトレキサート濃度が上昇し実際の濃度以上の数値となる。そのため、

酵素法で測定する場合は、メトトレキサートの正確な濃度を知るためにトリメトプリムの投与を中

止するか、トリメトプリムを併用する場合は他の方法で測定するなどの注意を必要とする。 

 

10．過量投与 

13. 過量投与 

13.1 症状 

外国で過量投与時に報告された主な症状は血液障害及び消化管障害であった。また、重篤な副

作用を発現し、致命的な経過をたどった症例が報告されている。 

13.2 処置 

過量投与したときは、すみやかに本剤の拮抗剤であるホリナートカルシウム（ロイコボリンカ

ルシウム）を投与するとともに、本剤の排泄を促進するために水分補給と尿のアルカリ化を行

うこと。本剤とホリナートカルシウムの投与間隔が長いほど、ホリナートカルシウムの効果が

低下することがある。 

 

11．適用上の注意 

設定されていない 

 

12．その他の注意 

（1）臨床使用に基づく情報 

15.1 臨床使用に基づく情報 

15.1.1 本剤を長期使用した患者あるいは本剤と他の抗悪性腫瘍剤を併用した患者に、悪性リン

パ腫、急性白血病、骨髄異形成症候群（MDS）等の二次発癌が発生したとの報告がある。 

15.1.2 免疫機能が抑制された患者にワクチンを接種した場合、抗体反応の欠如が報告されてい

る。 
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（2）非臨床試験に基づく情報 

設定されていない 
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IX．非臨床試験に関する項目 

1．薬理試験 

（1）薬効薬理試験 

「VI.薬効薬理に関する項目」の項参照 

 

（2）安全性薬理試験 

呼吸・循環器系に及ぼす影響 

 

メトトレキサート・ホリナート救援療法による一般薬理作用（イヌ） 

メトトレキサート投与量 体温 心拍数 血圧 心電図 

100mg/kg＋ホリナート 軽度変化 軽度変化 変動なし 著しい変化なし 

300mg/kg＋ホリナート 軽度変化 軽度変化 変動なし 著しい変化なし 

500mg/kg＋ホリナート 
上昇後 

下降 
上昇 最高血圧の下降 

死亡直前に頻脈、 

洞性不整脈等 

メトトレキサート 100mg/kg＋ホリナート及びメトトレキサート 300mg/kg＋ホリナート救援療法に

認められた変化は、メトトレキサート単独投与（100 及び 300mg/kg）に比し、その程度ははるかに

軽度であった。ホリナート救援投与によっても死亡の発現を阻止できなかった。メトトレキサート

500mg/kg＋ホリナート投与群に認められた変化は、メトトレキサート単独投与のそれと同様であっ

た。 

 

（3）その他の薬理試験 

該当資料なし 

 

2．毒性試験 

（1）単回投与毒性試験 

急性毒性（LD50、mg/kg） 

種 

投与経路 
マウス ラット 

経口 146 135～225 

腹腔内 85～103 6～25 

静脈内 65～70 － 

 

 
注）本剤の承認された用法及び用量は、以下のとおりである。 

〈白血病〉メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1 週間に 3～6日経口投与する。幼児 1.25

～2.5mg、小児 2.5～5mg、成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉1クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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（2）反復投与毒性試験 

亜急性毒性（ラット） 

投与法 投与経路 
投与量 

（mg/kg/day） 
性 

死亡出現量 

（mg/kg/day） 
死亡日 

LD50 

（mg/kg） 

1 ヵ月連続投与 

（1日 1回） 
静脈内 0.02～2.5 

雄 

・ 

雌 

0.5 7～20 － 

15 日間連続投与 

（12 時間毎） 
腹腔内 0.063～0.631 雌 0.159 7～25 0.217 

メトトレキサートの投与間隔を短くすると、低用量で死亡の出現がみられた。 

一般症状として粗毛、軟便、下腹部の汚れ、活動性の低下、可視粘膜・皮膚の蒼白化等が認められ

た。組織学的検査では死亡例に胃及び腸粘膜の萎縮及び変性、胸腺、脾、腸間膜リンパ節のリンパ

組織の退縮、骨髄実質細胞の減少、肝細胞の萎縮、肝、脾、及び投与部位（尾）の菌塊の存在と尾

静脈周囲の出血が認められた。生存例では 0.1mg/kg/日以上で、骨髄実質細胞の減少及びリンパ組

織の退縮などが認められた。 

 

慢性毒性（最大無作用量、最大安全量） 

メトトレキサートの、0.05、0.1、0.2、0.4、1mg/kg/日をラットに 3 ヵ月間経口投与した実験で

は、0.4mg/kg 以上の群に肝の中心静脈出血、小葉中心部浮腫、肝細胞索萎縮、脾の細胞のヘモジ

デリン沈着、腎の糸球体萎縮等が認められ、用量が増すにつれ著明な所見が認められている。 

 

（3）遺伝毒性試験 

該当資料なし 

 

（4）がん原性試験 

該当資料なし 

 

（5）生殖発生毒性試験 

胎児試験 

メトトレキサートを妊娠 10 日目のマウスに 1 回腹腔内投与した実験では、10mg/kg 以上の群に死

亡胎児の増加がみられ、25mg/kg 以上の投与群では欠指症及び口蓋裂の増加が認められている。20） 

 

変異誘発試験 

交配前の雄マウスにメトトレキサート0.1mg/kgを5日間腹腔内投与し、無処理の雌と交配しても、

特異的な優性致死誘導や、着床受精卵減少は認められず、精子形成期におよぼす影響は認められな

かった。 

 

（6）局所刺激性試験 

該当資料なし 

 

（7）その他の特殊毒性 

該当資料なし 



 

X．管理的事項に関する項目 

 

35

X．管理的事項に関する項目 

1．規制区分 

製  剤：メソトレキセート錠 2.5mg 

劇薬、処方箋医薬品注） 

注）注意－医師等の処方箋により使用すること 

有効成分：日局 メトトレキサート 

劇薬 

 

2．有効期間 

有効期間：3年 

（「IV-6．製剤の各種条件下における安定性」の項参照） 

 

3．包装状態での貯法 

貯 法：室温保存 

 

4．取扱い上の注意 

20. 取扱い上の注意 

瓶から取り出した錠剤は遮光して保存すること。 

 

5．患者向け資材 

患者向医薬品ガイド：有り 

くすりのしおり：有り 

その他の患者向け資材：無し 

 

6．同一成分・同効薬 

同一成分：注射用メソトレキセート 5mg、注射用メソトレキセート 50mg、メソトレキセート点滴静

注液 200mg、メソトレキセート点滴静注液 1000mg、リウマトレックスカプセル 2mg 

同 効 薬：メルカプトプリン水和物、ビンクリスチン硫酸塩、ドキソルビシン塩酸塩、アクチノマ

イシン D など 

 

7．国際誕生年月日 

1953 年 12 月（米国） 
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8．製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日 

販売名 
製造販売承認 

年月日 
承認番号 

薬価基準収載 

年月日 

販売開始 
年月日 

メソトレキセ

ート錠2.5mg 
1963年1月22日 13800AZY00018 1965年11月1日 1963年3月15日 

 

9．効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 

再評価結果にともなう効能又は効果の変更：1982 年 9 月 10 日 

白血病を急性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病に変更。 

絨毛性腫瘍（絨毛上皮腫破壊奇胎、胞状奇胎）を絨毛性疾患（絨毛癌、破壊胞状奇胎、胞状奇胎）

に変更。 

 

10．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

再評価結果 1982 年 8 月 10 日 

「Ⅹ-9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容」の項参照 

 

11．再審査期間 

該当しない 

 

12．投薬期間制限に関する情報 

本剤は、厚生労働省告示第 107 号（平成 18 年 3月 6日付）による「投薬期間に上限が設けられてい

る医薬品」には該当しない。 

 

13．各種コード 

販売名 

厚生労働省薬価 

基準収載医薬品 

コード 

個別医薬品コード 

(YJコード) 
HOT（9桁）番号 

レセプト電算処理

システム用コード 

メソトレキセート錠

2.5mg 
4222001F1027 4222001F1027 109055002 614210098 

 

14．保険給付上の注意 

該当しない 
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XII．参考資料 

1．主な外国での発売状況 

2022 年 11 月現在、英国、カナダ及び豪州等で承認されている。 

 

本邦における効能又は効果、用法及び用量は以下のとおりであり、外国の承認状況とは異なる。国

内の承認内容の範囲で本剤を使用すること。 

【効能又は効果】 

4. 効能又は効果 

下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 

○急性白血病 

○絨毛性疾患（絨毛癌、破壊胞状奇胎、胞状奇胎） 

○慢性リンパ性白血病 

○慢性骨髄性白血病 

 

【用法及び用量】 

6. 用法及び用量 

〈白血病〉 

メトトレキサートとして、通常、次の量を 1日量として 1週間に 3～6日経口投与する。 

幼児 1.25～2.5mg 

小児 2.5～5mg 

成人 5～10mg 

〈絨毛性疾患〉 

1 クールを 5日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1日 10～30mg を経口投与する。

休薬期間は、通常、7～12 日間であるが、前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副

作用が消失するまで休薬する。 

 

なお、いずれの場合でも年齢、症状により適宜増減する。 
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代表的な添付文書（英国）の概要（2022 年 3 月改訂版） 

国名 英国 

会社名 Pfizer Limited 

販売名 Maxtrex 

剤型及び含量 2.5mg Tablets 

効能又は効果 Methotrexate is a folic acid antagonist and is classified as an 

antimetabolite cytotoxic agent. 

Methotrexate is used in the treatment of adults with severe, active, 

classical or definite rheumatoid arthritis who are unresponsive or 

intolerant to conventional therapy. 

Methotrexate has also been used in the treatment of severe, uncontrolled 

psoriasis, which is not responsive to other therapy. 

Methotrexate has been used to produce regression in a wide range of 

neoplastic conditions including acute leukaemias, non-Hodgkin's 

lymphoma, soft-tissue and osteogenic sarcomas, and solid tumours 

particularly breast, lung, head and neck, bladder, cervical, ovarian, 

and testicular carcinoma. 

用法及び用量 Dosage for Cancer Treatment 

Oral administration 

A test dose of 5 - 10 mg parenterally is recommended, one week prior to 

therapy to detect idiosyncratic adverse events. Low doses not exceeding 

30 mg/m2 on five successive days. Thereafter an interval of at least two 

weeks is recommended to allow the bone marrow to recover. 

Doses in excess of 100 mg are usually given parenterally, when the 

injectable preparation should be used. Doses in excess of 70 mg/m2 should 

not be administered without leucovorin rescue (folinic acid rescue) or 

assay of serum methotrexate levels 24 - 48 hours after dosing. 

If methotrexate is administered in combination chemotherapy regimens, 

the dosage should be reduced, taking into consideration any overlapping 

toxicity of the other drug components. 

 

Dosage for Psoriasis and Rheumatoid arthritis 

Psoriasis 

Before starting treatment it is advisable to give the patient a test dose 

of 2.5–5.0 mg to exclude unexpected toxic effects. If, one week later, 

appropriate laboratory tests are normal, treatment may be initiated. 

The usual dose is 7.5 – 15 mg once a week. For the treatment of severe 

psoriasis, the total weekly dosage can be raised to 20 - 25 mg 

administered orally as necessary. Dosage should be adjusted according to 

the patient's response and the haematological toxicity. 

 

Rheumatoid Arthritis 

In adults with severe, active, classical or definite rheumatoid arthritis 

who are unresponsive or intolerant to conventional therapy, Maxtrex 

should be taken as 7.5-15 mg once a week. The total weekly dosage can be 

raised to 20-25 mg as necessary. Dosage should be adjusted according to 

the patient's response and the haematological toxicity. 
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2．海外における臨床支援情報 

（1）妊婦に関する海外情報（オーストラリア分類） 

本邦における特定の背景を有する患者に関する注意「9.4 生殖能を有する者、9.5 妊婦、9.6 授乳

婦」の項の記載は以下のとおりであり、オーストラリア分類とは異なる。 

【9.特定の背景を有する患者に関する注意】 

9.4 生殖能を有する者 

小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮するこ

と。［9.7 参照］ 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。催奇形性を疑う症例報

告があり、また、動物実験（マウス、ラット及びウサギ）で催奇形作用が報告されている。 

9.6 授乳婦 

授乳しないことが望ましい。母乳中への移行が報告されている。 

 

 分類 

オーストラリアの分類 

（An Australian categorisation of 

risk of drug use in pregnancy） 

分類：D（2022 年 10 月時点） 

 

＜参考：分類の概要＞ 

オーストラリアの分類： 

D：Drugs which have caused, are suspected to have caused or 

may be expected to cause, an increased incidence of human 

fetal malformations or irreversible damage. These drugs may 

also have adverse pharmacological effects. 

 

（2）小児に関する海外情報 

本邦における特定の背景を有する患者に関する注意「9.7 小児等」の項の記載は以下のとおりであ

り、英国の SPC とは異なる。 

【9.特定の背景を有する患者に関する注意】 

9.7 小児等 

副作用の発現に特に注意し、慎重に投与すること。低出生体重児、新生児、乳児（1歳未満）に

対する臨床試験は実施していない。［9.4 参照］ 

出典 記載内容 

英国の SPC 

（2022 年 3 月） 

Paediatric population 

Treatment should follow currently valid protocols for children.  

Safety and effectiveness in children have not been established,  

other than in cancer chemotherapy. 
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XIII．備考 

1．調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報 

 

本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法

等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を

事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可

否を示すものではない。 

（掲載根拠：「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関する Q＆A について

（その 3）」令和元年 9月 6日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡） 

 

（1）粉砕 

メソトレキセート錠 2.5mg を粉砕しての投与は、承認された剤形での投与ではなく、体内動態や安

全性及び有効性の検討を実施していない。適正使用の観点から、弊社としては推奨していない。 

 

参考としてメソトレキセート錠 2.5mg の粉砕後の安定性を検討した報告（下記の試験方法による）

を以下に示す。光により力価低下、高湿度条件下で外観変化、吸湿傾向が観察されている。 

なお、錠剤を粉砕しての本剤の投与については、医師の裁量と判断により行うこと。 

 

粉砕後の安定性データ 

【安定性試験】 

試験項目： 外観、定量値、水分 

保存条件： 室温空調下（23～27℃）、但し土日は無空調 
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試験結果 

試験項目 保存条件 Lot. 開始時 1日 3日 7日 14日 30日 

外観 

密閉 

保存 

室内蛍光下 
（500Lux） 

0870 淡黄色 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 

0872 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

遮光 

0870 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

0872 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

開放 

保存 

湿度 50-60％ 

RH 
（500Lux） 

0870 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

0872 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

湿度 90％RH 
（500Lux） 

0870 〃 〃 〃 〃 
黄色味 
増す 

黄色味 
増す 

0872 〃 〃 〃 〃 
黄色味 

増す 

黄色味 

増す 

定量値(％) 

密閉 

保存 

 

室内蛍光下 
（500Lux） 

0870 100.0 － － 100.4 98.9 97.3 

0872 〃 － － 97.0 96.6 96.2 

遮光 

0870 〃 － － 100.0 103.1 97.7 

0872 〃 － － 97.3 97.3 97.3 

開放 

保存 

湿度50-60％ 

RH 
（500Lux） 

0870 〃 － － 99.6 98.1 97.7 

0872 〃 － － 100.0 105.7 94.3 

湿度90％ 

RH（500Lux） 

0870 〃 － － 95.8 97.3 93.9 

0872 〃 － － 95.1 95.4 92.4 

水分(％)＊ 

密閉 

保存 

室内蛍光下 
（500Lux） 

0870 2.4 － － 1.8 1.9 2.0 

0872 3.1 － － 2.3 2.5 2.6 

遮光 

0870 2.4 － － 1.6 1.8 2.0 

0872 3.1 － － 2.2 2.5 2.6 

開放 

保存 

湿度50-60％ 

RH 
（500Lux） 

0870 2.4 － － 1.8 1.9 2.4 

0872 3.1 － － 2.1 2.2 2.6 

湿度90％RH 
（500Lux） 

0870 2.4 － － 5.5 6.8 7.5 

0872 3.1 － － 5.6 6.7 7.4 

「〃」：上段と同じ 「－」：未実施 

*水分試験は 60℃、減圧、3 時間にて実施 

（社内資料） 
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（2）崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 

メソトレキセート錠の簡易懸濁法での投与は、承認された剤形での投与ではなく、体内動態や安全

性及び有効性の検討を実施していない。適正使用の観点から、弊社としては推奨していない。 

 

なお、本剤を簡易懸濁しての投与については、医師の裁量と判断により行うこと。 

 

簡易懸濁試験のデータ 

【崩壊懸濁試験】「内服薬経管投与ハンドブック第 4版」参考資料 1） より抜粋。 

 

●錠剤・カプセル剤 

注入器の押し子部を抜き取り、注入器内に錠剤又はカプセルをそのまま 1 個入れて押し子を戻し注

入器に 55℃のお湯 20mL を吸い取り、筒先の蓋をして 5分間自然放置した。5分後に、崩壊・懸濁の

状況を確認した。5分後に崩壊しない場合、さらに 5分間放置後、注入器を手で 180 度 15 往復横転

して撹拌し崩壊・懸濁の状況を再度確認した。10 分間放置しても崩壊・懸濁しない場合、この方法

を中止した。この中止した薬品のうち、粉砕可能な錠剤はコーティングに亀裂を入れてから、開封

可能なカプセル剤は開封して充填薬を注入器内に入れて同様に試験を行った。コーティングへの亀

裂はシートの上から錠剤を乳棒で数回叩いて行う。錠剤粉砕・カプセル開封の可否は独自に作成し

た表 8 により判定した。コーティングに亀裂を入れることで崩壊、懸濁する錠剤、カプセル剤のう

ち、安定性により粉砕・開封不可能な薬品は「適 3」とし、コーティングに亀裂を入れることとし

た。 

 

表 8 錠剤粉砕、カプセル開封判定基準 

1. 粉砕化の可否判断は、原則としてインタビューフォームを参考とする。インタビューフォーム

にデータの記載がない場合、「錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック第 6版」（じほう, 2012）

を参考に判断する。判断がつかない時は「不適」とする。 

2. インタビューフォーム内の「原薬の安定性」中の「苛酷試験」の項目で、「温度・湿度・光」

の全条件が「4週間あるいは 30 日間安定」の場合、「可」とする。 

① 光の条件は、「室内散光」程度が安定であれば「可」とする。 

② 「安定」とは、含量・力価が 90％以上維持される場合とする（含量・力価の試験結果が記

載されている場合）。 

③ 多少の着色・吸湿はあっても安定で服用可能なら「可」とする。 

3. 苦み・酸味・麻痺性などがある場合は「可」とする（経管栄養チューブ投与では影響がないため）。 

4. 製剤的工夫（徐放性・腸溶性など）がされており、粉砕化することでその特性が失われる可能

性がある場合は「不可」とする。 

5. その他 

① 抗がん剤はバイオハザードを考慮し、原則として「不可」とする。 

② 内容が液状・油状などで、散剤として調剤できないものは「不可」とする。 

 

【通過性試験】「内服薬経管投与ハンドブック第 4 版」参考資料 1） より抜粋。 

崩壊懸濁試験で得られた懸濁液の入った注入器をチューブに接続し約 2～3mL／秒（10 秒で 20mL）の

速度で注入した。チューブはベッド上の患者を想定し、体内挿入端から 3 分の 2 を水平にし、他端

（注入端）を 30cm の高さにセットした。サイズ 8Fr.（フレンチ）、12Fr.長さ 120cm のチューブに注

入し、通過性を観察した。薬を注入した後に適量の水を同じ注入器で吸い取り、注入してチューブ内

を洗う（フラッシュする）時、注入器内・チューブ内に薬が残存していなければ通過性に問題なしと

した。 
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【判定】「内服薬経管投与ハンドブック第 4 版」参考資料 1） より抜粋。 

崩壊懸濁試験、通過性試験の結果より経管投与に適した薬品かどうかを経管投与判定基準（表 9）に

より判定した。 

 

表 9 経管投与可否判定基準 

 判定基準*1 

適 1 10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr. 経鼻チューブを通過*2 

適 2 
錠剤のコーティングに亀裂をいれる、あるいはカプセルを開封すれば、10 分以内に

崩壊・懸濁し、8Fr. 経鼻チューブを通過*2 

適 3 投与直前に亀裂を入れれば使用可能 

条 1 条件付通過（経鼻チューブサイズにより通過の状況が異なる）。 

条 2 
条件付通過（腸溶錠のため経鼻チューブが腸まで挿入されているか、腸瘻であれば使

用可能）。 

条 3 条件付通過（備考欄参照）。 

不適 経管投与に適さない 

*1：薬品注入後に 20mL の水でフラッシングするとき、薬品が残存していなければ通過と判定 

*2：8Fr. 経鼻チューブを通過した多くの医薬品は、18Fr. ガストロボタンも通過した。 

 

試験結果：「内服薬経管投与ハンドブック第 4 版」参考資料 2） より。 

剤型 適否 

通過性試験 崩壊懸濁試験 

最小通過 

サイズ 

水（約 55℃） 亀裂→水 

5 分 10 分 5 分 10 分 

メソトレキセート錠 
2.5mg 

不適*1
  ×*2

 ×*2
 －*3

  

*1 不適：簡易懸濁法では経管投与に適さない（凡例 3）参考資料 3） 

*2 ×：投与困難（凡例 5）参考資料 3） 

*3 －：安定性により破壊できない錠剤（凡例 6）参考資料 3） 

 

2．その他の関連資料 

該当資料なし 
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文献請求先･製品情報お問い合わせ先 

ファイザー株式会社 製品情報センター 

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 

学術情報ダイヤル 0120-664-467 

FAX 03-3379-3053 
 

製造販売 

ファイザー株式会社 

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 
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