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使用上の注意改訂のお知らせ

－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。－

2009年１月
アステラス製薬株式会社
大正富山医薬品株式会社
富山化学工業株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「使用上の注意」の一部を改訂致しましたので、
お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい「使用上の注意」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂の概要】（事務連絡）

「重大な副作用」の項に「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）」及び「肝機能障害」を追記しました。

【改訂内容】

次頁に改訂内容の続きがあります。
５～６頁に改訂後の使用上の注意全文を記載しておりますので、併せてご参照ください。

改｠訂｠後（下線部改訂） 改｠訂｠前

４．副作用

（1）重大な副作用

1）ショック、アナフィラキシー様症状（頻度不明）：

（省略：現行のとおり）

2）皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不

明）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）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し、適切な処置を行

うこと。

3）徐脈、洞停止、房室ブロック（頻度不明）：（省略：現

行のとおり）

4）肝機能障害（頻度不明）：AST（GOT）、ALT（GPT）

等の著しい上昇を伴う肝機能障害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

には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5）低血糖（頻度不明）：（省略：現行のとおり）

6）偽膜性大腸炎（クロストリジウム性大腸炎：0.5%未

満）：（省略：現行のとおり）

7）無顆粒球症（頻度不明）：（省略：現行のとおり）

8）横紋筋融解症（頻度不明）：（省略：現行のとおり）

４．副作用

（1）重大な副作用

1）ショック、アナフィラキシー様症状（頻度不明）：

（省略）

2）徐脈、洞停止、房室ブロック（頻度不明）：（省略）

3）低血糖（頻度不明）：（省略）

4）偽膜性大腸炎（クロストリジウム性大腸炎：0.5%未

満）：（省略）

5）無顆粒球症（頻度不明）：（省略）

6）横紋筋融解症（頻度不明）：（省略）

（一般名：メシル酸ガレノキサシン水和物）｠ 

注意－医師等の処方せんにより使用すること  

指定医薬品、処方せん医薬品 
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【改訂理由】

本剤による「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）」及び重篤な「肝機能障害」の副作用症例が

報告されたため、「重大な副作用」の項に追記し注意喚起を行うこととしました。これに伴い、｢重大

な副作用（類薬）」の項に記載していた「皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）」及び「肝機能

障害、黄疸」の記載を削除しました。代表的な症例の概要を次頁以降に示します。

改｠訂｠後（下線部改訂） 改｠訂｠前（点線部削除）

（2）重大な副作用（類薬）

他のキノロン系抗菌剤で次のような重大な副作用が報

告されているので、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し、適切な処置を行うこと。

1）中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）

2）～5）（省略：現行のとおり）

6）～10）（省略：現行 7）～11）のとおり）

（2）重大な副作用（類薬）

他のキノロン系抗菌剤で次のような重大な副作用が報

告されているので、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し、適切な処置を行うこと。

1）中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、皮膚粘膜眼症候

群（Stevens-Johnson症候群）

2）～5）（省略）

6）肝機能障害、黄疸

7）～11）（省略）



─ 3 ─

スティーブンス・ジョンソン症候群症例の概要

副　作　用

経過及び処置

スティーブンス・ジョンソン症候群

投与開始日：上咽頭炎にて本剤処方。

投与15日目：歯周異和感、両眼充血、眼脂にて近医眼科受診。結膜炎と診断

され、ガチフロキサシン水和物点眼液処方。

投与16日目：口腔内発赤とただれ、腹部発疹が発現。歯科受診し、点滴処置。

夜には全身に紅斑が発現。食事は痛みで飲み込むのも困難。

投与17日目：本剤、レバミピドは朝まで内服。

（投与中止日）角膜病変はなく結膜炎のみ認め、眼科にて0.1％ベタメタゾン

リン酸エステルナトリウム点眼液処方。

皮膚科入院時、結膜充血、眼脂、口唇・口腔内びらん、小水疱、

痂皮形成を認める。粘膜は触れるだけで剥離。体幹前面に小水

疱を伴う小紅斑が多数散在。体幹後面の紅斑はやや大きく、中

央に表皮壊死認めるものあり。

38.6℃の熱発あり。痛みあり、絶食（８日間）とし、補液を持

続点滴（15日間）。ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

（２mg/日）、セフメタゾールナトリウムを点滴。

病理検査にて、基底部の表皮細胞の顕著な壊死による表皮下水

疱を認める。

中止１日後：皮疹拡大し、手、陰部に進行。ベタメタゾンリン酸エステルナ

トリウムを４mg/日へ増量。ガチフロキサシン水和物点眼液を

中止。眼瞼結膜の剥離あり。

中止２日後：皮疹の拡大止まり、紅斑は暗色化する。平熱。

中止３日後：紅斑はかなり消退。口唇の腫脹も軽減。

中止４日後：手掌に小水疱出現。

中止５日後：DLST実施。本剤、レバミピド、ガチフロキサシン水和物点眼

液：陰性。

中止７日後：38.4℃の熱発あり。元々の皮疹はうすく痂皮形成。背部全体に

僅かに紅斑あり。

中止８日後：皮疹の悪化なく熱発もないため、ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウムを２mg/日へ減量。

中止10日後：ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムを１mg/日へ減量。

中止14日後：ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムを中止。摂食可能とな

る。皮疹は落ち着いているが、口腔内びらんあり。

中止15日後：退院。

中止28日後：外来受診。口腔内びらんは少し残るが、略治。

中止30日後：眼科受診し、回復を確認。

転帰

患者
１日投与量

投与期間

回復400mg

17日間

性
・
年齢

使用理由
〈既往歴〉

男

・

40代

咽頭炎

〈慢性副鼻腔炎〉

併用薬：レバミピド、塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン、ガチフロキサシン水和物
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この改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全 

対策情報　No.176（2009年１月発行予定）」に掲載されます。 

肝機能障害症例の概要

副　作　用

経過及び処置

肝機能障害

投与開始日：肺結核後遺症の治療継続中。発熱、食欲不振で外来受診し、肺

炎の診断にて本剤処方。

投与３日目：解熱傾向は示したが意識レベルが低下し入院。

（投与中止日）AST：1392IU/L、ALT：477IU/L、γ－GTP：119IU/L、

LDH：630IU/L、クレアチニン：3.29mg/dl、K：6.4mEq/L、

CRP：2.56mg/dLなど異常値を示す。

肝機能異常については薬剤性を疑い、全ての薬剤を投与中止。

中止１日後：肺炎、心不全、敗血症性ショックの治療を行い、循環動態を維

持。

肺炎に対しセフォゾプラン塩酸塩 １g １×24hr毎（８日間）、

心不全などに対しドパミン塩酸塩（10日間）、ショックに対し

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 500mg

（３日間）等の投与で徐々に全身状態も改善傾向。

中止２日後：AST：423IU/L、ALT：329IU/Lと低下傾向。血中アンモニ

ア：53μg/dL、肝性昏睡なし。ショック状態からは離脱。

心不全に対しフロセミド静注（５日間）、DIC疑いに対しガベ

キサートメシル酸塩（６日間）投与。

中止11日後：AST：58IU/L、ALT：89IU/Lまで低下し、肝障害改善。

中止14日後：本剤およびミノサイクリン塩酸塩以外の併用薬であるフドステ

イン、ウルソデオキシコール酸、アゾセミド、タウリン、アズ

レンスルホン酸ナトリウム水和物・L－グルタミンを再開。

転帰

患者
１日投与量

投与期間

軽快400mg

３日間

性
・
年齢

使用理由
（合併症）
〈既往歴〉

男

・

60代

肺炎

（アルコール性肝炎）

（慢性心不全）

〈肺結核〉

併用薬：フドステイン、ウルソデオキシコール酸、アゾセミド、ミノサイクリン塩酸塩、タウリン、アズレンス
ルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン

臨床検査値
投与
開始日

AST（GOT）（IU/L）
ALT（GPT）（IU/L）
Al-P（IU/L）
LDH（IU/L）
γ－GTP（IU/L）
総ビリルビン（mg/dL）
アンモニア（μg/dL）
プロトロンビン時間（秒）
PT-INR
APTT（秒）
FDP（μg/mL）
血小板数（×104/μL）
BUN（mg/dL）
クレアチニン（mg/dL）

28
15
─
155
96
─
─
─
─
─
─
7.6
23
0.86

投与
３日目
1392
477
225
630
119
2.1
─
─
─
─
─
11.0
37
3.29

中止
１日後
─
─
─
─
─
─
─
16.1
1.99
38.6
10.1
─
─
─

中止
２日後
423
329
─
─
─
─
53
─
─
─
─
─
─
─

中止
７日後
─
─
─
─
─
─
─
─
1.35
30.2
7.3
─
─
─

中止
11日後
58
89
147
203
98
0.9
─
─
─
─
─
14.4
89
1.19



改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

【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）
（1）てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患
者［痙攣を起こすおそれがある。］

（2）QT延長のある患者［心室性不整脈（Torsades de pointes
を含む）、QT延長を悪化させるおそれがある。］

（3）糖尿病又は耐糖能異常のある患者［血糖値の異常変動
があらわれることがある。］

（4）収縮期血圧が90mmHg以下の患者［血圧低下があらわ
れることがあり、低血圧を悪化させるおそれがある。］

２．重要な基本的注意
ショック、アナフィラキシー様症状が報告されているの
で、本剤の使用前にアレルギー既往歴、薬物過敏症等に
ついて十分な問診を行うこと。

３．相互作用
本剤はチトクロームP-450（CYP）による代謝をほとんど
受けない。また、CYPの代謝活性を阻害せず、CYPアイ
ソザイムを誘導しない。（「薬物動態」の項参照）
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
承認時までに国内で実施された臨床試験で、安全性評価
対象症例702例中132例（18.80%）に副作用が認められ、
211例（30.06%）に臨床検査値異常が認められた。主な副
作用は、下痢23例（3.28%）、頭痛12例（1.71%）、軟便10
例（1.42%）等であった。また、主な臨床検査値異常は、
ALT（GPT）増加10.40%（72/692）、AST（GOT）増加
8.38%（58/692）、血中アミラーゼ増加4.23%（29/685）等
であった。
（1）重大な副作用
1）ショック、アナフィラキシー様症状（頻度不明）：ショ
ック、アナフィラキシー様症状があらわれることが
あるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下、
浮腫、発赤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。
2）皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不
明）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）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し、適切な処置
を行うこと。
3）徐脈、洞停止、房室ブロック（頻度不明）：徐脈、洞
停止、房室ブロック（初期症状：嘔気、めまい、失
神等）があらわれることがあるので、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。
4）肝機能障害（頻度不明）：AST（GOT）、ALT（GPT）
等の著しい上昇を伴う肝機能障害があらわれること
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し、適切な処置を行うこと。
5）低血糖（頻度不明）：低血糖があらわれることがある
（高齢者、糖尿病患者であらわれやすい）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
止し、適切な処置を行うこと。
6）偽膜性大腸炎（クロストリジウム性大腸炎：0.5%未
満）：偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があ
らわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があら
われた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処
置を行うこと。
7）無顆粒球症（頻度不明）：無顆粒球症があらわれるこ
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し、適切な処置を行うこと。
8）横紋筋融解症（頻度不明）：筋肉痛、脱力感、CK
（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴と
し、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれ
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し、適切な処置を行うこと。

（2）重大な副作用（類薬）
他のキノロン系抗菌剤で次のような重大な副作用が報
告されているので、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し、適切な処置を行うこと。
1）中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）
2）心室性頻拍（Torsades de pointesを含む）、QT延長
3）痙攣
4）間質性肺炎、好酸球性肺炎
5）錯乱、幻覚等の精神症状
6）急性腎不全、間質性腎炎
7）高血糖
8）汎血球減少症、血小板減少
9）アキレス腱炎、腱断裂等の腱障害
10）血管炎

薬剤名等 機序・危険因子 

降圧作用を有す
る薬剤（降圧剤、
利尿剤等） 

機序不明 

機序不明 

臨床症状・措置方法 

併用により降圧作用を
増強するおそれがあ
る。 

血糖降下剤 併用により血糖降下作
用を増強するおそれが
ある。 

薬剤名等 機序・危険因子 

アルミニウム、マ
グネシウム、カル
シウム、鉄、亜鉛
を含有する製剤 
制酸剤、ミネ
ラル入りビタ
ミン剤等 

金属イオンと難溶性
のキレートを形成し、
吸収が阻害されると
考えられている。 

臨床症状・措置方法 

本剤の効果が減弱され
るおそれがあるので、
本剤服用後２時間以上
あけるなど注意するこ
と。 

ニトログリセリン 
硝酸イソソルビド 

機序不明 外国での注射剤の臨床
試験において、併用に
より血圧低下の発現頻
度の増加傾向が認めら
れている。 

クラスIA抗不整
脈薬 
キニジン、プロ
カインアミド等 

クラスⅢ抗不整脈薬 
アミオダロン、
ソタロール等 

これらの抗不整脈薬
では、単独投与でQT
延長作用がみられて
いる。 

QT延長、心室性不整脈
（Torsades de pointes
を含む）があらわれる
おそれがある。 

フェニル酢酸系、
プロピオン酸系
非ステロイド性
消炎鎮痛剤 

中枢神経系における
GABAA受容体への結
合阻害が増強される
と考えられている。 

他のキノロン系抗菌剤
で、痙攣を起こすとの
報告がある。 

テオフィリン 
アミノフィリン水和物 
コリンテオフィリン 

機序不明 テオフィリンのCmax、
AUCを約20%上昇させ
ることが認められてい
る。 
テオフィリンの中毒症
状（消化器障害、頭痛、
不整脈、痙攣等）があ
らわれるおそれがある
ので、観察を十分に行
い、血中濃度モニタリ
ングを行うなど注意す
ること。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分又は他のキノロン系抗菌剤に対し過敏症
の既往歴のある患者

（2）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「6．妊婦、
産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

（3）小児等（「7．小児等への投与」の項参照）

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
（1）本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐた
め、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要
な最小限の期間の投与にとどめること。

（2）低体重（40kg未満）の患者でかつ透析等を受けてい
ない高度の腎機能障害（Ccr30mL／min未満）の患者
への投与は、低用量（200mg）を用いることが望ま
しい。（「薬物動態」の項参照）



改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

（3）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じ
て適切な処置を行うこと。

５．高齢者への投与
本剤の臨床試験成績では、高齢者（65～94歳）において
認められた副作用の種類及びその発現率は、非高齢者
（18～64歳）と同様であったが、一般に高齢者では生理機
能が低下しているので、患者の一般状態に注意して投与
すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しな
いこと。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していな
い。］

（2）授乳中の婦人に投与する場合には、授乳を中止させる
こと。［ヒト母乳中へ移行することが認められている。］

７．小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していないので、投与しな
いこと。（「10.その他の注意」の項参照）

８．過量投与
過量投与に対しては催吐、胃洗浄により胃内薬物を除去
すること。症状があらわれた場合には、適切な支持療法
及び対症療法を行い、水分を十分に補給すること。なお、
本剤は血液透析、腹膜透析では効率よく除去できない。
［ガレノキサシン除去率：血液透析（４時間）では投与量
の約11%、持続式携帯腹膜透析（72時間）では投与量の約
３%。］

９．適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出し
て服用するよう指導すること。［PTPシートの誤飲により、
硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして
縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されて
いる。］

１０．その他の注意
（1）動物実験（幼若イヌ［３ヵ月齢］、若齢イヌ［８～９ヵ
月齢］、ラット［６週齢］）において、関節軟骨障害が
認められている。

（2）動物実験（マウス、ラット、イヌ及びカニクイザル）
において、赤紫又は紫色の可逆性着色が口腔粘膜、眼
瞼結膜、皮膚、胃等の器官及び組織で認められている。

0.5%未満 １%以上 ０．5～１%未満 

 喘息、血痰、鼻出血 、 
鼻閉、鼻道刺激感 、 
咽喉頭疼痛、気胸 、 
鼻漏、上気道の炎症 、 
鼻咽頭炎、咽喉頭炎  

呼吸器 

味覚障害 倦怠感、熱感、異 常 
感、結膜出血、眼痛 、 
眼の充血、色覚異常、 
単純ヘルペス  

血中CK（ CPK）  
増加、CRP増 
加、寒冷凝 集 
素陽性 

その他 

0.5%未満 １%以上 ０．5～１%未満 

湿疹、紅斑、皮膚炎、
そう痒症、潮紅、眼
瞼浮腫、アレルギー
性結膜炎、眼そう痒
症 

 発疹 過敏症 

 尿中ウロビリン陽性  AST（ GOT） 
増加、ALT
（ GPT） 増加 、 
γ-GTP増加 、 
血中ALP増加 、 
血中LDH増加、 
ビリルビン増 
加  

肝臓 

血中クレア チ 
ニン増加、 尿 
中ブドウ糖 陽 
性  

頻尿、BUN増加、 尿 
中白血球陽性、尿 中 
赤血球陽性、尿円柱  

尿中蛋白陽性  腎臓 

悪心、嘔吐 、 
腹痛、食欲 不 
振、腹部膨満 、 
口渇、舌炎 、 
口唇炎  

胃・腹部不快感、 消 
化不良、異常便、 口 
内炎、舌苔  

下痢、軟便 、 
便秘、血中 ア 
ミラーゼ増加  

消化器 

血小板数増加 、 
ヘモグロビ ン 
減少、好中 球 
数減少  

赤血球数減少、ヘ マ 
トクリット減少、 血 
小板数減少、リン パ 
球数増加、リンパ 球 
数減少、単球数増加  

好酸球数増加 、 
白血球数減少 、 
リンパ球形 態 
異常  

血液 

 血中塩化物減少、 血 
中カリウム減少、 血 
中ナトリウム減少  

血中カリウ ム 
増加、血中 ブ 
ドウ糖増加 、 
血中ブドウ 糖 
減少  

代謝異常  

血圧低下、 心 
電図QT延長 

徐脈、心不全、心 房 
細動、洞性不整脈 、 
心室性二段脈、動悸 、 
胸部不快感、胸痛 、 
血圧上昇、心電図 異 
常  P 波、心電図ST-
T変化  

 循環器 

 

傾眠、不眠症 、 
浮動性めまい 

しびれ  頭痛  精神神経  
系 

背部痛 関節痛、筋痛、筋 痙 
攣、足底筋膜炎 

 筋 ・ 骨格  
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