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（一般名：ネモナプリド）｠
注意－医師等の処方せんにより使用すること 

（一般名：ピモジド）｠
注意－医師等の処方せんにより使用すること 

劇薬、処方せん医薬品
抗精神病剤

処方せん医薬品

劇薬、処方せん医薬品

（一般名：ゾテピン）｠
注意－医師等の処方せんにより使用すること 

劇薬、処方せん医薬品
統合失調症治療剤

（一般名：クエチアピンフマル酸塩）｠
注意－医師等の処方せんにより使用すること 

劇薬、処方せん医薬品
抗精神病剤

処方せん医薬品
日本薬局方

日本薬局方

劇薬、処方せん医薬品
精神・情動安定剤
日本薬局方

（一般名：スルピリド）｠
注意－医師等の処方せんにより使用すること 

劇薬、処方せん医薬品

劇薬、処方せん医薬品
精神・情動安定剤

劇薬、処方せん医薬品

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。－

次頁以降に改訂の概要、改訂内容があります。
 5 ～21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。

’11－No. 04

2011年３月
アステラス製薬株式会社

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。
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【改訂の概要】

Ⅰ．全製品共通（事務連絡）
　 「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項に、妊娠後期における抗精神病薬投与により、新生児に離脱症
状や錐体外路症状があらわれたとの報告がある旨を追記しました。

Ⅱ．セロクエル、ドグマチール、ロドピン（自主改訂）
　 「相互作用」の項（セロクエル及びドグマチール）及び「重大な副作用（類薬）」の項（ロドピン）の「チ
オリダジン」に関する記載を削除しました。

Ⅰ．全製品共通
【改訂内容】

改｠訂｠後（下線部改訂） 改｠訂｠前

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 
　⑴ 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断さ
れる場合にのみ投与すること。［妊娠中の投与に
関する安全性は確立していない。動物実験（ラッ
ト及びウサギ）で胎児への移行が報告されてい
る。また、妊娠後期に抗精神病薬が投与されてい
る場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振
戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外
路症状があらわれたとの報告がある。］

　⑵　　　　　（省略：現行のとおり）

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 
　⑴ 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断さ
れる場合にのみ投与すること。［妊娠中の投与に
関する安全性は確立していない。また、動物実験
（ラット及びウサギ）で胎児への移行が報告され
ている。］

　⑵　　　　　　　 　（省略）

（注） 上記はセロクエル25mg錠・100mg錠・200mg錠・細粒50%のものを示しています。他の製品につきましては、
　　５頁以降の改訂後の「使用上の注意」をご参照ください。

【改訂理由】
　 2010年12月に米国規制当局より、抗精神病薬を妊娠後期に使用した際の新生児における離脱症状や錐体
外路症状の発現リスクについて注意喚起がなされました。これを踏まえ、国内においても当局により
同様の検討がなされた結果、抗精神病薬全般での注意喚起が必要と判断されたことから、「妊婦、産婦、
授乳婦等への投与」の項に、その旨を追記することとなりました。
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Ⅱ．セロクエル、ドグマチール、ロドピン
【改訂内容】
〈セロクエル〉

改｠訂｠後 改｠訂｠前（点線部削除）

3. 相互作用
　⑵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
CYP3A4誘導作
用を有する薬剤
フェニトイン
カルバマゼピン
バルビツール
酸誘導体
リファンピシン

等

本剤の作用が減
弱することがあ
る。

本剤の主要代謝酵
素であるCYP3A4
の誘導により、本
剤のクリアランス
が増加することが
ある。外国人にお
けるフェニトイン
併用投与例におい
て、本剤の経口ク
リアランスが約5
倍に増加し、Cmax
及びAUCはそれぞ
れ66%及び80%低
下した。

（他の項　省略：現行のとおり）

3. 相互作用
　⑵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
CYP3A4誘導作
用を有する薬剤
フェニトイン
カルバマゼピン
バルビツール
酸誘導体
リファンピシン

等

本剤の作用が減
弱することがあ
る。

本剤の主要代謝酵
素であるCYP3A4
の誘導により、本
剤のクリアランス
が増加することが
ある。外国人にお
けるフェニトイン
併用投与例におい
て、本剤の経口ク
リアランスが約5
倍に増加し、Cmax
及びAUCはそれぞ
れ66%及び80%低
下した。

チオリダジン チオリダジン併用
投与によって、外
国人における本剤
の経口クリアラン
スが1.7倍に増加し
た。また、Cmax及
びAUCが40～50%
低下した。

（他の項　省略）

〈ドグマチール〉

改｠訂｠後 改｠訂｠前（点線部削除）

3. 相互作用
　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
QT延長を起
こすことが知
られている薬
剤
イミプラミン
ピモジド

等

QT延長、心室性不
整脈等の重篤な副
作用を起こすおそ
れがある。

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。

（他の項　省略：現行のとおり）

3. 相互作用
　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
QT延長を起
こすことが知
られている薬
剤
チオリダジン
イミプラミン
ピモジド

等

QT延長、心室性不
整脈等の重篤な副
作用を起こすおそ
れがある。

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。

（他の項　省略）
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〈ロドピン〉

改｠訂｠後 改｠訂｠前（点線部削除）

4. 副作用
　⑵重大な副作用（類薬）
　　1　　　　（省略：現行のとおり）
　　2 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）：

類似化合物（フルフェナジン等）で低ナトリウ
ム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量
の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利
尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があ
らわれることが報告されている。

4. 副作用
　⑵重大な副作用（類薬）
　　1　　　　　　　（省略）
　　2 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）：

類似化合物（チオリダジン、フルフェナジン等）
で低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナト
リウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障
害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
（SIADH）があらわれることが報告されてい
る。

【改訂理由】
　 チオリダジンは、すでに国内での販売が中止されており、また最終出荷品の使用期限が切れていること
から、チオリダジンに関する記載を削除しました。

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（DSU）医薬
品安全対策情報　No.198（2011年 4 月発行予定）」に掲載されます。
「医薬品医療機器情報提供ホームページ」（http://www.info.pmda.go.jp/）に最新添付文書並びにDSUが掲載されます。

流通在庫の都合により、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要しますので、今後のご使用
に際しましては、ここにご案内します改訂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、最新添付文
書は「アステラス製薬ホームページ ─ Astellas Medical Net」（http://med.astellas.jp/）にてご覧いただけます。



【エミレース錠・細粒】 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）心・血管疾患、低血圧又はそれらの疑いのある患者［心
電図変化、血圧低下等があらわれることがある。］

（2）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
［痙攣閾値を低下させることがある。］

（3）肝障害のある患者［副作用が強くあらわれることがある。］
（4）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊症状のある患者
［悪性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

（5）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
（1）眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こるこ
とがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危
険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

（2）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
承認時及び市販後の使用成績調査における調査症例6,431例
中、本剤との関連が疑われる副作用（臨床検査値異常を含
む）は1,268例（19.7%）に発現し、その主なものはアカシ
ジア、振戦、筋強剛等の錐体外路症状であった。
使用成績調査において発現頻度が高かった臨床検査値異常
は、プロラクチン上昇、ALT（GPT）上昇、 －GTP上昇、
AST（GOT）上昇、CK（CPK）上昇等であり、承認時ま
での調査結果と同様な傾向であった。

（再審査結果通知：1999年３月）
（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）（0.1%未満）：無動緘黙、
強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等
が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投
与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに
適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増

加や血清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、ま
た、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられるこ
とがある。
なお、他の抗精神病剤で、高熱が持続し、意識障害、
呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎不全へと移行
し、死亡した例が報告されている。

2）無顆粒球症、白血球減少（いずれも頻度不明）：無顆
粒球症、白血球減少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。

3）肝機能障害、黄疸（頻度不明）：AST（GOT）上昇、
ALT（GPT）上昇、LDH上昇、黄疸等があらわれるこ
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。

4）肺塞栓症、深部静脈血栓症（いずれも頻度不明）：抗
精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息切
れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

５．高齢者への投与
高齢者では、低用量から投与を開始するなど慎重に投与す
ること。［肝機能が低下していることが多く、高い血中濃
度が持続するおそれがある。］

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治

パーキンソン症
候群（振戦、筋
強剛、流涎等）、
ジスキネジア
（舌のもつれ、
言語障害、眼球
回転、急性ジス
トニア、嚥下困
難等）、アカシ
ジア（静坐不能） 

錐体外 
路症状 

0.1%未満 0.1～５%未満 ５%以上 

 口周部等の不随意運
動（遅発性ジスキネ
ジア） 

 精神神 
経系 

痙攣発作、
躁状態等 

不眠、不安、傾眠、
眠気、過剰鎮静、興
奮、無力症、うつ状
態、知覚異常、脱力
倦怠感、焦燥感、イ
ライラ感、頭痛、め
まい・ふらつき 

 自律神 
経系 

 口渇、発汗、尿閉 

 消化器 食欲亢進、
下痢等 

便秘、嘔気、嘔吐、
食欲不振 

 肝臓  AST（GOT）・ALT
（GPT）・Al －P・ － 
GTP上昇等の肝機能
障害 

 循環器 血圧上昇、
徐脈、心電
図変化等 

血圧低下、心悸亢進 

 内分泌  月経異常、乳汁分泌  

 眼  霧視  

 皮膚  発疹  

 その他 体重減少等 貧血、体重増加  

 

中枢神経抑制剤
（バルビツール酸 
誘導体等） 
　　ペントバルビ 
　　　タールナト 
　　　リウム 

等 

本剤は中枢ドパミン
受容体遮断作用を有
し、両剤の相加的中
枢神経抑制作用を示
す。 
 

中枢神経抑制作用が
増強されることがあ
るので、必要に応じ
本剤を減量すること。 
 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

アルコール（飲酒） アルコールは中枢神
経抑制作用を有し、
両剤が相加的に作用
する。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）昏睡状態の患者、又はバルビツール酸誘導体等の中
枢神経抑制剤の強い影響下にある患者［本剤の作用
が過度にあらわれるおそれがある。］

（2）パーキンソン病のある患者［症状を悪化させるおそ
れがある。］



【エミレース錠・細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立し
ていない。動物実験（ラット）で周産期死亡が増加した
との報告がある。また、妊娠後期に抗精神病薬が投与さ
れている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振
戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状
があらわれたとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳婦への投与は避けることが望ましいが、や
むを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。［動物
実験（ラット）で乳汁中への移行がみられている。］

７．小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全
性は確立していない。（使用経験が少ない。）

８．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、更には穿孔を起こして縦隔
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。］

９．その他の注意
（1）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがある。

（2）イヌの亜急性及び慢性毒性試験で前立腺の萎縮、またラ
ットの生殖試験で妊娠率の低下を起こすとの報告がある。

（3）雌マウスに長期間経口投与した試験において、臨床最大
常用量の30倍（20mg/kg/日）以上で乳腺腫瘍の発生頻
度及びその110倍（70mg/kg/日）以上で下垂体腫瘍の発
生頻度が、対照群に比し高いとの報告がある。

（4）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。
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【オーラップ錠・細粒】 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）心疾患（うっ血性心不全等）のある患者［心電図異常を
起こすおそれがある。］

（2）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
［痙攣発作を起こすおそれがある。］

（3）肝障害のある患者［肝障害を悪化させるおそれがある。］
（4）腎障害のある患者［心電図異常を起こすおそれがある。］
（5）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（6）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

２．重要な基本的注意
（1）ときに眠気、めまい、ふらつきがあらわれることがある
ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う
機械の操作に従事させないように注意すること。

（2）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（3）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
本剤の代謝には肝薬物代謝酵素CYP3A4が主に関与し、
CYP2D6も関与している。また、CYP1A2が関与している
可能性もある。

（１）併用禁忌（併用しないこと）

（２）併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
○統合失調症
総症例2,832例中、副作用は583例（20.6%）に認められ、
主なものは睡眠障害206件（7.27%）、振戦118件（4.17%）、
アカシジア113件（3.99%）等であった。

（年次報告終了時：1978年２月）
○小児の自閉性障害等
総症例330例中、副作用は89例（27.0%）に認められ、主
なものは眠気49件（14.85%）、流涎10件（3.03%）等であ
った。 （効能・効果追加時：1982年４月）

（１）重大な副作用
1）心室頻拍、突然死：心室頻拍（Torsades de Pointes

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸 
　誘導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 
 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 
 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

メトクロプラミド 
ドンペリドン 
 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有する。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 
 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

グレープフルーツ 
　ジュース 
 

グレープフルーツ
ジュースがチトク
ロムP450（CYP 
3A4）による薬物
代謝を阻害し、本
剤の血中濃度が上
昇するおそれがあ
る。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがあるので、
グレープフルーツ
ジュースとの同時
服用をしないよう
に注意する。 

HIVプロテアーゼ
阻害剤 
　リトナビル 
　（ノービア） 

等 
アゾール系抗真菌剤 
（外用剤を除く） 
　イトラコナゾール 
　（イトリゾール） 

等 
クラリスロマイシン 
（クラリス、クラリ 
　シッド） 
エリスロマイシン 
（アイロタイシン、 
　アイロゾン、エリ 
　スロシン等） 

これらの薬剤が
チトクロムP450
（CYP3A4）によ
る薬物代謝を阻
害し、本剤の血
中濃度が上昇す
るおそれがある。 
 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 
 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

パロキセチン 
（パキシル） 
フルボキサミン 
（ルボックス、デプ 
　ロメール） 

これらの薬剤が
本剤の代謝を阻
害し血中濃度が
上昇するおそれ
がある。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）先天性QT延長症候群のある患者、先天性QT延長症候
群の家族歴のある患者、不整脈又はその既往歴のある
患者［QT延長、心室性不整脈を起こすおそれがある。］

（2）QT延長を起こしやすい患者［QT延長、心室性不整
脈を起こすおそれがある。］
1）QT延長を起こすことが知られている薬剤を投与中
の患者

2）低カリウム血症、低マグネシウム血症のある患者
3）著明な徐脈のある患者

（3）チトクロムP450（CYP3A4）を阻害する薬剤（HIVプ
ロテアーゼ阻害剤、アゾール系抗真菌剤、クラリス
ロマイシン、エリスロマイシン）、パロキセチン、フ
ルボキサミンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）

（4）昏睡状態の患者、又はバルビツール酸誘導体、麻酔
剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者［中
枢神経抑制作用を増強させるおそれがある。］

（5）内因性うつ病・パーキンソン病の患者［症状を悪化
させるおそれがある。］

（6）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患
者へ投与する場合は、抗痙攣剤、精神安定剤等を併用
するとともに観察を十分に行うこと。［痙攣発作を起
こすおそれがある。］

小児の自閉性障害等の場合



【オーラップ錠・細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

を含む）（0.1%未満）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。
また、心電図異常（QT間隔の延長、T波の平低化や逆
転、二峰性T波ないしU波の出現等）に続く突然死が
報告されているので、特にQT部分の変化があれば中
止すること。

2）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミ
オグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがあ
る。
なお、類似化合物（ハロペリドール等）の投与中、高
熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症
状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告されて
いる。

3）痙攣発作：痙攣発作（0.1～5%未満）があらわれるこ
とがある。このような症状があらわれた場合には投与
を中止すること。

4）低ナトリウム血症：意識障害、痙攣等を伴う低ナトリ
ウム血症（0.1%未満）を起こすことがある。このよう
な症状があらわれた場合は、直ちに本剤の投与を中止
し、ナトリウム補正等の適切な処置を行うこと。

5）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

6）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が
報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

５．高齢者への投与
高齢者では錐体外路症状等の副作用が起こりやすいので、
患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊婦、妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人に
は治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中及び授乳中の投与に関する安全
性は確立していない。妊娠後期に抗精神病薬が投与されて
いる場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋
緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわ
れたとの報告がある。］

７．過量投与
症状：心電図異常、錐体外路症状等を引き起こすことがあ
る。
処置：特異的な解毒薬はないので、主として対症療法及び
維持療法を行う。心電図異常がみられた場合は心電図モ
ニタリングを直ちに開始し正常化するまで継続すること。

８．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、更には穿孔を起こして縦隔
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。］

９．その他の注意
（1）本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。
また、突然死した症例では、大量投与されていた例が多
いとの報告があるので、投与量には十分注意すること。

（2）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

（3）小児の自閉性障害等の場合：本剤の投与により安定した状
態が認められた場合、適当な休薬期間を設け、その後の投
薬継続の可否を決めるが、学齢期の小児では学校の長期
休暇に合わせて休薬期間を設けるなどの配慮が望ましい。

注1）このような症状があらわれた場合には減量又は抗パーキンソ
ン剤との併用等適切な処置を行うこと。

注2）特に前治療剤からオーラップ療法に移行する場合に前治療剤
を急激に中止又は減量すると、このような症状があらわれや
すいので、前治療剤は徐々に減量することが望ましい。また、
このような症状があらわれた場合には、本剤の減量・休薬や、
前治療剤の量をもとに戻すなど適切な処置を行うこと。

注3）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注4）本剤はプロラクチン値を上昇させることがあるので、長期投
与に際しては乳汁分泌、月経異常等の発現に留意し、このよ
うな症状があらわれた場合には減量又は休薬等適切な処置を
行うこと。

その他 顔面浮腫、
体温調節障
害 

口渇、発汗、頭痛、
倦怠感、性欲亢進、
頻脈、めまい・ふ
らつき、便失禁、
肥満、鼻出血 

0.1%未満 0.1～５%未満 ５%以上 

 

内分泌注4）    プロラクチン値
の上昇 

錐体外路 
症状注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

 アカシジア（静坐
不能）、ジスキネジ
ア（眼球回転発作、
構音障害、嚥下障
害等） 

精神神経 
系注2） 

 不穏、興奮、多動、
易刺激、幻覚・妄
想の顕性化 

循環器 低血圧  

消化器 下痢 悪心・嘔吐、食欲
不振、胃部不快感、
便秘、腹痛 

泌尿器  排尿障害、頻尿、
夜尿 

肝臓 AST（GOT） 
上昇、ALT
（GPT）上昇 

  

眼  調節障害  

 

パーキンソン症
候群（振戦、筋
強剛、流涎等） 

５%以上 

不眠、眠気 

 

 

 

 

 

過敏症注3）  発疹、そう痒感   
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【セロクエル錠・細粒】 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）肝障害のある患者［本剤は主に肝臓により代謝されるた
め、クリアランスが減少し、血中濃度が上昇することが
ある。少量（例えば１回25mg １日１回）から投与を開
始し、１日増量幅を25～50mgにするなど患者の状態を観
察しながら慎重に投与すること。（「薬物動態」の項参
照）］

（2）心・血管疾患、脳血管障害、低血圧又はそれらの疑いの
ある患者［投与初期に一過性の血圧降下があらわれるこ
とがある。］

（3）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［痙攣閾値を低下させるおそれがある。］

（4）自殺企図の既往及び自殺念慮を有する患者［症状を悪化
させるおそれがある。］

（5）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（6）糖尿病の家族歴、高血糖あるいは肥満等の糖尿病の危険
因子を有する患者（「重要な基本的注意」の項参照）

２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により、著しい血糖値の上昇から、糖尿病性ケ
トアシドーシス、糖尿病性昏睡等の致命的な経過をたどる
ことがあるので、本剤投与中は、血糖値の測定や口渇、多
飲、多尿、頻尿等の観察を十分に行うこと。特に、高血
糖、肥満等の糖尿病の危険因子を有する患者では、血糖値
が上昇し、代謝状態を急激に悪化させるおそれがある。

（2）低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中は、脱
力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害等の低血糖
症状に注意するとともに、血糖値の測定等の観察を十分
に行うこと。

（3）本剤の投与に際し、あらかじめ上記（1）及び（2）の副作
用が発現する場合があることを、患者及びその家族に十
分に説明し、高血糖症状（口渇、多飲、多尿、頻尿等）、
低血糖症状（脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識

障害等）に注意し、このような症状があらわれた場合に
は、直ちに投与を中断し、医師の診察を受けるよう、指
導すること。

（4）本剤の投与により体重増加を来すことがあるので、肥満
に注意し、肥満の徴候があらわれた場合は、食事療法、
運動療法等の適切な処置を行うこと。

（5）本剤は、特に治療開始初期に起立性低血圧を起こすこと
があるので、立ちくらみ、めまい等の低血圧症状があら
われた場合には減量等、適切な処置を行うこと。

（6）本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意
力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある
ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う
機械の操作に従事させないように注意すること。

（7）前治療薬からの切り替えの際、精神症状が悪化する可能
性があるので観察を十分行いながら前治療薬の用量を減
らしつつ、本薬を徐々に増量することが望ましい。また、
症状の悪化が認められた場合には、他の治療法に切り替
えるなど適切な処置を行うこと。

（8）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

３．相互作用
本剤は複数の経路で広範に代謝される。本剤の代謝に関
与する主なP450酵素はCYP3A4である。
（１）併用禁忌（併用しないこと）

（２）併用注意（併用に注意すること）

薬 剤名等 機 序・ 危 険因子  

中枢神経抑制作用が
増強することがある
ので、個々の患者の
症状及び忍容性に注
意し、慎重に投与す
ること。 

薬力学的相互作用を起
こすことがある。 

中枢神経抑制剤
アルコール 

本剤の作用が減弱す
ることがある。 

本剤の主要代謝酵素で
あるCYP3A4の誘導に
より、本剤のクリアラ
ンスが増加することが
ある。外国人における
フェニトイン併用投与
例において、本剤の経
口クリアランスが約5
倍に増加し、Cmax及
びAUCはそれぞれ66%
及び80%低下した。 

CYP3A4誘導作
用を有する薬剤注） 

　フェニトイン 
　カルバマゼピン 
　バルビツール酸 
　誘導体 
　リファンピシン 

　　等 

臨床症状・措置方法 

薬 剤名等 臨 床症 状 ・措置 方 法 機 序・ 危 険因子  

アドレナリンはアド
レナリン作動性 、
β‐受容体の刺激剤で
あり、本剤の ‐受容
体遮断作用により、β
‐受容体の刺激作用が
優位となり、血圧降
下作用が増強される。 

アドレナリンの作
用を逆転させ、重
篤な血圧降下を起
こすことがある。 

アドレナリン 
（ボスミン）
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【警　告】
（1）著しい血糖値の上昇から、糖尿病性ケトアシドーシ
ス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用が発現し、死亡
に至る場合があるので、本剤投与中は、血糖値の測
定等の観察を十分に行うこと。

（2）投与にあたっては、あらかじめ上記副作用が発現す
る場合があることを、患者及びその家族に十分に説
明し、口渇、多飲、多尿、頻尿等の異常に注意し、
このような症状があらわれた場合には、直ちに投与
を中断し、医師の診察を受けるよう、指導すること。
（「重要な基本的注意」の項参照）

【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）昏睡状態の患者［昏睡状態を悪化させるおそれがあ
る。］

（2）バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響
下にある患者［中枢神経抑制作用が増強される。］

（3）アドレナリンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）
（4）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（5）糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者



【セロクエル錠・細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

注）これらの薬剤を投与中止する場合には、本剤の減量を要する
ことがある。

４．副作用
承認時までの臨床試験では、錠剤投与症例584例中365例
（62.5%）に副作用が認められ、主な副作用は不眠（19.3%）、
神経過敏（17.8%）、傾眠（14.2%）、倦怠感（10.8%）、不
安（10.6%）であった。また、臨床検査値の異常変動は、
ALT（GPT）上昇（8.3%）、CK（CPK）上昇（7.4%）、T4
減少（7.1%）、AST（GOT）上昇（6.6%）、プロラクチン
上昇（6.3%）、LDH上昇（5.5%）等であった。
市販後の調査では、1,158例中309例（26.7%）に臨床検査
値異常を含む副作用が認められている。主な副作用は傾眠
（4.3%）、高血糖（3.3%）、便秘（1.9%）、肝機能障害（1.6%）、
倦怠感（1.3%）であった。また、臨床検査値異常は、ALT
（GPT）上昇（2.0%）、CK（CPK）上昇（1.9%）、体重増
加（1.3%）、コレステロール増加（1.1%）、 －GTP上昇
（1.0%）等であった。 （再審査結果通知：2010年３月）
以下の副作用は、上記の試験・調査あるいは自発報告等
で認められたものである。
（１）重大な副作用
1）高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡：
高血糖（１～５%未満）があらわれ、糖尿病性ケトア
シドーシス、糖尿病性昏睡（いずれも頻度不明注））か
ら死亡に至るなどの致命的な経過をたどることがある
ので、血糖値の測定や、口渇、多飲、多尿、頻尿等の
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、インスリン製剤の投与を行うなど、適切な
処置を行うこと。
2）低血糖：低血糖（頻度不明注））があらわれることがあ
るので、脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障
害等の低血糖症状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）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（１%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それにひきつづき発熱がみられる場合は、投与を
中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切
な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や
CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミ
オグロビン尿を伴う腎機能低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚
脱、脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例
が報告されている。
4）横紋筋融解症：横紋筋融解症（頻度不明注））があらわ
れることがあるので、筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上
昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場

合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、
横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
5）痙攣：痙攣（１%未満）があらわれることがある。こ
のような症状があらわ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。
6）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症（頻度不明注））、白
血球減少（１～５%未満）があらわれることがあるの
で、血液検査を行うなど、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行
うこと。
7）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 －
GTP、Al－Pの上昇等を伴う肝機能障害（１～５%未
満）、黄疸（頻度不明注））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。
8）麻痺性イレウス：腸管麻痺（食欲不振、悪心・嘔吐、
著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物の
うっ滞等の症状）を来し、麻痺性イレウス（１%未
満）に移行することがあるので、腸管麻痺があらわれ
た場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこ
と。
9）遅発性ジスキネジア：口周部等の不随意運動（１%未
満）があらわれ、投与中止後も持続することがある。

10）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（いずれも頻度不明注））等の血栓
塞栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息
切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

注）国内自発報告の副作用のため頻度不明。

（２）その他の副作用

アカシジア、
振戦、構音
障害、筋強
剛、流涎、
ブラジキネ
ジア（動作
緩慢）、歩行
異常、ジス
キネジア、
嚥下障害 

不眠、易
刺激性、
傾眠 

不安、頭痛、
めまい 

統合失調性
反応、協調
不能 

精神神
経系 

５%以上 １%未満 １～５%未満 

焦躁感、鎮静、幻
覚の顕在化、健忘、
攻撃的反応、意識
レベルの低下、昏
迷、神経症、妄想
の顕在化、リビド
ー亢進、感情不安
定、激越、錯乱、
思考異常、自殺企
図、人格障害、躁
病反応、多幸症、
舞踏病様アテトー
シス、片頭痛、悪
夢、うつ病、独語、
衝動行為、自動症、
せん妄、敵意 

錐体外
路症状 

ジストニア、眼球
回転発作、パーキ
ンソン症候群 

 血液 顆粒球減少、好酸
球増加症、貧血、
血小板減少 

頻度不明注） 

本剤の作用を増強す
るおそれがあるの
で、個々の患者の症
状及び忍容性に注意
し、慎重に投与する
こと。 

本剤の主要代謝酵素で
あるCYP3A4を非競合
的に阻害するため、ク
リアランスが減少する
可能性がある。外国人
におけるケトコナゾー
ル併用例において、本
剤の血漿中濃度が増加
した。 

CYP3A4阻害
作用を有する
薬剤 
　エリスロマイシン 
　イトラコナゾール 

等 

薬 剤名等 機 序・ 危 険因子  臨床症状・措置方法 
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【セロクエル錠・細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

５．高齢者への投与
高齢者では少量（例えば１回25mg １日１回）から投与を
開始し、１日増量幅を25～50mgにするなど患者の状態を
観察しながら慎重に投与すること。［高齢者では非高齢者
に比べてクエチアピンの経口クリアランスが30～50%低
く、AUCは約1.5倍であり、高い血中濃度が持続する傾向
が認められている（「薬物動態」の項参照）。また、海外
臨床試験において非高齢者と比較し、起立性低血圧の発
現頻度が増加する傾向が認められている。］

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの

み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。動物実験（ラット及びウサギ）で胎児への
移行が報告されている。また、妊娠後期に抗精神病薬が
投与されている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障
害、振戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外
路症状があらわれたとの報告がある。］

（2）授乳婦：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。［動物実験（ラット）で乳汁移行が報告さ
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。（使用経験がな
い。）

８．過量投与
症状：主な症状は傾眠、鎮静、頻脈、低血圧等である。
まれに昏睡、死亡に至る症例が報告されている。
処置：本剤に特異的な解毒剤はないため維持療法を行う
こと。早期の胃洗浄は有効である。呼吸抑制があらわ
れた場合には気道の確保、人工呼吸等の適切な処置を
行うこと。

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、更には穿孔を起こして縦隔
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）本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。
（2）国内臨床試験において、本剤と因果関係が不明の心筋梗
塞、出血性胃潰瘍が報告されている。また、申請時に用
いた外国長期投与試験において、急性腎不全が報告され
ている。

（3）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、本剤を含む非定型抗精神病薬投与群はプラ
セボ投与群と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報
告がある。また、外国での疫学調査において、定型抗精
神病薬も非定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与
するとの報告がある。

（4）イヌで長期大量（100mg/kg/日を６及び12カ月間）経口
投与により、コレステロール合成阻害によると考えられ
る三角状後白内障が認められた。しかし、カニクイザル
（最大225mg/kg/日を56週間）及びげっ歯類に投与して
も白内障は認められなかった。また、臨床試験において
も、本剤と関連した角膜混濁は認められなかった。

（5）ラットに24カ月間経口投与したがん原性試験において、
20mg/kg/日以上の雌の投与群で乳腺腫瘍の発現頻度の
上昇が報告されている。これらの腫瘍の所見は、げっ歯
類においてプロラクチンと関連した所見として報告され
ているが、ヒトではプロラクチン濃度の上昇と腫瘍形成
の関連性は明確にされていない。

 AST（GOT） 
上昇、ALT
（GPT）上昇、 
LDH 上昇、
Al -P 上昇、
-GTP上昇 

 肝臓 ビリルビン血症 

 便秘、食欲
不振、嘔気 

鼓腸放屁、
消 化 管 障
害、吐血、
直腸障害 

消化器
系 

食欲亢進、嘔吐、
腹痛、下痢、消化
不良、胃炎、胃不
快感 

  内分泌
系 

T3減少、月経異常、 
甲状腺疾患、高脂
血症 

 頻脈、起立
性低血圧、
心悸亢進、
心電図異常 

血管拡張 循環器
系 

低血圧、高血圧、
徐脈、不整脈、失
神 

高プロラク
チン血症、
T4減少、高
コレステロ
ール血症 

 泌尿器
系 

排尿障害、排尿困
難、尿失禁、尿閉、
BUN上昇 

 持続勃起、
射精異常、
インポテン 
ス 

 呼吸器
系 

去痰困難、鼻炎  咳増加 

 眼 瞳孔反射障害  弱視、結膜
炎 

 過敏症 発疹  血管浮腫、
そう痒 

 その他 意欲低下、多汗、
発熱、体重減少、
胸痛、筋痛、高カ
リウム血症、舌麻
痺、しびれ感、背
部痛、肥満症、浮腫、
末梢浮腫、ほてり、
歯痛、関節痛 

倦怠感、無力
症、CK（CPK）
上昇、口内
乾燥、体重
増加 

顔面浮腫、
頸部硬直、
腫瘤、過量 
投与、骨盤
痛、歯牙障
害、痛風、
関節症、滑 
液包炎、筋
無力症、痙
縮、悪化反 
応、偶発外
傷、耳の障
害、味覚倒 
錯、ざ瘡 

 ５%以上 １%未満 １～５%未満 頻度不明注） 

注）外国の副作用及び国内自発報告の副作用のため頻度不明。 
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【ロドピン錠・細粒】 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）肝障害又は血液障害のある患者［肝障害又は血液障害を
悪化させるおそれがある。］

（2）褐色細胞腫、動脈硬化症あるいは心疾患の疑いのある患
者［類似化合物であるフェノチアジン系化合物では血圧
の急速な変動がみられることがある。］

（3）重症喘息、肺気腫、呼吸器感染症等の患者［類似化合物
であるフェノチアジン系化合物では呼吸抑制があらわれ
ることがある。］

（4）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
及び過去にロボトミーや電撃療法をうけた患者［痙攣閾
値を低下させることがある。］

（5）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（6）高温環境にある患者［高熱反応があらわれることがある。］
（7）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

２．重要な基本的注意
（1）眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こる
ことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等
危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

（2）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（3）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
（１）併用禁忌（併用しないこと）

（２）併用注意（併用に注意すること）

（３）接触注意（接触しないように注意すること）

４．副作用
総症例6,037例中副作用が報告されたのは1,712例で、発現頻
度は28.36%であった。主な副作用は眠気334例（5.53%）、脱
力・倦怠感197例（3.26%）、不眠182例（3.01%）、口渇177
例（2.93%）、便秘171例（2.83%）、めまい156例（2.58%）等
である。 （再審査結果通知：1989年１月）
（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミオ
グロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、
脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告
されている。

2）心電図異常：心電図変化（0.1～５%未満）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、減量又は投与を中止すること。

3）麻痺性イレウス：腸管麻痺（食欲不振、悪心・嘔吐、著
しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のう
っ滞等）を来し、麻痺性イレウス（0.1%未満）に移行す
ることがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与

有機燐殺虫剤 有機燐殺虫剤の
抗コリンエステラ
ーゼ作用を増強し、
その毒性を強める
おそれがある。 

相互に作用し、有
機燐殺虫剤の毒性
を増強させるおそ
れがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸 
　誘導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

抗コリン作用を有す 
る薬剤 
　抗コリン性抗パー 
　キンソン剤 
　三環系抗うつ剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は抗コリン作
用を有する。 

相互に抗コリン作
用を増強させるこ
とがある。 

メトクロプラミド 
ドンペリドン 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有するため、
併用により抗ドパ
ミン作用が強くあ
らわれる。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

降圧剤 本剤及びこれらの
薬剤は降圧作用を
有する。 

相互に降圧作用を
増強させることが
ある。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン 
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

アドレナリン 
（ボスミン） 

アドレナリンは α、
β受容体の刺激剤で
あり、本剤の α受容
体遮断作用により、 
β受容体刺激作用が
優位となり、血圧低
下作用が増強される。 

アドレナリンの作
用を逆転させ、重
篤な血圧低下を起
こすおそれがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）昏睡状態、循環虚脱状態の患者［これらの状態を悪
化させるおそれがある。］

（2）バルビツール酸誘導体、麻酔剤等の中枢神経抑制剤
の強い影響下にある患者［中枢神経抑制剤の作用を
延長し増強させる。］

（3）アドレナリンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）
（4）本剤の成分、フェノチアジン系化合物及びその類似
化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、
特に必要とする場合には慎重に投与すること）】
皮質下部の脳障害（脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症等）
の疑いがある患者［高熱反応があらわれるおそれがあ
るので、このような場合には全身を氷で冷やすか、又
は解熱剤を投与するなど適切な処置を行うこと。］



【ロドピン錠・細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

を中止すること。なお、この悪心・嘔吐は、本剤の制吐
作用により不顕性化することもあるので注意すること。

4）痙攣発作：痙攣発作（0.1～５%未満）があらわれるこ
とがある。このような症状があらわれた場合には投与
を中止すること。

5）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

6）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が
報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）重大な副作用（類薬）
1）遅発性ジスキネジア：類似化合物であるフェノチアジン
系化合物では長期投与により、ときに口周部等に不随意
運動があらわれ、投与中止後も持続することがある。

2）抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）：類似化
合物（フルフェナジン等）で低ナトリウム血症、低浸
透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙
攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候
群（SIADH）があらわれることが報告されている。

（３）その他の副作用

注1）このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。

注2）このような症状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減量又は投与を中止すること。

注3）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

５．高齢者への投与
高齢者では錐体外路症状等の副作用が起こりやすいので、
患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投
与しないことが望ましい。［動物実験で新生仔死亡率の
増加が報告されている。また、妊娠後期に抗精神病薬が
投与されている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障
害、振戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外
路症状があらわれたとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましい
が、やむを得ず投与する場合は、授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動態」
の項参照）］

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。

８．過量投与
症状：傾眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧低下、
錐体外路症状があらわれる。その他、激越、情緒不安、
痙攣、口渇、腸閉塞、心電図変化及び不整脈等があらわ
れる可能性がある。
処置：特異的な解毒薬はないので、対症療法及び維持療法
を行う。

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、更には穿孔を起こして縦隔
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）本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。
（2）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

0.1%未満 0.1～５%未満 ５%以上  
その他 発熱、味覚異 

常、体重増加、 
体重減少、瞳 
孔散大 

視覚障害、浮腫 血清尿酸低下 

循環器注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

不整脈、息苦 
しさ 

血圧降下、頻脈  

消化器 下痢、口内炎、
食欲亢進、腹
部膨満感 

便秘、悪心・嘔吐、
食欲不振、腹部不
快感 

 

自律神経 
系 

発汗、頻尿 脱力・倦怠感、口渇、
めまい、頭痛・頭重、
鼻閉、排尿困難、
しびれ感、失禁 

 

精神神経 
系 

性欲亢進 不眠、不安・焦燥、
不穏・興奮、易刺激、
意識障害 

眠気、脳波異
常 

過敏症注3） 皮膚そう痒感 発疹  

錐体外路 
症状 

 ジスキネジア（構音
障害、眼球回転発作、
嚥下障害、姿勢異
常等）、アカシジア
（静坐不能） 

パーキンソン
症候群（手指
振戦、流涎、
筋強剛、運動
減少、歩行障
害、膏顔、仮
面様顔貌等） 

肝臓注2）  肝障害  

５%以上  

内分泌 月経異常、乳
汁分泌 
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【ドグマチールカプセル・錠５０mg】【ドグマチール細粒】 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）心・血管疾患、低血圧又はそれらの疑いのある患者［症
状を悪化させるおそれがある。］

（2）QT延長のある患者［QT延長が悪化するおそれがある。］
（3）QT延長を起こしやすい患者［QT延長が発現するおそれ
がある。］
1）著明な徐脈のある患者
2）低カリウム血症のある患者　等

（4）腎障害のある患者［高い血中濃度が持続するおそれがあ
る。］

（5）パーキンソン病の患者［錐体外路症状が悪化するおそれ
がある。］

（6）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

（7）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（8）小児（「小児等への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により、内分泌機能異常（プロラクチン値上
昇）、錐体外路症状等の副作用があらわれることがある
ので、本剤の投与に際しては、有効性と安全性を十分考
慮のうえ使用すること。

（2）ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本
剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操
作に従事させないように注意すること。

（3）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（4）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
○胃・十二指腸潰瘍
カプセル剤投与6,078例中、副作用発現例は225例で発現
頻度は3.7%であった。 （年次報告終了時：1977年２月）
○統合失調症、うつ病・うつ状態
経口剤（カプセル、錠、細粒）投与17,010例中、副作用
発現例は2,136例で発現頻度は12.6%であった。

（年次報告終了時：1982年４月）
（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミオ
グロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、
脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告
されている。

2）痙攣：痙攣（0.1%未満）があらわれることがある。この
ような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3）QT延長、心室頻拍：QT延長、心室頻拍（Torsades de
Pointesを含む）（各0.1%未満）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。

4）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

5）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 －
GTP、Al－Pの上昇を伴う肝機能障害、黄疸（各0.1%未
満）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。

ベンザミド系薬剤 
　メトクロプラミド 
　チアプリド 

等 
フェノチアジン系薬剤 
　クロルプロマジン 

等 
ブチロフェノン系薬剤 
　ハロペリドール 

　等 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有するため、
併用により抗ドパ
ミン作用が強くあ
らわれる。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸誘 
　導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

QT延長を起こすこと
が知られている薬剤 
　イミプラミン 
　ピモジド 

等 

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ジギタリス剤 
　ジゴキシン 
　ジギトキシン 

　等 

本剤の制吐作用に
よる。 

ジギタリス剤飽和
時の指標となる悪
心・嘔吐、食欲不
振症状を不顕性化
するおそれがあ
る。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノー
マ）の患者［抗ドパミン作用によりプロラクチン分
泌が促進し、病態を悪化させるおそれがある。］

（3）褐色細胞腫の疑いのある患者［急激な昇圧発作を起
こすおそれがある。］



【ドグマチールカプセル・錠５０mg】【ドグマチール細粒】 改訂後の「使用上の注意」（下線部 改訂箇所）

6）遅発性ジスキネジア：長期投与により、口周部等の不
随意運動（0.1%未満）があらわれ投与中止後も持続す
ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には適切な処置を行うこと。

7）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が
報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

注1）観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止すること。

注2）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注3）発疹、浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

注1）急激に増量した場合、心電図に変化がみられることがあるの
で慎重に投与すること。

注2）このような症状があらわれた場合には、減量又は抗パーキン
ソン剤の併用等適切な処置を行うこと。

注3）このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。

注4）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注5）浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

５．高齢者への投与
本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機
能が低下していることが多く、高い血中濃度が持続するお
それがあるので、副作用（錐体外路症状等）の発現に注意
し、用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与するこ
と。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場
合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張
低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれ
たとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましい
が、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動態」
の項参照）］

７．小児等への投与
小児等に対する有効性及び安全性は確立していない。（使
用経験が少ない。）

８．過量投与
症状：パーキンソン症候群等の錐体外路症状があらわれる。
また、昏睡があらわれることもある。
処置：主として対症療法及び維持療法（輸液等）を行う。

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、更には穿孔を起こして縦隔
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。］

【カプセル・錠のみ】
１０．その他の注意
（1）動物の慢性毒性試験で精巣萎縮を、また、生殖試験にお
いて妊娠率の低下を起こすとの報告がある。

（2）ラットで40mg/kg/日以上、また、マウスで600mg/kg/
日以上を長期間経口投与した試験において、下垂体、乳
腺等での腫瘍発生頻度が対照群に比し高いとの報告があ
る。

（3）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

心・血管 
系注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

心電図異常、血圧上昇、
胸内苦悶、頻脈 

血圧下降 

内分泌注3）  乳汁分泌、女性化乳房、
月経異常、射精不能 

精神神経 
系 

物忘れ、ぼんやり、徘徊、
多動、抑制欠如、無欲
状態 

睡眠障害、不穏、焦燥感、
眠気、頭痛、頭重、め
まい、浮遊感、興奮、
躁転、躁状態、しびれ、
運動失調 

消化器 下痢、胸やけ、腹痛、食
欲亢進 

悪心、嘔吐、口渇、便秘、
食欲不振、腹部不快感 

肝臓  AST（GOT）、ALT
（GPT）、Al －P等の上昇 

眼 視力障害、眼球冷感・
重感、眼のちらつき 

 

その他注5） 頻尿、腰痛、肩こり、熱
感、発熱、発汗、鼻閉 

体重増加、浮腫、脱力感、
倦怠感、排尿困難、性
欲減退 

皮膚注4） そう痒感 発疹 

錐体外路 
症状注2） 

 パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
ジスキネジア（舌のも
つれ、言語障害、頸筋
捻転、眼球回転、注視
痙攣、嚥下困難等）、ア
カシジア（静坐不能） 

乳房腫脹、勃起不全 

統合失調症、うつ病・うつ状態の場合

内分泌注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

 月経異常、乳汁分泌、
女性化乳房 

精神神経 
系 

 不眠、眠気、めまい、ふ
らつき 

消化器  口渇、胸やけ、悪心、嘔
吐、便秘 

その他注3） 発疹、浮腫、性欲減退 熱感、倦怠感 

錐体外路 
症状注2） 

 

乳房腫脹、勃起不全 

パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
舌のもつれ、焦燥感 

胃・十二指腸潰瘍の場合
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【ドグマチール錠１００mg・錠２００mg】 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）心・血管疾患、低血圧又はそれらの疑いのある患者［症
状を悪化させるおそれがある。］

（2）QT延長のある患者［QT延長が悪化するおそれがある。］
（3）QT延長を起こしやすい患者［QT延長が発現するおそれ
がある。］
1）著明な徐脈のある患者
2）低カリウム血症のある患者　等

（4）腎障害のある患者［高い血中濃度が持続するおそれがあ
る。］

（5）パーキンソン病の患者［錐体外路症状が悪化するおそれ
がある。］

（6）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

（7）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（8）小児（「小児等への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により、内分泌機能異常（プロラクチン値上
昇）、錐体外路症状等の副作用があらわれることがある
ので、本剤の投与に際しては、有効性と安全性を十分考
慮のうえ使用すること。

（2）ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本
剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操
作に従事させないように注意すること。

（3）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（4）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
経口剤（カプセル、錠、細粒）投与17,010例中、副作用発
現例は2,136例で発現頻度は12.6%であった。

（年次報告終了時：1982年４月）
（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミオ
グロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、
脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告
されている。

2）痙攣：痙攣（0.1%未満）があらわれることがある。こ
のような症状があらわれた場合には投与を中止するこ
と。

3）QT延長、心室頻拍：QT延長、心室頻拍（Torsades de
Pointesを含む）（各0.1%未満）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。

4）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

5）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 －
GTP、Al－Pの上昇を伴う肝機能障害、黄疸（各0.1%未
満）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。

6）遅発性ジスキネジア：長期投与により、口周部等の不
随意運動（0.1%未満）があらわれ投与中止後も持続す
ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には適切な処置を行うこと。

ベンザミド系薬剤 
　メトクロプラミド 
　チアプリド 

等 
フェノチアジン系薬剤 
　クロルプロマジン 

等 
ブチロフェノン系薬剤 
　ハロペリドール 

　等 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有するため、
併用により抗ドパ
ミン作用が強くあ
らわれる。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸誘 
　導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

QT延長を起こすこと
が知られている薬剤 
　イミプラミン 
　ピモジド 

等 

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ジギタリス剤 
　ジゴキシン 
　ジギトキシン 

　等 

本剤の制吐作用に
よる。 

ジギタリス剤飽和
時の指標となる悪
心・嘔吐、食欲不
振症状を不顕性化
するおそれがあ
る。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノー
マ）の患者［抗ドパミン作用によりプロラクチン分
泌が促進し、病態を悪化させるおそれがある。］

（3）褐色細胞腫の疑いのある患者［急激な昇圧発作を起
こすおそれがある。］



【ドグマチール錠１００mg・錠２００mg】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

7）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が
報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

注1）急激に増量した場合、心電図に変化がみられることがあるの
で慎重に投与すること。

注2）このような症状があらわれた場合には、減量又は抗パーキン
ソン剤の併用等適切な処置を行うこと。

注3）このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。

注4）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注5）浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

５．高齢者への投与
本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機
能が低下していることが多く、高い血中濃度が持続するお
それがあるので、副作用（錐体外路症状等）の発現に注意
し、用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与するこ
と。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場
合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張
低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれ
たとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましい
が、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動態」
の項参照）］

７．小児等への投与
小児等に対する有効性及び安全性は確立していない。（使
用経験が少ない。）

８．過量投与
症状：パーキンソン症候群等の錐体外路症状があらわれる。
また、昏睡があらわれることもある。
処置：主として対症療法及び維持療法（輸液等）を行う。

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、更には穿孔を起こして縦隔
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）動物の慢性毒性試験で精巣萎縮を、また、生殖試験にお
いて妊娠率の低下を起こすとの報告がある。

（2）ラットで40mg/kg/日以上、また、マウスで600mg/kg/
日以上を長期間経口投与した試験において、下垂体、乳
腺等での腫瘍発生頻度が対照群に比し高いとの報告があ
る。

（3）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

心・血管 
系注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

心電図異常、血圧上昇、
胸内苦悶、頻脈 

血圧下降 

内分泌注3） 乳汁分泌、女性化乳房、
月経異常、射精不能 

精神神経 
系 

物忘れ、ぼんやり、徘徊、
多動、抑制欠如、無欲
状態 

睡眠障害、不穏、焦燥感、
眠気、頭痛、頭重、め
まい、浮遊感、興奮、
躁転、躁状態、しびれ、
運動失調 

消化器 下痢、胸やけ、腹痛、食
欲亢進 

悪心、嘔吐、口渇、便秘、
食欲不振、腹部不快感 

肝臓  AST（GOT）、ALT
（GPT）、Al－P等の上昇 

眼 視力障害、眼球冷感・
重感、眼のちらつき 

 

その他注5） 頻尿、腰痛、肩こり、熱
感、発熱、発汗、鼻閉 

体重増加、浮腫、脱力感、
倦怠感、排尿困難、性
欲減退 

皮膚注4） そう痒感 発疹 

錐体外路 
症状注2） 

 パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
ジスキネジア（舌のも
つれ、言語障害、頸筋
捻転、眼球回転、注視
痙攣、嚥下困難等）、ア
カシジア（静坐不能） 

乳房腫脹、勃起不全 
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【ドグマチール筋注50mg】 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）心・血管疾患、低血圧又はそれらの疑いのある患者［症
状を悪化させるおそれがある。］

（2）QT延長のある患者［QT延長が悪化するおそれがある。］
（3）QT延長を起こしやすい患者［QT延長が発現するおそれ
がある。］
1）著明な徐脈のある患者
2）低カリウム血症のある患者　等

（4）腎障害のある患者［高い血中濃度が持続するおそれがあ
る。］

（5）パーキンソン病の患者［錐体外路症状が悪化するおそれ
がある。］

（6）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

（7）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（8）小児（「小児等への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により、内分泌機能異常（プロラクチン値上
昇）、錐体外路症状等の副作用があらわれることがある
ので、本剤の投与に際しては、有効性と安全性を十分考
慮のうえ使用すること。

（2）ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本
剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操
作に従事させないように注意すること。

（3）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（4）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
○胃・十二指腸潰瘍
総症例1,075例中副作用発現例は59例で発現頻度は5.5%で
あった。 （年次報告終了時：1977年２月）
○統合失調症
総症例1,138例中副作用発現例は97例で発現頻度は8.5%で
あった。 （年次報告終了時：1982年４月）

（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミオ
グロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、
脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告
されている。

2）痙攣：痙攣（0.1%未満）があらわれることがある。この
ような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3）QT延長、心室頻拍：QT延長、心室頻拍（Torsades de
Pointesを含む）（各0.1%未満）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。

4）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

5）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 －
GTP、Al－Pの上昇を伴う肝機能障害、黄疸（各0.1%未
満）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。

6）遅発性ジスキネジア：長期投与により、口周部等の不
随意運動（0.1%未満）があらわれ投与中止後も持続す

ベンザミド系薬剤 
　メトクロプラミド 
　チアプリド 

等 
フェノチアジン系薬剤 
　クロルプロマジン 

等 
ブチロフェノン系薬剤 
　ハロペリドール 

　等 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有するため、
併用により抗ドパ
ミン作用が強くあ
らわれる。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸誘 
　導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

QT延長を起こすこと
が知られている薬剤 
　イミプラミン 
　ピモジド 

等 

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ジギタリス剤 
　ジゴキシン 
　ジギトキシン 

　等 

本剤の制吐作用に
よる。 

ジギタリス剤飽和
時の指標となる悪
心・嘔吐、食欲不
振症状を不顕性化
するおそれがあ
る。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノー
マ）の患者［抗ドパミン作用によりプロラクチン分
泌が促進し、病態を悪化させるおそれがある。］

（3）褐色細胞腫の疑いのある患者［急激な昇圧発作を起
こすおそれがある。］



【ドグマチール筋注50mg】 改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には適切な処置を行うこと。

7）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が
報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

注1）観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止すること。

注2）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注3）発疹、浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

注1）急激に増量した場合、心電図に変化がみられることがあるの
で慎重に投与すること。

注2）このような症状があらわれた場合には、減量又は抗パーキン
ソン剤の併用等適切な処置を行うこと。

注3）このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。

注4）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注5）浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

５．高齢者への投与
本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機
能が低下していることが多く、高い血中濃度が持続するお
それがあるので、副作用（錐体外路症状等）の発現に注意し、
用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場
合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張
低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれ
たとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましい
が、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動態」
の項参照）］

７．小児等への投与
小児等に対する有効性及び安全性は確立していない。（使
用経験が少ない。）

８．過量投与
症状：パーキンソン症候群等の錐体外路症状があらわれる。
また、昏睡があらわれることもある。
処置：主として対症療法及び維持療法（輸液等）を行う。

９．適用上の注意
（1）投与経路：経口投与が困難な場合や、緊急の場合又は経
口投与で効果が不十分と考えられる場合にのみ使用する
こと。なお、経口投与が可能となり、かつ効果が期待さ
れる場合には速やかに経口投与に切りかえること。

（2）筋肉内注射時：筋肉内注射にあたっては、下記の点に注
意すること。
1）筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ、必要最小限に
行うこと。同一部位への反復注射は行わないこと。特に
低出生体重児、新生児、乳児、小児には注意すること。

2）神経走行部位を避けること。
3）注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流
をみた場合は、直ちに針を抜き部位をかえて注射する
こと。

4）注射部位に疼痛、硬結をみることがある。
（3）アンプルカット時：ガラス微小片の混入を避けるため、
エタノール綿等で清拭することが望ましい。

１０．その他の注意
（1）動物の慢性毒性試験で精巣萎縮を、また、生殖試験にお
いて妊娠率の低下を起こすとの報告がある。

（2）ラットで40mg/kg/日以上、また、マウスで600mg/kg/日
以上を長期間経口投与した試験において、下垂体、乳腺
等での腫瘍発生頻度が対照群に比し高いとの報告がある。

（3）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

心・血管 
系注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

心電図異常、血圧上昇、
胸内苦悶、頻脈 

血圧下降 

内分泌注3） 乳汁分泌、女性化乳房、
月経異常、射精不能 

精神神経 
系 

物忘れ、ぼんやり、徘徊、
多動、抑制欠如、無欲
状態 

睡眠障害、不穏、焦燥感、
眠気、頭痛、頭重、め
まい、浮遊感、興奮、
躁転、躁状態、しびれ、
運動失調 

消化器 下痢、胸やけ、腹痛、食
欲亢進 

悪心、嘔吐、口渇、便秘、
食欲不振、腹部不快感 

肝臓  AST（GOT）、ALT
（GPT）、Al－P等の上昇 

眼 視力障害、眼球冷感・
重感、眼のちらつき 

 

その他注5） 頻尿、腰痛、肩こり、熱
感、発熱、発汗、鼻閉 

体重増加、浮腫、脱力感、
倦怠感、排尿困難、性
欲減退 

皮膚注4） そう痒感 発疹 

錐体外路 
症状注2） 

 パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
ジスキネジア（舌のも
つれ、言語障害、頸筋
捻転、眼球回転、注視
痙攣、嚥下困難等）、ア
カシジア（静坐不能） 

乳房腫脹、勃起不全 

統合失調症の場合

内分泌注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

乳房腫脹、勃起不全 月経異常、乳汁分泌、
女性化乳房 

精神神経 
系 

 不眠、眠気、めまい、ふ
らつき 

消化器  口渇、胸やけ、悪心、嘔
吐、便秘 

その他注3） 発疹、浮腫、性欲減退 熱感、倦怠感 

錐体外路 
症状注2） 

パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
舌のもつれ、焦燥感 

 

胃・十二指腸潰瘍の場合

─ 19 ─
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【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）心・血管疾患、低血圧又はそれらの疑いのある患者［症
状を悪化させるおそれがある。］

（2）QT延長のある患者［QT延長が悪化するおそれがある。］
（3）QT延長を起こしやすい患者［QT延長が発現するおそれ
がある。］
1）著明な徐脈のある患者
2）低カリウム血症のある患者　等

（4）腎障害のある患者［高い血中濃度が持続するおそれがあ
る。］

（5）パーキンソン病の患者［錐体外路症状が悪化するおそれ
がある。］

（6）脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者［悪
性症候群（Syndrome malin）が起こりやすい。］

（7）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
（8）小児（「小児等への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により、内分泌機能異常（プロラクチン値上
昇）、錐体外路症状等の副作用があらわれることがある
ので、本剤の投与に際しては、有効性と安全性を十分考
慮のうえ使用すること。

（2）ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本
剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操
作に従事させないように注意すること。

（3）抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞
栓症が報告されているので、不動状態、長期臥床、肥満、
脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には
注意すること。

（4）制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、
脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので
注意すること。

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

４．副作用
総症例1,138例中副作用発現例は97例で発現頻度は8.5%であ
った。 （年次報告終了時：1982年４月）
（１）重大な副作用
1）悪性症候群（Syndrome malin）：悪性症候群（0.1%未
満）があらわれることがあるので、無動緘黙、強度の
筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現
し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中
止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な
処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血
清CK（CPK）の上昇がみられることが多く、また、ミオ
グロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。
なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、
脱水症状、急性腎不全へと移行し、死亡した例が報告
されている。

2）痙攣：痙攣（0.1%未満）があらわれることがある。この
ような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3）QT延長、心室頻拍：QT延長、心室頻拍（Torsades de
Pointesを含む）（各0.1%未満）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。

4）無顆粒球症、白血球減少：無顆粒球症、白血球減少
（各0.1%未満）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。

5）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、 －
GTP、Al－Pの上昇を伴う肝機能障害、黄疸（各0.1%未
満）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。

6）遅発性ジスキネジア：長期投与により、口周部等の不
随意運動（0.1%未満）があらわれ投与中止後も持続す
ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には適切な処置を行うこと。

7）肺塞栓症、深部静脈血栓症：抗精神病薬において、肺
塞栓症、静脈血栓症（各0.1%未満）等の血栓塞栓症が

ベンザミド系薬剤 
　メトクロプラミド 
　チアプリド 

等 
フェノチアジン系薬剤 
　クロルプロマジン 

等 
ブチロフェノン系薬剤 
　ハロペリドール 

　等 

本剤及びこれらの
薬剤は抗ドパミン
作用を有するため、
併用により抗ドパ
ミン作用が強くあ
らわれる。 

内分泌機能異常、
錐体外路症状が発
現しやすくなる。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

中枢神経抑制剤 
　バルビツール酸誘 
　導体 
　麻酔剤 

等 

本剤及びこれらの
薬剤は中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

ドパミン作動薬 
　レボドパ 

等 

本剤は抗ドパミン
作用を有するため、
作用が拮抗する。 

相互に作用を減弱
させることがある。 

アルコール 
　飲酒 

ともに中枢神経抑
制作用を有する。 

相互に中枢神経抑
制作用を増強させ
ることがある。 

QT延長を起こすこと
が知られている薬剤 
　イミプラミン 
　ピモジド 

等 

本剤及びこれらの
薬剤はいずれも
QT間隔を延長さ
せるおそれがある
ため、併用により
作用が増強するお
それがある。 

QT延長、心室性
不整脈等の重篤な
副作用を起こすお
それがある。 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ジギタリス剤 
　ジゴキシン 
　ジギトキシン 

　等 

本剤の制吐作用に
よる。 

ジギタリス剤飽和
時の指標となる悪
心・嘔吐、食欲不
振症状を不顕性化
するおそれがあ
る。 
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【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノー
マ）の患者［抗ドパミン作用によりプロラクチン分
泌が促進し、病態を悪化させるおそれがある。］

（3）褐色細胞腫の疑いのある患者［急激な昇圧発作を起
こすおそれがある。］
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報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸
痛、四肢の疼痛、浮腫等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。

（２）その他の副作用

注1）急激に増量した場合、心電図に変化がみられることがあるの
で慎重に投与すること。

注2）このような症状があらわれた場合には、減量又は抗パーキン
ソン剤の併用等適切な処置を行うこと。

注3）このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。

注4）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注5）浮腫があらわれた場合には投与を中止すること。

５．高齢者への投与
本剤は、主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機
能が低下していることが多く、高い血中濃度が持続するお
それがあるので、副作用（錐体外路症状等）の発現に注意
し、用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与するこ
と。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの
み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場
合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張
低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれ
たとの報告がある。］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望ましい
が、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動態」
の項参照）］

７．小児等への投与
小児等に対する有効性及び安全性は確立していない。（使
用経験が少ない。）

８．過量投与
症状：パーキンソン症候群等の錐体外路症状があらわれる。
また、昏睡があらわれることもある。
処置：主として対症療法及び維持療法（輸液等）を行う。

９．適用上の注意
（1）投与経路：経口投与が困難な場合や、緊急の場合又は経
口投与で効果が不十分と考えられる場合にのみ使用する
こと。なお、経口投与が可能となり、かつ効果が期待さ
れる場合には速やかに経口投与に切りかえること。

（2）筋肉内注射時：筋肉内注射にあたっては、下記の点に注
意すること。
1）筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ、必要最小限に
行うこと。同一部位への反復注射は行わないこと。特
に低出生体重児、新生児、乳児、小児には注意するこ
と。

2）神経走行部位を避けること。
3）注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流
をみた場合は、直ちに針を抜き部位をかえて注射する
こと。

4）注射部位に疼痛、硬結をみることがある。
（3）アンプルカット時：ガラス微小片の混入を避けるため、
エタノール綿等で清拭することが望ましい。

１０．その他の注意
（1）動物の慢性毒性試験で精巣萎縮を、また、生殖試験にお
いて妊娠率の低下を起こすとの報告がある。

（2）ラットで40mg/kg/日以上、また、マウスで600mg/kg/
日以上を長期間経口投与した試験において、下垂体、乳
腺等での腫瘍発生頻度が対照群に比し高いとの報告があ
る。

（3）外国で実施された認知症に関連した精神病症状（承認外
効能・効果）を有する高齢患者を対象とした17の臨床試
験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群
と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。
また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非
定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報
告がある。

心・血管 
系注1） 

0.1%未満 0.1～５%未満 

心電図異常、血圧上昇、
胸内苦悶、頻脈 

血圧下降 

内分泌注3） 乳汁分泌、女性化乳房、
月経異常、射精不能 

精神神経 
系 

物忘れ、ぼんやり、徘徊、
多動、抑制欠如、無欲
状態 

睡眠障害、不穏、焦燥感、
眠気、頭痛、頭重、め
まい、浮遊感、興奮、
躁転、躁状態、しびれ、
運動失調 

消化器 下痢、胸やけ、腹痛、食
欲亢進 

悪心、嘔吐、口渇、便秘、
食欲不振、腹部不快感 

肝臓  AST（GOT）、ALT
（GPT）、Al－P等の上昇 

眼 視力障害、眼球冷感・
重感、眼のちらつき 

 

その他注5） 頻尿、腰痛、肩こり、熱
感、発熱、発汗、鼻閉 

体重増加、浮腫、脱力感、
倦怠感、排尿困難、性
欲減退 

皮膚注4） そう痒感 発疹 

錐体外路 
症状注2） 

 パーキンソン症候群（振
戦、筋強剛、流涎等）、
ジスキネジア（舌のも
つれ、言語障害、頸筋
捻転、眼球回転、注視
痙攣、嚥下困難等）、ア
カシジア（静坐不能） 

乳房腫脹、勃起不全 
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