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2016年 2 月

アステラス製薬株式会社
株式会社三和化学研究所

このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「効能・効果」及び「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、新しい添付文書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

Ⅰ．「効能・効果」の変更

【改訂の概要】
　�「効能・効果」の項の「透析中の慢性腎不全患者における高リン血症の改善」が「慢性腎臓病患者

における高リン血症の改善」に変更されました。

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前（点線部削除）

【効能・効果】
慢性腎臓病患者における高リン血症の改善

【効能・効果】
下記患者における高リン血症の改善
　透析中の慢性腎不全患者

【改訂理由】
　 本剤は非吸収性のアミン機能性ポリマーであり、これまで「透析中の慢性腎不全患者における高リ

ン血症の改善」に用いられてきました。
　 このたび、保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床試験を実施し、保存期慢性腎臓病患者において

も本剤の有効性ならびに安全性が確認されたことから、「透析中の慢性腎不全患者における高リン血
症の改善」を「慢性腎臓病患者における高リン血症の改善」とする新たな「効能・効果」として承
認を取得しました。

効能・効果及び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。−

処方箋医薬品
高リン血症治療剤（リン酸結合性ポリマー）

（一般名：ビキサロマー）｠
注意－医師等の処方箋により使用すること 

次頁以降に「使用上の注意」の改訂について記載しています。
6〜 7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。
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Ⅱ．「使用上の注意」の改訂

【改訂の概要】（自主改訂）
　 1 ． 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉の項に保存期慢性腎臓病患者の場合を追記し、血清リ

ン濃度の確認についての記載を変更しました。
　 2 ． 「副作用」の項の「副作用発生状況の概要」に保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床試験成

績を追記しました。
　 3 ．�「その他の副作用」の項に「便潜血陽性」を追記し、「悪心」の頻度を変更しました。

1 . �〈用法・用量に関連する使用上の注意〉の項に保存期慢性腎臓病患者の場合を追記、血清リン濃度
の確認についての記載を変更

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
　⑴ 透析患者の場合：投与量は、血清リン濃度が

3.5～6.0mg/dLとなるよう、以下の基準を目安
に適宜増減する。

（表　省略：現行のとおり）
　　�保存期慢性腎臓病患者の場合：投与量は、血

清リン濃度を各施設の基準値内に維持するよ
う適宜増減する。増量幅はビキサロマーとし
て 1 回あたりの用量で500mgまでとする。

　⑵ 本剤投与開始時又は用量変更時には、1 ～ 2
週間後を目安に血清リン濃度の確認を行うこ
とが望ましい。

　⑶ （省略：現行のとおり）

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
　⑴ 投与量は血清リン濃度が3.5～6.0mg/dLとなる

よう、以下の基準を目安に適宜増減する。
（表　省略）

　⑵ 本剤投与開始時又は用量変更時には、1 週間
後を目安に血清リン濃度の確認を行うこと。

　⑶ （省略）

【改訂理由】
　 保存期慢性腎臓病患者の血清リン濃度の目標値については、ガイドライン注1）注 2）の記載に基づき
「各施設の基準値内に維持する」旨を追記しました。また、増量を行う場合は、国内臨床試験で検
討された増量幅と同様に、 1 回あたりの用量で500mgまでとしました。

　 本剤投与開始時又は用量変更時の血清リン濃度の確認について、ガイドライン注 2 ）上で透析患者で
の測定頻度が改訂されたこと、来院頻度の観点から透析患者に比べ保存期慢性腎臓病患者において
は必ずしも 1 週間後を目安に血清リン濃度の確認を行うことが容易でないと考えられること、国内
臨床試験において 2 週間後に確認を行うことで有効性及び安全性に問題は生じていないことから、

「 1 ～ 2 週間後を目安に血清リン濃度の確認を行うことが望ましい」と記載を変更しました。

　　注 1 ）KDIGO2012ガイドライン［KDIGO, 2013］
　　注 2 ）慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドライン［日本透析医学会, 2012］
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2 . �「副作用」の項の「副作用発生状況の概要」に保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床試験成績を追記

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前（点線部削除）

4.副作用
　�国内で実施した透析中の慢性腎不全患者を対象

とした臨床試験では502例中140例（27.9％）に
臨床検査値異常を含む副作用が認められた。主
な副作用は、便秘・便秘増悪（15.9％）、硬便
（2.6％）、腹部不快感（1.8％）、腹部膨満（1.0％）
であった。

　 また、国内で実施した保存期の慢性腎臓病患者を
対象とした臨床試験では、185例中58例（31.4%）
に臨床検査値異常を含む副作用が認められた。
主な副作用は、便秘・便秘増悪（17.3%）、腹部
膨満（2.2%）、悪心（2.2%）、腹部不快感（1.1%）、
腹痛（1.1%）、下痢（1.1%）、嘔吐（1.1%）、便潜血
陽性（1.1%）であった。

（効能・効果追加時：2016年 2 月）

4.副作用
　�承認時までの国内臨床試験では502例中140例
（27.9％）に臨床検査値異常を含む副作用が認めら
れた。主な副作用は、便秘・便秘増悪（15.9％）、
硬便（2.6％）、腹部不快感（1.8％）、腹部膨満

（1.0％）であった。 （承認時：2012年 3 月）

【改訂理由】
　 国内で実施した保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床試験全185例での成績に基づき、結果を追

記しました。

3 . �「その他の副作用」の項に「便潜血陽性」を追記、「悪心」の頻度を変更

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改 訂 前

⑶その他の副作用
　 次のような症状があらわれた場合には、減量・

休薬等の適切な処置を行うこと。
1 ～ 5 %未満 1 %未満

消化器 硬便、腹部不快感、
腹部膨満、悪心

下痢、嘔吐、腹痛、胃炎、
痔核、便潜血陽性

（他の項　省略：現行のとおり）

⑶その他の副作用
　 次のような症状があらわれた場合には、減量・

休薬等の適切な処置を行うこと。
1 ～ 5 %未満 1 %未満

消化器 硬便、腹部不快感、
腹部膨満

下痢、嘔吐、悪心、腹痛、
胃炎、痔核

（他の項　省略）

【改訂理由】
　 透析中の慢性腎不全患者及び保存期慢性腎臓病患者を対象とした国内臨床試験において、既に添付

文書に記載していた副作用に加え、 3 件（0.4%）以上認められた副作用（臨床検査値異常を含む）
を取りあげ、新たに「便潜血陽性」を記載しました。

　 「重大な副作用」及び「その他の副作用」の項に記載されている各副作用の発現頻度を、透析中の
慢性腎不全患者及び保存期慢性腎臓病患者を対象とした国内臨床試験全687例での情報に基づき見
直しました。その結果、「その他の副作用」の項の「悪心」の頻度を変更しました。

　承認時までの国内臨床試験における副作用発現状況については、 5 頁をご参照ください。
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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（DSU）
医薬品安全対策情報　No.248（2016年 4 月発行予定）」に掲載されます。
PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）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」（https://med.astellas.jp/）にてご覧いただけます。
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副作用発現状況一覧

高リン血症を合併する慢性腎臓病患者を対象とした国内
臨床試験における副作用

透析中の慢性
腎不全患者�
適応承認時

保存期の慢性
腎臓病患者�
適応追加時

�合計（%）

安全性解析対象例数 502 185 687
副作用発現例数（%） 140（27.9%） 58（31.4%） 198（28.8%）

副作用の種類
透析中の慢性
腎不全患者�
適応承認時

保存期の慢性
腎臓病患者�
適応追加時

�合計（%）

血液およびリンパ系障害 － 1（0.5%） 1（0.1%）
鉄欠乏性貧血 － 1（0.5%） 1（0.1%）
心臓障害 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
心房細動 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
耳および迷路障害 2（0.4%） 2（1.1%） 4（0.6%）
耳鳴 － 1（0.5%） 1（0.1%）
回転性めまい 2（0.4%） 1（0.5%） 3（0.4%）
眼障害 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
高眼圧症 1（0.2%） － 1（0.1%）
網膜出血 － 1（0.5%） 1（0.1%）
胃腸障害 120（23.9%） 48（25.9%） 168（24.5%）
腹部不快感 9（1.8%） 2（1.1%） 11（1.6%）
腹部膨満 5（1.0%） 4（2.2%） 9（1.3%）
腹痛 2（0.4%） 2（1.1%） 4（0.6%）
上腹部痛 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
虚血性大腸炎 1（0.2%） － 1（0.1%）
便秘 80（15.9%） 32（17.3%） 112（16.3%）
下痢 4（0.8%） 2（1.1%） 6（0.9%）
出血性腸憩室 1（0.2%） － 1（0.1%）
消化不良 1（0.2%） － 1（0.1%）
硬便 13（2.6%） 1（0.5%） 14（2.0%）
胃ポリープ － 1（0.5%） 1（0.1%）
胃潰瘍 － 1（0.5%） 1（0.1%）
胃炎 2（0.4%） － 2（0.3%）
びらん性胃炎 1（0.2%） － 1（0.1%）
痔核 2（0.4%） － 2（0.3%）
悪心 3（0.6%） 4（2.2%） 7（1.0%）
食道潰瘍 1（0.2%） － 1（0.1%）
食道炎 － 1（0.5%） 1（0.1%）
上部消化管出血 － 1（0.5%） 1（0.1%）
嘔吐 4（0.8%） 2（1.1%） 6（0.9%）
舌乾燥 1（0.2%） － 1（0.1%）
痔出血 1（0.2%） － 1（0.1%）
消化管運動障害 1（0.2%） － 1（0.1%）
一般・全身障害および投与部
位の状態 2（0.4%） 2（1.1%） 4（0.6%）

胸部不快感 － 1（0.5%） 1（0.1%）
悪寒 － 1（0.5%） 1（0.1%）
口渇 2（0.4%） － 2（0.3%）
肝胆道系障害 1（0.2%） － 1（0.1%）
急性胆嚢炎 1（0.2%） － 1（0.1%）
感染症および寄生虫症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
鼻咽頭炎 － 1（0.5%） 1（0.1%）
傷害、中毒および処置合併症 1（0.2%） － 1（0.1%）
シャント閉塞 1（0.2%） － 1（0.1%）

副作用の種類
透析中の慢性
腎不全患者�
適応承認時

保存期の慢性
腎臓病患者�
適応追加時

�合計（%）

臨床検査 8（1.6%） 4（2.2%） 12（1.7%）
血中葉酸減少 1（0.2%） － 1（0.1%）
血中副甲状腺ホルモン増加 3（0.6%） － 3（0.4%）
血小板数減少 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
オステオカルシン増加 1（0.2%） － 1（0.1%）
血中アルカリホスファターゼ増加 1（0.2%） － 1（0.1%）
尿量減少 － 1（0.5%） 1（0.1%）
肝酵素上昇 1（0.2%） － 1（0.1%）
便潜血陽性 1（0.2%） 2（1.1%） 3（0.4%）
代謝および栄養障害 1（0.2%） 4（2.2%） 5（0.7%）
痛風 － 1（0.5%） 1（0.1%）
低血糖症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
低ナトリウム血症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
脂質異常症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
食欲減退 1（0.2%） － 1（0.1%）
筋骨格系および結合組織障害 1（0.2%） 4（2.2%） 5（0.7%）
背部痛 － 1（0.5%） 1（0.1%）
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
変形性関節症 － 1（0.5%） 1（0.1%）
四肢痛 1（0.2%） － 1（0.1%）
筋骨格硬直 － 1（0.5%） 1（0.1%）
良性、悪性および詳細不明の新生物
（嚢胞およびポリープを含む） － 1（0.5%） 1（0.1%）

結腸癌 － 1（0.5%） 1（0.1%）
神経系障害 4（0.8%） 1（0.5%） 5（0.7%）
浮動性めまい 1（0.2%） － 1（0.1%）
頭痛 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
下肢静止不能症候群 2（0.4%） － 2（0.3%）
精神障害 1（0.2%） － 1（0.1%）
不眠症 1（0.2%） － 1（0.1%）
腎および尿路障害 － 2（1.1%） 2（0.3%）
慢性腎不全 － 1（0.5%） 1（0.1%）
腎機能障害 － 1（0.5%） 1（0.1%）
呼吸器、胸郭および縦隔障害 1（0.2%） － 1（0.1%）
鼻閉 1（0.2%） － 1（0.1%）
皮膚および皮下組織障害 6（1.2%） 3（1.6%） 9（1.3%）
紅斑 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
そう痒症 3（0.6%） 1（0.5%） 4（0.6%）
発疹 － 1（0.5%） 1（0.1%）
脂漏性皮膚炎 1（0.2%） － 1（0.1%）
全身性そう痒症 1（0.2%） － 1（0.1%）
血管障害 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）
高血圧 1（0.2%） 1（0.5%） 2（0.3%）

（注）MedDRA/J（ICH国際医薬用語集日本語版）Ver. 17.0で作成。
各副作用名はPT（基本語）で示した。
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改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
　⑴本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
　⑵ 腸閉塞の患者［非吸収性ポリマーのため、腸管穿孔を

起こすおそれがある。］

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
　⑴ 透析患者の場合：投与量は、血清リン濃度が3.5～6.0mg/

dLとなるよう、以下の基準を目安に適宜増減する。

血清リン濃度 投与量増減方法

6.0mg/dLを超える 1 回250～500mg（ 1 ～ 2 カプセル）
増量する

3.5～6.0mg/dL 投与量を維持する

3.5mg/dL未満 1 回250～500mg（ 1 ～ 2 カプセル）
減量する

　　 保存期慢性腎臓病患者の場合：投与量は、血清リン濃度
を各施設の基準値内に維持するよう適宜増減する。増
量幅はビキサロマーとして 1 回あたりの用量で500mg
までとする。

　⑵  本剤投与開始時又は用量変更時には、1 ～ 2 週間後を
目安に血清リン濃度の確認を行うことが望ましい。

　⑶ 増量を行う場合は 1週間以上の間隔をあけて行うこと。

【使用上の注意】
1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
　⑴ 便秘のある患者［症状が悪化した場合、腸閉塞、腸管

穿孔を起こすおそれがある。］
　⑵ 腸管狭窄のある患者［非吸収性ポリマーのため、腸閉

塞、腸管穿孔を起こすおそれがある。］
　⑶   腸管憩室のある患者［憩室部位に腸管穿孔を起こすお

それがある。］
　⑷ 腹部手術歴のある患者［腸管の癒着等が生じ、腸閉塞

を起こすおそれがある。］
　⑸ 痔疾患のある患者［症状を悪化させるおそれがある。］
　⑹ 消化管潰瘍又はその既往歴のある患者［症状を悪化又

は再発させるおそれがある。］
　⑺ 重度の消化管運動障害を有する患者［症状を悪化させ

るおそれがある。］
2．重要な基本的注意
　⑴ 腸管穿孔、腸閉塞があらわれることがあるので、下記

の点に留意すること。
　　1 投与開始に先立ち、患者の日常の排便状況を確認す

ること。
　　2 本剤投与後に便秘の悪化、腹部膨満感等がみられた

場合には、必要に応じて本剤の減量・中止等の適切
な処置を行うこと。特に、高度の便秘、持続する腹
痛、嘔吐等の異常があらわれた場合には、速やかに
投与を中止し、腹部の診察や画像検査（単純X線、超
音波、CT等）を実施し、適切な処置を行うこと。

　　3 患者には排便状況を確認させるとともに、便秘の悪
化、腹部膨満感等の症状があらわれた場合には、医
師等に相談するように指導すること。

　⑵ 本剤は血中リンの排泄を促進する薬剤ではないため、
食事療法等によるリン摂取制限を考慮すること。

　⑶   本剤は、定期的に血清リン、血清カルシウム及び血清
PTH濃度を測定しながら投与すること。血清リン、血
清カルシウム及び血清PTH濃度の管理目標値及び測定
頻度は、学会のガイドライン等、最新の情報を参考に
すること。低カルシウム血症の発現あるいは悪化がみ
られた場合には、活性型ビタミンD製剤やカルシウム製
剤の投与を考慮し、カルシウム受容体作動薬が使用さ
れている場合には、カルシウム受容体作動薬の減量等
も考慮すること。また、二次性副甲状腺機能亢進症の
発現あるいは悪化がみられた場合には、活性型ビタミ
ンD製剤、カルシウム製剤、カルシウム受容体作動薬の
投与あるいは他の適切な治療法を考慮すること。

3．相互作用
　 併用注意（併用に注意すること）
　 本剤はリン酸結合性ポリマーであるため、同時に服用し

た場合、併用薬の吸収を遅延あるいは減少させるおそれ
がある。抗てんかん剤、不整脈用剤等安全性及び有効性
に臨床上重大な影響を及ぼす可能性のある経口薬剤を併
用する場合は、可能な限り間隔をあけて投与し、併用薬
の作用の変化についても慎重に観察すること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エナラプリル
アトルバスタチン
バルサルタン

本剤とこれらの薬剤を併用
した場合の血中濃度は、エ
ナラプリルでは約80%に、
アトルバスタチンでは約70
～80%に、バルサルタンで
は約30～40%にそれぞれ低
下した。これらの薬剤の作
用を減弱させるおそれがあ
るので、併用する場合には
これらの薬剤の作用を観察
すること。

本剤はリン酸結
合性ポリマーで
あり、同時に服
用した場合、こ
れらの薬剤の吸
収を遅延あるい
は減少させる。

カ ンデサルタンシレ
キセチル

テルミサルタン
オ ルメサルタンメド

キソミル
イルベサルタン

In vitro試験で、本剤とこれ
らの薬剤の吸着が認められ
ており、これらの薬剤の作
用を減弱させるおそれがあ
るので、併用する場合には
これらの薬剤の作用を観察
すること。

シ プロフロキサシン 他のリン酸結合性ポリマー
で、同時に服用した場合、
シプロフロキサシンのバイ
オアベイラビリティが低下
したとの報告がある。シプ
ロフロキサシンの作用を減
弱させるおそれがあるので、
併用する場合にはこの薬剤
の作用を観察すること。

甲状腺ホルモン製剤
　レボチロキシン

等

他のリン酸結合性ポリマー
とレボチロキシンとの併用
患者において、甲状腺刺激
ホルモン（TSH）濃度が上
昇したとの報告がある。

機序不明
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4．副作用
　 国内で実施した透析中の慢性腎不全患者を対象とした臨

床試験では502例中140例（27.9%）に臨床検査値異常を
含む副作用が認められた。主な副作用は、便秘・便秘増
悪（15.9%）、硬便（2.6%）、腹部不快感（1.8%）、腹部膨満

（1.0%）であった。
　 また、国内で実施した保存期の慢性腎臓病患者を対象と

した臨床試験では、185例中58例（31.4%）に臨床検査値
異常を含む副作用が認められた。主な副作用は、便秘・
便秘増悪（17.3%）、腹部膨満（2.2%）、悪心（2.2%）、腹部
不快感（1.1%）、腹痛（1.1%）、下痢（1.1%）、嘔吐（1.1%）、
便潜血陽性（1.1%）であった。

（効能・効果追加時：2016年 2 月）
　⑴重大な副作用
　　1 腸管穿孔、腸閉塞（いずれも頻度不明）：腸管穿孔、

腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に
行うこと。これらの病態を疑わせる高度の便秘、持
続する腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には、
投与を中止し、腹部の診察や画像検査（単純X線、超
音波、CT等）を実施し、適切な処置を行うこと。

　　2  虚血性腸炎（ 1 %未満）：虚血性腸炎があらわれるこ
とがあるので、観察を十分に行い、病態が進行し腸
管穿孔等の重篤な状態に至らぬよう、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 消化管出血、消化管潰瘍（各 1 %未満）：吐血、下血
及び食道、胃、十二指腸、結腸、直腸等の潰瘍があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、これ
らの病態が疑われる場合には、投与を中止するなど
適切な処置を行うこと。

　　4 便秘・便秘増悪（15%以上）：便秘・便秘増悪が高頻
度で認められている。これらの症状があらわれた場
合には本剤の減量又は休薬を考慮し、高度の場合に
は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

　⑵重大な副作用（類薬）
　　1 憩室炎：類薬で憩室炎の発現が報告されているので、

本剤においても十分に観察を行うこと。病態が進行

し腸管穿孔等の重篤な状態に至らぬよう、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  肝機能障害：類薬で AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-
GTPの著しい上昇を伴う肝機能障害の発現が報告さ
れているので、本剤においても十分に観察を行い、
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。

　⑶その他の副作用
　　�次のような症状があらわれた場合には、減量・休薬等

の適切な処置を行うこと。
1 ～ 5 %未満 1 %未満

消化器 硬便、腹部不快感、
腹部膨満、悪心

下痢、嘔吐、腹痛、胃炎、
痔核、便潜血陽性

皮膚 そう痒症

血液 血中副甲状腺ホルモン増加

精神神経系 下肢静止不能症候群

その他 口渇、回転性めまい

５．高齢者への投与
　 一般に高齢者では生理機能が低下しているので、消化器

症状等の副作用の発現に注意すること。
6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
　 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。］
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。］
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