
医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

2010年2月

謹啓　平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。
　さて、この度弊社のキプレス錠5mg・キプレス錠10mg・キプレスチュアブル錠5mg・キプレス細粒
4mgについて、「使用上の注意」を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。
　なお、改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでに若干の日時を要しますので、すでに
お手元にある製品のご使用に際しましては、ここにご案内致します改訂内容をご参照下さいますよ
うお願い申し上げます。
　 敬白

１．【使用上の注意】の改訂内容（キプレス製剤共通　下線部改訂箇所）
　　　：追加箇所、事務連絡
　　　：削除箇所、自主改訂

改　訂　後 改　訂　前

【使用上の注意】
３．副作用
(1)重大な副作用
1)アナフィラキシー様症状（頻度不明）
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、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫（頻度不明）
血管浮腫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直ちに投与を中止し適切な処置
を行うこと。

3)劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）
劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸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)その他の副作用
次のような症状又は異常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。
　 0.1～5％未満 頻度不明

略（変更なし）
　

【使用上の注意】
３．副作用
(1)重大な副作用
1)アナフィラキシー様症状（頻度不明）注）
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、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫（頻度不明）注）
血管浮腫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直ちに投与を中止し適切な処置
を行うこと。

3)肝機能障害、黄疸（頻度不明）注）
胆汁うっ滞性肝炎を含む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。
注)：自発報告あるいは海外において認められている。

(2)その他の副作用
次のような症状又は異常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。
　 0.1～5％未満 頻度不明注）

略
注)：自発報告あるいは海外において認められている。



２．改訂理由
◎平成22年2月16日付　事務連絡に基づく改訂
3.　副作用（1）重大な副作用
国内及び海外で集積された副作用の検討を行った結果、「劇症肝炎」、「胆汁うっ滞性以外の
肝炎」及び「肝機能障害」等が報告されていることから、項目名に「劇症肝炎」、「肝炎」を
追記し、文中は項目名にあわせて記載し、注意喚起を行うこととしました。
◎自主改訂
3.　副作用（1）重大な副作用　及び（2）その他の副作用
「頻度不明」の注釈を削除し、記載整備を行いました。
　

(1)劇症肝炎

副作用名
患者背景 1日

投与量
投与期間

経過及び処置・転帰年齢
性別

使用理由
(合併症)

劇症肝炎

報告された
副作用：
急性薬剤性
劇症肝炎

70歳代
男性

喘息
(高血圧、消化不
良、アレルギー
性鼻炎、良性前
立腺肥大症)

10mg
6日間

投与開始日 定時外来診療時全身状態良好。前立腺肥大の徴候の訴えあった
ため、定時処方のセチリジン塩酸塩を中止し、本剤、及びナフ
トピジルを開始。その他の定時処方薬は継続。

投与4日目 呼吸困難感あり。
投与6日目
(投与中止日)

再診。本剤、ナフトピジルを中止し、牛車腎気丸に切替え。不
眠を訴えた為、ゾルピデム酒石酸塩を追加。

中止1日後 呼吸困難感継続し傾眠傾向。
中止2日後 傾眠傾向著しく、他施設(総合病院)に緊急入院。入院時の血液デ

ータより急性肝炎と診断。
中止3日後 入院先より他施設に転院。入院時意識障害はなかったが、PT29

%と重症肝炎状態。ナファモスタットメシル酸塩及びグリチルリ
チン・グリシン・システイン配合剤の点滴加療。

中止21日後 肝機能改善し回復、退院。
　

検査項目 単位 投与6日前 中止3日後 中止6日後 中止9日後 中止14日後 中止21日後 　
AST(GOT) IU/L 15 5200 125 23 16 17
ALT(GPT) IU/L 11 4097 1303 452 110 35
PT活性 　 　 29 65 79 85 　

　
併用薬：　ナフトピジル、ニフェジピン、セラトロダスト、ジメチコン、酸化マグネシウム
出典：未公表社内資料

《根拠症例》

入院中DLST施行：本剤、ナフトピジルともに陰性。



(2)肝炎

副作用名
患者背景 1日

投与量
投与期間

経過及び処置・転帰年齢
性別

使用理由
(合併症)

急性肝炎

報告された
副作用：
急性肝炎

80歳代
男性

喘息
(心筋梗塞)
（高血圧）

10mg
29日間

投与開始日 喘息悪化のため、入院。
モンテルカストナトリウム内服開始。

投与開始7日後 退院。
投与開始21日後 倦怠感出現。
中止1日後 採血にて肝機能障害認め入院。グリチルリチン・グリシン・シス

テイン（40mg/day）開始。
中止2日後 DLST実施。

結果：モンテルカストナトリウム（+/-）、ラベプラゾールナト
リウム（+/-）

中止3日後 肝機能障害改善乏しく、ウルソデスオキシコール酸（600mg/day）
開始。

中止5日後 グリチルリチン・グリシン・システイン（100mg/day）増量。
中止11日後 肝予備能低下あり。メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト

リウム（1000mg/day×3日間）開始。
中止12日後 CT：慢性肝疾患様。
中止14日後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（750mg/day）

　改善傾向。
中止15日後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（500mg/day）
中止16日後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（375mg/day

×2日間）
中止18日後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（250mg/day

×2日間）
中止20日後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（125mg/day

×2日間）
中止22日後 プレドニゾロン（60mg/day）
中止33日後 加療中。
中止45日後 黄疸の遷延を認めるが、他データは改善。

　

検査項目 単位 投与開始
9日前

投与
開始日

投与中止
1日後

投与中止
11日後

投与中止
19日後

投与中止
26日後

投与中止
33日後

投与中止
45日後

AST(GOT) IU/L 37 30 503 1221 71 93 71 38
ALT(GPT) IU/L 37 35 582 974 218 212 175 49
γ-GTP IU/L 31 31 119 261 293 351 289 137
Al-P IU/L 208 　 　 474 441 465 342 494
LDH IU/L 316 274 650 485 300 344 298 294
T-Bil mg/dL 0.5 0.5 0.8 14.2 21.2 23.7 21.2 9.7
PT ％ 　 　 97.7 69.8 106.9 114 　 　

HCV-Ab 　 　 　 － 　 　 　 　 　
HBs-Ag 　 　 　 － 　 　 　 　 　
IgM-HA 　 　 　 － 　 　 　 　 　
HBc-Ab 　 　 　 － 　 　 　 　 　

　

出典：未公表社内資料

　

使用上の注意改訂につきましては、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.187」2010年3月に掲載されます。

　　　　アムロジピンベシル酸塩
併用薬：ラベプラゾールナトリウム、フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシナホ酸塩、プロカテロール塩酸塩水和物、



改訂後の使用上の注意は以下の通りです。（下線部改訂箇所）
○キプレス錠5mg・10mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
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＞
１．モンテルカストフィルムコーティング錠はモンテルカス
トチュアブル錠と生物学的に同等でなく、モンテルカス
トチュアブル錠はモンテルカストフィルムコーティング
錠と比較してバイオアベイラビリティが高いため、モン
テルカストフィルムコーティング錠5　mgとモンテルカ
ストチュアブル錠5　mgをそれぞれ相互に代用しないこ
と。

２．気管支喘息及びアレルギー性鼻炎を合併し本剤を気管支
喘息の治療のために用いる成人患者には、モンテルカス
トとして10　mgを1日1回就寝前に経口投与すること。

【使用上の注意】
１．重要な基本的注意
(1)本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコント
ロールされている場合でも継続して服用するよう、喘息患
者に十分説明しておくこと。

(2)本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起
こっている喘息発作を緩解する薬剤ではないので、このこ
とは患者に十分説明しておく必要がある。

(3)気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気
管支拡張剤あるいはステロイド剤を投与する必要がある。

(4)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与により
ステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行
うこと。

(5)本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本
剤の投与を中止する場合は、原疾患再発のおそれがあるの
で注意すること。

(6)本剤を含めロイコトリエン拮抗剤使用時にChurg-
Strauss症候群様の血管炎を生じたとの報告がある。これ
らの症状は、おおむね経口ステロイド剤の減量・中止時に
生じている。本剤使用時は、特に好酸球数の推移及びしび
れ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺の浸潤影等の血管炎症状
に注意すること。

(7)本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長期
にわたり投与しないように注意すること。

２．相互作用
本剤は、主として薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)
3A4及び2C9で代謝される。（「薬物動態」の項参照）

(1)[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

フェノバルビタール 本剤の作用が減弱する
おそれがある。

フェノバルビタールが
CYP3A4を誘導し、本
剤の代謝が促進される。
（「薬物動態」の項参
照）

３．副作用
＜気管支喘息＞
国内で実施された臨床試験において、523例中46例(8.8
％)に66件の副作用が認められた。主な副作用は下痢9件
(1.7％)、腹痛7件(1.3％)、嘔気6件(1.1％)、胸やけ5件
(1.0％)、頭痛5件(1.0％)等であった。臨床検査値の異常
変動は、507例中49例80件に認められ、主なものは
ALT(GPT)上昇（505例中14件）、γ-GTP上昇（463
例中9件）、Al-P上昇（476例中8件）等であった。（承
認時）

＜アレルギー性鼻炎＞
国内で実施された臨床試験において、1,678例中70例
(4.2％)に88件の副作用が認められた。主な副作用は口渇
14件(0.8％)、傾眠13件(0.8%)、胃不快感9件(0.5％)、
頭痛5件(0.3％)、下痢5件(0.3％)、う怠感5件(0.3％)等
であった。1％以上の頻度で認められたものはなかった。
また、臨床検査値の異常変動は、1,672例中46例51件に
認められ、主なものはALT(GPT)上昇（1,672例中9件）、
白血球数増加（1,670例中6件）、尿潜血（1,671例中6
件）等で、気管支喘息と同様であった。（承認時）

(1)重大な副作用
1)アナフィラキシー様症状（頻度不明）
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、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫（頻度不明）
血管浮腫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直ちに投与を中止し適切な処置
を行うこと。

3)劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）
劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸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)その他の副作用
次のような症状又は異常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。
　 0.1～5％未満 頻度不明

過敏症 皮疹 ぅ痒、蕁麻疹、肝臓の好酸
球浸潤

精神神経系 頭痛、傾眠 異夢、易刺激性、情緒不安、
痙攣、不眠、幻覚、めまい、
感覚異常（しびれ等）、激
越、振戦

消化器系 下痢、腹痛、胃不快感、胸
やけ、嘔気、嘔吐、便秘

消化不良、口内炎

肝臓 肝機能異常、AST(GOT)上
昇、ALT(GPT)上昇、Al-
P上昇、γ-GTP上昇、総ビ
リルビン上昇

　

筋骨格系 　 筋痙攣を含む筋痛、関節痛
その他 口渇、尿潜血、血尿、尿糖、

浮腫、う怠感、白血球数増
加、尿蛋白、トリグリセリ
ド上昇

出血傾向（鼻出血、紫斑等）、
挫傷、動悸、頻尿、発熱

４．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、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。海外の
市販後において、妊娠中に本剤を服用した患者から出生し
た新生児に先天性四肢奇形がみられたとの報告がある。こ
れらの妊婦のほとんどは妊娠中、他の喘息治療薬も服用し
ていた。本剤とこれらの事象の因果関係は明らかにされて
いない。]

(2)授乳中の婦人に投与する場合は慎重に投与すること。
[動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。]

５．小児等への投与
＜気管支喘息＞

1)6歳以上の小児に対しては、モンテルカストチュアブル錠
5　mgを1日1回就寝前に投与すること。

2)1歳以上6歳未満の小児に対しては、モンテルカスト細粒
4　mgを1日1回就寝前に投与すること。

3)1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテル
カスト製剤の安全性は確立していない。
[国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。]



＜アレルギー性鼻炎＞
小児等に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立してい
ない。
[国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。]

６．適用上の注意
(1)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。]

(2)本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。



○キプレスチュアブル錠5mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
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＞
１．本剤は、口中で溶かすか、噛み砕いて服用すること。
２．モンテルカストチュアブル錠はモンテルカストフィルム
コーティング錠と生物学的に同等でなく、モンテルカス
トチュアブル錠はモンテルカストフィルムコーティング
錠と比較してバイオアベイラビリティが高いため、モン
テルカストチュアブル錠5　mgとモンテルカストフィル
ムコーティング錠5　mgをそれぞれ相互に代用しないこ
と。

【使用上の注意】
１．重要な基本的注意
(1)本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコント
ロールされている場合でも継続して服用するよう、患者、
保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説明しておく
こと。

(2)本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起
こっている喘息発作を緩解する薬剤ではないので、このこ
とは患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説
明しておく必要がある。

(3)気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気
管支拡張剤あるいはステロイド剤を投与する必要がある。

(4)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与により
ステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行
うこと。

(5)本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本
剤の投与を中止する場合は、原疾患再発のおそれがあるの
で注意すること。

(6)本剤を含めロイコトリエン拮抗剤使用時にChurg-
Strauss症候群様の血管炎を生じたとの報告がある。これ
らの症状は、おおむね経口ステロイド剤の減量・中止時に
生じている。本剤使用時は、特に好酸球数の推移及びしび
れ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺の浸潤影等の血管炎症状
に注意すること。

(7)本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長期
にわたり投与しないように注意すること。

２．相互作用
本剤は、主として薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)
3A4及び2C9で代謝される。（「薬物動態」の項参照）

(1)[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

フェノバルビタール 本剤の作用が減弱する
おそれがある。

フェノバルビタールが
CYP3A4を誘導し、本
剤の代謝が促進される。
（「薬物動態」の項参
照）

３．副作用
・6歳以上の小児（国内試験成績）
国内で実施された臨床試験（市販後臨床試験を含む）にお
いて、230例中6例(2.6％)に6件の副作用が認められた。
副作用は蕁麻疹様皮疹1件、浮動性めまい1件、悪心1件、
頭痛1件、月経障害1件、感情不安定1件であった。臨床
検査値の異常変動は、230例中6例(2.6％)に8件認められ、
白血球数増加1件、総蛋白増加1件、血中ビリルビン増加
1件、血中クレアチンホスホキナーゼ増加1件、血中尿素
増加1件、尿中蛋白陽性2件、尿中ウロビリン陽性1件が
認められた。
（外国試験成績　参考）
外国で実施された小児気管支喘息患者を対象とした長期投
与試験において、172例中10例(5.8％)に13件の副作用
が認められた。主な副作用は頭痛3件(1.7％)、消化不良2
件(1.2％)、鼓腸2件(1.2％)等であった。臨床検査値の異
常変動は総ビリルビン上昇1件が認められた。

・成人（国内試験成績　参考）
国内で実施された臨床試験において、523例中46例(8.8
％)に66件の副作用が認められた。主な副作用は下痢9件
(1.7％)、腹痛7件(1.3％)、嘔気6件(1.1％)、胸やけ5件
(1.0％)、頭痛5件(1.0％)等であった。臨床検査値の異常
変動は、507例中49例80件に認められ、主なものは
ALT(GPT)上昇（505例中14件）、γ-GTP上昇（463
例中9件）、Al-P上昇（476例中8件）等であった。

(1)重大な副作用
1)アナフィラキシー様症状（頻度不明）
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、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫（頻度不明）
血管浮腫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直ちに投与を中止し適切な処置
を行うこと。

3)劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）
劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸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)その他の副作用
次のような症状又は異常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。
　 0.1～5％未満 頻度不明

過敏症 皮疹 ぅ痒、蕁麻疹、肝臓の好酸
球浸潤

精神神経系 頭痛、傾眠 異夢、易刺激性、情緒不安、
痙攣、不眠、幻覚、めまい、
感覚異常（しびれ等）、激
越、振戦

消化器系 下痢、腹痛、胃不快感、胸
やけ、嘔気、嘔吐、便秘

消化不良、口内炎

肝臓 肝機能異常、AST(GOT)上
昇、ALT(GPT)上昇、Al-
P上昇、γ-GTP上昇、総ビ
リルビン上昇

　

筋骨格系 　 筋痙攣を含む筋痛、関節痛
その他 口渇、尿潜血、血尿、尿糖、

浮腫、う怠感、白血球数増
加、尿蛋白、トリグリセリ
ド上昇

出血傾向（鼻出血、紫斑等）、
挫傷、動悸、頻尿、発熱

４．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、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。海外の
市販後において、妊娠中に本剤を服用した患者から出生し
た新生児に先天性四肢奇形がみられたとの報告がある。こ
れらの妊婦のほとんどは妊娠中、他の喘息治療薬も服用し
ていた。本剤とこれらの事象の因果関係は明らかにされて
いない。]

(2)授乳中の婦人に投与する場合は慎重に投与すること。
[動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。]

５．小児等への投与
(1)1歳以上6歳未満の小児に対してはモンテルカスト細粒4　
mgを1日1回就寝前に投与すること。

(2)1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテル
カスト製剤の安全性は確立していない。
[国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。]

６．適用上の注意
(1)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。]

(2)本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。



○キプレス細粒4mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
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＞
１．体重、年齢、症状等による用量調節をせず、全量を服用
すること。

２．光に不安定であるため、開封後直ちに（15分以内に）服
用すること。（「適用上の注意」の項参照）

【使用上の注意】
１．重要な基本的注意
(1)本剤は、喘息の悪化時ばかりでなく、喘息が良好にコント
ロールされている場合でも継続して服用するよう、患者、
保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説明しておく
こと。

(2)本剤は気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起
こっている喘息発作を緩解する薬剤ではないので、このこ
とは患者、保護者又はそれに代わり得る適切な者に十分説
明しておく必要がある。

(3)気管支喘息患者に本剤を投与中、大発作をみた場合は、気
管支拡張剤あるいはステロイド剤を投与する必要がある。

(4)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与により
ステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行
うこと。

(5)本剤投与によりステロイド維持量を減量し得た患者で、本
剤の投与を中止する場合は、原疾患再発のおそれがあるの
で注意すること。

(6)本剤を含めロイコトリエン拮抗剤使用時にChurg-
Strauss症候群様の血管炎を生じたとの報告がある。これ
らの症状は、おおむね経口ステロイド剤の減量・中止時に
生じている。本剤使用時は、特に好酸球数の推移及びしび
れ、四肢脱力、発熱、関節痛、肺の浸潤影等の血管炎症状
に注意すること。

(7)本剤投与により効果が認められない場合には、漫然と長期
にわたり投与しないように注意すること。

(8)小児では一般に自覚症状を訴える能力が劣るので、本剤の
投与に際しては、保護者等に対し、患者の状態を十分に観
察し、異常が認められた場合には速やかに主治医に連絡す
る等の適切な処置をするように注意を与えること。

２．相互作用
本剤は、主として薬物代謝酵素チトクロームP450(CYP)
3A4及び2C9で代謝される。（「薬物動態」の項参照）

(1)[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

フェノバルビタール 本剤の作用が減弱するお
それがある。

フェノバルビタール
がCYP3A4を誘導し、
本剤の代謝が促進さ
れる。（「薬物動態」
の項参照）

３．副作用
・1歳以上6歳未満の小児（国内試験成績）
国内で実施された臨床試験において、137例中3例(2.2％)
に4件の副作用が認められた。副作用は頭痛1件、悪心1
件、皮膚乾燥1件、発疹1件であった。臨床検査値の異常
変動はAl-P上昇2件が認められた。

（外国試験成績　参考）
外国で実施された6ヵ月以上32ヵ月未満小児気管支喘息
患者を対象とした長期投与試験において、158例中8例
(5.1％)に9件の副作用が認められた。副作用は運動過多4
件(2.5％)、成長障害1件(0.6％)、便習慣変化1件(0.6％)、
嘔吐1件(0.6％)、異夢1件(0.6％)、睡眠障害1件(0.6％)
であった。臨床検査値の異常変動は、認められなかった。
モンテルカスト群と対照（標準治療）群で、臨床的に意味
のある差はなかった。
外国で実施された2歳以上6歳未満小児気管支喘息患者を
対象とした長期投与試験において、364例中12例(3.3％)
に19件の副作用が認められた。主な副作用は、口渇3件
(0.8％)、頭痛3件(0.8％)、腹痛2件(0.5％)、蕁麻疹2件
(0.5％)等であった。臨床検査値の異常変動は、7例(2.0
％)に11件認められ、主なものは白血球数減少3件、AST
(GOT)上昇2件等であった。モンテルカスト群と対照（標
準治療）群で、臨床的に意味のある差はなかった。
・6歳以上の小児
（国内試験成績　参考）
国内で実施された臨床試験（市販後臨床試験を含む）にお
いて、230例中6例(2.6％)に6件の副作用が認められた。
副作用は蕁麻疹様皮疹1件、浮動性めまい1件、悪心1件、
頭痛1件、月経障害1件、感情不安定1件であった。臨床
検査値の異常変動は、230例中6例(2.6％)に8件認められ、
白血球数増加1件、総蛋白増加1件、血中ビリルビン増加
1件、血中クレアチンホスホキナーゼ増加1件、血中尿素
増加1件、尿中蛋白陽性2件、尿中ウロビリン陽性1件が
認められた。
（外国試験成績　参考）
外国で実施された小児気管支喘息患者を対象とした長期投
与試験において、172例中10例(5.8％)に13件の副作用
が認められた。主な副作用は頭痛3件(1.7％)、消化不良2
件(1.2％)、鼓腸2件(1.2％)等であった。臨床検査値の異
常変動は総ビリルビン上昇1件が認められた。
・成人（国内試験成績　参考）
国内で実施された臨床試験において、523例中46例(8.8
％)に66件の副作用が認められた。主な副作用は下痢9件
(1.7％)、腹痛7件(1.3％)、嘔気6件(1.1％)、胸やけ5件
(1.0％)、頭痛5件(1.0％)等であった。臨床検査値の異常
変動は、507例中49例80件に認められ、主なものは
ALT(GPT)上昇（505例中14件）、γ-GTP上昇（463
例中9件）、Al-P上昇（476例中8件）等であった。

(1)重大な副作用
1)アナフィラキシー様症状（頻度不明）
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、異常が認められた場合には直ちに投与を
中止し適切な処置を行うこと。

2)血管浮腫（頻度不明）
血管浮腫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直ちに投与を中止し適切な処置
を行うこと。

3)劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸（頻度不明）
劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸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)その他の副作用
次のような症状又は異常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。
　 0.1～5％未満 頻度不明

過敏症 皮疹 ぅ痒、蕁麻疹、肝臓の好酸
球浸潤

精神神経系 頭痛、傾眠 異夢、易刺激性、情緒不安、
痙攣、不眠、幻覚、めまい、
感覚異常（しびれ等）、激
越、振戦



　 0.1～5％未満 頻度不明
消化器系 下痢、腹痛、胃不快感、胸

やけ、嘔気、嘔吐、便秘
消化不良、口内炎

肝臓 肝機能異常、AST(GOT)上
昇、ALT(GPT)上昇、Al-
P上昇、γ-GTP上昇、総ビ
リルビン上昇

　

筋骨格系 　 筋痙攣を含む筋痛、関節痛
その他 口渇、尿潜血、血尿、尿糖、

浮腫、う怠感、白血球数増
加、尿蛋白、トリグリセリ
ド上昇

出血傾向（鼻出血、紫斑等）、
挫傷、動悸、頻尿、発熱

４．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、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。海外の
市販後において、妊娠中に本剤を服用した患者から出生し
た新生児に先天性四肢奇形がみられたとの報告がある。こ
れらの妊婦のほとんどは妊娠中、他の喘息治療薬も服用し
ていた。本剤とこれらの事象の因果関係は明らかにされて
いない。]

(2)授乳中の婦人に投与する場合は慎重に投与すること。
[動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。]
注）：本剤の承認用法・用量は、1歳以上6歳未満小児に
対してモンテルカストとして1日1回4　mgである。

５．小児等への投与
(1)6歳以上の小児に対しては、モンテルカストチュアブル錠
5　mgを1日1回就寝前に投与すること。

(2)1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテル
カスト製剤の安全性は確立していない。
[国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。]

６．適用上の注意
(1)本剤は、食事の有無にかかわらず投与できる。
(2)本剤は口に直接入れるか、スプーン1杯程度の柔らかい食
物（室温以下）と混ぜて服用することができる。またスプ
ーン1杯（約5　mL）の調製ミルク又は母乳（室温以下）
と混ぜて服用することもできる。本剤服用後は水などの飲
み物を摂取してもよい。

(3)本剤は光に不安定であるため、服用の準備ができるまで開
封しないこと。柔らかい食物、調製ミルク又は母乳と混ぜ
た場合も、放置せずに直ちに（15分以内に）服用するこ
と。

(4)本剤は光に不安定であるため、再分包しないこと。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


