医薬品ご使用に際してのお願い
HMG−CoA 還元酵素阻害剤
ᮇⷾᑻ᪁ ࢹࣜࣁࢪࢰࢲࣤ࢜ࣜࢨ࣑㗼

／
 ᮇࡡᢖ࡞ࡻࡽࠉᶋ⣘➵⼝ゆ➴ࡡ㔔ኬష⏕ࡡⓆ⌟ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠽ࡽࡱࡌࠊࡆ
ࡿࡼࡡష⏕ࡡⓆ⌟ࢅᮅ↓࡞㜭ࡃࡒࡴࠉୖエࡡⅤ࡞༎ฦࡇἸណࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ᮇ⏕୯࡞ᶋ⣘➵⼝ゆ㛭㏻ౚ࡛ࢂࡿࡾ≟ヾࡴࡼࡿࡱࡊࡒሔྙ࡞ࡢࠉ⮫᛬ࠉ
ᘚ♣ཧࡢᢰᙔ㹂㹇ࡱ࡚ࡇ㏻⤙ୖࡈ࠷ࠊ
ຝ⬗࣬ຝᯕࠉ⏕Ἢ࣬⏕㔖ࢅᏬࡽ㐲ว࡞ࡇ⏕ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
[効能・効果]及び[用法・用量]
・高コレステロール血症
通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を１日１回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は１日 20mg まで増量できる。
・家族性高コレステロール血症
通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を１日１回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は１日 40mg まで増量できる。

（効能・効果に関連する使用上の注意）
(1)適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症で
あることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
(2)家族性高コレステロール血症ホモ接合体については、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法
の補助として、あるいはそれらの治療法が実施不能な場合に本剤の適用を考慮すること。

ୖエࡡᝀ⩽࡚ࡢᶋ⣘➵⼝ゆ࠵ࡼࢂࡿࡷࡌࡂࡖ࡙࠽ࡽࡱࡌࡡ࡚ࠉᮇࡡ⏕࡞ࡢࡇἸ
ណୖࡈ࠷ࠊ
࣬⫚ㅨ⬗ୖࡊ࡙࠷ࡾᝀ⩽ࠉࢷࣚࣈࣝࣄࣜࢅᢖ୯ࡡᝀ⩽࡞ࡢᢖࡊ࠷࡚ୖࡈ࠷ࠊ
࣬⭀ᶭ⬗࡞㛭ࡌࡾ⮣ᗃ᳠ᰕೋ࡞␏ᖏヾࡴࡼࡿࡾᝀ⩽࡚ࡢࠉཋ์࡛ࡊ࡙ࢹࣜࣁࢪࢰࢲࣤ㗼࡛ࣆࣇ
࣭ࣚࢹ⣌ⷾ㸝࣊ࢧࣆࣇ࣭ࣚࢹ➴㸞ࡢె⏕ࡊ࠷࡚ୖࡈ࠷ࠊ
࣬ୖエࡡᝀ⩽࡞ᮇࢅᢖࡌࡾ㝷ࡢ༎ฦ࡞Ἰណࡊ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ձ⫚㝸ᐐཧࡢࡐࡡᙸṌࡡ࠵ࡾᝀ⩽ࠉࣜࢤ࣭ࣜ୯Ẑࡡᝀ⩽
ղ⭀㝸ᐐཧࡢࡐࡡᙸṌࡡ࠵ࡾᝀ⩽
ճࣆࣇ࣭ࣚࢹ⣌ⷾࠉࢼࢤࢲࣤ㓗ࠉࢨࢠࣞࢪ࣎ࣛࣤࠉࢯ࣭ࣜ⣌ᢘ┷Ⳟⷾࠉ࢙ࣛࢪ࣏ࣞ
ࢨࣤࠉࢠࣚࣛࢪ࣏ࣞࢨࣤࠉ+,9 ࣈࣞࢷ࣭ࢭ㜴ᐐ➴ࢅᢖ୯ࡡᝀ⩽
մ⢶ᑺࡡᝀ⩽
յ⏝≟⭚ᶭ⬗ୖࡡᝀ⩽ࠉ㐿ఎᛮࡡ➵⑄ᝀ㸝➵ࢩࢪࢹࣞࣆ࣭➴㸞ཧࡢࡐࡡᐓ᪐Ṍࡡ࠵ࡾᝀ⩽ࠉ
ⷾᛮࡡ➵㝸ᐐࡡᙸṌࡡ࠵ࡾᝀ⩽
ն㧏㱃⩽

>⚏ᚯ@ ḗࡡᝀ⩽࡞ࡢᢖࡊ࠷ࡆ࡛ 
䟺㻔䟻ᮇ䛴ᠺฦ䛱ᑊ䛝㐛ᨼ䛴ᙸṌ䛴䛈䜑ᝀ⩽㻃
䟺㻕䟻⫚ㅨ⬗䛒ୖ䛝䛬䛊䜑䛮⩻䛎䜏䜒䜑௧ୖ䛴䜎䛌䛰ᝀ⩽㻃
᛬ᛮ⫚ⅎ䚮ះᛮ⫚ⅎ䛴᛬ᛮቌᝇ䚮⫚◫ን䚮⫚⒬䚮㯜㻃
䠭⫚◫ንᝀ⩽䛱䛐䛊䛬䚮ᮇ䛴⾉ₚ୯ 㻫㻰㻪㻐㻦㼒㻤 㑇ඔ㓕⣪㜴ᐐὩᛮమ⃨ᗐ䛒ᗛᠺெ䛱Ẓ䛿䛬୕᪴䛝
䛥䟺㻤㻸㻦 䛭 㻗㻑㻗䡐㻜㻑㻛 ಶ䟻♣䛴⮣ᗃム㥺ᠺ⦴䛒䛈䜑䚯䛝䛥䛒䛩䛬䚮䛙䜒䜏䛴ᝀ⩽䛭䛵ᮇ䛴⾉ₚ୯⃨ᗐ
䛒୕᪴䛝䚮ష⏕䛴Ⓠ⌟㢎ᗐ䛒ቌຊ䛟䜑䛐䛣䜒䛒䛈䜑䚯䜄䛥䚮ᮇ䛵䛱⫚⮒䛱䛐䛊䛬ష⏕䛝ㅨ䛛䜒
䜑䛴䛭䚮⫚㝸ᐐ䜘ᝇ䛛䛡䜑䛐䛣䜒䛒䛈䜑䚯䠯㻃
䟺㻖䟻ዲ፦ཧ䛵ዲፈ䛝䛬䛊䜑ྊ⬗ᛮ䛴䛈䜑፦ெཀྵ䛹፦䟺䚸ዲ፦䚮⏐፦䚮፦➴䛾䛴ᢖ䚹䛴㡧ཤ↯䟻㻃
䟺㻗䟻䝊䝭䝛䝰䝗䝯䜘ᢖ୯䛴ᝀ⩽䟺䚸┞பష⏕䚹䛴㡧ཤ↯㻌

>ཋ์⚏ᚯ@ ḗ䛴ᝀ⩽䛱䛵ᢖ䛝䛰䛊䛙䛮䜘ཋ์䛮䛟䜑䛒䚮≁䛱ᚪこ䛮䛟䜑ሔྙ䛱䛵ួ㔔䛱ᢖ䛟䜑䛙䛮
⭀ᶭ⬗䛱㛭䛟䜑⮣ᗃ᳠ᰕೋ䛱␏ᖏ䛒ヾ䜇䜏䜒䜑ᝀ⩽䛱䚮ᮇ䛮䝙䜧䝚䝭䞀䝌⣌ⷾ䜘ె⏕䛟䜑ሔྙ䛱䛵䚮
⒢୕䜊䜆䜘ᚋ䛰䛊䛮ึ᩷䛛䜒䜑ሔྙ䛱䛴䜅ె⏕䛟䜑䛙䛮䚯㻃
䠭ᶋ⣘➵⼝ゆ䛒䛈䜏䜕䜒䜊䛟䛊䚯䟺䚸┞பష⏕䚹䛴㡧ཤ↯䟻䠯
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横 紋 筋 融 解 症
Ϩ㸣ᶋ⣘➵⼝ゆ࡛ࡢ㸴
ᶋ⣘➵⼝ゆࡢࠉరࡼ࠾ࡡཋᅄ࡚㦭➵ࡡ➵⣵⬂ቪṒ⼝ゆࢅ㉫ࡆࡊࡒឺ࡚ࡌࠊ➵⣵⬂හ
ࡡࢰࣤࣂࢠ࡚࠵ࡾ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤኬ㔖࡞⾉ᾦ୯Ὦฝࡊࠉ⭀⮒ࡷ⫚⮒ࡡฌ⌦⬗ງࢅ㉰࠻ࡾ࡛ᑺ
୯࡞ᤴἝࡈࡿࡱࡌ(ࡆࡡ≟ឺࢅ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤᑺ࡛࠷࠷ࡱࡌ)ࠊࡆࡡሔྙࠉኬ㔖ࡡ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤ
᛬⃥࡞ᑺ⣵⟮࡞ㇿⲬࡈࡿࡾࡒࡴ࡞ࠉ᛬ᛮ⭀ධ➴ࡡ㔔⠔⭀㝸ᐐࢅెⓆࡌࡾࡆ࡛ኣࡂࠉἸ
ណᚪこ࡚ࡌࠊ
⮤つ≟࡛ࡊ࡙ࡢࠉ➵⫏ࡡࡆࢂࡣࡽࠉ➵ࠉ➵ງࡡୖࠉ⬲ງវࠉṄ⾔ᅏ㞬ࠉࡊࡦࡿ➴ࠉ
つᡜず࡛ࡊ࡙ࡢ➵⫏ࡡ⭐⬵ࠉᅸࠉ◫├ࡲࡼࡿࠉᑺࡢ㉝》Ⰵࡡ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤᑺ࡛ࡽࡱ
ࡌࠊ᳠ᰕᡜず࡛ࡊ࡙ࡢࠉ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤࡡࠉCK(CPK)ࠉAST(GOT)ࠉALT(GPT)ࠉLDH 
➵⏜ᮮࡡ㓕⣪㧏ೋ࡛ࡽࡱࡌࠊࡱࡒ➵㝸ᐐ࡞ࡻࡽ⾉ΰ࣑࢜ࣛࠉࣛࣤ㧏ೋ࡛ࡽࠉࡐࡿ࡞
ఔࡖ࡙࢜ࣜࢨ࣑ࡢೋ࡛ࡽࡱࡌࠊ
≟Ⓠ⌟ࡌࡾࡱ࡚࡞こࡌࡾ㛣ࡢࠉᢖᚃ 1 㐄㛣㹳16 ࡛ࣧ᭮ᖕ࠵ࡽࠉ≟ᾐࡌࡾ
ࡱ࡚࡞ࡢᢖ୯Ḿᚃᩐ࡛ࣧ᭮ゕࢂࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊ


ϩ㸣ᶋ⣘➵⼝ゆⓆ⌟ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑
Ⓠ⌟࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡢ᪺☔࡞ࡢࢂ࠾ࡖ࡙࠽ࡽࡱࡎࢆࠉḗࡡࡆ࡛⩻࠻ࡼࡿ࡙࠽ࡽࡱࡌࠊ
ձࣗࣄ࢞ࢿࣤ(CoQ10)ࡡ΅ᑛ
➵⣵⬂୯ࡡࣗࣄ࢞ࢿࣤࡢࠉ࣒ࣁࣞࣤ㓗ࢅཋᩩ࡛ࡊ࡙ྙᠺࡈࡿࡱࡌࠊࣗࣄ࢞ࢿࣤࡡ౩⤝㊂
ࡢ➵⣵⬂ࡡᶭ⬗ࢅጄࡅࠉCK(CPK)ࡡ୕᪴ࢅࡵࡒࡼࡊࠉࡈࡼ࡞㐅ࡳ࡛࣐࢛ࢡࣞࣄࣤࡡᨲฝࢅ
ఔ࠹⣵⬂ᓻቪࢅ㉫ࡆࡌ࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊ
HMG㸢CoA 㑇ඔ㓕⣪㜴ᐐ࣒ࣁࣞࣤ㓗ࡡྙᠺࢅ㜴ᐐࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࣗࣄ࢞ࢿࣤࡱ࡚
ࡵ΅ᑛࡈࡎࠉ⣵⬂ᶭ⬗㝸ᐐⓆ⏍ࡌࡾྊ⬗ᛮ⩻࠻ࡼࡿࡱࡌࠊ
ղ➵⣵⬂⭯㝸ᐐ
HMG㸢CoA 㑇ඔ㓕⣪㜴ᐐࡡ├ష⏕࡞ࡻࡽ Cl㸢ࡡ⣵⬂⭯㏩㐛ᛮ㝸ᐐ⏍ࡋࡾࡒࡴ࡛ࡌ
ࡾㄕࡵ࠵ࡽࡱࡌࠊ

Ϫ㸣┞பష⏕
ࢹࣜࣁࢪࢰࢲࣤࡢࠉࢲࢹࢠ࣭࣑ࣞP450 3A4(CYP3A4)࡚ㅨࡈࡿࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ࢷࣚࣈࣝࣄࣜࠉࣆࣇ࣭ࣚࢹ⣌ⷾ(࣊ࢧࣆࣇ࣭ࣚࢹ➴)ࠉࢨࢠࣞࢪ࣎ࣛࣤࠉࢯ࣭ࣜ⣌ᢘ┷
Ⳟⷾ(ࢹࣚࢤࢻࢯ࣭ࣜ➴)ࠉ࢙ࣛࢪ࣏ࣞࢨࣤࠉࢠࣚࣛࢪ࣏ࣞࢨࣤࠉHIVࣈࣞࢷ࣭ࢭ㜴ᐐ
(ࢾࣜࣆࢻࣄ࣒ࣜࢨࣜ㓗ሲ➴)ࠉࢡ࣭ࣝࣈࣆ࣭ࣜࢵࢩ࣭ࣖࢪࠉ࢙ࣆࣄࣝࣤࢵࠉࣛࣆࣤࣅ
ࢨࣤࡢࠉCYP3A4 ࢅ㜴ᐐࡌࡾࡒࡴࠉె⏕ࡌࡾ࡛ࢹࣜࣁࢪࢰࢲࣤࡡㅨᢒโࡈࡿࡾ࠽ࡐࡿ
࠵ࡽࡱࡌࠊ
ࡱࡒࠉࢼࢤࢲࣤ㓗ࡷࢱࢻࢯ࣭ࣜࠉ༟≺࡚ࡵᶋ⣘➵⼝ゆࡡⓆ⌟ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࣆࣇ࣭ࣚ
ࢹ⣌࡛ⷾࡡె⏕࡞ࡻࡽᶋ⣘➵⼝ゆ࠵ࡼࢂࡿࡷࡌࡂࡽࡱࡌࠊ

ϫ㸣ᶋ⣘➵⼝ゆࡡᑊ➿
  ⮤つ≟ずࡼࡿࡒሔྙ࡞ࡢࠉᚪこ࡞ᚺࡋ࡙ CK(CPK)ࠉ⾉୯࣬ᑺ୯࣐࢛ࢡࣞࣄࣤࡡῼᏽࡷ
⭀ᶭ⬗᳠ᰕ➴ࢅᐁ᪃ࡊ࡙ୖࡈ࠷ࠊ࣐࢛ࢡࣞࣄࣤࡢ⾉୯࡚ 80ȣ㹜㸤L ௧୕ࠉᑺ୯࡚ 20ȣ㹜㸤L ࡛
ࡖࡒሔྙ࡞␏ᖏ࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊCK(CPK)ࡢࠉᶋ⣘➵⼝ゆ࣐࢛࣬ࣂࢨ࣭࡞⮫ࡾౚ࡚ࡢࠉ
ḿᖏ୕㝀ࡡᩐಶ࠾ࡼ 10 ಶ௧୕࡛ࡽࡱࡌࠊἸ㸦㸞
ᶋ⣘➵⼝ゆࢂࡿࡒሔྙ࡞ࡢࠉ├ࡔ࡞ᢖࢅ୯Ḿࡊ࡙ୖࡈ࠷ࠊᚪこ㔖ࡡ⏍⌦㣏ሲỀࢅᢖ
ࡊ࡙ୖࡈ࠷ࠊ㓗ᛮᑺ࡞ࡻࡖ࡙࣐࢛ࢡࣞࣇࣛࣤ⭀Ẑᛮࢅ᭯ࡌࡾࣉ࣏ࢲ࡛ࣤࡽᑺ⣵⟮㝸ᐐ
ࢅ⏍ࡍࡾࡡ࡚ࠉ㔔᭢࡞ࡻࡽᑺࡡࣜ࢜ࣛࢅᅒࡖ࡙ୖࡈ࠷ࠊ
ࡱࡒࠉ⭀ᶭ⬗ࢅびᐳࡊࠉ᛬ᛮ⭀ධヾࡴࡼࡿࡒሔྙࡢࠉᚪこ࡞ᚺࡋ࡙㏩ᯊ➴ࡡ㐲วฌ⨠
ࢅ⾔ࡖ࡙ୖࡈ࠷ࠊ
Ἰ 1) CK(CPK)ࡢࠉ㐘ິࡷ➵⫏Ἰᑏ࡚ࡵ୕᪴ࡌࡾࡆ࡛᭯ࡽࡱࡌࡡ࡚ࠉࡇἸណୖࡈ࠷ࠊୌ⯙
࡞ 500IU㸤L ⛤ᗐࡱ࡚ࡢᢖྊ⬗࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊࡱࡒࠉ➵⫏㝸ᐐࡷ CK(CPK)୕᪴ヾࡴ
ࡼࡿ࡙ࡵࠉ⾉୯ཧࡢᑺ୯࣐࢛ࢡࣞࣄࣤࡡ୕᪴ヾࡴࡼࡿ࠷ሔྙࡢࠉ࣐࢛ࣂࢨ࣭࡛ࡊ࡙ᶋ
⣘➵⼝ゆ࡛༇ืࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊ

Ϭ㸣ᶋ⣘➵⼝ゆࢅᮅ↓࡞㜭ࡃࡒࡴ࡞ࡢ
ձ⫚ㅨ⬗ୖࡊ࡙࠷ࡾᝀ⩽㸝᛬ᛮ⫚ⅎࠉះᛮ⫚ⅎࡡ᛬ᛮቌᝇࠉ⫚◫ንࠉ㯜ࢅᮮࡊࡒᝀ
⩽㸞࡞ࡢᢖࡊ࠷࡚ࡂࡓࡈ࠷ࠊ
ղࢷࣚࣈࣝࣄࣜࢅᢖ୯ࡡᝀ⩽࡞ࡢᢖࡊ࠷࡚ୖࡈ࠷ࠊ
ճ⭀ᶭ⬗࡞㛭ࡌࡾ⮣ᗃ᳠ᰕೋ࡞␏ᖏヾࡴࡼࡿࡾᝀ⩽࡚ࡢࠉཋ์࡛ࡊ࡙ࢹࣜࣁࢪࢰࢲࣤ㗼
࡛ࣆࣇ࣭ࣚࢹ⣌ⷾ(࣊ࢧࣆࣇ࣭ࣚࢹ➴)ࡢె⏕ࡊ࠷࡚ୖࡈ࠷ࠊ
մḗࡡᝀ⩽࡚ࡢᶋ⣘➵⼝ゆ࠵ࡼࢂࡿࡷࡌ࠷ࡡ࡚ࠉᮇࢅᢖࡌࡾ㝷ࡢ༎ฦ࡞Ἰណࡊ࡙ࡂ
ࡓࡈ࠷ࠊ
࣬⫚㝸ᐐཧࡢࡐࡡᙸṌࡡ࠵ࡾᝀ⩽ࠉࣜࢤ࣭ࣜ୯Ẑࡡᝀ⩽
࣬⭀㝸ᐐཧࡢࡐࡡᙸṌࡡ࠵ࡾᝀ⩽
࣬ࣆࣇ࣭ࣚࢹ⣌ⷾ(࣊ࢧࣆࣇ࣭ࣚࢹ➴)ࠉඞᢒโ(ࢨࢠࣞࢪ࣎ࣛࣤ➴)ࠉࢼࢤࢲࣤ
㓗(ࢼࢬࣛࢹ࣭ࣞࣜ➴)ࠉࢯ࣭ࣜ⣌ᢘ┷Ⳟⷾ(ࢹࣚࢤࢻࢯ࣭ࣜ➴)ࠉ࢙ࣛࢪ࣏ࣞ
ࢨࣤࢅᢖ୯ࡡᝀ⩽
࣬⢶ᑺࡡᝀ⩽
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の際は、担当ＭＲ又は購入先までご連絡下さい。
(株式会社陽進堂 お客様相談室 薔:０１２０−６４７−７３４)


                       
を服用される患者様へ

本剤は、
血液中のコレステ

ロールを減らすおくすりです。

このおくすりは、
筋肉の副

作用としてごくまれに
「横紋
＊が起こることが
筋融解症」

知られています。

次のような症状がみられ

ましたら横紋筋融解症の可

能性がありますので直ちに

服用をやめて、
すぐに主治医
の先生または薬剤師の先生

にご相談下さい。


◎筋肉が痛い

◎手足の力が
はいらない

◎尿の色が濃い

（赤褐色になる）

（裏面につづく）


カード表面

副作用はどんなおくす
りにもありますが、早期に
発見し適切な処置をおこ
なえば大事に至ることは
ほとんどありません。
また、
他にもおくすりを服
用して体調がおかしいと感
じたら、
先生にご相談下さい。
＊
「横紋筋融解症」
とは：

筋肉が障害され、筋肉痛や
脱力などの症状があらわ
れ、筋の成分（ミオグロビ
ン）が血液中に流れ出る病
気です。赤褐色の尿が見ら
れることがあり、放ってお
くと腎不全（腎臓の機能が
低下し尿がでにくくなる）
になることもあります。
株式会社 陽進堂
A001

カード裏面

アトルバスタチン錠５㎎「YD」/１０㎎「YD」使用上の注意

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご留意下さい。

１ページ目もご覧ください。
１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
⑴肝障害又はその既往歴のある患者、アルコール中毒の患者
［本剤は主に肝臓において作用し代謝されるので、肝障害を悪化させるおそれがある。
また、アルコール中毒の患者は、横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。
］
⑵腎障害又はその既往歴のある患者
［横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解
症に伴って急激な腎機能の悪化が認められている。
］
⑶フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）
、免疫抑制剤（シクロスポリン等）
、ニ
コチン酸製剤（ニセリトロール等）、アゾール系抗真菌薬（イトラコナゾール等）
、
エリスロマイシンを投与中の患者
［一般にHMG−CoA還元酵素阻害剤との相互作用により横紋筋融解症があらわれやす
い。
（「相互作用」の項参照）］
⑷糖尿病の患者
［糖尿病を悪化させることがある。］
⑸甲状腺機能低下症の患者、遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィー等）又はその家族歴
のある患者、薬剤性の筋障害の既往歴のある患者
［横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。］
⑹高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
⑴あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法
や高血圧、喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
⑵投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には
投与を中止すること。
⑶劇症肝炎等の肝炎があらわれることがあるので、悪心・嘔吐、倦怠感等の症状があ
らわれた場合には本剤を中止し、医師等に連絡するよう患者に指導すること。投与
中は投与開始又は増量時より１２週までの間に１回以上、それ以降は定期的（半年に
１回等）に肝機能検査を行うこと。
３．相互作用
本剤は、主として肝の薬物代謝酵素CYP３A４により代謝される。
⑴併用禁忌（併用しないこと）
薬剤名等
テラプレビル
（テラビック）

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
アトルバスタチンのAUCが７．
９倍に 機序：テラプレビルによ
上昇したとの報告がある。
るCYP３A４の阻害が考え
本剤の血中濃度が上昇し、重篤な又 られている。
は生命に危険を及ぼすような事象
（横紋筋融解症を含むミオパシー等）
が起こるおそれがある。

⑵原則併用禁忌（原則として併用しないこと）
腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者では原則として併用しないこと
とするが、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ慎重に併用すること。
薬剤名等
臨床症状・措置方法
機序・危険因子
フィブラート系薬剤 急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解 機序：フィブラート系薬
ベザフィブラート 症があらわれやすい。自覚症状（筋 剤 とHMG−CoA還 元 酵 素
等
肉痛、脱力感）の発現、CK
（CPK）
の 阻害剤との副作用誘発性
上昇、血中及び尿中ミオグロビン上 の相加作用
昇並びに血清クレアチニン上昇等の 危険因子：腎機能に関す
腎機能の悪化を認めた場合は直ちに る臨床検査値に異常が認
投与を中止すること。
められる患者
⑶併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等
フィブラート系薬剤
ベザフィブラート
等
ニコチン酸製剤
ニセリトロール等

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
筋 肉 痛、 脱 力 感、CK
（CPK）上 昇、 機序：フィブラート系薬
血中及び尿中ミオグロビン上昇を特 剤又はニコチン酸製剤と
徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横 HMG−CoA還 元 酵 素 阻 害
紋筋融解症があらわれやすいとの報 剤との副作用誘発性の相
告がある。
加作用が示唆されている。
危険因子：腎機能障害
免疫抑制剤
１）筋肉痛、脱力感、CK
（CPK）上昇、 機序：１）シクロスポリン
シクロスポリン等 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特 とHMG−CoA還 元 酵 素 阻
徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横 害剤との副作用誘発性の
紋筋融解症があらわれやすいとの報 相加作用、２）シクロスポ
告がある。
リ ン に よ るHMG−CoA還
２）シクロスポリンとの併用により、 元酵素阻害剤の代謝・胆
本剤のAUC０−２４hが８．
７倍に上昇した 汁中排泄に対する競合阻
との報告がある。
害に基づく相互作用、３）
シクロスポリンによる本
剤の肝への取り込み阻害
に基づく相互作用が示唆
されている。
危険因子：腎機能障害
アゾール系抗真菌薬 筋 肉 痛、 脱 力 感、CK
（CPK）上 昇、 機序：アゾール系抗真菌
イトラコナゾール 血中及び尿中ミオグロビン上昇を特 薬又はエリスロマイシン
等
徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横 に よ るHMG−CoA還 元 酵
エリスロマイシン
紋筋融解症があらわれやすいとの報 素阻害剤の代謝阻害が示
告がある。
唆されている。
危険因子：腎機能障害
クラリスロマイシン 本剤の血漿中薬物濃度の有意な上 機序：クラリスロマイシ
昇
（Cmax：＋５５．
９％、AUC０−Tlast：＋ ン に よ るHMG−CoA還 元
８１．
８％）
がみられた。
酵素阻害剤の代謝阻害が
示唆されている。
HIVプロテアーゼ阻害剤 ネルフィナビルメシル酸塩との併用 機序：これらの薬剤によ
ネルフィナビルメ により本剤のAUCが約１．
７倍に上昇 るCYP３A４の阻害が考え
シル酸塩等
するとの報告がある。
られている。
グ レ ー プ フ ル ー ツ グレープフルーツジュース１．
２L／日と 機序：グレープフルーツ
ジュース
の併用により、本剤のAUC０−７２hが ジュースによるCYP３A４
約２．
５倍に上昇したとの報告がある。 の阻害が考えられている。
エファビレンツ
本剤の血漿中薬物濃度が低下した 機序：エファビレンツに
（Cmax：−１２％、AUC０−２４h：−４３％） よるCYP３A４の誘導が考
との報告がある。
えられている。
リファンピシン
リファンピシン投与１７時間後に本 機序：リファンピシンに
剤を投与したところ本剤の血漿中薬 よるCYP３A４の誘導が考
物濃度が低下した（Cmax：−４０％、 えられている。
AUC：−８０％）との報告がある。
陰イオン交換樹脂
本剤の血漿中薬物濃度が約２５％低下 機序：これらの薬剤によ
したが、LDL−コレステロールの低 るアトルバスタチンの吸
下率はそれぞれを単独で使用したと 収阻害
（吸着）に基づく血
きより大きかった。
漿中薬物濃度の低下が考
えられている。

2012年12月作成

薬剤名等
ジゴキシン

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
定常状態において血漿中ジゴキシ 機序：本剤によるジゴキ
ン濃度が上昇する（本剤１０㎎投与で シンのP−糖蛋白質を介し
Cmax：＋９．
９％、AUC０−２４h：＋３．
６％、 た排出の抑制が示唆され
CLr：１２９→１２８mL／min、８０㎎投与 ている。
でCmax：＋２０．
０％、AUC０−２４h：＋
１４．
８％、CLr：１６０→１４９mL／min）
ことが報告されている。併用する場
合は、血漿中薬物濃度のモニターを
十分に行うこと。
経口避妊薬
ノルエチンドロン（Cmax：＋２４％、 機序：本剤によるノルエ
ノルエチンドロン− AUC０−２４h：＋２８％）及 び エ チ ニ ル チンドロン及びエチニル
エチニルエストラジ エストラジオール（Cmax：＋３０％、 エストラジオールの初回
オール
AUC０−２４h：＋１９％）の血漿中濃度の 通過効果の減少が考えら
上昇が認められた。
れている。
４．副作用
本剤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。
⑴重大な副作用
１）
横紋筋融解症、ミオパシー（いずれも頻度不明）
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する横
紋筋融解症があらわれ、急性腎不全等の重篤な腎障害があらわれることがあるの
で、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には直ちに投与を中止
すること。また、ミオパシーがあらわれることがあるので、広範な筋肉痛、筋肉
圧痛や著明なCK
（CPK）の上昇があらわれた場合には投与を中止すること。
２）
劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）
定期的に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
止し適切な処置を行うこと。
３）
過敏症（頻度不明）
血管神経性浮腫、アナフィラキシー反応、蕁麻疹を含む過敏症状があらわれたと
の報告があるので、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）無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少症（いずれも頻度不明）
無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少症があらわれることがあるので、定期的
に検査を行うなど十分な観察を行い、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）
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）
、
中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、
多形紅斑（いずれも頻度不明）
皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）、中毒性表皮壊死症
（Lyell症候群）
、多
形紅斑等の水疱性発疹があらわれたとの報告があるので、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。
６）
高血糖、糖尿病（いずれも頻度不明）
高血糖、糖尿病があらわれることがあるので、口渇、頻尿、全身倦怠感等の症状
の発現に注意するとともに、定期的に検査を行うなど十分な観察を行い、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。
７）間質性肺炎（頻度不明）
間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼
吸困難、胸部Ｘ線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン
剤の投与等の適切な処置を行うこと。
⑵その他の副作用
皮

膚

血
肝

液
臓

消

化

器

呼 吸 器
筋骨格系
感 覚 器
精神神経系
内

分

泌

代謝異常
腎
臓
そ の 他

頻 度 不 明
そう痒感、発疹、皮疹、発赤、皮膚乾燥、皮膚亀裂、脱毛症、光線過敏、
爪の障害
貧血、白血球減少、血小板減少
AST
（GOT）上昇、ALT
（GPT）上昇、γ−GTP上昇、Al−P上昇、LDH上
昇、肝障害
アミラーゼ上昇、下痢、軟便、嘔気、悪心、胸やけ、便秘、胃不快感、
心窩部痛（心窩部の疼痛）、腹部膨満感、食欲不振、消化不良、嘔吐、
胃炎、口内炎、腹痛、口渇、舌のしびれ、口のしびれ、膵炎、胆汁うっ
滞性黄疸、舌痛、舌炎、口唇炎、咽頭不快感
咳
CK
（CPK）上昇、筋肉痛、背部痛、頸・肩のこり、こわばり感、痙攣、
無力症、関節痛、胸痛、筋炎、血中ミオグロビン上昇、腱炎、腱痛
異常感覚、末梢神経障害、耳鳴、霧視
めまい、不眠
（症）
、四肢しびれ（感）、眠気、勃起障害、健忘症、抑うつ、
悪夢
テストステロン低下、コリンエステラーゼ上昇、TSH上昇、ACTH上
昇、アルドステロン低下、女性化乳房
グルコース上昇、HbA１C上昇、血清鉄低下、低血糖症
K上昇、BUN上昇
頭痛、全身倦怠（感）、浮腫（顔面・四肢等）、脳梗塞、肺炎、帯状疱疹、
動悸、味覚異常、着色尿、熱感、頻脈、頻尿、排尿困難、発熱

５．高齢者への投与
高齢者では、副作用が発現した場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
［一般に高齢者では、生理機能が低下しており、本剤のＣmax、AUC０−∞は高齢者で
増加することがある。また、横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。
］
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投与しないこと。
［動物実験で出生児数の減少及び生存、発育に対する影響が認められ、胎児にも生存
率低下と発育抑制が認められている。また、ラットに他のHMG−CoA還元酵素阻害
剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されている。更に、ヒトでは、他の
HMG−CoA還元酵素阻害剤で、妊娠３カ月までの間に服用したとき、胎児に先天性
奇形があらわれたとの報告がある。］
⑵授乳婦
授乳婦には投与しないこと。
［ラットで乳汁中への移行が報告されている。］
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。（ＰＴ
Ｐシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜ヘ刺入し、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）

医薬品添付文書改訂情報として、総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）に最新添付文書が掲載されます。
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