医薬品ご使用に際してのお願い
HMG−CoA 還元酵素阻害剤
−脂質異常症治療剤−
日本薬局方 シンバスタチン錠

 ᮏࡢᢞࡼࡾࠊᶓ⣠➽⼥ゎ➼ࡢ㔜࡞స⏝ࡢⓎ⌧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ
ࢀࡽࡢస⏝ࡢⓎ⌧ࢆᮍ↛㜵ࡄࡓࡵࠊୗグࡢⅬ༑ศࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
᭦ࠊᮏ⏝୰ᶓ⣠➽⼥ゎ㛵㐃ࢃࢀࡿ≧ࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓሙྜࡣࠊ
⮳ᛴࠊᘢ♫ཪࡣᢸᙜ㹋㹐ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ
ຠ⬟࣭ຠᯝࠊ⏝ἲ࣭⏝㔞ࢆᏲࡾ㐺ษࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
[効能・効果]及び[用法・用量]
・高脂血症
・家族性高コレステロール血症
通常、成人にはシンバスタチンとして５mg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、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合は
１日20mgまで増量できる。

ୗグࡢᝈ⪅࡛ࡣᶓ⣠➽⼥ゎࡀ࠶ࡽࢃࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᮏࡢ⏝
ࡣࡈὀពୗࡉ࠸ࠋ
࣭ࢺࣛࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊ࣑ࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊࢱࢨࢼࣅࣝࠊࢧ࢟ࢼࣅ࣓ࣝࢩࣝ㓟ሷࠊࢸࣛࣉࣞࣅࣝ
ࢆᢞ୰ࡢᝈ⪅ࡣᢞࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
࣭⭈ᶵ⬟㛵ࡍࡿ⮫ᗋ᳨ᰝ್␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡿᝈ⪅࡛ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࢩࣥࣂࢫࢱࢳࣥ㘄
ࣇࣈ࣮ࣛࢺ⣔⸆㸦࣋ࢨࣇࣈ࣮ࣛࢺ➼㸧ࡣే⏝ࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
࣭ᮏࢆᢞࡍࡿ㝿ࡣ༑ศὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ձࣝࢥ࣮ࣝ୰ẘ⪅
ղ⭈㞀ᐖཪࡣࡑࡢ᪤ Ṕࡢ࠶ࡿᝈ⪅
 ճ⏥≧⭢ᶵ⬟పୗࡢᝈ⪅ࠊ㑇ఏᛶࡢ➽ᝈ ➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࣮➼ ཪࡣࡑࡢᐙ᪘Ṕࡢ࠶ࡿ
ᝈ⪅ࠊ⸆ᛶࡢ➽㞀ᐖࡢ᪤ Ṕࡢ࠶ࡿᝈ⪅
 մ㧗㱋⪅
յࣇࣈ࣮ࣛࢺ⣔⸆ࠊࢽࢥࢳࣥ㓟ࠊࢲࢼࢰ࣮ࣝࠊࢩࢡࣟࢫ࣏ࣜࣥࠊ࢚ࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊ
ࢡࣛࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊࢸࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊ+,9ࣉࣟࢸ࣮ࢮ㜼ᐖࠊ࣑࢜ࢲࣟࣥࠊ
࣒ࣟࢪࣆࣥࠊࢪࣝࢳࢮ࣒ࠊ࣋ࣛࣃ࣑ࣝࢆᢞ୰ࡢᝈ⪅

>⚗ᚷ@ ḟࡢᝈ⪅ࡣᢞࡋ࡞࠸ࡇ 
䠄㻝䠅ᮏ䛾ᡂศ䛻ᑐ䛧㐣ᩄ䛾᪤ Ṕ䛾䛒䜛ᝈ⪅㻌
䠄㻞䠅㔜⠜䛺⫢㞀ᐖ䛾䛒䜛ᝈ⪅㻌
㼇ᮏ䛿䛻⫢⮚䛻䛚䛔䛶௦ㅰ䛥䜜䚸స⏝䛩䜛
䛾䛷⫢㞀ᐖ䜢ᝏ䛥䛫䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䚹㼉㻌 㻌
䠄㻟䠅ዷ፬ཪ䛿ዷፎ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛፬ேཬ䜃
ᤵங፬㻔䛂ዷ፬䚸⏘፬䚸ᤵங፬➼䜈䛾ᢞ䛃䛾㡯
ཧ↷㻕㻌
䠄㻠䠅䜲䝖䝷䝁䝘䝌䞊䝹䚸䝭䝁䝘䝌䞊䝹䚸䜰䝍䝄䝘䝡䝹䚸
䝃䜻䝘䝡䝹䝯䝅䝹㓟ሷ䚸䝔䝷䝥䝺䝡䝹䜢ᢞ୰䛾
ᝈ⪅㻔䛂┦స⏝䛃䛾㡯ཧ↷䠅

>ཎ๎⚗ᚷ@ ḟࡢᝈ⪅ࡣᢞࡋ࡞࠸ࡇࢆཎ
๎ࡍࡿࡀࠊ≉ᚲせࡍࡿሙྜࡣៅ㔜ᢞ
ࡍࡿࡇ 
⭈ᶵ⬟䛻㛵䛩䜛⮫ᗋ᳨ᰝ್䛻␗ᖖ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛
ᝈ⪅䛻䚸ᮏ䛸 䝣 䜱 䝤 䝷 䞊 䝖 ⣔⸆䜢 ే⏝䛩䜛ሙ
ྜ䛻䛿䚸⒪ୖ䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䛸ุ᩿䛥䜜䜛ሙྜ䛻
䛾䜏ే⏝䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸ᮏ䛾ᢞ㔞䛿㻝㻜㼙㼓䠋
᪥䜢㉸䛘䛺䛔䛣䛸䚹㻌
㼇ᶓ⣠➽⼥ゎ䛜䛒䜙䜟䜜䜔䛩䛔䚹㻔䛂┦స⏝䛃
䛾㡯ཧ↷㻕㼉㻌

富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

横 紋 筋 融 解 症
Ϩ㸬ᶓ⣠➽⼥ゎࡣ㸽
ᶓ⣠➽⼥ゎࡣࠊఱࡽࡢཎᅉ࡛㦵᱁➽ࡢ➽⣽⬊ࡀቯṚ⼥ゎࢆ㉳ࡇࡋࡓែ࡛ࡍࠋ➽⣽⬊ෆ
ࡢࢱࣥࣃࢡ࡛࠶ࡿ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥࡀ㔞⾑ᾮ୰ὶฟࡋࠊ⭈⮚ࡸ⫢⮚ࡢฎ⌮⬟ຊࢆ㉸࠼ࡿᒀ
୰ἥࡉࢀࡲࡍ㸦ࡇࡢ≧ែࢆ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥᒀ࠸࠸ࡲࡍ㸧ࠋࡇࡢሙྜࠊ㔞ࡢ࣑࢜ࢢࣟࣅ
ࣥࡀᛴ⃭ᒀ⣽⟶㈇Ⲵࡉࢀࡿࡓࡵࠊᛴᛶ⭈➼ࡢ㔜⠜࡞⭈㞀ᐖࢆేⓎࡍࡿࡇࡀከࡃࠊ
ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
⮬ぬ≧ࡋ࡚ࡣࠊ➽⫗ࡢࡇࢃࡤࡾࠊ➽③ࠊ➽ຊࡢపୗࠊ⬺ຊឤࠊṌ⾜ᅔ㞴ࠊࡋࡧࢀ➼ࠊ
ぬᡤぢࡋ࡚ࡣ➽⫗ࡢ⭘⬽ࠊᅽ③ࠊ◳┤࡞ࡀࡳࡽࢀࠊᒀࡣ㉥〓Ⰽࡢ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥᒀ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ᳨ᰝᡤぢࡋ࡚ࡣࠊ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥࡢࠊCK(CPK)ࠊAST(GOT)ࠊALT(GPT)ࠊLDH ࡞
➽⏤᮶ࡢ㓝⣲ࡀ㧗್࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ➽㞀ᐖࡼࡾ⾑Ύ࣒࢝ࣜ࢘ࠊࣜࣥࡀ㧗್࡞ࡾࠊࡑࢀ
కࡗ࡚࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡣప್࡞ࡾࡲࡍࠋ
  ≧ࡀⓎ⌧ࡍࡿࡲ࡛せࡍࡿᮇ㛫ࡣࠊᢞᚋ 1 㐌㛫㹼16 ࣨ᭶ᖜࡀ࠶ࡾࠊ≧ࡀᾘኻࡍࡿ
ࡲ࡛ࡣᢞ୰Ṇᚋᩘࣨ᭶ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ϩ㸬ᶓ⣠➽⼥ゎⓎ⌧ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
Ⓨ⌧࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ᫂☜ࡣࢃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡀࠊḟࡢࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ձࣘࣅ࢟ࣀࣥ(CoQ10)ࡢῶᑡ
   ➽⣽⬊୰ࡢࣘࣅ࢟ࣀࣥࡣࠊ࣓ࣂࣟࣥ㓟ࢆཎᩱࡋ࡚ྜᡂࡉࢀࡲࡍࠋࣘࣅ࢟ࣀࣥࡢ౪⤥㊊
ࡣ➽⣽⬊ࡢᶵ⬟ࢆጉࡆࠊCK(CPK)ࡢୖ᪼ࢆࡶࡓࡽࡋࠊࡉࡽ㐍ࡴ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥࡢᨺฟࢆక
࠺⣽⬊ᔂቯࢆ㉳ࡇࡍࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
   HMG㸫CoA 㑏ඖ㓝⣲㜼ᐖࡀ࣓ࣂࣟࣥ㓟ࡢྜᡂࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣘࣅ࢟ࣀࣥࡲ࡛
ࡶῶᑡࡉࡏࠊ⣽⬊ᶵ⬟㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
ղ➽⣽⬊⭷㞀ᐖ
HMG㸫CoA 㑏ඖ㓝⣲㜼ᐖࡢ┤᥋స⏝ࡼࡾ Cl㸫ࡢ⣽⬊⭷㏱㐣ᛶ㞀ᐖࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࡍ
ࡿㄝࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ

Ϫ㸬┦స⏝
  ࢩࣥࣂࢫࢱࢳࣥࡣࠊࢳࢺࢡ࣮࣒ࣟP450 3A4(CYP3A4)࡛௦ㅰࡉࢀࡿࡇࡀࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢺࣛࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊ࣑ࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊࢱࢨࢼࣅࣝࠊࢧ࢟ࢼࣅ࣓ࣝࢩࣝ㓟ሷࠊࢸࣛࣉࣞࣅࣝࠊࢩ
ࢡࣟࢫ࣏ࣜࣥࠊ࢚ࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊࢡࣛࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊࢸࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊHIVࣉࣟࢸ࣮
ࢮ㜼ᐖ ࣜࢺࢼࣅࣝ➼ ࡣࠊCYP3A4ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡓࡵࠊే⏝ࡍࡿࢩࣥࣂࢫࢱࢳࣥࡢ௦ㅰࡀᢚ
ไࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࢽࢥࢳࣥ㓟ࡸࢲࢼࢰ࣮ࣝࠊ༢⊂࡛ࡶᶓ⣠➽⼥ゎࡢⓎ⌧ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣇࣈ࣮ࣛࢺ⣔⸆
ࡢే⏝ࡼࡾᶓ⣠➽⼥ゎࡀ࠶ࡽࢃࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊᶵᗎࡣ࡛᫂ࡍࡀ࣑࢜ࢲࣟࣥࠊ࣒ࣟࢪࣆࣥࠊࢪࣝࢳࢮ࣒ࠊ࣋ࣛࣃ࣑ࣝే⏝ࡋ
ࡓሙྜࢩࣥࣂࢫࢱࢳࣥࡢ⾑୰⃰ᗘࡀୖ᪼ࡋࠊᶓ⣠➽⼥ゎࡀ࠶ࡽࢃࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ϫ㸬ᶓ⣠➽⼥ゎࡢᑐ⟇
  ⮬ぬ≧ࡀぢࡽࢀࡓሙྜࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ CK(CPK)ࠊ⾑୰࣭ᒀ୰࣑࢜ࢢࣟࣅࣥࡢ ᐃࡸ
⭈ᶵ⬟᳨ᰝ➼ࢆᐇࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ࣑࢜ࢢࣟࣅࣥࡣ⾑୰࡛ 80ȣ㹥㸭L ௨ୖࠊᒀ୰࡛ 20ȣ㹥㸭L 
࡞ࡗࡓሙྜ␗ᖖࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋCK(CPK)ࡣࠊᶓ⣠➽⼥ゎ࣭࣑࢜ࣃࢳ࣮⮳ࡿ࡛ࡣࠊ
ṇᖖୖ㝈ࡢᩘಸࡽ 10 ಸ௨ୖ࡞ࡾࡲࡍࠋὀ㸯㸧
ᶓ⣠➽⼥ゎࡀࢃࢀࡓሙྜࡣࠊ┤ࡕᢞࢆ୰Ṇࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋᚲせ㔞ࡢ⏕⌮㣗ሷỈࢆᢞ
ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ㓟ᛶᒀࡼࡗ࡚࣑࢜ࢢࣟࣈࣜࣥࡀ⭈ẘᛶࢆ᭷ࡍࡿ࣐࣊ࢳࣥ࡞ࡾᒀ⣽⟶㞀ᐖ
ࢆ⏕ࡎࡿࡢ࡛ࠊ㔜᭪ࡼࡾᒀࡢࣝ࢝ࣜࢆᅗࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ⭈ᶵ⬟ࢆほᐹࡋࠊᛴᛶ⭈ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚㏱ᯒ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⨨
ࢆ⾜ࡗ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ὀ 1) CK(CPK)ࡣࠊ㐠ືࡸ➽⫗ὀᑕ࡞࡛ࡶୖ᪼ࡍࡿࡇࡀ᭷ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈὀពୗࡉ࠸ࠋ୍⯡500IU㸭L⛬
ᗘࡲ࡛ࡣᢞྍ⬟ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ➽⫗㞀ᐖࡸCK(CPK)ୖ᪼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚ࡶࠊ⾑୰ཪࡣᒀ୰࣑࢜ࢢ
ࣟࣅࣥࡢୖ᪼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ࣑࢜ࣃࢳ࣮ࡋ࡚ᶓ⣠➽⼥ゎ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ϭ㸬ᶓ⣠➽⼥ゎࢆᮍ↛㜵ࡄࡓࡵࡣ
  ձࢺࣛࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊ࣑ࢥࢼࢰ࣮ࣝࠊࢱࢨࢼࣅࣝࠊࢧ࢟ࢼࣅ࣓ࣝࢩࣝ㓟ሷࠊࢸࣛࣉࣞࣅࣝ
ࠉࠉࠉࢆᢞ୰ࡢᝈ⪅ࡣᢞࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
  ղ⭈ᶵ⬟㛵ࡍࡿ⮫ᗋ᳨ᰝ್␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡿᝈ⪅࡛ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ࢩࣥࣂࢫࢱࢳࣥ㘄
ࣇࣈ࣮ࣛࢺ⣔⸆㸦࣋ࢨࣇࣈ࣮ࣛࢺ➼㸧ࡣే⏝ࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ
  ճḟࡢᝈ⪅࡛ࡣᶓ⣠➽⼥ゎࡀ࠶ࡽࢃࢀࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊᮏࢆᢞࡍࡿ㝿ࡣ༑ศὀពࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
   ࣭ࣝࢥ࣮ࣝ୰ẘ⪅
࣭⭈㞀ᐖཪࡣࡑࡢ᪤ Ṕࡢ࠶ࡿᝈ⪅
   ࣭⏥≧⭢ᶵ⬟పୗࡢᝈ⪅ࠊ㑇ఏᛶࡢ➽ᝈ ➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࣮➼ ཪࡣࡑࡢᐙ᪘Ṕࡢ࠶ࡿ
ᝈ⪅ࠊ⸆ᛶࡢ➽㞀ᐖࡢ᪤ Ṕࡢ࠶ࡿᝈ⪅
   ࣭㧗㱋⪅
   ࣭ࣇࣈ࣮ࣛࢺ⣔⸆㸦࣋ࢨࣇࣈ࣮ࣛࢺ➼㸧ࠊࢽࢥࢳࣥ㓟ࠊࢲࢼࢰ࣮ࣝࠊࢩࢡࣟࢫ࣏ࣜ
ࣥࠊ࢚ࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊࢡࣛࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊࢸࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥࠊHIV ࣉࣟࢸ࣮ࢮ㜼
ᐖ㸦ࣜࢺࢼࣅࣝ➼ ࠊ࣑࢜ࢲࣟࣥࠊ࣒ࣟࢪࣆࣥࠊࢪࣝࢳࢮ࣒ࠊ࣋ࣛࣃ࣑ࣝࢆᢞ
୰ࡢᝈ⪅
  մᝈ⪅ࡢ⮬ぬ≧ࡢὀពႏ㉳
   ḟࡢࡼ࠺࡞≧Ẽ࠸ࡓࡣࠊ㏿ࡸ་ᖌཪࡣ⸆ᖌ┦ㄯࡍࡿࡼ࠺ࡈᣦᑟࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
   ࣭➽⫗ࡀ③࠸㸦➽⫗ࡢࡇࢃࡤࡾࠊ➽⫗③ࠊࡋࡧࢀ➼㸧
   ࣭ᡭ㊊ࡢຊࡀධࡽ࡞࠸㸦䫿ᛰឤࠊ⬺ຊឤࠊṌ⾜ᅔ㞴➼㸧
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ᝈ⪅⏝࣮࢝ࢻ
弊社では、患者様への注意喚起のためのカードを作成し、製品に添付しております。ご入用
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
: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）

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

（裏面につづく）

カード表面

A001

カード裏面

シンバスタチン錠５㎎「YD」/１０㎎「YD」/２０㎎「YD」使用上の注意
禁

忌

原則禁忌

効能・効果

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご留意下さい。 2013年 6 月作成

（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重篤な肝障害のある患者
［本剤は主に肝臓において代謝され、作用するので肝障害を悪化させるおそれがある。］
⑶妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
⑷イトラコナゾール、ミコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、テラプレビルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）
（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）
腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用することとし、
本剤の投与量は１
０㎎／日を超えないこと。
［横紋筋融解症があらわれやすい。（「相互作用」の項参照）］
高脂血症
家族性高コレステロール血症
通常、成人にはシンバスタチンとして５㎎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、LDL−コレステロール値の低下が不十分な場合は１日２０㎎
まで増量できる。

用法・用量

（用法・用量に関連する使用上の注意）
⑴あらかじめ高脂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服用時間：コレステロールの生合成は夜間に亢進することが報告されており、朝食後に比べ、夕食後投与がより効果的であることが確認されている。したがって、本
剤の適用にあたっては、１日１回夕食後投与とすることが望ましい。
１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
⑴アルコール中毒者、肝障害又はその既往歴のある患者
［本剤は主に肝臓において代謝され、作用するので肝障害を悪化させるおそ
れがある。また、アルコール中毒者では横紋筋融解症があらわれやすいとの
報告がある。（
「重大な副作用」の項参照）］
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。（
「重大な副作用」の項参
照）］
⑷高齢者（
「高齢者への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意
本剤の適用にあたっては、次の点に十分に留意すること。
⑴適用の前に十分な検査を実施し、高脂血症、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。
本剤は高コレステロール血症が主な異常である高脂血症によく反応する。
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。
３．相互作用
本剤は、主に肝代謝酵素チトクロームP４５
０３A４
（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
イトラコナゾール
イトリゾール
ミコナゾール
フロリード
アタザナビル
レイアタッツ
サキナビルメシル
酸塩
インビラーゼ
テラプレビル
テラビック

使
の

用
注

上
意

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
急激な腎機能悪化を伴う横紋筋 こ れ ら の 薬 剤 はCYP３
融解症があらわれやすい。
A４を阻害し、本剤の代
謝が抑制される。
横紋筋融解症を含むミオパチー こ れ ら の 薬 剤 はCYP３
等の重篤な副作用が起きるおそ A４を阻害し、本剤の代
れがある。
謝が抑制される。

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 危険因子：腎機能に関
ベ ザ フ ィ ブ ラ ー 融解症があらわれやすい。やむ する臨床検査値に異常
ト等
を得ず併用する場合には、本剤 が認められる患者
の投与量は１０㎎／日を超えな
いこと。［自覚症状（筋肉痛、脱
力感）の発現、CK（CPK）
上昇、
血中及び尿中ミオグロビン上昇
並びに血清クレアチニン上昇等
の腎機能の悪化を認めた場合は
直ちに投与を中止すること。］
⑶併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等
クマリン系抗凝血
剤
ワルファリンカ
リウム
フィブラート系薬剤
ベザフィブラー
ト等
ダナゾール
シクロスポリン

エリスロマイシン
クラリスロマイシン
テリスロマイシン
HIVプ ロ テ ア ー ゼ
阻害剤
リトナビル等
ニコチン酸

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
抗凝血作用がわずかに増強する。 機序不明
クマリン系抗凝血剤を併用する
場合はプロトロンビン時間をモ
ニターし抗凝血剤の量を調節す
ること
急激な腎機能悪化を伴う横紋筋 これらの薬剤も横紋筋
融解症があらわれやすい。併用 融解症が知られている。
を必要とする場合には、本剤の
投与量は１０㎎／日を超えない 腎障害のある患者には
こと。［自覚症状（筋肉痛、脱 特に注意すること。
力感）の発現、CK
（CPK）上昇、 こ れ ら の 薬 剤 はCYP３
血中及び尿中ミオグロビン上昇 A４を 阻 害 し、 併 用 に
並びに血清クレアチニン上昇等 より本剤の代謝が抑制
の腎機能の悪化を認めた場合は されるおそれがある。
直ちに投与を中止すること。］ 腎障害のある患者には
急激な腎機能悪化を伴う横紋筋 特に注意すること。
融解症があらわれやすい。［自
覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、
CK（CPK）上昇、血中及び尿中
ミオグロビン上昇並びに血清ク
レアチニン上昇等の腎機能の悪
化を認めた場合は直ちに投与を 腎障害のある患者には
中止すること。］
特に注意すること。

薬剤名等
エファビレンツ

臨床症状・措置方法
機序・危険因子
使用により本剤の血漿中濃度が エファビレンツのCYP
低下したとの報告がある。
３A４誘導作用により本
剤の代謝が促進される
おそれがある。
併用により本剤のAUCが上昇 機序不明
し、横紋筋融解症又はミオパ
チーが起きるおそれがある。

アミオダロン
アムロジピン
ジルチアゼム
ベラパミル
グレープフルーツ 併用により本剤のAUCが上昇 グレープフルーツジュ
ジュース
したとの報告がある。本剤の投 ースはCYP３A４を阻害
与中はグレープフルーツジュー し、本剤の代謝が抑制
スの摂取は避けること。
されるおそれがある。
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、ミオパチー（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、これに伴って急性腎不全等の重篤な腎障
害があらわれることがある。また、ミオパチ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）上昇などに注意すること。
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）肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）
肝炎、黄疸等の肝機能障害があらわれることがある。また、まれに肝不全
に至ることがあるので、定期的に肝機能検査等の観察を十分に行い、異常
が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
３）
末梢神経障害（頻度不明）
四肢の感覚鈍麻、しびれ感・冷感等の感覚障害、あるいは筋力低下等の末
梢神経障害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）
血小板減少（頻度不明）
血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
５）
過敏症候群（頻度不明）
ループス様症候群、血管炎等を含む過敏症候群が報告されているので、こ
のような症状があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
６）
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
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。
消

化

肝

器
臓

皮
膚
筋
肉
血
液
精神神経系
そ

の

他

頻 度 不 明
膵炎、腹痛、嘔気、下痢、消化不良、嘔吐、食欲不振、便秘、
鼓腸放屁、口内炎、舌炎
AST
（GOT）上 昇、ALT（GPT）上 昇、Al−P上 昇、LDH上 昇、
γ−GTP上昇、総ビリルビン値上昇
光線過敏、そう痒、発疹、蕁麻疹、脱毛、紅斑
CK（CPK）上昇、ミオグロビン上昇、筋肉痛、筋痙攣
貧血、白血球減少
認知機能障害（記憶障害、混乱等）
、抑うつ、頭痛、不眠、
めまい、しびれ
心悸亢進、頻尿、テストステロン低下、勃起不全、倦怠感、
BUN上昇、浮腫、口渇、関節痛、耳鳴、発熱、ほてり、胸痛、
味覚異常

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減量するなど注意すること。
［横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。（「重大な副作用」の項参
照）］
６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴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。
［ラットでシンバスタチンの活性代謝物
（オープンアシド体）及び他のHMG
−CoA還元酵素阻害剤の大量投与で胎児の骨格奇形が報告されている。］
⑵授乳中の婦人には投与しないこと。
［ラットで乳汁中への移行が観察されている。］
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。
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）
９．その他の注意
HMG−CoA還元酵素阻害剤を中止しても持続する近位筋脱力、CK
（CPK）高
値、炎症を伴わない筋線維の壊死等を特徴とし、免疫抑制剤投与により回復
した免疫性壊死性ミオパチーが報告されている。

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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