－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 5 月
製造販売元
プロモーション提携

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

・
謹啓

（一般名：パロキセチン塩酸塩水和物）

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、

の【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し

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は若干の日時を要しますので、今後の
ご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白
1. 主な改訂内容
1.1.
厚生労働省の指示（事務連絡）に基づく改訂
項

目

副作用

内
[追記]

容

重大な副作用の項に「中毒性表皮壊死融解症」
、
「皮膚粘膜眼症候群」
、
「多形紅斑」を追加しました。

妊婦、産婦、授乳婦等への
新生児遷延性肺高血圧症について記載を一部改訂しました。
投与
[一部改訂]
1.2.

自主改訂
項

相互作用
副作用
副作用
過量投与

目

内

容

[追記] 併用注意の項に「フェンタニル」
、
「アトモキセチン」を追加しました。
[一部改訂] 副作用の発現状況について記載を一部改訂しました
[追記]

その他の副作用の項に「異常な夢（悪夢を含む）」
、
「レストレスレッグ
ス症候群」を追加しました。

[一部改訂] 過量投与時の処置について記載を一部改訂しました。

■8 頁目以降に改訂後の「使用上の注意」全文を記載していますので、ご参照下さい。
また、ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://www.glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれます。
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2. 改訂内容及び改訂理由
2.1. 副作用（重大な副作用）
［厚生労働省の指示（事務連絡）に基づく改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
改訂前（第17版）
4. 副作用
4. 副作用
(1) 重大な副作用
(1) 重大な副作用
1) セロトニン症候群（以下省略）
1) セロトニン症候群（以下省略）
2) 悪性症候群（以下省略）
2) 悪性症候群（以下省略）
3) 錯乱、幻覚、せん妄、痙攣（以下省略）
3) 錯乱、幻覚、せん妄、痙攣（以下省略）
4) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis:
4) 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
（SIADH）（以下省略）
TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、
注 1), 3)
5) 重篤な肝機能障害（以下省略）
多形紅斑（頻度不明
）：中毒性表皮壊死融解症、皮膚
粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観
注 1) 自発報告又は海外のみで認められてい
察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止
る副作用については頻度不明とした。
し、適切な処置を行うこと。
注 3）海外での頻度：0.01％未満
5) 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）（以下省略）
6) 重篤な肝機能障害（以下省略）
注 1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度
不明とした。
注 3）海外での頻度：0.01％未満

＜改訂理由＞
「中毒性表皮壊死融解症」「皮膚粘膜眼症候群」「多形紅斑」の副作用報告が主に海外において集積さ
れたことから、「重大な副作用」に追記しました。
これらの症状があらわれた場合には、本剤の投与を中止し適切な処置をお願い致します。
以下に、海外において中毒性表皮壊死融解症を呈した症例の概要 1)を示します。
患
者
経 過 及 び 処 置 等
性
（副作用名）
使用理由
年齢
女性
うつ病
（中毒性表皮壊死融解症）
80 歳
パロキセチン投与 3 日後：そう痒を伴う紅斑性皮膚病変（両膝）のために受診
し、アモキシシリン／クラブラン酸、ロラタジンの投与開始。
皮膚病変は悪化し、上肢、下肢、頸部、前胸壁にそう痒と疼痛を伴う広範性水
疱を認め、発熱、怠感、経口摂取減少も認められたため、患者は入院した。
過去にアモキシシリン／クラブラン酸、ロラタジンを投与された際には特に問
題は生じなかった。
パロキセチン投与 6 日後：入院時の体温は 38℃、上下肢の前面と後面、頸部、
前胸壁に広範性水疱を認めた（体表面積の 40%）。口腔、眼、性器のびらんは認
められなかった。
血液検査結果：白血球 19.3×109/L、好中球 17.4×109/L、クレアチニン 82μmol/L、
尿素 7.3mmol/L、グルコース 6.7mmol/L
皮膚生検による組織学的検査の結果、表皮壊死を伴う小水疱水疱性病変が認め
られ、中毒性表皮壊死融解症と診断された。
ウイルス及びマイコプラズマ感染検査により感染による中毒性表皮壊死融解症
は除外された。
入院時にパロキセチンは中止された。静脈内輸液による水分補給が行われ、プ
レドニゾン 40 mg/日の投与が開始され、病変保護により徐々に改善した。
2 週間後に退院した。
＜併用薬＞
シラザプリル、シンバスタチン、メトプロロール、チロキシン
参考文献
1) Ahmed R, et al. N Z Med J. 2008 May 23; 121(1274):86-89.
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2.2.

妊婦、産婦、授乳婦等への投与［厚生労働省の指示（事務連絡）に基づく改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
改訂前（第17版）
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
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 (1) 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のあ
は、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
る婦人には、治療上の有益性が危険性を上
場合にのみ本剤の投与を開始すること。また、本剤
回ると判断される場合にのみ本剤の投与を
投与中に妊娠が判明した場合には、投与継続が治療
開始すること。また、本剤投与中に妊娠が
上妥当と判断される場合以外は、投与を中止するか、
判明した場合には、投与継続が治療上妥当
代替治療を実施すること。
と判断される場合以外は、投与を中止する
［1) 海外の疫学調査において、妊娠第 1 三半期に本剤
か、代替治療を実施すること。
［海外の疫学
調査において、妊娠第 1 三半期に本剤を投
を投与された婦人が出産した新生児では先天異
与された婦人が出産した新生児では先天異
常、特に心血管系異常（心室又は心房中隔欠損等）
常、特に心血管系異常（心室又は心房中隔
のリスクが増加した。このうち 1 つの調査では、
欠損等）のリスクが増加した。このうち 1
一般集団における新生児の心血管系異常の発生
つの調査では一般集団における新生児の心
率は約 1%であるのに対し、パロキセチン曝露時
血管系異常の発生率は約 1%であるのに対
の発生率は約 2%と報告されている。
し、パロキセチン曝露時の発生率は約 2%と
2) 妊娠末期に本剤を投与された婦人が出産した新
報告されている。また、妊娠末期に本剤を
生児において、呼吸抑制、無呼吸、チアノーゼ、
投与された婦人が出産した新生児におい
多呼吸、てんかん様発作、振戦、筋緊張低下又は
て、呼吸抑制、無呼吸、チアノーゼ、多呼
亢進、反射亢進、ぴくつき、易刺激性、持続的な
吸、てんかん様発作、振戦、筋緊張低下又
泣き、嗜眠、傾眠、発熱、低体温、哺乳障害、嘔
は亢進、反射亢進、ぴくつき、易刺激性、
吐、低血糖等の症状があらわれたとの報告があ
持続的な泣き、嗜眠、傾眠、発熱、低体温、
り、これらの多くは出産直後又は出産後 24 時間
哺乳障害、嘔吐、低血糖等の症状があらわ
までに発現していた。
れたとの報告があり、これらの多くは出産
3) 海外の疫学調査において、妊娠中に本剤を含む選
直後又は出産後 24 時間までに発現してい
択的セロトニン再取り込み阻害剤を投与された
た。なお、これらの症状は、新生児仮死あ
婦人が出産した新生児において新生児遷延性肺
るいは薬物離脱症状として報告された場合
高血圧症のリスクが増加したとの報告がある。こ
もある。海外の疫学調査において、妊娠 20
のうち 1 つの調査では、妊娠 34 週以降に生まれ
週以降に本剤を含む選択的セロトニン再取
た新生児における新生児遷延性肺高血圧症発生
り込み阻害剤を投与された婦人が出産した
のリスク比は、妊娠早期の投与では 2.4（95％信
新生児において新生児遷延性肺高血圧症の
頼区間 1.2-4.3）、
妊娠早期及び後期の投与では 3.6
リスクが増加したとの報告がある。］
（95％信頼区間 1.2-8.3）であった。］

＜改訂理由＞
これまでも海外で実施された疫学調査で、妊娠 20 週以降に本剤を含む SSRI を投与された女性が出産
した新生児において新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）のリスクが増加したとの報告 2)があることを記載
し、注意喚起をしておりました。
この度、妊娠中の SSRI の投与と PPHN のリスクについて検討した結果が新たに報告 3)されましたので、
その結果を反映し記載を整備しました。これまでの報告と同様に、本検討結果においても妊娠中に SSRI
を投与されていた場合に PPHN のリスクが増加することが示唆されました。
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
のみ本剤の投与を行うようにしてください。
参考文献
2) Chambers CD, et al. N Engl J Med.2006 Feb 9; 354(6):579-587.
3) Källén B, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008 Aug; 17(8):801-806.
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2.3.

相互作用（併用注意）：フェンタニル［自主改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
3. 相互作用
(2) 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

セロトニン作用を
有する薬剤
炭酸リチウム
選択的セロトニン
再取り込み阻害剤
トリプタン系薬剤
（スマトリプタン等）
セロトニン前駆物質
（L-トリプトファン、5ヒドロキシトリプトフ
ァン等）含有製剤又
は食品等
トラマドール
フェンタニル
リネゾリド
セイヨウオトギリソウ
(St. John's Wort, セ
ント・ジョーンズ・ワ
ート)含有食品等

セロトニン症候群等
のセロトニン作用に
よる症状があらわれ
ることがある。
これらの薬物を併用
する際には観察を
十分に行うこと。
（「重大な副作用」の
項参照）

相互にセロトニ
ン作用が増強
するおそれがあ
る。

改訂前（第17版）
3. 相互作用
(2) 併用注意（併用に注意すること）
臨床症状・ 機序・
薬剤名等
措置方法 危険因子
省略
セロトニン作用薬 省略
炭酸リチウム
選 択 的 セ ロトニ ン
再取り込み阻害剤
トリプタン系薬剤
（スマトリプタン等）
セロトニン前駆物
質 （L-トリプトファ
ン、5-ヒドロキシトリ
プトファン等）含有
製剤又は食品等
トラマドール
リネゾリド
セイヨウオト ギリソ
ウ(St. John's Wort,
セント・ジョーンズ・
ワート)含有食品等

＜改訂理由＞
海外において本剤を含む SSRI とフェンタニルの併用によりセロトニン症候群が疑われる症状を発現し
た症例が報告されました。
本剤との併用によりセロトニン症候群が発現する可能性があるため、セロトニン作用を有する薬剤と
の併用について広範に注意喚起をしておりますが、今回、上記の報告に基づき「フェンタニル」を追記
しました。また、薬剤名を「セロトニン作用薬」から「セロトニン作用を有する薬剤」に変更しました。
フェンタニルを含め、セロトニン作用を有する薬剤と本剤を併用する場合には、セロトニン症候群の
発現に注意してください。
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2.4.

相互作用（併用注意）：アトモキセチン［自主改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
改訂前（第17版）
3. 相互作用
3. 相互作用
本剤は、主として肝代謝酵素 CYP2D6 で代
本剤は、主として肝代謝酵素 CYP2D6 で代謝される。
謝される。また、CYP2D6 の阻害作用をもつ。
また、CYP2D6 の阻害作用をもつ。
(2) 併用注意（併用に注意すること）
(2) 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
アトモキセチンに関連する記載なし
アトモキセチン 併 用 に よ り ア ト モ 本剤が肝臓の薬
キセチンの血中濃 物 代 謝 酵 素
度 が 上 昇 し た と の CYP2D6 を阻害
報告がある。
することによる
と考えられる。

＜改訂理由＞
健康被験者を対象とし、本剤とアトモキセチンを併用した薬物動態試験において、併用により本剤の
薬物動態に影響はみられませんでしたが、アトモキセチンの血中濃度が増加したことが報告されていま
す 4）。
本剤が CYP2D6 の阻害作用を有することについては、添付文書の「相互作用」の項に記載し、CYP2D6
で代謝される薬剤との併用について注意喚起しておりますが、今回、上記の報告に基づき「アトモキセ
チン」を追記しました。
本剤とアトモキセチンを併用する場合には注意してください。
参考文献
4) Belle DJ, et al. J Clin Pharmacol.2002 Nov; 42(11):1219-1227.
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2.5.

副作用（発現状況の概要／その他の副作用）［自主改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
改訂前（第17版）
4. 副作用
4. 副作用
（中略）
（中略）
うつ病・うつ状態患者、パニック障害患者を対象と 使用成績調査 3223 例中、501 例（15.5％）に臨床検
した使用成績調査及び強迫性障害患者を対象とした 査値異常を含む副作用が報告された。その主なもの
、傾眠 119 例（3.7％）、食欲
特定使用成績調査において、3239 例中 503 例（15.5%） は、嘔気 158 例（4.9％）
に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その 不振 42 例（1.3％）、めまい 41 例（1.3％）であった
主なものは、嘔気 157 例（4.8%）、傾眠 120 例（3.7%）、 （第 10 回安全性定期報告時）。
食欲不振 42 例（1.3%）、めまい 42 例（1.3%）であっ
た（第 13 回安全性定期報告時）
。
(2) その他の副作用
1%～10%
1%未満
未満
精神
傾眠、めま 振 戦 、 神 経 過
神経系 い、頭痛、 敏 、 感 情 鈍 麻 、
緊張亢進、錐体
不眠
外路障害、知覚
減退、離人症、
躁病反応、あく
び、激越、アカシ
ジア

(2) その他の副作用
頻度
1%～10%
1%未満
不明注 1)
未満
精神
傾眠、めま 振 戦 、 神 経 過 レストレスレ
神経系 い、頭痛、 敏 、 感 情 鈍 麻 、 ッ グ ス 症候
緊張亢進、錐体 群
不眠
外路障害、知覚
減退、離人症、
躁病反応、あく
び、激越、アカシ
ジア、異常な夢
（悪夢を含む）
注 1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用につ
いては頻度不明とした。

頻度
不明注 1)

注 1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用につ
いては頻度不明とした。

＜改訂理由＞
うつ病・うつ状態患者、パニック障害患者を対象とした使用成績調査結果及びの強迫性障害患者を対
象とした特定使用成績調査結果（第 13 回安全性定期報告時）を反映し、副作用発現状況の記載を変更し
ました。
また、国内外において、「異常な夢（悪夢を含む）」及び「レストレスレッグス症候群」の報告が集積
されたことから、「その他の副作用」に追記しました。
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2.6.

過量投与［自主改訂］
改訂後（下線部：改訂部分）
8.過量投与
症状・徴候：外国において、本剤単独 2000mg まで
の、また、他剤との併用による過量投与が報告され
ている。過量投与後にみられる主な症状は、
「副作用」
の項にあげる症状の他、発熱、不随意筋収縮及び不
安等である。飲酒の有無にかかわらず他の精神病用
薬と併用した場合に、昏睡、心電図の変化があらわ
れることがある。
処置：特異的な解毒剤は知られていないので、必要
に応じて胃洗浄等を行うとともに、活性炭投与等適
切な療法を行うこと。

改訂前（第17版）
8. 過量投与
症状・徴候：外国において、本剤単独 2000mg まで
の、また、他剤との併用による過量投与が報告され
ている。過量投与後にみられる主な症状は、
「副作用」
の項にあげる症状の他、発熱、不随意筋収縮及び不
安等である。飲酒の有無にかかわらず他の精神病用
薬と併用した場合に、昏睡、心電図の変化があらわ
れることがある。
処置：特異的な解毒剤は知られていないので、胃洗
浄等を行うとともに、活性炭投与等適切な療法を行
うこと。

＜改訂理由＞
本剤の過量投与時の処置として胃洗浄、活性炭投与を行うよう記載しておりました。しかしながら、
本剤の過量投与が疑われた場合には必ずしも胃洗浄を行い、活性炭を投与する必要があるとは限らない
ことから記載を変更しました。
本剤の特異的な解毒剤は知られていませんので、過量投与が疑われた場合には、適切な処置をお願い
致します。

3. その他の改訂内容
【主要文献】
：妊娠中に SSRI を投与された女性が出産した新生児における PPHN のリスクについて検討
した海外疫学調査に関する文献を追加しました。

4. 改訂添付文書使用時期
2010 年 6 月以降生産分より使用予定
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