―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。―
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謹啓 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、標記の弊社製品につきましては、下記のように「１５才未満の水痘、インフルエンザ患者に投与しないこと」と使
用上の注意に記載しております（プロカムラジン注射液は小児での使用は禁忌）
。この内容は、昭和 60 年より使用上の注意
に記載し、既にお知らせしておりますが、インフルエンザ流行期には特に注意を要する事項であり、今期におきましてはイ
ンフルエンザの流行が著しくみられますため、改めてお知らせいたします。
本剤を使用する際には下記事項および添付文書記載の使用上の注意の内容をご留意の上、ご使用賜りますようお願い申し
上げます。
謹白
−記−
注意事項（変更事項はございません）
重要な基本的注意
サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米国においてサリチル酸系製剤とライ症候群との関連性を示す疫
学調査報告があるので、本剤を１５才未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とするが、やむを得ず
投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。
［ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフルエンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、
痙攣（急性脳浮腫）と肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、ＡＳＴ（ＧＯＴ）
・ＡＬＴ（ＧＰＴ）
・ＬＤＨ・
ＣＫ（ＣＰＫ）の急激な上昇、高アンモニア血症、低プロトロンビン血症、低血糖等の症状が短期間に発現する高死亡率
の病態である。
］
なお、プロカムラジン注射液につきましては、小児での使用は『禁忌』となっております。
参考文献
(1) 厚生省医薬安全局：医薬品等安全性情報 151:2,1998
ライ症候群とサリチル酸系製剤の使用について、米国、日本における疫学調査の結果および最近の動向等が記載されています。

(2) 平松公三郎：綜合臨牀 44(10)2438,1995
アスピリンとライ症候群の関係についての現状について、これまでに報告されている内容がとりまとめられています。

(3) 角田和彦 他：小児科臨床 54(5)817,2001
著者施設で経験した脳症死亡例 12 例について、解熱剤使用（本剤は含まない）などの背景因子について検討されています。

(4) 林篤 他：肝臓 40(12)645,1999
２歳男児。感冒様症状にてアスピリンを３日間処方され服用。４日目に嘔吐出現、意識障害の進行を認めたが、血漿交換療法等により神経
学的合併症を認めることなく救命し得たライ症候群の症例報告。

また、弊社製品に関する適正使用情報は、弊社ホームページ(http://www.maruishi‑pharm.co.jp)（要登録）でもご覧にな
れます。登録を希望される場合は、ホームページ上にてご登録頂くか弊社ＭＲにお申し付け下さい。
裏面に改訂後の「使用上の注意」全文を記載しておりますので、ご参照下さい。
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アスピリン 【使用上の注意】全文
【禁忌（次の患者には投与しないこと）
】
(1)本剤またはサリチル酸系製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
(2)消化性潰瘍のある患者［プロスタグランジン生合成の抑制により、胃の
血流量が減少し、消化性潰瘍を悪化させるおそれがある。
］
（ただし、
「１．慎重投与」の項参照）
(3)重篤な血液の異常のある患者［血小板機能障害を起こし、血液の異常を
さらに悪化させるおそれがある。
］
（
「４．副作用」の項参照）
(4)重篤な肝障害のある患者［肝障害をさらに悪化させるおそれがある。
］
(5)重篤な腎障害のある患者［腎障害をさらに悪化させるおそれがある。
］
(6)重篤な心機能不全のある患者［腎のプロスタグランジン生合成を抑制し、
浮腫、循環体液量の増加が起こり、心臓の仕事量が増加するため、心機
能をさらに悪化させるおそれがある。
］
(7)アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）
、
またはその既往歴のある患者［重症の喘息発作を誘発させるおそれがあ
る。
］

【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）
(1)消化性潰瘍の既往歴のある患者［消化性潰瘍を再発させることがある。
］
(2)血液の異常またはその既往歴のある患者［血液の異常を悪化または再発
させるおそれがある。
］
(3)出血傾向のある患者［血小板機能異常が起こることがあるため、出血傾
向を助長するおそれがある。
］
(4)肝障害またはその既往歴のある患者［肝障害を悪化または再発させるお
それがある。
］
(5)腎障害またはその既往歴のある患者［腎障害を悪化または再発させるお
それがある。
］
(6)心機能異常のある患者［腎のプロスタグランジン生合成を抑制し、浮腫、
循環体液量の増加が起こり、心臓の仕事量が増加するため、心機能をさ
らに悪化させるおそれがある。
］
(7)過敏症の既往歴のある患者
(8)気管支喘息のある患者［気管支喘息の患者の中にはアスピリン喘息患者
も含まれており、それらの患者では重症な喘息発作を誘発させることが
ある。
］
(9)高齢者（
「２．重要な基本的注意」
、
「５．高齢者への投与」の項参照）
(10)非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、
本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行わ
れている患者［ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生
じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミソプロストールによる治
療に抵抗性を示す消化性潰瘍もあるので、本剤を継続投与する場合には、
十分経過を観察し、慎重に投与すること。
］
２．重要な基本的注意
(1)サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米国においてサ
リチル酸系製剤とライ症候群との関連性を示す疫学調査報告があるので、
本剤を１５才未満の水痘、
インフルエンザの患者に投与しないことを原則
とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の
状態を十分に観察すること。
［ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフルエンザ等のウイ
ルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、痙攣（急性脳浮腫）と肝臓
ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、ＡＳＴ（ＧＯＴ）
・ＡＬＴ
（ＧＰＴ）
・ＬＤＨ・ＣＫ（ＣＰＫ）の急激な上昇、高アンモニア血症、
低プロトロンビン血症、低血糖等の症状が短期間に発現する高死亡率の病
態である。
］
(2)解熱鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意す
ること。
(3)慢性疾患（慢性関節リウマチ、変形性関節症等）に対し本剤を用いる場
合には、次の事項を考慮すること。
1)長期投与する場合には、定期的に臨床検査（尿検査、血液検査及び肝機
能検査等）を行うこと。また、異常が認められた場合には減量、休薬等
の適切な措置を講ずること。
2)薬物療法以外の療法も考慮すること。
(4)急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
1)疼痛、発熱の程度を考慮し投与すること。
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2)原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。
3)原因療法があればこれを行うこと。
(5)患者の状態を十分観察し、副作用の発現に留意すること。過度の体温下
降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う小
児及び高齢者または消耗性疾患の患者においては、投与後の患者の状態
に十分注意すること。
(6)感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染による炎症に対して用い
る場合には適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与するこ
と。
(7)他の消炎鎮痛剤との併用を避けることが望ましい。
(8)高齢者及び小児には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にと
どめるなど慎重に投与すること。
(9)手術前１週間以内にアスピリンを投与した例では失血量が有意に増加し
たとの報告があるので、術前の投与は慎重に行うこと。
３．相互作用
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
クマリン系抗凝血剤
クマリン系抗凝血剤の作
（ワルファリン）
用を増強し、出血時間の延
長、消化管出血等を起こす
ことがあるので、クマリン
系抗凝血剤を減量するな
ど、慎重に投与すること。
糖尿病用剤
糖尿病用剤の作用を増強
（ヒトインスリン、
し、低血糖を起こすことが
トルブタミド等）
あるので糖尿病用剤を減
量するなど、慎重に投与す
ること。
メトトレキサート
メトトレキサートの作用
を増強し、汎血球減少症等
を起こすことがある。

バルプロ酸ナトリウム

アセタゾラミド

ヘパリン製剤

バルプロ酸ナトリウムの
作用を増強し、振戦等を起
こすことがある。
アセタゾラミドの副作用
を増強し、嗜眠、錯乱等の
中枢神経系症状、代謝性ア
シドーシス等を起こすこ
とが報告されている。
出血傾向が増強されるこ
とがある。

副腎皮質ホルモン剤
（ベタメタゾン、プレ
ドニゾロン、メチル
プレドニゾロン等）

サリチル酸中毒を起こす
ことが報告されている。

リチウム製剤

類薬（インドメタシン等）
でリチウム中毒を起こす
ことが報告されている。

チアジド系利尿剤

類薬（インドメタシン等）
でチアジド系利尿剤の作
用を減弱させることが報
告されている。

尿酸排泄促進剤
（スルフィンピラゾ
ン、プロベネシド）

これらの薬剤の作用を減
弱させることがある。

機序・危険因子
本剤は血漿蛋白に結合し
たクマリン系抗凝血剤を
遊離させる。
また、本剤は血小板凝集
抑制作用、消化管刺激に
よる出血作用を有する。
本剤は血漿蛋白に結合し
た糖尿病用剤を遊離させ
る。
また、本剤は大量で血糖
降下作用を有する。
本剤は血漿蛋白に結合し
たメトトレキサートを遊
離させる。
また、本剤はメトトレキ
サートの腎排泄を阻害す
ると考えられている。
本剤は血漿蛋白に結合し
たバルプロ酸ナトリウム
を遊離させる。
作用機序は不明である。

機序は明確ではないが、
両剤とも血小板凝集抑制
作用を有するため、出血
傾向を増強させる。
機序は不明である。併用
時に、副腎皮質ホルモン
剤を減量するとサリチル
酸系製剤の血中濃度が増
加したとの報告がある。
類薬（インドメタシン等）
は腎のプロスタグランジ
ン生合成を抑制し、リチ
ウムの腎排泄を低下させ
る。
類薬（インドメタシン等）
は腎のプロスタグランジ
ン生合成を抑制し、チア
ジド系利尿剤の作用を減
弱させることがある。
作用機序は不明である。

乳酸ナトリウム

本剤の作用を減弱させる
ことがある。

乳酸ナトリウムにより尿
がアルカリ性となり、サ
リチル酸の尿中排泄が増
加し、血中濃度が治療域
以下になることがある。

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。
(1)重大な副作用
1)ショック、アナフィラキシー様症状（頻度不明）
：ショックやアナフィ
ラキシー様症状（呼吸因難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）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)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）、剥脱性皮膚炎（0.1 ％未満）：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）
、剥脱
性皮膚炎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投与を中止し、適切な処置を行うこと。
3)再生不良性貧血（0.1％未満）
：再生不良性貧血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。
4)喘息発作の誘発（頻度不明）
：喘息発作を誘発することがある。
(2)その他の副作用
頻度不明
0.1〜５％未満
0.1％未満
過敏症（注１）
発疹、浮腫、鼻炎様
症状、結膜炎等
血 液（注２）
貧血、白血球減少、
血小板減少、
血小板
機能低下
（出血時間
の延長）等
精神神経系 耳鳴、
難聴、
めまい、
（注３）
頭痛、興奮等
消化器
食欲不振、胸やけ、
胃痛、悪心・嘔吐、
消化管出血等
肝 臓
肝障害
腎 臓
腎障害
その他（注４） 過呼吸、
代謝性アシ
ドーシス等

（注１）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。
（注２）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３）このような症状があらわれた場合には減量、または投与を中止するこ
と。
（注４）このような症状があらわれた場合には減量、または投与を中止するこ
と。
（血中濃度が著しく上昇していることが考えられる。
）
５．高齢者への投与
高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投与を開始するなど
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
（
「２．重要な基本的注意」
の項参照）
６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(1)妊娠（１２週以内あるいは妊娠末期）
、また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。
［動物実験で催奇形作用が、また、ヒトで、妊娠末期に投
与された患者及びその新生児に出血異常があらわれたとの報告があ
る。
］
(2)妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い胎仔の動脈管収縮が報告され
ている。
(3)授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行す
ることが報告されている。
］
７．小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児または小児に対する安全性は確立して
いない。
（
「２．重要な基本的注意」の項参照）
８．その他の注意
非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的
な不妊が認められたとの報告がある。
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プロカムラジン注射液 【使用上の注意】全文
【禁忌（次の患者には投与しないこと）
】
(1)本剤またはサリチル酸系化合物（アスピリン等）に対し過敏症の既往歴の
ある患者
(2)小児（
「６．小児等への投与」の項参照）
(3)妊婦または妊娠している可能性のある婦人
（
「５．妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【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）
本人または両親・兄弟に他の薬物に対するアレルギー、蕁麻疹、気管支喘
息、アレルギー性鼻炎または食物アレルギー等のある患者
２．重要な基本的注意
(1) サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米国においてサ
リチル酸系製剤とライ症候群との関連性を示す疫学調査報告があるので、
本剤を１５才未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原
則とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患
者の状態を十分に観察すること。
［ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフルエンザ等のウ
イルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、痙攣（急性脳浮腫）と
肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、ＡＳＴ（ＧＯＴ）
・Ａ
ＬＴ（ＧＰＴ）
・ＬＤＨ・ＣＫ（ＣＰＫ）の急激な上昇、高アンモニア血
症、低プロトロンビン血症、低血糖等の症状が短期間に発現する高死亡
率の病態である。
］
(2) ショックを起こすことがあるので、経口投与が不可能な場合または緊急
に鎮痛が必要な場合にのみ投与を考慮すること。なお、本剤の使用に際
しては、
常時ただちに救急処置のとれる準備をしておくことが望ましい。
(3) ショック等の反応を予測するため、十分な問診を行うこと。
(4) 投与後少なくとも１０分間は患者を安静の状態に保たせ、観察を十分に
行うこと。
３．相互作用
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
併用薬剤の作用を増強す
糖尿病用剤
(ヒトインスリン、トル ることがあるので、併用す
る場合には併用薬剤を減
ブタミド等)、
量するなど、慎重に投与す
クマリン系抗凝血剤
ること。
(ワルファリン等)

機序・危険因子
本剤は血漿タンパクに結
合した併用薬剤を遊離さ
せる。

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。
(1)重大な副作用
1) ショック（0.1％未満）
：ショックがあらわれることがあるので、観察
を十分に行い、胸内苦悶、血圧低下、顔面蒼白、脈拍異常、呼吸困難
等の症状があらわ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。
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2) 皮膚（0.1％未満）
：剥脱性皮膚炎、皮膚粘膜眼症候群(Stevens‑Johnson
症候群)等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
な場合には投与を中止すること。
(2)その他の副作用
頻度不明
0.1〜５％未満
0.1％未満
過敏症（注１）
発疹、浮腫、鼻炎様
症状、結膜炎等
血 液（注２）
白血球減少、血小板
減少、貧血等
注射部位
疼痛
（注１）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。
（注２）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。
５．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(1) 妊婦また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
実験で催奇形作用が報告されている。
］
(2) サリチル酸製剤(アスピリン)を妊娠末期のラットに投与した実験で、弱
い胎仔の動脈管収縮が報告されている。
(3) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行
することが報告されている。
］
６．小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児または小児に対する安全性は確立して
いない。
７．適用上の注意
(1) 本剤は筋肉内注射にのみ使用すること。
(2) 筋肉内注射にあたっては組織・神経などへの影響を避けるため下記の点
に注意すること。
ア. 同一部位への反復投与はなるべく行わないこと。
イ. 神経走行部位を避けるよう注意すること。なお、注射針を刺入したと
き、神経に当たったと思われるような激痛を訴えた場合は直ちに針を
抜き部位をかえて注射すること。
ウ. 注射器の内筒を軽くひき、血液の逆流がないことを確かめて注射する
こと。
エ. 原則として他剤との混注は避けること。
オ. 硬結をきたすことがあるので、注射後は局所を十分にもむこと。
(3) アンプルカット時の注意
本品はワンポイントカットアンプルであるが、アンプルのカット部分を
エタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。

