
＜エチゾラム錠 0.25mg「TCK」／同錠 0.5mg「TCK」／同錠1mg「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

重要な情報が記載されています
　ので、必ずお読み下さい。

金 沢 市 久 安 3 丁 目 406 番 地

「使用上の注意」改訂のお知らせ
拝啓　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成 29年 3月 21日付厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知により、標記製品の「使
用上の注意」の改訂、及び自主改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬　具

平　成　29　年　 3　 月

２．重要な基本的注意
（1）変更なし
（2）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

2．重要な基本的注意
現行の通り

日本薬局方  エチゾラム錠
精神安定剤

日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠 
入眠剤

《ニトラゼパム錠・細粒》

睡眠誘導剤・抗痙攣剤

睡眠導入剤
日本薬局方　ブロチゾラム錠

《ゾピクロン錠》

睡眠障害改善剤

《トリアゾラム錠》

睡眠導入剤

《フルニトラゼパム錠》

不眠症治療薬

 　　　 薬生安通知による改訂箇所、 　　　 薬生安通知による削除箇所
 　　　 自主改訂による改訂箇所、 　　　 自主改訂による削除箇所

■【使用上の注意】における改訂内容

− 1 −



改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（2）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」1）の項：
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成

されることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因と

して高用量投与等があるため。
「副作用」「その他の副作用」の項：

・刺激興奮、錯乱等の副作用は、統合失調症等の患者に限らずベンゾジアゼピン受容体作動薬が
投与されたすべての患者にあらわれる可能性があるため。

４．副作用
変更なし

（1）重大な副作用
1）依存性（頻度不明）：連用により薬物依

存を生じることがあるので、観察を十
分に行い、用量及び使用期間に注意し
慎重に投与すること。また、連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
の中止により、痙攣発作、せん妄、振戦、
不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状
があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

2）～ 6）変更なし
（2）その他の副作用

頻　度　不　明
精神神経系 眠気、ふらつき、めまい、歩行失調、

頭痛・頭重、言語障害、不眠、酩
酊感、興奮、焦燥、振戦、眼症状（霧
視、調節障害）、健忘、刺激興奮、
錯乱

呼 吸 器 変更なし
循 環 器 変更なし
消 化 器 変更なし
過 敏 症注１） 変更なし
骨 格 筋 変更なし
そ の 他 発汗、排尿障害、浮腫、鼻閉、乳

汁分泌、女性化乳房、高プロラク
チン血症、眼瞼痙攣注２

注 1）変更なし
注 2）変更なし

４．副作用
現行の通り

（1）重大な副作用（頻度不明）
1）依存性：薬物依存を生じることがある

ので、観察を十分に行い、慎重に投与
すること。また、投与量の急激な減少
ないし投与の中止により、痙攣発作、
せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄
想等の離脱症状があらわれることがあ
るので、投与を中止する場合には、徐々
に減量するなど慎重に行うこと。

2）～ 6）現行の通り
（2）その他の副作用

頻　度　不　明
精神神経系 眠気、ふらつき、めまい、歩行失調、

頭痛・頭重、言語障害、不眠、酩
酊感、興奮、焦燥、振戦、眼症状（霧
視、調節障害）、健忘、刺激興奮注１）、
錯乱注１）

呼 吸 器 現行の通り
循 環 器 現行の通り
消 化 器 現行の通り
過 敏 症注２） 現行の通り
骨 格 筋 現行の通り
そ の 他 発汗、排尿障害、浮腫、鼻閉、乳

汁分泌、女性化乳房、高プロラク
チン血症、眼瞼痙攣注３）

注 1）統合失調症等の精神障害者に投与すると
逆に刺激興奮、錯乱等があらわれること
がある。

注 2）現行の通り
注 3）現行の通り
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＜ゾピクロン錠7.5mg「TCK」／同錠10mg「TCK」＞　販売中止予定品目
改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（1）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」1）の項：
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成さ

れることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。

＜ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」／同錠10mg「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

２．重要な基本的注意
（1）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

（2）変更なし
４．副作用

変更なし
（1）重大な副作用

1）依存性（頻度不明）：連用により薬物依
存を生じることがあるので、観察を十
分に行い、用量及び使用期間に注意し
慎重に投与すること。また、連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
の中止により、振戦、痙攣発作、不眠
等の離脱症状があらわれることがある
ので、投与を中止する場合には、徐々
に減量するなど慎重に行うこと。

2）～ 6）変更なし
（2）その他の副作用

変更なし

２．重要な基本的注意
（1）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

（2）変更なし
４．副作用

変更なし
（1）重大な副作用

1）依存性、離脱症状（いずれも頻度不明）：
連用により薬物依存を生じることがある
ので、観察を十分に行い、用量及び使用
期間に注意し慎重に投与すること。また、
連用中における投与量の急激な減少ない
し投与の中止により、反跳性不眠、いら
いら感等の離脱症状があらわれることが
あるので、投与を中止する場合には、徐々
に減量するなど慎重に行うこと。

２．重要な基本的注意
（1）不眠症に対する投与は継続投与を避け、短

期間にとどめること。やむを得ず継続投与
を行う場合には、定期的に患者の状態、
症状等の異常の有無を十分確認のうえ慎重
に行うこと。

（2）現行の通り
４．副作用

現行の通り
（1）重大な副作用（頻度不明）

1）依存性：連用により薬物依存を生じる
ことがあるので、観察を十分に行い、
慎重に投与すること。また、投与の中
止により、振戦、痙攣発作、不眠等の
離脱症状があらわれることがあるので、
投与を中止する場合には、徐々に減量
するなど慎重に行うこと。

2）～ 6）現行の通り
（2）その他の副作用

現行の通り

２．重要な基本的注意
（1）本剤の投与は継続投与を避け、短期間に

とどめること。やむを得ず継続投与を行
う場合には、定期的に患者の状態、症状
などの異常の有無を十分確認のうえ慎重
に行うこと。

（2）現行の通り
４．副作用

現行の通り
（1）重大な副作用（頻度不明）

1）依存性、離脱症状：連用により薬物依存
を生じることがあるので、観察を十分に
行い、慎重に投与すること。また、連用
中における投与量の急激な減少ないし投
与の中止により、反跳性不眠、いらいら
感等の離脱症状があらわれることがある
ので、投与を中止する場合には、徐々に
減量するなど慎重に行うこと。
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改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（1）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」1）の項：
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。

＜トリアゾラム錠 0.125mg「TCK」／同錠 0.25mg「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（1）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」1）の項：
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成さ

れることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。

2）～ 5）変更なし
（2）その他の副作用

変更なし

２．重要な基本的注意
（1）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

（2）変更なし
４．副作用

変更なし
（1）重大な副作用

1）薬物依存、離脱症状（いずれも頻度不明）：
連用により薬物依存を生じることがあ
るので、観察を十分に行い、用量及び
使用期間に注意し慎重に投与すること。
また、連用中における投与量の急激な
減少ないし投与の中止により、痙攣発
作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、
妄想等の離脱症状があらわれることが
あるので、投与を中止する場合には徐々
に減量するなど慎重に行うこと。特に、
痙攣の既往歴のある患者では注意して
減量すること。

2）精神症状（頻度不明）：刺激興奮、錯乱、
攻撃性、夢遊症状、幻覚、妄想、激越
等の精神症状があらわれることがある
ので、患者の状態を十分観察し、異常
が認められた場合には投与を中止する
こと。

3）～ 6）変更なし
（2）その他の副作用

変更なし

2）～ 5）現行の通り
（2）その他の副作用

現行の通り

２．重要な基本的注意
（1）不眠症に対する投与は継続投与を避け、

短期間にとどめること。やむを得ず継続
投与を行う場合には、定期的に患者の状
態、症状等の異常の有無を十分確認のう
え慎重に行うこと。

（2）現行の通り
４．副作用

現行の通り
（1）重大な副作用（頻度不明）

1）薬物依存、離脱症状：大量連用により
薬物依存を生じることがあるので、観
察を十分に行い、用量を超えないよう
慎重に投与すること。
また、大量投与又は連用中における投
与量の急激な減少ないし投与の中止に
より、痙攣発作、せん妄、振戦、不眠、
不安、幻覚、妄想等の離脱症状があら
われることがあるので、投与を中止す
る場合には徐々に減量するなど慎重に
行うこと。特に、痙攣の既往歴のある
患者では注意して減量すること。

2）精神症状：刺激興奮、錯乱、攻撃性、
夢遊症状、幻覚、妄想、激越等の精神
症状があらわれることがあるので、患
者の状態を十分観察し、異常が認めら
れた場合には投与を中止すること。統
合失調症等の精神障害者に投与する際
は、特に注意すること。

3）～ 6）現行の通り
（2）その他の副作用

現行の通り
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「副作用」「重大な副作用」2）の項：
・刺激興奮、錯乱等の副作用は、統合失調症等の患者に限らずベンゾジアゼピン受容体作動薬が投

与されたすべての患者にあらわれる可能性があるため。

＜ニトラゼパム錠 5mg「TCK」／同錠10mg「TCK」／同細粒1%「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（2）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」2）の項：
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成さ

れることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。
「副作用」「重大な副作用」3）の項：

・刺激興奮、錯乱等の副作用は、統合失調症等の患者に限らずベンゾジアゼピン受容体作動薬が投
与されたすべての患者にあらわれる可能性があるため。

＜フルニトラゼパム錠1mg「TCK」／同錠 2mg「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

２．重要な基本的注意
（1）変更なし
（2）連用により薬物依存を生じることがある

ので、抗てんかん剤として用いる場合以
外は、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

４．副作用
変更なし

（1）重大な副作用
1）変更なし
2）依存性（頻度不明）：連用により薬物依

存を生じることがあるので、観察を十
分に行い、用量及び使用期間に注意し
慎重に投与すること。また、連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
の中止により、痙攣発作、譫妄、振戦、
不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状
があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

3）刺激興奮、錯乱（いずれも頻度不明）：
刺激興奮、錯乱等があらわれることが
ある。

4）変更なし
（2）重大な副作用［類薬］

変更なし
（3）その他の副作用

変更なし

２．重要な基本的注意
（1）変更なし
（2）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使

２．重要な基本的注意
現行の通り

４．副作用
現行の通り

（1）重大な副作用（頻度不明）
1）現行の通り
2）依存性：薬物依存を生じることがある

ので、観察を十分に行い慎重に投与す
ること。連用する場合には特に注意す
ること。また、大量投与又は連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
の中止により、痙攣発作、譫妄、振戦、
不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状
があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

3）刺激興奮、錯乱：統合失調症等の精神
障害者に投与すると逆に刺激興奮、錯
乱等があらわれることがある。

4）現行の通り
（2）重大な副作用［類薬］（頻度不明）

現行の通り
（3）その他の副作用

現行の通り

２．重要な基本的注意
現行の通り
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改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（2）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」1）の項：
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成さ

れることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。
「副作用」「重大な副作用」2）の項：

・刺激興奮、錯乱等の副作用は、統合失調症等の患者に限らずベンゾジアゼピン受容体作動薬が投
与されたすべての患者にあらわれる可能性があるため。

＜ブロチゾラム錠 0.25mg「TCK」＞
改　訂　後 改　訂　前

用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

４．副作用
変更なし

（1）重大な副作用
1）依存性（頻度不明）：連用により薬物依

存を生じることがあるので、観察を十
分に行い、用量及び使用期間に注意し
慎重に投与すること。また、連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
中止により、痙攣発作、せん妄、振戦、
不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状
があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

2）刺激興奮、錯乱（いずれも頻度不明）：
刺激興奮、錯乱等があらわれることが
ある。

3）～ 8）変更なし
（2）その他の副作用

変更なし

４．副作用
現行の通り

（1）重大な副作用（頻度不明）
1）依存性：大量連用により薬物依存を生

じることがあるので、観察を十分に行
い、用量を超えないよう慎重に投与す
ること。また、大量投与又は連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
中止により、痙攣発作、せん妄、振戦、
不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状
があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

2）刺激興奮、錯乱：統合失調症等の精神
障害者に投与すると逆にこのような症
状があらわれることがある。

3）～ 8）現行の通り
（2）その他の副作用

現行の通り

２．重要な基本的注意
（1）変更なし
（2）連用により薬物依存を生じることがある

ので、漫然とした継続投与による長期使
用を避けること。本剤の投与を継続する
場合には、治療上の必要性を十分に検討
すること。（「重大な副作用」の項参照）

４．副作用
変更なし

（1）重大な副作用
1）、2）変更なし
3）依存性（頻度不明）：連用により薬物依

存を生じることがあるので、観察を十
分に行い、用量及び使用期間に注意し
慎重に投与すること。また、連用中に
おける投与量の急激な減少ないし投与
中止により、不眠、不安等の離脱症状

２．重要な基本的注意
現行の通り

４．副作用
現行の通り

（1）重大な副作用（頻度不明）
1）、2）現行の通り
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改　訂　後 改　訂　前

改訂理由：
「重要な基本的注意」（2）の項：

・依存は連用により形成されることがあるため、漫然とした継続投与による長期使用を避けるよう
注意喚起するため。

「副作用」「重大な副作用」3）の項：
・他のベンゾジアゼピン受容体作動薬と同様に、本薬でも依存形成のおそれがあるため。
・承認用量の範囲内でベンゾジアゼピン受容体作動薬を長期使用した場合にも、身体依存が形成さ

れることがあり、減量や中止時に離脱症状があらわれるため。
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期投与により依存が生じることがあり、長期投与の要因とし

て高用量投与等があるため。
「副作用」「その他の副作用」の項：

・刺激興奮、錯乱等の副作用は、統合失調症等の患者に限らずベンゾジアゼピン受容体作動薬が投
与されたすべての患者にあらわれる可能性があるため。

　なお、他の項は現行の通りとする。

改訂内容につきましては、平成 29 年 4 月発行予定の｢医薬品安全対策情報（DSU）No.258｣に掲載されます。
また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ（http://www.tatsumi-kagaku.com/）及び独立行政法人 医薬
品医療機器総合機構ホームページ（http://www.pmda.go.jp/）に掲載されますので、併せてご利用下さい。

があらわれることがあるので、投与を
中止する場合には、徐々に減量するな
ど慎重に行うこと。

（2）重大な副作用［類薬］
変更なし

（3）その他の副作用
変更なし

頻　度　不　明
精神神経系 残眠感・眠気、ふらつき、頭重感、

めまい、頭痛、不穏注１）、興奮注１）、
気分不快、立ちくらみ、いらいら感、
せん妄、振戦、幻覚、悪夢

肝 臓 変更なし
循 環 器 変更なし
消 化 器 変更なし
過 敏 症注２） 変更なし
骨 格 筋 変更なし
そ の 他 変更なし

注 1）不穏及び興奮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、投与を中止する等適切な処
置を行うこと。

注 2）変更なし

（2）重大な副作用［類薬］（頻度不明）
現行の通り

（3）その他の副作用
現行の通り

頻　度　不　明
依 存 性　   不眠、不安等の離脱症状
精神神経系 残眠感・眠気、ふらつき、頭重感、

めまい、頭痛、不穏注２）、興奮注２）、
気分不快、立ちくらみ、いらいら感、
せん妄、振戦、幻覚、悪夢

肝 臓 現行の通り
循 環 器 現行の通り
消 化 器 現行の通り
過 敏 症注３） 現行の通り
骨 格 筋 現行の通り
そ の 他 現行の通り
注 1）大量連用により薬物依存を生じることがある

ので、観察を十分に行い、用量を超えないよう
慎重に投与すること。また、大量投与又は連
用中における投与量の急激な減少ないし投
与中止により、不眠、不安等の離脱症状があ
らわれることがあるので、投与を中止する場
合には、徐 に々減量するなど慎重に行うこと。

注 2）統合失調症等の精神障害者に投与すると不
穏及び興奮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、投与を中止する等適切な処置を行うこと。

注 3）現行の通り

注１）
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