
− 1 −− 4 −

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、2019 年 3月 28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、バルプロ酸Na錠
100mg「TCK」及びバルプロ酸Na錠 200mg「TCK」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

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
〈効能共通〉
（1）重篤な肝障害のある患者［肝障害が強く

あらわれ致死的になるおそれがある。］
（2）本剤投与中はカルバペネム系抗生物質

（パニペネム・ベタミプロン、メロペネ
ム水和物、イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム、ビアペネム、ドリペネ
ム水和物、テビペネム　ピボキシル）を
併用しないこと。（「相互作用」の項参照）

（3）尿素サイクル異常症の患者［重篤な高ア
ンモニア血症があらわれることがある。］

〈片頭痛発作の発症抑制〉
（4）妊婦又は妊娠している可能性のある女性

（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項
参照）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

（1）重篤な肝障害のある患者［肝障害が強く
あらわれ致死的になるおそれがある。］

（2）本剤投与中はカルバペネム系抗生物質
（パニペネム・ベタミプロン、メロペネ
ム水和物、イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム、ビアペネム、ドリペネ
ム水和物、テビペネム　ピボキシル）を
併用しないこと。（「相互作用」の項参照）

（3）尿素サイクル異常症の患者［重篤な高ア
ンモニア血症があらわれることがある。］

2019　年　4　月

 　　　 薬生安通知による改訂箇所
 　　　 自主改訂による改訂箇所

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤
日本薬局方  バルプロ酸ナトリウム錠
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【原則禁忌】（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）
〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行動
障害の治療、躁病および躁うつ病の躁状態の
治療〉
妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊
婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【使用上の注意】
2．重要な基本的注意
（1）本剤で催奇形性が認められているため、

妊娠する可能性のある女性に使用する場
合には、本剤による催奇形性について十
分に説明し、本剤の使用が適切であるか
慎重に判断すること。（「妊婦、産婦、授
乳婦等への投与」の項参照）

（2） ～ （8） 現行の通り
6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
〈片頭痛発作の発症抑制〉
（1）妊婦又は妊娠している可能性のある女

性には、投与しないこと。
〈各種てんかんおよびてんかんに伴う性格行
動障害の治療、躁病および躁うつ病の躁状
態の治療〉

（2） 妊婦又は妊娠している可能性のある女
性には、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。

（3） 妊娠中にやむを得ず本剤を投与する場
合には、可能な限り単剤投与すること
が望ましい。［他の抗てんかん剤（特に
カルバマゼピン）と併用して投与され
た患者の中に、奇形を有する児を出産
した例が本剤単独投与群と比較して多
いとの疫学的調査報告がある。］

〈効能共通〉
（4） 二分脊椎児を出産した母親の中に、本

剤の成分を妊娠初期に投与された例が
対照群より多いとの疫学的調査報告が
あり、また、本剤の成分を投与された

【原則禁忌】（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）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊
婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【使用上の注意】
2．重要な基本的注意
（1）本剤で催奇形性が認められているため、

妊娠する可能性のある婦人に使用する場
合には、本剤による催奇形性について十
分に説明し、本剤の使用が適切であるか
慎重に判断すること。（「妊婦、産婦、授
乳婦等への投与」の項参照）

（2） ～ （8） 省略
6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与

（1）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投与すること。

［二分脊椎児を出産した母親の中に、本剤
の成分を妊娠初期に投与された例が対照
群より多いとの疫学的調査報告があり、
また、本剤の成分を投与された母親に、
心室中隔欠損等の心奇形や多指症、口蓋
裂、尿道下裂等の外表奇形、その他の奇
形を有する児を出産したとの報告がある。
また、特有の顔貌（前頭部突出、両眼離開、
鼻根偏平、浅く長い人中溝、薄い口唇等）
を有する児を出産したとする報告がみら
れる。］

（2）妊娠中にやむを得ず本剤を投与する場合
には、可能な限り単独投与することが望
ましい。［他の抗てんかん剤（特にカルバ
マゼピン）と併用して投与された患者の
中に、奇形を有する児を出産した例が本
剤単独投与群と比較して多いとの疫学的
調査報告がある。］
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　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、2019 年 5 月発行予定の｢ 医薬品安全対策情報（DSU）No.279｣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。

　次頁にこの度の改訂理由等を記載しております。併せてご参照下さいますようお願い申し上げます。

母親に、心室中隔欠損等の心奇形や多
指症、口蓋裂、尿道下裂等の外表奇形、
その他の奇形を有する児を出産したと
の報告がある。また、特有の顔貌（前
頭部突出、両眼離開、鼻根偏平、浅く
長い人中溝、薄い口唇等）を有する児
を出産したとする報告がみられる。

（5） 妊娠中の投与により、新生児に呼吸障
害、肝障害、低フィブリノーゲン血症
等があらわれることがある。

（6） 妊娠中の投与により、新生児に低血糖、
退薬症候（神経過敏、過緊張、痙攣、
嘔吐）があらわれるとの報告がある。

（7） 海外で実施された観察研究において、
妊娠中に抗てんかん薬を投与されたて
んかん患者からの出生児 224 例を対象
に 6 歳時の知能指数（IQ）［平均値（95%
信頼区間）］を比較した結果、本剤を投
与されたてんかん患者からの出生児の
IQ［98（95-102）］は、ラモトリギン

［108（105-111）］、フェニトイン［109
（105-113）］、 カ ル バ マ ゼ ピ ン［106
（103-109）］を投与されたてんかん患
者からの出生児の IQ と比較して低かっ
たとの報告がある。なお、本剤の投与
量が 1,000mg/ 日（本研究における中
央値）未満の場合は［104（99-109）］、
1,000mg/ 日を超える場合は［94（90-
99）］であった。

（8） 海外で実施された観察研究において、
妊娠中に本剤を投与された母親からの
出生児 508 例は、本剤を投与されてい
ない母親からの出生児 655,107 例と比
較して、自閉症発症リスクが高かった
との報告がある［調整ハザード比：2.9

（95% 信頼区間：1.7-4.9）］。
（9） 動物実験（マウス）で、本剤が葉酸代

謝を阻害し、新生児の先天性奇形に関
与する可能性があるとの報告がある。

 （10） 授乳婦に投与する場合には授乳を避け
させること。［ヒト母乳中へ移行するこ
とがある。］

（3）妊娠中の投与により、新生児に呼吸障害、
肝障害、低フィブリノーゲン血症等があ
らわれることがある。

（4）妊娠中の投与により、新生児に低血糖、
退薬症候（神経過敏、過緊張、痙攣、嘔吐）
があらわれるとの報告がある。

（5）海外で実施された観察研究において、妊
娠中に抗てんかん薬を投与されたてんか
ん患者からの出生児 224 例を対象に 6 歳
時の知能指数（IQ）［平均値（95% 信頼
区間）］を比較した結果、本剤を投与され
たてんかん患者からの出生児の IQ［98

（95-102）］ は、 ラ モ ト リ ギ ン［108
（105-111）］、フェニトイン［109（105-
113）］、カルバマゼピン［106（103-109）］
を投与されたてんかん患者からの出生児
の IQ と比較して低かったとの報告があ
る。なお、本剤の投与量が1,000mg/日（本
研究における中央値）未満の場合は［104

（99-109）］、1,000mg/ 日を超える場合
は［94（90-99）］であった。

（6）海外で実施された観察研究において、妊
娠中に本剤を投与された母親からの出生
児 508 例は、本剤を投与されていない母
親からの出生児 655,107 例と比較して、
自閉症発症リスクが高かったとの報告が
ある［調整ハザード比：2.9（95% 信頼
区間：1.7-4.9）］。

（7）動物実験（マウス）で、本剤が葉酸代謝
を阻害し、新生児の先天性奇形に関与す
る可能性があるとの報告がある。

（8）授乳婦に投与する場合には授乳を避けさ
せること。［ヒト母乳中へ移行することが
ある。］
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改訂理由：
平成 31 年 3 月 28 日付　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安通知）に基づき、

「禁忌」、「原則禁忌」、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項を改訂しました。
これに伴い、「重要な基本的注意」の項を記載整備しました（自主改訂）。

　医療用医薬品の添付文書等の記載要領の改正（平成 31 年 4 月 1 日適用）注）に伴い、「原則禁忌」
の項目が廃止されることから、本剤の「原則禁忌」の取扱いについて、平成 30 年度第 12 回薬事・
食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会にて審議が行われました。
　その結果、「原則禁忌」とされている「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人」に関して、効能・
効果のうち『片頭痛発作の発症抑制』への使用は「禁忌」とし、『各種てんかんおよびてんかんに伴
う性格行動障害の治療』及び『躁病および躁うつ病の躁状態の治療』への使用は「禁忌」とせず、
従来の記載のとおり「原則禁忌」のままとすることが適切と判断されました。
　なお、本剤の催奇形性のリスクに係る知見はこれまでと同様であるため、妊婦又は妊娠している
可能性のある女性に使用する場合には、本剤による催奇形性について十分に説明し、本剤の使用が
適切であるか慎重に判断いただくようお願いいたします。

注）医療用医薬品の添付文書等の記載要領の改正に基づく本剤の添付文書は、経過措置期間である
2024 年 3 月末日までに順次改訂予定です。


