
プロトンポンプ阻害剤

《ラベプラゾールナトリウム錠》

重要な情報が記載されています

　ので、必ずお読み下さい。

平 成 ２５ 年 ８ 月

金 沢 市 久 安 ３ 丁 目 ４０６ 番 地

「効能又は効果」及び「用法及び用量」追加のお知らせ
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 25 年 7 月 18 日付でラベプラゾールナトリウム錠 10mg｢TCK｣ の ｢ 効能又は効果 ｣ 及び ｢ 用

法及び用量 ｣ の追加が承認されました。また、それに伴い ｢ 使用上の注意 ｣ の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

 　　　 承認事項一部変更承認による改訂箇所
 　　　 自主改訂による改訂箇所

改　訂　後 改　訂　前

【効能又は効果】
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食
道炎、Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群、非びらん
性胃食道逆流症
下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の
補助

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃ＭＡＬＴリンパ腫、
特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対す
る内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロ
リ感染胃炎

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
１． 本剤の投与が胃癌による症状を隠蔽すること

があるので、悪性でないことを確認のうえ投
与すること（胃ＭＡＬＴリンパ腫、早期胃癌
に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバ
クター・ピロリの除菌の補助を除く）。

２．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫に対するヘリコ
バクター・ピロリ除菌治療の有効性は確立
していない。

３．特発性血小板減少性紫斑病に対しては、ガ
イドライン等を参照し、ヘリコバクター・
ピロリ除菌治療が適切と判断される症例に
のみ除菌治療を行うこと。

４．早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃以外に
は、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療によ
る胃癌の発症抑制に対する有効性は確立し
ていない。

【効能又は効果】
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食
道炎、Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群、非びらん
性胃食道逆流症

［効能又は効果に関連する使用上の注意］
本剤の投与が胃癌による症状を隠蔽することが
あるので、悪性でないことを確認のうえ投与す
ること。



改　訂　後 改　訂　前

５．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際
には、ヘリコバクター・ピロリが陽性である
こと及び内視鏡検査によりヘリコバクター・
ピロリ感染胃炎であることを確認すること。

【用法及び用量】
○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ–

Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇを１日１回経口投与するが、
病状により１回２０ｍｇを１日１回経口投与す
ることができる。なお、通常、胃潰瘍、吻合
部潰瘍では８週間まで、十二指腸潰瘍では６
週間までの投与とする。

○逆流性食道炎
逆流性食道炎の治療においては、通常、成人
にはラベプラゾールナトリウムとして１回
１０ｍｇを１日１回経口投与するが、病状によ
り１回２０ｍｇを１日１回経口投与することが
できる。なお、通常、８週間までの投与とする。
また、プロトンポンプインヒビターによる治
療で効果不十分な場合、１回１０ｍｇ又は１回
２０ｍｇを１日２回、さらに８週間経口投与す
ることができる。ただし、１回２０ｍｇ１日２
回投与は重度の粘膜傷害を有する場合に限る。
再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療
法においては、通常、成人にはラベプラゾー
ルナトリウムとして１回１０ｍｇを１日１回経
口投与する。

○非びらん性胃食道逆流症
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇを１日１回経口投与する。な
お、通常、４週間までの投与とする。

○ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇ、アモキシシリン水和物とし
て１回７５０ｍｇ（力価）及びクラリスロマイ
シンとして１回２００ｍｇ（力価）の３剤を同
時に１日２回、７日間経口投与する。
なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて
適宜増量することができる。ただし、１回
４００ｍｇ（力価）１日２回を上限とする。
プロトンポンプインヒビター、アモキシシリ
ン水和物及びクラリスロマイシンの３剤投与
によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が
不成功の場合は、これに代わる治療として、
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇ、アモキシシリン水和物とし
て１回７５０ｍｇ（力価）及びメトロニダゾー
ルとして１回２５０ｍｇの３剤を同時に１日２
回、７日間経口投与する。

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
現行の通り

【用法及び用量】
○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ–

Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇを１日１回経口投与するが、
病状により１回２０ｍｇを１日１回経口投与す
ることができる。なお、通常、胃潰瘍、吻合
部潰瘍では８週間まで、十二指腸潰瘍では６
週間までの投与とする。

○逆流性食道炎
逆流性食道炎の治療においては、通常、成人
にはラベプラゾールナトリウムとして１回
１０ｍｇを１日１回経口投与するが、病状によ
り１回２０ｍｇを１日１回経口投与することが
できる。なお、通常、８週間までの投与とする。
また、プロトンポンプインヒビターによる治
療で効果不十分な場合、１回１０ｍｇ又は１回
２０ｍｇを１日２回、さらに８週間経口投与す
ることができる。ただし、１回２０ｍｇ１日２
回投与は重度の粘膜傷害を有する場合に限る。
再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療
法においては、通常、成人にはラベプラゾー
ルナトリウムとして１回１０ｍｇを１日１回経
口投与する。

○非びらん性胃食道逆流症
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムと
して１回１０ｍｇを１日１回経口投与する。な
お、通常、４週間までの投与とする。

［用法及び用量に関連する使用上の注意］
現行の通り



改　訂　後 改　訂　前

【使用上の注意】
２．重要な基本的注意

（１）～（６） 現行の通り
（７） 本剤をヘリコバクター・ピロリの除菌の

補助に用いる際には、除菌治療に用いら
れる他の薬剤の添付文書に記載されてい
る禁忌、慎重投与、重大な副作用等の使
用上の注意を必ず確認すること。

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（頻度不明）
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
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆
流性食道炎、Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ
症候群、非びらん性胃食道逆流症
以下のような副作用があらわれた場合に
は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻　度　不　明

現行の通り

ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
以下のような副作用があらわれた場合に
は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻　度　不　明

過 敏 症 発疹、瘙痒感、蕁麻疹
血 液 白血球減少、白血球増加、血

小板減少、好酸球増多、リン
パ球減少、リンパ球増多、好
中球減少

肝 臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、
γ－ＧＴＰ、Ａｌ－Ｐ、ＬＤＨの上昇

循 環 器 動悸、血圧上昇

消 化 器 下痢、軟便、味覚異常、腹痛、
腹部膨満感、便秘、嘔気、口渇、
鼓腸放屁、舌炎、口内炎、口
唇炎、胸やけ、腸炎、食道炎、
胃部不快感、食欲不振、痔核

精 神 神 経 系 頭痛、めまい

そ の 他 中性脂肪の上昇、舌のしびれ
感、熱感、倦怠感、蛋白尿、
手足のしびれ感、顔面浮腫、
眼圧上昇、尿酸の上昇、尿糖
異常、勃起増強

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。［動

【使用上の注意】
２．重要な基本的注意

（１）～（６） 現行の通り

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（頻度不明）
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
以下のような副作用があらわれた場合に
は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻　度　不　明

現行の通り

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。［動



改　訂　後 改　訂　前

なお、他の項は現行の通りとする。

　ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、下記の内容をご確認下さい。

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び
内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の確認に際しては、患者ごとに、（１）及び（２）の両方を実施
する必要があります。

（１）ヘリコバクター・ピロリの感染を以下のいずれかの方法で確認する。
迅速ウレアーゼ試験、鏡検法、培養法、抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定

（２）胃内視鏡検査により、慢性胃炎の所見があることを確認する。
なお、感染診断及び除菌判定の詳細については、各種ガイドライン等を参照して下さい。

改訂後の添付文書は弊社ホームページ（http://www.tatsumi-kagaku.com/）及び医薬品医療機器情報提供
ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）に掲載されますので、併せてご利用下さい。

物実験（ラット経口４００ｍｇ／ｋｇ、ウ
サギ静注３０ｍｇ／ｋｇ）で胎児毒性（ラッ
トで化骨遅延、ウサギで体重の低下、化
骨遅延）が報告されている。また、ラッ
トにラベプラゾールナトリウム（２５ｍｇ
／ｋｇ／日）、アモキシシリン水和物（４００
ｍｇ／ｋｇ／日以上）及びクラリスロマ
イシン（５０ｍｇ／ｋｇ／日以上）を４週
間併用投与した試験で、雌で栄養状態の
悪化が認められている。］

（２） 現行の通り

９．その他の注意
（１）～（５） 現行の通り
（６） ヘリコバクター・ピロリの除菌判定上の

注意：ラベプラゾールナトリウム等のプ
ロトンポンプインヒビターやアモキシシ
リン水和物、クラリスロマイシン等の抗
生物質及びメトロニダゾールの服用中や
投与終了直後では、１３Ｃ－尿素呼気試験
の判定が偽陰性になる可能性があるた
め、１３Ｃ－尿素呼気試験による除菌判定
を行う場合は、これらの薬剤の投与終了
後４週以降の時点で実施することが望ま
しい。

（７） ラットに類薬であるランソプラゾール
（５０ｍｇ／ｋｇ／日）、アモキシシリン水
和物（５００ｍｇ／ｋｇ／日）及びクラリ
スロマイシン（１６０ｍｇ／ｋｇ／日）を
併用投与した試験で、母動物での毒性の
増強とともに胎児の発育抑制の増強が認
められている。

物実験（ラット経口４００ｍｇ／ｋｇ、ウ
サギ静注３０ｍｇ／ｋｇ）で胎児毒性（ラッ
トで化骨遅延、ウサギで体重の低下、化
骨遅延）が報告されている。］

（２） 現行の通り

９．その他の注意
（１）～（５） 現行の通り


