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一般名 主な商品名（規格・剤形は省略） 標榜薬効 主な添付文書記載箇所

アカンプロサートカルシウム レグテクト アルコール依存症 断酒補助剤 その他の注意

アセタゾラミド ダイアモックス 炭酸脱水酵素抑制剤 その他の注意

アセチルフェネトライド クランポール フェニル尿素系抗てんかん剤 副作用

アタザナビル硫酸塩 レイアタッツ HIVプロテアーゼ阻害剤 重要な基本的注意

アトモキセチン塩酸塩 ストラテラ
注意欠陥／多動性障害治療剤

（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）
警告、その他の注意

アマンタジン塩酸塩 シンメトレル 抗パーキンソン剤・抗A型インフルエンザウイルス剤 慎重投与、重要な基本的注意

アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール、ノーマルン 三環系抗うつ剤 慎重投与、重要な基本的注意

アモキサピン アモキサン 三環系抗うつ剤 慎重投与、副作用

アリピプラゾール エビリファイ 抗精神病剤 慎重投与、重要な基本的注意

イミプラミン塩酸塩 イミドール、トフラニール 抗うつ剤・遺尿症治療剤 警告、重要な基本的注意、副作用

インターフェロンアルファ（BALL－1） オーアイエフ 天然型インターフェロン製剤 警告、重要な基本的注意、副作用

インターフェロンアルファ（NAMALWA） スミフェロン 天然型インターフェロン－α製剤 警告、重要な基本的注意、副作用

インターフェロンアルファ－2b（遺伝子組換え） イントロンA 遺伝子組換え型インターフェロン製剤 副作用

インターフェロンガンマ－1a（遺伝子組換え） イムノマックス－γ 遺伝子組換え型インターフェロン－γ製剤 警告、重要な基本的注意、副作用

インターフェロンベータ フエロン 天然型インターフェロン製剤 警告、禁忌、重要な基本的注意

インターフェロンベータ－1a（遺伝子組換え） アボネックス 遺伝子組換え型インターフェロンβ－1a製剤 警告、禁忌、重要な基本的注意

インターフェロンベータ－1b（遺伝子組換え） ベタフェロン 遺伝子組換え型インターフェロン製剤 慎重投与、重要な基本的注意

エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） その他の注意

エトスクシミド エピレオプチマル、ザロンチン スクシミド系抗てんかん剤 その他の注意

エトトイン アクセノン ヒダントイン系抗てんかん剤 重要な基本的注意

エファビレンツ ストックリン 抗ウイルス化学療法剤 慎重投与、重要な基本的注意、小児等への投与

エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタ
ビン／テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

スタリビルド 抗ウイルス化学療法剤 慎重投与、重要な基本的注意

塩酸セルトラリン ジェイゾロフト 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） 慎重投与、重要な基本的注意

オランザピン ジプレキサ 抗精神病剤・双極性障害治療剤 その他の注意

ガバペンチン ガバペン 抗てんかん剤 その他の注意

Question No.1591

自殺企図の副作用のある薬剤・自殺傾向のあ
る人に使ってはいけない薬剤の一覧はありま
すか？　　　　　　　　　　　（2013年7月）

Answer

薬剤の中には、添付文書に「自殺企図の既往及び
自殺念慮を有する患者には慎重投与」などの記載の
あるものがあります。薬剤と自殺の関連性の差に
より「自殺傾向のあるものには禁忌」となっている
もの、警告欄に「本剤の投与により自殺企図が現れ
ることがあるので、患者に対し副作用発現の可能

性について十分説明すること」と記載されているも
の、あるいは、その他の副作用の欄に「自殺企図・
自殺念慮」の記載のあるものなどです。
薬剤としては中枢神経用剤に多いような印象が
ありますが、インターフェロン製剤の副作用も有
名ですし、その他、抗ウイルス剤や抗アレルギー
剤にもあるので、注意が必要です。
【参考資料】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構・医薬品医
療機器情報提供ホームページの医療用医薬品添付
文書情報、日本医薬品集2013.4版

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱浦和営業所
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一般名 主な商品名（規格・剤形は省略） 標榜薬効 主な添付文書記載箇所

ガバペンチン　エナカルビル レグナイト レストレスレッグス症候群治療剤 その他の注意

カルバマゼピン テグレトール 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 慎重投与、副作用

クエチアピンフマル酸塩 セロクエル 抗精神病剤 その他の注意

クロナゼパム ランドセン、リボトリール ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤 その他の注意

クロバザム マイスタン ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤 慎重投与、重要な基本的注意

クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール うつ病・遺尿症治療剤 慎重投与、重要な基本的注意

柴胡加竜骨牡蛎湯 柴胡加竜骨牡蛎湯 漢方製剤 （ツムラ、コタロー）その他の注意

サキナビルメシル酸塩 インビラーゼ HIVプロテアーゼ阻害剤 重要な副作用

サニルブジン ゼリット 抗ウイルス・HIV逆転写酵素阻害剤 副作用

ザフィルルカスト アコレート ロイコトリエン受容体拮抗・気管支喘息治療剤 重要な基本的注意

臭化カリウム 臭化カリウム 鎮静剤 その他の注意

臭化ナトリウム 臭化ナトリウム 催眠鎮静剤・抗てんかん剤 慎重投与、重要な基本的注意

スチリペントール ディアコミット 抗てんかん剤 その他の注意

スルチアム オスポロット スルタム系抗てんかん剤 その他の注意

スルトプリド塩酸塩　 バルネチール、スタドルフ、バチール ベンザミド系抗精神病剤 その他の注意

セチプチリンマレイン酸塩 テシプール 四環系抗うつ剤 その他の注意

セチリジン塩酸塩　 ジルテック 持続性選択H1受容体拮抗剤 慎重投与、副作用

セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え） シムジア TNFα阻害剤 慎重投与、重要な基本的注意

セルモロイキン（遺伝子組換え） セロイク インターロイキン－2製剤 副作用

セレギリン塩酸塩　 エフピー パーキンソン病治療剤 副作用

ゾニサミド トレリーフ、エクセグラン 抗てんかん剤／レボドパ賦活型パーキンソン病治療剤 副作用

テセロイキン（遺伝子組換え） イムネース 遺伝子組換え型インターロイキン－2剤 過量投与、その他の注意

テトラベナジン コレアジン 非律動性不随意運動治療剤 その他の注意

デュロキセチン塩酸塩 サインバルタ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 副作用

テラプレビル テラビック 抗ウイルス剤 警告、禁忌、慎重投与、副作用

ドスレピン塩酸塩　 プロチアデン うつ病・うつ状態治療剤 重要な基本的注意

トピラマート トピナ 抗てんかん剤 慎重投与、重要な基本的注意

トラゾドン塩酸塩　 デジレル、レスリン トリアゾロピリジン系抗うつ剤 慎重投与、副作用

トリミプラミンマレイン酸塩 スルモンチール 抗うつ剤 慎重投与、重要な基本的注意

トリメタジオン ミノアレ 抗てんかん剤 慎重投与、重要な基本的注意

ニトラゼパム ベンザリン、ネルボン ベンゾジアゼピン系催眠剤 その他の注意

ノルトリプチリン塩酸塩 ノリトレン 三環系情動調整剤 慎重投与、重要な基本的注意

パリペリドン インヴェガ 抗精神病剤 その他の注意

バルプロ酸ナトリウム デパケン、セレニカ 抗てんかん，躁病・躁状態治療剤 慎重投与、重要な基本的注意

バレニクリン酒石酸塩 チャンピックス α4β2ニコチン受容体部分作動剤 慎重投与、過量投与

パロキセチン塩酸塩水和物 パキシル 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） 警告、重要な基本的注意

フェニトイン アレビアチン、ヒダントール ヒダントイン系抗てんかん剤 慎重投与、副作用

フェニトイン・フェノバルビタール 複合アレビアチン 抗てんかん剤 警告、慎重投与、重要な基本的注意

フェニトイン・フェノバルビタール・
安息香酸ナトリウムカフェイン

ヒダントールD、E、F 抗てんかん剤 その他の副作用

フェノバルビタール フェノバール 催眠・鎮静，バルビツール酸系抗てんかん剤 その他の注意

プラミペキソール塩酸塩水和物 ミラペックスLA
ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
／レストレスレッグス症候群治療剤

その他の注意

プランルカスト水和物 オノン ロイコトリエン受容体拮抗剤 その他の注意

プリミドン プリミドン 抗てんかん剤 過量投与

フルコナゾール ジフルカン トリアゾール系抗真菌剤 慎重投与、重要な基本的注意

フルボキサミンマレイン酸塩 デプロメール、ルボックス 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） 慎重投与、重要な基本的注意

フルマゼニル アネキセート ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 慎重投与、副作用

プレガバリン リリカ 疼痛治療剤（末梢性神経障害性疼痛・線維筋痛症） 副作用

ブロナンセリン ロナセン 抗精神病剤 重要な基本的注意

ペグインターフェロンアルファ－2a（遺伝子組換え） ペガシス ペグインターフェロンアルファ－2a製剤 その他の注意
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一般名 主な商品名（規格・剤形は省略） 標榜薬効 主な添付文書記載箇所

ペグインターフェロンアルファ－2b（遺伝子組換え） ペグイントロン ペグインターフェロンアルファ－2b製剤 その他の注意

ペロスピロン塩酸塩水和物 ルーラン 抗精神病剤 禁忌、副作用

ベンチルヒドロクロロチアジド・レセルピン配合剤 ベハイドRA 血圧降下剤 警告、重要な基本的注意、副作用

ホスフェニトインナトリウム水和物 ホストイン 抗痙攣剤 警告、重要な基本的注意、副作用

ホスフルコナゾール プロジフ フルコナゾールプロドラッグ 慎重投与、副作用

マプロチリン塩酸塩 ルジオミール 四環系抗うつ剤 その他の注意

ミアンセリン塩酸塩　 テトラミド 四環系抗うつ剤 過量投与

ミルタザピン リフレックス、レメロン ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 慎重投与、重要な基本的注意

ミルナシプラン塩酸塩 トレドミン
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

（SNRI）
慎重投与、重要な基本的注意

メフロキン塩酸塩 メファキン 抗マラリア剤 慎重投与、重要な基本的注意

モダフィニル モディオダール 精神神経用剤 慎重投与、重要な基本的注意

モンテルカストナトリウム キプレス、シングレア ロイコトリエン受容体拮抗剤 その他の注意

ラモトリギン ラミクタール 抗てんかん剤・双極性障害治療剤 重要な基本的注意

ラルテグラビルカリウム アイセントレス HIVインテグラーゼ阻害剤 重要な基本的注意、その他の注意

リスペリドン リスパダール 抗精神病剤 慎重投与、重要な基本的注意

リバビリン コペガス、レベトール 抗ウイルス剤 副作用

ルフィナミド イノベロン 抗てんかん剤 慎重投与、副作用

レセルピン アポプロン 降圧・鎮静剤 禁忌、重要な基本的注意、副作用

レベチラセタム イーケプラ 抗てんかん剤 禁忌、副作用

レボセチリジン塩酸塩 ザイザル 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 重要な基本的注意、副作用

レボドパ ドパストン、ドパゾール 抗パーキンソン剤 副作用

レボドパ・カルビドパ水和物 ネオドパストン、メネシット パーキンソニズム治療剤 慎重投与

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
イーシー・ドパール、ネオドパゾー
ル、マドパー

抗パーキンソン剤 慎重投与

ロフェプラミン塩酸塩 アンプリット うつ病・うつ状態治療剤 慎重投与

Question No.1592

高リン血症と治療薬について教えて下さい
（2013年6月）

Answer

高リン血症は、血清リン濃度が4.5mg/dLの場合
をいいます。腎機能が正常であれば、過剰なリン
は腎臓より排泄されますが、腎機能障害の患者で
は腎臓からのリン排泄が低下することにより、高
リン血症を発症することがあります。
高リン血症はただちに症状が現れることはあり
ませんが、異所性石灰化（血管、関節周囲、心臓
などに石灰沈着を起こす）の原因となり、特に血
管壁での石灰沈着は、動脈硬化を引き起こすため、
心疾患のリスクが高くなります。
また、高リン血症になると、副甲状腺ホルモン
の分泌が過剰になり、二次性副甲状腺機能亢進症
を引き起こします。その結果、骨からカルシウム
が流出して骨がもろくなり、骨痛や関節痛が起こ
ることがあります。日本透析医学会の「慢性腎臓
病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドライ
ン」における血清リン濃度の管理目標値は、3.5～
6.0mg/dLに設定されています。血清リン濃度が高

い場合には、十分な透析量の確保やリン制限の食
事指導を考慮することが望ましいとされています。
高リン血症の治療は、QOL向上や生命予後の観
点から早急に行うことが重要です。高リン血症の
代表的な治療薬はリン吸着剤であり、作用機序と
しては食物中のリンを吸着し、吸収を抑制します。
〈参考文献〉
１）�月刊薬事55（３）84、2013
２）�日本透析医学会　慢性腎臓病に伴う骨・ミネ
ラル代謝異常の診療ガイドライン：日本透析
医学会雑誌　45（４）301、2012

３）�ステージ・病態別に学ぶ�CKDの治療と薬
Q&A、じほう、�2010

４）月刊薬事54（９）135、2012
５）各社添付文書
６）��鳥居薬品プレスリリース　高リン血症治療薬
「JTT-751（クエン酸第二鉄水和物）」の日本国
内における製造販売承認申請について（2013
年１月７日）

７）�よくわかる輸液療法のすべて　改訂第2版、
永井書店、2010

〈執筆協力会社〉㈱スズケン新座支店
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主なリン吸着剤の特徴
一般名 商品名（会社名） 効能効果 主な特徴・注意点

沈降炭酸カルシウム
カルタン錠、OD錠、細粒

（マイラン、扶桑）

保存期及び透析中の
慢性腎不全患者にお
ける高リン血症の改
善

・【服用時点】食直後
・他剤に比べ、消化器系副作用が少ない
・比較的、安価である
・胃酸分泌抑制薬との併用により、効果が減弱する（胃内pHの上昇により、カルシウム

のリン吸着能が減弱）
・空腹時に服用するとカルシウムの吸収が増加し、高カルシウム血症になりやすい

セベラマー塩酸塩

レナジェル錠
（中外）
フォスブロック錠

（協和発酵キリン）

透析中の慢性腎不全
患者における高リン
血症の改善

・【服用時点】食直前
・カルシウムを含有しないリン結合性ポリマー製剤
・血管石灰化の進展を抑制する効果が期待される
・LDLコレステロール低下作用がある
・便秘、腹部膨満感などの消化器症状が多い
・服用量が多くなると、代謝性アシドーシスの懸念がある

炭酸ランタン水和物
ホスレノールチュアブル、
顆粒分包

（バイエル）

透析中の慢性腎不全
患者における高リン
血症の改善

・【服用時点】食直後
・カルシウムを含有しないランタン（金属）製剤
・水なしで服用できるチュアブル錠（噛み砕いて飲み込む）と噛み砕かずに服用できる顆

粒剤がある
・リン吸着力が強い
・吐き気、嘔吐などの消化器症状がある

ビキサロマー
キックリンカプセル

（アステラス）

透析中の慢性腎不全
患者における高リン
血症の改善

・【服用時点】食直前
・カルシウムを含有しないリン結合性ポリマー製剤
・血管石灰化の進展を抑制する効果が期待される
・代謝性アシドーシスの懸念がない
・腹部膨満感などの消化器症状が少ない

開発中のリン吸着剤
治験番号、一般名 会社名 開発状況 作用機序

「JTT-751」クエン酸
第二鉄水和物

日本たばこ産業
鳥居

申請中
消化管で鉄とリン酸が結合し、体内へのリンの吸収を抑制することにより、血清リン濃度
を低下させる


