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抗インフルエンザウイルス薬一覧表
商品名 シンメトレル タミフル リレンザ イナビル ラピアクタ

成分 アマンタジン塩酸塩 オセルタミビル ザナミビル ラニナミビルオクタン
酸エステル ペラミビル

会社名 ノバルティス 中外 GSK 第一三共 塩野義

剤形 錠剤（50mg・100mg）
細粒（10％）

カプセル（75mg）
ドライシロップ（３％）

吸入剤
（１ブリスター５mg）

吸入剤
（１容器20mg）

点滴静注
（バッグ300mg・バイ
アル150mg）

有効ウイルス Ａ型 Ａ型及びＢ型

作用機序 M ２蛋白阻害
（脱穀阻止） ノイラミニダーゼ阻害

用
法
・
用
量

治
療

成
人

１日100mgを１～２回
に分割、適宜増減投与
量上限：（高齢者・腎障
害）１日100mg

１日２回、１回75mg、
５日間

１日２回、１回10mg
（５mgブリスターを２
ブリスター）、
５日間

40mg単回（２容器）

300mgを15分 以 上 か
けて単回点滴静注合併
症等により重症化する
おそれのある患者：１
日 １ 回600mgを15分
以上かけて単回点滴静
注、症状に応じて連日
反復投与可
適宜増減

小
児確立していない

［カプセル］
体重37.5kg以上：１日
２回、１回75mg、
５日間

［ドライシロップ］
１日２回、１回２mg/
kg（ドライシロップ剤
として66.7mg/kg）、
５日間
１回最高用量：75mg

１日２回、１回10mg
（５mgブリスターを２
ブリスター）、
５日間

10歳未満：20mg単回
（１容器）
10歳以上：40mg単回

（２容器）

１日１回
10mg/kgを15分 以 上
かけて単回点滴静注
症状に応じて連日反復
投与可
投与量上限：１回
600mg

＊
３
予
防

成
人

１日１回、１回75mg、
７～10日間

１日１回、１回10mg
（５mgブリスターを２
ブリスター）、
10日間

１日１回、
１回20mg（１容器）、
２日間

小
児

［カプセル］
体重37.5kg以上１日１
回、１回75mg、
10日間

［ドライシロップ］
１日１回、１回２mg/
kg（ドライシロップ剤
として66.7mg/kg）、
10日間
１回最高用量：75mg

１日１回、１回10mg
（５mgブリスターを２
ブリスター）、
10日間

10歳以上：１日１回、
１回20mg（１容器）、
２日間

Question No.1628

現在、使用できる抗インフルエンザウイルス
薬の種類を教えて下さい。　　（2015年2月）

Answer

現在、臨床現場で使用できる抗インフルエンザ
ウイルス薬は５種類あります。

ノイラミニダーゼ阻害を作用機序としている４
種類の抗インフルエンザウイルス薬（タミフル、

リレンザ、イナビル、ラピアクタ）については、
日本感染症学会の提言によれば、原則として、ノ
イラミニダーゼ阻害薬同士の併用は避けるべきと
されています。また、タミフルとリレンザの併用
では、タミフル単独よりもウイルス学的、臨床的
に、効果が低下することが報告されていると記述
されています。

以下の抗インフルエンザウイルス薬一覧表に基
本情報をまとめたので参考として下さい。
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成分名 標準化スギ花粉エキス 包装
増量期用 200JAU/mLボトル
増量期用 2,000JAU/mLボトル
維持期用 2,000JAU/mLパック

警告
本剤は、緊急時に十分に対応できる医療機関に所属し、本剤に関する十分な知識と減感作療法に関する十分な知識・経験を
持ち、本剤のリスク等について十分に管理・説明できる医師のもとで処方・使用すること。
薬剤師においては、調剤前に当該医師を確認した上で調剤を行うこと。

効能効果

スギ花粉症（減感作療法）

≪効能又は効果に関連する使用上の注意≫
１．本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト〔スクラッチテスト（プリックテスト）、皮内テスト〕または特異的IgE抗体検査

を行い、スギ花粉症の確定診断を行うこと。
２．本剤の使用開始にあたっては、前シーズンの花粉飛散時期における患者の症状を踏まえ、他の治療法も勘案した上で、

本剤の適用の可否を判断すること。
３．スギ花粉以外のアレルゲンに対しても反応性が高い（特異的IgE抗体値が高い）スギ花粉症患者に対する本剤の有効性、 

安全性は確立していない。〔使用経験がない〕

半減期 10.3時間
（100mg早朝空腹時）

6.4時間
（75mg）

2.56時間
（10mg）

74.4時間
（40mg吸入）

＊1

異常行動に
関する添付

文書上の記載
重要な基本的注意＊2 警告＊2 重要な基本的注意＊2 重要な基本的注意＊2 重要な基本的注意＊2

備考3）

パーキンソン症候群等
に処方される薬だが、Ａ
型インフルエンザウイ
ルス感染症に効果あり

10歳以上の未成年者に
は原則使用を差し控え
る

吸入可能な５歳以上が
適応

治療の場合、単回の吸
入で完結するので服薬
中止や服薬忘れがない

経口投与や吸入投与が
困難な場合や確実な投
与が求められる場合に
使用

詳細は添付文書等をご参照ください
＊１：MRT（平均滞留時間）2.6時間（100mg）、半減期は記載なし４）

＊２：【重要な基本的注意】因果関係は不明であるものの、抗インフルエンザウイルス薬投薬後に異常行動等の精神神経症状を発現
した例が報告されている。小児・未成年者については、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対
応として、治療が開始された後は、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも２
日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対して説明を行うこと。なお、
インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状があらわれるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。

【警告】10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に
至った例が報告されている。このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除
いては、原則として使用を差し控えること。

＊３：予防に用いる場合（タミフル、リレンザ、イナビル）
原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者を対象とする。

（１）高齢者（65歳以上）、（２）慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者（リレンザは慢性心疾患患者のみ）、（３）代謝性疾患患者
（糖尿病等）、（４）腎機能障害患者
〈注意〉予防目的で使用した場合は、保険給付されません。

Question No.1629

スギ花粉症の舌下薬について知りたい
（2015年2月）

Answer

スギ花粉症の減感作療法薬『シダトレンスギ花
粉症舌下薬』が鳥居薬品株式会社より発売されま
した。シダトレンスギ花粉症舌下薬は、国内初の
スギ花粉症に対する舌下投与によるアレルゲン免
疫療法薬で「舌下投与による減感作療法に関する
十分な知識・経験を持つ医師によってのみ処方・
使用されるとともに、本剤のリスク等について十
分に管理・説明できる医師・医療機関のもとでの
み用いられ、薬局においては調剤前に当該医師･医

療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造
販売にあたって必要な措置を講じること。」という
承認条件が付けられています。

【出典】
・添付文書
・鳥居薬品アレルゲン免疫療法の専用サイト 

http://www.alg-immunotherapy.jp/index.php
・スギ花粉症におけるアレルゲン免疫療法の手引

き2013年10月24日（日本アレルギー学会）、舌
下投与用標準化スギ花粉エキス原液製剤の使用
に当たっての留意事項について（薬食審査発
0117第５号 平成26年１月17日）

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 静岡営業部

【参考資料・引用文献など】
１）各社添付文書　インタビューフォーム
２） 日本感染症学会HP　インフルエンザ情報「抗

インフルエンザ薬の使用適応について（改訂
版）」

３） 治療薬ハンドブック2014（じほう）P86～87、
P1333～P1335

４） 塩野義　医薬情報センター問合せ結果（2015
年２月９日）

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱ 津営業所
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用法用量

１．増量期（１～２週目）
通常、成人及び12歳以上の小児には、増量期として投与開始後２週間、以下の用量を１日１回、舌下に滴下し、２分間
保持した後、飲み込む。その後５分間は、うがい・飲食を控える。

２．維持期（３週目以降）
増量期終了後、維持期として、シダトレン スギ花粉舌下液2,000JAU/mLパックの全量（１mL）を１日１回、舌下に滴下
し、２分間保持した後、飲み込む。その後５分間は、うがい・飲食を控える。

≪用法及び用量に関連する使用上の注意≫
１．スギ花粉飛散時期は新たに投与を開始しないこと。

〔スギ花粉飛散時期はスギ花粉アレルゲンに対する患者の過敏性が高まっている場合が多い。〕
２．初回投与時は医師の監督のもと、投与後少なくとも30分間は患者を安静な状態に保たせ、十分な観察を行うこと。

また、ショック、アナフィラキシー等の発現時に救急処置のとれる準備をしておくこと。
〔本剤はスギ花粉由来のアレルゲンを含む液であるため、アナフィラキシー等の発現のおそれがある。〕

用法用量の
参考

増量期

〈1週目〉 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
200JAU/mL 0.2mL 0.2mL 0.4mL 0.4mL 0.6mL 0.8mL 1mL
ボトル （1プッシュ）（1プッシュ）（2プッシュ）（2プッシュ）（3プッシュ）（4プッシュ）（5プッシュ）

〈2週目〉 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目
2,000JAU/mL 0.2mL 0.2mL 0.4mL 0.4mL 0.6mL 0.8mL 1mL
ボトル （1プッシュ）（1プッシュ）（2プッシュ）（2プッシュ）（3プッシュ）（4プッシュ）（5プッシュ）

維持期
〈3週目以降〉

1回1mL/日（パック全量）2,000JAU/mL
ボトル

副作用
（概要）

国内臨床試験において266例中36例（13.5％）、52件（19.5％）の副作用が認められた。主な症状は、口内炎５件（1.9%）、舌
下腫脹５件（1.9％）、咽喉頭そう痒感５件（1.9％）、口腔内腫脹４件（1.5％）、耳そう痒感３件（1.1％）、頭痛３件（1.1％）等（承
認時）。
重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー（頻度不明）が現れる可能性がある。

備考

◆国内初のスギ花粉症に対する舌下投与によるアレルゲン免疫療法薬。
◆適正使用のために、講習を受けた医師のみに処方を限定し、薬局においては処方医が受講修了医師であることを確認した

上で調剤する体制をとることが承認条件とされた。
◆初回投与後は、自宅での服用が可能となる一方で、患者自身の自己管理が強く求められる。
◆冷所（２～８℃）に保管すること。
◆72～83週間服用することで、プラセボ群と比較してスギ花粉症の症状（鼻・眼）スコアを低下し、レスキュー薬※の使用回

数を減少させた。※フェキソフェナジン塩酸塩錠、トラマゾリン塩酸塩点鼻液、ケトチフェンフマル酸塩点眼液
◆72～83週間服用することで、プラセボ群と比較してスギ花粉症患者のQOLの改善が認められた。

安全対策の
ための

適正使用
管理体制の

概要

【医師】シダトレンを処方するためには、関連学会主催の「舌下免疫
療法講習会」受講後、鳥居薬品の「シダトレン適正使用eラーニング」
を受講修了及び緊急時対応可能な医療機関の確認及び登録が必要
です。

【薬剤師】シダトレン調剤時には、処方元医師が「受講修
了医師」であることの確認、「患者携帯カード」携帯の指
導及び記載内容の確認、服薬指導を行います。

鳥居薬品はアレルゲン免疫療法の専用サイト「アレルゲン免疫療法.jp」
http://www.alg-immunotherapy.jp/index.phpを設けています。

詳しくは添付文書等で確認してください　※2014年10月現在


