
謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、この度、　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　  の【効能・効果】、【用法・用

量】並びに【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

　なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今

後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白
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－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 

 

効能・効果、用法・用量 

使用上の注意改訂のお知らせ 

2010 年 10 月

 

 A 型ボツリヌス毒素製剤  

   （一般名：A 型ボツリヌス毒素）

■ 16 頁以降に改訂後の「使用上の注意」全文を記載していますので、ご参照下さい。

また、ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://www.glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれ

ます。
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1. 主な改訂内容 

(1) 効能・効果、用法・用量 

項  目 内  容 

効能・効果 

用法・用量 ［追記］ 
「上肢痙縮」、「下肢痙縮」の効能・効果、用法・用量が承認されました。 

 

(2) 使用上の注意（自主改訂） 

項  目 内  容 

警告 

［一部改訂］ 既存適応と同様、「上肢痙縮」、「下肢痙縮」の記載も追記しました。 

効能・効果に関連する使

用上の注意 

［追記］ 
「上肢痙縮」、「下肢痙縮」の記載も追記しました。 

複数の適応に本剤を同時投与した場合の投与量などについて追記しました。 用法・用量に関連する使

用上の注意 

［追記］ 
「上肢痙縮」、「下肢痙縮」の投与部位の同定および投与量に関する注意を追

記しました。 

重要な基本的注意 

［追記］ 文書による同意内容について追記しました。 

上肢痙縮、下肢痙縮を対象とした国内臨床試験にてみられた副作用の概要を追

記し、また、 新のデータに基づき頻度を変更しました。 副作用 

［追記・一部改訂］ 
その他の副作用の項に国内外で集積された副作用を追加しました。 
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2. 改訂内容と改訂理由 

(1) 効能・効果、用法・用量 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

【効能・効果】 

眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢

痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に

伴う尖足 

【効能・効果】 

眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、2歳以上の小児脳

性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足 

【用法・用量】 

眼瞼痙攣：＜省略＞ 

片側顔面痙攣：＜省略＞ 

痙性斜頸：＜省略＞ 

上肢痙縮：通常、成人にはA型ボツリヌス毒素として

複数の緊張筋＊に合計240単位を分割して筋肉内注射

する。1回あたりの 大投与量は240単位であるが、対

象となる緊張筋の種類や数により、投与量は必要 小

限となるよう適宜減量する。また、再投与は前回の効

果が減弱した場合に可能であるが、3ヵ月以内の再投与

は避けること。 

＊緊張筋：橈側手根屈筋、尺側手根屈筋、深指屈筋、

浅指屈筋、長母指屈筋、母指内転筋等 

下肢痙縮：通常、成人には A 型ボツリヌス毒素として

複数の緊張筋＊に合計 300 単位を分割して筋肉内注射

する。1 回あたりの 大投与量は 300 単位であるが、

対象となる緊張筋の種類や数により、投与量は必要

小限となるよう適宜減量する。また、再投与は前回の

効果が減弱した場合に可能であるが、3 ヵ月以内の再

投与は避けること。 
＊緊張筋：腓腹筋（内側頭、外側頭）、ヒラメ筋、後

脛骨筋等 

2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う

尖足：＜省略＞ 

【用法・用量】 

眼瞼痙攣：＜省略＞ 

片側顔面痙攣：＜省略＞ 

痙性斜頸：＜省略＞ 

2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う

尖足：＜省略＞ 

＜改訂理由＞ 

「上肢痙縮」、「下肢痙縮」の効能・効果、用法・用量が承認されました。 
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(2) 警告 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

【警 告】 

(1)本剤の有効成分は、ボツリヌス菌によって産生され

る A 型ボツリヌス毒素であるため、使用上の注意を

熟読した上で、用法及び用量を厳守し、眼瞼痙攣、

片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮及び

2 歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴

う尖足以外には使用しないこと。［ミオクローヌス

性ジストニー及び内転型の攣縮性発声障害の患者

で、本剤による治療中に因果関係を否定できない死

亡例の報告がある。「重要な基本的注意(1)」の項参

照］ 

【警 告】 

(1)本剤の有効成分は、ボツリヌス菌によって産生され

る A 型ボツリヌス毒素であるため、使用上の注意を

熟読した上で、用法及び用量を厳守し、眼瞼痙攣、

片側顔面痙攣、痙性斜頸及び 2 歳以上の小児脳性麻

痺患者における下肢痙縮に伴う尖足以外には使用

しないこと。［ミオクローヌス性ジストニー及び内

転型の攣縮性発声障害の患者で、本剤による治療中

に因果関係を否定できない死亡例の報告がある。

「重要な基本的注意(1)」の項参照］ 

＜改訂理由＞ 

A型ボツリヌス毒素製剤（ボトックス注用50単位・100単位）は、承認を受けた適応のみ使用できます。

よって、今回の適応追加により「上肢痙縮」、「下肢痙縮」を追加しました。 

 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

【警 告】 

(3)痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮及び 2 歳以上の小児

脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足に対す

る投与は、講習を受けた医師で、本剤の安全性及び

有効性を十分理解し、高度な解剖学的知識、筋電図

測定技術及び本剤の施注手技に関する十分な知

識・経験のある医師が行うこと。［本剤による治療

中に因果関係を完全に否定できない死亡例の報告

がある。また、痙性斜頸患者及び上肢痙縮では、特

に呼吸障害、嚥下障害等頸部関連筋に関する副作用

があらわれるおそれがある。］ 

【警 告】 

(3)痙性斜頸及び 2 歳以上の小児脳性麻痺患者における

下肢痙縮に伴う尖足に対する投与は、講習を受けた

医師で、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、高

度な解剖学的知識、筋電図測定技術及び本剤の施注

手技に関する十分な知識・経験のある医師が行うこ

と。［本剤による治療中に因果関係を完全に否定で

きない死亡例の報告がある。また、痙性斜頸患者で

は、特に呼吸障害、嚥下障害等頸部関連筋に関する

副作用があらわれるおそれがある。］ 

＜改訂理由＞ 

痙性斜頸、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足に加え、上肢痙縮及び下肢痙縮の注

意事項を(3)に追加しました。 
既存適応と同様に、本剤を使用するにあたっては、講習を受けた医師、本剤の安全性・有効性、高度な

解剖学的知識、筋電図測定技術、施注手技に関する十分な知識・経験が必要です。 

 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

【警 告】 

(4)頸部関連筋への投与により、呼吸困難があらわれる

ことがある。［嚥下障害から嚥下性肺炎を引き起こ

し、また、投与部近位への拡散により呼吸機能低下

に至ったとする報告がある。］ 

【警 告】 

(4)痙性斜頸患者への投与により、呼吸困難に至ったと

する報告がある。［嚥下障害から誤飲性肺炎を引き

起こし、また、投与部近位への拡散により呼吸機能

低下があらわれることがある。］ 

＜改訂理由＞ 

適応疾患に関わらず、頸部関連筋への投与に対する注意が必要なことから改訂しました。 
また、「誤飲性肺炎」は、食べ物以外の異物を食道・胃に飲み込んだとの印象を与え表現が適切でなく、

添付文書に標準的に使用されるMedDRA用語ではなかったため、「嚥下性肺炎」に表現を修正しました。 
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(3) 効能・効果に関連する使用上の注意 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

効能・効果に関連する使用上の注意 

本剤を上肢痙縮、下肢痙縮及び 2 歳以上の小児脳性麻

痺患者における下肢痙縮に伴う尖足に対して投与する

場合は、以下の点に注意すること。 
(1)本剤は理学療法、作業療法等の標準的治療の代替

とはならないため、これらの治療と併用して使用

すること。 
(2)本剤は非可逆的拘縮状態となった関節の可動域の

改善に対しては効果を有しない。 
(3)上肢痙縮、下肢痙縮については、痙縮の原因とな

る疾患の診断及び治療を併せて行うこと。 

効能・効果に関連する使用上の注意 

本剤を 2 歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮

に伴う尖足に対して投与する場合は、以下の点に注意

すること。 
(1)本剤は理学療法等の標準的治療の代替とはならな

いため、これらの治療と併用して使用すること。

(2)本剤は非可逆的拘縮状態となった関節の可動域の

改善に対しては効果を有しない。 

＜改訂理由＞ 

上肢痙縮、下肢痙縮及び2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足に対する薬物療法は原

因療法ではなく、治療が必要とされる痙縮や痙縮に伴う尖足を対症的に軽減させ、日常生活動作の改善、

歩行機能の改善、痙縮に伴う疼痛の軽減、介護負担の軽減などが目的・目標となります。そのため、理学

療法、作業療法等の標準的治療と併用して使用することが必要なことから設定しました。 
また、痙縮の原因となる疾患の診断及び治療についても、ボツリヌス毒素療法と併せて行うことを考慮

してください。 
 

 
 
 
(4) 用法・用量に関連する使用上の注意 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

用法・用量に関連する使用上の注意 

複数の適応に本剤を同時投与した場合の安全性は確立

されていないため、複数の適応に本剤を同時に投与し

ないことが望ましい。やむを得ず同時に投与する場合

には、それぞれの効能・効果で規定されている投与量

の上限及び投与間隔を厳守するとともに、3 ヵ月間の

A 型ボツリヌス毒素の累積投与量として 360 単位を上

限とすること。［海外臨床試験において、成人を対象

に上肢痙縮及び下肢痙縮に合計 360 単位を同時に投与

した経験はあるが、国内臨床試験では、複数の適応に

本剤を同時投与した経験はない。］ 

用法・用量に関連する使用上の注意 

複数の適応に本剤を同時投与した場合の安全性は確立

されていない。［臨床試験において、複数の適応に本

剤を同時投与した経験はない。］ 

＜改訂理由＞ 

本剤は、「眼瞼痙攣」、「片側顔面痙攣」、「痙性斜頸」、「上肢痙縮」、「下肢痙縮」、「2歳以上の

小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足」の6種類の適応を有することになりますが、複数の適応

に本剤を同時投与した臨床試験の経験はありません。 
やむを得ず複数の適応に同時投与する場合は、3ヵ月間のA型ボツリヌス毒素の累積投与量として360単

位を上限とし、患者の状態を十分観察しながら慎重に使用してください。 
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改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

用法・用量に関連する使用上の注意 

眼瞼痙攣：＜省略＞ 

片側顔面痙攣：＜省略＞ 

痙性斜頸：＜省略＞ 

上肢痙縮： 

(1)上肢痙縮で緊張筋の同定が困難な場合には、筋電計、超音波検査

やスティミュレーター等を用いて注意深く目標とする部位を同定

すること。 
(2)上肢痙縮患者には、筋ごとの適切な部位及び投与量に留意するこ

と。〔臨床成績等から、以下のような投与筋、投与量及び投与部

位数が推奨されている。〕 

用法・用量に関連する使用上の注意 

眼瞼痙攣：＜省略＞ 

片側顔面痙攣：＜省略＞ 

痙性斜頸：＜省略＞ 
 

  

投与筋 投与量（単位/筋） 投与部位数（部位/筋） 

橈側手根屈筋 50 1 

尺側手根屈筋 50 1 

深指屈筋 50 1 

浅指屈筋 50 1 

長母指屈筋 20 1 

母指内転筋 20 1 
  

 

 

×印：臨床試験での投与部位 

 

 

下肢痙縮： 

(1)下肢痙縮で緊張筋の同定が困難な場合には、筋電計、超音波検査

やスティミュレーター等を用いて注意深く目標とする部位を同定

すること。 
(2)下肢痙縮患者には、筋ごとの適切な部位及び投与量に留意するこ

と。〔臨床成績等から、以下のような投与筋、投与量及び投与部

位数が推奨されている。〕 

 

  

投与筋 投与量（単位/筋） 投与部位数（部位/筋）

腓腹筋（内側頭） 75 3 

腓腹筋（外側頭） 75 3 

ヒラメ筋 75 3 

後脛骨筋 75 3 
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改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

 

 

 
 

 

2 歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足： 

(1)小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足で緊張筋の同定が

困難な場合には、筋電計、超音波検査やスティミュレーター等を

用いて注意深く目標とする部位を同定すること。 
(2)小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足の患者には、筋ご

との適切な部位及び投与量に留意し、注射する。 

2 歳以上の小児脳性麻痺患者における

下肢痙縮に伴う尖足：＜省略＞ 

 

 

（他の筋肉図については、下肢痙縮を参照）

 

＜改訂理由＞ 

上肢痙縮、下肢痙縮では、緊張筋の厚さ及び深さが様々であるため、触診により同定が困難となること

があることから設定しました。目標とする部位を正確に同定するため、必要に応じ筋電計、超音波検査や

スティミュレーター等を用いてください。 
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(5) 慎重投与 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

【使用上の注意】 

1.慎重投与 

(4)閉塞隅角緑内障のある患者又はその素因（狭隅角

等）のある患者［本剤はアセチルコリンの放出抑制

作用を有するため、症状を悪化させる可能性があ

る。］ 

【使用上の注意】 

1.慎重投与 

(4)閉塞隅角緑内障のある患者又はその素因（狭隅角

等）のある患者［本剤は抗コリン作用を有するた

め、症状を悪化させる可能性がある。］ 

＜改訂理由＞ 

「抗コリン作用」は薬理学的に「アセチルコリン受容体での阻害」をいいます。 
広義ではボトックス注用も抗コリン作用ですが、より正確な表現にするため「アセチルコリンの放出抑

制」に修正しました。 
 

 
(6) 重要な基本的注意 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

2.重要な基本的注意 

(1)本剤は眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙

縮、下肢痙縮及び 2 歳以上の小児脳性麻痺患者にお

ける下肢痙縮に伴う尖足の適応のみに使用する製

剤のため、眉間の表情皺に対しては、ボトックスビ

スタ注用 50 単位を用い添付文書を熟読して使用す

ること。これら以外の適応には安全性が確立してい

ないので絶対使用しないこと。 

2.重要な基本的注意 

(1)本剤は眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸及び 2 歳

以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う

尖足の適応のみに使用する製剤のため、眉間の表情

皺に対しては、ボトックスビスタ注用 50 単位を用

い添付文書を熟読して使用すること。これら以外の

適応には安全性が確立していないので絶対使用し

ないこと。 

＜改訂理由＞ 

ボトックス注用50単位、ボトックス注用100単位は、承認された適応であるのみに使用する製剤のため、

適応追加に伴い「上肢痙縮」、「下肢痙縮」を追加しました。 
適正使用推進のため各適応に対応する製剤を使用し、本剤の使用にあたっては添付文書を熟読し、これ

ら以外の適応には安全性が確立していないので絶対使用しないでください。 

 

改 訂 後（下線部：追記部分） 改 訂 前 

2.重要な基本的注意 

(2)本剤の投与に際しては、患者又はそれに代わる適切

な者に、次の事項について文書を用いてよく説明

し、文書による同意を得た後、使用する。 
1)～9) ＜省略＞ 
10)上肢痙縮及び下肢痙縮患者においては、本剤投与

に伴う活動性の上昇や筋力バランスの変化によ

り、転倒等が起こりやすくなる可能性がある。 
11)他の医療施設でボツリヌス毒素の投与を受けてい

る場合には、治療対象疾患及び投与日を必ず申し

出る。 

2.重要な基本的注意 

(2)本剤の投与に際しては、患者又はそれに代わる適切

な者に、次の事項について文書を用いてよく説明

し、文書による同意を得た後、使用する。 
1)～9) ＜省略＞ 

 

＜改訂理由＞ 

同意文書内容について追加しました。上肢痙縮及び下肢痙縮患者においては、本剤治療後に筋肉が弛緩

した結果、体が動かしやすくなり活動性が上昇したり、本剤投与前と異なった筋肉の状態やバランスとな

り、転倒等が起こりやすくなる可能性があることを、患者にご説明ください。また、本剤の用法・用量厳

守のため、他の医療施設でボツリヌス毒素の投与を受けている場合には、治療対象疾患及び投与日を患者

より確認してください。 
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改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

2.重要な基本的注意 

(7)ボツリヌス毒素の投与により、投与筋以外の遠隔筋

に対する影響と考えられる副作用があらわれるこ

とがあり、嚥下障害、肺炎、重度の衰弱等に伴う死

亡例も報告されている。神経学的障害のある患者

（嚥下困難等を有する患者、脳性麻痺等重度の障害

を有する小児患者、痙縮患者等）では、この副作用

のリスクが増加するため特に注意すること。［「副

作用」及び「小児等への投与」の項参照］ 

2.重要な基本的注意 

(7)ボツリヌス毒素の投与により、投与筋以外の遠隔筋

に対する影響と考えられる副作用があらわれるこ

とがあり、嚥下障害、肺炎、重度の衰弱等に伴う死

亡例も報告されている。嚥下困難等の神経疾患を有

する患者、重度の障害を有する小児患者では、この

副作用のリスクが増加するため特に注意するこ

と。［「副作用」及び「小児等への投与」の項参照］

＜改訂理由＞ 

遠隔筋に対する影響と考えられる副作用についてはこれまでも注意喚起を行ってきましたが、適応追加

や海外添付文書の記載状況もふまえ、内容を改訂しました。 
嚥下困難等を有する患者、重度の障害を有する小児患者だけでなく、痙縮患者も含めた「神経学的障害

のある患者」では、遠隔筋に対する影響と考えられる副作用のリスクが増加することがあるため、注意内

容を修正しました。 
 
 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

2.重要な基本的注意 

(9)本剤はできるだけ少量（「用法・用量」の初回投与

量又は承認用量の下限を参照）から投与を開始する

ことが望ましい。なお、疾患の重症度に応じて高用

量を投与しても、効果は期待できない場合がある。

2.重要な基本的注意 

(9)本剤はできるだけ少量（「用法・用量」の初回投与

量を参照）から投与を開始することが望ましい。な

お、疾患の重症度に応じて高い用量を投与しても、

効果は期待できない場合がある。 

＜改訂理由＞ 

各適応において少量や初回投与量の設定が異なることから、記載整備しました。 
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(7) 副作用 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

4.副作用 

眼瞼痙攣を対象とした使用成績調査 6445 例中、652
例(10.12%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告さ

れた。その主なものは、眼瞼下垂 141 例(2.19%)、兎

眼･閉瞼不全 138 例(2.14%)、流涙 67 例(1.04%)であっ

た（再審査終了時）。 
片側顔面痙攣を対象とした使用成績調査 10288 症例

中、725 例(7.05%)に臨床検査値異常を含む副作用が

報告された。その主なものは、兎眼･閉瞼不全 195
例(1.90%)、局所性筋力低下、顔面麻痺各 158 例

(1.54%)、流涙 80 例(0.78%)であった（再審査申請時）。

痙性斜頸を対象とした使用成績調査 6904 症例中、

343 例(4.97%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告

された。その主なものは、嚥下障害 146 例(2.11%)、
局所性筋力低下 59 例(0.85%)、発疹 15 例(0.22%)であ

った（第 12 回安全性定期報告時）。なお、痙性斜頸

の国内臨床試験において本剤との因果関係が完全に

は否定しきれない突然死が 1 例報告されている。 
脳卒中後の上肢痙縮患者を対象とした国内臨床試験

において、総症例 106 例中 17 例(16.04%)に臨床検査

値異常を含む副作用が報告された。その主なもの

は、脱力(感)3 例(2.83%)、CK(CPK)上昇 3 例(2.83%)
であった。（承認時） 
脳卒中後の下肢痙縮患者を対象とした国内臨床試験

において、総症例 115 例中 18 例(15.65%)に臨床検査

値異常を含む副作用が報告された。その主なもの

は、注射部疼痛 5 例(4.35%)、筋痛 3 例(2.61%)、発疹

2 例(1.74%)であった。（承認時） 
2 歳以上の尖足を有する小児脳性麻痺患者における

下肢痙縮を対象とした海外臨床試験 215 例中、副作

用発現率は 67 例(31%)であった。その主なものは転

倒 20 例（9%）、下肢の疼痛 5 例（2%）、下肢の脱

力 5 例（2%）、全身の脱力 4 例（2%）であった。

（承認時） 

4.副作用 

眼瞼痙攣を対象とした使用成績調査 6445 例中、652
例(10.12%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告さ

れた。その主なものは、眼瞼下垂 141 例(2.19%)、兎

眼･閉瞼不全 138 例(2.14%)、流涙 67 例(1.04%)であっ

た（再審査申請時）。 
片側顔面痙攣を対象とした使用成績調査 8070 症例

中、664 例(8.23%)に臨床検査値異常を含む副作用が

報告された。その主なものは、兎眼･閉瞼不全 177
例(2.19%)、局所性筋力低下、顔面麻痺各 147 例

(1.82%)、流涙 76 例(0.94%)であった（第 11 回安全性

定期報告時）。 
痙性斜頸を対象とした使用成績調査 2844 症例中、

200 例(7.03%)に臨床検査値異常を含む副作用が報告

された。その主なものは、嚥下障害 85 例(2.99%)、
局所性筋力低下 33 例(1.16%)、発疹 10 例(0.35%)であ

った（第 9 回安全性定期報告時）。なお、痙性斜頸

の国内臨床試験において本剤との因果関係が完全に

は否定しきれない突然死が 1 例報告されている。 
2 歳以上の尖足を有する小児脳性麻痺患者における

下肢痙縮を対象とした海外臨床試験 215 例中、副作

用発現率は 67 例(31%)であった。その主なものは転

倒 20 例（9%）、下肢の疼痛 5 例（2%）、下肢の脱

力 5 例（2%）、全身の脱力 4 例（2%）であった。

（承認時） 

＜改訂理由＞ 

眼瞼痙攣の再審査結果が2009年6月19日に通知されたため、「再審査終了時」に改訂しました。片側顔面

痙攣は再審査申請時のデータにあわせて、痙性斜頸は 新の安全性定期報告にあわせて、副作用頻度を集

計しなおしました。 
また、上肢痙縮、下肢痙縮については、国内臨床試験成績に基づき主な副作用を追記しました。副作用

発現状況については、14頁以降をご参照ください。 
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改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

4.副作用 

(1)重大な副作用 

1)ショック、アナフィラキシー様症状、血清病（0.01%
未満）：ショック、アナフィラキシー様症状、血清

病を起こす可能性があるので、本剤の投与に際して

は、これらの症状の発現に備えること。 
また、･･･以下省略＜変更なし＞ 

 
 

4.副作用 

(1)重大な副作用 

1)ショック、アナフィラキシー様症状、血清病

（0.01%）：ショック、アナフィラキシー様症状、血

清病を起こす可能性があるので、本剤の投与に際し

ては、これらの症状の発現に備えること。 
また、本剤投与後、悪心等の体調の変化がないか、

患者の状態を十分観察し、異常がないことを確認す

ること。呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、発疹等の

症状が認められた場合には投与を中止し、血圧の維

持、体液の補充管理、気道の確保等の適切な処置を

行うこと。 
2)眼（0.44%）：重篤な角膜露出、持続性上皮欠損、角

膜潰瘍、角膜穿孔の報告があるので、兎眼、閉瞼不

全等が ･･･以下省略＜変更なし＞ 
 

2)眼（0.58%）：重篤な角膜露出、持続性上皮欠損、角

膜潰瘍、角膜穿孔の報告があるので、兎眼、閉瞼不

全等があらわれた場合には、眼球の乾燥を避けるた

め人工涙液等の点眼剤を投与するなど適切な処置を

行うこと。 

3)呼吸障害、嚥下障害（0.63%）：嚥下障害から嚥下性

肺炎を来し、重篤な呼吸困難に至ったとする報告

が、また、･･･以下省略＜変更なし＞ 

3)呼吸障害、嚥下障害（0.51%）：嚥下障害から誤飲性

肺炎を来し、重篤な呼吸困難に至ったとする報告

が、また、本剤の投与部近位への拡散により呼吸機

能低下があらわれることがあるので、特に初回及び

2 回目の投与後 1、2 週間は嚥下障害、声質の変化、

呼吸困難等の発現に留意するとともに、発現が認め

られた場合には、適切な処置を行うこと。 
4)痙攣発作（頻度不明）：痙攣発作あるいはその再発

が報告されて ･･･以下省略＜変更なし＞ 
4)痙攣発作（頻度不明）：痙攣発作あるいはその再発

が報告されているので、これらの症状が認められた

場合には、適切な処置を行うこと。痙攣発作の素因

のある患者に投与する場合には特に注意すること。

なお、小児では大部分が脳性麻痺患者からの報告で

あった。 

＜改訂理由＞ 

眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮のデータより、副作用頻度を集計し直しまし

た。 
また、警告の項と同様に「誤飲性肺炎」を添付文書に標準的に使用されるMedDRA用語「嚥下性肺炎」

に表現を修正しました。 
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改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

(2) その他の副作用 

このような症状があらわれた場合には適切な処置を

行うこと。 

 0.5～2％未満 0.5％未満 頻度不明 

過剰な
筋弛緩
作用 

兎眼、閉瞼不
全、局所性筋
力低下(頸部
筋脱力、口角
下垂等)、眼瞼
下垂、顔面麻
痺 

眼瞼内反 眼瞼外反 

眼 流涙 眼の乾燥感、複
視、角膜糜爛、
霧視(感)、角膜
炎、結膜炎、眼
痛、視力低下、
眼脂、羞明、眼
の刺激、斜視 

 

皮膚  発疹、そう痒
感、脱毛（睫毛
眉毛脱落を含
む）、皮膚炎、
多形紅斑 

乾 癬 様 皮
疹、斑状出血

注射部
位 

 注射部腫脹、注
射部出血斑注 1、
注射部疼痛、注
射部ひきつり
感、近隣筋の疼
痛及び緊張亢
進、注射部不快
感、注射部熱
感、注射部感染 

注射部位過
敏反応、気胸
注 2 

血液  白血球減少、血
小板減少 

 

消化器 嚥下障害 食欲不振、嘔
気、下痢、口内
乾燥、嘔吐 

腹痛 

精神神
経系 

 頭痛、感覚鈍
麻、めまい、失
神、感覚異常、
傾眠、神経根障
害 

不器用、運動
低下 

筋骨格  筋緊張亢進、筋
痛、筋痙縮、四
肢痛、関節痛 

弾発指、滑液
包炎 

その他  倦怠(感)、脱力
(感)、発熱、CK 
(CPK)上昇、感冒
様症状、肺炎、
耳鳴、発汗、呼
吸不全、構語障
害、頻尿、転倒、
挫傷、歩行障害 

聴力低下、ウ
イ ル ス 感
染、耳感染、
尿失禁、関節
脱臼、起立性
低血圧、脱神
経性萎縮/筋
肉萎縮 

注 1：眼瞼痙攣患者において、眼瞼の軟部組織に斑状出血

が起こる可能性があるため、注射直後に注射部位を

軽く押さえることで斑状出血を軽減できる。 
注 2：投与手技に関連した気胸が報告されているので、肺

（特に肺尖部）に近い部位に投与する場合には注意

すること。 

(2) その他の副作用 

 1～5％未満 1％未満 頻度不明 

過剰な

筋弛緩

作用 

兎眼、閉瞼不

全、眼瞼下

垂、局所性筋

力低下（頸部

筋脱力、口角

下垂等） 

顔面麻痺、眼瞼

内反 
眼瞼外反 

眼  複 視 、 霧 視

(感)、羞明、結

膜炎、眼の乾燥

感、眼脂、流涙、

角膜炎、角膜糜

爛、眼痛、視力

低下 

眼の刺激 

皮膚  発 疹 、 そ う 痒

感、多形紅斑、

脱毛（睫毛眉毛

脱落を含む） 

乾癬様皮疹 

注射部

位 

 注射部ひきつり

感 、 注 射 部 腫

脹、注射部出血

斑 、 注 射 部 疼

痛 、 注 射 部 熱

感 、 注 射 部 感

染、近隣筋の疼

痛及び緊張亢進 

 
 

血液  白血球減少、血

小板減少 

 

消化器  嚥下障害、食欲

不振、嘔気、嘔

吐、下痢、口内

乾燥 

腹痛 

精神神

経系 

 頭痛、めまい、

失神、傾眠、神

経根障害、感覚

異常、しびれ感 

 

その他  脱力(感)、倦怠

(感)、発熱、CK 
(CPK) 上昇、耳

鳴、発汗、感冒

様症状 

聴力低下、ウ

イ ル ス 感

染、耳感染、

歩行障害、尿

失禁、転倒 
注：このような症状があらわれた場合には適切な処置を行

うこと。 
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＜改訂理由＞ 

上肢痙縮・下肢痙縮の臨床試験を含め、国内外で集積された副作用を追記しました。 
また、注釈には、眼瞼痙攣患者において、眼瞼の軟部組織に斑状出血が起こる可能性があるため、斑状

出血の軽減について追記しました。また、海外において、投与手技に関連した気胸が報告されているため、

肺（特に肺尖部）に近い部位に投与する場合の注意について追記しました。 

 

 
(8) 高齢者への投与 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

5.高齢者への投与 

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、少

量（「用法・用量」の初回投与量又は承認用量の下

限を参照）から投与を開始するなど患者の状態を観

察しながら慎重に投与すること。 

5.高齢者への投与 

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、少

量（眼瞼痙攣は 1.25 単位／部位、片側顔面痙攣は合

計 10 単位、痙性斜頸は合計 30 単位）から投与を開

始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与す

ること。 

＜改訂理由＞ 

各適応において少量や初回投与量の設定が異なることから、記載整備しました。 

 

 
(9) 小児等への投与 

改 訂 後（下線部：改訂部分） 改 訂 前 

7.小児等への投与 

2 歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴

う尖足以外の適応では小児に対する安全性は確立し

ていない（使用経験がない）。 
小児において本剤による治療中に死亡例が報告され

ており、その中には重度の神経筋疾患、嚥下困難、

嚥下性肺炎、痙攣発作、心臓疾患等の危険因子を有

する症例も認められた。四肢麻痺の患者、経管栄養

補給を受けている患者又は嚥下性肺炎や肺疾患の既

往を有する患者等、重度の障害を有する小児患者に

投与する場合には、観察を十分に行うこと。 

7.小児等への投与 

2 歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴

う尖足以外の適応では小児に対する安全性は確立し

ていない（使用経験がない）。 
小児において本剤による治療中に死亡例が報告され

ており、その中には重度の神経筋疾患、嚥下困難、

誤飲性肺炎、痙攣発作、心臓疾患等の危険因子を有

する症例も認められた。四肢麻痺の患者、経管栄養

補給を受けている患者又は誤飲性肺炎や肺疾患の既

往を有する患者等、重度の障害を有する小児患者に

投与する場合には、観察を十分に行うこと。 

＜改訂理由＞ 

警告の項と同様に「誤飲性肺炎」を添付文書に標準的に使用されるMedDRA用語「嚥下性肺炎」に表現

を修正しました。 

 

 
3. その他の改訂内容 

【臨床成績】に「上肢痙縮」と「下肢痙縮」の国内臨床成績を記載しました。詳細に関しては、添付文

書全文をご確認ください。 

 

 

4.改訂添付文書使用時期 

2011年1月以降生産分より使用予定 
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5.（参考）上肢痙縮及び下肢痙縮の副作用発現状況 

 

ボトックス注用 50 単位・100 単位 国内臨床試験成績（承認時） 

＜上肢痙縮＞ 

調査症例数 106 

副作用等の発現症例数 17（16.04%） 

 

副作用 発現例数(発現率) 

血液およびリンパ系障害 1（0.94%） 

 汎血球減少症 1（0.94%） 

神経系障害 2（1.89%） 

 感覚障害 1（0.94%） 

 感覚鈍麻 1（0.94%） 

眼障害 1（0.94%） 

 眼瞼痙攣 1（0.94%） 

血管障害 1（0.94%） 

 失血 1（0.94%） 

呼吸器、胸郭および縦隔障害 2（1.89%） 

 拘束性肺疾患 1（0.94%） 

 発声障害 1（0.94%） 

筋骨格系および結合組織障害 3（2.83%） 

 関節痛 1（0.94%） 

 筋力低下 1（0.94%） 

 四肢痛 1（0.94%） 

全身障害および投与局所様態 5（4.72%） 

 末梢性浮腫 2（1.89%） 

 無力症 2（1.89%） 

 注射部位内出血 1（0.94%） 

臨床検査 4（3.77%） 

 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 3（2.83%） 

 握力低下 1（0.94%） 

傷害、中毒および処置合併症 2（1.89%） 

 挫傷 1（0.94%） 

 擦過傷 1（0.94%） 

 上腕骨骨折 1（0.94%） 

 転倒 1（0.94%） 

 橈骨骨折 1（0.94%） 

注）器官別大分類（網掛け欄）は例数を、基本語（白色欄）は件数を表示 
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ボトックス注用 50 単位・100 単位 国内臨床試験成績（承認時） 

＜下肢痙縮＞ 

調査症例数 115 

副作用等の発現症例数 18（15.65%） 

 

副作用 発現例数(発現率) 

血液およびリンパ系障害 1（0.87%） 

 赤血球増加症 1（0.87%） 

代謝および栄養障害 1（0.87%） 

 低ナトリウム血症 1（0.87%） 

神経系障害 2（1.74%） 

 運動失調 1（0.87%） 

 浮動性めまい 1（0.87%） 

眼障害 1（0.87%） 

 羞明 1（0.87%） 

肝胆道系障害 2（1.74%） 

 肝機能異常 2（1.74%） 

皮膚および皮下組織障害 2（1.74%） 

 紅斑 1（0.87%） 

 湿疹 1（0.87%） 

筋骨格系および結合組織障害 4（3.48%） 

 筋痛 3（2.61%） 

 筋痙縮 1（0.87%） 

全身障害および投与局所様態 7（6.09%） 

 注射部位疼痛 4（3.48%） 

 投与部位疼痛 1（0.87%） 

 歩行障害 1（0.87%） 

 末梢性浮腫 1（0.87%） 

臨床検査 1（0.87%） 

 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1（0.87%） 

傷害、中毒および処置合併症 1（0.87%） 

 関節捻挫 1（0.87%） 

注）器官別大分類（網掛け欄）は例数を、基本語（白色欄）は件数を表示 
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