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(5)警告 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

【警告】 

1. 本剤を治療に用いる場合は、本剤の必要性を

慎重に検討すること。 

2. インフルエンザウイルス感染症の予防の基本

はワクチンによる予防であり、本剤の予防使

用はワクチンによる予防に置き換わるもので

はない。 

 

【警告】 

1. 本剤を治療に用いる場合は、本剤の必要性を

慎重に検討すること。 

2. インフルエンザウイルス感染症の予防の基本

はワクチン療法であり、本剤の予防使用はワ

クチン療法に置き換わるものではない。 

 

<改訂理由> 

「ワクチン療法」を「ワクチンによる予防」に用語を変更しました。 

 
 
 

(6)用法・用量に関連する使用上の注意 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

用法・用量に関連する使用上の注意 

1. ＜省略＞ 

2. 本剤を予防に用いる場合には、次の点に注意し

て使用すること。 

(1)＜省略＞ 
(2)インフルエンザウイルス感染症に対する予

防効果は、本剤を連続して使用している期間の

み持続する。 

3. ＜省略＞ 
 

用法・用量に関連する使用上の注意 

1. ＜省略＞ 

2. 本剤を予防に用いる場合には、次の点に注意し

て使用すること。 

(1)＜省略＞ 
(2)インフルエンザウイルス感染症に対する予

防効果は、本剤を連続して服用している期間の

み持続する。 

3. ＜省略＞ 

 

<改訂理由> 

用法・用量に関連する使用上の注意 2 (2)に記載のある「服用」を「使用」に記載整備しました。 
 
 
 
  

3.改訂添付文書使用時期 

2015年12月以降生産分より使用予定  

 
「使用上の注意改訂のお知らせ」に DI 面はありません。 
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2015 年 8 月作成 

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

 

－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。－ 

使用上の注意改訂のお知らせ 
 

2015 年 8 月 
 

（一般名：ザナミビル水和物） 

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【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

 
1.主な改訂内容 

＜薬食安通知による改訂＞ 

項  目 内  容 

慎重投与 
［追加］

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者への注意喚起を記載しました。

重要な基本的注意 
［追加］

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者への注意喚起を記載しました。

＜自主改訂＞ 

項  目 内  容 

副作用 
［一部改訂］

「予防」の適応に関する再審査結果が通知されたため、「再審査申請時」

を「再審査終了時」へ変更しました。 

「その他の副作用」に「低体温」を記載しました。 

適用上の注意 
［一部改訂］

承認条件の一部削除に伴い、「プラセボによるデモンストレーション」に

関する記載を削除しました。 

警告 
［記載整備］

「ワクチン療法」を「ワクチンによる予防」へ用語を変更しました。 

用法・用量に関連する使

用上の注意 
［記載整備］

「服用」を「使用」へ用語を変更しました。 
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2.改訂内容と改訂理由 

＜薬食安通知による改訂＞ 

(1)慎重投与、重要な基本的注意 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改 訂 前 

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者（「重

要な基本的注意」参照） 

慎重投与の項記載なし 

2.重要な基本的注意 

(1)～(5)＜省略＞ 
(6) 本剤は、夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物

を使用しており、乳製品に対して過敏症の既往

歴のある患者に投与した際にアナフィラキシ

ーがあらわれたとの報告があるので、投与に際

しては十分に注意すること。 
 

1.重要な基本的注意 

(1)～(5)＜省略＞ 

<改訂理由> 

本剤は添加物として乳糖を使用していますが、乳糖には夾雑物として乳蛋白が含まれており、乳製

品に対して過敏症の既往歴のある患者が使用した際に、本剤との因果関係が否定できないアナフィラ

キシーがあらわれたとの報告があるので、乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者に関する注意喚

起を記載しました。 

 

 

＜自主改訂＞ 

(2)副作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

 
治療： 
＜成人＞ ＜省略＞ 
＜小児＞ ＜省略＞ 
予防： 
国内臨床試験において、総症例161例中、2例（1.2％）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承

認時）。特定使用成績調査289例中、副作用は報告

されなかった（再審査終了時）。 

2.副作用 

治療： 
＜成人＞ ＜省略＞ 
＜小児＞ ＜省略＞ 
予防： 
国内臨床試験において、総症例161例中、2例（1.2％）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承

認時）。特定使用成績調査289例中、副作用は報告

されなかった（再審査申請時）。 

<改訂理由> 

「予防」の適応に関する再審査結果通知（厚生労働省発薬食0324第1号）に基づき、「副作用」の

項の予防投与試験に関する概要の（再審査申請時）の記載を（再審査終了時）に変更しました。 
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(3)副作用（その他の副作用） 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

3．副作用 

(2)その他の副作用 
 0.1～1% 0.1%未満 頻度不明注 1）

省略 

全身症

状 

 発汗、発熱、頚部

痛、背部痛、低体

温 

 

注 1）自発報告又は海外のみで認められている副作用につ

いては頻度不明とした。 

 

2．副作用 

(2)その他の副作用 
 0.1～1% 0.1%未満 頻度不明注 1）

省略 

全身症

状 

 発汗、発熱、頚部

痛、背部痛 

 

注 1）自発報告又は海外のみで認められている副作用につ

いては頻度不明とした。 

 

<改訂理由> 

本剤との因果関係が否定できない症例が集積されていることから、「その他の副作用」の項に「低

体温」を追記しました。 

 

(4)適用上の注意 

改 訂 後 改訂前（取消線部：削除箇所） 

6．適用上の注意 
(1) ＜省略＞ 
(2) 患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディ

スクヘラー®）及び使用説明書を渡し、使用方

法を指導すること。なお、小児に対しては、

本剤を適切に吸入投与できると判断された場

合にのみ投与すること（「小児等への投与」

の項参照）。 
 

 

5．適用上の注意 

(1) ＜省略＞ 
(2)  患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディス

クヘラー®）及び使用説明書を渡し、プラセボ

によるデモンストレーションをも含めて使用

方法を指導すること。なお、小児に対しては、

本剤を適切に吸入投与できると判断された場

合にのみ投与すること（「小児等への投与」の

項参照）。 
 

<改訂理由> 

「予防」の適応に関する再審査結果通知に基づき【承認条件】の項「1）本剤を使用する患者に対

しては、吸入器具の取扱いについて、プラセボを使用したデモンストレーション等の服薬指導を含め

て、医療従事者が十分な情報伝達を行えるよう必要な措置を講じること。」を削除しました。これに

伴い、適用上の注意の(2)に記載しておりました「プラセボによるデモンストレーションをも含めて」

を削除しました。 
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2.改訂内容と改訂理由 

＜薬食安通知による改訂＞ 

(1)慎重投与、重要な基本的注意 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改 訂 前 

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者（「重

要な基本的注意」参照） 

慎重投与の項記載なし 

2.重要な基本的注意 

(1)～(5)＜省略＞ 
(6) 本剤は、夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物

を使用しており、乳製品に対して過敏症の既往

歴のある患者に投与した際にアナフィラキシ

ーがあらわれたとの報告があるので、投与に際

しては十分に注意すること。 
 

1.重要な基本的注意 

(1)～(5)＜省略＞ 

<改訂理由> 

本剤は添加物として乳糖を使用していますが、乳糖には夾雑物として乳蛋白が含まれており、乳製

品に対して過敏症の既往歴のある患者が使用した際に、本剤との因果関係が否定できないアナフィラ

キシーがあらわれたとの報告があるので、乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者に関する注意喚

起を記載しました。 

 

 

＜自主改訂＞ 

(2)副作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

 
治療： 
＜成人＞ ＜省略＞ 
＜小児＞ ＜省略＞ 
予防： 
国内臨床試験において、総症例161例中、2例（1.2％）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承

認時）。特定使用成績調査289例中、副作用は報告

されなかった（再審査終了時）。 

2.副作用 

治療： 
＜成人＞ ＜省略＞ 
＜小児＞ ＜省略＞ 
予防： 
国内臨床試験において、総症例161例中、2例（1.2％）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承

認時）。特定使用成績調査289例中、副作用は報告

されなかった（再審査申請時）。 

<改訂理由> 

「予防」の適応に関する再審査結果通知（厚生労働省発薬食0324第1号）に基づき、「副作用」の

項の予防投与試験に関する概要の（再審査申請時）の記載を（再審査終了時）に変更しました。 
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(3)副作用（その他の副作用） 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

3．副作用 

(2)その他の副作用 
 0.1～1% 0.1%未満 頻度不明注 1）

省略 

全身症

状 

 発汗、発熱、頚部

痛、背部痛、低体

温 

 

注 1）自発報告又は海外のみで認められている副作用につ

いては頻度不明とした。 

 

2．副作用 

(2)その他の副作用 
 0.1～1% 0.1%未満 頻度不明注 1）

省略 

全身症

状 

 発汗、発熱、頚部

痛、背部痛 

 

注 1）自発報告又は海外のみで認められている副作用につ

いては頻度不明とした。 

 

<改訂理由> 

本剤との因果関係が否定できない症例が集積されていることから、「その他の副作用」の項に「低

体温」を追記しました。 

 

(4)適用上の注意 

改 訂 後 改訂前（取消線部：削除箇所） 

6．適用上の注意 
(1) ＜省略＞ 
(2) 患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディ

スクヘラー®）及び使用説明書を渡し、使用方

法を指導すること。なお、小児に対しては、

本剤を適切に吸入投与できると判断された場

合にのみ投与すること（「小児等への投与」

の項参照）。 
 

 

5．適用上の注意 

(1) ＜省略＞ 
(2)  患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディス

クヘラー®）及び使用説明書を渡し、プラセボ

によるデモンストレーションをも含めて使用

方法を指導すること。なお、小児に対しては、

本剤を適切に吸入投与できると判断された場

合にのみ投与すること（「小児等への投与」の

項参照）。 
 

<改訂理由> 

「予防」の適応に関する再審査結果通知に基づき【承認条件】の項「1）本剤を使用する患者に対

しては、吸入器具の取扱いについて、プラセボを使用したデモンストレーション等の服薬指導を含め

て、医療従事者が十分な情報伝達を行えるよう必要な措置を講じること。」を削除しました。これに

伴い、適用上の注意の(2)に記載しておりました「プラセボによるデモンストレーションをも含めて」

を削除しました。 
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(5)警告 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

【警告】 

1. 本剤を治療に用いる場合は、本剤の必要性を

慎重に検討すること。 

2. インフルエンザウイルス感染症の予防の基本

はワクチンによる予防であり、本剤の予防使

用はワクチンによる予防に置き換わるもので

はない。 

 

【警告】 

1. 本剤を治療に用いる場合は、本剤の必要性を

慎重に検討すること。 

2. インフルエンザウイルス感染症の予防の基本

はワクチン療法であり、本剤の予防使用はワ

クチン療法に置き換わるものではない。 

 

<改訂理由> 

「ワクチン療法」を「ワクチンによる予防」に用語を変更しました。 

 
 
 

(6)用法・用量に関連する使用上の注意 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

用法・用量に関連する使用上の注意 

1. ＜省略＞ 

2. 本剤を予防に用いる場合には、次の点に注意し

て使用すること。 

(1)＜省略＞ 
(2)インフルエンザウイルス感染症に対する予

防効果は、本剤を連続して使用している期間の

み持続する。 

3. ＜省略＞ 
 

用法・用量に関連する使用上の注意 

1. ＜省略＞ 

2. 本剤を予防に用いる場合には、次の点に注意し

て使用すること。 

(1)＜省略＞ 
(2)インフルエンザウイルス感染症に対する予

防効果は、本剤を連続して服用している期間の

み持続する。 

3. ＜省略＞ 

 

<改訂理由> 

用法・用量に関連する使用上の注意 2 (2)に記載のある「服用」を「使用」に記載整備しました。 
 
 
 
  

3.改訂添付文書使用時期 

2015年12月以降生産分より使用予定  

 
「使用上の注意改訂のお知らせ」に DI 面はありません。 
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■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれます。 

 

－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。－ 

使用上の注意改訂のお知らせ 
 

2015 年 8 月 
 

（一般名：ザナミビル水和物） 

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【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

 
1.主な改訂内容 

＜薬食安通知による改訂＞ 

項  目 内  容 

慎重投与 
［追加］

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者への注意喚起を記載しました。

重要な基本的注意 
［追加］

乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者への注意喚起を記載しました。

＜自主改訂＞ 

項  目 内  容 

副作用 
［一部改訂］

「予防」の適応に関する再審査結果が通知されたため、「再審査申請時」

を「再審査終了時」へ変更しました。 

「その他の副作用」に「低体温」を記載しました。 

適用上の注意 
［一部改訂］

承認条件の一部削除に伴い、「プラセボによるデモンストレーション」に

関する記載を削除しました。 

警告 
［記載整備］

「ワクチン療法」を「ワクチンによる予防」へ用語を変更しました。 

用法・用量に関連する使

用上の注意 
［記載整備］

「服用」を「使用」へ用語を変更しました。 

 

  




