
— 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

このたび、標記製品の使用上の注意事項を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、新しい使用上の注意をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容（下線部　　：改訂・追記箇所、　　：削除箇所）】
改 訂 後 改 訂 前

4. 副作用
⑴重大な副作用（頻度不明）

1）視力障害（内容省略）
2）重篤な肝障害（内容省略）
3）ショック、アナフィラキシー様症状（内容省略）
4）間質性肺炎、好酸球性肺炎（内容省略）
5）�皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、

中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、紅皮症（剥脱
性皮膚炎）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson
症候群）、中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、紅
皮症（剥脱性皮膚炎）があらわれることがある
ので、観察を十分に行い、異常が認められた場
合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行う
こと。

6）�血小板減少：血小板減少があらわれることがあ
るので、定期的に血液検査を行うなど観察を十
分に行い、異常が認められた場合には投与を中
止するなど適切な処置を行うこと。

⑵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。
種 類 頻度不明

知 覚 神 経注1） 下肢のしびれ感

精神神経系注2） 幻覚、不安、不眠

過 敏 症注2） 発熱、発疹、瘙痒

血 液 白血球減少、好中球減少、好酸球増多

肝 臓 一過性のAST（GOT）、ALT（GPT）の上昇

消 化 器 食欲不振、悪心、嘔吐、胃部不快感、胃痛

そ の 他 頭痛、めまい感、倦怠感、高尿酸血症

注1）�投与を中止すること。やむを得ず継続する必要がある場
合には、慎重に投与すること。

注2）投与を中止すること。

4. 副作用
⑴重大な副作用（頻度不明）

1）視力障害（内容省略）
2）重篤な肝障害（内容省略）
3）ショック、アナフィラキシー様症状（内容省略）
4）間質性肺炎、好酸球性肺炎（内容省略）

➡追記

➡追記

⑵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。
種 類 頻度不明

知 覚 神 経注1） 下肢のしびれ感

精神神経系注2） 幻覚、不安、不眠

過 敏 症注2） 発熱、発疹、瘙痒

血 液 白血球減少、好中球減少、血小板減少

肝 臓 一過性のAST（GOT）、ALT（GPT）の上昇

消 化 器 食欲不振、悪心、嘔吐、胃部不快感、胃痛

そ の 他 頭痛、めまい感、倦怠感、高尿酸血症

注1）�投与を中止すること。やむを得ず継続する必要がある場
合には、慎重に投与すること。

注2）投与を中止すること。

平成20年12月
劇薬、指定医薬品、処方せん医薬品
結核化学療法剤

・
エタンブトール塩酸塩錠
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【改訂理由（事務連絡 平成20年11月28日付 および 自主改訂）】
1. 厚生労働省医薬食品局安全対策課 事務連絡に基づく改訂
「重大な副作用」の項への追記：
①国内にて重篤な副作用症例が集積されたため、“皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、

中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、紅皮症（剥脱性皮膚炎）”を追記いたしました。

②国内にて重篤な副作用症例が集積されたため、“血小板減少”を追記いたしました。

2. 自主改訂
「その他の副作用」の変更：
①「その他の副作用」の項への追記
国内にて副作用症例が集積されたため、“好酸球増多”を追記いたしました。

②一部副作用の削除
“血小板減少”が「重大な副作用」の項へ追記されたため、「その他の副作用」から削除いたしま�
した。

改訂後「使用上の注意」全文も併せてご参照下さい。
なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG�SAFETY�UPDATE�医薬品安全対策
情報（DSU）No.175（2008年12月）」に掲載されます。

【症例の概要】
下記に、中毒性表皮壊死症、皮膚粘膜眼症候群、紅皮症、および血小板減少の症例概要を紹介いたし�
ます。

中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）
患者

1日投与量
投与期間

副作用

性・年齢 使用理由
（合併症） 経過及び処置

男
10歳代

皮膚結核
（なし）

500mg×2回
29日間

中毒性表皮壊死症（ライエル型）型薬疹
投与23日前� �皮膚結核治療のためイソニアジド400mg、リファンピシン450mgの内服開始。
投与開始日� �反応が悪いためエタンブトール塩酸塩1000mgを追加。

その間、時々 37-38度台の熱発あり。
投与26日目� �突然39度台の熱発及び悪寒・戦慄が出現する。粘膜症状も出現。
投与28日目� �ほぼ全身に紅斑が出現し、一部びらんを形成。
投与29日目� �頭部、背部、臀部、手足にもびらん面が拡大する。TENと診断。

（投与中止日）� �イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール塩酸塩の投与を中止。
中止3日後� �ベタメタゾン8mgのiv投与開始。
中止7日後� �紅斑は消退傾向となり、ベタメタゾンは8mgから6mgへ減量。その後もiv

で4mgまで減量する。
中止15日後� �経口可能となり、ベタメタゾン3mg内服に変更。びらん面は徐々に上皮化

したが、臀部、頭部は深い潰瘍が残存した。
中止28日後� �ベタメタゾン2mgへ減量。
中止49日後� �ベタメタゾン1.5mgへ減量。
中止74日後� �ベタメタゾン1.25mgへ減量。
中止144日後� �潰瘍面はほぼ上皮化し、退院。

（皮膚結核に対しては、本剤中止7日後より71日間、ストレプトマイシン
2g/週を投与した。）

併用薬：イソニアジド、リファンピシン
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皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）
患者

1日投与量
投与期間

副作用

性・年齢 使用理由
（合併症） 経過及び処置

女
30歳代

肺結核
（気管支喘息）

750mg×1回
57日間

スティーブンス・ジョンソン症候群、肝機能障害
投与31日前� �咳嗽、発熱発症。
投与28日前� �気管支内視鏡検査、PCR陽性で肺結核と診断。

イソニアジド、リファンピシン投与開始。
投与開始日� �エタンブトール塩酸塩、ピラジナミド追加。
投与54日目� �両前腕より皮疹出現し、増悪。
投与57日目� �入院。スティーブンス・ジョンソン症候群と診断。

（投与中止日）� �入院後、結核治療薬すべて中止し、ステロイド外用と抗アレルギー剤内
服で経過をみる。
右前腕の紅斑部より生検。表皮、海綿状態と液状変性軽度みられる。
表皮内リンパ球侵入軽度あり。真皮、血管周囲性に軽度細胞浸潤。

（リンパ球、好酸球、好中球少数。）
この頃より、薬剤に起因すると考えられるトランスアミナーゼの上昇を
認めている。

中止3日後� �皮膚症状増悪、顔面潮紅浮腫性、眼病変（角膜炎、結膜炎、浮腫）出現。
口腔内びらん軽度、眼、鼻、口唇等開口部、びらん痂皮化。
全身の紅斑融合し、紅皮症様になる。（びらん、水疱は生じない）
発熱も続く。メチルプレドニゾロンによるパルス療法開始する。

中止6日後� �解熱、顔面腫脹軽減。開口部も上皮化、軽燃化。顔面、体幹の紅斑は色
素沈着化、落屑伴う。四肢には紅斑残る。眼、口腔症状も軽減。
プレドニゾロン内服に切り替えて、症状みながら徐々に減量。

中止11日後� �全身落屑と色素沈着のみとなる。
中止18日後� �プレドニゾロン内服終了。抗アレルギー剤内服（そう痒あるため）と外

用剤（保湿目的）は継続。
中止35日後� �完治。

試験
被疑薬 DLST※1 パッチテスト※2

（濃度：1w/w％） （濃度：10w/w％）
EB （−） （−） （＋）
INH （−） （−） （＋）
RFP （−） （−） （−）
PZA （−） （−） （−）

※1：�DLSTは投与中止日および中止39日後に実施しいずれも陰性。
※2：�パッチテストは中止33日後および中止42日後〜中止68日後にかけ

て実施。テオフィリン、プランルカスト水和物、ベンズブロマロン
はすべて陰性。

臨床検査値
投与前 投与中止日 中止3日後 中止5日後 中止10日後 中止18日後

白血球数（/μL） 5400 5200 9500 9400 12300 8400
ヘモグロビン（g/dL） 13.1 13.6 15.4 12.0 — —
血小板数（×104/μL） 26.4 20.4 11.2 14.0 29.6 24.5
好酸球（％） 3.0 7.0 3 — 12 10
AST（U/L） 18 41 47 45 27 58
ALT（U/L） 14 56 73 150 216 154
ALP（U/L） 191 223 123 194 271 211
γ-GTP（U/L） 12 26 24 44 109 60
総ビリルビン（mg/dL） 0.7 0.6 0.2 0.3 0.3 0.5
CRP（mg/dL） 0.1 0.8 8.4 2.4 0.2 0

併用薬：リファンピシン、ピラジナミド、イソニアジド、テオフィリン、プランルカスト水和物、ベンズブロマロン
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紅皮症（剥脱性皮膚炎）
患者

1日投与量
投与期間

副作用

性・年齢 使用理由
（合併症） 経過及び処置

女
50歳代

肺結核症
（慢性腎不全）

750mg×1回
（隔日）
264日間

250mg×3回
1日間

紅皮症型中毒疹、肝機能障害
既往歴：海綿状血管腫切除術、腎機能障害

投与258日目� �体幹に紅斑、丘疹出現し、四肢にも拡大あり、口唇にびらん出現あり。
中止2日後� �当科紹介、入院となる。入院後、補液、ケトチフェンフマル酸塩、d-ク

ロルフェニラミンマレイン酸塩内服。ジフロラゾン酢酸エステル軟膏に
て皮疹は徐々に改善したが、そう痒感は若干残っている。

治療薬剤
ケトチフェン 経口 2mg/日 11日間
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 経口 12mg/日�11日間
ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 3g/日 11日間
本剤中止20日後〜 24日後にかけて、皮疹改善後リファンピシンの内服テ
ストするも陰性。

中止27日後� �本剤の内服テスト開始、（750mg/日、分3、経口）
PM7:00より、37.7℃の発熱と倦怠感、頭痛あり。

中止28日後� �朝より、体幹にそう痒感を伴うびまん性紅斑、発熱37.7℃の再現あり、口
唇にもびらん出現した。以上より内服テスト陽性と診断した。肝機能障
害は軽快。

中止48日後� �軽快。

臨床検査値
投与5日目 投与238日目 中止2日後 中止28日後

白血球数（/μL） 7400 3600 9900 7000
好中球（％） 80.2 53.0 57.0 81.5
好酸球（％） 6.2 7.6 22.0 0
単球（％） 7.9 13.2 9.5 3.0
AST（U/L） 15 26 49 29
ALT（U/L） 13 21 45 25
γ-GTP（U/L） 45 43 257 98
LDH（IU/L） 128 175 332 200

併用薬：�リファンピシン、ラベプラゾールナトリウム、モサプリドクエン酸塩水和物、アルファカルシドール、ピリドキサールリン
酸エステル水和物

血小板減少
患者

1日投与量
投与期間

副作用

性・年齢 使用理由
（合併症） 経過及び処置

男
60歳代

肺結核症
（なし）

750mg×1回
29日間

750mg×1回
8日間

血小板減少症
投与27日目� �血液検査にて血小板減少。3.0×104/μL。
投与28日目� �血便、皮下出血、血痰あり。
投与29日目� �血小板数0.4×104/μLとさらに減少。ブレドニゾロン 30mg/日経口投与開始。

（投与中止日）
中止1日後� �濃厚血小板20単位輸血。
中止3日後� �濃厚血小板20単位輸血。
中止5日後� �濃厚赤血球2単位輸血。
中止6日後� �濃厚赤血球2単位輸血。
中止14日後� �血小板6.3×104/μLまで改善。
中止30日後� �発熱あり、結核の悪化と診断。
中止32日後� �エタンブトール塩酸塩、ピラジナミド、イソニアジド再投与する。

（投与再開日）
再投与8日目� �その後発熱続き、投与中止。

（再中止日）� �肺炎、敗血症合併。
再中止21日後��死亡。

臨床検査値
投与前 投与中止日 中止3日後 中止14日後 投与再開日

血小板数（×104/μL） 34.8 0.4 0.2 6.3 17.4

再投与7日目 再中止1日後 再中止3日後 再中止6日後 再中止10日後
血小板数（×104/μL） 14.2 3.2 1.0 4.9 7.7

併用薬：イソニアジド、ピラジナミド、リファンピシン、センナ・センナ実
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エサンブトール錠125mg・250mg　使用上の注意（全文）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則と
するが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）
⑴視神経炎のある患者
［視力障害が増強されるおそれがある。（「眼障害予
防の具体的方法」の⑵項参照）］

⑵糖尿病患者、アルコール中毒患者
［既に視神経障害を起こしている場合があり、症状
が増悪されるおそれがある。］

⑶乳・幼児
［視力障害の早期発見が極めて困難である。］

【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
腎障害のある患者

［蓄積を起こすことが報告されている。］
2. 重要な基本的注意
⑴視力障害があらわれることがあるので、視力検査等
を十分に行い、投与すること。

（「眼障害予防の具体的方法」の項参照）
⑵他の抗結核薬との併用により、重篤な肝障害があら
われることがあるので、併用する場合は定期的に肝
機能検査を行うこと。

（「3. 相互作用」「4. ⑴重大な副作用」の項参照）
3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リファンピシン 視力障害が増強され
るおそれがある。

機序は不明である
が、動物実験（ラッ
ト）において、併用
した場合に本剤の視
力障害を増強したと
の報告がある。

他の抗結核薬
イソニアジド
リファンピシン

等

重篤な肝障害があら
われることがあるの
で、定期的に肝機能
検査を行うこと。

機序不明

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。
⑴重大な副作用（頻度不明）
1）�視力障害：視神経障害による視力低下、中心暗点、

視野狭窄、色神異常等の視力障害があらわれるこ
とがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には、投与を中止すること。

2） 重篤な肝障害：劇症肝炎等の重篤な肝障害があら
われることがあるので、定期的に肝機能検査を行
うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合
には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3）�ショック、アナフィラキシー様症状：ショック、
アナフィラキシー様症状があらわれることがある
ので、観察を十分に行い、呼吸困難、全身潮紅、
血管浮腫（顔面浮腫、喉頭浮腫等）、蕁麻疹等の異
常が認められた場合には投与を中止し、適切な処
置を行うこと。

4）�間質性肺炎、好酸球性肺炎：間質性肺炎、好酸球
性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分
に行い、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等
が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホ
ルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

5）�皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、中
毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、紅皮症（剥脱性
皮膚炎）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症
候群）、中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）、紅皮症（剥
脱性皮膚炎）があらわれることがあるので、観察
を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに
投与を中止し、適切な処置を行うこと。

6）�血小板減少：血小板減少があらわれることがある
ので、定期的に血液検査を行うなど観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止する
など適切な処置を行うこと。

⑵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。

種 類 頻度不明

知 覚 神 経注1） 下肢のしびれ感

精神神経系注2） 幻覚、不安、不眠

過 敏 症注2） 発熱、発疹、瘙痒

血 液 白血球減少、好中球減少、好酸球増多

肝 臓 一過性のAST（GOT）、ALT（GPT）の上昇

消 化 器 食欲不振、悪心、嘔吐、胃部不快感、胃痛

そ の 他 頭痛、めまい感、倦怠感、高尿酸血症

注1）�投与を中止すること。やむを得ず継続する必要がある場
合には、慎重に投与すること。

注2）投与を中止すること。

5. 高齢者への投与
⑴一般に高齢者では生理機能が低下しているので、少
量から投与を開始するなど注意すること。

⑵高齢者では視力障害があらわれやすいので、定期的
に視力検査を行い、患者の状態を観察しながら、慎
重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴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。
［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。］
⑵授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。
［母乳中へ移行することが報告されている。］
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7. 小児等への投与
乳児、幼児に対する安全性は確立していないので、原
則として投与しないこと。

［視力障害の早期発見が極めて困難である。（「原則禁忌」
の項参照）］

8. 適用上の注意
薬剤交付時
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用する
よう指導すること。［PTPシートの誤飲により、硬い
鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦
隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されて
いる。］

9. その他の注意
本剤は視力障害を来すことがあるので、投与中は常に
患者の観察、服薬指導を十分に行い、視力障害の徴候
がみられたときは直ちに投与中止などの措置が必要で
ある。
視力障害は主として視神経炎によるとされており、初
期症状として霧視、注視している対象物が何となく見
えにくい、黒ずんで見える、色調が変わって見えるな
どの訴えが多い。
一般に視力障害は早期に発見し、速やかに投与を中止
すれば比較的短期間のうちに回復するとされているが、
発見の遅れた重症の視力障害例では回復の遷延化、又
は未回復も報告されている。
本剤による視力障害例を追跡調査した報告では、高齢
者で体重当りの投与量の多い患者、腎機能の低下した
患者や糖尿病患者において、副作用が発現しやすい傾
向にあるとされている。

—————— 眼障害予防の具体的方法 ——————

本剤の投与により、視力障害があらわれることがある
ので、次のような注意をはらい、視力障害の早期発見
に努めること。
なお、本剤による視力障害は、早期に発見し投与を中
止すれば可逆的であるが、発見が遅れ高度に進行する
と非可逆的になることがある。

⑴本剤の投与に際しては、次の点を患者に十分徹底
すること。
1） 本剤の投与により、ときに視力障害があらわれ

ること。
2） この視力障害は、早期に発見し、投与を中止す

れば可逆的であること。
3） この視力障害は、新聞を片眼ずつ一定の距離で

毎朝読むことによって、早期に発見できること。
4） 視力の異常に気づいたときは、直ちに主治医に

申し出ること。
⑵本剤の投与開始前に、あらかじめ少なくとも視力

検査及び外眼検査を実施すること。
開始前の検査で白内障・視神経炎等の異常が認め
られた場合には、適当な処置を講じてから、本剤
を投与すること。
投与中は定期的に眼の検査を行い、異常が認めら
れた場合には、投与を中止し、精密な検査を行う
こと。
なお、簡便な眼の検査としては、次のような方法
がある。
1）試視力表を用いる視力検査
2）指を用いる視野狭窄検査
3）中心暗点計による検査
4）眼底検査
5）色盲表による検査

⑶本剤を高齢者に投与する場合には、視力検査を特
に慎重に行うこと。


