
 

 
本剤を適正に使用していただくため、投与前の注意点、投与に際しての注意点、

重大な副作用等の重要な事項について解説しています。 

本剤の使用に際しては、本冊子を熟読いただき、十分に注意をしていただきま

すようお願い致します。 
 
【警告】 

（1）本剤は点滴静脈内注射のみに用いること。また、投与は必ず15分間以上か

けて行うこと。［5分間で点滴静脈内注射した外国の臨床試験で、急性腎不

全が発現した例が報告されている。］ 

（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を投与する場合には、高カル

シウム血症による脱水症状を是正するため、輸液過量負荷による心機能へ

の影響を留意しつつ十分な補液治療を行った上で投与すること。 
 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 

（1）本剤の成分又は他のビスホスホン酸塩に対し、過敏症の既往歴のある患者

（2）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投

与」の項参照） 

 
承認条件 

1．市販後の一定期間は、使用症例の全例を登録して市販後調査を実施し、有効

性及び安全性について調査するとともに、腎機能障害を有する患者等の患者

背景の違いにおける安全性、再投与時の安全性、並びに腎機能障害、低カル

シウム血症等の重篤な副作用の発生について検討を行い、本薬の適正使用に

必要な措置を講じること。 

2．本剤の適正使用及び対象患者の選択に関して、医療機関に対し必要な情報提

供を迅速かつ確実に行うこと。（悪性腫瘍による高カルシウム血症の承認条

件） 
  

適正使用ガイド 
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はじめに 
 
 

本剤はゾレドロン酸水和物を有効成分とする骨吸収抑制剤として開発されました。 

幅広い固形癌の骨転移及び多発性骨髄腫による骨病変に対して、骨関連事象の発現を抑

制します。 

・既存のビスホスホネート製剤に比し強力な骨吸収抑制作用を示す（in vitro）。 

・15 分以上での点滴静脈内投与を行うビスホスホネート製剤である。 

・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。 

・ゾレドロン酸水和物製剤の重大な副作用として、急性腎不全、間質性腎炎、ファン

コニー症候群、うっ血性心不全（浮腫、呼吸困難、肺水腫）、低カルシウム血症、

間質性肺炎、顎骨壊死・顎骨骨髄炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下及び近位大腿骨

骨幹部の非定型骨折が報告されている（頻度不明）。 

本使用ガイドでは、投与に際しての注意点、主な副作用、重大な副作用等の重要な事項

について解説していますので、ご熟読いただき本剤の適正使用にお役立てください。 
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効能・効果、用法・用量 
 

1．効能・効果 

1．悪性腫瘍による高カルシウム血症 

2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 

2．用法・用量 

1．悪性腫瘍による高カルシウム血症 

通常、成人にはゾレドロン酸として 4mg を日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液

（5％）100mL に希釈し、15 分以上かけて点滴静脈内投与する。なお、再投与が必

要な場合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも 1週間の投与間隔

をおくこと。 

2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 

通常、成人にはゾレドロン酸として 4mg を日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液

（5％）100mL に希釈し、15 分以上かけて 3～4週間間隔で点滴静脈内投与する。 

 

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉 

（1）軽症（血清補正カルシウム値 12mg/dL 未満）の高カルシウム血症患者では、補

液による治療が効果不十分で症状の改善がみられないなど本剤の投与が必要と

判断される場合に投与すること。 

（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を再投与する場合、初回投与と同

様に 4mg を点滴静脈内投与すること。［日本人で 4 mg を超えた用量の再投与及

び 3回以上の投与の使用経験がない。］ 

（3）腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、高カルシウム血症の治療に

用いる場合を除き、腎機能の低下に応じて、下表のとおり投与量を調節するこ

と。 

（「適用上の注意」の項参照） 

 クレアチニンクリアランス（mL/分） 

 ＞60 50～60 40～49 30～39 

推奨用量 4mg 3.5mg 3.3mg 3.0mg 
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投与前の注意 
 
• 禁忌 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 

（1）本剤の成分又は他のビスホスホン酸塩に対し、過敏症の既往歴のある患者 

（2）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与」

の項参照） 

（解説） 

１. 同種同効品の使用上の注意を参考として設定しました。 

２. 妊娠動物（ラット）への本剤の皮下投与によって、催奇形性、妊娠後期・分娩期の母動物の死

亡が報告されていることから設定しました。 

 
• 〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉より 

（1） 軽症（血清補正カルシウム値 12mg/dL 未満）の高カルシウム血症患者では、補液による治

療が効果不十分で症状の改善がみられないなど本剤の投与が必要と判断される場合に投

与すること。 

（2） 悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を再投与する場合、初回投与と同様に 4mg を

点滴静脈内投与すること。［日本人で 4mg を超えた用量の再投与及び 3 回以上の投与の使

用経験がない。］ 

（3） 腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、高カルシウム血症の治療に用いる場

合を除き、腎機能の低下に応じて、下表のとおり投与量を調節すること。 

（「適用上の注意」の項参照） 

 クレアチニンクリアランス（mL/分） 

 ＞60 50～60 40～49 30～39 

推奨用量 4mg 3.5mg 3.3mg 3.0mg 

 

• 慎重投与 

慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

重篤な腎障害のある患者［腎機能が悪化するおそれがある。多発性骨髄腫及び固形癌骨転

移患者で血清クレアチニンが 3.0mg/dL 以上、悪性腫瘍による高カルシウム血症患者で血清

クレアチニンが 4.5mg/dL 以上の患者での十分な使用経験がないので、このような患者に対

しては状態を観察しながら慎重に投与すること。］ 
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• 重要な基本的注意より 
（1）がん治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例に

ついてのみ使用すること。 

（2）本剤の各投与前に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN 等）を行うこと。また、本剤投与後

は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN 等）を行うこと。本剤投与後に腎機能が悪

化した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

（6）本剤を含むビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨

骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な

歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、

血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往

等が知られている。本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者

に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導するこ

と。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非侵襲的な歯科処置を受

けるよう指導すること。また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯

科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることな

どを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するよう

に指導すること。 

 

• その他の注意 
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、減量するなど慎重に投与すること。 

妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

（1）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。［妊娠動物（ラット）への本剤の

皮下投与によって、催奇形性、妊娠後期・分娩期の母動物の死亡が報告されている。］ 

（2）ビスホスホネート系薬剤は骨基質に取り込まれた後に全身循環へ徐々に放出されるので、妊

娠す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場合にのみ投与すること。

［全身循環への放出量はビスホスホネート系薬剤の投与量・期間に相関する。ビスホスホネー

ト系薬剤の中止から妊娠までの期間と危険性との関連は明らかではない。］ 

（3）授乳中の婦人には、授乳を中止させること。［類薬のパミドロン酸二ナトリウムにおいて、動物

実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。］ 

小児等への投与 

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又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）。 
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本剤調製時の注意事項 
 
製品に同梱の使用方法説明書をご参照の上お取り扱いください。 
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本剤投与時の注意 

 
• 警告 

【警告】 

（1）本剤は点滴静脈内注射のみに用いること。また、投与は必ず15分間以上かけて行

うこと。［5分間で点滴静脈内注射した外国の臨床試験で、急性腎不全が発現し

た例が報告されている。］ 

（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を投与する場合には、高カルシウム

血症による脱水症状を是正するため、輸液過量負荷による心機能への影響を留意

しつつ十分な補液治療を行った上で投与すること。 

（解説） 

１. 本剤は点滴静脈内注射用製剤であること、また、海外の臨床試験において、ゾレドロン酸の5 

分間点滴静脈内注射により急性腎不全が発現した例が報告されたことから設定しました１）。 

２. 高カルシウム血症では脱水を伴うことから補液による治療が必要とされることが多く、心機能へ

の影響を考慮した上で補液治療を行う必要があることから設定しました。 

• 用法・用量 
1．悪性腫瘍による高カルシウム血症 

通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液（5％）

100mL に希釈し、15 分以上かけて点滴静脈内投与する。なお、再投与が必要な場合には、

初回投与による反応を確認するために少なくとも 1週間の投与間隔をおくこと。 

2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 

通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液（5％）

100mL に希釈し、15分以上かけて 3～4週間間隔で点滴静脈内投与する。 

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉 

（1）軽症（血清補正カルシウム値 12mg/dL 未満）の高カルシウム血症患者では、補液による

治療が効果不十分で症状の改善がみられないなど本剤の投与が必要と判断される場

合に投与すること。 

（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を再投与する場合、初回投与と同様に

4mgを点滴静脈内投与すること。［日本人で4mgを超えた用量の再投与及び3回以上

の投与の使用経験がない。］ 

（3）腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、高カルシウム血症の治療に用いる

場合を除き、腎機能の低下に応じて、下表のとおり投与量を調節すること。 

（「適用上の注意」の項参照） 

 クレアチニンクリアランス（mL/分） 

 ＞60 50～60 40～49 30～39 

推奨用量 4mg 3.5mg 3.3mg 3.0mg 
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• 併用注意とその理由 

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 

カルシトニン製剤 

 カルシトニン 

 エルカトニン 

 サケカルシトニン 

血清カルシウムが急速に低

下するおそれがある。注） 

相互に作用を増強する。 

アミノグリコシド系抗生物質 

 ゲンタマイシン等 

長期間にわたり血清カルシ

ウムが低下するおそれがあ

る。注） 

相互に作用を増強する。 

シナカルセト 血清カルシウムが低下する

おそれがある。注） 

相互に作用を増強する。 

注）「重要な基本的注意」の項参照 
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本剤投与後の注意 

 

• 重大な副作用（頻度不明） 

1） 急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群：急性腎不全、間質性腎炎、ファンコ

ニー症候群（低リン血症、低カリウム血症、代謝性アシドーシス等を主症状とする近

位腎尿細管障害）等の腎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など、適切な処置を行うこと。 

重要な基本的注意より 

（2）本剤の各投与前に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。また、本

剤投与後は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。本剤

投与後に腎機能が悪化した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこ

と。 

（3）多発性骨髄腫及び固形癌骨転移患者において本剤を継続投与する場合、投与

前に腎機能障害のある患者では、血清クレアチニンが投与前値から1.0mg/dL以

上、腎機能が正常な患者では、血清クレアチニンが投与前値から0.5mg/dL以上

上昇した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 
 

2） うっ血性心不全（浮腫、呼吸困難、肺水腫）：輸液過量負荷によりうっ血性心不全（浮

腫、呼吸困難、肺水腫）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、適切な処置を行うこと。 

3） 低カルシウム血症：QT 延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等を伴う低カルシウ

ム血症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、

カルシウム剤の点滴投与等の適切な処置を行うこと。 

重要な基本的注意より 

（4）本剤投与後は、血清補正カルシウム、リン、マグネシウム、カリウム等の変動に注

意すること。本剤投与により、低カルシウム血症が投与初日～10日目頃に出現す

る可能性があるので、血清補正カルシウム値には特に注意すること。なお、多発

性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変を有する患者に対して

は、必要に応じてカルシウム及びビタミンDを補給させるよう指導すること。 

（5）臨床症状（QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等）を伴う低カルシウム血

症があらわれた場合にはカルシウム剤の点滴投与が有効である。 

4）間質性肺炎：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の

異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部 X 線、胸部 CT、血清マーカー

等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑わ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）顎骨壊死・顎骨骨髄炎：顎骨壊死・顎骨骨髄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投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「重

要な基本的注意」の項参照） 
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重要な基本的注意より 

（6）本剤を含むビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨

壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎

骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子と

しては、悪性腫瘍、化学療法、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛

生、歯科処置の既往等が知られている本剤の投与開始前は口腔内の管理状態

を確認し、必要に応じて、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置

をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になっ

た場合には、できる限り非侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。また、口

腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本剤の使

用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に

十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するよう

に指導すること。 

 
6）外耳道骨壊死：外耳道骨壊死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など、適切な処置を行うこと。（「2．重要な基本的

注意」の項参照） 
重要な基本的注意より 

（7） ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現した

との報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も

認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科

を受診するよう指導すること。 

 
7）大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折：大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部

の非定型骨折を生じることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には

投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照） 
重要な基本的注意より 

（8）ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性の大腿骨転

子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が発現したとの報告がある。これらの

報告では、完全骨折が起こる数週間から数ヵ月前に大腿部や鼠径部等において

前駆痛が認められている報告もあることから、このような症状が認められた場合に

は、X線検査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能

性があることから、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の大腿骨の症状

等を確認し、X線検査を行うなど、慎重に観察すること。X線検査時には骨皮質の

肥厚等、特徴的な画像所見がみられており、そのような場合には適切な処置を行

うこと。 
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• その他の副作用 

 

種 類 頻度不明 

血 液 系 貧血、血小板減少、白血球減少、汎血球減少 

過 敏 症注1） 
紅斑、水疱、皮疹、湿疹、そう痒、紅斑性皮疹、斑状皮疹、血管神経性

浮腫、蕁麻疹 

代謝及び栄養 
低リン酸血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低マグネシウム血症、

高ナトリウム血症 

精 神 不安、睡眠障害、錯乱、幻覚 

神 経 系 
頭痛、浮動性めまい、味覚異常、感覚減退、錯感覚、知覚過敏、振戦、

傾眠 

 眼   
結膜炎、結膜充血、霧視、ブドウ膜炎、上強膜炎、強膜炎、眼窩の炎症

（眼窩浮腫、眼窩蜂巣炎等） 

心 臓 徐脈、低血圧、高血圧 

呼 吸 器 系 呼吸困難、咳嗽 

胃 腸 
嘔気、下痢、便秘、腹痛、食欲不振、嘔吐、口内炎、歯周病（歯肉炎、

歯周炎等）、消化不良、口内乾燥 

肝 胆 道 系 肝機能異常（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP 増加） 

筋 骨 格 系 
関節痛注 2）、骨痛注 2）、関節硬直、筋肉痛注 2）、筋硬直、背部痛注 2）、全

身痛注 2） 

腎 及 び 尿 路 
尿中β2-ミクログロブリン増加、血尿、多尿、蛋白尿、血中尿素増加、

血中クレアチニン増加、β-Nアセチル-D-グルコサミニダーゼ増加 

全身障害及び 

投与局所様態 

発熱注 2）、倦怠感注 2）、脱力、疲労注 2）、浮腫、末梢性浮腫、胸痛、疼痛、

悪寒注 2）、口渇、関節炎注 2）、関節腫脹注 2）、注射部位反応（疼痛、刺激

感、腫脹、硬結、発赤）、体重増加、多汗、インフルエンザ様疾患注 2） 

注 1）このような場合は投与を中止すること。 

注 2）急性期反応（本剤投与後 3 日以内に発現し、通常は数日以内に回復する）に該当する副

作用を含む。 
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投与継続時の注意 

 

• 投与間隔・回数 

用法・用量より 

1．悪性腫瘍による高カルシウム血症の場合 

再投与が必要な場合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも

1週間の投与間隔をおくこと。 

2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変の場合3～4週間間

隔で点滴静内脈投与する。 

 

用法・用量に関連する使用上の注意より 

（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を再投与する場合、初回投与と同様に

4mgを点滴静脈内投与すること。［日本人で4mgを超えた用量の再投与及び3回以上

の投与の使用経験がない。］ 

 

• 下記のような場合は投与中止を検討してください。 

 

重要な基本的注意より 

（2）本剤の各投与前に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。また、本剤投

与後は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。本剤投与後に

腎機能が悪化した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

（3）多発性骨髄腫及び固形癌骨転移患者において本剤を継続投与する場合、投与前に

腎機能障害のある患者では、血清クレアチニンが投与前値から1.0mg/dL以上、腎機

能が正常な患者では、血清クレアチニンが投与前値から0.5mg/dL以上上昇した場合

には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

（5）顎骨壊死・顎骨骨髄炎（頻度不明）：顎骨壊死・顎骨骨髄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投与を中止するなど、適切な処

置を行うこと。 
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 腎障害について 
 

ゾレドロン酸投与において、急性腎障害、間質性腎炎、ファンコニー症候群等の重篤な

腎障害が報告されていることから、「警告」、「用法及び用量に関連する使用上の注意」、

「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項にて腎障害に関する注意

喚起を行っております。 

本剤の投与に際しましては、特に下記の点に十分ご注意くださいますようお願い申し上

げます。 

＜すべての患者＞ 

 投与は必ず15分間以上かけて行ってください。 

 本剤の各投与前に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行ってください。また、

本剤投与後は定期的に腎機能検査を行ってください。本剤投与後に腎機能が悪化した場

合には、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。 

 重篤な腎障害のある患者に投与する場合は、状態を観察しながら慎重な投与をお願いい

たします。 

＜多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変の患者＞ 

• 腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、クレアチニンクリアランスに応じて

下表のように用量を調節してください。 

 クレアチニンクリアランス（mL/分） 

 ＞60 50～60 40～49 30～39 

推奨用量 4mg 3.5mg 3.3mg 3.0mg 

• 本剤を継続投与する場合、投与前に腎機能障害のある患者では、血清クレアチニンが投

与前値から1.0mg/dL以上、腎機能が正常な患者では、血清クレアチニンが投与前値から

0.5mg/dL以上上昇した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。 

＜悪性腫瘍による高カルシウム血症の患者＞ 

• 高カルシウム血症による脱水症状を是正するため、輸液過量負荷による心機能への影響

を留意しつつ十分な補液治療を行った上で投与してください。 
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骨吸収抑制薬関連関連顎骨壊死 
(ARONJ：Anti-resorptive agents related 

Osteonecrosis of the Jaw） 
 

 ビスホスホネート（BP）を投与されているがん患者や骨粗鬆症患者に頻度は非常に低いが、

難治性の顎骨壊死（BP-Related Osteonecrosis of the Jaw, BRONJ）が発生することが報告

されています。また、骨粗鬆症やがんの骨転移による骨病変の治療薬であるデノスマブ治療

を受けている患者にもBRONJ と同様のONJ（DRONJ, denosumab-related ONJ）がほぼ同じ頻度

で発生することが判明しています2)。このように作用メカニズムは異なりますが、いずれも破

骨細胞による骨吸収を治療ターゲットとするBPとデノスマブとが臨床的に酷似するONJ 発生

に関与することから、両者を包括したARONJ（Anti-resorptive agents-related ONJ）という

名称が使われるようになってきています。 

  

• ARONJの発生頻度 

 海外ではゾレドロン酸、またはデノスマブを月1回投与した場合の顎骨壊死発生率が前

向き研究によりがん患者で検討されています。乳がん、前立腺がん、その他の固形がん

および多発性骨髄腫を有する5,723名のがん患者について検討した結果、52名（1.8％）

のデノスマブ治療患者、37名1.3％）のゾレドロン酸治療患者、計89名のがん患者にONJ 発

生が報告されています。 

 日本口腔外科学会が実施したBRONJ 発生に関する2006∼2008年の全国調査では263例、

2011∼2013年の調査では4,797 例のBRONJが報告されています。また、2006～2008年の調

査では4割、2011～2013年の調査では半数のBRONJがBP内服薬投与のみにより発生したこ

とが示されており、BP注射薬投与での発生頻度が高いとする国外からの報告とは異なっ

ています。なおBRONJ 発生頻度に関してはBP の投与症例総数が不明なため算定できなか

ったとされています。 

 

• ARONJの臨床症状 

 露出/骨壊死 
 疼痛 
 腫脹 
 オトガイ部の知覚異常（Vincent 症状） 
（骨露出よりも前に見られる BRONJ の予兆症状であるとされています） 

 排膿 
 潰瘍 
 口腔内瘻孔や皮膚瘻孔 
 歯の動揺 
 深い歯周ポケット 
 X 線写真：無変化〜骨溶解像や骨硬化像 
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ARONJのリスク因子 

注: いずれの因子もエビデンスに基づいて確定されたものではないことに留意 

1．局所性 

・骨への侵襲的歯科治療（抜歯、インプラント埋入、根尖、あるいは歯周外科手術など）

・不適合義歯、過大な咬合力 

・口腔衛生状態の不良、歯周病、歯肉膿瘍．根尖性歯周炎などの炎症性疾患 

・好発部位: 下顎＞上顎、下顎隆起、口蓋隆起、顎舌骨筋線の隆起 

・根管治療、矯正治療はリスク因子とはされていない 

2．骨吸収抑制剤 

・窒素含有BP ＞窒素非含有BP 

窒素含有BP: ゾレドロン酸、アレンドロネート、リセドロネート、パミドロネート、イ

ンカドロネート、ミノドロン酸、イバンドロネート 

窒素非含有BP: エチドロネート 

・デノスマブ 

・悪性腫瘍用製剤＞骨粗鬆症用製剤 

・投与量および投与期間 

3．全身性 

・がん（乳がん、前立腺がん、肺がん、腎がん、大腸がん、多発性骨髄腫、その他のがん）

・ 糖尿病、関節リウマチ、低Ca 血症、副甲状腺機能低下症、骨軟化症、ビタミンD 欠乏、

腎透析、貧血、骨パジェット病 

4．先天性 

・MMP-2 遺伝子、チトクロームP450-2C 遺伝子などのSNP 

5．ライフスタイル 

・喫煙、飲酒、肥満 

6．併用薬 

・抗がん薬、副腎皮質ステロイド、エリスロポエチン 

・血管新生阻害剤（サリドマイド、スニチニブ、ベバシズマブ、レナリドミドなど） 

・チロシンキナーゼ阻害剤 

 

写真１．左側下顎犬歯・小臼歯部に 

骨の露出を認める（矢印）3） 

写真２．左側頬部に外歯瘻が認められる

（矢印）3） 
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 投与開始前の確認事項 
ARONJは抜歯などの顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現していま

す。 

基本的に も大切なことは、主治医である医師と歯科医師との緊密な連携です。 

 

 口腔内の管理状態について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 投与後の留意点 

 本剤投与中に歯科処置が必要になった場合 

 基本的には BP は休薬せずに侵襲的治療をできるかぎり避ける。 
 侵襲的な歯科処置が避けられない場合には、主治医（腫瘍専門医）と歯科医・

口腔外科医が治療継続のリスクとベネフィットを考慮し、判断する。 
 ONJ 発症の誘因となるような歯の抜去などが避けられない場合は術前から

抗菌薬を投与し、侵襲の程度、範囲を可及的に 小に抑え、処置後に残存す

る骨の鋭端は平滑にし、術創は骨膜を含む口腔粘膜で閉鎖する。 
 

 侵襲的歯科治療後の休薬 

 侵襲的歯科治療終了後、術創が治癒するまでの間は、侵襲の程度、範囲、部

位、術創の治癒状態と主疾患のコントロール状態、骨折リスクなどを主治医

と歯科医とが総合的に判断し、必要であれば骨吸収抑制薬の休薬、もしくは

代替薬への変更を検討する。 
 侵襲的歯科治療後に休薬した場合、骨吸収抑制薬再開は基本的には侵襲的歯

科治療部位の十分な骨性治癒が見られる 2 カ月前後が望ましい 
 主疾患の病状により投与再開を早める必要がある場合には、術創部の上皮化

がほぼ終了する 2 週間を待って術部に感染がないことを確認したうえで投与

を再開する。 
 

  

投与開始前に口腔内の管理状態に問題がないことを確認する。 

⇒ 口腔内の管理状態に問題がある場合、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵

襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導する。 
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 顎骨壊死が認められた場合 

 発生したARONJ の治療を進めている間の骨吸収抑制薬投与を中止するか、継

続するかに関して一定の見解は無いが、がん患者では原則として休薬しな

い。 

 

 患者への指導事項 

 口腔内を清潔に保つこと。 

 定期的な歯科検査を受けること。 

 歯科受診時にゾレドロン酸使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置は

できる限り避けること。 

 あごの痛み・歯のゆるみ・歯ぐきの腫れ等の症状があらわれた場合には、直

ちに歯科・口腔外科を受診すること。 
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1．悪性腫瘍による高カルシウム血症
2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変
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ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」

Zoledronic Acid for i.v. infusion 4mg/5mL［SANDOZ］

ゾレドロン酸水和物
Zoledronic Acid Hydrate

22600AMX00364000

2014年6月

2014年6月

【警告】
（1）本剤は点滴静脈内注射のみに用いること。また、投与は必ず15分間以上かけて行うこと。［5分間で点滴静脈内注射した外国の臨床試験で、急性腎不全が発現し

た例が報告されている。］
（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を投与する場合には、高カルシウム血症による脱水症状を是正するため、輸液過量負荷による心機能への影響を留

意しつつ十分な補液治療を行った上で投与すること。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
（1）本剤の成分又は他のビスホスホン酸塩に対し、過敏症の既往歴のある患者
（2）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

8 7 3 9 9 9日本標準商品分類番号

1．悪性腫瘍による高カルシウム血症
通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液
（5％）100mLに希釈し、15分以上かけて点滴静脈内投与する。なお、再投与が必要な場
合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔をおくこと。
2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変
通常、成人にはゾレドロン酸として4mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液
（5％）100mLに希釈し、15分以上かけて3～4週間間隔で点滴静脈内投与する。

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉
（1）軽症（血清補正カルシウム値12mg/dL未満）の高カルシウム血症患者では、補液

による治療が効果不十分で症状の改善がみられないなど本剤の投与が必要と判断
される場合に投与すること。
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承認番号

薬価収載

販売開始

Drug Information
劇薬、処方箋医薬品※

※注意－医師等の処方箋により使用すること
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（2）悪性腫瘍による高カルシウム血症患者に本剤を再投与する場合、初回投与と同様に
4mgを点滴静脈内投与すること。［日本人で4mgを超えた用量の再投与及び3回以上
の投与の使用経験がない。］

（3）腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、高カルシウム血症の治療に用
いる場合を除き、腎機能の低下に応じて、下表のとおり投与量を調節すること。（「9．
適用上の注意」の項参照）

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
重篤な腎障害のある患者［腎機能が悪化するおそれがある。多発性骨髄腫及び固形
癌骨転移患者で血清クレアチニンが3.0mg/dL以上、悪性腫瘍による高カルシウム血
症患者で血清クレアチニンが4.5mg/dL以上の患者での十分な使用経験がないので、
このような患者に対しては状態を観察しながら慎重に投与すること。］
2.重要な基本的注意
（1）がん治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される

症例についてのみ使用すること。
（2）本剤の各投与前に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。また、本剤

投与後は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。本剤投与
後に腎機能が悪化した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

（3）多発性骨髄腫及び固形癌骨転移患者において本剤を継続投与する場合、投与前
に腎機能障害のある患者では、血清クレアチニンが投与前値から1.0mg/dL以上、
腎機能が正常な患者では、血清クレアチニンが投与前値から0.5mg/dL以上上昇し
た場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

（4）本剤投与後は、血清補正カルシウム、リン、マグネシウム、カリウム等の変動に注意す
ること。本剤投与により、低カルシウム血症が投与初日～10日目頃に出現する可能
性があるので、血清補正カルシウム値には特に注意すること。なお、多発性骨髄腫に
よる骨病変及び固形癌骨転移による骨病変を有する患者に対しては、必要に応じて
カルシウム及びビタミンDを補給させるよう指導すること。

（5）臨床症状（QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等）を伴う低カルシウム血症が
あらわれた場合にはカルシウム剤の点滴投与が有効である。

（6）ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨骨髄
炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的
な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化
学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、
歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切
な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。
本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非侵襲的な歯科処置
を受けるよう指導すること。
また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本
剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患
者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するよう
に指導すること。

（7）ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現したとの
報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も認められ
ることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科を受診するよ
う指導すること。

（8）ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性の大腿骨転子
下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が発現したとの報告がある。これらの報告
では、完全骨折が起こる数週間から数ヵ月前に大腿部や鼠径部等において前駆痛
が認められている報告もあることから、このような症状が認められた場合には、X線検
査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能性があること
から、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の大腿骨の症状等を確認し、X
線検査を行うなど、慎重に観察すること。X線検査時には骨皮質の肥厚等、特徴的
な画像所見がみられており、そのような場合には適切な処置を行うこと。

（9）多発性骨髄腫及び固形癌骨転移患者において本剤を投与する場合、化学療法あ
るいは内分泌療法等の抗癌療法と併用することが望ましい。

3.相互作用
併用注意（併用に注意すること）

注）「2．重要な基本的注意」の項参照
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。
（1）重大な副作用（頻度不明）

1）急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群：急性腎不全、間質性腎炎、ファ
ンコニー症候群（低リン血症、低カリウム血症、代謝性アシドーシス等を主症状と
する近位腎尿細管障害）等の腎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など、適切な処置を行うこと。

（「警告」、「2．重要な基本的注意」の項参照）
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薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

カルシトニン製剤
カルシトニン
エルカトニン
サケカルシトニン

血清カルシウムが急速に低下す
るおそれがある。注）

相互に作用を増強する。

アミノグリコシド系抗生
物質

ゲンタマイシン等

長期間にわたり血清カルシウム
が低下するおそれがある。注）

相互に作用を増強する。

シナカルセト 血清カルシウムが低下するおそ
れがある。注）

相互に作用を増強する。

＊

＊＊

＊

販 売 名

ゾレドロン酸点滴静注
4mg/5mL「サンド」

添 加 物

D-マンニトール 220.0mg
クエン酸ナトリウム水和物 24.0mg
注射用水 適量

有効成分

ゾレドロン酸
水和物

色・剤形
（又は性状）

無色澄明の液

含 量（1バイアル中）

4.264mg
（ゾレドロン酸として4.0mg）

容 量

5mL

pH

5.7～6.7

浸透圧比

約1（生理食塩液に対する比）

3.0mg3.3mg3.5mg4mg
30～3940～4950～60

クレアチニンクリアランス（mL/分）
＞60

推奨用量
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注1）このような場合は投与を中止すること。
注2）急性期反応（本剤投与後3日以内に発現し、通常は数日以内に回復する）に該当

する副作用を含む。
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、減量するなど慎重に投与すること。
6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。［妊娠動物（ラット）へ

の本剤の皮下投与によって、催奇形性、妊娠後期・分娩期の母動物の死亡が報告
されている。］

（2）ビスホスホネート系薬剤は骨基質に取り込まれた後に全身循環へ徐々に放出される
ので、妊娠す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場合に
のみ投与すること。［全身循環への放出量はビスホスホネート系薬剤の投与量・期
間に相関する。ビスホスホネート系薬剤の中止から妊娠までの期間と危険性との関
連は明らかではない。］

（3）授乳中の婦人には、授乳を中止させること。［類薬のパミドロン酸二ナトリウムにおい
て、動物実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。］

7.小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又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）。

2）うっ血性心不全（浮腫、呼吸困難、肺水腫）：輸液過量負荷によりうっ血性心不
全（浮腫、呼吸困難、肺水腫）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、適切な処置を行うこと。（「警告」の項参照）

3）低カルシウム血症：QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等を伴う低カル
シウム血症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、カルシウム剤の点滴投与等の適切な処置を行うこと。（「2．重要な基本
的注意」の項参照）

4）間質性肺炎：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、
肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血
清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑わ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）顎骨壊死・顎骨骨髄炎：顎骨壊死・顎骨骨髄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投与を中止するなど、適切な処置を
行うこと。（「2．重要な基本的注意」の項参照）

6）外耳道骨壊死：外耳道骨壊死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など、適切な処置を行うこと。（「2．重
要な基本的注意」の項参照）

7）大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折：大腿骨転子下及び近
位大腿骨骨幹部の非定型骨折を生じることがあるので、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など、適切な処置を行うこと。（「2．重要
な基本的注意」の項参照）

（2）その他の副作用
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ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」：1バイアル
包

　装

安定性試験
最終包装製品を用いたゾメタ点滴静注の長期保存試験（25℃、相対湿度60％、3年）の結果により、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認されてい
る。
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求
先

資

　料

サンド株式会社　カスタマーケアグループ
フリーコール：0120－982－001
受付時間：9：00～17：00（土・日、祝日及び当社休日を除く） URL：http://www.sandoz.jp/

●詳細は添付文書をご参照ください。
●「添付文書」の改訂に十分ご留意ください。

8.過量投与
本剤の過量投与により著明な低カルシウム血症を起こす可能性がある。このような症状
があらわれた場合には、カルシウム剤を投与するなど、適切な処置を行うこと。

9.適用上の注意
（1）投与速度：15分間以上かけて点滴静脈内注射すること。（「警告」の項及び「用法

及び用量」の項参照）
（2）外観に異常を認めた場合には使用しないこと。
（3）カルシウム及びマグネシウムを含有する点滴用液と混合しないこと。
（4）調製後は出来るだけ速やかに使用すること。

直ちに使用しない場合は、2～8℃で保存し、24時間以内に使用すること。また、使
用する前に室温に戻してから使用すること。

（5）腎機能障害患者の推奨用量ごとの調製方法
用量3.5mgの調製
1バイアル5mLから4.4mLを量り、日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液（5％）
100mLに希釈する。
用量3.3mgの調製
1バイアル5mLから4.1mLを量り、日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液（5％）
100mLに希釈する。
用量3.0mgの調製
1バイアル5mLから3.8mLを量り、日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液（5％）
100mLに希釈する。
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尿中β2-ミクログロブリン増加、血尿、多尿、蛋白尿、血中尿素増
加、血中クレアチニン増加、β-Nアセチル-D-グルコサミニダーゼ
増加

腎及び尿路

発熱注2）、倦怠感注2）、脱力、疲労注2）、浮腫、末梢性浮腫、胸痛、疼
痛、悪寒注2）、口渇、関節炎注2）、関節腫脹注2）、注射部位反応（疼
痛、刺激感、腫脹、硬結、発赤）、体重増加、多汗、インフルエンザ
様疾患注2）

全身障害及び
投与局所様態

頻度不明種　類

貧血、血小板減少、白血球減少、汎血球減少

紅斑、水疱、皮疹、湿疹、そう痒、紅斑性皮疹、斑状皮疹、血管神
経性浮腫、蕁麻疹

血 液 系

不安、睡眠障害、錯乱、幻覚精 神

徐脈、低血圧、高血圧心 臓

肝機能異常（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP増加）肝 胆 道 系

過 敏 症注1）

低リン酸血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低マグネシウム
血症、高ナトリウム血症

代謝及び栄養

頭痛、浮動性めまい、味覚異常、感覚減退、錯感覚、知覚過敏、
振戦、傾眠

神 経 系

結膜炎、結膜充血、霧視、ブドウ膜炎、上強膜炎、強膜炎、眼窩の
炎症（眼窩浮腫、眼窩蜂巣炎等）

眼

頻度不明種　類

関節痛注2）、骨痛注2）、関節硬直、筋肉痛注2）、筋硬直、背部痛注2）、
全身痛注2）

筋 骨 格 系

呼吸困難、咳嗽呼 吸 器 系

嘔気、下痢、便秘、腹痛、食欲不振、嘔吐、口内炎、歯周病（歯肉
炎、歯周炎等）、消化不良、口内乾燥

胃　　　腸

＊
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