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【4】Q&A 

添付文書の｢警告欄｣に肝・腎機能検査実施の記載がある薬剤について 

 薬剤の適正使用において定期的な肝・腎機能に関する検査は重要な項目の一つですが、いくつかの薬剤につい

ては添付文書の「警告」欄に肝・腎機能検査の実施が求められています。今回、当院採用薬において定期的な血

球検査を必要とする薬剤をまとめましたのでご参照ください。 

 

【肝機能検査実施の記載のある薬剤】 

商品名・規格 一般名 警告欄記載内容 
【内服】     
アイクルシグ錠 
15mg【医師限・患限】 

ポナチニブ 重篤な肝機能障害があらわれることがあり、肝不全により死亡

に至った例も報告されているので、本剤投与開始前及び投与中

は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察するこ

と。 
アフィニトール錠 
2.5mg【院外】,5mg【患

限】 

エベロリムス 肝炎ウイルスキャリアの患者で、本剤の治療期間中に肝炎ウイ

ルスの再活性化により肝不全に至り、死亡した例が報告されて

いる。本剤投与期間中又は治療終了後は、劇症肝炎又は肝炎の

増悪、肝不全が発現するおそれがあるので、定期的に肝機能検

査を行うなど、肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に

注意すること。 
イニシンク配合錠 アログリプチン /メ

トホルミン 
腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
ヴ ォ ト リ エ ン ト 錠

200mg【科限】 
パゾパニブ 重篤な肝機能障害があらわれることがあり、肝不全により死亡

に至った例も報告されているので、本剤投与開始前及び投与中

は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察するこ

と。中等度以上の肝機能障害を有する患者では、本剤の最大耐

用量が低いことから、これらの患者への投与の可否を慎重に判

断するとともに、本剤を投与する場合には減量すること。 
エクジェイド懸濁用錠

125mg【患限】 
デフェラシロクス 本剤の投与により、重篤な肝障害、腎障害、胃腸出血を発現し

死亡に至った例も報告されていることから、投与開始前、投与

中は定期的に血清トランスアミナーゼや血清クレアチニン等

の血液検査を行うこと。これらの副作用は、特に高齢者、高リ

スク骨髄異形成症候群の患者、肝障害又は腎障害のある患者、

血小板数 50,000/mm3未満の患者で認められる。  
エクメット配合錠 HD, 
LD【院外】 

ビルダグリプチン /
メトホルミン 

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
エスワンタイホウ配合

OD 錠 T20mg,T25mg 
テガフール・ギメラ

シル・オテラシル配

合 

劇症肝炎等の重篤な肝障害が起こることがあるので、定期的に

肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、肝障害の早期発見に

努めること。肝障害の前兆又は自覚症状と考えられる食欲不振
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を伴う倦怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球黄染）があ

らわ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。 
カロナール細粒 50%, 
錠 200mg,500mg 

アセトアミノフェン 1日総量 1500mgを超す高用量で長期投与する場合には定期的

に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。高用

量でなくとも長期投与する場合にあっては定期的に肝機能検

査を行うことが望ましい。 
ザーコリカプセル 
50mg【患限】 

クリゾチニブ 本剤の投与により肝不全があらわれ、死亡に至った例が報告さ

れているので、本剤投与開始前及び本剤投与中は定期的（特に

投与初期は頻回）に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観

察すること。異常が認められた場合には、本剤の投与を中止す

る等の適切な処置を行うこと。 
サムスカ顆粒 1%, 
錠 7.5mg,15mg 

トルバプタン 本剤の投与により、重篤な肝機能障害が発現した症例が報告さ

れていることから、血清トランスアミナーゼ値及び総ビリルビ

ン値を含めた肝機能検査を必ず本剤投与開始前及び増量時に

実施し、本剤投与中は少なくとも月 1 回は肝機能検査を実施

すること。また、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。 
ジャドニュ顆粒 
90mg【仮】,360mg【仮】 

デフェラシロクス デフェラシロクス製剤の投与により、重篤な肝障害、腎障害、

胃腸出血を発現し死亡に至った例も報告されていることから、

投与開始前、投与中は定期的に血清トランスアミナーゼや血清

クレアチニン等の血液検査を行うこと。これらの副作用は、特

に高齢者、高リスク骨髄異形成症候群の患者、肝障害又は腎障

害のある患者、血小板数 50,000/mm3未満の患者で認められる。 
スチバーガ錠 40mg 
【患限】 

レゴラフェニブ 重篤な肝機能障害があらわれることがあり、劇症肝炎、肝不全

により死亡に至る例も報告されているので、本剤投与開始前及

び投与中は定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観

察すること。 
ゼフィックス錠 100mg ラミブジン 本剤の投与終了後、ウイルス再増殖に伴い、肝機能の悪化もし

くは肝炎の重症化が認められることがある。そのため、本剤の

投与を終了する場合には、投与終了後少なくとも 4 ヵ月間は原

則として 2 週間ごとに患者の臨床症状と臨床検査値

（HBV-DNA、ALT（GPT）及び必要に応じ総ビリルビン）を

観察し、その後も観察を続けること。 
タイケルブ錠 250mg 
【院外】 

ラパチニブ 重篤な肝機能障害があらわれることがあり、死亡に至った例も

報告されているので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に肝

機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。本剤投与

中に重篤な肝機能障害がみられた場合には、本剤の投与を中止

する等の適切な処置を行うこと。 
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ティーエスワン配合顆

粒 20mg【科限】,25mg
【科限】 

テガフール・ギメラ

シル・オテラシル配

合 

劇症肝炎等の重篤な肝障害が起こることがあるので、定期的に

肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、肝障害の早期発見に

努めること。肝障害の前兆又は自覚症状と考えられる食欲不振

を伴う倦怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球黄染）があ

らわ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。 
テノゼット錠 300mg 
【科限】 

テノホビル 本剤を含む B 型肝炎に対する治療を終了した患者で、肝炎の重

度の急性増悪が報告されている。そのため、B 型肝炎に対する

治療を終了する場合には、投与終了後少なくとも数ヵ月間は患

者の臨床症状と臨床検査値の観察を十分に行うこと。経過に応

じて、B 型肝炎に対する再治療が必要となることもある。 
テ ル ビ ナ フ ィ ン 錠

125mg「日医工」 
テルビナフィン 重篤な肝障害（肝不全、肝炎、胆汁うっ滞、黄疸等）及び汎血

球減少、無顆粒球症、血小板減少があらわれることがあり、死

亡に至った例も報告されている。本剤を使用する場合には、投

与前に肝機能検査及び血液検査を行い、本剤の投与中は随伴症

状に注意し、定期的に肝機能検査及び血液検査を行うなど観察

を十分に行うこと。 
トラクリア錠 62.5mg 
【患限】 

ボセンタン 肝機能障害が発現する。肝機能検査を必ず投与前、投与中少な

くとも 1 ヵ月に 1 回実施。投与開始 3 ヵ月間は 2 週に 1 回の

検査が望ましい。 
肝機能検査値の異常が認められた場合はその程度及び臨床症

状に応じて、減量及び投与中止など適切な処置をとる。 
トラムセット配合錠 トラマドール /アセ

トアミノフェン 
重篤な肝障害が発現するおそれがあるので注意すること。アセ

トアミノフェンの 1 日総量が 1500mg（本剤 4 錠）を超す高用

量で長期投与する場合には定期的に肝機能検査を行い、患者の

状態を十分に観察すること。高用量でなくとも長期投与する場

合にあっては定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。 
パナルジン錠 100mg 
【院外】 

チクロピジン 重篤な肝障害等が主に投与開始後 2 ヵ月以内に発現、死亡に至

る例もあり。投与開始後 2 ヵ月間は、特に副作用の初期症状の

発現に十分留意。原則 2 週に 1 回肝機能検査を行う。投与中は、

定期的に血液検査を行い、副作用の発現に注意。副作用の発現

が認められた場合、直に中止し、適切な処置を行う。 
バラクルード錠 0.5mg エンテカビル 本剤を含む B 型肝炎に対する治療を終了した患者で、肝炎の急

性増悪が報告されている。そのため、B 型肝炎に対する治療を

終了する場合には、投与終了後少なくとも数ヵ月間は患者の臨

床症状と臨床検査値の観察を十分に行うこと。経過に応じて、

B 型肝炎に対する再治療が必要となることもある。 
ブイフェンド錠 50mg ボリコナゾール 重篤な肝障害があらわれることがある。観察を十分に行い、肝

機能検査を定期的に行う。異常が認められた場合、中止し、適

切な処置を行う。 
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プレミネント配合錠 LD
【院外】 

ロサルタン /ヒドロ

クロロチアジド 
血清クレアチニン値が 1.5 ～2.0mg／dL の腎機能低下患者で

は、血清クレアチニン値上昇及び血清尿酸値上昇のおそれがあ

るので、本剤投与中は定期的に血清クレアチニン値及び血清尿

酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。 
本剤の成分を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与中に

まれに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。肝

機能検査を実施するなど、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。 
ベムリディ錠 25mg 
【科限】 

テノホビル B 型肝炎に対する治療を終了した患者で、肝炎の重度の急性増

悪が報告されている。そのため、B 型肝炎に対する治療を終了

する場合には、投与終了後少なくとも数ヵ月間は患者の臨床症

状と臨床検査値の観察を十分に行うこと。経過に応じて、B 型

肝炎に対する再治療が必要となることもある。 
ヘプセラ錠 10mg【科限】 アデホビル 本剤の投与終了後、ウイルス再増殖に伴い、肝機能の悪化もし

くは肝炎の重症化が認められることがある。そのため、本剤の

投与を終了する場合には、投与終了後少なくとも 4 ヵ月間は原

則として 2 週間ごとに患者の臨床症状と臨床検査値

（HBV-DNA、ALT（GPT）及び必要に応じ総ビリルビン）を

観察し、その後も観察を続けること。 
ホリナート錠「タイホ

ウ」25mg【科限】 
ホリナートカルシウ

ム 
劇症肝炎等の重篤な肝障害、重篤な骨髄抑制が起こることがあ

る。結果、致命的な経過をたどることがある。定期的（少なく

とも 1 クールに 1 回以上、特に投与開始から 2 クールは、各ク

ール開始前及び当該クール中に 1 回以上）に臨床検査（肝機能

検査、血液検査等）を行うなど患者の状態を十分観察し、副作

用の早期発見に努める。肝障害の前兆又は自覚症状と考えられ

る食欲不振を伴う倦怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球

黄染）があらわれた場合、直ちに中止し、適切な処置を行う。  
メトグルコ錠 
250mg,500mg【院外】 

メトホルミン 腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
ユーエフティーE 配合顆

粒 T150mg 
テガフール・ウラシ

ル 
劇症肝炎等の重篤な肝障害が起こることがあるので、定期的

（特に投与開始から 2 ヵ月間は 1 ヵ月に 1 回以上）に肝機能検

査を行うなど観察を十分に行い、肝障害の早期発見に努めるこ

と。肝障害の前兆又は自覚症状と考えられる食欲不振を伴う倦

怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球黄染）があらわれた

場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 
ユリノーム錠 50mg ベンズブロマロン 劇症肝炎等の重篤な肝障害が主に投与開始 6 ヶ月以内に発現

し、死亡等の重篤な転帰に至る例もある。投与開始後少なくと

も 6 ヶ月間は必ず、定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分

に行う。肝機能検査値の異常、黄疸が認められた場合、中止し、

適切な処置を行う。 
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ロイコボリン錠 25mg ホリナートカルシウ

ム 
劇症肝炎等の重篤な肝障害、重篤な骨髄抑制が起こることがあ

る。結果、致命的な経過をたどることがある。定期的（少なく

とも 1 クールに 1 回以上、特に投与開始から 2 クールは、各ク

ール開始前及び当該クール中に 1 回以上）に臨床検査（肝機能

検査、血液検査等）を行うなど患者の状態を十分観察し、副作

用の早期発見に努める。肝障害の前兆又は自覚症状と考えられ

る食欲不振を伴う倦怠感等の発現に十分に注意し、黄疸（眼球

黄染）があらわれた場合、直ちに中止し、適切な処置を行う。  
【注射】     
アクプラ静注用 
10mg,50mg 

ネダプラチン 頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検査等）を行

うなど状態を十分に観察し、異常が認められた場合、適切な処

置を行うとともに、投与継続の可否について慎重に検討する。 
アセリオ静注液 1000mg
バッグ 

アセトアミノフェン 1 日総量 1500mg を超す高用量で長期投与する場合には、定期

的に肝機能等を確認するなど慎重に投与すること。 
アブラキサン点滴静注

用 100mg【科限】 
パクリタキセル（ア

ルブミン懸濁型） 
骨髄抑制（主に好中球減少）等の重篤な副作用が起こることが

あるので、頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検

査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。 
アネメトロ点滴静注液

500mg【科限】 
メトロニダゾール 肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査

を実施するなど、患者の状態を十分に観察すること。 

アミオダロン塩酸塩静

注 150mg「TE」 
アミオダロン 本剤投与後 24 時間以内に重篤な肝機能障害が生じ、肝不全や

死亡に至る場合もある（海外症例の副作用報告）ので、患者の

状態を慎重に観察するなど、十分に注意すること。 
イリノテカン塩酸塩点

滴静注液「ホスピーラ」 
40mg,100mg 

イリノテカン 投与に際しては、骨髄機能抑制、高度な下痢等の重篤な副作用

が起こることがある。致命的な経過をたどることがあるので、

頻回に臨床検査(血液検査、肝機能検査、腎機能検査等)を行う

など、患者の状態を十分に観察する。 
キイトルーダ点滴静注 
20mg【科限】、100mg【科

限】 

ペムブロリズマブ AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTP、Al-P、ビリルビン等の

上昇を伴う肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に

肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。 
ゲムシタビン点滴 
静注液「ホスピーラ」

200mg,1g 

ゲムシタビン 臨床症状を十分に観察し、頻回に臨床検査（血液学的検査、肝

機能検査、腎機能検査等）を行う。異常が認められた場合には

適切な処置を行うとともに、投与継続の可否について慎重に検

討する。  
トーリセル点滴静注液 
25mg【患限】 

テムシロリムス 肝炎ウイルスキャリアの患者では、本剤の投与期間中に肝炎ウ

イルスの再活性化を生じ、肝不全から死亡に至る可能性があ

る。本剤の投与期間中又は投与終了後は、定期的に肝機能検査

を行うなど、肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注

意すること。 
パクリタキセル点滴 
静注液「ホスピーラ」

30mg,100mg 

パクリタキセル 骨髄抑制に起因したと考えられる死亡例（敗血症、脳出血）、

高度の過敏反応に起因したと考えられる死亡例がある。骨髄抑

制等の重篤な副作用が起こることがあるので、頻回に臨床検査

（血液検査、肝機能検査、腎機能検査等）を行うなど、患者の
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状態を十分に観察する。 

ブイフェンド静注用

200mg【科限】 
ボリコナゾール 重篤な肝障害があらわれることがある。観察を十分に行い、肝

機能検査を定期的に行う。異常が認められた場合に、中止し、

適切な処置を行う。 
フルダラ静注用 50mg
【患限】 

フルダラビン 骨髄抑制により感染症又は出血傾向等の重篤な副作用が増悪

又は発現することがある。頻回に臨床検査（血液検査、肝機能・

腎機能検査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察する。 
ベスポンサ点滴静注用 
1mg【仮】 

イノツズマブ 静脈閉塞性肝疾患（VOD)/類洞閉塞症候群（SOS)を含む肝障

害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている

ので、定期的に肝機能検査を行うとともに、患者の状態を十分

に観察し、VOD/SOS を含む肝障害の徴候や症状の発現に注意

すること。 
レボホリナート点滴 
静注用「ヤクルト」 
25mg,100mg 

レボホリナート 本療法は重篤な骨髄抑制、激しい下痢等が起こることがあり、

その結果、致命的な経過をたどることがあるので、定期的（特

に投与初期は頻回）に臨床検査（血液検査、肝機能・腎機能検

査等）を行うなど患者の状態を十分観察し、異常が認められた

場合には、速やかに適切な処置を行うこと。 
 

 

 

【腎機能検査実施の記載のある薬剤】 

商品名・規格 一般名 警告欄記載内容 
【内服】     
イニシンク配合錠 アログリプチン /メ

トホルミン 
腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
エクジェイド懸濁用錠

125mg【患限】 
デフェラシロクス 本剤の投与により、重篤な肝障害、腎障害、胃腸出血を発現し

死亡に至った例も報告されていることから、投与開始前、投与

中は定期的に血清トランスアミナーゼや血清クレアチニン等の

血液検査を行うこと。これらの副作用は、特に高齢者、高リス

ク骨髄異形成症候群の患者、肝障害又は腎障害のある患者、血

小板数 50,000/mm3未満の患者で認められる。  
エクメット配合錠 
HD,LD【院外】 

ビルダグリプチン /
メトホルミン 

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
ジャドニュ顆粒分包

90mg【仮】,360mg【仮】 
デフェラシロクス デフェラシロクス製剤の投与により、重篤な肝障害、腎障害、

胃腸出血を発現し死亡に至った例も報告されていることから、

投与開始前、投与中は定期的に血清トランスアミナーゼや血清

クレアチニン等の血液検査を行うこと。これらの副作用は、特

に高齢者、高リスク骨髄異形成症候群の患者、肝障害又は腎障
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害のある患者、血小板数 50,000/mm3未満の患者で認められる。 

ビジクリア配合錠 
【科限】 

リン酸二水素ナトリ

ウム－水和物・無水

リン酸水素ナトリウ

ム 

重篤な事象として、急性腎不全、急性リン酸腎症（腎石灰沈着

症）があらわれることがある。このような事象が発現した場合

には、永続的な腎機能障害に至ることが多く、また、長期にわ

たり透析が必要となることもあるため、予め十分な問診・観察

を行い、以下の高リスクに該当する患者への投与は、慎重に行

うこと。特に、高血圧症の高齢者には、本剤を投与しないこと。 
(1)高齢者  (2)高血圧症の患者  (3)循環血液量の減少、腎疾

患、活動期の大腸炎のある患者  (4)腎血流量・腎機能に影響を

及ぼす薬剤（利尿剤、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アン

ジオテンシン受容体拮抗薬、NSAIDs 等）を使用している患者  
メトグルコ錠 
250mg,500mg【院外】 

メトホルミン 腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合

には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与する

こと。 
メトレート錠 2mg メトトレキサート 腎機能が低下している場合には副作用が強くあらわれることが

あるため、本剤投与開始前及び投与中は腎機能検査を行うなど、

患者の状態を十分観察すること。 
リウマトレックスカプ

セル 2mg【院外】 
メトトレキサート 腎機能が低下している場合には副作用が強くあらわれることが

あるため、本剤投与開始前及び投与中は腎機能検査を行うなど、

患者の状態を十分観察すること。 
【注射】     
アクプラ静注用 
10mg,50mg 

ネダプラチン 頻回に臨床検査（血液検査，肝機能検査，腎機能検査等）を行

うなど状態を十分に観察し，異常が認められた場合、適切な処

置を行うとともに、投与継続の可否について慎重に検討する。 
アブラキサン点滴静注

用 100mg【科限】 
パクリタキセル（ア

ルブミン懸濁型） 
骨髄抑制（主に好中球減少）等の重篤な副作用が起こることが

あるので、頻回に臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検

査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。 
イリノテカン塩酸塩点

滴静注液「ホスピーラ」 
40mg,100mg 

イリノテカン 投与に際しては、骨髄機能抑制、高度な下痢等の重篤な副作用

が起こることがある。致命的な経過をたどることがあるので、

頻回に臨床検査(血液検査、肝機能検査、腎機能検査等)を行うな

ど、患者の状態を十分に観察する。 
ゲムシタビン点滴静注

液「ホスピーラ」 
200mg,1g 

ゲムシタビン 臨床症状を十分に観察し、頻回に臨床検査（血液学的検査、肝

機能検査、腎機能検査等）を行う。異常が認められた場合には

適切な処置を行うとともに、投与継続の可否について慎重に検

討する。  
ト リ セ ノ ッ ク ス 注

10mg【患限】 
三酸化ヒ素 投与開始前には 12 誘導心電図を実施し、血清電解質（カリウム、

カルシウム、マグネシウム）及びクレアチニンについて検査す

ること。 
フルダラ静注用 50mg
【患限】 

フルダラビン 骨髄抑制により感染症又は出血傾向等の重篤な副作用が増悪又

は発現することがある。頻回に臨床検査（血液検査，肝機能・
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腎機能検査等）を行うなど，患者の状態を十分に観察する。 

点滴静注用ホスカビル

注 24mg/mL【患限】 
ホスカルネット 本剤の投与により腎障害があらわれるので、頻回に血清クレア

チニン値等の腎機能検査を行い、腎機能に応じた用量調節を行

うこと。 
リツキサン注 
100mg,500mg 

リツキシマブ 腫瘍量の急激な減少に伴い、腫瘍崩壊症候群があらわれ、本症

候群に起因した急性腎不全による死亡例及び透析が必要となっ

た患者が報告されている。血液中に大量の腫瘍細胞がある患者

において、初回投与後 12～24 時間以内に高頻度に認められるこ

とから、急激に腫瘍量が減少した患者では、血清中電解質濃度

及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分観察すること。

また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用

があらわれるおそれがある。 
リツキシマブ BS 点滴

静注「KHK」 
100mg【仮】, 
500mg【仮】 

リツキシマブ 腫瘍量の急激な減少に伴い、腎不全、高カリウム血症、低カル

シウム血症、高尿酸血症、高 Al-P 血症等の腫瘍崩壊症候群

（tumor lysis syndrome）があらわれ、本症候群に起因した急

性腎不全による死亡例及び透析が必要となった患者が穿孔バイ

オ医薬品において報告されている。血液中に大量の腫瘍細胞が

ある患者において、初回投与後 12～24 時間以内に高頻度に認め

られることから、急激に腫瘍量が減少した患者では、血清中電

解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分観察す

ること。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これら

の副作用があらわれるおそれがある。 
レボホリナート 
点滴静注用 
25mg,100mg 

レボホリナート 重篤な骨髄抑制、激しい下痢等が起こることがある。結果、致

命的な経過をたどることがある。定期的 (特に投与初期は頻回) 
に臨床検査 (血液検査、肝機能・腎機能検査等) を行うなど状態

を十分観察し、異常が認められた場合、速やかに適切な処置を

行う。 
※詳細については使用上の注意の項にも記載がありますので、使用の際は添付文書の確認をお願いします。 

また、薬剤部ホームページの「学内専用→各種一覧表」でも公開しておりますのでご参照下さい。 
（http://www2.med.oita-u.ac.jp/yakub/gyomu_tejyun/itiran/201809/1809kanjin.xls） 

http://www2.med.oita-u.ac.jp/yakub/gyomu_tejyun/itiran/201809/1809kanjin.xls

