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は じ め に  

 

インフルエンザパンデミックはこれまで 10～40 年の間隔で発生しており、現時点では 1968 年の

香港インフルエンザから 40 年余り経過している。近年ではパンデミックの危険性が高まりつつあるこ

とから、行政、企業等においてはパンデミック対応が進められている。 

WHO (World Health Organization) によると、H5N1 ウイルス感染者 385 例の死亡率が

63.1%と報告されており 1)、インドネシアで確認された H5N1 ウイルスでは、感染者 127 名のうち

81%が死亡したと報告されている 2)。H5N1 ウイルスと一般インフルエンザの死亡率 0.05%と比較す

ると、H5N1 ウイルスは極めて危険性の高いウイルスであることがわかる。また、H5N1 ウイルス感染

者は若年者の死亡率が高い傾向にあることも考慮すると 1)、新型インフルエンザパンデミックが社会

に及ぼす影響は大きくなると考えられる。 

2004 年に高病原性鳥インフルエンザ (A/H5N1 型) が流行した際、WHO は“WHO Global 

Influenza Preparedness Plan”を作成した。我が国でもそれに準じた「新型インフルエンザ対策

行動計画」が策定され、抗インフルエンザ薬の備蓄数等について定められた。また、千葉県  (以下 

県) では 2005 年に「千葉県新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、フェーズ 1～6 の各段階

に対応した行動計画や情報収集体制等を具体的に提示した。さらに 2008 年には発熱外来、発熱

相談センターの設置、封じ込め等について改定され、より明確な対応が示されている。 

本県は地域により人口密集度が異なり、さらに医療機関の規模や数、交通網にも地域格差が生

じている。また、本県には成田空港があることも踏まえると、パンデミック時には各地区の状況に応じ

た対応が重要となる。また、行政、医療機関、薬局、医薬品卸等がそれぞれの対応を明確にするこ

とで、迅速で適切な対応が可能となる。 

本マニュアルは「千葉県  新型インフルエンザ対応マニュアル」3)を基にして、薬局・薬剤師の基

本的な対応についてまとめた。しかし、地域特性に応じたより具体的な対策等については、各地区

の状況を考慮したうえで決定する必要がある。今後は本マニュアルをより実践的に改定し、現場に

則したものにする予定である。 

 

平成 21 年 2 月 20 日  

社団法人千葉県薬剤師会  

薬事情報センター研究部門 
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A. 各段階の対応 
 

 

2009 年新型インフルエンザＡ（H1N1）の対応 
 

2009 年に流行している新型インフルエンザ A (H1N1) については、以下の対応となる (平成

21 年 9 月 19 日現在)。 
な お 、 本 対 応 は 変 更 さ れ る こ と が あ る の で 、 最 新 の 情 報 は 千 葉 県 ホ ー ム ペ ー ジ

( http://www.pref.chiba.lg.jp/ ) にて確認する。 
 

[医療機関の受診について] 
発熱など新型インフルエンザの感染を疑う症状がある方の診療は、原則として季節性インフル

エンザと同様に一般医療機関において行う。 
・ 新型インフルエンザの感染を疑い受診を希望する場合は、かかりつけ医等に直接、受診する。

・ 受診にあたっては、季節性のインフルエンザが流行するまでの間、事前に医療機関へ連絡

し、その指示に従うとともに、マスクの着用やできるだけ公共交通機関の利用をさけるなど、

感染防止に努める。 
・ 発熱等のインフルエンザ様症状のある場合は、早めに医療機関を受診する。 
・ 特に、基礎疾患を有する方等※は、できるだけ早く医療機関を受診する。 
※ 基礎疾患を有する方等：妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾

患 (糖尿病等) ・腎機能障害・免疫機能不全  (ステロイド全身投与等) 等を有しており、治

療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症化のリスクが高いと判断される方等。 
 

[新型インフルエンザ相談窓口等について] 
・ 新型インフルエンザに感染した疑いのある患者に、発熱外来の紹介等を行っていた「発熱相

談センター」を、8 月 1 日より「新型インフルエンザ相談窓口」に変更し、外来医療機関が分

からない方への案内、自宅療養している患者からの相談等を受付ける。 
 

[新型インフルエンザに係る相談窓口 相談時間：6：00～22：00 (土日、祝日を含む。)] 
TEL 043-223-4411 
FAX 043-221-5950 

 

 

1. 国外もしくは国内において新型インフルエンザ患者が発生したが、県内で患者 (疑似症患者を

含む) が発生していない段階での対応 

・ 発熱や呼吸器症状のある患者が来局した場合には、直ちに手指の消毒及びマスクを着用させ、

一般の医療機関への受診前に発熱相談センター (健康福祉センター (保健所) 等) に相談す

るように説明する。 

・ 個人防御をせずに接触した患者や医療スタッフ等に対しては、状況を説明して不安の解消を図

ったうえ、接触者名簿を速やかに作成する。また、必要に応じて健康福祉センター (保健所) か

ら連絡がある事を説明する。 

・ 薬剤師等のスタッフは、日ごろからサージカルマスクの着用など十分な感染予防策を講じる。また、

アルコール性消毒剤やマスク (予備) を用意しておく。 

・ 受付時に患者等がインフルエンザ様症状  (咳、発熱等) を呈している場合には、マスク (サージ

カルマスク等) を着用させ、他の患者等との接触を避ける。その際、当該患者等を別の部屋で待

機させるか、他の患者等と 2m 以上離して待機させ、薬局内での感染を予防する。 
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・ 薬局のスタッフはサージカルマスク等を着用するなど、十分な感染防御を講ずる。 
 

2. 県内で患者を確認した後の段階での対応 

※ 県内で患者を確認して以後は、一般医療機関において新型インフルエンザ感染を危惧する

患者に対して、原則として外来診療は行わない。 

※ 医療機関では投薬中の薬剤について、処方期間を延ばすなどの対応を図る。 

・ 新型インフルエンザの感染を危惧する発熱等の症状のある患者が来局した場合には、最寄りの

発熱相談センターに連絡するよう指導するか、もしくは発熱外来を紹介し受診勧奨する。 

・ 新型インフルエンザ患者等の発生に伴い、住民に対し外出の自粛を求めることから、通院中の患

者についても緊急以外の受診を避けるよう医師と協議する。 

・ 治療に使用する抗インフルエンザウイルス薬は流通しているものから使用し、不足した時は県備

蓄分等を使用する (「B. 抗インフルエンザウイルス薬」参照) 。 

・ 薬局へは処方せんを持参する患者の他、一般用医薬品  (解熱鎮痛剤等) 購入目的の消費者

も来局する。一般用医薬品の購入を目的とする消費者のうち、発熱  (38℃以上) あるいは呼吸

器症状がある者へは受診勧奨する。なお、本段階において新型インフルエンザ感染を危惧する

患者は発熱外来で対応し、一般医療機関における外来診療は原則行わない。 

・ 薬局の入り口等の目に入りやすい場所に、発熱者への注意事項を掲示する (表 1 資料 1) 。 
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表 1. 掲示内容の例 
 

・ 発熱 (38℃以上) あるいは呼吸器症状がある患者への発熱外来の受診勧奨。 
・ 発熱外来の連絡先、場所。 
・ 健康福祉センター (保健所) 、市町村の発熱相談センターへ連絡すること、連絡先の電

話番号。 
・ 患者相談窓口の案内。 
 

 

3. 入院勧告措置が解除されて以後の段階での対応 (パンデミック期) 

※ 入院勧告による感染拡大防止及び抑制効果が得られなくなった場合、又は感染症指定医療

機関等が満床となった場合には、新型インフルエンザ患者の入院勧告措置を解除する。 

※ 医療機関は慢性疾患等で通院治療を受けている患者について、処方期間の延長を講ずる。 

・ 治療に使用する抗インフルエンザウイルス薬は流通しているものから使用し、不足した時は県備

蓄分等を使用する (「B. 抗インフルエンザウイルス薬」参照) 。 

・ 入院治療の必要性を認めない患者は、抗インフルエンザウイルス薬による治療を自宅療養により

行う。よって、マスクの着用や外出の自粛などを指導する。 

・ 新型インフルエンザ患者で在宅療養をしている 1 人暮らしの高齢者等の要支援者については、

市町村、介護職員及び健康福祉センター (保健所) 職員が連携し、巡回や電話連絡等により

病状等の確認を行い、悪化した場合には入院をさせる。また、必要に応じて地区薬剤師会で協

力体制を整備する。 
 

4. 入院が必要な患者数が膨大となり既存の病床以外にも、新たな病床が必要となった段階での

対応 

※ 宿泊施設は感染拡大時の一時的なものなので、医療法上の医療施設ではなく、居宅の延長

線上のものとする。 

※ 医療機関以外の医療を提供する場として、感染拡大の防止や衛生面から、以下にあげる条

件を満たす公的研修施設等の宿泊施設とする。 

・ 大人数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること。 

・ トイレやシャワーなど衛生設備が整っていること 

・ 食事の提供ができること 

・ 冷暖房の設備があること 

・ 十分な駐車スペースや交通の便があること 
 

5. 新型インフルエンザの流行が終息傾向に入った段階での対応 

※ 発熱相談センター及び発熱外来の中止。 

・ 新型インフルエンザ第二波への準備を開始する。 

・ 新型インフルエンザに罹患し免疫を獲得した薬剤師等は、新型インフルエンザの治療に従事する。 
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(参考) 
 

フェーズの概要 
 

フェーズ 1 

ヒトから新しい亜型のインフルエンザウイルスは検出されていないが、ヒトへ感染する可能性を持つ

ウイルスが動物に検出 
 

フェーズ 2 

ヒトから新しい亜型のインフルエンザウイルスは検出されていないが、動物からヒトへ感染するリスク

が高いウイルスが動物に検出 
 

フェーズ 3  

ヒトへ新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的にない 
 

フェ－ズ 4  

ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、感染集団は小さく限られて

いる 
 

フェーズ 5 

ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、大きな集団発生がみられる。パンデミ

ック発生のリスクが高まる 
 

フェーズ 6  

パンデミックが発生し世界の一般社会で急速に感染が拡大している 
 

後パンデミック期  

パンデミックが発生する前の状態へ、急速に回復する時期 
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B. 抗インフルエンザウイルス薬 (治療投与) 

新型インフルエンザ患者に使用する抗インフルエンザウイルス薬は、流通している薬剤を優先し

て使用する。現在、我が国ではタミフル (オセルタミビル) 、リレンザ (ザナミビル) 、シンメトレル 

(アマンタジン) が承認されているが、アマンタジンには高い耐性率が報告されている 4)。また、海外

ではタミフルの予防投与中、H5N1 ウイルスに感染した患者から耐性ウイルスが確認され 5)、一方で

わが国のタミフル耐性率は H1N1 ウイルスで 97.1%と報告されている 6)。国ではタミフル耐性ウイル

スが出現した場合を想定して、危機管理のためにリレンザを備蓄している 7)。 

県は 120 万人分の抗インフルエンザウイルス薬 (タミフル等) を確保している 8)。県備蓄分につい

ては、流通している抗インフルエンザウイルス薬の在庫量が一定以下になった時点で、新型インフ

ルエンザ患者の治療にあたる医療機関に限り供給される。 
 

1. 入院勧告措置が解除されるまでの間の投薬治療医療機関 

疑い例 (要観察例) は入院勧奨となり、さらに検査により患者 (疑似症患者を含む) と確定でき

た場合は、全て入院勧告措置を講ずることから、抗インフルエンザウイルス薬による治療は、全例入

院医療機関において行う。 
 

2. 入院勧告措置が解除されて以後 (パンデミック期) の投薬治療医療機関 

(1) 発熱外来等の医師が新型インフルエンザ患者と診断し、症状から入院治療の必要がなく自

宅療養とする患者に対しては、タミフルの投薬治療を行う。 

(2) 入院が必要として、医療機関に搬送された新型インフルエンザ患者  (臨床診断) について

は、搬送された医療機関でタミフルの投薬治療を行う。 
 

3. 感染拡大時の投薬 

感染が拡大し、国が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬タミフルが不足するような状況にな

った場合には、国の指示により国民生活や社会機能維持等を確保するため、やむを得ず投薬にあ

たって順位をつけることとなる。このような状況になった場合には、県、医療機関、薬局等が連携して

県民の理解を得るよう努める (表 2) 。 
 

4. 県備蓄等の抗インフルエンザウイルス薬タミフルの供給 

新型インフルエンザ発生時には県備蓄薬 49 万 6,000 人分 (496 万カプセル) を適宜・適切に供給す

る。また、県備蓄のタミフル不足が見込まれる時には、国の備蓄用タミフルの供給を受ける。 

県で備蓄している抗インフルエンザウイルス薬タミフルは、発熱外来及び入院治療を担当する医

療機関のみに供給する。供給に関しては、医薬品卸業者の協力を得ながら、新型インフルエンザ

患者に対しタミフルの投薬治療を行う医療機関等に搬送することで調整を行う。 
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表 2. タミフル不足時の対応 (厚生労働省ガイドライン) 
 

タミフルが不足した時の投薬順位 

1. 入院が必要な重症患者 
2. 医療従事者及び社会機能維持者等の外来患者 
3. 医学的ハイリスク群の外来患者 
4. 小児、高齢者の外来患者 
5. 成人の外来患者 

 

医療従事者及び社会機能維持者等について 

ア. 医療従事者等 
・ 医療従事者 (感染症指定医療機関の職員、外来担当医療機関の職員は優先して投薬する) 
・ 救急隊員 
・ 医薬品製造販売業者 等 

イ. 社会機能維持者 
・ 治安維持関係者 
・ ライフライン関係者 

電気事業者、水道事業者、ガス事業者、石油事業者、食品販売関係者 等 
・ 国又は地方公共団体の危機管理に携わる者 

国会議員、地方議会議員、都道府県知事、市町村長、国家公務員・地方公務員のうち

危機管理に携わる者 等 
・ 国民の最低限の生活維持のための情報提供に関わる者 

報道機関、重要なネットワーク事業・管理をおこなう通信事業者 
・ 輸送 

鉄道業者、道路旅客・貨物運送業者、航空運輸業者、水運業者 
 

 

 

 
図 1. 新型インフルエンザ患者の受け入れと治療に使用するタミフル 
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(参考)  
 

抗インフルエンザ薬の治療期間 
 

国内臨 床試 験によると、タミフル投与群  (n=122) のインフルエンザ罹患期間は 70.0 時間

(Median) であり、罹患期間はプラセボに比較して有意に短縮したと報告されている 9) (一般化

Wilcoxon 検定, p=0.0216) 。また、千葉県内で実施した調査によると、タミフル投与 (n=97) による

臨床症状消失までの服用回数は、発熱 4.6±1.8 回 (Mean±S.D.) 、痛み 4.1±1.9 回であり、3
日間の服用でそれぞれ 80.4%、69.1%の患者が改善した。この結果を年齢別に比較したところ、6～

12 歳と 13～39 歳の群、および 13～39 歳と 40 歳～59 歳の群間で有意差 (t 検定, p＜0.05) が

認められた 10) (図 2) 。 
 タミフルによるインフルエンザ治療は 5 日間投与とされているが、臨床症状からはより短期間で効

果が認められている。しかし、抗インフルエンザ薬による治療を受けた患者群では、治療開始から 6
日後でも、8%の患者からインフルエンザウイルスが検出されている 11) (コントロール群 50%) 。また、

小児インフルエンザ患者に対する報告によると、解熱した段階においても、その後数日間は咽頭や

鼻腔からウイルス排泄が続くと報告されている 12)。抗インフルエンザ薬の不十分な投与は、耐性ウイ

ルスの出現、さらには第 3 者への感染を引き起こす恐れがあり、投与量および投与期間の設定には

慎重な対応が必要となる。 
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N.S.　　　　　　  p＜0.05　　　　　　p＜0.05　　　　　　N.S.

 
Mean±S.D.      

N.S.: Not significant (t test)      
 

図 2. タミフルによる解熱までの投与回数 (文献 9 より改変) 
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C. 感染対策 

支部あるいは薬局では、事前に感染症対策委員会等を設置し、新型インフルエンザが持ち込ま

れることを前提に、それぞれの状況に合った感染拡大防止対策を定める必要がある。 
 

1. 感染経路 

通常期のインフルエンザの主な感染経路は飛沫感染と考えられており、また、ウイルスの付着した

手で眼や鼻を触るなどの皮膚から粘膜・結膜への直接的な接触感染や、環境を介する間接的接触

感染も感染経路の一つと考えられている。 

一方、全ての新型インフルエンザに関する感染経路を特定することはできないが、例えば新型イ

ンフルエンザウイルス A/H5N1 は、冬期に流行しているインフルエンザウイルスと同じ A 型であること

から、現状では感染経路も同様として対応する。 

 

(参考) 
 

接触感染 

皮膚と粘膜・創の直接的な接触、あるいは周辺の環境を介した間接的な接触による感染経路を指

す。 
(予防策) 
・ 患者を個室に収容する。個室の数が足りない場合は、同じ疾患の患者を同一の部屋に収容する。 
・ 患者を診察する時や患者の部屋に入る際には手袋を着用し、退出の際には手袋を外して直ち

に手指消毒を行なう。 
・ 医療従事者の体が患者に接触することが予想される場合は、ガウンを使用する。 
 

飛沫感染 

病原体を含む大きな粒子  (5 ミクロンより大きい飛沫) が飛散し、他の人の鼻や口の粘膜あるい

は結膜に付着することにより感染する。飛沫は咳・くしゃみ・会話などにより生じる。飛沫は空気中を

漂わず、短距離 (1～2 メートル以内) しか到達しない。 
(予防策) 
・ 患者を個室に収容する。個室の数が足りない場合は、患者同士のベッドの間隔を 2m 以上離し、

患者の間にカーテンなどの仕切りを設置する。 
・ 医療従事者は、患者に近寄る時にサージカルマスクや手袋を着用する。 
 

空気感染 

拡散した病原体を含む小さな粒子 (5 ミクロン以下の飛沫核) が拡散し、これを吸い込むことによ

り感染する。飛沫核は、医療現場においては気管内吸引や気管支鏡検査などの手技に伴い発生

する。飛沫核は空気中に浮遊するため、除去するには特殊な換気 (陰圧室など) とフィルターが必

要である。 
(予防策) 
・ 患者は陰圧個室に収容する。 
・ 患者を診察する時や病室に入る際には、N95 マスクを着用する。 
・ 患者が検査などで個室外に出る時は、サージカルマスクを着用させる。 
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2. 感染予防対策 

・ 国内あるいは県内で新型インフルエンザ患者の発生がない状況では、疑い例 (要観察例) が一

般の医療機関を受診することが考えられる。日頃からサージカルマスクの着用、手指の洗浄と消

毒など、感染予防に努める。 

・ 新型インフルエンザウイルスの感染者は、発熱や呼吸器症状等を発症する前から、他の人への

感染性を有するとされている。特に新型インフルエンザ患者が多発している時には、新型インフル

エンザウイルスに感染している一般患者が、インフルエンザ以外の疾患で来局することが考えら

れる。よって、当該患者に接触する可能性のあるスタッフはサージカルマスクを着用するなど、感

染予防対策の徹底を図る。 

・ 国外で新型インフルエンザが発生  (フェーズ 4A) してから県内で患者が発生するまでの間は、

発熱や呼吸器症状のある患者に対し来局時にマスクを着用させ、他の患者との接触を避けて待

機をさせるなど予防対策を徹底する。 

・ 県内で患者が発生して以後は、発熱や呼吸器症状のある患者を診療する発熱外来が設置され

る。新型インフルエンザ感染者と思われる患者が一般用医薬品の購入を希望した際には、これら

医療機関を紹介する。 
 

(1) 個人防御 

① マスクと眼の防護 

発熱等の症状がある患者と濃厚に接触するスタッフは、PPE (N95 マスク (無い場合はサ

ージカルマスク) 、ゴーグル等) を着用する。患者等の飛沫をあびる可能性の少ないスタッフ

については、サージカルマスクを使用する。 

② 手指消毒・手洗い 

・ 新型インフルエンザの感染が疑われる患者や当該患者の血液・体液・分泌液・排泄物、及

びこれらに汚染したリネンや環境等に触れた後は、必ず石けんにより十分手指を洗い (30 

秒程度) 、流水で洗い流す (20～30 秒) 手指洗浄を徹底する。 

・ 使い捨ての手袋を脱いだ時も、必ず手指洗浄を行う。 

・ インフルエンザウイルスの不活化にはアルコール製剤が有効であることから、手指洗浄後に

は、アルコール製剤による手指消毒を行う。 

③ 手袋 (使い捨て) 

新型インフルエンザの感染が疑われる患者等の血液・体液・分泌液・粘膜・排泄物等に触れる

時、これら体液等で汚染されたリネン等に触れる時には、使い捨て手袋を使用する。 

(2) 器具の管理 

・ 患者等の使用した体温計、血圧計等は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬を

用いるか、加熱などの適切な方法で消毒を行う。 
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(3) 患者等に用いたリネン、食器等の管理 

・ 患者等が使用したリネンで、患者の血液や分泌液等が付着している場合は、流水で洗い流し

た後、洗剤を用いて洗濯し、天日あるいは乾燥機により乾燥させる。なお、洗濯等が不可能な

場合は、当該箇所をアルコール製剤で消毒する。また、可能であれば熱水消毒 (80℃、10 分

間以上) を実施する。 

・ 患者等が使用した食器類は、熱水消毒 (80℃ 10 分間) 等による消毒を行った後、洗浄する。 

(4) 環境の衛生管理 

・ 患者等の血液や分泌液等が机や壁などに付着した場合には、直ちに付着物を取り除き、汚染部

分をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬を用いて清拭消毒する。 

・ 患者等の血液や分泌液等が付着した床は、その部分について上記に準じて消毒等を行い、そ

れ以外は日常の清掃で対応するが、清掃にあたっては埃を巻き上げないよう、モップによる清拭

やヘパフィルター付きの掃除機を用い除塵清掃する。 

 

表 3. 消毒 

消毒場所等 使用薬品等 
80℃、10 分間の熱水消毒 
0.05～0.5% (500〜5,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間浸漬 
2～3.5%グルタラールに 30 分間浸漬 
0.55%フタラールに 30 分間浸漬 
0.3%過酢酸に 10 分間浸漬 

機  材 

70%イソプロパノール又は消毒用アルコールで清拭・浸漬 
0.05～0.5% (500～5,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウムで清拭 

環  境 
70%イソプロパノール又は消毒用アルコールで清拭 

手指消毒 速乾性擦式消毒用アルコール製剤 

 

(5) 同伴者に対する対応 

同伴者については、被同伴者が新型インフルエンザ感染を疑われた時点で、同伴の自粛を指

導する。 

被同伴者が患者 (疑似症患者を含む) となった時には、同伴者は濃厚接触者に該当すること

を踏まえ、タミフルの予防投薬 (予防投薬が中止されるまで) 、毎日 2 回の検温 (10 日間) 、外

出の自粛とマスクの着用、発熱時の早期受診等を指導する。 

(6) 患者等の対応 

患者  (疑似症患者を含む) や疑い例  (要観察例) については、感染拡大の防止を図るため、

咳エチケットの励行を指導する (表 4 資料 2) 。 

なお、患者の分泌液等が付着した廃棄物は、ビニール袋に密封し、適正に処理する。 
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(7) 職員の健康状態のチェックの徹底 13) 

   毎日、出勤前に発熱の有無などのチェックを行い、インフルエンザ症状を呈した職員は出勤を

控える。そのうち、新型インフルエンザ患者・疑似症患者との濃厚接触者は保健所に連絡・相談

を行う。 

 

 

表 4. 咳エチケット 
 

・ 咳・くしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ、1m 以上離れる。

・ 呼吸器系分泌物  (鼻汁・痰など) を含んだティッシュをすぐに蓋付きの廃棄物箱に捨てられる

環境を整える。 
・ 咳をしている人にマスクの着用を促す。 

マスクは、より透過性の低いもの、例えば、医療現場で使用される「サージカルマスク」が望まし

いが、通常の市販マスクでも、咳をしている人のウイルスの拡散をある程度は防ぐ効果があると

考えられている。 
健常人がマスクを着用した場合にも、ウイルスの吸入を完全に防ぐことはできない。 

・ マスクは説明書をよく読み、正しく着用する。 
 

 

(8) 在宅ケアにおける感染防止対策 

新型インフルエンザ患者が多発し、入院勧告措置が解除されると、軽症の新型インフルエンザ

患者は、自宅において投薬治療を受けることになる。この様な患者に対するケアの提供時には、

提供者は PPE (N95 マスク (入手困難な時はサージカルマスク) 、ゴーグル、使い捨て手袋、

ガウン等)を着用するなど、十分な感染防止策を講ずる。 
 

(9) 抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン 

ワクチン接種やタミフルの予防投与が上げられる。しかし、A/H5N1 亜型からパンデミックが発

生したとき、以前流行した別の A/H5N1 亜型ウイルスをもとに作成されたプレパンデミックワクチン

を接種したとしても、抗原性が変化したならばパンデミックとなったときの効果は不明である 14)。ま

た、タミフルについても、新型インフルエンザに効果があると保障できるものではない。 
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D. 薬局等における対応 

薬局等へはインフルエンザ患者のみならず、他の慢性および急性疾患の患者が来局する。また、

自己がインフルエンザ感染を認識していない場合には、一般用医薬品の感冒薬を求めることも想

定される。さらに医薬品以外の衛生用品や雑貨等を扱う場合には、より不特定多数の消費者が来

局することになるので、各薬局等の形態に適した感染対策を講ずる必要がある。 

 

1. 処方せん調剤を主とする薬局 

他の患者への感染を避けるため、インフルエンザ感染者へはマスクの着用を依頼する。 

来局者の多くは処方せん調剤を求める患者なので、特にインフルエンザハイリスク患者に対して

は注意を要する (表 5) 。ハイリスク患者が来局した際には、その他の患者との距離を 2m 以上保つ

など、特に感染対策に注意する。 

 

表 5. インフルエンザにおけるハイリスク群 (文献 15 より) 
 

・ 65 歳以上の高齢者 
・ 妊娠 28 週以降の妊婦 
・ 慢性肺疾患 (肺気腫、気管支喘息、肺線維症、肺結核など) 
・ 心疾患 (僧帽弁膜症・鬱血性心不全など) 
・ 腎疾患 (慢性賢不全・血液透析患者・腎移植患者など) 
・ 代謝異常 (糖尿病・アジソン病など) 
・ 免疫不全状態の患者 
 

 

2. 一般用医薬品販売を主とする薬局等 

既にインフルエンザに感染しているが、発症しない段階の感染者が一般用医薬品を購入すること

が想定される。このような場合では、一般用医薬品の販売時に感染の可能性を症状よりチェックし、

インフルエンザ感染の可能性のある場合には、医療機関での対応注 )を勧奨する。なお、新型インフ

ルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) 症例定義 16)を表 6 に示す。 

また、衛生用品や雑貨等を販売している薬局等では、特に混雑が予測されるため、消費者へは

薬局等内でのマスク着用を義務付ける。 

なお、ハイリスク患者が来局した際には、「D. 1. 処方せん調剤を主とする薬局」に従い対応する。 

注) p2 「A. 各段階の対応」に準拠。 
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表 6. 新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) 症例定義 (文献 16 より) 
(平成 21 年 4 月 29 日現在) 

 

(1) 定義 
新型インフルエンザウイルス (豚インフルエンザウイルス H1N1) の感染による感染症である。  

(2) 臨床的特徴 
咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを

特徴とする。なお、国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性がある。 
(3) 届出基準 
ア 患者 (確定例) 
医師は、(2) の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱または急性呼吸器症状*1 のある者を診

察した結果、症状や所見から新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) が疑われ、かつ、次の表の

左欄に掲げる検査方法により、新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) と診断した場合には、法

第 12 条第 1 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める

もののいずれかを用いること。  
 

検査方法 検査材料 
分離・同定による病原体の検出   
検体から直接の PCR 法 (Real-timePCR 法、

Lamp 法等も可) による病原体の遺伝子の検出 

喀痰・咽頭ぬぐい液・鼻汁・便・髄

液・血液・その他  

中和試験による抗体の検出  (ペア血清による抗

体価の有意の上昇) 
血清   

 
イ 疑似症患者 
医師は、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状*1 があり、かつ次の (ア) (イ) (ウ) (エ) のいずれかに該

当する者であって、インフルエンザ迅速診断キットにより A 型陽性かつ B 型陰性となったものを診察した場

合、法第 12 条第 1 項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 
ただし、インフルエンザ迅速診断キットの結果が A 型陰性かつ B 型陰性の場合であっても、医師が臨床

的に新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) の感染を強く疑う場合には、同様の取り扱いとする。

(ア) 10 日以内に、感染可能期間内*2 にある新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) 患者と濃厚

な接触歴  (直接接触したこと又は 2 メートル以内に接近したことをいう。以下同様。) を有する者 
(イ) 10 日以内に、新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H1N1) に感染しているもしくはその疑いがある

動物  (豚等) との濃厚な接触歴を有する者 
(ウ) 10 日以内に、新型インフルエンザウイルス (豚インフルエンザウイルス H1N1) を含む患者由来の検

体に、防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者 
(エ) 10 日以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅行した者 
 

＊1. 急性呼吸器症状： 
急性呼吸器症状とは、最近になって少なくとも以下の 2 つ以上の症状を呈した場合をいう 
ア) 鼻汁もしくは鼻閉 
イ) 咽頭痛 
ウ) 咳嗽 
エ) 発熱または、熱感や悪寒 

＊2. 発症 1 日前から発症後 7 日目までの 9 日間とする。 
 
《備考》 
診断の際には、新型インフルエンザ(豚インフルエンザＨ１Ｎ１)の流行情報、豚やインフルエンザ症状のある

者との接触歴、渡航歴、職業などの情報を把握することが有用である。  
なお、平成 21 年 4 月 29 日現在、確定例の届出に係る検査の一部については整備中である旨申し添える。
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E. 情報提供と収集 

1. 患者への情報提供と収集 

対面による情報提供・収集については、薬剤情報提供文書を活用し、安全面・法的面等が最低

限確保される範囲に留める。その他の情報提供と収集については、電話等を利用して極力感染の

リスクを低くする。 

文書による情報提供では、多くの患者に基本情報 (効能・効果、用法・用量、併用禁忌など) が必

要とされ、さらに特定患者に対しては個別に対応した情報提供 (慎重投与、小児、妊婦など) が求め

られる 17)。特に併用薬剤、アレルギー歴、既往歴などに関する情報については、有用性が示されてい

る 18)。なお、抗インフルエンザウイルス薬のくすりのしおり (日本語、英語) を資料 3～7 に示す。 

また、情報提供ツールとしては IT (Information Technology) を活用した医療情報システムの

有用性が示されている 19,20)。しかし、ネットワーク等を通じた電子化情報の提供は、情報処理関連

事業者が介在することがあるので、情報処理関連事業者及び送信側との間で、責任分担を明確に

する必要がある 21)。 
 

2. 千葉県薬剤師会-支部間における情報提供と収集 

社団法人千葉県薬剤師会薬事情報センターは関係機関と連携し、必要な情報の収集・分析・

提供に努める。また、新型インフルエンザに関する治療・予防等に関する情報を独自に収集・分析・

評価し、的確な情報を必要とする地区へ提供する。 

(1) 情報提供 

① 薬局への情報提供 

社団法人千葉県薬剤師会ホームページ (http://www.c-yaku.or.jp/) 、「ちば県薬メールニュ

ース」を中心として情報提供する。 

② 支部への情報提供 

  パンデミック専用メーリングリストを開設し、支部間で情報共有できる体制をとる。また、一定地域

に対する情報提供については、原則として E-mail による情報提供とする。 

(2) 情報収集 

① 薬局からの情報収集 

目的に応じて FAX あるいは社団法人千葉県薬剤師会ホームページから報告する。 

② 支部からの情報収集 

原則としてパンデミック専用メーリングリストにより情報を共有する。 
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(参考) 
 

抗インフルエンザ薬の剤形 
 

 抗インフルエンザ薬は、表 7 に示すように 7 種類の剤形が国内外で販売されている 22-32)。日本におい

て承認されている剤形は、オセルタミビル (カプセル剤、ドライシロップ)、ザナミビル (吸入剤)、アマンタ

ジン (錠剤、散剤) である。 
 投与剤形は、患者の背景に合わせて適切に選択することと、内服薬以外では適正な使用方法を確保

することが重要である。 
 海外の抗インフルエンザ薬の吸入手技に関する報告 33)では、71-99 歳の高齢者を対象とした初回指

導時と指導してから 24 時間後の吸入手技をスコア化して評価している。ディスクヘラーの吸入手技で問

題となった 7 つの項目の評価を図 3 に示す。高齢者におけるディスクヘラーの使用では、適切な吸入手

技の習得は困難であり、吸入器の組み立てと吸入準備に関する項目で習得度が低かった。 
ディスクヘラーを用いた吸入では、適切な吸入準備とその後の吸入手技の 2 つがそろうことで、治療効

果が得られることから、実物を用いながら適確なポイントを患者に説明することが大切である。しかし、イン

フルエンザに感染した患者との長時間の接触は、医療従事者への感染拡大の原因になりかねないこと

から、リレンザディスクヘラー (ザミナビル) の煩雑な服薬指導を短時間で不足なく指導することを目的と

して、吸入手技確認シートを作成した (表 8)。 
 
 

表 7. 抗インフルエンザ薬の剤形 (文献 22-32 より) 
剤形 オセルタミビル ザナミビル アマンタジン 

カプセル剤 ○ － ○ 
散剤 ○ ○ － 
錠剤 ○ － ○ 
ドライシロップ ○ － ○ 
吸入剤 ○ ○ － 
ネブライザー ○ ○ ○ 
鼻腔内スプレー － ○ － 

 
 

(n=38, 文献 33 より改変)

図 3. リレンザディスクヘラーの初回指導と 24 時間後の適切な吸入手技の習得度 
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表 8. リレンザ○R ディスクヘラーの吸入手技確認シート (文献 34 より改変) 

 指導項目 チェック 

トレーの引き出し方  

トレーのはずし方  

ディスクのセットの仕方  

トレーの戻し方  

ディスクの回転の仕方  

吸入準備 

吸入器の正しい加え方(横の吸気孔をふさがない)  

吸入フタで穴をあけ、もとに戻す  

吸入するまで、吸入器を並行に保つ  

吸入器に息がかからないように息を吐き出す  

横の吸気孔をふさがないように軽く加える  

吸入指導 

早く深く薬を吸い込み、吸入後、2-3 秒息を止める  
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F. 感染症指定医療機関一覧 (平成 21 年 5 月 1 日現在) 

 

特定感染症指定医療機関(厚生労働大臣指定) 

・ 成田赤十字病院 

 

第 1 種感染症指定医療機関(知事指定)  

・ 成田赤十字病院 

 

第 2 種感染症指定医療機関(知事指定)  

・ 千葉市立青葉病院 

・ 国保松戸市立病院 

・ 社会保険船橋中央病院 

・ 東京ベイ・浦安市川医療センター 

・ 成田赤十字病院 

・ 高根病院 

・ いすみ医療センター 

・ 総合病院国保旭中央病院 

・ 南房総市立富山国保病院 

・ 総合病院君津中央病院 
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G. 健康福祉センター (保健所) 一覧 

 

習志野健康福祉センター (保健所) 047‐475-5151 

市川健康福祉センター (保健所) 047‐377-1101 

松戸健康福祉センター (保健所) 047‐361-2139 

野田健康福祉センター (保健所) 04‐7124‐8155 

印旛健康福祉センター (保健所) 043‐483-1133 

香取健康福祉センター (保健所) 0478‐52‐9161 

海匝健康福祉センター (保健所) 0479‐22‐0206 

山武健康福祉センター (保健所) 0475‐54‐0611 

長生健康福祉センター (保健所) 0475‐22‐5167 

夷隅健康福祉センター (保健所) 0470‐73‐0145 

安房健康福祉センター (保健所) 0470‐22‐4511 

君津健康福祉センター (保健所) 0438‐22‐3743 

市原健康福祉センター (保健所) 0436‐21‐6391 

千葉市保健所 043‐238-9974 

船橋市保健所 047‐431-4191 

柏市保健所 04‐7167‐1254 
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I. 資料一覧 

 
 

掲示例 

 

資料 1  県内で新型インフルエンザ患者が発症した場合の掲示例 
資料 2  咳エチケットポスター例 

 
くすりのしおり 日本語版 35) 

資料 3 タミフル くすりのしおり 
  資料 3－1 タミフルカプセル 75 治療用 
  資料 3－2 タミフルカプセル 75 予防用 
  資料 3－3 タミフルドライシロップ 3％ 

 
資料 4 リレンザ くすりのしおり 

  資料 4－1 リレンザ 治療用 
  資料 4－2 リレンザ 予防用 

 
資料 5 シンメトレル くすりのしおり 

  資料 5－1 シンメトレル細粒 10% 
  資料 5－2 シンメトレル錠 100mg 
  資料 5－3 シンメトレル錠 50mg 
 
くすりのしおり 英語版 35) 

資料 6 TAMIFLU  Drug Information Sheet 
  資料 6－1 TAMIFLU Capsule 75[for treatment] 
  資料 6－2 TAMIFLU Capsule 75[for prevention] 
  資料 6－3 TAMIFLU Dry Dyrup3% 

 
資料 7 RELENZA Drug Information Sheet 

  資料 7－1 Relenza 
  資料 7－2 Relenza [prophylaxis] 

 

 

 



 

下記の症状がある方は・・・ 
 症状 
 

 発熱症状がある方 
 咳、のどの違和感など呼吸器系の症状がある方 
 下痢、吐き気などの消化器系の症状がある方 

 
 
 
 

 まず最初に最寄の健康福祉センターへご連絡をして下さい。 
 

 各健康福祉センター（保健所）及び政令市、中核市保健所一覧 
 

健康福祉センター 電話番号 健康福祉センター 電話番号 
習志野健康福祉センター 047-475-5151 長生健康福祉センター 0475-22-5167 
市川健康福祉センター 047-377-1101 夷隅健康福祉センター 0470-73-0145 
松戸健康福祉センター 047-361-2121 安房健康福祉センター 0470-22-4511 
野田健康福祉センター 04-7124-8155 君津健康福祉センター 0438-22-3743 
印旛健康福祉センター 043-483-1133 市原健康福祉センター 0436-21-6391 
香取健康福祉センター 0478-52-9161 千葉市保健所 043-238-9927 
海匝健康福祉センター 0479-22-0206 船橋市保健所 047-431-4191 
山武健康福祉センター 0475-54-0611 柏市保健所 04-7167-1254 

 
 

 患者相談窓口の案内 
 上記の最寄りの健康福祉センターにご連絡ください。 

 
 

資料 1 



 

 

 

 

インフルエンザを予防するために 
咳エチケットを行いましょう。 
 
 
 

【咳エチケット】 
 インフルエンザに罹っている人は、周囲の人たちへの感染を防ぐ

ためにマスクをしましょう。 
 咳やクシャミをする時は、ティッシュなどで口と鼻を覆い、他の

人から顔をそむけ、できるだけ 1 m 以上離れましょう。 
 ティシュ等がない場合には、肘の内側の部分で口と鼻を覆い、で

きるだけ飛沫が飛び散らないようにしましょう。（手のひらで口を

覆った場合には、手に付着したウイルスが、手を触れた部分に移

行し、感染拡大の原因となる場合があることから避ける） 
 使用したティッシュは、フタ付きのゴミ箱などに捨てましょう。 

 
 

資料 2 



くすりのしおり 
 610443074 
 2008 年 1 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限

に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： タミフルカプセル 75［治療用］ 

主成分： リン酸オセルタミビル（Oseltamivir phosphate） 
剤形： 淡黄色／明るい灰色のカプセル剤、長径：約 17.8mm 
シート記載： Roche タミフル 75mg  

この薬の作用と効果について 
インフルエンザウイルスに感染した細胞からウイルスが遊離するのを阻害することによりウイルスの増殖

を抑えます。 
通常、A 型または B 型インフルエンザウイルス感染症の治療に用いられます。 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 
・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎機能障害、インフルエ

ンザの症状があらわれてから 48 時間以上経過している。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて

他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 通常、成人および体重 37.5kg 以上の小児は 1 回 1 カプセル（オセルタミビルとして 75mg）を 1 日 2 回、

5 日間服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。 
・ 10 歳以上の未成年の患者さんでは、合併症、既往歴などからハイリスク患者と判断される場合を除いて

は、原則としてこの薬を服用することはできません。 
・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではい

けません。 
・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。インフルエンザウイルス感染症でも、

発熱、鼻汁、喉の痛み、筋肉痛、頭痛、咳、食欲減退、だるい、寒気がする、下痢といった症状が起こ

り、副作用との鑑別が難しい場合があります。 
生活上の注意 

・ 小児・未成年の患者さんについては、万が一の事故を防止するために以下の点に注意してください。 
－この薬による治療が開始された後は、異常行動があらわれるおそれがあります。 
－自宅において療養を行う場合、少なくとも 2 日間、保護者の方は小児・未成年の患者さんが一人にな

らないよう、ご配慮ください。 
－インフルエンザ脳症などによっても、同じ様な症状があらわれるとの報告がありますので、同様にご

注意ください。 
 

※次ページも必ずお読みください。 

資料 3－1 1 ページ 



この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、ショック、アナフィラキシー様症状、劇症肝炎、肝機能障

害、黄疸、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、急性腎不全、精神・神経症状（意識障害、異常行動、

譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）、出血性大腸炎などが報告されています。このような症状に気づいたら、担

当の医師または薬剤師に相談してください。 
下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 冷や汗、めまい、しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、じんましん、判断力の低下、血の気が引く、

動悸、息切れ、息苦しい、からだがだるい、考えがまとまらない、ほてり、意識がうすれる、ふらつき

［ショック、アナフィラキシー様症状］ 
・ 発熱、悪寒、咳やたんが出る、息切れ［肺炎］ 
・ 発熱、意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、頭痛、羽ばたくような手の

ふるえ、皮膚や白目が黄色くなる、尿が黄色い、からだがだるい、かゆみ、食欲不振、吐き気、嘔吐［劇

症肝炎、肝機能障害、黄疸］ 
・ からだがだるい、発熱、まぶたや目の充血、結膜のただれ、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、

中央にむくみをともなった赤い斑点、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、陰部の痛み、関

節の痛み［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）］ 
・ 尿量が減る、尿がでない、意識の低下、疲れやすい、頭痛、からだがだるい、息苦しい、からだのむく

み、眼がはれぼったい［急性腎不全］ 
・ 発熱、のどの痛み［白血球減少］ 
・ 鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、あおあざができる、皮下出血［血小板減少］ 
・ 意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、普段と違うとっぴな行動をとる、異常行動、実際に

はない物が見えたり聞こえたりするように感じる、根拠のない思い込み、非現実的なことを強く確信す

る、けいれん［精神・神経症状（意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）］ 
・ 下痢、激しい腹痛、血が混ざった便［出血性大腸炎］ 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 直射日光と湿気を避けて、子どもの手の届かないところに室温（1～30℃）で保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については、薬を受け取った薬局に相談してく

ださい。 
医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 610443074 
 2008 年 1 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限

に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： タミフルカプセル 75［予防用］ 

主成分： リン酸オセルタミビル（Oseltamivir phosphate） 
剤形： 淡黄色／明るい灰色のカプセル剤、長径：約 17.8mm 
シート記載： Roche タミフル 75mg  

この薬の作用と効果について 
インフルエンザウイルスに感染した細胞からウイルスが遊離するのを阻害することによりウイルスの増殖

を抑えます。 
通常、A 型または B 型インフルエンザウイルス感染症の予防に用いられます。ただしインフルエンザ感染

症の予防の基本はワクチン療法であり、この薬の使用は、ワクチン療法に置き換わるものではありません。 
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 

・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎機能障害 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて

他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 通常、成人および 13 歳以上の小児は 1 回 1 カプセル（オセルタミビルとして 75mg）を 1 日 1 回、7～

10 日間服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。 
・ 10 歳以上の未成年の患者さんでは、合併症、既往歴などからハイリスク患者と判断される場合を除いて

は、原則としてこの薬を服用することはできません。 
・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではい

けません。 
・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。インフルエンザウイルス感染症でも、

発熱、鼻汁、喉の痛み、筋肉痛、頭痛、咳、食欲減退、だるい、寒気がする、下痢といった症状が起こ

り、副作用との鑑別が難しい場合があります。 
生活上の注意 

・ 小児・未成年の患者さんについては、万が一の事故を防止するために以下の点に注意してください。 
－この薬による治療が開始された後は、異常行動があらわれるおそれがあります。 
－自宅において療養を行う場合、少なくとも 2 日間、保護者の方は小児・未成年の患者さんが一人にな

らないよう、ご配慮ください。 
－インフルエンザ脳症などによっても、同じ様な症状があらわれるとの報告がありますので、同様にご

注意ください。 
・ この薬を飲んでいてもインフルエンザウイルス感染症にかかる場合があります。外出時のマスクの着用

や帰宅時のうがい、手洗い、室内では加湿器を使い適度な湿度を保つことなどの予防対策もしてくださ

い。 
 

※次ページも必ずお読みください。 
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この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、ショック、アナフィラキシー様症状、劇症肝炎、肝機能障

害、黄疸、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、急性腎不全、精神・神経症状（意識障害、異常行動、

譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）、出血性大腸炎などが報告されています。このような症状に気づいたら、担

当の医師または薬剤師に相談してください。 
下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 冷や汗、めまい、しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、じんましん、判断力の低下、血の気が引く、

動悸、息切れ、息苦しい、からだがだるい、考えがまとまらない、ほてり、意識がうすれる、ふらつき

［ショック、アナフィラキシー様症状］ 
・ 発熱、悪寒、咳やたんが出る、息切れ［肺炎］ 
・ 発熱、意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、頭痛、羽ばたくような手の

ふるえ、皮膚や白目が黄色くなる、尿が黄色い、からだがだるい、かゆみ、食欲不振、吐き気、嘔吐［劇

症肝炎、肝機能障害、黄疸］ 
・ からだがだるい、発熱、まぶたや目の充血、結膜のただれ、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、

中央にむくみをともなった赤い斑点、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、陰部の痛み、関

節の痛み［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）］ 
・ 尿量が減る、尿がでない、意識の低下、疲れやすい、頭痛、からだがだるい、息苦しい、からだのむく

み、眼がはれぼったい［急性腎不全］ 
・ 発熱、のどの痛み［白血球減少］ 
・ 鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、あおあざができる、皮下出血［血小板減少］ 
・ 意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、普段と違うとっぴな行動をとる、異常行動、実際に

はない物が見えたり聞こえたりするように感じる、根拠のない思い込み、非現実的なことを強く確信す

る、けいれん［精神・神経症状（意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）］ 
・ 下痢、激しい腹痛、血が混ざった便［出血性大腸炎］ 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 直射日光と湿気を避けて、子どもの手の届かないところに室温（1～30℃）で保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については、薬を受け取った薬局に相談してく

ださい。 
医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 610462002 
 2008 年 1 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限

に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： タミフルドライシロップ 3％ 

主成分： リン酸オセルタミビル（Oseltamivir phosphate） 
剤形： 白～淡黄色の顆粒またはかたまりのある顆粒 
シート記載：   

この薬の作用と効果について 
インフルエンザウイルスに感染した細胞からウイルスが遊離するのを阻害することによりウイルスの増殖

を抑えます。 
通常、A 型または B 型インフルエンザウイルス感染症の治療に用いられます。 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 
・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎機能障害、遺伝性果糖

不耐症、インフルエンザの症状があらわれてから 48 時間以上経過している。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて

他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 通常、成人は 1 回 2.5g（オセルタミビルとして 75mg）を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して服用します。 

通常、幼小児は 1 回 66.7mg/kg（オセルタミビルとして 2mg/kg）を 1 日 2 回、5 日間、用時懸濁して服

用します。ただし、1 回最高用量はオセルタミビルとして 75mg とされています。 
必ず指示された服用方法に従ってください。 

・ 水に混ぜて飲む場合は、1 回量ずつ水に混ぜ、混ぜたら放置せずにすぐに飲んでください。薬剤が容器

の中に残った場合は、水を少し足して、飲み残しがないようにしてください。なお、粉のまま飲む場合

は、1 回量の薬剤を水またはぬるま湯と一緒に飲んでください。 
・ 10 歳以上の未成年の患者さんでは、合併症、既往歴などからハイリスク患者と判断される場合を除いて

は、原則としてこの薬を服用することはできません。 
・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではい

けません。 
・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。インフルエンザウイルス感染症でも、

発熱、鼻汁、喉の痛み、筋肉痛、頭痛、咳、食欲減退、だるい、寒気がする、下痢といった症状が起こ

り、副作用との鑑別が難しい場合があります。 
生活上の注意 

・ 小児・未成年の患者さんについては、万が一の事故を防止するために以下の点に注意してください。 
－この薬による治療が開始された後は、異常行動があらわれるおそれがあります。 
－自宅において療養を行う場合、少なくとも 2 日間、保護者の方は小児・未成年の患者さんが一人にな

らないよう、ご配慮ください。 
－インフルエンザ脳症などによっても、同じ様な症状があらわれるとの報告がありますので、同様にご

注意ください。 
 

※次ページも必ずお読みください。 
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この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、ショック、アナフィラキシー様症状、劇症肝炎、肝機能障

害、黄疸、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、急性腎不全、精神・神経症状（意識障害、異常行動、

譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）、出血性大腸炎などが報告されています。このような症状に気づいたら、担

当の医師または薬剤師に相談してください。 
下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 冷や汗、めまい、しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、じんましん、判断力の低下、血の気が引く、

動悸、息切れ、息苦しい、からだがだるい、考えがまとまらない、ほてり、意識がうすれる、ふらつき

［ショック、アナフィラキシー様症状］ 
・ 発熱、悪寒、咳やたんが出る、息切れ［肺炎］ 
・ 発熱、意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、頭痛、羽ばたくような手の

ふるえ、皮膚や白目が黄色くなる、尿が黄色い、からだがだるい、かゆみ、食欲不振、吐き気、嘔吐［劇

症肝炎、肝機能障害、黄疸］ 
・ からだがだるい、発熱、まぶたや目の充血、結膜のただれ、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、

中央にむくみをともなった赤い斑点、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、陰部の痛み、関

節の痛み［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）］ 
・ 尿量が減る、尿がでない、意識の低下、疲れやすい、頭痛、からだがだるい、息苦しい、からだのむく

み、眼がはれぼったい［急性腎不全］ 
・ 発熱、のどの痛み［白血球減少］ 
・ 鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、あおあざができる、皮下出血［血小板減少］ 
・ 意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、普段と違うとっぴな行動をとる、異常行動、実際に

はない物が見えたり聞こえたりするように感じる、根拠のない思い込み、非現実的なことを強く確信す

る、けいれん［精神・神経症状（意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）］ 
・ 下痢、激しい腹痛、血が混ざった便［出血性大腸炎］ 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 熱や湿気に弱い薬剤です。直射日光と湿気を避けて、子どもの手の届かない涼しいところ（25℃以下）

で保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については、薬を受け取った薬局に相談してく

ださい。 
医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 660443018 
 2009 年 3 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限

に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： リレンザ［治療用］ 

主成分： ザナミビル水和物（Zanamivir hydrate） 
剤形： 白色の円形ホイルパック入り吸入用散剤 
シート記載： Relenza (zanamivir) 5mg、Rotadisk、GlaxoSmithKline  

この薬の作用と効果について 
A 型または B 型インフルエンザウイルスの表面に存在する酵素を阻害して、ウイルスが感染細胞から遊離

するのを阻害し、インフルエンザウイルスの感染の拡大を阻止します。 
通常、A 型または B 型インフルエンザウイルス感染症の治療に用いられます。 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 
・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて

他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 通常、成人および小児は 1 回 2 ブリスター（ザナミビルとして 10mg）を、1 日 2 回 5 日間、専用の吸

入器を用いて吸入します。必ず指示された使用方法に従ってください。 
・ 専用の吸入器（ディスクヘラー）を用い、口腔内吸入にのみ使用し、使用説明書（リレンザの吸入法）

に書かれている「薬の装着方法、吸入方法」をよく読んで使用してください。吸入はくつろいだ姿勢（座

った状態など）で行ってください。 
・ 指示された時間に使用するのを忘れた場合は、気がついた時点で 1 回分（2 ブリスター）を吸入してく

ださい。ただし、次に使用する時間が近い場合は次の 1 回分を抜いてください。絶対に 2 回分を一度に

吸入してはいけません。 
・ 誤って多く吸入した場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに、自分の判断で吸入するのを止めないでください。 

生活上の注意 
・ 特に小児・未成年者で、インフルエンザ発症後にリレンザの吸入の有無を問わず、異常行動などの精神・

神経症状が発現することが知られています。自宅で療養する場合、異常行動による転落などの事故を防

ぐために、インフルエンザ治療開始後、少なくとも 2 日間、保護者は、就寝中も含めて小児・未成年者

が 1 人きりにならないように配慮してください。 
 

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、下痢、発疹、吐き気、嘔吐、嗅覚障害などが報告されています。このような症状に気

づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 
まれに下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 口腔咽頭浮腫（口の中や喉の腫れ）、動悸、じんましん［アナフィラキシー様症状］ 
・ 突然の息切れ、喘鳴（ヒューヒュー音）、呼吸しにくい［気管支攣縮、呼吸困難］ 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 660443018 
 2009 年 3 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限

に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： リレンザ［予防用］ 

主成分： ザナミビル水和物（Zanamivir hydrate） 
剤形： 白色の円形ホイルパック入り吸入用散剤 
シート記載： Relenza (zanamivir) 5mg、Rotadisk、GlaxoSmithKline  

この薬の作用と効果について 
A 型または B 型インフルエンザウイルスの表面に存在する酵素を阻害して、ウイルスが感染細胞から遊離

したり、気道の上皮細胞に接近するのを防ぎます。 
通常、A 型または B 型インフルエンザウイルス感染症の予防に用いられます。 

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 
・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて

他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 通常、成人および小児は 1 回 2 ブリスター（ザナミビルとして 10mg）を 1 日 1 回 10 日間、専用の吸入

器を用いて吸入します。必ず指示された使用方法に従ってください。 
・ 専用吸入器(ディスクヘラー)を用い、口腔内吸入にのみ使用し、使用説明書（リレンザの吸入法）に書か

れている「薬の装着方法、吸入方法」をよく読んで使用してください。吸入はくつろいだ姿勢（座った

状態など）で行ってください。 
・ 指示された時間に使用するのを忘れた場合は、気がついた時点で 1 回分（2 ブリスター）を吸入してく

ださい。ただし、次に使用する時間が近い場合は次の 1 回分を抜いてください。絶対に 2 回分を一度に

吸入してはいけません。 
・ 誤って多く吸入した場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに、自分の判断で吸入するのを止めないでください。 

生活上の注意 
 
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 

主な副作用として、下痢、発疹、吐き気、嘔吐、嗅覚障害などが報告されています。このような症状に気

づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 
まれに下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 口腔咽頭浮腫（口の中や喉の腫れ）、動悸、じんましん［アナフィラキシー様症状］ 
・ 突然の息切れ、喘鳴（ヒューヒュー音）、呼吸しにくい［気管支攣縮、呼吸困難］ 

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師また

は薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 620004505 
 2007 年 3 月作成 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を

最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： シンメトレル細粒 10% 

主成分： アマンタジン塩酸塩（Amantadine hydrochloride） 
剤形： 白色の細粒 
シート記載：   

この薬の作用と効果について 
脳内の神経伝達物質ドパミン、セロトニンなどに作用し、脳梗塞後遺症でみられる意欲や自発性の低

下を改善します。脳内のドパミンの神経伝達を増強することでパ－キンソン症候群の症状（手足のふ

るえなど）を緩和します。また、A 型インフルエンザウイルスのヒト細胞内への侵入過程を阻害し、

ウイルスの増殖を防ぎます。 
通常、脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善、パ－キンソン症候群、A 型インフルエンザ感染

症の治療に用いられます。 
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 

・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。透析を受けている、

腎障害がある。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含

めて他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 脳梗塞後遺症の場合 

通常、成人は 1 回 0.5g（主成分として 50mg）を 1 日 2～3 回（100～150mg）服用します。年齢、

症状により適宜増減されます。 
パーキンソン病の場合 
通常、成人は 1 回 1g（主成分として 100mg）を 1 日 1回または 1 回 0.5g（50mg）を 1 日 2 回（100mg）
から始め、1 週間後から維持量として 1 回 1g（100mg）を 1 日 2 回（200mg）服用します。年齢、

症状により適宜増減されますが、1 回 1g（100mg）を 1 日 3 回（300mg）服用が上限です。 
A型インフルエンザ感染症の場合

・ 飲み忘れた場合は気がついたときに出来るだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が

近い場合（1 日 1 回の場合は 8 時間、1 日 2 回の場合は 5 時間以内）は、忘れた分は飲まないで 1
回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 

 
通常、成人は 1 回 1g（主成分として 100mg）を 1 日 1 回または 1 回 0.5g（50mg）を 1 日 2 回服

用します。年齢、症状により適宜増減されますが、高齢者および腎障害のある場合は 1 日 1g（100mg）
が上限です。 
いずれの場合も必ず指示された服用方法に従ってください。 

・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに自分の判断で飲むのを止めないでください。急に飲むのを止めるとパーキンソン

病の症状が悪化したり、高熱などがあらわれることがあります。 
生活上の注意 

・ めまい、ふらつき、立ちくらみがあらわれることがありますので、車の運転や機械の操作、高所作

業など危険を伴う作業は行わないでください。 
 

※次ページも必ずお読みください。 
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この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、めまい、ふらつき、立ちくらみ、不眠、幻覚、興奮、頭痛、便秘、食欲不振、

吐き気、口の渇き、浮腫（むくみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当

の医師または薬剤師に相談してください。 
まれに下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 高熱、意識障害、筋肉のこわばり［悪性症候群］ 
・ 発熱、皮膚の発疹・水疱、目の充血や唇・口内のあれ［皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症］ 
・ 視力低下、目の異物感、まぶしい［びまん性表在性角膜炎］ 
・ 全身のむくみ、息苦しい、横になるより座っている方が呼吸が楽になる［心不全］ 
・ 意識がうすれる、現実には存在しないものが見えたり聞こえたりする、痙れん［意識障害、幻覚、

痙れん］ 
以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師

または薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
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くすりのしおり 
 611240079 
 2006 年 11 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を

最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： シンメトレル錠 100mg 

主成分： 塩酸アマンタジン（Amantadine hydrochloride） 
剤形： 白色の錠剤 直径 8.1mm、厚さ 3.5mm 
シート記載： シンメトレル 100mg、 Symmetrel、CG212  

この薬の作用と効果について 
脳内の神経伝達物質ドパミン、セロトニンなどに作用し、脳梗塞後遺症でみられる意欲や自発性の低

下を改善します。脳内のドパミンの神経伝達を増強することでパ－キンソン症候群の症状（手足のふ

るえなど）を緩和します。また、A 型インフルエンザウイルスのヒト細胞内への侵入過程を阻害し、

ウイルスの増殖を防ぎます。 
通常、脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善、パ－キンソン症候群、A 型インフルエンザ感染

症の治療に用いられます。 
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 

・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。透析を受けている、

腎障害がある。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含

めて他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 脳梗塞後遺症の場合 

通常、成人は主成分として 1 日 100～150mgを 2～3 回に分けて服用します。年齢、症状により適

宜増減されます。本剤は 1 錠中主成分として 100mgを含有する製剤です。 
パーキンソン病の場合 
通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 100mg）を 1 日 1 回から始め、1 週間後から維持量として 1
回 1 錠（100mg）を 1 日 2 回（200mg）服用します。年齢、症状により適宜増減されますが、1 回

1 錠（100mg）を 1 日 3 回（300mg）服用が上限です。 
A型インフルエンザ感染症の場合

・ 飲み忘れた場合は気がついたときに出来るだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が

近い場合（1 日 1 回の場合は 8 時間、1 日 2 回の場合は 5 時間以内）は、忘れた分は飲まないで 1
回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 

 
通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 100mg）を 1 日 1 回服用します。年齢、症状により適宜増

減されますが、高齢者および腎障害のある場合は 1 日 1 錠（100mg）が上限です。 
いずれの場合も必ず指示された服用方法に従ってください。 

・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに自分の判断で飲むのを止めないでください。急に飲むのを止めるとパーキンソン

病の症状が悪化したり、高熱などがあらわれることがあります。 
生活上の注意 

・ めまい、ふらつき、立ちくらみがあらわれることがありますので、車の運転や機械の操作、高所作

業など危険を伴う作業は行わないでください。 
 

※次ページも必ずお読みください。 
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この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、めまい、ふらつき、立ちくらみ、不眠、幻覚、興奮、頭痛、便秘、食欲不振、

吐き気、口の渇き、浮腫（むくみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当

の医師または薬剤師に相談してください。 
まれに下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 高熱、意識障害、筋肉のこわばり［悪性症候群］ 
・ 発熱、皮膚の発疹・水疱、目の充血や唇・口内のあれ［皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症］ 
・ 視力低下、目の異物感、まぶしい［びまん性表在性角膜炎］ 
・ 全身のむくみ、息苦しい、横になるより座っている方が呼吸が楽になる［心不全］ 
・ 意識がうすれる、現実には存在しないものが見えたり聞こえたりする、痙れん［意識障害、幻覚、

痙れん］ 
以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師

または薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。 
 

資料 5－2 2 ページ 



くすりのしおり 
 611240080 
 2006 年 11 月改訂 
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を

最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。 
商品名： シンメトレル錠 50mg 

主成分： 塩酸アマンタジン（Amantadine hydrochloride） 
剤形： 白色の錠剤 直径 7.1mm、厚さ 3.3mm 
シート記載： シンメトレル 50mg、Symmetrel、CG211  

この薬の作用と効果について 
脳内の神経伝達物質ドパミン、セロトニンなどに作用し、脳梗塞後遺症でみられる意欲や自発性の低

下を改善します。脳内のドパミンの神経伝達を増強することでパ－キンソン症候群の症状（手足のふ

るえなど）を緩和します。また、A 型インフルエンザウイルスのヒト細胞内への侵入過程を阻害し、

ウイルスの増殖を防ぎます。 
通常、脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善、パ－キンソン症候群、A 型インフルエンザ感染

症の治療に用いられます。 
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 

・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。透析を受けている、

腎障害がある。 
・ 妊娠または授乳中 
・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含

めて他に使用中の医薬品に注意してください）。 
用法・用量（この薬の使い方） 

・ あなたの用法・用量は≪ ：医療担当者記入≫ 
・ 脳梗塞後遺症の場合 

通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 50mg）を 1 日 2～3 回（100～150mg）服用します。年齢、

症状により適宜増減されます。 
パーキンソン病の場合 
通常、成人は 1 回 2 錠（主成分として 100mg）を 1 日 1 回または 1 回 1 錠（50mg）を 1 日 2 回か

ら始め、1 週間後から維持量として 1 回 2 錠（100mg）を 1 日 2 回（200mg）服用します。年齢、

症状により適宜増減されますが、1 回 2 錠（100mg）を 1 日 3 回（300mg）服用が上限です。 
A型インフルエンザ感染症の場合

・ 飲み忘れた場合は気がついたときに出来るだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が

近い場合（1 日 1 回の場合は 8 時間、1 日 2 回の場合は 5 時間以内）は、忘れた分は飲まないで 1
回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。 

 
通常、成人は 1 回 2 錠（主成分として 100mg）を 1 日 1 回または 1 回 1 錠(50mg)を 1 日 2 回服用

します。年齢、症状により適宜増減されますが、高齢者および腎障害のある場合は 1 日 2 錠（100mg）
が上限です。 
いずれの場合も必ず指示された服用方法に従ってください。 

・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 
・ 医師の指示なしに自分の判断で飲むのを止めないでください。急に飲むのを止めるとパーキンソン

病の症状が悪化したり、高熱などがあらわれることがあります。 
生活上の注意 

・ めまい、ふらつき、立ちくらみがあらわれることがありますので、車の運転や機械の操作、高所作

業など危険を伴う作業は行わないでください。 
 

※次ページも必ずお読みください。 
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この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 
主な副作用として、めまい、ふらつき、立ちくらみ、不眠、幻覚、興奮、頭痛、便秘、食欲不振、

吐き気、口の渇き、浮腫（むくみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当

の医師または薬剤師に相談してください。 
まれに下記のような症状があらわれ、［ ］内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 
このような場合には、すぐに医師の診療を受けてください。 

・ 高熱、意識障害、筋肉のこわばり［悪性症候群］ 
・ 発熱、皮膚の発疹・水疱、目の充血や唇・口内のあれ［皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症］ 
・ 視力低下、目の異物感、まぶしい［びまん性表在性角膜炎］ 
・ 全身のむくみ、息苦しい、横になるより座っている方が呼吸が楽になる［心不全］ 
・ 意識がうすれる、現実には存在しないものが見えたり聞こえたりする、痙れん［意識障害、幻覚、

痙れん］ 
以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師

または薬剤師に相談してください。 
保管方法その他 

・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。 
・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 

医療担当者記入欄  年  月  日 
 
 
より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品

ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲 
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Drug Information Sheet ("Kusuri-no-Shiori") 

 610443074 
 Revised: 01/2008 
Information is based on approvals granted in Japan. In some cases, the approved details may vary in 
countries other than Japan. 
In deciding to use a medicine, the risk (side effects) of taking the medicine must be weighed against the 
benefit (effects) it will do. The patient's cooperation is indispensable here. 
Brand name： TAMIFLU Capsule 75 [for treatment] 

Active ingredient： Oseltamivir phosphate 
Dosage form： pale yellow/light gray capsule (major axis: approx. 17.8mm) 
Printings on wrapping： Roche タミフル 75mg  

Effects of this medicine 
This medicine blocks influenza virus from leaving the cell infected with it in order to suppress 
viral reproduction. It is usually used to treat influenza type A and type B infection 

Before using this medicine, tell your doctor/pharmacist 
・ If you ever experienced any allergic reaction (itch, rash etc.) to any medicine. 

If you are a patient with renal function disorder. 
If 48 or more hours have been passed since you had influenza symptoms. 

・ If you are pregnant or breastfeeding. 
・ If you are using any other prescription or nonprescription (OTC) medicine. (It is important to 

reduce the risk of drug interactions.) 
Dosage regimen (proper use of this medicine) 

・ Your dosage regimen is:≪ :order of your doctor≫ 
・ General dosage regimen: For adults and children weighing 37.5kg or more, take 1 capsule 

(75mg of oseltamivir) twice a day, for 5 consecutive days. Strictly follow the instructions of your 
doctor/pharmacist. 

・ Patients aged 10 or over but under 20 cannot take this medicine unless they are high risk 
patients. Whether they are high risk patients will be judged from their complicating disease or 
health history. 

・ Missed dose: Take it as soon as possible. DO NOT take a double dose to make up for the missed 
dose. 

・ Overdose: If you took too much of this medicine (more than ordered), check with your 
doctor/pharmacist. 

・ Others: Do not stop taking this medicine without the instructions of your doctor. Even influenza 
infection will cause fever, runny nose, sore throat, muscle pain, headache, cough, loss of 
appetite, lassitude, chills and diarrhea. So, in some cases, it is difficult to tell the difference 
between influenza symptoms and side effects of this medicine. 

Precautions while using this medicine 
・ If a patient is a child aged under 20, pay attention to these precautions as follows; 

-After starting this medication, a patient may behave abnormally. 
-In the case that your child aged under 20 is treated at home, please be careful not to leave 
him/her alone for at least 2 days. 
-Please note that influenza-associated encephalopathy is reported to have the same kinds of 
symptoms as mentioned above. 

 
Continued on next page. 
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Side effects of this medicine 
Common side effects are reported as below. If any of them occurs, check with your 
doctor/pharmacist: abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, shock, anaphylactoid 
symptoms, fulminant hepatitis, hepatic function disorder, jaundice, mucocutaneous ocular 
syndrome, toxic epidermal necrosis, acute renal failure, psycho-neurologic symptoms 
(consciousness disorder, abnormal behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.), 
hemorrhagic colitis. 

Symptoms described below may be the sign of side effects indicated in brackets [  ]. If they 
occur, stop taking your medicine and check with your doctor immediately. 

・ cold sweat, dizziness, hoarseness, swelling around the eye and lips, urticaria, impaired 
judgment/mind, pale face, palpitation, shortness of breath, breathlessness, lassitude, glow, 
faint consciousness, lightheadedness［shock, anaphylactoid symptoms］ 

・ fever, chills, cough/phlegm, shortness of breath［pneumonia］ 
・ fever, loss of consciousness, decreased consciousness, impaired judgment/mind, headache, 

flapping tremor in hands, yellowness in the skin and/or the white of the eye, yellow urine, 
lassitude, itch, loss of appetite, nausea, vomiting［fulminant hepatitis, hepatic function 
disorder, jaundice］ 

・ lassitude, fever, inflamed eyelid and eye, conjunctival sore, lip/intraoral sore, loss of appetite, 
red rash, red rash with dropsical swelling in the center, red spots and breakable blisters 
(bullas) all over the body, pain in the genitalia, joint pain［mucocutaneous ocular syndrome 
(Stevens-Johnson syndrome), toxic epidermal necrosis (Lyell syndrome)］ 

・ decreased urinary volume, urinary retention, decreased consciousness, easy fatigability, 
headache, lassitude, breathlessness, swollen body/eyes［acute renal failure］ 

・ fever, sore throat［leukopenia］ 
・ nose/gum bleeding, continuous bleeding, blue spot, subcutaneous bleeding［thrombocytopenia］ 
・ decreased consciousness, impaired mind, impaired judgment, unusual bizarre behavior, 

abnormal behavior, seeing or hearing something that is not really there, groundless belief, 
strong belief in something untrue, convulsion［psycho-neurologic symptoms (consciousness 
disorder, abnormal behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.)］ 

・ diarrhea, bad abdominal pain, bloody stool［hemorrhagic colitis］ 
Other side effects not listed here may occur. Check with your doctor/pharmacist if you have any 
worrisome symptom. 
Storage and other information 

・ Keep out of the reach of children. Store at room temperature (1-30℃), away from direct 
sunlight and moisture. 

・ Discard the remainder. Do not store them. Ask the pharmacist how to discard. 
For doctor use only: Day   Month   Year 
 
 
For further information, ask your doctor/pharmacist. "Kanjamuke Iyakuhin Guide" and Japanese package insert 
information (for medical professionals) is available on the website of Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency. 
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Drug Information Sheet ("Kusuri-no-Shiori") 
 610443074 
 Revised: 01/2008 
Information is based on approvals granted in Japan. In some cases, the approved details may vary in 
countries other than Japan. 
In deciding to use a medicine, the risk (side effects) of taking the medicine must be weighed against the 
benefit (effects) it will do. The patient's cooperation is indispensable here. 
Brand name： TAMIFLU Capsule 75 [for prevention] 

Active ingredient： Oseltamivir phosphate 
Dosage form： pale yellow/light gray capsule (major axis: approx. 17.8mm) 
Printings on wrapping： Roche タミフル 75mg  

Effects of this medicine 
This medicine blocks influenza virus from leaving the cell infected with it in order to suppress 
viral reproduction. It is usually used to prevent influenza type A and type B infection. However, 
the basic protection against influenza infection is vaccine therapy. This medicine is not the 
alternative for vaccine therapy. 

Before using this medicine, tell your doctor/pharmacist 
・ If you ever experienced any allergic reaction (itch, rash etc.) to any medicine. 

If you are a patient with renal function disorder. 
・ If you are pregnant or breastfeeding. 
・ If you are using any other prescription or nonprescription (OTC) medicine. (It is important to 

reduce the risk of drug interactions.) 
Dosage regimen (proper use of this medicine) 

・ Your dosage regimen is:≪ :order of your doctor≫ 
・ General dosage regimen: For adults and children aged 13 or over, take 1 capsule (75mg of 

oseltamivir) once a day, for 7-10 consecutive days. Strictly follow the instructions of your 
doctor/pharmacist. 

・ Patients aged 10 or over but under 20 cannot take this medicine unless they are high risk 
patients. Whether they are high risk patients will be judged from their complicating disease or 
health history. 

・ Missed dose: Take the missed dose as soon as possible. DO NOT take a double dose to make up 
for the missed dose. 

・ Overdose: If you took too much of this medicine (more than ordered), check with your 
doctor/pharmacist. 

・ Others: Do not stop taking this medicine without the instructions of your doctor. Even influenza 
infection will cause fever, runny nose, sore throat, muscle pain, headache, cough, loss of 
appetite, lassitude, chills and diarrhea. So, in some cases, it is difficult to tell the difference 
between influenza symptoms and side effects of this medicine. 

Precautions while using this medicine 
・ If a patient is a child aged under 20, pay attention to these precautions as follows; 

-After starting this medication, a patient may behave abnormally. 
-In the case that your child aged under 20 is treated at home, please be careful not to leave 
him/her alone for at least 2 days. 
-Please note that influenza-associated encephalopathy is reported to have the same kinds of 
symptoms as mentioned above. 

・ Even if you take this medicine, you may have influenza virus infection. Take preventative 
measures such as wearing a mask, gargling and washing your hands after getting home, and 
keeping  an appropriate level of moisture at home by using a humidifier. 

 

Continued on next page. 
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Side effects of this medicine 
Common side effects are reported as below. If any of them occurs, check with your 
doctor/pharmacist:  abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, shock, anaphylactoid 
symptoms, fulminant hepatitis, hepatic function disorder, jaundice, mucocutaneous ocular 
syndrome, toxic epidermal necrosis, acute renal failure, psycho-neurologic symptoms 
(consciousness disorder, abnormal behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.), 
hemorrhagic colitis. 

Symptoms described below may be the sign of side effects indicated in brackets [  ]. If they 
occur, stop taking your medicine and check with your doctor immediately. 
・ cold sweat, dizziness, hoarseness, swelling around the eye and lips, urticaria, impaired 

judgment/mind, pale face, palpitation, shortness of breath, breathlessness, lassitude, glow, 
faint consciousness, lightheadedness［shock, anaphylactoid symptoms］ 

・ fever, chills, cough/phlegm, shortness of breath［pneumonia］ 
・ fever, loss of consciousness, decreased consciousness, impaired judgment/mind, headache, 

flapping tremor in hands,yellowness in the skin and/or the white of the eye, yellow urine, 
lassitude, itch, loss of appetite, nausea, vomiting［fulminant hepatitis, hepatic function 
disorder, jaundice］ 

・ lassitude, fever, inflamed eyelid and eye, conjunctival sore, lip/intraoral sore, loss of appetite, 
red rash, red rash with dropsical swelling in the center, red spots and breakable blisters 
(bullas) all over the body, pain in the genitalia, joint pain［mucocutaneous ocular syndrome 
(Stevens-Johnson syndrome), toxic epidermal necrosis (Lyell syndrome)］ 

・ decreased urinary volume, urinary detention, decreased consciousness, tiredness, headache, 
lassitude, breathlessness, swollen body/eyes［acute renal failure］ 

・ fever, sore throat［leukopenia］ 
・ nose/gum bleeding, continuous bleeding, blue spot, subcutaneous bleeding［thrombocytopenia］ 
・ decreased consciousness, impaired mind/judgment, unusual bizarre behavior, abnormal 

behavior, seeing or hearing something that is not really there, groundless belief, strong belief in 
something untrue, convulsion［psycho-neurologic symptoms (consciousness disorder, abnormal 
behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.)］ 

・ diarrhea, bad abdominal pain, bloody stool［hemorrhagic colitis］ 
Other side effects not listed here may occur. Check with your doctor/pharmacist if you have any 
worrisome symptom. 
Storage and other information 

・ Keep out of the reach of children. Store at room temperature (1-30℃), away from direct 
sunlight and moisture. 

・ Discard the remainder. Do not store them. Ask the pharmacist how to discard. 
For doctor use only: Day   Month   Year 
 
 
For further information, ask your doctor/pharmacist. "Kanjamuke Iyakuhin Guide" and Japanese package insert 
information (for medical professionals) is available on the website of Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency. 
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Drug Information Sheet ("Kusuri-no-Shiori") 
 610462002 
 Revised: 01/2008 
Information is based on approvals granted in Japan. In some cases, the approved details may vary in 
countries other than Japan. 
In deciding to use a medicine, the risk (side effects) of taking the medicine must be weighed against the 
benefit (effects) it will do. The patient's cooperation is indispensable here. 
Brand name： TAMIFLU Dry Syrup 3％ 

Active ingredient： Oseltamivir phosphate 
Dosage form： white to faintly yellow granule (mixture of coarse and fine 

granule) 
Printings on wrapping：   

Effects of this medicine 
This medicine blocks influenza virus from leaving the cell infected with it in order to suppress 
viral reproduction. It is usually used to treat influenza type A and type B infection. 

Before using this medicine, tell your doctor/pharmacist 
・ If you ever experienced any allergic reaction (itch, rash etc.) to any medicine. 

If you are a patient with renal function disorder, or hereditary fructose intolerance. 
If 48 or more hours have been passed since you had influenza symptoms. 

・ If you are pregnant or breastfeeding. 
・ If you are using any other prescription or nonprescription (OTC) medicine. (It is important to 

reduce the risk of drug interactions.) 
Dosage regimen (proper use of this medicine) 

・ Your dosage regimen is:≪ :order of your doctor≫ 
・ General dosage regimen: For adults, take 2.5g (75mg of oseltamivir) at a time, twice a day, for 5 

consecutive days. Mix this medicine with water when you take it. 
For children, take 66.7mg/kg (2mg/kg of oseltamivir) at a time, twice a day, for 5 consecutive 
days. Mix this medicine with water when you take it. However, a dose should not exceed 75mg 
of oseltamivir. 
Strictly follow the instructions of your doctor/pharmacist. 

・ As for mixing this medicine with water, only prepare it when you need it and drink it right after 
mixing. If there is any leftover in the glass/cup, add more water and drink it. 
In addition, if you take this medicine as a form of granule, take a dose of this medicine with 
water or lukewarm water. 

・ Patients aged 10 or over but under 20 cannot take this medicine unless they are high risk 
patients. Whether they are high risk patients will be judged from their complicating disease or 
health history. 

・ Missed dose: Take the missed dose as soon as possible. DO NOT take a double dose to make up 
for the missed dose. 

・ Overdose: If you took too much of this medicine (more than ordered), check with your 
doctor/pharmacist. 

・ Others: Do not stop taking this medicine without the instructions of your doctor. Even influenza 
infection will cause fever, runny nose, sore throat, muscle pain, headache, cough, loss of 
appetite, lassitude, chills and diarrhea. So, in some cases, it is difficult to tell the difference 
between influenza symptoms and side effects of this medicine. 

Precautions while using this medicine 
・ If a patient is a child aged under 20, pay attention to these precautions as follows; 

-After starting this medication, a patient may behave abnormally. 
-In the case that your child aged under 20 is treated at home, please be careful not to leave 
him/her alone for at least 2 days. 
-Please note that influenza-associated encephalopathy is reported to have the same kinds of 
symptoms as mentioned above. 

 
Continued on next page. 
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Side effects of this medicine 
Common side effects are reported as below. If any of them occurs, check with your 
doctor/pharmacist: abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, shock, anaphylactoid 
symptoms, fulminant hepatitis, hepatic function disorder, jaundice, mucocutaneous ocular 
syndrome, toxic epidermal necrosis, acute renal failure, psycho-neurologic symptoms 
(consciousness disorder, abnormal behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.), 
hemorrhagic colitis. 

Symptoms described below may be the sign of side effects indicated in brackets [  ]. If they 
occur, stop taking your medicine and check with your doctor immediately. 
・ cold sweat, dizziness, hoarseness, swelling around the eye and lips, urticaria, impaired 

judgment/mind, pale face, palpitation, shortness of breath, breathlessness, lassitude, glow, 
faint consciousness, lightheadedness［shock, anaphylactoid symptoms］ 

・ fever, chills, cough/phlegm, shortness of breath［pneumonia］ 
・ fever, loss of consciousness, decreased consciousness, impaired judgment/mind, headache, 

flapping tremor in hands, yellowness in the skin and/or the white of the eye, yellow urine, 
lassitude, itch, loss of appetite, nausea, vomiting［ fulminant hepatitis, hepatic function 
disorder, jaundice］ 

・ lassitude, fever, inflamed eyelid and eye, conjunctival sore, lip/intraoral sore, loss of appetite, 
red rash, red rash with dropsical swelling in the center, red spots and breakable blisters 
(bullas) all over the body, pain in the genitalia, joint pain［mucocutaneous ocular syndrome 
(Stevens-Johnson syndrome), toxic epidermal necrosis (Lyell syndrome)］ 

・ decreased urinary volume, urinary retention, decreased consciousness, easy fatigability, 
headache, lassitude, breathlessness, swollen body/eyes［acute renal failure］ 

・ fever, sore throat［leukopenia］ 
・ nose/gum bleeding, continuous bleeding, blue spot, subcutaneous bleeding［thrombocytopenia］ 
・ decreased consciousness, impaired mind/judgment, unusual bizarre behavior, abnormal 

behavior, seeing or hearing something that is not really there, groundless belief, strong belief in 
something untrue, convulsion［psycho-neurologic symptoms (consciousness disorder, abnormal 
behavior, delirium, hallucination, delusion, convulsion, etc.)］ 

・ diarrhea, bad abdominal pain, bloody stool［hemorrhagic colitis］ 
Other side effects not listed here may occur. Check with your doctor/pharmacist if you have any 
worrisome symptom. 
Storage and other information 
・ This medicine is sensitive to heat and moisture. Keep out of the reach of children. Store in a 

cool place (less than 25℃), away from direct sunlight and moisture. 
・ Discard the remainder. Do not store them. Ask the pharmacist how to discard. 

For doctor use only: Day   Month   Year 
 
 
For further information, ask your doctor/pharmacist. "Kanjamuke Iyakuhin Guide" and Japanese package 
insert information (for medical professionals) is available on the website of Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency. 
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Drug Information Sheet ("Kusuri-no-Shiori") 
 660443018 
 Submitted: 07/2006 
Information is based on approvals granted in Japan. In some cases, the approved details may vary in countries 
other than Japan.  
In deciding to use a medicine, the risk (side effects) of taking the medicine must be weighed against the benefit 
(effects) it will do. The patient's cooperation is indispensable here. 
Brand name： Relenza 

Active ingredient： Zanamivir hydrate 
Dosage form： powder to inhale by mouth, in medicine disks (circular blister 

packs) 
Printings on wrapping： Relenza (zanamivir) 5mg、Rotadisk、GlaxoSmithKline 

 
Effects of this medicine 

This medicine prevents the growth of virus, influenza A and influenza B, for fast improvement of the 
condition. 

Before using this medicine, tell your doctor/pharmacist 
Tell your Doctor/Pharmacist: 

If you ever had any unusual or allergic reaction to any medicines. 
If you ever had allergic symptoms such as itch and rash after inhaling this medicine, DO NOT use it. 
If you are using any other prescription or nonprescription (OTC) medicine. It is important to prevent 
mutual reactions that can worsen your condition. 

Pregnancy/Breast-feeding 
Make sure your doctor knows if you are already pregnant or are breastfeeding. 

Dosage regimen (proper use of this medicine) 
Dosing Instructions: 
Your dosage regimen:General dosage regimen (for adults/children): Dose 2 blisters (10mg of the active 
ingredient) at a time, twice a day, for 5 days in a row. Use the device (Diskhaler) to inhale. 
Missed Dose:If you are ordered to use this medicine on regular schedule and you missed a dose, apply 
(inhale) as soon as possible. If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your 
regular dosing schedule. DO NOT take (inhale) a double dose to make up for the missed dose.  
Overdose:If you took too much Relenza, check with your doctor/pharmacist immediately. 
Do not stop your medication without the instructions of your doctor. 
Strictly follow the order of your doctor, and use the specified device, Diskhaler, to inhale. 
Read the instruction carefully on “how to place the medicine disk on Diskhaler and how to inhale” which 
is a section of “Relenza instruction.”Lay back and relax when inhaling.(order of your doctor)  
Precautions while using this medicine 
Storage: Keep out of the reach of children. Store away from heat, humidity and direct sunlight. 
Others: Discard remaining medicine; do not store them.  
Side effects of this medicine 
Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects.  
Some of the commonly reported symptoms are listed below. If they occur, check with your 
doctor/pharmacist.: 
Rash, headache, diarrhea, nausea, vomiting, hoarseness, taste disorder. 
In rare cases, symptoms may be the sign of side effects indicated in brackets [ ]. Stop taking your 
medicine and check with your doctor immediately if any of the following side effects occur: 
Swelling/itching inside mouth, at throat, or on face; rash, hives [anaphylaxis] 
Respiratory distress, difficult breathing, palpitation, fast heartbeat, tightness in chest [bronchospasm, 
respiratory distress] 
Other side effects not listed above may also occur in some patients.  
Check with your doctor/pharmacist if anything is bothersome to you. 
Storage and other information 
 
For doctor use only: Day   Month   Year 
 
For further information, ask your doctor/pharmacist. "Kanjamuke Iyakuhin Guide" and Japanese package 
insert information (for medical professionals) is available on the website of Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency. 
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Drug Information Sheet ("Kusuri-no-Shiori") 
 660443018 
 Revised: 03/2007 
Information is based on approvals granted in Japan. In some cases, the approved details may vary in countries 
other than Japan. 
In deciding to use a medicine, the risk (side effects) of taking the medicine must be weighed against the benefit 
(effects) it will do. The patient's cooperation is indispensable here. 
Brand name： Relenza［prophylaxis］ 

Active ingredient： Zanamivir hydrate 
Dosage form： powder to inhale by mouth, in medicine disks (circular blister 

packs) 
Printings on wrapping： Relenza (zanamivir) 5mg、Rotadisk、GlaxoSmithKline 

 
Effects of this medicine 

This medicine prevents the growth of virus, influenza A and influenza B, for prophylaxis of influenza. 
Before using this medicine, tell your doctor/pharmacist 

・ If you ever experienced any allergic reaction (itch, rash etc.) to any medicine. If you ever had allergic 
symptoms such as itch and rash after inhaling this medicine, DO NOT use it. 

・ Make sure your doctor knows if you are already pregnant or are breastfeeding. 
・ If you are using any other prescription or nonprescription (OTC) medicine. (It is important to reduce 

the risk of drug interactions.) 
Dosage regimen (proper use of this medicine) 

・ Your dosage regimen is:≪ :order of your doctor≫ 
・ Dose 2 blisters (10mg of the active ingredient) at a time, once a day, for 10 days in a row. Use the 

device (Diskhaler) to inhale. 
・ Missed dose: If you are ordered to use this medicine on regular schedule and you missed a dose, 

apply (inhale) as soon as possible.If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and 
continue your regular dosing schedule. DO NOT take (inhale) a double dose to make up for the 
missed dose. 

・ Overdose: If you took too much of this medicine (more than ordered), check with your 
doctor/pharmacist. 

・ Others: Do not stop taking medicine without the instructions of your doctor. 
・ Strictly follow the order of your doctor, and use the specified device, Diskhaler, to inhale. 
・ Read the instruction carefully on “how to place the medicine disk on Diskhaler and how to inhale” 

which is a section of “Relenza instruction.” Lay back and relax when inhaling. 
Precautions while using this medicine 
 
Side effects of this medicine 

Common side effects are reported as below. If any of them occurs, check with your 
doctor/pharmacist:Rash, diarrhea, nausea, vomiting, taste disorder. 

In rare cases, symptoms described below may be the sign of side effects indicated in brackets [  ]. If 
they occur, stop taking your medicine and check with your doctor immediately. 

・ Swelling/itching inside mouth, at throat, or on face; rash, hives［anaphylaxis］ 
・ Respiratory distress, difficult breathing, palpitation, fast heartbeat［bronchospasm, respiratory 

distress］ 
Other side effects not listed here may occur. Check with your doctor/pharmacist if you have any 
worrisome symptom. 
Storage and other information 

・ Keep out of the reach of children. 
・ Store away from heat, humidity and direct sunlight. 
・ Discard remaining medicine; do not store them. 

For doctor use only: Day   Month   Year 
 
 
For further information, ask your doctor/pharmacist. "Kanjamuke Iyakuhin Guide" and Japanese package 
insert information (for medical professionals) is available on the website of Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency. 
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J. 改訂のポイント 
 
P2 

A. 各段階の対応 

平成 21 年 9 月 19 日現在の情報 追加 

 

 
 

P17 
G. 健康福祉センター (保健所) 一覧 

 健康福祉センターの情報 差し替え 

 

 

P18 
抗インフルエンザ薬の剤型 

 参考資料として抗インフルエンザ薬の剤型 追加 
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