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《 運転禁止薬 》《 運転禁止薬 》《 運転禁止薬 》《 運転禁止薬 》

『警告』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『警告』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『警告』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『警告』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類 区分 商品名 一般名 警告

116 注射 アポカイン皮下注３０ｍｇ アポモルヒネ塩酸塩水和物

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあるので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等

についてよく説明すること。本剤投与中には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作

業に従事させないよう注意すること。

内用 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ・０．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こ

した例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中

には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

内用 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ・１．５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こ

した例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中

には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

外用 ニュープロパッチ４．５ｍｇ・９ｍｇ・１３．５ｍｇ ロチゴチン

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠等により自動車事故を起こ

した例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤貼付中

には、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

内用 レキップ錠１ｍｇ 塩酸ロピニロール

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こし

た例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中に

は、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

内用 レキップＣＲ錠２ｍｇ 塩酸ロピニロール

前兆のない突発的睡眠及び傾眠等がみられることがあり、また突発的睡眠により自動車事故を起こし

た例が報告されているので、患者に本剤の突発的睡眠及び傾眠等についてよく説明し、本剤服用中に

は、自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

617 内用 ブイフェンド錠５０ｍｇ・２００ｍｇ ボリコナゾール

羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与

中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないように十分注意すること。

注射 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール

羞明、霧視、視覚障害等の症状があらわれ、本剤投与中止後も症状が持続することがある。本剤投与

中及び投与中止後もこれらの症状が回復するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないように十分注意すること。

この一覧は、添付文書上に自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業について記載がある薬剤です。

添付文書上の記載内容をもとに、患者の状態や併用薬、生活状況などを考慮の上、説明・指導を行って下さい。
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《 運転注意薬 》《 運転注意薬 》《 運転注意薬 》《 運転注意薬 》

『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類 区分 商品名 一般名 重要な基本的注意

112 内用 ベンザリン細粒・5mg錠 ニトラゼパム

本剤の影響が翌朝以後に及び，眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で，自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ネルボン錠１０ｍｇ ニトラゼパム

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ・0.25mg「テバ」 トリアゾラム

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 サイレース錠１ｍｇ・２ｍｇ フルニトラゼパム

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 セレナール錠１０ オキサゾラム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 セルシン散１％・２ｍｇ・５ｍｇ錠 ジアゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 レキソタン錠２ ブロマゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 レスミット錠５ メダゼパム

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ソラナックス０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 グランダキシン錠５０ トフィソパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 コントール錠５ｍｇ クロルジアゼポキシド

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ドラール錠１５ クアゼパム

本剤の影響が翌朝以後に及び，眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で，自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること．

注射 ホリゾン注射液１０ｍｇ ジアゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

外用 セニラン坐剤３ｍｇ ブロマゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 フェノバール散・３０ｍｇ錠・エリキシル フェノバルビタール

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム 本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

内用 リスミー錠１ｍｇ・２ｍｇ リルマザホン塩酸塩水和物

本剤の影響が翌朝以後に及び，眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で，自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ・１０ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがある

ので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

113 内用 クランポール末 アセチルフェネトライド

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 アレビアチン散１０％・１００ｍｇ錠 フェニトイン

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ヒダントール錠２５ｍｇ フェニトイン

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

注射 アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトイン

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること．

注射 ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ミノアレ散６６．７％ トリメタジオン

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

113 内用 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 プリミドン

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 エピレオプチマル散５０％ エトスクシミド

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 テグレトール細粒５０％・２００ｍｇ錠・１００ｍｇ錠 カルバマゼピン

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 リボトリール細粒０．１％・０．５ｍｇ錠 クロナゼパム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 バルプロ酸ナトリウム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 デパケン錠１００ｍｇ・２００ｍｇ・シロップ バルプロ酸ナトリウム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 デパケンＲ錠１００ｍｇ・２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 エクセグラン散２０％・錠１００ｍｇ ゾニサミド

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 マイスタン細粒１％・５mg錠・１０ｍｇ錠 クロバザム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ガバペン錠２００ｍｇ・４００ｍｇ ガバペンチン

傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 トピナ錠５０ｍｇ トピラマート

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ラミクタール錠小児用２ｍｇ・５ｍｇ・錠２５ｍｇ ラモトリギン

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 イーケプラ錠５００ｍｇ・ドライシロップ レベチラセタム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ヒダントールＦ配合錠 フェニトイン　フェノバルビタール

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

注射 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタールナトリウム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

注射 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物

めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者

には自動車の運転など危険を伴う操作に従事させないよう注意すること。
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114 内用 インドメタシンカプセル２５「イセイ」 インドメタシン

眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等

危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。

内用 インフリーカプセル１００ｍｇ インドメタシンファルネシル

眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械

の操作には従事させないように注意すること。

外用 インドメタシン坐剤２５「イセイ」 インドメタシン

眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等

危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。

内用 モービック錠１０ｍｇ メロキシカム

眼の調節障害、眠気等の精神神経系症状があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること。

内用 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩

眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告され

ている。

内用 トラムセット配合錠 アセトアミノフェン　トラマドール塩酸塩

眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告され

ている。

注射 トラマール注１００ トラマドール塩酸塩

眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告され

ている。

注射 ソセゴン注射液１５ｍｇ・３０ｍｇ ペンタゾシン

眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険

を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

注射 レペタン注０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩

眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与

中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

外用 レペタン坐剤０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩

眠気、めまい、ふらつき、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与

中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩

眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事させないよう注意すること。なお、意識消失により自動車事故に至った例も報告され

ている。

116 内用 シンメトレル細粒１０％・５０ｍｇ錠 アマンタジン塩酸塩

めまい、ふらつき、立ちくらみ、霧視等があらわれることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高所

作業等危険を伴う作業に従事させないよう注意すること。

内用 アキネトン細粒１％・１ｍｇ錠 ビペリデン塩酸塩

眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者

には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

注射 アキネトン注射液５ｍｇ ビペリデン

眠気、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者

には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

内用 ドパストン散９８．５％ レボドパ

前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがある

ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意する

こと。

注射 ドパストン静注２５ｍｇ レボドパ

前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがある

ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意する

こと。

内用 アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩

ねむけ、眼の調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、本剤投与中

の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

内用 パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩

著しい血圧下降、前兆のない突発的睡眠、傾眠があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を

伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

内用 ペルマックス錠５０μｇ・２５０μｇ ペルゴリドメシル酸塩

前兆のない突発的睡眠、傾眠がみられることがあるので、自動車の運転、高所での作業等、危険を伴

う作業には従事させないように注意すること。

内用 エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩

めまい、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがあるので、自動車の運転、機械の操作、高

所作業等危険を伴う作業に従事させないように注意すること。

内用 カバサール錠０．２５ｍｇ・１ｍｇ カベルゴリン

前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧がみられることがあるので、自動車の運転、機械の操

作、高所作業等危険を伴う作業には従事させないよう注意すること。

内用 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン

前兆のない突発的睡眠、睡眠発作、起立性低血圧、傾眠、めまい、意識消失、失神等があらわれるこ

とがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転、機械の操作、高所作業等、危険を伴う作業に従

事させないように注意すること。

内用 マドパー配合錠 ベンセラジド塩酸塩　レボドパ

前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがある

ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意する

こと。

内用 ドパコール配合錠Ｌ１００・５０ カルビドパ水和物　レボドパ

前兆のない突発的睡眠、傾眠、調節障害及び注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがある

ので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意する

こと。

内用 スタレボ配合錠Ｌ５０・１００ エンタカポン　カルビドパ水和物　レボドパ

前兆のない突発的睡眠、傾眠、起立性低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者に

は自動車の運転、高所での作業等、危険を伴う作業には従事させないように注意すること。

117 内用 コントミン糖衣錠２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 ウインタミン細粒（１０％） クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

注射 コントミン筋注２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ ペルフェナジンマレイン酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 ヒルナミン細粒１０％・錠２５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

注射 ヒルナミン筋注２５ｍｇ レボメプロマジン塩酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

注射 ノバミン筋注５ｍｇ プロクロルペラジンメシル酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 アナフラニール錠１０ｍｇ・２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 トフラニール錠１０ｍｇ・２５ｍｇ イミプラミン塩酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

注射 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 トリプタノール錠１０・２５ アミトリプチリン塩酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ルジオミール錠１０ｍｇ・２５ｍｇ マプロチリン塩酸塩

めまい、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の

操作に従事させないよう注意すること。

内用 リタリン錠１０ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩

めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等

危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。

内用 コンサータ錠１８ｍｇ・２７ｍｇ・３６ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩

めまい、眠気、視覚障害等が発現するおそれがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等

危険を伴う機械の操作には従事させないよう注意すること。

内用 リーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 ドグマチール錠１００ｍｇ スルピリド

ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴

う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 リーマス錠１００・２００ 炭酸リチウム

めまい、ねむけ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機

械類の操作に従事させないよう注意すること。
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117 内用 アタラックス－Ｐ散１０％・シロップ・カプセル２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従

事させないよう注意すること

内用
セレネース細粒１％・０．７５ｍｇ錠・１．５ｍｇ錠・内服液

ハロペリドール

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること

内用 オーラップ細粒１％・１ｍｇ錠 ピモジド

ときに眠気、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 デパス錠０．５ｍｇ・１ｍｇ エチゾラム

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 インプロメン錠１ｍｇ ブロムペリドール

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

内用 バルネチール錠１００ スルトプリド塩酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること．

内用 テシプール錠１ｍｇ セチプチリンマレイン酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 レスリン錠２５ トラゾドン塩酸塩

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 リスパダール細粒１％・OD錠１ｍｇ・２ｍｇ リスペリドン

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ルボックス錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩

眠気，意識レベルの低下・意識消失等の意識障害が起こることがあるので，本剤投与中の患者には，

自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること．

内用 セロクエル２５ｍｇ錠・１００ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩

本剤は主として中枢神経系に作用するため、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こる

ことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように

注意すること。

内用 ジプレキサ錠５ｍｇ・１０ｍｇ オランザピン

傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所

での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン

傾眠、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には高所

での作業あるいは自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ アリピプラゾール水和物

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ストラテラカプセル５ｍｇ・１０ｍｇ・２５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩

眠気、めまい等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操

作に従事させないよう注意すること。

内用 リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン

眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機

械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ベゲタミン－Ａ配合錠・Ｂ配合錠
クロルプロマジン塩酸塩　フェノバルビタール　プロメタジン塩酸塩

眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

注射 アタラックス－Ｐ注射液２５ｍｇ／ｍｌ・５０ｍｇ／ｍｌ ヒドロキシジン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械類の操作には従

事させないよう注意すること。

注射 セレネース注５ｍｇ ハロペリドール

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

注射 ハロマンス注５０ｍｇ・１００ｍｇ ハロペリドールデカン酸エステル

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

118 内用 ＰＬ配合顆粒
アセトアミノフェン　サリチルアミド　プロメタジンメチレンジサリチル酸塩　無水カフェイン

眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること。

119 内用 グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩

眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険

を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 サノレックス錠０．５ｍｇ マジンドール 本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 リルテック錠５０ リルゾール

本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。

内用 レミッチカプセル２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩

眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械

の操作には従事させないよう注意すること。

内用 ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン

本剤の影響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるの

で、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 リリカカプセル２５ｍｇ・７５ｍｇ・１５０ｍｇ プレガバリン

本剤の投与によりめまい、傾眠、意識消失等があらわれ、自動車事故に至った例もあるので、本剤投

与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。特に高齢

者ではこれらの症状により転倒し骨折等を起こした例があるため、十分に注意すること。

内用 メマリーＯＤ錠５ｍｇ・２０ｍｇ メマンチン塩酸塩

通常、中等度及び高度アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等危険を伴う機械の操作能力が

低下することがある。また、本剤により、めまい、傾眠等があらわれることがあるので、本剤投与中の患

者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ベルソムラ錠１５ｍｇ・２０ｍｇ スボレキサント

本剤の影響が服用の翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることが

あるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

外用
イクセロンパッチ４．５ｍｇ・９ｍｇ・１３．５ｍｇ・１８ｍｇ

リバスチグミン

アルツハイマー型認知症は、自動車の運転等の機械操作能力を低下させる可能性がある。また、本剤

は主に投与開始時又は増量時にめまい及び傾眠を誘発することがある。このため、自動車の運転等

の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

122 内用 リンラキサー錠２５０ｍｇ クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ねむけ、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、

自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物

眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

124 内用 ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物

眼の調節障害等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の

操作に従事させないように注意すること。

内用 硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物

視調節障害、散瞳等をおこすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機

械の操作には従事させないように注意すること。散瞳または視調節麻痺がおこるので、本剤投与中の

患者には、散瞳または視調節麻痺が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事さ

せないよう注意すること。また、サングラスを着用するなど、太陽光や強い光を直接見ないように注意

すること。

注射 ブスコパン注２０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物

眼の調節障害、眠気、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危

険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

注射
アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」・０．０５％シリンジ「テルモ」

アトロピン硫酸塩水和物

視調節障害、散瞳等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う

機械の操作に従事させないなど注意すること。

内用 リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン

眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないように注意すること。

内用 アロフト錠２０ｍｇ アフロクアロン

反射運動能力の低下、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険

を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

内用 ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩

本剤投与中に脱力感、ふらつき、眠気等が発現することがあるので、その場合には減量又は休薬する

こと。なお、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事させないように

注意すること。

内用 テルネリン顆粒０．２％・錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩

反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者に

は自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。

132 外用 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 レボカバスチン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分指導すること。

133 内用 トラベルミン配合錠
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩　ジプロフィリン

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないように十分注意すること。

212 内用 メキシチールカプセル５０ｍｇ・１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩

頭がボーとする、めまい、しびれ等の精神神経系症状が発現し、増悪する傾向がある場合には、直ち

に減量又は投与を中止すること。また、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操

作に従事させないよう注意すること。
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212 内用 アスペノンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩

本剤の投与中に，手指振戦，めまい，ふらつき等の精神神経系症状が発現し，増悪する傾向がある場

合には，直ちに減量又は投与を中止すること（精神神経系の症状は用量依存的に発現しやすい）．ま

た，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること．

内用 シベノール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩

めまい、ふらつき、低血糖があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危

険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

内用 ピメノールカプセル５０ｍｇ ピルメノール塩酸塩水和物

失神、めまい、ふらつき、手足のしびれ等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動

車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

214 注射 アポプロン注０．５ｍｇ レセルピン

眠気、脱力感等を催すことがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運転等危

険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。

216 内用 イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩

片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。

内用 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン

片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。

注射 イミグラン注３ スマトリプタンコハク酸塩

片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。

外用 イミグラン点鼻液２０ スマトリプタン

片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等

危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。

219 内用 ミグシス錠５ｍｇ 塩酸ロメリジン

眠気等を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないよう注意すること。

222 内用 メジコン散１０％・錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように注意すること。

内用 メジコン配合シロップ
クレゾールスルホン酸カリウム　デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように注意すること。

231 内用 ロペミン小児用細粒０．０５％・カプセル１ｍｇ 塩酸ロペラミド

眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

232 内用 ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド

ときに眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴

う機械の操作に従事させないように注意すること

239 内用 プリンペラン錠５ メトクロプラミド

眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の

操作に従事させないように注意すること。

注射 プリンペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド

眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の

操作に従事させないように注意すること。

245 内用 セレスタミン配合錠・シロップ
d－クロルフェニラミンマレイン酸塩　ベタメタゾン

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

249 内用 クロミッド錠５０ｍｇ クロミフェンクエン酸塩

霧視等の視覚症状があらわれることがあるので、服用中は自動車の運転等、危険を伴う機械の操作

に従事させないように注意すること。

259 内用 バップフォー錠１０・２０ プロピベリン塩酸塩

眼調節障害、眠気、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危

険を伴う機械の操作に従事させないよう十分に注意すること。

393 内用 シアナマイド内用液１％「タナベ」 シアナミド

注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運

転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること．

429 注射 ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ

疲労、浮動性めまい、失神、起立性低血圧、霧視が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自

動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

441 内用 ベナ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないよう十分注意すること。

内用 ピレチア細粒１０％・錠２５ｍｇ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること。

内用 ニポラジン錠３ｍｇ メキタジン

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作には従事さ

せないよう十分注意すること。

注射 ヒベルナ注２５ｍｇ プロメタジン塩酸塩

眠気を催すことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること．

内用 ポララミン散１％・錠２ｍｇ・シロップ d－クロルフェニラミンマレイン酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従

事させないよう十分注意すること。

内用 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ d－クロルフェニラミンマレイン酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

441 内用 ペリアクチン散１％・錠４ｍｇ・シロップ シプロヘプタジン塩酸塩水和物

眠気を催すことがあるので，自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意す

ること。

注射 ポララミン注５ｍｇ d－クロルフェニラミンマレイン酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

449 内用 ザジテンカプセル１ｍｇ・シロップ・ドライシロップ ケトチフェンフマル酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

内用 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

内用 ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事

させないよう十分注意すること。

615 内用 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ・顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩

めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操

作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。

注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩

めまい感があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操

作及び高所での作業等に従事させないように注意すること。

625 内用 バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩

本剤及び本剤の活性代謝物であるガンシクロビルの投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱

が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させ

ないこと。

注射 デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル

本剤の投与により痙攣、鎮静、めまい、運動失調、錯乱が報告されているので、本剤投与中の患者に

は自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事させないこと。

639 注射 ペガシス皮下注９０μｇ・１８０ｍｇ
ペグインターフェロンアルファ－2a（遺伝子組換え）

めまい、錯乱、傾眠、疲労を発現することがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転、機械

の操作になるべく従事させないよう注意すること。

注射
ペグイントロン皮下注用５０・１００・１５０μｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロンアルファ－2b（遺伝子組換え）

めまい、錯乱、傾眠、疲労を発現することがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転、機械

の操作になるべく従事させないよう注意すること。

799 内用 チャンピックス錠０．５ｍｇ・１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩

めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているので、自動車の運転

等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

811 内用 アヘンチンキ「第一三共」 アヘン

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

内用 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ・原末 モルヒネ塩酸塩水和物

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

内用 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ・３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物

眠気，眩暈が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないように注意すること。

内用 オプソ内服液５ｍｇ・１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

注射
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ・５０ｍｇ・２００ｍｇ「第一三共」

モルヒネ塩酸塩水和物

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

外用 アンペック坐剤１０ｍｇ・２０ｍｇ・３０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

内用 コデインリン酸塩散１０％「第一三共」 コデインリン酸塩水和物

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

内用 オキノーム散２．５ｍｇ・５ｍｇ・１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

眠気，眩暈が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないように注意すること。
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811 内用 オキシコンチン錠５ｍｇ・１０ｍｇ・２０ｍｇ・４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

眠気，眩暈が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないように注意すること。

注射 オキファスト注１０ｍｇ・５０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物

眠気，眩暈が起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないように注意すること。

821 注射 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 ペチジン塩酸塩

眠気、眩暈が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

注射 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩

本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう

注意すること。

外用 フェントステープ１ｍｇ・２ｍｇ・４ｍｇ・６ｍｇ・８ｍｇ フェンタニルクエン酸塩

眠気、めまいが起こることがあるので、本剤使用中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。

内服 イーフェンバッカル錠５０μｇ・１００μｇ・２００μｇ フェンタニルクエン酸塩

眠気、めまいが起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に従事させないよう注意すること。
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以下 《 その他 》以下 《 その他 》以下 《 その他 》以下 《 その他 》

『重要な基本的注意』欄に一定の条件の場合に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に一定の条件の場合に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に一定の条件の場合に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品『重要な基本的注意』欄に一定の条件の場合に「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」又はそれに類する記載のある医薬品

薬効分類 区分 商品名 一般名 重要な基本的注意

111 注射 プロポフォール１％静注１００ｍＬ「日医工」 プロポフォール

本剤の影響が完全に消失するまでは，自動車の運転，危険を伴う機械の操作等に従事しないよう，患

者に注意すること。

注射
１％ディプリバン注－キット　２００ｍｇ２０ｍＬ・５００ｍｇ５０ｍL

プロポフォール

本剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患

者に注意すること。

外用 スープレン吸入麻酔液 デスフルラン

麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように

注意すること。

112 注射 ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム

手術・処置後は全身状態に注意し、基本的運動・平衡機能の回復等に基づき帰宅可能と判断できるま

で患者を管理下に置くこと。また、鎮静の影響が完全に消失するまでは自動車の運転等危険を伴う機

械操作に従事しないよう、患者に注意すること。

注射 プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 デクスメデトミジン塩酸塩

全身状態に注意し、手術・処置後は患者が回復するまで管理下に置くこと。なお、鎮静の影響が完全

に消失するまでは自動車の運転、危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患者に注意すること。

114 内用 ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること。

内用 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること。

外用 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ・２５ｍｇ・５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム

本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事さ

せないように十分注意すること。

117 内用 トレドミン錠１５ｍｇ・２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩

眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意

させること。また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従

事しないよう、指導すること。

内用 サインバルタカプセル２０ｍｇ・３０ｍｇ 塩酸デュロキセチン

眠気，めまい等が起こることがあるので，自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意

させること。また，患者に，これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従

事しないよう，指導すること。

131 外用 サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩

散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車

の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽

光や強い光を直接見ないよう指導すること。

外用 ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩

本剤を投与した患者には散瞳が回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない

よう注意すること。また、サングラスを着用するなど太陽光や強い光を直接見ないよう注意すること。

外用 ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド

散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車

の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽

光や強い光を直接見ないよう指導すること。

外用 日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物

散瞳又は調節麻痺が起こるので，本剤投与中の患者には，散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車

の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また，サングラスを着用する等太陽

光や強い光を直接見ないように指導すること。

外用 サンピロ点眼液１％・２％ ピロカルピン塩酸塩

縮瞳（暗黒感）又は調節痙攣が起こるので、本剤投与中の患者には、縮瞳（暗黒感）又は調節痙攣が

回復するまで自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

外用 キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト

本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自

動車等の運転には従事させないよう注意すること。

外用 トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト

本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自

動車等の運転には従事させないよう注意すること。

外用 タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト

本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、その症状が回復するまで機械類の操作

や自動車等の運転には従事させないよう注意すること。

外用 ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト

本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自

動車等の運転には従事させないよう指導すること。

外用 ミドリンＰ点眼液 トロピカミド　フェニレフリン塩酸塩

散瞳又は調節麻痺が起こるので、本剤投与中の患者には、散瞳又は調節麻痺が回復するまで自動車

の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。また、サングラスを着用する等太陽

光や強い光を直接見ないよう指導すること。

外用 デュオトラバ配合点眼液 チモロールマレイン酸塩　トラボプロスト

本剤の点眼後、一時的に霧視があらわれることがあるため、症状が回復するまで機械類の操作や自

動車等の運転には従事させないよう注意すること。

217 内用 フランドル錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切

な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こるこ

とがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注

意すること。

内用 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は中止するなど適切な処

置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることが

あるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意

すること。

内用 ニトロール錠５ｍｇ 硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることが

あるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意

すること。

内用 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動等の低下が起こることがある

ので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作には従事させないように注意す

ること。

内用 アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切

な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こるこ

とがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注

意すること。

外用 ニトロールスプレー１．２５ｍｇ 硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用が起こりやすく、これらの副作用のために注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることが

あるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないように注意

すること。

外用 フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による頭痛等の副

作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切

な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こるこ

とがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう注

意すること。

外用 ミリステープ５ｍｇ ニトログリセリン

本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用により頭痛等の副

作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又は投与中止するなど適切

な処置を行うこと。また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こるこ

とがあるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させないよう十

分に注意すること。

221 注射 アネキセート注射液０．５ｍｇ フルマゼニル

本剤投与後24時間は危険な機械の操作や自動車の運転等完全な精神的緊張を必要とする仕事に従

事させないように注意すること。

392 注射 デスフェラール注射用５００ｍｇ デフェロキサミンメシル酸塩

本剤投与中にめまい、視覚・聴覚障害を訴える患者には、本剤投与中は自動車の運転等危険を伴う

機械の操作には従事させないこと。
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薬効分類 区分 商品名 一般名 重要な基本的注意

424 注射
パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ・１００ｍｇ「ホスピーラ」

パクリタキセル

本剤は無水エタノールを含有するため、前投薬で投与されるジフェンヒドラミン塩酸塩錠とアルコールの

相互作用による中枢神経抑制作用の増強の可能性があるので、本剤投与後の患者の経過を観察し、

アルコール等の影響が疑われる場合には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよ

う注意すること。

429 内用 タシグナカプセル２００ｍｇ・１５０ｍｇ ニロチニブ塩酸塩水和物

めまい、霧視・視力低下等の視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には、高所作

業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

625 内用 アストリックドライシロップ８０％ アシクロビル

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれや

すいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。

内用 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 バラシクロビル塩酸塩

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれや

すいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。

注射 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＰＰ」 アシクロビル

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。なお、腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれや

すいので、患者の状態によっては従事させないよう注意すること。
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薬効分類 薬剤区分 商品名 一般名 重要な基本的注意

114 内用 ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸

めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の

操作に注意させること。

内用 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ

浮動性めまい、回転性めまい、傾眠等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う作業に従

事する場合には注意させること。

内用 クリアミン配合錠Ａ１．０
イソプロピルアンチピリン　エルゴタミン酒石酸塩　無水カフェイン

めまい等があらわれることがあるので，本剤投与中の患者には，自動車の運転等危険を伴う機械の作

業に注意させること。

117 内用 パキシル錠１０ｍｇ・２０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物

眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分

注意させること。これらの症状は治療開始早期に多くみられている。

内用 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 塩酸セルトラリン

眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分

注意させること。

内用 レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩

眠気、めまい等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機

械を操作する際には十分注意させること。

119 内用 アリセプトＤ錠３ｍｇ・５ｍｇ・１０ｍｇ ドネペジル塩酸塩

アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下する

可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがあるので、自動車の

運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう患者等に十分に説明すること。

内用 レミニールＯＤ錠４ｍｇ・８ｍｇ・１２ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩

アルツハイマー型認知症患者では運転能力や機械操作能力が徐々に低下し、また、本剤の投与によ

りめまい、眠気が起こる可能性があるので、本剤投与中の患者（特に投与開始の数週間）には、自動

車の運転等危険を伴う機械の操作に注意するよう指導すること。

122 注射 ボトックス注用５０単位 A型ボツリヌス毒素

本剤投与後、脱力感、筋力低下、めまい、視力低下があらわれることがあるので、自動車の運転等危

険を伴う機械を操作する際には注意させること。

123 内用 トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物

視調節障害を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作

に注意させること。

内用 チアトンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物

羞明等を起こすことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注

意させること．

124 注射 ハイスコ皮下注０．５ｍｇ スコポラミン臭化水素酸塩水和物

眼の調節障害、眠気、めまい等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危

険を伴う機械の操作に注意させること。

131 外用 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド

本剤の点眼後、一時的に目がかすむことがあるので、機械類の操作や自動車等の運転には注意させ

ること。

外用 アイファガン点眼液０．１％ ブリモニジン酒石酸塩

眠気、めまい、霧視等を起こすことがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う

機械の操作に従事する場合は注意させること。

212 内用 インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 テノーミン錠２５・５０ アテノロール

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 アロチノロール塩酸塩

めまい・ふらつきがあらわれることがあるので，本剤投与中の患者（特に投与初期）には，自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には自動車の運転

等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

注射 インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 リスモダンカプセル５０ｍｇ・１００ｍｇ ジソピラミド

めまい、低血糖等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作す

る際には注意させること。

内用 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ リン酸ジソピラミド

めまい、低血糖等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作す

る際には注意させること。

内用 プロノン錠１５０ｍｇ プロパフェノン塩酸塩

めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注

意するよう患者に十分に説明すること。

内用 サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物

めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注

意するよう患者に十分に説明すること。

内用 ベプリコール錠１００ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物

めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注

意するよう患者に十分に説明すること。

213 内用 フルイトラン錠２ｍｇ・１ｍｇ トリクロルメチアジド

降圧作用に基づくめまい，ふらつきがあらわれることがあるので，高所作業，自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ヒドロクロロチアジド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 アルダクトンＡ細粒１０％・２５ｍｇ錠 スピロノラクトン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

注射 ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 フロセミド錠１０ｍｇ・２０ｍｇ・４０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 フロセミド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 オイテンシンカプセル４０ｍｇ フロセミド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 サムスカ錠７．５ｍｇ・３０ｍｇ トルバプタン

めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

注射 ラシックス注１００ｍｇ・２０ｍｇ フロセミド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

214 内用 アプレゾリン錠１０ｍｇ・２５ｍｇ ヒドララジン塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれ、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に支障を来すことがあ

るので注意すること。

内用 カプトリル錠１２．５ｍｇ カプトプリル

血圧低下に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者で高所作業、自

動車の運転等危険を伴う作業に注意させること。

内用 レニベース錠２．５・５ エナラプリルマレイン酸塩

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 セタプリル錠２５ｍｇ アラセプリル

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 タナトリル錠５ イミダプリル塩酸塩

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 エースコール錠２ｍｇ テモカプリル塩酸塩

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 コバシル錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 アルドメット錠１２５・２５０ メチルドパ水和物

投与初期又は増量時に眠気、脱力感等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危

険を伴う作業に注意させること。

内用 カタプレス錠７５μｇ クロニジン塩酸塩

鎮静作用により反射運動等が減弱されることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業

に注意させること。

内用 ミニプレス錠０．５ｍｇ プラゾシン塩酸塩

本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい等があらわれることがあるの

で、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

内用 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ラベタロール塩酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。
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214 内用 ロプレソール錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 ワイテンス錠２ｍｇ グアナベンズ酢酸塩

眠気、めまい、ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に

は注意させること。

内用 ペルジピン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ・４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 エブランチルカプセル１５ｍｇ・３０ｍｇ ウラピジル

本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づく立ちくらみ、めまい等があらわれるこ

とがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する人には注意を与えること。

内用 メシル酸ドキサゾシン錠０．５・１・２「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩

本剤の投与初期又は用量の急増時等に起立性低血圧に基づくめまい等があらわれることがあるの

で、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

内用 カルスロット錠１０ マニジピン塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 セレクトール錠１００ｍｇ セリプロロール塩酸塩

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には、自動車の運

転等、危険を伴う機械の作業に注意させること。

内用 カルベジロール錠２．５ｍｇ・１０ｍｇ「サワイ」 カルベジロール

めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期や増量時）には、自

動車の運転等危険を伴う機械の作業をしないように注意させること。

内用 アテレック錠５・１０ シルニジピン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を

操作する際には注意させること。

内用 ニューロタン錠２５ｍｇ・５０ｍｇ ロサルタンカリウム

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ブロプレス錠２・４・８ カンデサルタンシレキセチル

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ディオバン錠４０ｍｇ・８０ｍｇ バルサルタン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 アバプロ錠１００ｍｇ イルベサルタン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ミカルディス錠２０ｍｇ・４０ｍｇ テルミサルタン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 カルブロック錠８ｍｇ アゼルニジピン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等、危険を伴う機

械を操作する際には注意させること。

内用 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ・４０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 セララ錠２５ｍｇ エプレレノン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ラジレス錠１５０ｍｇ アリスキレンフマル酸塩

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 プレミネント配合錠ＬＤ ヒドロクロロチアジド　ロサルタンカリウム

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ミコンビ配合錠ＢＰ テルミサルタン　ヒドロクロロチアジド

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ユニシア配合錠ＬＤ・HD
アムロジピンベシル酸塩　カンデサルタンシレキセチル

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

内用 ミカムロ配合錠ＡＰ・BP アムロジピンベシル酸塩　テルミサルタン

降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

外用 ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール

めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者（特に投与初期）には自動車の運転

等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

217 内用 ヘルベッサー錠３０ ジルチアゼム塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 セパミット細粒１％ ニフェジピン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ・４０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 セパミット－Ｒカプセル１０・２０ ニフェジピン

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 コニール錠４ ベニジピン塩酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を

操作する際には注意させること。

内用
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ・５ｍｇ・１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

アムロジピンベシル酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

219 内用 カデュエット配合錠４番
アトルバスタチンカルシウム水和物　アムロジピンベシル酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

232 内用 コランチル配合顆粒
ジサイクロミン塩酸塩　乾燥水酸化アルミニウムゲル　酸化マグネシウム

視調節障害，眠気を起こすことがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械

の操作に注意させること。

239 内用 ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン

眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を

伴う機械操作に注意させること。

内用 サリグレンカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物

縮瞳を起こすおそれがあるので、投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機

械の操作に注意させること。

内用 サラジェン顆粒０．５％ ピロカルピン塩酸塩

縮瞳を起こすおそれがあるので，投与中の患者には夜間の自動車の運転及び暗所での危険を伴う機

械の操作に注意させること。

外用 ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン

眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を

伴う機械操作に注意させること。

243 注射 フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチド（遺伝子組換え)

起立性低血圧、めまいがあらわれることがあるので、高所での作業、自動車の運転等危険を伴う作業

に従事する場合には注意させること。

249 内用 サムスカ錠３０ｍｇ トルバプタン

めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。また、高所作業、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること。

注射 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ リラグルチド（遺伝子組換え）

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。

注射 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え）

低血糖があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

は注意すること。

259 内用
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ・０．２ｍｇ「ファイザー」

タムスロシン塩酸塩

めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合に

は注意させること。

内用 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ・２５ｍｇ ナフトピジル

本剤の投与初期又は用量の急増時等に、起立性低血圧に基づくめまい、立ちくらみ等があらわれるこ

とがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する人には注意を与えること。

内用 バイアグラ錠２５ｍｇ・５０ｍｇ シルデナフィルクエン酸塩

臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので自動車の運転や機械の操作に従事する

場合には注意させること。

内用 シアリス錠１０ｍｇ・２０ｍｇ タダラフィル

臨床試験において、めまいや視覚障害が認められているので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う

機械を操作する際には注意させること。

内用 ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン

めまいなどがあらわれることがあるので，高所作業，自動車の運転など危険を伴う作業に従事する場

合には注意させること。
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259 内用 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン

眼調節障害（霧視等）、傾眠が起こることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従

事する場合には注意させること。

外用 ネオキシテープ７３．５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン

眼調節障害（視力障害、霧視等）、めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤使用中の患者に

は、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に注意させること。

339 内用 ドルナー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

392 内用 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ・５００ｍｇ デフェラシロクス

本剤投与中にめまい、視覚・聴力障害があらわれることがあるので、患者に注意喚起し、本剤投与中

は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。

396 内用 グリミクロン錠４０ｍｇ・HA錠２０ｍｇ グリクラジド

重篤かつ遷延性の低血糖症を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者

に投与するときには注意すること。Πまた、低血糖症に関する注意について、患者及びその家族に十

分徹底させること。

内用 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ・３ｍｇ・０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 グリメピリド

重篤かつ遷延性の低血糖を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に

投与するときには注意すること。また、低血糖に関する注意について、患者及びその家族に十分徹底

させること

内用 メトグルコ錠２５０ｍｇ・５００ｍｇ メトホルミン塩酸塩

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。また、低血糖症状に関する注意について、患者及びその家族に十分指導すること。

内用 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ０．３ｍｇ「タイヨー」 ボグリボース

本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に対し低血糖症

状及びその対処方法について十分説明すること。また、高所作業、自動車の運転等に従事している糖

尿病患者又は耐糖能異常を有する者に投与するときには注意すること。

内用 アクトスＯＤ錠１５・３０ ピオグリタゾン塩酸塩

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。

内用 グルファストＯＤ錠５ｍｇ・１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物

本剤は，ときに低血糖症状を起こすことがあるので，高所作業，自動車の運転等に従事している患者

に投与するときには注意すること。

内用 セイブル錠２５ｍｇ・５０ｍｇ ミグリトール

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。

内用 エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン

低血糖及び低血糖症状を起こすおそれがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者

に投与するときには注意すること。

内用 シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。

内用 トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。

内用 フォシーガ錠５ｍｇ
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

は注意すること。

内用 テネリア錠２０ｍｇ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

低血糖症状を起こすことがあるので，高所作業，自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること．

内用 ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン

低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

は注意すること。

399 内用 ジレニアカプセル０．５ｍｇ フィンゴリモド塩酸塩

投与初期には、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の作

業をする際には注意させること。

422 注射 ジェムザール注射用２００ｍｇ・１ｇ ゲムシタビン塩酸塩

本剤投与時に傾眠が認められることがあるので、このような症状が発現しないことが確認されるまで、

自動車の運転等は行わないように注意すること。

424 注射 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ ノギテカン塩酸塩 易疲労感が発現した場合には、自動車の運転又は機械の操作に注意させること。

429 内用 グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩

めまい、眠気、霧視等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操

作する際には注意させること。

内用 アロマシン錠２５ｍｇ エキセメスタン

本剤の使用による嗜眠、傾眠、無力（症）及びめまいが報告されており、このような症状がある場合、機

械操作や自動車の運転はさせないよう十分注意すること。

内用 イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ

臨床試験において無力症が報告されているので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う

機械を操作する際には注意するよう指導すること。

内用 フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール

疲労、めまい、まれに傾眠が起こることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を

伴う機械を操作する際には注意させること

内用 スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブリンゴ酸塩

めまい、傾眠、意識消失等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械

を操作する際には注意させること。

内用 ザーコリカプセル２００ｍｇ・２５０ｍｇ クリゾチニブ

視覚障害（視力障害、光視症、霧視、硝子体浮遊物、複視、視野欠損、羞明、視力低下等）があらわれ

ることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意さ

せること。

内用 イクスタンジカプセル４０ｍｇ エンザルタミド

痙攣発作があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械を操

作する際には注意させること。

449 内用 アレジオン錠２０ エピナスチン塩酸塩

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意さ

せること。

内用 エバステルＯＤ錠５ｍｇ エバスチン

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意

させること。

614 内用 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン水和物

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

注射 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン水和物

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

624 内用 レボフロキサシン細粒１０％・錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

内用 ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

注射 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ レボフロキサシン水和物

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

625 内用 ストックリン錠６００ｍｇ エファビレンツ

本剤はめまい、集中力障害、嗜眠状態を引き起こすことがある。これらの症状があらわれた場合は、自

動車の運転や機械の操作等、潜在的な危険のある労働を避けること。

内用 ファムビル錠２５０ｍｇ ファムシクロビル

意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には

注意するよう患者に十分に説明すること。

629 内用 ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩

眠気、めまい・ふらつき等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を

操作する際には注意させること。

642 内用 ビルトリシド錠６００ｍｇ プラジカンテル 眠気があらわれることがあるので，自動車の運転，機械の操作等危険を伴う作業に注意させること．

722 注射 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え）

低血糖に基づくめまい、ふらつき、意識障害を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等危険

を伴う機械を操作する際には注意させること。

729 注射 レギチーン注射液１０ｍｇ フェントラミンメシル酸塩

降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する

際には注意させること。

821 注射 アルチバ静注用２ｍｇ 塩酸レミフェンタニル

麻酔の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転や危険を伴う機械の操作等に従事しないよう、患

者に注意すること。
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『慎重投与』欄に「低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等）」と記載のある医薬品『慎重投与』欄に「低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等）」と記載のある医薬品『慎重投与』欄に「低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等）」と記載のある医薬品『慎重投与』欄に「低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等）」と記載のある医薬品

薬効分類 薬剤区分 商品名 一般名 慎重投与

249 注射 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 イノレット３０Ｒ注 インスリンヒト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 トレシーバ注フレックスタッチ インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射
ノボラピッド注フレックスタッチ、ペンフィル、イノレット、１００単位／ｍＬバイアル

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ノボリンＮ注フレックスペン インスリンヒト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ノボリンＲ注フレックスペン インスリンヒト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリンヒト（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ヒューマログミックス５０注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射
ヒューマログ注ミリオペン、１００単位／ｍＬバイアル インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ランタス注ソロスター インスリングラルギン（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 レベミル注イノレット インスリンデテミル（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリンアスパルト（遺伝子組換え）　インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）

注射 ランタスＸＲ注ソロスター インスリングラルギン（遺伝子組換え）

低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者（高所作業、自動車の運転等の作業に従事してい

る患者等）
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