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本資材は医薬品リスク管理計画に基づき作成された資材です

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）CYP3Aを強く阻害する薬剤（イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリコナ

ゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル）を投与中の患者
〔「相互作用」の項参照〕
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本冊子について

　ベルソムラ®錠（一般名：スボレキサント）は、Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A. が
開発し、世界で初めて承認されたオレキシン受容体拮抗薬です。1998年に櫻井らにより同定された
オレキシンは、覚醒及び睡眠の調節に重要な働きをしています。オレキシンニューロンは視床下部に
局在し、脳内に広く投射し、覚醒レベルの維持に重要な役割を果たしている神経核を活性化させます。
このため、オレキシン受容体拮抗薬であるスボレキサントは、オレキシンニューロンから産生される神
経ペプチドであるオレキシンA及びBの受容体（OX1及びOX2受容体）への結合を可逆的に阻害する
ことにより、脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させ、睡眠を誘発するという新しい作用機序の不眠症
治療薬です。2014年9月に本剤は「不眠症」の効能・効果で製造販売承認を取得しました。
　ベルソムラ®の有効性、安全性は原発性不眠症患者を対象とした日本人を含む第Ⅲ相国際共同試験
で検証されていますが、新しい作用機序のオレキシン受容体拮抗薬であることから、処方に際しては
注意すべき事項があります。
　本冊子は、ベルソムラ®をより安全にご使用いただくために作成致しました。ご処方にあたり、本冊子
の内容をご理解いただきたくお願い申し上げます。
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ベルソムラ®のご処方にあたり、ご注意いただきたい事項

●本剤は習慣性医薬品に指定されています（米国では、他の多くの不眠症治療薬と同様、スケジュール
Ⅳに分類）。依存性が発現する可能性がありますので、注意してお使いください。（☞ P17）

●第Ⅲ相国際共同試験において、主観的睡眠潜時及び主観的総睡眠時間の本剤とプラセボの差の
平均値は5.2～5.6分及び10.7～16.3分でした。臨床試験成績から想定される効果に留意して使
用してください。睡眠衛生指導など、適切な指導を行ったうえで、薬物療法を実施してください。
（☞ P18～19）

●用法・用量は「通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就
寝直前に経口投与する」となっております。なお、国内の用量設定は米国の開始用量よりも高く設定
されておりますのでご留意ください。本剤は製剤の特性上、分割して用いないでください。（☞ P2）
［米国添付文書：https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/b/belsomra/belsomra_pi.pdf］

●本剤の作用機序から、ナルコレプシー様症状、カタプレキシーが重要な潜在的リスク*としてあげら
れます。本剤の副作用として、ナルコレプシー患者でもみられる日中の過剰な眠気、睡眠時麻痺、入
眠時幻覚が報告されています。これらのことに留意し、必要に応じて専門医と連携した診療をお願
いします。（☞ P16）
*本剤との関連性が疑われる要因はあるが、臨床データ等からの確認が十分でない有害な事象

●その他、本剤の重要な潜在的リスク*として、高齢者への投与、睡眠時随伴症、夢遊症や自殺念慮、
自殺行動、依存性、摂食行動に対する影響、他の不眠症治療薬との併用、呼吸機能障害患者への投
与があげられます。新しい作用機序である本剤の臨床使用経験が限られていることを踏まえ、ご処
方にあたりご注意ください。（☞ P16～17）
*本剤との関連性が疑われる要因はあるが、臨床データ等からの確認が十分でない有害な事象

●本剤の効能・効果は「不眠症」ですが、二次性不眠症患者を対象とした臨床試験は実施しておりませ
ん。そのため、添付文書には「二次性不眠症に対する本剤の有効性及び安全性は確立されていな
い」と記載されています。（☞ P2）

●他剤から本剤へ切り替えを行った臨床試験データはありません。前薬を中止して本剤に切り替える
際、前薬の中止による反跳性不眠や退薬症候が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。
（☞ P20）
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通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就寝直前に経口
投与する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>
(1) 本剤は就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中で
一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用させないこと。
〔「臨床成績」の項参照〕

《解説》
本剤の第Ⅲ相国際共同有効性検証試験では就寝5～10分前に服用し、入眠効果がみられたことから、
本剤は就寝の直前に服用させるようにしてください。また、外国人健康高齢者を対象とした第Ⅰ相試験
で本剤服用後1.5時間時に身体のふらつきの増加、情報処理の遅延や注意力低下がみられました。こ
れらのことから、本剤を服用して就寝した後、睡眠途中で一時的に起床して仕事等で活動する可能性
があるときには服用させないようにしてください。

参考 ： 二次性不眠症とは
精神・身体疾患などの要因によって二次的にもたらされる不眠症をいいます。内科的又は精神疾患・神経学的な障害
に伴って起こる不眠症や、アルコール、カフェインなどのような刺激物や薬剤を過度に用いたとき、あるいは依存して
いるときに起こる不眠症などが相当します。

【効能･効果】
不眠症

<効能・効果に関連する使用上の注意>
二次性不眠症に対する本剤の有効性及び安全性は確立されていない。

《解説》
本剤の臨床試験では二次性不眠症患者に対する投与経験はなく、当該患者における本剤の有効性
及び安全性は検討されていないことから、設定しました。

●ベルソムラ®の効能・効果

●ベルソムラ®の用法・用量

【用法・用量】
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(2) 入眠効果の発現が遅れるおそれがあるため、本剤の食事と同時又は食直後の
服用は避けること。〔食後投与では、空腹時投与に比べ、投与直後のスボレキ
サントの血漿中濃度が低下することがある。（「薬物動態」の項参照）〕

(4) CYP3Aを阻害する薬剤（ジルチアゼム、ベラパミル、フルコナゾール等）との
併用により、スボレキサントの血漿中濃度が上昇し、傾眠、疲労、入眠時麻痺、
睡眠時随伴症、夢遊症等の副作用が増強されるおそれがあるため、これらの
薬剤を併用する場合は1日1回10mgへの減量を考慮するとともに、患者の状
態を慎重に観察すること。〔「薬物動態」の項参照〕

《解説》
日本人及び外国人健康成人を対象とした食事の影響試験で、本剤第Ⅲ相試験用製剤を食後投与した
際、空腹時投与に比べてスボレキサントのTmaxの遅延（1～1.5時間）が認められ、投与直後の血漿中濃
度の低下がみられました。一方、Tmax以降の血漿中濃度推移については、食後投与と空腹時投与でほ
ぼ同様でした。これらのことから、入眠困難を有する患者では、入眠効果の発現が遅れるおそれがある
ため設定しました。〔添付文書「薬物動態」の項参照〕

参考 ： 添付文書（抜粋）
【薬物動態】2. 食事の影響

《解説》
本剤の他の不眠症治療薬との併用試験は実施しておらず、本剤の他の不眠症治療薬との併用に関す
る安全性及び有効性は確認されておりません。なお、不眠症治療薬は単剤使用が原則とされています
ので、ご注意ください。

(3) 他の不眠症治療薬と併用したときの有効性及び安全性は確立されていない。

日本人データ

外国人データ

：

：

本剤40mgを低脂肪食摂取後に単回経口投与した場合、空腹時と比較してスボレキサントのCmax
は23%増加したが、AUCは変化しなかった。Tmaxは1時間延長した。
本剤40mgを高脂肪食摂取後に単回経口投与した場合、空腹時と比較してスボレキサントのCmax
は9%増加したが、AUCは変化しなかった。Tmaxは1.5時間延長した。
〔「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照〕
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《解説》
外国人健康成人を対象とした本剤（4mg 単回）とスボレキサントの代謝酵素であるCYP3Aを強く阻
害するケトコナゾール（400mg 1日1回経口反復）との薬物相互作用成績でスボレキサントの最高血
漿中濃度（Cmax）の上昇はわずかであったものの（23%上昇）、濃度-時間曲線下面積（AUC）は顕著に
上昇しました（179%上昇）。本剤の作用を著しく増強させるおそれがあるため、設定しました。本剤と
CYP3Aを強く阻害する薬剤を併用しないでください。

(2) CYP3Aを強く阻害する薬剤（イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリコナ
ゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル）を投与中の患者
〔「相互作用」の項参照〕

《解説》
国内及び外国の臨床試験で、本剤投与による過敏症の副作用はみられていませんが、本剤の成分に
対し過敏症の既往歴のある患者では、過敏症が発現する可能性があると考えられるため、一般的留意
事項として、設定しました。本剤の投与に際しては、問診等を行い、本剤の成分に対する過敏症の既往
歴をご確認ください。

(1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】

●投与禁忌となる患者さん

《解説》
外国人健康成人を対象とした本剤（20mg 単回）とCYP3Aを中等度に阻害する薬剤であるジルチアゼム
（240mg 1日1回反復）との薬物相互作用試験で、スボレキサン卜のCmaxの上昇はわずかであった
ものの（22%上昇）、AUCは明らかに上昇しました（105%上昇）。以上のことから、中等度のCYP3A
阻害剤併用時には10mgへの減量を考慮することとしました。
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《解説》
本剤の臨床試験では、ナルコレプシー又はカタプレキシーのある患者への本剤の投与経験はありま
せん。しかしながら、本剤の作用機序からナルコレプシー又はカタプレキシーの症状を悪化させるお
それがあることから、設定しました。ナルコレプシー又はカタプレキシーを疑われる患者さんが来院さ
れた場合は、適宜、専門医と連携した診療をお願い致します。
なお、ナルコレプシー又はカタプレキシーの病歴及び診断を有さない原発性不眠症患者を対象とした
本剤の臨床試験では、ナルコレプシー又はカタプレキシーと判定された事象は認められませんでした。

(1) ナルコレプシー又はカタプレキシーのある患者〔症状を悪化させるおそれが
ある。〕

【使用上の注意】1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

●慎重投与の患者さん

1) 日本睡眠学会. ナルコレプシーの診断・治療ガイドライン. より改変（http://www.jssr.jp/data/pdf/narcolepsy.pdf）

用語解説

ナルコレプシー1）

カタプレキシー
（情動脱力発作）1)

：

：

ナルコレプシーの症候学的な基本的特徴は三つある。第一に耐え難い眠気あるいは居眠り発作が
反復する状態が三ヵ月以上慢性的に持続していることである。思春期に多く発症するにもかかわ
らず確定診断まで数年要することが多く、患者のQOLは多大に障害される。第二には、強い情動
的な刺激が加わった際に、がくんと力が抜ける発作＝情動脱力発作が出現することである。第三に
は、眠りから目覚め、あるいは目覚めから眠りの変わり目にレム睡眠が先行して繰り返し出現する
ことである。
もっともナルコレプシーに特徴的な症状であり、怒った時、大笑いした時、びっくりした時などの
強い感情の動きによって誘発される。重積状態の場合を除くと、大体において持続はほんの一
瞬（数秒、長くても1～２分程度）である。抗重力筋（重力に対抗して立位姿勢を保持する筋肉）の
脱力であり、部位は、膝、下肢全体ないし腰（崩れ落ちる）、上肢、顔面（口元に生じて呂律が回ら
なくなったり、開眼できないこともある）などで、複数部位にわたることもあり、全身の強い脱力
のためにその場で倒れこんでしまう程の患者も存在する。
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参考 ： ナルコレプシーの診断基準（ICSD-3 : 睡眠障害国際分類第3版）2）

診断基準（基準AとBを満たす）
A. 耐えがたい睡眠欲求や日中に眠り込んでしまうことが毎日、少なくとも3ヵ月間続く1。
B. 以下のうち、最低1つが存在する。
1． 情動脱力発作（「基本的特徴」の項で明示される※1）があり、標準的な方法に従って実施された
反復睡眠潜時検査（MSLT）において、平均睡眠潜時が8分以下、かつ2回以上の睡眠開始時レム
睡眠期（入眠時レム睡眠期、SOREMP）が認められる。前夜の睡眠ポリグラフ記録でSOREMP
（入眠から15分以内）があれば、MSLTにおける1回のSOREMPの代替としてよい2。
2． 免疫反応性によって測定される脳脊髄液（CSF）中のオレキシンA（ヒポクレチン‐1）濃度が110pg/mL
以下であるか、あるいは同一の標準化された測定によって得られる健常群の平均値の1/3未満である。

注
1． 幼児においては、ナルコレプシーの症状が夜間睡眠が非常に長くなること、あるいはすでにやめて
いた日中の昼寝習慣が再開することとして現れる場合がある。

2． ナルコレプシータイプ1が臨床的に強く疑われるが、診断基準B1のMSLT基準を満たさない場合、
取り得る方策はMSLTの再検査をすることである。

1. ナルコレプシータイプ1

※1情動脱力発作は、意識が保持された状態で、一般に短時間（2分未満）、通常は両側対称性に生じる突然の筋緊張喪失のエピソード
であり、それが2回以上生じるものとして定義される。詳しくは引用文献参照

診断基準（基準A－Eを満たす）
A. 耐えがたい睡眠欲求や日中に眠り込んでしまうことが毎日、少なくとも3ヵ月間続く。
B. 標準的な方法に従って実施された反復睡眠潜時検査（MSLT）において、平均睡眠潜時が8分以
下、かつ2回以上の睡眠開始時レム睡眠期（入眠時レム睡眠期、SOREMP）が認められる。前夜の
睡眠ポリグラフ記録でSOREMP（入眠から15分以内）があれば、MSLTにおける1回分の
SOREMPの代替としてよい。

C. 情動脱力発作が存在しない1。
D. 脳脊髄液（CSF）中のオレキシンA（ヒポクレチン-1）濃度が測定されていない、あるいは免疫反応
性によって測定されるCSFオレキシンA濃度が110pg/mLを超える、または健常群について同一
の標準化された測定によって得られる平均値の1/3を超える2。

E. 他の原因、例えば睡眠不足症候群、閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）、睡眠・覚醒相後退障害（DSWPD）、
あるいは薬物または物質やその離脱の影響では、過眠症状やMSLT所見をよく説明できない

注
1． 情動脱力発作が後から現れた場合、その疾患はナルコレプシータイプ1と再分類すべきである。
2． CSFオレキシンAが後の時期に検査され、その濃度が110pg/mL以下、または健常群について
同一の標準化された測定によって得られる平均値の1/3未満である場合、ナルコレプシータイプ
1と再分類すべきである。

2. ナルコレプシータイプ 2

2）International Classification of Sleep Disorders, Third Edition. American Academy of Sleep 
Medicine : Darien, IL, 2014. 

米国睡眠医学会．睡眠障害国際分類第3版．訳 日本睡眠学会 診断分類委員会．ライフ・サイエンス，2018.
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参考 ： 添付文書（抜粋）

(2) 高齢者〔「高齢者への投与」、「薬物動態」の7.(1)の項参照〕

【使用上の注意】1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

【薬物動態】7. 特殊集団（外国人データ）

《解説》

(3) 肝機能障害
中等度肝機能障害患者（Child-Pugh スコア7～9）に本剤20mgを単回投与した後のスボレキサントのCmaxは、健康
成人と比較して6％低く、AUCは3％高かった。重度肝機能障害患者（Child-Pugh スコア10～15）での薬物動態は
検討していない。〔「慎重投与」の項参照〕

(3) 重度の肝機能障害のある患者〔スボレキサントの血漿中濃度を上昇させる
おそれがある。（「薬物動態」の項参照）〕

《解説》
本剤の臨床試験で、重度肝機能障害患者を対象とした薬物動態の評価を実施しておらず、重度肝機能
障害患者においてスボレキサントの血漿中濃度が上昇する可能性を否定できないため、「重度の肝機
能障害のある患者」の安全性を考慮し、設定しました。〔添付文書「薬物動態」の項参照〕

●薬物動態試験において、高齢者では非高齢者と比較して血漿中濃度が高値を示したことから、第Ⅲ
相試験では高齢者に対し非高齢者と比較して低用量が設定されました（高齢者: 15mg/日、非高齢
者: 20mg/日）。

●第Ⅲ相試験において、非高齢者に対して高齢者の安全性プロファイルは大きく異なりませんでしたが、
一般に高齢者では生理機能が低下しており、特に75歳以上の高齢者への投与経験は極めて限られる
ことから、設定しました。
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参考 ： 添付文書（抜粋）
【臨床成績】2. 臨床薬理試験（外国人データ）
(2) 呼吸機能への影響3）4）

軽度から中等度の慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者25例又は軽度から中等度の閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）患者
26例に、本剤（成人：40mg、高齢者：30mg）を4日間反復投与したとき、明らかな呼吸抑制作用はみられなかった。
なお、重度のCOPD及びOSA患者では検討されていない。〔「慎重投与」の項参照〕

《解説》
中枢神経系の機能低下により、本剤の作用が強くあらわれるおそれがあるため、設定しました。

(5) 脳に器質的障害のある患者〔作用が強くあらわれるおそれがある。〕

(4) 重度の呼吸機能障害を有する患者〔これらの患者に対する使用経験がなく、
安全性は確立していない。（「臨床成績」の項参照）〕

《解説》
重度の閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）患者及び重度の慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者には使用経験が
なく、安全性が確認されていないため、設定しました。なお、外国で、軽度から中等度のOSA患者及び
軽度から中等度のCOPD患者で呼吸器系に対する安全性試験を実施した結果、明らかな呼吸抑制作
用はみられませんでした。〔添付文書「臨床成績」の項参照〕

3）Sun H et al. Respir Med 2015; 109（3）: 416-426.†
4）Sun H et al. J Clin Sleep Med 2016; 12（1）: 9-17.†
†本試験はMSD社により実施された。著者にMSD社員を含む。
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《解説》
日本人を含む第Ⅲ相試験（028試験）では傾眠がプラセボ群3.4%（13/384例）、本剤群4.7%
（12/254例）、日中の過剰な眠気が、プラセボ群0.3%（1/384例）、本剤群0.4%（1/254例）に認めら
れました。外国人健康成人（28例）及び高齢者（24例）を対象とした自動車運転能力評価試験で、本剤
（成人：20mg又は40mg、高齢者：15mg又は30mg）を就寝前投与し、翌朝（投与後9時間）に自動車走
行検査を実施しました。健康成人で本剤投与後の自動車運転能力の低下が認められたため、設定しま
した。自動車運転中の眠気は、重大事故を引き起こす可能性があります。服用翌日には自動車運転な
ど危険を伴う機械の操作を行わないよう、十分に患者さんへご指導ください。〔添付文書「臨床成績」
の項参照〕

(1) 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。〔「臨床成績」の項参照〕

【使用上の注意】2. 重要な基本的注意

●自動車の運転などの機械の操作について

参考 ： 添付文書（抜粋）
【臨床成績】2. 臨床薬理試験（外国人データ）
(1) 自動車運転能力に対する影響5）

健康成人28例に、本剤20mg又は40mgを就寝前投与し、翌朝（投与後9時間）に自動車走行検査を実施したとき、
20mgの単回投与、40mgの単回及び8日間反復投与において、一部の被験者に運転能力に対する本剤の影響が認
められた。なお、2例が40mg投与時に、1例が20mg投与時に、1例が40mg及び20mg投与時に、傾眠の発現のため
自動車走行検査を中止した。〔「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重要な基本的注意」の項参照〕

(3) 記憶、精神運動機能及び平衡機能に対する影響
健康成人28例に本剤20又は40mgを就寝前単回投与したとき、40mgで翌朝の単語再生能力及び精神運動機能の
低下が、20及び40mgで翌朝の身体のふらつきの増加がみられた。
健康高齢者12例に本剤30mgを就寝前単回投与し、投与1.5、4及び8時間後に覚醒させたとき、1.5時間後において
身体のふらつきの増加及び精神運動機能の低下がみられた。〔「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「重要な基
本的注意」の項参照〕

通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mg
を就寝直前に経口投与する。

【用法・用量】

本剤の承認用量は成人には1日20mg、高齢者には1日15mgである。

5）Vermeeren A et al. Sleep 2015; 38（11）: 1803-1813.
本試験はMSD社により実施された。著者にMSD社員を含む。
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【使用上の注意】2. 重要な基本的注意

(2) 症状が改善した場合は、本剤の投与継続の要否について検討し、本剤を漫然
と投与しないよう注意すること。

《解説》
不眠症治療薬は必要な期間に限定して投与されることが原則であることから、設定しました。
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《解説》
           代謝試験より、本剤は主にCYP3Aによって代謝されました。また、P糖蛋白に関しては、外国
人健康成人を対象とした本剤とジゴキシン（P糖蛋白基質、治療域が狭い薬剤）との薬物相互作用試験
でジゴキシンの血漿中濃度が上昇したため、設定しました。

《解説》
【禁忌】の項をご覧ください。（☞ P4）

スボレキサントは主に薬物代謝酵素CYP3Aによって代謝される。また、弱いP糖
蛋白（腸管）への阻害作用を有する。

【使用上の注意】3. 相互作用

●他剤との相互作用

スボレキサントの代謝酵素であ
るCYP3Aを強く阻害し、スボレ
キサントの血漿中濃度を顕著
に上昇させる。〔「薬物動態」の
項参照〕

臨床症状・措置方法 機序・危険因子

アルコール（飲酒） 精神運動機能の相加的な低下を生
じる可能性がある。本剤を服用時に
飲酒は避けさせること。

本剤及びアルコールは中枢神経系に対
する抑制作用を有するため、相互に作
用を増強させるおそれがある。〔「薬物
動態」の項参照〕

中枢神経抑制剤（フェノ
チアジン誘導体、バル
ビツール酸誘導体等）

中枢神経系に対する抑制作用を増
強させるおそれがあるため、慎重に
投与すること。

本剤及びこれらの薬剤は中枢神経系に
対する抑制作用を有するため、相互に
作用を増強させるおそれがある。

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

CYP3Aを強く阻害する薬剤
イトラコナゾール：イトリゾール
ポサコナゾール：ノクサフィル
ボリコナゾール：ブイフェンド
クラリスロマイシン：クラリシッド
リトナビル：ノービア
ネルフィナビル：ビラセプト

本剤の作用を著しく増強
させるおそれがあるた
め、併用しないこと。

〔併用禁忌〕（併用しないこと）
薬剤名等

In vitro
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《解説》
●アルコール6） ： 外国人健康成人30例に本剤（40mg 単回）とアルコール（0.70g/kg 単回）を併用
した薬物相互作用試験では、精神運動機能の相加的な低下がみられました。本剤を服用時に飲酒は
避けるようにしてください。

●中枢神経抑制剤 ： 本剤は中枢神経系に対する抑制作用を有するため、中枢神経抑制剤（フェノチア
ジン誘導体、バルビツール酸誘導体等）と併用した際、相互に作用を増強させるおそれがあるため、
設定しました。本剤と中枢神経抑制剤を併用する場合には、ご注意ください。

●CYP3Aを阻害する薬剤 ： 【用法・用量】＜用法・用量に関連する使用上の注意＞（4）の項をご確認く
ださい。（☞ P3～4）

●CYP3Aを強く誘導する薬剤 ： 外国人健康成人を対象とした本剤（40mg 単回）とリファンピシン
（600mg 1日1回反復）を併用した薬物相互作用試験では、スボレキサントの血漿中濃度が低下
（Cmaxは64%、AUCは88%低下）したため、設定しました。本剤と強力なCYP3A誘導剤を併用する
場合には、ご注意ください。

●ジゴキシン ： 外国人健康成人を対象とした本剤（40mg 1日1回反復）とジゴキシン（P糖蛋白基質、
治療域が狭い薬剤 ： 0.5mg 単回）を併用した薬物相互作用試験では、ジゴキシンの血漿中濃度が
上昇（Cmaxは21%、AUCは27%上昇）したため、設定しました。また、スボレキサント投与時のジゴキ
シン濃度は最初の6時間以内に上昇しました。本剤とジゴキシンを併用する場合には、ジゴキシンの
血漿中濃度をモニタリングしてください。

CYP3Aを阻害する薬
剤（ジルチアゼム、ベラ
パミル、フルコナゾー
ル等）

傾眠、疲労等の本剤の副作用が増強
するおそれがあるため、併用する際
には1日1回10mgへの減量を考慮
するとともに、患者の状態を慎重に
観察すること。〔「用法・用量に関連す
る使用上の注意」の項参照〕

スボレキサントの代謝酵素である
CYP3Aを中等度に阻害し、スボレキサ
ントの血漿中濃度を上昇させる。〔「薬
物動態」の項参照〕

CYP3Aを強く誘導す
る薬剤（リファンピシ
ン、カルバマゼピン、
フェニトイン等）

本剤の作用を減弱させるおそれが
ある。

スボレキサントの代謝酵素である
CYP3Aを強く誘導し、スボレキサント
の血漿中濃度を低下させる。〔「薬物動
態」の項参照〕

ジゴキシン ジゴキシンの血漿中濃度を上昇させ
るおそれがある。〔「薬物動態」の項
参照〕本剤と併用する場合は、ジゴキ
シンの血漿中濃度をモニタリングす
ること。

スボレキサントはP糖蛋白阻害作用を有
する。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

6）Sun H et al. J Psychopharmacol 2015; 29（11）: 1159-1169.
本試験はMSD社により実施された。著者にMSD社員を含む。
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●本剤と、ミダゾラム、ワルファリン又は経口避妊薬と併用投与した際の薬物動態への影響について
以下に記載します。
1） ミダゾラム（CYP3A4基質） ： 外国人健康成人で実施した薬物相互作用試験では、本剤（80mg
単回）とミダゾラム（2mg 単回）を単回併用投与した際、ミダゾラムのCmax及びAUCに影響を
及ぼしませんでした。一方、本剤（80mg 1日1回反復）とミダゾラム（2mg 単回）を投与した
際、ミダゾラムのCmax及びAUCに影響がみられましたが（Cmax 23％及びAUC 47％増加）、実
際に服用する用量（20mg）での血漿中濃度（遊離型濃度 ： 約2～5nM）はCYP3Aに対する
50%阻害濃度（約4～5μM）と比べて約1,000倍低いことから、CYP3Aにより代謝されるほと
んどの薬剤について、臨床的に重大となる程度にまで血漿中濃度を上昇させる可能性は低い
と考えられます。

2） ワルファリン（CYP2C9基質） ： 外国人健康成人に、本剤（40mg 1日1回反復）とワルファリン
（30mg 単回）を併用した薬物相互作用試験では、S（－）ワルファリン又はR（+）ワルファリンの
薬物動態又は薬力学には影響を及ぼしませんでした。

3） 経口避妊薬 ： 外国人健康成人に、本剤（40mg 1日1回反復）とエチニルエストラジオール
（0.035mg 単回）及びノルエルゲストロミン（0.25mg ノルゲスチメート単回）を併用した薬物
相互作用試験では、薬物動態には影響を及ぼしませんでした。
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●ベルソムラ®の副作用

【使用上の注意】4. 副作用

《解説》
不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験での、日本人を含む全集団で、6ヵ月間に発現した副作
用発現率及び主な副作用を記載しました。本試験での、日本人を含む全集団で、6ヵ月間に本剤注）投与
時に発現したすべての副作用を表1に示します。
注）本剤の承認用量は成人には1日20mg、高齢者には1日15mgである。

不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験では、254例（日本人61例）に本剤
（成人：20mg、高齢者：15mg）が投与された。この試験の6ヵ月間の副作用は53例
（20.9%）に認められた。主な副作用は、傾眠（4.7%）、頭痛（3.9%）、疲労（2.4%）
であった。

表1　本剤群（成人：20mg、高齢者：15mg）で発現したすべての副作用一覧
        （日本人を含む第Ⅲ相国際共同試験、安全性解析対象集団、0～6ヵ月）

解析対象例数
副作用あり
眼障害
　霧視
胃腸障害
　腹部不快感
　上腹部痛
　便秘
　下痢
　口内乾燥
　消化不良
　悪心
一般・全身障害および投与部位の状態
　胸部不快感
　疲労
　異常感
　倦怠感
感染症および寄生虫症
　膿痂疹
　鼻咽頭炎
臨床検査

　細菌検査陽性
　血中ビリルビン増加
　血中クレアチンホスホキナーゼ
　増加
　好中球数減少
　体重増加
　白血球数減少

 254
53(20.9)
1(0.4)
1(0.4)
7(2.8)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
2(0.8)
2(0.8)
2(0.8)
9(3.5)
1(0.4)
6(2.4)
1(0.4)
1(0.4)
2(0.8)
1(0.4)
1(0.4)
6(2.4)

1(0.4)

2(0.8)

1(0.4)
1(0.4)

1(0.4)

1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)

384
57(14.8)
1(0.3)
1(0.3)
7(1.8)
0(0.0)
0(0.0)
1(0.3)
1(0.3)
4(1.0)
0(0.0)
3(0.8)
8(2.1)
0(0.0)
3(0.8)
0(0.0)
3(0.8)
4(1.0)
0(0.0)
1(0.3)
8(2.1)

3(0.8)

1(0.3)

0(0.0)
0(0.0)

1(0.3)

1(0.3)
2(0.5)
0(0.0)

本剤群
n(%)

プラセボ群
n(%)

代謝および栄養障害
　食欲減退
筋骨格系および結合組織障害
　筋骨格硬直
神経系障害
　手根管症候群
　注意力障害
　浮動性めまい
　味覚異常
　頭痛
　嗜眠
　片頭痛
　錯感覚
　下肢静止不能症候群
　睡眠時麻痺
　傾眠
　トンネル状視野
精神障害
　異常な夢
　激越
　無オルガズム症
　無感情
　抑うつ気分
　入眠時幻覚
　悪夢
呼吸器、胸郭および縦隔障害
　咽喉乾燥
皮膚および皮下組織障害
　脱毛症
　アレルギー性皮膚炎
　湿疹

1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
29(11.4)
1(0.4)
1(0.4)
4(1.6)
2(0.8)
10(3.9)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
12(4.7)
1(0.4)
9(3.5)
2(0.8)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)
3(1.2)
1(0.4)
1(0.4)
3(1.2)
1(0.4)
1(0.4)
1(0.4)

2(0.5)
1(0.3)
2(0.5)
0(0.0)
32(8.3)
0(0.0)
0(0.0)
4(1.0)
3(0.8)
12(3.1)
0(0.0)
2(0.5)
2(0.5)
0(0.0)
0(0.0)
13(3.4)
0(0.0)
8(2.1)
3(0.8)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
1(0.3)
0(0.0)
0(0.0)
3(0.8)
0(0.0)
1(0.3)
2(0.5)

本剤群
n(%)

プラセボ群
n(%)

MedDRA version 14.1

　アラニン・アミノトランス
　フェラーゼ増加
　アスパラギン酸アミノトランス
　フェラーゼ増加
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1）　自発報告あるいは海外において認められている。
2）　海外臨床試験でみられた副作用。高用量（成人：40mg、高齢者：30mg）投与群を含む。

《解説》
●「1～5%未満」 ： 不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験での、日本人を含む全集団の0～6ヵ
月で、本剤注）投与時に1～5%未満に発現したすべての副作用を記載しました。
●「1%未満」 ： 不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験での、日本人を含む全集団の0～6ヵ月
で、本剤注）投与時に1%未満に発現した副作用の中から記載しました。
●「頻度不明」 ： 外国で実施した2つの第Ⅲ相試験で、高用量（成人：40mg、高齢者：30mg）を含む本剤
投与時にみられた副作用の中から、記載しました。
加えて、国内外の市販後において『動悸』『不安』及び『激越』の副作用報告が集積されたことから追記
しました。
また、『そう痒症』の副作用報告が集積されたことから『皮膚及び皮下組織障害』の項を新設し『そう痒
症』を追記しました。
注）本剤の承認用量は成人には1日20mg、高齢者には1日15mgである。

次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を
行うこと。

（１）その他の副作用

睡眠時麻痺

異常な夢、入眠時幻覚

疲労

傾眠、頭痛、
浮動性めまい
悪夢

種類／頻度 1～5%未満 1%未満 頻度不明

一般・全身障害及び
投与部位の状態
神経系障害

精神障害

心臓障害
胃腸障害

皮膚及び皮下組織障害

睡眠時随伴症注2）、
夢遊症注2）、傾眠時幻覚注2）、
不安注1）、激越注1）

動悸注1）

悪心注1）、嘔吐注1）

そう痒症注1）

7）本多 裕． 睡眠障害の基礎知識．日本睡眠学会（http://jssr.jp/kiso/syogai/syogai.html）

用語解説
睡眠時麻痺 7）

入眠時幻覚 7）

睡眠時随伴症7）

：

：

：

入眠時、通常入眠時幻覚による不安・幻覚体験に一致して、全身の脱力状態が起こることをいいま
す。患者は恐怖から助けを求めて起き上がろうとしますが、全身が金縛り状態となって身動きでき
ず、声もほとんど出すことができません。
就床後間もなく、自覚的には半分目が覚めているにもかかわらず、生々しい現実感を伴った鮮明な
夢をみることで、睡眠開始時レム睡眠期に一致して起こります。怪しい人間や動物、得体の知れな
い怪物などが部屋の中に入り込んできて、襲いかかってきたりする幻視、幻触、身体運動感覚など
を主とする体験で、強い現実感と恐怖感を伴います。
睡眠の経過中に起こる心身機能の異常を総称します。覚醒の障害としては錯乱性覚醒、睡眠時遊
行症、夜驚症が、睡眠・覚醒移行障害としては律動性運動障害、睡眠時ひきつけ、寝言、夜間下肢こ
むらがえりなどが、通常レム睡眠に随伴する睡眠時随伴症としては、悪夢、睡眠麻痺、睡眠関連陰
茎勃起障害、レム睡眠行動障害などがあります。
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ナルコレプシー様症状、カタプレキシー
●本剤は、覚醒を促進する神経ペプチドであるオレキシンA及びBのOX1及びOX2受容体への結合を可逆的に阻害
することにより、脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させ、睡眠を誘発すると考えられます。

●一方、ナルコレプシーの動物モデルにおいてオレキシン作動性神経伝達が関連していること、ナルコレプシーの患
者（特にカタプレキシーを伴う場合）で髄液中のオレキシンAの濃度が低下していることが報告されています。ま
た、ナルコレプシー患者では、オレキシンニューロンの消失が長期にわたって起きており、オレキシンリガンドの重
大かつ恒久的な消失からオレキシンに依存した覚醒機能に障害を生じ、日中の過剰な眠気、カタプレキシー、入眠
時幻覚、睡眠時麻痺といった臨床症状を呈します。

●臨床試験においてナルコレプシー又はカタプレキシーと判定された事象は認められませんでしたが、第Ⅲ相試験
（プラセボ対照試験）における日中の過剰な眠気の発現率はプラセボ群（0.1％［1/767例］）と比較して本剤群で高
く（0.6％［3/493例］）、入眠時幻覚、傾眠時幻覚及び睡眠時麻痺は本剤群にのみ認められました。

●本剤の作用機序から理論的にはナルコレプシー様症状を引き起こす可能性があることから、重要な潜在的リスクと
しております。

高齢者への投与
●薬物動態試験において、高齢者では非高齢者と比較して血漿中濃度が高値を示したことから、第Ⅲ相試験では高
齢者に対し非高齢者と比較して低用量が設定されました（高齢者：15mg/日、非高齢者：20mg/日）。非高齢者に
対して高齢者の安全性プロファイルは大きく異なりませんでしたが、一般に高齢者では生理機能が低下してお
り、特に75歳以上の高齢者への投与経験は極めて限られることから、高齢者への投与を重要な潜在的リスクと
しております。

●また、外国人健康成人を対象とした本剤（20mg 単回）とCYP3Aを中等度に阻害する薬剤であるジルチアゼム
（240mg 1日1回反復）との薬物相互作用試験で、スボレキサン卜のCmaxの上昇はわずかであったものの（22%
上昇）、AUCは明らかに上昇したことから（105%上昇）、高齢者におけるCYP3A併用時の安全性を注意する必
要があります。

睡眠時随伴症、夢遊症
●3つの第Ⅲ相試験において、承認用量を投与した群（493例）ではこれらの事象は認められませんでしたが、承認用
量よりも高用量（非高齢者40mg/日、高齢者30mg/日）を投与した群（1,291例）の高齢者1例で本剤との因果関
係有りと判断された睡眠時随伴症及び夢遊症が報告されています。

●睡眠時随伴症、夢遊症は、不眠症治療薬の使用に関連して報告されている事象であり、新規作用機序である本剤の
臨床経験が限られていること、発現した場合に外傷・事故等の重大なリスクが引き起こされるおそれがあることか
ら、重要な潜在的リスクとしております。

ベルソムラ®の有効性、安全性は原発性不眠症患者を対象とした日本人を含む第Ⅲ相国際共同試験で
検証されていますが、新しい作用機序である本剤の臨床使用経験が限られていることを踏まえ、ご処
方にあたり重要な潜在的リスク*として以下の事象の発現に特にご注意ください。
*本剤との関連性が疑われる要因はあるが、臨床データ等からの確認が十分でない有害な事象

●ベルソムラ®の重要な潜在的リスク*
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自殺念慮、自殺行動
●コロンビア自殺評価スケール（C-SSRS）を用いたプロスペクティブな評価により、3つの第Ⅲ相試験において、プラ
セボ群0.1%（1/1,025例）に対し、承認用量を投与した群0.2%（1/493例）、承認用量よりも高用量（非高齢者
40mg/日、高齢者30mg/日）を投与した群では0.7%（9/1,291例）と本剤群では有害事象としての自殺念慮が用
量依存的に認められました。なお、いずれの被験者もうつ病の既往、自殺念慮の既往又は要因となりうる生活上の
出来事を有しており、本剤との因果関係は否定されています。しかしながら、新規作用機序である本剤の使用経験
が限定されていることも踏まえ、重要な潜在的リスクとしております。

依存性
●本剤の第Ⅲ相試験では、薬物乱用に関連した有害事象の発現率がプラセボに比べて明らかに高い傾向は認められ
ていません。

●しかしながら、娯楽目的の多剤使用経験のある健康成人36例に承認用量よりも高用量である本剤40、80、及び
150mgを単回投与したとき、本剤の薬物嗜好性はプラセボより高いことが示されました【添付文書　臨床成績　
2.臨床薬理試験　（4）薬物乱用に対する影響　を参照】。

●本剤は習慣性医薬品に指定されています。本剤の第Ⅲ相試験では、物質乱用、依存の病歴のある患者は除外されて
いたこと、長期使用を含む臨床試験の経験が限定されていることから、重要な潜在的リスクとしております。

摂食行動に対する影響
●オレキシンは、中枢神経系において睡眠以外にも摂食行動に関与すると考えられています。本剤の臨床試験では
摂食行動に対する影響は認められていませんが、本剤の作用機序から理論的には食欲や体重の減少等、摂食行動
への影響が認められる可能性があることから、重要な潜在的リスクとしております。

他の不眠症治療薬との併用
●臨床試験において、他の不眠症治療薬との併用時の安全性及び有効性は検討されておらず、それらの併用により
安全性リスクが高まる可能性が否定できません。不眠症治療は単剤治療が原則であり、安易に併用すべきではあり
ませんが、他の不眠症治療薬との併用を完全には否定できないことを踏まえ、重要な潜在的リスクとしております。

呼吸機能障害患者への投与
●重度の閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）及び重度の慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者には使用経験がありません。軽度
から中等度のOSA患者及び軽度から中等度のCOPD患者を対象に臨床薬理試験を実施した結果、臨床的に意味
のある呼吸抑制作用は認められませんでしたが、呼吸機能に障害のある患者での臨床経験は限られているため、
注意して投与することが必要と考え、重要な潜在的リスクとしております。
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＜入眠効果及び睡眠維持効果：第Ⅲ相国際共同試験8）>

（１）入眠効果

国際共同プラセボ対照試験（日本人155例）において、原発性不眠症患者638例
［成人（20～64歳）370例、高齢者（65歳以上）268例］に本剤（成人：20mg、高齢
者：15mg）又はプラセボを3ヵ月間投与したとき、患者日誌を用いた主観的評価及
びポリソムノグラフィを用いた客観的評価により入眠効果及び睡眠維持効果を評
価した結果はそれぞれ表2及び表3のとおりであった。

表2　ベルソムラ®投与時の主観的睡眠潜時（sTSOm）及び
        客観的持続睡眠潜時（LPS）の推移（単位：分）［副次評価項目］

sTSOm

LPS

評価項目

第1週

1ヵ月時

3ヵ月時

第1日夜

1ヵ月時

3ヵ月時

評価時点

プラセボ群

本剤群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

投与群

376

248

244

365

228

339

193

290

185

272

172

251

評価例数

67.2±40.7

63.6±37.3

62.7±36.7

65.7±39.4

60.5±34.7

66.6±39.9

68.9±49.7

66.2±44.1

67.7±46.7

66.2±44.0

65.5±43.7

65.7±43.9

ベースライン

-10.1±33.9

-14.5±28.4

-16.4±31.5

-12.8±41.2

-20.4±27.5

-18.9±39.3

-33.4±48.0

-21.6±45.2

-36.0±45.5

-24.4±51.4

-35.2±42.4

-27.1±52.0

変化量

-5.6
［-10.2, -1.1］

-5.4
［-10.9, 0.0］

-5.2
［-10.2, -0.3］

-9.6
［-14.9, -4.3］

-10.3
［-16.0, -4.6］

-8.1
［-13.8, -2.3］

プラセボとの差a）

sTSOm ： 主観的睡眠潜時（毎日の測定値の週平均）
LPS ： 客観的持続睡眠潜時

平均値±標準偏差
a）最小二乗平均値［95％信頼区間］

●ベルソムラ®の臨床成績

《解説》
ベルソムラ®群は、副次評価項目の第1週、1ヵ月時、3ヵ月時の主観的睡眠潜時（sTSOm）及び副次評価
項目の第1日夜、1ヵ月時、3ヵ月時の客観的持続睡眠潜時（LPS）において、プラセボ群に対して入眠まで
の時間を短縮しました。ベルソムラ®群とプラセボ群の入眠までの時間の差は、sTSOmで5.2～5.6分、
LPSで8.1～10.3分でした。

臨床試験成績から想定される効果に留意して使用してください。睡眠衛生指導など、適切な指導を
行ったうえで、薬物療法を実施してください。

8）Herring WJ et al. Biol Psychiatry 2016; 79（2）: 136-148.†

†MSD社が本試験に資金提供した。Scientific Advisory Committee にMSD社員が参加、
プロトコールの作成や統計解析などに関与し、MSD社員及び元社員が共著者に含まれる。
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（２）睡眠維持効果

《解説》
ベルソムラ®群は、副次評価項目の第1週、1ヵ月時、3ヵ月時の主観的総睡眠時間（sTSTm）及び副次
評価項目の第1日夜、1ヵ月時、3ヵ月時の客観的中途覚醒時間（WASO）において、プラセボ群に対して
睡眠維持を改善しました。ベルソムラ®群とプラセボ群の総睡眠時間及び中途覚醒時間の差は、sTSTmで
10.7～16.3分、WASOで16.6～32.5分でした。

臨床試験成績から想定される効果に留意して使用してください。睡眠衛生指導など、適切な指導を
行ったうえで、薬物療法を実施してください。

高齢者での薬物動態試験において、非高齢者と比較して血漿中濃度が高くなる傾
向が認められている。一般に高齢者では生理機能が低下していることも考慮し、患
者の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔「薬物動態」の7.(1)の項参照〕

【使用上の注意】5. 高齢者への投与

通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mg
を就寝直前に経口投与する。

【用法・用量】

表3　ベルソムラ®投与時の主観的総睡眠時間（sTSTm）及び
　　  客観的中途覚醒時間（WASO）の推移（単位：分）［副次評価項目］

sTSTm

WASO

評価項目

第1週

1ヵ月時

3ヵ月時

第1日夜

1ヵ月時

3ヵ月時

評価時点

プラセボ群

本剤群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

本剤群

プラセボ群

投与群

376

248

244

365

228

339

192

287

185

272

172

251

評価例数

315.2±65.2

322.4±57.3

322.7±57.7

317.7±65.3

325.4±56.7

316.7±64.5

119.5±46.4

115.1±45.9

119.1±46.0

113.6±45.0

118.2±46.7

115.3±46.0

ベースライン

15.3±42.9

27.2±40.8

38.7±50.5

23.4±52.0

50.3±55.2

42.1±56.4

-54.3±44.7

-19.1±47.5

-47.0±45.4

-17.9±55.3

-42.7±50.5

-25.3±50.7

変化量

13.6
［6.9, 20.3］

16.3
［7.9, 24.8］

10.7
［1.9, 19.5］

-32.5
［-39.3, -25.7］

-26.4
［-34.3, -18.4］

-16.6
［-24.8, -8.3］

プラセボとの差a）

sTSTm ： 主観的総睡眠時間（毎日の測定値の週平均）
WASO ： 客観的中途覚醒時間

平均値±標準偏差
a）最小二乗平均値［95％信頼区間］
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他剤からベルソムラ®へ切り替えを行った臨床試験データはありません。前薬を中止してベルソムラ®

に切り替えると、前薬の反跳性不眠や退薬症候が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

ベンゾジアゼピン受容体作動薬では、作用時間の短いものほど反跳性不眠や退薬症候**を生じやす
い。また、比較的高用量のベンゾジアゼピン受容体作動薬を服用していて、不眠が改善していない状態
で服薬を突然中止すると不眠が再燃することが多く、反跳性不眠や退薬症候が出現することがある。

参考 ： 睡眠薬の中止による反跳性不眠及び退薬症候

9）村崎 光邦. 医学と薬学 1997; 38（1）: 63-73.
（内村 直尚． 睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第3版, 睡眠障害の診断・治療ガイドライン研究会 内山 真 編, じほう, 2019）

**不安・焦燥、振戦、発汗、まれにせん妄、けいれんなど

長期連用中の睡眠薬中止後の経過（参考）9）

＊反跳性不眠 ： 睡眠薬を服用する前よりも
  さらに不眠がひどくなること9）

服薬開始

超短～短時間作用型

反跳性不眠＊， 退薬症候

中～長時間作用型

症状再燃

改善のまま

服薬中止

不眠のベースライン

●他剤からの切り替えに関する注意

●詳細は製品添付文書をご参照ください。
●禁忌を含む使用上の注意の改訂には十分ご留意ください。

ベルソムラ®錠10mg、ベルソムラ®錠15mg、ベルソムラ®錠20mg
販売名

一般名 和　名
洋　名

Belsomra® Tablets 10mg, 15mg, 20mg
スボレキサント
Suvorexant

和　名
洋　名

日本標準商品分類番号

承認年月

承認番号
国 　 際 　 誕 　 生

薬価収載

販売開始

87119
2016年9月
2014年9月
2014年9月
22800AMX00671000
22600AMX01302000
22600AMX01303000

10mg
15mg
20mg
10mg
15mg
20mg

2016年11月
2014年11月
2014年11月
2016年12月
2014年11月
2014年11月
2014年 8 月

10mg
15mg
20mg
10mg
15mg
20mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）CYP3Aを強く阻害する薬剤（イトラコナゾール、ポサコナゾール、

ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル）
を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

※
※

組成・性状

効能・効果
不眠症

用法・用量

使用上の
注意

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
二次性不眠症に対する本剤の有効性及び安全性は確立されていない。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
（1）本剤は就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中

で一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用させないこ
と。〔「臨床成績」の項参照〕

（2）入眠効果の発現が遅れるおそれがあるため、本剤の食事と同時又は食直後
の服用は避けること。〔食後投与では、空腹時投与に比べ、投与直後のスボ
レキサントの血漿中濃度が低下することがある。（「薬物動態」の項参照）〕

（3）他の不眠症治療薬と併用したときの有効性及び安全性は確立されていない。
（4）CYP3Aを阻害する薬剤（ジルチアゼム、ベラパミル、フルコナゾール等）

との併用により、スボレキサントの血漿中濃度が上昇し、傾眠、疲労、入眠
時麻痺、睡眠時随伴症、夢遊症等の副作用が増強されるおそれがあるため、
これらの薬剤を併用する場合は1日1回10mgへの減量を考慮するととも
に、患者の状態を慎重に観察すること。〔「薬物動態」の項参照〕

ベルソムラ®錠15mg

剤形・色調
フィルムコーティング錠

有効成分
の名称 スボレキサント

含 量 15mg10mg 20mg

添加物

識別
コード 32533

外
形

表面

裏面

側面

楕円形・白色

ベルソムラ®錠10mg

円形・ごくうすい緑色

ベルソムラ®錠20mg

円形・白色

販売名

コポリビドン、結晶セルロース、乳糖水和物、ク
ロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグ
ネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、トリアセ
チン

コポリビドン、結晶セル
ロース、乳糖水和物、クロ
スカルメロースナトリウ
ム、ステアリン酸マグネシ
ウム、ヒプロメロース、酸
化チタン、トリアセチン、
黄色三二酸化鉄、青色1
号アルミニウムレーキ
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厚さ：4.0mm厚さ：4.1mm 厚さ：4.9mm

長径：10.3mm
短径：5.6mm 直径：7.9mm直径：6.4mm

通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを
就寝直前に経口投与する。

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）ナルコレプシー又はカタプレキシーのある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
（2）高齢者〔「高齢者への投与」、「薬物動態」の7.（1）の項参照〕
（3）重度の肝機能障害のある患者〔スボレキサントの血漿中濃度を上昇させるおそれが

ある。（「薬物動態」の項参照）〕
（4）重度の呼吸機能障害を有する患者〔これらの患者に対する使用経験がなく、安全性

は確立していない。（「臨床成績」の項参照）〕
（5）脳に器質的障害のある患者〔作用が強くあらわれるおそれがある。〕
2. 重要な基本的注意
（1）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。〔「臨床成績」の項参照〕

（2）症状が改善した場合は、本剤の投与継続の要否について検討し、本剤を漫然と投与
しないよう注意すること。

3. 相互作用
スボレキサントは主に薬物代謝酵素CYP3Aによって代謝される。また、弱いP糖蛋白
（腸管）への阻害作用を有する。
〔併用禁忌〕（併用しないこと）

機序・危険因子臨床症状・措置方法薬剤名等
CYP3Aを強く阻害する薬剤
イトラコナゾール：イトリゾール
ポサコナゾール：ノクサフィル
ボリコナゾール：ブイフェンド
クラリスロマイシン：クラリシッド
リトナビル：ノービア
ネルフィナビル：ビラセプト

本剤の作用を著しく増強さ
せるおそれがあるため、併
用しないこと。

スボレキサントの代謝酵素
であるCYP3Aを強く阻害
し、スボレキサントの血漿
中濃度を顕著に上昇させ
る。〔「薬物動態」の項参照〕

※※ 2021年12月改訂（第9版）
　※ 2021年2月改訂

使用上の
注意

取扱い上
の注意

包　装
ベルソムラ®錠10mg：PTP 100錠（10錠×10）
ベルソムラ®錠15mg：PTP 100錠（10錠×10）　500錠（10錠×50）
ベルソムラ®錠20mg：PTP 100錠（10錠×10）　500錠（10錠×50）

4. 副作用
不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験では、254例（日本人61例）に本剤（成人：
20mg、高齢者：15mg）が投与された。この試験の6ヵ月間の副作用は53例（20.9%）
に認められた。主な副作用は、傾眠（4.7%）、頭痛（3.9%）、疲労（2.4%）であった。
（1）その他の副作用
次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行
うこと。

5. 高齢者への投与
高齢者での薬物動態試験において、非高齢者と比較して血漿中濃度が高くなる傾向
が認められている。一般に高齢者では生理機能が低下していることも考慮し、患者
の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔「薬物動態」の7.（1）の項参照〕
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回

ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。動物実験（ラット）では、交配前、交配期間中及び妊娠初期に臨床
曝露量の70倍を投与した場合、黄体数、着床数及び生存胎児数の減少が、妊娠
期に臨床曝露量の86倍を投与した場合、胎児体重の減少が認められた。また、
妊娠から授乳期に臨床曝露量の49倍を投与した場合、出生児に一過性の体重低
値が認められた。〕

（2）授乳中の婦人にやむを得ず本剤を投与する場合は授乳を中止させること。〔動物実
験（ラット）でスボレキサントが乳汁中へ移行することが報告されている。〕

7. 小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児等に対する安全性は確立していない。〔使
用経験がない。〕
8. 過量投与
（1）徴候、症状：本剤の過量投与に関する情報は少ない。〔外国人健康成人に本剤

120～240mgを朝投与した臨床試験で、用量依存的に傾眠の発現率及び持続
時間が増加し、脈拍数が一過性に低下する傾向がみられた。外国人健康成人に
本剤240mgを朝投与した臨床試験では、胸痛及び呼吸抑制が報告された。〕

（2）処置：呼吸数、脈拍数、血圧及びその他の適切なバイタルサインのモニタリング
を行う。必要に応じて、ただちに胃洗浄、輸液を行い、一般的な対症療法を行う。
なお、血液透析は本剤の除去に有用かどうかは不明である。〔スボレキサントは
蛋白質結合能が高いため、血液透析では除去されないと考えられる。〕多剤服用
の可能性を考慮する。

9. 適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導するこ
と。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こ
して縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕
10. その他の注意
（1）ラットの2年間がん原性試験では、臨床曝露量の36倍の投与により肝細胞腺腫

及び臨床曝露量の11倍の投与により甲状腺濾胞細胞腺腫の発現頻度が増加した
が、これらの変化はげっ歯類に特異的な肝酵素誘導及び甲状腺ホルモン産生増
加の二次的な変化と考えられた。一方、rasH2トランスジェニックマウスでは、
臨床曝露量の105倍までの用量を6ヵ月間経口投与しても、がん原性を示唆す
る変化は認められなかった。

（2）ラットの2年間がん原性試験において、臨床曝露量の11倍（雄）及び18倍（雌）
以上の用量で網膜萎縮の発現頻度が増加した。薬効量を大きく超えた用量のオ
レキシン受容体拮抗薬をラットに投与すると明期における覚醒時間が増加した
こと、スボレキサントを投与した有色ラットの網膜萎縮の発現はアルビノラット
よりも遅く、その発現率及び重症度も低かったことが報告されている。さらに、
イヌに臨床曝露量の84倍を9ヵ月間投与しても網膜変化はみられていない。こ
れらのことからラットがん原性試験でみられた網膜萎縮は、アルビノラットで自
然発生的に生じることが知られている加齢及び光誘発性の網膜萎縮の発現頻度
が、スボレキサントの薬理作用を介した網膜への光照射の増加により増加した
ことを反映した、ラット特有の変化と考えられた。

貯　　法：室温保存 　

使用期間：3年
使用期限：外箱に表示

光及び湿気を避けるため、PTPシートのまま保存し、
服用直前にPTPシートから取り出すこと。

〔併用注意〕（併用に注意すること）

注1）自発報告あるいは海外において認められている。
注2）海外臨床試験でみられた副作用。　高用量（成人：40mg、高齢者：30mg）投与群を含む。

アルコール（飲酒） 精神運動機能の相加的な低下を
生じる可能性がある。本剤を服用
時に飲酒は避けさせること。

本剤及びアルコールは中枢
神経系に対する抑制作用を
有するため、相互に作用を増
強させるおそれがある。〔「薬
物動態」の項参照〕

中枢神経抑制剤
（フェノチアジン誘導体、
バルビツール酸誘導体等）

中枢神経系に対する抑制作用を
増強させるおそれがあるため、慎
重に投与すること。

本剤及びこれらの薬剤は中
枢神経系に対する抑制作用
を有するため、相互に作用を
増強させるおそれがある。

CYP3Aを阻害する薬剤
（ジルチアゼム、ベラパミル、
フルコナゾール等）

傾眠、疲労等の本剤の副作用が増
強するおそれがあるため、併用する
際には1日1回10mgへの減量を
考慮するとともに、患者の状態を慎
重に観察すること。〔「用法・用量に
関連する使用上の注意」の項参照〕

スボレキサントの代謝酵素で
あるCYP3Aを中等度に阻
害し、スボレキサントの血漿
中濃度を上昇させる。〔「薬
物動態」の項参照〕

CYP3Aを強く誘導する薬剤
（リファンピシン、カルバマゼ
ピン、フェニトイン等）

本剤の作用を減弱させるおそれ
がある。

スボレキサントの代謝酵素で
あるCYP3Aを強く誘導し、
スボレキサントの血漿中濃度
を低下させる。〔「薬物動態」
の項参照〕

ジゴキシン ジゴキシンの血漿中濃度を上昇さ
せるおそれがある。〔「薬物動態」の
項参照〕　本剤と併用する場合は、
ジゴキシンの血漿中濃度をモニ
タリングすること。

スボレキサントはP糖蛋白阻
害作用を有する。

機序・危険因子臨床症状・措置方法薬剤名等

種類／頻度 1～5%未満 1%未満 頻度不明

一般・全身障害及び
投与部位の状態

疲労

心臓障害 動悸注1）

胃腸障害 悪心注1）、嘔吐注1）

悪夢

傾眠、頭痛、
浮動性めまい

睡眠時麻痺

異常な夢、
入眠時幻覚

神経系障害

精神障害 睡眠時随伴症注2）、夢遊症注2）、
傾眠時幻覚注2）、不安注1）、激越注1）

皮膚及び皮下組織障害 そう痒症注1）

※
※

※
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●詳細は製品添付文書をご参照ください。
●禁忌を含む使用上の注意の改訂には十分ご留意ください。

ベルソムラ®錠10mg、ベルソムラ®錠15mg、ベルソムラ®錠20mg
販売名

一般名 和　名
洋　名

Belsomra® Tablets 10mg, 15mg, 20mg
スボレキサント
Suvorexant

和　名
洋　名

日本標準商品分類番号

承認年月

承認番号
国 　 際 　 誕 　 生

薬価収載

販売開始

87119
2016年9月
2014年9月
2014年9月
22800AMX00671000
22600AMX01302000
22600AMX01303000

10mg
15mg
20mg
10mg
15mg
20mg

2016年11月
2014年11月
2014年11月
2016年12月
2014年11月
2014年11月
2014年 8 月

10mg
15mg
20mg
10mg
15mg
20mg

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）CYP3Aを強く阻害する薬剤（イトラコナゾール、ポサコナゾール、

ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル）
を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

※
※

組成・性状

効能・効果
不眠症

用法・用量

使用上の
注意

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
二次性不眠症に対する本剤の有効性及び安全性は確立されていない。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
（1）本剤は就寝の直前に服用させること。また、服用して就寝した後、睡眠途中

で一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用させないこ
と。〔「臨床成績」の項参照〕

（2）入眠効果の発現が遅れるおそれがあるため、本剤の食事と同時又は食直後
の服用は避けること。〔食後投与では、空腹時投与に比べ、投与直後のスボ
レキサントの血漿中濃度が低下することがある。（「薬物動態」の項参照）〕

（3）他の不眠症治療薬と併用したときの有効性及び安全性は確立されていない。
（4）CYP3Aを阻害する薬剤（ジルチアゼム、ベラパミル、フルコナゾール等）

との併用により、スボレキサントの血漿中濃度が上昇し、傾眠、疲労、入眠
時麻痺、睡眠時随伴症、夢遊症等の副作用が増強されるおそれがあるため、
これらの薬剤を併用する場合は1日1回10mgへの減量を考慮するととも
に、患者の状態を慎重に観察すること。〔「薬物動態」の項参照〕

ベルソムラ®錠15mg

剤形・色調
フィルムコーティング錠

有効成分
の名称 スボレキサント

含 量 15mg10mg 20mg

添加物

識別
コード 32533

外
形

表面

裏面

側面

楕円形・白色

ベルソムラ®錠10mg

円形・ごくうすい緑色

ベルソムラ®錠20mg

円形・白色

販売名

コポリビドン、結晶セルロース、乳糖水和物、ク
ロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグ
ネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、トリアセ
チン

コポリビドン、結晶セル
ロース、乳糖水和物、クロ
スカルメロースナトリウ
ム、ステアリン酸マグネシ
ウム、ヒプロメロース、酸
化チタン、トリアセチン、
黄色三二酸化鉄、青色1
号アルミニウムレーキ
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厚さ：4.0mm厚さ：4.1mm 厚さ：4.9mm

長径：10.3mm
短径：5.6mm 直径：7.9mm直径：6.4mm

通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを
就寝直前に経口投与する。

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）ナルコレプシー又はカタプレキシーのある患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕
（2）高齢者〔「高齢者への投与」、「薬物動態」の7.（1）の項参照〕
（3）重度の肝機能障害のある患者〔スボレキサントの血漿中濃度を上昇させるおそれが

ある。（「薬物動態」の項参照）〕
（4）重度の呼吸機能障害を有する患者〔これらの患者に対する使用経験がなく、安全性

は確立していない。（「臨床成績」の項参照）〕
（5）脳に器質的障害のある患者〔作用が強くあらわれるおそれがある。〕
2. 重要な基本的注意
（1）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。〔「臨床成績」の項参照〕

（2）症状が改善した場合は、本剤の投与継続の要否について検討し、本剤を漫然と投与
しないよう注意すること。

3. 相互作用
スボレキサントは主に薬物代謝酵素CYP3Aによって代謝される。また、弱いP糖蛋白
（腸管）への阻害作用を有する。
〔併用禁忌〕（併用しないこと）

機序・危険因子臨床症状・措置方法薬剤名等
CYP3Aを強く阻害する薬剤
イトラコナゾール：イトリゾール
ポサコナゾール：ノクサフィル
ボリコナゾール：ブイフェンド
クラリスロマイシン：クラリシッド
リトナビル：ノービア
ネルフィナビル：ビラセプト

本剤の作用を著しく増強さ
せるおそれがあるため、併
用しないこと。

スボレキサントの代謝酵素
であるCYP3Aを強く阻害
し、スボレキサントの血漿
中濃度を顕著に上昇させ
る。〔「薬物動態」の項参照〕

※※ 2021年12月改訂（第9版）
　※ 2021年2月改訂

使用上の
注意

取扱い上
の注意

包　装
ベルソムラ®錠10mg：PTP 100錠（10錠×10）
ベルソムラ®錠15mg：PTP 100錠（10錠×10）　500錠（10錠×50）
ベルソムラ®錠20mg：PTP 100錠（10錠×10）　500錠（10錠×50）

4. 副作用
不眠症患者を対象とした第Ⅲ相国際共同試験では、254例（日本人61例）に本剤（成人：
20mg、高齢者：15mg）が投与された。この試験の6ヵ月間の副作用は53例（20.9%）
に認められた。主な副作用は、傾眠（4.7%）、頭痛（3.9%）、疲労（2.4%）であった。
（1）その他の副作用
次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行
うこと。

5. 高齢者への投与
高齢者での薬物動態試験において、非高齢者と比較して血漿中濃度が高くなる傾向
が認められている。一般に高齢者では生理機能が低下していることも考慮し、患者
の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔「薬物動態」の7.（1）の項参照〕
6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回

ると判断される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立
していない。動物実験（ラット）では、交配前、交配期間中及び妊娠初期に臨床
曝露量の70倍を投与した場合、黄体数、着床数及び生存胎児数の減少が、妊娠
期に臨床曝露量の86倍を投与した場合、胎児体重の減少が認められた。また、
妊娠から授乳期に臨床曝露量の49倍を投与した場合、出生児に一過性の体重低
値が認められた。〕

（2）授乳中の婦人にやむを得ず本剤を投与する場合は授乳を中止させること。〔動物実
験（ラット）でスボレキサントが乳汁中へ移行することが報告されている。〕

7. 小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児等に対する安全性は確立していない。〔使
用経験がない。〕
8. 過量投与
（1）徴候、症状：本剤の過量投与に関する情報は少ない。〔外国人健康成人に本剤

120～240mgを朝投与した臨床試験で、用量依存的に傾眠の発現率及び持続
時間が増加し、脈拍数が一過性に低下する傾向がみられた。外国人健康成人に
本剤240mgを朝投与した臨床試験では、胸痛及び呼吸抑制が報告された。〕

（2）処置：呼吸数、脈拍数、血圧及びその他の適切なバイタルサインのモニタリング
を行う。必要に応じて、ただちに胃洗浄、輸液を行い、一般的な対症療法を行う。
なお、血液透析は本剤の除去に有用かどうかは不明である。〔スボレキサントは
蛋白質結合能が高いため、血液透析では除去されないと考えられる。〕多剤服用
の可能性を考慮する。

9. 適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導するこ
と。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こ
して縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕
10. その他の注意
（1）ラットの2年間がん原性試験では、臨床曝露量の36倍の投与により肝細胞腺腫

及び臨床曝露量の11倍の投与により甲状腺濾胞細胞腺腫の発現頻度が増加した
が、これらの変化はげっ歯類に特異的な肝酵素誘導及び甲状腺ホルモン産生増
加の二次的な変化と考えられた。一方、rasH2トランスジェニックマウスでは、
臨床曝露量の105倍までの用量を6ヵ月間経口投与しても、がん原性を示唆す
る変化は認められなかった。

（2）ラットの2年間がん原性試験において、臨床曝露量の11倍（雄）及び18倍（雌）
以上の用量で網膜萎縮の発現頻度が増加した。薬効量を大きく超えた用量のオ
レキシン受容体拮抗薬をラットに投与すると明期における覚醒時間が増加した
こと、スボレキサントを投与した有色ラットの網膜萎縮の発現はアルビノラット
よりも遅く、その発現率及び重症度も低かったことが報告されている。さらに、
イヌに臨床曝露量の84倍を9ヵ月間投与しても網膜変化はみられていない。こ
れらのことからラットがん原性試験でみられた網膜萎縮は、アルビノラットで自
然発生的に生じることが知られている加齢及び光誘発性の網膜萎縮の発現頻度
が、スボレキサントの薬理作用を介した網膜への光照射の増加により増加した
ことを反映した、ラット特有の変化と考えられた。

貯　　法：室温保存 　

使用期間：3年
使用期限：外箱に表示

光及び湿気を避けるため、PTPシートのまま保存し、
服用直前にPTPシートから取り出すこと。

〔併用注意〕（併用に注意すること）

注1）自発報告あるいは海外において認められている。
注2）海外臨床試験でみられた副作用。　高用量（成人：40mg、高齢者：30mg）投与群を含む。

アルコール（飲酒） 精神運動機能の相加的な低下を
生じる可能性がある。本剤を服用
時に飲酒は避けさせること。

本剤及びアルコールは中枢
神経系に対する抑制作用を
有するため、相互に作用を増
強させるおそれがある。〔「薬
物動態」の項参照〕

中枢神経抑制剤
（フェノチアジン誘導体、
バルビツール酸誘導体等）

中枢神経系に対する抑制作用を
増強させるおそれがあるため、慎
重に投与すること。

本剤及びこれらの薬剤は中
枢神経系に対する抑制作用
を有するため、相互に作用を
増強させるおそれがある。

CYP3Aを阻害する薬剤
（ジルチアゼム、ベラパミル、
フルコナゾール等）

傾眠、疲労等の本剤の副作用が増
強するおそれがあるため、併用する
際には1日1回10mgへの減量を
考慮するとともに、患者の状態を慎
重に観察すること。〔「用法・用量に
関連する使用上の注意」の項参照〕

スボレキサントの代謝酵素で
あるCYP3Aを中等度に阻
害し、スボレキサントの血漿
中濃度を上昇させる。〔「薬
物動態」の項参照〕

CYP3Aを強く誘導する薬剤
（リファンピシン、カルバマゼ
ピン、フェニトイン等）

本剤の作用を減弱させるおそれ
がある。

スボレキサントの代謝酵素で
あるCYP3Aを強く誘導し、
スボレキサントの血漿中濃度
を低下させる。〔「薬物動態」
の項参照〕

ジゴキシン ジゴキシンの血漿中濃度を上昇さ
せるおそれがある。〔「薬物動態」の
項参照〕　本剤と併用する場合は、
ジゴキシンの血漿中濃度をモニ
タリングすること。

スボレキサントはP糖蛋白阻
害作用を有する。

機序・危険因子臨床症状・措置方法薬剤名等

種類／頻度 1～5%未満 1%未満 頻度不明

一般・全身障害及び
投与部位の状態

疲労

心臓障害 動悸注1）

胃腸障害 悪心注1）、嘔吐注1）

悪夢

傾眠、頭痛、
浮動性めまい

睡眠時麻痺

異常な夢、
入眠時幻覚

神経系障害

精神障害 睡眠時随伴症注2）、夢遊症注2）、
傾眠時幻覚注2）、不安注1）、激越注1）

皮膚及び皮下組織障害 そう痒症注1）

※
※

※
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	BEL_適正使用ガイド_2020改訂3_P10_11
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