
日本標準商品分類番号 872171
薬 価 基 準 収 載

2019年3月改訂

日本薬局方　アムロジピンベシル酸塩錠

❶ 新バーコード

❷ QRコード

❸ 製品情報カード

❹ 錠剤イメージ図

高血圧症・狭心症治療薬　持続性Ca拮抗薬
劇薬、処方箋医薬品注）

注）注意―医師等の処方箋により使用すること

錠剤の工夫

錠剤に｢成分名｣｢含量｣｢屋号｣を両面印字しています。

錠剤の両面印刷

含量ごとにシートの色調を変えています。

色調

PTPシートの工夫

個装箱の工夫

ピッチコントロール（間隔調整）

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等はDrug Informationをご参照ください。

（両面印字・実物大）

, ,

2.5mg 5mg 10mg

｢成分名｣｢含量｣｢屋号｣｢効能・効果｣｢GS1コード｣をピッチコント
ロールしています。

GS1コード
GS1コードを1シートに3ヵ所記載しています。

i Package 仕様
４つの製品情報を盛り込んでいます。 ⑴  妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

　 （「6 .妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
⑵ ジヒドロピリジン系化合物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）

アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」：（PTP）  100錠（10錠×10×  1袋）
   500錠（10錠×10×  5袋）
   700錠（14錠×10×  5袋）
  1000錠（10錠×10×10袋）
 （バ ラ）  500錠

アムロジピン錠 5 mg「オーハラ」： （PTP）  100錠（10錠×10×  1袋）
   500錠（10錠×10×  5袋）
   700錠（14錠×10×  5袋）
  1000錠（10錠×10×10袋）
 （バ ラ）  500錠

アムロジピン錠10 mg「オーハラ」： （PTP）  100錠（10錠×10×  1袋）

【包装】

識別性・視認性を考慮した錠剤、PTPシート及びiPackage

〈お問い合わせ先〉
 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36階  TEL.03-6740-7701（代表） FAX.03-6740-7703大原薬品工業株式会社

0120-419-363 http://www.ohara-ch.co.jp
お客様相談室（フリーダイヤル） 当社の製品情報などはホームページで

9 : 0 0～18 : 0 0
月～金曜日（祝祭日を除く）
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※禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。Drug Information

高血圧症・狭心症治療薬　持続性Ca拮抗薬
劇薬、処方箋医薬品注1

日本薬局方　アムロジピンベシ

日本標準商品分類番号
8 7 2 1 7 1

22000AMX01031000

アムロジピン錠
2.5mg「オーハラ」

※詳細は添付文書をご参照ください。

注1注意－医師等の処方箋により使用すること

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
⑴妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の
　項参照）
⑵ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

販　売　名

販　売　名 外形（直径・厚さ）・重量・識別コード

直径：6.1mm　厚さ：2.8mm　重量：94mg
識別コード：アムロジピン　2.5　オーハラ

【組成・性状】
アムロジピン錠

2.5mg「オーハラ」
アムロジピン錠
5mg「オーハラ」

アムロジピン錠
10mg「オーハラ」

1錠中日局アムロジピン
ベシル酸塩3.47mg
（アムロジピンとして
2.5mg）を含有
D-マンニトール、無水リン酸水素カルシウム、トウモロコシデンプン、ヒドロキ
シプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネ
シウム、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウ

1錠中日局アムロジピン
ベシル酸塩6.93mg
（アムロジピンとして
5mg）を含有

1錠中日局アムロジピン
ベシル酸塩13.87mg
（アムロジピンとして
10mg）を含有

成分・含量

添　加　物

色調・剤形
白色

フィルムコーティング錠
白色
割線入り

フィルムコーティング錠

白色
割線入り

フィルムコーティング錠

アムロジピン錠
2.5mg「オーハラ」

表面 裏面 側面

直径：8.1mm　厚さ：3.4mm　重量：188mg
識別コード：アムロジピン　5　オーハラ

アムロジピン錠
5mg「オーハラ」

表面 裏面 側面

直径：8.6mm　厚さ：4.1mm　重量：260mg
識別コード：アムロジピン　10　オーハラ

アムロジピン錠
10mg「オーハラ」

表面 裏面 側面

高血圧症、狭心症
【効能・効果】

<効能・効果に関連する使用上の注意>
　本剤は効果発現が緩徐であるため、緊急な治療を要する不安定狭心症には効果が期待
　できない。

<用法・用量に関連する使用上の注意>
　［アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」及びアムロジピン錠5mg「オーハラ」］
　6歳以上の小児への投与に際しては、1日5mgを超えないこと。

【用法・用量】
成人の場合
・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ
適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。

・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増
減する。

小児の場合［アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」及びアムロジピン錠5mg「オーハラ」］
・高血圧症
通常、6歳以上の小児には、アムロジピンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、年
齢、体重、症状により適宜増減する。

【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）
⑴過度に血圧の低い患者〔さらに血圧が低下するおそれがある。〕
⑵肝機能障害のある患者〔本剤は主に肝で代謝されるため、肝機能障害患者では、血中濃度
半減期の延長及び血中濃度－時間曲線下面積（AUC）が増大することがある。高用量
（10mg）において副作用の発現率が高まる可能性があるので、増量時には慎重に投与す
ること（「4.副作用」の項参照）。〕

⑶高齢者（「5.高齢者への投与」の項参照）
⑷重篤な腎機能障害のある患者〔一般的に腎機能障害のある患者では、降圧に伴い腎機能が
　低下することがある。〕
2.重要な基本的注意
⑴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。
⑵本剤は血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与
中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を
観察しながら慎重に投与すること。

3.相互作用
本剤の代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。
併用注意（併用に注意すること）

降圧作用を有する
薬剤

相互に作用を増強するおそれがあ
る。慎重に観察を行うなど注意して
使用すること。

相互に作用を増強するおそれがあ
る。

CYP3A4阻害剤
　エリスロマイシン
　ジルチアゼム
　リトナビル
　イトラコナゾール

等

エリスロマイシン及びジルチアゼ
ムとの併用により、本剤の血中濃
度が上昇したとの報告がある。

本剤の代謝が競合的に阻害される
可能性が考えられる。

CYP3A4誘導剤
　リファンピシン 等

本剤の血中濃度が低下するおそれ
がある。

本剤の代謝が促進される可能性が
考えられる。

グレープフルーツ
ジュース

本剤の降圧作用が増強されるおそ
れがある。同時服用をしないように
注意すること。

グレープフルーツに含まれる成分
が本剤の代謝を阻害し、本剤の血
中濃度が上昇する可能性が考えら
れる。

シンバスタチン シンバスタチン80mg（国内未承
認の高用量）との併用により、シン
バスタチンのAUCが77％上昇し
たとの報告がある。

機序不明。

タクロリムス 併用によりタクロリムスの血中濃
度が上昇し、腎障害等のタクロリム
スの副作用が発現するおそれがあ
る。併用時にはタクロリムスの血中
濃度をモニターし、必要に応じてタ
クロリムスの用量を調整すること。

本剤とタクロリムスは、主として
CYP3A4により代謝されるため、
併用によりタクロリムスの代謝が
阻害される可能性が考えられる。

4.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

⑴重大な副作用（頻度不明）
1劇症肝炎、肝機能障害、黄疸：劇症肝炎、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GTPの上昇等を
伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ
た場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
2無顆粒球症、白血球減少、血小板減少：無顆粒球症、白血球減少、血小板減少があらわ
れることがあるので、検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与
を中止し、適切な処置を行うこと。
3房室ブロック：房室ブロック（初期症状：徐脈、めまい等）があらわれることがあるので、
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
4横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、
脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与
を中止し、適切な処置を行うこと。
また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

（詳細は添付文書をご参照下さい）

2008年7月
2008年7月

承認番号
薬価収載
販売開始

22000AMX01034000

アムロジピン錠
5mg「オーハラ」

2008年7月
2008年7月

22500AMX00176000

アムロジピン錠
10mg「オーハラ」

2013年6月
2013年6月

臨床症状･措置方法 機序･危険因子薬剤名等

【資料請求先・製品情報お問い合わせ先】
大原薬品工業株式会社　安全管理部　お客様相談室
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36階

　　0120-419-363　FAX 03-6740-7703
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201903⑦-2DK


