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4.副作用
承認時までの調査では1,030例中130例（12.6%）に､製造
販売後の使用成績調査（再審査終了時点）では7,021例
中280例（４.０%）に臨床検査値の異常を含む副作用が
認められている｡
以下の副作用は上記の調査あるいは自発報告等で認め
られたものである｡
（1）重大な副作用
1）消化性潰瘍､胃腸出血（0.1%未満）等を発現又は悪
化させることがあるので､このような症状がみられ
た場合には本剤の投与を中止し､適切な処置を行う
こと。また､消化性潰瘍又はその既往歴のある患者
には慎重に投与すること。
2）黄疸（0.1%未満）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
中止するなど適切な処置を行うこと。

（2）その他の副作用
0.1～５%未満 0.1%未満

1）過敏症注２）発疹、瘙痒
2）消化器 悪心・嘔吐、食欲不振、

胃部不快感、胸やけ、胃
痛、腹痛、腹部膨満感、
下痢、便秘、口内炎

口渇、舌炎、
味覚異常

3）精　神
神経系

めまい、ふらつき 頭痛

4）血　液 貧血 顆粒球減少
5）肝　臓 AST（GOT）、ALT（GPT）、

AL－P、LDHの上昇
γ-GTPの上昇

6）腎　臓 BUN、クレア
チニンの上昇

7）その他 倦怠感、浮腫 女性化乳房注２）、
舌･口唇のしびれ

注２）このような場合には投与を中止すること。
5.高齢者への投与
高齢者には慎重に投与すること。（「重要な基本的注意」
の項参照）
6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦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まわ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。］

（2）授乳中の婦人には慎重に投与すること。［動物試験
（ラット）で母乳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、小児に対する安
全性は確立していない（使用経験がない）。
8.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
は穿孔をお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。］

【組成･性状】
本剤は日本薬局方イプリフラボン錠で、１錠中イプリフ
ラボン200mgを含有する白色～帯黄白色の素錠である。

識別コード
形　状 直径

（mm）
厚さ
（mm）上面 下面 側面

374 8.6 4.7

添加物：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、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物

【効能･効果】
骨粗鬆症における骨量減少の改善

【用法･用量】
通常、成人には１回１錠（イプリフラボンとして200㎎）
を１日３回食後経口投与する。なお、年齢、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）
消化性潰瘍又はその既往歴のある患者［消化性潰瘍、
胃腸出血等が発現又は悪化する可能性がある。］
2.重要な基本的注意
（1）本剤は骨粗鬆症における骨量減少の改善剤であり、
その適用にあたっては､厚生省「老人性骨粗鬆症の予
防及び治療法に関する総合的研究班」の診断基準
（骨量減少の有無、骨折の有無､腰背痛の有無などの
総合による）等を参考に､骨粗鬆症との診断が確立し
た患者を対象とすること。なお､必要に応じ腰背痛
に対する適切な治療を併用すること。

（2）本剤は高齢者に長期にわたって投与されることが多
い薬剤であるので､投与中は患者の状態を十分観察
し､消化器症状等の副作用があらわれた場合には適
切な処置を行うこと。

3.相互作用
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

エストロゲン
製剤

卵巣摘出動物にエストロンと本剤を併用
投与した場合、エストロンのエストロゲ
ン作用が増加するとの報告がある。

テオフィリン テオフィリンの血中濃
度が上昇するとの報告
があるので、テオフィ
リンを減量するなど慎
重に投与すること。

本剤がテオフィリ
ンの代謝を阻害す
ることが考えられ
ている。

クマリン系
抗凝血剤
ワルファリン
　　　　　等

クマリン系抗凝血剤の作
用が増強するとの報告
があるので、クマリン系
抗凝血剤を減量するな
ど慎重に投与すること。

本剤によりクマリ
ン系抗凝血剤が血
漿蛋白から遊離す
ることが考えられ
ている。

　

注１）処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号　873999

承認番号 薬価収載 販売開始
21300AMZ00672 2001年９月 1988年12月

再審査結果 1998年３月

処方箋医薬品注１）

貯　　法：室温保存。開封後も光を遮
り保存すること。

使用期限：外箱に表示の使用期限内に
使用すること。（使用期限内であっ
ても開封後はなるべく速やかに使用
すること。）

日本薬局方 イプリフラボン錠　



【有効成分に関する理化学的知見】
化学構造式：

一般名：イプリフラボン（Ipriflavone）〔JAN〕
化学名：7-（1-Methylethyl）oxy-3-phenyl-4H-chromen-4-

one
分子式：C18H16O3
分子量：280.32
融　点：116～119℃
性　状：イプリフラボンは白色～帯黄白色の結晶又は結

晶性の粉末である。アセトニトリルにやや溶け
やすく、メタノール又はエタノール（99.5）にや
や溶けにくく、水にほとんど溶けない。光によ
り徐々に黄色となる。

【包 装】
100錠（10錠×10）
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【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】
主要文献欄に記載の文献は下記にご請求下さい。
武田テバ薬品株式会社　武田テバDIセンター
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号
TEL　0120-923-093
受付時間 9 : 00～17 : 30（土日祝日・弊社休業日を除く）
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【薬物動態】1,2）
1.血中濃度
健康成人（６例）に１回200mgを食後に経口投与した場
合、血中にはイプリフラボンの未変化体及び代謝物が
検出されるが､イプリフラボンの未変化体は少量であ
る。未変化体の血中濃度は1.3時間でピーク（170ng/mL）
に達し､半減期は9.8時間である。
なお､血中に未変化体と共に存在する５種類の代謝物
はそれぞれ骨吸収抑制活性を有しており､代謝物－Ⅰ
とⅢは未変化体と同等､代謝物－Ⅱ､Ⅳ､Ⅴは未変化体
より弱い活性を示す。本剤の骨吸収抑制効果は未変化
体及び代謝物の作用の総和としてあらわれたものと考
えられる。

2.尿中排泄
健康成人（６例）に１回200mgを食後に経口投与した場
合､尿中にはイプリフラボンの未変化体は検出されず､
すべてイプリフラボンの代謝物であり､投与後48時間
までの尿中総排泄率は､42.9%である。

なお､骨粗鬆症患者（３例）に１日600mg（分３）を60～65週
間連日食後経口投与した時の血中濃度､尿中排泄から､体
内への著しい蓄積性はないものと推察された。

【臨床成績】3～10）
骨粗鬆症患者751例を対象に１日３錠（１回１錠､１日３
回）を一般臨床試験では主として24週間以上（最長99週
間）､二重盲検比較対照試験では24週及び36週間投与した
臨床試験で、最終全般改善度は､中等度改善以上では
59%（441/751例）､軽度改善以上では82%（615/751例）で
あり､そのうち最終骨量改善度が評価された663例での改
善率は､中等度改善以上で24%（156/663例）､軽度改善以
上で63%（420/663例）である。
なお､骨粗鬆症患者を対象とした二重盲検比較対照試験
の結果､本剤が骨量減少の改善に有用であることが認め
られている。

【薬効薬理】
実験的骨粗鬆症モデルである卵巣摘除ラット及びプレド
ニゾロン投与ラットにおいて骨量減少を抑制することが
認められている。11,12）
その作用機序としては､直接的な骨吸収抑制作用13～15）､
エストロゲンのカルシトニン分泌促進作用16）を増強する
ことによる間接的な骨吸収抑制作用､並びに骨形成促進
作用17,18）が考えられている。
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