
【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

【効能・効果】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高

血圧症
２．前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用法・用量】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高
血圧症
テラゾシンとして通常，成人１日０．５mg（１回０．２５mg
１日２回）より投与を始め，効果が不十分な場合は１
日１～４mgに漸増し，１日２回に分割経口投与する．
なお，年齢，症状により適宜増減するが，１日最高
投与量は８mgまでとする．

２．前立腺肥大症に伴う排尿障害
テラゾシンとして通常，成人１日１mg（１回０．５mg１
日２回）より投与を始め，１日２mgに漸増し，１日２
回に分割経口投与する．
なお，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）

（１）重篤な肝・腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇す
るおそれがある．〕

（２）ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（PDE
５阻害剤）を服用している患者（「併用注意」の項参照）

（３）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意

（１）起立性低血圧があらわれることがあるので，臥位のみ
ならず立位又は坐位で血圧測定を行い，体位変換によ
る血圧変化を考慮し，坐位にて血圧をコントロールす
ること．

（２）投与初期又は用量の急増時等に，めまい，立ちくらみ，
動悸，頭痛等があらわれることがある．その際は仰臥
位をとらせるなどの適切な措置を講ずること．また，
必要に応じて対症療法を行うこと．

（３）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．

（４）アレルギー体質の患者では副作用発現率が高くなる傾
向があるので，このような患者に投与する場合には十
分に注意すること．

（５）本剤による前立腺肥大症に伴う排尿障害に対する治療
は原因療法ではなく，対症療法であることに留意し，
本剤投与により期待する効果が得られない場合には手
術療法等，他の適切な処置を考慮すること．

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

１６）Nagatomo，T．et al．：Chem．Pharm．Bull．
１９８７；３５（４）：１６２９－１６３２

１７）花塚光男　他：日薬理誌１９８６；８８：４３３－４４１
１８）Yamada，S．et al．：Life Sci．１９９２；５０（２）：１２７－１３５
１９）溝上　進　他：応用薬理１９８７；３３（１）：８１－９０
２０）堀井大治郎　他：応用薬理１９８７；３３（１）：１６５－１６９
２１）森田　隆：J．Smooth Muscle Res．１９９１；２７：１４９－１５４
２２）供田文宏　他：循環の計測と制御１９８６；５（１）：２２－２９

＊２．文献請求先
田辺三菱製薬株式会社　くすり相談センター
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電話 ０１２０－７５３－２８０

＊＊２０１７年５月改訂（第１６版）D１４
　＊２０１５年４月改訂

貯　　法：室温保存
使用期限：外箱に表示の使用期限内に使用すること
注）注意－医師等の処方箋により使用すること
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VASOMET  Tablets
テラゾシン塩酸塩水和物錠

日本標準商品分類番号
８７２１４９
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有効成分
（１錠中）

MCI ０６４MCI ０６３MCI ０６２MCI ０６１識別コード

添加物

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして０．２５mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして０．５mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして１mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして２mg）

規格
直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

外形

性状・剤形 白色・素錠（割線入り）うすいだい
だい色・素錠

うすい青色・素
錠（割線入り）

黄色５号アル
ミニウムレー
キ，ポビドン，
タルク，ステア
リン酸マグネ
シウム，トウモ
ロコシデンプ
ン，乳糖水和物

青色２号アル
ミニウムレー
キ，ポビドン，
タルク，ステア
リン酸マグネ
シウム，トウモ
ロコシデンプ
ン，乳糖水和物

ポビドン，タルク，ステ
アリン酸マグネシウム，
トウモロコシデンプン，
乳糖水和物

承認番号
錠０．２５mg

２０１００AMZ００１８６
薬価収載 １９８９年５月

１９８９年７月
１９８９年５月
１９８９年７月

１９８９年５月
１９８９年７月

１９８９年５月
１９８９年７月販売開始

再審査結果 ２００４年３月
効能追加 １９９４年１０月

１９８４年１１月国際誕生

錠０．５mg 錠１mg 錠２mg
２０１００AMZ００１８７２０１００AMZ００１８８２０１００AMZ００１８９

薬剤名等

降圧作用
を有する
他の薬剤

降圧作用が増強するこ
とがあるので，減量す
るなど適切な処置を行
うこと．

相加的に降圧作用を増
強させる．

臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ホスホジエステ
ラーゼ５阻害剤
（PDE５阻害剤）
（シルデナフィ

ルクエン酸塩，
バルデナフィル
塩酸塩水和物，
タダラフィル）

PDE５阻害剤との併用
により症候性低血圧が
あらわれるおそれがあ
るので，本剤を低用量
から投与開始すること．

PDE５阻害剤は血管拡
張作用を有するので，
併用により降圧作用を
増強させるおそれがあ
る．
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４．副作用
本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による
高血圧症
総症例数１０，６２６例中２９２例（２．７５％）３９７件の副作用が
報告されている．主な副作用はめまい５８件（０．５５％），
立ちくらみ４１件（０．３９％），動悸３５件（０．３３％），頭痛
３５件（０．３３％）であった．（再審査終了時）
前立腺肥大症に伴う排尿障害
総症例数５，７６１例中３３６例（５．８３％）４７６件の副作用が報
告されている．主な副作用はめまい１３８件（２．４０％），
立ちくらみ１１１件（１．９３％），貧血２５件（０．４３％），低血
圧２１件（０．３６％）であった．（再審査終了時）

（１）重大な副作用
１）意識喪失（頻度不明）：血圧低下に伴う一過性の意識喪

失等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）肝機能障害（０．１％未満），黄疸（頻度不明）：AST（GOT），
ALT（GPT），Al－P，LDH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）その他の副作用

５．高齢者への投与
高齢者では低用量（例えば１回０．２５mg，１日２回）か
ら投与を開始するなど，患者の状態を観察しながら
慎重に投与すること．〔一般に，過度の降圧は好まし
くないとされている．（脳梗塞等が起こるおそれがあ
る．）〕

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．〕

（２）授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させるこ
とが望ましい．〔動物実験（ラット）で乳汁中への移行
が報告されている．〕

７．小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していない．（使用経験
が少ない．）

８．過量投与
本剤の過量投与により過度の血圧低下を起こす可能性
がある．このような症状があらわれた場合には，体位
を仰臥位にするほか，必要に応じて輸液，昇圧剤の投
与等適切な処置を行うこと．なお，血液透析は本剤の
除去に有効ではない．

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）類似化合物（プラゾシン塩酸塩）で腎及びその他の動脈

狭窄，脚部及びその他の動脈瘤等の血管障害のある高
血圧症患者で，急性熱性多発性関節炎がみられた１例
報告がある．

（２）ラットに２５０mg／kg／日（臨床最大用量の約１，８００倍に相
当）を２年間経口投与した試験で，雄のみに良性副腎
髄質腫瘍の発生頻度が対照群に比し高いとの報告があ
る．

【薬物動態】
１．吸収１）

健康成人（６名）にテラゾシン塩酸塩水和物として０．５
～２mgを単回経口投与したときの血中濃度推移及び
薬物動態パラメータは以下のとおりである．

２．代謝・排泄１～３）

健康成人（１２名）にテラゾシン塩酸塩水和物２mgを経
口投与したとき，尿中には投与後２４時間までに未変
化体として約１２．９％，N－グルクロン酸抱合体等の代
謝物として約１２．４％が排泄された．また，健康成人（６
名）にテラゾシン塩酸塩水和物０．５～２mgを経口投与
したとき，投与７２時間後までの尿中未変化体排泄率
は投与量の１３．５～２０．５％であった．
外国人のデータでは，ヒトに１４C－テラゾシン塩酸塩水
和物１mgを経口投与したとき，投与後１６８時間までに
９４．４％が排泄され，うち尿中へは３８．８％，糞中へは
５５．６％が排泄された．

【臨床成績】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高
血圧症４～１０）

承認時までの国内臨床症例６４１例における降圧効果は
下表のとおりである．

なお，本態性高血圧症に対しては，重症例において
も有効であり，また，１年以上の長期投与例におい
ても安定した降圧効果を示した．
また，二重盲検比較試験において本剤の単独投与及
び降圧利尿剤との併用投与で有用性が認められた．
本態性高血圧症患者３７例にテラゾシン塩酸塩水和物
１～６mg／日を１２週間経口投与したところ，総コレス
テロールは約１７mg／dL（７％），LDLコレステロールは
約１５mg／dL（９％）それぞれ低下した．

２．前立腺肥大症に伴う排尿障害１１～１５）

承認時までの国内臨床症例３４７例における全般改善度
は下表のとおりである．

また，他覚所見の有意な改善が投与初期（２日目）よ
り認められた．

【薬効薬理】
１．α1受容体遮断作用１６～１８）

イヌ大動脈，脳を用いたin vitro受容体結合実験におい
て，本剤はα１受容体を選択的に遮断し，シナプス前
のα２受容体遮断作用は著しく弱かった．このことから，
シナプス前のα２受容体を介するノルアドレナリン放
出のネガティブフィードバック機構を阻害すること
なく，末梢血管を拡張させ，ノルアドレナリンの過
剰放出を起こしにくいと考えられた．
また，ヒト摘出前立腺を用いたin vitro結合実験におい
ても選択的にα１受容体を遮断することが報告されて
いる．

２．降圧作用１９，２０）

（１）高血圧自然発症ラット，副腎性（DOC－salt）高血圧ラッ
ト，腎性高血圧ラット，腎性高血圧イヌのいずれにお
いても，単回経口投与により明らかな降圧作用を示し，
その作用は持続的であった．

（２）高血圧自然発症ラット，腎性高血圧イヌにおいて，長
期反復経口投与により本剤は安定した降圧作用を示し，
作用に耐性がないことが認められた．

３．前立腺収縮抑制作用２１）

ヒト摘出前立腺を用いたノルアドレナリンによる収縮
反応を抑制するin vitro実験において，本剤はこの収縮
反応に対し競合的に拮抗することが認められた．

４．その他４，１９，２０，２２）

（１）高血圧自然発症ラット，腎性高血圧イヌ及び本態性高
血圧症患者において，全末梢血管抵抗の減少による降
圧作用が認められた．また，心拍出量や脈拍数に与え
る影響は少なかった．

（２）本態性高血圧症患者において体位変換による血圧の変
化に対し影響を及ぼさなかった．

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：テラゾシン塩酸塩水和物，Terazosin Hydrochloride 

Hydrate（JAN）
化学名：（±）－４－Amino－２－［４－（tetrahydro－２－furoyl）－１－

piperazinyl］－６，７－dimethoxyquinazoline 
hydrochloride dihydrate

分子式：C１９H２５N５O４・HCl・２H２O
分子量：４５９．９２
構造式：

性　状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である．水にや
や溶けにくく，メタノール又はエタノール（９５）に
溶けにくい．水溶液（１→１００）のpHは３．５～４．５で
ある．水溶液（１→１００）は旋光性を示さない．

融　点：約２６０℃（分解）

＊＊【包　装】
バソメット錠０．２５mg：１００錠（１０錠×１０）
バソメット錠０．５mg　：１００錠（１０錠×１０），

５００錠（１０錠×５０）
バソメット錠１mg　：１００錠（１０錠×１０），

５００錠（１０錠×５０）
バソメット錠２mg　：１００錠（１０錠×１０）
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１４）熊本悦明　他：泌尿器外科１９９２；５（９）：８４１－８４８
１５）中村昌平　他：泌尿器外科１９９２；５（５）：４４７－４５１

２ ３

０１２ ４ ６ ８ １２

２mg

単回経口投与時の血中濃度推移

１mg

０．５mg

時間　　　　　　　　　　　　 （h）
n=６；平均値＋S.D.

２４ ４８

血
中
濃
度

１０

２０

５０

１００
（ng/mL）

５

２

０．８３± ０．２６

０．５mg
（ n =６）

投与量
パラメータ
tmax （h）

（ng／mL）
α相（h）
β相（h）

t１／２

（ng・h／mL）

Cmax

AUC

１．０mg
（ n =６）

２．０mg
（ n =６）

１７．３ ± ３．４　
２．０１± ０．４３

１２．７６± ５．４３　
１３７．１ ±２６．３　

１．００± ０．３２
４０．４ ± ９．８　
２．７４± ０．３２

１８．７０± １０．６０
４０４．１ ±１３１．３

１．００± ０．６３
６７．１ ± ２２．９
１．８０± １．０９

１０．１１± ２．６７　
５８０．３ ±１０６．１

薬物動態パラメータ

平均値±S.D.

対象疾患名
本態性高血圧症
腎性高血圧症
褐色細胞腫による高血圧症

下降以上（％） やや下降以上（％）
６４．８（３８０／５８６） ８４．６（４９６／５８６）

７６．３（ ２９／３８ ）
１００．０（ １７／１７ ）

５２．６（ ２０／３８ ）
６４．７（ １１／１７ ）

対象疾患名

前立腺肥大症に伴う
排尿障害

改善以上（％） やや改善以上（％）

５２．２（１８１／３４７） ８１．３（２８２／３４７）

CH３O

CH３O

N

N

N N

NH２

C ・HCl・２H２O
O

O
０.１～５％未満

過敏症注）

種類 頻度 ０.１％未満 頻度不明

精神神経系 脱力感，発汗，
不眠，冷感，
肩こり，眠気，
口渇，しびれ

めまい，頭痛，
倦怠感

　痒発疹 血管浮腫

泌尿器 頻尿，尿失禁

循環器 浮腫，不整脈
（期外収縮，心
房細動等），
胸痛，起立性
低血圧，頻脈

立ちくらみ，
動悸，低血圧

肝臓 AST（GOT）
上昇，Al －P
上昇，LD H
上昇，総ビリ
ルビン上昇

ALT（GPT）
上昇

その他 鼻閉，息切れ，
目の違和感，
インポテンス，
抗核抗体の陽
性

ほてり，貧血 羞明

注）このような症状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．

消化器 下痢，便秘，
悪心，嘔吐，
食欲不振，
消化不良

腹痛

腎臓 BUN上昇，
血中クレアチ
ニン上昇
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４．副作用
本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による
高血圧症
総症例数１０，６２６例中２９２例（２．７５％）３９７件の副作用が
報告されている．主な副作用はめまい５８件（０．５５％），
立ちくらみ４１件（０．３９％），動悸３５件（０．３３％），頭痛
３５件（０．３３％）であった．（再審査終了時）
前立腺肥大症に伴う排尿障害
総症例数５，７６１例中３３６例（５．８３％）４７６件の副作用が報
告されている．主な副作用はめまい１３８件（２．４０％），
立ちくらみ１１１件（１．９３％），貧血２５件（０．４３％），低血
圧２１件（０．３６％）であった．（再審査終了時）

（１）重大な副作用
１）意識喪失（頻度不明）：血圧低下に伴う一過性の意識喪

失等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）肝機能障害（０．１％未満），黄疸（頻度不明）：AST（GOT），
ALT（GPT），Al－P，LDH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）その他の副作用

５．高齢者への投与
高齢者では低用量（例えば１回０．２５mg，１日２回）か
ら投与を開始するなど，患者の状態を観察しながら
慎重に投与すること．〔一般に，過度の降圧は好まし
くないとされている．（脳梗塞等が起こるおそれがあ
る．）〕

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．〕

（２）授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させるこ
とが望ましい．〔動物実験（ラット）で乳汁中への移行
が報告されている．〕

７．小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していない．（使用経験
が少ない．）

８．過量投与
本剤の過量投与により過度の血圧低下を起こす可能性
がある．このような症状があらわれた場合には，体位
を仰臥位にするほか，必要に応じて輸液，昇圧剤の投
与等適切な処置を行うこと．なお，血液透析は本剤の
除去に有効ではない．

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）類似化合物（プラゾシン塩酸塩）で腎及びその他の動脈

狭窄，脚部及びその他の動脈瘤等の血管障害のある高
血圧症患者で，急性熱性多発性関節炎がみられた１例
報告がある．

（２）ラットに２５０mg／kg／日（臨床最大用量の約１，８００倍に相
当）を２年間経口投与した試験で，雄のみに良性副腎
髄質腫瘍の発生頻度が対照群に比し高いとの報告があ
る．

【薬物動態】
１．吸収１）

健康成人（６名）にテラゾシン塩酸塩水和物として０．５
～２mgを単回経口投与したときの血中濃度推移及び
薬物動態パラメータは以下のとおりである．

２．代謝・排泄１～３）

健康成人（１２名）にテラゾシン塩酸塩水和物２mgを経
口投与したとき，尿中には投与後２４時間までに未変
化体として約１２．９％，N－グルクロン酸抱合体等の代
謝物として約１２．４％が排泄された．また，健康成人（６
名）にテラゾシン塩酸塩水和物０．５～２mgを経口投与
したとき，投与７２時間後までの尿中未変化体排泄率
は投与量の１３．５～２０．５％であった．
外国人のデータでは，ヒトに１４C－テラゾシン塩酸塩水
和物１mgを経口投与したとき，投与後１６８時間までに
９４．４％が排泄され，うち尿中へは３８．８％，糞中へは
５５．６％が排泄された．

【臨床成績】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高
血圧症４～１０）

承認時までの国内臨床症例６４１例における降圧効果は
下表のとおりである．

なお，本態性高血圧症に対しては，重症例において
も有効であり，また，１年以上の長期投与例におい
ても安定した降圧効果を示した．
また，二重盲検比較試験において本剤の単独投与及
び降圧利尿剤との併用投与で有用性が認められた．
本態性高血圧症患者３７例にテラゾシン塩酸塩水和物
１～６mg／日を１２週間経口投与したところ，総コレス
テロールは約１７mg／dL（７％），LDLコレステロールは
約１５mg／dL（９％）それぞれ低下した．

２．前立腺肥大症に伴う排尿障害１１～１５）

承認時までの国内臨床症例３４７例における全般改善度
は下表のとおりである．

また，他覚所見の有意な改善が投与初期（２日目）よ
り認められた．

【薬効薬理】
１．α1受容体遮断作用１６～１８）

イヌ大動脈，脳を用いたin vitro受容体結合実験におい
て，本剤はα１受容体を選択的に遮断し，シナプス前
のα２受容体遮断作用は著しく弱かった．このことから，
シナプス前のα２受容体を介するノルアドレナリン放
出のネガティブフィードバック機構を阻害すること
なく，末梢血管を拡張させ，ノルアドレナリンの過
剰放出を起こしにくいと考えられた．
また，ヒト摘出前立腺を用いたin vitro結合実験におい
ても選択的にα１受容体を遮断することが報告されて
いる．

２．降圧作用１９，２０）

（１）高血圧自然発症ラット，副腎性（DOC－salt）高血圧ラッ
ト，腎性高血圧ラット，腎性高血圧イヌのいずれにお
いても，単回経口投与により明らかな降圧作用を示し，
その作用は持続的であった．

（２）高血圧自然発症ラット，腎性高血圧イヌにおいて，長
期反復経口投与により本剤は安定した降圧作用を示し，
作用に耐性がないことが認められた．

３．前立腺収縮抑制作用２１）

ヒト摘出前立腺を用いたノルアドレナリンによる収縮
反応を抑制するin vitro実験において，本剤はこの収縮
反応に対し競合的に拮抗することが認められた．

４．その他４，１９，２０，２２）

（１）高血圧自然発症ラット，腎性高血圧イヌ及び本態性高
血圧症患者において，全末梢血管抵抗の減少による降
圧作用が認められた．また，心拍出量や脈拍数に与え
る影響は少なかった．

（２）本態性高血圧症患者において体位変換による血圧の変
化に対し影響を及ぼさなかった．

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：テラゾシン塩酸塩水和物，Terazosin Hydrochloride 

Hydrate（JAN）
化学名：（±）－４－Amino－２－［４－（tetrahydro－２－furoyl）－１－

piperazinyl］－６，７－dimethoxyquinazoline 
hydrochloride dihydrate

分子式：C１９H２５N５O４・HCl・２H２O
分子量：４５９．９２
構造式：

性　状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である．水にや
や溶けにくく，メタノール又はエタノール（９５）に
溶けにくい．水溶液（１→１００）のpHは３．５～４．５で
ある．水溶液（１→１００）は旋光性を示さない．

融　点：約２６０℃（分解）

＊＊【包　装】
バソメット錠０．２５mg：１００錠（１０錠×１０）
バソメット錠０．５mg　：１００錠（１０錠×１０），

５００錠（１０錠×５０）
バソメット錠１mg　：１００錠（１０錠×１０），

５００錠（１０錠×５０）
バソメット錠２mg　：１００錠（１０錠×１０）
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（ng／mL）
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Cmax

AUC

１．０mg
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２．０mg
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薬物動態パラメータ

平均値±S.D.
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本態性高血圧症
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褐色細胞腫による高血圧症
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１００．０（ １７／１７ ）

５２．６（ ２０／３８ ）
６４．７（ １１／１７ ）

対象疾患名

前立腺肥大症に伴う
排尿障害

改善以上（％） やや改善以上（％）

５２．２（１８１／３４７） ８１．３（２８２／３４７）
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CH３O

N

N

N N

NH２

C ・HCl・２H２O
O

O
０.１～５％未満

過敏症注）

種類 頻度 ０.１％未満 頻度不明

精神神経系 脱力感，発汗，
不眠，冷感，
肩こり，眠気，
口渇，しびれ

めまい，頭痛，
倦怠感

　痒発疹 血管浮腫

泌尿器 頻尿，尿失禁

循環器 浮腫，不整脈
（期外収縮，心
房細動等），
胸痛，起立性
低血圧，頻脈

立ちくらみ，
動悸，低血圧

肝臓 AST（GOT）
上昇，Al －P
上昇，LD H
上昇，総ビリ
ルビン上昇

ALT（GPT）
上昇

その他 鼻閉，息切れ，
目の違和感，
インポテンス，
抗核抗体の陽
性

ほてり，貧血 羞明

注）このような症状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．

消化器 下痢，便秘，
悪心，嘔吐，
食欲不振，
消化不良

腹痛

腎臓 BUN上昇，
血中クレアチ
ニン上昇
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【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

【効能・効果】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高

血圧症
２．前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用法・用量】
１．本態性高血圧症，腎性高血圧症，褐色細胞腫による高
血圧症
テラゾシンとして通常，成人１日０．５mg（１回０．２５mg
１日２回）より投与を始め，効果が不十分な場合は１
日１～４mgに漸増し，１日２回に分割経口投与する．
なお，年齢，症状により適宜増減するが，１日最高
投与量は８mgまでとする．

２．前立腺肥大症に伴う排尿障害
テラゾシンとして通常，成人１日１mg（１回０．５mg１
日２回）より投与を始め，１日２mgに漸増し，１日２
回に分割経口投与する．
なお，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）

（１）重篤な肝・腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇す
るおそれがある．〕

（２）ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（PDE
５阻害剤）を服用している患者（「併用注意」の項参照）

（３）高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
２．重要な基本的注意

（１）起立性低血圧があらわれることがあるので，臥位のみ
ならず立位又は坐位で血圧測定を行い，体位変換によ
る血圧変化を考慮し，坐位にて血圧をコントロールす
ること．

（２）投与初期又は用量の急増時等に，めまい，立ちくらみ，
動悸，頭痛等があらわれることがある．その際は仰臥
位をとらせるなどの適切な措置を講ずること．また，
必要に応じて対症療法を行うこと．

（３）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．

（４）アレルギー体質の患者では副作用発現率が高くなる傾
向があるので，このような患者に投与する場合には十
分に注意すること．

（５）本剤による前立腺肥大症に伴う排尿障害に対する治療
は原因療法ではなく，対症療法であることに留意し，
本剤投与により期待する効果が得られない場合には手
術療法等，他の適切な処置を考慮すること．

３．相互作用
併用注意（併用に注意すること）

１６）Nagatomo，T．et al．：Chem．Pharm．Bull．
１９８７；３５（４）：１６２９－１６３２

１７）花塚光男　他：日薬理誌１９８６；８８：４３３－４４１
１８）Yamada，S．et al．：Life Sci．１９９２；５０（２）：１２７－１３５
１９）溝上　進　他：応用薬理１９８７；３３（１）：８１－９０
２０）堀井大治郎　他：応用薬理１９８７；３３（１）：１６５－１６９
２１）森田　隆：J．Smooth Muscle Res．１９９１；２７：１４９－１５４
２２）供田文宏　他：循環の計測と制御１９８６；５（１）：２２－２９

＊２．文献請求先
田辺三菱製薬株式会社　くすり相談センター
〒５４１－８５０５　大阪市中央区道修町３－２－１０

電話 ０１２０－７５３－２８０

＊＊２０１７年５月改訂（第１６版）D１４
　＊２０１５年４月改訂

貯　　法：室温保存
使用期限：外箱に表示の使用期限内に使用すること
注）注意－医師等の処方箋により使用すること

４ １

持続性α1遮断薬

錠

錠

錠

錠

0.25mg
0.5mg
1mg
2mg

VASOMET  Tablets
テラゾシン塩酸塩水和物錠

日本標準商品分類番号
８７２１４９

０３５

0.5
MCI
062

1
MCI
063

MCI
064

2

錠２mg錠１mg錠０．５mg錠０．２５mg

0.25MCI
061

有効成分
（１錠中）

MCI ０６４MCI ０６３MCI ０６２MCI ０６１識別コード

添加物

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして０．２５mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして０．５mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして１mg）

テラゾシン塩酸塩
水和物（テラゾシ
ンとして２mg）

規格
直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

直径（mm）７．０
厚さ（mm）２．９
重量（mg）１５０

外形

性状・剤形 白色・素錠（割線入り）うすいだい
だい色・素錠

うすい青色・素
錠（割線入り）

黄色５号アル
ミニウムレー
キ，ポビドン，
タルク，ステア
リン酸マグネ
シウム，トウモ
ロコシデンプ
ン，乳糖水和物

青色２号アル
ミニウムレー
キ，ポビドン，
タルク，ステア
リン酸マグネ
シウム，トウモ
ロコシデンプ
ン，乳糖水和物

ポビドン，タルク，ステ
アリン酸マグネシウム，
トウモロコシデンプン，
乳糖水和物

承認番号
錠０．２５mg

２０１００AMZ００１８６
薬価収載 １９８９年５月

１９８９年７月
１９８９年５月
１９８９年７月

１９８９年５月
１９８９年７月

１９８９年５月
１９８９年７月販売開始

再審査結果 ２００４年３月
効能追加 １９９４年１０月

１９８４年１１月国際誕生

錠０．５mg 錠１mg 錠２mg
２０１００AMZ００１８７２０１００AMZ００１８８２０１００AMZ００１８９

薬剤名等

降圧作用
を有する
他の薬剤

降圧作用が増強するこ
とがあるので，減量す
るなど適切な処置を行
うこと．

相加的に降圧作用を増
強させる．

臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ホスホジエステ
ラーゼ５阻害剤
（PDE５阻害剤）
（シルデナフィ

ルクエン酸塩，
バルデナフィル
塩酸塩水和物，
タダラフィル）

PDE５阻害剤との併用
により症候性低血圧が
あらわれるおそれがあ
るので，本剤を低用量
から投与開始すること．

PDE５阻害剤は血管拡
張作用を有するので，
併用により降圧作用を
増強させるおそれがあ
る．

処方箋医薬品注）

＊
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