
販 売 名 カルフェニール錠４０� カルフェニール錠８０�

成
分（
１
錠
中
）

有効成分
・含有量

日局ロベンザリットナトリウム
４０�

日局ロベンザリットナトリウム
８０�

添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、トウモロコシデン
プン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリ
ン酸マグネシウム、ヒプロメロース、メタクリル
酸コポリマー LD、ラウリル硫酸ナトリウム、ポ
リソルベート８０、酸化チタン、タルク、グリセリ
ン、マクロゴール６０００、白色セラック、カルナウ
バロウ、ステアリン酸

色 ・ 剤 形 白色フィルムコーティング錠

外 形 C-14A
40

C-14A
80

直 径 ８.６� ９.２�

厚 さ ３.８� ４.２�

識別コード
C‐１４A
４０

C‐１４A
８０

質 量 約２４０� 約３１２�

０.１～５％未満 ０.１％未満

腎 臓注２）
BUN上昇、血中クレ
アチニン上昇、蛋白尿、
血尿等

多尿、頻尿等

皮 膚
�痒感、発疹等 紅斑性発疹、湿疹、蕁

麻疹、脱毛等

消 化 器

胃炎、嘔気、悪心、嘔
吐、下痢、口内炎、口
渇、腹痛、心窩部痛、
胃重感、胸やけ、食欲
不振、胃不快感、胃痛、
便秘等

胃もたれ感、舌炎、腹
部膨満感等

肝 臓
AST（GOT）の上昇、
ALT（GPT）の上昇、
Al‐Pの上昇等

血 液 貧血

そ の 他
味覚倒錯等 発熱、�怠感、気分不

良、浮腫、頭痛、めま
い等

注２）副作用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。

＊＊２０１４年１２月改訂（第８版）
＊２０１４年８月改訂

＊ 規制区分：処方箋医薬品注１）

貯 法：室温保存

＊＊ 使用期限：包装に表示の使用
期限内に使用する
こと

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
１．重篤な腎障害のある患者［血中半減期の延長、血中濃度・

時間曲線下面積の増大等により、副作用が増強される。］

２．妊婦、妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授

乳婦等への投与」の項参照）

＊【組成・性状】

【効能・効果】
○関節リウマチ

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

活動性を有し、比較的発症早期の関節リウマチに対して使

用すること。

＊【用法・用量】
通常他の消炎鎮痛剤等とともに、ロベンザリットナトリウムと

して成人１日量２４０�を３回に分割経口投与する。
なお、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

遅効性であるため従来より投与している消炎鎮痛剤等を適

宜併用すること。

【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）

�腎障害又はその既往歴のある患者［血中半減期の延長、血
中濃度・時間曲線下面積の増大等により、副作用が増強さ

れる。］

�肝障害のある患者［本剤の一部は肝臓で代謝されるため、
これらの患者では高い血中濃度で推移する可能性がある。］

�消化性潰瘍又はその既往歴のある患者［本剤投与により消
化器系副作用がみられ、さらに本剤は非ステロイド系消炎

鎮痛剤と併用されることから、注意を要する。］

２．重要な基本的注意

本剤投与中は腎機能、肝機能等の検査を定期的に実施するこ

とが望ましい。

３．相互作用

併用注意（併用に注意すること）

本剤は血漿蛋白結合率が高いので、他剤との併用により、本

剤または併用薬剤の作用が増強されるおそれがある。

４．副作用

総症例数７,４７２例中、９２６例（１２.４％）１,３８８件に副作用が認め

られた。主な副作用は、腹痛２５６件（３.３４％）、食欲不振１６６

件（２.２２％）、嘔気１２１件（１.６２％）、発疹１０９件（１.４６％）、口

内乾燥９７件（１.３０％）、�痒８４件（１.１２％）であった。（再審
査終了時）

�重大な副作用
急性腎不全（０.１％未満）、間質性腎炎（頻度不明）、腎性尿

崩症（０.１％未満）等の重篤な腎障害：これらの副作用があ

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。

�その他の副作用
以下のような副作用が認められた場合には、減量・休薬な

ど適切な処置を行うこと。

注１）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
８７１１４９

錠４０� 錠８０�
承 認 番 号 １６１００AMZ０１１０１ １６１００AMZ０１１０２
薬 価 収 載 １９８６年６月 １９８６年６月
販 売 開 始 １９８６年６月 １９８６年６月
再審査結果 １９９４年３月 １９９４年３月



二重盲検試験 一般臨床試験 計

全 症 例 数 １２４ ５１８ ６４２

症例
内訳

判定症例数 １０８ ４８８ ５９６

判定不能症例数 １６ ３０ ４６

臨床
効果

有効
以上

有効症例数
／判定症例数

３６／１０８
（３３.３％）

１４４／４８８
（２９.５％）

１８０／５９６
（３０.２％）

やや有
効以上

有効症例数
／判定症例数

６７／１０８
（６２.０％）

２６２／４８８
（５３.７％）

３２９／５９６
（５５.２％）

５．高齢者への投与

本剤は主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が

低下していることが多いため、高い血中濃度で推移する可能

性があり、かつ副作用発現も高い傾向にあるので、少量から

開始するなど、定期的な腎機能検査を行いながら慎重に投与

すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与

�妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこ
と。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。な

お、動物実験（ラット）で胎児への移行が認められている。］

�授乳中の婦人に投与する場合は、授乳を避けさせること。
［動物実験（ラット）で乳汁中への移行が認められている。］

７．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。］

【薬物動態】
健康成人男子１４名に８０�錠を１錠経口投与した場合消化管より
速やかに吸収され、血中濃度は１.９時間後にピークに達し、最

高血中濃度は２０.５�／mLであった。また、血中濃度の半減期は

９.４時間であり、投与後２４時間までに未変化体として３０.８％、エ

ステルグルクロナイドとして２６.５％が尿中に排泄された１）。ヒ

ト血漿蛋白（in vitro）に対する結合率は９９％以上であった２）。

【臨床成績】
１．全国８７施設において実施された第３相試験６４２例の試験結果

は次のとおりであった。

２．インドメタシン７５�／日を基礎療法におき、本剤２４０�／日投

与の効果を inert placebo 投与群と比較した二重盲検試験の

結果、有用性が認められた３）。

【薬効薬理】
１．関節リウマチ類似の各種炎症モデルに対する作用

�アジュバント関節炎ラットにみられる諸症状（二次炎症）
の発症を抑制する４）。

�NZB／WF１マウスにおける自然発症腎炎（蛋白尿の排泄、
腎組織病変等）を防止し、著しい延命効果がみられる５）。

また胸腺細胞障害性自然自己抗体の産生や抗DNA抗体、

抗核抗体の出現を抑制する６）。

�MRL／�マウスにみられる多発性関節炎・腎炎（糸球体を
中心とする組織の病変、免疫複合体の沈着、関節・滑膜・

軟骨組織の病変）の発症を防止する７）。

２．抗体産生系に対する作用

遺伝的免疫不全のNZB／WF１マウス６）やコルヒチン処置マウ

ス８）にみられるサプレッサーT細胞の活性低下を回復させ

る。

３．消炎鎮痛作用等

カラゲニン足蹠浮腫及び肉芽腫等の急性炎症（ラット）に対

し全く抑制作用を示さず、また、酢酸writhing 法及び熱板

法（マウス）による鎮痛作用もない９）。さらには PGE２生合

成阻害作用（ラット、in vitro）もなく、PCA反応（ラット、

モルモット）及び補体活性化反応（in vitro）等のアレルギー

性反応に対してもほとんど影響がなかった９，１０）。

＊【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：Lobenzarit Sodium（JAN）

化学名：Disodium２‐［（２‐carboxylatophenyl）amino］‐４‐

chlorobenzoate

構造式：

分子式：C１４H８ClNNa２O４
分子量：３３５.６５

性 状：白色～微黄白色の結晶性の粉末である。

水にやや溶けやすく、エタノール（９９.５）にほとんど

溶けない。

【包 装】
＊＊４０�錠：１００錠（PTP）、５００錠（PTP）
８０�錠：１００錠（PTP）、５００錠（PTP）
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