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エテンザミド「ヨシダ」

エテンザミド「ヨシダ」　※

※※2017年 4 月改訂（第 5版）
　※2008年 7 月改訂（第 4版）

貯　　法： 密閉容器、室温保存
使用期限： 外箱等に記載

日本標準商品分類番号
8 7 1 1 4 3

承 認 番 号 （63AM）0390
薬 価 収 載 1988 年 3 月
販 売 開 始 1988 年 4 月
再評価結果 1994 年 9 月

解熱鎮痛剤

【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
1.　 消化性潰瘍のある患者〔消化性潰瘍を悪化させるおそれ
がある。〕
2.　 重篤な血液の異常のある患者〔血液の異常を悪化させる
おそれがある。〕
3.　 重篤な肝障害のある患者〔肝障害を悪化させるおそれが
ある。〕
4.　 重篤な腎障害のある患者〔腎障害を悪化させるおそれが
ある。〕
5.　 重篤な心機能不全のある患者〔心機能を悪化させるおそ
れがある。〕
6.　 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
7.　 アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘
息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔喘息発作を
誘発するおそれがある。〕

【組成・性状】
1.  組　成
本剤1g中、日局エテンザミド1gを含む。

2.  製剤の性状
本剤は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
本剤はメタノール、エタノール（95）又はアセトンにやや溶
けやすく、水にほとんど溶けない。
本剤は約105℃で僅かに昇華し始める。

【効能・効果】【用法・用量】
解熱鎮痛剤の調剤に用いる。

【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） 消化性潰瘍の既往歴のある患者〔消化性潰瘍を再発させ
るおそれがある。〕

（2） 血液の異常又はその既往歴のある患者〔血液の異常を悪
化又は再発させるおそれがある。〕

（3） 出血傾向のある患者〔血小板機能異常が起こることがある。〕
（4） 肝障害又はその既往歴のある患者〔肝障害を悪化又は再
発させるおそれがある。〕

（5） 腎障害又はその既往歴のある患者〔腎障害を悪化又は再
発させるおそれがある。〕

（6） 心機能異常のある患者〔心機能を悪化させるおそれがある。〕
（7） 過敏症の既往歴のある患者
（8） 気管支喘息のある患者〔アスピリン喘息を誘発するおそ
れがある。〕

（9） 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕
2.  重要な基本的注意
（1） サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米
国においてサリチル酸製剤とライ症候群との関連性を示
す疫学調査報告があるので、本剤を15歳未満の水痘、イ
ンフルエンザの患者に投与しないことを原則とするが、
やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の
患者の状態を十分に観察すること。

※※

〔ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフル
エンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障
害、痙攣（急性脳浮腫）と肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミ
トコンドリア変形、AST（GOT）・ALT（GPT）・LDH・
CK（CPK）の急激上昇、高アンモニア血症、低プロトロン
ビン血症、低血糖症等の症状が短期間に発現する高死亡
率の病態である〕

（2） 解熱鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であ
ることに留意すること。

（3） 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮
すること。
1） 疼痛、発熱の程度を考慮し投与すること。
2） 原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。
3） 原因療法があればこれを行うこと。

（4） 患者の状態を十分観察し、副作用の発現に留意すること。
過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあ
るので、特に高熱を伴う小児及び高齢者又は消耗性疾患の
患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。

（5） 感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染による炎
症に対して用いる場合には適切な抗菌剤を併用し、観
察を十分に行い慎重に投与すること。

（6） 他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。
（7） 高齢者及び小児には副作用の発現に特に注意し、必要最
小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

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

クマリン系抗
凝血剤
ワルファリン

クマリン系抗凝血剤
（ワルファリン）の作
用を増強するおそれ
があるので、用量を
調節するなど注意す
ること。

本剤は血漿蛋白に結
合したクマリン系抗
凝血剤と置換し、遊
離させる。

リチウム製剤 血中リチウム濃度を
上昇させ、リチウム
中毒を起こすおそれ
があるので血中のリ
チウム濃度に注意し、
必要があれば減量す
ること。

本剤は腎のプロスタ
グランジン生合成を
抑制し、腎血流量を
減少させることによ
り、リチウムの腎排
泄を低下させる。

チアジド系利
尿剤

チアジド系利尿剤の
作用を減弱するおそ
れがある。

本剤は腎のプロスタ
グランジン生合成を
抑制し、チアジド系
利尿剤の作用を減弱
させることがある。

（裏面に続く）

Ethenzamide
エテンザミド
日 本 薬 局 方
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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。

種類＼頻度 5％以上又は頻度不明 0.1～5％未満

長期・大量
投与注1）

過呼吸、貧血、腎障
害、肝障害

過敏症注2） 発疹、浮腫、喘息発作
等

精神神経系注2） 耳鳴、難聴、めまい
等

血　液注3） 血小板機能低下
（出血時間の延長）

消化器 食欲不振、胸やけ、胃
痛、悪心・嘔吐等

消化管潰瘍の悪化

注 1）　 観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合に
は投与を中止すること。

注 2）　 減量又は投与を中止すること。
注 3）　 慎重に投与すること。
5.  高齢者への投与
高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投与
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。（「2. 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
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。［サリチル酸系製剤（アスピリン等）には動物実験で催
奇形作用が報告されているものがある。］

7.  小児等への投与
未熟児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確
立していない。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

8.  その他の注意
非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性に
おいて一時的な不妊が認められたとの報告がある。

【薬効薬理】
アスピリンと同じく、作用本体はサリチル酸であり、酸性非ス
テロイド性抗炎症薬としての作用を現す。即ち、プロスタグラ
ンジン生合成の律速酵素であるシクロオキシゲナーゼ（COX）
を阻害し、プロスタグランジンの産生を抑制することによ
り、抗炎症作用、解熱作用、鎮痛作用を現す。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：エテンザミド (Ethenzamide)
化学名：2-Ethoxybenzamide
分子式：C9H11NO2
分子量：165.19
構造式：

【包　装】
500g

※※

【主要文献】
第十七改正日本薬局方解説書C-902 廣川書店（2016）

【文献請求先】
吉田製薬株式会社　学術部
〒164-0011  東京都中野区中央 5－1－10

TEL　0 3－3 3 8 1－2 0 0 4
FAX 0 3－3 3 8 1－7 7 2 8

※※



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ec30b954c18cea005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


