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̶ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。使用前に必ずお読みください。 ̶

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）
1.  尿閉を有する患者［抗コリン作用により排尿時の膀胱収縮が抑制され、
症状が悪化するおそれがある。］

2.  閉塞隅角緑内障の患者［抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状が悪化
するおそれがある。］

3.  重篤な心疾患のある患者［抗コリン作用により頻脈、心悸亢進を起こし
心臓の仕事量が増加するおそれがある。］

4.  幽門、十二指腸又は腸管が閉塞している患者及び麻痺性イレウスのある
患者［抗コリン作用により胃腸の平滑筋の収縮及び運動が抑制され、症状が
悪化するおそれがある。］

5.  胃アトニー又は腸アトニーのある患者［抗コリン作用により消化管運動が
低下するため症状が悪化するおそれがある。］

6.  重症筋無力症の患者［抗コリン作用により筋緊張の低下がみられ症状が
悪化するおそれがある。］

7.  本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
8. 授乳婦［動物実験（ラット）で乳汁移行が認められている。］（「妊婦、産婦、
授乳婦等への投与」の項参照）

新医薬品の「使用上の注意」の解説

製造販売元

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408



はじめに

　下部尿路症状でみられるような頻尿、尿失禁、尿意切迫感などの蓄尿症状は、尿排出症状に
比べて日常生活における支障度が高いと言われています。頻尿、尿失禁の診察において、近年、
自覚症状およびQOL (Qual i ty  o f  l i fe )  が重要な評価項目であるとの認識から、尿意切迫感に
重きを置いた評価が行われてきており、それに従い、尿意切迫感を特徴とする過活動膀胱
(Overact ive Bladder ;以下「OAB」)という疾患概念が提唱されています。
　OAB治療の中心は薬物療法であり、なかでも膀胱の不随意収縮にコリン作動性の機序が関与
していることより、ムスカリン受容体拮抗薬（抗コリン薬）が治療の主体となっています。
　OAB治療の第一選択薬である抗コリン薬は、OAB症状およびQOLに対する有効性が実証され
ている一方で、唾液腺、腸管および毛様体筋等のムスカリン受容体にも作用するため、口内乾燥、
便秘および霧視等をもたらします。
　本邦の抗コリン薬としてはオキシブチニン塩酸塩、コハク酸ソリフェナシンや酒石酸トルテロジン等が
上市されています。オキシブチニン塩酸塩は、排尿障害治療の経口剤として1988年から本邦で発売
されていますが、1日3回投与が必要であり、口内乾燥等の抗コリン性副作用が認められています。
　一方、オキシブチニン塩酸塩徐放錠は、急激な血中濃度の上昇が抑制されることより、抗コリン性
副作用を低減できることが報告されています1）。また、経皮吸収型製剤では、安定した血中濃度が
維持され、また初回通過効果を回避できることから、抗コリン性副作用の要因の一つであるとされている
オキシブチニンの代謝物（N-desethyloxybutynin：以下「DEO」と略）の血中濃度が低く抑えられ、
抗コリン性副作用（特に口内乾燥）の低減が期待できることが報告されています2,3）。
　欧米ではオキシブチニンのパッチ剤およびゲル剤が承認されており、前述した経口剤の問題点に対応
した剤形の選択が可能となっていますが、本邦では上市されていませんでした。本邦でも、OAB
治療における口内乾燥等の抗コリン性副作用を低減することは、重要な課題であり、またOABでは
高齢患者も多く存在していることから、嚥下障害など生理機能を考慮した薬剤の選択が重要となり
ます。
　これらのことから、久光製薬株式会社は、オキシブチニン塩酸塩を有効成分とする、１日１回
貼り替えタイプの経皮吸収型過活動膀胱治療剤「ネオキシテープ」の開発を行いました。
　国内臨床試験では、第Ⅱ相比較試験および第Ⅲ相比較試験において、OABに伴う尿意切迫感、
頻尿および切迫性尿失禁に対しプラセボと比較して有意な改善が認められました。
　第Ⅲ相長期投与試験においても52週間投与した際の効果は減弱することなく持続しており、
本剤の有効性が確認されました。QOL評価についても、第Ⅱ相比較試験および第Ⅲ相比較試験に
おいてプラセボに比較して改善が認められ、また安全性に問題がないことを確認しました。
　本解説書では、添付文書の使用上の注意を項目毎に解説しております。本剤の適正使用の一助に
なれば幸甚に存じます。なお、本剤の使用に際しましては、添付文書およびインタビューフォームも
ご参照ください。

1）Sathyan G, Chancellor MB, Gupta SK. Effect of OROS, controlled-release delivery on the 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of oxybutynin chloride. Br J Clin Pharmacol 
2001; 52: 409- 417.

2）Appell RA, Chancellor MB, Zobrist RH, Thomas H, Sanders SW. Pharmacokinetics, 
metabolism, and saliva output during transdermal and extended-release oral oxybutynin 
administration in healthy subjects. Mayo Clin Proc 2003; 78: 696- 702.

3）Davila GW, Daugherty CA, Sanders SW, A short-term, multicenter, randomized 
double-blind dose titration study of the efficacy and anticholinergic side effects of 
transdermal compared to immediate release oral oxybutynin treatment of patients with 
urge urinary incontinence. J Urol 2001; 166: 140-145.
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 【効能・効果】

解説

　本剤は、ムスカリン受容体拮抗（抗コリン）作用によって膀胱排尿筋の収縮を抑制すると

考えられています。本剤は、過活動膀胱患者を対象にした本邦での第Ⅲ相比較試験において、

平均尿意切迫感回数の変化量および平均切迫性尿失禁回数の変化量においても改善効果が示され

ました。また、第Ⅲ相長期投与試験の投与後 52 週の結果においても、持続した改善効果が

認められました。以上より、本剤の【効能・効果】を「過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿

及び切迫性尿失禁」と設定しました。

過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁
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【用法・用量】

解説

　健康成人男子を対象とした第Ⅰ相単回投与試験において、オキシブチニン塩酸塩のtmaxは24時間

付近であったことから、反復投与時の定常状態において血中濃度の変動幅を小さくすることを意図

した用法として1日1回の投与が最適であると考えました。

　第Ⅱ相比較試験では、OAB患者を対象にプラセボ、本薬73.5mg又は105mgを1日1回8週間

投与した際の有効性および安全性を検討しました。その結果、有効性主要評価項目である平均排

尿回数の最終評価時変化量は、プラセボ群‒1.19 回/day、本薬73.5mg群‒1.87 回/dayおよび

105mg群‒1.80回/dayであり、最大対比法により用量反応性を検討した結果（有意水準片側2.5％）、

対比（プラセボ群: 73.5mg群: 105mg群=2:‒1:‒1）の用量反応性が認められました。また、群間

比較を行った結果、73.5mg群、105mg群ともプラセボ群と比較して有意な減少が認められました

（有意水準両側5%、t検定）。

　また、有効性副次評価項目である平均尿意切迫感回数の変化量および平均切迫性尿失禁回数の

変化量においても、同様の用量反応性が認められました。

　一方、安全性の評価においては、73.5mg群および105mg群における貼付部位の有害事象は、

プラセボ群と比較して高く発現し、特に、貼付部位皮膚炎は、73.5mg群よりも105mg群で高く発現

しました。

　以上より、有効性および安全性の面から総合的に至適用量は73.5mgと判断しました。

・貼付部位

　第Ⅱ相貼付部位検討試験において、健康成人男女を対象に4部位4期クロスオーバー法により、

本剤を同一被験者の下腹部、腰部、大腿部および上腕部にそれぞれ24時間単回投与した際の血漿中

薬物動態を検討しました。その結果、オキシブチニンおよびDEOのAUC0-tおよびCmaxは、下腹部、

腰部、大腿部、投与時よりも上腕部貼付時に高い傾向が認められました。

　この結果から安全性・忍容性を検討し、本剤の第Ⅲ相比較試験および第Ⅲ相長期投与試験は、

上腕部を除く下腹部、腰部および大腿部を貼付部位として実施しました。その結果、本剤の有効

性および安全性が確認されたことから、本剤の貼付部位を「下腹部、腰部又は大腿部のいずれ

か」としました。

通常、成人に対し本剤 1 日 1 回、1 枚（オキシブチニン塩酸塩として 73.5mg）を下腹部、

腰部又は大腿部のいずれかに貼付し、24 時間毎に貼り替える。
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解説

１．本剤の抗コリン作用により、排尿時の膀胱収縮が抑制され、症状を悪化させる可能性があ

りますので、尿閉を有する患者には使用しないでください。

２．閉塞隅角緑内障は、房水を排出する部分である隅角が狭くなり、ついには閉塞してしまう

ために、房水の流出が障害され眼圧が上昇する緑内障です。本剤の抗コリン作用により、

虹彩根部によって隅角が閉塞されて眼圧が上昇し、症状が悪化する可能性がありますので、

使用しないでください。

３．本剤は抗コリン作用を有することから心負荷を増加させることが考えられます。また、カルシウム

拮抗作用を有することから、通常では影響しないと考えられる投与量でも重篤な心疾患の

ある患者に投与した場合には心臓に対して何らかの影響を与える可能性がありますので、

使用しないでください。

４．本剤の抗コリン作用により、胃腸の平滑筋の収縮および運動が抑制され、症状が悪化する

可能性がありますので、使用しないでください。

【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

1.  尿閉を有する患者［抗コリン作用により排尿時の膀胱収縮が抑制され、症状が悪化する

おそれがある。］

2. 閉塞隅角緑内障の患者［抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状が悪化するおそれがあ

る。］

3. 重篤な心疾患のある患者［抗コリン作用により頻脈、心悸亢進を起こし心臓の仕事量が

増加するおそれがある。］

4. 幽門、十二指腸又は腸管が閉塞している患者及び麻痺性イレウスのある患者［抗コリン

作用により胃腸の平滑筋の収縮及び運動が抑制され、症状が悪化するおそれがある。］

5. 胃アトニー又は腸アトニーのある患者［抗コリン作用により消化管運動が低下するため症

状が悪化するおそれがある。］

6. 重症筋無力症の患者［抗コリン作用により筋緊張の低下がみられ症状が悪化するおそれ

がある。］

7. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

8. 授乳婦［動物実験（ラット）で乳汁移行が認められている。］（「妊婦、産婦、授乳婦等

への投与」の項参照）
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５．胃アトニーは胃壁の筋緊張が減弱した状態、腸アトニーは腸管壁の緊張が低下し腸管が弛緩

した状態ですので、抗コリン作用による消化管運動抑制の結果、症状をさらに増悪させる

可能性がありますので、使用しないでください。

６．重症筋無力症は主に神経筋接合部の後シナプス膜にあるアセチルコリン受容体を標的とした

自己免疫疾患で、神経伝達の障害により筋肉の易疲労性や日内変動を特徴とした筋力低下

を呈します。

　　本剤の重症筋無力症の患者に対する影響は明らかではありませんが、抗コリン作用により

筋緊張の低下を来たし、重症筋無力症を増悪させることが考えられますので、使用しない

でください。

７．本剤の成分に対して過敏症の既往歴がある患者においては、本剤の貼付によって過敏症を

起こす可能性がありますので、使用しないでください。

８．動物実験（ラット）で乳汁への移行が報告されていることから、授乳期における出生児へ

の影響を考慮して、授乳中の女性には使用しないこととしました。
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 ≪効能・効果に関連する使用上の注意≫

解説

１．OAB の診断は、臨床症状に基づいた確認に加え、過活動膀胱診療ガイドラインに「OAB

の診断は、症状の確認と他の疾患の除外でなされる」と記載されているように 1）、OAB と

類似した症状を呈する疾患（尿路感染症、尿路結石、膀胱癌や前立腺癌などの下部尿路

における新生物等）の鑑別、除外が必要とされています。類薬を参考に、本剤を使用すべ

きでない疾患について注意喚起するために設定しました。

２．前立腺肥大症などの下部尿路閉塞疾患を合併している患者では、抗コリン薬投与により排

尿筋が弛緩し、尿閉、排尿困難などの排出障害の悪化が危惧されます。下部尿路閉塞疾

患を合併している OAB 患者に対する初期治療が安全に行われるよう注意喚起するために、

類薬を参考に設定しました。 

1）日本排尿機能学会過活動膀胱ガイドライン作成委員会編集 . 過活動膀胱診療ガイドライン

（第 1 版）, ブラックウェルパブリッシング , 2005

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞

1.  本剤を適用する際、十分な問診により臨床症状を確認するとともに、類似の症状を呈する

疾患（尿路感染症、尿路結石、膀胱癌や前立腺癌等の下部尿路における新生物等）が

あることに留意し、尿検査等により除外診断を実施すること。なお、必要に応じて専門的な

検査も考慮すること。

2. 下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症等）を合併している患者では、それに対する治療を

優先させること。
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 ≪用法・用量に関連する使用上の注意≫

解説

　本剤の臨床試験において、適用部位皮膚炎が 46.6%（545/1,169 例）、適用部位紅斑が

4.5％（53/1,169 例）と高頻度で発現したことより、本剤による皮膚症状の発現を可能な限り

防止するため設定しました。

　なお、臨床試験において発現した適用部位皮膚炎および適用部位紅斑の重症度は、その大部分が

軽度であり、長期投与に伴う発現率の遅発的な上昇はみられていません。

 

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

本剤の貼付による皮膚刺激を避けるため、貼付箇所を毎回変更すること。［臨床試験において、

本剤の貼付により高頻度に適用部位の皮膚症状が認められている。］（「副作用」の項参照）
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使用上の注意

1. 慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

解説

(1)  前立腺肥大症などの下部尿路閉塞疾患を合併している患者へ本薬を使用した場合、抗コリン

作用により排尿時の膀胱収縮が抑制され、尿閉、排尿困難などの排出障害を誘発する可能性が

あることから設定しました。

(2) 甲状腺機能亢進症は、甲状腺における持続的な甲状腺ホルモンの合成・分泌が亢進して

血中甲状腺ホルモンが上昇している状態です。臨床症状としては発汗、体重減少、イライ

ラ感、頻脈、動悸、心房細動、心不全等が認められます。

　　これらの症状は交感神経興奮状態に類似しており、抗コリン作用が精神神経系・循環器症状を

増悪させる可能性が考えられること、また抗コリン作用を有する多くの薬剤に慎重投与と記載

されていることを考慮し、本剤も慎重投与として設定しました。

(3) うっ血性心不全は、「心機能障害」の一つで、心臓弁膜症、心筋梗塞、心筋症などさまざまな

原因により心臓のポンプ機能が低下することにより引き起こされます。心臓が全身に血液を

十分送り出すことができなくなると、肺にうっ血が生じ、息苦しさ、むくみ、疲れやすさなどさま

ざまな症状が発現し、さらに急激な体重増加、脈拍の増加、尿量の減少などが引き起こされます。

　　本薬の抗コリン作用によりうっ血性心不全で低下した左室機能を代償するための交感神経系の

亢進作用を更に亢進させる可能性があることから設定しました。

(1) 下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症等）を合併している患者［抗コリン作用により、尿閉を

誘発するおそれがある。］ 

(2)  甲状腺機能亢進症の患者［抗コリン作用により、頻脈等の交感神経興奮症状が悪化する

おそれがある。］

(3) うっ血性心不全の患者［代償性交感神経系の亢進を更に亢進させるおそれがある。］

(4) 不整脈のある患者［頻脈性の不整脈を有している患者では、副交感神経遮断作用により

交感神経が優位にたち、心拍数の増加等が起こるおそれがある。］

(5) 潰瘍性大腸炎の患者［中毒性巨大結腸があらわれるおそれがある。］

(6) 高温環境にある患者［抗コリン作用により発汗抑制が起こり、外部の温度上昇に対する

不耐性が生じて、急激に体温が上昇するおそれがある。］

(7) 重篤な肝障害のある患者［主として肝で代謝されるため、副作用が発現しやすくなるおそれ

がある。］

(8) 重篤な腎障害のある患者［腎排泄が遅延するおそれがある。］

(9) パーキンソン症状又は脳血管障害のある患者［症状の悪化あるいは精神神経症状があらわ

れるおそれがある。］

(10) 認知症又は認知機能障害のある患者［抗コリン作用により、症状が悪化するおそれがある。］
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(4) 頻脈性の不整脈を有している患者では、本薬の副交感神経遮断作用により交感神経が優位

にたち、心拍数の増加等が起こる可能性があることから設定しました。

(5) 潰瘍性大腸炎は原因不明の腸管の慢性炎症（非特異性腸炎）です。直腸から上行性に連続

してびまん性炎症を起こし、粘膜層や粘膜下層にびらんを形成します。持続性、反復性の

粘血便、血便、下痢便、腹痛を訴え、重症になると中毒性巨大結腸症（結腸の異常な拡張）、

穿孔、大出血、腸閉塞などが発現し、手術適応となります。

　　本剤による悪化事例はありませんが、類薬において中毒性巨大結腸が発現するおそれがある

ことから慎重投与に設定されていることを考慮し、本剤においても発現する可能性が否定

できないため設定しました。

(6) 本薬の抗コリン作用により発汗抑制が起こり、外部の温度上昇に対する不耐性が生じて、

急激に体温が上昇する可能性があることから設定しました。

(7) OAB 患者を対象とした本剤の臨床試験（第Ⅱ相比較試験、第Ⅲ相比較試験および第Ⅲ相長期

投与試験）において、肝機能障害有無別で有害事象発現率は同程度〈肝機能障害なし

82.4%（857/1040 例）、肝機能障害あり 83.6%（107/128 例）〉であり、また臨床的に

大きな問題となる有害事象は認められませんでした。

　　血漿中オキシブチニン濃度については、第Ⅲ相長期投与試験において、投与後 12、28 及び

52 週の平均値 （標準偏差）は、肝機能障害ありの場合、それぞれ 6.5（5.1）、5.6（5.4）及び

4.5（3.2）ng/mL、肝機能障害なしの場合、それぞれ 6.0（4.6）、5.6（5.4）及び 5.4（5.9）ng/mLであり、

肝機能障害の有無で大きな違いは認められませんでした。また、重症度分類のグレード注）

の上昇とともに血漿中オキシブチニン濃度が増加する明確な傾向も認められませんでした。

　　しかし、重度の肝機能障害を有する患者における使用経験が少ないこと、オキシブチニン

は肝代謝型の薬物であること、また、既承認のオキシブチニン塩酸塩経口剤においても注

意喚起されていることから、重篤な肝機能障害を有する患者には慎重に投与すべきである

と考え、「重篤な肝障害のある患者」を慎重投与としました。

(8) OAB 患者を対象とした本剤の臨床試験（第Ⅱ相比較試験、第Ⅲ相比較試験および第Ⅲ相長期

投与試験）において、腎機能障害有無別で有害事象発現率は同程度〈腎機能障害なし

82.5%（835/1012 例）、腎機能障害あり 82.7%（129/156 例）〉であり、また臨床的

に大きな問題となる有害事象は認められませんでした。

　　血漿中オキシブチニン濃度については、第Ⅲ相長期投与試験において、投与後 12、28 及び

52 週の平均値（標準偏差）は、腎機能障害ありの場合、それぞれ 7.0（5.0）、6.5（4.2）及び

5.5（3.9）ng/mL、腎機能障害なしの場合、それぞれ 5.9（4.6）、5.4（5.6）及び 5.3（6.0）ng/mLであり、

腎機能障害の有無で大きな違いは認められませんでした。また、重症度分類のグレード注）

上昇とともに血漿中オキシブチニン濃度が増加する明確な傾向も認められませんでした。
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　　しかし、重度の腎機能障害を有する患者における使用経験は少なく、また、既承認のオキシ

ブチニン塩酸塩経口剤においても注意喚起されていることから、重篤な腎機能障害を有する

患者には慎重に投与すべきであると考え、「重篤な腎障害のある患者」を慎重投与としました。

注）「医薬品等の副作用の重篤度分類基準について」（平成 4年 6月29日、薬安第 80号）の重篤

度分類による

(9) 類薬においてパーキンソン症状あるいはパーキンソン症候群の増悪等が報告されていること

から、パーキンソン症状を設定しました。また、脳血管障害 ( 脳梗塞、脳出血あるいはその

後遺症 ) を主とする脳疾患を合併している患者では、パーキンソニズムの要因となりうる病態を

あわせ持つことが多く、注意が必要と思われます。

(10) 認知症又は認知機能障害のある患者では、本剤の抗コリン作用により症状が悪化するおそれ

があるので、慎重投与としました。
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使用上の注意（つづき）

2.重要な基本的注意

解説

( 1 )本剤の臨床試験において、副作用として浮動性めまい4例（0.3％）、傾眠5例（0.4％）、視力障害1例

（0.1％）、回転性めまい1例（0.1％）が報告されています。本剤投与中に眼調節障害が発現する可能性

があり、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事する場合には注意するよう設定しました。

(2) 前立腺肥大症等の下部尿路閉塞疾患を有する患者に対して本剤を使用した際に尿閉等の発現

を抑えるため、類薬を参考に設定しました。

(3) 過活動膀胱診療ガイドラインに、OABとは「尿意切迫感を有し、通常は頻尿および夜間頻尿を

伴い、切迫性尿失禁を伴うこともあれば伴わないこともある状態。」と定義されております1）。

このため、過活動膀胱の自覚症状を明確に認識できない認知症又は認知機能障害患者は過

活動膀胱と診断されず、本剤の投与対象とはなりません。

(4) 本剤投与により効果が認められない場合は、漫然と本剤を長期間投与することは適切でない

ため、設定しました。

(5) 本剤の臨床試験において、適用部位皮膚炎が46.6%（545/1,169例）、適用部位紅斑が4.5％

（53/1,169例）と高頻度で発現しています。

　　本剤による皮膚症状の発現を可能な限り防止するには、貼付箇所を毎回変更する必要があるた

め設定しました。また、皮膚症状があらわれた場合には、ステロイド外用剤又は抗ヒスタミン外用

剤等を使用するか、本剤の一時休薬又は使用を中止するなど適切な処置を行う必要があります。

1）日本排尿機能学会過活動膀胱ガイドライン作成委員会編集 . 過活動膀胱診療ガイドライン

（第 1 版）, ブラックウェルパブリッシング , 2005

(1)  眼調節障害（視力障害、霧視等）、めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤使

用中の患者には、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に注意させること。

(2) 前立腺肥大症等の下部尿路閉塞疾患を有する患者に対しては、本剤使用前に残尿量測

定を実施し、必要に応じて、専門的な検査をすること。使用後は残尿量の増加に注意し、

十分な経過観察を行うこと。

(3) 過活動膀胱の症状を明確に認識できない認知症又は認知機能障害患者は本剤の使用対

象とはならない。

(4) 本剤使用により効果が認められない場合には、漫然と使用せず、適切な治療を考慮すること。

(5) 本剤の貼付により皮膚症状があらわれることがあるため、貼付箇所を毎回変更すること。

皮膚症状があらわれた場合には、ステロイド外用剤又は抗ヒスタミン外用剤等を使用す

るか、本剤の一時休薬又は使用を中止するなど適切な処置を行うこと。
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使用上の注意（つづき）

3. 相互作用

解説

抗コリン剤、三環系抗うつ剤、フェノチアジン系薬剤、モノアミン酸化酵素阻害剤

　｢抗コリン剤｣および抗コリン作用を有する｢三環系抗うつ薬｣、｢フェノチアジン系薬剤｣との併用に

より、抗コリン作用が増強される可能性があります。

　また、｢モノアミン酸化酵素阻害剤｣は、抗コリン作用を有する多くの薬剤に共通して記載され

ています。「モノアミン酸化酵素阻害剤｣は神経伝達物質であるカテコールアミンおよびセロトニンの

分解を阻害してシナプスの利用効果率を高めるため、アドレナリン様作用が二次的に増加すると

考えられます。

CYP3A4 を阻害する薬剤

　オキシブチニンの代謝には CYP3A4 および CYP3A5 が関与しているため 1,2）、各薬物代謝酵

素の阻害剤を記載しました。

　CYP3A4および CYP3A5を用いてオキシブチニンの N - 脱エチル化阻害活性を検討した結果、

ケトコナゾールはいずれもほぼ完全に阻害し、イトラコナゾールは CYP3A4 活性を 62％、CYP3A5

活性を 33％阻害したとの報告があります 1)。

　また、臨床試験において、18～34歳の健康な男女5名に、イトラコナゾール200mgを1日1回、

4 日間反復投与し、その 4 日目にオキシブチニン 5mg を経口投与した場合、24 時間までの血清中

オキシブチニンの Cmax および AUC0-t は、イトラコナゾールを投与しなかった群と比べ、それぞれ

約 2 倍上昇したとの報告があります 3）。

　これらより、CYP3A4 および CYP3A5 阻害作用を有するケトコナゾールやイトラコナゾール等を

併用したとき、血中オキシブチニン濃度が上昇する可能性が考えられ、併用には注意が必要と考えら

れるため、設定しました。

本剤は、主として肝の薬物代謝酵素 CYP3A4 及び CYP3A5 により代謝される。
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併用注意（併用に注意すること）

抗コリン剤

三環系抗うつ剤

フェノチアジン系薬剤

モノアミン酸化酵素阻害剤

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

口内乾燥、便秘、排尿

困難、目のかすみ等が

あらわれるおそれがあ

る。

抗コリン作用が増強される

おそれがある。

CYP3A4 を阻害する薬剤

　ケトコナゾール

　イトラコナゾール等

口内乾燥、便秘、排尿

困難等があらわれるお

それがある。

これらの薬剤は CYP3A4

を強力に阻害し、併用に

より本剤の血中濃度が上

昇する可能性がある。
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使用上の注意（つづき）

4. 副作用

解説

国内臨床試験における副作用発現状況をまとめました。

＜副作用発現頻度＞

　国内臨床試験において 1,169 例中、743 例（63.6%）に副作用（臨床検査値異常を含む）

が認められました。

　その主なものは適用部位皮膚炎 545 例（46.6%）、口内乾燥 98 例（8.4%）、適用部位紅斑 53 例

（4.5%）、適用部位そう痒感 29 例（2.5%）、便秘 25 例（2.1%）、好酸球百分率増加 36 例（3.1%）

等でした。国内臨床試験での副作用発現頻度については、下表を参照してください。

総症例 1,169 例中、743 例（63.6%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。

その主なものは適用部位皮膚炎 545 例（46.6%）、口内乾燥 98 例（8.4%）、適用部位紅

斑 53 例（4.5%）、適用部位そう痒感 29 例（2.5%）、便秘 25 例（2.1%）、好酸球百分

率増加 36 例（3.1%）等であった。（承認時）
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発現事象（SOC/PT） 発現例数 発現率（%）
全体
感染症および寄生虫症
　膀胱炎
　適用部位蜂巣炎
神経系障害
　頭痛
　浮動性めまい
　傾眠
　肋間神経痛
　味覚異常
　神経痛
　三叉神経痛
眼障害
　結膜炎
　眼乾燥
　眼瞼浮腫
　網膜剥離
　増殖性網膜症
　視力障害
耳および迷路障害
　回転性めまい
　耳鳴
心臓障害
　心室性期外収縮
　動悸
　狭心症
　第一度房室ブロック
　期外収縮

743
7
6
1
14
1
4
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
8
4
1
1
1
1

63.6
0.6
0.5
0.1
1.2
0.1
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.7
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

国内臨床試験での副作用発現状況
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血管障害
　潮紅
　ほてり
呼吸器、胸郭および縦隔障害
　咳嗽
　喘息
　痰貯留
胃腸障害
　口内乾燥
　便秘
　胃炎
　上腹部痛
　下痢
　口内炎
　口唇炎
　消化不良
　腹部不快感
　腹痛
　胃食道逆流性疾患
　悪心
　腹部膨満
　胃拡張
　胃潰瘍
　舌炎
　嘔吐
肝胆道系障害
　肝炎
皮膚および皮下組織障害
　湿疹
　蕁麻疹
　そう痒症
　発汗障害
　アレルギー性皮膚炎
　乾皮症
　薬疹
　皮膚乾燥
　全身性皮疹
　全身性そう痒症
筋骨格系および結合組織障害
　背部痛
　筋肉痛
　筋骨格硬直
腎および尿路障害
　排尿困難
　尿閉
　膀胱拡大
一般・全身障害および投与部位の状態
　適用部位皮膚炎
　適用部位紅斑
　適用部位そう痒感
　倦怠感
　適用部位湿疹
　疼痛
　口渇
　適用部位刺激感
　胸部不快感
　適用部位乾燥

2
1
1
3
1
1
1
134
98
25
5
7
4
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
11
8
2
1
625
545
53
29
2
2
1
1
1
1
1

0.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
11.5
8.4
2.1
0.4
0.6
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.9
0.7
0.2
0.1
53.5
46.6
4.5
2.5
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

発現事象（SOC/PT） 発現例数 発現率（%）



- 15 -

臨床検査
　好酸球百分率増加
　単球百分率増加
　尿中白血球陽性
　リンパ球百分率減少
　尿中蛋白陽性
　白血球数増加
　細菌検査陽性
　血中コレステロール増加
　白血球数減少
　好中球百分率増加
　血中乳酸脱水素酵素増加
　尿中ブドウ糖陽性
　アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加
　γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加
　尿中赤血球陽性
　好中球百分率減少
　抱合ビリルビン増加
　血中ビリルビン増加
　好塩基球百分率増加
　尿中ウロビリノーゲン増加
　アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加
　血中クレアチニン増加
　血小板数増加
　血中カリウム増加
　血中クレアチニン減少
　残尿量増加
　血中尿酸増加
　血中コレステロール減少
　血中尿素増加
　血中尿酸減少
　血中乳酸脱水素酵素減少
　血中アルカリホスファターゼ増加
　血圧上昇
　血中カリウム減少
　心電図ＳＴ部分上昇
　心電図ＱＴ延長

176
36
21
5
15
7
15
4
9
16
11
14
1
11
10
5
9
4
6
6
8
7
4
5
1
1
7
4
2
2
2
5
2
1
1
1
1

15.1
3.1
1.8
0.4
1.3
0.6
1.3
0.3
0.8
1.4
0.9
1.2
0.1
0.9
0.9
0.4
0.8
0.3
0.5
0.5
0.7
0.6
0.3
0.4
0.1
0.1
0.6
0.3
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

MedDRA/J　Ver.14.1

発現事象（SOC/PT） 発現例数 発現率（%）



使用上の注意（つづき）

4. 副作用（つづき）

解説

(1) 重大な副作用

　　既承認のオキシブチニン塩酸塩経口製剤（以下、同成分薬）の添付文書を参考に記載しました。

 1 )  血小板減少

　通常、血小板数 10 万 /mm3 以下になると血小板減少症といい、5 万 /mm3 以下になると出

血傾向が認められるようになります。症状は出血傾向（四肢の紫斑、点状出血、口腔内粘膜出血、

鼻出血、歯肉出血、眼球結膜下出血、血尿など）が主体となります。脳出血後の頭痛、意識障

害、運動・知覚障害を始めとする神経症状、眼底出血による視力障害、過剰の生理出血や消化

管出血による出血性貧血に伴う症状（動悸、息切れ、めまい、倦怠感、微熱、冷感など）など

も挙げられます。また、消化管、尿路出血時には腹痛、嘔気、嘔吐が認められることもあります。

主な治療法として

１．疑われる医薬品の投与を直ちに中止する。（多くは無治療で中止後 5～8 日で血小板数は回復する）

２．出血傾向や血小板減少が重篤の場合は、副腎皮質ステロイドホルモン、γ-グロブリン大量療法、等

を行う。

３．著しい出血時には血小板輸血

が挙げられます。1)

　OAB患者を対象とした本剤の臨床試験において、血小板減少の発現はみられませんでしたが、

同成分薬の添付文書を参考に記載しました。

 2 )  麻痺性イレウス

　麻痺性イレウスは、徐々に出現する嘔気、嘔吐、著しい便秘、腹部膨満等の自覚症状を認

めます。腹痛は軽度であり、持続痛で疝痛は原則ありません。一般的に機械的イレウスよりも

軽度なことが多く、原因となった医薬品等を取り除くことに主眼をおくべきであり、原因が取り

除かれれば予後は良好なことが多いといわれています。

(1) 重大な副作用

1) 血小板減少（頻度不明）：血小板減少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、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2)  麻痺性イレウス（頻度不明）：麻痺性イレウスがあらわれることがあるので、観察を十分

に行い、著しい便秘、腹部膨満等があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を

行うこと。

3)  尿閉（頻度不明）：尿閉があらわれることがあるので、観察を十分に行い、症状があら

われた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。
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　麻痺性イレウスが疑われた場合には、直ちに投薬を中止してください。診断が確定すれば、

絶飲、絶食、補液、腸管運動改善薬（パントテン酸製剤、プロスタグランジン F2α製剤、

ワゴスチグミン）の投与、胃管挿入など一般的な保存的治療で対応してください。原因が医薬品

である場合は、医薬品の投与を中止すると麻痺性イレウスは治癒することが多いといわれてい

ます。

　なお、重篤な病態では腸管穿孔を誘発する可能性があるので、注意を払う必要があります。

腸管穿孔、腹腔内膿瘍などで内科的治療での回復が望めない場合には、外科的療法の選択と

なります 2）。

　OAB 患者を対象とした本剤の臨床試験において、麻痺性イレウスの発現はみられませんでし

たが、抗コリン作用により、胃腸平滑筋の収縮および運動が抑制され、麻痺性イレウスが発現

する可能性がありますので、同成分薬の添付文書を参考に記載しました。

 3 )  尿閉

　膀胱まで移送された尿が尿道より排泄できない状態を尿閉といいます 3)。強い尿意あるい

は下腹痛を伴い、超音波検査により尿の充満した膀胱を容易に確認することができます。尿閉状態

で膀胱内に多量の尿が充満し、膀胱の蓄尿機能を凌駕すると、尿道から溢れる状態で尿が持続的

に漏れてくることがあります（溢流性尿失禁）。

　薬剤による尿閉・排尿困難の病態は、膀胱収縮力の低下あるいは尿道抵抗の増大です。

膀胱排尿筋にはムスカリン受容体が豊富に存在し、ムスカリン受容体刺激により排尿筋収縮を

惹起しますが、抗コリン作用を有する薬剤の投与により、排尿筋収縮力の低下が起こることが

あります。また尿道および膀胱頸部には交感神経α受容体が豊富に存在するため、交感神経α受容体

刺激作用を有する薬剤の投与により尿道抵抗が増大することがあります。尿道抵抗の増大した

前立腺肥大症に罹患している高齢者の患者では、尿閉を発症しやすい傾向にありますので注意が

必要です。

　薬剤投与による尿閉・排尿困難では、まず排尿状態悪化に関与すると思われる薬剤を中止し

ます。次いで、尿閉に対しては、尿道からカテーテルを膀胱内に挿入して、膀胱内の尿を導尿

することが必要です 4)。

　尿閉は、第Ⅲ相長期投与試験において 2 例［0.5%（2/432 例）］みられたものの、いずれ

もMedDRA / J  Ver.  14.1 により「尿閉」と読み替えられた事象であり、医師記載名は「残尿感」

でした。いずれも抗コリン作用による OAB 治療薬で重大な副作用とされている「尿閉」とは異なる

症状で、また重症度はいずれも軽度であり、残尿量の異常変動はみられておらず、導尿処置等

も不要であったことから特段の臨床上の注意を要するものではないと考えられました。しかしな

がら、抗コリン作用により、尿閉が発現する可能性がありますので、同成分薬の添付文書を参考に

記載しました。

1) 重篤副作用疾患別対応マニュアル　血小板減少症、平成 19 年 6 月（厚生労働省）

2) 重篤副作用疾患別対応マニュアル　麻痺性イレウス、平成 20 年 4 月（厚生労働省）

3) 医学書院　医学大辞典　第 2 版

4) 重篤副作用疾患別対応マニュアル　尿閉・排尿困難、平成 21 年 5 月（厚生労働省）
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使用上の注意（つづき）

4.副作用（つづき）

解説

　国内臨床試験において発現が認められた主な副作用を、5％以上、0.１～5％の頻度別に記載

しました。

・口内乾燥

　ムスカリン M3 受容体への抗コリン作用により、唾液腺への唾液分泌抑制作用を示し、口腔

内が乾燥します。

　本剤の臨床試験において、口内乾燥の発現率は 8.4%（98/1,169 例）でした。

(2)  その他の副作用

　注）このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
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消化器

精神

神経系

泌尿器・

腎臓

皮膚

循環器

過敏症注）

肝臓

血液

その他

口内乾燥

適用部位皮膚炎

便秘、上腹部痛、胃炎、下痢、口内炎、口唇炎、消化不良、腹痛

傾眠、浮動性めまい

排尿困難、膀胱炎、残尿、尿中蛋白陽性、尿中白血球陽性、

尿中赤血球陽性

適用部位紅斑、適用部位そう痒感、適用部位湿疹、発汗障害

心室性期外収縮

蕁麻疹、湿疹

AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇、γ-GTP上昇、血中ビリル

ビン上昇、尿中ウロビリノーゲン上昇

好酸球増加、単球増加、白血球数増加、白血球数減少、リン

パ球減少、好中球増加、好中球減少、好塩基球増加、血小板

数増加

倦怠感、LDH増加、LDH減少、血中コレステロール増加

5%以上頻度種類 0.1%以上5%未満



・適用部位皮膚炎

　本剤の臨床試験で認められた有害事象のうち適用部位皮膚炎の発現率が最も高く 46.6%

(545/1,169 例 ) であり、いずれも本剤との因果関係が否定できず副作用と判断されました。適用

部位皮膚炎の重症度は大部分が軽度であり、高度はみられませんでした ( 軽度 42.2%、中等度

4.5%)。適用部位皮膚炎のうち投与中止に至った症例は 5.8%(68/1,169 例 ) であり、その他

は皮膚症状が発現した箇所への連続投与を避けることにより、継続投与が可能でした。

　そこで、医療現場にて本剤による皮膚症状の発現リスクを可能な限り抑えるため、用法・用量の

項に「通常、成人に対し本剤１日１回、１枚（オキシブチニン塩酸塩として 73.5mg）を下腹部、

腰部又は大腿部のいずれかに貼付し、24 時間毎に貼り替える。」と記載し、用法・用量に関連

する使用上の注意の項に「本剤の貼付による皮膚刺激を避けるため、貼付箇所を毎回変更する

こと。」と記載し、注意喚起しました。

局所刺激性試験

ウサギ皮膚一次刺激性試験

JW 系雌性ウサギ（１群６羽）を用いて、本剤、プラセボ及び絆創膏（各サイズ：2.5cm×2.5cm）を

刈剃毛した背部皮膚（正常皮膚と損傷皮膚２箇所）に 48 時間貼付し、Draize 基準により皮

膚一次刺激性を評価しました。

本剤、プラセボ及び絆創膏の皮膚一次刺激性指数は、それぞれ 2.1（中等度刺激物）、0.8（軽度刺激物）

及び 1.1（軽度刺激物）でした。

ウサギ 14 日間皮膚累積刺激性試験

JW 系雌性ウサギ（１群６羽）を用いて、本剤、プラセボ及び絆創膏（各サイズ：2.5cm×2.5cm）を

刈剃毛した背部皮膚（正常皮膚と損傷皮膚２箇所）に１日１回 24 時間、14 日間貼付し、

Draize 基準により皮膚累積刺激性を評価しました。

本剤、プラセボ及び絆創膏の最高総平均評点は、それぞれ 10.7（貼付６日目）、7.0（貼付７日目）

及び 6.7（貼付７日目）でした。各観察時点における本剤の平均評点は、プラセボ及び絆創膏

より高い評点でした。各群の皮膚反応は貼付終了時まで継続して認められ、最終貼付終了後の

総平均評点は、本剤、プラセボ及び絆創膏それぞれ 6.3、5.2、5.3 でした。

以上の結果より、本剤は皮膚累積刺激性を有するものと判断されました。
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使用上の注意（つづき）

5. 高齢者への投与

解説

　一般に高齢者では肝機能、腎機能が低下していると考えられることから、高齢者への使用に

ついて注意喚起するために設定しました。

一般に高齢者では生理機能が低下しているので慎重に使用すること。
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6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

解説

　本剤のラットを用いた受胎能および着床までの初期胚発生に関する試験において、性周期の

異常、交尾率、受精率および受胎率の低値傾向が認められたものの、初期胚発生への影響は

認められませんでした。ラットおよびウサギを用いた胚・胎児発生に関する試験で、催奇形性は

認められませんでした。また、ラットを用いた出生前および出生以後の発生並びに母体の機能に

関する試験において、母動物の生殖機能および出生児への影響は認められませんでした。

　本剤に催奇形性は認められませんでしたが、妊婦での使用経験は少なく、妊娠中の投与に関する

安全性は確立していませんので、妊婦または妊娠している可能性のある女性には使用しないことが

望ましいと考えました。

　なお、［14C］オキシブチニン塩酸塩を妊娠ラットに経口投与したとき、胎児の組織中に分布が認

められましたが、その濃度は母動物の血中濃度の約 0.16～0.60 倍であったとの報告があります 1）。

①本剤の受胎能及び着床までの初期胚発生に関する試験（ラット）

　生殖機能に関する影響として、63mg/kg 群で性周期の異常、交尾率、受精率および受胎率の

低値傾向が認められました。初期胚発生への影響は認められませんでした。

②胚・胎児発生に関する試験（ラット、ウサギ）

　ラットおよびウサギにおいて、本剤に催奇形性は認められませんでした。

妊娠中の使用に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある

女性には使用しないことが望ましい。

動物実験（ラット）で乳汁への移行が報告されているので授乳中の女性には使用しないこと。
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ラット

動物種 投与経路 / 期間 投与量 * 試験結果（無毒性量）

0、6.93、21、
63mg/kg/ 日

（雌雄親動物）
一般毒性：21mg/kg/日
生殖機能：21mg/kg/日
（初期胚発生）
63mg/kg/日

経皮/
雄：交配2週間前～剖検日、
雌：交配2週間前～妊娠7日目

*：オキシブチニン塩酸塩として記載。本剤又は本剤プラセボを経皮投与した。

ラット

動物種 投与経路 / 期間 投与量 * 試験結果（無毒性量）

0、6.93、21、
63mg/kg/ 日

（母動物）
生殖機能：63mg/kg/日
（胚・胎児発生）
63mg/kg/日

（母動物）
生殖機能：33.6mg/kg/日
（胚・胎児発生）
33.6mg/kg/日

経皮 / 
妊娠7日目～妊娠17日目

ウサギ
0、4.2、8.4、
16.8、
33.6mg/kg/ 日

経皮 / 
妊娠6日目～妊娠18日目

*：オキシブチニン塩酸塩として記載。本剤又は本剤プラセボを経皮投与した。



③本剤の出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験（ラット）

　母動物の生殖機能および出生児への影響は認められませんでした。

　分娩 15 日目のラットに [14C] オキシブチニン塩酸塩溶液を 1mg/kg 単回経口投与したとき、

血中濃度の推移は、投与後 1 時間で最高値を示し、その後緩慢に低下しましたが、乳汁中濃

度は 6 時間で最高値を示し、投与後 24 時間でも血中濃度を超えることはなかったと報告され

ています。このように動物実験（ラット）で乳汁への移行が報告されています 1）。

　また、オキシブチニン経口製剤においても、動物で乳汁への移行が認められていることから、

授乳婦を禁忌とされています。

　これらのことから、本剤授乳中の女性には使用しないこととしました。

1）秋本義雄 . 小林秀子 . 篠崎豊 . 浦久保五郎 .　塩酸オキシブチニンの体内運命（第 1 報）　

ラット，イヌにおける吸収，分布及び排泄．医薬品研究　1984；15：519-535

ラット

動物種 投与経路 / 期間 投与量 * 試験結果（無毒性量）

0、6.93、21、
63mg/kg/ 日

（母動物）
生殖機能：63mg/kg/日
（出生児）
63mg/kg/日

経皮 / 
妊娠7日目～授乳20日目

*：オキシブチニン塩酸塩として記載。本剤又は本剤プラセボを経皮投与した。
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7. 小児等への投与

解説

　国内臨床試験において小児への使用例がなく、小児等に対する安全性は確立されていない

ため、設定しました。

低出生体重児、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（使用経

験がない）。
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使用上の注意（つづき）

8. 過量投与

解説

　過量投与による、尿閉、散瞳、興奮、頻脈等があらわれるおそれがあります。このような症

状が認められた場合の対処方法を参考として紹介していますが、患者の状態に合わせて、適切

な処置を行ってください。

症状：尿閉、散瞳、興奮、頻脈等

処置：本剤を貼付している場合には、直ちに本剤を剥離すること。尿閉に対しては導尿等、

散瞳に対してはピロカルピン投与等、各症状に応じて適切な処置を行うこと。
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使用上の注意（つづき）

9. 適用上の注意

解説

1)  貼付部位

(1)  本剤が衣服との摩擦ではがれるおそれがあることから注意喚起するために設定しました。

(2) 皮膚角質層の損傷により、本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があるため設定しました。損傷

皮膚においては正常皮膚に比べ、吸収が増大する可能性があります。

(3) 貼付部位を清潔に保つことにより、皮膚症状の発現を抑制するために設定した。また、本剤を

確実に皮膚に密着させるために設定しました。

貼付部位

(1)  衣服との摩擦ではがれるおそれがあるため、ベルトラインを避けること。

(2) 創傷面又は湿疹・皮膚炎等がみられる部位は避けて貼付すること。

(3) 貼付部位の皮膚を拭い、清潔な皮膚に本剤を貼付すること。また、貼付部位の水分は

十分に取り除くこと。

貼付時

(1)  本剤を使用するまでは包装袋を開封せず、開封後は速やかに貼付すること。

(2) 本剤を使用する際には、ライナーを剥がして使用すること。

(3) 本剤は 1 日毎に貼り替えるため、貼付開始時刻の設定にあたっては入浴等の時間を考

慮することが望ましい。

貼り替え時

(1)  本剤を剥離する際は皮膚の損傷を避けるため、ゆっくりと慎重に剥離すること。

(2) 本剤が途中ではがれ落ちた場合は、直ちに新たな本剤を貼付すること。また、次の貼り

替え予定時間には新たな本剤に貼り替えること。

(3) 皮膚刺激及び皮膚の角質層剥離等による血中濃度の上昇を避けるため、貼付箇所を毎

回変更し、繰り返し同一箇所には貼付しないこと。

保管・廃棄

(1)  本剤を小児の手の届かない場所に保管すること。

(2) 高温を避けて保管すること。

(3) 貼付 24 時間後も本剤の成分が残っているので、使用済みの製剤は接着面を内側にし

て折りたたみ、小児の手及び目の届かない所に安全に廃棄すること。

- 25 -



2)  貼付時

(1)  本剤の安定性は包装袋に入った状態で確認しているため、開封後は速やかに使用するよう

注意喚起するために設定しました。

(2) ライナーを剥がさずに使用した場合、有効成分が経皮吸収されず、治療効果が発現しません。

必ず、ライナーを剥がして使用するよう患者等に指導をしてください。

(3) 本剤は 1 日（約 24 時間）毎に貼り替えて使用する薬剤であるため、貼付開始時刻の設定に

あたっては入浴等の時間を考慮することが望ましいと考え設定しました。

3)  貼り替え時

(1)  急速に本剤を除去した場合に、皮膚へ損傷を与える可能性があり、注意喚起するために設定

しました。

(2) 本剤が途中で剥がれた場合、効果が減弱する可能性がありますので、注意喚起するために

設定しました。

(3) ラットにおいて、損傷皮膚においては正常皮膚に比べ吸収が増大する可能性が示唆されて

います。皮膚刺激および皮膚の角質層剥離等による血中濃度の上昇を避けるため、貼付箇所を

毎回変更する必要があります。また、繰り返し同一箇所には貼付しないように注意喚起する

必要がありますので、設定しました。

①単回経皮投与後の血中濃度（ラット、正常皮膚および損傷皮膚）

　ラットの背部正常皮膚および損傷皮膚に [14C] でラベルした本剤（6.2cm2）を 48 時間単回

経皮投与し、血中放射能濃度を測定した結果、損傷皮膚ラットにおける Cmax および AUC0-∞は

正常皮膚のそれぞれ 2.0 倍および 2.4 倍を示しました。

　また剥離後の製剤中に残存した放射能より算出した吸収率は、正常皮膚群で投与量の約 25％、

損傷皮膚群で約 40％でした（48 時間投与時の吸収率）。

4）保管・廃棄

(1) 小児の医薬品の誤使用による事故が多く報告されているため、小児の手の届かない場所に

保管するよう指導してください。

(2) 本剤は室温にて安定性が確認されていますので、30℃を超える場所に保管しないよう患者

等を指導してください。

(3) 本剤は貼付後も、主成分のオキシブチニン塩酸塩が残存していますので、製剤の膏体面を

合わせて廃棄するなどして、他の人が使用できないように廃棄するようご指導ください。特に、

小児の医薬品の誤使用による事故が多く報告されているため、小児の手の届かないところで

安全に処分する必要があります。
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フリーダイヤル　 ０１２０－３８１３３２

FAX    （０３）５２９３－１７２３

＜文献請求先・製品情報お問い合わせ先＞

久光製薬株式会社　学術部　お客様相談室
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