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112 催眠鎮静剤、抗不安剤

アルプラゾラム
（コンスタン、ソラナッ

クス）
注意 5 4 併用薬↑ 注意 1 6 併用薬↑

ゾピクロン （アモバン） 注意 5 4 併用薬↑

ブロチゾラム （レンドルミン） その他 4 併用薬↑ その他 6 併用薬↑

エチゾラム （デパス） その他 4 併用薬↑ その他 6 併用薬↑

クロルジアゼポキシド その他 6 併用薬↑

112 催眠鎮静剤、抗不安剤

トリアゾラム （ハルシオン） 併用禁忌 6 3 併用薬↑↑ 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

ミダゾラム
（ドルミカム、ミダフ

レッサ）
注意 7 3 併用薬↑ 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

エスタゾラム （ユーロジン） 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

クロラゼプ酸二カリウム （メンドン） 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

ジアゼパム （セルシン、ホリゾン） 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

フルラゼパム塩酸塩 （ダルメート） 併用禁忌 3 5 併用薬↑↑

クアゼパム （ドラール） その他 5 併用薬↑

112 催眠鎮静剤、抗不安剤

フェノバルビタール (フェノバール) 注意 23 11 本剤Z↓ 併用禁忌 8 14 本剤P(N・R）↓↓

113 抗てんかん剤

カルバマゼピン （テグレトール） 併用禁忌 20 11
本剤Z↓↓・

併用薬↑↑
併用禁忌 7 14 併用薬↑↑

113 抗てんかん剤

フェニトイン
（ヒダントール、アレ

ビアチン）
併用禁忌 21 11 本剤Z↓↓ 併用禁忌 8 14 本剤P(N・R）↓↓

ホスフェニトインナトリウム水和物 （ホストイン） 併用禁忌 21 11 本剤Z↓↓ 併用禁忌 8 14 本剤P(N・R）↓↓

プリミドン 注意 23 11 本剤Z↓ その他 14 本剤P(N・R）↓

113 抗てんかん剤

バルプロ酸ナトリウム （デパケン、セレニカ） 注意 10 15 併用薬↓

ラモトリギン （ラミクタール） 注意 10 15 併用薬↓

ゾコーバ パキロビッド
添付文書 手引き 添付文書 手引き
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113 抗てんかん剤

クロナゼパム
（リボトリール、ランド

セン）
その他 16 併用薬↑

114 解熱鎮痛消炎剤

アンピロキシカム （フルカム） 併用禁忌 1 1 併用薬↑↑

ピロキシカム （バキソ、フェルデン） 併用禁忌 1 1 併用薬↑↑

114 解熱鎮痛消炎剤

エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・

イソプロピルアンチピリン
（クリアミン） 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 併用薬↑↑

エルゴタミン系（まとめて再掲）

エルゴタミン 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 29 併用薬↑

エルゴメトリン 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 29 併用薬↑

ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 29 併用薬↑

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 29 併用薬↑

114 解熱鎮痛消炎剤

ブプレノルフィン塩酸塩 （レペタン） 注意 8 1 併用薬↑

114 解熱鎮痛消炎剤

トラマドール （トラマール）他 その他 2 併用薬：↑・M↓

116 抗パーキンソン剤

ブロモクリプチンメシル酸塩 （パーロデル） 注意 1 17 併用薬↑

117 精神神経用剤

ブロナンセリン （ロナセン） 併用禁忌 11 6 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 8 併用薬↑↑

ルラシドン塩酸塩 （ラツーダ） 併用禁忌 11 6 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 8 併用薬↑↑

117 精神神経用剤

クロザピン （クロザリル） その他 8 併用薬↑

(117) 代謝酵素基質薬、（精神神経用剤）

ピモジド （オーラップ） 併用禁忌 1 6 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 8 併用薬↑↑

117 精神神経用剤

クエチアピンフマル酸塩 （セロクエル） 注意 10 7 併用薬↑ 注意 1 9 併用薬↑
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117 精神神経用剤

アリピプラゾール （エビリファイ） 注意 10 8 併用薬↑ その他 10 併用薬↑

ハロペリドール （セレネース） 注意 10 8 併用薬↑

117 精神神経用剤

グアンファシン塩酸塩 （インチュニブ） 注意 5 10 併用薬↑ その他 13 併用薬↑

117 精神神経用剤

モダフィニル （モディオダール） その他 9 本剤 Z↓ その他 11 本剤P↓

117 精神神経用剤

ブレクスピプラゾール （レキサルティ） その他 8 併用薬↑ その他 10 併用薬↑

117 精神神経用剤

トラゾドン塩酸塩 （レスリン、デジレル） 注意 19 12 併用薬↑

119 その他の中枢神経系用薬

スボレキサント （ベルソムラ） 併用禁忌 13 5 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 7 併用薬↑↑

レンボレキサント （デエビゴ） その他 5 併用薬↑ その他 7 併用薬↑

119 その他の中枢神経系用薬

バルベナジントシル酸塩 （ジスバルカ） その他 12 併用薬↑・M↑

121 局所麻酔剤

リドカイン 注意 1 ※全身投与 21 併用薬↑

リドカイン塩酸塩 注意 1 併用薬↑

211 強心剤

ジゴキシン 注意 20 14 併用薬↑ 注意 13 19 併用薬↑

212 不整脈用剤

アミオダロン塩酸塩 （アンカロン） 併用禁忌 1 20 併用薬↑↑

キニジン硫酸塩水和物 併用禁忌 1 15 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 20 併用薬↑↑

フレカイニド酢酸塩 （タンボコール） 併用禁忌 1 20 併用薬↑↑

プロパフェノン塩酸塩 （プロノン） 併用禁忌 1 20 併用薬↑↑

ベプリジル塩酸塩水和物 （ベプリコール） 併用禁忌 1 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 20 併用薬↑↑

212 不整脈用剤

ジソピラミド （リスモダン） 注意 12 併用薬↑ その他 22 併用薬↑

メキシレチン （メキシチール） その他 22 併用薬↑
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213 利尿剤

トルバプタンリン酸エステルナトリウム （サムタス） その他 20 併用薬↑ その他 25 併用薬↑

214 血圧降下剤

アゼルニジピン （カルブロック） 併用禁忌 12 21 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 26 併用薬↑↑

アゼルニジピン・オルメサルタンメドキソ

ミル
（レザルタス配合錠） 併用禁忌 12 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 併用薬↑↑

フェロジピン （スプレンジール） 注意 9 21 併用薬↑ 注意 1 26 併用薬↑

ニフェジピン （セパミット） 注意 9 21 併用薬↑ 注意 1 26 併用薬↑

ベラパミル塩酸塩 （ワソラン） 注意 9 21 併用薬↑ 注意 1 26 併用薬↑

アムロジピンベシル酸塩
（アムロジン、ノルバ

スク）
注意 1 26 併用薬↑

ジルチアゼム塩酸塩 （ヘルベッサー） 注意 1 26 併用薬↑

ニカルジピン塩酸塩 （ペルジピン） 注意 1 26 併用薬↑

ニトレンジピン （バイロテンシン） 注意 1 26 併用薬↑

ニルバジピン （ニバジール） 注意 1 26 併用薬↑

214 血圧降下剤

エプレレノン （セララ） 併用禁忌 3 18 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 24 併用薬↑↑

214 血圧降下剤

アリスキレンフマル酸塩 （ラジレス） その他 22 併用薬↑ その他 27 併用薬↑

216 血管収縮剤

エレトリプタン臭化水素酸塩 （レルパックス） 注意 8 13 併用薬↑ 併用禁忌 1 18 併用薬↑↑

218 高脂血症用剤

シンバスタチン （リポバス） 併用禁忌 5 28 併用薬↑↑ 注意 1 32 併用薬↑

アトルバスタチンカルシウム水和物 （リピトール） 注意 6 28 併用薬↑ 注意 1 32 併用薬↑

218 高脂血症用剤

ロスバスタチンカルシウム （クレストール） 注意 21 29 併用薬↑ 注意 17 33 併用薬↑

218 高脂血症用剤

ロミタピドメシル酸塩 （ジャクスタピッド） 併用禁忌 15 30 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 34 併用薬↑↑

219 その他の循環器官用薬

イバブラジン塩酸塩 （コララン） 併用禁忌 8 17 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 23 併用薬↑↑
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219 その他の循環器官用薬

シルデナフィルクエン酸塩 （レバチオ） 注意 15 26 併用薬↑ 併用禁忌 1 30 併用薬↑↑

シルデナフィルクエン酸塩 (バイアグラ) 注意 15 26 併用薬↑ 注意 1 30 併用薬↑

タダラフィル （アドシルカ） 併用禁忌 14 26 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 30 併用薬↑↑

タダラフィル
（シアリス、ザル

ティア)
注意 15 26 併用薬↑ 注意 1 30 併用薬↑

219 その他の循環器官用薬

フィネレノン （ケレンディア） 併用禁忌 17 19 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 併用薬↑↑

219 その他の循環器官用薬

ボセンタン水和物 （トラクリア） 注意 22 23
本剤Z↓・

併用薬↑
注意 1 28 併用薬↑

219 その他の循環器官用薬

リオシグアト (アデムパス) 併用禁忌 19 27 併用薬↑↑ 併用禁忌 4 31 類薬・併用薬↑↑

219 その他の循環器官用薬

マシテンタン （オプスミット） その他 24 併用薬↑ その他 29 併用薬↑

224 鎮咳去痰剤

コデイン その他 37 併用薬：↑・M↓

225 気管支拡張剤

サルメテロールキシナホ酸塩 （セレベント） 注意 5 31 併用薬↑ 注意 1 36 併用薬↑

225 気管支拡張剤

テオフィリン 注意 6 35 併用薬↓

229　その他の呼吸器官用薬、132 耳鼻科用薬、239 その他の消化器官用薬、264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤

229 シクレソニド （オルベスコ） 注意 1 41 併用薬↑ その他 45 併用薬↑

229

132

フルチカゾンプロピオン酸エステ

ル

（フルタイド）

（フルナーゼ）
注意 2 45 併用薬↑

229

239
ブデソニド

（パルミコート）

（ゼンタコート）他
注意 1 34 併用薬↑ 注意 2 45 併用薬↑

229

132

264

モメタゾン

（アズマネックス）

（ナゾネックス）

（フルメタ）他

その他 45 併用薬↑
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231 止瀉剤、整腸剤

ロペラミド塩酸塩 （ロペミン） 注意 5 33 併用薬↑ 注意 14 39 併用薬↑

235 下剤、浣腸剤

ナルデメジントシル酸塩 （スインプロイク） その他 32 併用薬↑ その他 38 併用薬↑

239 その他の消化器官用薬

アプレピタント （イメンド） 注意 5 34 併用薬↑ その他 40 併用薬↑

ホスアプレピタントメグルミン （プロイメンド） その他 34 併用薬↑ その他 40 併用薬↑

ホスネツピタント （アロカリス） その他 34 併用薬↑ その他 40 併用薬↑

245 副腎ホルモン剤

デキサメタゾン （デカドロン）等 注意 1 34 併用薬↑ 注意 1 45 併用薬↑

トリアムシノロンアセトニド （レダコート） 注意 2 45 併用薬↑

メチルプレドニゾロン （ソル・メドロール） 注意 1 34 併用薬↑ その他 45 併用薬↑

ベタメタゾン （リンデロン） その他 45 併用薬↑

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオール安息香酸エステル 注意 6 43 併用薬↓

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エチニルエストラジオール 注意 6 43 併用薬↓

249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）ジエノゲスト （ディナゲスト） 注意 5 38 併用薬↑

249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）ミトタン （オペプリム） 併用禁忌 21 53 本剤Z↓↓ その他 58 本剤P↓

253 子宮収縮剤

エルゴメトリンマレイン酸塩 （パルタンM） 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 29 併用薬↑↑

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 （パルタン） 併用禁忌 4 25 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 29 併用薬↑↑

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 オキシブチニン塩酸塩 （ネオキシ） 注意 5 併用薬↑

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 トルテロジン酒石酸塩 （デトルシトール） 注意 5 40 併用薬↑

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 シロドシン （ユリーフ） その他 39 併用薬↑ その他 44 併用薬↑

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 タムスロシン （ハルナール） その他 44 併用薬↑

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 バルデナフィル塩酸塩水和物 （レビトラ） 併用禁忌 14 26 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 30 併用薬↑↑
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265 寄生性皮膚疾患用剤

ケトコナゾール※ （ニゾラール） 注意 1 65 併用薬↑

333 血液凝固阻止剤

アピキサバン （エリキュース） 注意 11 47 併用薬↑ 注意 24 その他 51 併用薬↑

ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩
（プラザキサ） 注意 19 47 併用薬↑ 注意 16 その他 51 併用薬↑

エドキサバン （リクシアナ） その他 47 併用薬↑ その他 51 併用薬↑

333 血液凝固阻止剤

リバーロキサバン （イグザレルト） 併用禁忌 18 46 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 50 併用薬↑↑

333 血液凝固阻止剤

ワルファリンカリウム （ワーファリン） 注意 11 45 併用薬↑ 注意 5 49 併用薬：変動

339 その他の血液・体液用薬

チカグレロル （ブリリンタ） 併用禁忌 2 48 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 その他 52 併用薬↑↑

339 その他の血液・体液用薬

シロスタゾール （プレタール） 注意 12 49 併用薬↑ 注意 1 その他 54 併用薬↑

339 その他の血液・体液用薬

クロピドグレル （プラビックス） 注意 23 その他 53 併用薬：M↓

クロピドグレル硫酸塩・アスピリン （コンプラビン） 注意 23 併用薬：M↓

394 痛風治療剤

コルヒチン（腎機能障害、肝機能障害） 禁忌 2.3 37 併用薬↑↑ 禁忌 2.3 42 併用薬↑↑

コルヒチン 注意 16 37 併用薬↑ 注意 1 42 併用薬↑

396 糖尿病用剤

サキサグリプチン水和物 （オングリザ） その他 50 併用薬↑ その他 55 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

アナモレリン塩酸塩 （エドルミズ） 併用禁忌 7 35 併用薬↑↑ その他 41 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

エベロリムス （サーティカン） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59, 61 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

シクロスポリン （ネオーラル） 注意 3 56 併用薬↑ 注意 1 61 併用薬↑

タクロリムス水和物 （プログラフ） 注意 3 56 併用薬↑ 注意 1 61 併用薬↑
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399 他に分類されない代謝性医薬品

シナカルセト塩酸塩 （レグパラ） 注意 5 36 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

エリグルスタット酒石酸塩 （サデルガ） その他 51 併用薬↑ その他 56 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

アバコパン （タブネオス） その他 52 併用薬↑ その他 57 併用薬↑

399 他に分類されない代謝性医薬品

トファシチニブクエン酸塩 （ゼルヤンツ） 注意 1 併用薬↑

ウパダシチニブ水和物 （リンヴォック） 注意 1 併用薬↑

422 代謝拮抗剤、399 他に分類されない代謝性医薬品

メトトレキサート
（メソトレキセート）

（リウマトレックス）
注意 24 55 併用薬↑

424 抗腫瘍性植物成分製剤

イリノテカン塩酸塩水和物
（カンプト、トポテシ

ン）
注意 18 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑

カバジタキセル （ジェブタナ） 注意 4 54 併用薬↑

ドセタキセル （タキソテール） 注意 4 54 併用薬↑

ビンクリスチン硫酸塩 （オンコビン） 注意 13 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑

ビンブラスチン硫酸塩 注意 13 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑

429 その他の腫瘍用薬

アキシチニブ （インライタ） 注意 4 54 併用薬↑

アパルタミド （アーリーダ） 併用禁忌 20 53
本剤Z↓↓・

併用薬↑↑
併用禁忌 6 58 併用薬↑↑

アファチニブマレイン酸塩 （ジオトリフ） 注意 15 60 併用薬↑

イブルチニブ （イムブルビカ） 併用禁忌 10 54 併用薬↑↑ 注意 3 59 併用薬↑

イマチニブメシル酸塩 （グリベック） 注意 4 54 併用薬↑

エルロチニブ塩酸塩 （タルセバ） 注意 4 54 併用薬↑

エンコラフェニブ （ビラフトビ） 注意 3 59 併用薬↑

エンザルタミド （イクスタンジ） 併用禁忌 21 53 本剤Z↓↓ その他 58 併用薬↑

クリゾチニブ （ザーコリ） 注意 4 54 併用薬↑

ゲフィチニブ （イレッサ） 注意 4 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑
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シロリムス （ラパリムス） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59 併用薬↑

スニチニブリンゴ酸塩 （スーテント） 注意 4 54 併用薬↑

ダサチニブ水和物 （スプリセル） 注意 4 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑

タモキシフェンクエン酸塩 （ノルバデックス） 注意 1 59 併用薬↑

テムシロリムス （トーリセル） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59 併用薬↑

トレミフェンクエン酸塩 （フェアストン） 注意 1 59 併用薬↑

ニロチニブ塩酸塩水和物 （タシグナ） 注意 4 54 併用薬↑ 注意 1 59 併用薬↑

パノビノスタット乳酸塩 （ファリーダック） 注意 4 54 併用薬↑

ベネトクラクス

〈再発又は難治性の慢性リンパ性白血

病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用

量漸増期〉

併用禁忌 9 54 併用薬↑↑ 併用禁忌 2 59 併用薬↑↑

ベネトクラクス 

〈再発又は難治性の慢性リンパ性白

血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)

の維持投与期、急性骨髄性白血病〉

注意 14 54 併用薬↑ 注意 4 59 併用薬↑

ボスチニブ水和物 （ボシュリフ） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59 併用薬↑

ポナチニブ塩酸塩 （アイクルシグ） 注意 4 54 併用薬↑

ボルテゾミブ （ベルケイド） 注意 4 54 併用薬↑

ラパチニブトシル酸塩水和物 （タイケルブ） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59 併用薬↑

ルキソリチニブリン酸塩 （ジャカビ） 注意 4 54 併用薬↑ その他 59 併用薬↑

アカラブルチニブ （カルケンス） その他 59 併用薬↑

アベマシクリブ （ベージニオ） その他 59 併用薬↑

エヌトレクチニブ （ロズリートレク） その他 57 併用薬↑

セリチニブ （ジカディア） その他 59 併用薬↑

セルペルカチニブ （レットヴィモ） その他 59 併用薬↑

ブリグチニブ （アルンブリグ） その他 59 併用薬↑

※同系統の他の薬物にも注意 その他 59 併用薬↑
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449 その他のアレルギー用薬

エバスチン （エバステル） その他 42 併用薬M↑↑ その他 46 併用薬：M↑↑

ルパタジン （ルパフィン） その他 43 併用薬↑↑ その他 47 併用薬↑↑

フェキソフェナジン （アレグラ） その他 44 併用薬↑ その他 48 併用薬↑

614 抗生物質製剤／主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

抗生物質製剤／主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するものエリスロマイシン （エリスロシン） 注意 1 61 併用薬↑

抗生物質製剤／主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するものクラリスロマイシン
（クラリス、クラリシッ

ド）
注意 1 61 併用薬↑

616 抗生物質製剤／主として抗酸菌に作用するもの

抗生物質製剤／主として抗酸菌に作用するものリファブチン （ミコブティン） 併用禁忌 16 58 併用薬↑↑ 併用禁忌 1 63 併用薬↑↑

抗生物質製剤／主として抗酸菌に作用するものリファンピシン (リファジン) 併用禁忌 21 57 本剤Z↓↓ 併用禁忌 8 62
本剤P↓↓

(N↓・R↓）

617 抗生物質製剤／主としてカビに作用するもの

抗生物質製剤／主としてカビに作用するものボリコナゾール (ブイフェンド) 併用禁忌 5 64 併用薬↓↓

625 抗ウイルス剤

アタザナビル硫酸塩　等 （レイアタッツ） 注意 21 68 併用薬↑

ホスアンプレナビル （レクシヴァ） その他 68 併用薬↑

ダルナビル （プリジスタナイーブ） その他 68 併用薬↑

エトラビリン （インテレンス） 注意 23 60 本剤Z↓ 注意 20 69 併用薬↓

ドラビリン （ピフェルトロ） その他 60 併用薬↑ その他 69 併用薬↓

ビクテグラビル／エムトリシタビン／テノ

ホビル
（ビクタルビ） その他 69 併用薬↓

エファビレンツ （ストックリン） 注意 23 60 本剤Z↓ 注意 12 69
本剤P(N・R）↑

・併用薬↑

グレカプレビル水和物・ピブ

レンタスビル
（マヴィレット） 注意 18 71 併用薬↑

ジドブジン （レトロビル） 注意 9 70 併用薬↓

ラルテグラビル （アイセントレス） その他 70 併用薬↓

ネビラピン （ビラミューン） 注意 11 69 本剤P(N・R）↓

マラビロク （シーエルセントリ） 注意 5 60 併用薬↑ 注意 22 69 併用薬↑

629 その他の化学療法剤
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イトラコナゾール （イトリゾール） 注意 17 59 併用薬↑ 注意 1 65 併用薬↑

フルコナゾール （ジフルカン） 注意 7 66 本剤P(N・R）↑

ホスフルコナゾール （プロジフ） 注意 7 66 本剤P(N・R）↑

ミコナゾール （フロリード） 注意 1 65 併用薬↑

641 抗原虫剤

キニーネ 注意 1 67 併用薬↑

811 あへんアルカロイド系麻薬

オキシコドン塩酸塩水和物 （オキノーム） 注意 2 2 併用薬↑ 注意 1 その他 4 併用薬↑

オキシコドン （オキノーム）他 その他 4 併用薬↑

821 合成麻薬

フェンタニル （デュロテップ）他 注意 2 2 併用薬↑ 注意 1 3 併用薬↑

フェンタニルクエン酸塩 （フェントステープ） 注意 2 2 併用薬↑ 注意 1 3 併用薬↑

メサドン塩酸塩 （メサペイン） 注意 2 2 併用薬↑

ペチジン その他 4 併用薬↑

食品等

セイヨウオトギリソウ（St.John'sWort、セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品
併用禁忌 8 72 本剤P(N・R）↓↓

タバコ 注意 8 73 本剤P(N・R）↓

グレープフルーツジュース その他 74 本剤P：変動

免責事項：詳細は、必ず出典の資料や最新の情報を確認してください M, 活性代謝物; Z, ゾコーバ; P, パキロビッド; N, ニルマトレルビル; R, リトナビル

参考資料 箇所, 添付文書や出典のセル番号（何番目のセルに記載されている）

ゾコーバ錠125mg 添付文書、2022年11月作成（第1版） 色付き文字=添付文書の記載内容（青字は経口抗ウイルス薬、赤字は併用薬に関する記載）、禁忌は太字・矢印2個

パキロビッドパック 添付文書、2023年2月改訂（第5版）

一般社団法人　日本医療薬学会：「ゾコーバ(エンシトレルビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き 」、第1版、2023年1月

一般社団法人　日本医療薬学会：「パキロビッドパック（ニルマトレルビル／リトナビル）の薬物相互作用マネジメントの手引き」、第1.1版、2022年5月　※橙色セルは前版からの変更点（追加）

　※「手引き」とあるのは、「日本医療薬学会の手引き」で「その他の注意を要する薬物」として記載されているものは、セル内に「その他」と記載


