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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。－ 

新医薬品の「使用上の注意」の解説 
 

選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤 

－2型糖尿病治療剤－ 

●劇薬、処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること 

 

Combination Tab. LD・HD
 

（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩配合錠） 

 

■警   告■ 

メトホルミンにより重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告されてい

る。乳酸アシドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。［「禁忌」の項参照］ 

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期的に腎機能や肝

機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の高齢者では、本剤投与の適否を慎

重に判断すること。［「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「高齢者への投与」の項参照］ 

 

■禁忌（次の患者には投与しないこと）■ 

(1)本剤の各成分又はビグアナイド系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者 

(2)次に示す患者［乳酸アシドーシスを起こしやすい。「重要な基本的注意」、「重大な副作用」

の項参照］ 

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者 

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m2未満）のある患者又は透析患者（腹膜透析

を含む）［腎臓における排泄が減少し、メトホルミンの血中濃度が上昇する。］ 

3)重度の肝機能障害のある患者［肝臓における乳酸の代謝能が低下する。］ 

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓等）のある患者及

びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある患者［嫌気的解糖の亢進により乳酸産

生が増加する。］ 

5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害のある患者、

経口摂取が困難な患者等） 

6)過度のアルコール摂取者［肝臓における乳酸の代謝能が低下する。また、脱水状態を来

すことがある。「併用禁忌」の項参照］ 

(3)重症ケトーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者［輸液及びインスリンによる

速やかな高血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない。］ 

(4)重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者［インスリンによる血糖管理が望まれるの

で本剤の投与は適さない。また、乳酸アシドーシスを起こしやすい。］ 

(5)栄養不良状態、飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全又は副腎機能不全の患者［低血

糖を起こすおそれがある。］ 

(6)妊婦又は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］ 

 
製造販売元    
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は じ め に 

 

メトアナ配合錠LD･HDは、アナグリプチン（ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害薬、以下DPP-4阻害薬）100mg

とメトホルミン塩酸塩（ビグアナイド薬、以下BG薬）250mg又は500mgを組み合わせた配合錠です。 

 

アナグリプチンは、株式会社三和化学研究所で創製され、2012年9月に製造販売承認を受けたインスリン分

泌促進系に分類されるDPP-4阻害薬です。メトホルミン塩酸塩はインスリン抵抗性改善系に分類されるBG薬で

す。2型糖尿病治療における両剤の併用療法は、各単剤療法で十分な血糖コントロールが得られない場合に

検討される選択肢の一つとなっています。 

一方で錠剤数の増加は、服薬アドヒアランス低下の懸念があります。配合錠は、各単剤による併用療法と比べ、

服薬する製剤の種類及び錠数が減少するため、患者のアドヒアランスの向上が期待できると考えられます1）。 

 

以上の背景から、1回の服薬錠数を1錠に減少可能なメトアナ配合錠は、服薬の利便性を高めてアドヒアラン

スを向上することで、良好な血糖コントロールに寄与すると考えられます。 

 

アナグリプチン又はメトホルミン塩酸塩単独療法で効果不十分な2型糖尿病患者に対して、それぞれメトホル

ミン塩酸塩又はアナグリプチンを追加投与した結果、いずれにおいても両剤併用の有効性及び安全性が示さ

れたことから、株式会社三和化学研究所は2017年11月にメトアナ配合錠LD･HDの承認申請を行い、2018年9

月21日に「2型糖尿病注）」という効能・効果で製造販売承認を受けました。 

 

本冊子では、本剤のご使用に際しての注意事項を各項ごとに解説いたしました。本剤の適正使用の一助と

なれば幸甚に存じます。 

 

 

注）ただし、アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献： 

1）日本糖尿病学会 編・著 ： 糖尿病治療ガイド2018-2019, 60, 文光堂, 2018 
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効能・効果 
 

2型糖尿病 

ただし、アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る 

 

＜解説＞ 

本剤の有効成分であるアナグリプチンとメトホルミン塩酸塩は、いずれも国内において2型糖尿病治療薬と

して広く使用されており、アナグリプチン（製品名：スイニー錠）承認時より、アナグリプチンとメトホルミン塩

酸塩の併用療法が可能となっています。 

国内で実施した生物学的同等性試験及び溶出試験において、本剤LD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸

塩として100mg/250mg）及びHD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/500mg）は、アナグリプチ

ン単剤及びメトホルミン塩酸塩単剤の併用と生物学的に同等であることが確認されました。また、メトホルミ

ン塩酸塩単剤又はアナグリプチン単剤投与による治療で効果不十分な2型糖尿病患者に対し、それぞれ

アナグリプチン又はメトホルミン塩酸塩を追加併用投与した時の有効性及び安全性が確認されたことから、

本剤の効能・効果を「2型糖尿病」としました。 

 

※臨床試験結果について、参考情報として巻末に掲載しましたので、併せてご参照ください。 

 

 

 

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞ 

(1)本剤を2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。 

(2)本剤LD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/250mg）については、原則として以下の場合に

使用を検討すること。 

・既にアナグリプチン100mg 1日2回及びメトホルミン塩酸塩250mg 1日2回を併用し状態が安定している

場合 

・アナグリプチン100mg 1日2回の単剤治療により効果不十分な場合 

・メトホルミン塩酸塩250mg 1日2回の単剤治療により効果不十分な場合 

(3)本剤HD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/500mg）については、原則として以下の場合

に使用を検討すること。 

・既にアナグリプチン100mg 1日2回及びメトホルミン塩酸塩500mg 1日2回を併用し状態が安定している

場合 

・アナグリプチン100mg 1日2回及びメトホルミン塩酸塩250mg 1日2回の治療により効果不十分な場合 

・メトホルミン塩酸塩500mg 1日2回の単剤治療により効果不十分な場合 

(4)本剤投与中において、本剤の投与がアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の各単剤の併用よりも適切

であるか慎重に判断すること。 

 

＜解説＞ 

(1)2型糖尿病治療においては、食事、運動などの生活習慣改善と1種類の薬剤の組み合わせで効果が得

られない場合、2種類以上の薬剤の併用を考慮することが推奨されているため、設定しました。 

(2)、(3)原則として、本剤の使用を検討する場合について記載しました。 
(4)アナグリプチン又はメトホルミン塩酸塩の用量調節が必要な患者など、各単剤の併用の方が適切であ

る場合が考えられるため、設定しました。 

 

  

4



- 4 - 

用法・用量 
 

通常、成人には1回1錠（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/250mg又は100mg/500mg）を1日

2回朝夕に経口投与する。 

 

＜解説＞ 

①投与回数及び投与時間帯 

本剤の投与回数は、アナグリプチンの投与回数が1日2回、メトホルミン塩酸塩の投与回数が1日2～3回

であることから、1日2回としました。また、投与時間帯は、アナグリプチンの用法にあわせて1日2回朝夕

としました。 

 

②食事の影響 

国内で実施した食事の影響試験において、本剤を投与した際のアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩

の薬物動態は食事により大きな影響を受けないことが示されたことから、本剤は食前及び食後のいずれ

においても投与可能と考えられました。 

 

③用量 

本剤におけるアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の配合用量は、各単剤の用法・用量及び処方状況

を基に設定しました。アナグリプチンとメトホルミン塩酸塩の併用療法において、処方割合が大きく、メト

ホルミン塩酸塩が主に1日2回で投与されている用量は、アナグリプチン200mg/日とメトホルミン塩酸塩

500mg/日の併用及びアナグリプチン200mg/日とメトホルミン塩酸塩1000mg/日の併用でした。これらの

1回投与量はそれぞれアナグリプチン100mgとメトホルミン塩酸塩250mg、アナグリプチン100mgとメトホル

ミン塩酸塩500mgであり、本剤のアナグリプチンとメトホルミン塩酸塩の配合用量は、100mg/250mg（本

剤LD）及び100mg/500mg（本剤HD）が適切と考えられました。 

 

以上より、本剤の用法・用量として「通常、成人には1回1錠（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として

100mg/250mg又は100mg/500mg）を1日2回朝夕に経口投与する。」を設定しました。 

 

 

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞ 

中等度の腎機能障害のある患者（eGFR 30mL/min/1.73m2以上60mL/min/1.73m2未満）では、メトホルミンの

血中濃度が上昇し、乳酸アシドーシスの発現リスクが高くなる可能性があるため、以下の点に注意すること。

特にeGFRが30mL/min/1.73m2以上45mL/min/1.73m2未満の患者には、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。［「重要な基本的注意」、「重大な副作用」、「薬物動態」の項参照］ 

•メトホルミン塩酸塩を少量より開始し、効果を観察しながら徐々に増量するなど、慎重に投与量を調節す

ることが必要であるため、本剤投与がアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の各単剤の併用療法より適

切であるか慎重に判断すること。 

•本剤に含まれるアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の量、下表に示すメトホルミン塩酸塩単剤の1日最

高投与量の目安も考慮して、本剤の投与量を決めること。 

 

（参考）中等度の腎機能障害のある患者におけるメトホルミン塩酸塩単剤の1日最高投与量の目安 

推算糸球体濾過量（eGFR） 

（mL/min/1.73m2） 

メトホルミン塩酸塩としての 

1日最高投与量の目安* 

45≦eGFR＜60 1500mg 

30≦eGFR＜45 750mg 

*メトホルミン塩酸塩単剤の承認用法は1日量を1日2～3回分割投与であるが、本剤（アナグリプチン/メト

ホルミン塩酸塩として100mg/250mg又は100mg/ 500mg）の承認用法は1回1錠を1日2回投与である。 

 

・投与中は、より頻回に腎機能（eGFR等）を確認するなど慎重に経過を観察し、投与の適否及び投与量の

調節を検討すること。 
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用法・用量 
 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

中等度の腎機能障害のある患者における腎機能に応じたメトホルミン塩酸塩としての1日最高投与量の目

安を設定した他、用法・用量を調節する上で特に注意すべき事項を記載しました。 

中等度の腎機能障害のある患者には、他のメトホルミン製剤との併用も含め、メトホルミン塩酸塩としての

1 日最高投与量の目安を超えない範囲での使用をご検討ください。なお、メトアナ配合錠 HD のメトホルミン

塩酸塩としての 1 日投与量は 1000mg であり、eGFR が 30mL/min/1.73m2 以上 45mL/min/1.73m2 未満の

患者におけるメトホルミン塩酸塩の 1 日最高投与量の目安 750mg を超えるため、当該患者へ投与する場

合は、メトアナ配合錠 LD（メトホルミン塩酸塩として 1 日投与量 500mg）の使用をご検討ください。 

 

＜参考＞ メトアナ配合錠 添付文書 「薬物動態」の項参照 

６．腎機能障害患者 

(2)メトホルミン塩酸塩（外国人における成績） 

腎機能正常者（Ccr：＞90mL/min）、軽度（Ccr：61～90mL/min）及び中等度（CcCr：31～60mL/min）の

腎機能障害者にメトホルミン塩酸塩850mgを空腹時に単回経口投与したときのメトホルミンの薬物動

態パラメータは以下のとおりであった。 

 Cmax(µg/mL) AUC0-∞(µg･h/mL) t1/2(h) CLR(mL/min) 

腎機能正常者（3例） 1.64±0.50 11.22±3.19 11.2±5.2 394.7±83.8 

軽度腎機能障害者（5例） 1.86±0.52 13.22±2.00 17.3±21.2 383.6±122.3 

中等度腎機能障害者(4例) 4.12±1.83 58.30±36.58 16.2±7.6 108.3±57.2 

CLR：腎クリアランス                                            平均値±標準偏差

 

 

 

警告 
 

メトホルミンにより重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告されている。乳酸ア

シドーシスを起こしやすい患者には投与しないこと。［「禁忌」の項参照］ 

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期的に腎機能や肝機能を確認

するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること。

［「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「高齢者への投与」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

メトホルミン塩酸塩において特に注意すべき副作用として乳酸アシドーシスが知られており、死亡に至った

例も報告されています。「禁忌」の項を参照いただき、リスクとなる疾患や状態を有する患者には投与しな

いでください。 

腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期的に腎・肝機能検査を行うな

ど慎重に投与してください。また、特に75歳以上の高齢者では、乳酸アシドーシスが多く報告されており、

予後も不良であるため、本剤投与の適否を慎重に判断してください。 
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禁忌（次の患者には投与しないこと） 
 

(1)本剤の各成分又はビグアナイド系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者 

 

＜解説＞ 

一般的な注意事項として設定しました。 

本剤の各成分又はビグアナイド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者に本剤を投与すると、再度過

敏症を起こす可能性が高いと考えられますので、本剤は投与しないでください。 

 

 

 

(2)次に示す患者［乳酸アシドーシスを起こしやすい。「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項参照］ 

1)乳酸アシドーシスの既往のある患者 

2)重度の腎機能障害（eGFR 30mL/min/1.73m2未満）のある患者又は透析患者（腹膜透析を含む）［腎

臓における排泄が減少し、メトホルミンの血中濃度が上昇する。］ 

3)重度の肝機能障害のある患者［肝臓における乳酸の代謝能が低下する。] 

4)心血管系、肺機能に高度の障害（ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓等）のある患者及びその他の

低酸素血症を伴いやすい状態にある患者［嫌気的解糖の亢進により乳酸産生が増加する。］ 

5)脱水症の患者又は脱水状態が懸念される患者（下痢、嘔吐等の胃腸障害のある患者、経口摂取が

困難な患者等） 

6)過度のアルコール摂取者［肝臓における乳酸の代謝能が低下する。また、脱水状態を来すことがあ

る。「併用禁忌」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

1)～6)は乳酸アシドーシスの発現リスクが高い疾患・状態であるため、本剤は投与しないでください。 

1)乳酸アシドーシスの既往歴のある患者は、乳酸アシドーシス発現のリスク因子を持っている可能性があ

り、再度乳酸アシドーシスを起こすおそれがあります。 

2)メトホルミン塩酸塩は代謝を受けず未変化体のまま腎臓から排泄されます。腎機能障害のある患者又は

透析患者では、腎臓におけるメトホルミン塩酸塩の排泄が減少し、メトホルミンの血中濃度が上昇するこ

とで、乳酸アシドーシスを起こすおそれがあります。 

3)乳酸は主に肝臓で代謝されます。肝機能障害のある患者では、肝臓における乳酸の代謝能が低下し、

乳酸の血中濃度が上昇するおそれがあります。 

4)これらの患者や状態では、嫌気的解糖が亢進し、乳酸産生が増加する可能性があります。また、循環不

全により肝臓における乳酸処理能が低下することで、乳酸アシドーシスを起こすおそれがあります。 

5)脱水状態から循環不全、組織低酸素状態に至り、乳酸アシドーシスが起こりやすくなります。 

6)アルコールは乳酸から糖への新生や肝臓における乳酸の代謝能を低下させる可能性があり、乳酸の血

中濃度が上昇するおそれがあります。 
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禁忌（次の患者には投与しないこと） 
 

(3)重症ケトーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者［輸液及びインスリンによる速やかな高

血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない。］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。経口血糖降下剤共通の

注意事項です。 

重症ケトーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者に対しては、輸液及びインスリンによる速

やかな高血糖の是正が必須となるため、本剤は投与しないでください。 

 

 

 

(4)重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者［インスリンによる血糖管理が望まれるので本剤の投

与は適さない。また、乳酸アシドーシスを起こしやすい。］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。経口血糖降下剤共通の

注意事項です。 

重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者は、インスリンによる血糖管理が望まれ、また、乳酸アシドーシ

スを起こすおそれがあることから、本剤は投与しないでください。 

 

 

 

(5)栄養不良状態、飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全又は副腎機能不全の患者［低血糖を起こす

おそれがある。］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

栄養不良状態、飢餓状態又は衰弱状態の患者では、血糖が低下しやすい状態にあり、低血糖を起こすお

それがあること、脳下垂体機能不全又は副腎機能不全の患者では、コルチゾールの分泌不足による低血

糖増悪のおそれがあることから、本剤は投与しないでください。 

 

 

 

(6)妊婦又は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］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

詳細は、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項を参照してください。  
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１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 
 

(1)軽度～中等度の腎機能障害［乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。「用法・用量に関連する使用上

の注意」、「重要な基本的注意」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

重度の腎機能障害のある患者又は透析患者（腹膜透析を含む）への本剤の投与は禁忌ですが、軽度～

中等度の腎機能障害のある患者においても慎重に投与してください。 

 

 

 

(2)軽度～中等度の肝機能障害［乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。「重要な基本的注意」の項参

照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

重度の肝機能障害のある患者への本剤の投与は禁忌ですが、軽度～中等度の肝機能障害のある患者

においても慎重に投与してください。 

 

 

 

(3)感染症［乳酸アシドーシスを起こすおそれがある。］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

重症感染症のある患者への本剤の投与は禁忌ですが、その他の感染症のある患者においても慎重に投

与してください。 

 

 

 

(4)高齢者［「高齢者への投与」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

高齢者は、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また、脱水症状を起こしやすいとされています。

これらの状態では乳酸アシドーシスを起こすおそれがあることから、慎重に投与してください。特に75歳以

上の高齢者では、乳酸アシドーシスが多く報告されており、予後も不良であるため、本剤投与の適否を慎

重に判断してください。 
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１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 
 

(5)ヨード造影剤、腎毒性の強い抗生物質、利尿作用を有する薬剤との併用［乳酸アシドーシスを起こすお

それがある。「併用注意」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

ヨード造影剤、腎毒性の強い抗生物質（ゲンタマイシン等）により、腎機能が急激に悪化する場合がありま

す。また、利尿作用を有する薬剤の使用により体液量が減少し、脱水状態になることがあります。このよう

な状態では乳酸アシドーシスを起こすおそれがあることから、慎重に投与してください。 

 

 

 

(6)スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤等の他の糖尿病用薬を投与中

［低血糖のリスクが増加するおそれがある。「重要な基本的注意」、「併用注意」、「副作用」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

本剤とスルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤を含む他の糖尿病用薬を併

用する場合には、血糖降下作用が増強され、低血糖のリスクが増加するおそれがあるので、慎重に投与

してください。特に低血糖のリスクが高いとされるスルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又は

インスリン製剤と併用する場合は、これらの薬剤の減量を検討してください。 

 

 

 

(7)不規則な食事摂取、食事摂取量の不足［低血糖を起こすおそれがある。］ 

(8)激しい筋肉運動［低血糖を起こすおそれがある。］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。経口血糖降下剤共通の

注意事項です。 

糖尿病治療において、これらの状態は低血糖を起こすおそれがあることから、一般的な注意事項として設

定しました。 

 

 

 

(9)腹部手術の既往又は腸閉塞の既往［腸閉塞を起こすおそれがある。「重大な副作用」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

腹部手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者では腸閉塞を起こすおそれがあるため、慎重に投与してく

ださい。 
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２．重要な基本的注意 
 

(1)本剤の使用にあたっては、患者及びその家族に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明

すること。特にスルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤と併用する場合、

低血糖のリスクが増加するおそれがある。これらの薬剤による低血糖のリスクを軽減するため、スルホ

ニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤と併用する場合には、スルホニルウレ

ア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤の減量を検討すること。［「慎重投与」、「相互作

用」、「副作用」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

本剤服用の際にめまい、空腹感、脱力感、冷汗、眠気、動悸、手指のふるえ等の低血糖症状があらわれ

た場合には、糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行うよう、患者及びその家族に対し十分に説明

してください。ただし、α-グルコシダーゼ阻害剤との併用により低血糖症状が認められた場合には、必ず

ブドウ糖を摂取するように説明してください。 

特にスルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進剤又はインスリン製剤と併用する場合には低血糖の

リスクが増加するおそれがあるため、これら薬剤の減量を検討してください。 

 

 

 

(2)アナグリプチンにより急性膵炎があらわれることがあるので、持続的な激しい腹痛、嘔吐等の初期症状

があらわれた場合には、速やかに医師の診察を受けるよう患者に指導すること。［「重大な副作用」の項

参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において急性膵炎は報告されませんでしたが、アナグリプチン錠の市販

後において急性膵炎が報告されています。持続的な激しい腹痛、嘔吐等の初期症状があらわれた場合に

は、速やかに医師の診察を受けるよう患者に指導してください。 
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２．重要な基本的注意 
 

(3)メトホルミンにより、まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがある。リスク因子としては、腎機能障

害、肝機能障害、低酸素血症を伴いやすい状態、脱水（利尿作用を有する薬剤の併用を含む）、過度

のアルコール摂取、感染症、高齢者等が知られている。特に、脱水、過度のアルコール摂取等により患

者の状態が急変することもあるので、以下の点に注意すること。［「重大な副作用」の項参照］ 

1)本剤の投与開始前及びその後も投与中は定期的に、腎機能（eGFR等）及び肝機能を確認するととも

に、患者の状態に十分注意して投与の適否及び投与量の調節を検討すること。なお、高齢者等、特

に慎重な経過観察が必要な場合にはより頻回に確認すること。［「禁忌」、「用法・用量に関連する使

用上の注意」、「高齢者への投与」の項参照］ 

2)脱水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。利尿作用を有する薬剤（利尿

剤、SGLT2阻害剤等）との併用時には、特に脱水に注意すること。［「併用注意」の項参照］ 

3)本剤の投与開始時及びその後も投与中は適切に、以下の内容を患者及びその家族に十分指導する

こと。 

・過度のアルコール摂取を避けること。［「禁忌」、「併用禁忌」の項参照」 

・発熱、下痢、嘔吐、食事摂取不良等の体調不良（シックデイ）の時は脱水状態が懸念されるため、い

ったん服用を中止し、医師に相談すること。［「禁忌」の項参照］ 

・乳酸アシドーシスの症状（胃腸障害、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等）があらわれた場合には、直ちに受

診すること。［「重大な副作用」の項参照］ 

4)ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、メトホルミンの併用により乳酸アシドーシスを起こ

すことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要が

ある場合を除く）。ヨード造影剤投与後48時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時に

は、患者の状態に注意すること。［「併用注意」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて、乳酸アシドーシスのリスク因子に対する重要な注意事項を

設定しました。 

メトホルミン塩酸塩を含有する医薬品での重篤な乳酸アシドーシスの国内副作用症例の多くは、既に添付

文書で注意喚起している既知のリスク因子を有していました。特に、食欲不振等の経口摂取不良による脱

水や過度のアルコール摂取等で、患者の状態が急変し乳酸アシドーシスを発現した症例が複数認められ

ています。患者の状態の急変により乳酸アシドーシスを起こすリスクを回避・軽減するためには、乳酸アシ

ドーシスの予防、初期症状、初期対応に関する患者教育がメトホルミン投与開始時及びその後も適切に行

われることが重要となります。 

 

参考: 

「医薬品等の安全性に係る調査結果報告書」（薬機発第0521033号 令和元年5月21日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000514143.pdf 
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２．重要な基本的注意 
 

(4)糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖

陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意するこ

と。 

(5)本剤の適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で効果が

不十分な場合に限り考慮すること。 

(6)本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性に

ついて注意を払うこと。本剤を2～3カ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治

療への変更を考慮すること。 

(7)投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効

果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、

常に投与継続の可否、薬剤の選択等に注意すること。 

(8)低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するとき

には注意すること。 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて、糖尿病の薬物治療における一般的事

項を設定しました。 

 

 

 

(9)本剤と他の糖尿病用薬の併用における安全性は検討されていない。 

 

＜解説＞ 

本剤と他の糖尿病用薬の併用における安全性は検討していないことから設定しました。 

 

 

 

(10)本剤の有効成分であるアナグリプチンとGLP-1受容体作動薬はいずれもGLP-1受容体を介した血糖

降下作用を有している。両剤を併用した際の臨床試験成績はなく、有効性及び安全性は確認されてい

ない。 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

アナグリプチンとGLP-1受容体作動薬はいずれもGLP-1受容体を介した血糖降下作用を有しており、両剤

を併用した際の臨床試験成績はなく、有効性及び安全性は確認されていません。 
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３．相互作用 
 

アナグリプチンは主に腎臓から未変化体又は代謝物として排泄され、その排泄には能動的な尿細管分泌

の関与が推定される。また、メトホルミンはほとんど代謝されず、未変化体のまま尿中に排泄される。［「薬

物動態」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン又はアナグリプチンの代謝物は主に腎臓から尿中に排泄されます。 

 

＜参考＞ メトアナ配合錠 添付文書 「薬物動態」の項参照 

５．排泄 

(1)健康成人男子（6例）にアナグリプチン100mgを単回経口投与したとき、投与72時間後までのアナグリ

プチンの尿中排泄率は49.9％であり、投与24時間後までの腎クリアランスは315mL/h/kgであった。 

(2)健康成人男子（6例）にアナグリプチン200mgを1日2回、7日間反復経口投与したとき、投与216時間後

までのアナグリプチンの累積尿中排泄率は54.2％であった。 

(3)（外国人における成績）健康成人男子（6例）に［14C］アナグリプチン100mgを単回経口投与したとき、総

放射能の73.2％が尿中に、25.0％が糞中に排泄された。尿及び糞中に排泄されたアナグリプチンの割

合はそれぞれ投与量の46.6％及び4.1％であった。 

 
メトホルミン塩酸塩はほとんど代謝されず、未変化体のまま尿中に排泄されます。 

 

＜参考＞ メトアナ配合錠 添付文書 「薬物動態」の項参照 

５．排泄 

(5)（外国人における成績）健康成人（5例）にメトホルミン塩酸塩500mgを単回経口投与したとき、投与48

時間後までの尿中排泄率は投与量の51.6％であったとの報告がある。 

 

 

 

(1)併用禁忌（併用しないこと） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

アルコール（過度の摂取） 乳酸アシドーシスを起こすことが

ある。本剤投与中は過度のアルコ

ール摂取（飲酒）を避けること。 

肝臓における乳酸の代謝能

が低下する。また、脱水状態

を来すことがある。 
 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

乳酸アシドーシスを起こすことがあるため、本剤投与中の患者には、過度のアルコール摂取を避けさせてく

ださい。 
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３．相互作用 
 

(2)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 

ヨード造影剤 併用により乳酸アシドーシスを起

こすことがある。ヨード造影剤を用

いて検査を行う場合には、本剤の

投与を一時的に中止すること。

［「重要な基本的注意」の項参照］

腎機能が低下し、メトホルミン

の排泄が低下することが考え

られている。 

腎毒性の強い抗生物質 

ゲンタマイシン等 

併用により乳酸アシドーシスを起

こすことがある。併用する場合は

本剤の投与を一時的に減量・中止

するなど適切な処置を行うこと。 

利尿作用を有する薬剤 

利尿剤 

SGLT2阻害剤等 

脱水により乳酸アシドーシスを起

こすことがある。脱水症状があら

われた場合には、本剤の投与を

中止し、適切な処置を行うこと。

［「重要な基本的注意」の項参照］

利尿作用を有する薬剤によ

り、体液量が減少し脱水状態

になることがある。 

 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて、併用により乳酸アシドーシスを起こすおそれがあることから

設定しました。 
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３．相互作用 
 

(2)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 

糖尿病用薬 

スルホニルウレア剤 

α-グルコシダーゼ阻害剤 

チアゾリジン系薬剤 

速効型インスリン分泌促進剤 

GLP-1受容体作動薬 

SGLT2阻害剤 

インスリン製剤等 

糖尿病用薬と本剤を併用する場

合には、低血糖症状を発現する

おそれがあるので、慎重に投与す

ること。特に、スルホニルウレア

剤、速効型インスリン分泌促進剤

又はインスリン製剤と併用する場

合、低血糖のリスクが増加するお

それがある。これらの薬剤による

低血糖のリスクを軽減するため、

スルホニルウレア剤、速効型イン

スリン分泌促進剤又はインスリン

製剤の減量を検討すること。［「慎

重投与」、「重要な基本的注意」、

「副作用」の項参照］ 

α-グルコシダーゼ阻害剤との併

用により低血糖症状が認められ

た場合にはショ糖ではなくブドウ

糖を投与すること。 

糖尿病用薬との併用により血

糖降下作用が増強され、低血

糖のリスクが増加するおそれ

がある。 

血糖降下作用を増強する薬剤 

β-遮断薬 

サリチル酸製剤 

モノアミン酸化酵素阻害薬 

フィブラート系薬剤 

たん白同化ホルモン剤等 

左記薬剤と本剤を併用する場合

には、血糖降下作用の増強により

さらに血糖が低下するおそれがあ

るので、血糖値その他患者の状

態を十分観察しながら投与するこ

と。 

左記薬剤との併用により血糖

降下作用が増強されるおそれ

がある。 

血糖降下作用を減弱する薬剤 

アドレナリン 

副腎皮質ホルモン 

甲状腺ホルモン 

卵胞ホルモン 

利尿剤 

ピラジナミド 

イソニアジド 

ニコチン酸 

フェノチアジン系薬剤等 

左記薬剤と本剤を併用する場合

には、血糖降下作用の減弱により

血糖が上昇するおそれがあるの

で、血糖値その他患者の状態を

十分観察しながら投与すること。 

左記薬剤との併用により血糖

降下作用が減弱されるおそれ

がある。 

 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて、併用により本剤の血糖降下作用が増

強又は減弱するおそれがあることから設定しました。 
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３．相互作用 
 

(2)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 

シメチジン 

ドルテグラビル 

バンデタニブ 

メトホルミンの血中濃度が上昇し、作

用が増強するおそれがある。観察を

十分に行い、必要に応じて本剤を減

量するなど慎重に投与すること。[「薬

物動態」の項参照］ 

これらの薬剤の腎臓での有機

カチオン輸送系（OCT2）阻害作

用により、メトホルミンの排泄が

阻害されると考えられている。 

 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

 

＜参考＞ メトアナ配合錠 添付文書 「薬物動態」の項参照 

９．薬物間相互作用 

（外国人における成績）シメチジンとの併用により、メトホルミンのAUCが約50％増加した。ドルテグラビル

50mg/日及び100mg/日との併用により、メトホルミンのCmaxがそれぞれ66％及び111％上昇し、AUCがそ

れぞれ79％及び145％増加した。バンデタニブとの併用により、メトホルミンのCmaxが50％上昇し、AUC0-∞

が74％増加し、腎クリアランスが52％減少した。 

 

 

 

(2)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 

ジゴキシン アナグリプチンとの併用によりジゴキ

シンの血漿中濃度がわずかに増加

したとの報告がある。適切な観察を

行うこと。[「薬物動態」の項参照］ 

機序不明 

 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

 

＜参考＞ 

（外国人における成績）健康成人（20例）に定常状態のジゴキシン（0.25mg、1日1回）と併用してアナグリ

プチン400mg注)を1日1回、5日間反復経口投与したとき、ジゴキシンのCmax及びAUC0-24hは単独投与時と

比較してそれぞれ49％及び18％増加した。 

 

注）アナグリプチンの承認された用法・用量は、通常、1回100mgを1日2回、最大投与量は1回200mgを

1日2回です。 

（株）三和化学研究所 社内資料 
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４．副作用 
 

国内で実施された臨床試験において、アナグリプチン及びメトホルミン併用症例267例中14例（5.2％）に臨

床検査値異常を含む副作用が認められた。主な副作用は下痢3例（1.1％）、腹部不快感2例（0.7％）、便

秘2例（0.7％）、血中乳酸増加2例（0.7％）等であった。［承認時］ 

 

副作用発現状況一覧 

対象症例数 267 

副作用発現症例数（％） 14（5.2） 

 

副作用の種類 発現症例数（％）

【代謝及び栄養障害】 1（0.4） 

低血糖 1（0.4） 

【胃腸障害】 9（3.4） 

下痢 3（1.1） 

腹部不快感 2（0.7） 

便秘 2（0.7） 

消化不良 1（0.4） 

排便障害 1（0.4） 

 

副作用の種類 発現症例数（％）

【臨床検査】 4（1.5） 

血中乳酸増加 2（0.7） 

アスパラギン酸アミノトランス

フェラーゼ増加 
1（0.4） 

アラニンアミノトランスフェラ

ーゼ増加 
1（0.4） 

アミラーゼ増加 1（0.4） 

血中尿酸増加 1（0.4） 

（承認時） 

副作用名は、ICH国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J Ver.20.0）の器官別大分類（SOC）及び基本語（PT）で

集計しました。 

 

 

 

(1)重大な副作用 

1)乳酸アシドーシス（頻度不明）：乳酸アシドーシス（血中乳酸値の上昇、乳酸/ピルビン酸比の上昇、

血液pHの低下等を示す）は予後不良のことが多い。一般的に発現する臨床症状は様々であるが、胃

腸症状、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等の症状がみられることが多く、これらの症状があらわれた場合に

は直ちに投与を中止し、必要な検査を行うこと。なお、乳酸アシドーシスの疑いが大きい場合には、乳

酸の測定結果等を待つことなく適切な処置を行うこと。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において乳酸アシドーシスは報告されませんでしたが、軽度な血中乳酸

増加が2例（0.7％）報告されています。乳酸アシドーシスはメトホルミン塩酸塩において特に注意すべき副

作用であり、予後不良のことが多く、死亡に至った例も報告されています。一般的に発現する臨床症状は

様々ですが、胃腸症状、倦怠感、筋肉痛、過呼吸等の症状がみられることが多く、これらの症状があらわ

れた場合には直ちに投与を中止し、必要な検査を行ってください。なお、乳酸アシドーシスの疑いが大きい

場合には、乳酸の測定結果等を待つことなく適切な処置を行ってください。  
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４．副作用 
 

(1)重大な副作用 

2)低血糖（1％未満）：本剤の投与により低血糖があらわれることがある。DPP-4阻害剤とスルホニルウ

レア剤との併用で重篤な低血糖症状があらわれ、意識消失を来す例も報告されていることから、スル

ホニルウレア剤と併用する場合には、スルホニルウレア剤の減量を検討すること。低血糖症状が認め

られた場合には、糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行うこと。ただし、α-グルコシダーゼ

阻害剤との併用により低血糖症状が認められた場合には、ブドウ糖を投与すること。［「慎重投与」、

「重要な基本的注意」、「相互作用」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において重篤な低血糖は報告されませんでしたが、非重篤な低血糖が 

1例（0.4％）報告されています。 

アナグリプチン錠の国内で実施した臨床試験（1179例）において、重篤な低血糖1例を含む79例（6.7％）の

「低血糖」が報告されています。また、アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の市販後において、スル

ホニルウレア剤との併用で重篤な低血糖症状があらわれ、意識消失を来した例も報告されています。 

本剤とスルホニルウレア剤を併用する場合には、スルホニルウレア剤の減量を検討してください。低血糖

症状が認められた場合には、糖質を含む食品を摂取するなど適切な処置を行ってください。ただし、α-グ

ルコシダーゼ阻害剤との併用により低血糖症状が認められた場合には、ブドウ糖を投与してください。 

 

 

 

(1)重大な副作用 

3)腸閉塞（頻度不明）：腸閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、高度の便秘、腹部膨

満、持続する腹痛、嘔吐等の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。［「慎

重投与」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において腸閉塞は報告されませんでしたが、アナグリプチン錠の市販後

において腸閉塞が報告されています。便秘、腹部膨満、腹痛等の消化器症状があらわれた場合には観察

を十分に行い、高度の便秘、腹部膨満、持続する腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には投与を中止

し、適切な処置を行ってください。 

 

 

 

(1)重大な副作用 

4)急性膵炎（頻度不明）：急性膵炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、持続的な激しい

腹痛、嘔吐等の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。［「重要な基本的

注意」の項参照］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において急性膵炎は報告されませんでしたが、アナグリプチン錠の市販

後において急性膵炎が報告されています。持続的な激しい腹痛、嘔吐等の異常が認められた場合には投

与を中止し、適切な処置を行ってください。  
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４．副作用 
 

(1)重大な副作用 

5)類天疱瘡（頻度不明）：類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等があらわれた場合に

は、皮膚科医と相談し、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において類天疱瘡は報告されませんでしたが、アナグリプチン錠の市販

後において重篤な類天疱瘡が報告されています。水疱、びらん等があらわれた場合には、皮膚科医と相

談し、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。 

 

 

 

(1)重大な副作用 

6)肝機能障害、黄疸（頻度不明）：AST（GOT）、ALT（GPT）、ALP、γ-GTP、ビリルビンの著しい上昇等

を伴う肝機能障害、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。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において重篤な肝機能障害、黄疸は報告されませんでしたが、軽度な

臨床検査値異常（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加）が 

1例（0.4％）報告されています。また、アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の市販後において重篤な

肝機能障害・黄疸が報告されています。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

切な処置を行ってください。 

 

 

 

(1)重大な副作用 

7)横紋筋融解症（頻度不明）：筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴

とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を

行うこと。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

国内で実施した臨床試験（267例）において横紋筋融解症は報告されませんでしたが、アナグリプチン錠及

びメトホルミン塩酸塩錠の市販後において横紋筋融解症が報告されています。筋肉痛、脱力感、CK（CPK）

上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがありますので、このよ

うな場合には投与を中止し、適切な処置を行ってください。  
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４．副作用 
 

(2)その他の副作用 

次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。 

 1～5％未満 1％未満 頻度不明 

消化器注1） 下痢 便 秘 、 腹 部 不 快

感、消化不良、血

中アミラーゼ上昇 

胃炎、腹部膨満、腹痛、悪心・嘔吐、腸炎、鼓腸、

消化性潰瘍、胃食道逆流性疾患、食欲不振、胃

腸障害 

過敏症注2）   発疹、瘙痒 

肝臓  ALT（GPT）上昇、

AST（GOT）上昇 

γ-GTP上昇、肝機能異常 

腎臓   BUN上昇、血中クレアチニン上昇、腎嚢胞 

代謝異常  乳酸上昇、血中尿

酸上昇 

血中カリウム上昇、ケトーシス 

精神神経系   めまい・ふらつき、眠気、味覚異常、頭重、頭痛 

血液   貧血、白血球数増加、好酸球数増加、白血球数

減少、血小板数減少 

その他   便潜血陽性、鼻咽頭炎、浮腫、CK（CPK）上昇、尿

中血陽性、蜂巣炎、倦怠感注1）、空腹感、動悸、脱

力感、発汗、ビタミンB12減少注3）、筋肉痛注1） 

注1）胃腸症状、倦怠感、筋肉痛等は乳酸アシドーシスの初期症状であることもあるので注意すること。 

注2）症状があらわれた場合には投与を中止すること。 

注3）長期使用によりビタミンB12の吸収不良があらわれることがある。 

 

＜解説＞ 

国内で実施した臨床試験成績並びに、アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて

設定しました。  
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５．高齢者への投与 
 

高齢者では、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また脱水症状を起こしやすい。これらの状態で

は乳酸アシドーシスを起こしやすいので、以下の点に注意すること。 

(1)本剤の投与開始前、投与中は定期的に、特に慎重な経過観察が必要な場合にはより頻回に腎機能や

肝機能を確認するなど十分に観察しながら慎重に投与すること。［メトホルミンはほとんど代謝されず、

未変化体のまま尿中に排泄される。また、肝機能の低下により乳酸の代謝能が低下する。］ 

(2)腎機能や脱水症状等患者の状態に十分注意して投与の中止や減量を検討すること。特に75歳以上の

高齢者では、乳酸アシドーシスが多く報告されており、予後も不良であることが多いため、本剤投与の

適否をより慎重に判断すること。 

(3)血清クレアチニン値が正常範囲内であっても、年齢によっては実際の腎機能が低下していることがある

ので、eGFR等も考慮して､慎重に患者の状態を観察すること。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

高齢者は、腎機能、肝機能等が低下していることが多く、また、脱水症状を起こしやすいとされています。 

これらの状態では乳酸アシドーシスを起こすおそれがあることから注意してください。 
 

 

 

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投与しないこと。［アナグリプチンでは、動物実験（ラット）

で胎児への移行が報告されている。メトホルミンでは、動物実験（ラット、ウサギ）で胎児への移行が認

められており、一部の動物実験（ラット）で催奇形作用が報告されている2)。また、妊婦は乳酸アシドーシ

スを起こしやすい。］ 

(2)授乳中の婦人には投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。［動物実

験（ラット）でアナグリプチン及びメトホルミンの乳汁中への移行が報告されている。］ 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠及びメトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への本剤の投与は禁忌です。 

また、ラットを用いた非臨床試験においてアナグリプチンの乳汁中への移行が報告されていますので、

授乳中の婦人には投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させてください。 

 

＜参考＞ 

①アナグリプチンの胎盤通過性（ラット） 

妊娠ラットに［14C］アナグリプチンを10mg/kgで単回経口投与したとき、胎児組織に移行した放射能の

AUC0-48hは母体血漿の0.51倍以下であった。 

 

②アナグリプチンの乳汁中への移行性（ラット） 

哺育中ラットに［14C］アナグリプチンを10mg/kgで単回経口投与したとき、放射能の乳汁中への移行が認

められ、乳汁/血漿中濃度比は3.35～14.25であった。乳汁中に移行した放射能は血漿中濃度の低下に

対応して消失した。 

（株）三和化学研究所 社内資料 

 
文献： 

2）Tuchmann-Duplessis H, et al : Compt Rend 253 : 321, 1961  
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７．小児等への投与 
 

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） 

 

＜解説＞ 

国内で実施した臨床試験では、小児等を対象とした試験は実施しておらず、本剤の安全性は確立していな

いことから設定しました。 

 

 

 

８．過量投与 
 

症状：メトホルミンにより乳酸アシドーシスが起こることがある。（「副作用」の乳酸アシドーシスの項参照） 

処置：アシドーシスの補正（炭酸水素ナトリウム静注等）、輸液（強制利尿）、血液透析等の適切な処置を

行う。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

 

 

 

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。］ 

 

＜解説＞ 

PTP包装の薬剤に共通の注意事項として設定しました。 

誤飲防止のため日本製薬団体連合会加盟各社の自主申し合わせ事項(日薬連発第240号、平成8年3月

27日付)に基づき記載しました。  
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１０．その他の注意 
 

(1)インスリン又は経口血糖降下剤の投与中にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより、低

血糖が起こりやすいとの報告がある。 

 

＜解説＞ 

メトホルミン塩酸塩錠の添付文書に基づいて設定しました。 

 

 

 

(2)雌 雄 ラットにアナ グリ プチ ン200、600、2000mg/kg/日 （2000mg/kg/日 群 の雄 は投 与 71週以 降

1000mg/kg/日に減量）を104週間反復経口投与したがん原性試験において、2000/1000mg/kg/日群の

雄で肝臓の血管肉腫の発生頻度が増加し、2000mg/kg/日群の雌（60例中1例）で同様の血管肉腫が

認められた。また、2000/1000mg/kg/日群の雄で膀胱の移行上皮乳頭腫の発生頻度に増加傾向が認

められた。ラットにアナグリプチン2000又は1000mg/kg/日を反復経口投与したときの曝露量（AUC）は、

臨床での最大投与量（1回200mg、1日2回）の200倍以上又は140倍以上であった。なお、マウスを用い

たアナグリプチンのがん原性試験では、腫瘍の発生頻度増加は認められなかった。 

 

＜解説＞ 

アナグリプチン錠の添付文書に基づいて設定しました。 

ラットにアナグリプチンを投与したがん原性試験において、肝臓の血管肉腫の発生頻度の増加が認められ、

また、膀胱の移行上皮乳頭腫の発生頻度に増加傾向が認められました。アナグリプチン投与による肝臓

の血管肉腫及び膀胱の移行上皮乳頭腫増加のメカニズムは必ずしも明らかではありませんが、アナグリ

プチンが生体内で遺伝毒性を示す可能性は低いこと、最高臨床用量におけるヒト推定曝露量と比較して

140倍以上の極めて高い曝露量での変化であり、十分な安全域が確保されていることから、ヒトでのリスク

を示唆するものではないと考えられます。なお、マウスを用いたアナグリプチンのがん原性試験では、腫瘍

の発生頻度増加は認められていません。  
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参考情報 臨床試験結果 
 

①アナグリプチンとメトホルミン塩酸塩を併用し状態が安定している患者 

日本人健康成人男性を対象とした生物学的同等性試験において、本剤HD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸

塩として100mg/500mg）は、同用量のアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用と生物学的に同等である

ことが確認されました。また、本剤HDと本剤LD（アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/250mg）の溶

出挙動を比較した結果、両製剤が生物学的に同等であることが確認されました。 

以上より、本剤LDとHDはアナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用時と同等の有効性と安全性が期待で

きると考えられ、アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩を併用し状態が安定している患者に対して、同用量の

有効成分が配合されている本剤への切り替えの妥当性が確認されました。 

 

②メトホルミン塩酸塩単剤による治療で効果不十分な患者 

国内で実施したプラセボ対照二重盲検群間比較試験において、メトホルミン塩酸塩250mg又は500mg、

1日2回投与で治療中の血糖コントロールが不十分な日本人2型糖尿病患者に対し、アナグリプチン100mgを

1日2回24週間追加併用投与したときの有効性及び安全性を検討しました。 

プラセボ群と比較した最終評価時のHbA1c変化量の群間差は、メトホルミン塩酸塩250mg、1日2回に追加併

用投与した群で-0.63％、メトホルミン塩酸塩500mg、1日2回に追加併用投与した群で-0.83％であり、いずれ

の用量のメトホルミン塩酸塩で治療中の患者においても、アナグリプチンの併用により血糖コントロールが有

意に改善しました。また、安全性に大きな問題はなく、メトホルミン塩酸塩250mg又は500mg、1日2回投与で治

療中の2型糖尿病患者に対するアナグリプチン100mg、1日2回追加併用投与の有効性及び安全性が確認さ

れました。 

以上より、メトホルミン塩酸塩単剤による治療で効果不十分な患者に対する本剤への切り替えは有用である

と考えられました。 

 

③アナグリプチン単剤による治療で効果不十分な患者 

国内で実施したプラセボ対照二重盲検群間比較試験において、アナグリプチン100mg、1日2回投与で治療中

の血糖コントロールが不十分な日本人2型糖尿病患者に対し、メトホルミン塩酸塩250mg又は500mgを1日2回

24週間追加併用投与したときの有効性及び安全性を検討しました。 

プラセボ群と比較した最終評価時のHbA1c変化量の群間差は、メトホルミン塩酸塩250mg、1日2回を追加併

用投与した群で-0.66％、メトホルミン塩酸塩500mg、1日2回を追加併用投与した群で-1.02％であり、いずれ

の用量のメトホルミン塩酸塩の併用においても、血糖コントロールが有意に改善しました。また、安全性に大

きな問題はなく、アナグリプチン100mg、1日2回投与で治療中の2型糖尿病患者に対するメトホルミン塩酸塩

250mg又は500mg、1日2回追加併用投与の有効性及び安全性が確認されました。 

以上より、アナグリプチン単剤による治療で効果不十分な患者に対する本剤への切り替えは有用であると考

えられました。 

 

④アナグリプチン100mgとメトホルミン塩酸塩250mgの1日2回併用投与又は本剤LDの1日2回投与による治療で

効果不十分な患者 

国内で実施したプラセボ対照二重盲検群間比較試験において、アナグリプチン100mg、1日2回投与にメトホ

ルミン塩酸塩250mg、1日2回を追加併用投与した群と比較して、メトホルミン塩酸塩500mg、1日2回を追加併

用投与した群でHbA1cの有意な低下が認められました（群間差：-0.36％）。また、安全性では、メトホルミン塩

酸塩250mg、1日2回を追加併用投与した群と比較して、メトホルミン塩酸塩500mg、1日2回を追加併用投与し

た群で有害事象発現症例率に大きな差はなく、アナグリプチン100mgとメトホルミン塩酸塩250mg、1日2回併

用投与又は本剤LDの1日2回投与による治療中の2型糖尿病患者に対する本剤HD投与の有効性及び安全

性が確認されました。 

以上より、アナグリプチン100mgとメトホルミン塩酸塩250mg、1日2回併用投与又は本剤LDの1日2回投与によ

る治療で効果不十分な患者に対する本剤HDへの切り替えは有用であると考えられました。 

 

（株）三和化学研究所 社内資料（生物学的同等性試験） 

（株）三和化学研究所 社内資料（メトホルミンに対するアナグリプチン追加併用長期投与試験） 

（株）三和化学研究所 社内資料（アナグリプチンに対するメトホルミン追加併用試験） 
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