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2020 年 8 月 

   協和キリン株式会社 

医薬品等安全管理責任者 

謹啓 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「オルケディア®錠(1 ㎎、2 ㎎)」の追加適応症「副甲状腺癌、副甲状腺摘出術不能又は術後再発

の原発性副甲状腺機能亢進症における高カルシウム血症」に対する市販直後調査につきまして、

ご理解並びに多大なご協力を賜りまして誠にありがとうございました。 

2019 年 12 月 20 日から開始いたしました本剤の市販直後調査は、2020 年 6 月 19 日で 6 ヵ月間

が経過し、終了いたしました。 

この度、本市販直後調査の結果をとりまとめましたので、概要をご報告申し上げます。 

弊社といたしましては、引き続き適正使用のための情報収集および提供に努め、医薬品の安全

性確保を図っていく所存でございます。 

今後とも、本剤の添付文書に十分ご留意のうえ、適正にご使用頂きますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

謹白 

「市販直後調査」結果概要のご報告 
（市販直後調査期間：2019 年 12 月 20 日～2020 年 6 月 19 日） 

オルケディア®錠(1 ㎎、2 ㎎) 

（分色アクション適用済み）
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1.  「市販直後調査」結果の概要 

対象医薬品 オルケディア®錠(1 ㎎、2 ㎎) 

収集期間 2019 年 12 月 20 日～2020 年 6 月 19 日 

調査実施医療機関数 1719 施設（病院 1138 施設、診療所 581 施設） 

推定患者数 280 人 

副作用収集症例数 4 例 5 件（うち重篤 0 件） 

 

 

2. 副作用の種類別発現件数一覧 

「市販直後調査」期間中に収集した副作用は 4 例 5 件でした。その内訳を以下に一覧でお示しま

す。 

なお、重篤な副作用は報告がありませんでした。また、自発報告からの集計のため、総使用症例

数が明らかではないため、発現割合は算出することができません。 

なお、本一覧は 2020 年 6 月 19 日時点の集計で調査継続中の症例を含んでおり、今後の調査結

果により情報（副作用名、重篤性、件数等）が変更になる場合があります。 

 

副作用一覧 

副作用の種類 発現件数  

器官別大分類 (SOC) 基本語 (PT) 重篤 非重篤 合計 

血管障害  高血圧 - 1 1 

小計 - 1 1 

胃腸障害 * 歯肉痛 - 1 1 

 嘔吐 - 1 1 

小計 - 2 2 

皮膚および皮下組織障害  薬疹 - 1 1 

 発疹 - 1 1 

小計 - 2 2 

合計 - 5 5 

MedDRA/J (Ver.23.0)に基づき記載 

*未知の副作用 

 

 

3. 重篤な副作用について 

「市販直後調査」期間中に収集した重篤な副作用はありませんでした。 

 

（分色アクション適用済み）



4 
 

 

4. 未知の副作用について 

「市販直後調査」期間中に収集した未知の副作用は「歯肉痛」1 例 1 件でした。現時点で新たな安

全対策が必要と考えられる事象ではありませんでした。 

 

 

5. 医薬品リスク管理計画書の検討 

本剤の医薬品リスク管理計画書（RMP）において、以下の安全性検討事項を設定しております。 

本剤の医薬品リスク管理計画書は、弊社ホームページの協和キリンメディカルサイト

（https://medical.kyowakirin.co.jp/）又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ

（http://www.pmda.go.jp/）をご参照ください。 

 

安全性検討事項（RMP抜粋） 

重要な特定されたリスク 重要な潜在的リスク 重要な不足情報 

低カルシウム血症 

QT延長 

骨代謝障害 該当なし 

 

 

 

5.1. 重要な特定されたリスク「低カルシウム血症」 

「市販直後調査」期間中、低カルシウム血症関連事象に該当する副作用報告はありませんでした。 

 

 

5.2. 重要な特定されたリスク「QT 延長」 

「市販直後調査」期間中、QT 延長関連事象に該当する副作用報告はありませんでした。 

 

 

5.3. 重要な潜在的リスク「骨代謝障害」 

「市販直後調査」期間中、骨代謝障害関連事象に該当する副作用報告はありませんでした。 

 

 

以上の集積情報より、現時点では本剤のベネフィット・リスクバランスは良好に保たれており、医

薬品リスク管理計画書の変更は必要ないと判断しました。引き続き、現行の安全性監視活動及びリ

スク最小化活動を確実に実施する所存です。 

（分色アクション適用済み）
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6. まとめ 

「市販直後調査」期間中、本剤による副作用は 4 例 5 件報告され、これらのうち、重篤な副作用

はありませんでした。本剤の安全性プロファイルに影響を及ぼす新たな所見は認められず、本市販

直後調査の結果をもって、新たなリスクの追加、安全確保措置を実施する必要はないと判断しまし

た。 

「市販直後調査」終了時点では認められなかった「添付文書」から予測できない副作用が今後発

現することも考えられるため、引き続き安全性情報の収集・評価に努め、必要に応じて本剤の適正

使用につながる情報提供を行う所存でございます。先生方におかれましてもご協力を賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 
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●詳細は添付文書をご参照ください。●添付文書の改訂にご留意ください。
2019年12月改訂（第2版）〈JB版〉の添付文書に基づき作成

3. 組成・性状

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
　2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
　2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］

3.1 組成

3.2 製剤の性状

○維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症
○下記疾患における高カルシウム血症
　・副甲状腺癌
　・副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症

〈維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症〉
通常、成人には、エボカルセトとして1回1mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。患者の状態に応じて開始
用量として1日1回2mgを経口投与することができる。以後は、患者の副甲状腺ホルモン（PTH）及び血清カルシ
ウム濃度の十分な観察のもと、1日1回1～8mgの間で適宜用量を調整し、経口投与するが、効果不十分な場合
には適宜用量を調整し、1日1回12mgまで経口投与することができる。
〈副甲状腺癌における高カルシウム血症、副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症
における高カルシウム血症〉
通常、成人には、エボカルセトとして1回2mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。患者の血清カルシウム濃度
に応じて開始用量として1回2mgを1日2回経口投与することができる。以後は、患者の血清カルシウム濃度によ
り投与量及び投与回数を適宜増減するが、投与量は1回6mg まで、投与回数は1日4回までとする。

〈維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症〉
7.1 本剤は血中カルシウムの低下作用を有するので、血清カルシウム濃度が低値でないこと（目安として8.4mg/dL
以上）を確認して投与を開始すること。

7.2 増量を行う場合は増量幅を1mgとし、2週間以上の間隔をあけて行うこと。
7.3 PTHが高値（目安としてintact PTHが500pg/mL以上）かつ血清カルシウム濃度が9.0mg/dL以上の場合
は、開始用量として1日1回2mgを考慮すること。［17.1.2、17.1.3 参照］

7.4 血清カルシウム濃度は、本剤の開始時及び用量調整時は週1回以上測定し、維持期には2週に1回以上測
定すること。血清カルシウム濃度が8.4mg/dL未満に低下した場合は、下表のように対応すること。［8.1、
9.1.1、11.1.1 参照］

血清カルシウム濃度の検査は、本剤の薬効及び安全性を適正に判断するために、服薬前に実施すること
が望ましい。また、低アルブミン血症（血清アルブミン濃度が4.0g/dL未満）の場合には、補正値注）を指標に
用いることが望ましい。

7.5 PTHが管理目標値に維持されるように、定期的にPTHを測定すること。PTHの測定は本剤の開始時及び用
量調整時（目安として投与開始から3ヵ月程度）は月2回とし、PTHがほぼ安定したことを確認した後は月1回と
することが望ましい。なお、PTHの測定は本剤の薬効及び安全性を適正に判断するために服薬前に実施す
ることが望ましい。

〈副甲状腺癌における高カルシウム血症、副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症
における高カルシウム血症〉
7.6 血清カルシウム濃度は、本剤の開始時及び用量調整時は2週に1回を目安に測定し、維持期には定期的に
測定することが望ましい。

7.7 血清カルシウム濃度が12.5mg/dLを超える場合には、開始用量として1回2mg1日2回を考慮すること。
7.8 投与量の調整が必要な場合には、下表を参考に投与量を増減すること。なお、増量する場合には原則として
2週間以上の間隔をあけて1段階ずつ行うこと。血清カルシウム濃度のコントロールが困難な場合には1回投
与量の増減幅を1mgとしてもよい。

7.9 血清カルシウム濃度が7.5mg/dL以下に低下した場合は、直ちに休薬すること。また、必要に応じてカルシウ
ム剤やビタミンD製剤の投与を考慮すること。［8.1、9.1.1、11.1.1 参照］

7.10 低アルブミン血症（血清アルブミン濃度が4.0g/dL未満）の場合には、補正値注）を指標に用いることが望ま
しい。

注）補正カルシウム濃度算出方法 :
補正カルシウム濃度（mg/dL）=血清カルシウム濃度（mg/dL）-血清アルブミン濃度（g/dL）＋4.0

8.1 本剤投与中は定期的に血清カルシウム濃度を測定し、低カルシウム血症が発現しないよう十分注意すること。
低カルシウム血症の発現あるいは発現のおそれがある場合には、本剤の減量等も考慮するとともにカルシウ
ム剤やビタミンD製剤の投与を考慮すること。また、本剤投与中にカルシウム剤やビタミンD製剤の投与を中
止した際には、低カルシウム血症の発現に注意すること。［7.4、7.9、9.1.1、11.1.1 参照］

8.2 本剤の開始時及び用量調整時は頻回に患者の症状を観察し、副作用の発現などに注意すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 低カルシウム血症の患者：低カルシウム血症を悪化させるおそれがある。［7.4、7.9、8.1、11.1.1 参照］
9.3 肝機能障害患者：血中濃度が上昇するおそれがある。［16.6.1 参照］

9.5 妊婦：妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合に
は、直ちに投与を中止すること。
動物実験（ラット）で胎盤通過性、死産児率の高値、出生率の低値、出生児の体重低値等が認められてい
る。［2.2 参照］

9.6 授乳婦：授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）で乳汁中に移行することが認められている。動物実験
（ラット）で出生児に発育遅延等が認められている。

9.7 小児等：小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8 高齢者：副作用が発現した場合には減量するなど注意すること。一般に高齢者では生理機能が低下してい
る。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

次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するなど適
切な処置を行うこと。
11.1 重大な副作用
11.1.1 低カルシウム血症（16.2%）：低カルシウム血症に基づくと考えられる症状（QT延長、しびれ、筋痙攣、気

分不良、不整脈、血圧低下及び痙攣等）があらわれた場合には、血清カルシウム濃度を確認し、カルシウム
剤やビタミンD製剤の投与を考慮すること。［7.4、7.9、8.1、9.1.1、11.1.2、13.2 参照］

11.1.2 QT延長（0.6%）：［11.1.1 参照］
11.2 その他の副作用

13.1 症状：低カルシウム血症を発現させると考えられる。
13.2 処置：低カルシウム血症の徴候及び症状を観察し、低カルシウム血症の発現あるいは発現のおそれがある

場合にはカルシウム剤の点滴投与等を考慮すること。なお、本剤は血液透析により除去されない。［11.1.1 
参照］

14.1 薬剤交付時の注意：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
することがある。

15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 海外において、カルシウム受容体作動薬による過度のPTHの低下により、無形成骨症が生じたとの報告

がある。
15.1.2 海外において、カルシウム受容体作動薬投与後の急激なPTHの低下により、低カルシウム血症及び低リ

ン酸血症を伴う飢餓骨症候群（hungry bone syndrome）を発現したとの報告がある。

〈効能共通〉
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
〈副甲状腺癌における高カルシウム血症、副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症
における高カルシウム血症〉
21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積される

までの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握すると
ともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じ
ること。

〈オルケディア錠1mg〉：［PTP、乾燥剤入り］100錠（10錠×10）
〈オルケディア錠2mg〉：［PTP、乾燥剤入り］100錠（10錠×10）

4． 効能又は効果

6． 用法及び用量

7. 用法及び用量に関連する注意

8. 重要な基本的注意

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

10. 相互作用

11. 副作用

13. 過量投与

14. 適用上の注意

15. その他の注意

21. 承認条件

22. 包装

黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ、クロスカルメロースナトリウム、結晶セルロース、酸化チタン、
ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロ
ゴール6000、D-マンニトール、その他2成分

販売名 オルケディア錠1mg オルケディア錠2mg
1錠中エボカルセト1mg 1錠中エボカルセト2mg有効成分

添加剤

販売名 外形 色調・剤皮 識別コード直径
（mm）

厚さ
（mm）

重量
（mg）

オルケディア
錠1mg

KH601（錠
剤本体、PTP
シートに表示）

黄白色・フィル
ムコーティング
錠

KH602（錠
剤本体、PTP
シートに表示）

淡黄色・フィル
ムコーティング
錠

7.2 3.3 139

オルケディア
錠2mg 7.2 3.3 139 テオフィリン

［16.7.1 参照］

ジギトキシン
ジアゼパム 等
［16.3.1 参照］

テオフィリンの作用が増
強するおそれがある。

本剤の血中濃度に影響
を与えるおそれがある。

機序は不明であるが、テオフィリンの血中
濃度が上昇するおそれがある。本剤とテオ
フィリン併用時に、テオフィリンのCmax及び
AUC0-t が増加した。

血漿蛋白結合率が高いことによる。

薬剤名等
デノスマブ
ビスホスホネート系製剤
アレンドロン酸ナトリウム水和物
リセドロン酸ナトリウム水和物
ミノドロン酸水和物
イバンドロン酸ナトリウム水和物
ゾレドロン酸水和物 等
カルシトニン
副腎皮質ホルモン
プレドニゾロン
デキサメタゾン 等

臨床症状・措置方法
血清カルシウム濃度が
低下するおそれがある。

機序・危険因子
本剤の血中カルシウム低下作用が増強さ
れる可能性がある。

対 ｠ ｠ ｠ 応
処 置

本剤の投与 検 ｠ 査
血清カルシウム

濃度 増量・再開

原則として本剤の増量
は行わない。（必要に応
じて本剤の減量を行う。）

カルシウム剤
やビタミンD
製剤の投与
を考慮する。

血清カルシウム
濃度を週1回以
上測定する。

心電図検査を
実施することが
望ましい。

8.4mg/dL
未満

7.5mg/dL
以下

増量する場合には、8.4mg/dL
以上に回復したことを確認後、
増量すること。

直ちに休薬する。 再開する場合には、8.4mg/dL 
以上に回復したことを確認後、
休薬前の用量か、それ以下の
用量から再開すること。

段階 用法・用量 1日投与量
 1 2mg 1日1回 2mg
 2 2mg 1日2回 4mg
 3 4mg 1日2回 8mg
 4 6mg 1日2回 12mg
 5 6mg 1日3回 18mg
 6 6mg 1日4回 24mg

腹部・消化器

1%以上
悪心、嘔吐、腹部不快
感、下痢、食欲減退

0.5～1%未満
胃腸炎、腹痛、便秘、逆流性食道
炎、口内炎、歯肉炎、腹部膨満

0.5%未満
消化管潰瘍、消化不良、腸
炎、便潜血

循環器 不整脈 期外収縮、狭心症・心筋虚
血、高血圧、動悸

精神・神経 眩暈、感覚鈍麻 頭部不快感、振戦
筋骨格 筋骨格痛、筋痙縮

肝臓 肝機能異常［AST上昇、ALT上昇、
γ-GTP上昇］

眼 眼乾燥、視力障害
そう痒症皮膚 発疹

内分泌 PTH減少
血液 貧血
代謝 CK上昇、痛風

呼吸器・胸郭
及び縦隔障害

胸痛、胸部不快感 呼吸困難

シャント閉塞その他 Al-P上昇、浮腫
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（分色アクション適用済み）


