
 

2020 年 1 月改訂(改訂第 9 版) 日本標準商品分類番号 874223

 

 

 
 
 

 
代謝拮抗剤 

 

テガフール腸溶顆粒剤 
 
 
 
 

剤 形 腸溶顆粒剤 

製 剤 の 規 制 区 分 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） 

規 格 ・ 含 量 1g 中にテガフール 500mg を含有する。 

一 般 名 和名：テガフール  洋名：Tegafur 

製造販売承認年月日 
薬 価 基 準 収 載 ・ 
発 売 年 月 日 

製造販売承認年月日： 2007 年 3 月 6 日 (販売名変更による) 

薬価基準収載年月日         ： 2007 年 6 月 15 日 (販売名変更による) 

発 売 年 月 日         ： 1980 年 2 月 1 日 

開 発 ・ 製 造 販 売 
（輸入）・提携・ 
販 売 会 社 名 

製造販売元： 
 

医 薬 情 報 担 当 者 
の 連 絡 先 

 

問 い 合 わ せ 窓 口 

大鵬薬品工業株式会社 医薬品情報課 
TEL：0120-20-4527        FAX：03-3293-2451 
受付時間：9 時 00 分～17 時 30 分(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く) 
医療関係者向けホームページ 
https://www.taiho.co.jp/ 

本 IF は 2020 年 1 月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。 
最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ 「医薬品に関する情報」 
http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html にてご確認ください。 

医薬品インタビューフォーム 
日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成 



 

IF 利用の手引きの概要 －日本病院薬剤師会－ 
 

1．医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。

医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際に

は、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。 

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情

報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてイ

ンタビューフォームが誕生した。 

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビュー

フォーム」（以下、ＩＦと略す）の位置付け並びにＩＦ記載様式を策定した。その後、医療従事者向

け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会にお

いてＩＦ記載要領の改訂が行われた。 

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方

にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会に

おいてＩＦ記載要領 2008 が策定された。 

ＩＦ記載要領 2008 では、ＩＦを紙媒体の冊子として提供する方式から、ＰＤＦ等の電磁的データ

として提供すること（ｅ－ＩＦ）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・

効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠デー

タを追加した最新版のｅ－ＩＦが提供されることとなった。 

最新版のｅ－ＩＦは、(独)医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ（http://www. 

info.pmda.go.jp/）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、ｅ－ＩＦを掲載す

る医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてｅ－Ｉ

Ｆの情報を検討する組織を設置して、個々のＩＦが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審

査・検討することとした。 

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、

製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今

般、ＩＦ記載要領の一部改訂を行いＩＦ記載要領 2013 として公表する運びとなった。 

2．ＩＦとは 

ＩＦは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の

品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、

薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要

領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位

置付けられる。 

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師

自らが評価・判断・提供すべき事項等はＩＦの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から

提供されたＩＦは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという

認識を持つことを前提としている。 

  ［ＩＦの様式］ 

① 規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷り

とする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

② ＩＦ記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。 



 

③ 表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「ＩＦ利用の手引きの概要」の全文を記載する

ものとし、2 頁にまとめる。 

  ［ＩＦの作成］ 

① ＩＦは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。 

② ＩＦに記載する項目及び配列は日病薬が策定したＩＦ記載要領に準拠する。 

③ 添付文書の内容を補完するとのＩＦの主旨に沿って必要な情報が記載される。 

④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療

従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。 

⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」(以下、「ＩＦ記載要領 2013」と略す)により作

成されたＩＦは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(ＰＤＦ)から印

刷して使用する。企業での製本は必須ではない。 

  ［ＩＦの発行］ 

① 「ＩＦ記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。 

② 上記以外の医薬品については、「ＩＦ記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものでは

ない。 

③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の

拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはＩＦが改訂される。 

3．ＩＦの利用にあたって 

「ＩＦ記載要領 2013」においては、ＰＤＦファイルによる電子媒体での提供を基本としている。

情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。 

電子媒体のＩＦについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲

載場所が設定されている。 

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、ＩＦの原点

を踏まえ、医療現場に不足している情報やＩＦ作成時に記載し難い情報等については製薬企業のＭＲ

等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、ＩＦの利用性を高める必要がある。また、

随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、ＩＦが改訂されるまでの間は、当該医薬品

の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等によ

り薬剤師等自らが整備するとともに、ＩＦの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情

報提供ホームページで確認する。 

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」

に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。 

4．利用に際しての留意点 

ＩＦを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。

しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報と

して提供できる範囲には自ずと限界がある。ＩＦは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企

業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識してお

かなければならない。 

また製薬企業は、ＩＦがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開

等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用

する必要がある。 

(2013 年 4 月改訂)
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 －1－

Ⅰ．概要に関する項目 
1．開発の経緯 テガフールは 1966 年に、ラトビア共和国科学アカデミー有機合成研究所

所長 S.A.Hiller らにより合成された抗悪性腫瘍剤である。 

テガフールは 5‐fluorouracil(5-FU)のプロドラッグで、生体内において

徐々に 5-FU に変換され、さらに FdUMP 及び FUTP に変換されて DNA

の合成阻害及び RNA の機能障害を示す。 

経口投与によりテガフールが速やかに消化管より吸収され、血中・リン

パ液中及び組織内濃度が長時間持続する。また、吸収されたテガフールは

主に肝臓で 5-FU に変換され、5-FU の血中及び組織内濃度が長時間持続

する。 

フトラフール腸溶顆粒 50％は腸溶性の製剤であり、経口投与後、腸管で

薬剤の崩壊、溶出が起こり、その後腸管より速やかに吸収されるため、食

欲不振、悪心・嘔吐等の上部消化器系の副作用が少ない。 

臨床研究では国内各施設において、抗腫瘍効果が検討された結果、消化

器癌などに効果を示し、長期間投与が可能であることから、癌化学療法の

計画的治療に有用な薬剤であるとの評価を受けている。 

フトラフール E 顆粒は 1979 年 5 月 22 日に承認され、その後フトラフー

ル E カプセルが 1980 年 7 月 16 日に、フトラフール E 錠が 1981 年 1 月

7 日に承認された。承認後はフトラフール E カプセル・E 顆粒・E 錠につ

いて副作用の頻度調査を 1979 年 5 月から 1983 年 1 月まで実施した。 

テガフールは 1987 年 10 月 1 日に再評価指定医薬品となり、その結果が

1991 年 9 月 11 日に通知された。また、2007 年 2 月 28 日にフトラフール

腸溶カプセル 200mg＊、同腸溶錠 200mg＊、2007 年 3 月 6 日に同腸溶顆粒

50％がそれぞれ販売名変更代替新規承認された。2014 年 4 月 7 日には新た

に再評価結果が通知された。 

＊販売中止

 

2．製品の治療学的・ 

製剤学的特性 

(1) テガフールの血中濃度が長時間持続し、腫瘍内 5-FU が高濃度で維持

される。(P13, P14) 

(2) 上部消化器系に対する直接作用が少なく、胃溶剤に比べて副作用が軽

微である。(P6) 

(3) 投与法が簡便で、外来治療に適している。(P8) 

 

 

 

 



 

 －2－

Ⅱ．名称に関する項目 
1．販売名 

(1) 和名 

 

フトラフール腸溶顆粒 50％ 

 

(2) 洋名 Futraful enteric granule 50％ 

 

(3) 名称の由来 フトラフールはフッ素を意味するロシア語のフトル(Ftor)とフラン環

(FURan)の略フール(fur)に由来する。 

 

2．一般名 

(1) 和名(命名法) 

 

(2) 洋名(命名法) 

 

テガフール(命名法：JAN) 

 

Tegafur(命名法：JAN、INN) 

 

(3) ステム 

 

ウリジン系抗悪性腫瘍薬：-uridine 

3．構造式又は示性式 

 

 

O

F

O

O

H
N

NH
及び鏡像異性体

 

4．分子式及び分子量 

 

分子式：C8H9FN2O3    

分子量：200.17 

 

5．化学名(命名法) 5-Fluoro-1-[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]uracil 

(命名法：IUPAC) 

 

6．慣用名、別名、略号、

記号番号 

1-(2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil(慣用名) 

記号番号：FT-207(治験番号) 

 

7．CAS 登録番号 17902-23-7 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 
1．物理化学的性質 

(1) 外観・性状 

 

白色の結晶性の粉末である。結晶多形が認められる。 

 

(2) 溶解性 メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール(95)にやや溶けにくい。

希水酸化ナトリウム試液に溶ける。 

 

 テガフールの溶解度(20℃、W/V％) 

 
溶  媒 

テガフールの

溶解度 溶  媒 
テガフールの

溶解度 

 ア セ ト ン

ク ロ ロ ホ ル ム

メ タ ノ ー ル

エタノール(9 5)

ジエチルエーテル

ベ ン ゼ ン

酢 酸 エ チ ル

6.04 
4.56 
4.07 
1.19 
0.91 
0.14 
1.80 

ピ リ ジ ン 
ジ オ キ サ ン 

水 

0.01 mol/L HCl 
0.1 mol/L HCl 

0.01 mol/L NaOH 
0.1 mol/L NaOH 

39.70 
14.10 

1.68 
1.55 
1.50 
1.55 
3.51 

  

(3) 吸湿性 相対湿度 91%(40℃、3 箇月)で保存するとき、吸湿性を示さない。 

 

(4) 融点(分解点)、 

沸点、凝固点 

 

融 点:166～171℃ 

 

(5) 酸塩基解離定数 pKa=7.65±0.05(0.1mol/L NaOH による滴定) 

 

(6) 分配係数 テガフールの分配係数 

 pH テガフール(CH3Cl/H2O)  

 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

0.835 
0.835 
0.801 
0.108 
0.007 
0.000 

 

  

(7) その他の主な示性値 紫外部吸収(極大) 267～271nm(0.01mol/L 水酸化ナトリウム液) 

 270～272nm(クロロホルム) 

薄層クロマトグラフィー(Rf 値) 

 0.28(n-ブタノール・水・強アンモニア水混合液) 

施光度：メタノール溶液(1→50)は施光性を示さない。 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 

 
2． 有効成分の各種条件下

における安定性 

有効成分の安定性 
保 存 条 件 保存期間 保存形態 結果＊1) 

苛 
酷 

熱 100℃ 10 時間 無色アンプル(密封) 変化なし 

光 
戸外直射日光下 3 箇月 無色アンプル(密封) 60 日目頃淡褐色変化

室内散乱光下 3 箇月 無色アンプル(密封) 変化なし 

湿度 

40℃/91％RH 3 箇月 無色ガラス瓶(開封) 変化なし 

40℃/75％RH 3 箇月 無色ガラス瓶(開封) 変化なし 

40℃/59％RH 3 箇月 無色ガラス瓶(開封) 変化なし 

長期 25℃/60％RH 36 箇月
ポリエチレン袋＋ 
ファイバードラム 

変化なし 

加速 40℃/75％RH 6 箇月
ポリエチレン袋＋ 
ファイバードラム 

変化なし 

＊1)測定項目：性状、UV スペクトル、TLC、含量 

  

 ・ 水溶液中の安定性 

pH1.0 では、37℃ 8 時間及び 24 時間で含量は約 97％及び 91％に低下

する。 

pH3.0 では、37℃ 8 時間及び 24 時間で含量は約 98％及び 96％に低下

する。 

pH6.0 では、37℃ 8 時間及び 24 時間で含量は約 98％及び 96％に低下

する。 

pH7.0 以上では、急激な安定化傾向を示す。 

 

・ 苛酷試験による生成物 

0.5％テガフール水溶液を 100℃、6 時間加熱した結果、テガフール以外

にフルオロウラシルの生成を認めた。 

 

3．有効成分の確認試験法

 

日本薬局方「テガフール」による。 

4．有効成分の定量法 

 

日本薬局方「テガフール」による。 
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Ⅳ．製剤に関する項目 
1．剤 形 

(1) 剤形の区別、外観 

及び性状 

 

 

区別：腸溶顆粒剤 

規格：1g 中にテガフール 500mg を含有する。 

外観及び性状：白色～黄白色の腸溶性の顆粒剤で、におい及び味はない。

分包品の重量(含量)：0.4g(テガフール 200mg) 

 

(2) 製剤の物性 粒 度 試 験     ：本品は第十五改正日本薬局方製剤総則顆粒剤の粒度の試験に

準じて試験を行うとき、これに適合する。 

溶 出 性： 本品は日本薬局方外医薬品規格テガフール 50％腸溶顆粒溶

出試験に適合する。 

 

(3) 識別コード 1 包 0.4g TC416(ヒートシールに表示) 

 

(4) pH、浸透圧比、粘度、

比重、無菌の旨及び

安定な pH 域等 

 

該当しない 

 

2．製剤の組成 

(1) 有効成分(活性成分)

の含量 

 

 

1g 中にテガフール 500mg を含有する。 

 

(2) 添加物 添加物としてメタクリル酸コポリマーLD、ポリソルベート 80、ラウリル

硫酸ナトリウム、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ヒドロキシ

プロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、マクロゴール 6000、

ステアリン酸ポリオキシル 40、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウムを

含有する。 

 

(3) その他 該当しない 

 

3．懸濁剤、乳剤の分散性

に対する注意 

 

該当しない 
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Ⅳ．製剤に関する項目 

 
4．製剤の各種条件下に 

おける安定性 

 
保存条件 保存期間 包装形態 結  果 

熱 

100℃ 10 時間 ガラス瓶 含量低下(約 5％低下)

50℃ 3 箇月 ガラス瓶 変化なし 

光 直射日光下 6 箇月 ガラス瓶 変化なし 

湿 

度 

37℃/91％RH 3 箇月 ガラス瓶 変化なし 

37℃/75％RH 3 箇月 ガラス瓶 変化なし 

37℃/50％RH 3 箇月 ガラス瓶 変化なし 

  
保存条件 保存期間 包装形態 結  果 

長
期
保
存

25℃/60％RH 4 年 
ヒートシール/紙箱 

変化なし 
ポリ容器/紙箱 

  

5．調製法及び溶解後の 

安定性 

 

該当しない 

 

6．他剤との配合変化 

(物理化学的変化)1) 

60種類の繁用薬剤との配合変化試験を行った。炭酸水素ナトリウム(小堺)、

テオコリン(エーザイ)、ネオフィリン(エーザイ)は配合によって変化が増

強し、テガフールの分解又は腸溶性コーティング膜の劣化が認められ配合

は不可である 1)。 

 

7．溶出性 
溶
出
率(

％)

試験液採取時間(分)

pH1.2
pH6.0
pH6.8
水

0 5 10 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

：日本薬局方溶出試験法第2法(パドル法)
：pH 1.2、pH 6.0、pH 6.8、水
：900mL
：37±0.5℃
：50rpm

試験方法
試 験 液
試験液量
温 度
回 転 数

8．生物学的試験法 該当しない 
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Ⅳ．製剤に関する項目

 
9．製剤中の有効成分の 

確認試験法 

(1) フッ素の確認 

呈色反応による。 

(2) 窒素の確認 

分解により発生するガスは潤した赤色リトマス紙を青変する。 

(3) ピリミジン核の確認 

紫外可視吸光度測定法による。 

 

10．製剤中の有効成分の 

定量法 

 

液体クロマトグラフィーによる。 

 

11. 力 価 該当しない。 

12．混入する可能性のある

夾雑物 

分解物：フルオロウラシル 

13．注意が必要な容器・ 

外観が特殊な容器に 

関する情報 

該当しない 

14．その他 該当しない 
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Ⅴ．治療に関する項目 
1．効能又は効果 消化器癌(胃癌、結腸・直腸癌)、乳癌の自覚的・他覚的症状の寛解 

 

2．用法及び用量 通常 1 日量としてテガフール 800mg～1200mg を 1 日 2～4 回に分けて経

口投与する。年齢、症状により適宜増減する。 

なお、他の抗悪性腫瘍剤または放射線との併用の場合は単独で使用する場

合に準じ、適宜減量する。 

 

3．臨床成績 

(1) 臨床データパッケージ 

 

 

該当しない 

(2) 臨床効果 2～15) 全国延べ65 施設において実施されたテガフール腸溶剤経口投与による臨床

成績を集計した結果、Karnofsky 効果判定基準による効果判定可能例数は

354 例であり、有効率(Ⅰ-A 以上)は 22.3%(79 例/354 例)であった。 

 

 

 効 果

疾患名 
評価可能例数

有  効  率 

 Ⅰ-A 以上(％) 0-C 以上(％) 

 

胃 癌 224 47/224 (21.0) 63/224 (28.1) 

結腸・直腸癌 81 21/81 (25.9) 25/81 (30.9) 

乳 癌 49 11/49 (22.4) 14/49 (28.6) 

 合 計 354 79/354 (22.3) 102/354 (28.8) 

 

(3) 臨床薬理試験 

 

該当資料なし 

(4) 探索的試験 

 

該当資料なし 

(5) 検証的試験 

1) 無作為化並行 

用量反応試験 

 

 

該当資料なし 

2) 比較試験 

 

該当資料なし 

3) 安全性試験 該当資料なし 

 

4) 患者・病態別試験 該当資料なし 
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Ⅴ．治療に関する項目

 
(6) 治療的使用 

1) 使用成績調査・特定

使用成績調査(特別

調査)・製造販売後

臨床試験(市販後臨

床試験) 

 

 

該当資料なし 

2) 承認条件として

実施予定の内容

又は実施した試

験の概要 

該当しない 
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目 
1．薬理学的に関連ある 

化合物又は化合物群 

 

フルオロウラシル系化合物、フルオロウラシル 

2．薬理作用 16～28) 

(1) 作用部位・ 

作用機序 16～23) 

 

1) 作用部位 

腫瘍内 

2) 作用機序 

抗腫瘍効果はテガフール(FT)から徐々に変換されるフルオロウラシル

(5‐FU)に基づいている 16,17)。 

フルオロウラシルの作用機序は活性代謝物であるFdUMPが dUMPと

拮抗し、thymidylate synthase を抑制することによる DNA の合成阻害

と、FUTP が RNA に取込まれることによる RNA の機能障害に起因する

ものと考えられている(in vitro)18～23)。 

 

(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 24～28) 

 

 

 

 

 

1) 実験腫瘍に対する抑制効果 24～26) 

Walker 256、吉田肉腫、AH 130 をラットに、Sarcoma 180、Ehrlich

腫瘍をマウスに皮下移植し、24 時間後より連続 7 日間 1 日 1 回テガフー

ルを経口投与し、移植後 10 日目に腫瘍を摘出し、その重量を測定した。

その結果、テガフールは各種実験腫瘍に対して腫瘍の増殖抑制効果を

示し、さらに上記実験腫瘍移植によるりンバ節転移及び肺転移の抑制効

果も示した 24)。 

 Tumor 
animals

Dose(mg/kg) Body 
weight 

change% 

Tumor 
weight 

(g±S.D.) 
T/C

Tumor Type Daily Total 

Yoshida 
sarcoma 

Solid rats 

Control ＋20.5 5.32±0.89 －－

50 350 ＋22.7 4.41±0.42 0.83
100 700 ＋14.1 3.25±0.62 0.61
200 1400 ＋5.4 2.35±0.41 0.44

AH 130 Solid rats 

Control ＋25.7 4.96±0.52 －－

50 350 ＋27.1 2.88±0.33 0.58
100 700 ＋23.4 1.46±0.31 0.29
200 1400 ＋3.3 0.86±0.32 0.16

Walker 
256 
carcino- 
sarcoma 

Solid rats 

Control ＋26.9 7.29±0.32 －－

50 350 ＋24.6 5.84±0.97 0.80
100 700 ＋21.7 4.56±0.48 0.63
200 1400 ＋8.2 2.15±0.40 0.30

Ehrlich 
carcinoma 

Solid mice 

Control ＋28.3 2.07±0.29 －－

50 350 ＋29.1 1.78±0.22 0.86
100 700 ＋27.0 1.67±0.27 0.81
200 1400 ＋8.3 1.14±0.17 0.55

Sarcoma 
180 

Solid mice 

Control ＋27.8 3.11±0.18 －－

50 350 ＋26.4 1.69±0.18 0.54
100 700 ＋23.6 0.67±0.07 0.22
200 1400 ＋6.9 0.08±0.03 0.03
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目

 
(2) 薬効を裏付ける 

試験成績 24～28) 

(つづき) 

＜参考＞テガフール、フルオロウラシル腹腔内投与、経口投与による固型

腫瘍抑制効果 25,26) 

4n-Ehrlich Carcinoma、Sarcoma 180、37 を DDD 系及び ddN 系マ

ウスに、吉田肉腫、5‐FU 耐性吉田肉腫、AH 130 を Donryu 系ラット

に、また、ローダミン肉腫を Wistar 系ラットにそれぞれ鼠蹊部皮下に移

植し、移植 24 時間後からテガフール 10、30、90mg/kg、また、対照と

してフルオロウラシル 5、10、30mg/kg を 1 日 1 回連続 7 日間腹腔内及

び経口投与した。移植後 8～15 日目に腫瘍を摘出し、その重量を測定し、

重量比(T/C)を求めた。 

  
 Tumors 

Tegafur
(mg/kg/day) 

5-FU
(mg/kg/day) 

 10 30 90 5 10 30 

 腹

腔

内

投

与

4n-Ehrlich carcinoma 0.81 0.71 0.57 0.77 0.63 0.40
 Sarcoma 180 0.33 0.23 0.16 0.53 0.43 0.17
 Sarcoma 37 0.39 0.28 0.27 0.88 0.50 0.42
 Yoshida sarcoma 0.66 0.65 0.63 1.40 0.86 0.50
 AH 130 0.83 0.56 0.35 0.47 0.36 0.19
 Rhodamin B 0.79 0.43 0.18 0.26 0.13 0.05
 

経 

口 
投 

与 

4n-Ehrlich carcinoma 0.72 0.71 0.54 0.64 0.59 0.39
 Sarcoma 180 0.90 0.71 0.62 0.79 0.80 0.61
 Sarcoma 37 0.66 0.58 0.51 0.72 0.77 0.32
 Yoshida sarcoma 0.70 0.68 0.46 0.64 0.62 0.51
 5-FU 耐性 Yoshida sarcoma 1.00 0.71 0.63 0.86 0.66 0.78
 AH 130 0.95 0.76 0.50 0.72 0.59 0.21

 

 2) ヒト癌移植実験腫瘍に対する抑制効果 27,28) 

ヌードマウス・ヒト癌移植系を用い、テガフールを 50 回 100mg/kg/ 

day 経口投与し、抗腫瘍効果を検討した。 

その結果、対照群はほぼ安定した腫瘍増殖を続けるのに対し、テガ

フール投与群では著明な増殖抑制を示し、実験終了後の腫瘍重量での抑

制率は 72%であった。 

 

 Effect of Tegafur on Human Rectal Cancer 
Xenografts (H-26-2) in Nude Mice 

 

(3) 作用発現時間・ 

持続時間 

該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 
1．血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な 

血中濃度 

 

 

該当資料なし 

(2) 最高血中濃度 

到達時間 29) 

 

投与後約 4 時間(テガフール：1000mg) 

(3) 臨床試験で確認され

た血中濃度 29) 

癌患者(6 例)にフトラフール腸溶製剤(テガフール 1000mg 相当)を経口

投与し、血中テガフール及びフルオロウラシル濃度を測定した結果、投与

後 2、4、6、8 時間及び 10 時間のテガフール濃度はそれぞれ 20.3±11.8μg/mL、

24.0±11.1μg/mL、23.1±4.8μg/mL、17.9±2.7μg/mL、18.8±9.3μg/mL、

一方、フルオロウラシル濃度はそれぞれ 0.052±0.034μg/mL、0.071±

0.016μg/mL、0.060±0.012μg/mL、0.048±0.027μg/mL、0.044±0.025

μg/mL で、24 時間後の濃度はテガフール 12.7±7.0μg/mL が検出された

が、フルオロウラシルは検出限界以下であった。 

 

30

20

10

μg/mL Tegafur
5-FU

μg/mL

0.10

0.02

0.08
0.06

0.04

5-
F

U

T
eg

af
u

r

2 4 6 8 10
時　間

24hr

Mean±S.D.

 患者にテガフール投与後の血中濃度 

 

(4) 中毒域 

 

該当資料なし 

 

(5) 食事・併用薬の 

影響 

 

該当資料なし 

 

(6) 母集団(ポピュレー

ション)解析により

判明した薬物体内動

態変動要因 

 

該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
2．薬物速度論的 

パラメータ 29～31) 

(1) 解析方法 

(2) 吸収速度定数 

(3) バイオアベイラビリ

ティ 

(4) 消失速度定数 

(5) クリアランス 

(6) 分布容積 

(7) 血漿蛋白結合率 

該当資料なし 

＜参考＞ 

テガフール胃溶剤 2g 単回投与後の血清中テガフールの吸収速度定数

(Ka)、消失速度定数(Ke)、血中濃度曲線下面積(AUC)は次のとおりで

あった(n=7)30)。 

 Ka 
(hr-1) 

1.34 
(0.43～2.92)  

 Ke 
(hr-1) 

0.082 
(0.054～0.131)  

 AUC∞ 

0  
(mg・hr/L)

726 
(283～1068)  

 

・ バイオアベイラビリテイ 29) 

癌患者 6 例に対し、フトラフール腸溶顆粒剤及び胃溶剤をそれぞれテ

ガフールとして 1000mg をクロスオーバー法にて経口投与して経時的

に血中テガフール及びフルオロウラシル濃度を観察した。 

その結果、フトラフールの腸溶顆粒剤と胃溶剤投与時の血中テガフー

ル濃度及びフルオロウラシル濃度には有意の差を認めず、両製剤間の

bioavailability に差がないことが示唆された。 
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フトラフールE顆粒

フトラフール胃溶剤

 患者にテガフール投与後の血中濃度 

 

 ・ 血漿蛋白結合率 31) 

限外濾過法(in vitro) 

牛血清アルブミン(テガフール 1.0μg：BSA 40mg)27.8% 

卵アルブミン(テガフール 1.0μg：OA 40mg)2.6% 

ヒトガンマーグロブリン(テガフール 1.0μg：HGG 40mg)2.7% 

 

3．吸 収 

 

経口投与後、腸管(主として小腸)より速やかに吸収される。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 
4．分 布 32,33) 

 

 

胃癌、乳癌、結腸癌、直腸癌に対して、フトラフール腸溶顆粒 50％

(1500mg/日、2 分)を術前 3 日間投与し、各腫瘍の腫瘍組織及び正常組織

内フルオロウラシル濃度を測定した 32)。 

胃 癌：腫瘍組織内フルオロウラシル濃度は 0.256±0.216μg/g であり、

正常組織に比べて高値を示した。また、転移リンパ節において

も高いフルオロウラシル濃度が認められた。 

 

 

 乳 癌：腫瘍組織内フルオロウラシル濃度は 0.296±0.152μg/g であり、

正常乳腺組織に比べて高値を示した。 

 

 

 結腸癌/直腸癌：結腸癌及び直腸癌の腫瘍組織内フルオロウラシル濃度は

それぞれ、0.163±0.091μg/g、0.108±0.081μg/g であり、

正常組織に比べて高値を示した。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
4．分 布( つづき)32,33)

 

＜参考＞ 

Donryu 系雄性ラット(体重 130～160g)を用い、AH 130 の左鼠蹊部

皮下移植後の担癌ラット及び正常ラットに 3H 標識テガフールを

90mg/kg(900μCi/kg)経口投与し、組織内濃度を測定した。 

その結果、組織内濃度は特に肝、腎において高い放射能を長時間示し、

また、肝、腎以外の臓器は投与後 2 時間の胃において高い放射能を示す

以外は、特に一定の臓器への集中は見られなかった 33)。 

 

 

 ラットに 3H 標識テガフール投与後の組織中濃度 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 
(1) 血液－脳関門通過性 通過すると考えられる( (4)髄液への移行性の項参照)。 

 

(2) 血液－胎盤関門 

通過性 34)   

該当資料なし 

＜参考＞胎児への移行性(マウス) 

妊娠 12 日目のマウスにテガフール 50、100、150mg/kg を経口投与し、

投与後 4 時間までの胎児中テガフール及びフルオロウラシル濃度を測定

した。 

その結果、テガフール及びフルオロウラシルはともに母体血液から胎

盤を介して胎児内へ移行した。 

 

(3) 乳汁への移行性 35) 該当資料なし 

＜参考＞乳汁中への移行性(ラット)  

分娩 1 週間前後の雌性ラットに 3H 標識テガフールを経口投与し、乳

汁中への移行性を検討した。 

その結果、テガフール及びその代謝産物の乳汁中移行が確認された。

授乳中ラットにテガフール投与後の血中、乳汁中濃度 

  
 投与量

 

投与後時間 

Tegafur 7.5mg/600μCi/kg 
乳汁中/血中濃度(nmol/ml) 

 Tegafur 5-FU FUPA F-β-AIa 

 1 時間後 14.1/26.1 0.10/0.15 0.08/0.23 0.14/0.32 
 2 時間後 11.8/22.5 0.13/0.39 0.06/0.20 0.11/0.16 
 4 時間後 11.3/20.2 0.09/0.25 0.06/0.28 0.08/0.18 
 8 時間後 7.32/14.6 0.06/0.20 ND/0.18 0.08/0.25 
 24 時間後 0.51/1.05 ND/ND ND/ND ND/ND 

ND：検出限界以下, 
FUPA：α-fluoro-β-ureidopropionic acid 
F-β-Ala：α-fluoro-β-alanine 

  

(4) 髄液への移行性 36) 脳腫瘍患者に、テガフール 1600mg を経口・静注にて投与し、経時的に

血中・髄液内のテガフール、フルオロウラシル濃度を bioassay 法にて測定

した。 

その結果、テガフール濃度は静注で 1 時間後血中・髄液内とも最高値と

なり、それぞれ 19.2、16.4μg/mL を示し、経口での最高濃度は血中で 3

時間後 22.0μg/mL、髄液内で 1 時間後 23.0μg/mL であった。2～3 時間後

は経口の方が高濃度であるが 6 時間後ではほぼ同程度に下降し 10～12

μg/mL となった。フルオロウラシル濃度は、静注時髄液内濃度は 1 時間後

0.29μg/mL と最高になり、24 時間後でも 0.08μg/mL と高値を保っており

常に経口投与時の髄液内濃度の 4 倍以上となっている。静注時の血中、経

口時の血中・髄液内濃度も投与 1 時間後最高となり、それぞれ 0.17、0.04、

0.07μg/mL であり、6 時間後 0.03～0.04μg/mL と三者とも同程度の濃度

であった。 

代
謝 

物
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
(4) 髄液への移行性 36) 

(つづき) 

1 2 3 6 24

(μg/mL)

0.1
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 患者にテガフール投与後の血中、髄液中濃度 

 

(5) その他の組織への 

移行性 37) 

該当資料なし 

＜参考＞膵液、胆汁中への移行性(直腸内投与) 

膵、胆道系疾患 10 例のうち膵頭十二指腸切除術あるいは乳頭括約筋形

成術を行ったのち、膵管ドレナージ、胆管ドレナージを同時に行った 5 例

を対象とし、術後膵液の排出量が一定となる 10～14 日目に、早朝空腹下

にテガフール坐剤 1500mg を直腸内に挿入し、挿入後 6 時間まで経時的

に末梢血、膵液及び総胆管胆汁中濃度を測定した。 

その結果、膵液中テガフール、フルオロウラシル濃度はともに 4 時間

後に最高値を示した。その膵液中濃度は、血中濃度とほぼ同様の傾向が

みられた。また、胆汁中テガフール、フルオロウラシル濃度は、4 時間

後に最高値を示したが、その濃度は膵液中、血中濃度に比して約 1/2、約

1.5 倍の濃度であった。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 
(5) その他の組織への 

移行性 37)(つづき) 

 

 
Tegafur 坐剤(1500mg)直腸内投与後の血清 Tegafur、 

5-FU 濃度の変動(Mean±S.E.) 

 
Tegafur 坐剤(1500mg)直腸内投与後の膵液中 Tegafur、 

5-FU 濃度の変動(Mean±S.E.) 

 

 

Tegafur 坐剤(1500mg)直腸内投与後の胆汁中 Tegafur、 

5-FU 濃度の変動(Mean±S.E.) 

 

5．代 謝 18～23,38) 

(1)代謝部位及び代謝経

路 18～23) 

 

 

該当資料なし 

＜参考＞ 

動物実験の成績より経口投与されたテガフールは肝臓及び組織内で代

謝され、その代謝経路は次の図式の如くと考えられている。 

抗腫瘍活性は代謝活性物質である FdUMP の thymidylate synthase

抑制による DNA の合成阻害、FUTP による RNA の機能障害に起因する

といわれている(in vitro)18～23)。 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
(1)代謝部位及び代謝経

路 18～23)(つづき) 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 
(2)代謝に関与する酵素

(CYP450 等)の分子

種 38) 

 

ヒト肝ミクロゾームを用い各分子種に特異的な阻害剤によるテガフール

の代謝に及ぼす影響を調べた結果、CYP2A6 の阻害剤である Coumarin に濃

度依存的に顕著な阻害が確認された。CYP1A2 の阻害剤α-Naphthoflavone

と CYP2E1 の阻害剤である p-Nitrophenol においては、高濃度で若干の阻

害が確認される程度であり、その他の分子種に対する阻害剤の影響はみら

れなかった。以上の結果から、テガフールからフルオロウラシルへの代謝

に関与するチトクローム P-450 の分子種は CYP2A6 が主であることが判

明した。 

 

テガフールの代謝に関する CYP 分子種に特異的な阻害剤の影響 

 

(3) 初回通過効果の有無

及びその割合 

該当資料なし 

(4) 代謝物の活性の有無

及び比率 

 

フルオロウラシル、FdUMP、FUTP に変換されて効果を発揮する。 

(5) 活性代謝物の速度論

的パラメータ 

 

該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目

 
6．排 泄 33) 

(1) 排泄部位及び経路 

(2) 排泄率 

(3) 排泄速度 

 

該当資料なし 

＜参考＞テガフールの尿中及び糞中排泄(ラット) 

5 週齢 Donryu 系雄性ラットを用い、AH 130 の左鼠蹊部皮下移植後の

担癌ラットと正常ラットに 3H 標識テガフールを 90mg/kg(900μCi/kg)経

口及び静脈内投与し、6、12、24、48 時間毎に自然尿及び糞を分取し、

放射能を測定した。 

その結果、図に示すように、両投与経路での 48 時間後の累積尿中排泄

量は、いずれも約 50%であった。一方、48 時間の累積糞中排泄量は静脈

内投与で 0.1%以下、経口投与で 0.5%以下であった。なお、静脈内投与

後 48 時間における体内残存率は約 30%であった 33)。 

 

 

 ラットにテガフール投与後の尿中排泄 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 
6．排 泄 33) 

(1) 排泄部位及び経路 

(2) 排泄率 

(3) 排泄速度 

(つづき) 

 

＜参考＞胆汁中排泄(ラット、静注)33) 

5 週齢 Donryu 系雄性担癌ラットに 3H 標識テガフール 90mg/kg(900

μCi/kg)を静脈内投与し、胆汁中排泄量を測定した。 

その結果、投与後の胆汁中排泄は徐々に行われ、12 時間の排泄量は約

5%であった。 

 

 

 

 ラットにテガフール投与後の胆汁中排泄 

 

7．トランスポーターに 

関する情報 

 

該当資料なし 

 

8．透析等による 

除去率 39,40) 

(1) 腹膜透析 

 

(2) 血液透析 39,40) 

 

 

 

(3) 直接血液灌流 

 

 

該当資料なし 

 

消化器癌にテガフール(600mg)を経口投与し、透析前後の除去率を測定し

た結果、血中テガフールの除去率は約 60%で、血中フルオロウラシルの除

去率は約 45%であった。 

 

該当資料なし 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 
1．警告内容と 

その理由 41,42) 

 

 1．劇症肝炎等の重篤な肝障害が起こることがあるので、定期的(特に

投与開始から 2 ヵ月間は 1 ヵ月に１回以上)に肝機能検査を行うな

ど観察を十分に行い、肝障害の早期発見に努めること。肝障害の

前兆又は自覚症状と考えられる食欲不振を伴う倦怠感等の発現に

十分に注意し、黄疸(眼球黄染)があらわれた場合には直ちに投与

を中止し、適切な処置を行うこと。 

2．テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用に

より、重篤な血液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、

併用を行わないこと(「相互作用」の項参照)。 

 理由 

1． 劇症肝炎等の重篤な肝障害が報告されているため 41)。 

2． 薬理的にはギメラシルがフルオロウラシルの異化代謝酵素(ジヒ

ドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD))を可逆的に阻害するこ

とによる。 

ラットでテガフール・ギメラシル・オテラシル配合剤(テガフール

として 5mg/kg)単独あるいはテガフール(16mg/kg)併用 7 日間反

復経口投与の最終投与 2 時間後の血漿中 5-FU 濃度を測定した結

果、単独投与に比較してテガフール併用投与で 8.1 倍の濃度を示

し、相乗的な増加が認められた 42)。 

 

2．禁忌内容とその理由 

(原則禁忌を含む) 

 

禁忌(次の患者には投与しないこと) 

1．本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者 

2．テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患

者及び投与中止後 7 日以内の患者(「相互作用」の項参照) 

3．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) 

 理由 

2． ギメラシルの血中からの消失及び DPD への影響、テガフール・ギメ

ラシル・オテラシルカリウム配合剤の DLT(投与制限毒性)である骨

髄抑制の回復までに要する期間(概ね 1 週間)を考慮し、テガフール・

ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤の投与中止後少なくとも 7 日

以内は本剤を投与しないこととした。 

 

3． 効能又は効果に関連

する使用上の注意と

その理由 

該当しない 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
4． 用法及び用量に関連

する使用上の注意と

その理由 

 

該当しない 

5．慎重投与内容とその 

理由 43) 

 

慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) 

(1) 骨髄抑制のある患者［骨髄抑制が増強するおそれがある。］ 

(2) 肝障害又はその既往歴のある患者［肝障害が悪化するおそれがあ

る。］ 

(3) 腎障害のある患者［副作用が強くあらわれるおそれがある。］ 

(4) 感染症を合併している患者［骨髄抑制により、感染症が悪化する

おそれがある。］ 

(5) 心疾患又はその既往歴のある患者［症状が悪化するおそれがあ

る。］ 

(6) 消化管潰瘍又は出血のある患者［症状が悪化するおそれがある。］ 

(7) 耐糖能異常のある患者［耐糖能異常が悪化するおそれがある。］43) 

(8) 水痘患者［致命的な全身障害があらわれるおそれがある。］ 

 理由 

(2) 劇症肝炎等の肝障害が報告されており、肝障害が悪化又は再発する

おそれがある。 

(3) 腎排泄が減少し、副作用が強くあらわれるおそれがある。また、腎

障害(急性腎障害、ネフローゼ症候群、BUN 上昇、クレアチニン上昇

等)が報告されており、腎障害が悪化するおそれがある。 

(8) 他の抗悪性腫瘍剤において水痘患者で致命的な全身障害があらわれ

たとの報告がある。 

 

6．重要な基本的注意と 

その理由及び処置 

方法 44～46) 

 重要な基本的注意 

(1) 骨髄抑制等の重篤な副作用が起こることがあるので、定期的(特に

投与開始から 2ヵ月間は 1ヵ月に 1回以上)に臨床検査(血液検査、

肝機能・腎機能検査等)を行うなど、患者の状態を十分に観察する

こと。異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な処置を行

うこと。 

(2) 重篤な腸炎等により脱水症状があらわれた場合には補液等の適切

な処置を行うこと(「重大な副作用」の項参照)。 

(3) 感染症・出血傾向の発現又は悪化に十分注意すること。 

(4) 小児に投与する場合には副作用の発現に特に注意し、慎重に投与

すること。 

(5) 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には性

腺に対する影響を考慮すること。 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
6．重要な基本的注意と 

その理由及び処置 

方法 44～46)(つづき) 

   

 (6) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中止後、

本剤の投与を行う場合は少なくとも 7 日以上の間隔をあけること

(「相互作用」の項参照)。 

 

 理由 

(1) 骨髄機能抑制、肝障害(劇症肝炎、黄疸、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)

上昇等)、腎障害(急性腎障害、ネフローゼ症候群、BUN 上昇、クレ

アチニン上昇等)等があらわれることがある。 

(2) 重篤な腸炎が報告されているため 44)。 

(3) 白血球減少、血小板減少等があらわれ、感染や出血にいたることが

ある。 

(4) 小児に投与する場合、代謝系が未発達であるため副作用があらわれ

やすい。 

(5) 抗悪性腫瘍剤により無月経、卵巣病変所見が認められたとの報告が

ある 45,46)。 

(6) 禁忌の項参照 

 

7．相互作用 47) 

(1)併用禁忌とその理由 

 

 

 

 

 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   

  
テガフール・ギメ
ラシル・オテラシ

ルカリウム配合剤

(ティーエスワン) 

早期に重篤な血液障害や下痢、口内
炎等の消化管障害等が発現するおそ

れがあるので、テガフール・ギメラ

シル・オテラシルカリウム配合剤投
与中及び投与中止後少なくとも 7 日

以内は本剤を投与しないこと 

ギメラシルがフル
オロウラシルの異

化代謝を阻害し、血

中フルオロウラシ
ル濃度が著しく上

昇する。 

  

       
       

(2)併用注意とその理由 47)  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   

  
フェニトイン 47) フェニトイン中毒(嘔気・嘔吐、眼

振、運動障害等)が発現することが

ある。異常が認められた場合には本

剤の投与を中止するなど適切な処
置を行うこと。 

テガフールによってフ
ェニトインの代謝が抑

制され、フェニトインの

血中濃度が上昇する。 

  

  
ワルファリンカリ

ウム 
ワルファリンカリウムの作用を増

強することがあるので、凝固能の変

動に注意すること。 

機序は不明である。 
   

  
トリフルリジン・チ

ピラシル塩酸塩配
合剤 

重篤な骨髄抑制等の副作用が発現

するおそれがある。 
本剤との併用により、ト

リフルリジンの DNA
取り込みが増加する可

能性がある。 
チピラシル塩酸塩がチ
ミジンホスホリラーゼ

を阻害することにより、

本剤の代謝に影響を及
ぼす可能性がある。 

  

  
他の抗悪性腫瘍剤、

放射線照射 
血液障害、消化管障害等の副作用が

増強することがあるので、患者の状

態を十分に観察すること。異常が認
められ場合には減量、休薬等の適切

な処置を行うこと。 

副作用が相互に増強さ

れる。 
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8．副作用 

(1) 副作用の概要 48) 

 

 承認時及び市販後副作用頻度調査における副作用評価可能症例は

9474 例であり、副作用発現率は 15.0％(1425 例)であった。主な副作

用は食欲不振 3.3％、悪心・嘔吐 2.7％、下痢 1.4％、口内炎 0.9％等の

消化器症状、白血球減少 2.2％、赤血球減少 0.8％、血小板減少 0.6％

等の血液障害、色素沈着 1.8%、肝機能障害 1.4％、倦怠感 1.0%、発疹

0.8％等であった48)。 

  

(2) 重大な副作用と 

初期症状 41,44,49～55) 

 

 重大な副作用［( )内に発現頻度を記載。未記載は頻度不明。］ 

1)骨髄抑制、溶血性貧血等の血液障害：汎血球減少、無顆粒球症(症

状：発熱、咽頭痛、倦怠感等)、白血球減少(2.2%)、貧血

(0.8%)、血小板減少(0.6%)、出血傾向、溶血性貧血等が

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。 

2)劇症肝炎等の重篤な肝障害(「警告」の項参照)41) 

3)肝硬変：長期投与において AST(GOT)、ALT(GPT)の明らかな上

昇を伴わずに肝硬変があらわれることがあるので、観察

を十分に行い、プロトロンビン時間延長、アルブミン低

下、コリンエステラーゼ低下、血小板減少等が認められ

た場合には投与を中止すること。 

4)脱水症状：激しい下痢があらわれ、脱水症状まで至ることがある

ので、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し、補液等の適切な処置を行うこと。

5)重篤な腸炎：出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等があらわれ

ることがあるので、観察を十分に行い、激しい腹痛・下

痢等の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44)。 

6)白質脳症等を含む精神神経障害：白質脳症(意識障害、小脳失調、

認知症様症状等を主症状とする)49)や意識障害、失見当識、

傾眠、記憶力低下、錐体外路症状(0.1%未満)、言語障害

(0.1%未満)、四肢麻痺、歩行障害、尿失禁、知覚障害等

があらわれることがあるので、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。 

7)狭心症、心筋梗塞、不整脈：狭心症、心筋梗塞、不整脈(心室頻

拍等を含む)があらわれることがあるので、観察を十分

に行い、胸痛、失神、息切れ、動悸、心電図異常等が認

められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと

50,51)。 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
(2) 重大な副作用と 

初期症状 41,44, 49～55) 

(つづき) 

 
 

   
 

8)急性腎障害、ネフローゼ症候群：急性腎障害、ネフローゼ症喉

群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。 

9)嗅覚脱失：嗅覚障害(長期投与症例に多い)があらわれ、嗅覚脱

失まで至ることがあるので、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 52,53)。 

10)間質性肺炎：間質性肺炎(初期症状：咳嗽、息切れ、呼吸困難、

発熱等)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、胸部 X 線

等の検査を行い、副腎皮質ホルモン剤の投与など適切な

処置を行うこと。 

11)急性膵炎：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、腹痛、血清アミラーゼ値の上昇等が認められた場

合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

12)重篤な口内炎、消化管潰瘍、消化管出血：重篤な口内炎、消化管

潰瘍、消化管出血(0.1%未満)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。 

13)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚

粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)：中毒性表皮壊

死融解症、皮膚粘膜眼症候群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 54,55)。 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
(3) その他の副作用56～59) 

   
 

次の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には

減量、休薬等の適切な処置を行うこと。なお、過敏症があらわれた場

合には投与を中止すること。 

 

   頻度 
分類 

0.1～5％未満 0.1％未満 頻度不明   

  
肝 臓 

肝機能障害

(AST(GOT)、
ALT(GPT)の上昇等) 

黄疸 脂肪肝、Al-P 上昇   

  
腎 臓 

 血尿、蛋白尿 腎機能障害(BUN、クレアチ

ニンの上昇等) 
  

  

消化器 

食欲不振、悪心・嘔

吐、下痢、口内炎、

腹痛、腹部膨満感、

心窩部痛、口角炎 

舌炎、味覚異常、

胸やけ、口渇、

便秘 

嚥下困難、胃炎、腹鳴、   

  精 神 

神経系 

倦怠感、眩暈、しび

れ 

頭痛 興奮、耳鳴、末梢性ニュー

ロパチー 
  

  
皮膚注) 

色素沈着、脱毛、紅

潮 

角化、浮腫、皮

膚炎、爪の異常、

光線過敏症 56) 

水疱、び爛、DLE 様皮疹 57,58)   

  過敏症 発疹、瘙痒  蕁麻疹   

  
循環器 

  胸内苦悶感、胸痛、心電図

異常(ST 上昇等)、動悸 
  

  

その他 

発熱  
 

灼熱感、関節痛、結膜充血、

咳・痰、血痰、糖尿、血糖

値上昇、LDH 上昇、平均赤

血球容積(MCV)増加、血清

尿酸値上昇、女性型乳房、

筋肉痛、CK(CPK)上昇 

  

 
注) 色素沈着、皮膚炎等の皮膚障害は手のひら、足裏等に発現しやすいとの報告が

ある 59)。 

 

 

 

  

(4) 項目別副作用発現 

頻度及び臨床検査値 

異常一覧 2～15,48) 

フトラフール腸溶カプセル 200mg、腸溶顆粒 50％、腸溶錠 200mg の副作

用発現状況は、承認時迄の調査では調査症例数 427 例中、副作用発現症例

数は 143 例、副作用発現率は 33.5%であり、承認時以降の副作用頻度調査

(1979 年 5 月～1983 年 1 月)では、調査症例数 9047 例中、副作用発現症例

数は 1282 例、副作用発現率は 14.2%であった。 

 

 時期 
対象 

承認時迄の 
調  査 

承認時以降の

調  査 
計 

 

 調 査 施 設 数 23 883 906  
 調 査 症 例 数 427 9047 9474  
 副作用発現症例数 143 1282 1425  
 副 作 用 発 現 件 数 216 1705 1921  
 副作用発現症例率 33.5% 14.2% 15.0%  
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(4) 項目別副作用発現 

頻度及び臨床検査値

異常一覧 2～15,48) 

(つづき) 
 

 
副作用の種類 

副作用の発現件数(発現率％)  
 承認時迄の

調  査

承認時以降の

調  査 
計 

 

 血  液  44( 10.3)  303( 3.3)  347( 3.7)  
 白 血 球 減 少  17( 4.0)  196( 2.2)  213( 2.2)  
 赤 血 球 減 少  21( 4.9)  58( 0.6)  79( 0.8)  
 血 小 板 減 少  6( 1.4)  49( 0.5)  55( 0.6)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 消 化 器  126( 29.5)  798( 8.8)  924( 9.8)

 食 欲 不 振  32( 7.5)  284( 3.1)  316( 3.3)

 悪 心 ・ 嘔 吐  38( 8.9)  214( 2.4)  252( 2.7)

 下 痢  35( 8.2)  98( 1.1)  133( 1.4)

 腹 痛  4( 0.9)  53( 0.6)  57( 0.6)

 腹 部 膨 満 感  4( 0.9)  28( 0.3)  32( 0.3)

 口 内 炎  11( 2.6)  72( 0.8)  83( 0.9)

 口 角 炎  1( 0.2)  12( 0.1)  13( 0.1)

 舌 炎  0  7( 0.08)  7( 0.07)

 口 渇  0  3( 0.03)  3( 0.03)

 咽 頭 部 痛  0  2( 0.02)  2( 0.02)

 下 血  0  5( 0.06)  5( 0.05)

 吐 血  0  3( 0.03)  3( 0.03)

 腹 部 不 快 感  0  15( 0.2)  15( 0.2)

 口 唇 び ら ん  1( 0.2)  1( 0.01)  2( 0.02)

 便 秘  0  1( 0.01)  1( 0.01)
 

 

  肝 臓  7( 1.6)  135( 1.5)  142( 1.5)

 肝 機 能 障 害  7( 1.6)  127( 1.4)  134( 1.4)
 黄 疸  0  7( 0.08)  7( 0.07)
 蛋 白 尿  0  1( 0.01)  1( 0.01)

  

  皮 膚  9( 2.1)  200( 2.2)  209( 2.2)

 色 素 沈 着  9( 2.1)  157( 1.7)  166( 1.8)
 瘙 痒 感  0  19( 0.2)  19( 0.2)
 皮 膚 亀 裂  0  1( 0.01)  1( 0.01)
 爪 の 変 形  0  2( 0.02)  2( 0.02)
 角 化 過 剰  0  8( 0.09)  8( 0.08)
 皮 膚 炎  0  6( 0.07)  6( 0.06)
 紅 斑  0  6( 0.07)  6( 0.06)
 爪 周 囲 炎  0  1( 0.01)  1( 0.01)

  

  過 敏 症  3( 0.7)  86( 1.0)  89( 0.9)

 発 疹 ・ 薬 疹  3( 0.7)  69( 0.8)  72( 0.8)
 発 赤  0  16( 0.2)  16( 0.2)
 光 線 過 敏 症  0  1( 0.01)  1( 0.01)

  

  精 神 神 経  1( 0.2)  38( 0.4)  39( 0.4)

 眩 暈  0  12( 0.1)  12( 0.1)
 し び れ 感  0  12( 0.1)  12( 0.1)
 ふ ら つ き  0  2( 0.02)  2( 0.02)
 舌 の も つ れ  0  2( 0.02)  2( 0.02)
 味 覚 異 常  0  7( 0.08)  7( 0.07)
 頭 痛  1( 0.2)  2( 0.02)  3( 0.03)

  錐 体 外 路 症 状  0  1( 0.01)  1( 0.01)
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(4) 項目別副作用発現 

頻度及び臨床検査値 

異常一覧 2～15,48) 

(つづき) 
 

 
 

副作用の種類 
副作用の発現件数(発現率％)  

 承認時迄の 
調  査 

承認時以降の

調  査 
計  

 そ の 他  26( 6.1)  145( 1.6)  171( 1.8)  
 全 身 倦 怠 感  16( 3.7)  80( 0.9)  96( 1.0)  
 発  熱  2( 0.5)  13( 0.1)  15( 0.2)  
 浮 腫  0  7( 0.08)  7( 0.07)  
 脱 毛  3( 0.7)  11( 0.1)  14( 0.1)  
 血 尿  0  1( 0.01)  1( 0.01)  
 鼻 出 血  0  10( 0.1)  10( 0.1)  
 心 窩 部 痛  2( 0.5)  16( 0.2)  18( 0.2)  
 心 窩 部 不 快 感  1( 0.2)  2( 0.02)  3( 0.03)  
 胸 や け  0  4( 0.04)  4( 0.04)  
 瞹 気  1( 0.2)  0  1( 0.01)  
 疼 痛  1( 0.2)  1( 0.01)  2( 0.02)  

  

(5) 基礎疾患、合併症、

重症度及び手術の有

無等背景別の副作用

発現頻度 

 

該当資料なし 

(6) 薬物アレルギーに対

する注意及び試験法 

 

1) 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。 

2) 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis：TEN)、皮膚粘膜眼症

候群(Stevens-Johnson 症候群)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。 

3) 過敏症があらわれた場合には投与を中止すること。 

 

9．高齢者への投与 
 一般に高齢者では生理機能が低下しているので、慎重に投与すること。  

  

10．妊婦、産婦、授乳婦等 

への投与 35,60) 
 (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。

［テガフール・ウラシルを投与された婦人において奇形を有する

児を出産したとの報告がある。また、動物実験で催奇形作用の報

告(妊娠マウス・ラットで胎児の骨格変異、化骨遅延等が認められ

ている)がある 60)。］ 

(2) 授乳婦に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)で乳汁中への移行が報告されている 35)。］ 
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11．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(「重要な基本的注意」の項参照)。 

 

12．臨床検査結果に及ぼす 

影響 

該当しない 

 

13．過量投与 該当しない 

 

14．適用上の注意 
 適用上の注意 

服用時： 本剤は腸溶剤であり、かんだり、砕いたりせずに服用するよう

に注意すること。 

 

15．その他の注意 
 (1) 本剤を投与した患者に、急性白血病(前白血病相を伴う場合もあ

る)、骨髄異形成症候群(MDS)が発生したとの報告がある。 

(2) フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒ

ドロゲナーゼ(DPD)欠損等の患者がごくまれに存在し、このよう

な患者にフルオロウラシル系薬剤を投与した場合、投与初期に重

篤な副作用(口内炎、下痢、血液障害、神経障害等)が発現すると

の報告がある。 

〈解説〉 

(1) フルオロウラシル系薬剤に共通な事項である。明確な疫学的調査報

告ではないが、２次発癌の症例報告があることからその他の注意と

して記載している。 

(2) フルオロウラシル系薬剤に共通な事項である。DPD 欠損については

主に外国で報告されていたが、最近では国内でも報告されている。

 

16．その他 該当しない 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目 
1．薬理試験 61) 

(1) 薬効薬理試験 

 

 

「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照 

(2) 副次的薬理試験 

 

該当資料なし 

(3) 安全性薬理試験 

 
試 験 内 容 使用動物 投与経路 結 果 

中 

 
枢 

 
神 

 
経 

 
系 

催眠増強作用 
(hexobarbital-Na の増強)

マウス雄 s.c. ED50 は 210mg/kg 

鎮痛作用

a. 酢酸ｽﾄﾚｯﾁﾝ

ｸﾞ法 
b. Haffner 法

c. D’amour- 
Smith 法 

マウス雄 s.c. 

ED50 は 135mg/kg 
 
影響なし(400mg/kg) 
200mg/kg で反応時間の短縮、

400mg/kg で僅かに延長 

抗けいれ

ん作用 

a. 最大電撃

(MES) 
b. pentetrazol

マウス雄 s.c. 
影響なし(400mg/kg) 
 
影響なし(400mg/kg) 

脳波に対する作用 ウサギ雄 i.v. 

特異的 Pattern はみられない

(30mg/kg、90mg/kg)、ただし

90mg/kg では 30min 後苦悶状

態を示し 1hr 後回復、24hr 後

死亡 

循 

 
 
環 

 
 
器 

 
 
系 

血圧、心拍数、血流量 イヌ雌雄 i.v. 

5mg/kg でほとんど作用なし 
10mg/kg で血圧下降、心拍数や

や増加、内頸動脈血流量の増

加、大腿動脈血流量の減少及び

腎動脈血流量のやや増加つい

で減少 

冠状動脈血流量 イヌ雌雄 i.v. 
10mg/kg より冠状動脈血流量

増加 

心電図 イヌ雌雄 i.v. 
心拍数の増加、R 波の減少、T 波

の高電位化現象 
摘出耳朶血管流 ウサギ雄 in vitro 影響なし(10-4g/ear) 
摘出心房 ﾓﾙﾓｯﾄ雄 in vitro 著明な変化なし(10-4g/mL) 

摘出冠状動脈 ウサギ雄 in vitro 

1mg/heartで冠状動脈流出量や

や増加 
5mg/heartでさらに心拍数もや

や増加 
摘出大動脈切片 ウサギ雄 in vitro 影響なし(10-4g/mL) 

消 
化 
器 
系 

胃幽門部・回腸部運動 イヌ雌雄 i.v. 
30mg/kg…運動の抑制 
90mg/kg…著明な持続的抑制 

催吐作用 イヌ雌雄 i.v. 

90mg/kg 投与で 20min 後 5 匹

中 2 匹嘔吐、内 1 匹下痢、40min
後さらに他の 1 匹下痢、24hr
後では 5 匹とも嘔吐、下痢 

摘出回腸 
ﾓﾙﾓｯﾄ雄

ウサギ雄
in vitro 

僅かな収縮(10-5g/mL 以上) 
著明な影響なし(10-5g/mL) 

そ 
の 
他 

摘出気管筋 ﾓﾙﾓｯﾄ雄 in vitro 
若干の弛緩作用 
(10-6～10-4g/mL) 

摘出子宮 ラット雌 in vitro 影響なし(10-4g/mL) 
酸塩基平衡に対する作用 イヌ雄 i.v. 影響なし(90mg/kg) 
眼粘膜刺激作用 ウサギ雄 点眼 影響なし(4％溶液) 

     

(4) その他の薬理試験 該当資料なし 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目

 
  

2．毒性試験 

(1) 単回投与  

毒性試験 61) 

 

雌、雄の dd-系マウス(8 週齢)及び雌、雄の Wistar 系ラット(4 週齢)を

用いてテガフールの静脈内、腹腔内、皮下、経口投与による LD50 値を

Litchfield-Wilcoxon 法により算出した(3 週間観察)。 

LD50 値は下表のとおりであった。 

特異的な一般中毒症状では嘔吐、下痢、痩削、ラットにおける上顎切歯

の歯石沈着と歯肉炎がみられたが投与法、性差及びマウスとラット間の種

差による著しい差異は認められなかった。 

  LD50 値(mg/kg)  

 使用動物

性

投与経路   

マウス ラット  

 雄 雌 雄 雌  

 経 口 投 与 820 972 1225 1000  

 静脈内投与 800 800 740 900  

 腹腔内投与 800 900 780 740  

 皮 下 投 与 760 840 880 1000  

   

(2) 反復投与 

毒性試験 62～64) 

1) ラット 3 ヵ月間反復投与毒性試験 62) 

5 週齢の雌雄 Wistar 系ラットを用い、テガフールを 3 ヵ月間 30mg/ 

kg/day 経口投与し剖検した(3 ヵ月解剖群)。また一部は投薬終了後 1 ヵ月

休薬後剖検した(回復群)。 

雌雄とも特記すべき中毒症状は全期間を通じ観察されず、3 ヵ月解剖

群の雌雄に白血球増加、組織所見で肝及び腎などに軽度な変化がみられ

たがいずれも回復群では観察されなかった。 

3 ヵ月解剖群の雌で MCHC、血小板、血糖の増加がみられたが、回

復群には変化はみられなかった。3 ヵ月解剖群の雄において、BUN の

増加がみられた。しかし他の諸検査においては、3 ヵ月解剖群、回復群

いずれにも変化はみられなかった。 

 2) イヌ 3 ヵ月間反復投与毒性試験 63) 

5 ヵ月齢の雌雄ビーグル犬を用い、テガフールを 3 ヵ月間 7.5mg/ 

kg/day 経口投与し剖検した(3 ヵ月解剖群)。また一部は投薬終了後、

1 ヵ月休薬後剖検した(回復群)。 

一般中毒症状として、雌雄とも嘔吐、粘液便の排泄、摂餌量の減少等

がみられ、うち 2 匹が 4 日目に死亡したが、回復群には特記すべき変化

はみられず、諸症状は明らかに改善された。平均体重、摂餌量、血液学

的、血液生化学的、尿検査、心電図の検査において変化はみられなかっ

た。病理組織学的検査において、生存例、死亡例ともに大脳の空胞化が

雌雄にみられ、回復群においても大脳の空胞化は正常な状態に回復しな

かった。なお、他の臓器には特記すべき変化はみられなかった。 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目

 
(2) 反復投与 

毒性試験 62～64) 

(つづき) 

 

3) ラット 24 週間反復投与毒性試験 64) 

4 週齢の雄性 Wistar 系ラットを用いテガフールの 24 週間反復投与毒

性試験(10、30、60、90、120mg/kg/day、経口投与)を行った。 

90mg/kg 以上で体重及び摂餌量の抑制傾向が、120mg/kg で被毛やや

粗剛が認められた。血液学的には白血球増加、血小板減少、好中球の核

右方移動、血漿 Ca 量の増加が、解剖学的には睾丸重量及び重量比の減少、

睾丸萎縮、精子形成障害、骨髄障害像が認められた。 

 

(3) 生殖発生毒性 

試験 60,65～68) 

1) 妊娠前及び妊娠初期投与試験(ラット：20mg/kg/day、経口投与)65) 

母体及び胎児いずれにおいても著変が認められず、また、交配及び妊

娠所見、着床率等についても対照群と差がなかった。 

2) 器官形成期投与試験(マウス：30、60、90mg/kg/day、ラット：30、90、

150mg/kg/day、静脈内投与 60)及びラット：25mg/kg/day、ウサギ：

4mg/kg/day、経口投与 66,67)) 

マウス及びラットの静脈内投与において、胎児の発育抑制傾向が認め

られ、マウス胎児では第 14 肋骨の出現率増加、ラットでは中手骨の化

骨遅延、肋骨痕の出現率増加が観察された。 

ラット及びウサギの経口投与においては著変が認められなかった。 

3) 周産期及び授乳期投与試験(ラット：30mg/kg/day、経口投与)68) 

出生児の体重抑制、情動抑制が認められた程度で、分娩、哺育、生殖

能力等に著変が認められず、出生児の胎児及び出生児にも異常が認めら

れなかった。 

 

(4) その他の 

特殊毒性 31,69) 

1) 変異原性 69) 

下表の条件でテガフールの変異原性試験を実施した。 

     
試験

項目 
復帰変異誘発能試験 染色体異常誘発能試験 

  

試 験 材 料 

サルモネラ菌 TA シリーズ

・TA98 
・TA100 
・TA1537 

チャイニーズハムスターの肺

由来線維芽細泡(CHL 細胞) 

 試 験 法 プレインキュベーション法 細胞遺伝学的試験法 

・ 復帰変異誘発能試験 

テガフールは復帰変異誘発能をもたないと考えられた。 

・ 染色体異常誘発能試験 

テガフールは CHL 細胞に染色体異常誘発を示したが、これは抗癌活

性の作用機序である DNA 合成の阻害によるものと考えられた。 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目

 
(4) その他の 

特殊毒性 31,69) 

(つづき) 
 

 

 

 

2) 抗原性 31) 

下表の条件でテガフールの抗原性試験を実施した。 

   試験 

項目 

抗 原 性 試 験 

 モルモット マウス・ラット ウ サ ギ 

 
試験材料 

Hartley 系雄性モル

モット 

C57BL/6 系、 
BALB/C 系雄マウス、

Donryu 系雄性ラット 

Japanese White 系

雄性ウサギ 

 

試 験 法 

・ 全身性アナフィラ

キシー反応 
・ 皮内反応 
・ 同種受身皮膚アナ

フィラキシー反応

(単独及び BSA 感

作 PCA 反応) 
・ Schultz-Dale 反応

・ 寒天ゲル内沈降反

応 

・ 異種受身皮膚アナ

フィラキシー反応

(BSA 及び OA 結合

物 PCA 反応) 

・ 全身性アナフィ

ラキシー反応 
・ 皮内反応 

 全身性アナフィラキシー反応及び皮内反応において、何らのアナフィ

ラキシー症状も認められず、Schultz-Dale 反応における臓器アナフィラ

キシーも示さなかった。また、同種 PCA 反応、異種 PCA 反応及び寒天

ゲル内沈降反応においても血中抗体の産生を示唆する結果は得られな

かった。 

以上のことからテガフールには抗原性がないものと考えられる。 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 
1．規制区分 

 

製  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 

有効成分：テガフール 劇薬 

 

2．有効期間又は使用期限 

 

使用期限： 4 年(安定性試験結果に基づく) 

 

3．貯法・保存条件 室温保存 

 

4．薬剤取扱い上の注意点 

(1) 薬局での取扱い上の

留意点について 

 

 

・ 刺激性等はないが、内容物を取扱う場合は手袋等を着用することが望ま

しい。 

 

(2) 薬剤交付時の取扱い

について 

(患者等に留意すべき

必須事項等) 

 

「Ⅷ.-14 適用上の注意」の項を参照。 

(3) 調剤時の留意点に 

ついて 

 

該当しない 

 

5．承認条件等 該当しない 

 

6．包 装 ヒートシール：0.4g×120 包 

バ ラ 包 装：100g 

 

7．容器の材質 ヒートシール：ポリエチレン-セロハン 

バラ： ポリエチレン (袋) 

 ポリプロピレン (ボトル、キャップ、中栓) 

 

8．同一成分・同効薬 同一成分薬：フトラフールカプセル 200mg、フトラフール注 400mg、 

注射用フトラフール 400、フトラフール坐剤 750mg 

 

同  効  薬     ：フルオロウラシル、ドキシフルリジン、 

テガフール・ウラシル配合剤、カペシタビン、 

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤  

 

9．国際誕生年月日 

 

不明 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目

 
10．製造販売承認年月日 

及び承認番号 

・ フトラフール腸溶顆粒 50％(販売名変更による)［注］ 

承認年月日：2007 年 3 月 6 日 

承 認 番 号：21900AMX00244000 

［注］ 旧 販 売 名：フトラフール E 顆粒 

承認年月日：1979 年 5 月 22 日 

 

11．薬価基準収載年月日 2007 年 6 月 15 日(販売名変更による)［注］ 

［注］旧販売名：フトラフール E 顆粒 1980 年 2 月 1 日 

 

12．効能又は効果追加、用

法及び用量変更追加等

の年月日及びその内容

 

該当しない 

13．再審査結果、再評価結

果公表年月日及びそ

の内容 

再評価結果 

公表年月日：1991 年 9 月 11 日 

内 容：効能・効果のうち肺癌による自覚的・他覚的症状の寛解について

削除 

公表年月日：2014 年 4 月 7 日 

内 容：現行の承認事項に変更なし 

 

14．再審査期間 該当しない 

 

15．投薬期間制限医薬品に

関する情報 

本剤は投薬期間に上限が設けられている医薬品に該当しない。 

 

16．各種コード 
 

販売名 HOT(9 桁)番号
厚生労働省薬価基準 

収載医薬品コード 
レセプト電算コード

フトラフール腸溶

顆粒 50% 
109076501 4223002D2083 620005087 

  

17．保険給付上の注意 該当しない 



 

－38－ 

ⅩⅠ．文 献 
1．引用文献 1) 石井義昭 他：病院薬学, 5(3), 176-185(1979) 

2) 馬島 尚 他：癌と化学療法, 5(6), 1229-1235(1978) 

3) 前田迪郎 他：癌と化学療法, 5(5), 985-990(1978) 

4) 丸山俊秀 他：日本癌治療学会誌, 14(2), 164-178(1979) 

5) 瀧野辰郎 他：癌と化学療法, 5(4), 751-760(1978) 

6) 白川 茂 他：癌と化学療法, 5(6), 1205-1215(1978) 

7) 佐野開三 他：癌と化学療法, 5(6), 1217-1221(1978) 

8) 菊地金男 他：癌と化学療法, 5(6), 1223-1228(1978) 

9) 山口雅崇 他：基礎と臨床, 12(12), 3191-3196(1978) 

10) 神代龍之介 他：癌と化学療法, 6(1), 111-117(1979) 

11) 立和田亘 他：基礎と臨床, 13(3), 989-993(1979) 

12) 入江一彦 他：癌と化学療法, 6(3), 585-592(1979) 

13) 海藤 勇 他：診療と新薬, 16(8), 1879-1883(1979) 

14) 田中猛夫 他：癌と化学療法, 7(4), 681-688(1980) 

15) 佐野開三 他：癌と化学療法, 8(2), 308-313(1981) 

16) 藤田 浩 他：癌の臨床, 18(12), 911-916(1972) 

17) 藤田 浩 他：癌の臨床, 18(12), 917-922(1972) 

18) Heidelberger, C. et al.：Cancer Res., 20, 903-909(1960) 

19) Hartmann, K-U. et al.：J.Biol.Chem., 236(11), 3006-3013(1961) 

20) Heidelberger, C. et al.：Cancer Res., 23, 1226-1243(1963) 

21) Wilkinson, D.S. et al.：J.Biol.Chem., 248(1), 63-68(1973) 

22) Wilkinson, D.S. et al.：Cancer Res., 35, 3014-3020(1975) 

23) 中村秀次 他：癌と化学療法, 11(5), 1049-1055(1984) 

24) 中野陽典 他：癌と化学療法, 1(1), 77-86(1974) 

25) 藤井節郎 他：応用薬理, 7(9-10), 1277-1292(1973) 

26) 采見憲男 他：癌の臨床, 17(10), 731-742(1971) 

27) 田口鐵男 他：最新医学, 33(11), 2300-2305(1978) 

28) 藤田昌英 他：日本外科学会雑誌, 81(9), 1073-1077(1980) 

29) 阿部達生 他：癌と化学療法, 5(4), 747-750(1978) 

30) Anttila, M.I. et al.：Cancer Chemother.Pharmacol., 10(3), 150-153 

(1983) 

31) 東岡俊之 他：応用薬理, 20(5), 919-929(1980) 

32) 有馬純孝：福岡大学医学紀要, 8(2), 187-199(1981) 

33) 藤井節郎 他：応用薬理, 8(5), 589-595(1974) 

34) 川口安郎 他：社内資料(1981) 

35) 川口安郎 他：応用薬理, 21(3), 389-403(1981) 

36) 河野 武 他：癌と化学療法, 3(4), 729-734(1976) 

37) 松野正紀 他：癌と化学療法, 9(1), 79-84(1982) 

38) Ikeda, K. et al.：Clin.Cancer Res., 6, 4409-4415(2000) 



 

 －39－

ⅩⅠ．文献

 
1．引用文献(つづき) 39) 大江裕一郎 他：日本癌治療学会誌, 22(8), 1906(1987) 

40) 杉本健一 他：日本化学療法学会雑誌, 37(5), 684(1989) 

41) 大元謙治 他：臨牀消化器内科, 10(5), 705-709(1995) 

42) 吉末訓弘 他：社内資料、研究報告書, No.135(1999) 

43) 高橋達雄 他：外科, 45(9), 955-959(1983) 

44) 向井正哉 他：日本癌治療学会誌, 28(6), 942-948(1993) 

45) Sobrinho, L.G. et al.：Amer.J.Obstet.Gynec., 109(1), 135-139(1971)

46) Morgenfeld, M.C. et al.：Surg.Gynecol.Obstet. 134, 826-828(1972)

47) 原 富英 他： 九州神経精神医学, 38(1), 36-41(1992) 

48) 厚生省薬務局安全課：医薬品副作用情報, No.82, pp.3-5(1986) 

49) 長沼睦雄 他：臨床神経学, 28(9), 1058-1064(1988) 

50) 河田典子 他：心臓, 22(12), 1401-1405(1990) 

51) 中川義久 他：呼吸と循環, 36(11), 1265-1268(1988) 

52) 馬島 尚 他：癌と化学療法, 13(6), 2128-2133(1986) 

53) 中村英生 他：日本鼻科学会会誌, 32(2), 256-261(1994) 

54) 叶内 匡 他：旭中央医報, 13(1), 14-17(1991) 

55) 鈴木かやの 他：日皮アレルギー, 7(2), 48-52(1999) 

56) Horio, T. et al.：Arch.Dermatol., 114(10), 1498-1500(1978) 

57) 田中 信 他：皮膚科の臨床, 25(4), 383-386(1983) 

58) 荒瀬誠治 他：皮膚科の臨床, 29(10), 951-957(1987) 

59) 都留紀子 他：皮膚科の臨床, 19(13), 1157-1166(1977) 

60) 森田健一 他：応用薬理, 5(4), 555-568(1971) 

61) 藪内洋一 他：応用薬理, 5(4), 569-584(1971) 

62) 國宗義雄 他：応用薬理, 20(6), 1027-1053(1980) 

63) 山下和正 他：応用薬理, 20(6), 973-999(1980) 

64) 武内利治 他：応用薬理, 17(1), 169-177(1979) 

65) 淺野間光治 他：応用薬理, 22(1), 75-83(1981) 

66) 淺野間光治 他：応用薬理, 22(1), 85-107(1981) 

67) 淺野間光治 他：応用薬理, 20(6), 1001-1007(1980) 

68) 淺野間光治 他：応用薬理, 22(1), 109-129(1981) 

69) Yajima, N. et al.：Mutation Research, 88, 241-254(1981) 

 

 

 

2．その他の参考文献 該当しない 
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ⅩⅡ．参考資料 
1．主な外国での発売状況

 

外国では発売していない。 

2．海外における臨床支援

情報 

該当しない 
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ⅩⅢ．備 考 
その他の関連資料 該当しない 
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