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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モノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤を投与中あるい

は投与中止後2週間以内の患者［10.1参照］
2.3重度の肝機能障害（Child-Pugh分類C）のある患者
［9.3.1参照］

2.4重度の腎機能障害（糸球体ろ過量15 mL/min未満）
のある患者又は透析中の患者［9.2.1参照］

日本標準商品分類番号 871179
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開発の経緯

イフェクサーSRカプセル（一般名：ベンラファキシン塩酸塩、以下ベンラ
ファキシン）は、神経伝達物質であるセロトニンおよびノルアドレナリン
の両方の再取り込み阻害作用を有する抗うつ薬（セロトニン・ノルアド
レナリン再取り込み阻害剤〔Serotonin Noradrenaline Reuptake
Inhibitor〕：以下、SNRI）として、1981年に米国ワイス社で発見され
ました。
当初、ベンラファキシンは1日2～3回投与の即放錠として開発され、
1993年にニュージーランドで承認されました。その後、治療アドヒアラン
スの向上を目的として、1日1回投与の徐放性カプセル製剤であるイフェク
サーSRカプセルが開発され、1997年にスイスで承認されたのをはじめ、
2021年8月現在で80以上の国と地域で承認されています。
イフェクサーSRカプセルは、既に外国において大うつ病性障害などの治療
薬として浸透しており、米国の治療アルゴリズム（TMAP: Texas
Medication Algorithm Project）では、精神病性の特徴を伴わないうつ
病治療の第一選択薬として推奨され1）、また他の第一選択薬には反応しな
い、または忍容性がないために治療変更を要する場合の第二選択薬として
も推奨されています。
本邦においては、1995年に日本ワイス株式会社が日本人での臨床試験
を開始しました。ファイザー株式会社とワイス株式会社の合併後はファイ
ザー株式会社にて臨床試験を実施し、うつ病・うつ状態に対する有効性と
安全性が認められたことから製造販売承認を申請し、2015年9月に「うつ
病・うつ状態」を効能・効果として製造販売承認を取得しました。
2021年9月、ファイザー株式会社からヴィアトリス製薬株式会社へ製造
販売移管されました。
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イフェクサーSRの特性

イフェクサーSRは、うつ病・うつ状態に適応を有する、セロト
ニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI）で、1日1回
投与の徐放性製剤です。（7頁）

ＳＮＲＩであるイフェクサーSRは、低用量から主にセロトニン系に
作用し、高用量ではセロトニン系とともにノルアドレナリン系の作
用がより強まることが示されました。（in vitro）（41～42頁）

イフェクサーSRは国内臨床試験※において、うつ病・うつ状態
に対して有効性を示しました。（14～24頁）

副作用
重大な副作用として、セロトニン症候群、悪性症候群、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
（SIADH）、QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動、痙攣、ア
ナフィラキシー、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）、多形紅斑、横紋筋融解症、無顆粒
球症、再生不良性貧血、汎血球減少症、好中球数減少、血小板数減少、間質性肺疾患、
高血圧クリーゼ、尿閉が報告されています。
主な副作用として、傾眠、浮動性めまい、頭痛、不眠症、悪心、腹部不快感（腹痛、膨満、
便秘等）、口内乾燥、嘔吐、下痢、調節障害、動悸、肝機能検査値異常（ALT・AST・
γ-GTP・LDH・Al-P・血中ビリルビンの上昇等）、排尿困難、体重減少、発汗（寝汗
等）、無力症（疲労、倦怠感等）が報告されています。
副作用については、製品電子添文の副作用および臨床成績の安全性の結果をご参照
ください。

1

2

3

4

※国内臨床試験：B2411263試験、B2411264試験、817‒JA試験注）

注）初期用量において、承認用量よりも高用量が使用された症例が一部含まれています。
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製品情報

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご留意ください。

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 モノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤を投与中あるいは投与中止後2週間以内の患者［10.1参照］
2.3 重度の肝機能障害（Child-Pugh分類C）のある患者［9.3.1参照］
2.4 重度の腎機能障害（糸球体ろ過量15 mL/min未満）のある患者又は透析中の患者［9.2.1参照］

3. 組成・性状
3.1 組成

販売名 イフェクサーSRカプセル37.5 mg イフェクサーSRカプセル75 mg

有効成分
1カプセル中

ベンラファキシン塩酸塩42.43 mg
（ベンラファキシンとして37.5 mg）

1カプセル中
ベンラファキシン塩酸塩84.85 mg
（ベンラファキシンとして75 mg）

添 加 剤

結晶セルロース、ヒプロメロース、エチルセルロース
（カプセル本体）
ゼラチン、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、黒
酸化鉄

結晶セルロース、ヒプロメロース、エチルセルロース
（カプセル本体）
ゼラチン、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄

3.2 製剤の性状

販売名 外形（mm） 識別コード 色調等

イフェクサーSR
カプセル37.5 mg

37
.5

15.9

5.8 W
37.5

キャップ：淡灰色
ボディ：淡紅色
3号硬カプセル
徐放カプセル

イフェクサーSR
カプセル75 mg

19.4

6.9 7
5 W

75

キャップ：淡紅色
ボディ：淡紅色
1号硬カプセル
徐放カプセル

4. 効能又は効果
うつ病・うつ状態

5. 効能又は効果に関連する注意
5.1  抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスクが増加するとの報告がある。また、本

剤の投与により、特に18歳未満の大うつ病性障害患者では、プラセボと比較して自殺念慮、自殺企図のリスクが
高くなる可能性が示唆されているため、本剤の投与にあたっては、リスクとベネフィットを考慮すること。［8.1-
8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.3、15.1.1参照］

5.2  本剤を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には適応を慎重に検討すること。［9.7.2参照］
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6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より1日75 mgを1日1回食後に
経口投与する。なお、年齢、症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔
をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

7. 用法及び用量に関連する注意
7.1  本剤の投与量は、必要最小限となるよう、患者ごとに慎重に観察しながら調節すること。増量により不眠症状、

血圧上昇等のノルアドレナリン作用があらわれるおそれがある。［15.1.3参照］
7.2  中等度の肝機能障害（Child-Pugh分類B）のある患者では、血中濃度が上昇し、特に投与初期に副作用が発現
しやすくなるおそれがあるため、本剤37.5 mgを2日に1回投与から開始し、1週間後に本剤37.5 mgを1日
1回投与に増量すること。なお、患者の症状に応じて、1週間以上の間隔をあけて、本剤37.5 mg/日ずつ、1日
112.5 mgを超えない範囲で増量することとし、増量に際しては患者の状態を十分に観察すること。［9.3.2、
16.6.2参照］

7.3  軽度の肝機能障害（Child-Pugh分類A）のある患者では、血中濃度が上昇し、特に投与初期に副作用が発現
しやすくなるおそれがあるため、必要に応じて減量又は投与間隔の延長を考慮し、増量に際しては患者の状態を
十分に観察すること。［9.3.2、16.6.2参照］

8. 重要な基本的注意
8.1  うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期並び
に投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。［5.1、8.2-8.4、9.1.1、
9.1.2、9.7.3、15.1.1参照］

8.2  不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病
等があらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例に
おいて、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されている。患者の状態及び病態の変化を
注意深く観察するとともに、これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止
するなど適切な処置を行うこと。［5.1、8.1、8.3、8.4、9.1.1-9.1.4、9.7.3、15.1.1参照］

8.3  自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方する場合には、1回分の処方日数を最小限
にとどめること。［5.1、8.1、8.2、8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.3、15.1.1参照］

8.4  家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患の悪化があらわれるリスク
等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うように指導すること。［5.1、8.1-8.3、9.1.1-9.1.4、
9.7.3、15.1.1参照］

8.5  心拍数増加、血圧上昇、高血圧クリーゼがあらわれることがあるので、本剤投与中は、適宜血圧・脈拍数等を
測定し、異常が認められた場合には、減量、休薬又は中止するなど適切な処置を行うこと。［9.1.7、11.1.11参照］

8.6  眠気、めまい等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。
また、患者に、これらの症状を自覚した場合は自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう、指導する
こと。

8.7  投与中止（突然の中止）又は減量により、攻撃性、軽躁、不安、激越、神経過敏、錯乱、睡眠障害、疲労、傾眠、錯感
覚、めまい、痙攣、頭痛、感冒様症状、耳鳴、協調運動障害、振戦、発汗、口内乾燥、食欲減退、下痢、悪心、嘔吐、
視覚障害等があらわれることが報告されている。投与を中止する場合には、突然の中止を避け、患者の状態を
観察しながら徐々に減量すること。

8.8  血清コレステロールの上昇が報告されているので、本剤を長期に投与する場合はコレステロール値の測定を
考慮し、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。
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製品情報

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 双極性障害患者

躁転、自殺企図があらわれることがある。［5.1、8.1-8.4、9.1.2、9.7.3、15.1.1参照］
9.1.2 自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者

自殺念慮、自殺企図があらわれることがある。［5.1、8.1-8.4、9.1.1、9.7.3、15.1.1参照］
9.1.3 脳の器質的障害又は統合失調症の素因のある患者

精神症状が増悪することがある。［8.2、8.4、9.1.4参照］
9.1.4 衝動性が高い併存障害を有する患者

精神症状が増悪することがある。［8.2、8.4、9.1.3参照］
9.1.5 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者

痙攣発作を起こすことがある。［11.1.5参照］
9.1.6 緑内障又は眼内圧亢進のある患者

症状が増悪することがある。
9.1.7 高血圧又は心疾患のある患者

本剤投与前に適切にコントロールし、定期的に血圧・脈拍数等を測定すること。
心拍数増加、血圧上昇、高血圧クリーゼがあらわれ、症状を悪化させるおそれがある。［8.5、11.1.11参照］

9.1.8 QT延長又はその既往歴のある患者、著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者
QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）を起こす可能性がある。［10.2、11.1.4参照］

9.1.9 出血の危険性を高める薬剤を併用している患者、出血傾向又は出血性素因のある患者
皮膚や粘膜の出血、消化管出血等が報告されており、出血傾向が増強することがある。［10.2参照］

9.1.10 前立腺肥大等排尿困難のある患者
ノルアドレナリン再取り込み阻害作用により症状が悪化することがある。

9.2 腎機能障害患者
本剤のクリアランスが低下し、血中濃度が上昇するおそれがある。

9.2.1 重度の腎機能障害（糸球体ろ過量15 mL/min未満）のある患者又は透析中の患者
投与しないこと。また、本剤は透析ではほとんど除去されない。［2.4参照］

9.2.2 軽度から中等度の腎機能障害のある患者
［16.6.1参照］

9.3 肝機能障害患者
本剤のクリアランスが低下し、血中濃度が上昇するおそれがある。

9.3.1 重度の肝機能障害（Child-Pugh分類C）のある患者
投与しないこと。［2.3参照］

9.3.2 軽度から中等度の肝機能障害のある患者
［7.2、7.3、16.6.2参照］

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、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。

9.5.1  妊娠末期に本剤あるいは他のSSRI、SNRIが投与された女性が出産した新生児において、入院期間の延長、
呼吸補助、経管栄養を必要とする、離脱症状と同様の症状が出産直後にあらわれたとの報告がある。

9.5.2  妊娠ラットにベンラファキシン30 mg/kg/日（AUCに基づく曝露量比較で臨床曝露量の約0.4倍）を経口
投与したとき、胎児の生存率低下及び体重抑制が認められた2）。
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9.5.3  妊娠ラットに活性代謝物であるO-脱メチルベンラファキシン100 mg/kg/日（AUCに基づく曝露量比較で
臨床曝露量の約1.7倍）を経口投与したとき、受胎能の低下が認められた2）。

9.5.4 妊娠ウサギにベンラファキシンを経口投与した実験で、胎児への移行が認められた3）。
9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ラット及びヒトで乳汁中
に移行することが報告されている4,5）。［16.3.2参照］

9.7 小児等
9.7.1 小児等を対象とした国内臨床試験は実施していない。
9.7.2  海外で実施した7～17歳の大うつ病性障害（DSM-Ⅳ注）における分類）患者を対象としたプラセボ対照臨床

試験において本剤の有効性が確認できなかったとの報告がある6）。［5.2参照］
注）  DSM-Ⅳ：American Psychiatric Association（米国精神医学会）のDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
edition（DSM-Ⅳ精神疾患の診断・統計マニュアル）

9.7.3  18歳未満の精神疾患を対象としたプラセボ対照試験における、プラセボに対する本剤の自殺行動・自殺
念慮のリスク比と95%信頼区間は4.97［1.09, 22.72］であり、本剤投与時に自殺行動・自殺念慮のリスク
が増加したとの報告がある7）。［5.1、8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、15.1.1参照］

9.8 高齢者
肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して投与すること。一般的に高齢者では生理機能が低下しているこ
とが多い。また、高齢者において低ナトリウム血症及び抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）の危険性が
高くなることがある。［11.1.3参照］

10. 相互作用
本剤は、主として肝代謝酵素CYP2D6及び一部CYP3A4で代謝される。

10.1 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

モノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤
セレギリン塩酸塩（エフピー）
ラサギリンメシル酸塩（アジレクト）
サフィナミドメシル酸塩（エクフィナ）

［2.2参照］

本剤又は他の抗うつ剤で、併用により
発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等
の症状があらわれることがある。なお、
MAO阻害剤の投与を受けた患者に本
剤を投与する場合は14日間以上、本剤
投与後にMAO阻害剤を投与する場合
は7日間以上の間隔をおくこと。

主にMAO阻害剤による神経外アミン
総量の増加及び抗うつ剤によるモノア
ミン作動性神経終末におけるアミン
再取り込み阻害によると考えられる。

10.2 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

アルコール（飲酒） 本剤投与中は、飲酒を避けることが望ま
しい。

本剤との相互作用は認められていない
が、他の抗うつ剤で作用の増強が報告さ
れている。

メチルチオニニウム塩化物水和物（メチ
レンブルー）
［11.1.1参照］

セロトニン症候群があらわれるおそれ
がある。

左記薬剤のMAO阻害作用によりセロ
トニン作用が増強されると考えられる。
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薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

セロトニン作用薬
炭酸リチウム、セロトニン・ノルアド
レナリン再取り込み阻害剤（SNRI）
及び選択的セロトニン再取り込み阻
害剤（SSRI）、トラマドール塩酸塩、
トリプタン系薬剤、L-トリプトファン
含有製剤、リネゾリド等

［11.1.1参照］

相互にセロトニン作用を増強することに
より、セロトニン症候群等があらわれる
おそれがあるので、本剤及びこれらの
薬剤の用量を減量するなど注意して投与
すること。

本剤はセロトニン再取り込み阻害作用
を有するため、併用により、相互にセロト
ニン作用が増強することがある。

セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーン
ズ・ワート）含有食品等
［11.1.1参照］

相互にセロトニン作用を増強することに
より、セロトニン症候群等があらわれる
おそれがあるので、本剤及びこれらの
薬剤の用量を減量するなど注意して投与
すること。

本剤はセロトニン再取り込み阻害作用
を有するため、併用により、相互にセロト
ニン作用が増強することがある。

本剤及びO-脱メチル体の血中濃度が
低下するおそれがあるので注意して投与
すること。

セイヨウオトギリソウが本剤の代謝酵素
（CYP3A4）を誘導すると考えられる。

アドレナリン、ノルアドレナリン これらの薬剤（特に注射剤）との併用に
より、心血管作用（血圧上昇等）が増強
することがあるので、本剤及びこれらの
薬剤の用量を減量するなど注意して投与
すること。

本剤はノルアドレナリン再取り込み阻害
作用を有するため、併用により、アドレナ
リン作用が増強することがある。

出血傾向が増強する薬剤
アスピリン等の非ステロイド系抗炎
症剤、ワルファリン等の抗凝固剤

［9.1.9参照］

出血傾向が増強するおそれがあるので、
注意して投与すること。

SNRIの投与により血小板凝集能が阻害
され、これらの薬剤との併用により出血
傾向が増強することがある。

ハロペリドール
［16.7.1参照］

ハロペリドールの血中濃度が上昇する
おそれがあるので、注意して投与する
こと。

機序不明

イミプラミン塩酸塩
［16.7.3参照］

イミプラミンの活性代謝物の血中濃度
が上昇するおそれがあるので、注意して
投与すること。

シメチジン
［16.7.5参照］

本剤の血中濃度が上昇するおそれが
あるので、注意して投与すること。

シメチジンの薬物代謝酵素（CYP3A4、
CYP2D6）阻害作用により、本剤の
代謝が阻害され、血中濃度が上昇すると
考えられる。

CYP3A4阻害剤
ケトコナゾール、エリスロマイシン、 
リトナビル等

［16.7.4参照］

本剤及びO-脱メチル体の血中濃度が
上昇するおそれがあるので注意して投与
すること。

CYP3A4阻害剤であるケトコナゾール
（経口剤）の併用による本剤の副代謝
経路の阻害が報告されている。

メトプロロール酒石酸塩
［16.7.6参照］

メトプロロールの血中濃度が上昇する
おそれがあるので注意して投与すること。

機序不明

メトプロロールの降圧作用が減弱する
おそれがあるので注意して投与すること。

本剤のノルアドレナリン再取り込み阻害
作用によると考えられる。

インジナビル硫酸塩エタノール付加物
［16.7.8参照］

インジナビルの血中濃度が低下するお
それがあるので注意して投与すること。

機序不明
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薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リスペリドン
［16.7.7参照］

リスペリドンの血中濃度が上昇する
おそれがあるので注意して投与する
こと。

本剤の薬物代謝酵素（CYP2D6）の阻害
作用により、リスペリドンの代謝が阻害
され、血中濃度が上昇すると考えられる。

QT延長を起こすことが知られている薬剤
［9.1.8、11.1.4参照］

QT延長を起こすおそれがある。 併用によりQT延長作用が相加的に増加
するおそれがある。

11. 副作用
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 セロトニン症候群（0.2%）

不安、焦燥、興奮、錯乱、発汗、下痢、発熱、高血圧、固縮、頻脈、ミオクローヌス、自律神経失調等があらわれる
ことがあるので、異常が認められた場合には、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切
な処置を行うこと。［10.2参照］

11.1.2 悪性症候群（頻度不明）
無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場
合がある。抗精神病剤との併用時にあらわれることが多いため、特に注意すること。異常が認められた場合
には、抗精神病剤及び本剤の投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。
本症発現時には、白血球の増加や血清CKの上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能
の低下がみられることがある。

11.1.3 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）（頻度不明）
低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿
ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれることがあるので、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、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。［9.8参照］

11.1.4  QT延長（0.5%）、心室頻拍（torsades de pointesを含む）（頻度不明）、心室細動（頻度不明） 
［9.1.8、10.2参照］

11.1.5 痙攣（0.2%）
［9.1.5参照］

11.1.6 アナフィラキシー（頻度不明）
アナフィラキシー（呼吸困難、喘鳴、血管浮腫等）があらわれることがある。

11.1.7  中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）、多形紅斑（頻度不明）
異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.8 横紋筋融解症（頻度不明）
筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等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。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

11.1.9  無顆粒球症（頻度不明）、再生不良性貧血（頻度不明）、汎血球減少症（頻度不明）、好中球数減少
（0.2%）、血小板数減少（0.2%）
必要に応じて血液検査を行うこと。

11.1.10 間質性肺疾患（頻度不明）
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11.1.11 高血圧クリーゼ（頻度不明）
血圧の推移等に十分注意しながら投与すること。［8.5、9.1.7参照］

11.1.12 尿閉（0.2%）
導尿を実施するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

5%以上 1～5％ 1％未満 頻度不明

過敏症 発疹、そう痒症 じん麻疹 血管浮腫、光線過敏性
反応

精神神経系 傾眠（26.9%）、浮動性
めまい（24.4%）、頭痛
（19 . 3%）、不眠症
（16.0%）

易刺激性、異常感覚（錯
感覚、感覚鈍麻等）、筋
緊張亢進（筋骨格硬直、
筋痙縮等）、振戦

躁病、激越、落ち着きの
なさ、幻覚、せん妄、異
常な夢（悪夢等）、無感
情、失神、味覚異常、リビ
ドー減退、アカシジア、ジ
スキネジー、ミオクロー
ヌス

錯乱状態、神経過敏、鎮
静、離人症、錐体外路障
害（ジストニーを含む）、
協調運動障害、平衡障
害

消化器 悪心（33.5%）、腹部不
快感（腹痛、膨満、便秘
等）（27.2%）、口内乾燥
（24.3%）、嘔吐、下痢

食欲減退 膵炎、歯ぎしり

感覚器 調節障害 耳鳴、視覚障害 散瞳、閉塞隅角緑内障

循環器 動悸（13.2%） 血圧上昇、頻脈 血圧低下、起立性低血
圧

血液 異常出血（斑状出血、粘
膜出血、胃腸出血等）

出血時間延長

肝臓 肝 機 能 検 査 値 異 常
（ALT・AST・γ-GTP・
LDH・Al-P・血中ビリル
ビンの上昇等）（10.0%）

肝炎

泌尿器・生殖器 排尿困難 頻尿 月経障害、射精障害、勃
起不全

尿失禁、オルガズム障
害、無オルガズム症

代謝・内分泌 血中コレステロール増加 低ナトリウム血症 血中プロラクチン増加

その他 体重減少、発汗（寝汗
等）、無力症（疲労、倦怠
感等）

ほてり、体重増加 あくび、悪寒、呼吸困難、
脱毛症、骨折
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13. 過量投与
海外の市販後において、本剤の過量投与、又は他剤やアルコールを併用した本剤の過量投与が報告されて
いる。

13.1 症状
頻脈、意識レベルの変化、散瞳、発作、嘔吐であり、心電図の変化（QT延長、脚ブロック、QRSの延長）、心室性
頻脈、徐脈、低血圧、横紋筋融解症、回転性めまい、肝臓壊死、セロトニン症候群及び死亡も報告されている。

13.2 処置
特異的な解毒剤は知られていない。必要に応じて活性炭投与等の適切な処置を行うこと。催吐は薦められ
ない。本剤は分布容積が大きいので、強制利尿、透析、血液灌流及び交換輸血はあまり効果的でない。

14. 適用上の注意
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。

14.2 服用時の注意
カプセルの内容物を砕いたり、すりつぶしたりせず、そのまま噛まずに服用するよう指導すること。砕いたり、
すりつぶしたりして服用すると、本剤の徐放性が失われ、血中濃度が上昇するおそれがある。

15. その他の注意
15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1  海外で実施した大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者を対象とした、本剤を含む複数の抗うつ剤の

短期プラセボ対照臨床試験の検討結果において、24歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現の
リスクが抗うつ剤投与群でプラセボ群と比較して高かった。 なお、25歳以上の患者における自殺念慮や自
殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65歳以上においてはそのリスクが減少した。［5.1、8.1-
8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.3参照］

15.1.2  主に50歳以上を対象に実施した海外の疫学調査において、選択的セロトニン再取り込み阻害剤及び三環
系抗うつ剤を含む抗うつ剤を投与した患者で、骨折のリスクが上昇したとの報告がある。

15.1.3  健康成人及び大うつ病性障害患者に、本剤225 mg以上を投与したとき、チラミン昇圧反応の抑制が報告
されており、血圧上昇等のノルアドレナリン作用があらわれる可能性がある8,9）。また、国内第Ⅲ相試験（二重
盲検比較試験）では、本剤75 mgより高用量を投与したとき、軽微な不眠傾向が認められた10）。［7.1参照］

2022年4月改訂の電子添文（第4版）に基づき作成
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臨床成績

「禁忌を含む使用上の注意」等は6～13頁をご参照ください。

社内資料：国内第3相試験（B2411263試験）（承認時評価資料）
Higuchi, T. et al.：Int Clin Psychopharmacol 31（1）：8, 2016

（本論文の著者にヴィアトリス社より講演料、コンサルタント料などを受領している者が含まれる。）

1. 試験概要
デザイン：多施設共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較試験
目　　的：大うつ病性障害患者に対するイフェクサーSR 75 mg/日（固定用量）およびイフェクサーSR 75～225 mg/

日（可変用量）の抗うつ作用を、プラセボを対照として比較し、優越性を検証する。
対　　象：DSM-Ⅳ-TR分類により大うつ病性障害と診断され、MADRS合計点26点以上、QIDS16-SR-J合計点

16点以上、概括重症度（CGI-S）4以上の20歳以上の外来通院患者538例
方　　法：国内第3相プラセボ対照試験。イフェクサーSR 75 mg/日群（174例）、75～225 mg/日群（180例）、

プラセボ群（184例）に無作為に割り付け、被験薬を1日1回食後に投与した。75 mg/日群は37.5
mg/日を1週間投与後、75 mg/日に増量し、計8週間投与した。75～225 mg/日群は37.5 mg/日
を1週間投与後、75 mg/日に増量し、以降は4週後まで忍容性に問題なければ1週ごとに75 mg/日ずつ
増量した。4週以降は用量の変更は行わず、計8週間投与した。

国内第3相プラセボ対照試験：B2411263試験（承認時評価資料）10,11）

投与スケジュール

イフェクサーSR
75 mg/日群 37.5 mg/日

37.5 mg/日

75 mg/日

75 mg/日

150 mg/日

225 mg/日

用量変更なし

37.5 mg/日 プラセボ

75 mg/日 37.5 mg/日

75 mg/日 37.5 mg/日

37.5 mg/日 プラセボ

強制増量

強制増量イフェクサーSR
75～225 mg/日群

プラセボ群 プラセボ

109876543210 

プラセボ プラセボ

治療期（8週間） 漸減期（2週間）

評価項目：
有効性評価項目
主要評価項目　HAM-D17合計点のベースラインから治療期終了（8週）・中止時までの変化量（検証的試験）、

HAM-D17項目別ベースラインから治療期終了（8週）・中止時までの変化量（副次解析）
副次評価項目　HAM-D17合計点のベースラインから治療期終了（8週）・中止時より前の各評価時点までの変化量、

MADRS合計点、CGI-S、不安・身体症状スコア、HAM-D6合計点、QIDS16-SR-J合計点における
ベースラインから治療期の各評価時点までの変化量、MADRS項目別ベースラインから治療期終了
（8週）・中止時までの変化量、各評価時点における全般改善度（CGI-I）、HAM-D17寛解率、効果不十
分例（増量直前にCGI-Iスコアが4以上）のなかで、本剤増量後にCGI-Iが改善または悪化（不変）した
患者の割合等
寛解：HAM-D17合計点が7点以下

安全性評価項目 有害事象　等
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解析計画：ベースラインから治療期終了時評価（LOCF）までのHAM-D17変化量について、投与群を因子、ベース
ラインのHAM-D17合計点を共変量とした共分散分析（ANCOVA）モデルに基づいて、（1）プラセボ群
と75 mg/日（固定用量）群、および（2）プラセボ群と75～225 mg/日（可変用量）群を比較した。
主要評価項目については、有意水準を0.05（両側検定）として、（1）で統計的有意差が認められたとき
だけ（2）を実施することで、第Ⅰ種の過誤確率の増大を制御した。各評価時点において観測されたベース
ラインからの変化量について、投与群、評価時点、投与群と評価時点の交互作用、ベースラインスコアを
含めた反復測定データの混合効果モデル（MMRM）を用いて解析した。この解析では、主解析の感度分
析として、8週時点のみで各実薬群とプラセボ群の対比較を計画した。反応率および寛解率について、
投与群とベースラインのHAM-D17合計点を説明変数としたロジスティックモデルに基づいて、投与群
間で対比較した。事前に計画した解析に加えて、主要評価項目の副次解析として、HAM-D17項目別ベース
ラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）、不安・身体症状スコアのベースラインからの変化量
（8週治療期）およびサブグループ解析として、効果不十分例（増量直前にCGI-Iスコアが4以上）のなか
で、本剤増量後にCGI-Iが改善または悪化（不変）した患者の割合を検討し、国内承認審査の過程で評価
を受けた。副次評価項目のMADRS合計点、CGI-S、HAM-D6合計点、QIDS16-SR-J合計点は、8週時
（LOCF）のベースラインからの平均変化量を、投与群を因子、ベースライン値を共変量とした
ANCOVAモデルを用いて投与群間で比較した。CGI-Iは、8週時（LOCF）における平均スコアを、投与
群を因子、CGI-Sのベースライン値を共変量としたANCOVAモデルを用いて投与群間で対比較した。
LOCF（Last Observation Carried Forward）：投与終了時の値が欠測の場合は、直前の評価週の値（非欠測値）で補完する方法
ANCOVA（Analysis of Covariance）：共分散分析
MMRM（Mixed effect Models for Repeated Measures）

2. 有効性
●［主要評価項目］HAM-D17合計点のベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）† 検証的解析結果

HAM-D17合計点のベースラインから8週治療期終了時・中止時までの変化量を検討したところ、ANCOVAモデル
による調整済み平均値は、イフェクサーSR 75 mg/日群で－10.76、75～225 mg/日群で－10.37、プラセボ群
で－9.25と、75 mg/日群とプラセボ群の差は統計的に有意であり（p=0.031＊）、優越性が検証されたが、75～
225 mg/日群とプラセボ群の統計的有意差が認められず（p=0.106＊）、優越性は検証されなかった。

HAM-D17合計点のベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†

プラセボ群
（n=184）
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（ANCOVA）
p値は両側検定による
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投与群 n

HAM-D17合計点 プラセボ群との比較

8週治療期終了時・
中止時†

ベースライン
からの変化量

（平均値±標準誤差）

群間差
[95%信頼区間] p値＊

プラセボ群 184 13.22 －9.25±0.48 ― ―

イフェクサーSR
75 mg/日群 174 11.71 －10.76±0.50 1.50

[0.14～2.87] 0.031

イフェクサーSR
75～225 mg/日群 177 12.10 －10.37±0.49 1.12

[－0.24～2.48] 0.106

†LOCF（Last Observation Carried Forward）
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●［主要評価項目］HAM-D17項目別ベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）† 副次解析

HAM-D17項目別のベースラインから8週治療期終了時・中止時までの変化量を検討したところ、「抑うつ気分」、
「不安、精神症状」の変化量の平均値は、イフェクサーSR 75 mg/日群では、それぞれ－1.51、－1.24、75～225 
mg/日群では、それぞれ－1.50、－1.10であった。

†LOCF（Last Observation Carried Forward）

●［副次評価項目］各評価時点におけるHAM-D17合計点のベースラインからの変化量

HAM-D17合計点のベースラインから各評価時点までの変化量をMMRMにより検討したところ、8週時点のイフェク
サー SR 75 mg/日群とプラセボ群の差は統計的に有意であった（p=0.011＊）が、75～225 mg/日群とプラセボ
群の統計的有意差は認められなかった（p＝0.067＊）。

※MMRM（Mixed effect Models for Repeated Measures）

HAM-D17項目別ベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†

1. 抑うつ気分
2. 罪業感
3. 自殺
4. 入眠障害
5. 熟眠障害
6. 早朝睡眠障害
7. 仕事と活動
8. 精神運動抑制
9. 激越
10. 不安、精神症状
11. 身体についての不安
12. 消化器系の身体症状
13. 一般的な身体症状
14. 性欲減退
15. 心気症
16. 体重減少
17. 病識

HAM-D17評価項目

プラセボ群（n=184）

イフェクサーSR
75～225 mg/日群（n=177）

イフェクサーSR
75 mg/日群（n=174）
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各評価時点におけるHAM-D17合計点のベースラインからの変化量
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プラセボ群

6 84321

  ＊：p（両側）=0.011 
vs プラセボ群
（MMRM※）　

平均値±標準誤差

例　数
プラセボ群

イフェクサーSR 75 mg/日群
イフェクサーSR 75～225 mg/日群 （162）（161）（165）（168）（171）（176）（179）

（157）（162）（164）（164）（166）（173）（174）
（167）（171）（174）（176）（179）（184）（184）

＊

（週）
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状
の
改
善
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●［副次評価項目］MADRS合計点のベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†

MADRS合計点のベースラインから8週治療期終了時・中止時までの変化量を検討したところ、ANCOVAモデルに
よる調整済み平均値は、イフェクサーSR 75 mg/日群で－15.30、75～225 mg/日群で－15.05、プラセボ群で
－12.41であり、いずれのイフェクサー投与群もプラセボ群との差は統計的に有意であった（それぞれp=0.008、
0.014＊）。

†LOCF（Last Observation Carried Forward）

●［副次評価項目］MADRS項目別ベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†

MADRS項目別のベースラインから8週治療期終了時・中止時までの変化量を検討したところ、「外見に表出される
悲しみ」、「言葉で表現された悲しみ」の変化量の平均値は、イフェクサーSR 75 mg/日群では、それぞれ－1.76、
－2.02、75～225 mg/日群では、それぞれ－1.59、－1.96であった。

†LOCF（Last Observation Carried Forward）

MADRS合計点のベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†
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イフェクサーSR

＊：投与群を因子、ベー
スライン値を共変量
とした共分散分析
（ANCOVA）
p値は両側検定による
平均値±標準誤差

MADRS項目別ベースラインからの変化量（8週治療期終了時・中止時）†

1. 外見に表出される悲しみ
2. 言葉で表現された悲しみ
3. 内的緊張
4. 睡眠減少
5. 食欲減退
6. 集中困難
7. 制止
8. 感情を持てないこと
9. 悲観的思考
10. 自殺思考

MADRS評価項目
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●［副次評価項目］HAM-D17寛解率（8週治療期終了時・中止時）†

8週治療期終了時・中止時の寛解例の割合を検討したところ、プラセボ群で20.7%、イフェクサーSR 75 mg/日群
で29.3%、75～225 mg/日群で27.1%であった。ロジスティックモデルによるプラセボ群に対するオッズ比の
推定値は、75 mg/日群で1.64［95%信頼区間1.01～2.68］であり、統計的に有意であった（p=0.047＊）が、
75～225 mg/日群で1.43［0.87～2.34］と統計的に有意ではなかった（p＝0.156＊）。

寛解：HAM-D17合計点が7点以下　　†LOCF（Last Observation Carried Forward）

3. 安全性
●副作用
副作用（臨床検査値の異常を含む）は、イフェクサーSR 75 mg/日群で174例中96例（55.2%）、75～225 mg/日
群で180例中126例（70.0%）、プラセボ群で183例中74例（40.4%）に認められ、主な副作用は、イフェクサーSR
75 mg/日群で悪心34例（19.5%）、傾眠20例（11.5%）、便秘16例（9.2％）、75～225 mg/日群で悪心50例
（27.8%）、傾眠28例（15.6%）、口渇18例（10.0％）、プラセボ群で悪心18例（9.8%）、口渇14例（7.7％）、傾眠
13例（7.1%）であった。
本試験において死亡が2例（プラセボ群、75～225 mg/日群で自殺既遂各1例）、死亡以外の重篤な有害事象として
「貧血」がプラセボ群で1例、「メニエール病」が75 mg/日群で1例に認められた。また有害事象による投与中止は
22例（プラセボ群3例、75 mg/日群9例、75～225 mg/日群10例）に認められ、主なものは、イフェクサーSR
75 mg/日群でうつ病（2例）、75～225 mg/日群で悪心（2例）、プラセボ群で倦怠感（2例）であった。

副作用発現率（いずれかの群で発現率5％以上）
プラセボ群
（183例）

75 mg/日群
（174例）

75～225 mg/日群
（180例）

悪心 18（9.8%） 34（19.5%） 50（27.8%）
傾眠 13（7.1%） 20（11.5%） 28（15.6%）
便秘 6（3.3%） 16（9.2%） 16（8.9%）
口渇 14（7.7%） 11（6.3%） 18（10.0%）
頭痛 5（2.7%） 11（6.3%） 15（8.3%）
心拍数増加 3（1.6%） 9（5.2%） 12（6.7%）
浮動性めまい 4（2.2%） 7（4.0%） 16（8.9%）
倦怠感 4（2.2%） 7（4.0%） 11（6.1%）
腹部不快感 3（1.6%） 6（3.4%） 9（5.0%）
多汗症 1（0.5%） 3（1.7%） 14（7.8%）

HAM-D17寛解率（8週治療期終了時・中止時）†

75～225 mg/日群
（n=177）
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（n=174）
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社内資料：長期投与試験（B2411264試験）（承認時評価資料）
Higuchi, T. et al.：Int Clin Psychopharmacol 31（1）：8, 2016

（本論文の著者にヴィアトリス社より講演料、コンサルタント料などを受領している者が含まれる。）

1. 試験概要
デザイン：多施設共同、非盲検、無対照、可変用量試験
目　　的：大うつ病性障害の成人外来患者を対象としたイフェクサーSRの長期投与における安全性および有効性

を検討する。
対　　象：DSM-Ⅳ-TR分類により大うつ病性障害と診断され、先行して実施された国内第3相プラセボ対照試験

（B2411263試験）にて8週間の投与を完了した外来患者50例（先行試験のイフェクサーSR群35例、
プラセボ群15例）

方　　法：国内第3相長期投与試験。イフェクサーSRを75～225 mg/日、1日1回食後に経口投与した。37.5
mg/日から投与開始し、1週後に75 mg/日に増量後、1週間投与した。2週後に忍容性に問題がなければ
150 mg/日に増量し、1週間投与した。さらに3週後に忍容性に問題がなければ225 mg/日に増量する
という強制増量法とした（投与期間：最大10ヵ月）。

評価項目：
主要評価項目　有害事象、コロンビア自殺評価スケール（C-SSRS）、体重、バイタルサイン（血圧、脈拍数）、標準12

誘導心電図、臨床検査値
副次評価項目 44週時におけるHAM-D17合計点、HAM-D17寛解率、概括重症度（CGI-S）、全般改善度（CGI-I）、

QIDS16-SR-J
寛解：HAM-D17合計点が7点以下

解析計画：治験薬を少なくとも1回服用した症例を安全性解析対象とした。有効性の主解析対象集団はFull
Analysis Set（FAS）とし、本治験で治験薬を1回以上服用し、B2411263試験の8週時評価後のいずれ
かの時点で1つ以上の利用可能なHAM-D17の評価がある被験者の集団とした。先行するB2411263
試験の8週時評価をベースラインとして、HAM-D17合計点の各評価時点における変化を記述的に要約
した。さらに、HAM-D17合計点については各評価時点における寛解率も求めた。HAM-D17合計点につい
て、本試験と先行するB2411263試験のデータを併合した解析を、B2411263試験でイフェクサーSR
（75 mg/日固定用量および75～225 mg/日可変用量）が投与された被験者とプラセボが投与された
被験者別に行った。この解析のベースラインは、B2411263試験でイフェクサーSRを投与された被験
者はB2411263試験のベースライン、B2411263試験でプラセボを投与された被験者は本試験の
ベースラインとした。

国内第３相長期投与試験：B2411264試験（承認時評価資料）11,12）

投与スケジュール

治療期（44週間）

減量可（75～225 mg/日）

225 mg/日

75 mg/日
37.5 mg/日

漸減投与

漸減期
（1～3週間）

4440363228242016128643210

強制
増量

150
mg/日

150 mg/日 75 mg/日 37.5 mg/日

75 mg/日 37.5 mg/日

37.5 mg/日
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2. 有効性
●［副次評価項目］HAM-D17合計点

HAM-D17合計点のベースラインa)から44週治療期終了時までの推移を継続投与が可能であった症例について検討
したところ、平均値（標準偏差）はベースライン時12.0（6.10）、44週治療期終了時5.7（6.00）であった。

a）先行するB2411263試験の8週時評価

HAM-D17合計点の推移

平均値±標準偏差
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●［副次評価項目］HAM-D17寛解率

8週間の先行試験（B2411263試験）後の44週治療期におけるHAM-D17寛解率の推移を継続投与が可能であっ
た症例について検討したところ、HAM-D17寛解率は44週時75.0%であった。

寛解：HAM-D17合計点が7点以下

3. 安全性
●［主要評価項目］副作用

副作用（臨床検査値の異常を含む）は、50例中41例
（82.0%）に認められ、主な副作用は、頭痛11例（22.0%）、
浮動性めまい8例（16.0%）、傾眠7例（14.0%）、便秘7例
（14.0％）、血圧上昇7例（14.0%）であった。
本試験において死亡は報告されず、重篤な有害事象として
「胸痛」、「窃盗、性的虐待」、「発熱」が各1例に認められた。
また本試験において有害事象による投与中止は8例に認
められ、「うつ病」、「GGT増加」、「肝機能異常、糖尿病」、
「異常感、そう痒症」、「傾眠、多汗症」、「犯罪」、「感覚鈍
麻」、「歩行障害」が各1例に認められた。

8週間の先行試験（B2411263試験）後のHAM-D17寛解率の推移
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1 2 3 4 6 8 12 16

治療期

20 24 28 32 36 40 44

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（%）

（週）

H
A
M-

D
17

寛
解
率

副作用発現率（発現率10％以上）
イフェクサーSR群
（50例）

頭痛 11（22.0%）

浮動性めまい 8（16.0%）

傾眠 7（14.0%）

便秘 7（14.0%）

血圧上昇 7（14.0%）

悪心 5（10.0%）

異常感 5（10.0%）

体重増加 5（10.0%）

動悸 5（10.0%）
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臨床成績

本剤は、国内で実施し、終了したすべての臨床試験成績に基づき承認されました。このため、一部国内で承認された
用法・用量と異なる成績が含まれています。

社内資料：国内高齢者対象試験（817-JA試験）（承認時評価資料）

1. 試験概要
デザイン：多施設共同、非盲検、無対照、用量漸増法（任意漸増法）
目　　的：イフェクサーSR 75～150 mg/日の高齢者に対する安全性および有効性を検討する。
対　　象：DSM-Ⅳ-TR分類により大うつ病性障害と診断され、HAM-D17合計点が18点以上、HAM-D

Depressed mood（抑うつ気分）のスコアが2点以上の65歳以上の患者100例
方　　法：国内第３相高齢者対象試験。イフェクサーSR 75～150 mg/日を1日1回夕食後に12週間経口投与した。

37.5 mg/日または75 mg/日から投与開始し、開始用量が37.5 mg/日の患者は1週後に必ず
75 mg/日に増量した。1週後（開始用量が37.5 mg/日の患者は2週後）以降、増量基準a）に従い、
75 mg/日または150 mg/日を投与した。投与終了後は漸減投与を行い、治療期終了時または中止時に
150 mg/日を投与している患者には75 mg/日、75 mg/日を投与している患者には37.5 mg/日を
1週間投与した。
a）増量基準：1、2、3、4、6、8、10週時にHAM-D17の合計点が13点以上であり、忍容性に問題がない場合は150 mg/日に増量する

評価項目：
有効性評価項目
主要評価項目 12週時におけるHAM-D17反応率（HAM-D17の合計点がベースラインの50%以下となった患者

の割合）
副次評価項目 12週時におけるHAM-D17合計点、HAM-D6合計点、HAM-D17寛解率、HAM-D6反応率、CGI-S、

VASによる抑うつ気分
寛解：HAM-D17合計点が7点以下

安全性評価項目 有害事象　等
解析計画：治験薬を少なくとも1回服用した症例を安全性解析対象とした。有効性の主解析対象集団はFull

Analysis Set（FAS）、副次解析対象集団はPer Protocol Set（PPS）とした。有効性評価項目が
欠測の場合は、直前の評価週の値（非欠測値）で補完するLOCF（Last Observation Carried
Forward）を用いた解析を行った。主解析としてHAM-D17反応率について評価日ごとに割合および
95％信頼区間を算出し、経時的推移について評価した。副次解析としてHAM-D6反応率および
HAM-D17寛解率について評価日ごとに割合および95％信頼区間を算出し、経時的推移について評価
した。また、HAM-D17合計点、HAM-D6合計点、CGI-S、VASについて、評価日ごとに基礎統計量とベース
ラインからの差の基礎統計量を算出し、経時的推移について評価した。最終評価時のHAM-D17反応率
についてサブグループ解析を行った。

国内第３相高齢者対象試験：817-JA試験（承認時評価資料）13）

投与スケジュール

増量基準に従い投与（75～150 mg/日）d）

治療期（12週間）
初期用量b）

b）37.5 mg/日または75 mg/日から投与開始
c）1週後に必ず75 mg/日に増量
d）1、2、3、4、6、8、10週時にHAM-D17の合計点が13点以上であり、忍容性に問題がない場合は150 mg/日に増量
ただし、医師の判断により150 mg/日から75 mg/日への減量可

漸減期
（1週間）

150 mg/日

75 mg/日
37.5 mg/日

75 mg/日

12108643210

37.5 mg/日c）
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2. 有効性
●［主要評価項目］HAM-D17反応率

HAM-D17反応率の推移を継続投与が可能であった症例について検討したところ、12週時85.4%であった。また、
最終評価時（LOCF）のHAM-D17反応率は46.9%であった。

反応：HAM-D17の合計点がベースラインの50%以下
LOCF（Last Observation Carried Forward）

HAM-D17反応率の推移

1210864321 LOCF

（41）（45）（42）（38）（36）（27）（20）（6）反応例
（48）（51）（52）（57）（60）（65）（72）（96）例　数 （96）

（45）

治療期

反応率（95%信頼区間）
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6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.8   高齢者

肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して投与すること。一般的に高齢者では生理機能が低下していることが多い。また、高齢者
において低ナトリウム血症及び抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）の危険性が高くなることがある。［11.1.3参照］
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臨床成績

●［副次評価項目］HAM-D17合計点

HAM-D17合計点のベースラインから12週投与終了時までの推移を継続投与が可能であった症例について検討し
たところ、平均値（標準偏差）はベースライン時23.4（4.18）、12週時5.6（5.13）、最終評価時（LOCF）14.1
（10.57）であった。

HAM-D17合計点の推移

30

25

20

15

10

5

0

平均値±標準偏差

ベース
ライン 1210864321 LOCF

（96）（48）（51）（52）（57）（60）（65）（72）（96）（96）例　数
治療期

（週）

合
計
点

H
A
M-

D
17

症
状
の
改
善

LOCF（Last Observation Carried Forward）

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。
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3. 安全性
●副作用

副作用（臨床検査値の異常を含む）は、100例中95例（95.0%）に認められ、主な副作用は、悪心32例（32.0%）、便秘
30例（30.0%）、口内乾燥27例（27.0%）であった。
本試験において死亡は報告されず、重篤な有害事象として「狭心症」、「低ナトリウム血症、低カリウム血症、低ク
ロール血症、低蛋白血症」、「肺炎、譫妄」、「全身健康状態低下」、「自殺企図」、「易興奮性」、「便秘」が各1例に認め
られた。また本試験において有害事象による投与中止は25例に認められ、主なものは、悪心（7例）、頭痛（4例）、
下痢（2例）、嘔吐（2例）、倦怠感（2例）、動悸（2例）であった。

副作用発現率（発現率15％以上）
イフェクサーSR群
（100例）

悪心 32（32.0%）

便秘 30（30.0%）

口内乾燥 27（27.0%）

浮動性めまい 22（22.0%）

頭痛 17（17.0%）

傾眠 17（17.0%）

動悸 16（16.0%）

排尿困難 15（15.0%）

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.8   高齢者  

肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して投与すること。一般的に高齢者では生理機能が低下していることが多い。また、高齢者
において低ナトリウム血症及び抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）の危険性が高くなることがある。［11.1.3参照］
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薬物動態

●単回投与（健康成人）14）

日本人健康男性延べ32例（ベンラファキシンSR各投与量8例、内訳は実薬群6例、プラセボ群2例）に、ベンラファキシ
ンSR 37.5、75、150、225 mgを空腹時単回経口投与したときの薬物動態を検討したところ、血漿中ベンラファキシ
ン濃度およびベンラファキシンの活性代謝物であるO-デスメチルベンラファキシンの血漿中濃度のCmaxおよびAUC0-∞
は、150 mg投与群における血漿中ベンラファキシンのAUC0-∞を除き、投与量に比例して増加した。また、Tmaxおよび
t1/2は以下の通りであった。

単回経口投与後のベンラファキシンの薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Cmax

（ng/mL）
Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

37.5

6

12±7 6.0±0.0 9.3±3.3 206±178
75.0 33±15 6.0±0.0 7.9±2.3 505±257
150 89±65 6.3±1.5 9.7±2.5 1830±1753
225 101±20 6.0±1.3 7.6±1.6 1471±238

平均値±標準偏差

単回経口投与後のO-デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Cmax

（ng/mL）
Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

37.5

6

54±6 8.7±1.0 11.8±3.2 1316±311

75.0 98±19 8.0±1.3 12.3±2.1 2462±391

150 176±42 9.3±2.1 11.1±2.7 4598±995

225 322±22 8.7±1.6 11.7±1.1 8254±547
平均値±標準偏差（但し、ベンラファキシン換算値として表記）

血漿中濃度

単回経口投与後のベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの血漿中濃度推移
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ベンラファキシン O-デスメチルベンラファキシン

血
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中
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度

投与後時間

（ng/mL） （ng/mL）

（hr）
投与後時間

（hr）

ベンラファキシンSR 225 mg　　  ベンラファキシンSR 150 mg　　
ベンラファキシンSR 75 mg　　 ベンラファキシンSR 37.5mg

ベンラファキシンSR 225 mg　　ベンラファキシンSR 150 mg
ベンラファキシンSR 75 mg　　 ベンラファキシンSR 37.5 mg

平均値 （n=6） 平均値 （n=6）
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●反復投与（健康成人）15）

日本人健康男性12例（ベンラファキシンSR各投与量6例）に、ベンラファキシンSR 75 mgまたは150 mgを1日
1回7日間反復経口投与したときの薬物動態を検討したところ、血漿中ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラ
ファキシン濃度は、投与開始約3日後に定常状態に達し、最終投与の72時間後の血漿中濃度は以下の通りであった。

反復経口投与時のベンラファキシンの薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n 観察日 Cmax

（ng/mL）
Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-24hr
（ng・hr/mL）

75 6
1日目 38±20 6.0±0.0 8.9±2.6 485±321

7日目 46±24 6.0±0.0 8.5±2.4 630±403

150 6
1日目 108±58 6.7±1.0 9.6±2.9 1521±1021

7日目 143±90 6.3±0.8 9.0±2.7 2186±1680
平均値±標準偏差

反復経口投与時のO-デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n 観察日 Cmax

（ng/mL）
Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-24hr
（ng・hr/mL）

75 6
1日目 104±20 9.3±1.6 18.6±6.7 1732±272

7日目 149±26 8.3±2.0 11.8±1.3 2697±430

150 6
1日目 196±64 10.3±1.5 22.4±8.6 3316±1056

7日目 276±87 9.3±1.0 13.3±2.8 5237±1728
平均値±標準偏差（但し、ベンラファキシン換算量として表記）

反復経口投与後のベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの血漿中濃度推移

ベンラファキシンSR 150 mg（n=6）　    ベンラファキシンSR 75 mg（n=6）

血
漿
中
濃
度

血
漿
中
濃
度

ベンラファキシンSR 150 mg（n=6）　　ベンラファキシンSR 75 mg（n=6）
平均値平均値
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ベンラファキシン O-デスメチルベンラファキシン

投与期間 投与期間

（ng/mL）

（hr） （hr）

（ng/mL）

7248247日目（0）6日目5日目4日目3日目2日目1日目
最終投与後経過時間 最終投与後経過時間

7248247日目（0）6日目5日目4日目3日目2日目1日目
（最終） （最終）

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。
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薬物動態

●CYP2D6遺伝子型の影響（外国人データ）16）

外国人健康成人13例（CYP2D6のEM7例、PM6例）を対象に、ベンラファキシンSR 75 mgを単回経口投与したところ、
PM群において血漿中ベンラファキシンのCmaxおよびAUC0-∞が高値を示し、O‐デスメチルベンラファキシンのCmaxおよび
AUC0-∞が低値を示すことが確認された。 

CYP2D6のEMおよびPMにおける単回経口投与時のベンラファキシンの薬物動態パラメータ

CYP2D6の表現型 n Cmax
（ng/mL）

Tmaxa)
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

EM 7 39.6±14.1 6.0 10.9±2.4 591±246
PM 6 98.6±10.6 7.0 12.7±1.8 2548±451

EM=Extensive Metabolizer、PM=Poor Metabolizer
平均値±標準偏差
a)中央値

CYP2D6のEMおよびPMにおける単回経口投与時のO‐デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ

CYP2D6の表現型 n Cmax
（ng/mL）

Tmaxa)
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

EM 7 104.3±27.4 10.0 13.6±3.2 3078±838
PM 6 23.4±11.5 16.0 14.4±3.6 844±329

EM=Extensive Metabolizer、PM=Poor Metabolizer
平均値±標準偏差
a)中央値

（参考）日本人うつ病患者におけるCYP2D6遺伝子多型発現率

B2411263試験で測定された459例のCYP2D6の遺伝子型を集計した各活性型の割合は以下の通りで
あった。

活性分類
（CYP2D6遺伝子型）

B2411263試験10） 日本人の公表値17）

例数（%） （％）

UM 7（1.5） 0.9

EM 310（67.5） 70.7

IM 139（30.3） 27.9

PM 3（0.7） 0.5
UM=Ultra-rapid Metabolizer、EM=Extensive Metabolizer、IM=Intermediate Metabolizer、PM=Poor Metabolizer
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●食事の影響（健康成人）18）

日本人健康男性6例にベンラファキシンSR 75 mgを空腹時または食後（非高脂肪食）にクロスオーバー法で単回
経口投与し、食事の影響を検討したところ、空腹時と食後でベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの
薬物動態パラメータに違いは認められなかった。

空腹時または食後（非高脂肪食）に単回経口投与したときのベンラファキシンの薬物動態パラメータ

投与時期 n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

空腹時
6

33±15 6.0±0.0 7.9±2.3 505±257
食後 38±14 4.7±1.0 7.6±0.8 500±208
平均値±標準偏差

空腹時または食後（非高脂肪食）に単回経口投与したときのO-デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ

投与時期 n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC0-∞
（ng・hr/mL）

空腹時
6

98±19 8.0±1.3 12.3±2.1 2462±391
食後 96±22 8.7±1.6 13.3±1.8 2534±562
平均値±標準偏差（但し、ベンラファキシン換算量として表記）

空腹時および食後（非高脂肪食）にベンラファキシンSR 75 mgを単回経口投与した後の
ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの血漿中濃度推移

投与後時間
0 12 36 6024 48 72（hr）
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ベンラファキシンSR
75mg
（空腹時）
ベンラファキシンSR
75mg
（食後）
O-デスメチル
ベンラファキシン
（空腹時）
O-デスメチル
ベンラファキシン
（食後）

（ng/mL）

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。
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薬物動態

●腎機能障害患者（外国人データ）19）

外国人腎機能障害患者18例（維持透析患者6例、軽度腎機能障害患者6例、中等度腎機能障害患者5例、重度腎
機能障害患者1例）および健康成人18例に、ベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgを単回経口投与したときの
薬物動態を比較検討した。維持透析患者において血漿中ベンラファキシンおよびO‐デスメチルベンラファキシンの
t1/2の延長とAUC0-∞の高値が認められた。腎機能障害患者においても、t1/2とAUC0-∞が高値を示す傾向が認めら
れた。また、維持透析患者において、透析液中に回収されたベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンは、
それぞれ投与量の2.0%、2.5%であった。

腎機能障害患者、維持透析患者および健康成人における単回経口投与時のベンラファキシンの薬物動態パラメータ

n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-∞
（ng・hr/mL）

CL/F
（L/hr/kg）

CLr
（mL/hr/kg）

健康成人 18 71±50 2.2±0.9 3.8±2.7 494±483 2.1±1.4 73±37

腎機能
障害患者

軽度 6 62±25 1.9±0.3 5.0±4.0 458±244 2.1±1.8 36±12
中等度 5 75±27 2.9±1.5 6.0±4.2 844±839 1.3±0.6 37±16
重度 1 129 3.5 9.4 2015 0.3 10

維持透析患者 6 87±33 3.6±2.4 10.6±8.4 1420±1078 0.9±0.8 －
軽度腎機能障害患者：30≦糸球体濾過速度（GFR）≦70mL/min、中等度腎機能障害患者：15≦GFR＜30mL/min、重度腎機能障害患者：GFR＜15mL/min
平均値±標準偏差

腎機能障害患者、維持透析患者および健康成人における
単回経口投与時のO-デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ

n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-∞
（ng・hr/mL）

CL/F/fm
（L/hr/kg）

CLr
（mL/hr/kg）

健康成人 18 106±47 3.9±1.5 12±3 2044±880 0.36±0.15 96±36

腎機能
障害患者

軽度 6 129±35 4.0±0.9 13±3 2821±886 0.26±0.07 65±26
中等度 5 89±60 5.5±1.6 17±9 2047±1045 0.46±0.25 46±17
重度 1 140 10.0 38 11011 0.06 11

維持透析患者 6 96±48 9.4±2.6 29±18 4486±868 0.16±0.05 －
軽度腎機能障害患者：30≦糸球体濾過速度（GFR）≦70mL/min、中等度腎機能障害患者：15≦GFR＜30mL/min、重度腎機能障害患者：GFR＜15mL/min
平均値±標準偏差

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.4   重度の腎機能障害（糸球体ろ過量15 mL/min未満）のある患者又は透析中の患者［9.2.1参照］

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.2 腎機能障害患者

本剤のクリアランスが低下し、血中濃度が上昇するおそれがある。
9.2.1 重度の腎機能障害（糸球体ろ過量15 mL/min未満）のある患者又は透析中の患者

投与しないこと。また、本剤は透析ではほとんど除去されない。［2.4参照］
9.2.2 軽度から中等度の腎機能障害のある患者

［16.6.1参照］
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●肝機能障害患者（外国人データ）20）

外国人肝機能障害患者19例（Child-Pugh分類A：8例、Child-Pugh分類B：11例）および健康成人男女20例に
対し、ベンラファキシン（非徐放化製剤）75 mgを健康成人に、37.5 mgを肝機能障害患者に単回経口投与し、肝機能
障害患者および健康成人の薬物動態を比較した。肝機能障害患者では障害が重症化するに従って血漿中ベンラファキ
シンのt1/2の延長とAUC0-∞の増加が認められた。

肝機能障害患者および健康成人における単回経口投与時のベンラファキシンの薬物動態パラメータ

対象 n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-∞
（ng・hr/mL）

CL/F
（L/hr/kg）

健康成人 20 98.1±55.9 2.0±1.2 4.9±2.6 768.8±763.4 2.25±1.75

肝機能
障害患者

Child-Pugh分類A 8 72.9±28.7 3.1±1.6 8.6±4.9 911.3±632.7 0.90±0.83
Child-Pugh分類B 11 71.2±21.5 2.8±1.5 11.8±6.9 1203.7±937.0 0.62±0.55

平均値±標準偏差

肝機能障害患者および健康成人における単回経口投与時のO-デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ

対象 n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-∞
（ng・hr/mL）

CL/F/fm
（L/hr/kg）

健康成人 20 151.4±62.7 4.3±2.3 12.0±5.1 2860.9±1039.5 0.46±0.53

肝機能
障害患者

Child-Pugh分類A 8 75.4±48.9 7.3±3.7 17.2±5.1 2115.4±1144.5 0.28±0.09
Child-Pugh分類B 11 43.4±24.4 9.5±6.6 16.2±3.8a） 1325.3±488.5 0.94±2.10

平均値±標準偏差
a）n=10

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.3   重度の肝機能障害（Child-Pugh分類C）のある患者［9.3.1参照］

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

7. 用法及び用量に関連する注意
7.2   中等度の肝機能障害（Child-Pugh分類B）のある患者では、血中濃度が上昇し、特に投与初期に副作用が発現しやすくなるおそれがある

ため、本剤37.5 mgを2日に1回投与から開始し、1週間後に本剤37.5 mgを1日1回投与に増量すること。なお、患者の症状に応じて、
1週間以上の間隔をあけて、本剤37.5 mg/日ずつ、1日112.5 mgを超えない範囲で増量することとし、増量に際しては患者の状態を
十分に観察すること。［9.3.2、16.6.2参照］

7.3   軽度の肝機能障害（Child-Pugh分類A）のある患者では、血中濃度が上昇し、特に投与初期に副作用が発現しやすくなるおそれがある
ため、必要に応じて減量又は投与間隔の延長を考慮し、増量に際しては患者の状態を十分に観察すること。［9.3.2、16.6.2参照］

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.3 肝機能障害患者

本剤のクリアランスが低下し、血中濃度が上昇するおそれがある。
9.3.1 重度の肝機能障害（Child-Pugh分類C）のある患者

投与しないこと。［2.3参照］
9.3.2 軽度から中等度の肝機能障害のある患者

［7.2、7.3、16.6.2参照］



32

薬物動態

●年齢および性別の影響（外国人データ）21）

外国人健康高齢者18例（男女各9例、60～80歳）および健康非高齢者18例（男女各9例、21～44歳）に、ベンラ
ファキシン（非徐放化製剤）50 mgを1日3回3日間反復経口投与したときの薬物動態パラメータについて年齢および
性別の影響を検討した。投与3日目における血漿中ベンラファキシンについては年齢や性別によって薬物動態パラ
メータに大きな違いは認められなかったが、O‐デスメチルベンラファキシンについてAUC0-8hrが女性および高齢者に
おいて高く、t1/2が男性および高齢者において長くなる傾向が認められた。

高齢者および健康成人における反復経口投与時のベンラファキシンの薬物動態パラメータ

n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-8hr
（ng・hr/mL）

女性
非高齢者 9 157±23 1.3±0.2 4.1±0.4 789±134
高齢者 9 157±26 1.8±0.2 4.0±0.3 833±148

男性
非高齢者 9 140±21 1.7±0.2 3.6±0.4 698±121
高齢者 9 137±18 1.9±0.2 5.4±0.5 813±116

平均値±標準誤差

高齢者および健康成人における反復経口投与時のO‐デスメチルベンラファキシンの薬物動態パラメータ

n Cmax
（ng/mL）

Tmax
（hr）

t1/2
（hr）

AUC０-8hr
（ng・hr/mL）

女性
非高齢者 9 327±29 1.8±0.2 9.9±0.8 2231±206
高齢者 9 382±41 1.9±0.2a) 10.9±0.5a) 2587±298

男性
非高齢者 9 258±22 2.1±0.2 11.0±0.5 1797±170
高齢者 9 301±32 2.2±0.2 12.7±0.6 2142±222

平均値±標準誤差
a)n=8

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.8   高齢者

肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して投与すること。一般的に高齢者では生理機能が低下していることが多い。また、高齢者
において低ナトリウム血症及び抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）の危険性が高くなることがある。［11.1.3参照］
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●組織分布22）

①ベンラファキシンの組織分布（ラット）
Sprague Dawleyラット（雄3～4匹/時点）に14C-ベンラファキシンを22 mg/kgの用量で単回経口投与した後の
組織中放射能濃度を評価したところ、投与後4時間にほとんどの組織で放射能濃度は最高値に達し、脂肪および脳を
除いて血漿中放射能濃度（1.8 μg eq/g）より高値を示した。高い放射能が認められた組織は、膀胱（178；以下、
組織/血漿中濃度比）、小腸（83）、胆汁（52）、腎臓（11）、肝臓（10）、胃（10）、下垂体（9.4）、大腸（7.2）および
肺（7.2）であった。投与後240時間には大部分の組織で放射能は検出されず、放射能が検出されたのは膀胱
（0.16μg eq/g）および肝臓（0.067μg eq/g）であった。

②O-デスメチルベンラファキシンの組織分布（ラット）
Sprague Dawleyラット（雄1匹/時点）に14C-O-デスメチルベンラファキシンを30 mg/kgの用量で単回経口投与
した後の組織中放射能濃度を評価したところ、14C-O-デスメチルベンラファキシン由来放射能ピークが、投与後0.5
時間に大腸を除くすべての組織および血漿で観察された。血液以外の組織で、組織/血漿中AUC比が1を超えたの
は、膀胱（9.7）、肝臓（7.4）、腎臓髄質（5.1）、小腸（3.4）、大腸（2.5）、胃（2.4）、腎臓全体（2.1）、および腎臓皮質
（1.7）であった。投与後120時間における組織中放射能濃度は、定量限界未満であった。
また、Long Evans（有色）ラット（雄1匹/時点）に14C-O-デスメチルベンラファキシンを30 mg/kgの用量で単回経
口投与したところ、ぶどう膜および皮膚での組織/血漿中放射能AUCinf比はそれぞれ7.3および0.7であった。
Sprague Dawley（アルビノ）ラットにおける組織/血漿中放射能AUCinf比はぶどう膜で0.3、皮膚で0.4であった。

●タンパク結合率（in vitro）23）

ヒトの血漿または血清に14C-ベンラファキシンを添加しタンパク結合率を検討したところ、ベンラファキシンのタンパ
ク結合率は約27～35%であった。また、ヒトの血漿にO-デスメチルベンラファキシンを添加した際のタンパク結合
率は約30%であった。

分布
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薬物動態

●中枢移行性（ラット）24）

Sprague Dawleyラット（雄3匹/時点）に14C-ベンラファキシンを22.5 mg/kgの用量で単回経口投与した結果、
すべての時点において血漿中濃度と比較して高値を示し、本剤の中枢移行性が示唆された。

単回経口投与後のベンラファキシンおよび代謝物の血漿および脳中濃度

平均値±標準偏差 （n=3）
ベンラファキシン O-デスメチルベンラファキシン

ベンラファキシンの環化体 総放射能
N-デスメチルベンラファキシン N,N-ジデスメチルベンラファキシン

ベンラファキシンのシクロヘキサン環trans-水酸化体ベンラファキシンのシクロヘキサン環cis-水酸化体

投与後時間
0 1 32 4（hr）

10

1

0.1

0.01

0.001

血
漿
中
濃
度

（μg/mL）

投与後時間
0 1 32 4（hr）

10

1

0.1

0.01

0.001

脳
中
濃
度

（μg/g）

●乳汁中移行（外国人データ）5）

ベンラファキシン（非徐放化製剤）を服薬中（225～300 mg/日、平均投与量244 mg/日）の授乳婦6例の定常状
態におけるベンラファキシンとO-デスメチルベンラファキシンの乳汁中濃度は血漿中濃度のそれぞれ2.5倍と2.7倍
であった。

●胎児への移行（ウサギ）3）

Dutch Beltedウサギ（妊娠26日/雌1匹/時点）に14C-ベンラファキシンを20 mg/kgの用量で単回経口投与した
ところ、血漿中総放射能のAUCは母動物と胎児で同等であり、血漿中のベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラ
ファキシンのAUCは母動物に比べて胎児のほうが高い値を示したことから、胎児移行性が示された。

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、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。
9.5.1 妊娠末期に本剤あるいは他のSSRI、SNRIが投与された女性が出産した新生児において、入院期間の延長、呼吸補助、経管栄養を必要

とする、離脱症状と同様の症状が出産直後にあらわれたとの報告がある。
9.5.2 妊娠ラットにベンラファキシン30 mg/kg/日（AUCに基づく曝露量比較で臨床曝露量の約0.4倍）を経口投与したとき、胎児の生存率

低下及び体重抑制が認められた。
9.5.3 妊娠ラットに活性代謝物であるO-脱メチルベンラファキシン100 mg/kg/日（AUCに基づく曝露量比較で臨床曝露量の約1.7倍）を

経口投与したとき、受胎能の低下が認められた。
9.5.4 妊娠ウサギにベンラファキシンを経口投与した実験で、胎児への移行が認められた。
9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ラット及びヒトで乳汁中に移行することが報告
されている。［16.3.2参照］
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●代謝経路（外国人データ、in vitro）25、26）

組換えヒトCYP酵素を用いたin vitro実験および14C‐ベンラファキシン投与後の尿中排泄代謝物量から推定した
結果、O-脱メチル化はCYP2D6、N-脱メチル化はCYP3A4による代謝と考えられる。CYP2C19もベンラファキ
シンの代謝への関与が示唆された。

代謝

ヒトにおけるベンラファキシンの推定代謝経路

■N

■H

H

HO

＊

NNODV（1.0%）
HO

■N

■■■CH3

■H

■■HO

＊

NODV（9.8%）
HO

■N

■■■CH3

H

HO

＊

NDV（1.0%）
H3CO

■N

■■■CH3

CH3

HO

＊

O-デスメチルベンラファキシン
（29.4%）

HO

■N

■■■CH3

CH3

HO

＊

ベンラファキシン（4.7%）
H3CO

グルクロナイド
（26.4%）

CYP2D6 CYP3A4

グルクロナイド
（6.2%）

NDV：N-デスメチルベンラファキシン
NODV：N,O-ジデスメチルベンラファキシン
NNODV：N,N,O-トリデスメチルベンラファキシン
（　）内は14C‐ベンラファキシン投与後48時間までの尿中回収率
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●CYP阻害作用27）

①ベンラファキシンによる薬物代謝酵素の阻害（in vitro）
ヒト肝ミクロソームを用いて、CYP酵素の活性に及ぼすベンラファキシンの影響を検討したところ、デキストロメトロ
ファンO-脱メチル化（CYP2D6）に対してベンラファキシンのラセミ体、R体、およびS体は競合的に阻害し（Ki値はそ
れぞれ20、45および12μmol/L）、またイミプラミンの2-水酸化（CYP2D6）に対しても阻害作用を示した（Ki値：
41.0 μmol/L）が、不可逆的阻害作用はみられなかった。一方、CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19および
CYP3A4のIC50値は1000μmol/L超であった。

②O-デスメチルベンラファキシンによる薬物代謝酵素の阻害（in vitro）
ヒト肝ミクロソームを用いて、CYP酵素の活性に及ぼすO-デスメチルベンラファキシンの影響を検討したところ、
CYP2D6によるブフラロールの1’-水酸化代謝およびデキストロメトルファンのO-脱メチル化代謝に対するO-デス
メチルベンラファキシンのIC50値は50～90 μmol/Lであり、弱い阻害作用を示した。一方、CYP1A2、CYP2C8、
CYP2C9、CYP2C19およびCYP3A4によるIC50値は100μmol/L超であった。

●CYP誘導作用28）

①ベンラファキシンによる薬物代謝酵素の誘導（ラット）
Sprague Dawleyラット（雄6匹/群）にベンラファキシンを10、40、120 mg/kg/日の用量で、1日1回7日間経口
投与したところ、ベンラファキシンのいずれの用量においても肝薬物代謝酵素系（ミクロソーム蛋白濃度、チトクロム
P450濃度およびアミノピリン脱メチル化酵素活性）に対する有意な変化は認められなかった（Dunnettの多重比較
検定）。

②O-デスメチルベンラファキシンによるCYP3A4の誘導（in vitro）
O-デスメチルベンラファキシンのCYP3A4誘導能について検討したところ、10μmol/L（約2.63μg/mL）までヒト
CYP3A4を誘導しなかった。

外国人健康成人男性9例に、14C‐ベンラファキシン50 mg（非徐放性製剤）を単回経口投与したところ、投与後48時間
までに総放射能の約87%が尿中に排泄された。その内訳は、ベンラファキシン4.7%、O-デスメチルベンラファキシン
55.8%（グルクロン酸抱合体26.4%を含む）、N,O-ジデスメチルベンラファキシン16.0%（グルクロン酸抱合体6.2%
を含む）、N-デスメチルベンラファキシン1.0%、N,N,O-トリデスメチルベンラファキシン1.0%、その他の代謝物8.5%で
あった。投与後120時間後までには総放射能の約94%が尿中（約92%）および糞中（約2%）から回収された。

排泄（外国人データ）29）
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（1） ハロペリドール（外国人データ）30）

外国人健康成人男女25例にベンラファキシン（非徐放化製剤）75 mgの1日2回反復経口投与下において、ハロペリドー
ル2mgを併用単回投与したところ、併用によりハロペリドールのCmaxとAUCはそれぞれ約88%と約70%増加した。

（2） アルプラゾラム（外国人データ）31）

外国人健康成人男女16例にベンラファキシン（非徐放化製剤）75 mgの1日2回反復経口投与下において、アルプ
ラゾラム2 mgを併用単回経口投与したところ、併用によりベンラファキシンの薬物動態にほとんど影響はみられな
かったが、アルプラゾラムのAUCは28%減少した。

（3） イミプラミン（外国人データ）32）

デキストロメトルファン（主消失経路はCYP2D6による代謝）およびメフェニトイン（主消失経路はCYP2Cによる代
謝）の代謝能が高い外国人健康成人男性27例を2投与群に無作為に割り付け、ベンラファキシン（非徐放化製剤）
75～150 mg/日およびイミプラミン50～100 mg/日の併用反復経口投与あるいはベンラファキシン（非徐放化
製剤）75 mg/日およびイミプラミン50～100 mg/日を併用反復経口投与した。併用によりイミプラミンの薬物
動態に影響はみられなかったが、イミプラミンの活性代謝物であるデシプラミンのAUCは35%増加した。

（4） ケトコナゾール（経口剤は国内未発売）（外国人データ）33）

外国人健康成人男女（CYP2D6高代謝能群［EM］14例、CYP2D6低代謝能群［PM］7例）にケトコナゾール100
mgを12時間ごとに4回経口投与し、その3回目にベンラファキシン（非徐放化製剤）をEMには50 mg、PMには25
mgを併用単回投与したところ、併用により、EMではベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンのAUC
が平均でそれぞれ21%、23%増加した。PMでは併用によるベンラファキシンのAUCおよびCmaxの変化率の範囲
は単独投与時と比較して、それぞれ－1.9%～+206%、－4.8%～+119%であり影響が一貫していなかった。
※EM=Extensive Metabolizer、PM=Poor Metabolizer

（5） シメチジン（外国人データ）34）

外国人健康成人男女18例にベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgを1日3回、シメチジン800 mgを1日1回併用
反復経口投与したところ、併用により、ベンラファキシンのAUCは約62%増加したが、O-デスメチルベンラファキシンに
は影響を与えず、ベンラファキシンとO-デスメチルベンラファキシンのAUCの合算値としては約13%の増加であった。

（6） メトプロロール（外国人データ）35）

外国人健康成人男性18例にベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgを1日3回およびメトプロロール100 mg
を1日1回併用反復経口投与したところ、併用により、ベンラファキシンの薬物動態にほとんど影響はみられなかった
が、メトプロロールのCmaxとAUCはそれぞれ39%と33%増加した。

相互作用

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

アルコール（飲酒）、メチルチオニニウム塩化物水和物（メチレンブルー）、セロトニン作用薬、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・
ワート）含有食品等、アドレナリン、ノルアドレナリン、出血傾向が増強する薬剤、ハロペリドール、イミプラミン塩酸塩、シメチジン、
CYP3A4阻害剤、メトプロロール酒石酸塩、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、リスペリドン、QT延長を起こすことが知られて
いる薬剤
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薬物動態

（7） リスペリドン（外国人データ）36）

外国人健康成人男女30例にベンラファキシン（非徐放化製剤）75 mgの1日2回反復経口投与下において、リスペリ
ドン1 mgを併用単回経口投与したところ、ベンラファキシンの薬物動態にほとんど影響はみられなかった。併用によ
りリスペリドンのCmaxは29%増加し、AUCは32%増加したが、リスペリドンの主活性代謝物（9-ヒドロキシリスペリド
ン）および総活性体（リスペリドンと9-ヒドロキシリスペリドンの合計）としての影響はわずかであった。

（8） インジナビル（外国人データ）37、38）

外国人健康成人男女9例にベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgの1日3回反復経口投与下において、インジナビル
800 mgを併用単回経口投与したところ、併用により、ベンラファキシンの薬物動態にほとんど影響はみられなかったが、
インジナビルのCmaxは36%、AUCは28%減少した。しかし、健康成人12例にベンラファキシンSR 75 mgを1日1回
反復経口投与下において、インジナビル800 mgを併用単回経口投与したときの報告では、ベンラファキシンおよび
インジナビルの薬物動態にほとんど影響はみられなかった。

（9） リチウム（外国人データ）39）

外国人健康成人男性12例にベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgを1日3回7日間経口投与後、リチウム600 mg
を併用単回経口投与したところ、併用により、リチウムの薬物動態にほとんど影響はみられなかった。

（10） カルバマゼピン（外国人データ）40）

外国人健康成人男性16例にカルバマゼピン200 mgを1日2回単独反復経口投与あるいはベンラファキシン（非徐
放化製剤）50 mgを1日3回併用反復経口投与したところ、ベンラファキシンとカルバマゼピンの薬物動態にほとん
ど影響はみられなかった。

（11） ジアゼパム（外国人データ）41）

外国人健康成人男性18例にベンラファキシン（非徐放化製剤）50 mgを1日3回反復経口投与後、ジアゼパム10 mgを
併用単回経口投与したところ、併用により、ベンラファキシンとジアゼパムの薬物動態にほとんど影響はみられなかった。

（12） トルブタミド（外国人データ）42）

外国人健康成人男女12例を対象に、ベンラファキシン（非徐放化製剤）75 mgを1日2回反復経口投与下において、
トルブタミド500 mgを併用単回経口投与したところ、併用により、トルブタミドの薬物動態にほとんど影響はみられ
なかった。

6. 用法及び用量
通常、成人にはベンラファキシンとして1日37.5 mgを初期用量とし、1週後より１日75 mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、
症状に応じ1日225 mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75 mgずつ行うこと。

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

アルコール（飲酒）、メチルチオニニウム塩化物水和物（メチレンブルー）、セロトニン作用薬、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・
ワート）含有食品等、アドレナリン、ノルアドレナリン、出血傾向が増強する薬剤、ハロペリドール、イミプラミン塩酸塩、シメチジン、
CYP3A4阻害剤、メトプロロール酒石酸塩、インジナビル硫酸塩エタノール付加物、リスペリドン、QT延長を起こすことが知られて
いる薬剤
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薬効薬理

●作用機序（in vitro）43～45）

イフェクサーSRはSNRIであり、神経伝達物質であるセロトニンおよびノルアドレナリンの再取り込みを選択的に
阻害し、低用量では主にセロトニン系に作用し、高用量ではセロトニン系とともにノルアドレナリン系の作用がよ
り強まることが示されました。

監修：昭和大学 名誉教授 上島 国利先生

作用機序

イフェクサーSRの作用機序イメージ

低用量 高用量
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イフェクサーSR

セロトニン
神経

ノルアドレナリン
神経

シナプス後神経

セロトニン セロトニントランスポーター セロトニン受容体

ノルアドレナリントランスポーターノルアドレナリン ノルアドレナリン受容体

セロトニン
神経

ノルアドレナリン
神経

シナプス後神経

セロトニン

ノルアドレナリン

低用量では
主にセロトニンの
再取り込みを阻害

高用量では
セロトニンに加えて
ノルアドレナリンの
再取り込みも阻害
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薬効薬理

●ヒト5-HTおよびNAトランスポーターにおける取り込み阻害作用（in vitro）43）

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンは、ヒトのセロトニントランスポーター（hSERT）またはノルア
ドレナリントランスポーター（hNAT）を発現させた細胞において、いずれも濃度依存的にセロトニン（5-HT）および
ノルアドレナリン（NA）の取り込み阻害作用を示した。

方法： hSERTを発現しているヒト絨毛がん由来JAR細胞またはhNATを発現させたイヌ腎臓由来MDCK-Net6細胞に、ベンラファキシンまたは
O-デスメチルベンラファキシンを添加して37℃で10分間（hSERT）または20分間（hNAT）インキュベートし、その後[3H]5-HTまたは
[3H]NAを加えて37℃で5分間インキュベートし、細胞中に取り込まれた[3H]5-HTおよび[3H]NAを測定した。

ベンラファキシンのhSERTおよびhNATにおける取り込み阻害作用

O-デスメチルベンラファキシン

ベンラファキシン濃度

取
り
込
み
率

100

75

50

25

0

（％）

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3（mol/L）

5-HTNA

試験1 試験2

試験5 試験7試験6
試験8 試験9  

O-デスメチルベンラファキシン濃度

100
80
60
40
20
0

N
A
取
り
込
み
率

（％）

10-9 10-8 10-7 10-6 10-5（mol/L）

Panel B

試験1 試験2 試験3

試験3

試験4

100
80
60
40
20
0

N
A
取
り
込
み
率

（％）

10-9 10-8 10-7 10-6 10-5（mol/L）

Panel A

O-デスメチルベンラファキシン濃度

O-デスメチルベンラファキシン濃度

100
80
60
40
20
0

5-

H
T
取
り
込
み
率

（％）

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5（mol/L）

ベンラファキシン

被験物質
IC50値[nmol/L]

5-HT NA

ベンラファキシン
hSERT：1nmol/L～1 μmol/L
hNAT：1nmol/L～10 μmol/L

       31.1±7.4        646±120

O-デスメチル
ベンラファキシン        47.3±19.4        531±113

平均値±標準誤差
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●細胞外5-HTおよびNA濃度増加作用（ラット）44）

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンによるラット大脳前頭皮質における細胞外5-HTおよびNA濃
度増加作用をマイクロダイアリシス法によって検討した。その結果、ベンラファキシンは、10 mg/kg以上の用量で、
大脳前頭皮質の細胞外NA濃度を有意に上昇させた（p＜0.05＊）。5-HTに対しては、いずれの被験物質も単独投与
では上昇作用を示さなかったが、5-HT1A拮抗薬（WAY-100635）との併用により、ベンラファキシンおよびO-デス
メチルベンラファキシンはともに10 mg/kg以上の用量で有意な5-HT濃度の上昇を示した（p＜0.05＊）。
なお、ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシン単独投与時に5-HT濃度への作用がみられなかった
理由は、セロトニン作動性神経の抑制性の5-HT1A自己受容体が活性化されることによってニューロンの発火が
抑制され、5-HT再取り込み阻害作用によるシナプス間隙の5-HT濃度の上昇が抑制されたためと考えられた。

方法：  ハロセン麻酔下で雄SDラットの大脳前頭皮質にマイクロダイアリシス用のガイドカニューレを装着し、術後24時間経過してから、無麻酔・
無拘束下でガイドカニューレ内にプローブを通して灌流した。プローブ挿入後3時間経過してから灌流した透析液の5-HTおよびNA濃度を
20分ごとにHPLCで測定した。先に溶媒またはWAY-100635（0.3 mg/kg）を、その20分後にベンラファキシン（3、10および30 
mg/kg）、O-デスメチルベンラファキシン（10 mg/kgおよび30 mg/kg）または溶媒を皮下投与した（各データは、薬物投与前4回の
測定値（ベースライン）に対する百分率で表した）。

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシン皮下投与による
ラット前頭皮質の細胞外5-HTおよびNA濃度に対する作用
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薬効薬理

●各種受容体への結合親和性（in vitro）45）

ラットの脳各部位から調製した膜標品を用いて、中枢の各種受容体に対するベンラファキシンおよびO-デスメチルベ
ンラファキシンの結合親和性を検討したところ、ベンラファキシンはいずれの受容体に対しても1、10、100μmol/Lの
濃度で結合親和性を示さなかった。O-デスメチルベンラファキシンは、5-HT2、アドレナリンα1、ヒスタミンH1、ドパミ
ンD2、ムスカリン、オピオイド、NMDAおよびNMDA（PCP結合部位）受容体に対して1、10、100 μmol/Lの濃度
で結合親和性を示さなかった。

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの脳内各種神経伝達物質受容体への結合親和性

受容体
IC50値［μmol/L］

ベンラファキシン O-デスメチルベンラファキシン

5-HT1 ＞10 －
5-HT1A ＞1 －
5-HT2 ＞10 ＞1
アドレナリンα1 ＞10 ＞1
アドレナリンα2 ＞10 －
アドレナリンβ ＞10 －
ヒスタミンH1 ＞10 ＞1
ドパミン ＞10 －
ドパミンD1 ＞1 －
ドパミンD2 ＞10 ＞1
ムスカリン ＞10 ＞10
オピオイド ＞10 ＞1
NMDA ＞100 ＞100
NMDA（PCP結合部位） ＞100 ＞100
GABAA（ベンゾジアゼピン結合部位） ＞10 －
－：評価せず

方法：ラットの脳各部位から調製した膜標品を用い、中枢の各種受容体に対するベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの結合親
和性を放射性リガンド結合阻害試験により検討した。
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1. 尾懸垂試験における無動時間短縮作用（マウス）46）

絶望状態モデルである尾懸垂試験において、ベンラファキシン、O-デスメチルベンラファキシンフマル酸塩および
O-デスメチルベンラファキシンコハク酸塩は用量依存的に無動時間を短縮し、それぞれ17.8 mg/kg、56 mg/kg
および100 mg/kgから有意な抑制作用を示した（p＜0.05＊）（抑制率はそれぞれ28%、23%および34%）。

方法：雄DBA-2マウスにベンラファキシン（10、17.8、30および56 mg/kg）、O-デスメチルベンラファキシンフマル酸塩（10、17.8、30およ
び56 mg/kg）またはO-デスメチルベンラファキシンコハク酸塩（30、56、100および178 mg/kg）を腹腔内投与し、投与後60分に測
定ケージ内で懸垂し、圧トランスデューサーによって6分間のマウスの活動レベルから無動時間を測定した。

抗うつ作用

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの腹腔内投与によるマウス尾懸垂試験における無動時間短縮作用

無
動
時
間
の
変
化
率

データは投与前値の無動時間に対する変化率（％）を示す。　
＊:p<0.05 投与前値との比較（対比比較［最小二乗法］を用いた分散分析［ANOVA］）
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薬効薬理

2. 強制水泳試験における無動時間短縮作用（マウス）47）

絶望状態モデルである強制水泳試験において、ベンラファキシンは、水泳試験における無動時間を短縮し、15 mg/kg
および30 mg/kgにおいて溶媒対照群に対して有意な抑制作用を示した（p＜0.05＊）（抑制率はそれぞれ48%
および50%）。

方法：  雄MF1マウス（8匹/群）にベンラファキシン（7.5、15および30 mg/kg）または溶媒（生理食塩液）を皮下投与し、投与後60分に水泳試
験を行った。水泳試験は水を入れたガラス製シリンダー（高さ18.5cm、直径9cm）にマウスを入れ、2分後から6分後までの無動時間を計
測した。

ベンラファキシン皮下投与によるマウス強制水泳試験における無動時間短縮作用

平均値±標準誤差
（各群 n=8）

ベンラファキシン
溶媒対照群 7.5 mg/kg群 30 mg/kg群

250

200
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0
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＊ ＊

（秒）

＊:p<0.05 溶媒対照群との比較（Mann-Whitney U検定）



45

3. 学習性無力モデルにおける回避学習改善作用（ラット）48）

学習性無力モデルにおいて、ベンラファキシン11.3 mg/kgの経口投与は、有意に逃避回数を増加させた（p＜0.05＊）。
なお、22.6 mg/kgの高用量で逃避回数の増加がみられなかった理由は、ベンラファキシンの鎮痛作用による電撃
に対する感受性の低下が関与している可能性が考えられた。

方法：  雄Wisterラット（10匹/群）に、ベンラファキシン（1.13、11.3および22.6 mg/kg、経口投与）、イミプラミン（16 mg/kg、腹腔内投与）
または溶媒（経口投与）を5日間反復経口投与（試験1日と5日は1日1回、2～4日は1日2回）し、試験1日目に60分間逃避不可能な電撃を
与え、その後、試験3～5日目にシャトルボックスを用いた30試行の能動的回避学習セッションを実施し、逃避行動の回数を測定した。

ベンラファキシンおよびイミプラミン経口投与によるラット学習性無力状態に対する作用

平均値±標準誤差（各群 n=10）
＊:p<0.05  溶媒対照群との比較（Dunnettの片側t検定）
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薬効薬理

4. 居住者・侵入者モデルにおける攻撃行動に対する作用（ラット）49）

隔離して飼育された雄の居住動物には、雄の侵入動物に対して攻撃行動がみられるが、抗うつ薬は単回投与でこの
攻撃行動を抑制することが知られている。ベンラファキシン単回皮下投与は、用量依存的に居住ラットの侵入ラット
に対する攻撃行動を有意に抑制し（p＜0.001＊＊＊）、最高用量49.85 mg/kgにおける全行動に占める攻撃行動の
割合の抑制率は84%、抑制作用のID50値は6.89 mg/kgであった。
また、ベンラファキシンの14日間持続皮下投与では、居住ラットの侵入ラットに対する攻撃行動は、7日目および
14日目で、投与前値に比較して有意に増加し（p＜0.001＊＊＊）、持続投与終了後7日では、攻撃行動は投与14日目の
値と比較して有意に低下し（p＜0.001＊＊＊）、投与前値との間に有意差はみられなくなった。抗うつ薬の持続投与に
より認められる攻撃行動の増加は、うつ病の回復に伴って自罰的な感情が軽減され、感情の表出や社会行動が増加
することに類似した行動と考えられる。

方法：試験の3日前から隔離飼育した雄Wistarラット（居住ラット）にベンラファキシン（5.54、16.62および49.85 mg/kg）および溶媒（生理
食塩液）を皮下投与し、投与30分後に侵入ラットを居住ラットのケージに入れ、10分間に生じた居住ラットの侵入ラットに対する攻撃行動
を観察しスコア化した。持続投与試験では、浸透圧ミニポンプを用いて、ベンラファキシン（5.54 mg/kg/日）を持続皮下投与し、投与開始
後7日、14日および投与終了後7日に居住ラットの侵入ラットに対する攻撃行動を観察しスコア化した。

ベンラファキシン単回皮下投与および持続皮下投与による
ラット居住者・侵入者モデルにおける攻撃行動に対する作用
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＊＊＊：p<0.001 溶媒対照群との比較（単回投与）、投与0日との比較（持続投与7日および14日）、

 投与14日との比較（持続投与最終投与後7日）（Mann-Whitney U検定）
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参考情報  1. 不安への影響（マウス）50）

抗不安作用の評価系として用いられている4-plate試験では、ベンラファキシン30 mg/kg群およびO-デスメチル
ベンラファキシンフマル酸塩56 mg/kg群は電気刺激下での移動回数を増加させ、それぞれ溶媒対照群に対して
26.5%および29.5%の有意な増加を示した（p＜0.01＊＊）。一方、O-デスメチルベンラファキシンコハク酸塩は、
30 mg/kg群で有意な増加作用（37.8%）を示したが（p＜0.05＊）、56 mg/kgでは作用が減弱した。

方法：雄Swiss Websterマウス（15匹/群）にベンラファキシン（10、17および30 mg/kg）、O-デスメチルベンラファキシンフマル酸塩（10、
30および56 mg/kg）またはO-デスメチルベンラファキシンコハク酸塩（10、30および56 mg/kg）を腹腔内投与し、投与後30分に、
4-plate装置（4枚のプレートを移動する際に軽い電気刺激[0.8mA、0.5秒]を与える）での1分間の移動回数を測定した。

参考情報

ベンラファキシン、O-デスメチルベンラファキシンフマル酸塩およびO-デスメチルベンラファキシンコハク酸塩の
4-plate試験における移動回数増加作用

移
動
回
数

平均値±標準誤差（各群 n=15）
＊：p<0.05、 ＊＊：p<0.01 溶媒対照群との比較（対比比較［最小二乗法］を用いた分散分析［ANOVA］）
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薬効薬理

参考情報  2. 痛みへの影響（ラット）51）

鎮痛作用の評価系として用いられている酢酸ライジング試験において、ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラ
ファキシンはいずれも用量依存的に酢酸ライジング反応を抑制し、最大用量での抑制率はそれぞれ82%および
86%であり、ED50値はそれぞれ3.5 mg/kg（95%信頼区間：1.2～10.0）および6.8 mg/kg（95%信頼区間：
2.7～17.0）であった。

方法：雄SDラット（8匹/群）にベンラファキシン（2、6および20 mg/kg）、O-デスメチルベンラファキシンフマル酸塩（3、10および30 mg/
kg）、または溶媒を腹腔内投与し、これらの薬物投与後20分に1%酢酸溶液を腹腔内投与して、その5分後から15分間のライジング反応
を計測した。

ベンラファキシンおよびO-デスメチルベンラファキシンの酢酸ライジング試験におけるライジング抑制作用
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安全性薬理試験および毒性試験

1. ベンラファキシンの安全性薬理試験

試験項目 動物種 投与方法 投与量（mg/kg） 試験成績

中
枢
神
経
系

運動機能に
対する作用

自発運動量 ラット 腹腔内 0.1、0.25、0.5、1、
2.5、5、10

影響なし

協調運動 マウス 経口 3、10、30、100 影響なし

睡眠に対する作用 マウス 経口 3、10、30、100 影響なし

痙攣に対する作用 マウス 経口 3、10、30、100 抗痙攣作用
ED50値：23.2 mg/kg
最小電撃痙攣閾値：影響
なし

呼
吸
系

肺コンダクタンス/動的コン
プライアンス

麻酔イヌ 腹腔内 10 影響なし

肺抵抗/動的コンプライアン
ス

麻酔モルモット 静脈内 0.01、0.03、0.1、
0.3、1、3、10

影響なし

心
血
管
系

hERGチャネル阻害作用 HEK293細胞 in vitro 10μmol/L hERGチャネル電流阻害率
（16.5%）

10、30、100、
300μmol/L

IC50値:47.0μmol/L

活動電位 イヌ摘出プルキ
ンエ線維

in vitro 0.3、1、3、
10μmol/L

影響なし

血行動態および心電図パラ
メータ

麻酔ネコ 静脈内 0.3 血圧上昇（＜10%）、心拍
数増加（＜10%）、T波の
振幅増大

1 血圧上昇（＜10%）、心拍
数増加（約20%）、T波の
振幅増大、P波および
QRSの振幅低下

3、10 血圧低下（約20%、約
55%）、心拍数増加（約
30%、約20%）、T波の
振幅増大、P波および
QRSの振幅低下

イヌ 経口 10 血圧上昇（約33%）、心拍
数増加（約60%）

ラット 経口 30 平均血圧上昇（約10%）、
心拍数増加（約40%）

安全性薬理試験52）

（続く）
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安全性薬理試験および毒性試験

試験項目 動物種 投与方法 投与量（mg/kg） 試験成績

心
血
管
系

心刺激伝導系 麻酔イヌ 静脈内 1、 2.5、 5 影響なし

7.5 AH時間の延長（＜10%）

10 AH時間の延長（13.7%）、
HV時間の延長（約10%）

血圧反応
ノルアドレナリン
アドレナリン
ジメチルフェニル
ピペラジニウム
アセチルコリン

麻酔ネコ 静脈内 0.3 アドレナリン昇圧反応増強
（43%）

1 アドレナリン昇圧反応増強
（78%）、ジメチルフェニ
ルピペラジニウム昇圧反
応増強（34%）

3 アドレナリン昇圧反応増強
（113%）、ジメチルフェ
ニルピペラジニウム昇圧
反応増強（47%）、ノルア
ドレナリン昇圧反応増強
（74%）

10 増強なし

ベンラファキシンの安全性薬理試験（続き）
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2. O-デスメチルベンラファキシンの安全性薬理試験

試験項目 動物種 投与方法 投与量（mg/kg） 試験成績

中
枢
神
経
系

一般状態観察 ラット 経口 100、500、1000 影響なし

運動機能に
対する作用

自発運動量 ラット 腹腔内 3、10、30 影響なし

協調運動 マウス 腹腔内 3、10、30 影響なし

睡眠に対する作用 ラット 腹腔内 3、10、30 影響なし

痙攣に対す
る作用

最大/最小電
撃法

マウス 腹腔内 3、10、30、100 作用なし

痙攣誘発作用 マウス（実験1、2） 腹腔内 100 間代性痙攣・死亡：
7/10 例（実験1）、7/7 例
（実験2）

マウス 腹腔内 100 間代性痙攣・死亡：
8/10 例

呼
吸
系

プレチスモグラフィー ラット 経口 100、500、1000 影響なし

肺抵抗/動的コンプライアン
ス

麻酔モルモット 静脈内 0.01、0.03、0.1、
0.3、1、3、10

影響なし

心
血
管
系

hERGチャネル阻害作用 HEK293細胞 in vitro 10 μmol/L 作用なし

65、195 μmol/L 65 μmol/L（22.6%）、
195 μmol/L（42.3%）

血行動態および心電図パラ
メータ

麻酔イヌ 経口 30 影響なし

100 血圧上昇（雄：130%、
雌：115%）
心拍数増加（雄：137%、
雌：66%）

300 血圧上昇（雄：74%、
雌：87%）
心拍数増加（雄：157%、
雌：83%）

心刺激伝導系 麻酔イヌ 静脈内 1、2.5、5 影響なし

7.5、10 血圧低下（10～15%）
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安全性薬理試験および毒性試験

1. 単回投与毒性試験（マウス、ラット、イヌ）
単回経口投与によるLD50値は、マウスでは405.4 mg/kg、ラットで672.7 mg/kg（雄）、336.4 mg/kg（雌）、概
略の致死量は、マウスでは320 mg/kg、ラットで400 mg/kg（雄）、280 mg/kg（雌）であった。非げっ歯類の急性
毒性について、イヌを用いた28日間反復経口投与毒性試験の初回投与後に評価した結果、明らかな急性毒性発現用
量は25 mg/kg、概略の致死量は75 mg/kgと考えられた。

2. 反復投与毒性試験
①28日間経口投与毒性試験（ラット）
ラット28日間経口投与用量設定試験（3、30、100、300、370 mg/kg/日）では、100 mg/kg/日以上で流涎
および直腸温低下、300 mg/kg/日以上で摂餌量減少を伴う体重抑制および下腹部被毛の尿汚れ、370 mg/
kg/日で死亡、間代性･強直性痙攣、自発運動量減少、運動失調、呼吸困難、振戦および糞排泄減少がみられ、無毒
性量は100 mg/kg/日と考えられた。

②6ヵ月間経口投与毒性試験（ラット）
ラット6ヵ月間経口投与毒性試験（4.5、40、170、340 mg/kg/日）では、40 mg/kg/日以上で流涎、散瞳およ
び接触過敏、170 mg/kg/日以上で死亡、間代性･強直性痙攣、振戦、自発運動量減少、摂餌量減少を伴う体重抑
制、直腸温度の低下および下腹部被毛の尿汚れ、340 mg/kg/日で運動失調が認められ、無毒性量は40 mg/
kg/日と考えられた。

③28日間経口投与毒性試験（イヌ）
イヌ28日間経口投与用量設定試験（5、25、50、75 mg/kg/日）では、5 mg/kg/日以上で瞳孔反射の低下また
は消失を伴う散瞳、25 mg/kg/日以上で摂餌量減少を伴う体重減少、痙攣および流涎、50 mg/kg/日以上で死
亡が認められ、無毒性量は5 mg/kg/日と考えられた。

④6ヵ月間経口投与毒性試験（イヌ）
イヌ6ヵ月間経口投与毒性試験（2、7、22 mg/kg/日）では、2 mg/kg/日以上で瞳孔反射の低下または消失を伴
う散瞳、22 mg/kg/日で流涎、異常姿勢、舌なめずり行動、見当識障害が観察され、無毒性量は7 mg/kg/日と考
えられた。

⑤12ヵ月間経口投与毒性試験（イヌ）
イヌ12ヵ月間経口投与毒性試験（4、10、24 mg/kg/日）では、4 mg/kg/日以上で散瞳、10 mg/kg/日以上で
摂餌量減少を伴う体重減少が認められ、無毒性量は4 mg/kg/日と考えられた。

⑥27日間経口投与毒性試験（サル）
サル27日間経口投与毒性試験（25、80、125、170、260 mg/kg/日）では、80 mg/kg/日以上でALT、AST
および尿素窒素の上昇、125 mg/kg/日以上で死亡、摂餌量減少を伴う体重減少、協調運動の低下、痙攣および
散瞳が認められ、無毒性量は25 mg/kg/日と考えられた。

毒性試験2）
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3. 遺伝毒性試験（in vitro、ラット、マウス）
細菌を用いる復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いるHGPRT遺伝子突然変異試験、ほ乳類培養細胞を用いる
姉妹染色分体交換試験、ほ乳類の培養細胞またはラット骨髄細胞を用いる染色体異常試験、ならびにマウス骨髄細
胞を用いる小核試験の結果、ベンラファキシンは遺伝毒性を示さなかった。

4. がん原性試験（マウス、ラット）
マウス18ヵ月間がん原性試験（10、35、120 mg/kg/日）およびラット24ヵ月間がん原性試験（10、35、120
mg/kg/日）において、ベンラファキシンはがん原性を示さなかった。

5. 生殖発生毒性試験
①受胎能および一般生殖能試験（ラット）
ラット受胎能および一般生殖能試験（10、30、60 mg/kg/日）では、60 mg/kg/日で母動物の摂餌量減少を伴
う体重抑制が認められたが、雄親動物の一般毒性、雌雄生殖能および次世代動物にベンラファキシン投与による影
響は認められなかった。無毒性量は、母動物の一般毒性に関しては30 mg/kg/日、雄親動物の一般毒性、雌雄生
殖能および次世代動物に関しては60 mg/kg/日と考えられた。

②胚・胎児発生に関する試験（ラット、ウサギ）
ラット胚・胎児発生に関する試験（20、40、80 mg/kg/日）およびウサギ胚・胎児発生に関する試験（15、30、
90 mg/kg/日）では、90 mg/kg/日でウサギ母動物の摂餌量減少を伴う体重抑制が認められたが、いずれの動
物種にもベンラファキシンによる催奇形性は認められなかった。無毒性量は、ラットでは母動物、次世代動物とも
80 mg/kg/日、ウサギでは母動物で30 mg/kg/日、次世代動物で90mg/kg/日と考えられた。

③周産期および授乳期投与試験（ラット）
ラット周産期および授乳期投与試験（10、30、80 mg/kg/日）では、80 mg/kg/日で母動物に体重増加抑制お
よび哺育放棄がみられ、30 mg/kg/日以上で胎児の離乳前生存率の低下ならびに体重抑制が認められたことか
ら、母動物の一般毒性および生殖能に関する無毒性量は30 mg/kg/日、次世代発生に関する無毒性量は10
mg/kg/日と考えられた。

6.依存性試験（ラット、サル）
ラット身体依存性試験では休薬開始後の体重推移や一般状態に退薬症候を示唆する変化は認められず、ベンラファ
キシンによる身体依存性は認められなかった。サルの薬物自己投与試験では強化効果が認められたものの、退薬症
候や探索行動は観察されなかった。
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安全性薬理試験および毒性試験

7. 代謝物の毒性試験
①反復投与毒性試験（ラット、イヌ）
O-デスメチルベンラファキシンのラット6ヵ月間経口投与毒性試験（30、100、300 mg/kg/日）では、100 mg/
kg/日以上で流涎、300 mg/kg/日の雄で摂餌量減少を伴う体重抑制が認められ、無毒性量は雄で100 mg/
kg/日および雌で300 mg/kg/日と考えられた。O-デスメチルベンラファキシンのイヌ9ヵ月間反復経口投与毒
性試験（5、15、50 mg/kg/日）では、いずれの用量においても毒性学的に意義のある変化は認められず、無毒性
量は50 mg/kg/日と考えられた。

②がん原性試験（ラット）
ラットにおけるO-デスメチルベンラファキシンの24ヵ月間投与がん原性試験において、がん原性はみられなかっ
た。

③生殖発生毒性試験（ラット）
O-デスメチルベンラファキシンのラット受胎能に関する試験およびラットの胚・胎児発生毒性試験においては、雄
親動物では30 mg/kg/日以上で前立腺の絶対重量および体重比相対重量の減少ならびに体重増加抑制が認め
られ、母動物では高用量（100 mg/kg/日または300 mg/kg/日）で摂餌量減少を伴う体重増加抑制が認められ
たほか、30 mg/kg/日以上で性周期の異常（発情休止期の延長）および100 mg/kg/日以上に受胎能の低下が
みられた。また、雌雄生殖ホルモンへの影響に関する追加試験においては、雌の発情休止期のプロラクチンおよび
エストロゲン濃度の減少ならびに性周期への影響が認められた。なお、催奇形性はみられず、次世代の発達にもO-
デスメチルベンラファキシン投与による影響はみられなかった。

以上の代謝物の毒性試験結果から、受胎能への影響を除きO-デスメチルベンラファキシンは親化合物であるベンラ
ファキシン以上の毒性は有さないことが示された。
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有効成分に関する理化学的知見

一　般　名：ベンラファキシン塩酸塩（Venlafaxine Hydrochloride）
化　学　名：1-[（1RS）-2-Dimethylamino-1-（4-methoxyphenyl）ethyl]cyclohexanol monohydrochloride
分　子　式：C17H27NO2·HCl
分　子　量：313.86
構　造　式：

H3C H3C

H

CH3
N

O

OH HCI 及び鏡像異性体

性　　　状：ベンラファキシン塩酸塩は白色の粉末である。水又はメタノールに溶けやすく、エタノール（99.5）に
やや溶けやすい。

製剤学的事項

イフェクサーSRカプセル37.5 mgおよび75 mgの安定性

試験 保存条件 包装形態 保存期間 結果

長期保存試験 25ºC/60%RH
PTP包装a）

3、6、9、12、18、
24、36ヵ月 変化なし

瓶包装b）

加速試験 40ºC/75%RH
PTP包装a）

3、6ヵ月 変化なし
瓶包装b）

苛酷試験（光）

白色蛍光灯（総照度：
120万lx・hr）および
近紫外蛍光ランプ（総近
紫外放射エネルギー：
200W・hr/m2）

PTP包装a） ― 変化なし

測定項目：性状、類縁物質、水分、溶出性、含量、微生物限度（長期保存試験の試験開始時および36ヵ月において試験を実施）
a：ポリ塩化ビニルフィルムおよびアルミ箔
b：高密度ポリエチレン（HDPE）瓶およびポリプロピレンキャップ

製剤の安定性53）
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取扱い上の注意

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

室温保存

3年

包装

〈イフェクサーSRカプセル37.5 mg〉
70カプセル［14カプセル（PTP）×5］  100カプセル［10カプセル（PTP）×10］
500カプセル［10カプセル（PTP）×50］  100カプセル［瓶］
〈イフェクサーSRカプセル75 mg〉
100カプセル［10カプセル（PTP）×10］  500カプセル［10カプセル（PTP）×50］
100カプセル［瓶］

関連情報

承 認 番 号

製造販売承認年月
国 際 誕 生 年 月
薬価基準収載年月
販 売 開 始 年 月
再 審 査 期 間
承 認 条 件

：

：
：
：
：
：
：

イフェクサーSR カプセル37.5 mg：22700AMX01007
イフェクサーSR カプセル75 mg　：22700AMX01008
2015年9月
1993年9月
2015年11月
2015年12月
8年（2023年9月満了）
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

規制区分

貯法

有効期間
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