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ワルファリン K 錠 1mg「日新」・ワルファリン K細粒 0.2％「NS」の 

報告副作用に関する資料 
日 新 製 薬 株 式 会 社  

安 全 管 理 部    

ワルファリンK錠1mg「日新」・ワルファリンK細粒0.2％「NS」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。 

販売開始 ワルファリンK錠 1mg：2000年 1月 

      ⇒ワルファリンK錠 1mg「日新」：2015年 6月（販売名変更） 

     ワルファリンK細粒 0.2％「NS」：2009年 11月 

2023年 4月末現在 

情報入手 性別 年齢 原疾患等 被疑薬 副作用内容 併用被疑薬 転帰 

2001年 男性 57歳 慢性心房細動 ワルファリンK錠 1mg 硝子体出血、視力低下 アスピリン 回復 

2002年 男性 57歳 
心房細動、高尿酸血症、

高血圧 
ワルファリンK錠1mg 小脳出血 なし 回復 

2002年 男性 82歳 

心房細動、高血圧、 

パーキンソン病、 

白内障、聴力障害 

ワルファリンK錠1mg 脳出血 なし 不明 

2007年 女性 83歳 末梢性動脈硬化症 ワルファリンK錠 1mg 全身紅斑 なし 回復 

2008年 男性 79歳 
高血圧、 

うっ血性心不全 
ワルファリンK錠1mg 肺出血 なし 不明 

2008年 女性 70歳 

心房細動、高血圧、 

心不全、便秘、 

僧帽弁閉鎖不全症 

ワルファリンK錠1mg 皮下血腫 

テルビナフィン塩酸塩、ロキソ

プロフェンナトリウム水和物、

ベンズブロマロン 

回復 
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情報入手 性別 年齢 原疾患等 被疑薬 副作用内容 併用被疑薬 転帰 

2008年 女性 75歳 

上室性頻脈、心房頻脈、

心房細動、高血圧、 

不眠症、高脂血症、 

不整脈 

ワルファリンK錠1mg 頭部ふらふら感、INR増加 

メトプロロール酒石酸塩、ブロ

チゾラム、アムロジピンベシル

酸塩、ベプリジル塩酸塩 

回復 

2009年 男性 60歳 心房細動、脳卒中 ワルファリンK錠 1mg 
中毒性皮疹、 

手掌・足底発赤知覚不全症候群 
不明 不明 

2009年 男性 68歳 
心房細動、脳卒中、 

高血圧 
ワルファリンK錠1mg 感覚鈍麻、咳嗽 不明 回復 

2009年 男性 55歳 心房細動、心不全 ワルファリンK錠 1mg 円形脱毛症、脱毛症 不明 不明 

2009年 女性 74歳 心房細動、高血圧 ワルファリンK錠 1mg 尿中血陽性 不明 不明 

2009年 男性 74歳 

心房細動、脳卒中、 

糖尿病、冠動脈疾患、

高血圧 

ワルファリンK錠1mg 
視神経乳頭出血、皮下出血、 

高ビリルビン血症 
不明 不明 

2009年 女性 67歳 心房細動、高血圧 ワルファリンK錠 1mg 腹部不快感 不明 回復 

2009年 男性 82歳 

心房細動、胃癌、 

心不全、冠動脈疾患、

高血圧 

ワルファリンK錠1mg 胃出血 不明 回復 

2009年 女性 67歳 
心房細動、糖尿病、 

高血圧 
ワルファリンK錠1mg 角膜出血、突発難聴 不明 不明 

2009年 男性 84歳 
心房細動、脳卒中、 

高血圧 
ワルファリンK錠1mg 結膜出血 不明 回復 

2009年 女性 66歳 心房細動、心不全 ワルファリンK錠 1mg 痔出血 不明 不明 

2009年 男性 73歳 

心房細動、脳卒中、 

一過性脳虚血発作、 

高血圧 

ワルファリンK錠1mg 鉄欠乏性貧血、血尿 不明 不明 

2009年 男性 74歳 心房細動、高血圧 ワルファリンK錠 1mg 
便秘、良性前立腺肥大症、 

胃ポリープ 
不明 不明 
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情報入手 性別 年齢 原疾患等 被疑薬 副作用内容 併用被疑薬 転帰 

2009年 男性 70歳 心房細動、高血圧 ワルファリンK錠 1mg 感覚鈍麻 不明 不明 

2009年 男性 75歳 心房細動、高血圧 ワルファリンK錠 1mg 充血 不明 不明 

2009年 男性 61歳 
心房細動、脳卒中、 

糖尿病、高血圧 
ワルファリンK錠1mg 鼻出血 不明 不明 

2009年 男性 75歳 心房細動、糖尿病 ワルファリンK錠 1mg 鼻出血 不明 不明 

2009年 女性 71歳 
心房細動、脳卒中、 

糖尿病 
ワルファリンK錠1mg 逆流性食道炎 不明 回復 

2016年 女性 80歳 心房細動、高血圧 
ワルファリンK錠1mg 

「日新」 
こむら返り なし 不明 

2019年 不明 不明 不明 
ワルファリンK錠1mg 

「日新」 
INR上昇 アピキサバン 不明 

2019年 男性 61歳 

慢性心房細動、 

高血圧症、 

副腎皮質腺腫疑い 

ワルファリンK錠1mg 

「日新」 
右副腎出血 なし 軽快 

2021年 男性 80歳代

静脈血栓症、心不全、

難治性逆流性食道炎、

高血圧症 

ワルファリンK錠1mg 

「日新」 
かゆみ、湿疹 なし 回復 

以上 


