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アムロジピン錠 2.5mg「NS」・アムロジピン錠 5mg「NS」・アムロジピン錠 10mg「NS」・ 

アムロジピン OD 錠 2.5mg「NS」・アムロジピン OD 錠 5mg「NS」・アムロジピン OD 錠 10mg「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    

アムロジピン錠2.5mg「NS」・アムロジピン錠5mg「NS」・アムロジピン錠10mg「NS」およびアムロジピンOD錠2.5mg「NS」・アムロジピンOD錠 5mg

「NS」・アムロジピンOD錠 10mg「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 アムロジピン錠2.5mg・5mg「NS」：2008年 7月  アムロジピン錠10mg「NS」：2012年 12月 

販売開始：アムロジピンOD錠 2.5mg・5mg「NS」：2009年 11月  アムロジピンOD錠10mg「NS」：2013年 12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 

2008年 不明 成人 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 薬疹 なし 不明 

2008年 不明 成人 不明 アムロジピン錠5mg「NS」 悪心 不明 不明 

2008年 男性 50歳代 不明 アムロジピン錠5mg「NS」 頻脈 不明 不明 

2008年 男性 45歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 めまい、嘔気 なし 不明 

2009年 男性 57歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 発疹 なし 回復 

2010年 女性 72歳 

高血圧、糖尿病、関節変形、

骨粗鬆症、便秘、自律神経

失調症、めまい、脂質異常

アムロジピン錠5mg「NS」 ほてり なし 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 

2010年 男性 68歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 頻尿 なし 不明 

2010年 男性 68歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 CPK 上昇 なし 不明 

2011年 女性 87歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 眼瞼浮腫 なし 回復 

2011年 女性 47歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 歯肉肥厚 なし 不明 

2012年 女性 76歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 肝機能障害 なし 回復 

2012年 男性 成人 高血圧 
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」

アムロジピンOD錠5mg「NS」
咽喉痛 なし 回復 

2012年 女性 67歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 薬疹 なし 回復 

2012年 男性 66歳 高血圧、脂質異常症 アムロジピン錠5mg「NS」 固定薬疹 なし 回復 

2012年 男性 65歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 全身性発疹 なし 不明 

2012年 女性 75歳 
高血圧、乳癌、腎機能低下、

アレルギー性皮膚炎 
アムロジピン錠5mg「NS」 薬疹 なし 回復 

2012年 女性 72歳 不明 アムロジピンOD錠5mg「NS」 肩こり なし 回復 

2013年 女性 60歳代 高血圧 
アムロジピンOD錠「NS」 

（規格不明） 
咳 なし 不明 

2015年 男性 59歳 

高血圧、高血圧性腎症、 

高尿酸血症、十二指腸潰瘍、

下肢閉塞性動脈硬化症 

アムロジピン錠2.5mg「NS」 
筋肉痛、 

筋痙攣 
なし 回復 

2016年 男性 63歳 
高血圧症、足の痛み、 

痺れ 

アムロジピン錠2.5mg「NS」 

アムロジピン錠5mg「NS」 
黄視 ドキサゾシンメシル酸塩 回復 

201６年 女性 70歳代

高血圧、胃潰瘍、甲状腺機

能亢進症、腰椎圧迫骨折、

食物・金属・薬剤アレルギー

アムロジピンOD錠5mg「NS」 肝機能異常 なし 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 

201６年 男性 70歳代
高血圧、高脂血症、 

高尿酸血症 
アムロジピンOD錠5mg「NS」 顔面紅潮 なし 回復 

2016年 女性 75歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」
疼痛、発疹 

（親指の付け根）
なし 回復 

2016年 男性 60歳 高血圧、糖尿病 アムロジピンOD錠5mg「NS」 肝機能障害 シタグリプチンリン酸塩水和物 不明 

2016年 不明 不明 不明 
アムロジピンOD錠「NS」 

（規格不明） 

歯茎の腫れ、 

発疹 
不明 不明 

2016年 男性 50歳代 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 歯肉肥厚 なし 不明 

2016年 男性 62歳 高血圧 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 円形脱毛症 なし 不明 

2017年 男性 64歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 目の充血 なし 不明 

2017年 女性 82歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 脱力感 なし 不明 

2017年 男性 68歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 薬疹（全身発疹） なし 回復 

2017年 女性 61歳 高血圧、糖尿病 アムロジピンOD錠5mg「NS」 脱毛 なし 不明 

2018年 男性 72歳 
高血圧、慢性心房細動、 

脳梗塞 
アムロジピンOD錠10mg「NS」 肝機能異常 なし 不明 

2018年 男性 93歳 
高血圧、リウマチ、 

前立腺肥大症 
アムロジピンOD錠5mg「NS」 足の浮腫 

【併用薬（被疑薬かは不明）】 

テルミサルタン、ナフトピジ
ル、プレドニゾロン、ミラベグ
ロン、ブシラミン、クロルマジ
ノン酢酸エステル、ワクシニア
ウイルス接種家兎炎症皮膚抽
出液、ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物、ランソプラゾー
ル、ブロチゾラム、芍薬甘草湯
エキス 

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 

2018年 男性 50歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」 白斑 なし 不明 

2018年 男性 73歳 高血圧、高尿酸血症 アムロジピンOD錠5mg「NS」 LDL値上昇 
【併用薬（被疑薬かは不明）】 

オルメサルタン メドキソミル
回復 

2018年 女性 57歳 高血圧、胃潰瘍、慢性胃炎 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 眠気 なし 軽快 

2019年 女性 70歳代
高血圧、糖尿病、肝臓病、

骨粗鬆症 
アムロジピンOD錠5mg「NS」 浮腫 なし 回復 

2019年 男性 85歳 高血圧、脳皮質出血 アムロジピン錠5mg「NS」 歯肉肥厚 
【併用薬（被疑薬かは不明）】 

ベニジピン塩酸塩 
不明 

2019年 男性 49歳 高血圧、視床出血 アムロジピン錠5mg「NS」 歯肉肥厚 なし 不明 

2020年 男性 不明 不明 
アムロジピン錠5mg「NS」 

アムロジピンOD錠5mg「NS」

乳頭からの分泌液、

乳頭痛 
不明 不明 

2020年 女性 70歳 高血圧、不眠症 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」
めまい、 

気分不快 
なし

【めまい】

不明 

【気分不快】

回復 

2020年 男性 68歳 高血圧 アムロジピン錠5mg「NS」 頻尿 なし 不明 

2020年 女性 67歳 

高血圧、左小脳出血、 

水頭症、脂質異常症、 

甲状腺機能低下症 

アムロジピンOD錠5mg「NS」 多形紅斑様発疹 なし 回復 

2020年 男性 50歳代 不明 アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 鼻づまり 不明 不明 

2020年 女性 53歳 不明 アムロジピンOD錠5mg「NS」 頭痛 不明 軽快 

2021年 男性 71歳 

高血圧、パーキンソン病、

認知症、脂質異常症、 

糖尿病、うつ病 

アムロジピンOD錠5mg「NS」
痒み、 

浮腫み 
なし 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 

2021年 女性 45歳 高血圧 アムロジピンOD錠5mg「NS」
眠気、 

口渇 
なし 不明 

2021年 男性 73歳 高血圧、高脂血症 アムロジピン錠5mg「NS」 
嗅覚障害（灯油の 

ような匂いがする）
プラバスタチンナトリウム 不明 

2022年 女性 40歳 高血圧症 アムロジピン錠5mg「NS」 歯肉肥厚 なし 不明 

以上 


