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-本剤は、心不全/肝硬変における体液貯留とは別に、常染色体優性多発性のう胞腎(AOPKO)の進行抑制の効能も
ございます。

.AOPKOについては、 事前に研修プログラムを受講して登録して戴いた医師のみが処方できること、用法・用量、
投与前の注意点、必要芯検査の頻度(血清ナトリウム値検査、肝機能検査)芯どが、心不全/肝硬変における体液
貯留と大きく異芯りますのでご注意ください。AOPKOについての[警告j及び「禁忌Jは01頁をご参照ください。

〔警 告〕
1.心不全及ひ、肝硬変における体液貯留の場合
本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が、報告されており、
また、急激な血清ナトリウム濃度の上昇による橋中心髄鞘崩壊症を来すおそれがあることから、入院下で投与を
開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻固に測定すること。
([2.重要な基本的注意 ト(4)、II-(6)Jの項及び14.副作用(1)重大な副作用 3)高ナトリウム血症jの項参照)

〔禁恵(次の患者には投与しないこと)J 
1.心不全及び、肝硬変における体液貯留の場合
1 -1 .本剤の成分文は類似化合物(モザパブタン塩酸塩等)に対し週敏症の既往歴のある患者
ト2.無尿の患者[本剤の効果が期待できない。]
ト3.口渇を感じない又は水分摂取が困難な患者[循環血襲量の減少により高ナトリウム血症及び脱水のおそれが

ある。]
ト4.高ナトリウム血症の患者[本剤の水利尿作用により高ナトリウム血症が増悪するおそれがある。]
ト5.適切芯水分補給が困難芯肝性脳症の患者[適切芯水分補給が困難芯ため、循環血襲量の減少により高ナトリ

ウム血症及び脱水のおそれがある。]
ト6.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人([6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与jのI頁参照)
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磯部 高齢化に伴い、 我が国では心不全

患者数カf増え続けています。2025年には

日本人の新規心不全発症数は 37万人に

達すると予浪~ 1) されており 、 再入院の多い

疾患のため病院の受け入れ体制の維持は

ますます図難になると考えられます。一方、

慢性心不全患者は高齢、独居、駆出率(EF)

の保持、合併疾患の多様化といった特徴

を呈するようになり、治療目標は延命から

QOL改善に、診療形態も患者の意向や生

活環境を重視した多職種医療チームによ

る外来・在宅へと急速に変化しています

(図1)。平成26年度診療報酬改定では、「入

図1 慢性心不全の患者像・診療形態の変化

ー・・雪;$WIーー 若年者 炉高齢者

院医療・外来医療を含めた医療機関の機

能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に

取り組み、医療提供体制の再構築、地域包

括ケアシステムの構築を図るJことが提示2)

され、心不全診療でも地域包括ケアによる

シームレスな医療体制への多角的なアプ

ローチが喫緊の課題と認識されています。

本日は各地域の取り組みを共有 し、 意見

交換したいと思います。

はじめに、織田先生から退院後の在宅生

活をサポートする訪問サービスについて紹

介していただきます。

織田 織田病院のある佐賀県南部は高齢

化E容が30%を超え、高齢の救急し害、者カず増

加し、地域の急性期病院 (7・1看護)として

病床稼働率99%の現状で、今後さらに進

む高齢化とどう向き合

うか、日々試行錯誤して

います。なかでも認知症

-E寄.弔措 壇ー 有職者 ・家族 '独居・老人夫婦

ーー主主宣伝ff四ー 駆出率低下 炉正常駆出率

による要介護割合が

50%超となる 85歳以

上の患者が激増 してお

り、病院から安心して自

宅に退院するためには、

退院後の生活までを見

据える必要があり、まさ

に「治す医療Jから 「治し

支える医療Jへの転換が

求められています。

ーーー云軍f;ln量・ー なし ' 多様な疾患の合併

置 三弘司滑 沼岡 E・ 運動耐容能低下 怪 管理不十分・他疾患

・.j耳雇健主T::I・ EF低下・うっ血・突然死 炉他疾患・全身衰弱
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そこで当院では病院

を基地 (ベースキ ャン

図2 メディカル・ベースキャンプ(MBC:在宅医療部)

@ 叩 8 (間期)

病院を基地 (ベースキャンプ)とし、

訪問サービスで
退院後の在宅生活までケアする部署

E.璽 図画置・
切れ目のないケアの提供

時在宅生活にスムースに移行
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プ)と位置づけ、退院直後(2週間程度)のケ

アを多職種協働による訪問サービスで行

う部署として、院内にメディカル・ベース

キャンプ(MedicalBase Camp: MBC)と

称 した在宅医療部を立ち上げ (図2)、自宅

を病床に、地域を病棟に近づけるべく、「動

態管理Jと[在宅見守りJのシステムを開発

しています。動態管理システムは院内MBC

のモニタ一地図上に、患者宅と業務用ス

マー卜フォンの GPSを用いて訪問スタ ッ

フ車両を “見える化"して、業務指示やスケ

ジ、ユール管理の効率化を図っています。在

宅見守りシステムはタブレッ卜/スマート

ウォ ッチ/AIカメラから成る「在宅医療あん

しんパックJとして、タフレ ッ卜に遠隔診療

やお声がけ機能を、スマー 卜ウォ ッチに

ナースコールやハイタルデータ収集機能

を、AIカメラには画像解析による転倒検知

や長時間不在検知の機能を設け、実証実

験を重ねています。患者、家族、かかりつけ

医の先生方に安心していただけるように、

院内からの通信、モニタリンクにより、MBC

カf地I或のナ スステーションとして、病棟

のナースステーションの役割に近づけるよ

うに研鎖しています。今後も実証を重ねて、

未来の医療・介護の形を創造し、 発信して

いきたいと思っています。

| 
磯部 続いて、坪井先生に病態機序を考

慮した利尿薬治療について解説していただ

きます。

坪井 心不全は心機能障害のために QOL

が損なわれたり、 生命予後の短縮が予測さ

れたりする病態を示す症候群と定義されま

す3)。病態機序は心拍出量低下による臓器

低濯流と肺うっ血、右心機能低下による臓

器う っ血ですが、 肺う っ血は肺への酸素供

給 (肺拡散)低下による呼吸困難から ADL

低下をもたら し、臓器低濯流や臓器う っ血

は組織への酸素供給 (組織拡散)を阻害し

て臓器障害を生じ、 生命予後短縮の原因

になります。したがって、生命予後改善を

目指 した治療の目標は、浮腫を含めた組織

での拡散環境を改善することであり、 必ず

しも心拍出量を最大にすることではないと

考えられます。

特に腎臓は、高血圧による傍髄質糸球体

障害やレニン・アンジオテンシン系(RAS)冗

進による輸出細動脈収縮、うっ血による中

心静脈圧 (cvp)上昇などによ って髄質虚

血をきたしやすく、そのため全身の交感神

経系カf活性化されて、さらに虚血か強i化さ

れるという悪循環を惹起します九 しかも交



感神経系と RASの冗進によりバソプレシン

分泌は増加 し、 この3つの系が相互にクロ

ストークして心不全悪化に作用します510

利原薬は慢性心不全治療ガイドライン6)

の重症度からみた薬物治療指針で、ステー

ジCからの使用が推奨されていますが、こ

れはループ利尿薬を基本に設定されたもの

です。トルパブタンは腎集合管における水

の再吸収を抑制しますので、血管内に Na

が残って、結果的に晶質浸透圧が上昇し

細胞内外から血管内へと水分が移動しま

す。細胞内浮腫が改善するとともに血管内

脱水を引き起こさないため、血行動態およ

び交感神経系や RASをほとんど変化させ

ません。つまり、トルバプタンは肺う っ血だ

けでなく臓器うっ血も改善すると考えられ

ます。さらに、病態の一端を担うパソプレ

シン系抑制の観点から、今後、原因療法薬

としての役割が明らかになる可能性が期待

されます。

こう した知見を踏まえ、大垣市民病院で

はトルバブタンを追加すべき患者の基準を

設定し、病診連携先の開業医にチェ ック

共有には病診連携の推進

が重要だと考えています。

画通孟話盆置
磯部 門田先生には地域

連携への取り組みを説明

していただきます。

門田 倉敷中央病院では

1981年から地減の開業

医と毎月勉強会を開催し

て、症例検討や新しい治療

の紹介を通じて病診連携

に取り組んできました。当

初は狭心症や虚血性心疾

患が中心でしたが、2008

年以降は循環器専門医に

加え多職種からの参加も

募って、心不全に特化した

[倉敷地区心不全地域連携

の会jの活動を始めました。

2013年からは地減全体

の包括的なサポー トを目

シート (図3)として配付しています。卜ルパ 指した外来心臓リハビリの

プタンに限らず、工ビデンスのある治療の 紹介を開始し、 2015年に

図3 病診連携における追加開始基準のチェツクシート

原因療法としてのトルパプ宮ンを認議してもらうために

サムスカ導入チェツクシー ト

このチェツクシートは、慢性心不全患者さんの病態を理解し、

長期にわたる心不全治療をより安全に継続して頂くための指標になる

ものであり、同時に、サムスカを導入する基準となるものです.

診察時にご活用頂き、下記 4項目の内、いずれかに該当する患者さん

は、一度当科にご紹介頂ければ幸いです。

口心不全の基本治療(底分制限・利尿剤投与・ RAS系阻害剤投与・

日プロッカー投与等)を行っているにも関わらず、体液量のコン

トローノレが困難な患者さん

ロ心不全の基本治療を行っているが、下記に示す各種利尿薬の用量

より多く投与されている患者さん

『 ラシックス 20田 g'ダイアー ト30皿g"レプラック 4皿g J 

ロ心不全の基本治療を行っていることで、徐々に腎機能の低下が

見られる患者ーさん (下記の誕準値の前径の値を示す患者さん)

『 血清尿ヨ臣室索値 (BUN): 30 mgld且 』

『 血清クレアチ=ン値 (.Or): 1.3田 g/d4 J 

ロ心不全の基本治療を行っている中で、血清ナトリウム値が

135 mEqι未満の患者さん

作威大垣市民宿院循環器内将

提供大垣市民病院循環器内科坪井英之

図4 心不全地縁遠携クリティカルパス:心不全入院から外来診療までの涜れを円滑にする
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は「倉敷心臓リハビリ地域連携の会jを発

足 して、 啓発活動を推進しています。同年

には多職種 ・多施設共同で心不全手帳 (説

明用・記録用の2種)も作成し、運用を開始

しました。

また、当院では入院患者の地域かかりつ

け医が病床を訪れて診察できる開放病棟

を設け、入院中の検査や治療法、指導内容

を病院主治医と共有し、退院後の連携へ

とつなげています。たとえばトルハブタンを

追加し、やむを得ず退院後も継続する場合

に使い方や注意点を直接伝えることがで

き、適正使用の啓発にも役立つています。

また、心不全入院から外来診療までの流れ

を円滑にする目的で地域連携クリテイカ

ルパス (図4)を作成しました。このパスには

急性期病院をはじめ一般・療養型病床、入

所施設、かかりつけ医、訪問看護、外来心臓

リハビリ施設といった項目を盛り込み、倉

敷市内外34施設 (2017年1月1日現在)

の医療機関で活用 しています。

今後は、地域との適切な連携によって心

不全の予後が改善するのか、 データを収

集・分析して椴証したいと考えています。

磯部 次に、在宅医療の立場から山本先

生にお話しいただきます。

山本 当クリニ ックでは、独力で外来通院

できない患者を対象に、原則として月に

1~2回患者宅を訪問します。 緊急対応の

ために24時間365日連絡をとれる体制と

し、必要に応じて求めがあれば往診します。

訪問診療における心不全加療の課題は、心

不全入院の予防とコントロール不良の患

者における看取りの判断です。

心不全入院の予防には、家族や介護職、

看護職、リハビリ職との情報共有と連携が

大切です。当クリニ ックでは、共有すべき

患者個々の注意事項として、血圧および脈

拍の測定をできれば1日2園、頻脈性不整

脈がある患者は具体的な連絡基準を決め

てクリニックコールを指示、体重測定は可

能であれば毎日実施して直近診察時より

1 . 5~2kg増加 したら連絡、 下腿浮躍が強

ければマーキンクして径測定といった項目

を取り決め (図5)、より早く心不全悪化に

気づけるよう努めています。うっ血性心不

全入院患者の特徴と予後を検討した研究

では、全体の97%で心不全悪化理由が同

定され7)、心不全悪化にはなんらかの理由

かあると考えられます。そこで、理由がわか

れば訪問スタ ッフで共有し、わからなけれ

ば各自気づいた情報を交換して理由を突
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きとめ、予防に備え

ることが心不全入院

の回避につながると

図5 心不全入院を防ぐために、
家族や医療スタッフで共有する注意事項

考えています。当クリ

ニックの在宅患者の

悪化理由は、外来通

院患者に多い服薬や

食事のコンブライアン

ス不良が少なく 、過

労や身体的ストレス

カf多いのが特徴です。

-血圧、脈拍測定時可能であれば1日2回

-頻脈性不整脈がある方に対してはクリニックコールを指示
(伊j脈拍90以上が2回続けば連絡)

-体重測定時可能であれば毎日
直近の診察時と比べて1.5-2kg増加すれば連絡

-下腿浮腫が強い場合はマーキングし径測定

この背景には、在宅

患者はもともと食事

摂取量が少なく食事要介助者が多いこと、

ベッ ド上のリハビりやデイサービス利用に

よる白常生活延長上の過労、ベッド生活

長期化による痛みス トレスなどがあるよう

です。実は悪化理由不明カず最も多いので、

さらに切瑳琢磨し、介護職や看護職、家族

と連携して探る必要があると考えています。

一方、コントロール不良における看取り

の判断はとても難しいと感じています。心

不全は悪化と改善を繰り返しながら徐々

に状態が悪くなりますが、死を迎えるポイン

卜は予測できないのが現状です。そこで、悪

化による入院後に死亡した患者や改善す

る患者の特徴を観察し、看取りの判断に

利用していきたいと考えています。

重視すべきボω | 
磯部 ここで、急性期から慢性期の各段階

で重視すべきポイン卜について、意見をうか

がいます。急性増悪の入院患者では早期退

院を目指しますが、利原薬の役割が従来か

ら変化してきでいますね。

坪井 利尿薬を用いた肺うっ血の早期解

除が最優先です。呼吸困難感など症状が改

善 しなければ患者の離床意欲もわきません。

最近は病態機序を考慮して、症状の早期

改善への期待から水利尿薬であるトルパブ

タンの早期追加を心がけています。

磯部 退院後の生活を見据えた取り組み

についてはどうでしょうか。

織田 高齢患者は、特に85歳以上になる

と患者教育カf難しいので、退院後の服薬や

体重などの管理で地域包括ケアによるサ

ポートの重要性が増すでしょう。人的コス

トのかからない10T (lnternet of Things)や

AI(人工知能)などの IT技術を活用した工

夫がますます求められると思います。

山本 在宅医療では個々の患者の悪化を

予測し得る要因を訪問スタ ッフで共有 し、

より早く介入して入院を避けることが、重要

です。

提供はなまる在宅ウリニッヲ山本芙世

門自 慢性期で重視すべき指標は体重で

す。開業医の先生方には悪化目安として体

重カ'''2kg増加 した時は病院に紹介するよう

依頼しており、入院後はループ利尿薬は低

用量で抑えて トルパプタンを早期に追加す

ることが増えています。

磯部 トルパブタンは日本で開発された水

利原薬です。入院下の投与開始が必要なた

め、必要な患者に追加するには、円滑な病

診連携か‘重要です。再入院抑制や症状-

QOL改善の研究から、 今後新たなデータが

出てくることが‘待ち望まれます。本日はあ

りがとうこ、ざし、ました。

1) Shimokawa， H. et al.: Eur. J. Heart. Fail.， 17(9)， 

884-892， 2015 

2)厚生労働省平成26年度診療報酬改定の概要

3)木原康樹分子心血管病.，1 (2)，209-214，2000 

4) Nishi， E.E. et al.: Exp. Physiol.， 100(5)， 479-484， 

2015 

5) Mancia， G. et al.: J. Hypertens. Suppl.， 24(1)， 

S51-S56， 2006 

6)日本循環器学会rt，豊性心不全治療ガイドライン(2010年

改訂版)J
7) Tsuchihashi， M. et al.: Jpn. Circ. J.， 64(12)， 953-

959，2000 

注意
1)心不全における体液貯留に対してサムスカの承認さ

れている用法用量は[通常、成人には卜Jレパプ空
ンとして 15mgを1日1回経口投与する。jです。

2)目標体重 (体液貯留状態が良好にコントロ ルされて
いるときの体重)に戻った場合は、漫然と投与を継続
しないでください。[圏内臨床試験において 2週間を
超える使用経験はなし、。]

3)抗アルドステロン薬とサムスカとの併用により血清
カリウム濃度が上昇するおそれがありますので、ご
注意ください。

4)高齢者では急激な利尿があらわれた場合、急速な循
環血紫量減少、血液濃縮をきたし、血栓塞栓症を誘
発するおそれがありますので、慎重に投与してくだ
さい。また、一般に高齢者では生理機能が低下して
おり、脱水症状を起こしやすいとされているため、
患者の状態を観察しながら慎重に投与してください。

5)重篤な腎障害のある患者では、利尿に伴う腎血流量
の減少により腎機能がさらに悪化するおそれがあり
ますので、サムスカの使用にあたっては慎重に投与
してください。

6)サムス力投与開始後 24時間以内に水利尿効果が強
く発現するため、心不全における体液貯留に対し
てサムスカを使用する場合は、少なくとも投与開始
4-6時間後並びに 8-12時間後に血清ナトリウ
ム濃度を測定してください。また、投与開始翌日か
ら1週間程度は毎日測定し、その後も投与を継続す
る場合には、適宜測定してください。

7)サムスカの投与初期から重篤な肝機能障害があらわ
れることがあるため、投与開始前に肝機能検査を実
施し、少なくとも投与開始 2週間は頻固に肝後能検
査を行ってください。またやむを得す、その後も投
与を継続する場合には、適宜検査を行ってください。
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劇 薬、処方護医薬晶(注意一医師等の処方釜により使用 すること)

※V2・受容体括抗剤(トルパブタン製剤)

※ サLス力@鐘・FUWy・30mg
/顛粗iWの概要

※販売名 サムスカ錠7.5mg サムスカ錠15mg サムスカ錠30mg サムスカ穎粒1%

※臼本標準高畠分類番号 872139、87249 87249 872139、87249

※承認番号 22500AMX00010 22200AMX00956 22600AMX00552 22900AMX00508 

※薬価収載 2013年5月 2010年12月 2014年5月 2017年5月

※販売開始 2013年6月 2010年12月 2014年5月 2017年6月

貯 j去 室温保存

※使用期限 外箱等1;:表示

〔警告〕 . ※組 成 ・ 性状等

1.心不全及 本剤投与によ り、急激な水利尿から脱水症状や高ナト リ 1組成

び肝硬変 ウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されてお 販売名 有効成分 添加物

における り、また、急激な血清ナト リウム濃度の上昇による橋中 サムスカ錠 1錠中 手目高水和物、 トウモロコシデンプン、結畠セルロー
体液貯留 心髄草書崩壕症を来すおそれが、あることから、入院下で投 7.5mg トルパブタン 7.5mg ス、ヒドロキシプロピルセルロ ス、青色2号ア

の場合 与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は
サムスカ錠 1錠中

ルミニウムレーキ、ステアリン霞マグネシウム

再開日には血清ナト リウム濃度を頻回に測定すること。 15mg トルパブタン 15mg
([2.重要な基本的注意 ト(4)、1I-(6)JのIi'l及び[4副作

サムスカ錠 1錠中
用 (1)重大な副作用 3)高ナトリウム血症jのI員参照)

30mg トルパブタン 30mg
11.常染色体 11-1本剤は、常染色体優性多発性のう胞腎について十 手l潟水和物、トウモロコシデiンプン、結露セルロー

優性多発 分な知識をもっ医師のもとで、治療上の有益性が サムスカ頼 盗旦 ス、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質話水ケ
性のう飽 危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する 粒 1% トルパブタン 10mg

イ酸、青色2号アルミ ウムレキ

腎の場合 こと。また、本剤投与開始に先立ち、本剤は疾病

を完治させる薬剤jではないことや重篤な肝機能障 2製剤の性状

言力f発現するおそれがあること、適切な水分摂li.i1
販売名 性 状 外 形

径 厚さ 重さ

及び定期的な血液検査等によるモニタリングの実 (mm) (mm) (mg) 

施が必要であることを含め、本剤の有効性及び危 青色の割 7.7 
険性を患者に十分に説明し、同意を得ること。 サムスカ錠 線入りの

包l3包Dcコ (長径)
2.6 約 90

11-2特に投与開始時文は漸尊重期において、過剰な水利 7.5mg 変形長方 4.4 

尿にi半う脱水症状、高ナトリウム血症などの副作 形の素錠 (短径)

用があらわれるおそれがあるので、少なくとも本
サムスカ皇室

青色の割

@@ロ 8 
斉IJの投与開始は入院下で行い、適切な水分補給の 15mg 

線入りの
(直径)

3.1 約 180

必要性について指導すること。また、本剤投与中 素錠

は少なくとも月 1回は血清ナトリウム漫度を測定 青色の割

包囲=すること。 サムスカ錠 線入りの 7.4 
3.1 約 174

([2.重要な基本的注意 ill-(5)Jの項及び[4.副作用 30mg 四角形の (一辺)

(1)重大な副作用 3)高ナトリウム血症jのI頁参照) 素錠

11 - 3 本~Jの投与によ り、重篤な肝機能障害が、発現した サムスカ穎
うすい青色の穎粒剤

症例が報告されていることから、血清トランス 粒 1%

アミナーゼ値及び総 ビリル ビン値を含めた肝機

能検査を必ず本剤投与開始前及び理量跨に実施 . ※効能・ 効果

し、本剤投与中は少なくとも月 1回は肝機能検査 サムスカ錠7.5mg
を実施すること。また、異常が認められた場合に -ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
は直ちに投与を中止し、適切な処置を行う こと。 -ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留
([(禁忌)11・5.Jの項、 [2 重要な基本的注意 ill- -腎容積が既に泡大しており、かつ、腎容積の堵大速度が速い常染色体優性多発性のう
(2)、ill-(3)Jの項、 [4副作用 (1)重大な副作用 4) 胞腎の進行抑制
肝機能障害jの項及び[10その他の注意(l)JのI頁 サムスカ錠 15mg
参照) -ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留

-腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の士宮大速度が速い常染色体優性多発性のう

[禁忌(次の患者には投与しない」と)) 胞腎の進行抑制

1.心不全及 1 -1本剤の成分又は類似化合物(モザパブタン塩酸塩 サムス力錠30mg

び肝硬変 等)に対し過敏症の既往歴のある患者 -腎容積が既に繕大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう

における 1 -2祭尿の患者 [本剤の効果が期待できない。] 胞腎の進行抑制

体液貯留 1 -3口渇を感じない又は水分摂取が困難な患者 [循環血 サムスカ頼粒 1%

の場合 祭量の減少により高ナ トリウム血症及び脱水のお -ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体濃貯留

それがある。] -ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留

1 -4高ナ トリウム血症の患者[本剤の水利尿作用により -腎容積が既に摺大しており、かつ、腎容積の摺大速度が速い常染色体優性多発性のう

高ナ トリウム血症が、増悪するおそれがある。] 胞腎の進行抑制

1 -5.適切な水分補給が困難な肝性脳症の患者[適切な水 〈参考〉

分橋給が困難なため、循環血祭量の減少によ り高 効能 ・効果 錠7.5mg 錠 15mg 錠30mg 穎粒 1%
ナ トリウム血症及び脱水のおそれが、ある。]

心不全における体液貯留 。 。 。
1 -6妊婦又は妊娠している可能性のある婦人([6妊婦、

産婦、授乳婦等への投与jの項参照)
肝硬変における体液貯留 。 。

E 常染色体 11-1本剤の成分叉は類似化合物 (モザパブタン塩酸塩
常染色体優性多発性のう胞腎 。 。 。 。

優性多発 等)に対し過敏症の既往歴のある患者
0 効能あり、 効能なし

性のう胞 11-2口渇を感じない又は水分摂取が困難な患者 [循環血
〈効能 ・効果に関連する使用上の注意}

腎の場合 祭量の減少により高ナ トリウム血症及び脱水のお I 心不全及び 本剤は他の利尿薬(ループ利尿楽、 サイアザイド系利尿楽、抗アルド

それがある。] 肝硬変にお ステロン薬等)と併用して使用すること。なお、ヒト心房性ナト リウ

11-3高ナ トリウム血症の患者[本剤の水利尿作用により ける体液貯 ム利尿ぺブチドとの併用経験はない。(f2重要な基本的;主憲1-(1)、

高ナ トリウム血症が、憎悪するおそれがある。]
留の場合 0-(3)Jの項参照)

11-4重篤な腎機能障害 (eGFR15mL/min/1.73m'未 E 常染色体優 0-1以下のいずれにも薮当する場合1'::適用する」と。

満)のある患者[本剤の効果が、期待できない。] 性多発性の 0-<I両側総腎容積が750mL以上であること。

11-5.慢性肝炎、薬剤性肝機能障害等の肝機能障害 (常染 う胞腎の場 E②腎容積増大速度が概ね5%/年以上であること。[臨床試験に

色体優性多発性のう胞腎に合併する肝のう胞を除 合 は、 両側腎容積750mL以上で、腎容積の増加が速いと推定

く)又はその既往歴のある患者 [肝障害を摺悪させ
される患者を組み入れた。]((臨床成績}の項9参照)

るおそれがある。]
E・2投与開始跨のクレアチ二ンクリアランスが60mLlmin未満の

11-6妊婦文は妊娠している可能性のある婦人([6.妊婦、
患者における有効性及び安全性は確立していなし¥.1臨床試験

には、設与開始時のクレアチ二ンクリアランスが60mL/min
産婦、授乳婦等への投与Jの項参照) 以上の患者を組み入れた。)((臨床成績]の項§参照)

5 添付文書の[臨床成績]の項をご参照ください。 (次実に続く)
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-用法 ・用量

-心不全における体液貯留の場合

通常、成人にはトルパブタンとして 15mgを1B1回経口投与する。

・肝硬変における体波貯留の場合

通常、成人にはトルパブタンとして 7.5mgを1日1回経口投与する。

・常染色体優性多発性のう抱腎の進行抑制の場合

通常、成人にはトルパブタンとして 1B 60mgを2固(朝 45mg、夕方 15mg)に分け

て経口授与を開始する。 1B 60mgの用量で 1週間以上投与し、忍容性がある場合に

は、 1日90mg(朝 60mg、夕方 30mg)、1日 120mg(朝90mg.夕方 30mg)と1

週間以上の間隔を空けて段階的に漕呈する。

なお、忍容性に応じて適宣僧滅するが、最高用量は 1日 120mgまでとする。

〈参考〉

用法・用量 投与方法 投与量

心不全における体液貯留 11日1回 115mg 

肝硬変における体液貯留 11日1回 17.5mg

常染色体優性多発性のう

胞腎

開始用量 1日60mg(朝 45mg、夕方 15mg)

1日2回 | ↓ 1日90mg(覇60mg、夕方 30mg)

(漸増)1日 120mg(朝90mg、夕方 30mg)

〈用法 ・用量に関連する使用上の注意〉

I.心不全にお 1 [-(1)体濠貯留所見が消失した際には投与を中止すること。[症状消

ける体液貯 | 失後の維持に関する有効性は確認されていない。]

留の場合 1 [イ2)目標体重(体液貯留状態が良好にコントロールされているとき

の体重)に戻った場合は、漫然と投与を継続しないこと。[圏

内臨床試験において 2週間を超える使用経験はない。]

Iイ3)体液貯留状態が改善しない場合は、漫然と投与を継続しない

こと。((臨床成績}の項S参照)

[ -(4)血清ナトリウム濃度が 125mEq/L未満の患者、急激な循環血

祭量の減少が好ましくないと判断される患者に投与する場合

は、半量(7.5mg)から開始することが望ましい。([1.慎重投

与 Iぺ1)、 [ -(2)Jの項参照)

[ -(5)口渇感が持続する場合には、減量を考慮すること。([2.重要

な基本的注意 [-(3)Jの項参照)

[ -(6)CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)

との併用は避けることが望ましい。やむを得ず併用する場合

は、本F刊の減量あるいは低用量からの開始などを考慮するこ

と。[本剤の血祭中濃度が上昇するおそれがある。) ([3.相互

作用lの項及び〔薬物動態]の項e参照)

[ -(7)夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。

E 肝硬変にお 1ll-(l)体液貯留所見が消失した際には投与を中止すること。[症状消

ける体液貯 | 失後の維持に関する有効性は確認されていない。]

留の場合 1 ll-(2)本剤の投与により、重篤怠肝緩能障害があらわれることがあ

ること、園内臨床試験において2週間を超える使用経験はな

いことから、体重、腹圏、下肢浮腫などの患者の状態を観察し、

体波貯留が改善した場合は、漫然と設与を継続せず、必要最

小限の期間の使用にとどめること。

ll-(3)体液貯留状態が改善しない場合は、漫然と投与を継続しない

こと。([臨床成績〕の項S参照)

Eべ4)血清ナト リウム濃度が 125mEq/L未満の患者、急激な循環血

策室の減少が好ましくないと判断される患者に投与する場合

は、半量(3.75mg)から開始することが望ましい。 ([1慎重

投与 [-(1)、 [ -(2)Jの頂参照)

ll-(5)口渇感が持続する場合には、減量を考慮すること。 ([2重要

な基本的注意Eー(5)Jの項参照)

II -(6) CYP3A4阻害剤(イトラコナゾール、クラリスロマイシン等)

との併用は避けることが望ましい。やむを得ず併用する場合

は、本剤の減量あるいは低用量からの開始などを考慮するこ

と。[本剤の血築中濃度が上昇するおそれがある。) ([3 相互

作用Iの項及び[薬物動態]の項を参照)

E-(7)夜間の排尿を避けるため、午前中に投与すること力望ましい。

E 常染色体優 1ill-(l)夜間頻尿を避けるため、夕方の投与は就寝前4借間以上空け

性多発性の | ることが望ましい。

う胞腎の場 1ill-(2)口渇感が持続する場合には、減量を考慮すること。([2重要

合 | な基本的注意ill-(l)Jの項参照)

ill-(3)CYP3A4隠害剤jとの併用は避けることが望ましい。やむを得

ず併用する場合は、下衰を参照し、本剤の用量調節を行うこと。

[本剤の血禁中濃度が上昇するおそれがある。)([3相互作用j

の項及び{薬物動態]の項S参R者)

通常の用法・用量

弱い叉は中等度の
CYP3A4阻害剤との
併用時の用法・用量

(通常用量の 1/2量)

強力な CYP3A4阻害剤

との併用鴎の
用法・用霊

(通常用量の 1/4量)

1日60mg 11日30mg 11 B 15mg 
(朝45mg、夕方15mg)I (朝22.5mg、夕方7.5mg)I (朝11.25mg、夕方3.75mg)

1日90mg 11日45mg 1 1 B 22.5mg 
(朝60mg、夕方30mg)I (朝30mg、夕方15mg) I (輯15mg、夕方7.5mg)

1日 120mg 11日60mg 1 1 B 30mg 
(朝90mg、夕方30mg)I (朝 45mg、夕方15mg) I (朝22.5mg、夕方7.5mg)

I ill-(4)一一一(μ附幅時一4引倍慣一一)温閣即重聾斡度駒の一
ンクリアランス 30mLυ/mi川n未満の患者で本剤の血祭中濃度力がず

培加する。.) (日[薬物動態]の項g参照)

5 添付文書の[薬物動態〕の環又は{臨床成績}の演をご参照ください。

-使用上の注意

1慎重投与じ究の患者には慎重に投与すること)

I 心不全及び 1[-(1)血清ナトリウム濃度 125mEq/L未満の患者[急激な血清ナト

肝硬変にお | リウム濃度の上昇により、橋中心髄鞘崩壊症を来すおそれが

ける体渡貯 | ある。)([2重要な基本的注意 ト(5)、ll-(7)Jの項参照)

留の場合 1 [・(2)重篤な冠動脈疾患又は脳血管疾患のある患者及び高齢者[急激

な利尿があらわれた場合、急速な循環血祭量減少、血濠濃績

を来し、血栓塞桧症を誘発するおそれがある。)([4 副作用 (1)

重大な副作用 2)血桧塞桧症Jの項及び[5 高齢者への投与Jの
項参照)

[ -(3)高カリウム血症の患者[本剤の水利尿作用により高力リウム血

症が増悪するおそれがある。)([2 重要な基本的注意 ト(6)、

ll-(8)Jの項参照)

ト(4)重篤な腎障害のある患者[利尿に伴う腎血矛還の減少により腎

機能が更に悪化するおそれがある。)([4 副作用(1)重大な副

作用 1)腎不全Jの項参日君)

[ -(5)肝性脳症を衷有するかその既注のある患者[言諸レベルが低下

した場合、適切な水分補給に支障を来すおそれがある。]

ll.常染色体優 1ll-(l)重篤な冠動脈疾患又は脳血管疾患のある患者及び高齢者[急激

性多発性の | な利尿があらわれた場合、急速な循環血祭量減少、血液濃縮

う胞腎の場 | を来し、血詮塞栓症を誘発するおそれがある。)([4副作用 (1)

合 | 重大な副作用 2)血栓塞栓症jの項及び[5 高齢者への投与jの

項参照)

ll-(2)高カリウム血症の患者[本剤の水利尿作用により高カリウム血

症が憎悪するおそれがある。)([2重要な基本的注意ill-(7)J

の項参照)

ll-(3)腎機能が低下している患者[利尿に伴う腎血流量の減少により

腎機能が更に悪化するおそれがある。)([4 副作用 (1)重大な

副作用 1)瞥不全Jの項参照)

2重要な基本的注意

I 心不全にお 1 [-(1)本剤は水緋濯を準加させるが、ナトリウム排池を摺加させな

ける体液貯 | いことから、他の利尿薬と併用して使用すること。

留の場合 1 [ー(2)本剤の投与初期は、過剰な利尿に伴う脱水、高ナト リウム血

症などの副作用があらわれるおそれがあるので、口渇感等の

患者の状態を観察し、適切な水分補給を行い、体重、血圧、

脈拍数、尿量等を頻固に測定すること。

[ -(3)本剤の利尿作用に伴い、口渇、脱水などの症状があらわれる

ことがあるので、 このような症状があらわれた場合には、水

分循給を行うよう指導すること。([4 副作用(1)重大な副作

用 3)高ナトリウム血症jの項参照)

[ -(4)本剤投与開始後 24時間以内に水利尿効果が強く発現するた

め、少なくとも投与開始 4-6時間後並びに 8-12時間後

に血清ナトリウム濃度を測定すること。投与開始翌日から 1

週間程度は毎日測定し、その後も投与を継続する場合には、

適宣測定すること。([4 副作用(1)重大な副作用 3)高ナトリ

ウム血症jの項参照)

[ -(5)血清ナ トリウム濃度 125mEq/L未満の患者に投与した場合、

急激な血清ナトリウム濃度の上昇により、橋中心髄鞘崩壊症

を来すおそれがあるため、 24時間以内に 12mEq/Lを超える

上昇がみられた場合には、投与を中止すること。([1慎重投

与 [-(l)Jの項参照)

[ -(6)本剤の水利尿作用により循環血祭霊の減少を来し、血清カリ

ウム濃度を上昇させ、心室細動、心室頻拍を誘発するおそれ

があるので、本剤投与中は血清カリウム濃度を測定すること。

([1慎重投与 ト(3)Jの項参照)

[ -(7)本剤の投与初期から重篤な肝機能障害があらわれることがあ

るため、本剤投与開始前に肝機能検査を実施し、少なくとも

投与開始2週間は頻固に肝機能検査を行うこと。またやむを

得ず、その後も投与を継続する場合には、適宣検査を行うこと。

([4副作用(1)重大な副作用 4)肝機能障害Jの項及び[10そ

の他の注意(1)Jの項参照)

iぺ8)めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。

また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する

際には注意させること。

E 肝硬変にお 1ll-(1)本剤の投与により重篤な肝機能障害があらわれることがある。

ける体液貯 | 肝硬変患者では、肝機能をより悪化させるおそれがあること、

留の場合 | 及び原疾患の悪化と本剤による肝機能障害の発現との区別が

困難であることに留意して、本剤の投与にあたっては、リス

クとベネフィットを考慮し、本剤投与の適否について慎重に

判断すること。

ll-(2)本剤の投与初期から重篤な肝事霊能障害があらわれることがあ

るため、本剤投与開始前に肝機能検査を実施し、当なくとも

投与開始2週間は頻固に肝機能検査を行うこと。またやむを

得ず、その後も投与を継続する場合には、適宣検査を行うこと。

([4.副作用(1)重大な副作用 4)肝縫能障害jの環及び[10.そ

の他の注意(l)Jの項参照)

(次頁に続く)



ll-(3)本剤は水詐;世を増加させるが、ナトリウム捺濯を増加させな

いことから、他の利尿薬と併用して使用すること。

ll-(4)本剤の投与初期は、過剰な利尿に伴う脱水、高ナトリウム血

症などの副作用があらわれるおそれがあるので、口渇感等の

患者の状態を観察し、適切志水分補給を行い、体重、血圧、

脈拍数、尿塁等を頻回に測定すること。

ll-(5)本剤の利尿作用に伴い、口渇、脱水などの症状があらわれる

ことがあるので、このような症状があらわれた場合には、水

分補給を行うよう指導すること。 ([4副作用(1)重大な副作

用 3)高ナトリウム血症Jの頂参照)

ll-(6)本剤投与開始後 24跨間以内に水利尿効果が強く発現するた

め、少なくとも投与開始4-8時間後に血清ナトリウム濃度

を測定すること。さらに投与開始2日後並びに 3-5日後に

1回測定し、その後も投与を継続する場合には、適宣測定す

ること。([4 副作用(1)重大な副作用 3)高ナトリウム血症j

の環参照)

ll-(7)血清ナトリウム濃度 125mEq/L未満の患者に投与した場合、

急激な血清ナト リウム濃度の上昇により、橋中心髄鞘崩壊症

を来すおそれがあるため、 24跨間以内に 12mEq/Lを超える

上昇がみられた場合には、授与を中止すること。([1慎重投

与 1-(l)Jの項参照)

ll-(8)本剤の水利尿作用により循環血祭量の減少を来し、血清カリ

ウム濃度を上昇させ、心室t自動、心室頻拍を誘発するおそれ

があるので、本剤f宣与中は血清カリウム濃度を測定すること。

([1慎重役与 1-(3)Jの項参照)

ll-(9)肝硬変患者では、本青jの投与により消化管出血のリスクが高

まるおそれがあるため、 患者の状態を十分に観察し、消化管

出血の兆候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。

II -(10)めまい等があらわれることがあるので、転倒に注意すること。

また、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する

際には注意させること。

E 常染色体優 1m-(1)本剤の使用にあたっては、適切な水分補給が必要なため、次

性多発性の | の点に注意すること。

う抱賢の場 m①飲水能力の低下や飲水機会の制限により、十分に水分福給

合 | ができない場合l手、本剤を減量あるいは休薬すること。

m-②用量を増量叉は減量する時は、急激な体重変化に注意する

L と。

E ③摺量直後には特に口渇、 t羽くなどの症状に注意すること。

m-(2)本剤の煙量により副作用の発現頻度古溝くなる傾向が認めら

れていること、 18120mg没与鴎に重篤な肝援能障害の発

震が認められていることから、高用量投与時には、特に肝機

能障害をはじめとする副作用の発現に十分注意すること。

m-(3)本剤の投与により、重篤な肝機能障害があらわれることがあ

るので、投与にあたっては患者に当該副作用について十分説

明するとともに、症状がみられた場合には速やかに診察を受

けるよう指導すること。 (4副作用(1)重大な副作用 4)肝機

能障害jの環及びf10.その他の注意(l)Jの項参照)

m-(4)設与開始前に鋭水症状が認められた場合は、脱水症状がt雷悪

するおそれがあるので、症状が改善してから投与を開始する

」と。

m-(5)高ナト リウム血症があらわれることがあるので、授与開始後

の用量溺摺期においては、来院毎に血清ナトリウム濃度を測

定し、その後も本剤投与中は少主主くとも月 1回は測定するこ

と。異常が認められた場合は、減量又は中止すること。(f4

副作用(1)重大な副作用 3)高ナトリウム血劃の環参照)

田一(6)投与開始前に血清ナトリウム濃度を測定し、低ナトリウム血

症が認められた場合は、急激な血清ナトリウム濃度の上昇に

より、橋申心髄鞘崩凄症を来すおそれがあるので、低ナトリ

ウム血症の原因を明らかにするとともに、血清ナトリウム濃

度を矯正し、慎重に本剤投与の適否を判断した上で、投与が

適切と判断された場合に限り投与を開始すること。

m-(7)本剤の水平IJ尿作用により循環血祭量の減少を采し、血清カリ

ウム濃度を上昇させ、心室車自動、心室頻泊を誘発するおそれ

があるので、本剤投与申は血清カリウム濃度を測定すること。

(f1慎重役与ll-(2)Jの項参照)

m-(8)本剤の投与により腎臓における尿酸クリアランスが減少する

ため、血中尿酸が上昇することがあるので、本剤投与中は血

ノ 11 1 中尿酸値に注意すること。

m-(9)失得、意識消失、めまい等があらわれることがあるので、転

倒に注意すること。また、高所作業、邑動車の運転等危険を

伴う後援の操作に従事させないよう注意すること。

m-(1ω本剤の設与により緑内障があらわれることがあるので、定期

的に検歪を行うことカマ望ましい。

5 添付文書の[薬物動態}の項をご参照ください。

※2017年 3月改訂(一一部分)

3相互作用

本剤は、主として肝代謝酵素 CYP3A4によって代謝される。 また、 P糖蛋白の基質

であるとともに、 P糖蛋白への隠害作用を有する。((薬物動態]の項8参照)

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

CYP3A4飽書作用を有する薬剤 |代謝酵素の阻害により、|本剤の代謝酵素である

ケトコナゾール(経口剤 国|本剤の作用が増強するお 1CYP3A4を阻害し、本

内未発売)、イト ラコナゾー |それがあるので、これら|剤の血築中濃度を上昇

ル、クラリスロマイシン等 |の薬剤との併用は選ける|させる。((薬物動態〕の

グレープフルーツジユース |ことが望ましい。やむを|項S参照)

得ず併用する場合は、本

剤の減量あるいは低用霊

から開始すること。((用

法・用量に関連する使用

上の注意〉のI買参照)

CYP3A4誘導作用を有する薬剤|代謝酵素の誘導により、|本剤の代謝酵素である

リファンピシン等 |本剤の作用が減弱するお 1CYP3A4を誘導し、本

セイヨウオトギリソウ (5t.1それがあるので、本剤投|剤の血祭中濃度を低下

John's Wort、セントジョー l与時はこれらの薬剤及び !させる。((薬物動態]の

ンズワート)含有食品 l食品を摂取しないことが|項5参照)

ジゴキシン

望ましい。

本剤によりジゴキシンの|本剤は P穏蛋白を阻害

作用が坦強されるおそれ|し、ジゴキシンの血祭

がある。 1中濃度を上昇させる。

({薬物動態〕 の項S参照)

P糧蛋白阻害作用を有する薬剤|本剤の作用が増強するお|これらの薬剤が P穂蛋

シクロスポリン等 |それがある。 1白を阻害することによ

り、本河lの排出が凋制さ

れるため血禁中濃度が

上昇するおそれがある。

カリウム裂剤 |これらの薬剤と併用する|本剤の水利尿作用によ

カリウム保持性利尿薬 |場合、血清カリウム濃度|り循環血祭賓の減少を

スピロノラクトン、トリアム|が上昇するおそれがある。|来し、相対的に血清カ

テレン等 1 1リウム濃度が上昇する

抗アルドステロン薬 1 1おそれがある。

エプレレノン等

アンジオテンシン変換酵素悶

害薬

工ナラプリルマレイン鼓垣等

アンジオテンシン E受容体箔

抗薬

ロサルタンカリウム等

レニン阻害薬

アリスキレンフマル護塩等

パソプレシン誘導体 |本剤によりパソプレシン |本剤のバソプレシンv，-
デスモプレシン酢蛍塩水和物|誘導体の止血作用が減弱 |受容体箔抗作用により、

等 |するおそれがある。 1血管内皮細胞からの

von Willebrand因子

の放出が抑制されるお

それがある。

4副作用

心不全における体恋貯留の場合

園内寝床試験において、安全性解析対象症例 213例中 143例(67.1%)に謡床検査値

の異常を含む副作用が認められている。主な副作用は、口渇 65件(30.5%)、 BUN

上昇 28件 (13.1%)、血中尿重量上昇 20件 (9.4%)等で、あった。(承認跨)

肝硬変における体液貯留の場合

園内臨床試験において、安全性解析対象症例 266例中 162例(60.9%)に臨床検査

値の異常を含む副作用が認められている。主な副作用は、口渇 83件 (31.2%)、頻尿

45件 (16.9%)等であった。(効能追加時)

常染色体優性多発性のう胞腎の場合

国際共同試験において、安全性解析対象症伊IJ961例中(日本人 118例を含む)851 
例(日本人 117例を含む)(88.6%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められてい

る。主な副作用は、口渇677件(70.4%)、頻尿503件(52.3%)、多尿366件(38.1%)、
頭痛 135件(14.0%)、多欽症 100件(10.4%)等であった。(効能追加跨)

(1)重大な副作用

1)腎不全(1%未満) 腎不全等の霊度の腎障害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。

2)血栓塞栓症(1%未満) 急激な利尿により血波濃績を来した場合、血栓症及び血

絵塞鐙症を誘発するおそれがあるため、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)高ナトリウム血症(1-5%未満) 本剤の水利尿作用により血液濃績を来し、高

ナトリウム血症があらわれることがあり、憲議障害を伴うこともある。投与中は、

欽水量、尿童、血清ナトリウム濃度及び口渇、鋭水等の症状の観察を十分に行う

こと。口渇感の持続、脱水等の症状がみられた場合には、本剤の投与を減量又は

中止し、症状に応じて、輸濠を含めた水分矯給等の適切な処置を行うこと。また、

正常域を超える血清ナトリウム濃度の上昇がみられた場合には、直ちに本河lの投

与を中止し、症状に応じて、輸液を含めた水分補給等の適切な処置を行うこと。(f2

(次真に続く)
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stit.Mi.I 
重要な基本的注意 1-(3)、 1 -(4)、ll-(5)、ll-(6)、ffi-(5)Jの項参照)

4)肝機能障害(5%以上): AST(GOT)、ALT(GPT)、T-GTP，AI-P，ビリルビン等

の上昇を伴う肝機能障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常 |その他

が認めら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。また、肝機

能障害が回復するまでは頻回に血液検査を実施するなど観察を十分に行うこと。

([2.重要な塞本的注意 1-(7)、ll-(2)、ffi-(3)Jの項参照)

5)ショック、アナフィラキシー(頻度不明勺 ショック、アナフィラキシー(全身発赤、

血圧低下、呼阪困難等)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、適切な処置を行うこと。

6)適度の血圧低下(頻度不明・)、心室細動(頻度不明・)、心室頻姐(1%未満) 過度

の血圧低下、心室細動、 心室頻拍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、適切な処置を行うこと。

7)肝性脳症(1%未満) 肝硬変患者の場合、意識障害を伴う肝性脳症があらわれる

おそれがあるので、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。なお、肝性脳症は、 主に肝性浮腫患者において報告され

ているので、 これらの患者に投与する場合は、意識障害等の臨床症状を十分に観

察すること。

8)汎血球減弘、血小板減少(頻度不明つ 汎血球減少、血小板減少があらわれること

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)その他の副作用
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類

一
割

種

一
期

1%未満 頻度不明・・

失神、意議消失、医眠障害、

噌程、傾臨、ナルコレプシ一、

注意力障害、感覚鈍麻、不随

意性筋収縮、 鎧感覚、不安、

うつ病、 リピド 減退、神経

過敏、パニック発作

口渇、便|食欲不振、悪心、 l胃食道逆流性疾患、食道炎、|過敏性腸症

秘 IIlii吐、下痢、昧 l裂孔ヘルニア、腹部不快感、|候群

覚異常、消化不 l心底部不快感、 口唇乾燥、鼓

良、腹痛、腹部 |腸、胃腸炎、胃炎、胃腸障害、

膨満 |憩室炎、結腸ポリ プ、畷下

障害、消化管運動障害、言薦、

舌苔、舌変色、口唇炎、口内

炎、口の感覚鈍麻、関ヘルニ

ア、食欲冗進、呼気真、痔核

血圧上昇、血圧|頻脈、期外収録、不霊源、起

低下、動惇 |立性低血圧、不安定血圧

貧血、ヘモグロビン低下、平

均赤血球容積培加、 血小板減

少、白血球増多、好重量球増多

血中尿議|脱水、高力リウ |血渡浸透圧上昇、血液量減少|血中抗利尿

上昇 |ム血峰、穏尿病、 |症、低カリウム血症、高カル |ホルモン塗

高血糖、脂質異 |シウム血症、低ナトリウム血 |加

常症、痛風 |症、低血種、lii:リン酸血症、

CK(CPK)上昇

腎臓 ・ |頻尿、多 |腎臓痛、 BUN上 |尿浸透圧低下、尿失禁、尿意

泌尿器 1尿、血中 |昇、腎機能障害、 |切迫、排尿困難、尿開、 乏尿、

クレアチ |血尿 |尿路感染、跨統痛、腎結石、

消化器

循環器

血;夜

代謝

ニン上昇 I シスタチン C上昇

過敏症 I発疹、痘淳 |導麻疹

皮膚 I皮膚乾燥 |腕、措、皮膚炎、色素沈

着障害、 爪の障害、多汗、 乏

汗、寝汗

呼畷器 阪瞭、呼吸困難|鼻咽頭炎、上気道感染、肩桃

炎、副勇経炎、時患、気管支炎、

口腔咽頭痛、咽喉乾燥、鼻乾

燥、鼻出血、発戸障害

限 眼乾燥、緑内障、霧視、結膜

出血

種類/頻度 15%以上 I1-5%未満 頻度不明・・1%未満

疲労、多 |体重変動(増加、|背部痛、関節痛、四百五痛、震痛、|不正子宮出

飲症 |減少)、無力症、 Ili\~腹部痛、冷感、発煎、ほてり、 |血

倦怠感、浮麗、 |熱感、粘膜乾燥、ウイルス感

筋骨格療、筋痘|染、カンジダ症、真菌感染、

結、胸痛 |筋硬直、関節腫張、勃起不全、

月経過多、不規則月経、乳房

嚢胞、易刺激性、 LDH上昇、

耳日害

* 自発議告又は海外で認められた副作用のため頻度不明。

** 常染色体慢性多発性のう抱腎の国内臨床試験のみで認められた副作用を頻度不明

とした。

5高齢者への投与

般に高齢者では生理機能が低下しており、また、鋭水症状を起こしやすいとされて

いるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(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。また、妊娠する可能

性のある婦人には、適切な避妊を行うよう指導すること。[動物実験(ウサギ)で催

奇形性及び匠胎児死亡が報告されている。 また、動物実験(ウサギ、 ラット)で匠

あるいは胎児移行か報告されている。]

(2)授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。[動物実験(ラット)で乳汁

中への移行が報告されている。]

7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。(使

局経験がない。)

8.週量投与

徴候、症状 多尿、血清ナトリウム濃度の上昇、脱水又は口渇が予想される。

処置 呼服、心電図及び‘血圧をモニタリングし、必要に応じて水分を補給する。水分

の経口摂取で対応できない場合は、電解賃及び体液平衡を注意深くモニターし

ながら、低張渡を静脈内投与する。なお、血液透析は有効でもはないと考えられる。

9.適用上の注意

薬剤交付時 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 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

を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが軍軍告されている。]

10その他の注意

(1)常染色体優性多発性のう胞腎患者を対象と した第E相二重富綬比較試験(国際共同

試験)において、本剤 60-120mgl日又はブラセボを 3年間投与した結果、基

準値上限の2信を超える総ビリルビン上昇、かつ基準値上限の3倍を超える血清

ALT(GPT)上昇叉は血清 AST(GOT)上昇が、本剤投与群の2例に認められた。また、

基準値上限の 2.5倍を超える ALT(GPT)上昇の発現頻度が、ブラセボ群と比較し

て本剤授与群で高かった(本剤投与群 960例中 47例(4.9%)、プラセポ群 483例

中6例(1.2%))。なお、本剤段与群における基準値上限の3倍を超える ALT(GPT)

上昇の多くは、投与開始 3-14ヵ月の閏に認められた。

(2)常染色体優性多発性のう胞腎患者を対象とした第E相二重盲検比較試験(国際共同

試験)において、本剤投与群はプラセホ、群と比較して皮措置の新生物の発現率が高かっ

た[基底細胞癌(本剤投与群 0.8%(8/961例)、ブラセボ群 0.2%(1 1483例))、悪

性黒色鍾(本剤投与群 0.2%(2/961例)、プラセボ群 0%(0/483例)l。本剤との

関連性は全ての症例で否定され、日本人での発現はなかった。

-承認条件

腎容積が既に漕大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優位多発性のう胞

腎の進行抑制

1常染色体優性多発性のう抱腎の治療及び本剤jのリスクについて十分に理解し、投与対

象の選択や肝機能や血清ナトリウム濃度の定期的な検査をはじめとする本剤の適正使

用が可能な医師によってのみ処方され、さらに、医療機関 ・薬局においては調剤前に

当該医師によって処方されたことを確認した上で、調剤がなされるよう、製造販売にあ

たって必要な箔琶を講じること。

2製造販売後、 一定数の症例に係るデタが蓄積されるまでの間は、本剤が投与された

全症例を対象に製造販売後調室を実施することにより、本剤の安全性及び有効性に関

するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な箔置を講じること。また、集積

された結果については定期的に報告すること。

.※包装

サムスカ錠 7.5mg: [PTPl20 ~ (10錠x2)、100錠(10錠X10)

サムスカ錠 15mg : [PTPl20 錠 ( 10 錠 x2) 、 100 錠 ( 10~x 10)

サムスカ錠 30mg : [PTPl10 錠 ( 10~x1 )

サムスカ頼粒 1% : [プラスチックボトルllQg

o本i1IJの詳細については、添付文書をご参照ください。 また、「警告 ・禁忌を含む使用上の注意jの改訂に十分ご留意ください。

製造販売元 資料請求先

. 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社医薬情報センター
O↑suka東京都千代田区神田司町2-9 干108-8242東京都港区港南2-16-4 品川グラン ドセントラルタワー

2017年6月作成

SS1705224 

(9803)BP 


