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ㅽၨ
ୗ┈ࠎࡈΎᰤࡢࡇ࠾ࡧ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᖹ⣲ࡣࠊᘢ♫〇ရࡘࡁࡲࡋ࡚᱁ูࡢࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇࡢᗘࠊᶆグ〇ရࡢࠕຠ⬟ཪࡣຠᯝࠖ
ࠕ⏝ἲཬࡧ⏝㔞ࠖࡘ࠸࡚ࠊ⸆ἲ➨ 14 ᮲ࡢ 4 ࡢつᐃ
ࡼࡿᑂᰝࡀ⤊ࡋࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ⤖ᯝࡀ㏻▱ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⮬ᨵゞࡼࡾᶆグ〇ရࡢῧᩥ᭩ࢆᨵゞ⮴ࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊྜࢃࡏ࡚ࡈෆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᚋࡢࡈ⏝㝿ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊୗグෆᐜࢆࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ
ᨵゞෆᐜࡢ୍㒊ࡣ་⸆ရᏳᑐ⟇ሗ㸦Drug Safety Update㸧209 ྕࡶᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛ࡍ㸦5 ᭶୰᪪
Ⓨ⾜ணᐃ㸧
ࠋ
ㅽⓑ

Ϩ㸬ᑂᰝ⤖ᯝ
ᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ
ࠕຠ⬟ཪࡣຠᯝࠖ
ࠕ⏝ἲཬࡧ⏝㔞ࠖኚ᭦ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 3 ᭶ 26 ᪥ ⸆㣗ᑂᰝⓎ 0326 ➨ 1 ྕ࠙᪂་⸆ရࡢᑂᰝ⤖ᯝ ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㸦ࡑࡢ 4㸧ࡘ࠸࡚ࠚ
㸧
ᢎㄆෆᐜ
ຠ⬟ཪࡣຠᯝ
⏝ἲཬࡧ⏝㔞

ᑂᰝ⤖ᯝ

➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳㸦ALS㸧ࡢ⒪
➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳㸦ALS㸧ࡢໃ㐍ᒎࡢᢚไ

ᢎㄆᣄྰ⏤
ヱᙜࡋ࡞࠸
㏻ᖖࠊᡂேࡣᮏࢆ 1 ᅇ 1 㘄ࠊ1 ᪥ 2 ᅇ㸦ᮅཬࡧኤ㣗๓㸧
ࠊࣜࣝࢰ࣮
ࣝࡋ࡚ 1 ᪥㔞 100mg㸦ᮏ 2 㘄㸧ࢆ⤒ཱྀᢞࡍࡿࠋ
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ϩ㸬ᨵゞෆᐜ
ᨵゞᚋ ୗグ  ⥺㒊㏣グཪࡣᨵゞ 

ᨵゞ๓ ୗグ  ⥺㒊๐㝖 

㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀព
(1) ᮏࢆᢞࡍࡿሙྜࡣᮏࡢ᭷ຠᛶཬࡧᏳᛶ
ࡿ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊᝈ⪅ཪࡣᝈ⪅༑
ศ࡞ྠពࡢ⬟ຊࡀ࡞࠸ሙྜࡣ௦ㅙ⪅ㄝ᫂ࡋࠊᮏ
ᢞ࠶ࡓࡗ࡚ࡢྠពࢆᚓࡿࡇࠋ
1) ᅜෆ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂࠾ࡅࡿᏳᛶࡣ 18 ࣧ
᭶ࡢᮇ㛫࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㹙
ࠕస⏝ࠖ
ࠊ
࠙⮫ᗋᡂ
⦼ࠚࡢ㡯ཧ↷㹛
2) ᅜෆ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂࠾࠸࡚ࠊࣉ࣐ࣛ
࣭࢚ࣜࣥࢻ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠕ୍ᐃࡢໃ㐍ᒎࠖ
ཪࡣࠕṚஸࠖࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࢭ࣎
ᑐࡍࡿᮏࡢ᭷ຠᛶࡣ᳨ドࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊほᐹᮇ㛫 18 ࣧ᭶ࡢ⏝ᡂ⦼ㄪᰝ࠾ࡅࡿ⏕
Ꮡ⋡ࡣࠊᅜෆ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂ྠ⛬ᗘ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
㹙࠙⮫ᗋᡂ⦼ࠚࡢ㡯ཧ↷㹛
(2)㹼(8) ኚ᭦࡞ࡋ

㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀព
(1) ᅜ 48 タ࡛ᐇࡉࢀࡓ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂
㸦⥲
ᢞᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ 100mg/᪥ᢞ⩌ 101 ࠊࣉ
ࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 99 㸧࠾࠸࡚ࠊせホ౯㡯┠࡛
࠶ࡿࠕ୍ᐃࡢໃ㐍ᒎࠖཪࡣࠕṚஸࠖࡲ࡛ࡢᮇ㛫
ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࢭ࣎ᑐࡍࡿᮏࡢ᭷ຠᛶࡣ᳨ド
ࡉࢀ࡞ࡗࡓ㸦ᮏࡢ⮫ᗋヨ㦂ᮇ㛫㸦18 ࣧ᭶㸧
࠾࠸࡚ࠊࣉ࣐࣭࢚ࣛࣜࣥࢻ࣏ࣥࢺࢆࠕṚஸࠖ
ࡋࡓሙྜࡢ⏕Ꮡ⋡ࡣࠊᮏ⩌ 63.3㸣ࠊࣉࣛࢭ࣎
⩌ 70.1㸣㸹ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.216㸧
ࠋ
(2)㹼(8) ┬␎

స⏝
స⏝
ᮏࢆᢞࡋࡓ⥲ᩘ㸦ᮏ㑥ཬࡧᾏእࡢ➨Ϫ┦ヨ
ᮏࢆᢞࡋࡓ⥲ᩘ㸦ᮏ㑥ཬࡧᾏእࡢ➨Ϫ┦ヨ
㦂㸧815 ୰స⏝ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࡢࡣ 669 ࡛࠶ࡗ
㦂㸧815 ୰స⏝ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࡢࡣ 669 ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ࡞స⏝ࡣࠊ↓ຊឤ 16.1㸣㸦131/815㸧
ࠊᝏᚰ
ࠊᝏᚰ
ࡓࠋ࡞స⏝ࡣࠊ↓ຊឤ 131 㸦16.1㸣㸧
15.7㸣㸦128/815㸧
ࠊࡵࡲ࠸ 9.6㸣㸦78/815㸧
ࠊ౽⛎ 8.8㸣
128 㸦15.7㸣㸧
ࠊࡵࡲ࠸ 78 㸦9.6㸣㸧
ࠊ౽⛎ 72 
㸦8.8㸣㸧
ࠊ⭡③ 48 㸦5.9㸣㸧
ࠊୗ⑩ 45 㸦5.5㸣㸧
ࠊ
㸦72/815㸧
ࠊ⭡③ 5.9㸣㸦48/815㸧
ࠊୗ⑩ 5.5㸣㸦45/815㸧
ࠊ
㣗ḧ 41 㸦5.0㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᮏ㑥࡛ࡢヨ
㣗ḧ 5.0㸣㸦41/815㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᮏ㑥࡛ࡢ
ヨ㦂࠾ࡅࡿ⮫ᗋ᳨ᰝ್ࡢ␗ᖖኚືࡣ ALT㸦GPT㸧
㦂࠾ࡅࡿ⮫ᗋ᳨ᰝ್ࡢ␗ᖖኚືࡣࠊ⮫ᗋ᳨ᰝ್ࢆ
ୖ᪼ 29.6㸣㸦29/98㸧ࠊAST㸦GOT㸧ୖ᪼ 24.5㸣
ᐃࡋࡓ⥲ 98 ୰ࠊ࡞ࡶࡢࡣ ALT㸦GPT㸧
㸦24/98㸧
ࠊȚ-GTP ୖ᪼ 15.3㸣㸦15/98㸧
ࠊ㉥⾑⌫ῶᑡ
ୖ᪼ 29 㸦29.6㸣㸧ࠊAST㸦GOT㸧ୖ᪼ 24 
15.3㸣㸦15/98㸧
ࠊ࣊ࣔࢢࣟࣅࣥῶᑡ 14.3㸣㸦14/98㸧
ࠊ
㸦24.5㸣㸧
ࠊȚ-GTP ୖ᪼ 15 㸦15.3㸣㸧
ࠊ㉥⾑⌫ῶᑡ
࣐࣊ࢺࢡࣜࢵࢺ್ῶᑡ 11.2㸣㸦11/98㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠊ࣊ࣔࢢࣟࣅࣥῶᑡ 14 㸦14.3㸣㸧
ࠊ
15 㸦15.3㸣㸧
࣐࣊ࢺࢡࣜࢵࢺ್ῶᑡ 11 㸦11.2㸣㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ 㸦ᢎㄆ㸧
㸦ᢎㄆ㸧
⏝ᡂ⦼ㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊᏳᛶゎᯒᑐ㇟ 1,997
୰ࠊ567 㸦28.4㸣㸧స⏝㸦⮫ᗋ᳨ᰝ್␗ᖖ
ࢆྵࡴ㸧ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ࡞స⏝ࡣ ALT㸦GPT㸧ୖ
᪼ 138 㸦6.9㸣㸧
ࠊAST㸦GOT㸧ୖ᪼ 132 㸦6.6㸣㸧
ࠊ
ᝏᚰࠊȚ-GTP ୖ᪼ྛ 75 㸦ྛ 3.8㸣㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ18 ࣧ᭶ࢆ㉸࠼࡚ᢞࡋࡓ 485 ࠾࠸࡚ࠊ
స⏝Ⓨ⌧⋡ࡣࠊ20.2㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦ᑂᰝ⤊㸧
≉ูㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊᏳᛶゎᯒᑐ㇟ 826 ୰ࠊ
232 㸦28.1㸣㸧స⏝㸦⮫ᗋ᳨ᰝ್␗ᖖࢆྵࡴ㸧
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ࡞స⏝ࡣ ALT㸦GPT㸧ୖ᪼
89 㸦10.8㸣㸧
ࠊAST㸦GOT㸧ୖ᪼ 79 㸦9.6㸣㸧
ࠊ
Ț-GTP ୖ᪼ 36 㸦4.4㸣㸧
ࠊᝏᚰ 35 㸦4.2㸣㸧➼
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ18 ࣧ᭶ࢆ㉸࠼࡚ᢞࡋࡓ 233 
࠾࠸࡚ࠊస⏝Ⓨ⌧⋡ࡣࠊ26.6㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦
ᑂᰝ⤊㸧
ࠕ㔜࡞స⏝ࠖཬࡧࠕࡑࡢࡢస⏝ࠖࡢⓎ⌧㢖
ᗘࡣᢎㄆࡲ࡛ࡢᅜෆ⮫ᗋヨ㦂ࠊ⏝ᡂ⦼ㄪᰝཬࡧ
≉ูㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆྜࢃࡏ࡚⟬ฟࡋࡓࠋ
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 㔜࡞స⏝
 ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ᵝ≧͐ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮
ᵝ≧㸦㢖ᗘ᫂ͤ㸧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࠊほᐹࢆ༑ศ⾜࠸ࠊ⾑⟶ᾋ⭘ࠊ྾ᅔ㞴ࠊ
ႍ㬆ࠊⓎờ➼ࡢ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣᢞ
ࢆ୰Ṇࡋࠊ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ዲ୰⌫ῶᑡ͐㔜⠜࡞ዲ୰⌫ῶᑡ㸦㸣ᮍ‶㸧ࡢ
ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊⓎ⇕ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ┤
ࡕⓑ⾑⌫ᩘࢆ ᐃࡋࠊዲ୰⌫ῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓሙྜࡣᢞࢆ୰Ṇࡍࡿࡇࠋ
 㛫㉁ᛶ⫵⅖͐㛫㉁ᛶ⫵⅖㸦㸣㸧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿ
ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊⓎ⇕ࠊတႿࠊ྾ⱞ➼ࡢ྾
ჾ≧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ⬚㒊 X
⥺➼ࡢ᳨ᰝࢆᐇࡋ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ⫢ᶵ⬟㞀ᐖࠊ㯤⑇㸦㸣㸧͐AST㸦GOT㸧
ࠊALT
㸦GPT㸧
ࠊȚ-GTPࠊAl-P ࡢⴭࡋ࠸ୖ᪼➼ࢆక࠺⫢
ᶵ⬟㞀ᐖࠊ㯤⑇ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ほᐹࢆ༑ศ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ
ᢞࢆ୰Ṇࡍࡿ࡞㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

 㔜࡞స⏝
 ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ᵝ≧͐ࢼࣇࣛ࢟ࢩ࣮ᵝ
≧㸦㢖ᗘ᫂㸧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ほᐹࢆ༑ศ⾜࠸ࠊ⾑⟶ᾋ⭘ࠊ྾ᅔ㞴ࠊႍ㬆ࠊ
Ⓨờ➼ࡢ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣᢞࢆ୰Ṇ
ࡋࠊ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ዲ୰⌫ῶᑡ͐㔜⠜࡞ዲ୰⌫ῶᑡ㸦㢖ᗘ᫂㸧ࡢ
ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊⓎ⇕ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣ┤
ࡕⓑ⾑⌫ᩘࢆ ᐃࡋࠊዲ୰⌫ῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓሙྜࡣᢞࢆ୰Ṇࡍࡿࡇࠋ
 㛫㉁ᛶ⫵⅖͐㛫㉁ᛶ⫵⅖㸦㸣㸧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿ
ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊⓎ⇕ࠊတႿࠊ྾ⱞ➼ࡢ྾
ჾ≧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ⬚㒊 X
⥺➼ࡢ᳨ᰝࢆᐇࡋ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
 ⫢ᶵ⬟㞀ᐖࠊ㯤⑇㸦㢖ᗘ᫂㸧͐AST㸦GOT㸧
ࠊ
ALT㸦GPT㸧
ࠊȚ-GTPࠊAl-P ࡢⴭࡋ࠸ୖ᪼➼ࢆక
࠺⫢ᶵ⬟㞀ᐖࠊ㯤⑇ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࠊほᐹࢆ༑ศ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
ࡣᢞࢆ୰Ṇࡍࡿ࡞㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ

 ࡑࡢࡢస⏝

 ࡑࡢࡢస⏝

5㸣௨ୖཪࡣ
㢖ᗘ᫂ͤ


⫢⮚ὀ 

1㹼5㸣ᮍ‶

0.1㸣
ᮍ‶

0.1㹼1㸣ᮍ‶

ᝏᚰ࣭ྤࠊ㣗  ぬ 㞀 ᐖ ࠊ ⮅
ḧࠊ౽⛎ࠊ ⅖ ὀ3㸧ࠊ࣑࣮ࣛ
ࢮୖ᪼
ୗ⑩ࠊ⭡③
ࡵࡲ࠸

⢭⚄⚄
⤒⣔ὀ 

ཱྀෆ࣭⯉ࡢࡋࡧ Ᏻ
ࢀឤࠊഴ╀ࠊ
╀ࠊ࠺ࡘࠊཱྀ
࿘ᅖឤぬ␗ᖖࠊ
➽⥭ᙇஹ㐍



⭈⮚



⓶



Ⓨ⑈

ᚠ⎔ჾ





➽࣭
㦵᱁⣔

㛵⠇⅖ͤ



➽②ᨥࠊ⫼㒊③

ࡑࡢ

య㔜ῶᑡͤ

↓ຊឤ

㢌③ࠊ࠱ᛰឤࠊ ⑊③ࠊ
㢌㔜
Ⓨ⇕ࠊᾋ⭘

㉥⾑⌫ῶᑡࠊ࣊ 
ࣔࢢࣟࣅࣥῶ
ᑡࠊ࣐࣊ࢺࢡࣜ
ࢵࢺ್ῶᑡ

ᾘჾὀ 

⮅⅖ὀ㸱㸧㸦⾑Ύ ᝏᚰ࣭ྤࠊ㣗ḧ
࣑ ࣛ ࣮ ࢮ ್ ୖ ࠊୗ⑩ࠊ⭡③ࠊ
᪼㸧
ࠊぬ㞀ᐖ
౽⛎

⢭⚄⚄
⤒⣔ὀ  

ཱྀෆ࣭⯉ࡢࡋࡧࢀ ࡵࡲ࠸ࠊ➽⥭ᙇ
ឤ
ஹ㐍

⾑ᾮ

⾑ᾮ

0.1㹼5㸣ᮍ‶

AST㸦GOT㸧
࣭ALT
㸦 GPT 㸧࣭ Ȗ-GTP ࣭
Al-Pཪࡣ⥲ࣅࣜࣝ
ࣅࣥୖ᪼ࢆక࠺⫢
ᶵ⬟␗ᖖ

AST㸦GOT㸧ୖ Ț -GTP ୖ ᪼ ࠊ
᪼ࠊALT㸦GPT㸧 Al-Pୖ᪼ࠊ⥲ࣅ
ୖ᪼
ࣜࣝࣅࣥୖ᪼

ᾘჾὀ 

5㸣௨ୖ

㢖ᗘ᫂
⫢⮚ὀ  

ഴ╀ࠊཱྀ࿘ᅖឤぬ
␗ᖖࠊ╀ࠊ
࠺ࡘࠊᏳ➼

㉥⾑⌫ῶᑡࠊ࣊ࣔ
ࢢࣟࣅࣥῶᑡࠊ࣊
࣐ࢺࢡࣜࢵࢺ್
ῶᑡ



⭈⮚



BUNୖ᪼ࠊᒀ⺮ 
ⓑୖ᪼

BUNୖ᪼ࠊᒀ⺮ⓑ 
ୖ᪼

⓶





Ⓨ⑈ࠊ⒍➼

⒍

ᚠ⎔ჾ





㢖⬦

➽࣭
㦵᱁⣔





⫼㒊③ࠊ➽②ᨥࠊ
㛵⠇⅖➼

ࡑࡢ

࠱ᛰឤ

㢌③ࠊ↓ຊឤ

⑊③ࠊ㢌㔜ࠊయ㔜
ῶᑡࠊᾋ⭘➼

㢖⬦

ὀ1 ᮏᢞ୰ࡣ⫢ᶵ⬟᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
ࡣఇ⸆ࠊᢞ୰Ṇ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆࡿࡇࠋ
ὀ2 ≧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ὀ3 ⮅⅖ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ✺↛ࡢ⃭ࡋ࠸⭡③
ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣ⮅㓝⣲್ࡢୖ᪼ὀពࡋࠊఇ⸆ࠊᢞ
୰Ṇ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ͤ㸸ᾏእ࡛ㄆࡵࡽࢀࡓస⏝ࡢࡓࡵ㢖ᗘ᫂

ὀ1 ᮏᢞ୰ࡣ⫢ᶵ⬟᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜ
ࡣఇ⸆ࠊᢞ୰Ṇ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆࡿࡇࠋ
ὀ2 ≧ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ὀ3 ⮅⅖ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ✺↛ࡢ⃭ࡋ࠸⭡③
ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓሙྜࡣ⮅㓝⣲್ࡢୖ᪼ὀពࡋࠊఇ⸆ࠊᢞ
୰Ṇ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
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࠙⸆≀ືែࠚ
⾑₢୰⃰ᗘ
(1) ༢ᅇᢞ㸦᪥ᮏேᗣᡂே㸧
ᗣᡂே⏨Ꮚ 8 ྡࣜࣝࢰ࣮ࣝ 50mg ࢆ✵⭡༢
ᅇ⤒ཱྀᢞࡋࡓࡢ᭱㧗⾑₢୰⃰ᗘ㸦Cmax㸧࡞
ࡣୗ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࠙⸆≀ືែࠚ
⾑୰⃰ᗘࡢ᥎⛣
ᗣᡂே⏨Ꮚ 8 ྡࣜࣝࢰ࣮ࣝ 50mg ࢆ✵⭡༢ᅇ
⤒ཱྀᢞࡋࡓࡢ᭱㧗⾑₢୰⃰ᗘ㸦Cmax㸧࡞ࡣୗ
⾲ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᗣᡂே⏨Ꮚ 9 ྡࣜࣝ
ࢰ࣮ࣝ 50mg ࢆ 1 ᪥ 2 ᅇ 13 ᪥㛫ᢞ㸦1 ᪥ཬࡧ
13 ᪥┠ࡣ 1 ᪥ 1 ᅇࠊ3㹼12 ᪥┠ࡣ 1 ᪥ 2 ᅇࠊ2 ᪥┠
ࡣఇ⸆ࠊྜィ 22 ᅇᢞ㸧ࡋࡓࠊ8 ᪥┠௨㝆ᐃᖖ
≧ែ㐩ࡋࡓࠋ

(2) ᢞ㸦᪥ᮏேᗣᡂேཬࡧእᅜேᗣᡂே㸧
᪥ᮏேᗣᡂே⏨Ꮚ 16 ྡཬࡧእᅜேᗣᡂே⏨
Ꮚ 16 ྡࣜࣝࢰ࣮ࣝ 50mg ࢆ 1 ᪥ 2 ᅇ 8 ᪥㛫
⤒ཱྀᢞ㸦8 ᪥┠ࡣ 1 ᪥ 1 ᅇᢞ㸧ࡋࡓࠊ⾑₢
୰ࣜࣝࢰ࣮ࣝࢺࣛࣇ⃰ᗘࡣ᪥ᮏேཬࡧእᅜே
ࡶᢞᚋ 2 ᪥௨㝆ࡣࡰᖹᆠ᥎⛣ࡋࡓࠋᢞ
8 ᪥┠ࡢ⾑₢୰ࣜࣝࢰ࣮ࣝ⃰ᗘࡣࠊ᪥ᮏேཬࡧእ
ᅜேࡶ 30 ศࡽ 2 㛫࡛᭱㧗⾑₢୰⃰ᗘ
㐩ࡋࡓࠋᢞ 8 ᪥┠ࡢ⾑₢୰ࣜࣝࢰ࣮ࣝ⃰ᗘࡣࠊ
᪥ᮏேእᅜே࡛ࡰྠᵝ᥎⛣ࡋࡓࠋ
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྾࣭ศᕸ࣭௦ㅰ࣭ἥ
ኚ᭦࡞ࡋ

྾࣭ศᕸ࣭௦ㅰ࣭ἥ
┬␎

࠙⮫ᗋᡂ⦼ࠚ
࠙⮫ᗋᡂ⦼ࠚ
ᅜ 48 タ࡛ᐇࡉࢀࡓ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲
1. ᅜෆ⮫ᗋヨ㦂
ᢞᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ
100mg/᪥ᢞ⩌ 101 ࠊࣉ
ᅜ 48 タ࡛ᐇࡉࢀࡓ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲
ࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 99 㸧࠾࠸࡚ࠊせホ౯㡯┠࡛࠶
ᢞᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ 100mg/᪥ᢞ⩌ 101 ࠊࣉ
ࡿࠕ୍ᐃࡢໃ㐍ᒎࠖཪࡣࠕṚஸࠖࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡘ
ࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 99 㸧࠾࠸࡚ࠊࣉ࣐࣭࢚ࣛࣜࣥ
ࢻ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠕ୍ᐃࡢໃ㐍ᒎࠖཪࡣࠕṚஸࠖ ࠸࡚ࠊࣉࣛࢭ࣎ᑐࡍࡿᮏࡢ᭷ຠᛶࡣ᳨ドࡉࢀ࡞
ࡗࡓ㸦ᮏࡢ⮫ᗋヨ㦂ᮇ㛫㸦18 ࣧ᭶㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࢭ࣎ᑐࡍࡿᮏࡢ᭷
ࣉ࣐࣭࢚ࣛࣜࣥࢻ࣏ࣥࢺࢆࠕṚஸࠖࡋࡓሙྜ
ຠᛶࡣ᳨ドࡉࢀ࡞ࡗࡓ㸦ᮏࡢ⮫ᗋヨ㦂ᮇ㛫㸦18
ࡢ⏕Ꮡ⋡ࡣࠊᮏ⩌ 63.3㸣ࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ 70.1㸣㸹ᒙ
ࣧ᭶㸧࠾࠸࡚ࠊࣉ࣐࣭࢚ࣛࣜࣥࢻ࣏ࣥࢺࢆ
ู Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.216㸧
ࠋ
ࠕṚஸࠖࡋࡓሙྜࡢ⏕Ꮡ⋡ࡣࠊᮏ⩌ 63.3㸣ࠊ
ᾏእ࡛ࡣࠊ
ࠕṚஸࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣞࢫࣆ࣮ࣞࢱ╔ࡢ
ࣉࣛࢭ࣎⩌ 70.1㸣㸹ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻
ࡓࡵࡢᤄ⟶ཪࡣẼ⟶ษ㛤ࠖࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸦⏕Ꮡᮇ㛫㸧
0.216㸧
ࠋ
ࢆせホ౯㡯┠ࡋࡓࠊ2 ࡘࡢ pivotal ࡞ヨ㦂ࡀᐇ
2. ᾏእ⮫ᗋヨ㦂
ࡉࢀࡓࠋ
ᾏእ࡛ࡣࠊ
ࠕṚஸࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣞࢫࣆ࣮ࣞࢱ╔ࡢ
2 ࣧᅜ㸦ࣇࣛࣥࢫཬࡧ࣋ࣝࢠ࣮㸧
ࠊ7 タ࡛ᐇࡉࢀ
ࡓࡵࡢᤄ⟶ཪࡣẼ⟶ษ㛤ࠖࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸦⏕Ꮡᮇ㛫㸧
ࡓ➨ϩ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲ᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ
ࢆࣉ࣐࣭࢚ࣛࣜࣥࢻ࣏ࣥࢺࡋࡓࠊ2 ࡘࡢ
100mg/᪥ᢞ⩌ 77 ࠊࣉࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 78 㸧ࡢ⤖
pivotal ࡞ヨ㦂ࡀᐇࡉࢀࡓࠋ
ᯝࠊ⏕Ꮡᮇ㛫ࡢ୰ኸ್ࡣᑐࡋ࡚ᮏ⩌ 502
2 ࣧᅜ㸦ࣇࣛࣥࢫཬࡧ࣋ࣝࢠ࣮㸧
ࠊ7 タ࡛ᐇࡉ
᪥ࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ࡣ 469 ᪥㸦ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ
ࢀࡓ➨ϩ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲ᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ
p㸻0.131㸧
ࠊ⌫Ⓨᆺᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ 476 ᪥ࠊ
100mg/᪥ᢞ⩌ 77 ࠊࣉࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 78 㸧ࡢ
239 ᪥㸦Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.072㸧࡛࠶ࡾࠊ⤫
⤖ᯝࠊ⏕Ꮡᮇ㛫ࡢ୰ኸ್ࡣᑐࡋ࡚ᮏ⩌
ィᏛⓗ࡞᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢᮏᢞ⩌
502 ᪥ࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ࡣ 469 ᪥㸦ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ ࡢ⏕Ꮡᮇ㛫ࡀ㛗ࡗࡓࠋ
୧ഃ p㸻0.131㸧
ࠊ⌫Ⓨᆺᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ
7 ࣧᅜ㸦⡿ᅜࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢝ࢼࢲࠊࢠࣜࢫࠊ࣋ࣝ
ࢠ࣮ࠊࢻࢶࠊࢫ࣌ࣥ㸧
ࠊ31 タ࡛ᐇࡉࢀࡓ➨
476 ᪥ࠊ239 ᪥㸦Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.072㸧࡛
Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲ᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ 50mg/᪥
࠶ࡾࠊ⤫ィᏛⓗ࡞᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢᮏ
ᢞ⩌ 237 ࠊ100mg/᪥ᢞ⩌ 236 ࠊ200mg/᪥ᢞ
ᢞ⩌ࡢ⏕Ꮡᮇ㛫ࡀ㛗ࡗࡓࠋ
⩌ 244 ࠊࣉࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 242 㸧ࡢ⤖ᯝࠊ18
7 ࣧᅜ㸦⡿ᅜࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢝ࢼࢲࠊࢠࣜࢫࠊ࣋
ࣧ᭶ᚋࡶࡋࡃࡣヨ㦂ᡴࡕษࡾ᪥࠾ࡅࡿ⏕Ꮡ⋡ࡣ
ࣝࢠ࣮ࠊࢻࢶࠊࢫ࣌ࣥ㸧
ࠊ31 タ࡛ᐇࡉࢀ
ᮏ 50mg ⩌ 55.3㸣ࠊ100mg ⩌ 56.8㸣ࠊ200mg ⩌
ࡓ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂㸦⥲ᩘ㸸ࣜࣝࢰ࣮ࣝ
57.8㸣ࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ 50.4㸣࡛࠶ࡾࠊ⤫ィᏛⓗ࡞᭷ព
50mg/᪥ᢞ⩌ 237 ࠊ100mg/᪥ᢞ⩌ 236 ࠊ
ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢᮏ 100mg ⩌ࡣࣉࣛࢭ࣎
200mg/᪥ᢞ⩌ 244 ࠊࣉࣛࢭ࣎ᢞ⩌ 242 㸧
⩌ࡼࡾࡶ⏕Ꮡ⋡ࡀ㧗ࡗࡓ㸦ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ୧
ࡢ⤖ᯝࠊ18 ࣧ᭶ᚋࡶࡋࡃࡣヨ㦂ᡴࡕษࡾ᪥࠾ࡅ
ഃ p㸻0.076㸧
ࠋࡲࡓࠊᮏࡢᢞ㔞⩌ࢆྜࢃࡏࡓ
ࡿ⏕Ꮡ⋡ࡣᮏ 50mg ⩌ 55.3㸣ࠊ100mg ⩌ 56.8㸣ࠊ
⏕Ꮡ⋡ࡣ 56.6㸣࡛࠶ࡾࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ࡢ㛫᭷ព࡞
200mg ⩌ 57.8㸣ࠊࣉࣛࢭ࣎⩌ 50.4㸣࡛࠶ࡾࠊ⤫ィ
ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
㸦ᒙู Logrank ᳨ᐃࠊ
୧ഃ p㸻0.048㸧
ࠋ
Ꮫⓗ࡞᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢᮏ 100mg ⩌
ὀ ᮏࡢ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳ᑐࡋᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝ἲ࣭
ࡣࣉࣛࢭ࣎⩌ࡼࡾࡶ⏕Ꮡ⋡ࡀ㧗ࡗࡓ㸦ᒙู
⏝㔞ࡣ 100mg/᪥ࠊ1 ᪥ 2 ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
Logrank ᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.076㸧
ࠋࡲࡓࠊᮏࡢᢞ
㔞⩌ࢆྜࢃࡏࡓ⏕Ꮡ⋡ࡣ 56.6㸣࡛࠶ࡾࠊࣉࣛࢭ
࣎⩌ࡢ㛫᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
㸦ᒙู Logrank
᳨ᐃࠊ୧ഃ p㸻0.048㸧
ࠋ
ὀ 1 ᮏࡢ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳ᑐࡋᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝ἲ࣭
⏝㔞ࡣ100mg/᪥ࠊ1 ᪥ 2 ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
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⏝ᡂ⦼ㄪᰝཬࡧ≉ูㄪᰝ
(1)⏝ᡂ⦼ㄪᰝ
ほᐹᮇ㛫 18 ࣧ᭶ࡢ⏝ᡂ⦼ㄪᰝ㸦᭷ຠᛶゎᯒᑐ㇟
 1,513 㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࠕṚஸࠖཪࡣࠕẼ⟶ษ㛤
ࢆక࠺ࣞࢫࣆ࣮ࣞࢱ╔ࠖࢆ࣋ࣥࢺᐃ⩏ࡋࡓ
ሙྜࡢ࣋ࣥࢺ㠀Ⓨ⏕⋡ࡣ 54.6㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ
ࠕṚஸࠖࢆ࣋ࣥࢺᐃ⩏ࡋࡓሙྜࡢ࣋ࣥࢺ
㠀Ⓨ⏕⋡ࡣ 63.2㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
(2)≉ูㄪᰝ
ᾏእ➨Ϫ┦㔜┣᳨ヨ㦂ࡢ⿕㦂⪅ྠᵝࡢᝈ⪅ὀ 2)
ࢆᑐ㇟ࡋࡓほᐹᮇ㛫 18 ࣧ᭶ࡢ≉ูㄪᰝ㸦᭷ຠᛶ
ゎᯒᑐ㇟ 781 㸧࠾࠸࡚ࠊ
ࠕṚஸࠖཪࡣࠕẼ
⟶ษ㛤ࢆక࠺ࣞࢫࣆ࣮ࣞࢱ╔ࠖࢆ࣋ࣥࢺᐃ
⩏ࡋࡓሙྜࡢ࣋ࣥࢺ㠀Ⓨ⏕⋡ࡣ 64.9㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕṚஸࠖࢆ࣋ࣥࢺᐃ⩏ࡋࡓሙྜࡢ
࣋ࣥࢺ㠀Ⓨ⏕⋡ࡣ 73.6㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
ὀ 2㸧ୗグࠊձ㹼յࢆ‶ࡓࡍᝈ⪅
ձ18 ṓ௨ୖ 75 ṓ௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ
ղWorld Federation of Neurology ࡢᇶ‽㸦ࡢཎᅉ
ࡼࡗ࡚㐍⾜ᛶⴎ⦰࡞ࡗࡓሙྜࡣ㝖ࡃ㸧
࡛ࠊ
͆definite͇ཪࡣ͆probable͇࡛࠶ࡿࡇ
ճ⨯ᮇ㛫ࡀ 5 ᖺᮍ‶࡛࠶ࡿࡇ
մㄪᰝ㛤ጞⅬࡼࡾ 2 ࣧ᭶௨ෆࡢດຊᛶ⫵ά
㔞ࡀ⌮ㄽṇᖖ್ࡢ 60㸣௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ
յẼ⟶ษ㛤ᮍᐇ࡛࠶ࡿࡇ
࠙ᢎㄆ᮲௳ࠚ
㡯┠๐㝖

࠙ᢎㄆ᮲௳ࠚ
1. ᑂᰝᮇ㛫୰ࡣࠊᕷ㈍ᚋㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊⓏ
㘓ࡋ࡚ẖᖺ㞟ィ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࠊᢎㄆ㡯ࡢぢ┤
ࡋ➼ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊḢ⡿࡛᭷ຠᛶࡀ♧၀ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ Class I ࡢᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚≉ูㄪᰝࢆ⾜
࠸ࠊ᭷ຠᛶཬࡧᏳᛶ㛵ࡍࡿᡂ⦼ࢆ㞟✚ࡋࠊẖ
ᖺ㞟ィ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᚲせᛂࡌ
࡚ᕷ㈍ᚋ⮫ᗋヨ㦂ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
2. ᮏ㑥࡛ᐇࡉࢀࡓ➨Ϫ┦⮫ᗋヨ㦂࠾࠸࡚ࠊᮏ⸆
ࡢ᭷ຠᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࠊཬࡧᏳᛶࡣ
18 ࣨ᭶ࡢᮇ㛫࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ➼ࢆ
ῧᩥ᭩➼グ㍕ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊᮏ⸆ࢆᢞࡍ
ࡿሙྜࡣᮏ⸆ࡢ᭷ຠᛶཬࡧᏳᛶࡿࡇࢀ
ࡽࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊᝈ⪅ⱝࡋࡃࡣᝈ⪅༑ศ࡞ྠ
ពࡢ⬟ຊࡀ࡞࠸ሙྜࡣ௦ㅙ⪅༑ศㄝ᫂ࡋࠊᮏ⸆
ᢞ࠶ࡓࡗ࡚ࡢྠពࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࠋࡉࡽࠊ
ᮏ⸆ࡢ⣡ධ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᝈ⪅㑅ᢥࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ
ࡇࠊཬࡧྠពࡀྲྀᚓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ➼ࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇࠋ
3. ᾏእ࠾ࡅࡿ㦂ሗࡸᾏእཬࡧᮏ㑥࠾ࡅࡿ
ᮏ⸆ࡢ᭷ຠᛶཬࡧᏳᛶ㛵ࡍࡿሗࢆ㏿ࡸ
་⒪⌧ሙᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
4. ᪥ᮏேⓑேࡢ㛫ࡢᮏ⸆ࡢ⸆≀ືែࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᕷ㈍ᚋ⮫ᗋヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ
ࡇࠋ
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Ϫ㸬ᨵゞ⌮⏤
ᢎㄆ᮲௳㸯㹼㸲ࡢ๐㝖
ࠕᢎㄆ᮲௳ࠖࡢ㡯㸦⮬ᨵゞ㸧
ᑂᰝ⤖ᯝබ♧ྜࢃࡏࠊ࡚ࡢᢎㄆ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊ๐㝖⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᮏࢆᢞࡍࡿሙྜࡢྠពྲྀᚓ㛵ࡍࡿ㏣グ
㸧
ࠕ㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀពࠖࡢ㡯㸦⮬ᨵゞ㸧
ᮏࢆᢞࡍࡿሙྜࡢᝈ⪅ཪࡣ௦ㅙ⪅ࡢྠពྲྀᚓ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᢎㄆ᮲௳๐㝖ᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵࠊ
ࠕ㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀពࠖࡢ㡯㏣グ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
㸧
ࠕ㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀពࠖ
ࠊ
ࠕ⮫ᗋᡂ⦼ࠖࡢ㡯㸦⮬ᨵゞ㸧
ྠពྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜෆ➨Ϫ┦ヨ㦂⤖ᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑂᰝᮇ㛫୰ᐇࡋࡓㄪᰝ➼ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖
ᯝࡢᥦ౪ࡶ㔜せ࡞ࡓࡵࠊ⮫ᗋヨ㦂ࡢグ㍕ࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ
ࠕ㔜せ࡞ᇶᮏⓗὀពࠖ
ࠊ
ࠕ⮫ᗋᡂ⦼ࠖࡢ㡯ᕷ
㈍ᚋㄪᰝ⤖ᯝࢆ㏣グ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ᑂᰝᮇ㛫୰ᐇࡋࡓㄪᰝ➼ࡽᚓࡽࢀࡓᡂ⦼ࡢᫎ
ࠕస⏝ࠖ
ࠊ
ࠕ⸆≀ືែࠖࡢ㡯㸦⮬ᨵゞ㸧
ᑂᰝᮇ㛫୰ᐇࡋࡓㄪᰝ➼ࡽᚓࡽࢀࡓᡂ⦼ࢆᫎࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᨵゞ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕەస⏝ࠖᴫせࡢ㡯㸸స⏝Ⓨ⏕≧ἣࡢグ㍕ࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ⏝ᡂ⦼ㄪᰝཬࡧ≉ูㄪᰝࡢ⤖ᯝ
ࢆ㏣グ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕە㔜࡞స⏝ࠖ
ࠊ
ࠕࡑࡢࡢస⏝ࠖࡢ㡯㸸ᢎㄆࡲ࡛ࡢᅜෆ⮫ᗋヨ㦂ࠊ⏝ᡂ⦼ㄪᰝཬࡧ≉ูㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊస⏝Ⓨ⌧㢖ᗘࢆᨵゞ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ື≀⸆ࠕەែࠖࡢ㡯㸸⾑₢୰⃰ᗘࡢグ㍕ࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᢎㄆ᮲௳ 4. ᚑ࠸ᐇࡋࡓ᪥ᮏேⓑே
ࡢ㛫ࡢᮏࡢ⸆≀ືែࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࡢᕷ㈍ᚋ⮫ᗋヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ㏣グ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕⓎ⇕ࠖࡢ㏣グ
ࠕస⏝㸦ࡑࡢࡢస⏝㸧
ࠖࡢ㡯㸦⮬ᨵゞ㸧
ᕷ㈍ᚋᮏࡢᅉᯝ㛵ಀࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠕⓎ⇕ࠖࡢሗ࿌ࡀ㞟✚ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ㏣グ⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᨵゞῧᩥ᭩ᅾ୰〇ရࡢ〇㐀␒ྕࠊฟⲴᮇࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㏣ࡗ࡚ࡈෆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ఱ༞ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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リルテック錠５
０ 改訂後の【使用上の注意】全文
上、約２％に正常値上限の５倍以上の上昇がみられ

【 禁忌（次の患者には投与しないこと） 】

た。【禁忌】
、「１．
慎重投与」及び「４．
副作用」の項参

１．
重篤な肝機能障害のある患者［
「１．
慎重投与」
、「２．

照］

重要な基本的注意」及び「４．
副作用」の項参照］

#好中球減少があらわれることがあるので、発熱を有

２．
本剤又は本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある

し、感染症が疑われる患者には慎重に投与し、本剤

患者

の投与により好中球数が減少した患者には投与を中

３．
妊婦又は妊娠している可能性のある患者
［
「６．
妊婦、

止すること。［
「１．
慎重投与」及び「４．
副作用」の項

産婦、授乳婦等への投与」の項参照］

参照］
$赤血球数の減少がみられることがあるので、本剤投

【 効能又は効果 】

与前及び投与中は赤血球数を測定することが望まし

筋萎縮性側索硬化症（ALS）
の治療

い。
%増量しても効果の増強は期待できず、また副作用の

筋萎縮性側索硬化症（ALS）
の病勢進展の抑制

頻度及び程度が増大するおそれがあるので、定めら

【 用法及び用量 】

れた用量を守ること。

通常、成人には本剤を１回１錠、１日２回（朝及び夕食

&本剤の投与中に、めまい又は眠気が起こることがあ

前）
、リルゾールとして１日量１
０
０mg（本剤２錠）を経口投

るので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険

与する。

を伴う機械の操作には従事させないように注意する
こと。
'努力性肺活量が理論正常値の６０％未満に低下してい

【 使用上の注意 】
１．
慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

る患者では効果が期待できないので、投与を行わな

!肝機能異常の既往歴のある患者又は肝機能障害のあ

いこと。
(米国神経学会の勧告では、下記の１）
〜４）
を満たす患

る患者［本剤は主として肝で代謝され、肝機能を悪化
させるおそれがある。］

者への適用を推奨するとされている。

"発熱を有し、感染症が疑われる患者［好中球減少が

１）
World Federation of Neurology（WFN；世界神経学

あらわれることがある。］

会）の基準（他の原因によって進行性筋萎縮となっ

#腎機能が低下している患者
［安全性が確立していない。
］

た場合は除く）で definite または probable で

２．
重要な基本的注意

あること

!本剤を投与する場合は本剤の有効性及び安全性にか
""""""""""""""""""""""""""""""""

２）
罹病期間が５年未満であること

かる以下の事項について、患者又は患者に十分な同
""""""""""""""""""""""""""""""""

３）
努力性肺活量が理論正常値の６
０％以上であること

意の能力がない場合は代諾者に説明し、本剤投与に

４）
気管切開未実施例であること

""""""""""""""""""""""""""""""""

あたっての同意を得ること。
"""""""""""""""""

３．
相互作用

１）
国内第!相二重盲検試験における安全性は１
８ヵ月
""""""""""""""""""""""""""""""

併用注意（併用に注意すること）

の期間で確認された。［
「４．
副作用」
、【臨床成績】
""""""""""""""""""""""""""""""

リルゾールと他剤との相互作用を評価する臨床試験は

の項参照］

行われていない。

"""""""

２）
国内第!相二重盲検試験において、プライマリ・
""""""""""""""""""""""""""""""

薬剤名等

エンドポイントである「一定の病勢進展」又は「死
""""""""""""""""""""""""""""""

CYP１A２阻害剤
テオフィリン、カ
フェイン、クロミ
プラミン、アミト
リプチリン、イミ
プラミン、ジクロ
フェナク、ニュー
キノロン系薬剤の
エノキサシン水和
物等

亡」までの期間について、プラセボに対する本剤

""""""""""""""""""""""""""""""

の有効性は検証されなかった。また、観察期間１８ヵ

""""""""""""""""""""""""""""""

月の使用成績調査における生存率は、国内第!相

""""""""""""""""""""""""""""""

二重盲検試験と同程度であった。
［
【臨床成績】の

""""""""""""""""""""""""""""""

項参照］

""""""

"本剤は肝疾患の既往歴のない患者でも血清トランス
アミナーゼ等（AST（GOT）
、ALT（GPT）、γ―GTP、

臨床症状・措置方法
慎重に投与

機序・危険因子
ヒト肝ミクロソームを
用いた in vitro 試験に
おいてチトクローム P
―４
５０の 分 子 種 で あ る
CYP１A２はリルゾー
ルの酸化的代謝を伴う
主要な酵素であること
が示唆されており、こ
れらの薬剤は、本剤の
排泄を遅延させる可能
性がある。

ビリルビン等）を上昇させることがあるので、本剤
の投与に際しては、適応患者の選択を適切に行うこ

４．
副作用

と。なお、本剤投与前及び投与中は ALT（GPT）を

本剤を投与した総症例数 （本邦及び海外の第Ⅲ相試験）

含むトランスアミナーゼを定期的に測定することが

８
１
５例中副作用が報告されたのは６
６
９例であった。主な

望ましく、また、ALT（GPT）の上昇がみられた場合

副作用は、無力感１
３
１例（１
６.１％）
、悪心１
２
８例（１
５.７％）
、

には、より頻回に ALT（GPT）を測定し、必要なら

めまい７
８例（９.６％）
、便秘７
２例（８.８％）
、腹痛４
８例（５.９％）
、

ば、投与中止を検討すること。

下 痢４５例（５.５％）
、食 欲 不 振４１例（５.０％）で あ っ た。

"""""""""

"""""""

""""""""

［海外での ALS 患者約８
０
０例を対象とした試験より、

"""""""

"""""""""

"""""""

"""""""""

また本邦での試験における臨床検査値の異常変動は、

ALT（GPT）については約８％に正常値上限の３倍以

臨床検査値を測定した総症例９８例中、主なものは ALT

""""""""""""""""""""""""""""""
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（GPT）
上昇２
９例（２
９.６％）
、AST
（GOT）
上昇２
４例（２
４.５％）
、
!!!!!!!!
!!!!!!!!

５％以上又は
頻度不明※

γ-GTP 上昇１
５例（１
５.３％）
、赤血球減 少１
５例（１
５.３％）
、
!!!!!!!!!
!!!!!!!!!

１〜５％
未満

精神
神経系注２）

めまい

血

液

赤血球減
少、ヘモグ
ロビン減
少、ヘマト
クリット値
減少

腎

臓

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

皮

膚

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

循 環 器

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

筋・骨格系

関節炎※

そ の 他

体重減少※

ヘモグロビン減少１
４例（１
４.３％）
、ヘマトクリット値減
!!!!!!!!!
少１
１例（１
１.２％）等であった。（承認時）
!!!!!!!!!

使用成績調査において、 安全性解析対象症例１,９
９
７例中、

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５
６
７例（２
８.４％）に副作用（臨床検査値異常を含む）が
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
認められ、主な副作用は ALT（GPT）上昇１
３
８例（６.９％）
、

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AST（GOT）上 昇１３
２例（６.６％）
、悪 心、γ-GTP 上 昇 各

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７
５例（各３.８％）等であった。また、１
８ヵ月を超えて投
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
与した４
８
５例において、副作用発現率は、２０.２％であっ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

た。（再審査終了時）

!!!!!!!!!!!!!

特別調査において、安全性解析対象症例８
２
６例中、２
３
２

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

例（２
８.１％）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認め

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

られ、主な副作用は ALT（GPT）上昇８
９例（１
０.８％）
、
AST（GOT）上昇７
９例（９.６％）
、γ-GTP 上昇３
６例（４.４％）
、

悪心３
５例（４.２％）等であった。また、１
８ヵ月を超えて

発疹

承認時までの国内臨床試験、使用成績調査及び特別調

無力感

頭痛、倦怠
感、発熱、
!!!!
浮腫

疼痛、頭重

注１）本剤投与中は肝機能検査を行い、異常が認められた場合には
休薬、投与中止等の適切な処置をとること。
注２）症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。
注３）膵炎があらわれるとの報告があるので、突然の激しい腹痛が
あらわれた場合には膵酵素値の上昇に注意し、休薬、投与中
止等の適切な処置を行うこと。
※：海外で認められた副作用のため頻度不明

査の結果を合わせて算出した。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!重大な副作用

１）
アナフィラキシー様症状…アナフィラキシー様症
※
状（頻度不明!
）
があらわれることがあるの

で、観察を十分に行い、血管浮腫、呼吸困

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

難、喘鳴、発汗等の異常が認められた場合

５．
高齢者への投与

には投与を中止し、 適切な処置を行うこと。
２）
好中球減少…重篤な好中球減少（０
．
１％未満）の報
!!!!!!

一般に高齢者では生理機能（肝機能等）が低下してい

告があるので、発熱が認められた場合には

ることが多いので、副作用の発現に注意すること。副

直ちに白血球数を測定し、好中球減少が認

作用があらわれた場合には休薬、投薬中止等の適切な
処置を行うこと。［
「４．
副作用」の項参照］

められた場合には投与を中止すること。

６．
妊婦、産婦、授乳婦等への投与

３）
間質性肺炎…間質性肺炎（０．
１％）があらわれるこ
とがあるので、発熱、咳嗽、呼吸苦等の呼

!妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、

吸器症状があらわれた場合には、速やかに

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与し

胸部 X 線等の検査を実施し適切な処置を行

ないこと。［ラット妊娠前及び妊娠初期投与試験にお
いて、高用量投与時（１５mg／kg／日）に胎児の骨化遅

うこと。
４）
肝 機 能 障 害、黄 疸（０
．
３％）
…AST（GOT）
、ALT
!!!!

延が、また、ラット及びウサギの器官形成期投与試

（GPT）
、γ―GTP、Al―P の著し い 上 昇 等 を 伴

験において、胎児に軽度の外表及び内臓異常が用量
非依存的に認められたとの報告がある。］

う肝機能障害、黄疸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

"動物実験（ラット）で乳汁中に移行することが報告

れた場合には投与を中止するなど適切な処

されているので、授乳中の婦人には投与することを

置を行うこと。

避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させ

"その他の副作用
５％以上又は
頻度不明※
肝

#痒
頻脈

「重大な副作用」及び「その他の副作用」の発現頻度は
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

不安

筋痙攣、背
部痛

投与した２
３
３例において、副作用発現率は、２
６.６％であっ

た。（再審査終了時）

口内・舌の
しびれ感、
傾眠、不眠
症、うつ、
口周囲感覚
異常、筋緊
張亢進

０．
１％未満

BUN 上 昇、
尿蛋白上昇

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!

０．
１〜１％
未満

臓注１）

消 化 器

注２）

ること。
１〜５％
未満

０．
１〜１％
未満

７．
小児等への投与

０．
１％未満

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する

AST（GOT） γ-GTP上昇、
上昇、ALT Al-P 上 昇、
（GPT）上昇 総ビリルビ
ン上昇
悪 心・嘔
吐、食欲不
振、便秘、
下痢、腹痛

安全性は確立していない。［使用経験がない。
］
８．
過量投与
過量投与時に、急性中毒性脳症による昏迷、昏睡、そ
の他の神経系及び精神系の症状、メトヘモグロビン血

味覚障害、
膵炎注３）、ア
ミラーゼ上
昇

症が発現したとの報告がある。
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
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おこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが

クリット値の減少はリルゾール投与群で多く見られ

報告されている。
］

た。また動物実験（イヌ）においても溶血性貧血が
報告されている。

１
０．
その他の注意
!本邦の臨床試験において、術後大腸癌に対しカルモ

#多くの遺伝毒性試験が行われており、ほとんどの試

フールを併用していた例で死亡例が１例報告されて

験で陰性の結果が得られている。ただし、マウスリ

いる。

ンパ腫細胞を用いた一部の試験で陽性の結果が得ら

"海外の臨床試験において、ヘモグロビン及びヘマト

れている。
（下線部が今回の改訂箇所です。
）
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