
ニュージーランドデータシート

クレオン®10,000、クレオン®20,000ク
レオン®25,000、クレオン®35,000

1.製品名
クレオン10,000カプセル

クレオン20,000カプセル

クレオン25,000カプセル

クレオン35,000カプセル

2.定性的および定量的構成
各クレオン10,000カプセルには、8,000 Ph.Eur以上に相当する150mgのパンクレリパーゼ（膵臓粉末）を含む茶
⾊がかった腸溶性コーティングペレットが含まれています。単位アミラーゼ、10,000Ph.Eur。ユニットリパーゼ
および600Ph.Eur。単位プロテアーゼ。

各クレオン20,000カプセルには、16,000Ph.Eur以上に相当する300mgのパンクレリパーゼ（膵臓粉末）を含む茶
⾊がかった腸溶性コーティングペレットが含まれています。単位アミラーゼ、20,000Ph.Eur。ユニットリパーゼ
および1,200Ph.Eur。単位プロテアーゼ。

各クレオン25,000カプセルには、18,000Ph.Eur以上に相当する300mgのパンクレリパーゼ（膵臓粉末）を
含む茶⾊がかった腸溶性コーティングペレットが含まれています。単位アミラーゼ、25,000 Ph.Eur. ユニッ
トリパーゼと1,000Ph.Eur。単位プロテアーゼ。

各クレオン35,000カプセルには、25,200 Ph.Eur以上に相当する420mgのパンクレリパーゼ（膵臓粉末）を含む茶
⾊がかった腸溶性コーティングペレットが含まれています。単位アミラーゼ、35,000 Ph.Eur. ユニットリパーゼ
および1,400Ph.Eur。単位プロテアーゼ。

パンクレアチンは、ブタの膵臓組織から⽣成されます。

添加剤の完全なリストについては、セクション6.1を参照してください。

3.剤形
Creon 10,000は、サイズ2のハードゼラチンカプセルで、茶⾊の不透明なキャップと無⾊の透明な本体があり、ミ
ニミクロスフェア（耐胃性ペレット）が充填されています。

Creon 20,000は、サイズ0の細⻑いハードゼラチンカプセルで、茶⾊の不透明なキャップと無⾊の透明な本体が
あり、ミニミクロスフェア（胃に強いペレット）が充填されています。

Creon 25,000は、サイズ0のハードゼラチンカプセルで、スウェーデンのオレンジ⾊の不透明なキャップと無⾊の透明
なボディに、ミニミクロスフェア（耐胃性ペレット）が充填されています。

Creon 35,000は、サイズ00の細⻑いハードゼラチンカプセルで、⾚茶⾊のキャップと無⾊の透明な本体があ
り、ミニミクロスフェア（耐胃性ペレット）が充填されています。

4.臨床の詳細

モジュール1 ボリューム1 1/7ページページ 1

TITLE - PANCREATIN / CREON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-pancreatin-creon-zenpep-online
https://www.medsafe.govt.nz/Profs/Datasheet/c/CreonCreonFortecap.pdf


4.1治療適応
クレオンは、⼩児および成⼈患者の膵外分泌機能不全（PEI）の治療に適応されます。

膵外分泌機能不全は、多くの場合、以下に関連していますが、これらに限定されません。

-
-
-
-
-

嚢胞性線維症
慢性膵炎
膵切除後
胃腸バイパス⼿術後（例：ビルロートII法、胃腸吻合術）、膵臓または総胆管
の管閉塞（例：新⽣物）。

4.2投与量と投与⽅法
⽤量
ポソロジーは個々のニーズを対象としており、病気の重症度と⾷物の組成に依存します。必要なクレ
オンの投与量は、⾷事の脂肪含有量と病気の重症度に応じて調整されます。

嚢胞性線維症2006年の栄養に関するオーストラリアの臨床診療ガイドラインに基づいて、膵臓酵素補
充療法の主な⽬標は、患者の栄養状態と成⻑を改善し、消化不良（脂肪便など）の症状を制御するこ
とです。これは、患者が太りすぎでない限り、脂肪含有量の制限のない⾷事（5歳以上の場合は1⽇あ
たり100 gを超える脂肪）を使⽤した最適な⾷事摂取によって達成されます。

嚢胞性線維症（CF）コンセンサス会議、⽶国CF財団の症例対照研究、および英国の症例対照研究の推
奨に基づいて、膵臓酵素補充療法に関する以下の⼀般的な投与量の推奨を提案することができます。

⼩児および成⼈患者の治療のための体重ベースの推奨投与量
クレリパーゼを使⽤した嚢胞性線維症（CF）

患者の年齢 開始⽤量 滴定に関する考慮事項 最⼤投与量

⼦供
<4年

1,000単位リパーゼ/kg
⾷事あたりの体重

以下に従って⽤量を調整します：

-
-

4,000ユニットリパーゼ/g
⾷事脂肪摂取量病気の重症度-

脂肪便の管理- また
忍耐

≥4年
500ユニットリパーゼ/kg

⾷事あたりの体重 - 良いの維持
栄養状態-

10,000ユニットリパーゼ/kg
1⽇あたりの体重

膵臓の治療にクレオンを使⽤している成⼈患者における推奨⽤量
他の状態に関連する外分泌機能不全（PEI）

開始⽤量 滴定に関する考慮事項 必要に応じて、次のように増やします。

25,000〜40,000お⾷事 臨床反応とコンプライアンス
について患者を評価する

治療。

80,000ユニットのリパーゼ
ユニットリパーゼ

スナック 半分のお⾷事⽤量 半分のお⾷事⽤量

1⽇あたり体重1kgあたりの最⼤⽤量10,000単位リパーゼ

Hなどの胃のpHを上昇させる薬剤2-アンタゴニストおよびプロトンポンプ阻害剤は、投与された膵臓
リパーゼの活性を増加させることが報告されており、膵臓酵素療法に対して適切な反応を達成しない
患者に役⽴つ可能性があります。これは承認された適応症ではありません
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これらのエージェントのために。処⽅者は、公表されたエビデンスに基づいて、それらをこのように使⽤するかどうかを決定
する必要があります。

投与⽅法
⾷事中または⾷事直後に酵素を摂取することをお勧めします。

カプセルは、⾷事や間⾷の最中または後に、つぶしたり噛んだりせずに、⼗分な⽔分を⼊れてそのま
ま飲み込む必要があります。カプセルを飲み込むのが難しい場合（⼩さな⼦供や⾼齢の患者など）、
カプセルを慎重に開け、ミニミクロスフェアをリンゴソース、ヨーグルト、または噛む必要のない
pH5.5未満のフルーツジュースなどの酸性の柔らかい⾷品に加えます。または、ミニミクロスフェア
は、pHが5.5未満のフルーツジュースなどの液体、たとえばリンゴ、オレンジ、パイナップルジュー
スと⼀緒に摂取されます。ミニミクロスフェアと⾷品または液体の混合物はすぐに使⽤する必要があ
り、保管しないでください。

ミニミクロスフェアを粉砕して噛んだり、pHが5.5を超える⾷品や液体と混合したりすると、腸溶性
保護コーティングが破壊される可能性があります。これは、⼝腔内の酵素の早期放出をもたらす可能
性があり、粘膜の有効性の低下と刺激につながる可能性があります。

⼝の中に製品が保持されないように注意する必要があります。

クレオンを投与している間、特に⽔分の喪失が増加している期間中は、常に患者の適切な⽔分補給
を確保することが重要です。不⼗分な⽔分補給は便秘を悪化させる可能性があります。

4.3禁忌
パンクレアチンまたはセクション6.1に記載されている添加剤のいずれかに対する過敏症。

4.4特別な警告と使⽤上の注意
⾼⽤量のパンクレリパーゼ製剤を服⽤している嚢胞性線維症の患者では、回腸盲腸および⼤腸の狭窄
（線維性結腸症）が報告されています。予防措置として、特に患者が10,000単位/ kg /⽇を超えて服⽤
している場合は、線維性結腸症の可能性を排除するために、異常な腹部症状または腹部症状の変化を
医学的に評価する必要があります。

4.5他の薬との相互作⽤および他の形態の相互作⽤
相互作⽤の研究は⾏われていません。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳
妊娠
パンクレリパーゼについては、暴露された妊娠に関する臨床データはありません。
動物実験では、ブタの膵臓酵素の吸収の証拠は⽰されていません。したがって、⽣殖毒性または発⽣
毒性は予想されません。

妊娠中の⼥性に処⽅するときは注意が必要です。

⺟乳育児
動物実験では、授乳中の⼥性が膵臓の酵素に全⾝的に曝露されていないことが⽰唆されているため、
⼦供への影響は予想されていません。膵臓の酵素は⺟乳育児中に使⽤することができます。

妊娠中および授乳中に必要な場合、クレオンは適切な栄養状態を提供するのに⼗分な⽤量で使⽤
する必要があります。
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受胎能⼒
臨床データはありません。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響
クレオーンが機械を運転または操作する能⼒に何らかの影響を与えるという証拠はありません。

4.8望ましくない影響
臨床試験では、900⼈以上の患者がクレオーンにさらされました。最も⼀般的に報告された副作⽤は
胃腸障害であり、主に軽度または中等度の重症度でした。

以下に⽰す頻度で、臨床試験中に以下の副作⽤が観察されました。

臓器系 ごく普通
≥1/10

⼀般
≥1/100〜
<1/10

珍しい
≥1/1000から
<1/100

頻度ではない
既知

胃腸
障害

腹痛* 吐き気、
嘔吐、
便秘、
腹部
膨満、
下痢*

の狭窄
回腸盲腸および
⼤腸
（線維化
コロノパシー）

-

肌と
⽪下
組織障害

発疹 かゆみ、じんましん

- -

免疫系
障害

過敏症
（アナフィラキシー
反応）- - -

*胃腸障害は、主に基礎疾患に関連しています。腹痛および下痢については、プラセボと⽐較して同様
または低い発⽣率が報告されました。

⾼⽤量のパンクレリパーゼ製剤を服⽤している嚢胞性線維症の患者では、回腸盲腸および⼤腸の狭窄
（線維性結腸症）が報告されています。セクション4.4を参照してください。

アレルギー反応は、主に⽪膚に限定されませんが、承認後の使⽤中に観察され、有害反応として特定
されています。これらの反応は不確実なサイズの集団から⾃発的に報告されたため、それらの頻度を
確実に推定することはできません。

特別な⼈⼝
⼩児科
⼩児集団では特定の副作⽤は確認されませんでした。副作⽤の頻度、種類、重症度は、成⼈と⽐
較して嚢胞性線維症の⼦供で類似していた。

疑わしい副作⽤の報告
薬の承認後に疑わしい副作⽤を報告することは重要です。それは薬の利益/リスクバランスの継続的な
監視を可能にします。医療専⾨家は、疑わしい副作⽤を報告するよう求められますhttps://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9過剰摂取
症状
⾮常に⾼⽤量のパンクレリパーゼは、⾼尿酸⾎症および⾼尿酸⾎症に関連していると報告されていま
す。

処理
ほとんどの場合、酵素療法の中⽌や適切な⽔分補給の確保などの⽀援策に対応します。

過剰摂取の管理に関する詳細なアドバイスについては、国⽴毒物情報センター（0800POISONまたは
0800764 766）にお問い合わせください。

5.薬理学的特性

5.1薬⼒学的特性
薬物療法グループ：消化剤、含む。酵素; マルチ酵素（アミラーゼ、リパーゼ、プロテアーゼ）、ATCコー
ド：A09AA02

作⽤機序
クレオンには、ゼラチンカプセル内に腸溶性（耐酸性）ミニミクロスフェアとして処⽅されたブタパ
ンクレリパーゼが含まれています。カプセルは胃の中で急速に溶解し、数百のミニミクロスフェアを
放出します。これは、粥状液との良好な混合、粥状液と⼀緒に胃から排出され、放出後、粥状液内の
酵素の良好な分布を達成するように設計されています。ミニミクロスフェアが⼩腸に到達すると、
コーティングは急速に崩壊し（pH> 5.5）、脂肪分解、デンプン分解、タンパク質分解の活性を持つ酵
素を放出し、脂肪、デンプン、タンパク質の消化を確実にします。膵臓の消化産物は、直接吸収され
るか、腸の酵素によるさらなる加⽔分解の後に吸収されます。

臨床効果と安全性
膵外分泌機能不全の患者におけるクレオーンの有効性を調査する全体で30の研究が実施されました。
これらのうちの10は、嚢胞性線維症、慢性膵炎、または術後の状態の患者で実施されたプラセボ対照
試験でした。

すべてのランダム化プラセボ対照有効性試験において、事前に定義された主な⽬的は、主な有効性パ
ラメーターである脂肪吸収係数（CFA）において、プラセボに対するクレオンの優位性を⽰すことで
した。脂肪吸収係数は、脂肪の摂取量と糞便中の脂肪の排泄を考慮して、体内に吸収される脂肪の割
合を決定します。プラセボ対照PEI研究では、平均CFA（％）は、プラセボ（62.6％）と⽐較してクレ
オーン治療（83.0％）の⽅が⾼かった。クレオンによる治療は、基礎疾患とは無関係に、便の硬さ、
腹痛、⿎腸および便の頻度を含む膵外分泌機能不全の症状を著しく改善します。

クレオンによる治療は、基礎疾患とは無関係に、便の硬さ、腹痛、⿎腸および便の頻度を含む膵外分
泌機能不全の症状を著しく改善します。

⼩児⼈⼝
嚢胞性線維症（CF）では、クレオンの有効性は、新⽣児から⻘年までの年齢範囲をカバーする288⼈
の⼩児患者で実証されました。すべての研究において、治療終了時の平均CFA値は、すべての⼩児年
齢層で同等にクレオンで80％を超えました。

5.2薬物動態特性
吸収
動物実験では、無傷の酵素、したがって古典的な酵素の吸収の証拠は⽰されませんでした

モジュール1 ボリューム1 5/7ページページ 1



薬物動態研究は実施されていません。膵臓酵素サプリメントはしません
それらの効果を発揮するために吸収が必要です。それどころか、それらの完全な治療活性は、胃腸管
の内腔内から発揮されます。さらに、それらはタンパク質であり、ペプチドやアミノ酸として吸収さ
れる前に、胃腸管を通過しながらタンパク質分解消化を受けます。

5.3前臨床安全性データ
前臨床データは、関連する急性、亜慢性または慢性毒性を⽰していません。遺伝⼦毒性、発がん
性または⽣殖毒性に関する研究は⾏われていません。

6.医薬品の詳細

6.1添加剤のリスト
クレオンカプセルには以下も含まれています： 

ペレットコア

-マクロゴール4000

ペレットコーティング

-
-
-
-

フタル酸ヒプロメロース
セチルアルコール
クエン酸トリエチル

ジメチコン

ハードゼラチンカプセル

-
-
-
-

ゼラチン
酸化鉄（E 172）⼆酸化チ
タン（E 171）ラウリル硫
酸ナトリウム

ゼラチン原料には⼆酸化硫⻩残留物が含まれている場合があります。

6.2⾮互換性
適⽤できない。

6.3貯蔵寿命
製造⽇から2年。

6.4保管に関する特別な注意事項
涼しく乾燥した状態で25°C以下で保管してください。

お⼦様の⼿の届かない安全な場所に保管してください。

開封後は25℃以上で保管せず、6ヶ⽉以内にご使⽤ください。

湿気から保護するために、容器をしっかりと閉じてください。

6.5コンテナの性質と内容
不正開封防⽌PPツイストオフクロージャーを備えたHDPEボトル。100カプセルのパックサイズ。

すべての強みが市場に出されるわけではありません。
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6.6廃棄に関する特別な注意事項
適⽤できない。

7.薬のスケジュール
クレオン35,000は処⽅薬です。

クレオン25,000は処⽅薬です。

クレオン20,000は⼀般販売薬です。

クレオン10,000は⼀般販売薬です。

8.スポンサーの詳細
ViatrisLtd私書箱11-183エラ
ズリー
オークランド
www.viatris.co.nz
電話0800168169

9.最初の承認⽇
クレオン10,000：1999年9⽉16⽇

クレオン25,000：1991年3⽉22⽇

クレオン20,000および30,000：2020年10⽉15⽇

10.テキストの改訂⽇
2021年8⽉17⽇

セクション 変更の概要
全て Viatrisにリブランドします。

6 グルテンと乳糖を含まない声明の削除、マイナーな編集上の変更。
8 スポンサーの詳細を更新しました。

クレオン®Viatris社の商標です。
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