
フィマサルタンカリウム 時々⾎圧降下剤を使⽤するため、Kanarbを服⽤している患者®フィルムコーティング錠は、機械の運転または操作が予想される場合、これらのリスクについて警告する必要
があります。（三⽔和物として）
Kanarb中に綿密なモニタリングを必要とする患者 ®フィルムコーティング錠の治療
1）⾎管内容量または塩分枯渇：レニン-アンジオテンシン系が活性化されているこれらの患者（例えば、⾼⽤量の利尿薬を投与されている患者）は、最初のカナブ時に症候
性低⾎圧を経験する可能性があります®フィルムコーティング錠の投与またはその投与量の増加。したがって、これらの患者では綿密なモニタリングが必要です。

2）腎機能障害：レニン-アンジオテンシン系を阻害する薬剤に敏感な患者は、腎機能の変化を経験する可能性があります。アンジオテンシン変換酵素阻害薬ま
たはアンジオテンシンII受容体拮抗薬は、乏尿、進⾏性⾼尿⾎症を引き起こし、腎機能がレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の活性に依存している患
者（例、重度のうっ⾎性⼼不全の患者）に急性腎不全または死亡を引き起こすことはめったにありません。 ）。
3）腎⾎管性⾼⾎圧症：⽚側性または両側性腎動脈狭窄症の患者は、レニンアンジオテンシン系に影響を与える薬剤を投与すると、重度の低⾎圧または腎不全
のリスクが⾼くなる可能性があります。
4）⼤動脈弁狭窄症または僧帽弁狭窄症、他の⾎管拡張薬のような閉塞性または肥⼤型⼼筋症の患者には、特別な注意が必要です。
5）原発性アルドステロン症の患者は、⼀般的にレニン-アンジオテンシン系を阻害する薬剤に反応しないため、カナルブ®この集団では、フィルムコーティン
グ錠は推奨されません。
6）サンセットイエローFCFに対するアレルギーまたは過敏症：アレルギーのある患者またはサンセットイエローFCF（フードイエローNo.5）に対する過敏症の患者には注意が必要です。

カナルブ®60mgと120mg
フィルムコーティング錠

使⽤前に添付⽂書を注意深くお読みください。詳細につい
ては、医師にご相談ください。処⽅薬のみ。⼩児の⼿の届
かない場所に保管。

ブランド名または製品名
カナルブ®フィルムコーティング錠60mgおよび120mg

活性物質の名前と強度
フィマサルタン60mgには66.01mgのフィマサルタンが含ま

れています120mgには132.02mgが含まれています

マサルタンカリウム三⽔和物（または60mgとして
マサルタンカリウム三⽔和物（または120mgとして

マサルタンカリウム。
マサルタンカリウム。 特定の集団における管理

•⼩児への使⽤：⼩児患者（18歳以下）の安全性と有効性は確⽴されていません。
•⽼⼈⽤：カナブ®フィルムコーティング錠は、70歳以上の⾼齢患者には投与されていません。65歳以上の⾼齢の健康なボランティアと若くて健康なボランティ
アの薬物動態を⽐較する研究では、KanarbのAUC®⾼齢者グループのフィルムコーティング錠は69％増加しました。しかし、カナルブを投与された226⼈の患
者のうち、合計21⼈の⾼齢患者（65歳以上、9.3％）で有効性と安全性に差は認められませんでした。®⾼齢者と⾮⾼齢者を対象とした第3相臨床試験のフィル
ムコーティング錠。したがって、Kanarbによる投与量の調整はありません®フィルムコーティング錠は⾼齢患者（70歳以下）に必要ですが、⼀部の⾼齢者の感
度が⾼いことを否定することはできません。
•肝機能障害の使⽤：マサルタンの薬物動態を、軽度および中等度の肝機能障害のある患者と健康なボランティアで⽐較しました。軽度の肝機能障
害のある患者では、AUCの20％の減少とCmaxの10％の増加が観察されました。中等度の肝機能障害におけるAUCとCmaxは、それぞれ6.5倍と5倍
に増加しました。カナルブ®フィルムコーティング錠は、中等度から重度の肝機能障害にはお勧めできません。

製品説明
カナルブ®フィルムコーティング錠60mgは⻩⾊です
タブレット60mgには「BR」が刻印されており、中央に分割線があります。
カナルブ®フィルムコーティング錠120mgは、オレンジ⾊のlmコーティングされた六⾓形の錠剤で、前⾯に「FMS12」が刻印されています。カナルブの裏側®フィルムコー
ティング錠120mgには「BR」が刻印されており、中央に分割線があります。

表側に「FMS6」が刻印されたlmコーティングされた六⾓形のタブレット。カナルブの裏側®フィルムコーティング

薬⼒学/薬物動態
フィマサルタンの薬物動態特性 吸収

健康な被験者に20〜480 mgの⽤量でマサルタンを単回経⼝投与した後のピーク⾎漿濃度（Tmax）までの時間は、0.5〜3時間の範囲であり、最終
半減期（t1 / 2）は5〜16時間でした。⾼⾎圧症の患者でも同様の結果が得られました。つまり、Tmaxは0.5〜1.3時間の範囲であり、t1 / 2は20〜
180mgの⽤量でのマサルタン投与後7〜10時間でした。数⼈の被験者が2番⽬のピークを⽰し、濃度-時間曲線下の⾯積で評価された全⾝曝露の合
計は線形でした（つまり、⽤量に依存しません）。蓄積指数は、健康な被験者と患者でそれぞれ1.20 ‒1.26と1.02‒1.08でした。30mgの静脈内注
⼊と⽐較した60mgの経⼝投与後の健康な被験者におけるマサルタンの絶対バイオアベイラビリティは19％であると推定されました。
これらの結果は、経⼝マサルタンが急速に吸収され、20〜480 mgの⽤量で線形の薬物動態プロファイルを⽰し、1⽇1回投与した場合の蓄積が最⼩限であるという概念を裏
付けています。したがって、全⾝被ばくの合計は、各線量について簡単に予測でき、安全で効果的な使⽤についての確実性を⾼めるのに役⽴ちます。

臨床現場でのマサルタン。 分
布とタンパク質結合
ヒト⾎漿中のinvitroタンパク質結合は、0.01〜100μg / mLのマサルタン濃度で95.6〜97.2％の範囲であり、これは⽤量依存的ではありませんでした。これらの結果は、invitroおよびexvivoの
⽅法を使⽤してイヌおよびラットで得られた結果と類似していた。

他の薬との相互作⽤および他の形態の相互作⽤
1）カリウムサプリメントとカリウム保持性利尿薬：⾎清カリウムはカナルブによって増加させることができます®カリウム保持性利尿薬（例、スピロノラクトン）、カリウ
ムサプリメント、カリウムを含む代替塩、および⾎清カリウムを増加させる可能性のある薬剤（例、ヘパリン）と併⽤すると、レニン-アンジオテンシン系に影響を与える
フィルムコーティング錠およびその他の薬剤。
2）カナブの⾎圧降下作⽤®利尿薬を含む他の降圧薬と併⽤すると、フィルムコーティング錠を増やすことができます。以前に⾼⽤量の利尿薬が使
⽤され、容量が枯渇した状態になると、カナルブの開始時に過度の⾎圧低下が発⽣する可能性があります®フィルムコーティング錠の治療。

3）リチウム：リチウムをアンジオテンシン変換酵素阻害薬と併⽤した場合、⾎清リチウムレベルと毒性の可逆的増加が報告されていますが、アン
ジオテンシンII受容体拮抗薬をリチウムと併⽤した場合の反応はほとんど報告されていません。Kanarbとのリチウムの同時投与が®フィルムコー
ティング錠は⼀般的に推奨されていません。必要に応じて、リチウムレベルを綿密に監視する必要があります。
4）⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）：NSAID（アスピリン、COX-2阻害剤など）を併⽤すると、アンジオテンシンII受容体拮抗薬の⾎圧降下作
⽤が低下することがあります。アンジオテンシンII受容体拮抗薬をCOX阻害薬と併⽤すると、腎機能障害のある患者（例、脱⽔症患者や腎機能障害
のある⾼齢患者）で腎機能の低下（急性腎不全を含む）が報告されています。したがって、カナブを同時投与する場合は注意が必要です。®特に⾼
齢患者におけるNSAIDを含むフィルムコーティング錠。この場合、適切な⽔分補給が必要であり、腎機能を注意深く監視する必要があります。

5）ヒドロクロロチアジド：カナルブ間の有意な薬物動態学的薬物相互作⽤はない®フィルムコーティング錠とヒドロクロロチアジドは、同時投与時に発⾒されました。
6）アムロジピン：Kanarb間の有意な薬物動態学的薬物相互作⽤はありません®フィルムコーティング錠とアムロジピンは、同時投与時に発⾒されました。
7）アンジオテンシン受容体遮断薬、ACE阻害薬、またはアリスキレンによるRASの⼆重遮断は、単剤療法と⽐較して、低⾎圧、失神、⾼カリウム⾎症、および腎機能の変化
（急性腎不全を含む）のリスクの増加と関連しています。⼀般に、RAS阻害剤の併⽤は避けてください。アリスキレンをカナブと同時投与しないでください®糖尿病または腎
機能障害（GFR <60mL /分）の患者におけるフィルムコーティング錠。ACE阻害薬をカナブと同時投与する®フィルムコーティング錠は推奨されておらず、KanarbでのACE阻
害薬の使⽤を避けています®糖尿病性腎症の患者におけるフィルムコーティング錠。

代謝
インビトロ研究は、CYP3A4が主にマサルタン代謝に関与することを⽰しました。フィマサルタンは、他のCYP酵素を阻害または誘導することは⽰されていま
せん。親薬物は、ヒト⾎漿中に⾒られるマサルタン部分の85％以上であり、いくつかの代謝物が同定されました。これは、マサルタンの薬理作⽤が主に親薬
物によって駆動されるという概念を裏付けています。健康な男性被験者の⾎漿中のマサルタンの最も豊富な循環代謝物は、デスルホマサルタンおよび

マサルタン-S-オキシド。これらの代謝物は、薬物関連の総曝露量の約14％（それぞれ7％）を占めました。ヒトの糞便では、親または代謝物は分析されていません。ただ
し、マサルタンの全⾝曝露レベルが特定のCYP3A4阻害剤によって弱く増加したことを考えると、マサルタンのinvivo代謝は最⼩限である可能性が最も⾼いです。マサルタン
のこれらの好ましい薬物動態特性は、臨床現場での安全な使⽤を可能にします。
排除
健康な男性被験者および⾼⾎圧患者への経⼝投与後24時間または144時間までに、マサルタン投与量の約3〜5％が尿中に回収されました。した
がって、腎臓がマサルタンの除去に関与する可能性は⾮常に低いです。

カナルブに対する他の薬の効果 ®フィルムコーティング錠
1）ケトコナゾール：カナルブの全⾝曝露®濃度-時間曲線下⾯積（AUC）で測定したフィルムコーティング錠は、ケトコナゾールと同時投与した場
合、約2倍に増加しました。Kanarbの場合は注意が必要です®フィルムコーティング錠はケトコナゾールと同時投与されます。
2）リファンピシンまたは他のOATP1B1トランスポーター阻害剤：Kanarb®フィルムコーティング錠は、OAT1およびOATP1B1の基質です。Kanarbのとき®フィルムコーティ
ング錠は、カナルブのAUCであるリファンピシン（OATP1B1阻害剤）と同時投与されます®フィルムコーティング錠は約4.6倍に増加しました。したがって、カナブの同時投
与®リファンピシンを含むフィルムコーティング錠は推奨されません。他のOATP1B1トランスポーター阻害剤（例、シクロスポリン）と同時投与した場合、Kanarbの全⾝曝
露®フィルムコーティング錠が増える可能性があり、注意が必要です。

⾷品効果
マサルタンの薬物動態に対する⾷物の影響について英国で実施された第I相試験で予備調査が⾏われ、⾷物の影響は認められませんでした。韓国で
正式な⾷物効果研究が⾏われ、⾷物がある場合とない場合のAUC0-∞とCmaxの幾何平均⽐の点推定値は、それぞれ0.6371と0.3481であり、⾷物の
影響を⽰唆しています。
圧⼒は⼗分に確⽴されており、薬物動態に対
する⾷品の影響が⽐較的観察されています。

マサルタンの吸収。しかし、治療上推奨される⽤量である60〜120 mgを超える⾎液の減少におけるマ
サルタンの曝露反応関係を考えると、薬の効果を発揮するのに2〜4週間かかったことを考えると、マサル
タンは⽤量調整を正当化するのに⼗分な⼤きさではないと⾒なされます。⾷物。

特別な集団における薬物動態学的特徴 カナルブの効果 ®他の薬のフィルムコーティング錠
1）ワルファリン：ワルファリンの薬物動態および薬⼒学は、同時投与されたカナルブによって有意に影響を受けなかった®フィルムコーティング錠。
2）アトルバスタチン：アトルバスタチンのAUCとその活性代謝物は、同時投与されたカナルブの影響を受けませんでした®フィルムコーティング錠。アトルバスタチンとそ
の活性代謝物の最⼤⾎漿中濃度（Cmax）は、それぞれ1.9倍と2.5倍に増加しました。
3）ジゴキシン：ジゴキシンの薬物動態およびクレアチニンクリアランスは、同時投与されたカナルブの影響を受けませんでした®フィルムコーティング錠。ジゴキシンのCmaxは30％増加し
ました。Kanarbと同時投与する場合は、ジゴキシンレベルの綿密なモニタリングが必要になる場合があります®フィルムコーティング錠。4）その他の薬物相互作⽤：Kanarb®フィルムコー
ティング錠は、CYP450酵素を阻害または誘導しません。

⾼齢者
⾼齢者（すなわち、65歳以上）の全⾝曝露は、若年成⼈の1.69倍でした。ただし、⾼齢者のレニン-アンジオテンシン系（RAS）活性は⼀般に若年
成⼈よりも低いため、全⾝曝露が増えると⾎圧が⼤幅に低下する可能性は低くなります。この仮定は、他のアンジオテンシン受容体遮断薬でも頻
繁に⾒られます。実際、治療⽤マサルタン臨床試験に登録された⾼齢者の⾎圧低下は、65歳未満の被験者に⾒られたものよりも数値的に⼩さかっ
た。さらに、⾼齢者と若年者の間で安全性プロファイルに違いは⾒られませんでした。これらの結果は、⾼齢者の全⾝曝露の増加は臨床的意義が
少ないという考えをまとめて⽀持しています。
薬物相互作⽤
マサルタンの薬物動態学的薬物相互作⽤の可能性は、ヒドロクロロチアジドやアムロジピンなどの降圧薬と併⽤
できる薬物を使⽤して調査されましたが、
これらの降圧薬だけでは⼗分に反応しない⼈の⾎圧をさらに下げるために、投与量を調整せずにヒドロクロロチアジドおよびアムロジピンと安全
に同時投与する必要があります。
同様に、⾼⾎圧症の患者に頻繁に使⽤されるアトルバスタチン、ジゴキシン、およびワルファリンは、臨床的に有意な薬物動態学的薬物相互作⽤をマサルタン
と⽰さず、投与量を調整することなく安全な併⽤を可能にしました。
CYP3A4阻害剤であるケトコナゾールは、マサルタンの全⾝曝露を2倍に増加させました。これは、弱い薬物相互作⽤と考えられています。この⼤きさの薬物相互作⽤は、併
⽤するための投与量の調整を必要としませんが、患者の綿密なモニタリングが推奨される場合があります。さらに、強⼒なOATP1B1阻害剤であるリファンピシンは、AUCを
使⽤して評価した場合、マサルタンの全⾝曝露を4.6倍増加させました。OATP1B1はマサルタンの肝細胞への輸送に重要な役割を果たすことが知られており、リファンピシ
ンもCYP3A4を誘導するため、リファンピシンとマサルタンの同時投与は推奨されません。
これらの結果に基づいて、⾼⾎圧症の患者では、マサルタンをほとんどの薬剤と安全に同時投与することができます。

妊娠中/授乳中の使⽤
多様な臨床環境におけるマサルタン。マサ
ルタン。したがって、マサルタンは 妊娠

レニン-アンジオテンシン系に直接作⽤する薬は、妊娠中の⼥性に投与すると、胎児および新⽣児の罹患率と死亡を引き起こす可能性があります。
妊娠の第2および第3トリメスター中にレニン-アンギオテンシン系に直接作⽤する薬物の使⽤は、低⾎圧、新⽣児頭蓋⾻形成不全、無尿、可逆的ま
たは不可逆的腎不全、および死亡を含む胎児および新⽣児の損傷に関連しています。⽺⽔過少症も報告されており、おそらく胎児の腎機能の低下
が原因です。この設定での⽺⽔過少症は、胎児の四肢拘縮、頭蓋顔⾯の変形、および形成不全の肺の発達に関連しています。未熟児、⼦宮内胎児
発育遅延、動脈管開存症も報告されていますが、これらの発⽣が薬物への曝露によるものかどうかは明らかではありません。®フィルムコーティン
グ錠はできるだけ早く中⽌する必要があります。これらの副作⽤は、妊娠初期に限定された⼦宮内薬物曝露に起因するものではないようです。胚
と胎児がアンジオテンシンII受容体拮抗薬に最初のトリメスターの間だけさらされている⺟親は、そのように知らされるべきです。それにもかかわ
らず、患者が妊娠した場合、医師は患者にカナルブの使⽤を中⽌するようにアドバイスする必要があります®できるだけ早くフィルムコーティング
錠。アンジオテンシンII受容体拮抗薬への⼦宮内曝露の既往歴のある乳児は、低⾎圧、乏尿、および⾼カリウム⾎症について注意深く観察する必要
があります。

集団薬物動態
正式な⺟集団の薬物動態-薬⼒学的モデリング分析は、英国で実施された2つの第I相試験（健康な被験者）と韓国で実施された初期の第II相試験
（軽度から中等度の⾼⾎圧症の患者）から得られたデータを使⽤して実施されました。さらに、ABPM研究で収集された濃度を使⽤して、封筒裏
のタイプの⺟集団薬物動態分析が実⾏されました。
正式な⺟集団薬物動態薬物動態分析から得られた⺟集団薬物動態パラメーターは、⾮コンパートメント分析アプローチを使⽤して推定されたもの
と同様でした。フィマサルタンの⺟集団の薬物動態パラメータは、⼈種、性別、または⽷球体濾過率（GFR）の影響をあまり受けませんでした。
代わりに、体重、ビリルビン、年齢が有意な共変量でした。最⼤⾎圧低下の50％（すなわち、EC50）をもたらすマサルタン濃度の被験者間変動
（BSV）が⼤きかった（すなわち、130 ‒ 140％）ことを考えると、薬物動態パラメーターのこれらの有意な共変量は、マサルタンによる⾎圧低下
の程度に影響を与えます。
したがって、共変量に基づいてマサルタンの投与量を調整する必要はありません。封筒裏の計算の薬物動態分析でも同様の結果が得られました。つまり、⾝⻑
は有意な共変量として特定されましたが、⾝⻑に基づく投与量の調整は必要ありません。
これらの結果は、⾼⾎圧症の患者を治療するために、個⼈の外因性および内因性の要因に基づくマサルタンの投与量の調整は必要ないという考え
を⽀持しています。むしろ、治療反応（すなわち、⾎圧低下）に基づく投与量の調整は、臨床現場でより実⽤的です。

⺟乳育児
カナルブかどうかは不明です®フィルムコーティング錠は⺟乳に排泄されますが、カナルブ®フィルムコーティング錠は授乳中のラットの乳汁中に排泄されまし
た。したがって、Kanarbを管理することはお勧めしません®授乳中の⺟親へのフィルムコーティング錠。看護を中⽌するか、カナブを中⽌するかを決定する必
要があります®⺟親にとっての薬の重要性を考慮したフィルムコーティング錠。

悪影響/望ましくない影響
カナルブの安全性®フィルムコーティング錠は、カナブを投与された406⼈の患者で評価されました®本態性⾼⾎圧症の合計852⼈の患者のうち、臨床試験に登録
され、安全性分析（すなわち、安全性データベース）の対象となる、60〜120mgの⽤量範囲で4〜12週間のフィルムコーティング錠。Kanarbを受けた85⼈の
患者がいました®6ヶ⽉以上のフィルムコーティング錠。ほとんどの有害事象は軽度から中等度の⼀時的なものであり、発⽣率は投与量とは関係ありませんでし
た。最も頻繁に報告された有害事象は、頭痛とめまいでした。有害反応は以下に要約されています（すなわち、明らかに関連している、おそらく関連してい
る、またはおそらくKanarbに関連していると考えられる有害事象®Kanarbの臨床試験で報告されたフィルムコーティング錠）®フィルムコーティング錠。

カナルブに対する有害反応®フィルムコーティング錠錠1）臨床経験システムにおける臓器クラス分類

フィマサルタンの薬⼒学的特性
in vitro試験中に、マサルタンはAT1に選択的に結合することがわかりました。これは、⾮臨床試験でも実証されました。これらの所⾒は、⾎漿レ
ニン活性（PRA）の上昇、AIおよびAII濃度の上昇など、ARB特異的変化が確認された第I相および第IIa相の臨床試験でも確認されました。さらに、
第II相および第III相臨床試験の結果から、この作⽤機序が⾎圧低下効果に関連していることが⼗分に確⽴されています。

器官別⼤分類
分類 周波数2） 症状

神経系障害 ⼀般
珍しい

頭痛、めまい
失神、鎮静、⽚頭痛

胃腸障害 珍しい

珍しい

消化不良、嘔吐、吐き気、
上腹部痛前臨床安全性データ

マサルタンをマウスとラットに最⼤2年間経⼝投与した場合、発がん性の影響は観察されませんでした。試験された最⼤⽤量は100mg/kg / d（マウス）および1,000mg / kg / 
d（ラット）であり、これはそれぞれmg/mでの最⼤推奨ヒト⽤量の4倍および81倍に相当します。2基礎として、60kgの被験者で120mg/dの経⼝投与量を想定しています。

変異原性や染⾊体異常は観察されませんでした。
フィマサルタンは、出⽣⼒、初期胚発⽣、⺟体機能および新⽣児発⽣を含む、1,000 mg / kg/dまでの経⼝投与量での雄または雌ラットの⽣殖能⼒
に悪影響を及ぼさなかった。同様に、催奇形性の影響は観察されませんでした。

⼀般的な障害と
管理サイトの条件 無⼒症、外国⼈の感覚

肝酵素が増加しました（ALTが増加しま
した3）、ASTの増加4））、⾎⼩板数が減
少し、⾎中CPK5）が増加調査 珍しい

呼吸器、胸部および縦
隔の障害 珍しい 咳

表⽰ 筋⾻格系および
結合組織障害 珍しい 筋⾁のけいれん、

筋⾻格のこわばり
カナルブ®本態性⾼⾎圧症の治療には、フィルムコーティング錠（フィマサルタンカリウム三⽔和物）が適応とされています。 ⽪膚および⽪下

組織障害 珍しい
珍しい
珍しい

かゆみ、限局性蕁⿇疹ホット

アッシュ、アッシング

勃起不全

推奨⽤量 ⾎管障害•成⼈⾼⾎圧
Kanarbの推奨初期⽤量®フィルムコーティング錠は、⾷物の有無にかかわらず、1⽇1回60mgです。⾎圧が60mgで適切に制御されていない場合、カナルブの投与量®フィルム
コーティング錠は1⽇1回120mgまで増やすことができます。可能な限り、カナルブをお勧めします。®フィルムコーティング錠は、⽇中（朝など）に同時に服⽤します。

カナルブの⾎圧降下作⽤®フィルムコーティング錠は実質的に2週間以内に存在し、最⼤の減少は⼀般に8〜12週間の治療後に達成されます。
•⽼⼈使⽤
⾼齢患者（70歳以下）の場合、初期投与量の調整は必要ありません
•腎機能障害
軽度から中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス30〜80 mL / min）の患者には、初期投与量の調整は必要ありません。重度の腎機能障害（クレアチニンクリアラ
ンス<30 mL / min）の場合、推奨される初期投与量は1⽇1回30 mgで、⽤量は60mgを超えてはなりません。
•肝機能障害
軽度の肝機能障害のある患者には、初期投与量の調整は必要ありません。カナルブ®フィルムコーティング錠は、中等度から重度の肝機能障害のある患者には
お勧めできません。
•⼩児科での使⽤
Kanarbの有効性と安全性®18歳以下の患者にはフィルムコーティング錠は確⽴されていません。
•⾎管内容量が枯渇した患者（例、⾼⽤量の利尿薬を投与されている患者）
症候性低⾎圧のリスクがある⾎管内容量が枯渇している患者には、1⽇1回30mgの初期⽤量が推奨されます。

⽣殖器系と乳房障害

1）との関係が
2）⾮常に⼀般的（≥1/10）; ⼀般的（≥1/ 100、<1/10）; 珍しい（≥1/ 1,000、<1/100）; まれ（≥1/ 10,000、<1 / 1,000）; ⾮常にまれ（<1 / 10,000）; 不明（⼊⼿可能な情報を使⽤する場合は推定できません）

3）ALT =アラニンアミノトランスフェラーゼ4）AST =アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ5）CPK=クレアチンホスホキナーゼ

マサルタンカリウム（カナブ®）lmコーティングされた錠剤は、確実、可能性、または可能性がありました

過剰摂取と治療
Kanarbの過剰投与に関するデータはありません®⼈間のフィルムコーティング錠。過剰投与の最も可能性の⾼い症状は、低⾎圧と頻脈です。徐脈は、副交感神
経（迷⾛神経）刺激から発⽣する可能性があります。症候性低⾎圧が発⽣した場合は、⽀持療法を提供する必要があります。カナルブかどうかは不明です®

フィルムコーティング錠は、⾎液透析によって⾎漿から除去されます。

⾮互換性（注射のみ）
適⽤できない

保存条件
1）光から保護します。30°C以上で保管しないでください。

2）カナブ®フィルムコーティング錠は、お⼦様の⼿の届かない場所に保管してください。
3）カナブの再梱包®誤ってラベルを付けたり、製品の品質に悪影響を及ぼしたりする可能性があるため、お勧めしません。モード/投与経路

経⼝摂取する。 剤形またはプレゼンテーション
禁忌 60mgフィルムコーティング錠：3ブリスター×10タブ。/箱

120mgフィルムコーティング錠：3ブリスター×10タブ。/ 箱カナルブ®フィルムコーティング錠は、以下の患者には禁忌で
す：1）この製品のいずれかの成分に過敏な患者
2）妊娠中または授乳中の⺟親[妊娠中の⺟親（7.1）および授乳中の⺟親（7.2）を参照]
3）⾎液透析患者（この集団での経験はありません）
4）中等度から重度の肝機能障害のある患者
5）肝胆道閉塞症の患者
6）アリスキレンを服⽤している糖尿病または腎機能障害（GFR <60 mL / min）の患者[薬物相互作⽤（6）を参照]
7）アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬を服⽤している糖尿病性腎症の患者[薬物相互作⽤（6）を参照]。
8）ガラクトース不耐性、ラップラクトース⽋乏症、またはグルコース-ガラクトース吸収不良などの遺伝性疾患のある患者（Kanarb以降®フィルムコーティング錠には乳糖が含まれています）

メーカーまたは製品所有者の名前と住所
プロダクトオーナー：
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO。、LTD。
住所：Boryung Bldg。、136、Changgyeonggung-ro、Jongro-gu、Seoul、Korea 
メーカー
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO。、LTD。
安⼭⼯場住所：韓国京畿道安⼭市ダンウォン区ヌンガンロ107、109

警告と注意事項 製品登録ホルダー
レニン-アンジオテンシン系に直接作⽤する薬剤は、妊娠後期および妊娠後期に妊婦に投与すると、発育中の胎児に傷害または死亡を引き起こす可能性があり
ます。したがって、カナブ®⼥性患者で妊娠が検出された場合は、フィルムコーティング錠を中⽌する必要があります[妊娠と授乳を参照]。

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15、Persiaran Pasak Bumi、Section U8、Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan、Malaysia

ドライバーまたはオペレーティングマシンへの影響（必要な場合）
Kanarb®フィルムコーティング錠が運転および機械の操作に及ぼす影響は研究されていません。ただし、眠気やめまいが発⽣することがあります
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