
ニュージーランドデータシート
1.製品名
DBL™フルマゼニル注射

2.定性的および定量的組成

アンポールには、⽔溶液（静脈内投与⽤）に0.1 mg / mLのフルマゼニルが含まれ、次の成
分も含まれています：エデト酸⼆ナトリウム、酢酸、塩化ナトリウム、pH4.0に調整された
注射⽤の⽔酸化ナトリウム。DBLフルマゼニル注射液は、0.5 mg /5mLおよび1mg/10mLア
ンプルとして⼊⼿できます。

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

DBLフルマゼニル注射液は無⾊からほぼ無⾊の透明な液体で、pH4.0に調整されています。

注射⽤溶液。

4.臨床詳細

4.1治療適応

DBLフルマゼニル注射は、急性ベンゾジアゼピン効果（過剰摂取または治療）を逆転さ
せるために⼊院患者に使⽤することが⽰されています。⼊院患者とは、フルマゼニルの
影響下にある間、⼊院、⼊院治療、および継続的な専⾨的観察下にある患者です。外来
患者や短期滞在患者には使⽤しないでください。診断として使⽤しないでください。

4.2投与量と投与⽅法

DBLフルマゼニル注射は、⿇酔科医または経験豊富な医師が静脈内投与する必要があり
ます。

投与量は、意図した効果のために滴定する必要があります。⼀部のベンゾジアゼピンの作⽤期間
はDBLフルマゼニル注射の作⽤期間を超える可能性があるため、覚醒後に鎮静が再発する場合
は、反復投与が必要になる場合があります。

DBLフルマゼニル注射の使⽤は、離脱症状を引き起こすリスクとバランスを取る必要が
あります（セクション4.4を参照）。術後早期にある程度の鎮静を維持することが望まし
いことを考慮する必要があります。

DBLフルマゼニル注射液は、ブドウ糖5％⽔溶液または0.9％NaClで希釈して注⼊するこ
とができ、他の蘇⽣法と同時に使⽤することもできます。微⽣物汚染の危険性を減らす
ために、注⼊は実⾏可能な限り早く開始する必要があります
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準備。注⼊は準備から24時間以内に完了し、残留物は廃棄する必要があります。

DBLフルマゼニル注射は1⼈の患者のみに使⽤されます。残っている内容を破棄します。

治療⽤量（⿇酔または鎮静）でのベンゾジアゼピン効果の逆転

推奨される初期⽤量は、15秒以内に静脈内投与される0.2mgです。最初の静脈内投与後
60秒以内に望ましい意識度が得られない場合は、0.1 mgの2回⽬の投与を注射すること
ができ、必要に応じて60秒間隔で合計1mgまで繰り返すことができます。通常の投与量
は0.3〜0.6 mgですが、投与されるベンゾジアゼピンの投与量と効果の持続時間、およ
び患者の特性に応じて、個々の要件は⼤幅に異なる場合があります。

1歳以上の⼦供（（セクション4.4を参照）

推奨される初期⽤量は、0.01 mg / kg（または最⼤0.2 mgのいずれか低い⽅）を15秒間
かけて静脈内投与することです。60秒間待っても望ましいレベルの意識が得られない場
合は、0.01 mg / kg（または最⼤0.2 mgのいずれか低い⽅）をさらに注射し、必要に応
じて60秒間隔で最⼤総投与量まで繰り返すことができます。 0.05 mg/kgまたは1mgの
いずれか低い⽅。⽤量は、患者の反応に基づいて個別化する必要があります。フルマゼ
ニルによる治療後、患者は少なくとも2時間観察されるべきである。再鎮静のために⼦
供にフルマゼニルを繰り返し投与することの安全性と有効性に関するデータはありませ
ん。

フルマゼニルを使⽤する場合は、鎮静および不安緩解の急速な逆転の潜在的な影響、お
よび離脱症状を引き起こすリスクを考慮する必要があります。集中治療室などでの⻑期
鎮静の逆転に対するフルマゼニルの安全性と有効性は研究されていません。

過剰摂取時のベンゾジアゼピン効果の逆転、既知または疑われる

推奨される初期静脈内投与量は0.3mgです。60秒以内に希望の意識が得られない場合
は、患者が⽬覚めるまで、または総投与量が2 mgになるまで、フルマゼニルを繰り返し
注射することができます。眠気が再発する場合は、0.1〜0.4mg/時間の静脈内注⼊が有
⽤であることが⽰されています。注⼊の速度は、覚醒の望ましいレベルまで個別に調整
する必要があります。

フルマゼニルの反復投与後に意識または呼吸機能の有意な改善が得られない場合は、⾮
ベンゾジアゼピン系の病因を想定する必要があります。

集中治療室では、⾼⽤量のベンゾジアゼピンで、および/または⻑期間治療された患者で
は、ゆっくりと投与されたフルマゼニルの個別に滴定された注射は、離脱症候群を引き起こ
してはなりません。予期しない症状が発⽣した場合は、患者の反応に応じてジアゼパムまた
はミダゾラムを静脈内に注意深く滴定することができます（セクション4.4を参照）。
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肝機能障害

フルマゼニルは主に肝臓で代謝されるため、肝機能障害のある患者には⽤量を注意深く
滴定することをお勧めします。

4.3禁忌

フルマゼニルは、薬剤に対する過敏症が知られている患者には禁忌です。

フルマゼニルは、⽣命を脅かす可能性のある状態の制御（頭蓋内圧またはてんかん重積
状態の制御など）のためにベンゾジアゼピンを投与された患者には禁忌です。

ベンゾジアゼピンと三環系抗うつ薬の混合中毒では、抗うつ薬の毒性は、ベンゾジアゼ
ピンの保護効果によって隠すことができます。⾃律神経（抗コリン作⽤）、神経（運動
異常）、または三環系/四環系抗うつ薬による重度の中毒の⼼⾎管症状がある場合、ベン
ゾジアゼピン効果を逆転させるためにフルマゼニルを使⽤しないでください。

4.4特別な警告と使⽤上の注意

フルマゼニルは、動物におけるベンゾジアゼピンの影響を遮断し、⾼⽤量でベンゾジアゼピン離脱を
促進する可能性があります（セクション5.1およびセクション4.8も参照）。

フルマゼニルは、ベンゾジアゼピン依存症がわかっている、または疑われる患者、または治療前
の数週間に⾼⽤量のベンゾジアゼピンで治療された患者には慎重に投与する必要があります。こ
のような場合、ベンゾジアゼピン効果の逆転は、離脱症状またはけいれんを引き起こす可能性が
あります。⽤量の滴定は、このリスクを減らすのに役⽴つ可能性があります。離脱の予期しない
兆候が⾒られる場合は、5mgのジアゼパムまたは5mgのミダゾラムをゆっくりと静脈内注射する
必要があります。

フルマゼニルは、複数の薬物の過剰摂取におけるベンゾジアゼピンの保護効果を取り除く可
能性があります。既知の不整脈源性薬物の過剰摂取の存在下でのフルマゼニル投与後の頻脈
性不整脈（その病因は不明）のいくつかの報告があります。以前にベンゾジアゼピンで治療
されたてんかんのけいれんが発⽣する可能性があります。

フルマゼニルの使⽤後の鎮静、呼吸抑制、またはその他の残留ベンゾジアゼピン効果の
可能性を考慮する必要があります。これらの患者は、使⽤したベンゾジアゼピンの投与
量と効果の持続期間に基づいて、適切な期間監視する必要があります。基礎となる肝機
能障害のある患者はベンゾジアゼピン効果の遅延を経験する可能性があるため、⻑期の
観察期間が必要になる場合があります。

臨床経験が⽐較的少ないため、⻑期/過度の鎮静を中断するために集中治療室でフルマゼ
ニルを使⽤することはお勧めしません。

フルマゼニルは、合併症に対処するための蘇⽣装置と専⾨知識がすぐに⼿に⼊らない状
況で、無意識の患者を評価するための⽇常的な経験的⼿段として使⽤されるべきではあ
りません。

ベンゾジアゼピンの効果を逆転させるためにフルマゼニルで治療された頭部外傷（および/また
は不安定な頭蓋内圧）の患者は、頭蓋内圧の上昇を発症する可能性があります。加えて、
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フルマゼニルは、ベンゾジアゼピンを投与されている頭部外傷患者のけいれんを引き起こした
り、脳⾎流を変化させたりする可能性があります。

フルマゼニルの使⽤は、ベンゾジアゼピン治療を⻑期間受けているてんかん患者には推
奨されません。フルマゼニルはわずかな内因性の抗けいれん効果を発揮しますが、ベン
ゾジアゼピンアゴニストの保護効果の突然の抑制は、てんかん患者にけいれんを引き起
こす可能性があります。

フルマゼニルを神経筋遮断薬と併⽤する場合は、神経筋遮断の効果が完全に逆転するま
で注射しないでください。

フルマゼニルの急速な注射は、⾼⽤量および/またはベンゾジアゼピンへの⻑期曝露のあ
る患者では、フルマゼニル投与前の数週間以内の任意の時点で終了するため、興奮、不
安、情緒不安定、軽度の錯乱などの離脱症状を引き起こす可能性があるため、避ける必
要があります。感覚の歪み。

フルマゼニルは、ベンゾジアゼピン依存症の治療または⻑期にわたるベンゾジアゼピン
禁欲症候群の管理のいずれにも推奨されません。

⼿術の最後に⿇酔科で使⽤する場合、末梢筋弛緩薬の効果がなくなる前にフルマゼニル
を注射しないでください。

⼩児⼈⼝

ミダゾラムの下でさまざまな⼿順（GI内視鏡検査や気管⽀鏡検査など）を受けた後、体
重ベースの滴定⽤量（セクション4.2を参照）を与えられた1〜17歳（n = 107）の⼦供を
対象に、管理されていない単群研究が実施されました。興奮と攻撃的な反応は、それぞ
れ3％と2％の⼦供に⾒られました。27⼈の⼦供のサブセットからの薬物動態データは、
薬物動態パラメーターに⾼い変動性を⽰しましたが、平均クリアランスは成⼈の過去の
対照データと同様でした。

フルマゼニルは、1歳未満の⼩児の意識的鎮静の逆転、⼩児の過剰摂取の管理、新⽣児
の蘇⽣、および全⾝⿇酔の導⼊に使⽤されるベンゾジアゼピンの鎮静効果の逆転に注意
して使⽤する必要があります。経験が限られているので、⼦供たち（セクション4.2を参
照）。

4.5他の薬との相互作⽤および他の形態の相互作⽤

フルマゼニルは、受容体レベルでの競合的相互作⽤により、ベンゾジアゼピンの中⼼的な効果を
ブロックします。ゾピクロン、トリアゾロピリダジンなどのベンゾジアゼピン受容体での⾮ベン
ゾジアゼピンアゴニストの効果も、フルマゼニルによってブロックされます。他の中枢神経抑制
物質との相互作⽤は観察されていません。

ベンゾジアゼピンの薬物動態は、拮抗薬フルマゼニルの存在下では変化せず、その逆も
同様です。

フルマゼニルによるベンゾジアゼピン効果の逆転により、過剰摂取された他の薬物（特
に三環系抗うつ薬）の毒性作⽤（痙攣や⼼不整脈など）が現れる可能性があるため、混
合薬物の過剰摂取の場合にフルマゼニルを使⽤する場合は特に注意が必要です。
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エタノールとフルマゼニルの間に薬物動態学的相互作⽤はありません。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳

受胎能⼒

⾼⽤量のフルマゼニルを使⽤した動物実験では、出⽣⼒の低下の証拠は⽰されていませ
ん。

妊娠

カテゴリーB3

このカテゴリーは、奇形やその他の直接的または間接的な⼈間の胎児への有害な影響の
頻度の増加なしに、限られた数の妊婦および出産可能年齢の⼥性によってのみ服⽤され
た薬物を指定します。動物での研究は、胎児の損傷の発⽣の増加の証拠を⽰しており、
その重要性は⼈間では不確かであると考えられています。

ヒトの妊娠におけるフルマゼニルの安全性は確⽴されていません。したがって、妊娠中
の薬物療法の利点は、胎児へのリスクと⽐較検討する必要があります。

器官形成の期間を通して最⼤150mg/kg /⽇までのフルマゼニルの経⼝投与を与えられた
妊娠中のラットまたはウサギでは、催奇形性の証拠は観察されなかった。これらの⽤量
は、AUCに基づいて推奨される最⼤静脈内⽤量2 mgでの臨床曝露の300〜1700倍を表し
ています。ウサギでは、50 mg / kg /⽇以上の経⼝投与量（AUCに基づく臨床暴露の500
倍以上）で胚毒性（吸収の増加）が観察された。

AUC）。

無影響⽤量は15mg/kg /⽇でした（臨床暴露の170倍、

動物の⽣殖研究は必ずしも⼈間の反応を予測するものではないため、フルマゼニルは明らかに必
要な場合にのみ妊娠中に使⽤する必要があります。

授乳

フルマゼニルが⺟乳に排泄されるかどうかは不明であるため、授乳中の⼥性にフルマゼ
ニルを投与することを決定する際には注意が必要です。

妊娠後期から離乳までの125mg/kg /⽇での妊娠ラットへのフルマゼニルの経⼝投与は、
⼦の⽣存率の低下、⼦の肝臓重量の増加、および⾝体発達の遅延（切⻭の発疹と⽿の開
きの遅延）と関連していた。この⽤量は、AUCに基づいて、2mgの最⼤推奨⽤量での臨
床曝露の300倍を超えていました。無影響⽤量は25mg/kg /⽇でした（⼊⼿可能なAUC
データに基づくと、臨床暴露の65倍）。

緊急時のフルマゼニルの⾮経⼝投与は、授乳中は禁忌ではありません。
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4.7機械を運転および使⽤する能⼒への影響

鎮静および眠気が⽣じる可能性があるため、投与後最初の24時間は、完全な精神的注意
を必要とする危険な活動（危険な機械の操作や⾃動⾞の運転など）に従事しないように
患者に警告する必要があります。

4.8望ましくない影響

フルマゼニルは全⾝的および局所的に忍容性が良好でした。フルマゼニルを⽤いた臨床試験で、
悪⼼および/または嘔吐が報告されました。これは、フルマゼニルを単回⾼⽤量で逆⿇酔として
投与した場合、およびオピオイドや他の⿇酔薬を⿇酔の構成要素として使⽤した場合に、より頻
繁に発⽣しました。これらの反応は、ボランティア研究やベンゾジアゼピンのみを鎮静に使⽤し
た場合にはめったに発⽣しませんでした。

アナフィラキシーを含む過敏反応が観察されています。

まれにしか報告されない有害事象には、めまい、めまい、不安、動悸、恐怖、気分の落ち込み、
および興奮の有無にかかわらず涙が含まれていました。これらは、⿇酔薬の逆転に関連している
可能性があります。

てんかんまたは重度の肝機能障害を患うことが知られている患者、特にベンゾジアゼピ
ンによる⻑期治療後、または混合薬物の過剰摂取の場合に、発作が報告されています。

特に三環系抗うつ薬との混合薬物過剰摂取の場合、フルマゼニルによるベンゾジアゼピ
ン効果の逆転により、毒性効果（けいれんや⼼不整脈など）が現れる可能性がありま
す。

離脱症状は、フルマゼニル投与前の数週間以内の任意の時点で終了するベンゾジアゼピ
ンへの⻑期曝露のある患者にフルマゼニルを急速注射した後に発⽣する可能性がありま
す。

フルマゼニルは、パニック障害の病歴のある患者にパニック発作を引き起こすことが報告されていま
す。

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に求
められます https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ 。

4.9過剰摂取

フルマゼニルを服⽤しているヒトでの急性過剰摂取の経験は⾮常に限られています。

フルマゼニルの過剰摂取に対する特定の解毒剤はありません。フルマゼニルによる過剰
摂取の治療は、バイタルサインのモニタリングや患者の臨床状態の観察を含む⼀般的な
⽀援⼿段で構成する必要があります。
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100mgを静脈内投与した場合でも、過剰投与の症状は⾒られませんでした。アゴニスト
に起因する離脱症状については、セクション4.4を参照してください。

過剰摂取の管理に関するアドバイスについては、0800 POISON（0800 764766）の国⽴毒物センター
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

作⽤機序

イミダゾベンゾジアゼピンであるフルマゼニルは、ベンゾジアゼピン拮抗薬であり、競合阻害によっ
てベンゾジアゼピン受容体を介して作⽤する薬剤の中枢作⽤を特異的に遮断します。動物実験では、
ベンゾジアゼピン受容体に親和性を⽰さない化合物、例えばバルビツレート、エタノール、メプロバ
メート、GABA模倣薬、アデノシン受容体アゴニストおよび他の薬剤の効果はフルマゼニルの影響を
受けませんでしたが、シクロピロロンなどのベンゾジアゼピン受容体の⾮ベンゾジアゼピンアゴニス
トの効果は影響を受けませんでした（例：ゾピクロン）およびトリアゾロピリダジンはブロックされ
ました。

フルマゼニルは、ベンゾジアゼピンの中⼼的な鎮静効果を逆転させます。

催眠鎮静剤のベンゾジアゼピン効果は、静脈内注射（1〜2分）後にフルマゼニルによっ
て急速に逆転し、アゴニストとアンタゴニストの半減期と⽤量⽐に応じて、次の数時間
以内に徐々に再発する可能性があります。

フルマゼニルは、⾼⽤量でも忍容性が良好です。

フルマゼニルは、いくつかの弱い内因性アゴニスト（例えば、抗けいれん薬）活性を持っている可能性があります。

数週間にわたって⾼⽤量のベンゾジアゼピンで前処理された動物では、フルマゼニルは
発作を含む離脱症状を誘発しました。同様の効果が成⼈の被験者にも⾒られました。

5.2薬物動態特性

吸収

フルマゼニルの薬物動態は、治療範囲（最⼤100mg）内およびそれ以上の⽤量に⽐例し
ます。

分布

弱い親油性塩基であるフルマゼニルは、⾎漿タンパク質に約50％結合しています。アル
ブミンは⾎漿タンパク結合の3分の2を占めています。フルマゼニルは⾎管外空間に広く
分布しています。フルマゼニルの分配段階は約4分です。

定常状態（Vss = 0.95 L / kg）での平均分布容積は、構造的に関連するベンゾジアゼピン
の分布容積に近く、組織結合および/または薬物の分配を⽰します。
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⽣体内変化

フルマゼニルは肝臓で広範囲に代謝されます。カルボン酸は、ヒトの尿中の主要代謝物とし
て遊離型および抱合型で同定されました。薬理試験では、この主な代謝物はベンゾジアゼピ
ンアゴニストまたはアンタゴニストとして不活性でした。

排除

フルマゼニルの平均排出半減期は53分です。

フルマゼニルはほぼ完全に（99％）⾮腎性に排除されます。実質的に未変化のフルマゼ
ニルは尿中に排泄されず、薬物の完全な代謝分解を⽰唆しています。放射性標識薬物の
除去は基本的に72時間以内に完了し、放射性崩壊の90〜95％が尿に、5〜10％が糞便に
現れます。消失半減期が40〜80分と短いことからわかるように、消失は迅速です。フル
マゼニルの総⾎漿クリアランスは平均1L/ minであり、ほぼ完全に肝クリアランスに起
因する可能性があります。腎クリアランス率が低いことは、⽷球体濾過後の薬物の効果
的な再吸収を⽰唆しています。

フルマゼニルの静脈内注⼊中に⾷物を摂取すると、クリアランスが50％増加します。こ
れは、⾷事に伴う肝⾎流量の増加が原因である可能性があります。

ベンゾジアゼピンのミダゾラム、フルニトラゼパム、またはロルメタゼパムと⼀緒に投与した場
合、フルマゼニルの基本的な薬物動態パラメーターは影響を受けませんでした。

特別な集団における薬物動態

肝機能障害のある患者では、フルマゼニルの消失半減期が⻑く（中等度の障害のある患
者では1.3時間、重度の障害のある患者では2.4時間）、全⾝のクリアランスは健康な被
験者よりも低くなります。中等度から重度の肝機能障害のある患者では、フルマゼニル
のクリアランスが57〜74％減少し、消失半減期が最⼤2倍に延⻑されることがわかりま
した。

フルマゼニルの薬物動態は、⾼齢者、⾎液透析、または腎不全では有意な影響を受けま
せん。

1歳以上の⼦供における排泄半減期は、成⼈よりも変動が⼤きく、平均40分、⼀般的に
20〜75分の範囲です。体重に対して正規化されたクリアランスと分布容積は、成⼈に⾒
られるのと同じ範囲にあります。

5.3前臨床安全性データ

遺伝⼦毒性

フルマゼニルは細菌では変異原性がありませんでした（サルモネラ菌またSaccharomyces cerevisiae
）または哺乳類（V79）細胞試験管内でヒトリンパ球では染⾊体異常誘発性でもない試験管内で また
はラット⼩核インビボ。フルマゼニルは、ラット肝細胞における予定外のDNA合成のわずかな増加を
引き起こしました試験管内で⼀⽅、マウス⽣殖細胞ではDNA修復の誘導は観察されませんでしたイン
ビボ。
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発がん性

フルマゼニルの発がん性に関する⻑期の動物実験は⾏われていません。

⽣殖および発⽣毒性

フルマゼニルは、125 mg / kg /⽇までの経⼝投与量で雌雄ラットの出⽣⼒に影響を与え
ませんでした（AUCに基づく最⼤推奨iv投与量2 mgでの臨床曝露の300倍以上）。

6.医薬品の参加者

6.1添加剤のリスト

•• エデト酸⼆ナトリウム

•• 酢酸

•• 塩化ナトリウム

•• ⽔酸化ナトリウム

•• 注射⽤⽔

6.2⾮互換性

この薬は、以下の薬以外の薬と混ぜてはいけません。

DBLフルマゼニル注射液は、ブドウ糖5％⽔溶液または0.9％NaClで希釈して注⼊するこ
とができ、他の蘇⽣法と同時に使⽤することもできます。注⼊は準備から24時間以内に
完了し、残留物は廃棄する必要があります。

6.3貯蔵寿命

製造⽇から24ヶ⽉。

6.4保管に関する特別な注意事項

25ºC未満で保管してください。

6.5容器の性質と内容

DBLフルマゼニル注射0.5mg/ 5 mL

DBLフルマゼニル注射1mg/10 mL

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

5 x 5 mLアンプル（ガラス）

5 x 10 mLアンプル（ガラス）
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6.6廃棄に関する特別な注意事項

未使⽤の薬や廃棄物は、地域の要件に従って処分する必要があります。

7.薬のスケジュール
処⽅薬

8.スポンサー

ファイザーニュージーランドリミテッド

私書箱3998

オークランド1140、ニュージーランド

フリーダイヤル：0800 736 363

9.最初の承認⽇
2007年3⽉15⽇

10.テキストの改訂⽇

2020年7⽉27⽇

変更の要約表

セクションが変更されました 新しい情報の要約

2、4.2、4.6、5.2、
6.1、6.2、6.5、8

マイナーな編集上の変更。テキストの修正、⼩⾒出しの⼊⼒、Medsafeデー
タシートテンプレートの要件に適したテキストが含まれます。情報の削除は
必要ありません。

4.2 ⽤量滴定に関する推奨事項を含め、個々の要件に関するテキストを拡張し
ます。

再鎮静のための⼦供での使⽤に関する情報を含めてください。

過剰摂取時のベンゾジアゼピン効果の逆転に含まれる拡張テキスト。

肝機能障害のある患者のためのサブセクションと推奨事項を含めます。

4.4 肝機能障害のある患者への推奨事項を含めます。

1歳未満のお⼦様の使⽤に関する注意が含まれています。

4.5 含まれている拡張テキストとエタノールとの相互作⽤に関する情報。
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4.6 出⽣⼒と動物実験に関する情報が更新されました。

授乳中の投与に関する拡張情報。

4.8 アナフィラキシーを含む過敏反応が含まれています。

4.9 過剰摂取に関する拡張テキストが含まれています。

5.2 代謝および排泄半減期に関する拡張テキスト。

6.2 他の薬との混合に関するテキストが含まれています。
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