
1製品名
ヒドロキシ®500mgハードカプセル

2定性的および定量的組成

各カプセルには、500 mgのヒドロキシカルバミド（ヒドロキシ尿素）が含まれています。

既知の効果を持つ賦形剤：

乳糖⼀⽔和物42.2mgが含まれています。

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
カプセル：500mg; 不透明な緑とピンクのマークが付いたBMS303、サイズ0のカプセルシェル。

4臨床的特徴

4.1治療適応
Hydreaに対する有意な腫瘍反応（（ヒドロキシカルバミド）。慢性⾻髄性⽩⾎病（治療前段階
および緩和ケア）および再発性の転移性または⼿術不能な卵巣癌で実証されています。照射療法
と併⽤されるハイドレアは、唇を除く頭頸部の原発性扁平上⽪癌（類表⽪癌）および⼦宮頸癌の
局所制御での使⽤を⽬的としています。

4.2投与量と投与⽅法
卵巣がん、および⼩児の頭頸部がんはまれであるため、投与計画は確⽴されていません。すべて
の投与量は、患者の実際の体重または理想的な体重のいずれか少ない⽅に基づいている必要があ
ります。

⾼齢の患者は、より低⽤量のレジメンを必要とする場合があります。

ヒドロキシカルバミドを他の⾻髄抑制剤と併⽤するには、投与量の調整が必要になる場合がありま
す。

固形腫瘍：

断続的な治療：
80mg/kgを経⼝投与独⾝毎回投与三番⽇。

継続療法：
20〜30mg/kgを経⼝投与独⾝⽤量毎⽇。

断続的な投与スケジュールは、この投与計画の患者が毒性のために治療の完全な中⽌を必要とす
ることはめったにないので、毒性が減少するという利点を提供します。

照射との併⽤療法:(頭頸部がん） 80mg/kgを経⼝投与独⾝毎回投与三
番⽇。

ハイドレア（ヒドロキシカルバミド）の投与は、照射開始の少なくとも7⽇前に開始し、放射線
療法中およびその後無期限に継続する必要があります。ただし、患者を適切な観察下に置き、異
常または重度の反応がないことを証明する必要があります。
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照射は、特定の治療状況に適していると考えられる最⼤線量で⾏う必要があります。Hydreaを
併⽤する場合、通常、照射量の調整は必要ありません。

耐性慢性⾻髄性⽩⾎病：継続療法：

20〜30mg/kgを経⼝投与独⾝⽤量毎⽇がおすすめ。

Hydreaの抗腫瘍効果を決定するための適切な試験期間は、6週間の治療です。腫瘍サイズの退縮
または腫瘍増殖の停⽌がある場合、治療は無期限に継続されるべきです。⽩⾎球数が2500/mm
を下回った場合は、治療を中断する必要があります3、または⾎⼩板数が100,000/mmを下回る3

。このような場合は、3⽇後にカウントを再確認し、カウントが正常値に向かって⼤幅に上昇し
たときに治療を再開する必要があります。造⾎リバウンドは迅速であるため、通常は数回の投与
を省略する必要があります。ヒドロキシカルバミドと  照射療法の併⽤中に迅速なリバウンドが
起こらなかった場合は、照射も中断される可能性があります。しかし、照射を延期する必要はほ
とんどありません。放射線療法は通常、推奨される線量と技術を使⽤して継続されてきました。
貧⾎が発⽣した場合は、ヒドロキシカルバミド療法を中断することなく、全⾎補充で矯正する必
要があります。造⾎は、広範囲の照射または他の抗腫瘍剤によって損なわれる可能性があるた
め、

照射部位の粘膜の炎症（粘膜炎）による痛みや不快感は、通常、局所⿇酔薬や経⼝投与鎮痛薬な
どの⼿段によって制御されます。反応がひどい場合は、ヒドロキシカルバミド療法が⼀時的に中
断されることがあります。⾮常に厳しい場合は、さらに照射量を⼀時的に延期することがありま
す。ただし、これらの治療を終了する必要はめったにありません。

併⽤療法に起因する悪⼼、嘔吐、⾷欲不振などの重度の胃の悩みは、通常、ハイドレアの⼀時的
な中断によって制御される可能性があります（（ヒドロキシカルバミド）。管理; 照射の追加の
中断が必要になることはめったにありません。

腎不全

腎機能障害のある患者の投与量調整のための特定のガイダンスをサポートするデータはありませ
ん。腎排泄は排泄の経路であるため、この集団の投与量を減らすことを検討する必要がありま
す。⾎液学的パラメータを綿密に監視することをお勧めします。

肝不全

肝機能障害のある患者の投与量調整のための特定のガイダンスをサポートするデータはありません。
⾎液学的パラメータを綿密に監視することをお勧めします。

投与⽅法

ノート：患者がカプセルを好む、または飲み込めない場合は、カプセルの内容物をコップ⼀杯の⽔に空に
してすぐに服⽤することができます。カプセル内のビヒクルとして使⽤される⼀部の不活性物質は、溶解
せず、表⾯に浮く可能性があります。

カプセルの中⾝を⽔に⼊れて薬を服⽤している患者は、これが強⼒な薬であり、注意して取り扱
わなければならないことを忘れないでください。カプセルを開けるときに粉末を吸⼊することを
避けることを含め、患者は粉末が⽪膚や粘膜に接触しないように注意する必要があります。
Hydreaを服⽤していない⼈は、Hydreaにさらされるべきではありません。曝露のリスクを減ら
すために、Hydreaを取り扱うときは使い捨て⼿袋、またはHydreaを含むボトルを着⽤してくだ
さい。Hydreaを取り扱う⼈は、ボトルまたはカプセルとの接触の前後に⼿を洗う必要がありま
す。粉末がこぼれた場合は、湿らせた使い捨てタオルですぐに拭き取り、空のカプセルと同様
に、ビニール袋などの密閉容器に廃棄する必要があります。Hydreaは⼦供やペットから遠ざけ
る必要があります。
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4.3禁忌
Hydreaは、ヒドロキシカルバミドまたはセクション6.1に記載されているその製剤の他の成分に
対して以前に過敏症を⽰した患者には禁忌です。

ヒドロキシカルバミドは、著しい⾻髄抑制、すなわち⽩⾎球減少症（<2500 WBC / mm）の患者には禁忌
です。3）または⾎⼩板減少症（<100,000 / mm3）、または重度の貧⾎。

4.4特別な警告と使⽤上の注意
警告

⾻髄機能が著しく低下している場合は、ヒドロキシカルバミドによる治療を開始しないでくださ
い（を参照）。4.3禁忌）。⾻髄抑制が起こる可能性があり、⽩⾎球減少症は⼀般的にその最初
で最も⼀般的な症状です。⾎⼩板減少症および貧⾎はそれほど頻繁には発⽣せず、先⾏する⽩⾎
球減少症なしではめったに⾒られません。しかし、治療が中断されると、⾻髄抑制からの回復は
急速です。⾻髄抑制は、以前に放射線療法または細胞毒性癌化学療法剤を投与された患者でより
起こりやすいことを⼼に留めておく必要があります。このような患者には、ヒドロキシカルバミ
ドを慎重に使⽤する必要があります。

過去に照射療法を受けたことがある患者は、照射後の紅斑が悪化する可能性があります。

⾻髄増殖性疾患のためにヒドロキシカルバミドで治療された患者の溶⾎性貧⾎の症例が報告されてい
ます（（4.8望ましくない影響を参照してください）。。持続性貧⾎を発症した患者は、溶⾎につい
て臨床検査を評価する必要があります。溶⾎性貧⾎の確定診断の設定では、ヒドロキシカルバミドを
中⽌する必要があります。

重度の貧⾎は、ヒドロキシカルバミドによる治療を開始する前に、全⾎補充で矯正する必要があ
ります。

ヒドロキシカルバミドは眠気やその他の神経学的影響を引き起こす可能性があるため、機械の運転や操作において注意⼒が損
なわれる可能性があります。（（4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響を参照してください）。

患者は適切な⽔分摂取量を維持するようにアドバイスされるべきです。服⽤し忘れた場合は、医
師に相談してください。

致命的および⾮致命的な膵炎は、スタブジンの有無にかかわらず、ヒドロキシカルバミドと  ジ
ダノシンによる治療中にHIV感染患者に発⽣しました。ヒドロキシカルバミドおよび他の抗レト
ロウイルス薬で治療されたHIV感染患者の市販後調査中に、肝毒性および肝不全による死亡が報
告されています。致命的な肝イベントは、ヒドロキシカルバミド、ジダノシン、およびスタブジ
ンの組み合わせで治療された患者で最も頻繁に報告されました。この組み合わせは避ける必要が
あります。場合によっては重症であった末梢神経障害が、スタブジンの有無にかかわらず、ジダ
ノシンを含む抗レトロウイルス薬と組み合わせてヒドロキシカルバミドを投与されているHIV感
染患者で報告されています。

肺線維症、肺浸潤、⾮感染性肺炎、および肺胞炎/アレルギー性肺胞炎を含む間質性肺疾患は、
⾻髄増殖性腫瘍の治療を受けた患者で報告されており、致命的な結果と関連している可能性があ
ります。発熱、咳、呼吸困難、またはその他の呼吸器症状を発症している患者は、綿密に監視、
調査、および治療する必要があります。ヒドロキシカルバミドを直ちに中⽌し、コルチコステロ
イドで治療して肺イベントを解決します（4.8望ましくない影響を参照）。

⾚⾎球異常
⾃⼰制限的である巨⾚芽球性⾚⾎球形成は、ヒドロキシカルバミド療法の初期段階でしばしば⾒
られます。形態学的変化は悪性貧⾎に似ていますが、ビタミンBとは関係ありません12または葉
酸⽋乏症。⼤⾚⾎球症は、葉酸⽋乏症の偶発的な発症を隠す可能性があります。したがって、葉
酸の予防的投与が正当化される可能性があります。ヒドロキシカルバミドはまた、⾎漿鉄クリア
ランスを遅らせ、⾚⾎球による鉄利⽤率を低下させる可能性がありますが、⾚⾎球の⽣存時間を
変えるようには⾒えません。
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ヒドロキシカルバミドは、著しい腎機能障害のある患者には注意して使⽤する必要があります。

真性多⾎症や⾎⼩板増加症などの⾻髄増殖性疾患に対してヒドロキシカルバミドによる⻑期治療
を受けている患者では、続発性⽩⾎病が報告されています。この⽩⾎病誘発効果がヒドロキシカ
ルバミドに続発するのか、それとも患者の基礎疾患に関連するのかは不明です。

⾎管炎性潰瘍および壊疽を含む⽪膚⾎管炎毒性は、ヒドロキシカルバミドによる治療中に⾻髄増
殖性疾患の患者に発⽣しました。これらの⾎管炎毒性は、インターフェロン療法の既往歴のあ
る、または現在受けている患者で最も頻繁に報告されました。⾻髄増殖性疾患の患者で報告され
た⽪膚⾎管炎の潜在的に重篤な臨床転帰のため、⽪膚⾎管炎が発症した場合はヒドロキシカルバ
ミドを中⽌し、指⽰どおりに代替の細胞減少剤を開始する必要があります。

妊娠中の使⽤
ヒドロキシカルバミドは、妊娠中の⼥性に投与すると胎児に害を及ぼす可能性があり、動物にお
いて強⼒な催奇形性物質であることが実証されています。奇形は、ウサギとラットの⼦孫に、そ
れぞれ最⼤ヒト⽤量の3分の1から2倍に相当する⽤量で観察されています。妊娠中の⼥性を対象
とした適切で⼗分に管理された研究はありません。この薬を妊娠中に使⽤した場合、またはヒド
ロキシカルバミド療法中に患者が妊娠した場合は、胎児の潜在的な危険性を患者に通知する必要
があります。妊娠の可能性のある⼥性は、ヒドロキシカルバミドを服⽤している間は妊娠しない
ようにアドバイスする必要があります。

授乳期での使⽤

ヒドロキシカルバミドは⺟乳に排泄されます。ヒドロキシカルバミドによる乳児の授乳には深刻
な副作⽤が⽣じる可能性があるため、ヒドロキシカルバミド療法中の授乳はお勧めしません。

⼩児科での使⽤

⼦供の安全性と有効性は確⽴されていません。

⾼齢者での使⽤
⾼齢の患者は、ヒドロキシカルバミドの効果に対してより敏感である可能性があり、より低い⽤量レジメンを必要とする可能性があり
ます。

⼩児科での使⽤

⼦供の安全性と有効性は確⽴されていません。

⾼齢者での使⽤
⾼齢の患者は、ヒドロキシカルバミドの効果に対してより敏感である可能性があり、より低い⽤量レジメンを必要とする可能性があり
ます。

予防

必要に応じて、治療中の避妊⼿段の使⽤について患者にカウンセリングを⾏う必要があります。

ヒドロキシカルバミドと  他の⾻髄抑制剤または放射線療法を同時に使⽤すると、⾻髄抑制また
は他の有害反応のレベルが上昇する可能性があります（参照4.4特別な警告と使⽤上の注意と4.8
望ましくない影響）。

患者は、適切な⽔分摂取量を維持し、服⽤し忘れた場合は医師に相談するように通知する必要があり
ます。

ヒドロキシカルバミドによる治療には、綿密な監督が必要です。必要に応じて⾻髄検査を含む⾎
液の完全な状態、ならびに腎機能および肝機能は、治療前および治療中に繰り返し決定する必要
があります。ヘモグロビンレベル、総⽩⾎球数、および⾎⼩板数の測定は、少なくとも週に1回
実⾏する必要があります。
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ヒドロキシカルバミド療法のコース。⽩⾎球数が2500/mm未満に減少した場合3、または⾎⼩板
数が100 000/mm未満になる3、値が正常レベルに向かって⼤幅に上昇するまで、治療を中断する
必要があります。貧⾎が発⽣した場合は、ヒドロキシカルバミド療法を中断することなく、全⾎
補充で管理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
ヒドロキシカルバミドと  他の⾻髄抑制剤または放射線療法を同時に使⽤すると、⾻髄抑制また
は他の有害事象反応の可能性が⾼まる可能性があります（参照4.4特別な警告と使⽤上の注意と
4.8望ましくない影響）。

ヒドロキシカルバミドは⾎清尿酸値を上昇させる可能性があるため、尿酸排泄薬の投与量調整が必要
になる場合があります。

インビトロ研究は、ヒドロキシカルバミド処理細胞におけるシタラビン活性の有意な増加を⽰した。
この相互作⽤が臨床現場で相乗的毒性をもたらすのか、それともシタラビンの⽤量を変更する必要が
あるのか  は確⽴されていません。

研究によると、ヒドロキシカルバミドは、尿素、尿酸、乳酸の測定に使⽤される酵素（ウレアー
ゼ、ウレアーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼ）と分析的に⼲渉し、ヒドロキシカルバミドで治療され
た患者でこれらの結果が誤って上昇することが⽰されています。ヒドロキシカルバミドは⾎清尿
酸値を上昇させる可能性があるため、尿酸排泄薬の投与量調整が必要になる場合があります。

⽣ワクチンを併⽤すると、致命的な全⾝ワクチンで病気になるリスクが⾼まります。免疫抑制患
者には⽣ワクチンは推奨されません。

ワクチン接種

⽣ウイルスワクチンとHydreaを併⽤すると、Hydreaによって通常の防御機構が抑制される可能性があるた
め、ワクチンウイルスの複製が促進されたり、ワクチンウイルスの有害反応が増加したりする可能性があ
ります。Hydreaを服⽤している患者に⽣ワクチンを接種すると、重度の感染症を引き起こす可能性があり
ます。ワクチンに対する患者の抗体反応が低下する可能性があります。⽣ワクチンの使⽤は避け、個々の
専⾨家のアドバイスを求める必要があります。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳
受胎能⼒

男性では、時には可逆的な無精⼦症または無精⼦症が観察されています。男性患者は、治療を開
始する前に精⼦の保存の可能性について知らされるべきです。

ヒドロキシカルバミドは遺伝⼦毒性がある可能性があります。治療中の男性は、治療中および治療後少なくとも1年は
安全な避妊⼿段を使⽤することをお勧めします。（4.8望ましくない影響を参照）

⽣殖能⼒のある⼥性患者は、治療中および治療後少なくとも6か⽉間、効果的な避妊法を使⽤するよ
うにカウンセリングする必要があります。

妊娠

ヒドロキシカルバミドは、妊娠中の⼥性に投与すると胎児に害を及ぼす可能性があり、動物にお
いて強⼒な催奇形性物質であることが実証されています。奇形は、ウサギとラットの⼦孫に、そ
れぞれ最⼤ヒト⽤量の3分の1から2倍に相当する⽤量で観察されています。妊娠中の⼥性を対象
とした適切で⼗分に管理された研究はありません。この薬を妊娠中に使⽤した場合、またはヒド
ロキシカルバミド療法中に患者が妊娠した場合は、胎児の潜在的な危険性を患者に通知する必要
があります。妊娠の可能性のある⼥性は、ヒドロキシカルバミドを服⽤している間は妊娠しない
ようにアドバイスする必要があります。
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⺟乳育児

ヒドロキシカルバミドは⺟乳に排泄されます。ヒドロキシカルバミドによる乳児の授乳には深刻
な副作⽤が⽣じる可能性があるため、ヒドロキシカルバミド療法中の授乳はお勧めしません。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響
ヒドロキシカルバミドは眠気やその他の神経学的影響を引き起こす可能性があるため、注意⼒が低下する可能性があり
ます。これらの症状が発⽣した場合、または個々の感受性がわかるまで、患者は機械を運転したり操作したりしないこ
とをお勧めします。

4.8望ましくない影響
⾎液学

有害反応は主に⾻髄抑制（⽩⾎球減少症、貧⾎、そして時には⾎⼩板減少症）でした。溶⾎性貧
⾎。（⾒る4.4特別な警告と使⽤上の注意）。

胃腸

胃腸の有害な症状には、⼝内炎、⾷欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、便秘などがあります。

⽪膚科

⽪膚反応には、斑状丘疹状発疹、顔⾯紅斑、末梢性紅斑、⽪膚潰瘍、⽪膚筋炎様の⽪膚発疹、⽪
膚エリテマトーデスが含まれます。脱⽑症はめったに発⽣しません。⾊素沈着過剰、⽖の⾊素沈
着、紅斑、⽪膚と⽖の萎縮、鱗屑、紫⾊の丘疹、および脱⽑症が、ヒドロキシカルバミドによる
数年間の⻑期の毎⽇の維持療法の後に⼀部の患者で観察されています。⽪膚がんもめったに報告
されていません。

神経学的

⼤量投与は中程度の眠気を引き起こす可能性があります。神経障害はめったに発⽣せず、頭痛、
めまい、⽅向感覚喪失、幻覚、およびけいれんに限定されていました。

腎臓

ヒドロキシカルバミドは、⾎清尿酸、BUN、およびクレアチニンレベルの上昇を伴う尿細管機能
の⼀時的な障害を引き起こす場合があります。排尿障害はめったに起こりません。

筋⾻格系および結合組織障害

全⾝性エリテマトーデス。

呼吸器

間質性肺疾患、⾮感染性肺炎、肺胞炎、アレルギー性肺炎、咳。

過敏症

薬物誘発性発熱
場合によっては⼊院を必要とする⾼熱（> 39°C）が、胃腸、肺、筋⾻格、肝胆道、⽪膚科、また
は⼼臓⾎管の症状と同時に報告されています。発症は通常、開始から6週間以内に発⽣し、ヒド
ロキシカルバミドの中⽌後すぐに解消しました。再投与すると、24時間以内に発熱が再発した。
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他の

発熱、悪寒、倦怠感、無精⼦症、無精⼦症、乏精⼦症、胆汁うっ滞、肝炎、腫瘍崩壊症候群、お
よび肝酵素の上昇も報告されています。

ヒドロキシカルバミドと  、びまん性肺浸潤、線維症、肺⽔腫、発熱、および呼吸困難からなる
急性肺反応の発症との関連はほとんど報告されていません。

⾎管炎性潰瘍および壊疽を含む⽪膚⾎管炎毒性は、ヒドロキシカルバミドによる治療中に⾻髄増
殖性疾患の患者に発⽣しました。これらの⾎管炎毒性は、インターフェロン療法反応の既往歴の
ある、または現在受けている患者で最も頻繁に報告されました（参照4.4特別な警告と使⽤上の
注意）。

致命的および⾮致命的な膵炎と肝毒性、および重度の末梢神経障害が、ヒドロキシカルバミドを
抗レトロウイルス薬、特にジダノシンとスタブジンと組み合わせて投与されたHIV感染患者で報
告されています。ジダノシン、スタブジン、およびインジナビルと組み合わせてヒドロキシカル
バミドで治療された患者は、約100/mmのCD4細胞の中央値の低下を⽰しました3

（⾒る4.4特別な警告と使⽤上の注意）。

ヒドロキシカルバミドと  照射療法の併⽤

ヒドロキシカルバミドと  照射療法の併⽤で観察された有害反応は、ヒドロキシカルバミドのみ
の使⽤で報告されたものと同様です。これらの影響には、主に⾻髄抑制（貧⾎および⽩⾎球減少
症）、および胃の炎症が含まれます。ヒドロキシカルバミドと  放射線療法の併⽤の適切なコー
スを受けているほとんどすべての患者は、同時の⽩⾎球減少症を⽰します。⾎⼩板数の減少
（<100,000 / mm3）まれに、顕著な⽩⾎球減少症の存在下でのみ発⽣しました。胃の悩みは、照
射単独およびヒドロキシカルバミド療法との併⽤でも報告されています。

治療線量の照射だけでも、ヒドロキシカルバミドと  同じ有害反応が⽣じることに留意する必要
があります。併⽤療法は、これらの副作⽤の発⽣率と重症度の増加を引き起こす可能性がありま
す。

照射部位の粘膜の炎症（粘膜炎）は照射のみに起因しますが、⼀部の研究者は、より重症の症例
は併⽤療法によるものであると考えています。

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
急性粘膜⽪膚毒性は、通常の推奨⽤量の数倍の⽤量でヒドロキシカルバミドを投与されている患
者で報告されています。痛み、紫⾊の紅斑、⼿のひらと⾜の裏の浮腫、それに続く⼿⾜の鱗屑、
⽪膚の激しい全⾝性⾊素沈着過剰、および重度の急性⼝内炎が観察された。

過剰投与の場合は、即時の胃洗浄を実施し、続いて⽀持的な⼼臓呼吸療法を⾏います。造⾎系の
⻑期モニタリングが必要です。

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
薬物療法グループ：その他の抗腫瘍薬、ATCコード：L01XX05
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ヒドロキシカルバミドがその細胞毒性効果を⽣み出す正確なメカニズムは、現時点では説明できませ
ん。しかし、組織培養、ラット、およびヒトにおけるさまざまな研究の報告は、ヒドロキシカルバミ
ドがリボ核酸またはタンパク質の合成を妨げることなくDNA合成の即時阻害を引き起こすという仮説
を⽀持しています。この仮説は、特定の条件下で、ヒドロキシカルバミドが催奇形性効果を誘発する
可能性がある理由を説明しています。

頭頸部の扁平上⽪癌（類表⽪）への照射とヒドロキシカルバミド療法の併⽤の有効性を⾼めるた
めに、3つの作⽤機序が仮定されています。試験管内でチャイニーズハムスター細胞を利⽤した
研究では、ヒドロキシカルバミドは（1）通常は放射線耐性のあるS期細胞に致命的であり、
（2）細胞周期の他の細胞をG1期またはDNA合成前の段階で保持し、最も影響を受けやすいこと
が⽰唆されています照射の。3番⽬の作⽤機序は以下に基づいて理論化されています試験管内で
HeLa細胞の研究; DNA合成の阻害によるヒドロキシカルバミドは、損傷を受けたが照射によって
殺されなかった細胞の通常の修復プロセスを妨げ、それによってそれらの⽣存率を低下させるよ
うです。RNAとタンパク質の合成は変化を⽰していません。

5.2薬物動態特性
ヒトへの経⼝投与後、ヒドロキシカルバミドは胃腸管から容易に吸収されます。薬は2時間以内
にピーク⾎清濃度に達します。7〜30 mg / kgの経⼝または静脈内投与量の約80％は、12時間以
内に尿中に回収される可能性があります。

ヒドロキシカルバミドは⾎液脳関⾨を通過します。

5.3前臨床安全性データ
動物の薬理学および毒物学

経⼝LD50ヒドロキシカルバミドの投与量は、単回投与でマウスで7330 mg / kg、ラットで5780 mg/kgで
す。

ラットの亜急性および慢性毒性試験で、最も⼀貫した病理学的所⾒は、明らかな⽤量に関連した
軽度から中等度の⾻髄形成不全、ならびに肺のうっ⾎および肺の斑⽑でした。最⾼⽤量レベル
（1260 mg / kg /⽇で37⽇間、次に2520 mg / kg /⽇で40⽇間）では、精⼦形成のない精巣萎縮が
発⽣しました。いくつかの動物では、脂肪変態を伴う肝細胞損傷が認められた。⽝では、軽度か
ら著しい⾻髄抑制は、より低い投与量レベルを除いて⼀貫した所⾒でした。さらに、より⾼い⽤
量レベル（140〜420mgまたは140〜1260mg / kg /週を週3⽇または7⽇で12週間投与）では、成
⻑遅延、⾎糖値のわずかな上昇、および肝臓または脾臓の⾎鉄症が⾒られました。可逆的な精⼦
形成停⽌が認められた。⾼い⽅では、多くの場合、致死量（400〜800 mg / kg /⽇で7〜15⽇
間）、出⾎、うっ⾎が肺、脳、尿路に⾒られました。⼼臓⾎管への影響（⼼拍数、⾎圧、起⽴性
低⾎圧、EKGの変化）および⾎液学的変化（わずかな溶⾎、わずかなメトヘモグロビン⾎症）
が、臨床レベルを超える⽤量で実験動物の⼀部の種で観察されました。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害

ヒドロキシカルバミドは明⽩に遺伝⼦毒性があり、発がん性物質と推定されており、これはヒト
への発がんリスクを意味します。真性多⾎症や⾎⼩板増加症などの⾻髄増殖性疾患のために⻑期
のヒドロキシカルバミドを投与されている患者では、続発性⽩⾎病が報告されています。この⽩
⾎病誘発効果がヒドロキシカルバミドに続発するのか、患者の基礎疾患に続発するのかは不明で
す。⽪膚がんは、⻑期のヒドロキシカルバミドを投与されている患者でも報告されています。

6医薬品の詳細

6.1添加剤のリスト
クエン酸、
乳糖、
ステアリン酸マグネシウム、
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リン酸ナトリウム、
ゼラチンと、
カプセル着⾊剤（⼆酸化チタン、エリスロシン、インジゴカルミン、酸化鉄イエロー）。印
刷インク：OPACODE1-S-277002。

6.2⾮互換性
適⽤できない。

6.3貯蔵寿命
ボトル、ガラス：製造⽇から36ヶ⽉間30℃以下で保管

ボトル、プラスチック、⼦供に強いキャップ付きのHDPE：製造⽇から18か⽉間、30°C以下で保管されま
す。

6.4保管に関する特別な注意事項
30°C未満で保管してください。過度の熱を避けてください。ボトルをしっかりと閉じてください。気密容器に分注します。

6.5容器の性質と内容
ボトル、ガラス、100カプセル。

ボトル、プラスチック、チャイルドレジスタンスキャップ付きHDPE、100カプセル。

すべてのパックタイプが販売されているわけではありません。

6.6廃棄に関する特別な注意事項
⽪膚への暴露のリスクを最⼩限に抑えるために、Hydreaカプセルを含むボトルを取り扱うとき
は、常に不浸透性の⼿袋を着⽤してください。これには、開梱と検査、施設内での輸送、投与量
の準備と管理など、臨床現場、薬局、倉庫、在宅医療現場でのすべての取り扱い活動が含まれま
す。

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

8スポンサー

ブリストル-マイヤーズスクイブ（NZ）限定プライ
ベートバッグ92518
オークランド1141

Tel：無料0800 167 567

9最初の承認⽇

1969年12⽉31⽇。

10テキストの改訂⽇

2021年12⽉20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
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4.2投与量
⽅法
管理

と
の

テキストを表⽰⽂⾔に合わせる

4.6出⽣⼒、
妊娠と
授乳

次のテキストを追加します。
⽣殖能⼒のある⼥性患者は、治療中および治療後少なくとも6か⽉間、効果的な
避妊法を使⽤するようにカウンセリングする必要があります。
発がん、突然変異誘発、出⽣⼒障害からテキストを移動し、参照セクション
4.8にテキストを追加しました。

®Hydreaは、Bristol-MyersSquibbCompanyの登録商標です。
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