
注射⽤テノキシカムデバティスパウダー、20
mgモジュール1.3.1ニュージーランドデータシート

ニュージーランドデータシート

1.製品名

注射⽤テノキシカムデバティスパウダー、20 mg

2.定性的および定量的組成

有効成分：
各バイアルには20mgのテノキシカムが含まれています。

再構成されたテノキシカムデバティス溶液には、10 mg/mlのテノキシカムが含まれています。

賦形剤：
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

注射⽤凍結乾燥粉末を含むバイアル⻩緑⾊の
凍結乾燥塊

4.臨床詳細

4.1治療適応
テノキシカムデバティスは、筋⾻格系の以下の痛みを伴う炎症性および変性性障害の対症療法のために
成⼈に適応されます：
-
-
-
-
-

関節リウマチ
変形性関節症
関節症
強直性脊椎炎
関節外障害、例えば腱炎、滑液包炎、肩の関節周囲炎（肩⼿症候群）または股関節、緊張および捻
挫
術後の痛み-

4.2投与の形態と⽅法

投与の形態/頻度および期間
症状を制御するために必要な最短期間で最低有効量を使⽤することにより、望ましくない影響を最⼩限に抑える
ことができます（セクション4.4を参照）。
術後の痛みを除くすべての適応症については、20mgの1⽇1回投与を同じ時刻に投与する必要がありま
す。
術後の痛みの場合、推奨⽤量は5⽇間毎⽇40mgです。
慢性障害の治療では、テノキシカムの治療効果は治療の初期に明らかであり、時間の経過とともに反応
が徐々に増加します。慢性疾患では、20 mgを超える1⽇量は、効果を⼤幅に⾼めることなく、望まし
くない反応の頻度と強度を⾼めるため、推奨されません。

⻑期治療が必要な患者の場合、維持のために1⽇10 mgの経⼝投与量への減量を試みることができます（これはこの製品
を使⽤して達成することはできません。つまり、錠剤の提⽰を使⽤する必要があります）。

投与⽅法
バイアル内の凍結乾燥パワーは、注射⽤に2mlの滅菌⽔に溶解する必要があります。調製した溶液は、
筋⾁内（IM）または静脈内（IV）ボーラス注射で直ちに投与する必要があります。⽰されている場合、
治療は、1⽇または2⽇間毎⽇IVまたはIM投与による単回投与で開始されます
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経⼝または直腸経路で投与されたテノキシカムの継続。
注射⽤の凍結乾燥粉末は、筋⾁内または静脈内ボーラス投与⽤に開発されています。沈殿の可能性があるた
め、注⼊では使⽤しないでください。

特別な集団に関する追加情報

腎機能障害
上記の推奨⽤量は、腎機能障害のある患者にも適⽤されます。ただし、腎機能障害のある患者にテノキ
シカムを使⽤する場合は、腎機能を注意深く監視することをお勧めします。腎機能障害のある患者で
は、投与量を最⼩限に抑える必要があります。重度の腎機能障害のある患者には使⽤しないでくださ
い。

肝機能障害
上記の推奨⽤量は、肝機能障害のある患者にも適⽤されます。ただし、肝機能障害のある患者にテノキ
シカムを使⽤する場合は、肝機能を注意深く監視することをお勧めします。肝機能障害のある患者で
は、投与量を最⼩限に抑える必要があります。重度の肝機能障害のある患者には使⽤しないでください
。

⼩児⼈⼝
データが不⼗分なため、⼦供と⻘年に対する推奨⽤量は確⽴されていません。この年齢層では使⽤しな
いでください。

⽼⼈⼈⼝
⾼齢者は、致命的となる可能性のある胃腸出⾎、潰瘍、または穿孔のリスクが⾼くなります。これらの患者
は、利⽤可能な最低⽤量で治療を開始する必要があり、保護剤（例えば、ミソプロストールまたはプロトン
ポンプ阻害剤）との併⽤療法は、同時使⽤しているこれらの患者、および併⽤低⽤量サリチル酸塩、または
増加する可能性のある他の薬物を必要とする患者に対して検討する必要があります胃腸のリスク（セクショ
ン4.4を参照）。

4.3禁忌
テノキシカムデバティスは禁忌です：
- テノキシカムまたはテノキシカムデバティスまたは他の⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）と組み

合わせた賦形剤のいずれかに対する過敏症が知られている患者。
サリチル酸塩または他の⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）が原因で、喘息、⿐炎、⾎管浮腫、ま
たは蕁⿇疹の症状を以前に⽰した患者。
以前のNSAID療法に関連した活動性または胃腸出⾎または穿孔の病歴のある患者（セクション4.4を
参照）。
再発性消化性潰瘍または出⾎の活動性または病歴のある患者（潰瘍または出⾎が証明された2つ以上の異なる
エピソード）（セクション4.4を参照）。
他のNSAIDと同様に、出⾎性素因。
他のNSAIDと同様に、重度の⼼不全、腎不全、肝不全の患者では。妊娠の最後のトリメ
スター（セクション4.6を参照）

-

-

-

-
-
-

4.4特別な警告と使⽤上の注意
テノキシカムデバティスは、肝機能障害のある患者には⽐較的禁忌です。
シクロオキシゲナーゼ-2選択的阻害剤を含むNSAIDを併⽤したテノキシカムの使⽤は避けるべきです。

テノキシカムの⾎漿タンパク結合が⾼いため、⾎漿アルブミン濃度が著しく低下した場合は、注意と予
防措置を講じる必要があります。
症状を制御するために必要な最短期間で最低有効量を使⽤することにより、望ましくない影響を最⼩限に抑える
ことができます（セクション4.2、および消化管出⾎、潰瘍、穿孔を参照）。

⼼⾎管および脳⾎管への影響
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NSAID療法に関連して体液貯留と浮腫が報告されているため、⾼⾎圧および/または軽度から中等度の
うっ⾎性⼼不全の病歴のある患者には適切なモニタリングが必要です。臨床試験および疫学的データ
は、選択的COX-2阻害剤および⼀部のNSAIDの使⽤（特に⾼⽤量および⻑期治療）が、⼼筋梗塞および
脳卒中を含む動脈⾎栓性イベントのリスクの増加と関連している可能性があることを⽰唆しています。
または使⽤期間。⼼⾎管疾患または⼼⾎管危険因⼦のある患者も、より⼤きなリスクにさらされる可能
性があります。

制御不能な⾼⾎圧、うっ⾎性⼼不全、確⽴された虚⾎性⼼疾患、末梢動脈疾患、および/または脳⾎管
疾患の患者は、慎重に検討した後にのみテノキシカムデバティスで治療する必要があります。⼼⾎管疾
患の危険因⼦（⾼⾎圧、⾼脂⾎症、糖尿病、喫煙など）のある患者の⻑期治療を開始する前に、同様の
考慮を払う必要があります。

NSAIDを服⽤している患者、特に⼼⾎管リスク因⼦を有する患者における有害な⼼⾎管イベントの潜在的リ
スクを最⼩限に抑えるために、可能な限り短い期間、最低有効⽤量を使⽤する必要があります（セクション
4.2を参照）。

NSAIDは、新たな⾼⾎圧の発症または既存の⾼⾎圧の悪化につながる可能性があり、NSAIDで降圧薬を
服⽤している患者は、抗⾼⾎圧反応が損なわれる可能性があります。

⾼⾎圧症の患者にNSAIDを処⽅するときは注意が必要です。NSAID治療の開始中およびその後は定期的
に、⾎圧を注意深く監視する必要があります。

NSAIDを服⽤している⼀部の患者では、体液貯留と浮腫が観察されています。したがって、体液貯留ま
たは⼼不全の患者には注意が必要です。

アスピリンの同時使⽤が、NSAIDの使⽤に関連する深刻な⼼⾎管⾎栓性イベントのリスク増加の可能性
を軽減することを⽰唆する⼀貫した証拠はありません。

胃腸出⾎、潰瘍および穿孔：
致命的となる可能性のある消化管出⾎、潰瘍形成または穿孔は、警告症状または深刻な消化管イベントの既
往歴の有無にかかわらず、治療中いつでもテノキシカムデバティスを含むすべてのNSAIDで報告されていま
す。研究では、消化性潰瘍や出⾎を発症するリスクのない患者のサブセットは特定されていません。

NSAIDによって引き起こされる上部胃腸潰瘍、⾁眼的出⾎または穿孔は、3〜6か⽉間治療された患者の
約1％、および1年間治療された患者の約2〜4％で発⽣します。これらの傾向は、使⽤期間が⻑くなる
につれて続き、治療中のある時点で深刻な胃腸イベントを発症する可能性が⾼くなります。しかし、短
期間の治療でさえリスクがないわけではありません。

⾼齢者、深刻な胃腸イベント、喫煙、アルコール依存症の病歴のある⾼齢者など、深刻な胃腸イベント
を発症するリスクが⾼い可能性のある胃腸イベントの危険因⼦を持つ患者には注意が必要です。

⾼齢者は、NSAIDに対する副作⽤、特に胃腸出⾎や穿孔の頻度が⾼くなり、致命的となる可能性があり
ます。衰弱した患者は、他の⼈と同様に潰瘍や出⾎に耐えられないようです。NSAIDに関連する致命的
な胃腸イベントのほとんどは、⾼齢者および/または衰弱した患者で発⽣しました。消化管出⾎、潰瘍
または穿孔のリスクは、特に出⾎または穿孔を合併した場合（セクション4.3を参照）および⾼齢者に
おいて、潰瘍の病歴のある患者において、NSAID⽤量の増加とともに⾼くなります。

リスク要因のある患者は、利⽤可能な最低⽤量で治療を開始する必要があり、保護剤（ミソプロストー
ルまたはプロトンポンプ阻害剤など）との併⽤療法は、同時使⽤しているこれらの患者および併⽤低⽤
量サリチル酸塩または他の薬物を必要とする患者に対して検討する必要があります
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胃腸のリスクを⾼める可能性があります（以下およびセクション4.5を参照）。

NSAIDは、炎症性腸疾患（潰瘍性⼤腸炎、クローン病）の病歴がある患者には、症状が悪化する可能性
があるため、注意して投与する必要があります。特に⾼齢者の場合、胃腸毒性の病歴のある患者は、特
に治療の初期段階で、異常な腹部症状（特に胃腸出⾎）を報告する必要があります。消化性潰瘍または
胃腸出⾎が発⽣した場合は、テノキシカムデバティスを直ちに中⽌する必要があります。医師は、深刻
な胃腸毒性の兆候と症状について患者に警告する必要があります。

経⼝コルチコステロイド、ワルファリンなどの抗凝固薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、サリチ
ル酸塩などの抗⾎⼩板薬など、潰瘍や出⾎のリスクを⾼める可能性のある併⽤薬を服⽤している患者に
は注意が必要です（セクション4.5を参照）。

⽪膚反応
テノキシカムでは、剥離性⽪膚炎、中毒性表⽪壊死症（TEN）、スティーブンス‧ジョンソン症候群
（SJS）などの⽣命を脅かす⽪膚反応が報告されており、これらは致命的で警告なしに発⽣する可能性
があります。これらの深刻な副作⽤は特異なものであり、⽤量や使⽤期間とは無関係です。

患者は、深刻な⽪膚反応の兆候と症状について知らされ、⽪膚反応を注意深く監視する必要がありま
す。SJSまたはTENの発⽣のリスクが最も⾼いのは、治療の最初の数週間以内です。

SJSまたはTENの症状または徴候（例：粘膜病変の⽔疱を伴う進⾏性の⽪膚発疹）が存在する場合は、
テノキシカムデバティスを中⽌する必要があります。SJSとTENを管理するための最良の結果は、疑わ
しい薬物の早期診断と即時中⽌から得られます。早期の離脱は、より良い予後と関連しています。

患者がテノキシカムを使⽤してSJSまたはTENを発症した場合、この患者ではいつでもテノキシカムを再開しては
なりません。

⾎液学的影響
テノキシカムは⾎⼩板凝集を抑制し、⽌⾎に影響を与える可能性があります。テノキシカムデバティスは、⾎液
凝固因⼦、凝固時間、プロトロンビン時間、および活性化トロンボプラスチン時間に有意な影響を及ぼしませ
ん。

ただし、凝固障害のある患者や⽌⾎を妨げる治療を受けている患者は、テノキシカムデバティスを投与
する際に注意深く観察する必要があります。

眼の効果
テノキシカムデバティスを含むNSAIDで有害な眼の所⾒が報告されています。したがって、視覚障害を
発症した患者には眼科的評価が推奨されます。

解熱効果
他の抗炎症薬で知られているように、テノキシカムデバティスは通常の感染症の兆候を隠す可能性があります。

腎機能障害
NSAIDは腎臓のプロスタグランジン合成を阻害し、その結果、腎臓の⾎⾏動態および塩分と⽔分のバラ
ンスに望ましくない影響を与える可能性があります。腎疾患、糖尿病患者の腎機能障害、肝肝硬変、
うっ⾎性の患者では、⼼機能および腎機能（BUN、クレアチニン、浮腫の発症、体重増加など）に特に
重点を置いて患者を適切に監視する必要があります。⼼不全、⾎液量減少、および腎毒性の可能性のあ
る薬、利尿薬、コルチコステロイドとの併⽤治療。このグループの患者は、深刻な失⾎の可能性がある
ため、⼤⼿術の周術期および術後期に特別なリスクがあります。したがって、術後および回復期には綿
密なモニタリングが必要です。
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テノキシカムの⾎漿タンパク結合が⾼いため、⾎漿アルブミンレベルが著しく低下する場合は注意が必
要です。

4.5他の医薬品との相互作⽤および他の形態の相互作⽤

アセチルサリチル酸塩およびサリチル酸塩
サリチル酸塩は、テノキシカムを含むNSAIDのクリアランスと分布容積を増加させ、テノキシカムをタ
ンパク質結合部位から移動させることにより、テノキシカムの平均最⼩定常状態⾎漿濃度を低下させま
す。サリチル酸塩または他のNSAIDによる同時治療は、望ましくない反応のリスクが⾼まるため、推奨
されません。

抗⾎⼩板薬および選択的セロトニン再取り込み阻害薬
抗⾎⼩板薬と選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）をNSAIDと併⽤すると、胃腸出⾎のリスクが
⾼まります（セクション4.4を参照）。

メトトレキサート
⼀部のNSAIDとメトトレキサートの同時投与は、メトトレキサートの尿細管分泌の低下、メトトレキ
サートの⾎漿中濃度の上昇、および重度のメトトレキサート毒性に関連しています。したがって、テノ
キシカムデバティスをメトトレキサートと同時に投与する場合は注意が必要です。

リチウム
テノキシカムはリチウムの腎クリアランスを低下させる可能性があるため、それらの併⽤投与は⾎漿レベルの上昇とリ
チウムの毒性につながる可能性があります。リチウムの⾎漿レベルは注意深く監視する必要があります。

利尿薬と降圧薬
⼀般的なNSAIDと同様に、テノキシカムはカリウム保持性利尿薬と同時に投与すべきではありません。
これらの2つのクラスの化合物の間には既知の相互作⽤があり、⾼カリウム⾎症と腎不全を引き起こす
可能性があります。
テノキシカムとフロセミドの間に臨床的に有意な相互作⽤は認められませんでしたが、テノキシカムはヒド
ロクロロチアジドの⾎圧低下効果を弱めます。他のNSAIDから知られているように、テノキシカムはアル
ファアドレナリン遮断薬とACE阻害薬の降圧効果を弱める可能性があります。
テノキシカムをアテノロールと⼀緒に投与した場合、臨床的に関連する相互作⽤はありませんでした。臨床
試験中、ジギタリス製品を併⽤して治療された患者の相互作⽤は報告されませんでした。したがって、テノ
キシカムデバティスとジギタリス製品の同時投与には⼤きなリスクはないようです。

制酸剤とH2-受容体遮断薬
推奨される投与量で制酸剤とシメチジンを同時に投与した場合、臨床的に関連する相互作⽤は⾒られま
せんでした。

プロベネシド
プロベネシドとテノキシカム治療の同時投与は、テノキシカムの⾎漿濃度を増加させる可能性がありま
す。この観察の臨床的重要性は確⽴されていません。

抗凝固剤
ワルファリンとフェンプロクモンの併⽤投与、および推奨⽤量の低分⼦量ヘパリンとの臨床的に関連す
る相互作⽤は⾒られませんでした。それにもかかわらず、他のNSAIDに関しては、患者が抗凝固薬を併
⽤する場合は注意深いモニタリングが推奨されます。

経⼝抗糖尿病薬
経⼝抗糖尿病薬のグリボルヌリド、グリベンクラミド、トルブタミドの臨床効果も同様にテノキシカムに
よって変化しませんでした。それにもかかわらず、他のNSAIDに関しては、患者が経⼝抗糖尿病薬を併⽤す
る場合は注意深いモニタリングが推奨されます。
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コレスチラミン
コレスチラミンは、クリアランスを増加させ、テノキシカムの半減期を短縮する可能性があります。

デキストロメトルファン
テノキシカムとデキストロメトルファンの併⽤投与は、単剤療法と⽐較して鎮痛効果を⾼める可能性が
あります。

シクロスポリン
腎毒性のリスクの増加。

アルコール

テノキシカムとアルコールの間に有意な薬⼒学的相互作⽤はありませんが、cテノキシカムとアルコー
ルを併⽤すると、胃粘膜の損傷が促進されます。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳

⼀般原理
妊娠カテゴリーはC/D（3.trimester）です

出産の可能性/避妊の⼥性
テノキシカムが避妊（避妊）に及ぼす影響に関するデータはありません。テノキシカムの使⽤は、シクロオキシゲナー
ゼ/プロスタグランジン合成を阻害することが知られている他の薬剤と同様に、出⽣⼒を損なう可能性があるため、妊娠
しようとする⼥性には推奨されません。妊娠しようとしている⼥性が使⽤する場合は、投与量をできるだけ低くし、治
療期間をできるだけ短くする必要があります。

妊娠
プロスタグランジン合成の阻害は、妊娠および/または胚/胎児の発育に悪影響を与える可能性がありま
す。疫学研究からのデータは、妊娠初期にプロスタグランジン合成阻害剤を使⽤した後、流産、⼼臓奇
形、胃壁破裂のリスクが⾼いことを⽰唆しています。⼼⾎管奇形の絶対リスクは、1％未満から約1.5％
に増加しました。リスクは、治療の⽤量と期間とともに増加すると考えられています。動物では、プロ
スタグランジン合成阻害剤の投与により、着床前および着床後の喪失が増加し、胚胎児の致死率が⾼く
なることが⽰されています。さらに、⼼臓⾎管を含むさまざまな奇形の発⽣率の増加が、器官形成期に
プロスタグランジン合成阻害剤を投与された動物で報告されています。妊娠の第1および第2トリメス
ターの間、明らかに必要でない限り、テノキシカムデバティスは与えられるべきではありません。テノ
キシカムデバティスを妊娠しようとしている⼥性が使⽤する場合、または妊娠の第1および第2トリメス
ター中に使⽤する場合は、投与量をできるだけ低くし、治療期間をできるだけ短くする必要がありま
す。

妊娠後期には、すべてのプロスタグランジン合成阻害剤が胎児を以下にさらす可能性があります。
-
-

⼼肺毒性（動脈管の早期閉鎖および肺⾼⾎圧症を伴う）腎機能障害、これはオリゴヒドロ⽺膜症
を伴う腎不全に進⾏する可能性があります

そして、妊娠の終わりに、⺟親と新⽣児は次のことをします：
- 出⾎時間の延⻑の可能性、⾮常に低⽤量でも発⽣する可能性のある抗凝集効果。

⼦宮収縮の抑制は、分娩の遅延または⻑期化をもたらします。-

したがって、テノキシカムデバティスは妊娠後期には禁忌です。

⺟乳育児
単回投与の結果に基づくと、ごく少量（平均値が投与量の0.3％未満）のテノキシカムが⺟乳に移⾏し
ます（セクション5.2を参照）。
テノキシカムを服⽤している⺟親の乳児に有害反応の証拠はありません。それにもかかわらず、乳児は
離乳するか、薬を中⽌する必要があります。
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受胎能⼒
テノキシカムの使⽤は、シクロオキシゲナーゼ/プロスタグランジン合成を阻害することが知られている他の薬剤と同様に、出
⽣⼒を損なう可能性があるため、妊娠しようとする⼥性には推奨されません。
妊娠が困難な⼥性や出⽣⼒の調査を受けている⼥性では、テノキシカム治療の中⽌を検討する必要があ
ります（セクション5.3を参照）。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響
めまい、眠気、視覚障害など、運転や機械の使⽤に影響を与える可能性のある有害事象を経験している
患者は、⾞の運転や機械の使⽤を控える必要があります。

4.8望ましくない影響
多数の患者を含む臨床試験に基づいて、テノキシカムは推奨⽤量で⼗分に許容されることが証明されま
した。通常、報告された望ましくない影響は軽度で⼀時的なものでした。少数の患者では、望ましくな
い影響による治療の中断が必要でした。
テノキシカムの⾮経⼝投与の局所耐性は良好であることがわかった。

NSAIDに関連して最も⼀般的に観察される有害事象は、本質的に胃腸です。消化性潰瘍、穿孔または胃
腸出⾎、時には致命的、特に⾼齢者が発⽣する可能性があります（セクション4.4を参照）。悪⼼、嘔
吐、下痢、⿎腸、便秘、消化不良、腹痛、下⾎、吐⾎、潰瘍性⼝内炎、⼤腸炎の悪化およびクローン病
（セクション4.4を参照）がNSAID投与後に報告されています。それほど頻繁ではありませんが、胃炎
が観察されています。

テノキシカムの使⽤による望ましくない影響には、次の⽤語と頻度が使⽤されます。
ごく普通 （≥1/10）共通（≥1/100、<1/10）、珍しい（≥1/1000、<1/100）、レア（≥1/10000、<1/1000）、
⾮常にまれ（<1/10000）、不明（利⽤可能なデータから推定できません）。

⾎液およびリンパ系の障害
不明：貧⾎、無顆粒球症、⽩⾎球減少症、⾎⼩板減少症。

免疫系障害
不明：呼吸困難、喘息、アナフィラキシー、⾎管浮腫などの過敏反応。

代謝と栄養障害 珍しい：⾷欲不振

精神障害
珍しい： 睡眠障害
不明：混乱状態、幻覚

神経系障害 ⼀般：めまい、頭痛 不
明：知覚異常、傾眠

⽬の障害
不明：視覚障害（視覚障害や視⼒障害など）

⽿と迷路の障害 珍しい：め
まい

⼼臓障害
珍しい：動悸 不明： ⼼不
全
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注射⽤テノキシカムデバティスパウダー、20 mg
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⾎管障害
不明：⾎管炎。
臨床試験および疫学的データは、選択的シクロオキシゲナーゼ2阻害剤（COX2阻害剤）および⼀部の
NSAID（特に⾼⽤量および⻑期治療）の使⽤が動脈⾎栓性イベント（⼼筋梗塞または脳卒中など）のリ
スクのわずかな増加と関連している可能性があることを⽰唆しています。
テノキシカムが⼼筋梗塞などの⾎栓性イベントを増加させることは⽰されていませんが、テノキシカムによるそ
のようなリスクを除外するにはデータが不⼗分です。

胃腸障害
⼀般：胃、みぞおち、腹痛、消化不良、吐き気
珍しい：胃腸出⾎（吐⾎および下⾎を含む）、胃腸潰瘍、便秘、下痢、嘔吐、⼝内潰瘍、胃炎、⼝渇。

激レア：膵炎
不明：胃腸穿孔、⼤腸炎およびクローン病の悪化、⿎腸

肝胆道障害 珍しい：肝酵素の増加 不
明：肝炎

⽪膚および⽪下組織の障害 珍しい：そう痒症、紅斑、
発疹、発疹、じんましん。
激レア：スティーブンス‧ジョンソン症候群、中毒性表⽪壊死症（ライエル症候
群）、 不明：感光性反応。

腎臓および尿の障害 珍しい：⾎中尿素また
はクレアチニンの増加

⽣殖器系と乳房障害 不明：⼥性の不妊症

テノキシカムを含むシクロオキシゲナーゼ/プロスタグランジン合成を阻害することが知られている薬剤で、⼥性の不妊
症の孤⽴した症例が報告されています。

⼀般的な障害と投与部位の状態 珍しい：倦怠感、浮
腫

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
症状
⼀般的に、NSAIDの過剰投与の患者は無症候性です。NSAIDの過剰投与は、中枢神経系または胃腸の軽度の
障害のみを引き起こします。
かなりの量を摂取した後のより深刻な毒性の報告が孤⽴しています。それらには、発作、昏睡および腎
不全が含まれ、⼼呼吸停⽌が発⽣する可能性があります。肝機能障害、低トロンボビン⾎症、代謝性ア
シドーシスも報告されています。

処理
過剰投与の場合、適切な⽀持療法が⽰され、薬の中⽌、制酸剤およびプロトンポンプ阻害剤が⽰される
場合があります。既知の特定の解毒剤はありません。透析は、⾎流からNSAIDを有意に除去しません。

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（0800）にお問い合わせください。
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POISONまたは0800764766）。

薬物乱⽤と依存：薬物依存、依存症、娯楽的乱⽤は、この化合物の問題として報告されていません。

5.薬理学的特性

5.1薬⼒学的特性
薬物療法グループ：抗リウマチ薬、抗炎症薬、鎮痛薬。 ATCコード：M01AC02

テノキシカムデバティスの有効成分であるテノキシカムは、抗炎症、鎮痛、抗リウマチの特性を持つ⾮ステ
ロイド性抗炎症薬（NSAID）であり、⾎⼩板凝集も抑制します。テノキシカムは、シクロオキシゲナーゼ1
（COX-1）および2（COX-2）の両⽅を阻害することにより、プロスタグランジン⽣合成を阻害します。試験
管内で（（⽺の精嚢）とインビボ（（マウスにおけるアラキドン酸誘発毒性の保護）。 試験管内でヒト
COS-7細胞から調製されたシクロオキシゲナーゼアイソザイムに関する調査は、テノキシカムがCOX-1およ
びCOX-2アイソザイムをほぼ同じ程度に阻害することを⽰しました。すなわち、COX-2/COX-1⽐は1.34に等
しい。
試験管内で⽩⾎球ペルオキシダーゼのテストは、テノキシカムが炎症部位で活性酸素のスカベンジャーとして機能する可能性があるこ
とを⽰唆しています。
テノキシカムは強⼒です試験管内で軟⾻破壊を誘発するヒトメタロプロテイナーゼ（ストロメリシンおよびコラ
ゲナーゼ）の阻害剤。
さらに考えられる作⽤機序は、NO経路の変化を⽰す亜硝酸塩レベルの低下です。

これらの薬理学的効果は、少なくとも部分的に、筋⾻格系の痛みを伴う炎症性および変性性障害の治療
におけるテノキシカムデバティスの治療上の利点を説明しています。

5.2薬物動態特性

⼀般的なプロパティ
吸収：
筋⾁内投与後のバイオアベイラビリティは完全であり、経⼝投与の間に違いはありません。最⼤達成濃
度の90％以上の筋⾁内注射レベルに続いて、投与後15分という早い時期に到達します。

1⽇1回20mgの推奨投与計画では、予期しない蓄積なしに10〜15⽇以内に定常状態に到達します。テノ
キシカムを1⽇1回20mg経⼝投与した場合の定常状態での平均濃度は11mg/Lであり、4年までの治療で
も変化しません。

単回投与動態から予測されるように、定常状態での⾎漿濃度は、単回投与後に到達したものよりも6倍
⾼い。

分布：
20 mgのテノキシカムの静脈内投与後、薬物の⾎漿レベルは、主に分配プロセスのために最初の2時間
で急速に低下します。定常状態での平均分布容積は10〜12Lです。

⾎中の薬の99％以上がアルブミンに結合しています。テノキシカムは滑液によく浸透します。⾎漿中
よりも遅くピーク濃度に到達します。
単回投与の結果に基づくと、⾮常に少量（平均値が投与量の0.3％未満）のテノキシカムが⺟乳に移⾏
します（セクション4.6を参照）。

代謝：
テノキシカムは、薬理学的に不活性な代謝物への実質的に完全な⽣体内変化の後、肝臓を介して排泄されま
す。
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排除：
投与量の最⼤3分の2が尿中に排泄され（主に不活性な5'-ヒドロキシテノキシカムとして）、残りは胆
汁を介して排泄されます（グルクロン酸抱合化合物の形でかなりの部分）。投与量の1％以下が尿を介
して変化せずに排泄されます。テノキシカムの平均排出半減期は72時間（59〜74時間の範囲）です。
総⾎漿クリアランスは2ml/分です。

直線性/⾮線形性：
テノキシカムの薬物動態は、調査した10〜100mgの⽤量範囲で線形です。

患者の特徴

腎機能障害：
腎機能障害のある患者を対象とした研究では、健康な被験者に⾒られるのと同様の⾎漿濃度を達成するため
に⽤量調整は必要ないことが⽰唆されています。

肝機能障害：
肝機能障害のある患者を対象とした研究では、健康な被験者に⾒られるのと同様の⾎漿濃度を達成するため
に⽤量調整は必要ないことが⽰唆されています。

⽼⼈⼈⼝：
⾼齢者を対象とした研究では、健康な被験者に⾒られるのと同様の⾎漿濃度を達成するために⽤量調整は必要な
いことが⽰唆されています。⾼齢者の運動プロファイルは、健康な被験者と同様に観察されます。

他の：
リウマチ性疾患の患者の動態プロファイルは、健康な被験者と同様に観察されます。
テノキシカムの⾎漿タンパク結合が⾼いため、⾎漿アルブミンレベルが著しく低下する場合は注意が必要で
す（セクション4.4を参照）。

5.3前臨床安全性データ

発がん性： テノキシカムは動物に発がん性の影響を⽰さなかった。

変異原性： テノキシカムは動物に変異原性の影響を⽰さなかった。

出⽣⼒の障害：
テノキシカムの使⽤は、シクロオキシゲナーゼ/プロスタグランジン合成を阻害することが知られている他の
薬剤と同様に、出⽣⼒を損なう可能性があるため、妊娠しようとする⼥性には推奨されません。妊娠が困難
な⼥性や不妊症の調査を受けている⼥性では、テノキシカム治療の中⽌を検討する必要があります。

奇形原性： テノキシカムは動物に催奇形性の影響を⽰さなかった。

6.医薬品の詳細

6.1添加剤のリスト
アスコルビン酸
エデト酸⼆ナトリウム
マンニトール

⽔酸化ナトリウム
トロメタモール
塩酸（pH調整⽤）
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6.2⾮互換性
注射⽤テノキシカムパウダーは、沈殿の危険性があるため、輸液と⼀緒に使⽤しないでくだ
さい。適合性の研究がない場合、この薬を他の薬と混合してはなりません。

6.3貯蔵寿命
24ヶ⽉。テノキシカムデバティス製品は、再構成後すぐに使⽤する必要があります。

6.4保管条件
光から保護して30°C以下で保管してください。

6.5コンテナの種類と性質
20mgの凍結乾燥塊を含む無⾊の3mlガラスバイアル。

6.6廃棄およびその他の取り扱いに関する特別な注意事項
未使⽤の材料は、地域の廃棄規則に従って廃棄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

DEVATIS LIMITED
45 Yarrow Street、インバーカーギル、9810
ニュージーランド
Tel：+64 3 211 0080 
Fax：+64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9.最初の承認⽇

最初の承認⽇：2020年10⽉15⽇最
新の更新⽇：

10.テキストの改訂⽇

09.08.2021

DEVATIS LIMITEDプロパティ-厳密に機密バー
ジョン：NZ-V04/2021年8⽉
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