
イノヘップ-
（チンザパリンナトリウム注射）

Subcuの場合-taneous（SC）使⽤のみ Rバツそれだけ

脊髄/硬膜外⾎腫

脊髄幹⿇酔（硬膜外/脊髄⿇酔）または脊髄穿刺が採⽤されている場合、⾎栓塞栓性合併症
を予防するために低分⼦量ヘパリンまたはヘパリノイドで抗凝固療法または抗凝固療法が予
定されている患者は、硬膜外または脊髄硬膜外⾎腫を発症するリスクがあります。永続的な
⿇痺。

これらのイベントのリスクは、鎮痛剤の投与に硬膜外カテーテルを留置するか、⾮ステロイド
性抗炎症薬（NSAID）、⾎⼩板阻害剤、その他の抗凝固薬などの⽌⾎に影響を与える薬剤を併
⽤することで増加します。リスクは、外傷性または繰り返しの硬膜外または脊椎穿刺によって
も増加するようです。

患者は、神経障害の兆候と症状について頻繁に監視する必要があります。神経学的な妥協
が認められた場合、緊急の治療が必要です。

医師は、抗凝固療法を受けている患者、または⾎栓予防のために抗凝固療法を受けている患
者への脊髄幹⿇酔の前に、潜在的な利益とリスクを考慮する必要があります（警告、出⾎、
および注意事項、薬物相互作⽤も参照）。

説明

INNOHEP-は、低分⼦量ヘパリンであるチンザパリンナトリウムを含む滅菌溶液です。複
数回投与の2mLバイアルで利⽤できます。

各2mLバイアルには、1mLあたり20,000の抗第XaIU（抗Xa）チンザパリンナトリウム、合計40,000 IU、およ
び安定剤として3.1 mg/mLのメタ重亜硫酸ナトリウムが含まれています。バイアルには、防腐剤として10 mg/
mLのベンジルアルコールが含まれています。⽔酸化ナトリウムを添加して、5.0〜7.5のpH範囲を達成するこ
とができます。

TITLE - TINZAPARIN SODIUM / INNOHEP MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-tinzaparin-sodium-spiriva-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020484s011lbl.pdf


表1
20,000抗XaIU/ mL INNOHEP-（チンザパリンナトリウム注射液）の組成

成分 mLあたりの量

チンザパリンナトリウム 20,000アンチXaIU
ベンジルアルコール、USP 10mg
メタ重亜硫酸ナトリウム、USP 3.106 mg1

⽔酸化ナトリウム、USP 必要に応じて
注射⽤⽔、USP qsから1mL

13.4 mg/mL亜硫酸⽔素ナトリウムに対応

チンザパリンナトリウムは、ヘパリンをブタの腸粘膜から制御された酵素的解重合によっ
て得られる低分⼦量ヘパリンのナトリウム塩です。フラボバクテリウムヘパリナム。成分
の⼤部分は、⾮還元末端に2-O-スルホ-4-エンピラノスロン酸構造を持ち、鎖の還元末端に
2-N、6-O-ジスルホ-D-グルコサミン構造を持っています。

効⼒は⽣物学的アッセイによって決定され、最初の国際低分⼦量ヘパリン標準によってミリ
グラムあたりの抗第Xa因⼦（抗Xa）活性の単位として解釈されます。チンザパリンナトリウ
ムの平均抗第Xa因⼦活性は、1ミリグラムあたり約100IUです。平均分⼦量は5,500から7,500
ダルトンの範囲です。分⼦量分布は次のとおりです。

<2,000
2,000〜8,000
> 8,000

ダルトン
ダルトン
ダルトン

<10％ 
60％から72％ 
22％から36％ 

構造式：



臨床薬理学

チンザパリンナトリウムは、抗⾎栓作⽤を持つ低分⼦量ヘパリンです。チンザパリンナトリウ
ムは、フィブリン⾎餅の形成を含む⾎液凝固につながる反応を阻害します。試験管内でとイン
ビボ。これは、いくつかの活性化凝固因⼦、特に因⼦XaおよびIIa（トロンビン）の強⼒な共阻
害剤として機能します。⼀次阻害活性は、⾎漿プロテアーゼ阻害剤であるアンチトロンビンを
介して媒介されます。

出⾎時間は通常、チンザパリンナトリウムの影響を受けません。活性化部分トロンボプラスチン時間
（aPTT）は、深部静脈⾎栓症（DVT）の治療に使⽤されるチンザパリンナトリウムの治療⽤量に
よって延⻑されます。プロトロンビン時間（PT）は、チンザパリンナトリウム治療によりわずかに
延⻑される場合がありますが、通常は正常範囲内にとどまります。チンザパリンナトリウムの治療モ
ニタリングには、aPTTもPTも使⽤できません。

未分画ヘパリンもチンザパリンナトリウムも固有の線維素溶解活性を持っていません。した
がって、既存の⾎塊を溶解しません。チンザパリンナトリウムは、組織因⼦経路阻害剤の放出
を誘発し、これが抗⾎栓効果に寄与する可能性があります。ヘパリンは、その抗凝固作⽤とは
独⽴したさまざまな作⽤を持つことも知られています。これらには、内⽪細胞増殖因⼦との相
互作⽤、平滑筋細胞増殖の阻害、リポタンパク質リパーゼの活性化、アルドステロン分泌の抑
制、および⾎⼩板凝集の誘導が含まれます。

薬物動態/薬⼒学
低分⼦量ヘパリンの⾎漿中濃度を直接測定することはできないため、抗Xaおよび抗IIa活性は、
チンザパリンナトリウム曝露を評価するための主要なバイオマーカーです。分析アッセイの制
限により、抗Xa活性はより広く使⽤されているバイオマーカーです。⾎漿中の抗Xaおよび抗IIa
活性の測定値は、アンチトロンビンの⾼親和性結合部位（抗Xaおよび抗IIa活性）を含む分⼦の
濃度の代理として機能します。抗Xa活性に基づいて患者を監視することは、⼀般的にはお勧め
できません。データは、以下の図1と表2に⽰されています。

健康なボランティアと患者を対象としたチンザパリンナトリウムの研究は、固定⽤量と体重調整
の両⽅の投与量で実施されました。チンザパリンナトリウムによる推奨される治療法は、体重調
整された投薬に基づいています（参照投薬と管理）。



図1。
健康なボランティアへの4,500IU*の単回投与および175IU/kgのチンザパリンナトリウムの1
⽇1回の複数回のSC投与後のAntiXa活性の平均および標準偏差

1.25

175 IU /kg1⽇⽬
1.00

175 IU /kg5⽇⽬

0.75 4500 IU

0.50

0.25

0.00
0 4 8 12

時間（時間）

16 20 24

*4,500IUの単回投与に基づく投与。投与された平均⽤量は64.3IU/kgでした。

表2
健康なボランティアへのチンザパリンナトリウムの単回および1⽇1回の複数回投与SC投与後
のAntiXa活性に基づく薬物動態パラメーター（平均および標準偏差）の要約

パラメータ（単位） 単回投与（N = 23） 複数回投与（N = 14）
1⽇⽬

（175 IU / kg）

5⽇⽬
（175 IU / kg）4,500 IU *

C最⼤（IU / mL） 0.25（0.05） 0.87（0.15） 0.93（0.15）
T最⼤（時間） 3.7（0.9） 4.4（0.7） 4.6（1.0）
AUC 2.0（0.5） 9.0（1.1） 9.7（1.4）0-∞（（IU * hr / mL）

半減期（時間） 3.4（1.7） 3.3（0.8） 3.5（0.6）
*4,500IUの単回投与に基づく投与。投与された平均⽤量は64.3IU/kgでした。

吸収
抗Xa活性の⾎漿レベルは、チンザパリンナトリウムの⽪下注射後の最初の2〜3時間で増加
し、4〜5時間以内に最⼤に達します。最⼤濃度（C最⼤）0.25および0.87 IU / mLは、4,500 IU
（約64.3 IU / kg）の単⼀SC固定⽤量および175 IU/kgのチンザパリンナトリウムの体重調整⽤
量の後にそれぞれ達成されます。吸収の程度に基づく（AUC0-∞）、4,500IUと12,250IUの単回
投与量の⽐較は、抗Xa活性の増加が、投与量の増加に⽐例する投与量よりも⼤きいことを⽰し
ています。チンザパリンナトリウムの単回⽪下注射後、抗Xaおよび抗Xaの下の⾯積に基づく
抗Xa対抗IIa活性⽐の平均



抗IIa時間プロファイルは2.8であり、未分画ヘパリンの時間プロファイル（約1.2）よりも⾼く
なっています。絶対バイオアベイラビリティ（4,500 IU SCおよび静脈内[IV]投与後）は、抗Xa
活性に基づいて86.7％です。

分布
チンザパリンナトリウムの分布容積は3.1Lから5.0Lの範囲です。これらの値は⾎液量と⼤きさが
類似しており、抗Xa活性の分布が中央コンパートメントに限定されていることを⽰唆していま
す。

代謝
低分⼦量ヘパリンは、脱硫酸化と解重合によって部分的に代謝されます。

排除
健康なボランティアでは、4,500IUまたは175IU / kgのチンザパリンナトリウムのSC投与後の
消失半減期は、抗Xa活性に基づいて約3〜4時間です。4,500IUのチンザパリンナトリウムのIV
投与後のクリアランスは約1.7L/hrです。排泄の主な経路は腎臓です。健康なボランティアで
は、175 IU / kgを1⽇1回5⽇間投与しても、抗Xa活性は蓄積されませんでした。（図1および
表2を参照してください。）

特別な集団

集団薬物動態
近位DVTの治療としてSCチンザパリンナトリウムを1⽇1回投与された約180⼈の患者（175 IU / 
kg体重）およびSCチンザパリンナトリウムを1⽇1回投与された待機的股関節置換⼿術を受けた
約240⼈の患者（〜65 IU / kg体重）の抗Xa濃度体重）は、集団薬物動態学的⽅法によって分析
された。結果は、年齢も性別も、抗Xa活性に基づいてチンザパリンナトリウムクリアランスを
有意に変化させないことを⽰しています（参照注意事項、⼀般）。しかし、腎機能障害のある
患者では、チンザパリンナトリウムクリアランスの低下が観察されました（計算されたクレア
チニンクリアランスの低下）（を参照）。特別な⼈⼝、腎機能障害）。 体重もチンザパリンナ
トリウムクリアランスの予測にとって重要な要素であり、INNOHEP療法は体重調整された投薬
に基づくという推奨と⼀致しています（を参照）。投薬と管理）。

腎機能障害
集団薬物動態
DVTのためにチンザパリンナトリウム（175 IU / kg）で治療されている患者では、集団薬物動態
（PK）分析により、抗Xa活性に基づくチンザパリンナトリウムクリアランスがCockroftGault⽅程式
によって計算されたクレアチニンクリアランスに関連していることが判明しました。このPK分析で
は、中等度（30-50 mL / min）および重度（<30 mL / min）の腎機能障害におけるチンザパリンナト
リウムクリアランスの低下が観察されました。重度の腎機能障害のある患者は、正常な腎機能のあ
る患者（> 80mL /分）と⽐較して、チンザパリンナトリウムクリアランスの24％の減少を⽰しまし
た。

⾎液透析研究
⾎液透析を受けている12⼈の慢性腎不全患者の研究では、集団PK分析からの推定と⼀致し
て、抗Xaクリアランスが28％減少しました。別の



⾎液透析を受けている6⼈の患者の研究では、透析外の⽇に75 IU / kgのチンザパリンナトリウム
を単回IV投与した後の抗Xa活性の半減期は、健康なボランティアの半減期と⽐較して延⻑されま
した（5.2時間対1.6時間）。

INNOHEP®は、腎不全の⾼齢患者に投与した場合、未分画ヘパリン（UFH）と⽐較して、死
亡のリスクを⾼める可能性があります（を参照）。警告と 予防）。

肝機能障害
肝障害のある患者におけるチンザパリンナトリウムの薬物動態または薬⼒学を評価した前向
き研究はありません。ただし、肝経路は低分⼦量ヘパリンの除去の主要な経路ではありませ
ん（参照警告、出⾎）。

お年寄り
腎不全の⾼齢患者を対象とした対照臨床試験では、UFHによる治療を受けた患者と⽐較し
て、INNOHEP®治療後に死亡した患者の数が多くなりました（を参照）。 警告と予防）。

腎機能は年齢とともに低下するため、⾼齢患者ではチンザパリンナトリウムの排出が減少する
可能性があります。30⼈の⾼齢患者の前向き研究[男性6⼈、⼥性24⼈; 87.0歳 ±5。9年; 平均体
重62.7±14.6 kg; クレアチニンクリアランス40.6±15.3 mL / min（範囲20-72）]急性静脈⾎栓
塞栓症のためにチンザパリンナトリウム175 IU / kgで1⽇1回10⽇間治療したところ、ピークの
抗Xa活性レベルに基づく抗Xa活性の蓄積はありませんでした。

肥満
前向き臨床試験の結果と⺟集団PK分析に基づいて、体重ベースの投薬は重度/肥満の患者に適し
ています。抗Xa活性に基づくチンザパリンナトリウムPKパラメーターは、チンザパリンナトリ
ウムが175 IU/kgまたは75IU/ kgで体重ベースで投与された場合、体重および肥満度指数
（BMI）に依存しません。重い/肥満の被験者の前向き研究（101〜165 kg; BMI 26〜61 kg / m2

）、抗Xa活性時間プロファイルは、通常体重のボランティア研究のものと同様でした。175 IU / 
kgの⽤量でのデータを図2に⽰します。臨床試験の経験は、BMIの患者では限られています。

> 40 kg / m2。



図2
肥満の被験者および正常体重のボランティアに175IU/kgのチンザパリンナトリウムを単
回SC投与した後のAntiXa活性の平均および標準偏差
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妊娠
INNOHEP-の性質は、任意の学期の54⼈の妊娠中の患者で研究されました。この⾮盲検の前向き
⽤量設定試験では、175 IU / kgのINNOHEP⽤量で治療された患者は、妊娠28週（n = 17）およ
び36週（n = 20）で同様の24時間抗Xa曲線を⽰しました。175 IU / kgの⽤量では、投与4時間後
に平均抗Xaレベルが0.3〜1.0 IU/mLになりました。投与後4時間の平均抗Xaレベルは、妊娠が進
むにつれて抗Xaレベルの臨床的に有意な減少がないことを⽰唆しています。妊娠はINNOHEPの
薬物動態にほとんどまたはまったく影響を与えません-そして妊娠のための投薬調整は必要あり
ません。（⾒る投薬と管理。）



臨床試験

肺塞栓症（PE）を伴うまたは伴わない急性深部静脈⾎栓症（DVT）の治療

ランダム化多施設⼆重盲検試験で、INNOHEP-（チンザパリンナトリウム注射）を、症候性の
近位DVTの⼊院患者435⼈を対象に未分画ヘパリンと⽐較しました。登録された患者の6％は、
部分的またはより⼤きな肺スキャンの⽋陥によって確認された症候性肺塞栓症を持っていまし
た。研究対象の患者の年齢は19歳から92歳（平均61歳）でした。±17歳）、55％が男性、
88％が⽩、8％が黒でした。患者は、体重に応じて1⽇1回INNOHEP-SC（175 IU / kg）とプラ
セボIVボーラスを投与し、続いてプラセボIVを持続注⼊するか、または未分画ヘパリンを初期
IVボーラス投与（5,000 IU）として投与し、続いて未分画をIV注⼊しました。 aPTT（対照値の
1.5〜2.5倍）および1⽇1回のSCプラセボ注射に従って速度を調整したヘパリン。治療は約6⽇
間継続され、両⽅の治療グループは2⽇⽬からワルファリンナトリウムを経⼝投与され、90⽇
⽬まで2.0から3.0の⽬標INRに滴定された⽤量で継続されました。

INNOHEPを使⽤した90⽇間の累積⾎栓塞栓（TE）率[再発性DVTまたはPE]は、未分画ヘパリ
ンを使⽤した場合と有意差はありませんでした。データを表3に⽰します。

表3
急性深部静脈⾎栓症の治療における1⽇1回のINNOHEPの有効性

投薬 レジメン
ヘパリン1

5,000IUボーラス
その後、aPTT調整
持続注⼊

IV
n（％）

表⽰ INNOHEP-1

175 IU / kg
1⽇1回

SC
n（％）

急性深部静脈⾎栓症の治療

集団を治療する意図2 216（100％） 219（100％）
90⽇での患者の転帰

合計TE3イベント 6（2.8％）4 15（6.8％）4

DVT 3（1.4％） 9（4.1％）
PE 3（1.4％） 6（2.7％）

1 患者はまた、24〜48時間以内に開始するワルファリンナトリウムで治療されました
チンザパリンナトリウムまたは標準的なヘパリン療法。

2 少なくとも1回の有効な治験薬の投与を受けたすべての無作為化された患者。
3 TE =⾎栓塞栓性イベント（DVTおよび/またはPE）。
4 合計TEイベント率差（4.0％）の95％信頼区間（CI）は

0.07％、8.07％。



INNOHEP-による死亡率は4.6％（10⼈の患者）であり、ヘパリンによる死亡率は9.6％（21⼈の患
者）でした。死亡率の差の95％信頼区間（CI）は0.16％、9.76％でした。

多施設、⾮盲検、無作為化臨床試験INNOHEP-は、⾎栓溶解療法、塞栓摘出術、または⼤静脈遮
断を必要としない症候性PEの⼊院患者の初期治療として、未分画ヘパリンと⽐較されました。
⾎栓塞栓性および/または出⾎性イベントまたは他の合併症のリスクが異常に⾼い患者は除外さ
れました。治療を受けた608⼈の患者のうち、422⼈がDVTを記録していました。研究の適格性
とランダム化を決定する前に、患者は未分画ヘパリンの投与を許可されました。患者の78％
は、治療⽤量で最⼤24時間、未分画ヘパリンを投与され、さらに4％は、治療⽤量で24時間以上
ヘパリンを投与されました。ランダム化後、INNOHEP-を1⽇1回SC投与、175 IU/kg体重。最初
のIVボーラス（50 IU / kg）としてのヘパリンと、それに続くaPTT（対照値の2〜3倍）に従って
調整された速度での継続的なIV注⼊。両⽅のグループで、治療は約8⽇間続けられました。すべ
ての患者はまた、最初の3⽇間から始まり、90⽇⽬まで続く経⼝抗凝固治療を受けました。

⾎栓塞栓性イベントは、両⽅の治療グループでまれでした。⾎栓塞栓性イベントの再発の発⽣
率については、2つの治療群の間に差は観察されませんでした。

適応症と使⽤法

INNOHEP-は、ワルファリンナトリウムと併⽤した場合の肺塞栓症を伴うまたは伴わない急性
症候性深部静脈⾎栓症の治療に適応されます。INNOHEP-の安全性と有効性は⼊院患者で確⽴
されました。

禁忌

INNOHEP-は、活動性の⼤出⾎のある患者、ヘパリン起因性⾎⼩板減少症（またはその病
歴）のある患者、またはチンザパリンナトリウムに対する過敏症のある患者には禁忌で
す。

ヘパリン、亜硫酸塩、ベンジルアルコール、または豚⾁製品に対する過敏症が知られている患者は、
INNOHEP-で治療しないでください。

警告

INNOHEP-は筋⾁内または静脈内投与を⽬的としていません。

INNOHEP-は、製造プロセス、分⼦量分布、抗Xaおよび抗IIa活性、単位、および投与量が異
なるため、ヘパリンまたは他の低分⼦量ヘパリンと互換的に（単位ごとに）使⽤することは
できません。これらの各薬剤には、独⾃の使⽤説明書があります。



INNOHEP-ヘパリン起因性⾎⼩板減少症の病歴のある患者には使⽤しないでください
（禁忌を参照）。

腎不全の⾼齢患者における死亡リスクの増加：INNOHEP®は、腎不全の⾼齢患者に投与した
場合、UFHと⽐較して死亡のリスクを⾼める可能性があります。

臨床研究では、腎不全の⾼齢患者における深部静脈⾎栓症（DVT）および/または肺塞栓症
（PE）の初期治療において、INNOHEP®（175 IU / kg、1⽇1回; N = 269）とUFH（N = 268）を
⽐較しました。 （すなわち、推定クレアチニンクリアランスが≤30mL/分である70歳以上の患
者または推定クレアチニンクリアランスが≤60mL/分である75歳以上の患者）。経⼝抗凝固薬
は1〜3⽇⽬から同時投与され、国際感度指標（INR）が2⽇連続で2〜3になるまで、少なくとも
5⽇間試験治療が継続されました。その後、経⼝抗凝固薬を単独で継続し、治療開始後90⽇まで
患者を追跡した。全体的な死亡率は、UFHで治療された患者で6.3％、INNOHEP®で治療された
患者で11.2％でした。

出⾎：INNOHEP-は、他の抗凝固剤と同様に、細菌性⼼内膜炎などの出⾎のリスクが⾼い状態
では、細⼼の注意を払って使⽤する必要があります。重度の管理されていない⾼⾎圧; 肝不全お
よびアミロイドーシスを含む先天性または後天性の出⾎性疾患; 活動性潰瘍性および⾎管形成異
常性胃腸疾患; 出⾎性脳卒中; 脳、脊椎または眼科⼿術の直後、または⾎⼩板阻害剤を併⽤して
治療された患者。出⾎は、INNOHEP-による治療中に体のあらゆる組織または臓器で発⽣する
可能性があります。場合によっては、出⾎により死亡または永続的な障害が⽣じることが報告
されています。ヘマトクリット値、ヘモグロビン、または⾎圧の原因不明の低下がある場合
は、出⾎性イベントを真剣に検討する必要があります。重度の出⾎が発⽣した場合は、
INNOHEP-を中⽌する必要があります。

脊髄または硬膜外⾎腫は、低分⼦量ヘパリンまたはヘパリノイドの使⽤と、脊椎/硬膜外⿇
酔または脊椎穿刺に関連して発⽣する可能性があり、⻑期的または永続的な⿇痺を引き起こ
す可能性があります。これらのイベントのリスクは、術後の留置硬膜外カテーテルの使⽤、
またはNSAIDなどの⽌⾎に影響を与える追加の薬物の併⽤により⾼くなります（ボックス化
された警告および注意事項、薬物相互作⽤を参照）。

⾎⼩板減少症：⾎⼩板減少症は、INNOHEP-の投与で発⽣する可能性があります。

臨床試験では、⾎⼩板減少症（⾎⼩板数<100,000 / mm3ベースライン値の場合 ≥150,000 / mm
3、≥ベースラインが150,000/mm未満の場合、50％減少3）INNOHEP-を投与された患者の1％で
同定されました。重度の⾎⼩板減少症（⾎⼩板数が50,000/mm未満3）0.13％で発⽣しました。

あらゆる程度の⾎⼩板減少症を注意深く監視する必要があります。⾎⼩板数が100,000/mmを下
回った場合3、INNOHEP-は中⽌する必要があります。播種性⾎栓症を伴う⾎⼩板減少症の症例
も、ヘパリン、およびチンザパリンナトリウムを含む低分⼦量ヘパリンを⽤いた臨床診療で観察
されています。これらのケースのいくつかは



⼆次臓器機能不全または四肢虚⾎を伴う臓器梗塞を合併し、死に⾄った。

過敏症：INNOHEP-メタ重亜硫酸ナトリウムが含まれています。これは、特定の感受性の⾼
い⼈々にアナフィラキシー症状や⽣命を脅かす喘息エピソードなどのアレルギー型反応を引
き起こす可能性のある亜硫酸塩です。⼀般集団における亜硫酸塩感受性の全体的な有病率は
不明ですが、おそらく低いです。亜硫酸塩感受性は、⾮喘息の⼈よりも喘息の⼈に多く⾒ら
れます。

持続勃起症：持続勃起症は、まれな発⽣として市販後調査から報告されています。場
合によっては、外科的介⼊が必要でした。

その他：INNOHEP-複数回投与バイアルには、防腐剤としてベンジルアルコールが含まれてい
ます。未熟児の防腐剤としてベンジルアルコールを含む薬剤の投与は、致命的な「ガスピング
症候群」と関連しています。ベンジルアルコールは胎盤を通過する可能性があるため、ベンジ
ルアルコールで保存されたINNOHEPは、明らかに必要な場合にのみ注意して使⽤する必要があ
ります。 （⾒る注意事項、妊娠）。

予防

全般的：INNOHEP-他の注射や注⼊と混合しないでください。

INNOHEP-出⾎素因、制御不能な動脈性⾼⾎圧、または最近の胃腸潰瘍、糖尿病性網膜症、お
よび出⾎の病歴のある患者には注意して使⽤する必要があります。

腎機能の予想される加齢に伴う変化と⼀致して、⾼齢患者および腎不全の患者は、チンザパ
リンナトリウムの排出の減少を⽰す可能性があります。INNOHEP-これらの患者には注意し
て使⽤する必要があります（参照警告と臨床薬理学、特別な⼈⼝）。

臨床検査：INNOHEP-による治療中は、⾎⼩板数とヘマトクリット値またはヘモグロビンを含
む定期的な全⾎球計算、および潜⾎の便検査が推奨されます。推奨⽤量で投与した場合、プロ
トロンビン時間（PT）や活性化部分トロンボプラスチン時間（aPTT）などの定期的な抗凝固
検査は、INNOHEP活性の⽐較的感度の低い測定値であるため、モニタリングには適していませ
ん。

薬物相互作⽤：出⾎のリスクが⾼まるため、INNOHEP-は、経⼝抗凝固薬、⾎⼩板阻害薬（例、サリ
チル酸塩、ジピリダモール、スルフィンピラゾン、デキストラン、ケトロラクトロメタミン、チク
ロピジン、クロピドグレルなどのNSAID）、および⾎栓溶解薬を服⽤している患者には注意して使⽤
する必要があります。同時投与が不可⽋な場合は、これらの患者の臨床および検査室での綿密なモ
ニタリングが推奨されます（を参照）。注意事項、実験室試験）。

実験室テストの相互作⽤
⾎清トランスアミナーゼの上昇：アスパラギン酸（AST [SGOT]）およびアラニン（ALT 
[SGPT]）アミノトランスフェラーゼレベルの無症候性の可逆的増加が、INNOHEP-による治療中
に患者に発⽣しました（を参照）。有害反応、⾎清の上昇



アミノトランスフェラーゼ）。トランスアミナーゼレベルの同様の増加は、ヘパリンおよび他
の低分⼦量ヘパリンで治療された患者およびボランティアでも観察されています。

アミノトランスフェラーゼの測定は、⼼筋梗塞、肝疾患、肺塞栓の鑑別診断において重要であ
るため、INNOHEP-などの薬剤によって引き起こされる可能性のある上昇は注意して解釈する
必要があります。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害：チンザパリンナトリウムの発がん性を評価するための
動物での⻑期研究は⾏われていません。

チンザパリンナトリウムは、試験管内で細菌細胞突然変異アッセイ（AMES試験）、試験管内
でチャイニーズハムスター卵巣細胞前⽅遺伝⼦変異試験、試験管内で ヒトリンパ球染⾊体異常
アッセイ、およびインビボマウス⼩核アッセイ。ラットにおける1800IU/kg /⽇までのSC⽤量
（体表⾯積に基づく最⼤推奨ヒト⽤量の約2倍）のチンザパリンナトリウムは、出⽣⼒および
⽣殖能⼒に影響を及ぼさないことがわかった。

妊娠
妊娠：カテゴリB：
すべての妊娠には、薬物曝露に関係なく、先天性⽋損症、喪失、またはその他の有害な結
果のバックグラウンドリスクがあります。以下の胎児リスクの要約は、バックグラウンド
リスクを超えて発達異常のリスクを⾼めるINNOHEP-の可能性を説明しています。

胎児リスクの概要
INNOHEP-は発達異常のリスクを⾼めるとは予測されていません。INNOHEP-は、ヒト
および動物の研究に基づいて胎盤を通過せず、催奇形性または胎児毒性の証拠を⽰し
ていません。

臨床上の考慮事項
妊娠だけでも、⾎栓塞栓症のリスクが⾼くなります。これは、既存の⾎栓塞栓性疾患、特定
の⾼リスクの妊娠状態、および以前の妊娠中の合併症の病歴を持つ⼥性にさらに⾼くなりま
す。

妊娠中の⼥性を含む、チンザパリンなどの抗凝固薬を投与されているすべての患者は、出⾎
のリスクがあります。チンザパリンを投与されている妊婦は、出⾎や過度の抗凝固の形跡が
ないか注意深く監視する必要があります。出⾎はどの部位でも起こり得、⺟親や胎児の死に
つながる可能性があります。妊娠中にチンザパリンを投与した場合、妊娠中の⼥性には胎児
と⺟親への潜在的な危険性を知らせる必要があります。より短時間で作⽤する薬剤の使⽤に
関する考慮事項は、送達が近づくにつれて具体的に対処されるべきである。

データ
⼈間のデータ -抗凝固療法が必要な状態で妊娠中または妊娠を計画している54⼈の⼥性
が、⾮盲検の前向き妊娠⽤量設定試験でINNOHEPを投与されました。（⾒る臨床薬理学、
特別な⼈⼝、妊娠。）患者は50〜175 IU / kg /⽇を投与され、妊娠前から妊娠32週までの
投与が開始されました。曝露期間は3⽇から463⽇（中央値159⽇）の範囲でした。55の妊
娠から、



17週⽬と30週⽬に、50⼈の出⽣、3⼈の妊娠初期の流産、2⼈の⼦宮内死亡。妊娠の
約6％は胎児の苦痛によって複雑になりました。

INNOHEP-を投与されている妊婦の約10％が重⼤な膣からの出⾎を経験しました。上記の
観察結果の因果関係は確⽴されていません。

動物データ -催奇形性研究は、最⼤1800 IU / kg /⽇（体表⾯積に基づく最⼤推奨ヒト⽤量
の約2倍）のSC⽤量のラットと、最⼤1900 IU / kg /⽇（約体表⾯積に基づく最⼤推奨ヒト
⽤量の4倍）であり、チンザパリンナトリウムによる⽣殖能⼒の低下または胎児への害の
証拠は明らかにされていません。しかし、妊婦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。動物の⽣殖に関する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、この薬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。INNOHEP-胎
盤を通過しません。

「ガスピング症候群」の症例は、⼤量のベンジルアルコール（99〜404mg / kg /⽇）が投与され
た未熟児に発⽣しました。INNOHEPの2mLバイアルには、20 mgのベンジルアルコール（1mL
あたり10mgのベンジルアルコール）が含まれています（を参照）。警告、その他）。妊娠中に
INNOHEP-を使⽤した場合、またはこの薬を服⽤中に患者が妊娠した場合は、胎児への潜在的な
危険性を患者に通知する必要があります。

授乳中の⺟親：チンザパリンナトリウムを授乳中のラットに⽪下投与した研究では、⺟乳中に
⾮常に低レベルのチンザパリンナトリウムが検出されました。チンザパリンナトリウムが⺟乳
に排泄されるかどうかは不明です。⺟乳には多くの薬物が排泄されるため、授乳中の⼥性に
INNOHEP-を投与する場合は注意が必要です。

⼩児⽤：⼩児患者におけるチンザパリンナトリウムの安全性と有効性は確⽴されていません。

⽼⼈⽤：INNOHEP®は、腎不全の⾼齢患者に投与した場合、UFHと⽐較して死亡のリス
クを⾼める可能性があります（を参照）。警告と 予防）。

に記載されているDVTの治療のための臨床試験では臨床試験 セクションでは、患者の58％が
65歳以上で、29％が75歳以上でした。これらの研究では、これらの被験者と若い被験者の間
で安全性または有効性に有意な全体的な違いは観察されませんでした。

逆反応

出⾎ ：出⾎はINNOHEPに関連する最も⼀般的な有害事象です-（チンザパリンナトリウム注
射）; ただし、⼤出⾎の発⽣率は低いです。臨床試験では、⼤出⾎の定義には、ヘモグロビ
ンの2グラム/ dL以上の減少を伴う出⾎、2単位以上の⾎液製剤の輸⾎が必要、または



頭蓋内、後腹膜、または主要な⼈⼯関節への出⾎。データを表4に⽰します。

表4
主要な出⾎イベント1肺塞栓症を伴うまたは伴わない急性深部静脈⾎栓症の治療におけ
る

表⽰ 治療群1

急性深部静脈⾎栓症の治療
PEの有無にかかわらず

INNOHEP-
N = 519

％

ヘパリン
N = 524

％
主要な出⾎イベント2 0.83 2.73

1INNOHEP- 175 IU/kgを1⽇1回SC。5,000IUの未分画ヘパリン初期IVボーラス
続いて、1.5〜2.5のaPTTに調整された連続IV注⼊または50 IU / kgの初期IVボーラス、続い
て2.0〜3.0のaPTTに調整された連続IV注⼊。すべてのグループで、治療は約6〜8⽇間継続
され、すべての患者は最初の2〜3⽇で開始する経⼝抗凝固治療を受けました。

ヘモグロビンの2グラム/dL以上の低下を伴う出⾎、2単位以上の⾎液製剤の輸⾎、または頭
蓋内、後腹膜、または主要な⼈⼯関節への出⾎。

主要な出⾎イベント率の差（1.9％）に関する95％CIは、0.33％、3.47％でした。

2

3

あらゆる組織または臓器からの致命的または⾮致命的な出⾎が発⽣する可能性があります。兆
候、症状、重症度は、出⾎の場所と程度または程度によって異なります。出⾎性合併症は、⿇
痺として現れることがありますが、これに限定されません。知覚異常; 頭痛、胸、腹部、関節、
筋⾁または他の痛み; めまい; 息切れ、呼吸困難または嚥下; 腫れ; 弱さ; 低⾎圧、ショック、また
は昏睡。したがって、明らかな診断を⽰さない愁訴のある抗凝固療法を受けた患者の状態を評
価する際には、出⾎の可能性を考慮する必要があります（を参照）。 警告、出⾎）。

⾎⼩板減少症 ：臨床試験では、INNOHEP-で治療された患者の1％で⾎⼩板減少症が確認されま
した。重度の⾎⼩板減少症（⾎⼩板数<50,000 / mm3）0.13％で発⽣しました（を参照）警告、
⾎⼩板減少症）。

⾎清アミノトランスフェラーゼの上昇 ：アスパラギン酸（AST [SGOT]）および/またはアラニ
ン（ALT [SGPT]）アミノトランスフェラーゼレベルの無症候性の増加は、実験室の基準範囲の
正常値の上限の3倍を超え、ASTでは最⼤8.8％および13％と報告されています。 DVTの治療の
ためにチンザパリンナトリウムを投与されている患者のそれぞれおよびALT。アミノトランス
フェラーゼレベルの同様の増加は、ヘパリンおよび他の低分⼦量ヘパリンで治療された患者お
よび健康なボランティアでも観察されています。このような上昇は可逆的であり、ビリルビン
の増加と関連することはめったにありません（を参照）注意事項、実験室試験）。

局所反応 ：INNOHEP-の⽪下注射に続いて、軽度の局所刺激、痛み、⾎腫、および斑状出⾎が
起こることがあります。注射部位⾎腫は、INNOHEP-で治療された患者の約16％で報告されて
います。



過敏症 ：アナフィラキシー/アナフィラキシー様反応は、INNOHEPの使⽤に関連して発
⽣する可能性があります（参照禁忌と警告）。

有害事象 ：INNOHEP-またはヘパリンの有害事象が次の頻度で報告された ≥PEの有無にかかわ
らず近位DVTの治療を受けている患者を対象とした臨床試験の1％を表5に⽰します。

表5
で発⽣する有害事象≥肺塞栓症研究の有無にかかわらず、急性深部静脈⾎栓症の治療で1％

治療群1

INNOHEP-
N = 519
n（％）

ヘパリン
N = 524
n（％）

有害事象

尿路感染 19（3.7％） 18（3.4％）
肺塞栓症 12（2.3％） 12（2.3％）
胸痛 12（2.3％） 8（1.5％）
⿐⾎ 10（1.9％） 7（1.3％）
頭痛 9（1.7％） 9（1.7％）
吐き気 9（1.7％） 10（1.9％）
出⾎NOS 8（1.5％） 23（4.4％）
背中の痛み 8（1.5％） 2（0.4％）
熱 8（1.5％） 11（2.1％）
痛み 8（1.5％） 7（1.3％）
便秘 7（1.3％） 9（1.7％）
発疹 6（1.2％） 8（1.5％）
呼吸困難 6（1.2％） 9（1.7％）
嘔吐 5（1.0％） 8（1.5％）
⾎尿 5（1.0％） 6（1.1％）
腹痛 4（0.8％） 6（1.1％）
下痢 3（0.6％） 7（1.3％）
貧⾎ 0 7（1.3％）

NOS=特に指定なし
1 INNOHEP- 175 IU/kgを1⽇1回SC。5,000IUの未分画ヘパリン初期IVボーラス

続いて、1.5〜2.5のaPTTに調整された連続IV注⼊または50 IU / kgの初期IVボーラス、続い
て2.0〜3.0のaPTTに調整された連続IV注⼊。すべてのグループで、治療は約6〜8⽇間継続
され、すべての患者は最初の2〜3⽇で開始する経⼝抗凝固治療を受けました。

完了または進⾏中の試験におけるその他の有害事象 ：その他の有害事象が次の頻度で報告された≥
完了または進⾏中の臨床試験でINNOHEP-を投与された4,000⼈の患者の1％は、⾝体システム別に
リストされています。

全体としての体：注射部位⾎腫、反応は分類されていません。



⼼⾎管障害、⼀般：低⾎圧、⾼⾎圧。 

中枢および末梢神経系障害：めまい。 

胃腸系障害：⿎腸、胃腸障害（そうでなければそうではない  指定）、消化不良。 

⼼拍数とリズム障害：頻脈。 

Myo、Endo、⼼膜および弁の障害：狭⼼症。 

⾎⼩板、出⾎および凝固障害：⾎腫、⾎⼩板減少症。 

精神障害：不眠症、混乱。 

⾚⾎球障害：貧⾎。 

抵抗メカニズム障害：治癒障害、感染症。 

呼吸器系障害：肺炎、呼吸器疾患。 

⽪膚および付属肢の障害：発疹性紅斑、そう痒症、⽔疱性発疹、⽪膚  障害。 

泌尿器系障害：尿閉、排尿障害。 

⾎管（⼼臓外）障害：⾎栓性静脈炎は深く、⾎栓性静脈炎は脚が深い。 

臨床試験または市販後の経験から報告された重篤な有害事象は  それぞれ表6および7に含ま
れています。 



表6
臨床試験におけるINNOHEP-に関連する重篤な有害事象

カテゴリー 重篤な有害事象
出⾎関連 肛⾨直腸出⾎

脳/頭蓋内出⾎⿐⾎

消化管出⾎関節内出⾎

吐⾎
⾎尿
⼼膜⾎腫
出⾎NOS
注射部位の出⾎メレナ

紫斑
後腹膜/腹腔内出⾎膣からの出⾎

創傷⾎腫
臓器機能障害 狭⼼症

⼼不整脈
依存性浮腫
⼼筋梗塞/冠状動脈⾎栓症⾎栓塞栓症

胎児/新⽣児 先天性異常
胎児の死
胎児の苦痛

⽪膚 ⽔疱性類天疱瘡
紅斑性発疹
斑状丘疹状発疹
⽪膚壊死

⾎液学 顆粒球減少症
⾎⼩板減少症

アレルギー反応 アレルギー反応
注射部位反応 蜂巣炎
新⽣物 新⽣物



表7
INNOHEPに関連するその他の重篤な有害事象-市販後調査から

カテゴリー 重篤な有害事象
臓器機能障害 胆汁うっ滞性肝炎

肝酵素の増加末梢虚⾎

持続勃起症
出⾎関連 ⾎腫

喀⾎
眼の出⾎
直腸出⾎

⽪膚反応 表⽪壊死症
虚⾎性壊死
スティーブンス‧ジョンソン症候
群蕁⿇疹

⾎液学 無顆粒球症
汎⾎球減少症
⾎⼩板⾎症

注射部位反応 膿瘍
壊死

アレルギー反応 アレルギー性紫斑病
⾎管浮腫

胎児/新⽣児 頭⽪の⽪膚形成不全新⽣
児筋緊張低下

全般的 急性熱性反応

継続的な安全監視 ：脊髄幹⿇酔（硬膜外/脊髄くも膜下⿇酔）または脊髄くも膜下⿇酔を使⽤す
る場合、⾎栓塞栓性合併症を予防するために低分⼦量ヘパリンまたはヘパリノイドで抗凝固療
法または抗凝固療法を予定している患者は、硬膜外または脊髄硬膜外⾎腫を発症するリスクが
あります。 -⻑期または永続的な⿇痺（を参照）ボックス警告）。

脊髄幹⿇酔またはINNOHEP®による脊椎穿刺に関連する脊髄硬膜外⾎腫が報告されています。

治療⽤量で投与されたINNOHEPによる脊髄硬膜外⾎腫は、脊髄幹⿇酔または脊椎穿刺を受け
ていない少なくとも1⼈の患者で報告されています。



過剰投与

症状/治療：INNOHEP-（チンザパリンナトリウム注射）の偶発的な過剰投与は、出⾎性合併症
を引き起こす可能性があります（参照警告、出⾎）。出⾎の最初の兆候として、⿐⾎、尿中の
⾎液、またはタール状便が認められる場合があります。あざができやすい、または点状出⾎
は、率直な出⾎に先⾏する場合があります。軽度の出⾎の場合は、より重度の出⾎の兆候がな
いか患者を監視する必要があります。

臨床試験でチンザパリンナトリウムの過剰摂取を受けたことがわかっている患者のうち、
DVTの治療に200 IU / kgを超える、またはDVTの予防に100 IU / kgを超える⽤量として定義
される患者のうち、約16％が出⾎性合併症を経験しました。 。

チンザパリンナトリウムの過剰摂取の可能性のある⾃発的な報告のうち、約81％が出⾎、通常
は⾎腫を伴っていました。INNOHEP-の投与中に出⾎性合併症を患うほとんどの患者は、
INNOHEP-を中⽌し、可能であればその部位に圧⼒をかけ、必要に応じて容量と⽌⾎⾎液要素
（⾚⾎球、新鮮凍結⾎漿、⾎⼩板など）を交換することで制御できます。これが効果的でない
場合は、硫酸プロタミンを投与することができます。

重度の出⾎または⼤量の過剰摂取の場合、プロタミン硫酸塩（1％溶液）は、100抗XaIUの
INNOHEP-投与ごとに1mgのプロタミンの⽤量でゆっくりとIV注⼊することによって投与できま
す。最初の注⼊から2〜4時間後にaPTTが測定された場合、INNOHEP-の抗XaIU100個あたり
0.5mgの硫酸プロタミンの2回⽬の注⼊を⾏うことができます。プロタミンの追加投与量があっ
ても、aPTTは、未分画ヘパリンを逆転させるためのプロタミンの投与後に通常⾒られるよりも
⻑く残る可能性があります。プロタミンはチンザパリンナトリウム抗Xa活性を完全に中和しま
せん（最⼤約60％）。

硫酸プロタミンの過剰投与を避けるために特に注意を払う必要があります。硫酸プロタミンの
投与は、重度の降圧反応およびアナフィラキシー様反応を引き起こす可能性があります。硫酸
プロタミンで致命的な反応が報告されているため、蘇⽣施設がすぐに利⽤できる場合にのみ投
与する必要があります。追加情報については、プロタミン硫酸塩注射剤、USP、製品のラベル
を参照してください。

22,000および7,700IU/ kgのチンザパリンナトリウムの単回SC投与（体表⾯積に基づいて、そ
れぞれ最⼤推奨ヒト投与量の約10倍および7倍）は、それぞれマウスおよびラットに致命的で
した。急性毒性の症状には、注射部位での⾎腫の形成と出⾎、貧⾎、運動活動の低下、不安定
な歩⾏、⽴⽑、および眼瞼下垂が含まれていました。

投薬と管理

INNOHEP-を投与する前に、すべての患者の出⾎性疾患を評価する必要があります。凝固パラ
メーターはINNOHEP活性のモニタリングには不適切であるため、凝固パラメーターの定期的な
モニタリングは必要ありません（を参照）。注意事項、実験室試験）。



成⼈の投与量

PEの有無にかかわらずDVTの治療に推奨されるINNOHEP-の⽤量は、175抗Xa IU / kg体重であ
り、SCを1⽇1回、少なくとも6⽇間、患者がワルファリンで⼗分に抗凝固療法されるまで投与
されます（INR少なくとも2.0 2⽇間連続）。ワルファリンナトリウム療法は、適切な場合に開
始する必要があります（通常、INNOHEP開始から1〜3⽇以内）。妊娠はINNOHEPの薬物動態
にほとんどまたはまったく影響を与えません-そして妊娠のための投薬調整は必要ありませ
ん。

INNOHEP-は理論的にPT/INRに影響を与える可能性があるため、INNOHEP-とワルファリンの両⽅を投与
されている患者は、次に予定されているINNOHEP-の投与直前にPT/INR測定⽤の⾎液を採取する必要があ
ります。

表8は、PEの有無にかかわらずDVTの治療のためのINNOHEP-⽤量を提供します。表8に⽰され
ていない患者の体重に対する適切なINNOHEP-⽤量を計算する必要があります。

適切に校正されたシリンジを使⽤して、INNOHEPバイアルから正しい量の薬剤を確実に取り
出せるようにする必要があります。



表8
INNOHEP-症候性肺塞栓症を伴うまたは伴わない深部静脈⾎栓症の治療のための重量ベース
の投与

DVT治療

175 IU / kgSC1⽇1回
1mLあたり20,000IU

患者の体
の重量
ポンド

患者の体
の重量
キログラム⽤量

（IU）
額

（mL）
68-80 6,000 0.3 31-36
81-94 7,000 0.35 37-42

95-107 8,000 0.4 43-48
108-118 9,000 0.45 49-53
119-131 10,000 0.5 54-59
132-144 11,000 0.55 60-65
145-155 12,000 0.6 0.6 66-70
156-168 13,000 0.65 71-76
169-182 14,000 0.7 77-82
183-195 15,000 0.75 83-88
196-206 16,000 0.8 89-93
207-219 17,000 0.85 94-99
220-232 18,000 0.9 100-105
233-243 19,000 0.95 106-110
244-256 20,000 1 111-116
257-270 21,000 1.05 117-122
271-283 22,000 1.1 123-128
284-294 23,000 1.15 129-133
295-307 24,000 1.2 134-139
308-320 25,000 1.25 140-145
321-331 26,000 1.3 146-150
332-344 27,000 1.35 151-156
345-358 28,000 1.4 157-162

深部静脈⾎栓症の治療のためのSC⽤量1kgあたりのINNOHEP-175抗XaIUの体積
（mL）を計算するには：

患者の体重（kg）X 0.00875 mL / kg =⽪下投与される量（mL）

管理

INNOHEP-は透明で無⾊からわずかに⻩⾊の溶液であり、他の⾮経⼝医薬品と同様に、投与前に
粒⼦状物質と変⾊がないか視覚的に検査する必要があります。

INNOHEP-は⽪下注射で投与されます。筋⾁内または静脈内注射で投与してはなりません。



⽪下注射技術：患者は横になっている（仰向け）か座っている必要があり、INNOHEP-深部⽪
下注射によって投与されます。投与は、左右の前外側腹壁と左右の後外側腹壁の間で交互に⾏
う必要があります。注射部位は毎⽇変える必要があります。針の全⻑は、親指と⼈差し指の間
に保持された⽪膚のひだに導⼊する必要があります。⽪膚のひだは注射の間ずっと保持される
べきです。あざを最⼩限に抑えるために、注射の完了後に注射部位をこすらないでください。

供給⽅法

INNOHEP-は、次のパッケージで複数回投与の2mLバイアルで⼊⼿できます。

1箱⼊り 2 mLバイアル（1mLあたり20,000抗XaIU） 
NDC 59572-342-08 

10個⼊りボックス 2 mLバイアル（1mLあたり20,000抗XaIU） 
NDC 59572-342-53 

25で保存°°C（77°°F）; 15に許可された遠⾜°-30°°C（59°-86°°F）[USP制御の室温を参照]。

⼦供の⼿の届かないところに保管してください。

製造対象：
セルジーンコーポレーション
ニュージャージー州サミット07901

製：
レオ医薬品 DK-2750バレルプ、デ
ンマーク

Innohep-はLEOPharmaceuticalProductsの登録商標です。
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