
1.1。 医薬品の名前

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠∗

アルテスナート25mg+メフロキン（塩酸塩として）50mg錠

2.2。 定性的および定量的組成

各アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量の組み合わせ）Cipla錠には、25mgのアルテ
スネートと50mgのメフロキン（塩酸塩として）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。

3.3。 剤形

⻘、丸い、滑らかな、両凸の、フィルムコーティングされた錠
剤。錠剤は分割しないでください。

4.4。 臨床詳細

4.1 治療適応

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠は、急性の合併症のない
治療に適応されます熱帯熱マラリア原⾍マラリア、どちらかの設定で熱帯熱マラリア原⾍5kg
以上の⼩児および乳児における単⼀感染または混合感染。

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠による治療の適切性を決定
するためには、抗マラリア薬の適切な使⽤に関する最新の公式ガイドラインおよび抗マラリア
薬に対する耐性の有病率に関する地域情報を考慮に⼊れる必要があります。 。

公式ガイダンスには通常、WHOが含まれます
（（http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ）および公衆衛⽣当局のガイドライン
（セクション4.4および5.1も参照）。

この製品は⼦供向けです。それにもかかわらず、安全性情報は、肝臓病、妊娠、授乳などの成⼈
の健康問題に関して提供され、すべての関連情報への完全なアクセスを可能にします。

∗商号はWHOによって事前に修飾されていません。ThPはa私gsuend1erolfoc1a0l薬物規制当局の責任。
このWHOPAR全体を通して、所有権のある名前は例としてのみ⽰されています。
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4.2 投与の形態と⽅法

ポソロジー

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量の組み合わせ）シプラ錠の推奨される1
⽇量は、各薬剤の⽬標⽤量の最良の概算です。
アルテスナートの場合は4mg/kg / d、メフロキンの場合は8mg / kg / d。これは、それぞれ12mg/kgと24mg/kg
の3⽇間の総投与量に相当します。

正確な体重計が利⽤できる場合、投薬は体重に基づくべきです。これらのスケールが利⽤できな
い場合、Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC（固定⽤量の組み合わせ）の投与Cipla Tablets
は、以下の表に⽰すように年齢カテゴリに基づくことができます。これらの年齢カテゴリのおお
よその対応する重みも⽰されています。対応する年齢の極端な体重の患者（栄養失調や肥満の場
合など）では、患者の体重に応じて⽤量を調整する必要があります。

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠の推奨⽤量

重量（kg） 年 推奨⽤量
5-<9 6-<12か⽉ 1アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）

CiplaTablet 25/50mgを毎⽇3⽇間
9-<18 1-<7年 ⼆アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプ

ラ錠25/50mgを1⽇3⽇間
18 kg以上の体重の患者には、より多くのアルテスネートとメフロキンを含む別の製剤が利⽤で
きます。
完全な治療コースが48〜72時間以内に改善につながらない場合は、患者を再評価する必要があり
ます。
薬物投与から30分以内に嘔吐が発⽣した場合は、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤
量の組み合わせ）シプラ錠の1⽇全量を繰り返す必要があります。投与後30分を超えて嘔吐が発⽣し
た場合は、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠の推奨1⽇量の半分
を投与する必要があります。2回⽬の投与が嘔吐した場合は、代替の抗マラリア療法を開始する必要
があります。

服⽤し忘れた場合は、記載されたらすぐに服⽤してください。次の投与量は、処⽅された間隔の後に与
えられるべきです。忘れられた錠剤を補うために、患者に2回の服⽤を与えてはなりません。患者の介護
者は、このレジメンの3つの⽤量すべてを確実に投与する必要があります。

投与⽅法
経⼝使⽤⽤。
錠剤は、⾷物の有無にかかわらず、丸ごと飲み込む必要があります。

錠剤を飲み込めない患者の場合、錠剤をきれいな⽔を⼊れた⼩さじ1杯に置き、経⼝投与する前
に崩壊させてください。次に⼩さじ1杯に⽔を補充し、この液体を⼦供に投与する必要がありま
す。

特別な集団
お年寄り
⾼齢患者には成⼈の投与量の調整は推奨されません。
⼩児⼈⼝
アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠は、体重が5kg未満およ
び/または⽣後6か⽉未満の乳児の治療には推奨されません。
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腎機能障害
腎不全の患者に⽤量調整が必要であるという証拠はありません。ただし、このような患者の臨
床的証拠は限られているため、腎機能障害のある患者にアルテスネート/メフロキン25 / 50mg 
FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠を使⽤する場合は注意が必要です。

肝機能障害
軽度から中等度の肝機能障害のある成⼈患者には、投与量の調整は推奨されません。しかし、
肝機能障害のある患者では、メフロキンの排泄が⻑引く可能性があり、⾎漿レベルが⾼くな
り、有害反応のリスクが⾼くなります。肝機能障害のある患者にアルテスネート/メフロキン
25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠を使⽤する場合は注意が必要です。

4.3 禁忌
••
••
••

活性物質またはセクション6.1に記載されている賦形剤のいずれかに対する過敏症キニーネ、キ
ニジン、または任意のアルテミシニンに対する既知の過敏症
メフロキンがけいれんのリスクを⾼めることが⽰されているため、重度のマラリアからの回
復期間
QTc間隔の延⻑のリスクが⾼いため、同時または最近のハロファントリン療法

QTc間隔の延⻑のリスクが⾼いため、同時または最近のケトコナゾール療法

••

••

4.4 特別な警告と使⽤上の注意
効果的な抗マラリア治療と良好な初期臨床反応の使⽤にもかかわらず、マラリアが再発する可能
性があります。これは、患者の治療が遅れた場合（つまり、寄⽣⾍数が最初に減少した後、完全
な寄⽣⾍駆除が達成できなかったために再び増加した場合）、またはマラリア流⾏地域に残って
いる患者が再感染した場合に発⽣する可能性があります。臨床症状とマラリアの兆候が再発した
場合は、患者を直ちに評価し、臨床的に適応がある場合は、効果的な抗マラリア治療を処⽅する
必要があります。アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）メフロキン誘発性
神経精神医学的副作⽤のリスクが⾼まるため、治療⽤量のメフロキンから2か⽉以内にシプラ錠
を使⽤しないでください。

アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠をマラリアの治療に
使⽤したことについての証拠は不⼗分です。三⽇熱マラリア原⾍、
四⽇熱マラリア原⾍、卵形マラリア原⾍またマラリア原⾍ノウレシ。したがって、お勧めしません。

マラリアの予防のためのアルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠の
使⽤を⽀持する証拠は不⼗分です。

注意は次の場合に実⾏する必要があります。

•• 基礎となる⼼臓伝導障害または既知の⼼不整脈のある患者：
まれに、メフロキンによる治療と予防が、⼼臓伝導に関連する臨床的に重⼤な有害事象
と関連している場合があります。

••
••

発作の病歴のある患者。
メフロキンが肝代謝を受けるため、重度の肝機能障害のある患者。
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•• サラセミア、鎌状⾚⾎球貧⾎またはG6PD⽋損症の患者。これらの状態の⼈を対象とした
研究は⾏われていません。

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
アルテスネートとメフロキンの固定⽤量の組み合わせを⽤いた薬物間相互作⽤の研究は実施されて
いません。

抗マラリア薬
ハロファントリンはQTcの致命的な延⻑を引き起こす可能性があります。これは、ハロファントリンがメフロキンの
事前投与の有無にかかわらず使⽤されたときに発⽣しました。したがって、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg 
FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠は、⼀緒に、またはハロファントリンによる治療後21⽇以内に投与してはなりませ
ん。

メフロキンとキニーネの同時投与は、キニーネ濃度とのみ相関する患者とボランティアのQTcの
適度な増加をもたらしました。有害な⼼臓への影響のないメフロキンで以前に治療された患者の
重度の熱帯熱マラリアを治療するためにキニーネ負荷⽤量（20mg塩/ kg）を使⽤した豊富な経
験があります。さらに、マラリア患者を対象とした研究では、キニーネ（10mg塩/kg）の投与量
と経⼝メフロキン（15mg / kg）の併⽤との間に有意な⼼臓の相互作⽤は⾒られませんでした。

キニジンとクロロキンは、QTc間隔の延⻑に関連しています。どちらの薬剤についてもメフ
ロキンとの相互作⽤データはありませんが、QTc間隔の増加は理論的には可能です。

メフロキンとクロロキンまたはキニーネを同時に使⽤すると、けいれんのリスクが⾼まる可能性があります。

⼼臓薬
多くの⼼臓薬（例えば、キニジン、アミオダロン、ソタロール、ジソピラミド）がQTc間隔を延⻑するこ
とが知られています。したがって、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ
錠にこれらの薬剤を投与する場合は、QTc延⻑のリスクが⾼まる可能性があるため注意が必要です。

マラリアの治療は、発熱が解消されるため、⼼拍数が低下します。この効果は
ジゴキシン、β遮断薬、ベラパミル、ジルチアゼム、イバブラジンなど、⼼拍数を低下させる薬をすでに
服⽤している患者では悪化します（セクション4.8を参照）。

QTc延⻑をもたらす⾮⼼臓薬
QTc延⻑に関連する薬剤には、三環式抗うつ薬、フェノチアジン、ハロペリドール、ピモジド、テルフェナジ
ン、アステミゾール、ケトコナゾール、モキシフロキサシン、シサプリド、およびメトクロプラミドが含まれま
す。したがって、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠にこれらの薬剤を投与す
る場合は、QTc延⻑のリスクが⾼まる可能性があるため注意が必要です。

抗菌剤/ケトコナゾール
メフロキン濃度は、アンピシリンおよびテトラサイクリンとの同時投与によって増加しま
す。メフロキン濃度は、リファンピシンとの併⽤により減少します。
CYP3A4の阻害剤であるケトコナゾールは、メフロキン濃度の上昇をもたらします。
キノロンシプロフロキサシン、オフロキサシンまたはスパルフロキサシンと組み合わせたメフロキンで治療
された3⼈の患者のけいれんの報告があります。

上記のように、モキシフロキサシンとケトコナゾールは、臨床モデルと前臨床モデルの両⽅でQTc延⻑を誘
発することが知られています。したがって、QTc間隔が⻑くなるリスクがあるため、アルテスネート/メフ
ロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠をいずれかの薬剤と併⽤する場合は注意が必要です。
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抗けいれん薬
アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）メフロキンは、カルバマゼピン、フェノバルビ
タール、フェニトイン、バルプロ酸などの抗けいれん薬の⾎漿レベルを低下させるため、てんかん患者に
は投与しないでください。
ただし、他に選択肢がない場合は、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）
シプラ錠での治療中に、抗てんかん薬の⽤量調整が必要になる場合があります。
抗凝固剤

メフロキンとクマジンを同時投与された患者の重篤な出⾎の報告があります。凝固パラメータを
注意深く監視することをお勧めします。経⼝抗凝固薬の投与量調整が必要な場合があります。

メトクロプラミド
メトクロプラミドとアルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠
を併⽤すると、メフロキンの⾎漿中濃度が上昇する可能性があります。
抗レトロウイルス薬

メフロキンとリトナビル（200 mg）の同時投与は、リトナビルAUC（31％）とCmax（36％）を減少させま
した。リトナビルはメフロキンの薬物動態に影響を与えませんでした。臨床的影響は予想されていません。

⾷べ物
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla錠との⾷品相互作⽤データはありませ
ん。のデータ熱帯熱マラリア原⾍-緩い錠剤として与えられたメフロキンとアルテスナートで治療され
た感染患者は、メフロキンAUCに対する⾷物の⼀貫した効果を⽰さなかった。

4.6 妊娠と授乳
妊娠

アルテスネート+メフロキンは、妊娠の第2および第3トリメスターで使⽤される場合があります。最初の学期では、ア
ルテスネート+メフロキンは、これがすぐに利⽤できる唯⼀の治療法である場合、またはキニーネとクリンダマイシン
による⼀次治療が失敗した場合にのみ使⽤する必要があります。

授乳
メフロキンは⺟乳に分泌されます。授乳中の⼥性は、推奨される抗マラリア治療（アルテス
ナート+メフロキンを含む）を受ける必要があります。

4.7 機械を運転および使⽤する能⼒への影響
メフロキンはめまいや重度のめまいを引き起こす可能性があります。Artesunate / Mefloquine 25 / 
50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla Tabletsによる治療中または治療後にこのような副作⽤を経験した
患者は、少なくとも⾼度な⼿動および/または精神運動の器⽤さを必要とする作業を運転、操作、また
は実⾏しないでください。アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla錠の使⽤
から3週間。

4.8 望ましくない影響
Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla錠の安全性プロファイルは、タイで実施され
た、合併症のない成⼈および⼩児500⼈を対象とした第III相試験に基づいています。 熱帯熱マラリア原⾍マラリ
アは、固定⽤量の組み合わせで治療された251⼈の患者と、別々の錠剤として与えられたアルテスネートとメフ
ロキンの標準的な3⽇間のレジメンで治療されたコンパレータグループの249⼈の患者を含みます。
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最も頻度の⾼い有害事象は、頭痛、めまい、嘔吐、悪⼼、倦怠感、発熱、関節痛、筋⾁
痛、⾷欲不振、睡眠障害、動悸でした。

少なくともアルテスネートとメフロキンに関連すると考えられる有害事象は、以下にリストされています。

体のシステム、臓器のクラスと絶対周波数。周波数は⾮常に⼀般的であると定義されています（≥1/10）、

⼀般 （≥1/100から<1/10）、珍しい（≥1 / 1,000〜 <1/100）、まれで不明（⼊⼿可能な
データから推定できない）。

⼼臓障害
ごく普通：動悸

⽿と迷路の障害
⼀般：聴覚障害者

⽬の障害
珍しい：かすみ⽬またはその他の視覚障害

胃腸障害
ごく普通：嘔吐
⼀般：吐き気、腹痛、下痢

⼀般的な障害と投与部位の状態
⼀般：倦怠感

肝胆道障害
⼀般：⾼ビリルビン⾎症 珍し
い：肝炎

感染症と寄⽣⾍
⼀般：マラリアの再発

代謝と栄養障害
⼀般：拒⾷症

筋⾻格系および結合組織障害
⼀般：筋⾁痛、関節痛

神経系障害
ごく普通：めまい
⼀般：頭痛

精神障害
ごく普通：睡眠障害 珍しい：幻
覚（視覚的）

⽪膚および⽪下組織の障害
珍しい：かゆみ

医学⽂献では、アルテスネート、メフロキン、またはその2つの組み合わせで発⽣すること
が報告されている他の有害事象には、不安、異常な夢、脱⼒感、蕁⿇疹、過敏症（アレル
ギー）反応および⽪膚発疹（多形紅斑を含む）が含まれます。 、およびスティーブンス‧
ジョンソン症候群）、硬直、震え、混乱、およびしびれ。重篤な精神医学的有害事象（発
作、抑うつ症候群、急性精神病）および⾎⾊素尿症を伴う急性⾎管内溶⾎はめったに報告
されていません。軽度の⼼電図（ECG）の変化（QTcおよびPRの増加）、⼼房性期外収
縮、
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⾮特異的なT波の変化、徐脈、およびトランスアミナーゼの上昇。それらの頻度は、⼊⼿
可能なデータから推定することはできません。

4.9 過剰摂取
症状

過剰摂取の場合、セクション4.8に記載されている症状がより顕著になる可能性があります。⼼
臓、肝臓、神経の症状が報告されています。
処理

患者はECGで監視し、神経精神症状を少なくとも24時間観察する必要があります。メフロキ
ンの吸収を制限するための経⼝活性炭の使⽤は、過剰摂取の1時間以内に考慮される場合が
あります。臨床的に必要な場合は、⽀持療法を⾏う必要があります。

5.5。 薬理学的特性

5.1
ATCコード：アルテミシニンと誘導体、組み合わせ（P01BF02）

薬⼒学的特性

アルテスナート

アルテミシニン誘導体であるアルテスナート、およびその主要代謝物であるジヒドロアルテミシニン（DHA）は、ナノ
モル濃度でマラリア寄⽣⾍に対して毒性があります。寄⽣⾍に感染した⾚⾎球による薬物の取り込みが促進され、これ
は迅速で飽和可能です。それはすべてのマラリア原⾍種に対して有効です。それは無性の寄⽣⾍に対して幅広い活動を
しており、若い指輪からシゾントまでのすべての段階を殺します。のP。 熱帯熱マラリア原⾍マラリア、アルテミシニ
ンは、ステージ4の配偶⼦⺟細胞を含む配偶⼦⺟細胞も殺します。

アルテミシニンの過酸化物部分は、ヘムの存在下で反応します。⼀次ラジカルは、分⼦内プロセスを介してヘム
をアルキル化し、共有結合ヘム-薬物付加物を⽣成します。ヘムのアルキル化の結果である、重合不可能なレドッ
クス活性ヘム誘導体の蓄積は、寄⽣⾍にとって有毒であると考えられています。アルテミシニンによるヘムのア
ルキル化は、マラリア感染マウスで実証されており、ヘムがアルテミシニンのトリガーおよびターゲットとして
機能していることを⽰しています。

メフロキン
メフロキンは、⾮常に活性の⾼いシゾントサイド活性を有する抗マラリア剤ですが、配偶⼦殺傷剤ではあ
りません。クロロキン耐性に対して有効です熱帯熱マラリア原⾍。メフロキンの正確な作⽤機序は不明で
すが、⾚⾎球膜に対して⾼い親和性を持っています。

アルテスネート/メフロキンの臨床効果
アルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）シプラ錠の有効性は、地元のマラリ
ア寄⽣⾍の薬剤感受性に依存します。耐性は、カンボジア⻄部で別々の錠剤として与えられた
アルテスナートとメフロキンの治癒率の低下とタイ北⻄部での寄⽣⾍駆除の減速によって証明
されています。
タイ北⻄部で500⼈の患者（成⼈と⼦供）を対象とした⾮盲検臨床試験が実施されました。ア
ルテスネート/メフロキン25/50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla錠で治療された患者は、63⽇⽬
のPCR補正治癒率91.9％（95％CI 88.2、95.6）を経験しましたが、アルテスネートとメフロキ
ンは、63⽇⽬のPCR補正治癒率89.2％を⽰しました（95％CI 85.0、93.4; Kaplan-Meier分析、
有意性のログランク検定）。

急性の合併症のない成⼈患者50⼈を対象とした追加のランダム化⾮盲検試験
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熱帯熱マラリア原⾍タイで実施されたマラリア、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固
定⽤量併⽤）で治療された22/24⼈の患者（91.7％）Cipla Tabletsは、アルテスネートと別々の
錠剤としてのメフロキン。

Artesunate / Mefloquine 25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla錠を使⽤した、急性の合併症のない成⼈患
者77⼈を対象とした⾮盲検シングルアーム試験熱帯熱マラリア原⾍インドで実施されたマラリアは、63⽇
間の寄⽣⾍学的治癒率が100％であると報告しました。

5.2 薬物動態特性
アルテスナート

公表されたデータによると、経⼝投与されたアルテスナートは、主に⾎漿または組織のコリンエステ
ラーゼによって急速にDHAに加⽔分解されます。急速な変換のため、アルテスナートはしばしばDHA
のプロドラッグと⾒なされます。アルテスナートの経⼝投与後、DHAのAUCとアルテスナートのAUC
の⽐率は10：1まで⾼くなる可能性があります。アルテスナートCmax濃度は、1時間以内に達成さ
れ、20〜45分の半減期で除去されます。アルテスナートとDHAの⾎漿タンパク結合は中程度（62〜
93％）であり、アルブミンはヒト⾎漿中のDHAの主要な結合タンパクです。DHAの代謝経路は、静脈
内ASを受けた患者から収集された尿中の代謝物とヒト肝ミクロソームによって⽣成された代謝物を分
析することによってヒトで研究されました。DHAはUGT1A9とUGT2B7によって代謝されることが⽰さ
れました。ただし、UGT1A1およびUGT1A6ではありません。同定された主な代謝物はα-DHA-β-グル
クロニドでした。ASとDHAは、⾮常に⾼い抽出率で広範な初回通過代謝を受けます。抽出率の⾼い薬
剤の場合、クリアランスは⾎流に近づくため、灌流速度が制限されます。ヒトの尿中排泄データはあ
りません。

メフロキン
メフロキンは消化管から吸収され、体全体に広く急速に分布します。健康なボランティアでは、
最⼤濃度までの平均時間は6〜24時間の範囲です。⾎漿レベルは、健康なボランティアよりもマ
ラリア患者の⽅が⾼くなっています。メフロキンは⾎漿タンパク質に98％結合しており、肝臓で
シトクロムP450アイソザイムによって不活性な4-カルボン酸代謝物および他のいくつかの代謝物
に代謝されます。メフロキンの半減期は14〜28⽇と⻑いです。排泄は主に糞便と胆汁にありま
す。

5.3 前臨床安全性データ
アルテスネートとメフロキンは、アルテスネート/メフロキン25 / 50mg FDC（固定⽤量併⽤）Cipla
錠で使⽤されているのと同様の⽤量で、マラリアの治療に⻑年にわたって広く安全に使⽤されてき
ました。

アルテスナートがその1つであるアルテミシニン誘導体は、動物における⾮常に⾼⽤量への⻑期暴露
後の神経毒性と関連している。現在まで、治療を受けた患者における神経毒性の説得⼒のある臨床的
証拠はありません。さらに、アルテスナートの急速なクリアランスと短時間の曝露（3⽇間の治療）
を考えると、⼈間の神経毒性の可能性はほとんどありません。アルテミシニンは胚毒性があることも
知られており、アルテスナートはラットとウサギの着床後の喪失と催奇形性（⼼⾎管および⾻格奇形
の発⽣率が低い）の増加を引き起こすことが⽰されています。

ラットとマウスでは、メフロキンは胎盤を通過することが⽰されており、妊娠初期に催奇形性を⽰します。メフ
ロキンは⺟乳にも分泌されます（セクション4.6を参照）。

試験管内で、メフロキンは優先的に遅い（私はKs）遅延整流カリウムの成分（K+）⼼筋のチャ
ネル、したがって理論的には他の薬剤によって⽣成されるQTc延⻑を悪化させる可能性があり
ます。
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6.6。 医薬品の詳細

6.1
コアタブレット：クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、微結晶性セルロース。

添加剤のリスト

フィルムコート：インジゴカルミンアルミニウムレイク（FD＆Cブルー＃2）、ヒプロメロース、マクロゴール、ポリソルベート

80と⼆酸化チタン。

6.2⾮互換性
なし。

6.3
36ヶ⽉

貯蔵寿命

6.4
30°C以上で保管しないでください

保管に関する特別な注意事項

6.5
⼀次パッキング：3錠のアルミニウム-アルミニウムブリスターストリップ。

コンテナの性質と内容

⼆次パッキング：カートンには3錠のストリップが1つあり、カートンには3錠のストリップが2つあります。

6.6使⽤および取り扱いと廃棄に関する指⽰

適⽤できない

7。 サプライヤー

Cipla Ltd
ムンバイセントラル
ムンバイ400008
マハラシュトラ州、インド

電話：（9122）23082891ファック
ス：（9122）23070013
Eメール：exports@cipla.com

8.誰の参照番号（予選プログラム）

MA078

9.最初の資格認定の⽇付/資格認定の更新

2012年9⽉12⽇
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10.テキストの改訂⽇
2012年12⽉。セクション6は2016年1⽉に更新されました。セクション4.2は2017年5⽉に更新されました。
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