
ニュージーランドデータシート
1. SIMDAX 2.5mg/mL注射濃縮物

2.2。定性的および定量的組成 各mLには2.5mgのレボシメン
ダンが含まれています。

レボシメンダンは、独特の作⽤機序を持つ変⼒剤です。これはカルシウム増感剤で
あり、カルシウムに対する⼼筋の感受性を⾼めることによって⼼臓の収縮性を⾼め
ます。その結果、レボシメンダンは、ベータ受容体やサイクリックAMPとは独⽴
した正の変⼒作⽤を⽣み出します。

また、⾎管平滑筋のATP感受性カリウムチャネルを開くことにより、⾎管拡張作⽤
があり、平滑筋の弛緩をもたらします。
変⼒作⽤と⾎管拡張作⽤の組み合わせにより、⼼筋の前負荷と後負荷が減少し、収
縮⼒が増加します。

レボシメンダンは化学的に（-）-（R）-[[4-（1,4,5,6-テトラヒドロ-4-メチル-6-オ
キソ-3-ピリダジニル）-フェニル]ヒドラゾノ]-プロパンジニトリル。これは、分
⼦量280.3の⻩⾊から茶⾊がかった⻩⾊の粉末で、Cの実験式です。14H12N6Oと次
の構造：

N
C
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N
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レボシメンダンは中程度の親油性化合物です。蒸留⽔への溶解度は0.04mg/mL、エタ
ノールへの溶解度は7.8 mg / mL、リン酸緩衝液（67 mM）へのpHは8で0.9mg/Mlで
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
濃縮物は、投与前に希釈するための透明な⻩⾊またはオレンジ⾊の溶液で
す。

4.4。臨床詳細
4.1治療適応

Simdaxは、従来の治療法では不⼗分な状況、および変⼒性サポートが適切であ
ると考えられる場合の急性⾮代償性慢性⼼不全（ADHF）の短期治療に適応され
ます（セクション5.1、薬⼒学を参照）。
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4.2投与量と投与⽅法投与⽅法

Simdaxは院内での使⽤のみを⽬的としています。変⼒剤を使⽤した適切な
モニタリング施設と専⾨知識が利⽤できる病院環境で投与する必要があり
ます。

Simdax 2.5mg / mL注射濃縮物は、投与前に希釈する必要があります。

Simdax 2.5mg / mL注射濃縮液は、使い捨てを⽬的としています。すべての⾮
経⼝医薬品については、投与前に希釈液に粒⼦状物質や変⾊がないか⽬視検査
してください。

濃縮物の⾊は保管中にオレンジ⾊に変わる場合がありますが、効⼒が失われる
ことはなく、保管⼿順に従っている場合は、指定された有効期限まで製品を使
⽤できます。

注⼊は静脈内使⽤のみであり、末梢または中枢経路で投与することができ
ます。

投薬スケジュール
治療の⽤量と期間は、患者の臨床状態と反応に応じて個別化する必要がありま
す。

治療は、10分間にわたって注⼊された6〜12μg / kgの負荷⽤量で開始され、その
後、0.1μg/ kg /分の連続注⼊が続きます（セクション5.1、薬⼒学を参照）。注⼊
開始時に静脈内⾎管拡張薬または変⼒薬、あるいはその両⽅を併⽤している患者
には、6μg/kgという低い負荷⽤量が推奨されます。この範囲内のより⾼い負荷⽤
量は、より強い⾎⾏⼒学的反応を⽣み出しますが、副作⽤の発⽣率の⼀時的な増
加と関連している可能性があります。患者の反応は、負荷⽤量で、または⽤量調
整から30〜60分以内に、臨床的に⽰されるように評価する必要があります。応答
が過剰であると⾒なされる場合（低⾎圧、頻脈）、注⼊速度を0.05μg/ kg /分に下
げるか、中⽌することができます（セクション4.4、特別な警告および使⽤上の注
意を参照）。

重度の慢性⼼不全の急性代償不全の患者に推奨される注⼊時間は24時間です。
Simdax注⼊の中⽌後、耐性またはリバウンド現象の発⽣の兆候は観察されていま
せん。⾎⾏⼒学的効果は少なくとも24時間持続し、24時間の注⼊の中⽌後9⽇ま
で⾒られる可能性があります（セクション5.1、薬⼒学;セクション4.4、使⽤に関
する特別な警告と注意;セクション4.5、他の薬や他の形態との相互作⽤を参照）相
互作⽤の）。

Simdaxの反復投与の経験は限られています。変⼒剤（ジゴキシンを除く）を含
む⾎管作⽤薬の併⽤経験は限られています。REVIVEプログラムでは、より低い
負荷⽤量（6μg/ kg）がベースラインの併⽤⾎管作⽤薬とともに投与されまし
た。
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お年寄り
⾼齢の患者には⽤量調整は必要ありません。

腎機能障害
Simdaxは、軽度から中等度の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。Simdaxは、重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス<30mL / min）の患
者には使⽤しないでください（セクション5.2、薬物動態、セクション4.3、禁忌、セ
クション4.4、特別な警告および使⽤上の注意を参照）。

肝機能障害
Simdaxは、軽度から中等度の肝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。Simdaxは、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（セクション5.2、薬物動態、セクション4.3、禁忌、セクション4.4、特別な警
告および使⽤上の注意を参照）。

⼦供
Simdaxは、18歳未満の⼦供および⻘年には投与しないでください（セクション
5.2、薬物動態、セクション4.4、特別な警告および使⽤上の注意を参照）。

輸液の準備とスケジュール
0.05mg / mLの注⼊液を調製するには、10mLのSimdax 2.5mg / mL注射濃縮液を
500mLの5％グルコース（デキストロース）溶液と混合します。

表1は、Simdax注⼊の0.05 mg/mL製剤の負荷注⼊量と維持注⼊量の両⽅の詳細
な注⼊速度を⽰しています。

表1：
負荷量は、以下の注⼊速度（mL / 
h）で10分間の注⼊として与えら
れます

持続注⼊速度（mL / h）忍耐
重さ

（kg） 読み込み中
⽤量

6μg/kg
負荷量

12μg/kg
0.05

μg/kg/ min
0.1

μg/kg/ min
0.2

μg/kg/ min

40 29 58 2 5 10
50 36 72 3 6 12
60 43 86 4 7 14
70 50 101 4 8 17
80 58 115 5 10 19
90 65 130 5 11 22

100 72 144 6 12 24
110 79 158 7 13 26
120 86 173 7 14 29

0.025mg / mL注⼊液を調製するには、5mLのSimdax 2.5mg / mL注射濃縮液を500mL
の5％グルコース（デキストロース）溶液と混合します。

表2は、Simdax注⼊の0.025 mg/mL製剤の負荷注⼊量と維持注⼊量の両⽅の詳
細な注⼊速度を⽰しています。
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表2：
負荷量は、以下の注⼊速度

（mL / h）で10分間の注⼊とし
て与えられます

忍耐
重さ

（kg）

持続注⼊速度（mL / h）

読み込み中 負荷量
12μg/kg

0.05
μg/kg/ min

0.1
μg/kg/ min

0.2
μg/kg/ min⽤量

6μg/kg
40 58 115 5 10 19
50 72 144 6 12 24
60 86 173 7 14 29
70 101 202 8 17 34
80 115 230 10 19 38
90 130 259 11 22 43

100 144 288 12 24 48
110 158 317 13 26 53
120 173 346 14 29 58

互換性
Simdaxおよび以下の薬剤との⾮互換性は、接続された静脈内ラインでは観
察されていません。
••
••
••

フロセミド10mg/mL
ジゴキシン0.25mg/mL
グリセリルトリニトレート0.1mg/mL

⾮互換性
この医薬品は、投与量と投与-輸液の準備とスケジュールに記載されているも
のを除いて、他の医薬品または希釈剤と混合してはなりません。投与量と管
理‒互換性。

希釈後
化学的および物理的な使⽤中の安定性は、25で24時間実証されていますoC。

微⽣物学的観点から、製品はすぐに使⽤する必要があります。微⽣物学的危険性
を減らすために、希釈後できるだけ早く使⽤してください。保管が必要な場合
は、2で保持しますo-8o24時間以内のC。すぐに使⽤しない場合は、使⽤前の使⽤
中の保管時間と条件はユーザーの責任です。

希釈後の保管および使⽤時間は24時間を超えてはなりません。

抗菌剤は含まれていません。製品は1⼈の患者のみでの使い捨てです。残留物を
廃棄します。

治療のモニタリング
現在の医療⾏為と⼀致して、治療中は⼼電図、⾎圧、⼼拍数を監視し、尿量を測
定する必要があります。注⼊終了後少なくとも3⽇間、または患者が臨床的に安定
するまで、これらのパラメータを監視することをお勧めします（セクション4.4、
特別な警告および使⽤上の注意を参照）。軽度から中等度の腎障害または軽度か
ら中等度の肝機能障害のある患者では、少なくとも5⽇間のモニタリングが推奨さ
れます。
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4.3禁忌
Simdaxまたはいずれかの添加剤に対する過敏症。

重度の低⾎圧および頻脈（セクション5.1、薬⼒学;セクション4.4、使⽤に関する
特別な警告および注意事項を参照）。⼼室充満または流出、あるいはその両⽅に
影響を与える重⼤な機械的障害。重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス
<30 mL / min）および重度の肝機能障害。トルサードドポアントの歴史。

4.4特別な警告と使⽤上の注意
Simdaxの⾎⾏⼒学的効果は、治療の開始時にさらに顕著になる可能性があり、
収縮期および拡張期⾎圧の低下である可能性があります。したがって、ベース
ラインの収縮期または拡張期⾎圧が低い患者またはリスクのある患者には、
Simdaxを注意して使⽤する必要があります。低⾎圧のエピソードのために。こ
れらの患者には、より保守的な投薬レジメンが推奨されます。医師は、患者の
状態と反応に合わせて治療の⽤量と期間を調整する必要があります（セクショ
ン5.1、薬⼒学、セクション4.2、投与量と投与⽅法-投与スケジュール、セク
ション4.5、他の薬剤との相互作⽤および他の形態の相互作⽤を参照）。

⼼臓充満圧の過度の低下はSimdaxへの反応を制限する可能性があるため、
Simdax注⼊の前に、⾮経⼝液を投与して重度の循環⾎液量減少を矯正する必要
があります。⾎圧または⼼拍数の過度の変化が観察された場合は、注⼊速度を下
げるか、注⼊を中⽌する必要があります。

⼼拍出量および肺⽑細⾎管楔⼊圧に対する⾎⾏動態的に好ましい効果は、（24時
間）注⼊の中⽌後少なくとも24時間持続します。すべての⾎⾏⼒学的効果の正確
な持続時間は決定されていませんが、⾎圧への影響は⼀般に3〜4⽇間続き、⼼拍
数への影響は7〜9⽇間続きます。これは、注⼊が停⽌されてから約48時間後に最
⼤⾎漿濃度に達する活性代謝物の存在に部分的に起因しています。活性代謝物の
除去との相互作⽤は、より顕著で⻑期の⾎⾏⼒学的効果につながる可能性があり
ます。注⼊終了後少なくとも3⽇間、または患者が臨床的に安定するまでの⾮侵襲
的モニタリングが推奨されます。

Simdaxは、軽度から中等度の腎機能障害または軽度から中等度の肝機能障害のあ
る患者には注意して使⽤する必要があります。腎機能障害のある患者で利⽤でき
るデータは限られています。肝機能または腎機能の障害は、代謝物の濃度の増加
につながる可能性があり、その結果、より顕著で⻑期の⾎⾏⼒学的効果が⽣じる
可能性があります。

Simdaxの注⼊は、⾎清カリウム濃度の低下を引き起こす可能性があります。し
たがって、Simdaxを投与する前に低⾎清カリウム濃度を補正し、治療中に⾎清
カリウムを監視する必要があります。⼼不全のための他の医薬品と同様に、シ
ムダックスの注⼊はヘモグロビンとヘマトクリットの減少を伴う可能性があり
ます
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虚⾎性⼼⾎管疾患と貧⾎を併発している患者には注意が必要です。

Simdax注⼊は、頻脈、急速な⼼室反応を伴う⼼房細動、または⽣命を脅かす可
能性のある不整脈のある患者には注意して使⽤する必要があります。

Simdaxの反復投与の経験は限られています。変⼒剤（ジゴキシンを除く）を含む
⾎管作⽤薬の併⽤経験は限られています。利益とリスクは、個々の患者について
評価する必要があります。現在の医療⾏為と⼀致して、Simdaxは、低⾎圧のリス
クが⾼まる可能性があるため、他の静脈内⾎管作⽤薬と併⽤する場合は注意して
使⽤する必要があります。

Simdaxは、冠状動脈虚⾎が進⾏中の患者、病因に関係なくQTc間隔が⻑い患者、
またはQTc間隔を延⻑する医薬品と併⽤する場合は慎重にECGモニタリング下で使
⽤する必要があります（セクション4.9、過剰摂取を参照）。

⼼原性ショックにおけるSimdaxの使⽤は研究されていません。拘束型⼼筋症、
肥⼤型⼼筋症、重度の僧帽弁閉鎖不全症、⼼破裂、⼼タンポナーデ、右⼼室梗塞
などの障害におけるSimdaxの使⽤に関する情報はありません。

18歳未満の⼦供および⻘年でSimdaxを使⽤した経験は⾮常に限られているた
め、Simdaxを⼦供に投与しないでください（セクション5.2、薬物動態を参
照）。

⼼臓移植を待っている患者におけるSimdax重度⼼不全の使⽤に関しては限
られた経験しか利⽤できません。

この薬は、各5mlバイアルに3925mgのアルコール（無⽔エタノール）を含みます。これは、約
98 vol％に相当します。この薬の1つの5mlバイアルの量は、99,2mlのビールまたは41.3mlのワ
インに相当します。アルコール依存症に苦しむ⼈々にとって有害で  す。
妊娠中または授乳中の⼥性、⼦供、および肝疾患やてんかんの患者などのリスクの⾼い
グループで考慮に⼊れる必要があります。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害
⼀般毒性と遺伝⼦毒性に関する従来の研究では、短期間の使⽤で⼈間に特別な危険性は
ないことが明らかになりました。

動物実験では、レボシメンダンは催奇形性ではありませんでしたが、ラットとウ
サギの胎児の⾻化の程度が全般的に低下し、ウサギの後頭⾻の異常な発達が⾒ら
れました。レボシメンダンを妊娠前および妊娠中に投与すると、雌ラットの⻩
体、着床および⼦⽝の数が減少し、雌ラットの早期吸収および着床後の喪失の数
が増加しました。効果は臨床曝露レベルで⾒られました。

動物実験では、レボシメンダンは⺟乳に排泄されました。
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4.5他の薬との相互作⽤および他の形態の相互作⽤
ヒト肝臓ミクロソームを利⽤したinvitro研究では、レボシメンダンは、さまざまなCYPア
イソフォームへの親和性が明らかに低いため、シトクロムP450（CYP）酵素によって代謝
される薬剤との有意な薬物-薬物相互作⽤を引き起こす可能性が低いことが⽰されています
（セクション5.2、薬物動態を参照）。

レボシメンダンはinvitroでCYP2C8の阻害剤であることが⽰されているため、レ
ボシメンダンが主にCYP2C8によって代謝される併⽤投与薬の曝露を増加させる
可能性があることを排除することはできません。したがって、ロペラミド、ピ
オグリタゾン、レパグリニド、エンザルタミドなどの感受性の⾼いCYP2C8基質
とレボシメンダンの同時投与は、可能な限り避ける必要があります。

活性代謝物OR-1855およびOR-1896と、⾎⾏⼒学的効果を持つ他の薬物との間の
相互作⽤の可能性は、より顕著で⻑期の⾎⾏⼒学的効果につながる可能性があり
ます。この効果の持続時間は、Simdax注⼊後に通常⾒られる7〜9⽇より⻑くな
る可能性があります。

ジゴキシンとシムダックスの注⼊を受けている患者の集団分析では、薬物動態学
的相互作⽤は観察されていません。Simdax注⼊は、有効性を失うことなくベータ
遮断薬を投与されている患者に使⽤できます。健康なボランティアにおける⼀硝
酸イソソルビドとレボシメンダンの同時投与は、起⽴性低⾎圧反応の有意な増強
をもたらしました。カプトプリルの併⽤治療は、Simdaxの薬物動態または⾎⾏動
態に影響を与えませんでした。

この医薬品に含まれるアルコールの量は、他の医薬品の効果を変える可能性があり
ます。この薬は通常24時間かけてゆっくりと投与されるため、アルコールの影響が
少なくなることがあります。

現在の医療⾏為と⼀致して、レボシメンダンは、低⾎圧のリスクが⾼まる可能性がある
ため、他の静脈内⾎管作⽤薬と⼀緒に使⽤する場合は注意して使⽤する必要がありま
す。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳中の出⽣⼒

データなし。

妊娠
妊娠中の⼥性にSimdaxを使⽤した経験はありません。動物実験では、⽣殖へ
の毒性作⽤が⽰されています（セクション4.4、特別な警告および使⽤上の注
意：発がん、突然変異誘発および出⽣⼒の障害を参照）。したがって、
Simdaxは、⺟親の利益が胎児への潜在的なリスクを上回る場合にのみ、妊娠
中の⼥性に使⽤する必要があります。

授乳
Simdaxが⺟乳に排泄されるかどうかは不明であるため、Simdaxを投与されている⼥
性は⺟乳で育てるべきではありません。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響 データな
し。

4.8望ましくない影響
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ADHF（REVIVEプログラム）のプラセボ対照臨床試験では、患者の53％が副作⽤を
経験し、その最も頻繁なものは⼼室性頻脈、低⾎圧、および頭痛でした。

ドブタミン対照臨床試験ADHF（SURVIVE）では、患者の18％が有害反応を経験
し、その最も頻繁なものは⼼室性頻脈、⼼房細動、低⾎圧、⼼室収縮外、頻脈、
および頭痛でした。

次の表は、REVIVE I、REVIVE II、SURVIVE、LIDO、RUSSLAN、300105、および
3001024の臨床試験中に1％以上の患者で観察された副作⽤を⽰しています。個々
の試験における特定のイベントの発⽣率が他の試験で⾒られたものよりも⼤き
かった場合、より⾼い発⽣率が表に報告されます。

少なくともレボシメンダンに関連すると考えられるイベントは、次の規則を使⽤
して、システム器官のクラスと頻度によって表⽰されます：⾮常に⼀般的
（≥1/10）、⼀般的（≥1/ 100、<1/10）。

表3
逆の概要

SURVIVE臨床試験、REVIVEプログラム、およびLIDO / 
RUSSLAN/300105/3001024臨床試験の組み合わせ

反応

ボディシステム 周波数 優先期間
代謝と栄養障害 ⼀般 低カリウム⾎症

精神障害 ⼀般 不眠症
神経系障害 ごく普通

⼀般
頭痛
めまい

⼼臓障害 ごく普通 ⼼室性頻脈
⼀般 ⼼筋虚⾎

⼼不全
⼼房細動
頻脈
⼼室
期外収縮
期外収縮

⾎管障害 ごく普通 低⾎圧
胃腸障害 ⼀般 下痢

嘔吐
吐き気
便秘

調査 ⼀般 ヘモグロビン
減少

市販後の副作⽤：
市販後の経験では、Simdaxを投与されている患者で⼼室細動が報告されて
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/
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4.9過剰摂取
Simdaxの過剰摂取は、低⾎圧と頻脈を引き起こす可能性があります。Simdaxを
使⽤した臨床試験では、低⾎圧は昇圧剤（例えば、うっ⾎性⼼不全の患者では
ドーパミン、⼼臓⼿術後の患者ではノルアドレナリン）でうまく治療されていま
す。⼼臓充満圧の過度の低下は、Simdaxへの反応を制限する可能性があり、⾮経
⼝液で治療することができます。⾼⽤量（0.4μg/ kg /分以上）および24時間以上
の注⼊は⼼拍数を増加させ、QTc間隔の延⻑に関連する場合があります。Simdax
の過剰摂取、継続的なECGモニタリング、⾎清電解質の繰り返し測定、および侵
襲性の場合

⾎⾏⼒学的モニタリングを実施する必要があります。Simdaxの過剰摂取は、活性
代謝物の⾎漿濃度の増加につながり、これは、対応する観察期間の延⻑を必要と
する⼼拍数へのより顕著で⻑期的な影響につながる可能性があります。

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。

5.5。薬理学的特性
5.1薬⼒学的特性

レボシメンダンは、カルシウム依存的に⼼臓トロポニンCに結合することにより、
収縮性タンパク質のカルシウム感受性を⾼めます。レボシメンダンは収縮⼒を増
加させますが、⼼室弛緩を損なうことはありません。さらに、レボシメンダンは
⾎管平滑筋のATP感受性カリウムチャネルを開き、全⾝および冠状動脈⾎管と全⾝
静脈⾎管の⾎管拡張を誘発します。レボシメンダンは、invitroで選択的なホスホ
ジエステラーゼIII阻害剤の特性を⽰しています。治療濃度でのこれの関連性は不明
です。⼼不全の患者では、レボシメンダンの正のカルシウム依存性変⼒作⽤およ
び⾎管拡張作⽤により、拡張機能に悪影響を与えることなく、収縮⼒が増加し、
前負荷と後負荷の両⽅が減少します。

健康なボランティアおよび安定および不安定な⼼不全の患者を対象とした⾎⾏動
態研究では、負荷⽤量（3μg/kgから24μg/kg）および持続注⼊（0.05から0.2μg/ 
kgあたり）として静脈内投与されたレボシメンダンの⽤量依存的効果が⽰されて
います。分）。プラセボと⽐較して、レボシメンダンは⼼拍出量、⼀回拍出量、
駆出率、⼼拍数を増加させ、収縮期⾎圧、拡張期⾎圧、肺⽑細⾎管くさび圧、右
⼼房圧、末梢⾎管抵抗を低下させました。

レボシメンダン注⼊は、冠状動脈⼿術から回復している患者の冠状動脈⾎流を増
加させ、⼼不全患者の⼼筋灌流を改善します。これらの利点は、⼼筋の酸素消費
量を⼤幅に増やすことなく達成されます。レボシメンダン注⼊による治療は、
うっ⾎性⼼不全の患者のエンドセリン-1の循環レベルを⼤幅に低下させます。推
奨される注⼊速度では⾎漿カテコールアミンレベルは上昇しません。

5.2薬物動態特性⼀般
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レボシメンダンの薬物動態は、0.05〜0.2μg /kg/分の治療⽤量範囲で線形です。

分布
レボシメンダンの分布容積（Vss）は約0.2L/kgです。レボシメンダンは、⾎漿タ
ンパク質、主にアルブミンに97〜98％結合しています。OR-1855とOR-1896の
場合、平均タンパク質結合値は患者でそれぞれ39％と42％でした。

代謝
レボシメンダン⽤量の⼤部分は、環状またはN-アセチル化システイニルグリシン
およびシステイン抱合体への抱合によって代謝されます。レボシメンダンの約5％
のみが腸内で還元されて代謝されます
アミノフェニルピリダジノン（OR-1855）は、体循  環に再吸収された後、⾎漿
中でN-アセチルトランスフェラーゼによって活性代謝物OR-1896に代謝されま
す。アセチル化レベルは遺伝的に決定されます。急速なアセチレーターでは、代
謝物OR-1896の濃度は遅いアセチレーターよりもわずかに⾼くなります。ただ
し、これは推奨⽤量での臨床⾎⾏⼒学的効果には影響しません。

体循環では、レボシメンダン投与後の唯⼀の有意な検出可能な代謝物は、
OR-1855およびOR-1896です。インビボでのこれらの代謝物は、N-アセチルに
よって⽀配されるアセチル化および脱アセチル化代謝経路の結果として平衡に達
する。
多形酵素であるトランスフェラーゼ-2。遅いアセチレーターでは、OR-1855代謝
物が優勢ですが、速いアセチレーターでは、OR-1896代謝物が優勢です。2つの
代謝物の暴露量の合計は、遅いアセチレーターと速いアセチレーターの間で類似
しており、2つのグループ間で⾎⾏⼒学的効果に違いはありません。⻑期の⾎⾏
⼒学的効果（24時間のレボシメンダン注⼊の中⽌後最⼤7〜9⽇続く）は、これら
の代謝物に起因します。

インビトロ研究は、レボシメンダン、OR-1855およびOR-1896が、推奨される投与
によって達成される濃度で、CYP1A2、CYP2A6、CYP2B6、CYP2C19、CYP2D6、
CYP2E1またはCYP3A4を阻害しないことを⽰しています。さらに、レボシメンダン
はCYP1A1を阻害せず、OR-1855もOR-1896もCYP2C8またはCYP2C9を阻害しませ
ん。レボシメンダンは、in vitroでCYP2C8の阻害剤であることが⽰されています
（セクション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を参照）。ワ
ルファリン、フェロジピン、およびイトラコナゾールを⽤いたヒトでの薬物相互作
⽤研究の結果は、レボシメンダンがCYP3AまたはCYP2C9を阻害せず、レボシメンダ
ンの代謝がCYP3A阻害剤の影響を受けないことを確認しました。

排泄と排泄
クリアランスは約3.0mL/ min / kgで、半減期は約1時間です。⽤量の54％が尿中
に排泄され、44％が糞便中に排泄されます。投与量の95％以上が1週間以内に排
泄されます。無視できる量（⽤量の<0.05％）が未変化のレボシメンダンとして尿
中に排泄されます。循環代謝物OR-1855およびOR-1896が形成され、ゆっくりと
排出されます。OR-1855およびOR-1896のピーク⾎漿濃度は、レボシメンダン注
⼊の終了後約2⽇  で到達します。代謝物の半減期は約75〜80時間です。レボシメ
ンダンの活性代謝物であるOR-1855およびOR-1896は、抱合または腎濾過を受
け、主に尿中に排泄されます。
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潜在的な相互作⽤は予測できません。

特別な集団：
⼦供：18歳未満の⼦供および⻘年でSimdaxを使⽤した経験は⾮常に限られてい
るため、Simdaxを⼦供に投与しないでください。限られたデータは、⼦供（3ヶ
⽉から6歳）での単回投与後のSimdaxの薬物動態が成⼈のものと類似しているこ
とを⽰しています。活性代謝物の薬物動態は、⼦供では調査されていません。
（セクション5.2、薬物動態;セクション4.4、特別な警告および使⽤上の注意を参
照）。

腎機能障害：Simdaxの薬物動態は、⼼不全のないさまざまな程度の腎機能障害の
ある被験者を対象に研究されています。Simdaxへの曝露は、軽度から中等度の腎
機能障害のある被験者と⾎液透析を受けている被験者で同様でしたが、Simdaxへ
の曝露は重度の腎機能障害のある被験者ではわずかに低い可能性があります。

健康な被験者と⽐較して、Simdaxの⾮結合画分はわずかに増加しているようで
あり、代謝物（OR-1855およびOR-1896）のAUCは、重度の腎機能障害のある被
験者および⾎液透析を受けている患者で最⼤170％⾼かった。OR-1855および
OR-1896の薬物動態に対する軽度および中等度の腎機能障害の影響は、重度の腎
機能障害の影響よりも⼩さいと予想されます。

Simdaxは透析できません。OR-1855およびOR-1896は透析可能ですが、透析クリ
アランスは低く（約8〜23 mL / min）、これらの代謝物への全体的な曝露に対す
る4時間の透析セッションの正味の影響は⼩さいです。（セクション5.2、薬物動
態;セクション4.4、使⽤に関する特別な警告および注意事項;セクション4.3、禁忌
を参照）。

肝機能障害：軽度または中等度の肝硬変の被験者と健康な被験者では、Simdaxの
薬物動態またはタンパク質結合に違いは⾒られませんでした。Simdax、OR-1855
およびOR-1896の薬物動態は、OR-1855およびOR-1896の消失半減期がわずかに延
⻑されることを除いて、健康な被験者と中等度の肝機能障害のある被験者（Child-
PughクラスB）の間で類似しています。中等度の肝機能障害のある被験者。（セ
クション5.2、薬物動態;セクション4.4、使⽤に関する特別な警告および注意事項;
セクション4.3、禁忌を参照）。

集団薬物動態分析：⼈⼝分析では、Simdaxの薬物動態に対する年齢、⺠族的出
⾝、性別の影響は⽰されていません。ただし、同じ分析により、分布容積と総
クリアランスは重量に依存することが明らかになりました。

5.3前臨床安全性データ
Simdaxは、2800⼈を超える⼼不全患者を対象とした臨床試験で評価されていま
す。ADHFの治療に対するSimdaxの有効性と安全性は、以下の無作為化⼆重盲検
多国籍臨床試験で評価されました。

REVIVEプログラム

リバイブI
⼆重盲検プラセボ対照パイロット試験で、ADHF患者100⼈を対象に
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Simdaxの24時間注⼊を受け、プラセボと標準治療を超える臨床複合エンドポイ
ントによって測定された有益な反応が、Simdax治療を受けた患者で観察されま
した。

リバイブII
6〜12μg /kgの10分間の負荷⽤量を投与された600⼈の患者を対象とした⼆重盲検
プラセボ対照ピボタル試験とそれに続くプロトコル-
レボシメンダンを最⼤24時間0.05〜0.2μg / kg /分まで段階的に滴定することで、
利尿薬の静脈内投与後に呼吸困難を維持したADHF患者の臨床状態に利益をもたら
しました。

REVIVE臨床プログラムは、ADHFの治療におけるレボシメンダンと標準治療の有効
性をプラセボと標準治療と⽐較するために設計されました。

選択基準には、ADHFで⼊院した患者、過去12か⽉以内に35％以下の左⼼室駆出
率、および安静時の呼吸困難が含まれていました。静脈内ミルリノンを除いて、
すべてのベースライン療法が許可されました。除外基準には、⼼室流出路の重度
の閉塞、⼼原性ショック、90 mmHg以下の収縮期⾎圧または1分あたり120拍以上
の⼼拍数（少なくとも5分間持続）、または機械的⼈⼯呼吸の要件が含まれていま
した。

主要エンドポイントの結果は、3つの時点にわたる臨床状態への持続的な利益を反
映する臨床複合エンドポイントによって測定されるように、患者の⼤部分が改善
として分類され、患者の⼩部分が悪化として分類されることを⽰しました（p値
0.015）。 6時間、24時間、5⽇。B型ナトリウム利尿ペプチドは、24時間および5
⽇間でプラセボおよび標準治療と⽐較して有意に減少しました（p値= 0.001）。

Simdaxグループは、統計的に有意ではありませんが、90⽇での対照グループと⽐
較してわずかに⾼い死亡率を⽰しました（15％対12％）。事後分析では、ベース
ラインでの収縮期⾎圧<1  00mmHgまたは拡張期⾎圧<60mmHgが、死亡リスクを
⾼める要因として特定されました。

⽣き残ります
レボシメンダンとドブタミンを⽐較した⼆重盲検、⼆重ダミー、並⾏群間、多施
設共同研究では、静脈内利尿薬または⾎管拡張薬に対する不⼗分な反応の後に追
加治療が必要なADHF患者1327⼈の180⽇死亡率を評価しました。患者集団は、⼀
般的にREVIVEII試験の患者と同様でした。ただし、⼼不全の既往歴のない患者（急
性⼼筋梗塞など）と、⼈⼯呼吸器を必要とする患者が含まれていました。患者の
約90％が安静時の呼吸困難のために試験に参加しました。

SURVIVEの結果は、180⽇でのすべての原因による死亡率においてレボシメンダン
とドブタミンの間に統計的に有意な差を⽰しませんでした{ハザード⽐= 0.91
（95％CI [0.74、1.13] p値0.401）}。ただし、レボシメンダンの5⽇⽬の死亡率に
は数値的な利点がありました（4％レボシメンダン対6％ドブタミン）。この利点
は31⽇間持続し（12％レボシメンダン対14％ドブタミン）、ベースラインのベー
タ遮断薬療法を受けた個⼈で最も顕著でした。両⽅の治療群で、ベースライン⾎
圧が低い患者は、
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ベースライン⾎圧が⾼い⼈よりも死亡率。

LIDO
レボシメンダンは、⼼拍出量と⼀回拍出量の⽤量依存的な増加、および肺の⽤量
依存的な減少につながることが⽰されています
⽑細⾎管楔⼊圧、平均動脈圧および総末梢抵抗。

⼆重盲検多施設共同試験では、重度の低出⼒⼼不全（駆出率）の203⼈の患者≤
0.35、⼼係数<2.5 L / min / m2、肺動脈楔⼊圧（PCWP）> 15 mmHg）で、変⼒性
サポートが必要な場合は、レボシメンダン（10分間で24μg/ kgの負荷量に続いて
0.1〜0.2μg / kg /分を持続注⼊）またはドブタミン（5- 10μg/kg/ min）で24時
間。⼼不全の病因は、患者の47％で虚⾎性でした。45％は特発性拡張型⼼筋症で
した。患者の76％が安静時に呼吸困難を患っていました。主な除外基準には、収
縮期⾎圧が90 mmHg未満、⼼拍数が120拍/分を超えることが含まれていました。
主要評価項⽬は、⼼拍出量の増加でした。≥30％とPCWPの同時減少 ≥24時間で
25％。これは、ドブタミン治療後の15％と⽐較して、レボシメンダン治療を受け
た患者の28％で達成されました（p = 0.025）。症候性患者の68％は、ドブタミン
治療後の59％と⽐較して、レボシメンダン治療後の呼吸困難スコアに改善が⾒ら
れました。倦怠感スコアの改善は、レボシメンダンおよびドブタミン治療後にそ
れぞれ63％および47％でした。すべての原因による31⽇間の死亡率は、レボシメ
ンダンで7.8％、ドブタミン治療を受けた患者で17％でした。

RUSSLAN
主に安全性を評価するために実施されたさらなる⼆重盲検多施設共同治験では、
変⼒性サポートが必要であると評価された急性⼼筋梗塞後の⾮代償性⼼不全の504
⼈の患者がレボシメンダンまたはプラセボで6時間治療されました。治療群間で低
⾎圧と虚⾎の発⽣率に有意差はありませんでした。

LIDOおよびRUSSLAN試験の遡及的分析では、6か⽉までの⽣存に対する悪影響は
観察されませんでした。

6.6。医薬品の詳細
6.1添加剤のリスト

ポビドン、クエン酸、無⽔エタノール。

6.2⾮互換性
データなし。

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 2で保存o-8oC.冷蔵
します。凍結しないでください。

濃縮物の⾊は保管中にオレンジ⾊に変わる場合がありますが、効⼒が失われるこ
とはなく、保管⼿順に従っている場合は、指定された有効期限まで製品を使⽤で
きます。
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6.5容器の性質と内容
Levosimendan 2.5 mg / mL濃縮液は、5mLおよび10mLバイアルで⼊⼿できます。

- 2.5mgレボシメンダン/mLを含む8または10mLタイプIガラスバイアル。
- フルオロポリマーコーティングを施したクロロブチルまたはブロモブチルラバークロージャー

パックサイズ
- 5 mLの1、4、10バイアル
- 10 mLの1、4、10バイアル

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。

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 
データなし。

7。薬のスケジュール
処⽅薬。

8.8。スポンサー

Pharmacy Retailing（NZ）
HealthcareLogisticsとしての限定
取引58Richard Pearse Drive
エアポートオークス

ニュージーランド、オークランド

9.9。最初の承認⽇ 2010年3⽉29⽇

10.10。本⽂の改訂⽇ 2021年12⽉10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
すべてのセクションが改訂されました SPCスタイルの形式に更新します
4.5 静脈内⾎管作⽤薬の相互作⽤の追加

4.5、5.2 シトクロムに関する情報の追加

4.9 「アドレナリン」を「ノルアドレナリン」に
置き換える誤植
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