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法務カテゴリ
POM：処⽅薬のみ

ATCコード-
B01AD01
類似商品を探す -

SmPC（/ emc / product / 4255 / smpc）

⽬次を表⽰する

この情報は、医療専⾨家による使⽤を⽬的としています

1.医薬品の名前

バイオファクターストレプトキナーゼ250000および750000

2.定性的および定量的構成

バイオファクターストレプトキナーゼ250000および750000は、有効成分として250000および750000国際単位（IU）の精製ストレプトキナーゼを含む
バイアルに溶解するための粉末として提供されます。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。

⾼度に精製されたストレプトキナーゼは、連鎖球菌グループCの特定の菌株の培養ろ液から抽出されます。これは、⽩⾊
からわずかに⻩⾊の粉末として提⽰され、安定剤を含みます。

3.剤形
輸液⽤溶液⽤粉末。

⽩からわずかに⻩⾊の粉末。
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4.臨床の詳細

4.1治療適応

バイオファクターストレプトキナーゼは成⼈に適応されます。

バイオファクターストレプトキナーゼは、以下の⾎栓および塞栓の⾎管内溶解に使⽤できる線維素溶解剤です。

-急性の⼤規模な肺塞栓症

-末梢動脈の急性、亜急性または慢性（6週間以内）の閉塞

-広範囲の深部静脈⾎栓症

-中⼼網膜静脈または動脈⾎栓症（8時間以内の動脈閉塞、10⽇以内の静脈閉塞）。

注：上記の時間枠を超えて投与する場合、治療結果についての記述はできません。

4.2投与の形態と⽅法

ポソロジー

⼤⼈

深部静脈⾎栓症

250000IUのストレプトキナーゼの初期⽤量を30分かけて末梢静脈に注⼊する必要があります。その後、10000IU/時間で
72時間の維持注⼊を⾏う必要があります。

肺塞栓症

1 500 000 IUのストレプトキナーゼを末梢静脈に、できれば1〜2時間の短時間で注⼊します。

別の⽅法として、25万IUのストレプトキナーゼの初期⽤量を30分かけて末梢静脈に注⼊する必要があります。その後、
10000IU/時間で24時間の維持注⼊を⾏う必要があります。

閉塞性末梢動脈疾患

次のいずれかのレジメンを使⽤して、局所動脈内カテーテル誘導注⼊でストレプトキナーゼを投与します。

- 段階的な注⼊ ：1000〜2500 IUのストレプトキナーゼ（3〜5分間隔で最⼤10時間、合計最⼤⽤量250000 IU）

- ⻑期にわたる継続的な低⽤量注⼊ （輸液ポンプを使⽤）：最⼤5⽇間、1時間あたり5000〜10,000IUのストレプトキナー
ゼ。

必要に応じて、経⽪経管⾎管形成術を同時に⾏うことができます。

困難な動脈アクセスまたは複数の閉塞の代替として、25万IUのストレプトキナーゼの初期⽤量を30分かけて注⼊する必要が
あります。最⼤5⽇間の100000IU/時間の維持注⼊が続く必要があります。

中央網膜⾎管閉塞

250000IUのストレプトキナーゼの初期⽤量を30分かけて末梢静脈に注⼊する必要があります。その後、10000IU/時間で
12時間の維持注⼊を⾏う必要があります。

⼩児⼈⼝

バイオファクターストレプトキナーゼの安全性と有効性は、⼦供では⼗分に確⽴されていません。新⽣児および後天性プラスミ
ノーゲン⽋乏症の⼦供におけるプラスミノーゲンのレベルが低く、アレルギー/アナフィラキシー反応に対するストレプトキナー
ゼの可能性があるため、新⽣児、乳児および⼦供には推奨されません。

治療の管理

⾎栓溶解療法を開始する前に、トロンビン時間（TT）、活性化部分トロンボプラスチン時間（aPTT）、⾎⼩板数、および⾎⼩
板数を取得して、患者の⽌⾎状態を取得することが望ましい。ヘパリンが投与されている場合は中⽌し、⾎栓溶解療法を開始す
る前に、TTまたはaPTTを通常の対照値の2倍未満にする必要があります。
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以前にクマリン誘導体で治療された患者では、ストレプトキナーゼによる治療を開始する前に、INR（国際標準化⽐）が1.3未満
である必要があります。

投与⽅法

ストレプトキナーゼの投与は、全⾝静脈内注⼊または局所動脈内カテーテル誘導注⼊によるものであり得る。

投与前の医薬品の再構成の⼿順については、セクション6.6を参照してください。

⽣理⾷塩⽔で再構成すると、無⾊から⻩⾊がかった透明な溶液が得られる。

注：⾎栓溶解療法が必要で、ストレプトキナーゼに対する⾼い抗体濃度が存在する場合、または最近のストレプトキナーゼ療
法が⾏われた場合（5⽇以上1年未満）、同種の線維素溶解剤を使⽤する必要があります（セクション4.4および4.8を参照）。

全⾝管理

注⼊中、プラスミノーゲンおよびフィブリノーゲンレベルの低下とフィブリン分解産物（FDP）のレベルの上昇（後者の2つは
凝固検査の凝固時間を延⻑するのに役⽴ちます）は、⼀般に⾎栓溶解状態の存在を確認します。したがって、治療開始から約4
時間後にTTまたはaPTTを実施することにより、治療を監視することができます。

TTの2〜4倍の延⻑を⽬指す必要があり、⼗分な抗凝固保護と⾒なされます。4時間の治療後のトロンビン時間またはその他
の溶解パラメーターが通常の対照値の約1.5倍未満の場合は、ストレプトキナーゼに対する過剰な耐性が存在するため、バ
イオファクターストレプトキナーゼを中⽌してください。

地⽅⾏政

⾎管造影で通常⾏われているように、ヘパリンは、必要に応じて、カテーテル誘発性⾎栓症に対する保護⼿段として⾎管造影
の前に投与されます。治療の成功は⾎管造影法によって決定することができます。15分以上の⼗分な⾎流があれば、治療は成
功したと⾒なされ、その後停⽌されます。

フォローアップ治療

ストレプトキナーゼ療法のすべてのコースの後、抗凝固剤または⾎⼩板凝集阻害剤によるフォローアップ治療を再⾎栓症の予
防として開始することができます。特にヘパリン療法では、出⾎のリスクの増加を考慮する必要があります。

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。

⾎栓溶解療法下での出⾎のリスクが⾼いため、バイオファクターストレプトキナーゼによる治療の禁忌は次のとおり
です。

-既存または最近の内出⾎

-あらゆる形態の⾎液凝固障害、特に⾃然発⽣的な線維素溶解および広範な凝固障害

-最近の脳⾎管事故、頭蓋内または脊髄内⼿術

-頭蓋内腫瘍

-最近の頭部外傷

-動静脈奇形または動脈瘤

-出⾎のリスクがある既知の新⽣物

-急性膵炎

-収縮期値が200mmHgを超えるおよび/または拡張期値が100mmHgを超える制御不能な⾼⾎圧または⾼⾎圧性網膜変化グレー
ドIII/IV

-⼈⼯⾎管の最近の移植

-経⼝抗凝固薬による同時または最近の治療（INR  > 1.3）

-重度の肝臓または腎臓の損傷
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-⼼内膜炎または⼼膜炎。急性⼼筋梗塞と誤診され、ストレプトキナーゼで治療された⼼膜炎の孤⽴した症例は、タンポナー
デを含む⼼嚢液貯留を引き起こしました

-既知の出⾎素因

-最近の主要な操作（6th10までth⼿順の範囲に応じて、術後⽇）

-侵襲的⼿術、例えば最近の臓器⽣検、⻑期（外傷性）閉鎖胸部⼼臓マッサージ

4.4特別な警告と使⽤上の注意

以下の条件は通常、ストレプトキナーゼ療法の禁忌と⾒なされますが、特定の状況では、利益が潜在的なリスクを上回る可能
性があります。

-最近の重度の胃腸出⾎、例：活動性消化性潰瘍

-重度の局所出⾎のリスク、例えば経腰椎⼤動脈造影の場合

-最近の外傷と⼼肺蘇⽣法

-侵襲的な⼿術、例えば最近の挿管

-⾮圧縮性⾎管の穿刺、筋⾁内注射、⼤動脈

-最近の中絶または出産

-妊娠（セクション4.6を参照）

-既存または潜在的な出⾎源を伴う泌尿⽣殖器の疾患（膀胱カテーテルの埋め込み）

-既知の敗⾎症性⾎栓性疾患

-重度の動脈硬化性⾎管変性、脳⾎管障害

-海綿状肺疾患、例えば、開放結核または重度の気管⽀炎

-僧帽弁⽋損または⼼房細動

-糖尿病性網膜症は局所出⾎のリスクを⾼めます

抗ストレプトキナーゼ

最初の治療から5⽇以上12か⽉以内に投与されたストレプトキナーゼによる反復治療は効果がない場合があります。これは、抗
ストレプトキナーゼ抗体による耐性の可能性が⾼いためです。

また、連鎖球菌性咽頭炎、急性リウマチ熱、急性⽷球体腎炎などの最近の連鎖球菌感染症の患者では、治療効果が低
下する可能性があります。

注⼊速度とコルチコステロイド予防

治療の開始時に、⾎圧の低下、頻脈または徐脈（個々の症例ではショックまで続く）が⼀般的に観察されます。したがって、
治療の開始時に注⼊をゆっくりと実⾏する必要があります。

コルチコステロイドは予防的に投与して、注⼊に関連するアレルギー反応の可能性を減らすことができます。

ヘパリンまたはクマリン誘導体による前処理

患者が活発なヘパリン化を受けている場合は、⾎栓溶解療法を開始する前に硫酸プロタミンを投与して中和する必要がありま
す。トロンビン時間は、⾎栓溶解療法を開始する前に、通常の対照値の2倍を超えてはなりません。以前にクマリン誘導体で治
療された患者では、ストレプトキナーゼ注⼊を開始する前に、INR（国際感度⽐）が1.3未満でなければなりません。

動脈穿刺

静脈内治療中に動脈穿刺が必要な場合は、上肢⾎管が望ましいです。穿刺後、圧迫包帯で少なくとも30分間圧⼒をかける
必要があります。出⾎の形跡がないか、穿刺部位を頻繁にチェックする必要があります。

ストレプトキナーゼはいいえ 静脈内カテーテルの開存性の回復のために⽰されます。

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
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抗凝固剤（ヘパリンなど）または⾎⼩板の形成または機能を阻害する薬剤（⾎⼩板凝集阻害剤、デキストランなど）を
投与されている、または最近治療された患者では、出⾎のリスクが⾼くなります。

⾎⼩板の形成または機能に作⽤する薬物の効果は、ストレプトキナーゼによる深部静脈⾎栓症および動脈閉塞の⻑期溶解を
開始する前に鎮静化する必要があります（セクション4.2を参照）。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳

バイオファクターストレプトキナーゼは妊娠中は禁忌です。妊娠中の薬の安全性の証拠はなく、動物実験からも危険がないとい
う証拠はありません。出⾎とアナフィラキシー反応は、特に妊娠の最初の18週間以内にストレプトキナーゼが投与された場合、
流産と胎児死亡を引き起こす可能性があります。より安全な代替⼿段がない場合にのみ使⽤してください。

ストレプトキナーゼが⺟乳に排泄されるかどうかは不明です。⺟乳は、⾎栓溶解療法後の最初の24時間は廃棄する必要があ
ります。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響

関係ありません。

4.8望ましくない影響

以下の副作⽤は、臨床試験および市販後の経験に基づいています。次の標準カテゴリが使⽤されます。

ごく普通 1/10以上

⼀般 1/100以上; 1/10未満

珍しい 1/1000以上; 1/100未満

レア 1/10,000以上; 1/1000未満

⾮常にまれな 1 / 10,000未満（孤⽴したケースを含む）

⾎液およびリンパ系の障害

⼀般：注射部位の出⾎、斑状出⾎、胃腸出⾎、泌尿⽣殖器出⾎、⿐⾎

珍しい：合併症と致命的な結果の可能性を伴う脳出⾎、網膜出⾎、重度の出⾎（これも致命的な結果を伴う）、肝臓出⾎、腹
膜後出⾎、関節への出⾎、脾臓破裂。輸⾎が必要になることはめったにありません。

⾮常にまれな：急性⼼筋梗塞の⾎栓溶解治療中の⼼筋破裂を含む⼼膜への出⾎

重篤な出⾎性合併症では、ストレプトキナーゼ療法を中⽌し、アプロチニンなどのプロテイナーゼ阻害剤を次のように投与す
る必要があります。最初は500,000KIU（Kallikrein Inactivator Unit）で、ゆっくりと静脈内注射または注⼊することで最⼤
100万KIUになります。必要に応じて、出⾎が⽌まるまで点滴により4時間ごとに200,000KIUを投与する必要があります。さら
に、合成抗線溶薬との組み合わせをお勧めします。必要に応じて、凝固因⼦を代⽤することができます。合成抗線溶薬の追加
投与は、出⾎エピソードの単⼀の症例で効果的であると報告されています。

免疫系障害

ごく普通：抗ストレプトキナーゼ抗体の開発（4.4も参照）

⼀般：発疹、紅潮、かゆみ、じんましん、⾎管性浮腫、呼吸困難、気管⽀痙攣、低⾎圧などのアレルギー性アナフィ
ラキシー反応

⾮常にまれな：⾎清病、関節炎、⾎管炎、腎炎、神経アレルギー症状（多発性神経障害、ギランバレー症候群など）
などの遅発性アレルギー反応、呼吸停⽌を含むショックまでの重度のアレルギー反応。
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中等度または軽度のアレルギー反応は、抗ヒスタミン薬および/またはコルチコステロイド療法を併⽤することで管理できま
す。重度のアレルギー反応が発⽣した場合は、ストレプトキナーゼの注⼊を直ちに中⽌し、患者に適切な治療を施す必要があ
ります。ショック治療の現在の医学的基準を遵守する必要があります。溶解療法は、ウロキナーゼやtPAなどの同種の線維素
溶解薬で継続する必要があります。

神経系障害

レア：脳出⾎または脳の低灌流を伴う⼼⾎管障害の状況における神経学的症状（例えば、めまい、錯乱、⿇痺、⽚⿇痺、
興奮、けいれん）

⽬の障害

⾮常にまれな：虹彩炎/ブドウ膜炎/虹彩⽑様体炎

⼼臓および⾎管の障害

⼀般：治療開始時、低⾎圧、頻脈、徐脈

⾮常にまれな：結晶コレステロール塞栓症

⼼筋梗塞の患者におけるストレプトキナーゼによる線維溶解療法中に、⼼筋梗塞の合併症および/または再灌流の症状として以
下の事象が報告されています。

ごく普通：低⾎圧、⼼拍数およびリズム障害、狭⼼症

⼀般：再発性虚⾎、⼼不全、再梗塞、⼼原性ショック、⼼膜炎、肺⽔腫

珍しい：⼼停⽌（呼吸停⽌につながる）、僧帽弁閉鎖不全症、⼼嚢液貯留、⼼タンポナーデ、⼼破裂、肺または末梢塞栓
症

これらの⼼⾎管合併症は⽣命を脅かす可能性があり、死に⾄る可能性があります。

末梢動脈の局所溶解中、遠位塞栓を排除することはできません。

呼吸器疾患

⾮常にまれな：広範囲の⼼筋梗塞患者における冠動脈内⾎栓溶解療法後の⾮⼼原性肺⽔腫

胃腸障害

⼀般：吐き気、下痢、上腹部痛、嘔吐

⼀般的な障害と投与部位の状態

⼀般：頭痛、腰痛、筋⾻格痛、悪寒、発熱、無⼒症、倦怠感

テスト

⼀般：⾎清トランスアミナーゼおよびビリルビンの⼀過性上昇

疑わしい副作⽤の報告

医薬品の承認後に疑わしい副作⽤を報告することは重要です。これにより、医薬品のベネフィット/リスクバランスを継続的に
監視できます。ヘルスケアの専⾨家は、イエローカードスキームのWebサイトを介して疑わしい副作⽤を報告するように求めら
れます。www.mhra.gov.uk/yellowcard。

4.9過剰摂取

ストレプトキナーゼの⻑期的な過剰投与は、プラスミノーゲンの⻑期的な減少によって再⾎栓症のリスクを誘発する可能性があります。セクション4.8および5.1
も参照してください。

5.薬理学的特性

5.1薬⼒学的特性

薬物療法グループ：ストレプトキナーゼ（抗⾎栓剤、酵素）

ATCコード：B01A D01
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バイオファクターストレプトキナーゼは、ランスフィールドグループCのβ溶⾎性連鎖球菌に由来する⾼度に精製されたストレプトキ
ナーゼです。内因性線維素溶解系の活性化は、ストレプトキナーゼ-プラスミノーゲン複合体の形成によって開始されます。

この複合体は活性化因⼦の特性を持ち、プラスミノーゲンをタンパク質分解性および線維素溶解性の活性プラスミンに変換します。こ
のアクチベーター複合体内に結合するプラスミノーゲンが多いほど、酵素的に活性な形態に変換されるプラスミノーゲンが少なくなり
ます。したがって、⾼⽤量のストレプトキナーゼは出⾎リスクの低下と関連しており、逆もまた同様です。

静脈内投与および個々の抗ストレプトキナーゼ-抗体⼒価の中和後、ストレプトキナーゼは、線維素溶解系の活性化のた
めに全⾝的に直ちに利⽤可能である。

ストレプトキナーゼの半減期は⾮常に短いです。⾎漿からの最初の急速なクリアランスは、ストレプトキナーゼとストレプ
トキナーゼ抗体の間の複合体の形成によるものです。この複合体は⽣化学的に不活性であり、循環から急速に除去されま
す。抗体が中和されると、ストレプトキナーゼは上記のようにプラスミノーゲンを活性化します。

5.2薬物動態特性

ストレプトキナーゼの排出動態は⼆相性の経過をたどります。⽤量のごく⼀部が抗ストレプトキナーゼ抗体に結合し、18分の
半減期で代謝されますが、そのほとんどはストレプトキナーゼ-プラスミノーゲンアクチベーター複合体を形成し、約80分の半
減期で⽣体内変換されます。

線維素溶解活性のピークは、投与後約20分で⾎液中に⾒られます。

他のタンパク質と同様に、ストレプトキナーゼは肝臓でタンパク質分解的に代謝され、腎臓を介して排除されます。動物のデータは、ストレプト
キナーゼも胆汁中に変化せずに排泄される可能性があることを⽰唆しています。

5.3前臨床安全性データ

バイオファクターストレプトキナーゼのエームス試験では、変異原性の証拠は⾒つかりませんでした。バイオファクターストレプトキナーゼにつ
いては、他の前臨床安全性試験は実施されていません。

6.医薬品の詳細

6.1添加剤のリスト

ヒトアルブミン、アミノ酢酸（グリシン）、マンニトール

6.2⾮互換性

Biofactor Streptokinaseを推奨どおりに使⽤した場合、⾮互換性は報告されていません。この医薬品は、他の医薬品と混合
してはなりません。

6.3貯蔵寿命

Biofactor Streptokinase250000および750000の未開封バイアルの貯蔵寿命は2年です。

6.4保管に関する特別な注意事項

+ 25°C以上で保管したり、凍結したりしないでください。

再構成した溶液を+2°C〜+8°Cの冷蔵庫で24時間以上保管しないでください。

6.5コンテナの性質と内容

Biofactor Streptokinase 250000および750000は、ゴム製のクロージャーとプラスチック製のフリップトップキャップ付きのアルミニウムシールを備えたガラスバイアルで提供

されます。

Biofactor Streptokinase 250000および750000は、1つのバイアルを含むパッケージで⼊⼿できます。

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

内容物は、注射⽤の⽣理⾷塩⽔または⽔4〜5mlに溶解する必要があります。迅速な再構成を容易にするために、溶液を穏やかに回
転させる必要がありますが、泡⽴ちを避けるように注意する必要があります。

https://www.medicines.org.uk/emc/product/4255/smpc 7/9



4/15 / 22、5：32 PM ストレプトキナーゼ250,000iu-製品特性の要約（SmPC）-（emc）

⽣理⾷塩⽔、5％グルコース溶液、5％フルクトース溶液、またはリンガー乳酸溶液は、輸液ポンプで投与するための希釈
剤として使⽤できます。

未使⽤の医薬品または廃棄物は、地域の要件に従って処分する必要があります。

7.販売承認取得者

Biofactor GmbH

ルドルフ‧フック-Str。14、D-38667バート‧ハルツブルク、ドイツ

ファックス：+49 5322 960516電⼦メール：info@biofactor.de

8.販売承認番号

PL29723/0002およびPL29723/0003

9.最初の承認⽇/承認の更新⽇

1998年6⽉26⽇/2009年5⽉15⽇

10.テキストの改訂⽇

2015年7⽉

-
-

レポートサイドエフェクト（/ emc / report-an-adverse-event）

関連医薬品

同じ有効成分（/ emc / search？q =％22streptokinase％22）同じ

会社（/ emc / company / 450）

ブックマーク

Eメール
-
✉

emcの最終更新⽇：2015年8⽉11⽇
-
-

変更を表⽰

印刷（/ emc / product / 4255 / smpc / print）

会社の連絡先の詳細
Beacon Pharmaceuticals / Kent Pharma UK Ltd
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住所
The Bower、4 Roundwood Avenue、Stockley Park、Heathrow、UB11 1AF、UK

ファックス

0845 437 5567

医療情報メール
Medical@kent-athlone.com （mailto：medical@kent-athlone.com ）

電話
0845 4375565

医療情報ダイレクトライン
+ 44（0）1233 506 574

カスタマーケア直通電話 
0800 220 280

お問い合わせ（/ emc / contact-us）リ

ンク（/ emc /links）

アクセシビリティ（/ emc / accessibility）

法的およびプライバシーポリシー（/ emc / privacy-policy-and-

legal）Cookieの設定
⽤語集（/ emc / glossary）サイ

トマップ（/ emc / site-map）

（http://www.datapharm.com）
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