
Kinlytic™
（注射⽤ウロキナーゼ）

説明
Kinlytic™（注射⽤ウロキナーゼ）は、組織培養で増殖したヒト新⽣児腎臓細胞から得られる⾎栓溶解剤で
す。Kinlytic™の主な有効成分は、低分⼦量のウロキナーゼであり、スルフヒドリル結合によって30,400ダ
ルトンのB鎖に結合された2,000ダルトンのA鎖で構成されています。Kinlytic™は、バイアルあたり
250,000国際単位のウロキナーゼ、マンニトール（25 mg /バイアル）、アルブミン（ヒト）（250 mg /バ
イアル）、および塩化ナトリウム（50 mg /バイアル）を含む滅菌凍結乾燥⽩⾊粉末として提供されます。

5 mLの注射⽤滅菌⽔USPで再構成した後、Kinlytic™は透明でわずかに⻨わら⾊の溶液になります。各
mLには、50,000国際単位のウロキナーゼ活性、0.5％マンニトール、5％アルブミン（ヒト）、およ
び1％塩化ナトリウム（pH範囲6.0〜7.5）が含まれています。

細い半透明のフィラメントは、再構成されたKinlytic™バイアルで時折発⽣する可能性があります（投
与量と投与を参照）。

Kinlytic™は静脈内注⼊専⽤です。

Kinlytic™は、ヒトの新⽣児腎臓細胞から産⽣されます（警告を参照）。Kinlytic™の製造には胎児
組織は使⽤されていません。腎臓の寄付は、⺟体および新⽣児のドナーの検査に部分的に基づい
て、死亡が感染性の原因に起因せず、感染症の証拠を⽰さなかった新⽣児（出⽣から28⽇）から
⽶国で独占的に得られます医療記録。⺟体および新⽣児のドナースクリーニングプロセスでは、
既知の感染症の特定の危険因⼦も特定され、HBV、HCV、HIV-1、HIV-2、HTLV-I、HTLV-II、
CMV、およびEBVの⾎清検査が含まれます。⾎清検査が陽性であるか、他の危険因⼦に関連して
いるドナーは除外されます。製造プロセス中、細胞はウイルスの存在について複数の段階でテス
トされます。試験管内でとインビボ広範囲のウイルスを検出できるテスト。細胞はまた、DNA検
出ベースのテストを使⽤してHPVについて、およびポリメラーゼ連鎖反応ベースのテストを使⽤
してレオウイルスについてスクリーニングされます。この製品に使⽤される製造プロセスは、ス
パイクモデルのエンベロープウイルスと⾮エンベロープウイルスの多様なパネルを不活化および/
または除去するための実験室研究で検証されており、精製ステップと熱処理ステップ（2％ナト
リウム中60°Cで10時間）が含まれます塩化）。Kinlytic™の1つのバイアルには、1⼈または2⼈の
ドナーに由来する細胞を使⽤して⽣成されたウロキナーゼが含まれています。

臨床薬理学
ウロキナーゼは腎臓で産⽣される酵素（たんぱく質）で、尿中に含まれています。ウロキナーゼには、分⼦量
は異なりますが、同様の臨床効果を持つ2つの形態があります。Kinlytic™は低分⼦量のフォームです。
Kinlytic™は内因性線維素溶解システムに作⽤します。プラスミノーゲンを酵素プラスミンに変換します。プラ
スミンは、フィブリン⾎餅ならびにフィブリノーゲンおよび他のいくつかの⾎漿タンパク質を分解します。

⼈間の薬物動態特性に関する情報は限られています。静脈内注⼊によって投与されたウロキナー
ゼは、肝臓によって急速に除去され、⽣物学的活性の消失半減期は12.6±6.2分、分布容積は
11.5Lです。投与量のごく⼀部が胆汁と尿に排泄されます。外因的に投与されたウロキナーゼの
薬物動態は、肝機能障害のある患者では特徴づけられていませんが、内因性ウロキナーゼ型プラ
スミノーゲン
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中等度から重度の肝硬変の患者では、アクチベーターの⾎漿レベルが2〜4倍に上昇します1。したがって、肝機
能障害のある患者では、ウロキナーゼクリアランスの低下が予想されます。

肺塞栓症の溶解に推奨される⽤量でのKinlytic™の静脈内注⼊に続いて、循環中の線維素溶解活性
が増加します。この効果は中⽌後数時間以内に消えますが、減少します

フィブリノーゲンおよびプラスミノーゲンの⾎漿レベルの上昇、および循環するフィブリンおよびフィブ
リノーゲン分解産物の量の増加は、12〜24時間持続する可能性があります。2塞栓の解消と凝固および線
維素溶解アッセイの結果の変化との間に相関関係はありません。

ウロキナーゼによる治療は、ヘパリンによる治療よりも、24時間以内に肺⾎管造影、肺灌流ス
キャン、および⾎⾏⼒学的測定においてより多くの改善を⽰しました。肺灌流スキャンは、7。3
⽇⽬までに治療に関連した有意差を⽰さなかった

肺塞栓症に対して線維素溶解薬で治療された患者に基づく情報は、発症後数⽇（例えば、4〜6
⽇）以上治療を開始すると、⾎管造影および肺灌流スキャンの改善が低下することを⽰唆してい
ます。

適応症と使⽤法
Kinlytic™は成⼈に適応されます：

•葉または複数のセグメントへの⾎流の閉塞として定義される、急性の⼤規模な肺塞栓の溶解
⽤。
•不安定な⾎⾏動態を伴う肺塞栓の溶解、つまり、⽀援⼿段なしで⾎圧を維持できない場合。

診断は、肺⾎管造影などの客観的⼿段または肺スキャンなどの⾮侵襲的処置によって確認する必
要があります。

禁忌
Kinlytic™の使⽤は、製品に対する過敏症の病歴のある患者には禁忌です（参照警告と逆反応）。

⾎栓溶解療法は出⾎のリスクを⾼めるため、Kinlytic™は以下の状況では禁忌です（警告を参
照）。

•活発な内出⾎
•最近の（たとえば、2か⽉以内の）脳⾎管障害
•最近の（たとえば、2か⽉以内の）頭蓋内または脊髄内⼿術
•⼼肺蘇⽣法を含む最近の外傷
•頭蓋内腫瘍、動静脈奇形、または動脈瘤
•既知の出⾎素因
•重度の制御されていない動脈性⾼⾎圧

警告
出⾎
Kinlytic™を使⽤すると、重度の出⾎のリスクが⾼まります。頭蓋内および後腹膜を含む出⾎によ
る死亡者は、ウロキナーゼ療法に関連して報告されています。



Kinlytic™を他の⾎栓溶解剤、抗凝固剤、または⾎⼩板機能を阻害する薬剤と併⽤すると、重篤な
出⾎のリスクがさらに⾼まる可能性があります。

Kinlytic™療法では、すべての潜在的な出⾎部位（カテーテル挿⼊部位、動脈および静脈の穿刺部位、
切断部位、およびその他の針穿刺部位を含む）に注意を払う必要があります。

Kinlytic™による治療中は、筋⾁内注射や患者の不必要な取り扱いを避ける必要があります。静脈
穿刺は、出⾎を最⼩限に抑えるように注意して、できるだけ頻繁に実⾏する必要があります。

動脈穿刺が必要な場合は、上肢の⾎管が望ましいです。直接圧⼒を少なくとも30分間適⽤し、圧
⼒包帯を適⽤し、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。

次の条件では、出⾎のリスクが⾼まる可能性があり、予想される利益と⽐較検討する必要があり
ます。

•最近（10⽇以内）の⼤⼿術、産科分娩、臓器⽣検、以前の⾮圧縮性⾎管の穿刺

•最近（10⽇以内）の深刻な胃腸出⾎
•左⼼⾎栓の可能性が⾼い、たとえば、⼼房細動を伴う僧帽弁狭窄症
•亜急性細菌性⼼内膜炎
•重度の肝疾患または腎疾患に続発するものを含む⽌⾎障害
•妊娠
•脳⾎管障害
•糖尿病性出⾎性網膜症
•出⾎が重⼤な危険を構成する可能性がある、またはその場所のために管理が特に困難で
ある可能性があるその他の状態

内出⾎が発⽣した場合、従来の抗凝固療法よりも管理が難しい場合があります。潜在的に深刻な
特発性出⾎（直接圧⼒では制御できない）が発⽣した場合は、Kinlytic™の注⼊を直ちに終了し、
出⾎を管理するための対策を実施する必要があります。深刻な失⾎は、濃厚⾚⾎球を含むボ
リューム交換で管理できます。デキストランは使⽤しないでください。必要に応じて、新鮮凍結
⾎漿および/またはクリオプレシピテートが出⾎傾向を逆転させると⾒なすことができます。

アナフィラキシーおよびその他の注⼊反応
過敏反応の市販後の報告には、アナフィラキシー（致命的なアナフィラキシーのまれな報告を伴
う）、気管⽀痙攣、⼝腔⾆浮腫および蕁⿇疹が含まれています（有害反応：アレルギー反応を参
照）。発熱および/または悪寒/硬直、低酸素症、シアン症、呼吸困難、頻脈、低⾎圧、⾼⾎圧、
アシドーシス、腰痛、嘔吐、および吐き気を含む他の注⼊反応の報告もあります。反応は通常、
Kinlytic™注⼊を開始してから1時間以内に発⽣しました。反応を⽰す患者は注意深く監視され、
適切な治療が開始されるべきです。

注⼊反応は、⼀般に、注⼊の中⽌および/または静脈内抗ヒスタミン薬、コルチコステロイド、ま
たはアドレナリン作動薬の投与に反応します。

⾎⼩板機能を阻害する解熱剤（アスピリンおよびその他の⾮ステロイド性抗炎症剤）は、出⾎のリス
クを⾼める可能性があるため、発熱の治療には使⽤しないでください。



コレステロール塞栓術
コレステロール塞栓症は、すべてのタイプの⾎栓溶解剤で治療された患者ではめったに報告され
ていません。真の発⽣率は不明です。致命的となる可能性のあるこの深刻な状態は、侵襲的な⾎
管処置（例えば、⼼臓カテーテル検査、⾎管造影、⾎管⼿術）および/または抗凝固療法にも関連
しています。コレステロール塞栓症の臨床的特徴には、livedo reticularis、「紫のつま先」症候
群、急性腎不全、神経節指、⾼⾎圧、膵炎、⼼筋梗塞、脳梗塞、脊髄梗塞、網膜動脈閉塞、腸梗
塞、および横紋筋⾁溶解が含まれる場合があります。

製品ソースとアルブミンを使⽤した製剤
Kinlytic™は、組織培養で増殖したヒト新⽣児腎臓細胞から作られています。⼈間の素材から作られた製品に
は、病気を引き起こす可能性のあるウイルスなどの感染性物質が含まれている可能性があります。Kinlytic™が
感染性病原体を感染させるリスクは、特定のウイルスへの事前の曝露についてドナーをスクリーニングするこ
と、特定の現在のウイルス感染の存在についてドナーをテストすること、製造中に特定のウイルスをテストす
ること、および不活化および/または除去することによって減少しました製造中の特定のウイルス（説明を参
照）。これらの対策にもかかわらず、Kinlytic™は、クロイツフェルト‧ヤコブ病（CJD）またはまだ知られて
いないか特定されていない他の病気を引き起こすものを含む感染性物質を感染させるリスクを伴う可能性があ
ります。したがって、感染のリスク感染性物質を完全に排除することはできません。クロイツフェルト‧ヤコ
ブ病（CJD）の感染の理論的リスクは、⾮常に低いと考えられています。

この製品は、ヒトの⾎液の誘導体である5％のアルブミンを配合しています。効果的なドナース
クリーニングと製品製造プロセスに基づいて、アルブミンはウイルス性疾患の感染のリスクが⾮
常に低いです。クロイツフェルト‧ヤコブ病（CJD）の感染の理論的リスクも、⾮常に低いと考
えられています。アルブミンのウイルス性疾患またはCJDの感染例はこれまでに確認されていま
せん。

医師がこの製品によって感染した可能性があると考えられるすべての感染症は、医師または他の
医療提供者がImaRx Therapeutics、Inc.[1-866-634-6279]に報告する必要があります。

予防
全般的
Kinlytic™は、推奨される診断および監視技術が利⽤できる病院で使⽤する必要があります。

臨床反応とバイタルサインは、Kinlytic™注⼊中および注⼊後に頻繁に観察する必要があります。
深部静脈⾎栓の可能性がなくなるのを避けるために、下肢で⾎圧を測定しないでください。

実験室試験
⾎栓溶解療法を開始する前に、ヘマトクリット値、⾎⼩板数、および活性化部分トロンボプラスチン
時間（aPTT）を取得します。ヘパリンが投与されている場合は、⾎栓溶解療法を開始する前に、ヘ
パリンを中⽌し、aPTTを通常の対照値の2倍未満にする必要があります。

Kinlytic™の静脈内注⼊後、抗凝固剤を（再）投与する前に、aPTTは通常の対照値の2倍未満であ
る必要があります。

凝固検査の結果と線維素溶解活性の測定値は、Kinlytic™を投与されている患者の有効性または出⾎のリス
クを確実に予測するものではありません。



薬物相互作⽤
抗凝固薬および⾎⼩板機能を変化させる薬剤（アスピリン、他の⾮ステロイド性抗炎症薬、ジピ
リダモール、GP IIb / IIIa阻害薬など）は、重篤な出⾎のリスクを⾼める可能性があります。

⾎栓溶解剤の前、最中、または後にKinlytic™を投与すると、重篤な出⾎のリスクが⾼まる可能性があ
ります。

凝固を変化させる、⾎⼩板機能を阻害する、または⾎栓溶解性の薬剤とKinlytic™を併⽤すると、
出⾎性合併症の可能性がさらに⾼まる可能性があるため、出⾎を注意深く監視することをお勧め
します。
Kinlytic™と他の薬剤との相互作⽤は研究されておらず、不明です。

発がん性
動物またはヒトにおける発がん性の⻑期的可能性に関する適切なデータは⼊⼿できません。

妊娠
妊娠カテゴリーB：⽣殖研究は、ヒトの⽤量の最⼤1,000倍の⽤量でマウスとラットで実施されて
おり、Kinlytic™による出⽣⼒の低下や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。

授乳中の⺟親
この薬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、
Kinlytic™を授乳中の⼥性に投与する場合は注意が必要です。

⼩児科での使⽤
⼩児患者の安全性と有効性は確⽴されていません。

⽼⼈使⽤
Kinlytic™の臨床試験には、65歳以上の被験者が若い被験者と異なる反応を⽰すかどうかを判断するの
に⼗分な数の被験者が含まれていませんでした。Kinlytic™は、⾼齢の患者には注意して使⽤する必要
があります。

逆反応
Kinlytic™投与で報告された最も深刻な副作⽤には、致命的な出⾎とアナフィラキシーが含まれま
す（警告を参照）。

出⾎
出⾎はKinlytic™に関連する最も頻繁な副作⽤であり、致命的となる可能性があります（警告を参
照）。

肺塞栓症（UPETおよびUSPET）の治療にウロキナーゼの12時間注⼊を使⽤した管理された臨床研究
では、ヘマトクリット値の少なくとも5％の減少をもたらす3,5,6出⾎が、ウロキナーゼ治療を受けた
患者141⼈中52⼈で報告されました。 。これらの研究では、ウロキナーゼ治療を受けた141⼈の患者
のうち3⼈で、14⽇間の研究期間中に2単位を超える輸⾎を必要とする重⼤な出⾎イベントが観察され
ました。個々の患者で複数の出⾎イベントが発⽣した可能性があります。



ほとんどの出⾎は外部切開および⾎管穿刺の部位で発⽣し、胃腸、泌尿⽣殖器、頭蓋内、後腹
膜、および筋⾁内の部位では頻度が低かった。

有害反応に関する情報源
ウロキナーゼを使⽤して実施された、⼗分に管理された臨床研究は限られています。以下のセク
ションで説明する副作⽤は、⼀般集団におけるKinlytic™の臨床使⽤と限られた対照試験データの
両⽅を反映しています。副作⽤の市販後の報告は任意であり、⼈⼝は不確実であるため、反応の
頻度を確実に推定したり、薬物曝露との因果関係を確⽴したりすることが常に可能であるとは限
りません。

アレルギー反応
致命的なアナフィラキシーのまれな症例が報告されています（警告を参照）。管理された臨床試験では、アレルギー反応は
141⼈の患者のうちの1⼈（<1％）で報告されました。

以下のアレルギー型反応が臨床試験および/または市販後の経験で観察されています：気管⽀痙
攣、⼝腔⾆浮腫、蕁⿇疹、⽪膚発疹、および掻痒（警告を参照）。

注⼊反応の症状には、低酸素症、シアン症、呼吸困難、頻脈、低⾎圧、⾼⾎圧、アシドーシス、発熱
および/または悪寒/悪寒、背中の痛み、嘔吐、および吐き気が含まれます（警告を参照）。

その他の有害反応
臨床研究でKinlytic™療法を受けている患者に発⽣するその他の有害事象には、原因に関係なく、
⼼筋梗塞、再発性肺塞栓症、⽚⿇痺、脳卒中、⾎⼩板減少、胸⾻下痛、⾎⼩板減少症、発汗など
があります。

市販後の経験から報告された追加の副作⽤には、⼼停⽌、コレステロール塞栓を含む⾎管塞栓術
（脳および遠位）（警告を参照）、脳⾎管事故、肺⽔腫、再灌流⼼室性不整脈および胸痛が含ま
れます。原因と結果の関係は確⽴されていません。

免疫原性
Kinlytic™の免疫原性は研究されていません。

投薬と管理
Kinlytic™は、静脈内注⼊のみを⽬的としています。

Kinlytic™治療を開始する必要があります肺塞栓症の発症直後。治療の開始が遅れると、最適な効
果の可能性が低下する可能性があります（臨床薬理学を参照）。

投薬
プログラム可能な輸液ポンプのみでKinlytic™を投与します。負荷量の完
了直後に注⼊速度を変更します。

•Kinlytic™1キログラムあたり4,400国際単位の負荷量は、10分間にわたって1時間あたり90mL
の速度で与えられます。

•これに続いて、1時間あたり1キログラムあたり4,400国際単位を15mLの速度で12時間持続注
⼊します。

•Kinlytic™の投与は、必要に応じて繰り返すことができます。



•体重37〜114キログラム（81〜250ポンド）の患者の投薬および準備チャートは、以下の準備
セクションのガイドとして提供されています。患者がこれらの体重の範囲外である場合は、
上記の投薬情報を使⽤して計算してください。

準備
•プログラム可能な輸液ポンプのみでKinlytic™を投与します。負荷量の完了直後に注⼊量を維
持量に変更します。

•投与量の準備-肺塞栓症チャートは、開業医の便宜のために提供されるガイダンスツール/補助
であり、すべての患者に対して完全ではない場合があります。

•Kinlytic™には防腐剤は含まれていません。使⽤直前まで再構成しないでください。再構成さ
れた材料の未使⽤部分は廃棄する必要があります。

•5mLの注射⽤滅菌⽔（USP、防腐剤なし）をバイアルに無菌的に添加して、Kinlytic™を再構
成します。使ってはいけません注射⽤静菌⽔、USP。

•再構成後、医薬品には1ミリリットルあたり50,000国際単位が含まれます。
•再構成後、Kinlytic™の各バイアルに変⾊や粒⼦状物質の存在がないか⽬視検査します。溶液は淡く、

⻨わら⾊でなければなりません。⾼度に着⾊されたソリューションは使⽤しないでください。再構成
されたKinlytic™バイアルでは、細い半透明のフィラメントが発⽣することがありますが、この製品の
効⼒の低下を⽰すものではありません。フィラメントの形成を最⼩限に抑えるために、再構成中にバ
イアルを振らないようにしてください。再構成を強化するために、バイアルを転がして傾けます。溶
液は、例えば、０．４５ミクロン以下のセルロースメンブレンフィルターを通して最終的に濾過され
得る。

•このソリューションに他の薬を追加しないでください。
•注⼊する前に、再構成したKinlytic™を0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）または5％デキストロース注射液

（USP）で希釈します。

次の⽤量準備-肺塞栓症チャートは、投与⽤のKinlytic™の準備の補助として使⽤できます。管
理⽅法については、次のセクションを参照してください。

⽤量の準備-肺塞栓症

管理には、プログラム可能な輸液ポンプのみを使⽤してください。

10分後、初期負荷線量率を維持線量率に変更します。



管理
•Kinlytic™は、プログラム可能な輸液ポンプを使⽤して投与されま
す。負荷量の完了直後。

•Kinlytic™混合物の負荷量（1キログラムあたり4,400国際単位）は、10分間にわたって1時間あ
たり90mLの速度で送達する必要があります。

•これに続いて、1時間あたり15 mLの速度で12時間、1時間あたり1キログラムあたり4,400国
際単位のKinlytic™を継続的に注⼊します。

•Kinlytic™混合物の⼀部は、輸液ポンプの供給サイクルの終了時にチューブ内に残るため、
Kinlytic™の総投与量が確実に投与されるように、次のフラッシュ⼿順を実⾏する必要があり
ます。注⼊セット内のチューブの容量にほぼ等しい量の0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）
または5％ブドウ糖注射液（USP）の溶液をポンプを介して投与し、Kinlytic™混合物を輸液
セット。ポンプは、1時間あたり15mLの連続速度でフラッシュ溶液を投与するように設定す
る必要があります。

•Kinlytic™と同じラインで他の医薬品/溶液を投与することはできません。

注⼊速度を変更します

Kinlytic™治療終了後の抗凝固療法
Kinlytic™を注⼊した後、再発性⾎栓症を防ぐために抗凝固治療が推奨されます。aPTTがに低下
するまで抗凝固を開始しないでください未満2倍通常の制御値。ヘパリンを使⽤する場合は、ヘ
パリンの負荷量を投与しないでください。治療の後には経⼝抗凝固薬を投与する必要がありま
す。

供給⽅法
Kinlytic™は、無菌凍結乾燥製剤（NDC 24430-1003-1）として提供されます。各



バイアルには、250,000国際単位のウロキナーゼ活性、25 mgのマンニトール、250 mgのアルブミン（ヒト）、および
50mgの塩化ナトリウムが含まれています。
Kinlytic™粉末を2°から8°C（36°から46°F）で冷蔵します（USPを参照）。
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