
ボグリボース分散錠
VOLICOSE
構成
コーティングされていない各分散性錠剤には、以下が含まれま

す：ボグリボース0.2 mg

賦形剤qs

TM-0.2 1⽇数回、連続7⽇間、⾎漿または尿中にボグリボースは検出さ
れませんでした。同様に、ボグリボースを健康な成⼈男性（10
⼈の被験者）に2 mgの単回投与として投与した場合、⾎漿また
は尿中にボグリボースは検出されませんでした。

分布：
ボグリボース（および他のグルコシダーゼ阻害剤）の摂
取後、活性のある未変化の薬物の⼤部分は、その薬理学
的活性を発揮するために胃腸管の内腔に残ります。

VOLICOSE
構成
コーティングされていない各分散性錠剤には、以下が含まれま

す：ボグリボース0.3 mg

賦形剤qs

TM-0.3

代謝：
ボグリボースは、腸の酵素と微⽣物叢によって代謝され
ます。

剤形
タブレット

薬理学的特性 薬⼒学的特性 排除：
ボグリボースは尿や糞便に排泄されます。

薬物療法グループ： α-グルコ
シダーゼ阻害剤ATCコード：
A10BF03

1mg / kgのC14-ボグリボースをラットに単回投与した研
究では、ボグリボースの胎児および⺟乳への移⾏が観察
され、尿および糞便への排泄率は約5％であり、それぞれ
98％。

作⽤機序
ボグリボースは、でんぷん、デキストリン、⼆糖類の腸
管吸収を低下させるα-グルコシダーゼ阻害剤です。 前臨床安全性データ

VOLICOSEを使⽤した安全性薬理学、反復投与毒性、遺伝
⼦毒性、発がん性、⽣殖および発⽣に対する毒性に関す
る動物実験は実施されていません。TM0.2/0.3mg。

αの作⽤を阻害する -腸のブラシのグルコシダーゼ
国境。この酵素の阻害は、⼆糖の単糖への分解を触媒
し、炭⽔化物の消化と吸収を遅らせます。⾎漿グルコー
スの⾷後の上昇は、正常な被験者と糖尿病の被験者の両
⽅で鈍化され、⾷後の⾼⾎糖および⾼⾎糖によって引き
起こされる様々な障害の改善をもたらす。α

グルコシダーゼ阻害剤は刺激しません
インスリン放出、したがって低⾎糖症を引き起こしません。こ
れらの薬剤は、⾼齢患者または主に⾷後⾼⾎糖症の患者におけ
る単剤療法と⾒なすことができます。α

グルコシダーゼ阻害剤は通常、
他の経⼝抗糖尿病薬および/またはインスリンとの組み合わせ。
ボグリボースは吸収が不⼗分なため、⾷事の開始時に投与する
必要があります。

臨床詳細
治療上の適応症
糖尿病における⾷後⾼⾎糖の改善のために、⾷事および/
または運動または経⼝低⾎糖薬または⾷事および/または
運動に加えてインスリン製剤のみが適切な⾎糖コント
ロールをもたらさない場合。

投与の形態と⽅法通常の成⼈⽤量

通常、ボグリボース錠は、各⾷事の前に、0.2mgの単回
投与で1⽇3回経⼝投与されます。効果が⼗分でない場合
は、単回投与量を0.3mgまで増やすことができます。臨床効果：

平均48.1週間（標準偏差、SD = 36.3）治療された耐糖能
障害の⽇本⼈1780⼈を対象としたランダム化⼆重盲検試
験で、川森隆三らはボグリボースがプラセボよりも優れ
ていると報告しました（p = 0.0026）。 。ボグリボース
は、ライフスタイルの変更に加えて、耐糖能障害のある
⾼リスクの⽇本⼈の2型糖尿病の発症を減らすことができ
ることが注⽬されました。

腎不全の投与量
ボグリボースは経⼝投与後の吸収が不⼗分であり、腎排
泄はごくわずかであり、投与量の調整が必要ないことを
⽰唆しています。ただし、腎不全患者の薬物動態研究は
利⽤できません。

⼩児科
⼩児におけるボグリボースの安全性と有効性は確⽴され
ていません。⾼⾒和久らは、2型糖尿病の⽇本⼈患者36⼈を対象に、⾷

事の変更/制限のみおよびボグリボースまたはグリブリド
による⾷事の変更/制限が腹部脂肪症および代謝異常に及
ぼす影響を調べました。⽐較的痩せているが内臓脂肪組
織⾯積（VAT）が過剰であると新たに診断された患者で
は、⾷事の変更/制限（ボグリボースまたはグリブリドの
有無にかかわらず）によりVATが効果的に減少しまし
た。VATの低下は、⾷事による⾎糖コントロールの改善
と密接に関連していました。ボグリボースまたは低⽤量
グリブリドの追加使⽤は、腹部脂肪症に有害な影響を及
ぼさず、インスリン感受性および急性インスリン反応に
有益な影響を及ぼしました。

⽼年医学
⾼齢の患者は⼀般に⽣理機能が低下しているため、低⽤
量（例えば、⼀度に0.1mg）で投与を開始するように注
意することが望ましい。さらに、この薬は、⾎糖値と胃
腸症状の発症に注意を払いながら、病状の経過を通して
注意深く観察しながら投与する必要があります。

禁忌
•ボグリボースまたはいずれかの添加剤に対する過敏症。
•糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡
•⼿術の前後または重度の外傷を伴う重度の感染症。

•胃腸閉塞またはその素因。

別の試験では、糖尿病患者におけるボグリボースによる
治療は、⾷後⾎糖値の改善、トリグリセリドレベルの有
意な低下、および⾼密度リポタンパク質（HDL）コレス
テロールとアポリポタンパク質A-1の上昇を⽰しました。
アカルボースと⽐較して、ボグリボースはより効果的で
あり、副作⽤が少なかった。 特別な警告と使⽤上の注意

ボグリボース錠は⼝の中で溶けるので、飲み込む必要はありま
せん。ミグリトールとボグリボースを⽐較したメタアナリシス

では、2つのグループ間で⾷後のブドウ糖に有意差は観察
されませんでした。 ボグリボース錠の投与は、糖尿病に似た症状（腎性糖

尿、⽼⼈性耐糖能異常、甲状腺機能異常など）を表す耐
糖能異常や尿糖陽性など、他の特定の病状があるため、
糖尿病を発症した患者に限定する必要があります。 ）。薬物動態特性の吸収：

ボグリボースは、経⼝投与後の吸収が不⼗分です。経⼝投与後
の⾎漿中濃度は通常検出できませんでした。80 mgの投与後
（推奨⽤量よりも⼤幅に⾼い）、約20 ng / mLのピーク⾎漿レ
ベルが1〜1.5時間で観察されました。 ライフスタイルの変更（⾷事療法および/または運動）で

管理されている患者では、この薬は、⾷後2時間の⾎糖値
が

ボグリボース錠を健康な成⼈男性（6名）に0.2mgの単回
投与で繰り返し投与した場合、3

α 200mg/dL。
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登録された開業医または病院または研究所の使⽤のみ。

ボグリボース分散錠
VOLICOSE TM-0.2 / 0.3 uÉÉåsÉÏMÉåxÉ-0.2 / 0.3

この薬の投与中は、定期的に⾎糖値を監視しながら、病気の進
⾏を注意深く観察する必要があります。投与後も⾷後⾎糖値へ
の影響が不⼗分な場合

重篤な肝硬変の患者さんにボグリボースを投与すると、
便秘の発症とそれに続く意識障害により⾼アンモニアが
悪化することがあります。GOT（グルタミン酸オキサロ
酢酸）、GPT（グルタミン酸

この薬の2〜3ヶ⽉間（⾷後のグルコースα 200
mg / dL）、より適切な治療への変更を検討してくださ
い。この薬の投与後、⾎糖値の⼗分な制御が達成された
場合（⾷後のブドウ糖α 160 mg / dL）および
ライフスタイル療法または経⼝⾎糖降下薬またはインス
リン製剤の追加使⽤により⼗分に維持できる場合は、ボ
グリボース錠の投与を中⽌し、その後の疾患の進⾏を監
視する必要があります。

ピルビン酸トランスアミナーゼ）、LDH（乳酸デヒドロゲナーゼ）、αGPT
（α グルタミン酸ピルビン酸）またはアルカリホスファターゼはまれにしか発⽣
しない可能性があります。

ボグリボースを他の抗糖尿病薬と組み合わせて使⽤  すると、低
⾎糖症が発⽣する可能性があります（0.1％から<5％）。

過敏症：発疹やそう痒症はめったに起こりません。このような
場合、ボグリボース錠は中⽌する必要があります。

ボグリボース錠は、以下の患者に注意して投与する必要があり
ます。開腹術または腸閉塞の病歴のある患者。消化と吸収の障
害を伴う慢性腸疾患の患者; 腸内ガスの発⽣の増加により症状が
悪化する患者（例、レムヘルト症候群、重度のヘルニア、⼤腸
の狭窄および潰瘍）。および重篤な肝障害または腎障害のある
患者。

精神神経学的：頭痛はめったに起こらないかもしれません。

⾎液学：貧⾎; ⾎⼩板減少症、および⽩⾎球減少症はめったに発⽣しな
い場合があります。

その他：しびれ、顔の浮腫、視⼒障害、ほてり、悪⼼、
脱⼒感、⾼カリウム⾎症、⾎清アミラーゼの増加、HDL
コレステロールの減少、発汗または脱⽑症、および発
汗。

その他の注意事項：
•すべての患者は、⽇中の炭⽔化物摂取量を定期的に配分

して⾷事制限を継続する必要があります。太りすぎの
患者は、エネルギー制限のある⾷事を続ける必要があ
ります。

•糖尿病モニタリングのための通常の臨床検査は定期的に実施す
る必要があります。

•患者は、低⾎糖症状とその管理を認識するように指⽰さ
れ、説明されるべきです。

•糖尿病の患者が発熱、外傷、感染、または⼿術などの異常なス
トレスにさらされると、⾎糖値の制御が⼀時的に失われる可
能性があります。そのような時、インスリン療法はしばらく
の間必要かもしれません。

過剰摂取
ボグリボースは競合的かつ可逆的にαを阻害します -
⼩腸の刷⼦縁にあるグルコシダーゼ酵素（グルコアミ
ラーゼ、スクラーゼ、マルターゼ、イソマルターゼ）
は、複雑な炭⽔化物の加⽔分解を遅らせます。過剰摂取
で低⾎糖を引き起こす可能性は低いですが、腹部の不快
感や下痢が発⽣する可能性があります。

医薬品の詳細

添加剤のリスト
微結晶性セルロース（グレード101）デン
プングリコール酸ナトリウム
ポビドンK-30
スターチ
精製タルク
微結晶性セルロース（グレード102）ステ
アリン酸マグネシウム
鉄の⻩⾊酸化物（VOLICOSEキノリン
YellowWS（VOLICOSEイソプロピル
アルコール）

薬物相互作⽤
ボグリボースをスルホニルアミド、スルホニル尿素、ビグアニ
ドの誘導体、またはインスリンと組み合わせて使⽤  すると、低
⾎糖症状が発⽣する可能性があります。したがって、これらの
薬剤のいずれかと組み合わせて使⽤  する場合は、低⽤量で投与
を開始するなどの注意が必要です。

TM0.2 mg）
TM0.3 mg）ボグリボースを抗糖尿病薬の⾎糖降下作⽤を増強または

減少させる薬剤と併⽤して投与する場合、炭⽔化物の吸
収に対するボグリボースの作⽤をさらに遅らせる可能性
があるため、注意が必要です。を強化する薬の例 ⾮互換性

報告なし。

抗糖尿病薬の⾎糖降下作⽤：α ブロッカー、

サリチル酸製剤、モノアミンオキシダーゼ阻害剤、およ
びフィブラート誘導体。抗糖尿病薬の⾎糖降下作⽤を低
下させる薬の例：エピネフリン、副腎⽪質ホルモン、お
よび甲状腺ホルモン。
ボグリボースはワルファリンの薬物動態に影響を与えません。したがっ
て、ワルファリンと⼀緒に安全に投与することができます。

貯蔵寿命：24ヶ⽉。

保管と注意事項 涼しく、乾燥した、
暗い場所に保管してください。

廃棄およびその他の取り扱いに関する特別な注意事項 特別
な要件はありません。

妊娠と授乳
現在まで、関連する疫学データはありません。動物実験では、
妊娠、胎児または胎児の発育、出産または出産後の発育に関し
て有害な影響は⽰されていません。したがって、妊娠中の⼥性
または妊娠が疑われる⼥性には、潜在的な利益が潜在的な危険
を上回る場合にのみ、薬物を投与する必要があります。

⼝の中で溶ける。飲み込む必要はありません。

コンテナの性質と内容 3×10錠の
パック。

製：
バイオコンリミテッド

40/1、モハブワラ⼯業地帯、SBI道
路、デラドゥン‒248110。動物実験（ラット）では、おそらく炭⽔化物吸収の抑制

に起因する⺟動物の乳汁産⽣の抑制が原因で、新⽣児の
体重増加に対するボグリボースの抑制作⽤が明らかにな
りました。したがって、授乳中の⼥性にはボグリボース
錠を与えないことが望ましいです。やむを得ない場合
は、授乳は避けてください。

販売元：
バイオコンリミテッド

20th KM Hosur Road、Electronics City 
Bangalore ‒560100。
TM-BioconLimitedの商標。

詳細については、医療アドバイザーにお問い
合わせください。
バイオコンリミテッド、

20th KM、Hosur Road、
Electronics City、
バンガロール560100。

機械を運転および使⽤する能⼒への影響 報告
なし。

望ましくない影響
ボグリボースを使⽤すると、下痢、軟便、腹痛、便秘、⾷欲不
振、吐き気、嘔吐、胸焼けなどの胃腸への悪影響が発⽣する可
能性があります。また、ボグリボースを使⽤すると、腹部膨
満、⿎腸の増加、腸ガスの増加による症状のような腸閉塞が発
⽣する可能性があります。

有害事象および/または製品の苦情を報告するには、当社のWebサイトにアクセスしてください

www.biocon.comまたはフリーダイヤルに電話してください。 1800 102 9465またはメール

でお問い合わせくださいDrugsafety@biocon.com。
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