
アデメチオニンブタンジスルホネート
トランスメチル

配合

タブレット：

腸溶性コーティング錠には、500mgのアデメチオニンに相当する949mgのアデメチオニンブタンジスルホネートが含まれています。

注射⽤凍結乾燥粉末： 各バイアルには
以下が含まれます。
アデメチオニン（スルホ-アデノシル-L-メチオニン）1,4-ブタンジスルホネート949mgは500mgのアデメチオニンに相当

注射の解決策： 各アンプル
には以下が含まれます：
L-リジン…………………………………………………....428mg⽔
酸化ナトリウム…………………………………………...14.4mg注
射⽤⽔……………………………………qs5mL

説明

アデメチオニンまたはS-アデノシル-L-メチオニンは、アミノ酸メチオニンの誘導体です。構造が不安定であるため、経⼝薬としての使⽤
には安定した塩形態のアデメチオニンが必要です。有効成分は塩、アデメチオニン1,4-ブタンジスルホネート（アデメチオニンSD4）。 適
応症

アデメチオニンは、以下の成⼈（18歳以上）の治療に適応されます。

•• 前肝硬変および肝硬変状態における肝内胆汁うっ滞

•• 妊娠中の肝内胆汁うっ滞

投薬と管理

治療は⾮経⼝投与で開始し、経⼝投与または経⼝投与を開始することができます。

凍結乾燥粉末

アデメチオニン凍結乾燥粉末および溶媒（注射⽤⽔溶液、L-リジン、⽔酸化ナトリウム）は、静脈内および筋⾁内注射⽤の500 mg /5mL
バイアルで⼊⼿できます。凍結乾燥粉末は、使⽤時に付随する溶媒を使⽤して溶解する必要があります。未使⽤部分は廃棄してくださ
い。

アデメチオニンは、アルカリ性またはカルシウムイオンを含む溶液と混合しないでください。凍結乾燥粉末が⽩から⻩⾊がかった⾊以外に⾒える
場合（バイアルのひび割れまたは熱への暴露のため）、製品は使⽤しないでください。

静脈内アデメチオニンはゆっくりとIV投与する必要があります。

タブレット

アデメチオニン錠は500mgの強度で⼊⼿可能です。アデメチオニン錠は、噛むのではなく、丸ごと飲み込む必要があります。
有効成分のより良い吸収と完全な治療効果のために、アデメチオニン錠剤は⾷事と⼀緒に服⽤しないでください。

アデメチオニン錠は、使⽤直前にブリスターパッケージから抽出する必要があります。錠剤が⽩から⻩⾊がかった⾊以外に⾒える場合
（アルミニウムラッパーに⽳があるため）、製品を使⽤しないことをお勧めします。

肝内胆汁うっ滞

初期治療：

IVまたはIM：推奨される投与量は5〜12mg /kg/⽇IVまたはIMです。通常の開始⽤量は500mg/⽇IVまたはIMであり、2週間の1⽇総投与量は800mg
を超えない。

経⼝：推奨される投与量は、経⼝で10〜25 mg /kg/⽇です。通常の開始⽤量は800mg/⽇で、1⽇総投与量は1600mgを超えないようにしてください。

維持療法：

経⼝：800〜1,600mg/⽇。

⼩児科

⼦供に使⽤するためのアデメチオニンの安全性と有効性は確⽴されていません。

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


⽼年医学

アデメチオニンの臨床試験には、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。報告された臨床経験は、⾼齢患者と若い患者の間の反応の違いを特定していません。⼀般に、⾼齢患者の⽤量選択は
慎重に⾏う必要があり、通常は投与範囲の下限から開始し、肝機能、腎機能、または⼼臓機能の低下、および付随する疾患または他の薬
物療法の頻度が⾼いことを反映しています。

腎機能障害

腎機能障害のある患者を対象とした研究は実施されていません。したがって、これらの患者にアデメチオニンを投与する場合は注意が必要です。

肝機能障害

薬物動態パラメータは、健康なボランティアと慢性肝疾患の患者で類似しています。

禁忌

アデメチオニンは、メチオニンサイクルに影響を与える、および/またはホモシスチン尿症および/または⾼ホモシステイン⾎症を引き起こす遺伝的⽋陥のあ
る患者には禁忌です（例：シスタチオニンベータシンターゼ⽋損症、ビタミンB12代謝障害）。

アデメチオニンは、有効成分またはいずれかの不活性成分に対する過敏症が知られている患者には禁忌です。

警告と注意事項

静脈内アデメチオニンはゆっくりとIV投与する必要があります（参照投薬と管理）。

経⼝アデメチオニンを服⽤している⾼アンモニア⾎症の前肝硬変および肝硬変状態の患者では、アンモニアレベルを監視する必要があります。

ビタミンBだから12葉酸⽋乏症はアデメチオニンレベルを低下させる可能性があり、リスクのある患者（貧⾎、肝臓病、妊娠、または他の
病気やビーガンなどの⾷習慣によるビタミン⽋乏症の可能性）は、⾎漿レベルをチェックするために定期的な⾎液検査を受ける必要があ
ります。⽋乏症が⾒つかった場合は、Bによる治療12および/または葉酸は、アデメチオニンの投与前または投与と同時に推奨されます。
（薬理学的特性-代謝を参照）。

⼀部の患者は、アデメチオニンの使⽤によりめまいを経験する可能性があります。患者は、アデメチオニン療法がそのような活動に従事する能⼒
に影響を及ぼさないことが合理的に確信できるまで、治療中に機械を運転したり操作したりしないようにアドバイスされるべきです。（⾒る機械
を運転または使⽤する能⼒への影響）。

アデメチオニンは、双極性障害の患者への使⽤は推奨されていません。患者がアデメチオニンで治療されたときにうつ病から軽躁病また
は躁病に切り替わるという報告があります。

アデメチオニンとクロミプラミンを服⽤している患者におけるセロトニン症候群の単⼀の⽂献報告があります。潜在的な相互作⽤が想定
されていますが、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）、三環系抗うつ薬（クロミプラミンなど）、およびトリプトファンを含む
市販のハーブサプリメントと併⽤してアデメチオニンを投与する場合は注意が必要です。（⾒る薬物相互作⽤）。

うつ病の治療におけるアデメチオニンの有効性は、短期臨床試験（期間3〜6週間）で研究されました。⻑期間にわたるうつ病の治療にお
けるアデメチオニンの有効性は不明です。うつ病を治療するための多くの薬があり、患者は最適な治療法を決定するために医師に相談す
る必要があります。アデメチオニン療法中に症状が軽減または悪化しない場合は、患者に医師に知らせるように勧める必要があります。

うつ病の患者は⾃殺やその他の深刻な出来事のリスクがあるため、うつ病の症状に適切に対処して治療するために、アデメチオニンによ
る治療中は継続的な精神医学的⽀援を受ける必要があります。

アデメチオニンで治療された患者における⼀過性または悪化する不安の報告があります。ほとんどの場合、治療の中断は必要ありません
でした。いくつかのケースでは、投与量の減少または治療の中⽌後に不安が解消しました。

ホモシステインイムノアッセイへの⼲渉

アデメチオニンはホモシステインイムノアッセイを妨害し、アデメチオニンで治療された患者の⾎漿ホモシステインのレベルが誤って上昇する可能性があり
ます。したがって、アデメチオニンで治療された患者では、⾎漿ホモシステインを測定するために⾮免疫学的⽅法を使⽤することが推奨されます。

薬物相互作⽤

セロトニン症候群は、アデメチオニンとクロミプラミンを服⽤している患者で報告されています。したがって、潜在的な相互作⽤が想定
されていますが、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）、三環系抗うつ薬（クロミプラミンなど）、およびトリプトファンを含む
市販のハーブサプリメントと併⽤してアデメチオニンを投与する場合は注意が必要です。（⾒る警告と注意事項）。

妊娠と授乳

妊娠



妊娠の最後の3か⽉の⼥性に⾼⽤量のアデメチオニンを使⽤しても、悪影響はありませんでした。どうしても必要な場合にのみ、妊娠の最
初の3か⽉にアデメチオニンを投与することをお勧めします。

授乳
アデメチオニンは、潜在的な利益が乳児への潜在的なリスクを正当化する場合にのみ、授乳中に使⽤する必要があります。

機械を運転および使⽤する能⼒への影響

⼀部の患者は、アデメチオニンの使⽤によりめまいを経験する可能性があります。患者は、アデメチオニン療法がそのような活動に従事する能⼒
に影響を及ぼさないと合理的に確信するまで、治療中に機械を運転したり操作したりしないようにアドバイスされるべきです（参照警告と注意事
項）。

逆反応

臨床試験

アデメチオニンは、1983年に肝疾患のアデメチオニンに曝露された2434⼈の患者とうつ病の817⼈の患者で、最⻑2年間の対照および公開
試験で研究されました。

この表は、アデメチオニンで治療された22の臨床試験の1667⼈の患者に基づいており、そのうち121⼈（7.2％）が合計188の副作⽤を経
験しました。悪⼼、腹痛、および下痢が最も頻繁に報告された副作⽤でした。有害事象と薬剤との因果関係は必ずしも評価可能ではあり
ませんでした。
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⼀般的な障害と投与部位の状態

市販後調査

免疫系障害
過敏症、アナフィラキシー様反応またはアナフィラキシー反応（例、紅潮、呼吸困難、気管⽀痙攣、腰痛、胸部不快感、⾎圧の変化[低⾎
圧、⾼⾎圧]または脈拍数[頻脈、徐脈]）。



精神障害
不安

呼吸器、胸部、縦隔の障害 喉頭浮腫

⽪膚および⽪下組織の障害
注射部位反応（⽪膚壊死を伴うことはめったにありません）、⾎管浮腫、アレルギー性⽪膚反応（発疹、そう痒症、蕁⿇疹、紅斑など）。

過剰投与

アデメチオニンの過剰摂取の症例はまれであるように思われます。医師は地元の毒物管理センターに連絡する必要があります。⼀般的に、患者は監視され、
⽀持療法が提供されるべきです。

薬理学的特性

薬⼒学的特性

S-アデノシル-L-メチオニン（アデメチオニン）は、事実上すべての体組織および体液に存在する天然に存在するアミノ酸です。アデメチ
オニンは主に補酵素として機能し、メチル基のドナー転移（トランスメチル化）はヒトと動物にとって不可⽋な代謝プロセスです。メチ
ル転移は、細胞膜のリン脂質⼆重層の発達にも不可⽋であり、膜流動性に寄与します。アデメチオニンは⾎液脳関⾨を通過する可能性が
あり、アデメチオニンを介したトランスメチル化は、カテコールアミン（ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン）、セロトニ
ン、メラトニン、ヒスタミンなどの中枢神経系の神経伝達物質の形成に重要です。

アデメチオニンはまた、硫酸転移を介した⽣理学的硫化化合物（システイン、タウリン、グルタチオン、CoAなど）の形成における前駆
体です。肝臓で最も強⼒な抗酸化物質であるグルタチオンは、肝臓の解毒に重要です。アデメチオニンは、アルコール性および⾮アル
コール性肝疾患患者の肝グルタチオンレベルを上昇させます。葉酸とビタミンBの両⽅12アデメチオニンの代謝と補充に不可⽋な栄養素で
す。

薬物動態特性

吸収

ヒトでは、静脈内投与後、アデメチオニンの薬物動態プロファイルは双指数関数的であり、組織への急速な⾒かけの分布段階と、約1.5時
間の半減期を特徴とする最終排出段階で構成されます。筋⾁内投与した場合、アデメチオニンの吸収は実質的に完全です（96％）。アデ
メチオニンの最⼤⾎漿濃度は、約45分後に到達します。アデメチオニンの経⼝投与後、腸溶性錠剤（400〜1000 mg）の摂取後3〜5時間
でピーク⾎漿濃度が達成されます。アデメチオニンを絶⾷条件下で投与すると、経⼝バイオアベイラビリティが向上します。腸溶性錠剤
の投与後に得られるピーク⾎漿濃度は⽤量に関連しており、ピーク⾎漿濃度は0である。5〜1 mg / Lは、400 mg〜1000 mgの範囲の単回
投与後3〜5時間で達成されました。⾎漿中濃度は24時間以内にベースラインまで低下します。

分布

アデメチオニン100mgと500mgの投与量について、それぞれ0.41と0.44 L/kgの分布量が報告されています。⾎漿タンパク質への結合は無視できる
程度であり、5％以下です。

代謝

アデメチオニンを⽣成、消費、および再⽣する反応は、アデメチオニンサイクルと呼ばれます。このサイクルの最初のステップでは、アデメチオニン依存性
メチラーゼは基質としてアデメチオニンを使⽤し、S-アデノシル-ホモシステインを⽣成します。次に、S-アデノシル-ホモシステインは、S-アデノシル-ホモ
システイン加⽔分解酵素によってホモシステインとアデノシンに加⽔分解されます。次に、ホモシステインは、5-メチルテトラヒドロ葉酸からメチル基を転
移させてメチオニンに再循環させます。最後に、メチオニンをアデメチオニンに戻すことができ、サイクルが完了します。

排泄

経⼝投与された放射性（メチル14C）通常のボランティアのSAMeでは、放射性崩壊の尿中排泄は48時間後に15.5±1.5％、糞便中排泄は72
時間後に23.5±3.5％であり、約60％が安定したプールに取り込まれた。

前臨床安全性データ

毒性試験は、マウス、ラット、ハムスター、および雌雄のイヌを含む複数の動物種において、経⼝、⽪下、静脈内、および筋⾁内経路で
単回投与および反復投与として実施されました。

反復投与毒性試験は、腎臓がラットとハムスターの標的器官であり、⽝でははるかに少ない程度であることを⽰した。おそらく、精巣は
ラットのさらなる標的器官です。体の臓器に他の重要な変化は観察されませんでした。単回投与毒性、104週間までの反復投与毒性、⽣殖
毒性、および変異原性試験では、毒性作⽤の他の顕著な兆候は⽰されませんでした。

臨床試験の説明

多くの科学的研究は、アデメチオニンがうつ病や肝障害の治療に役⽴つ可能性があることを⽰しています。うつ病、変形性関節症、および肝疾患
の治療に対するアデメチオニンの臨床的有効性のレビューは、⽶国医療研究品質局（AHRQ）によって2002年に発表されました。このレポート
は、2000年までに発表されたうつ病、変形性関節症、肝疾患の治療におけるアデメチオニンの使⽤に関する⽂献に基づいています。102件の関連
研究が特定されました。うつ病に関する47件の研究、変形性関節症に関する14件の研究、肝疾患に関する41件の研究です。これらの研究のメタア
ナリシスは、アデメチオニンがプラセボよりも症状の緩和に効果的であると結論付けています。



うつ病、変形性関節症の痛み、妊娠中の胆汁うっ滞におけるそう痒症、および肝内胆汁うっ滞。アデメチオニンは、妊娠中の胆汁うっ滞
および肝内胆汁うっ滞の⾎清ビリルビンを減らすのにプラセボよりも効果的です。アデメチオニンによる治療は、うつ病と変形性関節症
の標準的な治療法と同等でした。

肝内胆汁うっ滞

アデメチオニンの経⼝および⾮経⼝使⽤で20年以上蓄積された経験は、この薬が肝疾患および妊娠および他の慢性肝障害の肝内胆汁うっ
滞の治療に有効であることを⽰しています。

肝内胆汁うっ滞は、慢性肝疾患やその他の肝細胞損傷の原因の合併症です。肝疾患では、胆汁酸の調節やクリアランスなどの正常な肝細
胞機能が損なわれ、胆汁うっ滞を引き起こします。

アデメチオニンの使⽤は、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、薬物誘発性肝障害、ウイルス性肝炎、完全⾮経⼝栄養によって誘
発される胆汁うっ滞、アルコール性肝疾患および⾮アルコール性胆汁うっ滞を含む肝内胆汁うっ滞を伴う慢性肝疾患の患者で研究されて
います肝疾患。

肝内胆汁うっ滞および/または慢性肝疾患に冒された2,700⼈以上の患者がアデメチオニンによる臨床試験に含まれ、1983年にこの薬で治
療されました。これらの試験のほとんどでは、代替療法がほぼ完全に⽋如しているため、アデメチオニンがプラセボと⽐較されました。
症例のほぼ90％で、胆汁うっ滞成分は慢性肝疾患に関連していました。残りの患者は、アルコール性肝疾患、急性および慢性肝炎、また
は妊娠の肝内胆汁うっ滞に苦しんでいました。臨床研究で考慮された有効性パラメーターには、胆汁うっ滞の主な⾃覚症状（かゆみ、⻩
疸、倦怠感、幸福への復帰）、および胆汁うっ滞と肝臓損傷の⽣化学的マーカー（総ビリルビンおよび抱合型ビリルビン、アルカリホス
ファターゼ、胆汁塩など）が含まれていました、トランスアミナーゼ、γ-グルタミルトランスフェラーゼ。IV、IMまたは経⼝投与された
アデメチオニンによる治療は、慢性肝疾患または妊娠による肝内胆汁うっ滞、およびアルコール性肝硬変を改善しました。IVまたはIM治
療の効果は、1〜2週間の治療後に明らかですが、経⼝治療は維持療法に適しています。

アルコール性肝硬変の男性と⼥性123⼈を対象とした⻑期の⼆重盲検プラセボ対照試験では、2年間の1,200mg /⽇のアデメチオニンが⽣
存率を改善し、プラセボよりも効果的に肝移植の必要性を遅らせる可能性があることがわかりました。試験終了時の全体的な死亡率/肝移
植は、統計的に有意ではありませんでしたが、プラセボ群の30％からアデメチオニン群の16％に減少しました。アデメチオニンによる⻑
期治療は、特に進⾏度の低い肝疾患の患者において、全体的な死亡率/肝移植を減少させました。

うつ

アデメチオニンは、うつ病の管理において経⼝的または⾮経⼝的に投与されています。うつ病性障害の治療におけるアデメチオニンの有
効性に関するいくつかのレビュー記事および臨床研究のメタアナリシスの結果は、200〜1600mg/⽇の⽤量のアデメチオニンが患者に顕著
な抗うつ活性を有することを⽰していますさまざまなタイプのうつ病（単極性および双極性の内因性、神経性、気分変調性障害）に苦し
んでいます。いくつかの⼆重盲検試験では、プラセボよりも優れ、三環系抗うつ薬と同様のうつ病性障害の治療におけるアデメチオニン
の有効性が明らかになっています。抗うつ作⽤は迅速であり、副作⽤、特に抗コリン作動性反応がない場合、治療から5〜7⽇以内に現れ
ます。アデメチオニンは、他の抗うつ薬、特に三環系抗うつ薬やモノアミン酸化酵素阻害薬と互換性があります。（⾒る警告と注意; 薬物
相互作⽤）

妊娠の肝内胆汁うっ滞

アデメチオニンによる治療の有効性は、妊娠の肝内胆汁うっ滞のある264⼈の⼥性を含む7つの臨床試験で評価されました。これらのうち、156は
アデメチオニンで治療され、21はプラセボを受け、60はアクティブコントロール（ウルソデオキシコール酸）、27はアデメチオニンとウルソデオ
キシコール酸で治療されました。IV、IMまたは経⼝投与されたアデメチオニンによる治療は、そう痒症および⽣化学的パラメーターの改善を伴う
妊娠の肝内胆汁うっ滞の治療に効果的であった。

注意

⾷品、医薬品、デバイス、化粧品法は、処⽅箋なしで調剤することを禁じています。

ストレージ

30℃を超えない温度で保管してください。

貯蔵寿命

24ヶ⽉

可⽤性

タブレット：箱に⼊った10個⼊りのAlu/Aluブリスターパック

注射⽤溶液：1つのボックスに含まれるもの：タイプ1透明ガラスバイアル（アクティブとして）x 5 + EPタイプ1透明ガラスアンプル（5 mL（正味含有量）（希釈剤と
して））x 5

アデメチオニンブタンジスルホネート（トランスメチル）
500mg錠：製造元：
アッヴィSrL
SR148ポンティーナKm。52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia、アプリーリア（LT）イタ
リア



アデメチオニンブタンジスルホネート（トランスメチル）500mg注射⽤溶液⽤粉
末：製造元：
ファマーレーグル
Rue de I'Isle
28380サンレミシュルアヴルフ
ランス

インポート者：
アボットラボラトリーズ
ベニスコーポレートセンター、8トリノセントマッキ
ンリータウンセンター、フォートボニファシオタ
ギッグシティ、フィリピン
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