
VAPRISOL®

（コニバプタン塩酸塩注
射剤）

説明

VAPRISOL®（（コニバプタン塩酸塩注射剤）は、アルギニンバソプレッシ

ン（AVP）Vの⾮ペプチド⼆重拮抗薬です。1AおよびV2受容体。

コニバプタン塩酸塩は化学的に[1,1'-ビフェニ

ル]-2-カルボキサミドであり、

N-[4-[（4,5-ジヒドロ-2-メチルイミダゾ[4,5-d] [1]ベンザゼピン-6
（1H）-イル）カルボニル]フェニル]-、分⼦量535.04、分⼦式C
の⼀塩酸塩32H26N4O2‧HCl。コニバプタン塩酸塩の構造式は次の
とおりです。
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コニバプタン塩酸塩は、⽩からオフホワイトまたは淡いオレンジホワイト

の粉末で、⽔に⾮常に溶けにくい（23℃で0.15mg / mL）。コニバプタン塩

酸塩注射液は、アンプル内の滅菌液として供給されます。各アンプルは、

20 mgの塩酸コニバプタン、1.2 gのプロピレングリコール、0.4 gのエタ

ノール、注射⽤⽔を供給します。qs乳酸を添加してpHを3.0に調整します。
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薬⼒学
コニバプタン塩酸塩は、ヒトVに対してナノモルの親和性を持つデュ
アルAVPアンタゴニストです。1AおよびV2invitroでの受容体。循環⾎
液中のAVPのレベルは、⽔と電解質のバランスの調節に重要であり、
通常、循環⾎液量増加と循環⾎液量増加の両⽅の低ナトリウム⾎症
で上昇します。AVP効果はVを介して媒介されます2腎臓の収集管の頂
端膜のアクアポリンチャネルに機能的に結合している受容体。これ
らの受容体は、⾎漿浸透圧を正常範囲内に維持するのに役⽴ちま
す。低ナトリウム⾎症の治療における塩酸コニバプタンの主な薬⼒
学的効果は、そのVを介したものです2腎収集管におけるAVPの拮抗作
⽤、⽔利尿、または遊離⽔の排泄をもたらす効果。コニバプタン塩
酸塩の薬⼒学的効果には、⼀般に正味の⽔分喪失の増加、尿量の増
加、および尿浸透圧の減少を伴う⾃由⽔排泄の増加（すなわち、有
効⽔クリアランス[EWC]）が含まれます。低ナトリウム⾎症の動物モ
デルでの研究は、塩酸コニバプタンが不適切な抗利尿ホルモン分泌
症候群のラットにおける低ナトリウム⾎症関連の⾝体的徴候の発⽣
を予防したことを⽰しました。

薬物動態
コニバプタンの薬物動態は、健康な被験者、特別な集団、および経
⼝および静脈内投与レジメンの両⽅に従った患者で特徴づけられて
います。静脈内注⼊（40mg/⽇から80mg/⽇）および経⼝投与後の
コニバプタンの薬物動態は⾮線形であり、それ⾃体の代謝のコニバ
プタンによる阻害が⾮線形性の主な要因であるように思われる。コ
ニバプタンの薬物動態の被験者間変動は⾼い（CLで94％CV）。
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コニバプタンとその代謝物の薬物動態は、塩酸コニバプタンを20 mg
の負荷⽤量（30分かけて注⼊）として投与した後、40mg/⽇を3⽇間
持続注⼊した健康な男性被験者で特徴づけられました。平均C最⼤コニ
バプタンの場合は619ng/ mLであり、投与量の終了時に発⽣しまし
た。⾎漿中濃度は、負荷量の開始後約12時間で最⼩に達し、その後、
注⼊の期間中に徐々に増加し、注⼊の終了時に平均濃度188 ng/mLに
なりました。コニバプタン注⼊後の平均終末消失半減期は5.0時間であ
り、平均クリアランスは15.2 L/hでした。

⾮盲検の安全性と有効性の研究では、コニバプタンの薬物動態は、塩
酸コニバプタンを20 mgの負荷⽤量（30分以上注⼊）として投与され
た後、 20または40mg/⽇で4⽇間。コニバプタン濃度の中央値を図1
に⽰し、薬物動態パラメータを表1にまとめています。

図1.20mgの負荷⽤量および20mg/⽇（⽩丸）または40mg /⽇
（黒丸）の4⽇間の注⼊後の⾎漿濃度-時間プロファイルの中央値
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表1。
30分および20mg/⽇または40mg/⽇の4⽇間の注⼊（研究087-
CL-080）

20mgの負荷投与後の薬物動態パラメータ

パラメータ IVコニバプタン
20mg/⽇

IVコニバプタン
40mg/⽇

負荷投与終了時のコニバプタン濃度
（ng / ml、0.5時間）
N
中央値（範囲）

12
575.8（144.5-764.3）

14
781.1（194.5-1373.5）

注⼊終了時のコニバプタン濃度
（ng / ml、96時間）
N
中央値（範囲）

9
107.9（14.7-588.8）

11
227.5（4.5-1454.1）

消失半減期（hr）N

中央値（範囲）
12
6.7（3.6-16.9）

14
8.6（4.7-25.6）

クリアランス（L / hr）

N
中央値（範囲）

12
10.1（2.0-37.6）

14
9.5（1.5-42.5）

分布
コニバプタンはヒト⾎漿タンパク質に広く結合しており、約10〜
1000 ng / mLの濃度範囲で99％結合しています。

代謝と排泄
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CYP3A4は、コニバプタンの代謝に関与する唯⼀のシトクロムP450ア
イソザイムとして同定されました。4つの代謝物が同定されていま
す。Vでの代謝物の薬理学的活性1aおよびV2受容体は、コニバプタン
の受容体のそれぞれ約3〜50％と50〜100％の範囲でした。コニバプ
タンの静脈内投与後の代謝物の複合曝露は、コニバプタンの約7％で
あり、したがって、コニバプタンの臨床効果へのそれらの寄与は最⼩
限です。

物質収⽀研究で塩酸コニバプタンを静脈内（10 mg）または経⼝（20 
mg）投与した後、投与量の約83％が総放射能として糞便中に排泄さ
れ、12％が収集の数⽇間にわたって尿中に排泄されました。投与後の
最初の24時間で、静脈内投与量の約1％が無傷のコニバプタンとして
尿中に排泄されました。

特別な集団
肝機能障害
静脈内投与後のコニバプタンの除去に対する肝機能障害（腹⽔、肝硬
変、または⾨脈圧亢進症を含む）の影響は体系的に評価されていませ
ん。しかし、安定した肝硬変と中等度の肝機能障害のある患者では、
経⼝コニバプタン投与後の全⾝曝露の増加（平均2.8倍の増加まで）
が⾒られました。静脈内VAPRISOLは、肝機能障害のない研究対象に
おいて、経⼝コニバプタンよりも⾼いコニバプタン曝露をもたらしま
した。肝機能障害のある患者にVAPRISOLを投与する場合は注意が必
要です。

腎機能障害
静脈内投与後のコニバプタンの除去に対する腎機能障害の影響は評価
されていません。しかし、経⼝コニバプタンの投与後、コニバプタン
のAUCは最⼤80％でした
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腎機能障害のある患者でより⾼い（CLcr <60 mL / min / 1.73 m2）正
常な腎機能を持つものと⽐較して。静脈内VAPRISOLは、腎機能障害
のない研究対象において、経⼝コニバプタンよりも⾼いコニバプタ
ン曝露をもたらしました。腎機能障害のある患者にVAPRISOLを投与
する場合は注意が必要です。

⽼⼈患者
コニバプタン塩酸塩（15、30、または60 mg）の単回経⼝投与後、若
い男性被験者で⾒られたものと⽐較した、⾼齢の男性および⼥性ボラ
ンティア（65〜90歳）の薬物曝露（AUC）は15および30 mgの投与量
ですが、60mgの投与量ではほぼ2倍に増加しました。

コニバプタンの安全性と有効性を評価するための⾮盲検試験では、⽼
⼈性循環⾎液量増加または正常⾎液量増加性低ナトリウム⾎症患者の
サブセット（67〜89歳）に20 mgの静脈内投与量を投与し、続いて20 
mg /⽇を投与しました（N = 11）。または40mg/⽇（N = 12）の4⽇
間の静脈内注⼊。負荷⽤量注⼊終了時のこれらの患者のコニバプタン
⾎漿濃度の中央値は628ng/mLでした。4⽇間の持続注⼊終了時のコ
ニバプタン⾎漿濃度の中央値は、20mg/⽇および40mg/⽇のレジメン
でそれぞれ117および258ng/mLでした。

⼩児患者
⼩児患者におけるコニバプタンの薬物動態は研究されていませ
ん。
薬物間相互作⽤
（禁忌および注意事項：薬物相互作⽤を参照）

CYP3A4
コニバプタンはCYP3A4の敏感な基質です。強⼒なCYP3A4阻害剤で
あるケトコナゾールの静脈内コニバプタンの薬物動態に対する効果
は評価されていません。経⼝投与
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ケトコナゾール200mgを含む塩酸コニバプタン10mgは、コニバプタン

のCmaxおよびAUCをそれぞれ4倍および11倍増加させました。

コニバプタンはCYP3A4の強⼒な阻害剤です。CYP3A4基質の薬物動
態に対するコニバプタンの効果は、コニバプタンとミダゾラム、シ
ンバスタチン、およびアムロジピンの同時投与で評価されていま
す。静脈内コニバプタン塩酸塩40mg/⽇は、ミダゾラムの1mgの静
脈内投与または2mgの経⼝投与で、平均AUC値をそれぞれ約2倍およ
び3倍増加させました。コニバプタン塩酸塩30mg/⽇を静脈内投与す
ると、シンバスタチンのAUCが3倍に増加しました。経⼝コニバプタ
ン塩酸塩40mgを1⽇2回投与すると、アムロジピンのAUCと半減期が
2倍に増加しました。

ジゴキシン

P糖タンパク質基質であるジゴキシン0.5mgを経⼝コニバプタン塩酸
塩40mgと1⽇2回同時投与すると、クリアランスが30％減少し、ジゴ
キシンのCmax値とAUC値がそれぞれ79％と43％増加しました。

ワルファリン

ワルファリンの薬物動態または薬⼒学に対する静脈内コニバプタ
ンの効果は評価されていません。CYP2C9による主要な代謝と
CYP3A4によるマイナーな代謝を受けるワルファリンと経⼝コニ
バプタンの潜在的な薬物間相互作⽤が臨床研究で調査されまし
た。
安定した経⼝ワルファリン療法を受けている患者を対象に、経⼝コニ
バプタン塩酸塩40mgを1⽇2回プロトロンビン時間に及ぼす影響を評
価しました。コニバプタンの経⼝投与の10⽇後、S-およびRwarfarin
濃度は、コニバプタン投与前の濃度の90％および98％でした。コニ
バプタンの経⼝投与の10⽇後の対応するプロトロンビン時間の値は
ベースラインの95％でした。経⼝効果なし
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ワルファリンの薬物動態または薬⼒学に関するコニバプタンが観
察された。

カプトプリルとフロセミド
コニバプタン塩酸塩（30 mg）の薬物動態に対するカプトプリル（25 

mg）とフロセミド（40mgまたは80mgを1⽇1回6⽇間）の効果を別の研

究で評価しました。コニバプタンの薬物動態は、カプトプリルまたはフ

ロセミドのいずれかの同時投与で変化しませんでした。

電気⽣理学
QT間隔に対するVAPRISOL40mgIVおよび80mgIVの効果は、無作為
化、単⼀盲検、並⾏群、プラセボおよび18〜45歳の健康な男性およ
び⼥性のボランティアを対象とした陽性対照（モキシフロキサシン
400 mg IV）試験。デジタルECGは、ベースラインと1⽇⽬および4⽇
⽬に取得されました。1⽇⽬のVAPRISOL 40mgおよび80mg⽤量群の
個別QT補正（QTcI）におけるベースラインからのプラセボ補正変化
は、それぞれ-3.5ミリ秒および-2.9ミリ秒でした。 、1⽇⽬、および4
⽇⽬の両⽅の⽤量群で-2.1ミリ秒。同様の結果が、バゼットまたはフ
リデリシアの補正⽅法のいずれかを使⽤して得られました。モキシフ
ロキサシンは、QTcIのベースラインから1⽇⽬と4⽇⽬にそれぞれ+7
から+10ミリ秒のプラセボ補正された変化を誘発しました。 表2：4⽇
⽬のベースラインからの個別QT補正（QTcI）平均変化

薬物と⽤量 QTcI
プラセボ -3ミリ秒
バプリソル40mgIV -5.1ミリ秒
バプリソル80mgIV -5.1ミリ秒
モキシフロキサシン400mgIV +7.4ミリ秒

QTcの中⼼傾向分析の結果は、VAPRISOLが⼼臓の再分極に
影響を与えなかったことを⽰しています。
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臨床試験

⼆重盲検、プラセボ対照、無作為化、多施設共同研究では、さまざま
な根本的な原因（中枢神経系の悪性または⾮悪性疾患、肺、または腹
部、⾼⾎圧、⼼筋梗塞、糖尿病、変形性関節症、または特発性）を
VAPRISOLまたはプラセボで4⽇間治療しました。すべての患者は、主
に⽔分制限（毎⽇の⽔分摂取量が2.0リットル以下に制限されている）
である低ナトリウム⾎症の標準治療を受けました。研究参加者は、プ
ラセボIV（N = 21）、またはVAPRISOL 40 mg /⽇IV（N = 18）、また
はVAPRISOL 80 mg /⽇IV（N = 17）のいずれかを受けるようにランダ
ム化されました。VAPRISOLは、最初の治療⽇に20 mgの負荷⽤量を
30分間静脈内注⼊した後、連続注⼊として投与されました。⾎清また
は⾎漿ナトリウム濃度は、投与前（0時間）および投与後4、6、10、
24時間のすべての治療⽇に評価されました。平均⾎清ナトリウム濃度
は

研究開始時の124.0mEq/L。

4⽇間の治療期間にわたるベースラインからの⾎清ナトリウム濃度の
平均変化を図2に⽰します。

図2：VAPRISOL 40 mg / dayを使⽤したナトリウム濃度のベースラインか
らの平均（SE）変化
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40mg /⽇の静脈内VAPRISOLによる治療後、52％

患者は≥⾎清ナトリウム濃度で4mEq/L。VAPRISOLによる2⽇間の治
療終了時の⾎清ナトリウム濃度のベースラインからの平均変化は
5.8mEq/ L（平均濃度129.4mEq / L）でした。4⽇間の治療期間の終わ
りに、ベースラインからの平均変化は6.4 mEq / L（平均濃度130.0 
mEq / L）でした。さらに、VAPRISOLによる2⽇および4⽇の治療後、
39％（2⽇後）および67％（4⽇後）の患者が>> ⾎清ナトリウム濃度
の6mEq/Lの増加または

の正常な⾎清ナトリウム≥135 mEq/L。追加の有効性データを表3

にまとめています。

表3.VAPRISOL40mg/⽇による治療の有効性の結果
有効性変数 プラセボ

N = 21
VAPRISOL 40 mg / d

N = 18
2⽇‡ 4⽇ 2⽇ ‡ 4⽇

ベースライン調整⾎清Na+治療期間中のAUC
（mEq‧hr / L）

平均（SD）
LS平均±SE

25.8（83.19）
42.6±31.89

113.3（256.19）
152.9±70.13

222.1（166.31）
220.4±34.24***

530.8（389.49）
519.8±75.31**

治験薬の初回投与から確認されたまでの患者数
（％）およびイベント時間の中央値（h）≥⾎清
Naのベースラインから4mEq/Lの増加+、[95％CI]

8（27.6％）
推定できません

15（51.7％）
21.0 ***、[6、30]
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治験薬の初回投与から治療終了までの合計時間
（h）で、患者が確認された≥⾎清Naの4mEq/Lの
増加+

ベースラインから
平均（SD）
LS平均±SE

2.5（5.89）
4.0±3.14

17.6（22.19）
20.8±6.34

24.5（18.11）
24.1±3.37***

52.5（34.25）
52.1±6.81**

⾎清Na+（mEq / L）
ベースライン平均（SD）
治療終了時の平均（SD）ベースラインから
治療終了までの変更

平均変化（SD）
LS平均変化±SE

124.3（3.93）
125.1（4.32）

124.3（3.93）
126.7（4.82）

123.6（4.24）
129.4（4.43）

123.6（4.24）
130.0（4.27）

0.8（2.56）
1.2±0.85

2.4（4.83）
2.8±0.96

5.8（4.23）
5.7±0.91**

6.4（5.23）
6.1±1.03*

確認を得た患者の数（％）≥⾎清Naのベースライ
ンから6mEq/Lの増加+または正常な⾎清Na+集中 ≥
治療中の135mEq/L

0（0） 6（28.6％） 7（38.9％）** 12（66.7％）*

* P <0.05、** P <0.01、*** P<0.001vsプラセボ
‡有効性変数は、4⽇間の治療期間の2⽇⽬に評価されました

VAPRISOLの⽔利効果を図3に⽰します。コニバプタンは、4⽇⽬までにプラセボを

使⽤した場合の約1800 mLと⽐較して、2900mLを超える有効⽔クリアランスの

ベースライン補正累積増加をもたらしました。

図3.ベースライン補正された累積有効⽔クリアランス
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⎛ Uナ + UK⎞ ⎟EWC = V ×⎜⎜1
⎝

− 、ここで、Vは尿量（mL / d）、Uナ尿中ナトリウム濃度、UKは
Pナ+ PK

⎟⎠

尿中カリウム濃度、Pナは⾎漿/⾎清ナトリウム濃度であり、PK⾎漿/⾎清カリウム濃度です。

真性低ナトリウム⾎症の患者を対象とした⾮盲検試験では、104⼈の
患者が最初の治療⽇に20mgの負荷⽤量を30分間静脈内注⼊した後、
連続注⼊としてVAPRISOL20または40mg/⽇IVで4⽇間治療されまし
た。結果を表4に⽰します。
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表4.VAPRISOL20または40MG/⽇による治療の有効性の結果

主要な有効性エンドポイント 20mg/⽇
N = 11

40mg/⽇
N = 93

ベースライン調整⾎清Na+治療期間中のAUC
（mEq‧hr / L） 平均（SD） 1000.2（34.72） 648.9（407.37）

⼆次有効性エンドポイント
治験薬の初回投与から確認されたまでの患者数（％）
およびイベント時間の中央値（h）≥⾎清Naのベース
ラインから4mEq/Lの増加+、[95％CI]

10（90.9）
12.0

[6.0、24.8]

77（82.8）
24.4

[24.0、36.0]

治験薬の初回投与から治療終了までの合計時間（h）
で、患者が確認された ≥⾎清Naの4mEq/Lの増加+

ベースラインから
平均（SD） 78.2（27.38） 59.7（32.94）

⾎清Na+（mEq / L）
ベースライン平均（SD）
治療終了時の平均（SD）
ベースラインから治療終了までの平均変化
（SD）
フォローアップ11⽇⽬の平均（SD）ベース
ラインからフォローアップ11⽇⽬の平均変
化（SD）
フォローアップ34⽇⽬の平均（SD）ベース
ラインからフォローアップ34⽇⽬の平均変
化（SD）

121.1（4.16）
133.5（2.56）
12.4（4.75）

124.1（4.60）
132.4（4.20）

8.4（5.38）

130.7（9.44）
9.5（11.42）

131.9（5.80）
8.0（6.67）

135.6（4.76）
15.1（7.77）

134.4（5.06）
10.6（6.70）

確認を得た患者の数（％）≥⾎清Naのベースライン
から6mEq/Lの増加+または正常な⾎清Na+集中≥治療
中の135mEq/L

10（90.9％） 68（73.1％）

うっ⾎性⼼不全の治療に対するVAPRISOLの安全性と有効性
は確⽴されていません。

適応症と使⽤法
VAPRISOLは、⼊院患者の真性低ナトリウム⾎症（例、抗利尿ホルモ
ンの不適切な分泌の症候群、または甲状腺機能低下症、副腎不全、肺
障害などの状況）の治療に適応されます。

VAPRISOLは、うっ⾎性⼼不全の患者さんの治療には適応されません
（注意事項を参照）。

禁忌
VAPRISOLは、⾎液量減少性低ナトリウム⾎症の患者およびその成分
のいずれかに過敏症がある患者には禁忌です。
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ケトコナゾール、イトラコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、インジ

ナビルなどの強⼒なCYP3A4阻害剤とVAPRISOLの同時投与は禁忌です。（詳細

およびその他の重要な考慮事項については、注意事項：薬物相互作⽤を参照して

ください）

予防
基礎となるうっ⾎性⼼不全を伴う低ナトリウム⾎症患者

基礎となるうっ⾎性⼼不全を伴う低ナトリウム⾎症患者における

VAPRISOLの安全性は確⽴されていません。

⾎清ナトリウムの過度に迅速な補正 ⾎清ナトリウム
濃度の過度に急速な増加
（> 12 mEq / L / 24時間）深刻な後遺症を引き起こす可能性がありま
す。VAPRISOLの管理された臨床試験では、20〜40 mg /⽇IVの⽤量で
VAPRISOLを投与された患者の約9％が、⾎清ナトリウムの過度に迅速
な矯正に関する検査基準を満たしましたが、これらの患者のいずれも
永続的な神経学的後遺症を持っていませんでした。VAPRISOLを⽤い
た臨床試験では観察されていませんが、低⾎清ナトリウム濃度の迅速
な補正に続いて浸透圧性脱髄症候群が報告されています。⾎清ナトリ
ウム濃度と神経学的状態は、VAPRISOL投与中に適切に監視する必要
があり、患者が⾎清ナトリウムの望ましくない急速な上昇を⽰した場
合は、VAPRISOL投与を中⽌する必要があります。⾎清ナトリウム濃
度が上昇し続ける場合は、VAPRISOLを再開しないでください。
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肝機能障害
肝機能障害（腹⽔症、肝硬変、⾨脈圧亢進症など）のある患者へ
のVAPRISOLの使⽤は体系的に評価されていません。

コニバプタンの経⼝投与後の全⾝曝露の増加は、安定した肝硬変と中
等度の肝機能障害のある患者で⾒られています。静脈内VAPRISOL
は、肝機能障害のない研究対象において、経⼝コニバプタンよりも⾼
いコニバプタン曝露をもたらしました。肝機能障害のある患者に
VAPRISOLを投与する場合は注意が必要です。

腎機能障害
静脈内投与後のコニバプタンの除去に対する腎機能障害の影響は評価
されていません。ただし、コニバプタンの経⼝投与後、コニバプタン
のAUCは、単回経⼝投与後に最⼤80％⾼く、腎機能障害のある患者に
繰り返し経⼝投与すると35％⾼くなりました（CLcr <60 mL / min / 
1.73 m2）正常な腎機能を持つものと⽐較して。静脈内VAPRISOLは、
腎機能障害のない研究対象において、経⼝コニバプタンよりも⾼いコ
ニバプタン曝露をもたらしました。腎機能障害のある患者に
VAPRISOLを投与する場合は注意が必要です。

注射部位反応
コニバプタンは、適切な希釈率と注⼊率であっても、重⼤な注射部位反応を

引き起こす可能性があります（有害事象を参照）。コニバプタンは、適切に

準備され、⼤静脈を介して希釈された場合にのみ投与する必要があり（準備

を参照）、注⼊部位は24時間ごとに回転させる必要があります（投与量と投

与を参照）。
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薬物相互作⽤
（臨床薬理学：薬物間相互作⽤を参照） CYP3A4

コニバプタンはCYP3A4の基質です。VAPRISOLとCYP3A4阻害剤の同
時投与は、コニバプタン濃度の上昇につながる可能性があります。コ
ニバプタン濃度の上昇の結果は不明です。ケトコナゾール、イトラコ
ナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、インジナビルなどの強
⼒なCYP3A4阻害剤とVAPRISOLを併⽤することは禁忌です。

コニバプタンはCYP3A4の強⼒な阻害剤です。VAPRISOLは、主に
CYP3A4によって代謝される同時投与薬の⾎漿中濃度を上昇させる可能
性があります。経⼝コニバプタン塩酸塩の臨床試験では、横紋筋融解
症の2例が、CYP3A4代謝HMG-CoAレダクターゼ阻害剤も投与されてい
た患者で発⽣しました。VAPRISOLと、主にCYP3A4によって代謝され
る薬剤との併⽤は、注意深く監視するか、併⽤を避ける必要がありま
す。推奨⽤量での併⽤薬を中⽌するという臨床的決定がなされた場合
は、VAPRISOL投与の終了後、これらの薬を再開する前に適切な時間
をとってください。

ジゴキシン

P糖タンパク質基質であるジゴキシンと経⼝コニバプタンの同時投与は、ク

リアランスの減少とジゴキシンのCmaxおよびAUC値の増加をもたらしまし

た。したがって、ジゴキシンをVAPRISOLと⼀緒に投与する場合、臨床医は

ジゴキシンレベルの上昇の可能性に注意する必要があります。
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発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害

標準寿命（104週間）の発がん性バイオアッセイをマウスとラットで実施

した。マウスに強制経⼝投与により、雄で3、10または30 mg / kg /⽇、

雌で1、3または10 mg /kg/⽇を経⼝投与した。ラットには、強制経⼝投

与により、雄で0.3、1、3、または10 mg / kg /⽇、雌で1、3、10、また

は30 mg /kg/⽇の経⼝投与が⾏われた。マウスにおいて30mg/kg /⽇まで

の⽤量で腫瘍の発⽣率の増加は観察されなかった（AUC⽐較に基づいて1

⽇⽬に20mgのIVボーラスの6倍のヒト全⾝曝露とそれに続く3⽇間の

40mg/⽇のIV注⼊） ）またはラット（1⽇⽬に20 mgのIVボーラスを2回

ヒトに全⾝曝露した後、AUCの⽐較に基づいて40 mg /⽇を3⽇間IV注

⼊）。

コニバプタンは、エームス試験での代謝活性化の有無にかかわらず、変

異原性または染⾊体異常誘発性ではありませんでしたサルモネラ菌と⼤
腸菌、ヒト末梢⾎リンパ球、またはインビボラット⼩核アッセイ。

0.5、1.25、または2.5 mg / kg / dayの静脈内ボーラスによる4週間の治療

後の出⽣⼒試験では、男性の出⽣⼒は影響を受けませんでした。しか

し、妊娠7⽇⽬までの交配の15⽇前にIVボーラスコニバプタンを投与され

た雌では、2.5 mg / kg /⽇で、ジストラスが延⻑し、出⽣⼒が低下し、着

床前後の損失が増加しました（全⾝曝露は治療⽤量未満）。

妊娠
妊娠カテゴリーC
コニバプタンは、AUCの⽐較に基づいて、治療⽤量で達成されたも
のよりも少ない全⾝曝露で妊娠中に動物に与えられた場合、胎児に
悪影響を与えることが⽰されています。妊娠中の⼥性を対象とした
適切で⼗分に管理された研究はありません。VAPRISOL
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潜在的な利益が胎児への潜在的なリスクを正当化する場合にのみ、妊
娠中に使⽤する必要があります。患者は胎児への潜在的な危険性を知
らされるべきです。コニバプタンは胎盤を通過し、ラットの胎児組織
に⾒られます。胎児組織レベルは⺟体⾎漿濃度の10％未満でしたが、
胎盤レベルは⺟体⾎漿濃度の2.2倍であり、コニバプタンが胎児に移
⾏できることを⽰しています。胎児組織に取り込まれたコニバプタン
はゆっくりと除去され、胎児の蓄積が可能であることを⽰唆していま
す。ミルクレベルは、1 mg / kgの静脈内投与後の⺟体⾎漿レベルより
も最⼤3倍⾼かった（AUC⽐較に基づく治療よりも全⾝曝露が少な
い）。

交配前に0.5、1.25、または2.5 mg / kg /⽇の塩酸コニバプタンの静
脈内ボーラス投与を与えられ、妊娠7⽇⽬まで継続した雌ラットで
は、2.5 mg /で出⽣前および出⽣後の着床損失が増加し、発情が⻑引
いた。 kg /⽇（治療⽤量より少ない全⾝曝露）。

妊娠7⽇⽬から17⽇⽬（器官形成）まで0.5、1.25、または2.5 mg / 
kg /⽇の静脈内投与を受けた妊娠ラットでは、AUC⽐較に基づく治療
暴露よりも少ない全⾝暴露で、⺟体または胎児への有意な影響は観
察されなかった。

妊娠ラットに2.5mg/kg /⽇（AUCに基づく治療よりも少ない全⾝曝
露）の⽤量で妊娠7⽇から授乳20⽇（離乳）まで塩酸コニバプタンを
静脈内投与したところ、⼦⽝は新⽣児の⽣存率、離乳指数の低下を⽰
しました。成⻑と⾝体の発達の遅延（性的成熟を含む）、および反射
の発達の遅延。この同じ期間から0.5または1.25mg/kg/⽇でコニバプ
タン塩酸塩を投与された⺟動物の⼦⽝に識別可能な変化は⾒られな
かった。⺟体への悪影響は⾒られなかった
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コニバプタン塩酸塩投与（妊娠7⽇⽬から授乳⽇20⽇⽬まで0.5、
1.25、または2.5 mg / kg /⽇、AUC⽐較に基づく治療⽤量未満の全⾝
曝露）。
妊娠6⽇⽬から18⽇⽬（器官形成）まで3、6、または12 mg / kg /⽇の静

脈内投与を受けた妊娠ウサギでは、胎児の所⾒はありませんでした。し

かし、⺟体毒性はすべてのグループで観察されました（治療⽤量未満の

全⾝暴露）。

ボーラス静脈内出⽣後ラット試験では、2.5 mg / kg /⽇で、新⽣児
⽣存率の低下、離乳指数の低下、成⻑/⾝体発達の遅延、および⼦
孫の性成熟の遅延が観察された（全⾝暴露は治療⽤量未満）。

陣痛と出産
⼈間の分娩と分娩に対するコニバプタンの効果は研究されていませ
ん。強制経⼝投与により10mg/kg /⽇で経⼝投与されたラットにおけ
る塩酸コニバプタンの遅延送達（AUC⽐較に基づく治療⽤量と同等の
全⾝曝露）2.5mg / kg /⽇での塩酸コニバプタンの静脈内投与は、分
娩前後の⼦の死亡率を増加させた（全⾝曝露は、AUC⽐較に基づく治
療⽤量よりも少なかった）。これらの効果は、ラットのオキシトシン
受容体に対するコニバプタン活性に関連している可能性があります。
⼈間との関連性は不明です。

授乳中の⼥性
コニバプタン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、授乳中の⼥性にVAPRISOLを投与する場合
は注意が必要です。コニバプタンは乳汁中に排泄され、授乳中のラッ
トに静脈内投与すると新⽣児で検出されます。ラットのコニバプタン
の乳汁レベルは、静脈内投与後1時間で最⼤レベルに達し、最⼤3でし
た。
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⺟体の⾎漿レベルの倍。コニバプタン塩酸塩を2.5mg/kg /⽇で静脈内
投与すると、分娩前後の⼦の死亡率が増加しました。全⾝被ばくは、
AUC⽐較に基づく治療線量よりも少なかった。

⼩児科での使⽤

⼩児患者におけるVAPRISOLの安全性と有効性は研究されていませ
ん。

⽼⼈使⽤
20mgのIV負荷⽤量として投与された後に2〜4⽇間40mg /⽇のIVとし
て投与された静脈内VAPRISOLの臨床研究では、参加者の52％が65
歳以上であり、34％が75歳以上でした。年齢の。⼀般に、⾼齢患者
の有害事象プロファイルは、⼀般的な研究対象集団で⾒られたもの
と同様でした。

逆反応

VAPRISOL投与で報告された最も⼀般的な副作⽤は、注⼊部位反応で
した。患者と健康なボランティアを対象とした研究では、プラセボ群
の3.3％と⽐較して、VAPRISOL 40 mg /⽇で治療された被験者の
52.5％で注⼊部位反応が発⽣しました。反応の⼤部分は軽度であり、
薬物の中⽌には⾄りませんでした。しかし、いくつかの深刻な注⼊部
位反応が発⽣し、注⼊部位反応は、VAPRISOLの中⽌につながる最も
⼀般的なタイプの有害事象でした。（投与量と投与を参照してくださ
い）
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表5に⽰されている副作⽤は、72⼈の健康なボランティアと111⼈のユー

ボレミック低ナトリウム⾎症患者から得られたもので、VAPRISOL 20 

mgIVを負荷⽤量として投与した後40mg/⽇IVを2〜4⽇間投与し、40⼈の

健康なボランティアと21⼈の患者から得られました。プラセボを投与さ

れた真性低ナトリウム⾎症。副作⽤は、VAPRISOLで治療された患者の

少なくとも2％で発⽣し、プラセボ治療を受けた患者よりもVAPRISOL治

療を受けた患者の⽅が発⽣率が⾼かった。
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表5
IV VAPRISOL：で発⽣する有害反応≥患者または健康なボランティ
アの2％およびVAPRISOL発⽣率>プラセボ発⽣率

低ナトリウム⾎症と健康なボランティア研究
プラセボ

N = 61
n（％）

40mg
N = 183
n（％）期間

⾎液およびリンパ系の障害
貧⾎NOS

⼼臓障害
⼼房細動

胃腸障害
便秘
下痢NOS
⼝渇
吐き気
NOSの嘔吐

⼀般的な障害と管理サイトの状態
カニューレ部位反応
浮腫末梢
注⼊部位の紅斑
注⼊部位の痛み
輸液部位静脈炎輸液
部位反応
注⼊部位の腫れ
痛みNOS
発熱
渇き

感染症と寄⽣⾍
⼝腔カンジダ症
肺炎NOS
尿路感染症NOS代謝および

栄養障害
脱⽔
⾼⾎糖NOS
低⾎糖NOS
低カリウム⾎症
低マグネシウム⾎症
低ナトリウム⾎症

神経系障害
頭痛

精神障害
混乱状態
不眠症

腎臓および泌尿器の障害
⾎尿
頻尿
多尿症

⽪膚および⽪下障害

2（3.3％） 7（3.8％）

0 5（2.7％）

2（3.3％）
0

2（3.3％）
2（3.3％）

0

9（4.9％）
10（5.5％）
8（4.4％）
7（3.8％）

12（6.6％）

0
1（1.6％）

0
1（1.6％）

0
0

1（1.6％）
0
0

1（1.6％）

10（5.5％）
10（5.5％）
9（4.9％）

14（7.7％）
29（15.8％）
37（20.2％）

5（2.7％）
4（2.2％）
7（3.8％）

18（9.8％）

0
0

1（1.6％）

4（2.2％）
5（2.7％）
6（3.3％）

0
0
0

1（1.6％）
0
0

4（2.2％）
5（2.7％）
6（3.3％）

18（9.8％）
4（2.2％）
6（3.3％）

2（3.3％） 22（12.0％）

1（1.6％）
0

7（3.8％）
6（3.3％）

1（1.6％）
0
0

4（2.2％）
11（6.0％）
9（4.9％）
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紅斑
⾎管障害

⾼⾎圧NOS
低⾎圧NOS

起⽴性低⾎圧静脈炎
NOS

0 5（2.7％）

0
1（1.6％）

0
1（1.6％）

10（5.5％）
5（2.7％）

10（5.5％）
9（4.9％）

MedDRAバージョン6.0から適応

基礎となるうっ⾎性⼼不全を伴う低ナトリウム⾎症患者における

VAPRISOLの安全性は確⽴されていません。

薬物乱⽤と依存
VAPRISOLには、⼼因性薬物乱⽤および/または依存の可能性は知ら
れていない。

過剰投与
ヒトの過剰投与に関するデータはありませんが、VAPRISOLは1⽇⽬に
20 mgの負荷⽤量として投与され、その後、低ナトリウム⾎症患者で
は80 mg /⽇を4⽇間、CHFでは最⼤120mg/⽇を2⽇間持続注⼊されま
した。忍耐。これらの⾼⽤量では新たな毒性は確認されませんでした
が、低⾎圧や喉の渇きなど、VAPRISOLの薬理活性に関連する有害事
象はこれらの⾼⽤量でより頻繁に発⽣しました。

過剰摂取の場合、予想される誇張された薬理学的活性に基づい
て、バイタルサインを頻繁に監視し、患者を注意深く観察する対
症療法が推奨されます。

投薬と管理

VAPRISOLは静脈内使⽤のみを⽬的としています。
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⾎管刺激のリスクを最⼩限に抑えるために、⼤静脈からの
VAPRISOLの投与と、24時間ごとの注⼊部位の変更が推奨されま
す。

VAPRISOL療法は、30分間にわたって投与される20mgIVの負荷⽤量

で開始する必要があります。

負荷量の後に、24時間にわたって連続静脈内注⼊で投与される20mg
のVAPRISOLを投与する必要があります。治療の初⽇の後、
VAPRISOLは20mg /⽇の持続注⼊でさらに1〜3⽇間投与されます。⾎
清ナトリウムが望ましい速度で上昇していない場合は、VAPRISOLを
1⽇40 mgの⽤量まで漸増し、再度持続静脈内注⼊で投与することが
できます。

VAPRISOLの注⼊の合計期間（負荷投与後）は4⽇を超えてはな
りません。

VAPRISOLを投与されている患者は、⾎清ナトリウムと量の状態を頻繁に監

視する必要があります。⾎清ナトリウムの急激な上昇（> 12 mEq / L / 24時

間）は、深刻な後遺症を引き起こす可能性があります。⾎清ナトリウムの上

昇率が望ましくないほど速い患者には、VAPRISOLを中⽌し、⾎清ナトリウ

ムと神経学的状態を注意深く監視する必要があります。⾎清ナトリウムが上

昇し続ける場合は、VAPRISOLを再開しないでください。低ナトリウム⾎症

が持続または再発し、患者が⾎清ナトリウムの急速な上昇の神経学的後遺症

の証拠を持っていない場合、VAPRISOLは減量で再開される可能性がありま

す。（⾒る注意事項：⾎清ナトリウムの過度に迅速な修正）。

VAPRISOLの投与中に循環⾎液量減少または低⾎圧を発症した患者の
場合、VAPRISOLを中⽌し、容量の状態と
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バイタルサインは頻繁に監視する必要があります。患者が再び低ナトリウム⾎症に

なり、低⾎圧でなくなった後、患者が低ナトリウム⾎症のままである場合は、

VAPRISOLを減量して再開することができます。

準備
互換性と安定性
注意：VAPRISOLは5％デキストロース注射でのみ希釈する必要があ

ります。

VAPRISOLは5％デキストロース注射と互換性があり、混合後最⼤24
時間安定しています。VAPRISOLは、乳酸リンガー注射液または
0.9％塩化ナトリウム注射液と混合または投与しないでください。他
の薬との適合性は研究されていません。したがって、VAPRISOLは、
同じ静脈内ラインまたはバッグ内で他の製品と組み合わせてはなりま
せん。

投与量の読み込み

4 mL（20 mg）のVAPRISOL（4 mLの塩酸コニバプタン注射液）を取り

出し、100 mLの5％デキストロース注射液（USP）が⼊っている輸液

バッグに追加します。バッグを数回静かに反転させて、溶液が完全に混

合されるようにします。IVバッグの内容物は30分以上投与する必要があ

ります。

連続注⼊

20 mgの塩酸コニバプタンを含む連続IV注⼊を準備するには、
VAPRISOLの単⼀アンプルから4 mL（20 mg）を取り出し、250 mLの
5％デキストロース注射液、USPを含むIVバッグに希釈します。バッ
グを数回静かに反転させて、溶液が完全に混合されるようにします。
IVバッグの中⾝は24時間かけて投与する必要があります。
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40 mgの塩酸コニバプタンを含む持続点滴を準備するには、2つのア
ンプルのVAPRISOL（8 mL [40 mg]の塩酸コニバプタン注射液）の
それぞれから4 mL（20 mg）を取り出し、250 mLの5％を含むIV
バッグに希釈します。デキストロース注射、USP。バッグを数回静
かに反転させて、溶液が完全に混合されるようにします。IVバッグ
の中⾝は24時間かけて投与する必要があります。

VAPRISOLアンプルは使い捨てです。アンプルの未使⽤の内容物を廃棄

します。

⾮経⼝医薬品は、溶液と容器が許す限り、投与前に粒⼦状物質と変
⾊がないか視覚的に検査する必要があります。粒⼦状物質または曇
りが観察された場合は、薬液を使⽤しないでください。

VAPRISOLの希釈液はすぐに使⽤し、混合後24時間以内に投与を
完了してください。
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ストレージ

25で保存°°C（77°°F）; 15〜30まで許可された遠⾜°°C（59-86°°F）、制

御された室温（USPに準拠）。15°C（59°F）未満で保管しないでくださ

い。アンプルは、使⽤する準備ができるまで、光から保護された板紙容

器に保管する必要があります。

供給⽅法
VAPRISOL®（（コニバプタン塩酸塩注射液）は、4 mLの透明なガラス、ワンポイン

トカットアンプルで提供されます。各アンプルには、20mgの塩酸コニバプタンが含

まれています。

10アンプル/カートン（NDC 0469-1601-04）

Rxのみ

販売元：
Astellas Pharma US、Inc. 

Deerfield、IL 60015-2548

製：
アステラス東海株式会社焼津⼯場
静岡425-0072、⽇本

2005年12⽉
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