
デフェロキサミン®

注射⽤メシル酸デフェロキサミンUSPバイア
ル
Rxのみ
処⽅情報

説明
デフェロキサミンメシレートUSPは鉄キレート剤であり、筋⾁内、⽪下、および静脈内投与⽤のバイ
アルで⼊⼿できます。Desferalは、500mgおよび2gのメシル酸デフェロキサミンUSPを滅菌凍結乾燥
形態で含むバイアルとして提供されます。メシル酸デフェロキサミンはN-[5- [3-[（5-アミノペンチ
ル）ヒドロキシカルバモイル]プロピオンアミド]ペンチル] -3-[[5-（N-ヒドロキシアセトアミド）ペン
チル]カルバモイル]プロピオノヒドロキサム酸モノメタンスルホネート（塩）、およびその構造式は

デフェロキサミンメシレートUSPは、⽩⾊からオフホワイトの粉末です。⽔に溶け
やすく、メタノールに溶けにくい。その分⼦量は656.79です。

臨床薬理学
Desferalは、鉄がさらなる化学反応に⼊るのを防ぐ安定した複合体を形成することにより、
鉄をキレート化します。フェリチンとヘモジデリンから鉄を容易にキレート化しますが、ト
ランスフェリンからは容易にキレート化しません。シトクロムやヘモグロビンの鉄とは結合
しません。デスフェラルは、電解質や微量⾦属の排泄を明らかに増加させることはありませ
ん。理論的には、100重量部のデスフェラルは約8.5重量部の第⼆鉄を結合することができま
す。

デスフェラルは主に⾎漿酵素によって代謝されますが、経路はまだ定義されてい
ません。キレートは⽔に溶けやすく、腎臓を通過しやすく、尿に特徴的な⾚みを帯びた
⾊を与えます。⼀部は胆汁を介して糞便中に排泄されます。

適応症と使⽤法
デスフェラルは、急性鉄中毒および輸⾎依存性貧⾎による慢性鉄過剰症の治療に適応
されます。

急性鉄中毒

Desferalは、急性鉄中毒の治療に使⽤される標準的な⼿段の補助であり、代替ではあり
ません。これには、次のものが含まれます。トコンのシロップによる嘔吐の誘発。胃洗
浄; 気道の吸引と維持; 静脈内輸液、⾎液、酸素、および昇圧剤によるショックの制御。
アシドーシスの矯正。
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慢性鉄過剰症

デフェロキサミンは、複数回の輸⾎による⼆次的な鉄過剰症の患者の鉄排泄を促進する
可能性があります（サラセミアを含む⼀部の慢性貧⾎の治療で発⽣する可能性がありま
す）。Desferalによる⻑期治療は、肝鉄の蓄積を遅らせ、肝線維症の進⾏を遅らせる
か、排除します。

Desferalによる鉄の動員は、鉄過剰が⽐較的少ない3歳未満の患者では⽐較的不
⼗分です。有意な鉄の動員（例えば、1⽇あたり1mg以上の鉄）が証明されない限り、
通常、このような患者には薬を投与すべきではありません。

瀉⾎はこの障害で過剰な鉄を除去するための選択の⽅法であるため、
Desferalは原発性ヘモクロマトーシスの治療には適応されません。

禁忌
薬物と鉄キレートは主に腎臓から排出されるため、重度の腎疾患または無尿の患者に
は、デフェロキサミンは禁忌です。（警告を参照）。

警告
Desferalが⻑期間、⾼⽤量で、または低フェリチンレベルの患者に投与された場合、
眼および聴覚障害が報告されています。観察された眼の障害は視⼒障害でした。慢性
的な鉄過剰症での⻑期投与後の⽩内障; 視⼒低下、視⼒障害、暗点を含む視⼒の低下; 
障害のある周辺、⾊、および暗視; 視神経炎、⽩内障、⾓膜混濁、および網膜⾊素異
常。報告された聴覚異常は、⽿鳴りと⾼周波感⾳難聴を含む難聴でした。ほとんどの
場合、眼と聴覚の両⽅の障害は、治療を直ちに中⽌すると元に戻せました（注意事項/
患者および有害物質に関する情報を参照）

反応/特殊感覚）。
⻑期間治療を受けている患者には、視⼒検査、細隙灯検査、眼底検査、聴⼒検

査が定期的に推奨されます。症状や検査の異常が早期に発⾒されれば、毒性が逆転する
可能性が⾼くなります。

⾼⽤量のデスフェラルとそれに伴う低フェリチンレベルも、成⻑遅延と関連しています。
デフェロキサミンの投与量を減らした後、成⻑速度は部分的に治療前の速度に戻る可能性があり
ます（注意事項/⼩児科での使⽤を参照）。

⼩児でも報告されている成⼈呼吸窮迫症候群は、急性鉄中毒またはサラセミアの
患者に過度に⾼い静脈内投与量のデスフェラルを投与した後に報告されています。

予防
全般的
Desferalが急速な静脈内注射によって投与されたとき、⽪膚の紅潮、蕁⿇疹、低⾎
圧、およびショックが少数の患者で発⽣しました。そのため、DESFERAL
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筋⾁内またはゆっくりとした⽪下または静脈内注⼊によって投与する必要がありま
す。

鉄過剰症は、患者の感受性を⾼めますエルシニア‧エンテロコリチカと 仮性結核
菌感染症。まれに、Desferalによる治療がこの感受性を⾼め、この細菌にシデロホアを
提供することで⼀般的な感染症を引き起こします。このような場合、感染が解消される
まで、Desferal治療を中⽌する必要があります。

Desferalを投与されている患者では、まれなムーコル症の症例が報告されており、中には致命
的な結果をもたらすものもあります。疑わしい兆候または症状のいずれかが発⽣した場合は、
Desferalを中⽌し、真菌学的検査を実施し、適切な治療を直ちに開始する必要があります。

重度の慢性鉄過剰症の患者では、デフェロキサミンと⾼⽤量のビタミンC（成⼈
では1⽇500mg以上）の併⽤治療後に⼼機能の障害が報告されています。ビタミンCが中
⽌されたとき、⼼機能障害は可逆的でした。ビタミンCとデスフェラルを併⽤する場合
は、以下の注意が必要です。

••

••

⼼不全の患者にはビタミンCサプリメントを投与しないでください。
Desferalによる定期的な治療の最初の⽉の後にのみ、ビタミンCの補給を開始してくだ
さい。

•• 患者が定期的に、理想的には輸液ポンプを設置した直後にデスフェラルを投与されている場合にのみ、ビ
タミンCを投与してください。

••

••

分割された⽤量で与えられた、成⼈の1⽇あたり200mgのビタミンC⽤量を超えないでください。

このような併⽤療法中は、⼼機能の臨床モニタリングをお勧めします。
アルミニウム関連脳症の患者では、おそらく循環アルミニウムの急激な増加が原因

で、⾼⽤量のデスフェラルが神経機能障害（発作）を悪化させる可能性があります。デフェロ
キサミンは、透析認知症の発症を促進する可能性があります。アルミニウム過負荷の存在下で
のデスフェラルによる治療は、⾎清カルシウムの低下と副甲状腺機能亢進症の悪化をもたらす
可能性があります。

薬物相互作⽤

ビタミンC：鉄過剰症の患者は通常、おそらく鉄がビタミンを酸化するために、ビタミンCが
不⾜します。鉄キレート療法の補助として、成⼈に対して最⼤200 mgのビタミンCを、
Desferalによる通常の治療の最初の1か⽉後に開始して、分割して投与することができます
（注意事項を参照）。ビタミンCはキレート化のための鉄の利⽤可能性を⾼めます。⼀般的
に、10歳未満の⼦供には1⽇50mg、それ以上の年齢の⼦供には1⽇100mgで⼗分です。ビタ
ミンCの投与量を増やすと、鉄複合体の排泄をさらに増やすことはできません。

プロクロルペラジン：デフェロキサミンとフェノチアジン誘導体であるプロクロルペラジンの併
⽤治療は、⼀時的な意識障害につながる可能性があります。

ガリウム-67：Desferalに結合したガリウム-67の急速な尿中排泄のために、イメージング結果が
歪む可能性があります。シンチグラフィーの48時間前にDesferalを中⽌することをお勧めしま
す。
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患者のための情報

めまいやその他の神経系障害、または視覚や聴覚の障害を経験している患者は、潜在的
に危険な機械を運転または操作することを控えるべきです（有害反応を参照）。

尿が⾚みを帯びた変⾊を⽰すことがあることを患者に知らせる必要があ
ります。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害

動物における⻑期の発癌性研究は、デスフェラルでは実施されていません。
DesferalはDNA合成を阻害することが⽰されているため、細胞毒性が発⽣する可能性があります

インビトロ。

妊娠カテゴリーC

Desferalをヒトの最⼤1⽇量の4.5倍までの1⽇量で投与した後、マウスの⾻化の遅延と
ウサギの⾻格異常が観察されました。ラットでの同様の研究では、悪影響は観察され
ませんでした。
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。デフェロキサミンは、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。

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、授乳中の⼥性にデスフェラルを投与する場合は注意が必要です。

⼩児科での使⽤

Desferalを投与されている⼩児患者は、3か⽉ごとに体重と成⻑を監視する必要がありま
す。

3歳未満の⼩児患者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、警告、注意事項/薬物相互作⽤/ビタミンC、および有害反応を参照）。

⽼⼈使⽤
Desferalの臨床研究には、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。市販後の報告は、⽼⼈集
団における眼障害、特に⾊覚異常、⻩斑症、および暗点の発⽣のリスクが⾼まる可能性
のある傾向を⽰唆しています。。
ただし、これらの眼の障害が⽤量に関連していたかどうかは不明です。報告の数は⾮常に少
なかったものの、特定の⾼齢患者は、デスフェラルを服⽤しているときに眼障害になりやす
い可能性があります。市販後の報告では、⽼⼈⼈⼝の難聴や難聴のリスクが⾼まる可能性が
あることも⽰唆されています。（（有害反応を参照してください）。⼀般に、⾼齢患者の⽤
量選択は慎重に⾏う必要があり、通常は低⽤量から開始します
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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、投与範囲の終わり。

逆反応
以下の有害反応が観  察されていますが、それらの頻度の推定を裏付ける⼗分なデータ
がありません。
注射部位で：局所的な刺激、痛み、灼熱感、腫れ、硬結、浸潤、そう痒症、紅斑、膨
疹形成、痂⽪、痂⽪、⼩胞、局所浮腫。注射部位反応は、全⾝性アレルギー反応に関
連している可能性があります（下記の「全⾝としての体」を参照）。
過敏反応と全⾝性アレルギー反応：全⾝性発疹、蕁⿇疹、ショックを伴うまたは伴
わないアナフィラキシー反応、⾎管浮腫。
全体としての体：局所注射部位反応は、関節痛、発熱、頭痛、筋⾁痛、悪⼼、嘔吐、
腹痛、または喘息などの全⾝反応を伴う場合があります。

まれな感染症エルシニアとムーコル症Desferalの使⽤に関連して報告されてい
ます（注意事項を参照）。
⼼臓⾎管：頻脈、低⾎圧、ショック。 消化：腹部の不快
感、下痢、吐き気、嘔吐。
⾎液学：⾎液の悪液質（例えば、⾎⼩板減少症および/または⽩⾎球減少症の症例が報告さ
れています。因果関係は明確に確⽴されていません）。

筋⾻格：⾜がつる。成⻑遅延と⾻の変化（例えば、⾻幹端異形成）は、60mg / kgを超える
⽤量を与えられたキレート化された患者、特に⽣後3年以内に鉄キレート化を開始する患者
によく⾒られます。投与量を40mg/ kg以下に保つと、リスクが軽減される可能性があります
（警告、注意事項/⼩児科での使⽤を参照）。
神経系：めまい、末梢感覚、運動、または混合神経障害、知覚異常を含む神経障害; ア
ルミニウム関連透析脳症の悪化または沈殿（注意事項/患者向け情報を参照）。

特殊感覚：投与量のガイドラインを超えていない場合、およびフェリチンレベルが低下
したときに投与量を減らした場合、⾼周波感⾳難聴および/または⽿鳴りはまれです。
投与量のガイドラインを超えない限り、視覚障害はまれです。これらには、視⼒低下、
視⼒障害、失明、視⼒障害、夜間失明、視野⽋損、暗点、網膜症（⾊素性変性）、視神
経炎、⽩内障が含まれる場合があります（警告を参照）。

呼吸器系：急性呼吸窮迫症候群（呼吸困難、チアノーゼ、および/または間質性浸潤を伴
う）（警告を参照）。
肌：⾮常にまれな全⾝性発疹。
泌尿⽣殖器：排尿障害、腎機能障害（禁忌を参照）。
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過剰投与
急性毒性
静脈内LD50s（mg / kg）：マウス、287; ラット、329。

徴候と症状

過剰摂取または不注意な静脈内ボーラス投与/急速な静脈内注⼊の不注意な投与は、低⾎
圧、頻脈および胃腸障害に関連している可能性があります。急性ではあるが⼀過性の視
⼒喪失、失語症、興奮、頭痛、悪⼼、蒼⽩、昏睡、徐脈、急性腎不全などの中枢神経系
抑制が報告されています。

処理
特定の解毒剤はありません。延期は中⽌され、適切な対症療法が⾏われるべきです。

Desferalは容易に透析可能です。

投薬と管理
急性鉄中毒

筋⾁内投与
このルートが推奨され、ショックを受けていないすべての患者に使⽤する必要があります。

最初に1000mgの⽤量を投与する必要があります。これに続いて、2回の投与で4時間ごとに
500mgを投与することができます。臨床反応に応じて、その後の500 mgの投与量は4〜12
時間ごとに投与される場合があります。投与量の合計は、24時間で6000mgを超えてはなり
ません。筋⾁内投与の再構成⼿順については、以下の表1を参照してください。

表1：筋⾁内投与の準備
注射⽤滅菌⽔でデスフェラルを再構成する

バイアルサイズ 滅菌量
注射⽤⽔
に必要
再構成

総薬物含有量
再構成後

再構成後の1mLあたりの
最終濃度

500mg 2 mL 500 mg / 2.35 mL 210 mg / mL
2グラム 8 mL 2グラム/9.4mL 213 mg / mL

再構成されたデスフェラル溶液は⻩⾊の溶液です。溶液を抜く前に、薬剤を完全に
溶解する必要があります。注射⽤滅菌⽔で再構成されたデスフェラル使い捨てで
す。未使⽤部分は廃棄してください。

静脈内投与



7ページ

このルートは、⼼⾎管虚脱状態の患者にのみ使⽤し、その後、ゆっくりと注⼊すること
によってのみ使⽤する必要があります。注⼊速度は、投与された最初の1000MGで
15MG / KG/HRを超えてはなりません。後続のIV投与は、必要に応じて、125 MG / HRを
超えないように、より遅い速度で⾏う必要があります。

再構成された溶液は、⽣理⾷塩⽔（例えば、０．９％塩化ナトリウム、０．４５％塩化ナトリウム）、⽔
中のグルコース、またはリンガーの乳酸溶液に加えられる。

1000mgの初期⽤量は15mg/kg/hrを超えない速度で投与されるべきです。これに続いて、2
回の投与で4時間かけて500mgを投与することができます。臨床反応に応じて、500mgのそ
の後の⽤量が4〜12時間にわたって投与される場合があります。投与量の合計は、24時間で
6000mgを超えてはなりません。
患者の臨床状態が許せばすぐに、静脈内投与を中⽌し、薬物を筋⾁内投与する必要が
あります。静脈内投与の再構成⼿順については、以下の表2を参照してください。

表2：静脈内投与の準備
注射⽤滅菌⽔でデスフェラルを再構成する

バイアルサイズ 滅菌量
注射⽤⽔
に必要
再構成

総薬物含有量
再構成後

再構成後の1mLあたりの
最終濃度

500mg 5 mL 500 mg / 5.3 mL 95 mg / mL

2グラム 20 mL 2グラム/21.1mL 95 mg / mL

再構成されたデスフェラル溶液は、等張で、透明で、無⾊からわずかに⻩⾊がかった溶
液です。溶液を抜く前に、薬剤を完全に溶解する必要があります。注射⽤滅菌⽔で再構
成されたデスフェラル使い捨てです。未使⽤部分は廃棄してください。

慢性鉄過剰症

以下の投与経路のうち、より効果的なものは、患者ごとに個別に選択する必要がありま
す。
筋⾁内投与
500〜1000mgの1⽇量を筋⾁内投与する必要があります。さらに、輸⾎された⾎液の
各単位で2000mgを静脈内投与する必要があります。ただし、デスフェラルは⾎液と
は別に投与する必要があります。静脈内注⼊の速度は15mg/kg/hrを超えてはなりませ
ん。1⽇の総投与量は、輸⾎がない場合は1000 mgを超えてはならず、3単位以上の⾎
液または濃厚⾚⾎球を輸⾎した場合でも6000mgを超えてはなりません。筋⾁内投与
の再構成⼿順については、以下の表3を参照してください。

表3：筋⾁内投与の準備
注射⽤滅菌⽔でデスフェラルを再構成する

バイアルサイズ 滅菌量 総薬物含有量 あたりの最終濃度
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注射⽤滅菌⽔でデスフェラルを再構成する
注射⽤⽔
に必要
再構成

再構成後 再構成後のmL

500mg 2 mL 500 mg / 2.35 mL 210 mg / mL
2グラム 8 mL 2グラム/9.4mL 213 mg / mL

再構成されたデスフェラル溶液は⻩⾊の溶液です。溶液を抜く前に、薬剤を完全に
溶解する必要があります。注射⽤滅菌⽔で再構成されたデスフェラル使い捨てで
す。未使⽤部分は廃棄してください。
⽪下投与
1000〜2000 mg（20〜40 mg / kg /⽇）の1⽇量は、継続的なミニ注⼊を提供できる⼩型のポー
タブルポンプを使⽤して、8〜24時間にわたって投与する必要があります。注⼊の期間は個別
化する必要があります。⼀部の患者では、24時間にわたって同じ⽤量を投与した場合と同様
に、8〜12時間の短時間の注⼊後に同じ量の鉄が排泄されます。⽪下投与の再構成⼿順につい
ては、以下の表4を参照してください。

表4：⽪下投与の準備
注射⽤滅菌⽔でデスフェラルを再構成する

バイアルサイズ 滅菌量
注射⽤⽔
に必要
再構成

総薬物含有量
再構成後

再構成後の1mLあたりの
最終濃度

500mg 5 mL 500 mg / 5.3 mL 95 mg / mL

2グラム 20 mL 2グラム/21.1mL 95 mg / mL

再構成されたデスフェラル溶液は、等張で、透明で、無⾊からわずかに⻩⾊がかった溶
液です。溶液を抜く前に、薬剤を完全に溶解する必要があります。注射⽤滅菌⽔で再構
成されたデスフェラル使い捨てです。未使⽤部分は廃棄してください。

再構成後の安定性

製品は、微⽣物学的安全性のために、再構成後（3時間以内に治療を開始）に使⽤する必
要があります。検証済みの無菌条件下で（無菌技術を使⽤した無菌層流フード内で）再
構成を⾏う場合、製品は使⽤前に最⼤24時間室温で保管できます。再構成した溶液を冷
やさないでください。溶媒中または⽰された以外の条件下でデスフェラルを再構成する
と、沈殿が⽣じる可能性があります。濁った解決策は使⽤しないでください。

供給⽅法
バイアル-それぞれ500mgの滅菌済み凍結乾燥デフェロキサミンメシレートを含む

4つのバイアルのカートン……………………………………………NDC0078-0467-91バ

イアル-それぞれ2gの滅菌済み凍結乾燥デフェロキサミンメシレートを含む
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4バイアルのカートン……………………………………………NDC0078-0347-5125°C（77°F）を超

えて保管しないでください。
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