
下肢痙縮 :

¨ て緊張筋の同定が困難な場合:,は 筋電計 超音波

検査やスティミュレーター等を用いて注意深く目標とする部

位を同定すること

堕)下腹痙縮患者には 節ごとの適切な部位及び投与量に留意す

ること 〔臨床成績等から 以下のような投与筋 投与三及
び投与部t数が推髯されている 〕
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2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足 :

はヽ 小児脳性麻痺患者における下肢痙絡に伴う尖足で案張筋の

同定が困難な場合には 筋電.l 笹音波検査やステイミュレー

ター等を用いて注意深く日漂とする部位を同定すること

゛ 小児脳性麻痺息者における下反痙縮に伴う尖足の息者には

筋ごとの適切な部上及び投与量に留意し 注射する

饗 骨摩

騰骨

鬱腹 筋内側鑽 」腸 外側面

●即 1典型的な設与艶

【使用上の注意】
X× 1 慎重視与 (次の息者には慎重に■与すること)

● 筋弛緩剤及び筋弛緩作用を有する業剤を投与中の患者 [筋弛

緩作用が増強されることが また 啜下障害の充凛が高まる

おそれがある.](「相互lF月 」の項参照)

 ̈ 慢性の呼吸器障害のある患者 [本剤の投与により 病態を思

化させる可能性がある ]

重篤な筋力低下あるいは姜縮がある事者[本剤の投与により

症状を悪化させる可能性がある ]

開塞隅角緑内障のある患者又はその宗因(狭 隅角等)のある急

者 [本剤はアセチルヨリンの故出抑制lF月 を有するため 症

状を悪イヒさせる可能性がある.]

高齢者 [「高齢者への投与」の項参照]

重要な基本的き憲

(他の筋内図については 下鷹痙縮を参照)i

本剤は眼崚痙摯 片側顔画痙摯 痙性斜頸 ■■痙紺 下肢
“

|

×× 2

1¬

痙締及び 2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢F_縮 に伴

う尖足の適応のみに使用する製剤のため 眉間の表情鐵に対

しては ボトックスビスタ注用50単位を用い添付文書を熟銃
して使用すること これら以外の適応には安全性が確立して
いないのでle対使用しないこと.

0 本剤の設与に際しては 忠者又はそれに代わる適切な者に

次の事項について文書を用いてよく説明し 文書による同意

を得た後 使用する
1)本剤の有効成分は ボツリスス菌によつて産生されるA型ボ

ツリメス毒素である

2)本剤の投与は対症療ltで あり 効果は通常 3～ 4ヵ 月て消失

し 投与を繰 り返す必要がある

3)本剤の設与を長期間繰り返した場合 中和抗体の
=生

により

効果が認められなくなること力`ある
4)日 常生活を制限されていた患者は 本剤投与後 過度の筋収

縮を伴う労作を避け 活動を徐々に再開する

5)痙 性斜頸に対する●剤の 特に初回及び2回 目の投与後 l

2週間は や下障害 声質の変化 息苦しい等の発

'に
留意

するとともに 発滉が認められた場合には 直ちに専門医の

診贅を受ける

6)痙性

"頸
に対する本剤授与後 姿勢の変化により今まで緊張

していなからた筋が緊張することがある

7)本 剤投与後 3～ 4ヵ 月の間に呼峡国軽 脱力感等の体調の

変化があらわれた場合には 直ちに医師に申し出る.

8)妊娠する可能性のある婦人は 投与中及び最終投与後 2r●Iの

月経を経るまでは避延する [妊娠中の投与に関する安全性

は確立していない。]

9)男性は 投与中及び最終投与後少なくとも 3ヵ 月は避妊する

[常子形成期間に投,されることを避けるため ]

性の上昇や筋カバランスの変イヒにより 転倒等が起こりやす

能性がある。効果の減弱がみられる場合には 郷本検査を実

施する 抗体産生がみられない場合は、追加投与することが

できる 抗体が産生された場合には 投与を中止する
「

と.

に, 本剤を限輸筋へ投与する場合は 以下の点に注意すること。

1)投与時苺に視力検査を実施すること力寧 ましい [「 その他の

注意{´Jの項参照]

2服科的観察を研せて実施し 特に眼球を傷害しないように眼

なの保護に十分lLEすること。また 経過観察を十分に行い

眼科的異常があらわれた場合には 直ちに精密検査を受けさ

せること.

0 本剤の眼lr深部への投与により 本剤か眼筋に作用すること

によって複視があらわれることがあるので ,与部L~に十分

注意し 慎重に投与すること.

“

 本剤は 低用量でも閉瞼不全等の副4月発現がみられること

があるので 観察を十分に行いながら慎重に投与すること.

生されることにより 耐性が生じる可
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け | ボツリヌス毒素の投与により 投与筋以外の違隔筋に対する

彰響と考えられる扇1作lnが あらわれることがあり 嗜下難告

肺炎 重度の衰弱等に伴う死亡lFlも報告されている 神経学

い 重大な副十月
1)シ ョック アナフィラ■シー様症状 血着病 (001・・ 未満):

ショック アナフィラ■シー様症よ 血清病を起こす可館性
があるので 本剤の設与に際しては これらの症よの発ヨに

備えること.

また 本剤投与後 悪心等の体調の変化がないか 息者のよ

態を十分観察し 異常がないことを確認すること 呼吸困難

全身綺紅 血管浮腫 発疹等の症状が認められた場合には

役与を中止し 血圧の維持 体液の補充管理 気道の確保

等の道切なll置 を行うこと
2)眼 (044・.):菫富な角膜露出 持続性上皮欠損 角膜潰瘍

角膜穿子tの報告があるので 兎眼 閉瞼不全等があらわれた

場合には 眼メの乾燥を通けるため人工涙液等の点眼剤を投

与するなど適切な処置を行うこと。
3)呼 吸障害 県下障害(063%):東 下障害から哺 下性肺炎を来

し 重篤な呼吸困難に至ったとする報告が また 本剤の投

与部近位への拡散により呼蟻 能低下があらわれることがあ
るので 特に初回及び2回 目の設与後 1 2週間は熊下障害

声質の変化 呼吸困難等の発滉に留意するとともに 発現

が認められた場合には 適切な処置を行うこと
4耀摯発● (猿 度不明〉:痙摯発rあ るいはその再発が報告さ

れているので これ らの症状が認められた場合には 適切

な処置を行うこと 痙彗発rの 素国のある患者に投与する

場合には特に注意すること なお 小児では大部分が脳性麻

痺患者からの報告であった。

い その他の員1作用
このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと.

IJ障害のある息者 (味下困難等を有する息者 脳性麻痺等重

_Fの障害を有する小児患者 痙縮患者つ では この扇lr月
のリスクが増加するため特に注意すること.[悧 r用 J及び
「小児等への投与Jの項参照]

1■ 本剤投与後 脱力感 筋力低下 めまい 視力[下があらわ

れることがあるので 自動車の運転等危険を伴う機械を操

「する腋にはこまさせること (「高1作用」の項参照)

0 本剤はできるだけ少量 (「 用法 Л量Jの初日■与量又は承認

月量の下瞑を参照)か ら■与を開始すること力摯 ましい な

お 友帥 重症度に応して高用量を投与しても 効果は期待

できない場合がある

3 相互件用

併用注意 (併月に注意すること)

薬剤名等 臨床症漱 措置方法 機序 危険因子

筋弛縦剤

ッボクラリン重イヒ物塩

酸塩水和物
グン トロレンナ トリウ

ム水和物等

閉瞼不全 頸部筋脱
力等の過剰な筋jL緩

があらわれるおそれ
がある 哺下障害の

発現が高まるおそれ
がある

筋弛緩4月が増強
されることがある

併用案の抗コリン

作用による口渇

啜下困難等が出現
するため 礫下障

害が増強されるこ

とがある

筋lL緩 4用を有する薬剤

スベクチノマイシン塩

酸塩木和物
アミノ′リコント系抗

生物質
ケンタマイシン抗酸

塩  フラジオマイン

ン鵡 等
ポリベブチド系抗生物質

ポリミキシンB流酸

■l等

テ トラサイクリン系抗
生物質

リンコマイシン系抗生

物質
li痙縮剤

パクロフェン等

抗コリン剤
プテルスコボラミン

臭化効  トリヘキシ

フェニンル墟酸塩年
ベンゾジアゼピン系薬

剤及び類薬
ジアゼパム エチゾ

ラム等
ベンサミト系薬剤

チアプリト塩産塩
スルビリト等

門瞼不全 頸部筋脱

力等の過剰な筋弛緩
があらわれるおそれ

がある 啜下障害の

発,が高まるおそれ

がある

筋弛緩ll用 が増強
されることがある

,用 案の抗コリン

「

月による口渇

嗜下困難等が出]
するため 味 下障

害が増強されるこ

とがある

××4 目1,用
眼瞼痙撃を対燎とした使用成績調査6445例 ■ 652●l(1012%)
に臨床検査値異常を含むコ1作月力報 告された。その主なものは

眼瞼下垂14111(219・・ )兎眼 開瞼不全,38例 (214%)掟 涙

67例 (104%〉 であった(再審査終了時)

片側顔画痙撃を対象とした使用成績調査10288症例中 725例
(706%)に臨床検査値異常を含む扇lr月 が報告された その

主なものは え眼 閉瞼不全195例 (190%)局所性筋力低下

顔面

“

痺者158例 (154%)流洟 0例 (078・.)で あった(再 審

査申請時)`

05～ 2%未満 05%未 満 頻
=不

明

過剰な

筋弛績

作用

兎眼 閉瞼不
全 局所性筋

力低下傾 部筋

脱力 口角下

垂等)限 瞼下

垂 顔面麻痺

眼瞼内反 眼瞼外反

限 流涙 眼の乾燥感 植視 角膜底
爆 霧視(啓)角膜炎 結
膜炎 lR捕 視力低下 眼
脂 蓑明 眼の剌瀬_ユ祖

痙l■斜頸を対象とした使用成績調査6∞4症 l・ l中 343例

“

07・ .)

に臨床検査値異常を含むHlr用 が報告された。その主なものは

哺下障害]40例 (211%)局所lt筋力lF_下 ,・l(085%)発 疹

癬器鵠I潔轟1鷲蝠 卜鍵た[
否定 しきれない突然死が 1例報告されている

脳率中後の上肢痙縮息者をヽ 黎とした国内臨床試験において

総症例 106771■ 1711(16“ %)に 臨床検査値襲常を含む副作用

が報告された その主なものは 脱力 (感 )3例 (283%)CK

対象とした海外臨床試験215例 中 冨14月 発■率は07例 (31・.)

であった その主なものは転倒η例(9・・ )下臓の疼痛 5●l(2
・.)下掟の脱力5例 (2%)全 身の脱力 4例 (2%)で あった

(承認時)

05～ 2%未満 05%未満 頻度不明

厠 囀 発疹 そう澪感 脱毛 (睫

毛眉毛脱落を含む)皮膚炎

多形紅斑

乾癖様皮疹
班状出血

注射部

位

注射部に眼 i射部出血斑聖

注射部疼痛 と射部ひきつ

り感 近隣筋の疼清及
`緊張売進 注射部不快感 a

射純  注射繰

血液 白血球減少 血小板減少

消

`ヒ

器 嘆下障害 食歓不振 嘔気 下痢 □

内乾操 嘔吐
腹 清

精神神

経系

頭痛 感覚鈍麻 めまい

失神 感覚異常 輌颯 神

経根障害

筋骨格 筋緊張先進 筋痛 筋痙縮
四蔵痛 関節痛

弾発指 滑液

包炎

その他 倦怠 (感)脱力(感)発熱
CKCPK)上昇 感冒様症状

Ш4 耳嗚 発汗 呼吸不
今 構誘障害 頻ぱ 転倒

聰力低下 ウ
イルス感染

耳感染 尿失
来 円軒鱚旦

控傷 歩行障害 起立性工 ll[
脱神経性著縮
′筋内を縮

3

2饉以 Lの尖足を有する小 における下肢痙縮を おいて 眼瞼のま部組織に斑状出血が起 こる

されているので 肺
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