
××5 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので 少量 (「 Л法

遇肯≒う多ξ雪をラ号這畿欝露][暑f:譜髪ξ含轟サ:Ztiil川
0 妊婦 産婦 授乳婦等への投与

延婦又は妊娠している可能性のある婦人及び景乳婦には,与
しないこと [外 国において 本llを 投与された患者て胎児死

亡が報告されてお り また 本剤は動物実験で妊娠及び胎児

への影響が認められている ]

×X7 4明 等への投与
2歳以上の小児脳性i口患者における下餃痙縮に・Iう 尖足以外の

饉応では小児に●●る安全tは確立していない(使月織 ない).

小児において本剤による治療 11に 死亡 llが 報告されており

その中には菫度の神経筋疾患 嗜下困難 哺 ド性肺炎 疸葉

発r 心減疾患等の危険因子 を有する症例も認められた。四

腹麻痺の患者 経管栄養補綸を受けている患者スは哺下性肺

炎や肺疾患の既往を有する患者等 "度 の時首を有する|ヽ 児

患者に投与する場合には 観察を十分に,う こ|.
3 過量投与

に, 投与部位及び周辺部位に過剰な来理反応である脱力 筋内

麻痺等の局所性の日llF用 があらわれることがある また

外国において 投与筋以外の撻隔筋に対する影響が疑われ

る呼吸困難 筋無力症が報告されている [「その他の注К■J

の項参照]

曖 屁にボツリメス中毒症憮 全身性の脱力及び筋肉麻庫など)

が発フした時点での抗毒素投与は 無効である

rlも 報告されている これらの症例には 心臓痴議年の危険

因子を有していた症・lも多く含まれていた

●

' 
外国において 因果関係が明らかでないものの 本剤による

治療中に視神経姜縮が生じ 視力が低下した症例の報告があ

るので 本剤投,時に視力検査を実施することが2ま しい

n 外国におい て 妊娠初期に本剤
"0単

位を投与された患者で

l明の死亡力:報告されている

に ラットにおける交配前投与では 本剤の筋弛振作用による後

肢麻障に伴う二次的な影響であると考えられる延振率 受胎

率及び螢胎率の低下が 器官形成期贅与では 胎児体重の減

少がみられた。また マウスにおけるヽ官形成期の間欠投与

による試験において ,化数の減少がみられた

0 動物実験 (ラ ット及びサル)に より 本剤投与部位以外の遠 l●

の筋において 筋姜縮や筋重月減少等の障害が発生したとの

報告がある

【薬 物 動 態】'
(参考 )に

'■―A型ボツリヌス毒素を筋肉内草回投与したときの血栞串濃

量には:骨早像5暑 F場島萬[は

'i号

22た戯可:皐』[λ i:4場呂
問後には 5%に減少し 消失半減期は約10時 間と推定された また

技与後24時間以内に60%が尿中琲泄された

X× 【臨 床 成 続】

晃床試
験において 評価可能な79例 の改善率は下記のとおりである

片側顔面痙零 :国内延べ13施 設で総計97例 について実施された臨

床試驚において 評価可能な
"例

の政書率は下記のとおりである

痙性斜頸 :国内延べ]5施設て総 .‐1lZ例 について実施された臨床試

験において 評価可能な160例 の改善率は下記のとおりである.

(参考 :承認外の月量を言む

'改善度は 『著明改善J「改善J「やや改善J『不変J「増悪Jの 5●

l.で行った

喪思名 改善率 (改善以上,

眼貯痙攣 絆 9%(717'"

片側醸面瑾攣 ■ 5・.(7994)

痙性斜頸 416%“ 9′ 166)

適用上の注意

業与部位

用法及び月量に示すとおり 適用部社の筋肉内にのみ注射す

ること.特に 眼綸筋切餘術施行後の事者に投与する場合は

より正確に目標とする部位を同定するため 必ず筋電計
`用いて筋活動電位を確認すること。

o 調製方法

1)本 剤 lバイアルは日局生理食塩液を用いて溶解する

溶離 の量 (日 局生書食塩液) 溶解篠のボツリヌスな素渡農

"単
位

1 0n[ 50単位70 1nt

2価L 2 5単位70 1nt

4 0■ L 1 25単イ立′0 1mι なヽ 片側顔面痙攣におけるll回 設与時の投与部位は下記のとお

りである

限|・筋
"/94例

 錬眉筋11/04例 前ヨ筋3/94冽  口輸筋25/94例

大頼骨赫 7/94例 イヽ頬骨筋]3/94例  笑筋15794例  オトガイ筋
7′%例 広頸筋l′

"例また El■斜螢にt・ けるII回投与時の崚与割立は下記のとおりである

胸鎖乳突筋120/166例 信帽筋00/160例  板状筋118/166例 斜角

筋9/166例  僧帽筋前緑16′ 160例  肩甲挙筋87160例 拷青l■ 筋
3′ 165例 広頸筋5′ 166例

71917GS`6B

‖Ⅲ

|
溶轍 の量 (日 局生理食塩液) 溶筆後のボッリヌス孝素濃度

100単位

1匝 100単位′01証

2価L 50単位/0■証

4 価 L 25単位/Ol証

8 0ヽL 125単位′0〕 hι

バイアル●l陰圧が保たれていない場合は使用しないこと そ

のパイアルに05%次互塩素酸ナ トリウム溶液を加えて失活

させた後 密閉可能な廃栞袋又は箱に廃栞すること

2)変 l■するので 泡立ちや漱しい撹絆を避けること

3)保存剤を含んていないので 調製後は速やかに使用する
なお 調製蕉は冷凍しないこと.

い)廃葉時

処置後 茂つた菜液は 05%次工塩素酸ナ トリウム溶液を

,1え て失活させた後 宅閉可能な廃棄袋又は箱に魔案する.

また 菓液の触れた器具等は同様に05%j証 塩来酸ナ トリ

ウム溶液を力1え て4-活 させた後 乞閉可能な廃棄袋スは箱

に廃棄する。

Ⅲ 汚染時
1)本剤が飛散した場合はすべて試き取る

溶解前の場合は 05%次工塩素酸ナ トリウム溶液をしみ

込ませた吸収l■素材で拭き 乾かす。

溶解後の場合は 吸収性素材で拭き取つた後に 05●.次

=五
ヽ鷲ナ トリウム溶液で

=き
 乾かす.

2)本 剤が皮膚に付着した場合は 05%次亜塩素酸ナ トリウム

溶液で 5分洸い 水で洸い流す

3)本剤が眼に入った場合は 水で洸い流す

10 その他の注意

●)国果関係は不明であるが 本剤投与後不整脈 心筋樋塞等の

心血管系障害があらわれることがあり 致命的な転帰に至る _5-

■

お |サ る

おヽdf●l As卜●tu s“ 1。

痙縮がある場合150単位を投与

09冽 につ い

量に基づ

与した
本剤高月量群 母指関節に痙縮がない場合2∞単位 母指閾節二

とおりであった
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×X【承 認条件】
: 再害査師・l中 は 使用症例の全例を整録制として技月成績調査を

,う とともに すべての重篤な有言事象を把握する適切な措置を

議じること・
2 本剤についての議習を受け 本剤の安全性及び有効性を十分に理

解し 本剤の施こ手技に関する十分な知識 経験のある医師に■
ってのみ用いられるよう 必要な措置を講じること

3 本剤の使用後に失r 魔実が安全 確実に行われるよう 露栞に

ついては葉剤部によ結する傷 所要の措置を議じ 魔莱に関する

記録を■管すること

さ)片例臓面痙撃及び痙世斜頸の適応に限る

X【包 装 】

通気針 (空気針)

注射針

ボトックス注用 5011位 :50単位 Xlバイアル

ボトックスこ月 100単位 :]∞単位 Xlバイアル

X,【

弄
要

番

献

ゝ布に画する試験
2)岩重博康ほか :日 本lFrl学会雑誌 99(6)663368(10,5)

3)丸尾敏夫ほか :限ヽ臨床医報 89(3)340-344(1995)

4)日 綺嵩広ほか :脳 と神経 47(3)710'54(l"5)
5)日 嬌高広ほか :脳 と神経 51(5)42,432(1099)
6)日 崎葛広ほか :脳 と薔幡 47(9)857862(1995)

lo)R Fo● et`l tEut,Neu● 1 23-9(1095)

1い 社内資ll:葉効華理試験

×【資料請求先】
主要文献に記載・ l社内資料につきましても下記にご請求下さい

グラクソ スミスクライン株式会社
〒1518566東京都渋谷区千駄ヶ各4-6■ 5

カスタマー ケア センター

TEL:012056]―Ol,(900～ 1800′土日祝日及_l当 社休ヽ日を除く)

ヽX,012● 501047(24時 間受付 )

※ ボ トックス注日50単位/100単位の廃棄の方法

05%次■塩来酸
ナ トリウム溶液

美液
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2歳以上の小■脳性麻痺患者における下肢痙綸に伴う尖足に対す
る臨床試験は国内において実施されていない

【薬効 薬 理】
1 坐脅神経琲度筋の収鮨に対する作用'

ラット大腿二重筋に投与した試験において 坐着t●経刺激による

靡腹筋収縮の抑制を認める

2 筋弛緩●用閾

マウス片側琲腹癌に■与した尾懸下試験において 投 ケ後比較的

早期に 本利の筋lL饉作用に基づく運動力の低下及び不動時P・Bの

2・
I長を用量依存||に 認める

3 α及び7運動ニューロンに対する機能的除神経作用い

ラット大駆二頭筋に■与した試験において 墜外筋及び筋紡延 (優

内節)で機能的陽神経作用を認める

4 神経再生による機能的鰈神経からの回復い

:`た奇撃:雇篭岳機囁t〔]量「進燎懸13番懸進署『遅喬:
もに終板の拡大を認める

6 作用機序

森鯨21骨驚意會膚抵をほ會憲[薔発瑠

'3:革

]|レ晶を意:li[

を嘔害された神経は 軸素側部からの神経枝の新生により数ヵ月

後には再開適し 筋弛緩4用 は消退する

【有
‐
Nl成分に閲する理化学的知見】

―殺任 A型ボツリヌス毒棄(Bo■血血 T●xbヽ
"A)性 状 :振 り混せるとき 自濁する.

禦‰鰹嚢禁喬経iξf現習殿機皐番「 :もしム議を加えて
失活させた後 密円可能な廃棄袋又は箱に露案してください

●dⅨ
`前・紺m

製造販売元(輸入)

グラクソ・スミスクライン株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-]5
卜は,んハい″g axぃぃlhkine c●,p
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20例 につ いて実施 され

のとお りである
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また 二重盲横期に,き続いて,1盲校下で本剤3m単位を反復投与

したときの各投与回におけるえ関節の両もの推移は下表のとおり
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