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【組成・性状】

販　売　名 ニューロタン®錠
25mg

ニューロタン®錠
50mg

ニューロタン®錠
100mg

剤形・色調 円形・フィルムコーティング錠・
白色

ティアドロップ
形・フィルムコ
ーティング錠・
白色

有効成分の名称 日本薬局方　ロサルタンカリウム
含　　　量 25mg 50mg 100mg

添　加　物

乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セル
ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメ
ロース、ステアリン酸マグネシウム、酸化チタン、
カルナウバロウ

外

形

表面
直径：5. 7mm 直径：7. 6mm 長径：11. 0mm

短径：　7. 5mm

裏面

側面
厚さ：2. 8mm 厚さ：3. 3mm 厚さ：4. 4mm

識別コード
951 952

960

【効能・効果】
1. 高血圧症
2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症

【用法・用量】
1. 高血圧症：
通常、成人にはロサルタンカリウムとして25～50mgを 1 日
1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する
が、 1日100mgまで増量できる。

2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症：
通常、成人にはロサルタンカリウムとして50mgを 1 日 1 回
経口投与する。なお、血圧値をみながら 1 日100mgまで増
量できる。ただし、過度の血圧低下を起こすおそれのある
患者等では25mgから投与を開始する。

【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のあ

る患者〔「重要な基本的注意」の項参照〕
（2）高カリウム血症の患者〔「重要な基本的注意」の項参照〕
（3）重篤な腎機能障害のある患者〔高カリウム血症があらわ

れやすい。また、腎機能の悪化が起きるおそれがあるの
で、血清クレアチニンが2. 5mg／dL以上の場合には、投
与量を減らすなど慎重に投与すること。（「重要な基本的
注意」の項参照）〕

（4）肝機能障害又はその既往のある患者〔外国において、健
康成人と比較して軽・中等度のアルコール性肝硬変患者
ではロサルタンの消失速度が遅延し、ロサルタン及びカ
ルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約 5 倍及び約 2 倍に
上昇することが報告されている。〕

（5）脳血管障害のある患者〔過度の降圧が脳血流不全を惹起
し、病態を悪化させるおそれがある。〕

（6）体液量が減少している患者（利尿降圧剤投与中、厳重な
減塩療法中、血液透析中）〔「重要な基本的注意」の項参
照〕

（7）高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕
2. 重要な基本的注意
（1）両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のあ

る患者においては、腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低
下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避
けること。

（2）高カリウム血症の患者においては、高カリウム血症を増
悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断
される場合を除き、使用は避けること。また、腎機能障
害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値
が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現する
おそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。

（3）アリスキレンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム
血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状
態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが
60mL／min／1. 73m2未満の腎機能障害のある患者へのア
リスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと
判断される場合を除き避けること。

<効能・効果に関連する使用上の注意>
高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症の場合

高血圧及び蛋白尿（尿中アルブミン／クレアチニン比300mg
／g以上）を合併しない患者における本剤の有効性及び安全
性は確認されていない。

<用法・用量に関連する使用上の注意>
高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎症
に対して、本剤を投与後、血清クレアチニン値が前回の検
査値と比較して30％（あるいは 1 mg／dL）以上増加した
場合、及び糸球体ろ過値、 1 ／血清クレアチニン値の勾配
等で評価した腎機能障害の進展速度が加速された場合は、
減量あるいは投与中止を考慮すること。

貯法：気密容器、室温保存
（開封後は湿気を避けて保存すること）

使用期間： 3年
使用期限：外箱に表示（使用期限内であっても、

開封後はなるべく速やかに使用すること）

※※2014年 6 月改訂（第25版）
※2013年 9 月改訂

－ 1－

AーⅡアンタゴニスト
日本薬局方　ロサルタンカリウム錠

日本標準商品分類番号
872149

25mg 50mg 100mg
承 認 番 号 22100AMX00387000 22100AMX00388000 22100AMX00232000
薬 価 収 載 2009年 3 月
販 売 開 始 1998年 8 月 2009年 3 月
国 際 誕 生 1994年 9 月
効 能 追 加 2006年 4 月 －
再審査結果 2013年 6 月

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋によ
り使用すること

※

【禁　忌（次の患者には投与しないこと）】
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人〔「妊婦、
産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

（3）重篤な肝障害のある患者〔「慎重投与」の項参照〕
（4）アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の

降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著し
く不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障
害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告
されている。〕〔「重要な基本的注意」の項参照〕
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（4）本剤の投与によって、一過性の血圧低下（ショック症状、
意識消失、呼吸困難等を伴う）を起こすおそれがあるの
で、そのような場合には投与を中止し適切な処置を行う
こと。また、本剤投与中は定期的（投与開始時： 2 週間
ごと、安定後：月 1 回程度）に血圧のモニタリングを実
施すること。特に次の患者では投与は少量より開始し、
増量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に
行うこと。
ア．利尿降圧剤投与中の患者
イ．厳重な減塩療法中の患者
ウ．血液透析中の患者

（5）降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることが
あるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を
操作する際には注意させること。

（6）手術前24時間は投与しないことが望ましい。
（7）本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与中にま

れに肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告がある。
肝機能検査を実施するなど、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行
うこと。

（8）2 型糖尿病における糖尿病性腎症の患者では貧血があら
われやすいので、本剤投与中は定期的（投与開始時： 2週
間ごと、安定後：月 1 回程度）に血液検査を実施するな
ど観察を十分に行い、異常が認められた場合には貧血の
原因を考慮し、適切な処置を行うこと。

（9）2 型糖尿病における糖尿病性腎症の患者では血清カリウ
ム上昇及び血清クレアチニン上昇があらわれやすいので、
本剤投与中は定期的（投与開始時：2週間ごと、安定後：
月 1 回程度）に血清カリウム値及び血清クレアチニン値
のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。血清
カリウム値及び血清クレアチニン値に異常が認められた
場合には、適切な処置を行うこと。特に、本剤とアンジ
オテンシン変換酵素阻害剤を併用した場合、急性腎不全、
高カリウム血症のリスクが増加するとの報告があるため、
本剤とアンジオテンシン変換酵素阻害剤を併用する際に
は注意すること。

3. 相互作用
本剤は、主に薬物代謝酵素チトクロームP450 2C9（CYP2C9）
により活性代謝物であるカルボン酸体に代謝される。
〔併用注意〕（併用に注意すること）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
カリウム保持性利尿
剤：
スピロノラクトン
トリアムテレン等
カリウム補給剤：
塩化カリウム
アンジオテンシン変
換酵素阻害剤

血清カリウム上昇、高
カリウム血症を起こす
おそれがある。

併用によりカリウ
ム貯留作用が増強
するおそれがある。
腎機能障害のある
患者には特に注意
すること。
また、本剤とアン
ジオテンシン変換
酵素阻害剤及びカ
リウム保持性利尿
剤の 3 剤併用の場
合には特に注意す
ること。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
アリスキレン 腎機能障害、高カリウ

ム血症及び低血圧を
起こすおそれがあるた
め、腎機能、血清カリ
ウム値及び血圧を十分
に観察すること。なお、
eGFRが60mL／min／
1. 73m2未満の腎機能障
害のある患者へのアリ
スキレンとの併用につ
いては、治療上やむを
得ないと判断される場
合を除き避けること。

併用によりレニ
ン・アンジオテン
シン系阻害作用が
増強される可能性
がある。

アンジオテンシン変
換酵素阻害剤

腎機能障害、高カリウ
ム血症及び低血圧を
起こすおそれがあるた
め、腎機能、血清カリ
ウム値及び血圧を十分
に観察すること。

非ステロイド性消炎
鎮痛剤：
インドメタシン等

本剤の降圧作用が減弱
されるおそれがある。

プロスタグランジ
ンの合成阻害作用
により、本剤の降
圧作用を減弱させ
る可能性がある。

腎機能が悪化している
患者では、さらに腎機
能が悪化するおそれが
ある。

プロスタグランジ
ンの合成阻害作用
により、腎血流量
が低下するためと
考えられる。

リチウム：
炭酸リチウム

リチウム中毒が報告さ
れているので、血中リ
チウム濃度に注意する
こと。

本剤のナトリウム
排泄作用により、
リチウムの蓄積が
起こると考えられ
ている。

4. 副作用
臨床試験（治験）
1. 高血圧症
国内で実施された臨床試験で副作用が報告されたのは総
症例709例中71例（10. 0％）であり、主な副作用は頭痛
13例（1. 8％）、めまい 9 例（1. 3％）、嘔吐・嘔気 6 例
（0. 8％）、ほてり 5 例（0. 7％）であった。また、主な
臨床検査値異常は、ALT（GPT）上昇19例（2. 7％）、
AST（GOT）上昇15例（2. 1％）、CK（CPK）上昇15例
（2. 7％）、総コレステロール上昇11例（1. 6％）、LDH上昇
10例（1. 4％）、赤血球減少10例（1. 4％）であった。
なお、65歳以上の高齢者における副作用発現率は9. 6％
（156例中15例）で、65歳未満の非高齢者群（553例中56例、
10. 1％）と同様であり、主な副作用はめまい 4例（2. 6％）
及び頭痛 2例（1. 3％）であった。

2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症
国際共同試験（国内症例含む）で総症例751例中、副作用
は129例（17. 2％）に認められ、主なものはめまい34例
（4. 5％）、高カリウム血症28例（3. 7％）、低血圧19例（2. 5
％）、無力症／疲労12例（1. 6％）であった。また、臨床
検査値の異常変動は、111例（14. 8％）に認められ、主
なものは血清カリウム上昇89例（11. 9％）、クレアチニン
上昇30例（4. 0％）、BUN上昇10例（1. 3％）であった。

※※
※

※※

－ 2－
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再審査終了時
1. 使用成績調査
高血圧症患者を対象とした使用成績調査において、副作
用が報告されたのは安全性集計対象症例5, 729例中、249
例（4. 3％）であり、主な副作用はめまい34例（0. 6％）、
咳嗽16例（0. 3％）、頭痛13例（0. 2％）、発疹12例（0. 2％）
であった。また、主な臨床検査値異常は、クレアチニン
上昇19例（0. 3％）、BUN上昇17例（0. 3％）であった。な
お、本調査に引き続き実施された長期の特定使用成績調
査（観察期間：15ヵ月）において副作用が報告されたの
は、710例中16例（2. 3％）であり、副作用発現傾向及び
頻度は使用成績調査と比較して特に変わらなかった。

2. 特定使用成績調査（ 5 年間の長期使用に関する調査：
J-HEALTH）
高血圧症患者を対象とした 5 年間の長期使用に関する調
査において、副作用が報告されたのは安全性評価対象症
例29, 850例中1, 081例（3. 6％）であり、主な副作用はめ
まい89例（0. 3％）、肝機能異常77例（0. 3％）、頭痛52例
（0. 2％）であった。また、主な臨床検査値異常は、血圧
低下35例（0. 1％）、CK（CPK）上昇32例（0. 1％）、BUN
上昇30例（0. 1％）であった。

3. 特定使用成績調査（高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病
における糖尿病性腎症）
高血圧及び蛋白尿を伴う 2 型糖尿病における糖尿病性腎
症患者を対象とした特定使用成績調査において、副作用
が報告されたのは安全性評価対象症例780例中、40例（5. 1
％）であり、主な副作用は高カリウム血症 8 例（1. 0％）
であった。臨床検査値異常はクレアチニン上昇 6例（0. 8
％）であった。

副作用の頻度は「高血圧症」を対象とした臨床試験、使用成
績調査及び特定使用成績調査、並びに「高血圧及び蛋白尿を
伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症」を対象とした臨床試
験及び特定使用成績調査の合計より算出した。
（1）重大な副作用

次のような副作用があらわれることがあるので、症状が
あらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行う
こと。
1）アナフィラキシー（頻度不明）：不快感、口内異常感、
発汗、蕁麻疹、呼吸困難、全身潮紅、浮腫等が症状と
してあらわれることがあるので観察を十分に行うこと。

2）血管浮腫（0. 1％未満）：顔面、口唇、咽頭、舌等の腫
脹が症状としてあらわれることがあるので観察を十分
に行うこと。

3）急性肝炎（0. 1％未満）または劇症肝炎（頻度不明）
4）腎不全（0. 1％未満）
5）ショック（頻度不明）、失神（0. 1％未満）、意識消失
（0. 1％未満）：ショック、血圧低下に伴う失神、意識消
失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ち
に適切な処置を行うこと。特に血液透析中、厳重な減
塩療法中、利尿降圧剤投与中の患者では低用量から投
与を開始し、増量する場合は患者の状態を十分に観察
しながら徐々に行うこと。

6）横紋筋融解症（0. 1％未満）：筋肉痛、脱力感、CK
（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴と
する横紋筋融解症があらわれることがあるので、この
ような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意す
ること。

7）高カリウム血症（0. 1％）：重篤な高カリウム血症があ
らわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

8）不整脈（0. 1％未満）：心室性期外収縮、心房細動等の
不整脈があらわれることがあるので、観察を十分に行
い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を
行うこと。

9）汎血球減少（0. 1％未満）、白血球減少（頻度不明）、血
小板減少（0. 1％未満）：汎血球減少、白血球減少、血
小板減少があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置
を行うこと。

10）低血糖（0. 1％未満）：低血糖があらわれることがある
（糖尿病治療中の患者であらわれやすい）ので、観察を
十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中
力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には、投
与を中止し、適切な処置を行うこと。

11）低ナトリウム血症（0. 1％未満）：倦怠感、食欲不振、
嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血
症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直
ちに適切な処置を行うこと。

（2）その他の副作用
次のような症状又は異常があらわれた場合には、投与を
中止するなど適切な処置を行うこと。

種類／頻度 頻度不明 0. 1～ 5 ％未満 0. 1％未満
精神神経系 頭痛、めまい 耳鳴、眠気、不眠、

浮遊感
循環器系 低血圧 調律障害（頻脈等）、

起立性低血圧、胸
痛、動悸

消化器 口内炎、口角炎、
胃不快感、胃潰瘍、
下痢、嘔吐・嘔気、
口渇

肝臓 肝機能障害（AST
（ G O T）上昇、
ALT（GPT）上
昇、LDH上昇等）

黄疸

腎臓 BUN上昇、クレア
チニン上昇

皮膚 多形紅斑、
紅皮症

発疹 光線過敏、紅斑、
瘙痒、蕁麻疹

血液 貧血 赤血球減少、ヘマ
トクリット低下、
好酸球増多

その他 勃起不全 咳嗽 発熱、ほてり、味
覚障害、しびれ感、
眼症状（かすみ、
異和感等）、倦怠感、
無力症／疲労、浮
腫、関節痛、筋痙
攣、筋肉痛、総コ
レステロール上昇、
CK（CPK）上昇、
血中尿酸値上昇、女
性化乳房

5. 高齢者への投与
（1）高齢者では一般に生理機能が低下しているので、患者の

状態に注意すること。
（2）高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされてい

る（脳梗塞等が起こるおそれがある）ので、低用量から
投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投
与すること。

（3）高齢者での体内薬物動態試験で、ロサルタン及びカルボ
ン酸体の血漿中濃度が非高齢者に比べて高くなることが
認められている（非高齢者に比較してロサルタン及びカ
ルボン酸体の血漿中濃度がそれぞれ約 2倍及び約1. 3倍に
上昇）。

（4）高齢者と非高齢者との間で降圧効果及び副作用の発現に
関する差異は認められていない。

※※
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6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
（1）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しない

こと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに
投与を中止すること。〔妊娠中期及び末期に本剤を含むア
ンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された高血圧症の
患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血
圧、腎不全、多臓器不全、頭蓋の形成不全及び羊水過少
症によると推測される四肢の奇形、頭蓋顔面の奇形、肺
の発育不全等があらわれたとの報告がある。〕

（2）本剤投与中は授乳を中止させること。〔動物実験（ラッ
ト）で乳汁中へ移行することが報告されている。〕
（参考）
ラットの周産期及び授乳期に10～100mg／kg／日投与した
試験において、100mg／kg／日で産児死亡の軽度の増加が
認められた。また、各投与群で産児の低体重が認められ、
本試験の無毒性量は追加試験の成績から 5mg／kg／日で
あった。1）、2）

7. 小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していない（使用経験がな
い）。

8. 適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出し
て服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、
硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして
縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されて
いる。〕

【薬物動態】
1. 血中濃度
（1）健康成人にロサルタンカリウム25及び50mgを空腹時に 1 回経口

投与した場合、ロサルタン及びカルボン酸体の血漿中濃度はそれ
ぞれ投与約1時間及び約 3時間でピークに達し、半減期は約2時間
及び約 4時間であり、カルボン酸体のAUC（血漿中濃度曲線下面
積）はロサルタンの約 7倍であった。3）

（2）健康成人にロサルタンカリウム100mgを食後及び空腹時に 1回経
口投与した場合、吸収速度は食後投与で低下したが、吸収量の減
少は僅かであった。3）

（3）健康成人にロサルタンカリウム100mgを 1日 1回 7日間連続経口投
与した場合の血漿中濃度から、ロサルタン及びカルボン酸体の蓄
積性は認められなかった。4）

（4）腎障害を伴う高血圧症患者に、ロサルタンカリウム50mgを食後 1
回経口投与した場合、血清クレアチニン値の高い群ほどロサル
タン並びにカルボン酸体の最高血漿中濃度（Cmax）及びAUCは
大きな値を示した。血清クレアチニン値3. 0mg／dL以上の群で
は1. 5mg／dL未満の群に比較してロサルタンのCmax及びAUC
は2. 4及び2. 2倍に、カルボン酸体では1. 6及び2. 0倍の値を示し
た。5）

（5）高血圧症を伴う透析患者に、ロサルタンカリウム50mgを空腹時
に 1回経口投与した場合、ロサルタンのCmax及びAUCはいずれ
も増加し、健康成人男子及び高血圧症患者と比較してロサルタン
のCmax及びAUCはそれぞれ約 2及び 3～ 4倍の値を示した。6）
外国人のデータでは、透析患者にロサルタンを投与したとき、ロ
サルタン及びカルボン酸体は透析により血漿中から除去されない
ことが報告されている。

（6）健康高齢者及び健康非高齢者に、ロサルタンカリウム50mgを空
腹時に 1回経口投与した場合、ロサルタンの吸収速度及び血漿中
からの消失に差はみられなかったが、高齢者ではロサルタンの
Cmax及びAUCは非高齢者の約 2倍を示した。一方、高齢者にお
けるカルボン酸体の平均Cmax及びAUCは、非高齢者に比べてそ
れぞれ約25及び27％の軽度な増加であった。

2. 代謝・排泄
健康成人にロサルタンカリウム25、50、100又は200mgを 1 回経
口投与した場合、速やかに吸収され、主に肝臓において主代謝物
であるカルボン酸体（イミダゾール環の 5－ヒドロキシメチル基の
酸化物）に変換される。投与後30時間までのロサルタン及びカル
ボン酸体の尿中排泄率は各投与量のそれぞれ3. 2～4. 1％及び6. 1
～7. 9％であった。3）
外国人のデータでは、健康成人に14C標識ロサルタンカリウムを 1
回経口投与したとき、放射能の尿中及び糞中総排泄率はそれぞれ
約35及び58％であった。
（注）本剤の承認された 1回用量は25～100mgである。

【臨床成績】
1. 高血圧症
〈臨床効果〉

国内で実施された二重盲検比較試験を含む臨床試験において、降
圧効果判定採用576例の臨床効果の概要は次のとおりである。
疾　患　名 例　数 下降以上の例数（有効率）
軽・中等症
本態性高血圧症 509 355（69. 7％）

重症高血圧症 　34 　21（61. 8％）
腎障害を伴う
高血圧症 　26 　17（65. 4％）

その他 　　7 　　6（85. 7％）
計 576 399（69. 3％）

なお、第Ⅱ相後期試験で下降と判定され、 1年以上の長期投与を
行った61例中51例（83. 6％）で降圧効果が維持された。また、
軽・中等症本態性高血圧症患者を対象とした二重盲検比較試験に
おいて、降圧効果に関するエナラプリルマレイン酸塩との同等性
が検証され、本剤の有用性が認められている。7）

〈その他〉
（1）65歳以上の高齢者における降圧効果については、高齢者の有効率

が69. 6％（125例中87例）であり、非高齢者群（451例中312例、
69. 2％）と同様であった。

（2）海外で行われたアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤による
咳の既往を有する患者を対象とした二重盲検比較試験で、リシノ
プリル投与群の咳の再発現率（71. 7％）は、ヒドロクロロチアジ
ド投与群（34. 1％）及びロサルタン投与群（29. 2％）より有意に
高く、ロサルタン投与群はヒドロクロロチアジド投与群と同程度
であった。8）なお、国内での二重盲検比較試験における咳の発現率
は、エナラプリルマレイン酸塩の13. 5％（19件）に対し、本剤で
は解析対象例に咳の発現は認められなかった。7）

2. 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型糖尿病における糖尿病性腎症
国際共同試験として実施された二重盲検比較試験（RENAAL試
験）において1, 513例が評価された。本試験の主要エンドポイント
は、血清クレアチニン値倍増、末期腎不全（透析あるいは腎移植
の必要性）及び死亡の複合エンドポイントであった。本剤（327
例）は、プラセボ（359例）に比べて、主複合エンドポイントに到
達するリスクを16. 1％軽減（p=0. 022）させた。さらに、本剤治療
群において、血清クレアチニン値倍増で25. 3％（p=0. 006）、末期
腎不全で28. 6％（p=0. 002）、末期腎不全又は死亡で19. 9％
（p=0. 009）、血清クレアチニン値倍増又は末期腎不全で21. 0％
（p=0. 010）のリスク軽減が認められた。エンドポイント構成要素
である全原因による死亡率については、両治療群間で有意な差は
みられなかった。
本試験の二次エンドポイントは、尿蛋白の変化量、腎症の悪化率、
心血管系疾患の罹病率及び死亡率の複合（心不全による入院、心
筋梗塞、血行再建術、脳卒中、不安定狭心症による入院又は心血
管系疾患による死亡）であった。本剤を平均3. 4年以上投与された
群において、尿蛋白量が平均で34. 3％低下（p<0. 001）した。また、
本剤は、血清クレアチニン値の逆数の傾きにより評価される腎機
能低下率を13. 9％（p=0. 003）低下させた（低下率の中央値18. 5％、
p=0. 01）。一方、心血管系疾患の罹病率及び死亡率の複合エンドポ
イントでは、本剤治療群（247例）とプラセボ群（268例）との間
に有意な差はみられなかったが、これは本試験がこのような効果
に対する検出力を持ち合わせていなかったためである。なお、本
試験における本剤の忍容性は良好であり、副作用による中止例の
割合はプラセボ群と同等であった。9）

【薬効薬理】
ロサルタンカリウムは経口投与後速やかに吸収され、その一部が主代
謝物であるカルボン酸体に変換される。ロサルタン及びカルボン酸体
は、いずれも生理的昇圧物質であるアンジオテンシンⅡ（A－Ⅱ）に対
して、その受容体において特異的に拮抗し、降圧効果を発揮する。
1. アンジオテンシン受容体拮抗作用
（1）A－Ⅱ受容体にはサブタイプが知られており、ロサルタン及びカル

ボン酸体は、AT1受容体と選択的に結合し、A－Ⅱの生理作用を阻
害するが、アゴニスト作用は示さない。10）～12）ブラジキニン分解酵
素であるACE（キニナーゼⅡ）には直接の影響を及ぼさない。13）

（2）実験動物（ラット、サル等）に対する外因性A－Ⅱ昇圧反応を抑制
する。11）、12）
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2. 降圧作用
ロサルタンカリウム及びカルボン酸体は高血圧自然発症ラット14）、15）、
腎性高血圧ラット14）、16）、高血圧自然発症イヌ17）、脳卒中易発症高
血圧自然発症ラット18）等の高血圧モデル動物において、血圧を下
降させ、連続経口投与中安定した降圧効果を示す。また、血圧の
下降に伴う心拍数の増加を認めず、投与中止に伴う血圧のリバウ
ンド現象は生じない。14）

3. 腎保護作用
ロサルタンは腎の輸出細動脈を選択的に拡張させ、糸球体内圧を
低下させることにより糸球体への過剰負荷を改善する。19）また、
ストレプトゾトシン誘発糖尿病ラット（インスリン依存性糖尿病
モデル）20）、自然発症インスリン非依存性糖尿病マウス21）、 5 ／ 6
腎切除ラット22）等、糖尿病及び非糖尿病性の腎障害モデル動物に
おいて尿中蛋白排泄量の増加並びに腎組織障害を抑制する。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：ロサルタンカリウム（Losartan Potassium）
化学名：Monopotassium 5-｛［4' -（2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-

1H-imidazol-1-yl）methyl］biphenyl-2-yl｝-1H-tetrazol-1-ide
分子式：C22H22ClKN6O
分子量：461. 00
性　状：白色の結晶性の粉末である。

水に極めて溶けやすく、メタノール又はエタノール（99. 5）
に溶けやすい。

構造式：

【包　　装】
ニューロタン®錠25mg　　 1 錠　　25mg：PTP　100錠（10錠×10）

500錠（10錠×50）
700錠（14錠×50）

：瓶　　500錠
ニューロタン®錠50mg　　 1 錠　　50mg：PTP　100錠（10錠×10）

500錠（10錠×50）
700錠（14錠×50）
1000錠（10錠×100）

：瓶　　500錠
ニューロタン®錠100mg　 1 錠　100mg：PTP　100錠（10錠×10）
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22）Pollock, D. M. et al.：J Pharmacol. Exp. Ther., 267：657, 1993

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】
ＭＳＤ株式会社　ＭＳＤカスタマーサポートセンター
東京都千代田区九段北1－13－12
医療関係者の方：フリーダイヤル0120－024－961

7525－33

－ 5－



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


