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【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
1．重篤な腎障害のある患者（透析又は血液ろ過を実
施している患者を除く）［窒素化合物の負荷により
原病の症状を悪化させるおそれがある。］（「1．慎重
投与」の項（3）、「2．重要な基本的注意」の項（2）参
照）

2．肝障害以外のアミノ酸代謝異常のある患者［アミ
ノ酸インバランスを助長させるおそれがある。］

【組成・性状】
1．組成
本剤は下記の成分を含有する。

成分 １袋（200mL）中 １袋（300mL）中 １袋（500mL）中

L‐イソロイシン 1.840g 2.760g 4.600g

L‐ロイシン 1.890g 2.835g 4.725g

L‐リシン酢酸塩 0.790g 1.185g 1.975g

L‐メチオニン 0.088g 0.132g 0.220g

L‐フェニルアラニン 0.060g 0.090g 0.150g

L‐トレオニン 0.428g 0.642g 1.070g

L‐トリプトファン 0.140g 0.210g 0.350g

L‐バリン 1.780g 2.670g 4.450g

L‐アラニン 1.680g 2.520g 4.200g

L‐アルギニン 3.074g 4.611g 7.685g

L‐アスパラギン酸 0.040g 0.060g 0.100g

L‐ヒスチジン 0.620g 0.930g 1.550g

L‐プロリン 1.060g 1.590g 2.650g

L‐セリン 0.520g 0.780g 1.300g

L‐チロシン 0.080g 0.120g 0.200g

グリシン 1.080g 1.620g 2.700g

アミノ酸合計 15.170g 22.755g 37.925g

アミノ酸濃度 7.585w／v%

添加物 １袋（200mL）中１袋（300mL）中１袋（500mL）中

L‐システイン 0.050g 0.075g 0.125g

亜硫酸水素ナトリウム 0.050g 0.075g 0.125g

氷酢酸（pH 調節剤） 適量 適量 適量

総窒素量　　　　　　：13.18mg／mL
遊離アミノ酸濃度　　：7.470w／v%
分岐鎖アミノ酸濃度　：2.755w／v%
Fischer 比※　　　　　：54.13
※分岐鎖アミノ酸／（フェニルアラニン＋チロシン）〔モル比〕

電解質量　Na＋　　　　：約３mEq／L
Acetate－　　：約100mEq／L

2．製剤の性状
本剤は無色澄明の液である。

pH 浸透圧比※

6.6～7.6 約３
※生理食塩液に対する比

剤形：水性注射剤

3．製剤的事項
本剤に使用のプラスチックバッグの規格は次のとおり
である。

予備容量
200mL プラスチックバッグ 約250mL
300mL プラスチックバッグ 約180mL
500mL プラスチックバッグ 約220mL

（落差45cmで混注したときの混注可能量）

【効能又は効果】
慢性肝障害時における脳症の改善

【用法及び用量】
通常、成人１回500mL を点滴静注する。投与速度は、通
常、成人500mL あたり180分以上を基準とする。
経中心静脈輸液法を用いる場合は、本品の500mL を糖質輸
液等に混和し、24時間かけて中心静脈内に持続注入する。
なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

【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）高度のアシドーシスのある患者［大量投与によりア
シドーシスを悪化させるおそれがある。］

（2）うっ血性心不全のある患者［循環血液量の増加によ
り心負荷増大のおそれがある。］

（3）透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のあ
る患者［アミノ酸の代謝産物である尿素等の滞留が
おこるおそれがある。］（「2．重要な基本的注意」の項
（2）参照）

2．重要な基本的注意
（1）本剤の投与により血中アンモニア値の上昇がみら
れ、同時に、精神・神経症状の悪化が認められた場
合は、本剤の投与を一時中止するか、他の治療法に
変更すること。

（2）透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のあ
る患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の
方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸
塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態
を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断する
こと。

3．副作用
承認時までの症例243例中、副作用発現症例数９例
（3.7％）、副作用発現件数９件（3.7％）であった。
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主な副作用は悪心、嘔気（各0.8％）、発汗、一過性の血
中アンモニアの上昇、血管痛、蕁麻疹、低血糖による
手足の振戦（各0.4％）であった。

頻度不明 0.1～５％未満

過敏症 発疹等

消化器 悪心・嘔気等

循環器 胸部不快感、心悸亢進等

糖代謝 低血糖

大量・急速
投与

アシドーシス 一過性の血中アンモニア
値の上昇

その他 悪寒、発熱、頭痛、血管
痛、発汗

4．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減量す
るなど注意すること。
5．小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安
全性は確立していない。（使用経験がない）
6．適用上の注意
（1）投与前
1）結晶が析出することがあるので、このような場合
には50～60℃に温めて溶解後これを体温付近まで
放冷して使用すること。
2）完全に澄明でないものは使用しないこと。
3）開封後は速やかに使用し、残液は決して使用しな
いこと。

（2）投与時
酢酸イオン約100mEq／L が含まれているので、大量投
与時又は電解質液を併用する場合には電解質バラン
スに注意すること。

（3）投与速度
ゆっくり静脈内に投与すること。

【薬物動態】1）

健康成人男子に500mL及び1,000mLを点滴静注し、血漿中
アミノ酸濃度並びに尿中排泄について検討した結果、血
漿中総アミノ酸濃度は投与終了直後に最高値に達し、そ
の後速やかに減少し、24時間後には前値に復するという
推移を示した。また、血漿アミノ酸パターンは、本剤の
アミノ酸組成をほぼ反映したものであった。尿中排泄に
ついては、尿中含量の高いアミノ酸（トレオニン、セリ
ン、グリシン、ヒスチジン、リシン）の排泄量が本剤の
投与量に比例して増加することが認められた。

【臨床成績】
1．一般臨床成績
肝性脳症又は高アンモニア血症を呈する慢性肝不全患
者を対象に検討した結果は以下のとおりである。

「改善」以上
の改善率

「有用」以上
の有用率

肝性脳症 78.2％（68／87） 63.2％（55／87）

高アンモニア血症 64.7％（11／17） 52.9％（９／17）

2．比較対照試験2）

肝性脳症を呈する慢性肝不全患者を対象に、比較検討
した結果、500mL 投与で、「改善」以上の改善率は77.2％
（34／44）、「有用」以上の有用率は63.6％（28／44）を示
し、速やかなアンモニア低下効果が確認された。

【薬効薬理】
1．神経症状改善効果3，4）

本剤は、四塩化炭素慢性肝障害ラットにおいて、神経
症状の改善、血漿アンモニア濃度の低下並びにアンモ
ニア誘発昏睡の抑制を示した。
また、門脈・下大静脈吻合犬を用いた検討でも、同様
の結果が得られた。
2．脳波、血漿及び脳内遊離アミノ酸濃度並びに脳内アミ
ン代謝の改善効果5，6）

本剤は、門脈・下大静脈吻合ラットにおいて、アンモ
ニア誘発異常脳波を抑制した。また、血中アンモニア
低下効果と血漿 Fischer 比の改善により、血漿及び脳内
インドールアミン代謝の異常を改善した。
3．アンモニア代謝促進機序7）

肝尿素サイクルの活性化、脳及び筋肉におけるグルタ
ミン合成系の亢進に加え、腎臓におけるアンモニア排
泄の促進により、アンモニア代謝を速やかに促進する
と推測された。

【取扱い上の注意】
1．薬液の着色、漏出、あるいは外袋中に水滴が認められ
るものは使用しないこと。

2．薬液の着色防止のため、外袋は使用直前まで開封しな
いこと。（製剤の安定性を保持するために脱酸素剤を封
入しています。）

3．外袋が破損すると薬液が着色するので傷つけない様注
意すること。

4．通気針は不要。
5．ゴム栓を保護しているシールがはがれているときは使
用しないこと。

6．注射針はゴム栓の刺針部（凹部）にまっすぐ刺し入れ
ること。斜めに刺すと、ゴム栓や排出口内壁の削り片
が薬液中に混入したり、容器を刺通し液漏れの原因と
なることがある。また、同一箇所を繰り返し刺さない
こと。

7．容器の目盛りは目安として使用すること。
8．本製品は、連結管（Ｕ字管）を用いたタンデム方式に
よる投与はできないので、２バッグを同時又は連続し
て投与する場合は、Ｙ字タイプの輸液セットを使用す
ること。

【包装】
200mL ×30袋（プラスチックバッグ）
300mL ×30袋（プラスチックバッグ）
500mL ×20袋（プラスチックバッグ）
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