
A20473DK2注1）注意－医師等の処方箋により使用すること

ポリエチレン容器

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

⑴ 本剤又はサリチル酸系化合物（アスピリン等）に対し過
敏症の既往歴のある患者
⑵ 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）

【組 成 ・ 性 状】

販売名 ザルソロン静注500mg
有効成分

［１管（10mL）中］ 日局サリチル酸ナトリウム 500．0mg

添加物
［１管（10mL）中］

D-ソルビトール 500．0mg
亜硫酸水素ナトリウム 3．0mg
炭酸水素ナトリウム 適量

性状・剤形 無色～微黄色澄明の注射液
pH 6．0～7．0

浸透圧比 2．9～3．2（生理食塩液を１とする）

【効 能 ・ 効 果】

症候性神経痛

【用 法 ・ 用 量】

サリチル酸ナトリウムとして、通常成人１回0．5～1．0gを１日
１～数回静脈内注射する。なお、年齢・症状により適宜増減
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）
⑴ 本人又は両親・兄弟に他の薬物に対するアレルギー、
蕁麻疹、気管支喘息、アレルギー性鼻炎又は食物アレ
ルギー等のある患者
⑵ 肝又は腎障害のある患者〔肝又は腎障害を悪化させるお
それがある。〕
⑶ 出血傾向のある患者〔血小板機能異常を起こすおそれが
ある。〕
⑷ 消化性潰瘍のある患者〔消化性潰瘍を悪化させるおそれ
がある。〕
⑸ 潰瘍性大腸炎の患者、クローン病の患者〔これらの症状
を悪化させるおそれがある。〕
⑹ 遺伝性果糖不耐症の患者〔本剤の添加剤D-ソルビトー
ルが体内で代謝されて生成した果糖が正常に代謝され
ず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発されるおそれが
ある。〕

２．重要な基本的注意
⑴ サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、
米国においてサリチル酸系製剤とライ症候群との関連
性を示す疫学調査報告があるので、本剤を15歳未満の
水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則
とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与
し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。
［ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、イン
フルエンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔
吐、意識障害、痙攣（急性脳浮腫）と肝臓ほか諸臓器の
脂肪沈着、ミトコンドリア変形、AST（GOT）・ALT
（GPT）・LDH・CK（CPK）の急激な上昇、高アンモニ
ア血症、低プロトロンビン血症、低血糖症等の症状が
短期間に発現する高死亡率の病態である。］

⑵ ショックを起こすことがあるので、経口投与が不可能
な場合又は鎮痛が必要な場合にのみ投与を考慮するこ
と。なお、本剤の使用に際しては、常時直ちに救急処
置のとれる準備をしておくことが望ましい。

⑶ ショック等の反応を予測するため、十分な問診を行う
こと。

⑷ 高熱を伴う幼児・小児及び高齢者又は消耗性疾患の患
者においては、作用が急激にあらわれ、過度の体温下
降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがある。これ
らの患者に投与する必要がある場合には、投与後の患
者の状態に十分注意すること。

⑸ 投与後少なくとも10分間は患者を安静の状態に保たせ、
観察を十分に行うこと。

３．相互作用
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
クマリン系抗凝血
剤
ワルファリン

糖尿病用剤
インスリン製剤
トルブタミド等

これら薬剤の作用
を増強するおそれ
がある。

本剤によりクマリ
ン系抗凝血剤や糖
尿病用剤が血漿蛋
白から遊離するこ
とが考えられる。

４．副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
査を実施していない。
⑴重大な副作用（頻度不明）
1） ショック：ショックがあらわれることがあるので、
観察を十分に行い、胸内苦悶、血圧低下、顔面蒼白、
脈拍異常、呼吸困難等があらわれた場合には直ちに
投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2） 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、剥脱
性皮膚炎：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候
群）、剥脱性皮膚炎があらわれることがあるので、観
察を十分に行い、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。

3） 再生不良性貧血：再生不良性貧血があらわれること
があるので、観察を十分に行い、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。
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規制区分：
処方箋医薬品注1)

貯 法：
｢取扱い上の注意｣の項
参照

使用期限：
包装箱、ラベルに表示。
使用期限を過ぎた製品
は使用しないこと。

消炎・鎮痛剤

〈サリチル酸ナトリウム注射液〉
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⑵その他の副作用
以下のような副作用が認められた場合には、投与を中
止するなど症状に応じて適切な処置を行うこと。

頻度不明
過 敏 症注2) 発疹、浮腫、鼻炎様症状、結膜炎等
血 液注2) 白血球減少、血小板減少、貧血等
精神神経系注3) 耳鳴、難聴、めまい等

肝 臓注2) 黄疸、AST（GOT）・ALT（GPT）・
Al-Pの上昇等

腎 臓注2) 腎障害

消 化 器 胃痛、食欲不振、悪心・嘔吐、消化
管出血等

注2） このような場合には投与を中止すること。
注3） このような場合には減量又は休薬等適切な処置を
行うこと。

５．高齢者への投与
高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投
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。（「重要な基本的注意」の項参照）

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
⑴ 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。〔サリチル酸ナトリウムは動物実験で催奇形作
用が報告されている。〕

⑵ 妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い胎児の動脈
管収縮が報告されている。1）

７．適用上の注意
⑴投与速度：
出来るだけゆっくり投与すること。
⑵ ときに血管の細い人等への注射時に血管痛の訴えがあ
る。このような場合には、ブドウ糖注射液や生理食塩
液のようなもので15～20mLにうすめて使用すればおお
むね解消出来る。

８．その他の注意
非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性
において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

【薬 効 薬 理】

１．抗炎症作用
各種起炎剤により生じる浮腫あるいは炎症に対して強い
抑制作用を示し、血中濃度との相関性2）3）が認められてい
る。
作用機序は明確でないが、血中の遊離コルチコイドを増
加させる4）、という説や炎症部位での脱共役（uncoupling）
作用によりATPの産生を抑制する5）、という考えやムコ
多糖の生合成を抑制する6）という説もある。

２．鎮痛作用
ラットを用いた試験では、メフェナム酸よりも効果が認
められた。しかし、一般にサリチル酸ナトリウムの鎮痛
作用は弱い。作用部位は中枢と末梢の両方に作用すると
考えられている。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：サリチル酸ナトリウム（Sodium Salicylate）
分子式：C7H5NaO3＝160．10
構造式：

化学名：Monosodium 2-hydroxybenzoate
性 状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。

水に極めて溶けやすく、酢酸（100）に溶けやすく、エ
タノール（95）にやや溶けやすい。
光によって徐々に着色する。

【取扱い上の注意】

１．貯　法
室温保存

２． 製品の安定性を保持するため脱酸素剤を封入しているので、
ポリエチレン容器を包んでいる内袋は使用直前まで開封
しないこと。また開封後は速やかに使用すること。

３． 内袋の内側に水滴が認められるものや内容液に着色、混
濁又は結晶が認められるものは使用しないこと。

４．安定性試験7)

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75％、
６ヵ月）の結果、ザルソロン静注500mg（ポリエチレン容
器）は通常の市場流通下において３年間安定であることが
推測された。

【包 装】

10mL×50管（ポリエチレン容器）

【主要文献及び文献請求先】

主要文献〉
１）門間和夫ほか：小児科の進歩，2，95（1983）
２）高橋　宏：日本薬理学雑誌，64，693（1968）
３）宇田昭夫：日本薬理学雑誌，56，1151（1960）
４）原口一広：日本薬理学雑誌，49，14（1953）
５）T．M．Brody：J．Pharmacol．Exp．Ther.，117，39（1956）
６） 栗山欣弥、北川晴雄編：生化学的観点からみた薬理学，
400（1981）

７）共和薬品工業株式会社　社内資料：安定性試験

文献請求先〉
主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
共和薬品工業株式会社　お問い合わせ窓口
〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4

0120-041-189
FAX 06-6121-2858

ポリエチレン容器の使用方法

頭部を回転させて切り離す。
このとき本体を強く握らないこと。

〈

＊〈



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B00530047004D004C0026005700650062005D00270020306B57FA3065304F005D002065875B5768216B63752853CA30730057006500627528306E0050004400464F5C62107528306E8A2D5B9A30673059>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [728.504 1031.811]
>> setpagedevice


