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組成・性状

効能・効果
　● 狭心症、その他の虚血性心疾患（心筋梗塞を除く）
　● 下記疾患における尿蛋白減少
　腎機能障害軽度～中等度のＩｇＡ腎症

用法・用量
狭心症、その他の虚血性心疾患（心筋梗塞を除く）に用いる場合
には、１回ジラゼプ塩酸塩水和物として５０ｍｇを１日３回経口投与
する。
腎疾患に用いる場合には、１回ジラゼプ塩酸塩水和物として１００ｍｇ
を１日３回経口投与する。
年齢及び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）
重篤な肝機能障害のある患者〔副作用として一過性のＡＬＴ
（ＧＰＴ） 上昇が報告されているため、肝機能障害を悪化させる 
お それがある。〕

２．重要な基本的注意
　腎疾患への適用にあたっては以下の点に留意すること。
１）腎機能障害が軽度～中等度（クレアチニン・クリアランスとし
て５０ｍＬ／ｍｉｎ以上）のＩｇＡ腎症における尿蛋白減少の目的
にのみ使用すること。

２）適切な病型診断（腎生検、あるいは血尿、尿蛋白、腎機能等
多面的な検査に基づく臨床診断）のもとで使用を開始し、経
過を見ながら投与開始後６ヵ 月 を目標として、尿蛋白・腎機
能等を定期的に検査し以後の投薬継続の可否を検討する。
病態の急速な進展がみられる場合には中止または他の療法
を考慮するなど適切な処置をとること。尿蛋白減少が認めら
れ、投薬継続が必要な場合は、以後定期的に尿蛋白・腎機
能等を測定しながら投薬すること。

 

３．副作用
総症例１７ ， ３９３例中、副作用が報告されたのは１３４例（０．７７％）
であり、主な症状は頭痛 ・ 頭重感３０件 （０ ． １７％） 、 便秘  ・ 腹痛１６件
（０．０９％）、めまい・ふらつき１５件（０．０９％）、発疹１５件（０．０９％）
等であった。また、臨床検査への影響として一過性のＡＬＴ（ＧＰＴ）
上昇、白血球増多が各１件（０．０１％）みられた。 （申請時～１９９４
年７月までの集計による。）

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．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
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が
望ましい。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

６．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。

７．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、更には穿孔をお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。）

��調剤時
　　使用に際しては乳鉢等ですりつぶさないこと。

薬物動態
脳血管障害患者に１００ｍｇ（コメリアンコーワ錠５０・２錠）経口投与し
た場合、血中濃度は３０分～１時間で最高（１７２±６５ｎｇ／ｍＬ）に達
し、以後比較的ゆるやかに減少する。生物学的半減期は約４時間
であった。１）（再評価時効能削除）
腎疾患患者に３００ｍｇ／日を７日間連日投与した場合の血中濃度
は、初回投与時とほとんど変わらなかった。２）

コメリアンコーワ錠１００コメリアンコーワ錠５０販 売 名

１錠中ジラゼプ塩酸塩
水和物 １００．０ｍｇ

１錠中ジラゼプ塩酸塩
水和物 ５０．０ｍｇ成分・含量

乳糖、トウモロコ シデ ン プン、セルロース、カルメロース、ヒ
ドロキシプロピ ルセルロース、ステアリン酸Ｍｇ、ヒプロメ
ロース、マクロゴール、酸化チタン、二酸化ケイ素、カルナウ
バロウ

添 加 物

白色
割線を有するフィルム
コーティング錠

白色
フィルムコーティング錠色調・剤形

直径　約８．７㎜
厚さ　約４．１㎜
重量　約０．２ｇ

直径　約７．２㎜
厚さ　約４．１㎜
重量　約０．１５ｇ

外 形

 ５００ ５５０識別 コ ー ド

０．１％未満０．１％～５％未満

めまい、ふらつき、不眠、
いらいら感、眠気頭痛、頭重感精神神経系

動悸、頻脈、熱感、顔面潮紅感、
胸部圧迫感、胸部異和感、
起立性低血圧

循　環　器

悪心・嘔吐、便秘、腹痛、下痢、
軟便、食欲不振、口渇消　化　器

発疹、�痒感、紅斑過　敏　症

一過性のＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇肝　　　臓

白血球増多血　　　液

苦味感感　覚　器

易疲労感、喉頭部息づまり感、
発汗、手指の張る感じ、肩こりそ　の　他

規制区分：処方せん医薬品
　　　　　　注意－医師等の処方せん
　　　　　　により使用すること
貯　　法：室温保存
使用期限：外箱等に表示

錠１００錠５０

（６０ＡＭ）５２８８（５３ＡＭ）５３５承 認 番 号

１９８７年１０月１９７９年４月薬 価 収 載

１９８７年１０月１９７９年４月販 売 開 始

１９９３年９月再審査結果

１９９９年６月再評価結果

１９８９年２月１９８８年６月効 能 追 加
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臨床成績
二重盲検比較試験、比較試験及び一般臨床成績の概要は次の
とおりであった。
１．狭心症、その他の虚血性心疾患
トリメタジジン塩酸塩、ニフェジピンと比較し、狭心発作の緩解・
消失、硝酸薬使用量の減少、心電図上の虚血性変化の改善、
運動耐容能の増大などに有用性が認められた。３）４）

また一般臨床を含めた改善率（中等度改善以上）は４９．０％
（２０４／４１６）であった。
２．腎機能障害軽度～中等度のIｇＡ腎症
腎疾患 ７５２例で検討され、そのうちプラセボとの二重盲検比較
試験で腎機能障害軽度～中等度のＩｇＡ腎症における尿蛋白
減少に有用性が認められた。５）６）

薬効薬理
１．血流量増加作用
�冠状動脈７）８）、腎動脈９）の血流量を増加する（イヌ、狭心症）。
�血管運動をそ こなうことなく微小循環を改善する（イヌ）。 １０）１１）

�側副血行路の形成を促進する（ミニブタ）。 １２）

２．抗血小板作用
�亢進した血小板粘着能、凝集能を抑制する（虚血性心疾
患１３）・腎疾患例１４））。

�大動脈内皮細胞障害時の血栓形成を阻止する（ウサギ）。 １５）

�血小板ホスホリパーゼ活性の抑制１６）１７）および血小板放出
　反応を抑制する（ウサギ、ヒト in vitro、腎疾患例）。 １８）１９）

３．赤血球機能・血液流動性の改善作用
�赤血球変形能を亢進する（ヒト in vitro）。 ２０）

�血液流動性を高める（ヒト in vitro）。 ２１）

�酸素解離能を亢進する（虚血性心疾患例）。 ２２）

�赤血球の正常形態を維持する（ヒト in vitro）。 ２３）

�赤血球寿命を延長する（腎透析例）。 ２４）

４．心筋保護作用
�虚血部の酸素利用効率を高め、障害組織保護作用を示す
（マウス、イヌ）。 ２５）～２８）

�酸素供給量を増大し、好気的エネルギー代謝を維持する
（ラット）。 ２７）

５．腎機能改善作用
�糸球体基底膜のｃｈａｒｇｅ ｂａｒｒｉｅｒにおける陰性荷電の減少
を抑制し、尿蛋白を減少させる（ラット）。 ２９）

�腎血流量を増加し、ＧＦＲを維持する（イヌ）。 ９）

�腎組織病変の進展を阻止する（ラット）。 ３０）

�ＢＳＡ腎炎の尿蛋白を減少し、免疫複合体の糸球体沈着、
細胞増殖を抑制する（ウサギ）。 １８）

有効成分に関する理化学的知見
一般名：ジラゼプ塩酸塩水和物 （Ｄｉｌａｚｅｐ Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ 
　　　　Ｈｙｄｒａｔｅ）
化学名：３ , ３ ́  -（１ , ４ -Ｄｉａｚｅｐａｎｅ - １ , ４ -ｄｉｙｌ）ｄｉｐｒｏｐｙｌ ｂｉｓ（ ３ , ４ , ５ -
　　　　ｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｂｅｎｚｏａｔｅ）ｄｉｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ ｍｏｎｏｈｙｄｒａｔｅ
構造式：

分子式：Ｃ３１Ｈ４４Ｎ２Ｏ１０・２ＨＣｌ・Ｈ２Ｏ
分子量：６９５．６３
融　点：２００～２０４℃
性　状：白色の結晶性の粉末で、においはない。酢酸（１００）又は

クロロホルムに溶けやすく、水にやや溶けやすく、エタノー
ル（９５）又は無水酢酸に溶けにく く 、ジエチルエーテルに
ほとんど溶けない。

包装
コメリアンコーワ錠５０　  ＰＴＰ：１００錠、５００錠、１０００錠、２１００錠、３０００錠
　　　　　　　　    瓶  ：１０００錠
コメリアンコーワ錠１００　ＰＴＰ：１００錠、５００錠、１０００錠、２１００錠、３０００錠
　　　　　　　　    瓶  ：１０００錠

主要文献
１）興和�社内資料：脳血管障害患者における血中濃度（渡辺
晃伸他　１９７９）　

２）安部俊男他：腎と透析，１６．１７９（１９８４）
３）高崎　浩他：臨床と研究，５４．３８２６（１９７７）
４）高崎　浩他：臨床と研究，５４．２７２１（１９７７）
５）東條静夫他：腎と透析，２０．２８９（１９８６）
６）高崎　浩他：日本腎臓学会誌，２９．８７（１９８７）
７）佐野宣之他：基礎と臨床，８．１３３１（１９７４）
８）阿 部 博 幸：臨床成人病，１２．１２９７（１９８２）
９）Ｙｕｋｉｍｕｒａ，Ｔ．ｅｔ ａｌ．：Ｊ．Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ． ，８．６４９  
   （１９８６）
１０）Ａｓｈｉｋａｗａ，Ｋ．ｅｔ ａｌ．：Ｃｉｒｃ．Ｒｅｓ． ，５９．７０４（１９８６）
１１）浅野牧茂他：興和医報，２３（４）．４５（１９７９）
１２）Ｎａｋａｇａｗａ，Ｙ．ｅｔ ａｌ．：Ｊｐｎ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ． ，２９．２７１（１９７９）
１３）鈴木ひとみ他：薬理と治療，１０．２１７５（１９８２）
１４）土肥和紘他：臨床と研究，６２．４０８９（１９８５）
１５）Ｓｕｍｉｙｏｓｈｉ，Ａ．ｅｔ ａｌ．：Ｔｈｒｏｍｂ．Ｒｅｓ． ，２３．３８１（１９８１）
１６）竹田晴生他：動脈硬化，１２．１００７（１９８４）
１７）武永美津子他：動脈硬化，１２．３６３（１９８４）　
１８）Ｉｎａｇｅ，Ｈ．ｅｔ ａｌ．：Ｊｐｎ．Ｊ．Ｎｅｐｈｒｏｌ． ，２７．１２５３（１９８５）
１９）Ｉｎａｇｅ，Ｈ．ｅｔ ａｌ．：Ｊｐｎ．Ｊ．Ｎｅｐｈｒｏｌ． ，２７．１２６１（１９８５）
２０）� 谷 文 男：基礎と臨床，１２．１９４９（１９７８）
２１）対馬信子他：日本バイオレオロジー学会論文集，２１３（１９８４）
２２）小杉　功他：臨床と研究，５７．３０９（１９８０）
２３）Ｆｕｊｉｓａｗａ，Ｙ．ｅｔ ａｌ．：Ａｒｚｎｅｉｍｉｔｔｅｌｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，３１．１４６２
   （１９８１）
２４）斎藤　宏他：臨床血液，２６．１５（１９８５）
２５）山上　徹他：循環器科，１４．２４９（１９８３）
２６）Ｓｈｉｄａ，Ｈ．ｅｔ ａｌ．：Ａｒｚｎｅｉｍｉｔｔｅｌｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，３１．１９０２
   （１９８１）
２７）鈴木秀雄他：基礎と臨床，８．２０３９（１９７４）
２８）Ｈａｇａ，Ｎ．ｅｔ ａｌ．：Ａｒｚｎｅｉｍｉｔｔｅｌｆｏｒｓｃｈｕｎｇ，３６．９１３
   （１９８６）
２９）Ｎａｇａｓｅ，Ｍ．ｅｔ ａｌ．：Ｊｐｎ．Ｊ．Ｎｅｐｈｒｏｌ． ，２７．３８５（１９８５）
３０）高木芳秀他：応用薬理，２８．５１３（１９８４）

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。
興和株式会社　医薬事業部　医薬学術部
〒１０３ － ８４３３　東京都中央区日本橋本町３－４－１４

製品情報お問い合わせ先
興和株式会社 医薬事業部 くすり相談センター
電話 ０１２０－５０８－５１４

０３－３２７９－７５８７

受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）
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