
＜用法・用量に関連する使用上の注意＞�

【禁　忌】（次の患者には投与しないこと）
A本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
B血管浮腫の既往歴のある患者（アンジオテンシン変換酵素
阻害剤等の薬剤による血管浮腫、遺伝性血管浮腫、後天性
血管浮腫、特発性血管浮腫等）［高度の呼吸困難を伴う血管
浮腫があらわれることがある。］（「重大な副作用」の項参照）
Cデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定
化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレート
を用いた吸着器によるアフェレーシスを施行中の患者
［ショックを起こすことがある。］（「相互作用」の項参照）
Dアクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜
（AN69）を用いた血液透析施行中の患者［アナフィラキシ
ーを起こすことがある。］（「相互作用」の項参照）

E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）
Fアリスキレンフマル酸塩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）

【組成・性状】

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物（以上全製
剤に含有）、黄色５号（15㎎、30㎎錠にのみ含有）

【効能・効果】
本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症

【用法・用量】
成人には、デラプリル塩酸塩として通常１日30～60㎎を朝夕の
２回に分割経口投与する。ただし、１日15㎎（分２）から投与
を開始し、最大投与量は１日120㎎（分２）とする。
なお、安定した降圧効果が得られた場合には、１日量または
その半量の朝１回のみの投与とすることができる。
製剤別の通常成人１日用法・用量は次のとおりである。
◇アデカット7.5㎎錠：１回 ２～４錠、朝夕２回経口投与
◇アデカット15㎎錠：１回 １～２錠、朝夕２回経口投与
◇アデカット30㎎錠：１回1/2～１錠、朝夕２回経口投与

重篤な腎機能障害のある患者では、腎機能の悪化、血中
半減期の延長及び尿中排泄率の低下が起こるおそれがある
ので、血清クレアチニン値が３㎎/dL以上の患者に投与す
る場合には、投与量を減らすか又は投与間隔をのばすなど
慎重に投与すること。（「慎重投与」の項参照）

【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）
A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）
B高カリウム血症の患者（「重要な基本的注意」の項参照）
C重篤な腎機能障害のある患者（＜用法・用量に関連する使
用上の注意＞の項参照）

D薬剤過敏症の既往歴のある患者
E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、
病態を悪化させることがある。］

F高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2.重要な基本的注意
A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。
B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。
Cアリスキレンフマル酸塩を併用する場合、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
キレンフマル酸塩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。
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貯　　法：室温保存
使用期限：外箱に表示の使用
期限内に使用すること。
（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。）

処方箋医薬品注2）

デラプリル塩酸塩錠

ACE-I注1）降圧剤

承認番号 薬価収載 販売開始

（1AM）237.5㎎

15㎎

30㎎

（1AM）24

（1AM）25

1989年 4 月

1989年 4 月

1989年 4 月

1989年 4 月

1989年 4 月

1989年 4 月

アデカット7.5㎎錠 アデカット15㎎錠 アデカット30㎎錠
１錠中の
有効成分

デラプリル塩酸塩
7.5㎎

デラプリル塩酸塩
15㎎

デラプリル塩酸塩
30㎎

剤 形 割線入りの素錠

錠剤の色 白色～帯黄白色
ごくうすい
だいだい色

うすいだいだい色

識別コード 221 222 223

形状 下面

側面

5.8 6.4 7.1
厚さ（㎜） 2.2 2.3 2.4

上面

直径（㎜）

221 222 223

注1）ACE-I：アンジオテンシン I変換酵素阻害剤　　　　注2）処方箋医薬品：注意―医師等の処方箋により使用すること

再審査結果 1998年 3 月
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D本剤の投与により、まれに急激な血圧低下を起こすおそれ
があるので、特に次の患者に投与する場合は、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.  重症の高血圧症患者
イ.  血液透析中の患者
ウ.  厳重な減塩療法中の患者
エ.  利尿降圧剤投与中の患者（特に最近利尿降圧剤投与を
開始した患者）

E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。

F手術前24時間は投与しないことが望ましい。
3. 相互作用
A併用禁忌（併用しないこと）

B併用注意（併用に注意すること）

4. 副作用
承認時までの調査では1,008例中142例（14.1％）に、製造販売
後の使用成績調査（再審査終了時点）では12,003例中681例
（5.7％）に臨床検査値の異常を含む副作用が認められている。
以下の副作用は上記の調査あるいは自発報告等で認められた
ものである。
A重大な副作用（いずれも0.1%未満）
1）血管浮腫：呼吸困難を伴う顔面、舌、声門、喉頭の腫
脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので、
このような場合には、直ちに投与を中止し、アドレナリ
ン注射、気道確保などの適切な処置を行うこと。
2）急性腎障害：急性腎障害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
中止するなど適切な処置を行うこと。

＿ 2 ＿

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
アンジオテンシン変
換酵素阻害剤服用中
の患者は、左記のア
フェレーシス中にシ
ョックを起こすこと
がある。

アクリロニトリ
ルメタリルスル
ホン酸ナトリウ
ム膜（AN69）を用
いた透析

アンジオテンシン変
換酵素阻害剤服用中
の患者は、左記の透
析中にアナフィラキ
シーを起こすことが
ある。

多価イオン体である
AN69により血中キ
ニン系の代謝が亢進
し、本剤によりブラ
ジキニンの代謝が妨
げられ蓄積すること
が考えられている。

デキストラン硫
酸固定化セルロ
ース、トリプト
ファン固定化ポ
リビニルアルコ
ール又はポリエ
チレンテレフタ
レートを用いた
吸着器によるア
フェレーシスの
施行
リポソーバーR

イムソーバTRR

セルソーバR

陰性に荷電したデキ
ストラン硫酸固定化
セルロース、トリプ
トファン固定化ポリ
ビニルアルコール又
はポリエチレンテレ
フタレートにより血
中キニン系の代謝が
亢進し、本剤により
ブラジキニンの代謝
が妨げられ蓄積する
ことが考えられてい
る。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
血清カリウム値が上昇
することがあるので注意
すること。

本剤のアルドステロ
ン分泌抑制作用によ
りカリウム貯留作用
が増強することによ
る。
危険因子：特に腎機
能障害のある患者

利尿降圧剤
フロセミド、
トリクロルメ
チアジド　等

利尿降圧剤で治療を受け
ている患者に本剤を初
めて投与する場合、降圧
作用が増強するおそれが
あるので、少量から開始
するなど慎重に投与する
こと。

利尿降圧剤で治療を
受けている患者には
レニン活性が亢進し
ている患者が多く、
本剤が奏効しやす
い。

アリスキレンフ
マル酸塩

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。

カリジノゲナーゼ
製剤

本剤との併用により過度
の血圧低下が引き起こさ
れる可能性がある。

本剤のキニン分解抑
制作用とカリジノゲ
ナーゼ製剤のキニン
産生作用により、血
管平滑筋の弛緩が増
強される可能性があ
る。

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、
e G F R が 6 0 m L / m i n /
1 . 73m 2未満の腎機能障
害のある患者へのアリ
スキレンフマル酸塩と
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。

リチウム 腎尿細管における
リチウムの再吸収が
促進される。

非ステロイド性
消炎鎮痛剤
（NSAIDs）・COX-2
選択的阻害剤
インドメタシン等

降圧作用が減弱すること
がある。

腎障害のある患者では、
さらに腎機能が悪化する
おそれがある。

非ステロイド性消炎
鎮痛剤・COX-2選択
的阻害剤がプロスタ
グランジンの合成を
阻害し、本剤のプロ
スタグランジンを介
した降圧作用を減弱
させる。

非ステロイド性消炎
鎮痛剤・COX-2選択
的阻害剤のプロスタ
グランジン合成阻害
作用により、腎血流
量が低下するためと
考えられている。

外国において、リチウム
と他のアンジオテンシン
変換酵素阻害剤（カプト
プリル、エナラプリルマ
レイン酸塩、リシノプリ
ル水和物）との併用によ
り、リチウム中毒が報告
されているので、リチウ
ムと併用する場合には、
血中のリチウム濃度に注
意すること。

アンジオテンシ
ンⅡ受容体拮抗
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。

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。

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
エプレレノン
カリウム補給剤
トリメトプリム
含有製剤
スルファメトキサ
ゾール・トリメト
プリム

＊＊
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3）高カリウム血症：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。

Bその他の副作用

5.高齢者への投与
高齢者では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。［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）。］

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与
A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アンジオテンシン変
換酵素阻害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、高カリ
ウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測
される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形等があらわれたとの報
告がある。また、海外で実施されたレトロスペクティブな
疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤
を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスクは降
圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告が
ある。］

B授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する
場合には授乳を中止させること。［動物試験（ラット）で乳
汁中への活性代謝物の移行が認められている。］

7.小児等への投与
小児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。］

【薬物動態】
1.血中濃度 1, 2）

腎機能正常の本態性高血圧症患者（４例）に１回30㎎を空腹
時に経口投与した場合、血中にはデラプリル塩酸塩の未変化
体及び代謝物が検出される。
最高血中濃度は活性代謝物M-Iが最も高く、次いで未変化体
及び活性代謝物M-Ⅲ（M-Iより活性はやや弱い）であり、非
活性代謝物M-Ⅱは最も低い。また、one compartment open
modelにより算出したpharmacokinetic parameterでは、主
要活性代謝物M-Iは1.6時間でピーク（731ng/mL）に達し、半減
期は1.1時間である。

なお、主要活性代謝物M-Iの血中濃度には、7.5～60㎎の範
囲内で用量依存性が認められる（健康成人、経口）。

2.尿中排泄 1）

腎機能正常の本態性高血圧症患者（4例）に１回30㎎を経口投
与した場合、尿中にはM-I、M-Ⅲが大半を占め、未変化体
及びM-Ⅱはわずかであり、投与後24時間までの尿中総排泄
率は58.7％である。

3.代謝 3, 4）

血中及び肝臓等にて代謝され、脱エステル化されたM-I、
M-Ⅲ及び一部分が閉環したM-Ⅱを生成する。

4.反復投与時の血中濃度
腎機能正常の高血圧症患者（９例）及び腎機能障害を伴う高
血圧症患者（４例）に、１日60㎎（分２）を８日間反復経口投
与した時の主要活性代謝物M-Iの血中濃度から、蓄積性は認
められない。しかし、腎機能障害者の血中濃度は、正常例に
比し半減期の延長と最高血中濃度の増大が認められる。

【臨床成績】5～14）

本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症の各患者を
対象に１日15～120㎎を一般臨床試験では主として８～12週間、
二重盲検比較試験では12週間経口投与した臨床試験において降
圧効果の集計対象となった864例の疾患別有効率は次表のとお
りである。

なお、本態性高血圧症患者を対象とした二重盲検比較対照試験
の結果、本剤の有用性が認められている。

＿ 3 ＿
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注3）このような場合には投与を中止すること。
注4）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。
注5）インスリン又は経口血糖降下剤の投与中に起こりやすいとの

報告がある。

8）その他 咳、咽頭痛、e怠感、脱力感、
発汗、血清カリウム、総コレ
ステロール、尿酸の上昇、尿
糖、抗核抗体の陽性

息切れ、嗄声、浮
腫、四肢の疼痛、
筋痙攣、低血糖注5）

8（80.0）

疾　　患　　名 例数
下降以上注6）例数
（有効率％）

本 態 性 高 血 圧 症 814 592（72.7）
腎 性 高 血 圧 症 40 34（85.0）
腎 血 管 性 高 血 圧 症 10

計 864 634（73.4）
注6）下降以上：「著明下降」＋「下降」

「著明下降」：収縮期血圧（－30㎜Hg以上）及び拡張期血圧

（－15㎜Hg以上）を満たす場合、あるいは、平均

血圧（－20㎜Hg以上）を満たす場合

「下降」：収縮期血圧（－29～－20㎜Hg）及び拡張期血圧

（－14～－10㎜Hg）を満たす場合、あるいは、平

均血圧（－19～－13㎜Hg）を満たす場合

0.1～5％未満 0.1％未満

2）精　神
神経系

めまい・ふらつき、立ちくらみ、
頭痛、頭重、不眠、眠気、肩こり

しびれ感、耳鳴

3）消化器 悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不
快感、胸やけ、腹痛、下痢、便秘

口渇、口内炎、味覚
異常、腹部膨満感

4）循環器 ほてり、のぼせ感、動悸 胸部痛

6）肝　臓注4）AST（GOT）、ALT（GPT）、
AL-P、LDH、γ-GTPの上昇

黄疸

7）腎　臓 BUN、クレアチニンの上昇、
蛋白尿

5）血　液注4）白血球減少、貧血 血小板減少、好酸
球増多

1）過敏症注3）発疹、b痒
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【薬効薬理】
1.降圧作用
A本態性高血圧症患者（成人）において１回経口投与により投

与１時間後に降圧効果があらわれ、12時間後まで有意な降
圧効果が持続する。15）

B高血圧症患者（成人）において１日２回経口投与により終日
安定した降圧効果が得られ、血圧の日内変動にも影響を及
ぼさない。5）

C本態性高血圧症患者（成人）において、１日２回経口投与に
より安定した降圧効果が得られた後は、１日１回経口投与
に変更しても良好な血圧コントロールが維持される。6）

2.作用機序16～18）

本剤の降圧作用は、主として血中・血管壁等に存在するアン
ジオテンシンI変換酵素（ACE）の活性を阻害することにより
アンジオテンシンⅡの生成を抑え、血管を拡張することによ
り生じると考えられる。
アンジオテンシンⅡの生成抑制は、交感神経終末からのノル
アドレナリン遊離抑制、アルドステロンの分泌抑制につなが
り、これらも降圧作用に寄与していると考えられる。一方、
本剤はブラジキニンの不活化抑制作用も有しており、これも
一部降圧に関与していると考えられる。

【有効成分に関する理化学的知見】
化学構造式：

一般名：デラプリル塩酸塩（Delapril Hydrochloride）〔JAN〕
化学名：N-［N-［（S）-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl］-L-

alanyl］-N-（indan-2-yl）glycine hydrochloride
分子式：C26H32N2O5・HCl
分子量：489.00
融　点：約169℃（分解）
性　状：デラプリル塩酸塩は白色の結晶又は結晶性の粉末であ

る。エタノール（99.5）にやや溶けやすく、水にやや溶
けにくく、アセトニトリルに極めて溶けにくい。

【包　装】
7.5㎎錠： 100錠（10錠×10）
15㎎錠： 100錠（10錠×10）、500錠（10錠×50）
30㎎錠： 100錠（10錠×10）
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【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】
主要文献欄に記載の文献は下記にご請求下さい。
武田テバ薬品株式会社　武田テバDIセンター
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号
TEL 0120-923-093
受付時間 9 : 00～17 : 30（土日祝日・弊社休業日を除く）
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