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【禁　忌】（次の患者には投与しないこと）
頭蓋内出血後、止血が完成していないと考えられる患者
［止血の完成を遅らせるおそれがある。］

【組成・性状】
１．組成
ピナトスカプセル10㎎は、 1カプセル中に次の成分を含有する。

有効成分・含有量 イブジラスト　10㎎

添加物

エチルセルロース、ヒプロメロース
フタル酸エステル、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、無水ケイ酸、クエ
ン酸トリエチル、D-マンニトール
（カプセル本体）
ゼラチン、ラウリル硫酸Na、酸化
チタン

２．製剤の性状
ピナトスカプセル10㎎は、白色の硬カプセル剤で、内容物
として白色の徐放性顆粒を含有する徐放性製剤である。

識別コード 外形 質量（mg）

TYK269
4 号カプセル

約150

【効能・効果】
⑴気管支喘息
⑵脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障害によるめまいの改善

【用法・用量】
⑴気管支喘息の場合
イブジラストとして通常、成人には 1回10㎎を 1日 2回経
口投与する。

⑵脳血管障害の場合
イブジラストとして通常、成人には 1回10㎎を 1日 3回経
口投与する。
なお、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
脳梗塞後遺症の場合
投与期間は、臨床効果及び副作用の程度を考慮しながら
慎重に決定するが、投与12週で効果が認められない場合
には投与を中止すること。

【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�脳梗塞急性期の患者
［症状が悪化するおそれがある。］
⑵�肝機能障害のある患者
⑶�高齢者
［﹁4.高齢者への投与﹂の項参照］

２．重要な基本的注意
⑴�気管支喘息に使用する場合、本剤は気管支拡張剤、ステ
ロイド剤等と異なり、すでに起こっている発作を速やか
に緩解する薬剤ではないので、このことは患者に十分説
明しておく必要がある。

⑵�長期ステロイド療法を受けている気管支喘息患者で、本
剤投与によりステロイド剤の減量をはかる場合は十分な
管理下で徐々に行うこと。

３．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）�血小板減少：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、投与
を中止し、適切な処置を行うこと。
2）�肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P、
γ-GTP、総ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害や黄
疸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、投与を中止し、適切な処置
を行うこと。

⑵その他の副作用

頻度不明
過敏症注） 発疹、瘙痒感等
精神神経系 めまい、頭痛、振戦、不眠、眠気、ぼっとする等

消化器
食欲不振、嘔気、嘔吐、腹痛、消化不良、腹部
膨満感、下痢、胃潰瘍等

循環器 心悸亢進、起立性低血圧、ほてり
血液 貧血、白血球減少

肝臓
AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P、γ-GTP、総ビ
リルビン等の上昇

その他 倦怠感、耳鳴、顔面浮腫、浮遊感、味覚異常等
注）：このような場合には投与を中止すること。

４．高齢者への投与
本剤は、主として肝臓で代謝されるが、高齢者では肝機能
が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するお
それがあるので、注意すること。

※※2016年10月改訂10
　※2016年 4 月改訂9
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〈貯　　法〉
室温保存（1～30℃）
〈使用期限〉
3年（外箱、ラベルに表示）
〈取扱い上の注意〉
【取扱い上の注意】の項参照
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５．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
ことが望ましい。
［動物実験（ラット）において、新生児の発育遅延等が報告
されている。］

⑵�授乳中の婦人には投与しないことが望ましい。
［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。］

６．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（使用経験が少ない）。
７．適用上の注意
⑴�調剤時：本剤は徐放性製剤であるため、カプセル内容物
を取り出して調剤しないこと。

⑵�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．生物学的同等性試験
ピナトスカプセル10㎎と標準製剤をクロスオーバー法に
より、それぞれ 1カプセル（イブジラストとして10㎎）を
健康成人男子に空腹時又は食後単回経口投与して血漿中
未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ
（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生
物学的同等性が確認された。1）

○空腹時投与
判定パラメータ 参考パラメータ

AUC0～30
（ng・hr/mL）

Cmax
（ng/mL）

tmax
（hr）

t1/2
（hr）

ピナトスカプセル10㎎ 249.26±80.47 29.14±9.20 3.4±0.9 9.09±3.48
標準製剤
（カプセル剤、10㎎） 269.09±79.0 30.78±12.03 3.6±1.3 7.77±2.61

（Mean±S.D.,�n＝14）

ピナトスカプセル10mg投与後の血漿中濃度の推移

○食後投与
判定パラメータ 参考パラメータ

AUC0～30
（ng・hr/mL）

Cmax
（ng/mL）

tmax
（hr）

t1/2
（hr）

ピナトスカプセル10㎎ 262.79±61.48 34.29±11.30 5.10±1.10 8.48±2.53
標準製剤
（カプセル剤、10㎎） 274.75±78.2 31.44±11.60 5.10±1.10 6.69±2.34

（Mean±S.D.,�n＝14）

ピナトスカプセル10mg投与後の血漿中濃度の推移

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選
択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能
性がある。

２．溶出挙動
ピナトスカプセル10㎎は、日本薬局方外医薬品規格第 3部
に定められたイブジラスト徐放カプセルの溶出規格に適
合していることが確認されている。2）

【臨 床 成 績】
脳梗塞後遺症（30㎎/日投与）
脳梗塞後遺症患者を対象に、 4週間の観察期（プラセボ投与）
の後、コンプライアンス不良の患者、脳梗塞後遺症に伴う
症状が不安定な患者等は試験終了とし、その他の患者につ
いてイブジラスト又はプラセボを 8週間投与する二重盲検
比較試験を実施した。その結果、本剤のめまい改善度は次
のとおりであり、有用性が認められている。
評価項目 薬　剤 改　善（％） 検　定
めまい
改善度

イブジラスト
プ ラ セ ボ

50.0（47/ 94）
18.7（20/107）

p＜0.001

【薬 効 薬 理】
イブジラストは、アレルギー反応におけるケミカルメディエー
ター遊離抑制作用に加えて、ロイコトリエン及びPAF拮抗作
用を有し、これらが総合して喘息やアレルギー性疾患に対す
る治療効果を発揮すると考えられている。更に、脳局所血流
量増加作用、脳代謝異常改善作用、虚血性脳機能障害改善作
用などを有し、慢性脳循環障害によるめまい・しびれ感に対
する改善作用を現すが、これらの作用の機序としては、プロ
スタサイクリン（PGI2）増強作用、抗血栓作用、赤血球変形能
亢進作用などが示唆されている。3）

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：イブジラスト、Ibudilast（JAN）
化学名：�1-［2-（1-Methylethyl）pyrazolo［1,5-a］pyridin-3-yl］-2-�

methylpropan-1-one
分子式：C14H18N2O
分子量：230.31
構造式：
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性　状：白色の結晶性の粉末である。
メタノールに極めて溶けやすく、エタノール（99.5）又
は無水酢酸に溶けやすく、水に極めて溶けにくい。

融　点：54～58℃

【取扱い上の注意】
安定性試験：最終包装製品を用いた長期保存試験（室温保存、
3年 3ヵ月）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、
本剤は通常の市場流通下において 3年間安定であることが確
認された。4）

【包　　　装】
100カプセル
1000カプセル
500カプセル（バラ）

【主要文献及び文献請求先】
〈主要文献〉
1）武田テバ薬品㈱　社内資料：生物学的同等性試験
2）武田テバ薬品㈱　社内資料：溶出試験
3）第十六改正日本薬局方解説書，廣川書店�2011；C-569
4）武田テバ薬品㈱　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。

日本化薬株式会社　医薬品情報センター
（住所）〒100-0005�東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
（TEL）�0120-505-282（フリーダイヤル）�

Ⓡ登録商標

※
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