
SGLT2阻害薬一覧 (2016年5月版)

薬 価 収蹴 日 2015年2月24日 2014年目月2日 2014年5月ー.23日

商品名 ジャディアンス カナダル アプルウェイ/テ?ベルザ フォシーカ
(雌亮会社) (白本ベーリンガー) (田辺三董) (サノフィ/興和創葡) {小野)

鑓 携会社制 日本イ フイリリ 第 一共

一 般 名 エンバグリフロジン 力ナヴリフロジン水和物 トホゲリフロジン木和物 ピダレJ咽tゲリフロジン
プロ ングリコールホ相楠

剤形・規 格 錠10mg 錠25mg 錠100mg
(7プ"ウェイ} (デベ"ザ} 錠5mg 錠1日mg位2恥 E 註20mg

薬 価 208.40 356.00 205.50 203.90 202.80 202.10 302.80 

長径 11.1 咽 3.8 長在 10.9

大 きさ 9.1 : 3.65 臨11:5.6 7.6 : 3.4 的6.1 約3.3 的6.1 約3.3 7.1 3.2 阻径 1.9 : 4.0 

直径:席さ (mm) @4t動 ぐさり仁三) θo ⑮ O ③。 @θ く!V<::~ 

効能・効果 2型糖尿病

用法 1日1回 1日1回 1日1固
1日1回

矧食前31.1:1.朝宣Il 朝直前又は朝企後 朝世嗣31.1ま納食後

10mg/回 5mg/固

用量 効果不十分伝場合 100mg/回 20mg/固 効果不+分な場合

25mg/固に榊量可能 10mg/固にl時可能

主主肝機能障害に関連する注量 恨 高Ilt肝t且能陣容 注高度肝機能障食が害立患〈者安1=つい 悦 置度肝機能間宮 慨盟度肝機能陣容

恨恨盆訟与 て、使用経験 全性

i主.量聾な品本的i主宜 は確立していない

主な腎樋能陣害に関連する注意
然高度腎拠能障害抑 揖高度腎機能障害削 然重度腎機能~~軍制 総重度腎機能陣留剖

透析中由末期腎不全制 透析中田末期腎不全知 透析中田末期腎不全知 透析ゅの末期腎不全抑
線総忌

恨中寄与度腎椴舵陣音訓 慌中等度腎機能障害削 1耳中等度腎機能障害抑 悦中等Ilt腎機能陣審制恨恨盆1生与
;主:m聾な革本的注意 注腎機能を定期的に検査する 注腎機能を定期的に検査する 注腎機能を定期的に検査する 注T:f機能を定期的に強査する

量高血中温度到適時間 【10mg日本人] (2oomg日本人] [20mg日本人] [10mg日本人]

tmal(hr) 1.50 2.0 1.00土0.000 1.25 

血中遭度半減期 【10mg日本人] 【2回 m，日本人〕 【20mg日本人] (10mg日本人]

藁 11/2[h') 9.88 11.7 5.29土0.50日 12.1 

物 ゲルウロン般抱合(UGT2B7、 ゲルヲロン融問合(uGTIA9. CYP2C(8、CYP4All、 ゲルヲロン酪抱合(UGT(A9)
動 主な代謝醇鷲 UGTlA3、UGT1A8、UGT1A9) UGT2B4)、 CYP4F3B、

態 CYP3A4、 CYP206 アルコール脱水素酵素

緋避 (50ms外国人世与開始から1帥"'まで][192mg外国人投与開始から16日lvまで] [20mg 外国人投与ml~白から"自，，，まで] (50mB.外国人役与開始から312hrまで]

原中夜中 0') 的 54.4 約 41.2 32.5 : 60.4 77.0 : 21.7 75 : 21 

(10m，) (25mg) (100m，) (7プルウ工イZ伽'1)(7'ベ"ザ 20m.> (5mgJ (10m，) 

包装
PTPIOO，100 PTP100 ハラ500 "ラ500 J、ラ500 I、ラ500 PTP100.I-IO 

PTP 1 00.140，500 PTP100，14Qβ00 PTP100.14Q. PTP100.140.500 
500.700 

SGL T2: sodium glucosc co-transportcr 2 米 1 販提出儀会社またはプロモ ンヨン提I集会社

※2 : I正用量から世与を開始するはど憤置に世与する(r用法・同量に関連する使用上の珪意JIこ!e鍛)

※3 本削の拍車が刻符できないため.I~与しない ( r劫俊助県に関連する使用上のj主宜」に配餓)
※4 本剤の効果が+分に得られない可能性があるので世与の必要性を憐盟に判断する(r効能剖果に関連する使間ょの注怠」に!o敏)

※5 健j歳成人へのJI(回役与デタを怯粋

※6 : 2型 11尿病位者(日本人) (二 5m，を JU回投与したとき‘禾変化体及び代1刷物の I~与聞鉛から72時間後まで白隠'1> 1多過~ r;t44.2%であり
約半分が隊中に惨巡され.残りの拍半分が業中にゆ，也されると彼:則される

aIdesa 
"民信収舷目別 商品名目音順〉

20J4年4月 17日

ルセフィ スーグラ
{大正富山.ノパルティス) (アステラス)

MS口、野

ルセオゲリフロジン水和物 イプラゲリフロジン L-プロリン

錠2.5mg 錠5mg 錠25mg 錠50mg

202.20 303.30 135.0日 202.8日

約7.( 約3.2 約8.6 約5.0 約8.1 的3.6 的8.6 約3.9

t50 C.) fJへりし54- ; @@  @@  

1日1回 1日1回

朝童前又は朝宣後 相1:tnij31. 1ま朝食後

2.5 mg/回 50mg/固

効果不十分な場合 効操不十分なi説会

5mg/固にi曾量可能 100mg/固まで憎量可能

注 温て度.確恒肝立用機し経て能験い陣がな書いな出く者安に全つ性い
!耳亜度肝機能陣書拙

は てな

最監庖腎機能障害訓 総重度If蝿能障害剖

透析中の末期腎不全制 透析中田末期腎不全加

慣中等度腎機能陣苦抑 1克中等度腎機能陣審制

注腎機能を定期的に検査す る ，主 jf機能を定期的に検査ナる

[2.5m，日本人] (100mg日本人】

1.11 :1:0.546 2.33:1:1.21 

[2.5mg日本人〕 [，凹m，日本人]

11.2:1: 1.05 11.71土2∞
CYP3A4/5. CYP4A( 1、 ゲルウロンdl!1包合(UGT2B7)
CYP4F2、CYP4F3目、

ゲルヲロン酪飽合(UGTlAI)

尿中‘誕中に約半分ずつl鼻j世蜘
[，凹..外国人l量与開始から144hrまで]

67.9 : 32.7 

(2.5m，) 
(s川mーaヲ} 

(25m，) (50mg) 
"ラ500 Jラ5凹 PTP100.140 I、ラ300
PTP 1 00.' <¥0，500 PTP 1 00，140 PTP100咽140.500

| 薬剤使用館山正l詰新の添回文容をご確認ください

添付文書・インタビューフ刻一ム・私偶待臼印刷日月現在)に峨拠

2016年5Rアルフレッサ側露軍備総師作成


