(3)静注用フローラン：警告、用法・用量に関連する使用上の注意
改

訂

後（下線部：改訂箇所）

改

【警告】

【警告】

(1)

(1) 省略

省略

(2)本剤の使用にあたっては、【用法・用量】、｢用
法・用量に関連する使用上の注意｣を遵守するこ
と。
1) 本剤は常に静注用フローラン専用溶解液のみ
で溶解し、他の注射剤等と配合しないこと。
また、他の注射剤、輸液等を併用投与する場
合は、混合せず別の静脈ラインから投与する
こと。［pH が低下し、安定性が損なわれ、本
剤の有効成分の含量低下により投与量が不足
する可能性がある。投与量の不足により十分
な臨床効果が得られず、肺高血圧症状の悪化
又は再発を来すおそれがある。］
2) 省略
用法・用量に関連する使用上の注意

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－
訂

前

使用上の注意改訂のお知らせ

(2)本剤の使用にあたっては、【用法・用量】、｢用
法・用量に関連する使用上の注意｣を遵守するこ
と。
1) 本剤は常に専用溶解液のみで溶解し、他の注
射剤等と配合しないこと。また、他の注射剤、
輸液等を併用投与する場合は、混合せず別の
静脈ラインから投与すること。［pH が低下
し、安定性が損なわれ、本剤の有効成分の含
量低下により投与量が不足する可能性があ
る。投与量の不足により十分な臨床効果が得
られず、肺高血圧症状の悪化又は再発を来す
おそれがある。］

プロスタグランジン I2 製剤

（一般名：エポプロステノールナトリウム）

2) 省略
用法・用量に関連する使用上の注意

(1)本剤は、常に静注用フローラン専用溶解液のみ (1)本剤は、常に専用溶解液のみで溶解し、他の注
射剤等と配合しないこと。また、他の注射剤、
で溶解し、他の注射剤等と配合しないこと。ま
輸液等を併用投与する場合は、混合せず別の静
た、他の注射剤、輸液等を併用投与する場合は、
脈ラインから投与すること。（他の注射剤、輸
混合せず別の静脈ラインから投与すること。
液等との配合あるいは混合により pH が低下
（他の注射剤、輸液等との配合あるいは混合に
し、安定性が損なわれ、本剤の有効成分の含量
より pH が低下し、安定性が損なわれ、本剤の
低下により投与量が不足する可能性がある。投
有効成分の含量低下により投与量が不足する可
与量の不足により十分な臨床効果が得られず、
能性がある。投与量の不足により十分な臨床効
肺高血圧症状の悪化又は再発を来すおそれがあ
果が得られず、肺高血圧症状の悪化又は再発を
る。）
来すおそれがある。）
(2) ～ (7) 省略

2016 年 4 月

(2) ～ (7) 省略

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、
及び
【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

<改訂理由>
前述の通り、静注用フローランの調製に際しては静注用フローラン専用溶解液を使用することで製品
の安定性を担保しておりますため、静注用フローランに対して使用頂く専用溶解液を明記しました。

の

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後の
ご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
謹白

3.「使用上の注意」以外の添付文書改訂箇所
前述のとおり、静注用フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液よりpHが高くなるように
変更したため、【組成・性状】の項を変更しました。また、【承認条件】を削除しました。その他記載
整備を行っておりますので、詳細は添付文書全文を参照ください。

4.改訂添付文書使用時期
静注用フローラン

2016年9月以降生産分より使用予定

FLNXR0051 –D1604N
2016 年 4 月作成

1.主な改訂内容
項

目

＜静注用フローラン＞
適用上の注意
［一部改訂］
＜静注用フローラン専用溶解液＞
適用上の注意
［一部改訂］

内

容

フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液よりpHが
高くなるように変更したため、調製後溶液の保存及び取扱い方法
を変更しました。

■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://jp.gsk.com）でもご覧になれます。

2.改訂内容と改訂理由
(1)静注用フローラン：適用上の注意
改

訂

後（下線部：改訂箇所）

(2)静注用フローラン専用溶解液：適用上の注意
改
改

訂

前（取消線部：削除箇所）

9. 適用上の注意
(1) 省略

9. 適用上の注意
(1) 省略

(2)調製時：
1) 無色澄明に溶解しなかったものは、使用しな
いこと。
2) 静注用フローラン専用溶解液は保存剤を含ま

(2)調製時：
1) 無色澄明に溶解しなかったものは、使用しな
いこと。
2) 専用溶解液は保存剤を含まないため、専用溶

ないため、専用溶解液の残液は廃棄すること。

解液の残液は廃棄すること。

(3)調製後溶液の保存及び取扱い：
(3)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存（2～8℃）すること。
液を冷蔵保存すること。
2) 調製後、冷蔵保存する場合は 8 日間（192 時間） 2) 冷蔵保存する場合は調製後 24 時間以内に投与
を超えないこと。
開始することが望ましい。また、40 時間を超
えて冷蔵保存しないこと。
3) 静注用フローラン専用溶解液及び調製後溶液
3) 専用溶解液及び調製後溶液を凍結させないこ
を凍結させないこと。凍結した場合には、溶
と。凍結した場合には、溶解後も使用しない
解後も使用しないこと。
こと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、以下の設定温度毎に規定された時
関わらず、室温では 8 時間以内に投与を終了
間内で投与を終了すること。また、投与中も
すること。また、投与中も遮光することが望
遮光することが望ましい。
ましい。
設定温度
投与終了までの時間
25℃以下
72 時間以内
30℃以下
48 時間以内
35℃以下
24 時間以内
40℃以下
12 時間以内
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。
こと。
(4)投与時：
(4)投与時：
1) 本剤は、常に静注用フローラン専用溶解液の
1) 本剤は、常に専用溶解液のみで溶解し、他の
みで溶解し、他の注射剤等と配合しないこ
注射剤等と配合しないこと。また、他の注射
と。また、他の注射剤、輸液等を併用投与す
剤、輸液等を併用投与する場合は、混合せず
る場合は、混合せず別の静脈ラインから投与
別の静脈ラインから投与すること。
すること。
2) ～6) 省略

2) ～6) 省略

訂

後（下線部：改訂箇所）

2. 適用上の注意
(1) 省略
(2)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存（2～8℃）すること。
2) 調製後、冷蔵保存する場合は 8 日間（192 時間）
を超えないこと。
3) 本剤及び調製後溶液を凍結させないこと。凍
結した場合には、溶解後も使用しないこと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、以下の設定温度毎に規定された時
間内で投与を終了すること。また、投与中は
遮光することが望ましい。
設定温度
投与終了までの時間
25℃以下
72 時間以内
30℃以下
48 時間以内
35℃以下
24 時間以内
40℃以下
12 時間以内
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。

改

訂

前（取消線部：削除箇所）

2. 適用上の注意
(1) 省略
(2)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存すること。
2) 冷蔵保存する場合は調製後 24 時間以内に投与
開始することが望ましい。また、40 時間を超
えて冷蔵保存しないこと。
3) 本剤及び調製後溶液を凍結させないこと。凍
結した場合には、溶解後も使用しないこと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、室温では 8 時間以内に投与を終了
すること。また、投与中は遮光することが望
ましい。

5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。

<改訂理由>
静注用フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液より pH が高くなるように変更し、有効
成分であるエポプロステノールの安定性を高めることに致しました。その結果、調製後溶液を投与終了
するまでの時間を延長することが可能となり、使用時の利便性が向上致しました。これに伴い、静注用
フローラン及び静注用フローラン専用溶解液の添付文書に記載の、調製後溶液の設定温度毎の保存時間
を延長しました。
また、2016年現在、エポプロステノール製剤が複数市場に流通しておりますが、静注用フローランの
調製に際しては静注用フローラン専用溶解液を使用することで製品の安定性を担保しておりますため、
静注用フローランに対して使用頂く専用溶解液を明記しました。

2.改訂内容と改訂理由
(1)静注用フローラン：適用上の注意
改

訂

後（下線部：改訂箇所）

(2)静注用フローラン専用溶解液：適用上の注意
改
改

訂

前（取消線部：削除箇所）

9. 適用上の注意
(1) 省略

9. 適用上の注意
(1) 省略

(2)調製時：
1) 無色澄明に溶解しなかったものは、使用しな
いこと。
2) 静注用フローラン専用溶解液は保存剤を含ま

(2)調製時：
1) 無色澄明に溶解しなかったものは、使用しな
いこと。
2) 専用溶解液は保存剤を含まないため、専用溶

ないため、専用溶解液の残液は廃棄すること。

解液の残液は廃棄すること。

(3)調製後溶液の保存及び取扱い：
(3)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存（2～8℃）すること。
液を冷蔵保存すること。
2) 調製後、冷蔵保存する場合は 8 日間（192 時間） 2) 冷蔵保存する場合は調製後 24 時間以内に投与
を超えないこと。
開始することが望ましい。また、40 時間を超
えて冷蔵保存しないこと。
3) 静注用フローラン専用溶解液及び調製後溶液
3) 専用溶解液及び調製後溶液を凍結させないこ
を凍結させないこと。凍結した場合には、溶
と。凍結した場合には、溶解後も使用しない
解後も使用しないこと。
こと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、以下の設定温度毎に規定された時
関わらず、室温では 8 時間以内に投与を終了
間内で投与を終了すること。また、投与中も
すること。また、投与中も遮光することが望
遮光することが望ましい。
ましい。
設定温度
投与終了までの時間
25℃以下
72 時間以内
30℃以下
48 時間以内
35℃以下
24 時間以内
40℃以下
12 時間以内
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。
こと。
(4)投与時：
(4)投与時：
1) 本剤は、常に静注用フローラン専用溶解液の
1) 本剤は、常に専用溶解液のみで溶解し、他の
みで溶解し、他の注射剤等と配合しないこ
注射剤等と配合しないこと。また、他の注射
と。また、他の注射剤、輸液等を併用投与す
剤、輸液等を併用投与する場合は、混合せず
る場合は、混合せず別の静脈ラインから投与
別の静脈ラインから投与すること。
すること。
2) ～6) 省略

2) ～6) 省略

訂

後（下線部：改訂箇所）

2. 適用上の注意
(1) 省略
(2)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存（2～8℃）すること。
2) 調製後、冷蔵保存する場合は 8 日間（192 時間）
を超えないこと。
3) 本剤及び調製後溶液を凍結させないこと。凍
結した場合には、溶解後も使用しないこと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、以下の設定温度毎に規定された時
間内で投与を終了すること。また、投与中は
遮光することが望ましい。
設定温度
投与終了までの時間
25℃以下
72 時間以内
30℃以下
48 時間以内
35℃以下
24 時間以内
40℃以下
12 時間以内
5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。

改

訂

前（取消線部：削除箇所）

2. 適用上の注意
(1) 省略
(2)調製後溶液の保存及び取扱い：
1) 調製後は溶液中の有効成分が徐々に分解する
ため、調製後すぐに投与開始しない場合は溶
液を冷蔵保存すること。
2) 冷蔵保存する場合は調製後 24 時間以内に投与
開始することが望ましい。また、40 時間を超
えて冷蔵保存しないこと。
3) 本剤及び調製後溶液を凍結させないこと。凍
結した場合には、溶解後も使用しないこと。
4) 調製後溶液は投与開始前の冷蔵保存の有無に
関わらず、室温では 8 時間以内に投与を終了
すること。また、投与中は遮光することが望
ましい。

5) 一旦投与を開始した溶液の残液は使用しない
こと。

<改訂理由>
静注用フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液より pH が高くなるように変更し、有効
成分であるエポプロステノールの安定性を高めることに致しました。その結果、調製後溶液を投与終了
するまでの時間を延長することが可能となり、使用時の利便性が向上致しました。これに伴い、静注用
フローラン及び静注用フローラン専用溶解液の添付文書に記載の、調製後溶液の設定温度毎の保存時間
を延長しました。
また、2016年現在、エポプロステノール製剤が複数市場に流通しておりますが、静注用フローランの
調製に際しては静注用フローラン専用溶解液を使用することで製品の安定性を担保しておりますため、
静注用フローランに対して使用頂く専用溶解液を明記しました。

(3)静注用フローラン：警告、用法・用量に関連する使用上の注意
改

訂

後（下線部：改訂箇所）

改

【警告】

【警告】

(1)

(1) 省略

省略

(2)本剤の使用にあたっては、【用法・用量】、｢用
法・用量に関連する使用上の注意｣を遵守するこ
と。
1) 本剤は常に静注用フローラン専用溶解液のみ
で溶解し、他の注射剤等と配合しないこと。
また、他の注射剤、輸液等を併用投与する場
合は、混合せず別の静脈ラインから投与する
こと。［pH が低下し、安定性が損なわれ、本
剤の有効成分の含量低下により投与量が不足
する可能性がある。投与量の不足により十分
な臨床効果が得られず、肺高血圧症状の悪化
又は再発を来すおそれがある。］
2) 省略
用法・用量に関連する使用上の注意

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－
訂

前

使用上の注意改訂のお知らせ

(2)本剤の使用にあたっては、【用法・用量】、｢用
法・用量に関連する使用上の注意｣を遵守するこ
と。
1) 本剤は常に専用溶解液のみで溶解し、他の注
射剤等と配合しないこと。また、他の注射剤、
輸液等を併用投与する場合は、混合せず別の
静脈ラインから投与すること。［pH が低下
し、安定性が損なわれ、本剤の有効成分の含
量低下により投与量が不足する可能性があ
る。投与量の不足により十分な臨床効果が得
られず、肺高血圧症状の悪化又は再発を来す
おそれがある。］

プロスタグランジン I2 製剤

（一般名：エポプロステノールナトリウム）

2) 省略
用法・用量に関連する使用上の注意

(1)本剤は、常に静注用フローラン専用溶解液のみ (1)本剤は、常に専用溶解液のみで溶解し、他の注
射剤等と配合しないこと。また、他の注射剤、
で溶解し、他の注射剤等と配合しないこと。ま
輸液等を併用投与する場合は、混合せず別の静
た、他の注射剤、輸液等を併用投与する場合は、
脈ラインから投与すること。（他の注射剤、輸
混合せず別の静脈ラインから投与すること。
液等との配合あるいは混合により pH が低下
（他の注射剤、輸液等との配合あるいは混合に
し、安定性が損なわれ、本剤の有効成分の含量
より pH が低下し、安定性が損なわれ、本剤の
低下により投与量が不足する可能性がある。投
有効成分の含量低下により投与量が不足する可
与量の不足により十分な臨床効果が得られず、
能性がある。投与量の不足により十分な臨床効
肺高血圧症状の悪化又は再発を来すおそれがあ
果が得られず、肺高血圧症状の悪化又は再発を
る。）
来すおそれがある。）
(2) ～ (7) 省略

2016 年 4 月

(2) ～ (7) 省略

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、
及び
【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

<改訂理由>
前述の通り、静注用フローランの調製に際しては静注用フローラン専用溶解液を使用することで製品
の安定性を担保しておりますため、静注用フローランに対して使用頂く専用溶解液を明記しました。

の

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後の
ご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
謹白

3.「使用上の注意」以外の添付文書改訂箇所
前述のとおり、静注用フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液よりpHが高くなるように
変更したため、【組成・性状】の項を変更しました。また、【承認条件】を削除しました。その他記載
整備を行っておりますので、詳細は添付文書全文を参照ください。

4.改訂添付文書使用時期
静注用フローラン

2016年9月以降生産分より使用予定

FLNXR0051 –D1604N
2016 年 4 月作成

1.主な改訂内容
項

目

＜静注用フローラン＞
適用上の注意
［一部改訂］
＜静注用フローラン専用溶解液＞
適用上の注意
［一部改訂］

内

容

フローラン専用溶解液の性状に関して、従来の溶解液よりpHが
高くなるように変更したため、調製後溶液の保存及び取扱い方法
を変更しました。

■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://jp.gsk.com）でもご覧になれます。

