
日本標準商品分類番号 87119

遺伝学的検査・受付窓口のご案内
―スピンラザの投与対象患者―

スピンラザは、5qSMA患者のSMN2遺伝子に作用することで、
正常なSMNタンパクの発現を増加させる薬剤です。
投与開始前に、遺伝学的検査により下記を確認してください。

□ SMN1遺伝子の欠失または変異を有している
□ SMN2遺伝子のコピー数が1以上※

遺伝学的検査を自施設で実施できない場合、
下記の施設・検査会社にお問い合わせください。

東京女子医科大学 ゲノム診療科
特任教授：齋藤 加代子 先生

電話：03-5269-7509
E-mail： gene.ba@twmu.ac.jp  office.ba@twmu.ac.jp
（E-mailでのお問い合わせの場合は、上記の両方のアドレスへ連絡お願いします。）

お問い合わせ

神戸大学医学部附属病院 検査部
名誉教授：西尾 久英 先生　部長：矢野 嘉彦 先生

電話：078-382-6316
E-mail： genelabo@med.kobe-u.ac.jp
（検査依頼方法：ダイレクトに検査部に依頼し、検体を送ります。費用は、保険診療、病院間契約で対処します。）

お問い合わせ

株式会社 ビー・エム・エル
本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3　総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

電話：049-232-3131  Fax：049-232-3132お問い合わせ

1. 平成30年3月5日保医発0305第1号診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)  別添1（医科点数表）
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html）Accessed April 28, 2018

2. 平成30年厚生労働省告示第43号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件＜第2章＞検査
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html）Accessed April 28, 2018

脊髄性筋萎縮症が疑われる場合に行われる遺伝学的検査に対して、以下の遺伝学的検査料を、原則として患者1人につき
1回算定できます。2回以上実施する場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載ください1。

※SMN2遺伝子のコピー数が1の患者及び4以上の患者における有効性及び安全性は確立していない。これらの患者に
投与する場合には、本剤投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与を開始し、患者の状態を慎重に観察すること。

「D006-4」遺伝学的検査（2 処理が複雑なもの）2 診療報酬点数  5,000点

2．禁忌（次の患者には投与しないこと）



●詳細は添付文書をご覧ください。また、添付文書の改訂には十分ご留意ください。 2022年3月改訂（第3版、効能・効果変更）
Biogen-161104

11. 副作用

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

14. 適用上の注意

15. その他の注意

21. 承認条件
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、再審査期間中は、全症例を対象とした使用成

績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有
効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装
スピンラザ髄注12mg　1バイアル/箱

8. 重要な基本的注意
8.1 本剤の投与は、脊髄性筋萎縮症の診断及び治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで行うこと。
8.2 生後3～42日齢の乳児を対象とした臨床試験では、生後52～242日齢の乳児を対象とした臨床試

験と比較して脳脊髄液中薬物濃度が約5倍高値を示した。新生児期又は乳児期早期の患者に本剤
を投与する場合には、患者の状態を慎重に観察すること。［16.1.1、16.1.3 参照］

8.3 海外で他のアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤の皮下又は静脈内投与後に重度の急性血小板減少症
を含む凝固系異常及び血小板数減少が報告されている。本剤においても血小板数減少が認められて
いるため、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に血算（血小板数）及び凝固能検査を行うこと。

8.4 海外で他のアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤の皮下又は静脈内投与後に腎障害が報告されてい
る。また、本剤においても蛋白尿の上昇が認められているため、本剤の投与開始前及び投与期間中
は定期的に腎機能検査を行うこと。

8.5 海外で他のアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤の皮下又は静脈内投与後に肝障害が認められてい
るため、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に肝機能検査を行うこと。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 抗凝固剤又は抗血小板薬を投与している患者、出血又は出血傾向のある患者

出血又は出血の増悪があらわれるおそれがある。
9.2 腎機能障害患者

ヌシネルセン及び代謝物の排泄が遅延するおそれがある。
なお、臨床試験では除外されている。

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合
にのみ投与すること。

9.6 授乳婦
授乳中の女性には、本剤投与中は治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は
中止を検討すること。ヒト母乳中への移行は不明だが、マウスで乳汁中への移行が報告されている。

9.7 小児等
早産児では脳脊髄液量が少ないため、脳脊髄液中濃度が上昇するおそれがある。［7.1 参照］

3. 組成・性状

4. 効能・効果

販売名 スピンラザ髄注12mg
無色澄明の液
6.7～7.7
約1（生理食塩液に対する比）

外観
pH

浸透圧比

性
状

脊髄性筋萎縮症、臨床所見は発現していないが遺伝子検査により発症が予測される脊髄性筋萎縮症

5. 効能・効果に関連する注意

6. 用法・用量
〈乳児型脊髄性筋萎縮症、臨床所見は発現していないが遺伝子検査により発症が予測される脊髄性筋萎縮症〉
通常、ヌシネルセンとして、1回につき下表の用量を投与する。初回投与後、2週、4週及び9週に投与し、以
降4ヵ月の間隔で投与を行うこととし、いずれの場合も1～3分かけて髄腔内投与すること。
〈乳児型以外の脊髄性筋萎縮症〉
通常、ヌシネルセンとして、1回につき下表の用量を投与する。初回投与後、4週及び12週に投与し、以降
6ヵ月の間隔で投与を行うこととし、いずれの場合も1～3分かけて髄腔内投与すること。

7. 用法・用量に関連する注意

各投与時の日齢
0～90日齢
91～180日齢
181～365日齢
366～730日齢
731日齢～

用量
9.6mg
10.3mg
10.8mg
11.3mg
12mg

投与液量
4mL
4.3mL
4.5mL
4.7mL
5mL

7.1 早産児では在胎週数を考慮して用量を調節すること。［9.7 参照］
7.2 本剤の投与が予定から遅れた場合は、「6. 用法・用量」の表に従った用量を、可能な限り速やかに投与
し、以降、その投与を基点とし、以下の投与方法を参考にすること。

〈乳児型脊髄性筋萎縮症、臨床所見は発現していないが遺伝子検査により発症が予測される脊髄性筋萎縮症〉
1）初回投与後の2週目の投与が遅れた場合、基点から2週及び7週後に投与し、以降は、4ヵ月間隔で投与
すること。

2）初回投与後の4週目の投与が遅れた場合、基点から5週後に投与し、以降は、4ヵ月間隔で投与すること。
3）初回投与後の9週目の投与が遅れた場合、基点から4ヵ月間隔で投与すること。
4）本剤の投与間隔が4ヵ月間隔となった後に投与が遅延し、基点からあらかじめ定められた次回投与日
までの期間が2週間以上の場合は、あらかじめ定められた投与日に投与し、以降は、4ヵ月間隔で投与
すること。基点からあらかじめ定められた次回投与日までの期間が2週間未満、又は基点があらかじめ
定められた次回投与日を過ぎている場合は、基点から2週間以上あけてから投与し、以降は、4ヵ月間
隔で投与すること。（ただし前回からの投与間隔が16ヵ月未満の場合）

〈乳児型以外の脊髄性筋萎縮症〉
1）初回投与後の4週目の投与が遅れた場合、基点から8週後に投与し、以降は、6ヵ月間隔で投与すること。
2）初回投与後の12週目の投与が遅れた場合、基点から6ヵ月間隔で投与すること。
3）本剤の投与間隔が6ヵ月間隔となった後に投与が遅延し、基点からあらかじめ定められた次回投与日
までの期間が4週間以上の場合は、あらかじめ定められた投与日に投与し、以降は、6ヵ月間隔で投与
すること。基点からあらかじめ定められた次回投与日までの期間が4週間未満、又は基点があらかじめ
定められた次回投与日を過ぎている場合は、基点から4週間以上あけてから投与し、以降は、6ヵ月間
隔で投与すること。（ただし前回からの投与間隔が36ヵ月未満の場合）

7.3 本剤と脊髄性筋萎縮症に対する他剤の併用について安全性及び有効性は確立していないので併用
を避けること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

5.1 遺伝子検査により、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であるこ
とが確認された患者に投与すること。ただし、SMN2遺伝子のコピー数が4以上の患者については、
遺伝子検査によりSMN1遺伝子の欠失又は変異を有していたとしても、臨床所見が発現する前から
は投与せず、臨床所見の発現後に、本剤投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与の必要性を
判断すること。

5.2 SMN2遺伝子のコピー数が1の患者及び4以上の患者における有効性及び安全性は確立していな
い。これらの患者に投与する場合には、本剤投与のリスクとベネフィットを考慮した上で投与を開始し、
患者の状態を慎重に観察すること。

5.3 永続的な人工呼吸が導入された患者における有効性及び安全性は確立していない。これらの患者に
投与する場合には、患者の状態を慎重に観察し、定期的に有効性を評価し投与継続の可否を判断する
こと。効果が認められない場合には投与を中止すること。

3.1 組成

3.2 製剤の性状

次の副作用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。
11.1 重大な副作用
11.1.1 水頭症（頻度不明）

11.2 その他の副作用

14.1 薬剤投与前の注意
14.1.1 使用前に無色透明で浮遊物等がないことを目視にて確認し、異常が認められる場合には使

用しないこと。
14.1.2 冷所から本剤を取り出した後、6時間以内に使用すること。
14.1.3 本剤は投与前に室温に戻すこと。
14.1.4 本剤は希釈しないこと。また、他剤と混合しないこと。

14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 重度の脊柱変形を生じている患者では、確実に髄腔内に刺入できるよう、超音波画像等の利

用を考慮すること。
14.2.2 本剤投与前には、本剤投与量と同程度の量の脳脊髄液を除去すること。
14.2.3 使用後の残液は使用しないこと。

15.2 非臨床試験に基づく情報
15.2.1 幼若サルを用いた53週間間歇髄腔内投与毒性試験において、1mg/回以上の群で海馬に空

胞化が認められ、4mg/回の群で、学習及び記憶への影響が認められている。

日本標準商品分類番号 87119

承 認 番 号 22900AMX00587
薬 価 収 載 2017年 8 月
販 売 開 始 2017年 8 月

貯 法 2～8℃で遮光して
保存

有 効 期 間 48ヵ月

販売名 スピンラザ髄注12mg
ヌシネルセンナトリウム
（ヌシネルセンとして）

リン酸二水素ナトリウム
無水リン酸一水素ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化カリウム
塩化カルシウム水和物
塩化マグネシウム
pH調整剤

有効成分
1バイアル5mL中

添加剤
1バイアル5mL中

12.63mg
（12mg）

0.25mg
0.49mg
43.83mg
1.12mg
1.03mg
0.82mg
適量

成
分・分
量

1％以上 1％未満 頻度不明
感染症および寄生虫症 蜂巣炎

代謝および栄養障害

免疫系障害

食欲亢進
精神障害 不眠症
神経系障害 頭痛 眼振
心臓障害 頻脈
血管障害 血管炎

呼吸器、胸郭および縦隔障害

過敏症（血管浮腫、
蕁麻疹、発疹等）

カタル、発声障害
胃腸障害 嘔吐 便失禁、悪心

皮膚および皮下組織障害 寝汗、皮膚疼痛
筋骨格系および結合組織障害 背部痛 筋力低下

先天性、家族性および遺伝性障害
発熱

貧血母斑
一般・全身障害および投与部位の状態

臨床検査 体温低下、体温上昇

処置後腫脹腰椎穿刺後症候群
（頭痛、吐き気、嘔吐）傷害、中毒および処置合併症
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