
2019年1月作成 日本標準商品分類番号 87119

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。ご使用前に必ずお読みください。－

新医薬品の「使用上の注意」の解説

製造販売元

【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

2019年1月作成
Biogen-06096
SPI002MA01



はじめに

　脊髄性筋萎縮症（SMA）は、survival motor neuron（SMN）タンパク質の欠乏によ

り、下位運動ニューロンが変性し、四肢や体幹の筋萎縮をもたらす常染色体劣性遺伝
の神経筋疾患です1）、2）。乳児の死亡原因の中で最も多い遺伝子疾患です1）、2）。
　SMAの主要な責任遺伝子はSMN1 遺伝子であり、欠失型又は変異型SMN1 遺伝
子が2コピー受け継がれた場合に、SMAを発症します3）。一方、SMA患者は一般的
に、SMN1 遺伝子の重複遺伝子であるSMN2 遺伝子コピーを2個又は3個有してい
ます1）、4）。SMN2 遺伝子ではエクソン7の6位のヌクレオチドがCからTに置き換
わっているため、スプライシングの過程でほとんどのエクソン7がスキップされ、産
生されるSMNタンパク質のほとんどが短縮型の非機能性のものとなります1）、4）。そ
の結果、SMA患者における機能性SMNタンパク質は、SMN2 遺伝子から産生され
るわずかな量のみとなります1）。
　スピンラザは、SMN2 mRNA前駆体のエクソン7の下流イントロンにおける特
定の配列と結合するようにデザインされたアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）
です。スピンラザは、エクソン7のスプライシングを抑制するタンパク質とSMN2 
mRNA前駆体の結合を阻害し、SMN2 mRNAへのエクソン7の含有を促進します。
このようにして機能性のSMNタンパク質を増やすことにより、SMAに対する作用
を示します。
　スピンラザは2016年12月に米国で承認されました。わが国では2017年7月
に、「乳児型脊髄性筋萎縮症」を効能・効果として承認された後、2017年9月に乳児
型以外のSMAの効能・効果が追加承認され、効能・効果が「脊髄性筋萎縮症」に変更と
なりました。 

　本冊子は、本剤のご使用に際しての注意事項を各項ごとに解説いたしました。本
剤をご使用いただく前に本冊子を精読のうえ、適正使用にご留意くださいますよう
お願い申し上げます。

1）Lunn MR et al.: Lancet. 2008;371(9630):2120-2133.
2）Darras BT et al.: Pediatr Clin North Am. 2015;62(3):743-766.
3） National Organization for Rare Diseases. Spinal muscular atrophy. https://rarediseases.org/rare-diseases/

spinal-muscular-atrophy/ Updated 2012. Accessed May 11, 2017.
4）Swoboda KJ et al.: N Engl J Med. 2014;371(18):1752-1754.
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Ⅰ. 効能・効果

脊髄性筋萎縮症

 解 説　
乳児型（主にⅠ型）脊髄性筋萎縮症（SMA）患者を対象とした非盲検試験（CS3A試験）1）において有効
性及び安全性が示され、さらに乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象とした日本を含む国際共同試験であ
る第Ⅲ相無作為化二重盲検シャム処置対照試験（CS3B試験）2）＊1において有効性及び安全性が確認
されたこと、続いて、主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象とした日本を含む国際共同試験である第Ⅲ相無
作為化二重盲検シャム処置対照試験（CS4試験）3）＊2において有効性及び安全性が確認されたこと、加
えて国際疾病分類第10版（ICD-10）に定義される疾患名に基づき、本剤の効能・効果は「脊髄性筋萎縮
症」と設定しました。
なお、「効能・効果に関連する使用上の注意」に、対象患者の具体的な条件を記載しています（p5参照）。
＊1：日本人被験者3例（うち本剤群2例）
＊2：日本人被験者8例（うち本剤群5例）

（参考）SMAの病型分類3）−7）

病型 発症時
（診断時）の年齢 生命予後 最高到達運動

マイルストーン
SMN2 遺伝子

コピー数
全SMAに
占める割合

0 胎内（出生時） 生後約1週 達成不可能 1 ―

乳児型
SMAⅠ

ⅠA 胎内（生後2週） 生後
約1～2週

到達マイルストーンはほ
とんどない 1又は2

58%ⅠB 乳児期
（生後3ヵ月） 呼吸支持

未実施の場合は
生後2年未満

定頸を獲得しない
2又は3

ⅠC 乳児期
（生後3～6ヵ月）

定頸を獲得するが、寝
返り、一人座りは不可能

Ⅱ 乳児期
（生後6～18ヵ月）

2歳超;
25歳時の

生存確率70%

正しい姿勢を取ると、一
人座り可能。まれに立
つことは可能だが、歩行
は不可能

ほとんどの
患者で3 29%

乳児型以外
のSMAⅢ

ⅢA 幼児期前期
（生後18～36ヵ月）

一般集団
と同じ

一人座り、立つ、歩行が
可能だが、困難を伴う。
多くの患者で思春期以
降、歩行不能

3又は4 13%
ⅢB

幼児期後期から
学童・青年期

（3～10歳、
一般的に18歳以下）

Ⅳ 成人（35歳超） 正常。発症後に運動障
害が増加 4以上 ―

1）社内資料：外国臨床試験（CS3A試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
3）Faravelli I et al.: Nat Rev Neurol. 2015; 11: 351-359.
4）Finkel R et al.: Neuromuscul Disord. 2015; 25(7): 593-602. 
5）William D et al.: Semin Spine Surg. 2012; 24(3): 164-168.
6）Ogino S et al.: Eur J Hum Genet. 2004; 12(12): 1015-1023.
7）Sansone VA et al.: Neuromuscul Disord. 2015; 25(12): 979-989.
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Ⅱ. 用法・用量

乳児型脊髄性筋萎縮症
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。

各投与時の日齢 用量 投与液量 
0～90日齢 9.6mg 4mL

91～180日齢 10.3mg 4.3mL
181～365日齢 10.8mg 4.5mL
366～730日齢 11.3mg 4.7mL

731日齢～ 12mg 5mL

 解 説　
投与時に2歳（730日齢）以下の患者では、脳脊髄液量の相対的な違いに基づき年齢（日齢）に応じて投
与液量（用量）を調節します。投与時に2歳（731日齢）以上の患者には、投与液量（用量）は5mL（12mg）
の固定用量とします。年齢群別の小児患者群の推定脳脊髄液量は以下のとおりで、三次元磁気共鳴
画像（3D-MRI）法により調査（新生児13例、男性：7例、9.6±6.0ヵ月、女性：6例、11.7±6.1ヵ月）し、 
モデル式から求められた値を各年齢群の脳脊髄液量として参照しています1）。

年齢群別の小児患者群の推定脳脊髄液量
（0〜90日齢）120mL、（91〜180日齢）130mL、（181〜365日齢）135mL、（366〜730日齢）140mL、
（731日齢〜）150mL

初めて乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3A試験2）（第Ⅱ相非盲検／非対照試験）では、開
始当時、「本剤（ヌシネルセン）として6又は12mg相当量（脳脊髄液量に基づき、2歳を超える小児に対す
る6又は12mgに相当するよう乳児の年齢で調節した投与量）で1、15及び85日目に負荷投与（計3回）
後、本剤12mg相当量（同）を6ヵ月に1回維持投与」していましたが、非ヒト霊長類（カニクイザル）を用
いた反復投与試験から、脊髄組織及び脳脊髄液中の半減期が約4ヵ月であることが示されたことに基づ
き、維持投与のスケジュールを4ヵ月に1回に変更しました。その結果を受け、「本剤12mg相当量（2歳
未満では年齢に基づき用法・用量を調節）を1、15、29及び64日目に負荷投与（計4回）後、本剤12mg
相当量（同）を4ヵ月に1回維持投与する」と設定して乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試
験3）を実施し、本剤の有用性が認められました。
その後、「本剤12mgを1、29及び85日目に負荷投与（計3回）後、本剤12mgを6ヵ月に1回維持投与する」 
と設定して主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象としたCS4試験4）を実施し、本剤の有用性が認められました。
なお、「用法・用量に関連する使用上の注意」に、早産児における注意点を記載しています（p8参照）。
1）Matsuzawa J et al.: Cereb Cortex. 2001; 11: 335-342.
2）社内資料：外国臨床試験（CS3A試験）
3）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
4）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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Ⅲ. 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

 解 説　
過敏症に対する一般的な注意事項として設定しました。
本剤に含有されている成分に対して過敏症の既往がある患者に同一成分を含有する薬剤が再投与され
た場合、再び過敏症症状を発現するおそれがあるため設定しました。なお、2’-MOE-ASOに対して過敏
症の既往歴のある患者では、本剤にも交叉反応性が認められる可能性があります。
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Ⅳ. 効能・効果に関連する使用上の注意

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。

 解 説　
本剤の作用機序がSMN2 mRNA前駆体のイントロン7に結合し、エクソン7のスキッピングを抑制す
ることで、エクソン7含有SMN2 mRNAを生成させ、完全長SMNタンパク質を発現させることを踏ま
えると、本剤はSMN1 遺伝子の異常に起因してSMAを発症、かつ、SMN2 遺伝子のコピー数が1
以上である患者において有効性が期待されます。

（参考） 乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試験の主な選択・除外基準、 
中止基準1）

主な選択基準 遺伝学的にSMAと診断された患者； SMN2 遺伝子を2コピー有する患者； 
生後6ヵ月齢以前に発症し、スクリーニング時に生後7ヵ月齢以下の患者

主な除外基準 スクリーニング時に低酸素血症が認められた患者

中止基準 両親／保護者による同意書の撤回； 試験中止を必要とする有害事象の発現

（参考） 主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象としたCS4試験の主な選択・除外基準、 
中止基準2）

主な選択基準

遺伝学的にSMAと診断された患者； SMAに合致する臨床症状が生後6ヵ
月以降に発現した患者； スクリーニング時に年齢が2～12歳の患者； 自力
で座ることが可能であるが、自力で歩行ができない患者； スクリーニング時
の拡大Hammersmith運動機能評価スケール（HFMSE）が10以上54以
下の患者

主な除外基準 侵襲性又は非侵襲性換気療法が24時間中6時間を超えて必要となる呼吸
不全を有する患者

中止基準 両親／保護者による同意書の撤回； 試験中止を必要とする有害事象の発現

1）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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Ⅳ. 効能・効果に関連する使用上の注意

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。

 解 説　
SMA患者には、SMN1 遺伝子の重複遺伝子であるSMN2 遺伝子のコピー数が1〜4の患者が含
まれます（SMN2 遺伝子のコピー数が0であるSMA患者は極めて短命又は出生に至らないと推察
されています）。本剤の作用機序を踏まえると、SMN2 遺伝子のコピー数が1以上の患者であれば、
SMNタンパク質の発現量が増加すると考えられます。本剤の乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象と
したCS3B試験1）においては、SMN2 遺伝子を2コピー有する患者を対象としており、本剤の主にⅡ型
又はⅢ型SMA患者を対象としたCS4試験2）においては、SMN2 遺伝子のコピー数は2、3又は4で、
SMN2 遺伝子のコピー数が4の患者は3例であり、SMN2 遺伝子のコピー数が1又は4の患者におけ
る使用経験が限られているため、その有効性及び安全性は明らかではありません。SMN2 遺伝子の
コピー数が1の患者では、十分な量のSMNタンパク質が生成せず、臨床的に意義のある改善が認め
られない可能性は否定できず、また、SMN2 遺伝子が高コピー数の患者では、SMNタンパク質が過
剰に発現する可能性があり、SMNタンパク質の生体内での機能は正確には解明されておらず、未知
の有害事象が発現する可能性が現時点では否定できません。したがって、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して
ください。なお、遺伝学的検査を自施設で実施できない場合は、「遺伝学的検査・受付窓口のご案内」
に掲載の施設・検査会社にお問い合わせください。

1）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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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。

 解 説　
乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試験1）において、呼吸器症状がある患者では、本剤
群における運動マイルストーン改善例の割合が低下していました。SMAは進行性の疾患であること
と、本剤の作用機序を踏まえると、変性・消失したニューロンの再生は望めないことから、疾患が進行
し、永続的な人工呼吸が導入された患者においては、効果が減弱する可能性があります。したがっ
て、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て投
与を継続するかどうかを判断してください。効果が認められない場合には投与を中止してください。

1）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）

Ⅳ. 効能・効果に関連する使用上の注意
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Ⅴ. 用法・用量に関連する使用上の注意

早産児では在胎週数を考慮して用量を調節すること。［「小児等への投与」の項 
参照］

 解 説　
在胎週数を考慮せず、生後日齢のみに基づき早産児に本剤を投与した場合、過量投与になることが想
定されるため設定しました。
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Ⅵ. 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）
（1） 腎機能障害のある患者［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、臨床試験における投与経験はない。］

 解 説　
本剤の主要な排泄経路は尿中であり、腎機能障害のある患者では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こと、本剤の臨床試験1）−3）においても尿蛋白が異常高値／陽性を示した患
者が認められたことから設定しました。なお、国内及び海外臨床試験で、腎機能障害のある患者へ
の投与経験はありません。また、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ます。

1）社内資料：外国臨床試験（CS3A試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
3）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）

（2） 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。］

 解 説　
本剤の臨床試験1）−3）においても血小板数減少が認められていることから設定しました。なお、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ます。

1）社内資料：外国臨床試験（CS3A試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
3）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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Ⅵ. 使用上の注意

2. 重要な基本的注意
（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。

 解 説　
本剤の投与経路が腰椎穿刺による髄腔内投与であること、また、本剤の有効性の判定には、脊髄性
筋萎縮症の診断及び治療に十分な知識・経験が必要と考えられることから、設定しました。
投与の際は、あらかじめ「スピンラザの投与方法  腰椎穿刺による髄腔内投与の実際」を熟読してく
ださい。初回納入時及びご依頼があった際には、本剤の安全性情報、投与手技に関する説明を受
けることができます。「バイオジェン・パートナーコール」（D.I.ページ下部に記載）までお問い合わせくだ
さい。
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（2） 生後8～42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。［「小児等への投与」及び「薬物動態」の項
参照］

 解 説　
遺伝的にSMAと診断された未発症※の外国人被験者1）（生後8〜42日齢）を対象としたSM201試
験では、乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試験2）（生後52〜242日齢）と比較して、本
剤の脳脊髄液中濃度が約5倍高値を示しました。したがって、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してください。

※：本剤の効能・効果は、「脊髄性筋萎縮症」です

1）社内資料：遺伝的に診断された未発症乳児対象海外試験（SM201試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）

Ⅵ. 使用上の注意

SM201試験における各投与日の脳脊髄液
及び血漿中本薬濃度（小児：未発症※SMA患者、
外国人データ）1）

評価時期
血漿中濃度 CSF中濃度

評価例数 トラフ濃度
（ng/mL） 評価例数 トラフ濃度

（ng/mL）
15日目 －＊ －＊ 13 20.2±17.1
29日目 －＊ －＊ 11 32.4±26.0
64日目 11 1.5±0.4 11 34.7±32.7

183日目 9 0.8±0.26 9 19.7±18.1
302日目 1 0.8 －＊ －＊

平均値±標準偏差
＊：測定せず

43日齢未満の外国人乳児17例に、用法・用量に従い1回
12mg相当量の本剤を初回投与後、15、29及び64日目に投
与し、以降4ヵ月に1回維持投与した。

CS3B試験における各投与日の脳脊髄液
及び血漿中本薬濃度（小児：乳児型SMA患者、
日本人及び外国人のデータ）2）

評価時期
血漿中濃度 CSF中濃度

評価例数 トラフ濃度
（ng/mL） 評価例数 トラフ濃度

（ng/mL）
15日目 －＊ －＊ 68 3.96±2.33
29日目 67 2.34±0.96 69 5.58±3.49
64日目 55 2.33±0.94 56 6.68±4.42

183日目 34 1.62±3.14 36 6.72±2.72
302日目 20 0.84±0.33 19 11.2±6.92

平均値±標準偏差
＊：測定せず

脊髄性筋萎縮症と診断された7ヵ月齢未満の日本人及び外国
人乳児121例に、用法・用量に従い1回12mg相当量の本剤
を初回投与後、15、29及び64日目に投与し、以降4ヵ月に
1回維持投与した。



12

Ⅵ. 使用上の注意

（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。

（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。

（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。

 解 説　
海外の他のアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤の報告、及び本剤の臨床試験1）−3）において血小板数
減少を示した患者、尿蛋白が異常高値／陽性を示した患者が認められたことから設定しました。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、腎機能検査、肝
機能検査を行ってください。
なお、乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3A試験 1）及びCS3B試験 2）では、それぞれ、
投与前・投与29・92・169・253・337・442・568・694・820・946・1072・1198・1352日目、及び投与前・投与
64・183・394日目に、血算（血小板数）検査、血液検査及び尿検査による腎機能評価、血液検査に
よる肝機能評価を行いました。また、主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象としたCS4試験 3）では、
投与前・投与1・2・29・85・169・274・456日目に、血算（血小板数）検査、血液検査及び尿検査による腎
機能評価、血液検査による肝機能評価を行いました。3試験で投与前に凝固能検査を行いました。

1）社内資料：外国臨床試験（CS3A試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
3）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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Ⅵ. 使用上の注意

3. 副作用
脊髄性筋萎縮症（SMA）と診断された乳児を対象とした第Ⅲ相シャム（疑似的）
処置対照二重盲検試験（Study CS3B、日本を含む国際共同試験）において、
本剤群80例のうち9例（11.3％）に副作用が認められた。主な副作用は発熱

（2.5％）、頻脈、貧血母斑、蜂巣炎、処置後腫脹、眼振、血管炎、体温低下、体
温上昇（各1.3％）であった。
生後6ヵ月を超えてから発症した脊髄性筋萎縮症患者を対象とした第Ⅲ相シャ
ム処置対照二重盲検試験（Study CS4、日本を含む国際共同試験）において、
本剤群84例のうち24例（28.6％）に副作用が認められた。主な副作用は頭
痛（9.5％）、背部痛（8.3％）、発熱（7.1％）、腰椎穿刺後症候群（2.4％）、嘔吐

（2.4％）であった。
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 解 説　
乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試験1）及び主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象とし
たCS4試験2）から収集された有害事象の安全性評価結果に基づき設定しました。その際、治験責
任医師から本剤と「関連あり」あるいは「関連が疑われる」と評価された有害事象を副作用としまし
た。
以下に、上記臨床試験でみられた副作用を示します。

副作用一覧（最終解析時、効能・効果追加承認時までの集計）
安全性評価対象例数 164例
副作用発現例数（%） 33（20.1）

器官別大分類 副作用の種類 副作用発現例数（%）
一般・全身障害および投与部位の状態 発熱 8(4.9)

神経系障害
頭痛 8(4.9)
眼振 1(0.6)

筋骨格系および結合組織障害
背部痛 7(4.3)

筋力低下 1(0.6)
心臓障害 頻脈 2(1.2)

傷害、中毒および処置合併症
腰椎穿刺後症候群

（頭痛、吐き気、嘔吐） 2(1.2)

処置後腫脹 1(0.6)

胃腸障害
嘔吐 2(1.2)

便失禁 1(0.6)
悪心 1(0.6)

呼吸器、胸郭および縦隔障害
カタル 1(0.6)

発声障害 1(0.6)
先天性、家族性および遺伝性障害 貧血母斑 1(0.6)

感染症および寄生虫症 蜂巣炎 1(0.6)

皮膚および皮下組織障害
寝汗 1(0.6)

皮膚疼痛 1(0.6)
代謝および栄養障害 食欲亢進 1(0.6)

血管障害 血管炎 1(0.6)
精神障害 不眠症 1(0.6)

臨床検査
体温低下 1(0.6)
体温上昇 1(0.6)

MedDRA/J ver. 18.1
社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）

1）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）

Ⅵ. 使用上の注意
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Ⅵ. 使用上の注意

（1） 重大な副作用
水頭症（頻度不明）：
水頭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
場合には適切な処置を行うこと。

 解 説　
水頭症は、本剤の臨床試験では認められていませんでしたが、市販後において数例報告されました。
水頭症と脊髄性筋萎縮症、又は水頭症と本剤との関連は明らかになっていませんが、水頭症が患者
にとって重篤な転帰をたどる可能性があることから設定しました。

（2） その他の副作用
1%以上 1%未満

感染症および寄生虫症 蜂巣炎
代謝および栄養障害 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 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 貧血母斑
一般・全身障害および投与部位の状態 発熱

臨床検査 体温低下、体温上昇

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

 解 説　
乳児型（主にⅠ型）SMA患者を対象としたCS3B試験1）及び主にⅡ型又はⅢ型SMA患者を対象とした
CS4試験2）から収集された有害事象の安全性評価結果に基づき設定しました。その際、治験責任
医師から本剤と「関連あり」あるいは「関連が疑われる」と評価された有害事象を副作用としました。

1）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS3B試験）
2）社内資料：日本を含む国際共同試験（CS4試験）
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Ⅵ. 使用上の注意

4. 高齢者への投与
高齢者に対する安全性は確立していない。［使用経験がない］

5. 妊婦、産婦、授乳婦への投与
（1） 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 

（妊娠中の投与に関する安全性は確立していない）。

（2） 授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること（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）。

6. 小児等への投与
早産児における有効性及び安全性は確立していない（使用経験が少ない）。 
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。
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Ⅵ. 使用上の注意

7. 適用上の注意
（1）投与前

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。

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。
3）本剤は投与前に室温に戻すこと。
4）本剤は希釈しないこと。また、他剤と混合しないこと。

 解 説　
1） 本剤は無色澄明の液です。開封後、薬液に微粒子、懸濁等がある又は変色している場合、又は

容器に破損等が認められる場合は、使用しないようにしてください。
2） 無菌性の観点から、シリンジに充てんし、室温に戻した後は速やかに使用してください。
3） 注射部位疼痛等の発生を防止し、また結露によるシリンジの不具合を防ぐため、本剤を冷所から取

り出した後は、シリンジに充てんする前に本剤を室温に戻してください。
4） 希釈した場合や、他剤との混合や配合変化に関するデータはありません。そのため配合変化が起

こる可能性や効果に影響する可能性があるので、希釈したり、他の製剤と混合したりすることは避
けてください。

（2）投与時
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。
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。
3）バイアルが未使用で未開封の場合は、冷蔵庫に戻すこと。
4）使用後の残液は使用しないこと。

 解 説　
1） 重度の脊柱変形を生じている患者では、髄腔内への刺入が困難な場合があるため、超音波画像

等で確認することを考慮してください。
2） 国内及び海外臨床試験においては、ほぼ全例で、本剤投与前に、本剤投与量と同程度の量の脳脊

髄液の除去を行っており、除去せずに投与した場合の安全性は検討していないため設定しました。
3） 本剤の貯法は、凍結を避け、2〜8℃で遮光して保存であるため、未使用で未開封の場合は、冷

蔵庫に戻してください。
4） 使用後の残液の品質及び安全性は保証できないため、残液は廃棄してください。
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Ⅵ. 使用上の注意

8. その他の注意
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。

 解 説　
幼若カニクイザルを用いた53週間間歇髄腔内投与毒性試験1）において、1.0及び4.0mg/回で海馬
ニューロンの空胞化が認められたことから設定しました。

1）社内資料：サルを用いた53週間反復投与毒性試験（AS06試験）
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