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ＩＦ利用の手引きの概要 ―日本病院薬剤師会― 
 

１．医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)があ

る。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用

する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。 

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑を

して情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リ

ストとしてインタビューフォームが誕生した。 

昭和63年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第２小委員会が｢医薬品インタビュ

ーフォーム｣(以下、ＩＦと略す)の位置付け並びにＩＦ記載様式を策定した。その後、医療従事者

向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年９月に日病薬学術第３小委員

会においてＩＦ記載要領の改訂が行われた。 

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、

双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年９月に日病薬医薬情報

委員会においてＩＦ記載要領2008が策定された。 

ＩＦ記載要領2008では、ＩＦを紙媒体の冊子として提供する方式から、ＰＤＦ等の電磁的データ

として提供すること(ｅ-ＩＦ)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において｢効能・

効果の追加｣、｢警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂｣などの改訂があった場合に、改訂の根

拠データを追加した最新版のｅ-ＩＦが提供されることとなった。 

最新版のｅ- ＩＦは、(独)医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ

(http://www.info.pmda.go.jp/)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、

ｅ-ＩＦを掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収

載にあわせてｅ-ＩＦの情報を検討する組織を設置して、個々のＩＦが添付文書を補完する適正使用

情報として適切か審査・検討することとした。 

2008年より年４回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評

価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考え

た。そこで今般、ＩＦ記載要領の一部改訂を行いＩＦ記載要領2013として公表する運びとなった。 

２．ＩＦとは 

ＩＦは｢添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬

品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用の

ための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書とし

て、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依

頼している学術資料｣と位置付けられる。 

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び

薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はＩＦの記載事項とはならない。言い換えると、製

薬企業から提供されたＩＦは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完を

するものという認識を持つことを前提としている。 

[ＩＦの様式] 

①規格はＡ４版、横書きとし、原則として９ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷り

とする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。 

 

 



 

 

②ＩＦ記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。 

③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の｢ＩＦ利用の手引きの概要｣の全文を記載する

ものとし、２頁にまとめる。 

[ＩＦの作成] 

①ＩＦは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。 

②ＩＦに記載する項目及び配列は日病薬が策定したＩＦ記載要領に準拠する。 

③添付文書の内容を補完するとのＩＦの主旨に沿って必要な情報が記載される。 

④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ

医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。 

⑤｢医薬品インタビューフォーム記載要領2013｣(以下、｢ＩＦ記載要領2013｣と略す)により作成さ

れたＩＦは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(ＰＤＦ)から印刷

して使用する。企業での製本は必須ではない。 

[ＩＦの発行] 

①｢ＩＦ記載要領2013｣は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。 

②上記以外の医薬品については、｢ＩＦ記載要領2013｣による作成・提供は強制されるものではない。 

③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応

症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはＩＦが改訂される。 

３．ＩＦの利用にあたって 

｢ＩＦ記載要領2013｣においては、ＰＤＦファイルによる電子媒体での提供を基本としている。

情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。 

電子媒体のＩＦについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページ

に掲載場所が設定されている。 

製薬企業は｢医薬品インタビューフォーム作成の手引き｣に従って作成・提供するが、ＩＦの原

点を踏まえ、医療現場に不足している情報やＩＦ作成時に記載し難い情報等については製薬企業

のＭＲ等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、ＩＦの利用性を高める必要が

ある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、ＩＦが改訂されるまでの

間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器

情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、ＩＦの使用にあたっては、最新の

添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。 

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている｢臨床成績｣や｢主な外国での発売状

況｣に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。 

４．利用に際しての留意点 

ＩＦを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂き

たい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が

医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。ＩＦは日病薬の記載要領を受けて、当

該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを

得ないことを認識しておかなければならない。 

また製薬企業は、ＩＦがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの

公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して

情報を活用する必要がある。 

                  (2013年４月改訂) 
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Ⅰ．概要に関する項目 

 

１．開発の経緯 ···········································································  

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣は、日局硝酸イソソルビドを含有する経皮吸収型・虚血

性心疾患治療剤である。 

硝酸イソソルビドは、1937年に合成され薬理実験が行われ、従来の有機ニトロ化合物よりすぐ

れた作用を持つと報告された｡１) 

｢サワドールテープ｣(100mm×60mm)は、積水化学株式会社(現：積水メディカル株式会社)と新

投与経路医薬品として共同開発した製剤であり、1992年に後発医薬品として上市した。 

その後、｢サワドールテープ｣より約17％小型化した｢サワドールテープＳ｣(58mm×87mm)の開発

に着手し、下記通知に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を

実施し、承認を得て上市に至った。 

 サワドールテープＳ(旧販売名) 

承認申請に際し準拠した通知名 昭和55年５月30日 薬発第698号 

承 認 2001年１月 

上 市 2001年10月 

2006年12月に｢医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて｣(平

成12年９月19日付 医薬発第935号)に基づき、｢サワドールテープ40mg｣へ、また、2012年12月

に｢医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について｣(平成

17年９月22日 薬食審査発第0922001号)に基づき、『硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣』に

販売名を変更した。 

なお、同一成分を含有する経口剤として、硝酸イソソルビド徐放錠20mg｢サワイ｣を1990年に上

市している。 

 

 

２．製品の治療学的・製剤学的特性 ·························································  

１)テープ剤の他、経口剤があり、個々の状況に応じた剤形選択が可能である(ただし、用法・

用量が異なる)｡ 

２)24又は48時間ごとの貼付で狭心症に対し優れた臨床効果を示す(Ⅴ．-３．参照)｡２～５) 

３)本剤の支持体にはポリエチレンテレフタレートと不織布のラミネートフィルムを使用し、

適度な柔軟性と硬さを持つ。 

４)本剤の粘着剤層には硝酸イソソルビドの溶解性、放出性に適した刺激性の少ないアクリル

系粘着剤を使用し、粘着力がマイルドで、剥離時の痛みや刺激が少ない(Ⅳ．-15．参照)｡６) 

５)患者の利便性を考慮し、個包装上に｢注意｣、｢貼り方｣及び｢貼る場所｣を記載している。 

６)既存の硝酸イソソルビド製剤(同剤形)と比較し、効能・効果、用法・用量は同一である。 

７)副作用として、血圧低下、頭痛、皮膚の刺激感、一次刺激性の接触皮膚炎(刺激症状、発赤、

そう痒等)、アレルギー性接触皮膚炎等が報告されている(頻度不明)｡ 
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Ⅱ．名称に関する項目 

 

１．販売名 ···············································································  

1)和名 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣ 

 

2)洋名 

ＩＳＯＳＯＲＢＩＤＥ ＤＩＮＩＴＲＡＴＥ 

 

3)名称の由来 

通知｢平成17年９月22日 薬食審査発第0922001号｣に基づき命名した。 

 

 

２．一般名 ···············································································  

1)和名(命名法) 

硝酸イソソルビド(ＪＡＮ) 

 

2)洋名(命名法) 

Ｉｓｏｓｏｒｂｉｄｅ Ｄｉｎｉｔｒａｔｅ(ＪＡＮ、ＩＮＮ) 

 

3)ステム 

不明 

 

 

３．構造式又は示性式 ·····································································  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．分子式及び分子量 ·····································································  

分子式：Ｃ６Ｈ８Ｎ２Ｏ８ 

分子量：236.14 

 

 

５．化学名(命名法) ·······································································  

１,４：３,６-Ｄｉａｎｈｙｄｒｏ-Ｄ-ｇｌｕｃｉｔｏｌ ｄｉｎｉｔｒａｔｅ(ＩＵＰＡＣ) 
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６．慣用名、別名、略号、記号番号 ···························································  

別名：イソソルビド硝酸エステル 

略号：ＩＳＤＮ 

 

 

７．ＣＡＳ登録番号 ·········································································  

８７－３３－２ 

 



Ⅲ．有効成分に関する項目 

- 4 - 

Ⅲ．有効成分に関する項目 

 

１．物理化学的性質 ·······································································  

1)外観・性状 

白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはないか、又はわずかに硝酸ようのにおいがある。 

 

2)溶解性 

Ｎ,Ｎ-ジメチルホルムアミド又はアセトンに極めて溶けやすく、クロロホルム又はトルエンに

溶けやすく、メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルにやや溶けやすく、水にほと

んど溶けない。 

溶解度(37℃)７)：ｐＨ1.2：1.2mg/mL、ｐＨ4.0：1.2mg/mL、ｐＨ6.8：1.2mg/mL、水：1.2mg/mL 

 

3)吸湿性 

水分：1.5％以下(0.3g、容量滴定法、直接滴定) 

 

4)融点(分解点)、沸点、凝固点 

融点：約70℃で、分解点ではない｡１) 

 

5)酸塩基解離定数 

解離基を持たない｡７) 

 

6)分配係数 

該当資料なし 

 

7)その他の主な示性値 

旋光度〔α〕２０

Ｄ
：＋134～＋139°(脱水物に換算したもの１g、エタノール(95)、100mL、100mm) 

 

 

２．有効成分の各種条件下における安定性 ····················································  

急速に熱するか又は衝撃を与えると爆発する。 

液性(ｐＨ)：ｐＨ1.2、ｐＨ4.0、ｐＨ6.8及び水において、室温で30時間は安定である｡７) 

保存条件：遮光して、冷所に保存する｡ 

 

 

３．有効成分の確認試験法 ·································································  

日局｢硝酸イソソルビド｣の確認試験に準ずる｡ 

１)硫酸鉄(Ⅱ)試液による呈色反応 

２)２,４-ジニトロフェニルヒドラジン試液による沈殿反応 

 

 

４．有効成分の定量法 ·····································································  

日局｢硝酸イソソルビド｣の定量法に準ずる｡(滴定法) 
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Ⅳ．製剤に関する項目 

 

１．剤形 ·················································································  

1)投与経路 

経皮 

 

2)剤形の区別、外観及び性状 

規格：１枚(58mm×87mm)中に日局硝酸イソソルビド40mg含有 

剤 形 外   形 性 状 

 

 

 

テープ剤 

 

 

 

 

白色 

においはない 

本剤の構造 

 

 

 

 

                        (ＰＥＴ：ポリエチレンテレフタレート)  

 

3)製剤の物性 

形 状 試 験     ：規定の形状試験を行うとき、規格に適合する。 

粘着力試験：規定の粘着力試験を行うとき、規格に適合する。 

溶 出 性：日局一般試験法 溶出試験法(パドル法)により試験を行うとき、規格に適合する。 

 

4)識別コード 

ＳＷ-９２２(アルミ袋に表示) 

 

5)ｐＨ、浸透圧比、粘度、比重、安定なｐＨ域等 

該当資料なし 

 

6)無菌の有無 

本剤は無菌製剤ではない。 

 

 

２．製剤の組成 ···········································································  

1)有効成分(活性成分)の含量 

１枚(58mm×87mm)中に日局硝酸イソソルビド40mgを含有 

 

不織布 

ＰＥＴ 

ＩＳＤＮ粘着層 40μm 

膏面被覆材(台紙) 75μm 

支持体 150～300μm 
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2)添加物 

添加物として、アクリル酸エチル・アクリル酸オクチル・ビニルピロリドン共重合体、オレイ

ン酸デシル、酢酸エチルを含有する。 

 

3)添付溶解液の組成及び容量 

該当しない 

 

 

３．用時溶解して使用する製剤の調製法 ······················································  

該当しない 

 

 

４．懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意 ······················································  

該当しない 

 

 

５．製剤の各種条件下における安定性 ························································  

１)アルミ包装の安定性(長期保存試験) 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣をアルミ包装(アルミラミネート袋、気密)したもの

について、安定性試験を行った。 

その結果、定量試験等の規格に適合し、安定な製剤であることが確認された｡８) 

保 存 条 件 イニシャル 
室温・遮光 

３年 

性 状 白色のテープ剤で、においはなかった 同左 

確 認 試 験 規格に適合 同左 

純 度 試 験 規格に適合 同左 

形 状 試 験 規格に適合 同左 

粘 着 力 試 験 規格に適合 同左 

溶 出 試 験 規格に適合 同左 

定  量  試  験 ※ 101.5 100.2 

※：表示量に対する含有率(％) 

２)アルミ包装の安定性(加速試験) 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣をアルミ包装(アルミラミネート袋、気密)したもの

について、安定性試験を行った。 

その結果、定量試験等の規格に適合し、安定な製剤であることが確認された｡９) 

保 存 条 件 イニシャル 
40℃75％ＲＨ・遮光 

６ヵ月 

性 状 白色のテープ剤で、においはなかった 同左 

確 認 試 験 規格に適合 同左 

純 度 試 験 規格に適合 同左 

形 状 試 験 規格に適合 同左 

粘 着 力 試 験 規格に適合 同左 

溶 出 試 験 規格に適合 同左 

定  量  試  験 ※ 99.0 96.8 

※：表示量に対する含有率(％) 
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６．溶解後の安定性 ·······································································  

該当しない 

 

 

７．他剤との配合変化(物理化学的変化) ······················································  

該当資料なし 

 

 

８．溶出性 ···············································································  

Ⅳ．-１．-3)参照 

 

 

９．生物学的試験法 ·······································································  

該当しない 

 

 

10．製剤中の有効成分の確認試験法 ························································  

１)硫酸鉄(Ⅱ)試液による呈色反応 

２)赤外吸収スペクトル測定法による確認 

 

 

11．製剤中の有効成分の定量法 ····························································  

液体クロマトグラフィー 

 

 

12．力価 ················································································  

該当しない 

 

 

13．混入する可能性のある夾雑物 ···························································  

該当資料なし 

 

 

14．注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報 ·······································  

該当資料なし 

 

 

15．刺激性 ··············································································  

ヒトにおける皮膚刺激性試験６) 

健康成人男子20名の前胸部に大きさ1.5cm×1.5cm(正方形)の治験薬(５種類)を48時間貼付し、

剥離30分後及び24時間後の皮膚の状態を観察するパッチテストを行った。 

その結果、皮膚刺激指数はいずれも15以下で、皮膚安全性に問題はないと判断された｡ 
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 薬剤名 皮膚刺激指数 

被験薬 

硝酸イソソルビドテープ 40mg 

｢サワイ｣ 
  2.5 

硝酸イソソルビドテープ 40mg 

｢サワイ｣劣化品＊1 
0 

硝酸イソソルビドテープ 40mg 

｢サワイ｣プラセボ＊2 
 12.5 

対照薬 

硝酸イソソルビドテープ剤 

(旧製剤) 
0 

標準製剤   5.0 

＊１：硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣をアルミ包装の下、60℃４週間劣化させたもの 

＊２：硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣から硝酸イソソルビドを除いたもの 

 

 判定基準 評 点 

－ 反応なし 0 

± 軽い紅斑 0.5 

＋ 紅斑 1.0 

＋＋ 紅斑＋浮腫 2.0 

＋＋＋ 紅斑＋浮腫＋丘疹、漿液性丘疹、小水疱 3.0 

＋＋＋＋ 大水疱 4.0 

 

皮膚刺激指数＝ 
２回の判定のうち反応が強い方の評点の総和 

×100 
被験者総数 

 

 

16．その他 ···············································································  

該当資料なし 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

１．効能又は効果 ·········································································  

狭心症、心筋梗塞(急性期を除く)、その他の虚血性心疾患 

 

 

２．用法及び用量 ·········································································  

通常、成人に対し、１回１枚(硝酸イソソルビドとして40mg)を胸部、上腹部又は背部のいずれ

かに貼付する。貼付後24時間又は48時間ごとに貼りかえる。 

なお、症状により適宜増減する。 

 

 

３．臨床成績 ·············································································  

1)臨床データパッケージ 

該当しない 

 

2)臨床効果 

狭心症に対する臨床評価４) 

硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)の狭心症に対する有効性と安全性を評価する目的で多

施設共同の臨床試験を行った。治療Ⅰ期では硝酸イソソルビドテープ剤１日１枚を使用し、

効果不十分と判定された症例のみ治療Ⅱ期では１日２枚に増量した。 

その結果、発作回数改善度評価では｢やや改善｣以上を示した症例は硝酸イソソルビドテープ

剤のみを使用した単独群の治療Ⅰ期、Ⅱ期でそれぞれ26/39例(66.7％)、31/37例(83.8％)に、

硝酸・亜硝酸剤以外の抗狭心症薬を併用していた併用群の治療Ⅰ期、Ⅱ期でそれぞれ9/16例

(56.3％)、10/14例(71.4％)に認められた。 

頭痛などの全身性副作用は9/107例(8.4％)に、発赤、そう痒感などの局所性副作用は27/107

例(25.2％)に認められたが、重篤な副作用を示した症例はなかった。 

狭心症に対する48時間貼付の臨床評価５) 

狭心症に対する硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)の48時間貼付による有効性と安全性を

評価する目的で多施設共同の臨床試験を行った。治療Ⅰ期では硝酸イソソルビドテープ剤 

１枚を48時間ごとに貼り替えることとし、治療Ⅰ期の効果が不十分でかつ重篤な副作用を認

めない症例には治療Ⅱ期は48時間ごとに２枚貼付する増量形式をとった。 

その結果、発作回数改善度評価で、｢やや改善｣以上を示した症例は、硝酸イソソルビドテー

プ剤のみの単独群の治療Ⅰ期で10/17例(58.8％)、治療Ⅱ期で10/15例(66.7％)、抗狭心症剤

(硝酸剤は除く)との併用群の治療Ⅰ期で8/15例(53.3％)、治療Ⅱ期で10/13例(76.9％)に認

められた。また、副作用では特にＩＳＤＮによる頭痛などはなく、局所の皮膚症状が8/42例

(19.0％)に認められたが、中止により改善し重篤な副作用を示した例はなかった。 

 

＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞ 

本剤は狭心症の発作寛解を目的とした治療には不適であるので、この目的のためには速効

性の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を使用すること。 
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3)臨床薬理試験 

該当資料なし 

 

4)探索的試験 

該当資料なし 

 

5)検証的試験 

(1)無作為化並行用量反応試験 

該当資料なし 

 

(2)比較試験 

硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)の狭心症に対する有用性を検討するため、硝酸イソソルビ

ド徐放カプセルを対照薬として二重盲検群間比較試験を実施した。 

硝酸イソソルビドテープ剤は１日１回１枚あるいは２日に１回１枚貼付し、硝酸イソソルビド

徐放カプセルは１日２回、１回１カプセル投与した。 

その結果、硝酸イソソルビドテープ剤群、対照薬群ともに治療前と比較して発作回数、発作強

度及び即効性硝酸剤使用量が有意に減少した。また、両群間で有意な差はみられなかった｡２,３) 

 

 

[24時間貼付] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[48時間貼付] 

 

 

発作強度の算定方法 

強：３点、中：２点、弱：１点(１週間の総和) 

●硝酸イソソルビドテープ剤貼付群      平均±Ｓ.Ｅ. 

○硝酸イソソルビド徐放カプセル投与群  ＊＊ ：p＜0.01 

( )内例数               ＊＊＊：p＜0.001 
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(3)安全性試験 

該当資料なし 

 

(4)患者・病態別試験 

該当資料なし 

 

6)治療的使用 

(1)使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験) 

該当資料なし 

 

(2)承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要 

該当しない 
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 

１．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群 ··················································  

一硝酸イソソルビド、ニコランジル、ニトログリセリン、亜硝酸アミル等 

 

 

２．薬理作用 ·············································································  

硝酸イソソルビドの薬理作用について以下のとおり報告されている。 

 

1)作用部位・作用機序 

ニトログリセリン同様、構造中より一酸化窒素(ＮＯ)を放出し、細胞内ｃＧＭＰ量を増加させる

ことで血管平滑筋を弛緩させる。その結果、心に対する前後負荷が軽減され、うっ血性心不全

の血行動態が改善される。また、比較的太い冠動脈と共に側副血行路も拡張するため、冠血流

量は増大する。静脈血管に選択性が高いが、血圧は下降する｡１) 

 

2)薬効を裏付ける試験成績 

トレッドミル運動試験10) 

安定労作狭心症患者13名を対象に硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)の貼付前後にトレッ

ドミル運動試験を実施し、硝酸イソソルビドテープ剤の抗労作狭心症効果について検討した。 

その結果、硝酸イソソルビドテープ剤貼付後は貼付前に比し、貼付後６時間、24時間ともに、

0.1mV ＳＴ下降到達時間が有意に延長した。また、血漿中硝酸イソソルビド濃度は貼付後６時

間及び24時間とも約２ng/mLであり、安定した血漿中濃度が維持していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       硝酸イソソルビドテープ剤貼付後の        硝酸イソソルビド及び代謝物の血漿中濃度推移 

     運動時間および0.1mVＳＴ下降到達時間の推移 

 

 

3)作用発現時間・持続時間 

該当資料なし 

 

運
動

時
間

も
し
く
は

0
.
1
m
V
Ｓ
Ｔ
下
降
到

達
間

の
増
分

 

(
硝

酸
イ

ソ
ソ
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ビ
ド
テ

ー
プ
剤
(
貼
付
後

値
－
貼
付
前

値
)
 

血
漿
中
濃

度
 

平均±Ｓ.Ｅ. 

( )内：例数 

ISMN：isosorbide mononitrate 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

硝酸イソソルビド製剤の薬物動態について以下のとおり報告されている。 

 

１．血中濃度の推移・測定法 ·······························································  

1)治療上有効な血中濃度 

該当しない 

 

2)最高血中濃度到達時間 

Ⅶ．-１．-3)参照 

 

3)臨床試験で確認された血中濃度 

＜生物学的同等性試験＞ 

標準製剤との比較11) 

通知等 
｢医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料の取扱等につい

て｣：昭和55年５月30日 薬審第718号 

採血時点 ０、２、３、４、６、９、12、24、36、48、49、52、58hr 

休薬期間 14日間 

測定方法 ガスクロマトグラフィー 

 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣(製剤変更前)と標準製剤を健康成人男子にそれぞれ

１枚(硝酸イソソルビドとして40mg)単回経皮投与(胸部、貼付時間48時間)し、血漿中硝酸イ

ソソルビド濃度を測定した(クロスオーバー法)。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。 

 

各製剤１枚貼付時の薬物動態パラメータ 

 Ｃｍａｘ 

(ng/mL) 
ＡＵＣ0-58hr 

(ng･hr/mL) 
硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣

(製剤変更前) 
3.59±0.26 103.71±6.54 

標準製剤(貼付剤、40mg) 3.78±0.30 108.87±8.27 

(Ｍｅａｎ±Ｓ.Ｅ.) 
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製剤変更前後の比較12) 

通知等 
｢医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料の取扱等につい

て｣：昭和55年５月30日 薬審第718号 

採血時点 ０、２、３、４、６、９、12、24、36、48、50、54hr 

休薬期間 ７日間以上 

測定方法 ガスクロマトグラフィー 

試験製剤 硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣(製剤変更後) 

標準製剤 硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣(製剤変更前) 

 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣(製剤変更後)と硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワ

イ｣(製剤変更前)を健康成人男子にそれぞれ１枚(硝酸イソソルビドとして40mg)単回経皮投

与(胸部、貼付時間48時間)し、血漿中硝酸イソソルビド濃度を測定した(クロスオーバー法)。

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。 

 

各製剤１枚貼付時の薬物動態パラメータ 

 
Ｃｍａｘ 

(ng/mL) 
Ｔｍａｘ 

(hr) 
Ｔ1/2 

(hr) 
ＡＵＣ0-54hr 

(ng･hr/mL) 
硝酸イソソルビドテープ

40mg｢サワイ｣ 

(製剤変更後) 

2.42±0.81 11.9±7.2 2.0±0.8 88.2±27.8 

硝酸イソソルビドテープ

40mg｢サワイ｣ 

(製剤変更前) 

2.68±0.88  8.5±6.1 2.0±0.8 92.7±25.2 

(Ｍｅａｎ±Ｓ.Ｄ.) 
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血漿中濃度ならびに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。 

 

連続貼付13) 

硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)を健康成人男子に１枚(硝酸イソソルビドとして40mg)

４日間繰り返し経皮投与(胸部、24時間毎)し、血漿中硝酸イソソルビド濃度を測定したとこ

ろ、４日間にわたりほぼ同様なパターンが得られることが示された｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)中毒域 

該当資料なし 

 

5)食事・併用薬の影響 

該当資料なし 

 

6)母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因 

該当資料なし 

 

 

除去 
 

血
漿
中
硝
酸
イ
ソ
ソ
ル
ビ
ド
濃
度 

時間(hr) 

 

(ng/mL) 
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２．薬物速度論的パラメータ ·································································  

1)解析方法 

該当資料なし 

 

2)吸収速度定数 

該当資料なし 

 

3)バイオアベイラビリティ 

Ⅶ．-１．-3)参照 

 

4)消失速度定数 

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣を健康成人男子に１枚(硝酸イソソルビドとして40mg)

単回経皮投与(胸部、貼付時間48時間)した場合の硝酸イソソルビドの消失速度定数12) 

 0.39±0.13hr-１  

 

5)クリアランス 

該当資料なし 

 

6)分布容積 

該当資料なし 

 

7)血漿蛋白結合率 

約28％14) 

 

 

３．吸収 ·················································································  

貼付部位比較試験15) 

健康成人男子８例に硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)を１枚貼付し、貼付部位(胸部、背

部、腹部、大腿部)による血中動態の差異を比較検討した。 

その結果、血漿中ＩＳＤＮ濃度は大腿部、腹部においてＴｍａｘの遅れが見られたが、Ｃｍａｘ、 

ＡＵＣはほとんど差がなかった。また、代謝物についても腹部におけるｉｓｏｓｏｒｂｉｄｅ ２- 

ｍｏｎｏｎｉｔｒａｔｅ(２-ＩＳＭＮ)のＣｍａｘがやや高いことを除いては部位間に著明な差は認められ

なかった。 

従って、貼付部位(胸部、背部、腹部、大腿部)により薬効に大きな差はないと考えられた。 

(注)硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣の承認されている貼付部位は、胸部、上腹部、 

背部である。 
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４．分布 ·················································································  

1)血液－脳関門通過性 

該当資料なし 

 

2)血液－胎盤関門通過性 

該当資料なし 

 

3)乳汁への移行性 

＜参考＞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。 

 

血 

漿 

中 

濃 

度 

(ng/mL) 

 

(ng/mL) 

(ng/mL) 

●：背部 

○：胸部 

▲：大腿部 

△：腹部 

(８例の平均値±Ｓ.Ｅ.) 

血 

漿 

中 

濃 

度 

血 

漿 

中 

濃 

度 

貼付後時間 

貼付後時間 

貼付後時間 

●：背部 

○：胸部 

▲：大腿部 

△：腹部 

●：背部 

○：胸部 

▲：大腿部 

△：腹部 

(８例の平均値±Ｓ.Ｅ.) 

(８例の平均値±Ｓ.Ｅ.) 
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4)髄液への移行性 

該当資料なし 

 

5)その他の組織への移行性 

＜参考＞ラットに３Ｈ-ＩＳＤＮ経皮投与(20mg/head)後の組織内濃度 16) 

組織 ３時間 ６時間 12時間 24時間 

血液  889±108  749± 97 239±39  85±10 

肝臓  191± 11  299±104 115±29  19± 7 

心臓 1224±169 1166±229 360±53 102± 8 

腎臓  308± 27  455± 63 121±22  28±12 

未変化体のＩＳＤＮ濃度(ng/gまたは ng/mL)、n＝３、平均値±Ｓ.Ｅ. 

 

 

５．代謝 ·················································································  

1)代謝部位及び代謝経路 

主として肝臓で代謝される。 

 

2)代謝に関与する酵素(ＣＹＰ４５０等)の分子種 

該当資料なし 

 

3)初回通過効果の有無及びその割合 

経皮吸収であるため肝での初回通過効果は受けない｡ 

 

4)代謝物の活性の有無及び比率 

５-ＩＳＭＮ及び２-ＩＳＭＮは薬理活性をもつ｡14) 

 

5)活性代謝物の速度論的パラメータ 

健康成人男子10例に硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)１枚又は２枚を24時間単回貼付した

ときのｉｓｏｓｏｒｂｉｄｅ ２-ｍｏｎｏｎｉｔｒａｔｅ(２-ＩＳＭＮ)及びｉｓｏｓｏｒｂｉｄｅ ５-ｍｏｎｏｎｉｔｒａｔｅ(５-ＩＳＭＮ)の

血中濃度推移は下図の通りであった｡13) 

(注) 硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣の承認されている用法・用量は｢１回１枚貼付後24

時間又は48時間ごとに貼りかえる。症状により適宜増減する｡｣である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血
漿
中
濃
度 

血
漿
中
濃
度 

Ｍｅａｎ±Ｓ.Ｅ. 
Ｍｅａｎ±Ｓ.Ｅ. 
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６．排泄 ·················································································  

1)排泄部位及び経路 

主に尿中 

 

2)排泄率 

単回投与時の排泄率13) 

健康成人男子10例に硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)１枚を24時間単回貼付したとき、尿

中へ排泄される主代謝物は、ｉｓｏｓｏｒｂｉｄｅ(ＩＳ)及び５-ＩＳＭＮであった｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)排泄速度 

Ⅶ．-６．-2)参照 

 

 

７．トランスポーターに関する情報 ····························································  

該当資料なし 

 

 

８．透析等による除去率 ····································································  

該当資料なし 

 

 

 

硝酸イソソルビドテープ剤１枚貼付(単回)後の尿中排泄率 (10 例の平均値) 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 

１．警告内容とその理由 ····································································  

該当しない 

 

 

２．禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む) ····················································  

【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 

１)重篤な低血圧又は心原性ショックのある患者〔血管拡張作用により更に血圧を低下さ

せ、症状を悪化させるおそれがある｡〕 

２)閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧を上昇させるおそれがある｡〕 

３)頭部外傷又は脳出血のある患者〔頭蓋内圧を上昇させるおそれがある｡〕 

４)高度な貧血のある患者〔血圧低下により貧血症状(めまい、立ちくらみ等)を悪化させる

おそれがある｡〕 

５)硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者 

６)ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤(シルデナフィルクエン酸塩、バルデナ

フィル塩酸塩水和物、タダラフィル)又はグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤

(リオシグアト)を投与中の患者〔本剤とこれらの薬剤との併用により降圧作用が増強さ

れ、過度に血圧を低下させることがある｡〕(｢相互作用｣の項参照) 

 

 

３．効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由 ··········································  

Ⅴ．-１．参照 

 

 

４．用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由 ··········································  

該当しない 

 

 

５．慎重投与内容とその理由 ································································  

慎重投与(次の患者には慎重に投与すること) 

１)低血圧の患者〔血管拡張作用により更に血圧を低下させるおそれがある｡〕 

２)原発性肺高血圧症の患者〔心拍出量が低下しショックを起こすおそれがある｡〕 

３)肥大型閉塞性心筋症の患者〔心室内圧較差の増強をもたらし、症状を悪化させるおそれ

がある｡〕 

４)肝障害のある患者〔高い血中濃度が持続するおそれがあるので、減量するなどして使用

すること｡〕 

５)高齢者(｢高齢者への投与｣の項参照) 

 

 

６．重要な基本的注意とその理由及び処置方法 ················································  

重要な基本的注意 

１)本剤の投与に際しては、症状及び経過を十分に観察し、狭心症発作が増悪するなど効果

が認められない場合には他の療法に切りかえること。 
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２)硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を使用中の患者で、急に投与を中止したとき症状が悪化し

た症例が報告されているので、休薬を要する場合には他剤との併用下で徐々に投与量を

減じること。 

また、患者に医師の指示なしに使用を中止しないよう注意すること。 

３)本剤の貼付により過度の血圧低下が起こった場合には、本剤を剥離し、下肢の拳上ある

いは昇圧剤の投与等、適切な処置を行うこと。 

４)起立性低血圧を起こすことがあるので注意すること。 

５)本剤の投与開始時には、他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と同様に血管拡張作用による

頭痛等の副作用を起こすことがある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量又

は投与中止するなど適切な処置を行うこと。 

また、これらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることが

あるので、このような場合には、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させな

いよう注意すること。 

６)本剤の貼付により皮膚症状を起こすことがある。このような場合には、貼付部位を変更

しステロイド軟膏等を投与するか、投与中止するなど適切な処置を行うこと。 

７)本剤とホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤(シルデナフィルクエン酸塩、バ

ルデナフィル塩酸塩水和物、タダラフィル)又はグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有す

る薬剤(リオシグアト)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を低下させること

があるので、本剤投与前にこれらの薬剤を服用していないことを十分確認すること。ま

た、本剤投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服用しないよう十分注意すること。 

 

 

７．相互作用 ·············································································  

1)併用禁忌とその理由 

併用禁忌(併用しないこと) 

薬 剤 名 等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

ホスホジエステラーゼ５阻害作

用を有する薬剤 

シルデナフィルクエン酸塩 

(バイアグラ) 

(レバチオ) 

バルデナフィル塩酸塩水和物 

(レビトラ) 

タダラフィル 

(シアリス) 

(アドシルカ) 

(ザルティア) 

併用により、降圧作用を

増強することがある。 

本剤はｃＧＭＰの産生を促

進し、一方、ホスホジエス

テラーゼ５阻害作用を有

する薬剤はｃＧＭＰの分解

を抑制することから、両剤

の併用によりｃＧＭＰの増

大を介する本剤の降圧作

用が増強する。 

グアニル酸シクラーゼ刺激作用

を有する薬剤 

 リオシグアト 

  (アデムパス) 

本剤とグアニル酸シクラ

ーゼ刺激作用を有する薬

剤は、ともにｃＧＭＰの産生

を促進することから、両剤

の併用によりｃＧＭＰの増

大を介する本剤の降圧作

用が増強する。 
 

 



Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

- 22 - 

2)併用注意とその理由 

併用注意(併用に注意すること) 

下記の薬剤等との相互作用により、過度の血圧低下が起こった場合には、本剤を剥離し、

下肢の拳上あるいは昇圧剤の投与等、適切な処置を行うこと。 

薬 剤 名 等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

アルコール摂取 血圧低下等が増強される

おそれがある。 

血管拡張作用が増強され

る。 

利尿剤 血圧低下等が増強される

おそれがある。 

血圧低下作用を増強させ

る。 

血管拡張剤 

硝酸・亜硝酸エステル系薬剤 

頭痛、血圧低下等の副作

用が増強されるおそれが

ある。 

血管拡張作用が増強され

る。 

 

 

 

８．副作用 ···············································································  

1)副作用の概要 

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。 

 

2)重大な副作用と初期症状 

該当しない 

 

3)その他の副作用 

 頻度不明 

循 環 器 血圧低下、めまい・ふらつき、熱感、潮紅、動悸 

精 神 神 経 系 頭痛、脱力感、不快感 

過 敏 症 注１) 皮膚の刺激感、発疹 

皮 膚 一次刺激性の接触皮膚炎(刺激症状、発赤、そう痒等)注２)、アレ

ルギー性接触皮膚炎注１)、接触皮膚炎の後の色素沈着(軽度) 

消 化 器 悪心、胃部不快感、食欲不振、嘔吐 

注１)投与を中止すること。 

注２)貼付部位を変えたり、副腎皮質ステロイド軟膏を塗布するなどの適切な処置を行

うこと。 

 

4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧 

硝酸イソソルビド製剤の副作用が以下のとおり報告されている。 

副作用発現率は6.37％(333/5,225)であり、主な副作用は接触皮膚炎5.09％、頭痛0.94％、低

血圧0.19％、接触皮膚炎(色素沈着を含む)0.08％等であった｡17） 

 

5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度 

該当資料なし 

 

6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法 

【禁忌】(次の患者には投与しないこと) 

５)硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者 
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副作用 

 頻度不明 

過 敏 症 注１) 皮膚の刺激感、発疹 

皮 膚 
一次刺激性の接触皮膚炎(刺激症状、発赤、そう痒等)注２)、アレ

ルギー性接触皮膚炎注１)、接触皮膚炎の後の色素沈着(軽度) 

注１)投与を中止すること。 

    注２)貼付部位を変えたり、副腎皮質ステロイド軟膏を塗布するなどの適切な処置を 

行うこと。  

 

 

９．高齢者への投与 ·······································································  

本剤は、主として肝臓で代謝されるが、高齢者では一般に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。 

 

 

10．妊婦、産婦、授乳婦等への投与 ··························································  

１)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、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｡〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない｡〕 

２)授乳中の婦人への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を避

けさせること｡〔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｡〕 

 

 

11．小児等への投与 ······································································  

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験が

少ない)。 

 

 

12．臨床検査結果に及ぼす影響 ·····························································  

該当資料なし 

 

 

13．過量投与 ············································································  

該当資料なし 

 

 

14．適用上の注意 ········································································  

貼付部位： 

１)皮膚の損傷又は湿疹・皮膚炎等がみられる部位には貼付しないこと。 

２)貼付部位に、発汗、湿潤、汚染等がみられるときは清潔なタオル等でよくふき取ってか

ら本剤を貼付すること。特に夏期は、一般的に密封療法では皮膚症状が誘発されること

が知られているので、十分に注意して投与すること。 

３)皮膚刺激を避けるため、毎回貼付部位を変えること。 

４)自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の妨げにならないように貼付部位を考慮するなど、患者、そ

の家族等に指導することが望ましい。 
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15．その他の注意 ·········································································  

１)本剤使用中に本剤又は他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に対し、耐薬性を生じ、作用が

減弱することがある。 

なお、類似化合物(ニトログリセリン)の経皮吸収型製剤での労作狭心症に対するコント

ロールされた外国の臨床試験成績によると、休薬時間を置くことにより、耐薬性が軽減

できたとの報告がある。 

２)硝酸イソソルビド製剤の投与によって、メトヘモグロビン血症があらわれたとの報告が

ある。 

 

 

16．その他 ···············································································  
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目 

 

硝酸イソソルビドの非臨床試験成績について以下のとおり報告されている。 

 

１．薬理試験 ·············································································  

1)薬効薬理試験(｢Ⅵ．薬効薬理に関する項目｣参照) 

 

 

2)副次的薬理試験 

該当資料なし 

 

3)安全性薬理試験 

ニトロ血管拡張薬はほとんどすべての平滑筋に作用する。気管平滑筋は、緊張している場合で

も、していない場合でも弛緩する。胆嚢、胆管、Ｏｄｄｉ括約筋などの胆道平滑筋はよく弛緩する。

食道や胃腸の平滑筋も弛緩する｡18) 

 

4)その他の薬理試験 

該当資料なし 

 

 

２．毒性試験 ·············································································  

1)単回投与毒性試験 

ＬＤ50(mg/kg)
19) 

動物 性別 経口 皮下 腹腔内 経皮 

ラット 
♂ 1,527.7 3,276.0 670.2 ＞3,000 

♀ 1,266.5 2,832.2 755.1 ＞3,000 

 

2)反復投与毒性試験 

亜急性毒性試験20) 

ラットに硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)８、20及び40mg/kg/日を90日間経皮投与した亜急

性毒性試験を行った結果、拘束による影響を除くと硝酸イソソルビドの毒性は極めて少ないも

のと判断され、同面積のプラセボとの間に影響の差は認められなかった。硝酸イソソルビドテ

ープ剤(旧製剤)の形態で投与した場合の硝酸イソソルビドの最大無作用量は40mg/kg以上と推

定された。 

 

3)生殖発生毒性試験 

該当資料なし 

 

4)その他の特殊毒性 

１)ウサギ眼一次刺激性試験
21) 

 

ＡＦＮＯＲの基準では刺激性なしと判定された。  
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２)ウサギ皮膚一次刺激性試験
21) 

 

Ｄｒａｉｚｅの基準では軽度の刺激性であり、安全性に問題はないものと考えられた。  

３)ウサギ皮膚累積刺激性試験
22) 

 

プラセボテープ、硝酸イソソルビドテープ剤(旧製剤)、プラセボテープ熱劣化品及び硝酸

イソソルビドテープ剤(旧製剤)熱劣化品群で皮膚累積刺激性の差は認められなかった。ま

た、各試験物質の適用で適用部皮膚全体の変化としてその程度に本質的な差はないものと

推測された。  

４)モルモット光毒性試験
23) 

 

光毒性は有しないものと考えられた。 

   ５)モルモット皮膚感作性試験23) 

  皮膚感作性及び交差感作性はないと判定された。 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 

 

１．規制区分 ·············································································  

 規制区分 

製剤 処方箋医薬品注) 

有効成分 該当しない 

 注)注意―医師等の処方箋により使用すること 

 

 

２．有効期間又は使用期限 ·································································  

使用期限：３年 

 

 

３．貯法・保存条件 ·······································································  

室温保存 

 

 

４．薬剤取扱い上の注意点 ·································································  

1)薬局での取扱い上の留意点について 

特になし 

 

2)薬剤交付時の取扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等) 

くすりのしおり：有り 

Ⅷ．-６．及びⅧ．-14．参照 

 

3)調剤時の留意点について 

特になし 

 

 

５．承認条件等 ···········································································  

該当しない 

 

 

６．包装 ·················································································  

100枚(１枚×100) 

 

 

７．容器の材質 ···········································································  

アルミ袋：アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム 
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８．同一成分・同効薬 ·····································································  

同一成分：硝酸イソソルビド徐放錠20mg｢サワイ｣ 

フランドルテープ40mg/錠20mg 

ニトロール錠５mg/Ｒカプセル20mg/注５mg/注５mgシリンジ/点滴静注50mgバッグ/ 

点滴静注100mgバッグ/持続静注25mgシリンジ/スプレー1.25mg 

同効薬：一硝酸イソソルビド、ニトログリセリン等 

 

 

９．国際誕生年月日 ·······································································  

該当しない 

 

 

10．製造販売承認年月日及び承認番号 ·······················································  

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣ 

製造販売承認年月日：２０１２年１月３１日(販売名変更)、承認番号：２２４００ＡＭＸ００１０５０００ 

サワドールテープ40mg(旧販売名) 

製造販売承認年月日：２００６年７月２１日、承認番号：２１８００ＡＭＸ１０５５００００ 

サワドールテープＳ(旧販売名) 

製造販売承認年月日：２００１年１月１９日、承認番号：２１３００ＡＭＺ０００５００００ 

 

 

11．薬価基準収載年月日 ··································································  

硝酸イソソルビドテープ40mg｢サワイ｣：２０１２年１２月１４日(販売名変更) 

サワドールテープ40mg(旧販売名)：２００６年１２月８日 

経過措置期間終了：２０１３年９月３０日 

サワドールテープＳ(旧販売名)：２００１年７月６日 経過措置期間終了：２００７年８月３１日 

 

 

12．効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 ··························  

該当しない 

 

 

13．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 ·········································  

該当しない 

 

 

14．再審査期間 ··········································································  

該当しない 

 

 

15．投薬期間制限医薬品に関する情報 ·······················································  

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。 
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16．各種コード ···········································································  

ＨＯＴ番号 
厚生労働省薬価基準 

収載医薬品コード 

レセプト電算 

コード 

103348901 2171700S1150 620334801 

 

 

17．保険給付上の注意 ····································································  

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。 
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２．その他の参考文献 ·····································································  
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ⅩⅡ．参考資料 

 

１．主な外国での発売状況 ·································································  

 

 

 

２．海外における臨床支援情報 ······························································  

該当資料なし 

 

 

 

ⅩⅢ．備考 

 

その他の関連資料 ·········································································  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1407 F1 T.F. 


	Ⅰ．概要に関する項目
	１．開発の経緯
	２．製品の治療学的・製剤学的特性

	Ⅱ．名称に関する項目
	１．販売名
	1)和名
	2)洋名
	3)名称の由来

	２．一般名
	1)和名(命名法)
	2)洋名(命名法)
	3)ステム

	３．構造式又は示性式
	４．分子式及び分子量
	５．化学名(命名法)
	６．慣用名、別名、略号、記号番号
	７．ＣＡＳ登録番号

	Ⅲ．有効成分に関する項目
	１．物理化学的性質
	1)外観・性状
	2)溶解性
	3)吸湿性
	4)融点(分解点)、沸点、凝固点
	5)酸塩基解離定数
	6)分配係数
	7)その他の主な示性値

	２．有効成分の各種条件下における安定性
	３．有効成分の確認試験法
	４．有効成分の定量法

	Ⅳ．製剤に関する項目
	１．剤形
	1)投与経路
	2)剤形の区別、外観及び性状
	3)製剤の物性
	4)識別コード
	5)ｐＨ、浸透圧比、粘度、比重、安定なｐＨ域等
	6)無菌の有無

	２．製剤の組成
	1)有効成分(活性成分)の含量
	2)添加物
	3)添付溶解液の組成及び容量

	３．用時溶解して使用する製剤の調製法
	４．懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意
	５．製剤の各種条件下における安定性
	６．溶解後の安定性
	７．他剤との配合変化(物理化学的変化)
	８．溶出性
	９．生物学的試験法
	10．製剤中の有効成分の確認試験法
	11．製剤中の有効成分の定量法
	12．力価
	13．混入する可能性のある夾雑物
	14．注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報
	15．刺激性
	16．その他

	Ⅴ．治療に関する項目
	１．効能又は効果
	２．用法及び用量
	３．臨床成績
	1)臨床データパッケージ
	2)臨床効果
	3)臨床薬理試験
	4)探索的試験
	5)検証的試験
	(1)無作為化並行用量反応試験
	(2)比較試験
	(3)安全性試験
	(4)患者・病態別試験

	6)治療的使用
	(1)使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)
	(2)承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要



	Ⅵ．薬効薬理に関する項目
	１．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群
	２．薬理作用
	1)作用部位・作用機序
	2)薬効を裏付ける試験成績
	3)作用発現時間・持続時間


	Ⅶ．薬物動態に関する項目
	１．血中濃度の推移・測定法
	1)治療上有効な血中濃度
	2)最高血中濃度到達時間
	3)臨床試験で確認された血中濃度
	4)中毒域
	5)食事・併用薬の影響
	6)母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

	２．薬物速度論的パラメータ
	1)解析方法
	2)吸収速度定数
	3)バイオアベイラビリティ
	4)消失速度定数
	5)クリアランス
	6)分布容積
	7)血漿蛋白結合率

	３．吸収
	４．分布
	1)血液－脳関門通過性
	2)血液－胎盤関門通過性
	3)乳汁への移行性
	4)髄液への移行性
	5)その他の組織への移行性

	５．代謝
	1)代謝部位及び代謝経路
	2)代謝に関与する酵素(ＣＹＰ４５０等)の分子種
	3)初回通過効果の有無及びその割合
	4)代謝物の活性の有無及び比率
	5)活性代謝物の速度論的パラメータ

	６．排泄
	1)排泄部位及び経路
	2)排泄率
	3)排泄速度

	７．トランスポーターに関する情報
	８．透析等による除去率

	Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目
	１．警告内容とその理由
	２．禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)
	３．効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由
	４．用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由
	５．慎重投与内容とその理由
	６．重要な基本的注意とその理由及び処置方法
	７．相互作用
	1)併用禁忌とその理由
	2)併用注意とその理由

	８．副作用
	1)副作用の概要
	2)重大な副作用と初期症状
	3)その他の副作用
	4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
	5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度
	6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

	９．高齢者への投与
	10．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
	11．小児等への投与
	12．臨床検査結果に及ぼす影響
	13．過量投与
	14．適用上の注意
	15．その他の注意
	16．その他

	Ⅸ．非臨床試験に関する項目
	１．薬理試験
	1)薬効薬理試験(｢Ⅵ．薬効薬理に関する項目｣参照)
	2)副次的薬理試験
	3)安全性薬理試験
	4)その他の薬理試験

	２．毒性試験
	1)単回投与毒性試験
	2)反復投与毒性試験
	3)生殖発生毒性試験
	4)その他の特殊毒性


	Ⅹ．管理的事項に関する項目
	１．規制区分
	２．有効期間又は使用期限
	３．貯法・保存条件
	４．薬剤取扱い上の注意点
	1)薬局での取扱い上の留意点について
	2)薬剤交付時の取扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)
	3)調剤時の留意点について

	５．承認条件等
	６．包装
	７．容器の材質
	８．同一成分・同効薬
	９．国際誕生年月日
	10．製造販売承認年月日及び承認番号
	11．薬価基準収載年月日
	12．効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容
	13．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容
	14．再審査期間
	15．投薬期間制限医薬品に関する情報
	16．各種コード
	17．保険給付上の注意

	ⅩⅠ．文献
	１．引用文献
	２．その他の参考文献

	ⅩⅡ．参考資料
	１．主な外国での発売状況
	２．海外における臨床支援情報

	ⅩⅢ．備考
	その他の関連資料



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


