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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 年が経過した現在、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新たなＩＦ記載要領が策定された。 

 

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、薬剤時自らが評価・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 2008」（以下、「ＩＦ記載要領 2008」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 2008」は、平成 21 年 4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 2008」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の記載要領 2008」においては、従来の主にＭＲによる紙媒体での提供に替え、

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、医療機関でのＩＴ環境によっては必要に応じ

てＭＲに印刷物での提供を依頼してもよいこととした。 

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自らが整備するととも

に、ＩＦの使用にあたっては、 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、該当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、今後インター

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。             

  （2008 年 9 月） 
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Ⅰ．概要に関する項目 

 

１．開発の経緯 
 

透析液のアルカリ化剤として最も生理的なものは重炭酸ナト

リウムであるが、カルシウム、マグネシウムと沈殿を生成する

という製剤学的な理由のために、その代用として酢酸ナトリウ

ム配合の透析液が実用に供せられてきた。 
しかし、長期透析症例の増加、透析器性能の向上に伴い、透

析療法によって生体内へ過剰流入する酢酸の悪影響（心・血管

系の機能抑制等）が指摘され、また、いわゆる酢酸不耐症の症

例報告がなされるに及び、重炭酸透析液の治療価値が再認識さ

れ、透析液供給装置の開発と相俟って、重炭酸透析液による生

理的な透析の途が開かれた。 
キンダリー液ＡＦ－１号及びキンダリー液ＡＦ－１Ｐ号はこ

のような透析医療の進歩に応えるために開発されたものである。 
「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日医薬発第 935号)により、 

2009 年 6 月 30 日付でキンダリー液ＡＦ－１号・ＡＦ－１Ｐ号 
から、キンダリー透析剤ＡＦ１号・ＡＦ１Ｐ号へ販売名変更の 
承認を受けた。 

 
 

２．製品の治療学的・製剤学 
  的特性 

本品は、無糖の重炭酸透析液であり、重炭酸イオンとカルシ

ウム、マグネシウムイオンの沈殿を防止するため、二剤に分け

て製剤化したものである。 
また、これら 2 品目は重炭酸塩型透析液供給装置の機種にあ

わせて使用できるように剤形及び成分含量が若干異なるが、定

量混合希釈時（使用時）の電解質組成は全く同一である。 
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Ⅱ．名称に関する項目 

 

１．販売名 

 
 

(1)和名 キンダリー透析剤®ＡＦ１号 

キンダリー透析剤®ＡＦ１Ｐ号 

(2)洋名 Kindaly AF-1 

Kindaly AF-1P 

(3)名称の由来 Kindaly は Kidney（腎臓）と Dialysis（透析）の二つの単語を

合成したものである。ＡＦ、Ｐについては下記の意味を有する。 

  ＡＦ： Acetate Free（重炭酸透析液：ただし pH 調節剤とし

て酢酸を含有する） 

  Ｐ ： Powder （Ｂ剤が粉末） 

 

２．一般名  該当しない（配合剤のため） 

(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 該当しない（配合剤のため） 

４．分子式及び分子量 該当しない（配合剤のため） 

５．化学名(命名法) 該当しない（配合剤のため） 

６．慣用名，別名，略号，記号

番号 

治験番号： 

キンダリー透析剤ＡＦ号（キンダリー透析剤ＡＦ１号、１Ｐ号）

 

７．ＣＡＳ登録番号 ――― 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 

 

１．物理化学的性質 

 
Ａ液 
 

外観・性状 溶解性 吸湿性 融 点 

酸塩基 

解離定数

分配係数 

その他の主

な示性値 

 

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ

NaCl 

無色又は白

色の結晶又

は結晶性の

粉末である。

水 に 溶 け

やすく、ｴﾀ

ﾉｰﾙ(99.5)

にほとんど

溶けない。

 

なし 

 

801℃ 

 

 

資料 

なし 

1.0gを水10

mLに溶かし

た液のpHは

4.5～7.0で

ある。 

比重 2.17 

 

塩化ｶﾘｳﾑ 

KCl 

無色又は白

色の結晶又

は結晶性の

粉末で、にお

いはなく、味

は塩辛い。 

水 に 溶 け

やすく、ｴﾀ

ﾉｰﾙ(95)又

はｼﾞｴﾁﾙｴｰ

ﾃﾙにほとん

ど 溶 け な

い。 

 

なし 

 

 

768℃ 

 

資料 

なし 

水溶液(1→

10)は中性で

ある。 

比重 1.98 

 

塩化ｶﾙｼｳﾑ

水和物 

CaCl2･2H2O

白色の粒又

は塊で、にお

いはない。 

水 に 極 め

て溶けやす

く、ｴﾀﾉｰﾙ

(95) に や

や溶けやす

く、ｼﾞｴﾁﾙ

ｴ ｰ ﾃ ﾙにほ

とんど溶け

ない。 

 

潮解性

がある｡

 

資料 

なし 

 

資料 

なし 

1.0g を新た

に煮沸して

冷却した水

20mL に溶か

した液の pH

は 4.5～9.2

である。 

比重0.835 

 

塩化 

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 

MgCl2･6H2O

無色の結晶

又は塊で、に

おいはない。

水 に 極 め

て溶けやす

く､ｴﾀﾉｰﾙ

(95) に 溶

けやすい。

 

潮解性

がある。

 

資料 

なし 

 

資料 

なし 

1.0gをとり、

水20mLに溶

かした液の

pHは5.0～

7.0である。

比重 1.56 

 

 

無水酢酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ 

CH3COONa 

白色の結晶

性の粉末又

は塊で、にお

いはないか、

又はわずかに

酢酸臭があ

り、清涼な塩

味があり、わ

ずかに苦い。

水 に 溶 け

やすく、ｴﾀ

ﾉｰﾙ(95)又

は 氷 酢 酸

にやや溶け

やすく、ｼﾞ

ｴﾁﾙｴｰﾃﾙに

ほとんど溶

けない。 

 

吸湿性

がある。

 

320～ 

321℃ 

 

資料 

なし 

2.5g を 水

50mL に溶か

した液の pH

は 8.0～9.0

である。 

比重 1.528 

 

Ｂ液及びＢ末 

 外観・性状 溶解性 吸湿性 融 点 

酸 塩 基    

解離定数

分配係数

その他の主

な示性値

 
炭酸水素 
ﾅﾄﾘｳﾑ 

NaHCO3 

白色の結晶

又は結晶性

の粉末で、に

おいはなく、

特異な塩味

がある。 

水にやや

溶けやす

く、ｴﾀﾉｰﾙ

(95) 又 は

ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙ

にほとん

ど溶けな

い。 

湿 っ た

空 気 中

で 徐 々

に 分 解

して、炭

酸ﾅﾄﾘｳﾑ

となる。

270～ 

300 ℃

で 炭

酸ﾅﾄﾘ

ｳ ﾑ と

なる。 

 

資料 

なし 

1.0g を水

20mL に溶

かした液

のpHは

7.9～8.4

である。 

比重 2.20

(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 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 

  

２．有効成分の各種条件下に 

おける安定性 

該当資料なし 

Ａ液 

 
塩化ナトリウム         ナトリウム塩及び塩化物の定性反応 

 塩 化 カ リ ウ ム         カリウム塩及び塩化物の定性反応 
 

塩化カルシウム        水和物 カルシウム塩及び塩化物の定性反応 

 
塩化マグネシウム マグネシウム塩及び塩化物の定性反応 

 
無水酢酸ナトリウム 酢酸塩及びナトリウム塩の定性反応 

 
 Ｂ液およびＢ末 
 

炭酸水素ナトリウム ナトリウム塩及び炭酸水素塩の定性反応 

３．有効成分の確認試験法 

 

 Ａ液 

塩化ナトリウム         

塩 化 カ リ ウ ム         
硝酸銀液による滴定 

 

塩化カルシウム        水和物

塩化マグネシウム 

エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム

による滴定  

無水酢酸ナトリウム 過塩素酸による電位差滴定 

 
Ｂ液及びＢ末 

 
炭酸水素ナトリウム 硫酸による中和滴定 

４．有効成分の定量法 

 



－ 5 － 

Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

１．剤形 

 

キンダリー透析剤ＡＦ１号 

剤形の区別：キンダリー透析剤ＡＦ１号はＡ液及びＢ液を使用時

に混合・希釈して使用する透析液である。 

Ａ液 

規   格：100mL 中に次の成分を含む。 
塩化ナトリウム(NaCl) 20.25g 

塩化カリウム(KCl) 0.65g 

塩化カルシウム水和物(CaCl2・2H2O) 0.90g 

塩化マグネシウム(MgCl2・6H2O) 0.53g 

無水酢酸ナトリウム(CH3COONa) 1.72g 

 性   状：無色澄明の液で、味は塩辛い。 

Ｂ液 

規   格：100mL 中炭酸水素ナトリウム 7.00g を含む。 

 性   状：無色澄明の液である。 
 

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 

剤形の区別：キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号はＡ液及びＢ末を使用

時に混合・希釈して使用する透析液である。 

Ａ液 

規   格：100mL 中に次の成分を含む。 

塩化ナトリウム(NaCl) 20.25g 

塩化カリウム(KCl) 0.65g 

塩化カルシウム水和物(CaCl2・2H2O) 0.90g 

塩化マグネシウム(MgCl2・6H2O) 0.53g 

無水酢酸ナトリウム(CH3COONa) 1.72g 

性   状：無色澄明の液で、味は塩辛い。 

(1)剤形の区別，規格及び性

状 

Ｂ末 

規   格：1包中炭酸水素ナトリウム 882g を含む。 

性   状：白色結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異

      な塩味がある。 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

  

  Ａ液 

 品目 pH 浸透圧比 

 ＡＦ１号 

 ＡＦ１Ｐ号 
4.5～4.9 

0.7～0.8 

(35 倍希釈時) 

Ｂ液及びＢ末 

品目 pH 浸透圧比＊ 

ＡＦ１号 

7.9～8.6 

(本品 1.5mL をとり、新た

に煮沸し 10℃に冷却した

水 9mL を加えたときの値) 

4.8～5.3 

(5倍希釈液で測定

し、換算した値) 

ＡＦ１Ｐ号 

7.9～8.4 

(本品1.0gをとり、水20mL

に溶解したときの値) 

――― 

(2)溶液及び溶解時の pH，浸

透圧比，粘度，比重，安

定な pH 域等 

＊ 原液（7％液）で測定した時の浸透圧比は 4.4～4.9 

(3)注射剤の容器中の特殊な

気体の有無及び種類 

 該当しない 

２．製剤の組成  

  (1)有効成分(活性成分)の 

  含量 

 Ⅳ-1.「剤形」(1) 参照 

(2)添加物 Ａ液  pH 調節剤  氷酢酸  （0.42g/100mL） 

(3)電解質の濃度 ＜希釈調製後の電解質濃度（理論値）＞ 

電解質濃度 (mEq/L) 

Na＋ K＋ Ca＋＋ Mg＋＋ Cl－ CH3COO
－ HCO3

－ 

135 2.5 3.5 1.5 106.5 8＊ 30 

* pH 調節剤氷酢酸の CH3COO
－ 2mEq/L を含む。 

 

(4)添付溶解液の組成及び容

量 

 

(5)その他 

 

該当しない（添付溶解液はない） 

 

 

特になし 

３．注射剤の調製法 

 

Ⅷ-14.「適用上の注意」参照 

４．懸濁剤，乳剤の分散性に

対する注意 

該当しない（懸濁剤、乳剤でない） 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

５．製剤の各種条件下におけ

る安定性 

 
キンダリー透析剤ＡＦ１号、ＡＦ１Ｐ号のそれぞれのＡ液、Ｂ液

及びＢ末について以下の試験を行った。(表 1、2、3、4) 

 
製  品 保存条件 

保存 

期間 
試験結果 

室温保存(15～27℃、40～78％RH) 36 カ月 変化なし 

加温保存(40±２℃) ３カ月 変化なし 
AF1 号 

(A 液) 

露光保存(1000 ルクス) 10 日 変化なし 

室温保存(15～27℃、40～78％RH) 36 カ月
炭酸塩(pH)の変化率は 3.07％であり、その他の項目

については±1％以内であった(規格範囲内) 

加温保存(40±２℃) ３カ月
炭酸塩(pH)の変化率は±3％以内であり、その他の項

目については±1％以内であった(規格範囲内) 

AF1 号 

(B 液) 

露光保存(1000 ルクス) 10 日 変化なし 

室温保存(15～27℃、40～78％RH) 36 カ月 変化なし 

加温保存(40±２℃) ３カ月 変化なし 
AF1P 号 

(A 液) 

露光保存(1000 ルクス) 10 日 変化なし 

室温保存(15～27℃、40～78％RH) 36 カ月 変化なし 

加温保存(40±１℃) ３カ月 変化なし 

加湿保存(40±１℃、50±２％) ３カ月 変化なし 

加湿保存(40±１℃、75±２％) ３カ月 変化なし 

AF1P 号 

(B 末) 

露光保存(1000 ルクス) 30 日 変化なし 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 
 

表１．キンダリー透析剤ＡＦ１号Ａ液の測定値（平均値±S.E.、n=3） 

室温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 36カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.98±0.012 99.97±0.007 0.01 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.744±0.0020 0.747±0.0018 0.40 

ｐＨ 4.5～4.9 4.699±0.0037 4.693±0.0007 0.13 

 塩素 12.29～14.14 13.3768±0.01708 13.3729±0.01484 0.03 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.5258±0.04255 8.5161±0.04431 0.11 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9062±0.00340 0.9071±0.00273 0.10 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5326±0.00391 0.5307±0.00332 0.36 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6554±0.00362 0.6545±0.00237 0.14 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5155±0.02399 20.5006±0.02083 0.07 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.7011±0.02659 1.6841±0.01381 1.00 

 

加温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率 （％） 99％以上 99.98±0.012 99.97±0.007 0.01 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.744±0.0020 0.747±0.0018 0.40 

ｐＨ 4.5～4.9 4.699±0.0037 4.694±0.0012 0.11 

 塩素 12.29～14.14 13.3768±0.01708 13.3688±0.01542 0.06 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.5258±0.04255 8.4945±0.04530 0.37 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9062±0.00340 0.9048±0.00466 0.15 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5326±0.00391 0.5329±0.00455 0.06 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6554±0.00362 0.6534±0.00255 0.31 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5155±0.02399 20.5023±0.01715 0.06 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.7011±0.02659 1.7033±0.00526 0.13 

 

露光保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 10日後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率 （％） 99％以上 99.98±0.012 99.95±0.007 0.03 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.744±0.0020 0.746±0.0023 0.27 

ｐＨ 4.5～4.9 4.699±0.0037 4.697±0.0075 0.04 

 塩素 12.29～14.14 13.3768±0.01708 13.3811±0.02057 0.03 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.5258±0.04255 8.5029±0.04208 0.27 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9062±0.00340 0.9048±0.00276 0.15 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5326±0.00391 0.5307±0.00253 0.36 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6554±0.00362 0.6549±0.00247 0.08 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5155±0.02399 20.5159±0.03247 0.002 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.7011±0.02659 1.6967±0.00257 0.26 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

表２．キンダリー透析剤ＡＦ１号Ｂ液の測定値（平均値±S.E.、n=3） 

室温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 36カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.98±0.012 99.95±0.007 0.03 
性  状 

 浸透圧比 4.8～5.3 5.087±0.0103 5.084±0.0031 0.06 

純度試験  炭酸塩(pH) 7.9～8.6 8.314±0.0087 8.569±0.0130 3.07 

定量試験[含量(w/v％)] 6.65～7.35 7.0601±0.01106 7.0586±0.00914 0.02 

 

加温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.98±0.012 99.96±0.012 0.02 
性  状 

 浸透圧比 4.8～5.3 5.087±0.0103 5.081±0.0070 0.12 

純度試験  炭酸塩(pH) 7.9～8.6 8.314±0.0087 8.555±0.0052 2.90 

定量試験[含量(w/v％)] 6.65～7.35 7.0601±0.01106 7.0582±0.00943 0.03 

 

露光保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 10日後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.98±0.012 99.95±0.007 0.03 
性  状 

 浸透圧比 4.8～5.3 5.087±0.0103 5.097±0.0073 0.20 

純度試験  炭酸塩(pH) 7.9～8.6 8.314±0.0087 8.323±0.0082 0.11 

定量試験[含量(w/v％)] 6.65～7.35 7.0601±0.01106 7.0591±0.00866 0.01 

（注）浸透圧比は 5倍希釈液で測定し換算した値 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

表３．キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号Ａ液の経時変化測定値（平均値±S.E.、n=3） 

室温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 36カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.99±0.007 99.95±0.007 0.04 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.743±0.0024 0.741±0.0007 0.27 

ｐＨ 4.5～4.9 4.700±0.0031 4.699±0.0035 0.02 

 塩素 12.29～14.14 13.3835±0.01286 13.3895±0.01468 0.04 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.4901±0.06569 8.4648±0.06970 0.30 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9065±0.00229 0.9153±0.00233 0.97 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5310±0.00423 0.5357±0.00145 0.89 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6526±0.00072 0.6511±0.00073 0.22 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5303±0.02077 20.5210±0.02403 0.04 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.6735±0.03877 1.6640±0.03775 0.57 

 

加温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.99±0.007 99.97±0.007 0.02 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.743±0.0024 0.744±0.0020 0.13 

ｐＨ 4.5～4.9 4.700±0.0031 4.699±0.0041 0.02 

 塩素 12.29～14.14 13.3835±0.01286 13.4054±0.00327 0.16 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.4901±0.06569 8.4757±0.06123 0.17 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9065±0.00229 0.9147±0.00077 0.90 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5310±0.00423 0.5355±0.00162 0.54 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6526±0.00072 0.6535±0.00258 0.18 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5303±0.02077 20.5461±0.00357 0.08 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.6735±0.03877 1.6640±0.02039 0.57 

 

露光保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 10日後測定値 

平均値

変化率

(%) 

 透過率(％) 99％以上 99.99±0.007 99.98±0 0.01 
性  状 

 浸透圧比 0.7～0.8 0.743±0.0024 0.743±0.0024 0 

ｐＨ 4.5～4.9 4.700±0.0031 4.713±0.0007 0.28 

 塩素 12.29～14.14 13.3835±0.01286 13.4055±0.00384 0.16 

 ナトリウム 7.86～9.04 8.4901±0.06569 8.4726±0.06541 0.21 

 塩化カルシウム水和物 0.837～0.963 0.9065±0.00229 0.9078±0.00290 0.14 

 塩化マグネシウム 0.493～0.567 0.5310±0.00423 0.5307±0.00041 0.06 

 塩化カリウム 0.605～0.696 0.6526±0.00072 0.6505±0.00059 0.32 

 塩化ナトリウム 18.83～21.67 20.5303±0.02077 20.5503±0.00747 0.10 

定量試験 

[含量(w/v％)] 

 酢酸 1.57～1.80 1.6735±0.03877 1.6670±0.03658 0.39 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

表４．キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号Ｂ末の経時変化測定値（平均値±S.E.、n=3） 

室温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 36カ月後測定値 

平均値 

変化率 

(%) 

水溶液のｐＨ 7.9～8.4 8.067±0.0084 8.095±0.0135 0.35 

定量試験 99.0％以上 99.951±0.0212 99.903±0.0044 0.07 

 

加温保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値 

変化率 

(%) 

水溶液のｐＨ 7.9～8.4 8.067±0.0084 8.075±0.0129 0.10 

定量試験 99.0％以上 99.951±0.0212 99.956±0.0216 0.02 

 

加湿保存(40±１℃、50±２％) 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値 

変化率 

(%) 

水溶液のｐＨ 7.9～8.4 8.067±0.0084 8.068±0.0042 0.01 

定量試験 99.0％以上 99.951±0.0212 99.963±0.0085 0.02 

 

加湿保存(40±１℃、75±２％) 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 ３カ月後測定値 

平均値 

変化率 

(%) 

水溶液のｐＨ 7.9～8.4 8.067±0.0084 8.070±0.0035 0.04 

定量試験 99.0％以上 99.951±0.0212 99.941±0.0218 0.04 

 

露光保存 

測 定 項 目 規格 開始時測定値 30日後測定値 

平均値 

変化率 

(%) 

水溶液のｐＨ 7.9～8.4 8.067±0.0084 8.078±0.0111 0.14 

定量試験 99.0％以上 99.951±0.0212 99.947±0.0274 0.03 

（注）ｐＨは 1.0g を水 20mL に溶かした液 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

６．溶解後の安定性 

 

 

定量混合希釈液（使用時透析液）の安定性については、38

±1℃で放置しておくと調製後 3 時間目より、pH が 7.5 以上

となり、カルシウムの炭酸塩の沈殿が認められるようになる。

しかし、透析液連続供給装置を使用して透析液を調製する際

に要する時間は多人数用供給装置の場合で長くみても30分以

内であるので、十分臨床上使用できる。（表 5、6） 

◇ 透析液組成の安定性 1) 

重炭酸透析液の組成の安定性はその適正な pH の維持によ

り保証されるもので、それによって透析液中の有効 Ca 濃度

が支配される。central supply 方式による実際の臨床使用の

場における透析液組成の安定性について検討した結果、本剤

による安定した透析を実施し得ることが確認された。 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 
 

表５．キンダリー透析剤ＡＦ１号定量混合希釈液の 38±１℃放置試験の測定結果(平均値±S.E.、n=3) 
 透析液作製時 １時間後 ２時間後 ３時間後 24時間後 

ｐＨ 7.353±0.0088 7.403±0.0120 7.477±0.0233 7.563±0.0219 8.140±0.0115

mOsm 266.27±0.120 266.67±0.384 266.77±0.664 266.53±0.441 266.70±0.586
浸透圧 

浸透圧比 0.931 0.932 0.932 0.932 0.933 

Na+  (mEq/L) 135.33±0.348 135.47±0.348 135.63±0.617 135.87±0.033 135.57±0.481

K+ (mEq/L) 2.490±0.0252 2.463±0.0033 2.500±0.0115 2.477±0.0120 2.520±0.0289

Ca++ (mEq/L) 3.520±0.0173 3.517±0.0133 3.497±0.0167 3.477±0.0167 3.130±0.0321

Mg++ (mEq/L) 1.533±0.0067 1.533±0.0120 1.530±0.0058 1.537±0.0033 1.527±0.0033

Cl-  (mEq/L) 107.53±0.367 107.20±0.231 106.50±0.208 106.67±0.240 106.83±0.524

HCO3
- (mEq/L) 30.03±0.328 29.23±0.577 29.07±0.463 27.67±0.291 24.30±0.300

CH3COO
- (mEq/L) 8.087±0.0203 8.027±0.0698 7.953±0.0376 8.027±0.0240 8.080±0.0306

沈殿生成    × × 

 
表６．キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号定量混合希釈液の 38±１℃放置試験の測定結果(平均値±S.E.、n=3) 

 透析液作製時 １時間後 ２時間後 ３時間後 24時間後 

ｐＨ 7.320±0.0115 7.367±0.0240 7.437±0.0296 7.483±0.0328 8.107±0.0176

mOsm 266.93±0.546 265.73±0.426 267.47±0.524 265.93±0.203 267.33±0.517
浸透圧 

浸透圧比 0.933 0.929 0.935 0.930 0.935 

Na+  (mEq/L) 135.57±0.176 135.03±0.219 135.00±0.300 135.30±0.306 134.77±0.186

K+ (mEq/L) 2.520±0.0058 2.503±0.0176 2.503±0.0145 2.527±0.0145 2.493±0.0033

Ca++ (mEq/L) 3.503±0.0120 3.480±0.0100 3.433±0.0133 3.407±0.0067 3.123±0.0145

Mg++ (mEq/L) 1.537±0.0145 1.527±0.0328 1.510±0.0300 1.583±0.0067 1.573±0.0167

Cl-  (mEq/L) 106.77±0.088 106.93±0.033 106.40±0.208 106.57±0.384 106.17±0.517

HCO3
- (mEq/L) 30.33±0.167 29.37±0.418 28.83±0.186 28.17±0.240 24.77±0.318

CH3COO
- (mEq/L) 8.047±0.0784 8.110±0.0173 8.007±0.0982 7.960±0.0503 7.893±0.0120

沈殿生成    × × 

 

 

×：沈殿生成を認める      
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 

７．他剤との配合変化（物理

化学的変化） 

 

該当しない（他剤と配合することはない） 

８．生物学的試験法  該当しない 

Ａ液 
ナ ト リ ウ ム 塩         

(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、無水酢酸 

ﾅﾄﾘｳﾑ) 
ナトリウム塩の定性反応(1)及び(2) 

 

塩 化 カ リ ウ ム         カリウム塩の定性反応(3)及び(4) 

 
塩化カルシウム水和物 カルシウム塩の定性反応(3)及び(4) 

 
塩化マグネシウム チタンエローによるレーキ生成法 

 塩 化 物         
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ｶﾘｳﾑ、

塩化ｶﾙｼｳﾑ水和物及び

塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 
塩化物の定性反応(1)及び(2) 

 
 無水酢酸ナトリウム 酢酸塩の定性反応(3) 

Ｂ液及びＢ末 

 
炭酸水素ナトリウム ナトリウム塩の定性反応(1)、(2)及び

炭酸水素塩の定性反応(1)、(2) 

９．製剤中の有効成分の確認

試験法 
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Ⅳ．製剤に関する項目（注射剤） 

 
  Ａ液 

 塩      素 硝酸銀滴定法 

 ナ ト リ ウ ム         炎光分光分析法 

 塩化ナトリウム         塩化ナトリウムの量を算出 

 塩 化 カ リ ウ ム         炎光分光分析法 

 塩化カルシウム水和物 原子吸光光度法 

 塩化マグネシウム 原子吸光光度法 

 酢      酸 液体クロマトグラフィー 
 
Ｂ液及びＢ末 

 炭酸水素ナトリウム 硫酸による中和滴定 

 

10．製剤中の有効成分の定量

法 

 

11．力価 本剤は力価表示に該当しない 

12.混入する可能性のある夾雑 

  物 

Ａ液とＢ液及びＢ末混合後 

炭酸ナトリウム(2NaHCO3→Na2CO3+CO2
↑+H2O) 

炭酸カルシウム(Na2CO3+Ca
++→CaCO3↓+2Na

+) 

13.治療上注意が必要な容器 

  に関する情報 

特になし 

14．その他 希釈調製後の総浸透圧（理論値）：285mOsm 

（実測値）：Ⅳ-6.「溶解後の安定性」 

表 5、6参照 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

１．効能又は効果 

 
慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として用いる。 

キンダリー透析剤ＡＦ１号 
通常、Ａ液：Ｂ液：希釈水＝1：1.26：32.74 の希釈・調製比

率の重炭酸塩型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌

流液として使用する。 

用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として 150～300L

を用いる。 

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 
通常、Ａ液：（Ｂ末水溶液＋希釈水）＝1：34 の希釈・調製比率

の重炭酸塩型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流

液として使用する。すなわち、Ｂ末を精製水又は注射用水に溶か

し、炭酸水素ナトリウム 88.2g に対応する容量をとり、これにＡ

液 1L 及び水を加えて 35L とする。 

用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として 150～300L

を用いる。 
 

＜希釈調製後の電解質濃度（理論値）＞ 

 電 解 質 濃 度 (mEq/L) 

 Na＋ K＋ Ca＋＋ Mg＋＋ Cl－ CH3COO
－ HCO3

－ 

 135 2.5 3.5 1.5 106.5 8＊ 30 

２．用法及び用量 

   * pH 調節剤氷酢酸の CH3COO
－ 2mEq/L を含む。 

 

＜希釈調製後の総浸透圧（理論値）＞ 
285mOsm 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

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 Ⅴ-3.「臨床成績」(5) 2）の項 参照 

 

(3)臨床薬理試験：忍容性試験 該当資料なし 
 

(4)探索的試験：用量反応探索

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 ◇ 二重盲検交差試験 2) 

重炭酸透析症例 56 例において、1 回に限り酢酸透析液に変更す

る二重盲検交差試験で、酢酸透析液への転換により 56 例中 34 例

(61％)で新たに何らかの愁訴の発現をみ、うち 12 例で透析の短

縮を余儀なくさせられている。愁訴発現例に対する生理食塩液注

入量も酢酸透析液使用時で有意に多いという成績が得られている。

◇ 酢酸透析液との比較試験 3) 

6 施設 154 例での比較試験の結果、窒素代謝産物の除去、血清

電解質の是正については、酢酸透析液使用時と著差なく、透析効

果という点では両者に差を認めなかった。 

一方、透析中の血圧低下、気分不良、倦怠感等の愁訴発現頻度

については、酢酸透析液使用時に比し著明な低下を認めた。 

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） 

 該当しない 

 

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 

 特になし 
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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 

 

電解質配合剤 

 

 

２．薬理作用  

(1)作用部位・作用機序 透析器の透析膜を介し、拡散・浸透現象を利用して、血中の老廃

物を除去、電解質・酸塩基平衡異常、水分過剰状態を是正、血糖を

維持する人工腎臓による血液透析療法に用いられる透析液である。

 

(2)薬効を裏付ける試験成績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)作用発現時間・持続時間 

◇ 酸・塩基平衡 4) 

本剤の酸・塩基平衡に及ぼす効果を酢酸透析液との比較におい

てみると、pH は両透析液使用時でほぼ同程度の上昇を示すという

結果が得られている。pCO2 は酢酸透析液では静脈側が動脈側より

低値となり、CO2 が透析液中へ失われていることが示唆されるが、

本剤の場合には逆に静脈側 pCO2 が高値をとることが示された。

HCO3
-

、BE は本剤使用時で開始後すみやかに一定の増大を示した

後、経時的に動脈側－静脈側の較差が解消されていく傾向を示す

のに対し、酢酸透析液使用時では静脈側濃度が二次双曲線をとり

つつ低下し、HCO3
-

 が透析器から喪失していくことが示されてい

る。 

以上の結果から、みかけの pH 上昇が同程度であっても、 pCO2、

HCO3
-

、BE の挙動からみて重炭酸透析液の方がより direct、より

active な形でのアシドーシスの是正を可能にすることが窺える。

◇ 酢酸の生体内移行 2) 

酢酸の生体内移行量については、酢酸透析液(Acet.
-

 37mEq/L)

では膜面積 1.1m2、2.1m2の透析器でそれぞれ 3.47±0.50、4.48

±0.82mmol/kg/hrと算定されたのに対し、本剤(Acet.
-

 約8mEq/L)

ではそれぞれ 0.41±0.08、0.72±0.09mmol/kg/hr) と極めて少量

で、この程度の移行量であれば生体の代謝能を上回らないものと

推定される。 

◇ 循環動態に及ぼす影響 1) 

酢酸透析液使用時に血圧低下、全身倦怠等の症状を高頻度に訴

える 6 例において、透析前後の循環動態の変動を比較した結果、

平均動脈圧、全末梢抵抗指数は酢酸透析液使用時、透析後いずれ

も有意の低下がみられたのに対し、本剤使用時ではほとんど変化

なく、安定した透析が施行し得ることが示された。 
 

該当しない(透析液であるため) 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

１．血中濃度の推移・測定法 

 

該当しない（透析液であるため） 

(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－タ 該当しない（透析液であるため） 

(1)コンパートメントモデル  

(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 該当しない（透析液であるため） 

４．分布 該当しない（透析液であるため） 

(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  
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

５．代謝 

 

該当しない（透析液であるため） 

(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 該当しない（透析液であるため） 

(1)排泄部位及び経路  

(2)排泄率  

(3)排泄速度  

７．透析等による除去率 該当しない（透析液であるため） 
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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（添付文書に記載なし） 

２．禁忌内容とその理由 

  (原則禁忌を含む) 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

３．効能又は効果に関連する使 

   用上の注意とその理由 

該当しない（添付文書に記載なし） 

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（添付文書に記載なし） 

 (1)高度の肝障害又は重症糖尿病等による酢酸代謝障害のある

患者 

 （解説）酢酸が代謝されず、酢酸自体の作用（心機能抑制、末梢

血管拡張）により血圧低下等の症状があらわれるおそれ

がある。 

 (2) カロリー補給不十分な患者、糖尿病のため食事制限を受けて

いるか又は血糖降下剤使用中の患者 

 （解説）本剤はブドウ糖を含まない透析液であるため、低血糖

症状を起こすおそれがある。 

 (3) 透析前の血清カルシウムが正常値以上を示し、かつ血清リ

ン値が著しく高値を示す患者 

 （解説）異所性石灰沈着症を起こすおそれがある。 

 (4) ジギタリス配糖体製剤投与中の患者 

５．慎重投与内容とその理由 

 （解説）血清カリウム値低下によるジギタリス中毒発症のおそれ

がある。 

６．重要な基本的注意とその理

由及び処置方法 

本剤は慢性腎不全に対する通常の血液透析に使用するが、次の事

項を考慮して使用する。 
(1)本剤は重炭酸ナトリウムを含む製剤であるので、次のような

場合に使用する。 

1)酢酸濃度の高い透析液では、代謝性アシドーシスの改善が不

十分な場合 

2)酢酸濃度の高い透析液では、不均衡症候群、血圧低下等のた

め、血液透析療法の持続又は管理の困難な場合 

3)酢酸濃度の高い透析液では、十分な除水（体重維持）ができ

ない場合 

(2)本剤はブドウ糖を含まない透析液であるので、糖代謝異常に

よる高血糖患者で、ブドウ糖を含む透析液の使用では良好な血

糖コントロールの困難な場合に使用する。 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 
７．相互作用 

 
該当しない（添付文書に記載なし） 

(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 キンダリー透析剤ＡＦ１号 

承認時までの 41 例と使用成績調査の 192 例において副作用は認

められていない。（再審査終了時） 

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 

承認時までの130例と使用成績調査の719例において副作用は認

められていない。（再審査終了時） 

 

(2)重大な副作用と初期症状 該当しない（添付文書に記載なし） 

透析療法により起こるおそれのある下記の症状に対してそれぞれ

適切な処置を行うこと。 

  症 状 処 置 
 循環血液量の急激な減少

による低血圧、ショック

症状 

透析を中止するか又は透析効

率を下げ、輸液剤、昇圧剤の投

与等 

(3)その他の副作用 

 
循環器

血圧上昇 降圧剤の投与、酢酸型透析液へ

の変更等 
  高カル

シウム

血症 

血中カルシウム濃度の上

昇 

カルシウム濃度の低い透析液へ

の変更 

 骨合併症(骨粗鬆症、骨軟

化症、線維性骨炎等） 
活性型ビタミン D３製剤の投与

等 
 

カルシ

ウム代

謝異常
異所性石灰沈着症 リン吸着剤の投与により血清リ

ン値を正常範囲内に維持する 

 

 
血糖 

低血糖 ブドウ糖注射液の投与、糖分の

補給等 
 

不均衡

症候群

頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、

意識混濁、不快・倦怠感

等 

透析効率を下げる  
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

 

(4)項目別副作用発現頻度及

び臨床検査値異常一覧 

 
 Ⅷ-8.「副作用」(1) 参照 

(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 

 該当しない（添付文書に記載なし） 

使用にあたっては、他の患者と同様に本剤の特性に十分に留意

し、長期使用する場合には、骨合併症があらわれることがあるの

で、定期的に臨床検査（生化学検査、X線検査など）を行い、活

性型ビタミン D３製剤の投与などの適切な処置を行うこと。 
 

 

 アルミニウム骨症の患者は、骨塩量が低下することがあるので、

骨塩量を定期的に測定し、低下する場合はカルシウム濃度の高い

透析液を用いるなど、適切な処置を行うこと。 

９．高齢者への投与 

 
 

 
 

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

危険性を上まわると判断される場合にのみ使用すること。 
10．妊婦，産婦，授乳婦等への

投与 

（解説）妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。 
 

 小児等に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。11．小児等への投与  

 
 

12．臨床検査結果に及ぼす影響  Ⅵ-2.「薬理作用」(2) 参照 

 

 

 

13．過量投与  該当しない（透析液であるため） 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

  

 

(1)透析用希釈用水： 

軟水化装置(純水装置)、逆浸透装置及び各種のフィルター

を用いて注射用水（エンドトキシン 0.25EU/mL 未満）と同レ

ベル以上になるよう水処理を行うこと。 

 

14．適用上の注意 

 

  

  

(2)調製時： 

1)電解質溶液、炭酸水素ナトリウム溶液は各々単独では使用し

ないこと。 

2)両液の濃厚液は直接混合しないこと。［Ａ液に含まれる塩化カ

ルシウム水和物、塩化マグネシウムとＢ液又は末の炭酸水素

ナトリウムが反応して沈殿を生成する。］ 

3)定められた希釈液として調製すること。 

希釈濃度が不正確な場合は、次のような症状を起こすことが

あるので注意すること。 

濃度が高すぎた場合：頭痛、心悸亢進、血圧上昇、意識障

害 

濃度が低すぎた場合：四肢のしびれ感、全身倦怠、胸内苦

悶、急激な血圧低下、意識障害 

4)透析液の電解質濃度を測定し、適正であることを確認するこ

と。 

5)透析液の浸透圧比が0.88～0.94の範囲にあることを確認する

こと。 

浸透圧比は生理食塩液の浸透圧（理論値 308mOsm）に対する透

析液の浸透圧測定値の比より求める。 

6)透析液のpHは透析用希釈用水等の影響で若干の変動があり得

るので、pH 7.2～7.4 の範囲内にあることを確認すること。

7)溶解・希釈調製後の透析液はすみやかに使用すること。［混合

後、38℃で 2 時間を超えて保存した場合、不溶性の異物が認

められる。］ 

不溶性の異物を認めた透析液は使用しないこと。 

8)炭酸水素ナトリウム溶液の残液は使用しないこと。 
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Ⅷ．安全性(使用上の注意等)に関する項目 

  

  

(3)使用時： 

1)本剤は注射又は腹膜灌流に用いないこと。 

2)透析患者の血清浸透圧は、高窒素血症のため高値を示すのが

普通であるから、血液側の陽圧によって、透析液浸透圧との

バランスを保つこと。 

3)透析液中の沈殿の有無を透析器前の透析液回路で確認し、沈

殿を生じた透析液は使用しないこと。 

4)使用に際しては体温程度に温めること。 

5)本剤の使用に際しては、定期的に血液検査（電解質、酸・塩

基平衡、BUN、クレアチニン、尿酸、血糖等）を行うことが望

ましい。 

  
 
 

15．その他の注意 該当しない（添付文書に記載なし） 

 

 

16．その他  特になし 
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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 

 

 

 該当資料なし 

２．毒性試験  

(1)単回投与毒性試験 5)  本剤を臨床使用時の濃度に希釈滅菌し、150、200mL/kg の大量

を 3mL/分の速度で Wistar 系ラットに尾静脈内投与した。投与中

より投与後 30～60 分にわたり軽度の立毛、自発運動及び呼吸数

の減少、多量の排尿、一過性の体重減少をみたが、その他異常動

態をみず、死亡例も認めなかった。1 週間経過後の剖検でも異常

所見は認めていない。 

 

(2)反復投与毒性試験  該当資料なし 

(3)生殖発生毒性試験  該当資料なし 

(4)その他の特殊毒性 6)  溶血性試験 

注射剤の局所刺激性に関する研究班による「注射剤の局所障害性

に関する試験法（案）」中の溶血性試験法及び日局輸液用プラスチッ

ク容器試験法中の溶血性試験法の二方法により、本品の定量希釈液

の溶血性の有無を検討した。前者の方法では試料量：血液量＝10：

1、37℃で 30 分間放置後、遠心分離を行い、溶血の有無を肉眼的に

観察するのに対し、後者では試料量：血液量＝ 100：1、37℃で 24

時間放置後に肉眼的に観察する。試料と血液の混合比率、接触時間

の異なる二方法のいずれにおいても溶血性を示さなかった。 
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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 

 

処方せん医薬品（注意―医師等の処方せんにより使用すること）

  

使用期限：キンダリー透析剤ＡＦ１号 ：２年 

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号：３年 

（安定性試験結果に基づく） 

 

３．貯法・保存条件 室温保存 

 

４．薬剤取扱い上の注意点 

 

(1)薬局での取り扱いについて 

 

(2)薬剤交付時の注意 

 (患者等に留意すべき必須事項等) 

内容液（Ａ液）が着色しているものは使用しないこと。 

 

特になし 

 

特になし 

５．承認条件等 特になし 

６．包装 

 

品目 包装 

キンダリー透析剤ＡＦ１号 Ａ液(9L)・Ｂ液(11.34L)×1

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 Ａ液(10L)・Ｂ末(882g)×2 

７．容器の材質 Ａ液 キンダリー透析剤ＡＦ１号、１Ｐ号：ポリエチレン 

Ｂ液 キンダリー透析剤ＡＦ１号：ポリエチレン 

Ｂ末 キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号(袋)：ポリエチレン 

 

８．同一成分・同効薬 同一成分薬：なし 
同 効 薬：キンダリー透析剤ＡＦ２号、２Ｐ号 

キンダリー透析剤ＡＦ３号、３Ｐ号 

キンダリー透析剤２Ｄ、３Ｄ、２Ｅ、３Ｅ 等 

 

９．国際誕生年月日 不 明 

10．製造販売承認年月日及び承

認番号 
製造販売承認年月日：２００９ 年 ６ 月 ３０ 日 

(販売名変更による)

承認番号： 

キンダリー透析剤ＡＦ１号 ：２２１００ＡＭＸ０１５５７ 

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号：２２１００ＡＭＸ０１５５４ 

 

11．薬価基準収載年月日 １９８１ 年 ９ 月 １ 日 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 

  

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（変更、追加等を行っていない） 

13．再審査結果，再評価結果公

表年月日及びその内容 
 再審査結果公表年月日：１９８６ 年 １２ 月 ２４ 日 

内容：変更なし 

14．再審査期間  １９８１年 ６月 ４日 ～ １９８５年 ６月 ３日（終了） 
 

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。 

16．各種コード  

販売名 HOT 番号 薬価基準収載医薬品コード レセプト電算コード

キンダリー透析剤 AF1 号 108209801 3410507A1031 620820901 

キンダリー透析剤 AF1P 号 108210401 3410508A1036 620821001  

17．保険給付上の注意  特になし 
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ⅩⅠ．文  献 

 

１．引用文献 
 

1) 藤見  惺ほか，人工透析研究会会誌，14，231(1981) 

2) 水谷洋子ほか，人工透析研究会会誌，13，539(1980) 

3) キンダリー液ＡＦ号文献集 

4) 阿部富彌ほか，重炭酸タイプ透析液キンダリー液ＡＦ号の

使用経験（キンダリー液ＡＦ号文献集） 

5) 旭  哲也，キンダリー液ＡＦ号の急性毒性試験（社内資料）

6) 扶桑薬品工業株式会社 社内資料 

 

 

 

２．その他の参考文献 第十五改正 日本薬局方解説書，C-785,789,795,2376（2006） 

日本薬局方外医薬品規格，153，552（2002） 
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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 

 

 該当しない 

 

 

 特になし 
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ⅩⅢ．備 考 

 
その他の関連資料 

 

 該当資料なし 
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