
通常、ホメピゾールとして初回は 15mg/kg、2 回目から 5 回目は 10mg/kg、6 回目以降は 15mg/kg を、
12 時間ごとに 30 分間以上かけて点滴静注してください。

● エチレングリコール又はメタノールの血中濃度が 20mg/dL を超える場合
● 中毒の現病歴、あるいは代謝性アシドーシス（動脈血 pH 低下、アニオンギャップの増加）、浸透圧

ギャップの増加、視覚異常、又は尿中のシュウ酸塩結晶の存在等により、エチレングリコール又は
メタノールの摂取が疑われる場合

 患者体重 必要量 100mL で希釈した   
   （kg） 　（mL） 場合の濃度（mg/mL）

 20 0.30〔0.15〕   3.0〔1.5〕
 30 0.45〔0.23〕   4.5〔2.3〕
 40 0.60〔0.30〕   6.0〔3.0〕
 50 0.75〔0.38〕   7.5〔3.8〕
 60 0.90〔0.45〕   9.0〔4.5〕
 70 1.05〔0.53〕 10.5〔5.3〕
 80 1.20〔0.60〕 12.0〔6.0〕
 90 1.35〔0.68〕 13.5〔6.8〕
 100 1.50〔0.75〕 15.0〔7.5〕

 患者体重 必要量 100mL で希釈した   
   （kg） 　（mL） 場合の濃度（mg/mL）

 20 0.20〔0.10〕   2.0〔1.0〕
 30 0.30〔0.15〕   3.0〔1.5〕
 40 0.40〔0.20〕   4.0〔2.0〕
 50 0.50〔0.25〕   5.0〔2.5〕
 60 0.60〔0.30〕   6.0〔3.0〕
 70 0.70〔0.35〕   7.0〔3.5〕
 80 0.80〔0.40〕   8.0〔4.0〕
 90 0.90〔0.45〕   9.0〔4.5〕
 100 1.00〔0.50〕 10.0〔5.0〕

通常用量 15 mg/kg の場合
通常用量の1/2量を投与する場合は〔　〕内の数字を参照してください。

通常用量 10 mg/kg の場合
通常用量の1/2量を投与する場合は〔　〕内の数字を参照してください。

本資材は2017年6月に作成したものです。最新の情報につきましては添付文書をご参照ください。

初回投与
15mg/kg

投与2回目
10mg/kg

投与3回目
10mg/kg

投与4回目
10mg/kg

投与5回目
10mg/kg

投与6回目
15mg/kg

以降の投与は
15mg/kg

12 時間 12 時間 12 時間 12 時間 12 時間 12 時間

・・・

・・・

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

投与開始の目安

用法・用量
＊血液透析を併用する場合は裏面参照

● エチレングリコール又はメタノールが血中に検出されない場合
● エチレングリコール又はメタノールの血中濃度が 20mg/dL 未満で、血液 pH が正常であり、かつ

症状が認められない場合
● 代謝性アシドーシスが消失し、かつ浸透圧ギャップが正常化した場合

投与を中止する目安監修：森ノ宮医療大学　副学長  吉岡 敏治 先生

（2）以下のような場合は、必要に応じて血液透析を実施してください。
・重篤な代謝性アシドーシスや腎不全等が認められる場合
・エチレングリコール又はメタノールの血中濃度が 50mg/dL 以上

（1）本剤の投与に際しては、学会のガイドライン等、最新の情報を参考にすること。

（3）本剤はエチレングリコール又はメタノールから毒性代謝物が産生されることを抑制する薬剤で
あり、エチレングリコール又はメタノール自体の毒性、並びにすでに産生された毒性代謝物に
よる中毒症状を軽減する効果は期待できません。

（4）エチレングリコール中毒及びメタノール中毒以外の中毒に対する本剤の有効性及び安全性は確
認されていません。

注　意

調製時
本剤は固化することがあるので、このような場
合には体温付近まで加温し、融解した後に使用
してください。固化による本剤の有効性、安全
性及び安定性への影響はありません。
調製後は速やかに使用し、やむを得ず保存を必
要とする場合でも調製後 24 時間以内に使用し
てください。また、各バイアルは一回限りの使用とし、必要量を抜き取った後のバイアル内の残
液は使用しないでください（本剤は保存剤を含有していません）。

適用上の注意

固化している時の外観通常時の外観

血液透析を併用しない場合

希釈方法
下表を参考に、患者体重に基づき必要量を 100mL 以上の日局生理食塩液又は日局 5％ブドウ糖注射液にて、
1.0 ～ 15.0mg/mL となるように希釈してください。

処方箋医薬品注） 薬価基準収載注）処方箋医薬品：注意─医師等の処方箋により使用すること

エチレングリコール･メタノール中毒用剤
「効能・効果」、「用法・用量」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量に関連する使用上の注意」につきましては添付文書をご参照ください。

裏面も
ご覧ください

くすり相談室 フリーダイヤル 0120-566-587  受付時間 9:00～17:30（土日祝日・弊社休業日を除く）

（公財）日本中毒情報センター 中毒110番  医療機関専用有料電話：072-726-9923  365日 24時間対応
（情報提供料は一件につき2,000円、毒性、症状、治療等に関する医療情報の提供）

添付文書等の詳細は製品情報ページより検索してください http://www.takedamed.com

医薬品リスク管理計画
（ＲＭＰ）



透析開始

透析実施期間

直前の本剤投与

本剤の投与

6 時間未満 4 時間

直前の本剤投与から透析開始までの間隔が 6 時間未満の場合は、透析直前の投与は不要です。

本剤は血液透析により血液中から除去されます。直前の本剤投与から透析開始までの間隔が
6 時間以上の場合は、透析中に本剤の血中濃度が低くなりすぎることを防ぐために透析直前に
通常用量を投与してください。

本剤は血液透析により血液中から除去されます。透析中は、本剤の血中濃度が低くなりすぎる
ことを防ぐために透析開始時から 4 時間ごとに通常用量を投与してください。

透析中の最終投与と透析終了までの間隔が 1 時間未満の場合は、透析終了時の投与は不要です。

4 時間

透析開始

6 時間以上

本剤の投与

透析直前に通常用量を投与します。
投与 2 ～ 5 回目の場合 : 10 mg/kg
投与 6 回目以降の場合 : 15 mg/kg 1 ～ 3 時間

12 時間
透析中の最終投与

透析終了直後に通常用量の 1/2 量を投与してください。
投与 2 ～ 5 回目の場合 : 5 mg/kg ， 投与 6 回目以降の場合 : 7.5 mg/kg

3 時間を超える

12 時間
透析中の最終投与

透析終了直後に通常用量を投与してください。
投与 2 ～ 5 回目 の場合 : 10 mg/kg ， 投与 6 回目以降の場合 : 15 mg/kg

血液透析を併用する場合の用法・用量

透析直前の投与は
不要です。

1 時間未満

透析中の最終投与
透析終了

透析中の最終投与

透析終了時の投与は
不要です。

4 時間4 時間4 時間

透析直前の投与の要否は、本剤の投与から透析開始までの間隔により異なります。
投与 2 ～ 5 回目の場合 : 10 mg/kg ， 投与 6 回目以降の場合 : 15 mg/kg

・・・・・・

透
析
開
始
時

透
析
終
了
時

透
析
終
了
後

透析中の最終投与と透析終了までの間隔が 1 時間以上 3 時間以内の場合は、透析終了直後に
通常用量の 1/2 量を投与してください。

透析終了後に本剤を投与する場合は、直前の本剤投与から 12 時間ごとに通常用量を投与してください。

透析中の最終投与と透析終了までの間隔が 3 時間を超える場合は、透析終了直後に通常用量を
投与してください。

透
析
中

透析終了直後の投与の要否は、本剤の投与から透析終了までの間隔により異なります。
投与 2 ～ 5 回目の場合 : 10 mg/kg ， 投与 6 回目以降の場合 : 15 mg/kg

12 時間 12 時間 12 時間

12 時間 12 時間 12 時間

又は

12 時間

7FH（SOF）FMP26-3（1-5-4901）


