
本冊子では、タウリン散 98％「大正」を MELAS 症候群の治療に適正にご使用いた
だくための使用上の注意を解説しております。最新の添付文書と合わせて本冊子をお
読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、タウリン散 98％「大正」をご
使用ください。
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MELAS＊症候群における
脳卒中様発作の抑制

医薬品の適正使用のために欠かせない情報です。
使用前に必ずお読みください。

医薬品の「使用上の注意」の解説



　MELAS症候群は、ミトコンドリアの障害により、ATP産生に異常を来たすミトコンドリア病
（ミトコンドリア脳筋症）の一種です。

　ミトコンドリア病は、ミトコンドリアの遺伝的異常による機能低下により発症する疾患であり、
MELAS症候群、慢性進行性外眼筋麻痺症候群、Leigh（リー）脳症等の病型があります１）。この
うちMELAS症候群は、脳卒中様発作を特徴とする病型で、ミトコンドリアDNAにおける
tRNALeu（UUR）遺伝子領域の点変異（A3243G、T3271C、G3244A、T3258C、T3291C等）
によって発症するとされています２）。発現する症状としては痙攣、意識障害、片麻痺、視野また
は視力障害、頭痛、嘔吐等の脳卒中様発作が認められ、反復する脳卒中様発作後遺症により
機能障害が進行し、予後が悪化すると考えられています３）4）。本邦で実施された疫学調査では、
死亡に至った患者の割合は20.8%であり、診断から死亡までの期間は7.3±5.0年（平均値±
標準偏差）との報告があります1）。また、死亡に至らない場合でも、20歳代で寝たきり、または
脳血管性認知症に至ることが多いとされています5）。 本邦においてミトコンドリア病は指定
難病で、平成26年度にミトコンドリア病に対し特定疾患医療受給者証の交付を受けた件数は
1439件であり6）、2001年の調査ではMELAS患者はミトコンドリア病患者のうち31.4%であった
との報告があります1）。

　2013年から開始された医師主導臨床試験において、タウリン投与によるMELAS症候群
患者における脳卒中様発作の再発抑制の有効性及び安全性が検討され、一定の有効性が期待
でき安全性に懸念が認められませんでした。MELAS症候群の病態は繰り返す脳卒中様発作を
特徴とすることから、本剤の効能・効果を「MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制」とし、
１回１～４g（体重による）を１日３回食後に経口投与する用法・用量で2019年２月に製造販売の
適応追加承認を取得しました。なお本剤は、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討
会議」において医療上の必要性が高いと評価され、2017年8月31日付けで大正製薬株式会社
に対し開発要請が行われており7）、さらに追加の効能・効果においては、2018年3月20日付け
で希少疾病用医薬品に指定されています8）。

タウリンの【効能・効果】と解説

タウリンの＜効能・効果に関連する使用上の注意＞と解説

タウリンの【用法・用量】と解説

タウリンの【使用上の注意】と解説

「1. 慎重投与」

「2. 副作用」

「4. 小児等への投与」

タウリンの【臨床成績】と解説
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タウリン散98％「大正」の「MELAS症候群における
脳卒中様発作の抑制」効能・効果追加の経緯
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【効能・効果】

○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善

○うっ血性心不全

○�ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）症候群における脳卒中
様発作の抑制

MEMO
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解 説

　本剤は含硫アミノ酸であるタウリン（別名：アミノエチルスルホン酸）を有効成分とした散剤であり、
1984年に医薬品再評価�その23�によって「高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の
改善」及び「うっ血性心不全」の評価が得られたことから、これらの適応に対しては「タウリン散98％
「大正」」として、成人1回1gを1日3回食後に経口投与する用法・用量で製造販売承認されています。

　2013年から、「MELAS症候群患者における脳卒中様発作の再発抑制」の医師主導臨床試験（KN01-
MELAS-01試験：第Ⅲ相試験）が開始され、10例のMELAS患者に体重区分で規定された用量（12g/日：
6例、9g/日：4例）のタウリンを52週間投与し、有効性を確認しました。主要評価項目である脳卒中様
発作回数が投与開始9週以降52週までの44週間で0回であった100％レスポンダー率は60％（6/10例）
でした。副作用は6例10件に認められましたが、中止に至った症例はありませんでした。
　この臨床試験の終了後、引き続き9例のMELAS症候群患者にタウリンを104週間投与し、長期投与
時の有効性と安全性を検討することを目的とした試験（KN01-MELAS-03試験：長期投与試験）が実施
されました。脳卒中様発作回数が全期間（第Ⅲ相試験、長期投与試験）を通して3例が0回に抑制され、
副作用は2例3件に認められましたが、中止に至った症例はありませんでした。
　以上より、医師主導臨床試験の第Ⅲ相試験及び長期投与試験において、MELAS症候群患者における
タウリンの脳卒中様発作の再発抑制において有効性が期待でき、安全性に関しても懸念は認められな
かったことから、2019年２月に本剤の効能・効果を「MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制」とし、
１回１～４g（体重による）を１日３回食後に経口投与する用法・用量で製造販売の適応追加承認を取得
しました。なお、長期的予後を含めた本剤の有効性については適応追加承認後に引き続き検討すること
となりました。
　なお、臨床試験においては、脳卒中様発作が繰り返し発症している患者を対象に、再発を抑制する
目的で実施した結果、一定の有効性が認められたこと、そしてMELAS症候群は脳卒中様発作が繰り返し
起こる病態であることから、効能・効果は「MELAS症候群患者における脳卒中様発作の抑制」となって
おります。
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＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制においては、臨床試験に組み入れられた
患者のミトコンドリア遺伝子の変異型について、【臨床成績】の項の内容を熟知し、本剤の
有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

【臨床成績】の項
＜MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制＞
MELAS症候群患者注）（10例）を対象に、本剤12g/日（体重40kg以上）、9g/日（体重25kg以上
40kg未満）、6g/日（体重15kg以上25kg未満）又は3g/日（体重15kg未満）を52週間投与し、
主要評価項目である投与開始9週以降52週までの44週間での脳卒中様発作回数が0回で
あった症例の割合は60％（6/10例）であった。また、変異型別の脳卒中様発作回数が0回で
あった症例の割合はA3243Gが55.6%（5/9例）、T3271Cが100%（1/1例）であった。

注）�対象とされた変異型は、ミトコンドリアtRNALeu（UUR）遺伝子領域のA3243G、T3271C、G3244A、
T3258C及びT3291C変異型であり、臨床試験に組み入れられた変異型はA3243G（9例）及び
T3271C（1例）であった。

MEMO
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解 説

MELAS症候群は、ミトコンドリアの障害に
より、ATP産生に異常を来たすミトコンド
リア病（ミトコンドリア脳筋症）の一種です。
MELAS症候群の原因の一つとして、ミトコ
ンドリアDNAにコードされる２つのロイシン
転移RNAの一つ、tRNALeu（UUR）内の点変異
であることが知られており、A3243G変異、
T3271C変異、G3244A変異、T3258C
変異、もしくはT3291C変異があると、
転移RNAのアンチコドンにおけるタウリン
修飾が欠損するため、正確なコドンの翻訳
が障害されることが解明されました1）。

すなわち、これらの遺伝子変異により、ミトコンドリアにおけるタンパク質合成が障害され、ミトコンドリア
の機能が低下することによって、中枢神経症状や種々の臓器症状を引き起こすミトコンドリア病を発症
すると考えられています。

今回のMELAS症候群患者（10例）に対して
行われた医師主導臨床試験においては、
A3243G変異が９例、T3271C変異が１例
でした。

すなわち、タウリンを大量投与することで
障害されたミトコンドリアtRNAのタウリン
修飾が改善し、ミトコンドリアにおけるタン
パク質合成とミトコンドリア機能が改善
すると考えられ、ミトコンドリア遺伝子の点
変異（A3243G変異、T3271C変異、
G3244A変異、T3258C変異、T3291C
変異）によりタウリン修飾が欠損している
MELAS症候群患者において、本剤による
タウリン補充療法が効果的と考えられます。

1）Yasukawa, et al. J Biol Chem 275：4251-4257, 2000より一部改変

ロイシン

MELAS患者のミトコンドリア
ロイシンtRNA

A3243G ミトコンドリアtRNALeu（UUR）
点変異

アンチコドン

コドン

タウリン修飾
欠損

U U A U U G

A A U

ミトコンドリアtRNALeu（UUR）
タウリン修飾欠損

UUGコドン翻訳の低下

ミトコンドリア蛋白の
合成障害

ミトコンドリア機能の低下

ロイシン

A3243G

アンチコドン

タウリン修飾
欠損

A A U

U U A U U G

蛋白合成障害の改善

ミトコンドリア機能の改善

ロイシン

A3243G

タウリン

A A U

U U A U U G

タウリン大量療法
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MEMO

【用法・用量】
○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、うっ血性心不全

　タウリンとして、成人1回1gを1日3回食後に経口投与する。なお、うっ血性心不全に用いる
場合、本剤は強心利尿剤で十分な効果が認められないときに、それと併用すること。

○�ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）症候群における脳卒中
様発作の抑制

　タウリンとして、下表の1回量を1日3回食後に経口投与する。

体重 1回量

15kg未満 1g

15kg以上25kg未満 2g

25kg以上40kg未満 3g

40kg以上 4g
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解 説

　MELAS症候群患者における脳卒中様発作の再発抑制の医師主導臨床試験（KN01-MELAS-01試験：
第Ⅲ相試験、及びKN01-MELAS-03試験：長期投与試験）で有効性・安全性が確認できた用法・用量を
設定しました。
　第Ⅲ相試験ではMELAS症候群患者に体重区分で規定された用量のタウリン［体重40kg以上では1回
4gを1日3回食後に経口投与（体重区分規定：体重25kg以上40kg未満では1回3g、15kg以上25kg
未満では1回2g、15kg未満では1回1gを、それぞれ1日3回食後に経口投与）］を52週間投与することと
し、エントリーされた10例の投与量は、4g×3回/日が6例、3g×3回/日が4例でした。主要評価項目で
ある脳卒中様発作回数が投与開始9週以降52週までの44週間で0回であった100％レスポンダー率は
60％（6/10例）でした。いずれの投与量においても、治験中止となる有害事象もなく、安全性に問題は
認められませんでした。
　また、長期投与試験では、第Ⅲ相試験に参加した9例のMELAS症候群患者に体重区分で規定された
用量のタウリンを104週間投与しました。投与量は、4g×3回/日が6例、3g×3回/日が3例でした。有害
事象は投与された9例中8例の被験者に発現しましたが、中止に至った有害事象の発現はなく、MELAS
症候群患者における本剤長期投与時の安全性に問題は認められませんでした。脳卒中様発作回数が、
本治験期間中6例は0回に抑制され、さらに、第Ⅲ相試験での治験薬投与開始以降、本治験終了時までの
全期間で3例は0回に抑制されたことから、本剤の長期投与時の有効性が期待できる結果となりました。
　以上より、本剤は体重区分で用量を設定することが適切と考え、用法・用量を上記のとおり設定しました。
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MEMO

【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）

＜MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制＞
腎機能障害のある患者［血中濃度が上昇するおそれがある。］
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解 説

　本剤は腎排泄型の薬剤であり、MELAS症候群のうち腎機能障害を伴う患者において腎糸球体ろ過量
（GFR）等が低下するため、血中濃度が上昇するおそれがあります。本剤のMELAS症候群患者に対する
用量（1日最大12g）は既承認効能・効果における用量と比較して高いことから、観察を十分に行い慎重
に投与してください。

　腎・泌尿器系に関連する副作用の発現件数は第Ⅲ相試験（KN01-MELAS-01試験）で頻尿（軽度）が
10例中1例に認められ、その後行われた長期投与試験（KN01-MELAS-03試験）の9例においては腎・
泌尿器系に関連する副作用の発現は認められませんでした。
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MEMO

【使用上の注意】
2. 副作用
＜高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、うっ血性心不全＞
総症例1,064例中34例（3.2％）41件の副作用が認められた。
その主なものは、悪心6件、下痢、腹部不快感、発疹が各5件であった。［再評価終了時］

頻度不明注1）

消化器 悪心、下痢、腹部不快感、便秘、軟便、食欲減退

過敏症 発疹

その他 脱力感

注1）国内文献において報告されている副作用のため頻度不明

＜MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制＞
臨床試験において認められた副作用は、10例中6例13件であった。
その主なものは、口内炎２件であった。［承認時］

20%以上注２） 20%未満注２）

精神神経系 不眠症

消化器 口内炎
便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、裂孔ヘルニア、�
胃腸炎、食欲減退

その他
頻尿、四肢痛、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、
血中クレアチンホスホキナーゼ増加

注2）MELAS症候群患者を対象とした国内臨床試験2試験での発現頻度に基づく
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解 説

「MELAS症候群における脳卒中様発作の再発抑制」試験で認められた副作用は10例の臨床試験結果に
基づくものであり、既承認での効能・効果における副作用とはその由来（投与量、投与期間等）が異なる
ことから、MELAS症候群については別表（KN01-MELAS-01試験とKN01-MELAS-03試験の２試験を
基に発現頻度を記載）にて示しました。

項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

再評価終了時
MELAS症候群における 
脳卒中様発作の抑制の 

効能・効果承認時＊

総症例数 1,064例 10例
1日投与量 1.5～12g 9～12g
副作用発現症例数（％） 34（3.2） 6（60）
副作用発現件数 41 10
胃腸障害 24（2.3） 4（40）

腹部不快感 5（0.5）
便秘 3（0.3） 1（10）
下痢 5（0.5） 1（10）
胃腸障害 5（0.5）
胃食道逆流性疾患 1（10）
裂孔ヘルニア 1（10）
悪心 6（0.6）
消化性潰瘍 1（0.1）
口内炎 2（20）
軟便 3（0.3）

一般・全身障害および投与部位の状態 3（0.3）
無力症 3（0.3）

感染症および寄生虫症 1（10）
胃腸炎 1（10）

臨床検査 2（20）
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1（10）
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 1（10）

代謝および栄養障害 3（0.3） 1（10）
食欲減退 3（0.3） 1（10）

筋骨格系および結合組織障害 1（10）
四肢痛 1（10）

神経系障害 1（0.1）
傾眠 1（0.1）

精神障害 1（0.1） 1（10）
多幸気分 1（0.1）
不眠症 1（10）

腎および尿路障害 1（10）
頻尿 1（10）

皮膚および皮下組織障害 5（0.5）
発疹 5（0.5）

＊：MELAS症候群患者を対象とした国内臨床試験２試験での発現頻度に基づく
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参 考

●KN01-MELAS-01試験（第Ⅲ相試験）
　脳卒中様発作の再発抑制を目的とし、MELAS症候群と診断され同意取得前78週間に２回以上の脳卒中様発作
を確認できた10例の患者に、規定された体重区分の用量のタウリンを52週間投与し、その有効性と安全性を確認
しました。
　重篤な有害事象は2例2件（血中クレアチンホスホキナーゼ増加及び胃腸炎）が各1例1件に認められましたが、
いずれも治験薬との「関連はなし」と判断されました。また、投与中止に至った有害事象の発現は認められません
でした。

　副作用は10例中6例10件に認められ、その内訳は便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、裂孔ヘルニア、口内炎、
胃腸炎、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、食欲減退、不眠症及び頻尿が各1件でした。

性別
年齢

身長 
・ 

体重
投与
量 合併症

副作用名
（MedDRA 

基本語）
程度 発現までの

投与日数
本剤
処置 処置（治療） 転帰

発現から
転帰まで
の期間

備考

男
・
31歳

172cm
・

41.3kg
12g アレルギー性鼻炎 下痢 軽度 176日後 継続 ロペラミド投与 回復 188日後

女
・
31歳

153.4cm
・

41.8kg
12ｇ

糖尿病�
躁うつ病�
不眠症

便秘 軽度 288日後 継続 酸化マグネシウム
投与

　　　 ＊
未回復 117日後

男
・
45歳

161cm
・

48.2kg
12g

左足底湿疹
便秘
乾皮症

口内炎 軽度 98日後 継続 トリアムシノロン
口腔用軟膏投与 回復 36日後

逆流性食道炎�
裂孔ヘルニア 軽度 141日後 継続 ランソプラゾール

投与 軽快 246日後

男
・
16歳

148.4cm
・

34.2kg
9ｇ

便秘症
乾性角結膜炎
甲状腺機能低下症
アレルギー性鼻炎
右精巣上体炎

頻尿 軽度 387日後 継続 無
　　　 ＊
未回復 12日後

胃腸炎 軽度 397日後 継続
ビオフェルミン、
天然ケイ酸アルミ
ニウム、タンナル
ビン投与

　　　 ＊
未回復 2日後

女
・
31歳

140.3cm
・

32.6kg
9g

糖尿病
薬剤性肝機能障害
アレルギー性結膜炎
アレルギー性鼻炎
糖尿病性末梢神経障害
脂質異常症

不眠 軽度 156日後 継続 ブロチゾラム投与 回復 33日後

食思不振 軽度 347日後 継続 無 回復 52日後

男
・
39歳

169.9cm
・

59.4kg
12g

中耳炎
糖尿病
アレルギー性鼻炎
不眠症
浮動性めまい
アレルギー性結膜炎

γ-GTP上昇 軽度 238日後 継続 無
　　　 ＊
未回復 147日後 γ-GTP（IU/L）：

60→98異→91異

※年齢は副作用発現時　　＊第Ⅲ相試験終了時点では未回復も、その後回復を確認。

●KN01-MELAS-03試験（長期投与試験）
　第Ⅲ相試験（KN01-MELAS-01試験）に参加した9例の被験者を対象に長期投与試験として104週間のタウリン
投与を実施し、その安全性と有効性を検討した試験です。
　重篤な有害事象は4例13件発現し、このうち原疾患に由来すると判断された偽性腸閉塞と上腸間膜動脈症候群
が未回復であった他は全て回復もしくは軽快が確認されました。なお、本剤との因果関係を否定されなかった
重篤な副作用は血中クレアチンホスホキナーゼ増加の１例であり、その詳細を右頁に示します。



14

性別
年齢

身長 
・ 

体重
投与
量 合併症

副作用名
（MedDRA 

基本語）
重篤
度

発現までの
投与日数

本剤
処置 処置（治療） 転帰

発現から
転帰まで
の期間

備考

男
・
18歳

150.2cm
・

25.2kg
9ｇ

便秘症
乾性角結膜炎
甲状腺機能低下症
アレルギー性鼻炎
右精巣上体炎

高CK血症 重篤 112日後 継続
無

(MELAS発作の
治療は実施）

回復 11日後

CK（U/L）：
199→2232異→3905異→115
高CK血症はMELAS発作の可能性
が高いが、治験薬との因果関係も

否定はできない

※年齢は副作用発現時、身長・体重は長期投与試験開始時

男性／18歳（重篤な有害事象発現時）
重篤な有害事象名：血中クレアチンホスホキナーゼ増加
医師記載語� ：高CK血症
重症度� ：軽度

転帰� ：回復
治験継続の有無� ：継続
治験薬との因果関係：関連なしとはいえない

被験者背景
　重篤な有害事象発現時に使用していた薬剤は経口投与としてフルスチアミン、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物、
カルバマゼピン、ユビデカレノン、レボカルニチン、レボチロキシン、レベチラセタム、クロパザム、ランソプラゾール、アルギニン、
酸化マグネシウム、オロパタジン、セルトラリンであった。

経過及び治験薬との因果関係
　本被験者は2017年2月22日より、学校で座位時に右に傾くことが多いと指摘された。自宅でも同様であったが、継続性の
ものではなかった。24日のMRI検査では新たな高信号域は確認されなかったが、脳波で棘徐波が多発していたためカルバマゼ
ピンを増量した。2月27日以降も時に口角や眉毛のぴくつきは認められたが、継続性のものではなかった。卒業式を控え自宅で
様子を見ていたが、2017年3月2日に入院した。採血後に輸液を開始したが、CKが2,232U/Lに上昇したことからMRIを実施
したところ、拡散強調像で左後頭葉皮質や両側頭頂葉内側皮質に信号を認め、ADC値も低下した。今回はその程度が目立つ
ものであったが、同様の所見は2015年から見られているため急性期病変ではなく、MELASによる皮質病変と考えられた。
　2017年3月3日、5時頃より左下肢、右上眼瞼のけいれんがあり、ミダゾラムを静注した。卒業式参列の後、帰院後も両下肢
のぴくつきがあったためミダゾラムを3mL/hrで持続投与し、不随運動が強い時にはフラッシュでミダゾラムとデキサメタゾン
を投与した。翌4日より食事摂取困難のため経管栄養を開始し、治験薬を含む内服薬も経管投与とした。CKは3,905U/Lと
さらに上昇し、MELAS発作が疑われた。
　2017年3月6日、ミダゾラム継続投与後も不随運動は継続していたことからMRIを施行し、頭頂葉の高信号域を確認した
ため9日までパルス療法を施行した。9日、パルス療法の評価のため実施した採血でCKが463U/Lまで低下していることを
確認した。しかしミダゾラムの減量は不随運動の範囲が拡大する状況にあったため、3mL/hrで継続。またカルバマゼピンを
減量し、ラコサミド錠を開始した。
　3月10日、カルバマゼピンを中止し、ピラセタム内服液に変更。3月13日、2クール目のパルス療法開始前の採血でCKが
115U/Lに正常化していたことから回復と判断した。一方で左下肢の不随運動については継続中であった。
　本事象は、MELASの発作による高CK血症である可能性が高いと考えられたが治験薬との因果関係も否定できないと判断
された。

性別
年齢

身長 
・ 

体重
投与
量 合併症

副作用名
（MedDRA 

基本語）
程度 発現までの

投与日数
本剤
処置 処置（治療） 転帰

発現から
転帰まで
の期間

備考

女
・
33歳

138cm
・

31.2kg
12g

糖尿病
薬剤性肝機能障害
アレルギー性結膜炎
アレルギー性鼻炎
糖尿病性末梢神経
障害
脂質異常症

四肢痛 中等度 348日後 継続
デュロキセチン

ロキソプロフェンNa
クロナゼパム

軽快 422日後

口内炎 軽度 352日後 継続 デキサメタゾン�
口腔内軟膏 回復 6日後

※年齢は副作用発現時、身長・体重は長期投与試験開始時

投与中止に至った有害事象の発現はなく、転居に伴う通院困難による1例の中止症例を除いた8例が治験を完了しました。

重篤な副作用の詳細

　　　KN01のミトコンドリア脳筋症（MELAS）を対象とした多施設共同試験　治験総括報告書より引用

非重篤の副作用は１例２件に認められ、口内炎、四肢痛が各1件でした。
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MEMO

【使用上の注意】
4. 小児等への投与

＜MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制＞
新生児、乳児、幼児及び13歳以下の小児における有効性及び安全性は確立していない
（使用経験がない）。一般に新生児及び2歳未満の乳児においては体表面積あたりのGFR
が低いことから排泄されずに血中濃度が上昇するおそれがある。
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解 説

　医師主導臨床試験で本剤が投与された最低年齢は14歳、最低体重は33.1kgであり、新生児、乳児、
幼児及び13歳以下の小児、ならびに体重25kg未満の小児における本剤の使用経験はありません。（追加
承認取得時）

　【用法・用量】の項で解説した通り、1日投与量は体重区分ごとに0.2～0.4g/kgとしておりますが、
新生児及び2歳未満の乳児に該当する7.5kg未満では0.4g/kgを上回ることになります。２歳未満では、
筋肉中タウリン濃度が成人の約1/2で1）、体内のタウリン貯蔵機構が未発達であること、体表面積当たり
の腎糸球体ろ過量（GFR）が小児（2歳以上）及び成人の値を下回るため２）、タウリンが正常に尿中へ排泄
されず、血中タウリン濃度が上昇するおそれがありますので、これらの患者への投与に際しては注意を
お願い致します。

1）Hammarqvist F, Angsten G, Meurling S et al. Age-related changes of muscle and plasma amino acids in healthy children. 
Amino Acids. 2010；39（2）：359-66.

2） エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2013：16. 小児CKDの診断. 日本腎臓学会.  
https：//minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0067/G0000632.
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MEMO

【臨床成績】

＜高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善＞
血清ビリルビン5mg/dL以上の急性肝炎を対象とした二重盲検比較試験を行った結果、
肝機能改善度は「改善」以上が75.4％（49/65例）、「軽度改善」以上が100％（65/65例）
であり、AST（GOT）、ALT（GPT）の改善が認められた。

＜うっ血性心不全＞
二重盲検比較試験の結果、本剤の有用性が認められ、全般改善度において「中等度改善」
以上が26.7％（12/45例）、「軽度改善」以上が73.3％（33/45例）であった。

＜MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制＞
MELAS症候群患者注）（10例）を対象に、本剤12g/日（体重40kg以上）、9g/日（体重
25kg以上40kg未満）、6g/日（体重15kg以上25kg未満）または3g/日（体重15kg未満）
を52週間投与し、主要評価項目である投与開始9週以降52週までの44週間での脳卒中様
発作回数が0回であった症例の割合は60％（6/10例）であった。また、変異型別の脳卒中様
発作回数が0回であった症例の割合はA3243Gが55.6%（5/9例）、T3271Cが100%
（1/1例）であった。

注）�対象とされた変異型は、ミトコンドリアtRNALeu（UUR）遺伝子領域のA3243G、T3271C、
G3244A、T3258C及びT3291C変異型であり、臨床試験に組み入れられた変異型はA3243G
（9例）及びT3271C（1例）であった。
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解 説

●MELAS症候群患者における脳卒中様発作の再発抑制試験（第Ⅲ相試験）（KN01-MELAS-01）1）2）

目的：�MELAS症候群患者における脳卒中様発作の再発抑制治療としてタウリン療法を実施し、その有効性及び
安全性を検証する。

試験デザイン 多施設共同、単群、非盲検（オープン）試験

対象

MELAS症候群と診断され、同意取得前に脳卒中様発作※が認められる患者10例［年齢14～46歳（小児（14歳）及び若年齢
（15歳）の症例各1例、成人症例8例）、ミトコンドリアtRNALeu（UUR）遺伝子領域の変異型A3243G：9例、T3271C：1例］
※ 突発性局所神経徴候［片麻痺あるいは単麻痺、皮質性感覚障害（感覚消去）、皮質性視覚障害（閃輝暗点、皮質盲）、失語、失行、失認］の

いずれかを有するものとし、頭部MRIの実施は問わない。

試験方法

以下の体重区分により規定されたタウリン1日用量を、1日3回食後に経口投与する。
体重（前観察期の体重） 1日量
40kg以上の場合 12g
25kg以上40kg未満の場合 9g
15kg以上25kg未満の場合 6g
15kg未満の場合 3g
投与期間：52週間

主要評価項目 100%レスポンダー率［評価期間（投与開始9週以降52週までの44週間）における脳卒中様発作回数が0回の患者の割合］

主な副次評価項目
・��50%レスポンダー率（治験薬投与後の評価期間における4週間あたりの脳卒中様発作回数が治験薬投与前に対して
50%以上減少した被験者の割合）

・�特殊検査（血中・髄液、タウリン値等）

結果

10例の投与量は、12g/日が6例、9g/日が4例であった。内訳はアルギニン非併用例が1例、アルギニン併用例が9例で
あり、同意取得前78週間の脳卒中様発作の発現回数は2回以上であった。本治験では中止例は認められず、全例が治験
を完了した。
主要評価項目である100％レスポンダー率は全例で60.0％であり、10例中6例は脳卒中様発作の完全消失を達成した
ことから有効性が確認された。変異型別ではA3243Gが55.6％（5/9例）、T3271Cが100％（1/1例）であった。また、
副次評価項目である50％レスポンダー率は全例で80.0％であり、高い値を示した。
副作用は60.0%（6例/10例）に発現し、認められた事象は口内炎・胃食道逆流性疾患・裂孔ヘルニア、頻尿・胃腸炎、
不眠症・食欲減退、下痢、便秘及びγ-グルタミルトランスフェラーゼ増加が各1例であった。重篤な副作用及び中止に
至った副作用の発現はなかった。
以上より、MELAS症候群患者での脳卒中様発作の再発抑制治療における本剤の有効性及び安全性が確認された。

1） 大正製薬（株）社内資料（MELASを対象とした第Ⅲ相試験）
2） Y.Ohsawa et al.：J.Neurol.Neurosug.Psychiatry, in pressより引用

●MELAS症候群患者における長期投与試験（KN01-MELAS-03）3）

目的：�MELAS症候群患者における脳卒中様発作の再発抑制治療としてタウリン療法を実施し、その長期投与時
の安全性と有効性を検討する。

試験デザイン 多施設共同、単群、非盲検（オープン）試験
対象 第Ⅲ相試験に参加した患者9例

試験方法

以下の体重区分により規定されたタウリン1日用量を、1日3回食後に経口投与する。
体重［観察期（診察時）の体重］ 1日量
40kg以上の場合 12g
25kg以上40kg未満の場合 9g
15kg以上25kg未満の場合 6g
15kg未満の場合 3g
投与期間：104週間

主要評価項目 本試験では設定していない
副次評価項目 脳卒中様発作回数等

結果

9例の投与量は、12g/日が6例、9g/日が3例であった。内訳はアルギニン非併用例が1例、アルギニン併用例が8例で
あった。また、本治験では1例で転居に伴う通院困難による中止症例が認められたことから、8例が治験を完了した。
治験に組み入れられた患者は、本治験期間中には9例中6例で脳卒中様発作が0回に抑制された。また、脳卒中様発作を
発現した患者は第Ⅲ相試験の治験薬投与前には9例全例であったのに対し、第Ⅲ相試験で治験薬投与を開始して以降、
本治験終了までの全期間で脳卒中様発作が0回に抑制された患者は3例であった。
副作用は22.2%（2/9例）に発現し、認められた事象は四肢痛・口内炎及び血中クレアチンホスホキナーゼ増加が各1例
であった。重篤な副作用は、血中クレアチンホスホキナーゼ増加1例であり、中止に至った副作用の発現はなかった。
以上より、MELAS症候群患者での脳卒中様発作の再発抑制治療における本剤の長期投与時の安全性及び有効性が
確認された。

3） 大正製薬（株）社内資料（MELASを対象とした長期投与試験）
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参 考

【MELAS症候群患者における本剤の有効性（脳卒中様発作の発現状況）第Ⅲ相試験】

Ohsawa et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry, in pressより一部改変

注）�タウリン投与開始前と投与開始後では、脳卒中様発作回数を計数する定義が異なります。タウリン投与開始後は、
臨床試験における症例管理下での評価であるためプロトコールに定義された評価基準を用いており、脳卒中様
発作（発作時突発性局所神経徴候）がMRIによる画像診断（拡散強調像）により裏付けられて評価されました。
一方、タウリン投与開始前の脳卒中様発作については、MRIによる画像診断は必須とはせず発現回数を集計
しております（一部の発作についてのみ画像診断結果あり）。

　本臨床試験では、現行の治療法で脳卒中様発作回数が0回になることは殆どないと考え、閾値100%
レスポンダー率を5%と仮定しました。閾値100%レスポンダー率5%、期待100%レスポンダー率50%の
仮説に対して90%以上の検出力（両側95％信頼区間）を確保するための例数として15例を計画しました。
　その結果、100％レスポンダー率は60％であり、10例中6例は脳卒中様発作の完全消失を達成しま
した。95%信頼区間の下限は全例で26.2%、アルギニン併用例で21.1%であり、治験実施計画書で
定めた閾値レスポンダー率5%を上回る結果となりました。

変異型 前治療期間 試験期間
年齢
・
性別

身長
・
体重

タウリン
投与量

Taurine（9g）

L-Arg（18g）

Taurine（12g）
L-Arg（18g）
CoQ10（30mg） （60mg）

Taurine（12g）
L-Arg（9g）

CoQ10（90mg）

Taurine（12g）
L-Arg（24g）

CoQ10（90mg）

Taurine（9g）
L-Arg（10g）
CoQ10（15mg） （40mg）

Taurine（9g）

L-Arg（0.6g）
CoQ10（40mg）

Taurine（9g）
L-Arg（12.5g）
CoQ10（60mg）

Taurine（12g）
L-Arg（9g）（33g）
DAA（0.8g）

Taurine（12g）

L-Arg     （9g）（12g）

Taurine（12g）

ー 78 ー 52 0 52
（週）

脳卒中様発作　　　　コエンザイムQ10　　　　ジクロロ酢酸　　　　L-アルギニン　　　　タウリン

タウリン投与開始

145.9cm
・

33.1kg

161cm
・

48.2kg

153.4cm
・

41.8kg

156.2cm
・

46kg

148.4cm
・

34.2kg

172cm
・

41.3kg

140.3cm
・

32.6kg

149cm
・

39.1kg

169.9cm
・

59.4kg

158.2cm
・

45.2kg

A3243G

A3243G

A3243G

A3243G

A3243G

T3271C

A3243G

A3243G

A3243G

A3243G

46歳
・
女

45歳
・
男

30歳
・
女

19歳
・
男

15歳
・
男

31歳
・
男

30歳
・
女

14歳
・
男

38歳
・
男

23歳
・
男

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9g

12g

12g

12g

9g

12g

9g

9g

12g

12g
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【組成・性状】

販 売 名 タウリン散 98 ％「大正」

成分・含量 1.02 g中　日局タウリン　 1 g含有

添 加 物
軽質無水ケイ酸
タルク

販 売 名
識　別
コード

性　　　状

タウリン散 98 ％「大正」
T 317
（分包）

白色の粉末でにおい及び味はない

【効能・効果】
○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善
○うっ血性心不全
○ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）
症候群における脳卒中様発作の抑制

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
　MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制においては、臨床
試験に組み入れられた患者のミトコンドリア遺伝子の変異型につ
いて、【臨床成績】の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全
性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

【用法・用量】
○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、う
っ血性心不全
タウリンとして、成人 1回 1 gを 1日 3 回食後に経口投与する。
なお、うっ血性心不全に用いる場合、本剤は強心利尿剤で十分な効
果が認められないときに、それと併用すること。
○ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）
症候群における脳卒中様発作の抑制
タウリンとして、下表の 1回量を 1日 3回食後に経口投与する。

体　重 1回量

15 kg未満 1 g

15 kg以上 25 kg未満 2 g

25 kg以上 40 kg未満 3 g

40 kg以上 4 g

【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）
　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　腎機能障害のある患者［血中濃度が上昇するおそれがある。］

2 ．副作用
　〈高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、
うっ血性心不全〉
総症例 1,064 例中 34 例（3.2 ％）41 件の副作用が認められた。そ
の主なものは、悪心 6件、下痢、腹部不快感、発疹が各 5件であっ
た。［再評価終了時］

頻度不明注1）

消化器 悪心、下痢、腹部不快感、便秘、軟便、食欲減退

過敏症 発疹

その他 脱力感

注 1 ）国内文献において報告されている副作用のため頻度不明

　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　臨床試験において認められた副作用は、10 例中 6 例 13 件であっ
た。その主なものは、口内炎 2件であった。［承認時］

20 ％以上注2） 20 ％未満注2）

精神神経系 不眠症

消化器
口内炎 便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、裂

孔ヘルニア、胃腸炎、食欲減退

その他
頻尿、四肢痛、γ-グルタミルトラン
スフェラーゼ増加、血中クレアチン
ホスホキナーゼ増加

注 2 ）MELAS症候群患者を対象とした国内臨床試験 2 試験で
の発現頻度に基づく

3 ．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意
すること。

4 ．小児等への投与
　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　新生児、乳児、幼児及び 13 歳以下の小児における有効性及び安
全性は確立していない（使用経験がない）。一般に新生児及び 2 歳
未満の乳児においては体表面積あたりの GFRが低いことから排泄
されずに血中濃度が上昇するおそれがある。

【薬物動態】
1．吸収1）

健常人に本剤 2 gを空腹時経口投与した場合、投与約 1時間後で
最高血中濃度 84μg/mLに達し、 7 時間後には通常の生体内濃度
にまで減少した。血中濃度半減期は約 2時間であった。

2 ．分布2）

（参考）動物による成績：
ラットへの経口投与による検討では、投与後 3時間で投与量の約
20 ％が肝臓に取り込まれ、腎臓には 30 分後に約 7％が分布し以後
急速に低下した。
一方、心臓、骨格筋では経日的に徐々に増加するが、脳・脊髄系
にはほとんど取り込まれなかった。

＊
　 

＊
　 

＊
 

＊
 

＊
 

＊

＊＊ 2019年 4 月改訂（第 7版、販売会社変更に伴う改訂）
　＊ 2019年 2 月改訂（効能・効果追加に伴う改訂）

貯法：密閉容器・室温保存
使用期限：外箱及び袋に表示

日本標準商品分類番号
873919､ 872119､ 871190

承認番号 21900AMX00674000
薬価収載 2007年 6 月
販売開始 1987年12月

効能追加 2019年 2 月
再評価結果 1984年 9 月

＊

＊

41

＊



3 ．代謝・排泄3）,4）

（参考）外国人による成績：
経口投与した場合、一部分イセチオン酸などへ代謝分解を受け、
また一部は胆汁酸抱合体として胆汁中に排泄されるが、かなりの部
分はそのままの形で尿中に排泄され、糞中には、投与量の 2％以下
が排泄されたのみであった。

【臨床成績】5）,6）,7）

　〈高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善〉
血清ビリルビン 5mg/dL以上の急性肝炎を対象とした二重盲検比
較試験を行った結果、肝機能改善度は「改善」以上が 75.4 ％
（49/65 例）、「軽度改善」以上が 100 ％（65/65 例）であり、AST
（GOT）、ALT（GPT）の改善が認められた。
　〈うっ血性心不全〉
二重盲検比較試験の結果、本剤の有用性が認められ、全般改善度に
おいて「中等度改善」以上が 26.7 ％（12/45 例）、「軽度改善」以上
が 73.3 ％（33/45 例）であった。

　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
MELAS症候群患者注）（10 例）を対象に、本剤 12 g/日（体重 40 kg
以上）、 9 g/日（体重 25 kg以上 40 kg未満）、 6 g/日（体重 15 kg
以上 25 kg未満）又は 3 g/日（体重 15 kg未満）を 52 週間投与し、
主要評価項目である投与開始 9週以降 52 週までの 44 週間での脳卒
中様発作回数が 0 回であった症例の割合は 60 ％（ 6 /10 例）であ
った。また、変異型別の脳卒中様発作回数が 0回であった症例の割
合は A3243Gが 55.6 ％（ 5 / 9 例）、T3271Cが 100 ％（ 1 / 1 例）
であった。
注）対象とされた変異型は、ミトコンドリア tRNALeu（UUR）遺伝子領
域の A3243G、T3271C、G3244A、T3258C及び T3291C変異型
であり、臨床試験に組み入れられた変異型は A3243G（ 9 例）
及び T3271C（ 1例）であった。

【薬効薬理】
1．胆汁酸排泄促進作用8）

家兎に経口投与した場合、肝胆汁量及び総胆汁量は投与後 3～ 6
時間で約 2倍に増加し、また単位胆汁量中胆汁酸濃度、単位時間内
胆汁酸排泄量は、ともに増加した。

2 ．実験的肝障害に及ぼす影響9）

四塩化炭素及び黄リン投与による肝障害家兎に経口投与し、その
肝機能の経過を観察したところ、Al-P、γ-グロブリン、BSP、血
清コレステロール/血清コレステロールエステル比を改善させた。
また、病理組織学的検討では、肝の毒性障害を急速に改善し、肝
細胞の再生を促進して組織像を改善させた。さらに慢性障害群にお
いては間質の結合織増殖を抑制した。

3 ．虚血、低酸素条件下における肝機能の恒常性維持10）

ラット灌流肝を用いた実験において、虚血や低酸素時にみられる
肝 ATPの低下を軽減することにより、胆汁分泌などの肝細胞機能
維持に働いた。

4 ．心筋に対する作用11）～13）

ウサギ生体心臓において、心拍数には影響を与えず心拍出量を増
加させた。また、摘出モルモット心室筋を用いた実験により低 Ca2+

状態では陽性変力作用を、また高 Ca2+状態では陰性変力作用を示
したことから、タウリンは細胞外液中の Ca2+濃度に応じて二相性
の作用を示し Ca2+modulatorとしての役割を果たすと考えられた。

5 ．心筋代謝改善作用・心筋保護作用14）,15）

300 beats/min駆動時の摘出ラット心臓において ATP産生を亢進
させた。また、虚血モルモット心筋からの酵素流出を抑制し、虚血
からの細胞保護作用を示した。

6 ．実験的慢性心不全に対する効果16）

家兎を用いた大動脈弁閉鎖不全による慢性うっ血性心不全におい
て死亡率の低下を示した。

7 ．MELASモデル培養細胞における作用17）

　MELASモデル培養細胞において、酸素消費量、膜電位、酸化状
態の改善が認められた。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：タウリン（taurine）（JAN）
化学名：2-Aminoethanesulfonic acid
構造式：

分子式：C2H7NO3S
分子量：125.15
性　状：無色又は白色の結晶、若しくは白色の結晶性粉末でにおい

はない。水にやや溶けやすく、エタノール（99.5）にほと
んど溶けない。
本品の水溶液（ 2→ 40）の pHは 4.1～5.6 である。

融　点：311～312℃

【承認条件】
医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

【包装】
1 kg、1.02 g×90 包、1.02 g×1200 包

【主要文献】
1 ）　社内資料（薬物動態・吸収に関する資料）
2 ）　岩田平太郎ほか：応用薬理, 16（2）, 179（1978）
3 ）　Jacobsen, J. G. et al. : Nature, 214, 1247（1967）
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【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

大正製薬株式会社　メディカルインフォメーションセンター
〒 170-8633　東京都豊島区高田 3 -24- 1
電話　0120-591-818

＊
　　 

＊
　　 

＊
　　 

＊
　　 

＊＊
　　 

KY9B1 ．

製造販売

【組成・性状】

販 売 名 タウリン散 98 ％「大正」

成分・含量 1.02 g中　日局タウリン　 1 g含有

添 加 物
軽質無水ケイ酸
タルク

販 売 名
識　別
コード

性　　　状

タウリン散 98 ％「大正」
T 317
（分包）

白色の粉末でにおい及び味はない

【効能・効果】
○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善
○うっ血性心不全
○ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）
症候群における脳卒中様発作の抑制

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
　MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制においては、臨床
試験に組み入れられた患者のミトコンドリア遺伝子の変異型につ
いて、【臨床成績】の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全
性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

【用法・用量】
○高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、う
っ血性心不全
タウリンとして、成人 1回 1 gを 1日 3 回食後に経口投与する。
なお、うっ血性心不全に用いる場合、本剤は強心利尿剤で十分な効
果が認められないときに、それと併用すること。
○ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作（MELAS）
症候群における脳卒中様発作の抑制
タウリンとして、下表の 1回量を 1日 3回食後に経口投与する。

体　重 1回量

15 kg未満 1 g

15 kg以上 25 kg未満 2 g

25 kg以上 40 kg未満 3 g

40 kg以上 4 g

【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）
　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　腎機能障害のある患者［血中濃度が上昇するおそれがある。］

2 ．副作用
　〈高ビリルビン血症（閉塞性黄疸を除く）における肝機能の改善、
うっ血性心不全〉
総症例 1,064 例中 34 例（3.2 ％）41 件の副作用が認められた。そ
の主なものは、悪心 6件、下痢、腹部不快感、発疹が各 5件であっ
た。［再評価終了時］

頻度不明注1）

消化器 悪心、下痢、腹部不快感、便秘、軟便、食欲減退

過敏症 発疹

その他 脱力感

注 1 ）国内文献において報告されている副作用のため頻度不明

　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　臨床試験において認められた副作用は、10 例中 6 例 13 件であっ
た。その主なものは、口内炎 2件であった。［承認時］

20 ％以上注2） 20 ％未満注2）

精神神経系 不眠症

消化器
口内炎 便秘、下痢、胃食道逆流性疾患、裂

孔ヘルニア、胃腸炎、食欲減退

その他
頻尿、四肢痛、γ-グルタミルトラン
スフェラーゼ増加、血中クレアチン
ホスホキナーゼ増加

注 2 ）MELAS症候群患者を対象とした国内臨床試験 2 試験で
の発現頻度に基づく

3 ．高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意
すること。

4 ．小児等への投与
　〈MELAS症候群における脳卒中様発作の抑制〉
　新生児、乳児、幼児及び 13 歳以下の小児における有効性及び安
全性は確立していない（使用経験がない）。一般に新生児及び 2 歳
未満の乳児においては体表面積あたりの GFRが低いことから排泄
されずに血中濃度が上昇するおそれがある。

【薬物動態】
1．吸収1）

健常人に本剤 2 gを空腹時経口投与した場合、投与約 1時間後で
最高血中濃度 84μg/mLに達し、 7 時間後には通常の生体内濃度
にまで減少した。血中濃度半減期は約 2時間であった。

2 ．分布2）

（参考）動物による成績：
ラットへの経口投与による検討では、投与後 3時間で投与量の約
20 ％が肝臓に取り込まれ、腎臓には 30 分後に約 7％が分布し以後
急速に低下した。
一方、心臓、骨格筋では経日的に徐々に増加するが、脳・脊髄系
にはほとんど取り込まれなかった。
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＊＊ 2019年 4 月改訂（第 7版、販売会社変更に伴う改訂）
　＊ 2019年 2 月改訂（効能・効果追加に伴う改訂）

貯法：密閉容器・室温保存
使用期限：外箱及び袋に表示

日本標準商品分類番号
873919､ 872119､ 871190

承認番号 21900AMX00674000
薬価収載 2007年 6 月
販売開始 1987年12月

効能追加 2019年 2 月
再評価結果 1984年 9 月
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本冊子では、タウリン散 98％「大正」を MELAS 症候群の治療に適正にご使用いた
だくための使用上の注意を解説しております。最新の添付文書と合わせて本冊子をお
読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、タウリン散 98％「大正」をご
使用ください。

（新たに承認されました「MELAS 症候群における脳卒中様発作の抑制」の適応に関
連する記載のみ掲載しております。MELAS 症候群以外に係る記載につきましては添
付文書をご参照ください）
＊：MELAS（Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes：
     ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作）

日本標準商品分類番号

873919、 872119、 871190

市販直後調査
2019年2月～2019年8月

65867
2019年4月作成

対象：MELAS＊症候群における
　　　脳卒中様発作の抑制

肝 ・ 循環機能改善剤　MELAS脳卒中様発作抑制剤

タウリン製剤 薬価基準収載

MELAS＊症候群における
脳卒中様発作の抑制

医薬品の適正使用のために欠かせない情報です。
使用前に必ずお読みください。

医薬品の「使用上の注意」の解説


