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医薬品の適正使用に欠かせない情報です。使用前に必ずお読みください。 

新医薬品の「使用上の注意」の解説 
 

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること） 

腰椎椎間板ヘルニア治療剤 

 

注射用コンドリアーゼ 

 

 

 

 

 

  

 

 

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

2. 急性の両下肢麻痺や膀胱直腸障害を呈する馬尾障害のある患者 

［緊急手術が必要とされるため、本剤の投与は適さない。］ 

3. 骨軟骨異形成症による症状又は脊柱の弯曲がある患者 

［症状の悪化や腰椎不安定性が強まるおそれがある。］ 



 

 

はじめに 

 

ヘルニコア®椎間板注用1.25単位（以下、本剤）は、生化学工業株式会社が開発し

た、「保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア」

に対する治療剤です。グラム陰性桿菌の一種であるProteus vulgaris由来の酵素で

あるコンドリアーゼを有効成分とした、世界に先駆けて日本で初めて承認された製

剤です。 

 

本冊子は、本剤のご使用に際しての注意事項を項目ごとに解説しました。本剤の

適正使用の一助となれば幸甚に存じます。 
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【効能・効果】  
保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア 

 

【効能・効果に関連する使用上の注意】  
(1)画像上ヘルニアによる神経根の圧迫が明確であり、腰椎椎間板ヘルニアの症状が

画像所見から説明可能な患者にのみ使用すること。 

[解説] 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第2版）の診断基準1) により、確実

に腰椎椎間板ヘルニアと診断された患者に投与してください。 

また、本剤は突出したヘルニアに起因した神経障害による症状（下肢痛、しびれ

及び神経学的所見）が明確な患者に投与されることが適正使用上望ましいと考え

られます。画像上ヘルニアによる神経根の圧迫が明確であり、腰椎椎間板ヘルニ

アの症状が画像所見から説明可能な患者にのみ使用してください。 

[参考] 

＜腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第2版）の診断基準＞ 

1. 腰・下肢痛を有する(主に片側、ないしは片側優位) 

2. 安静時にも症状を有する 

3. SLRテストは70°以下陽性(ただし高齢者では絶対条件ではない) 

4. MRIなど画像所見で椎間板の突出がみられ、脊柱管狭窄所見を合併していない

5. 症状と画像所見とが一致する 

日本整形外科学会診療ガイドライン委員会/腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン策定委員会： 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第2版）, P1,2011年, 南江堂より許諾を得て転載 

 

(2)本剤は異種タンパクであり、再投与によりアナフィラキシー等の副作用が発現す

る可能性が高くなるため、本剤の投与前に十分な問診を行い、本剤の投与経験が

ない患者にのみ投与を行うこと。 

[解説] 

承認時までの臨床試験及び非臨床試験において、本剤を複数回椎間板に投与した

経験はなく、有効性及び安全性に関するデータはありません。 

本剤はグラム陰性桿菌の一種であるProteus vulgarisから分離精製された異種タ

ンパク製剤です。複数回投与によるショック、アナフィラキシー等の重篤な過敏

症の発生リスクが高まる可能性が否定できないため再投与はできません。本剤が

過去に投与されたことがないかを確認し、本剤の投与経験がない患者にのみ投与

してください。 
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(3)変形性脊椎症、脊椎すべり症、脊柱管狭窄症等の腰椎椎間板ヘルニア以外の腰椎

疾患を合併する患者、骨粗鬆症、関節リウマチ等の合併により椎体に症状が認め

られる患者の場合は、本剤投与により腰椎不安定性が強く認められるおそれがあ

る。これらの患者において、合併症が原因で症状が認められる場合は、本剤の有

効性が得られない可能性があるため、本剤のリスクを考慮し、症状の原因を精査

した上で、本剤による治療を優先すべきか慎重に判断すること。投与を行った場

合には、患者の状態を慎重に観察すること。 

[解説] 

変形性脊椎症、脊椎すべり症、脊柱管狭窄症等の腰椎椎間板ヘルニア以外の腰椎

疾患を合併する患者、骨粗鬆症、関節リウマチ等の合併により椎体に症状が認め

られる患者の場合は、腰痛や神経性疼痛の原因が腰椎椎間板ヘルニアに起因する

ものではない可能性があります。また、本剤投与により椎間板が変性した場合、

腰椎椎間板ヘルニア以外の腰椎疾患の症状が悪化するおそれがあります。 

本剤のリスクを考慮し、症状の原因を精査した上で、本剤による治療を優先すべ

きか慎重に判断してください。投与を行った場合には、患者の状態を慎重に観察

してください。 

 

(4)20歳未満の患者に対する有効性及び安全性は確立されていない。また、成長期

の患者では、成長板が閉鎖していないため、本剤投与による成長板の限局性欠損

により、腰椎不安定性を誘発するおそれ、本剤投与による軟骨層の骨化により、

軟骨細胞の増殖が抑制され、椎体の伸長が阻害されるおそれがあるため、投与の

可否を慎重に判断するとともに、投与を行った場合には、患者の状態を慎重に観

察すること。［9. その他の注意(1)参照。］ 

[解説] 

20歳未満の患者を対象とした臨床試験は実施していません。また、非臨床試験に

おいて、臨床投与量の12～494倍量を、カニクイザルの椎間板内に投与すると、

投与後26週に軟骨終板及び成長板の骨化並びに軟骨終板の菲薄化がみられ、いず

れも回復性は確認されていません。 

成長板が閉鎖していない成長期の患者への投与は、成長板へ影響を与え、腰椎不

安定性を誘発する可能性があります。また、本剤投与による軟骨層の骨化により、

軟骨細胞の増殖が抑制され、椎体の伸長を阻害する可能性があります。20歳未満

の本剤投与の可否を慎重に判断するとともに、投与を行った場合には、患者の状

態を慎重に観察してください。 
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【用法・用量】  
通常、成人にはコンドリアーゼとして1.25単位を症状の原因である高位の椎間板内

に単回投与する。 

 

【用法・用量に関連する使用上の注意】  
複数高位への同時投与の経験はなく、有効性及び安全性は確立されていない。本剤

投与によりアナフィラキシー、腰椎不安定性等が発現するおそれがあり、複数高位

への同時投与によりリスクが高まるおそれがあることから、複数高位への同時投与

は行わないこと。［2. 重要な基本的注意(3)及び(4)の項参照。］ 

[解説] 

承認時までの臨床試験において、本剤が複数高位へ同時に投与された症例はなく、

有効性及び安全性は確立されていません。 

ショック、アナフィラキシー等の発現、腰椎不安定性の発現のリスクが高まるお

それがありますので、複数高位への同時投与は行わないでください。下肢痛の発

現部位、神経学的所見及び画像所見を十分確認し、必要な高位に対してのみ投与

してください。 
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【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 
 

 

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

[解説] 

医薬品の一般的な注意事項として設定しました。 

本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者では、重篤な過敏症状が発現する

可能性があります。問診等を行い、本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患

者には、本剤を投与しないでください。 

 

＜本剤の組成＞ 

有効成分 コンドリアーゼ 

添 加 物 
精製白糖、マクロゴール4000、リン酸水素ナトリウム水和物、リン

酸二水素ナトリウム 

 

2. 急性の両下肢麻痺や膀胱直腸障害を呈する馬尾障害のある患者［緊急手術が必要

とされるため、本剤の投与は適さない。］ 

[解説] 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第2版）1) により、急性の両下肢麻

痺や膀胱直腸障害を呈する馬尾障害のある患者では緊急手術が必要とされるた

め、本剤を投与しないでください。 

 

3. 骨軟骨異形成症による症状又は脊柱の弯曲がある患者［症状の悪化や腰椎不安定

性が強まるおそれがある。］ 

[解説] 

骨軟骨異形成症による脊柱管狭窄症、病的骨折、強い脊椎変形等の症状・異常が

認められる患者は、本剤投与により症状が悪化するおそれがあるため、本剤を投

与しないでください。 
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【使用上の注意】  
 

 

1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）  

(1)アレルギー素因のある患者［過敏症の発現が増すおそれがある。］ 

[解説] 

アレルギー素因のある患者は、薬剤を含む各種アレルゲンにより感作されやすく、

過敏症の発現が増すおそれがあるため慎重に投与してください。 

 

(2)腰椎不安定性が疑われる患者［腰椎の不安定性が増すおそれがある。］ 

[解説] 

腰椎不安定性が疑われる患者は、本剤の投与により腰椎不安定性の発現又は悪化

するおそれがあるため慎重に投与してください。 

 

2．重要な基本的注意 

(1)本剤の投与は、腰椎椎間板ヘルニアの診断及び治療に十分な知識・経験を持つ医

師のもとで行うこと。また、椎間板穿刺に熟達した医師が投与すること。 

[解説] 

本剤の効能・効果は「保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰

椎椎間板ヘルニア」であり、腰椎椎間板ヘルニアのなかでも対象患者を選択する

必要があります。また、本剤を椎間板内に確実に投与するための椎間板穿刺の専

門的技術が必要になります。本剤は、腰椎椎間板ヘルニアの診断及び治療に十分

な知識・経験を持つ医師のもと、椎間板穿刺に熟達した医師が投与してください。 

 

(2)本剤の投与に際しては、ショック、アナフィラキシー等の発現のおそれがあるの

で、救急処置のとれる準備をしておくこと。投与終了後も十分な観察を行い、症

状が発現した場合には直ちに適切な処置を行うこと。 

[解説] 

承認時までの臨床試験において本剤投与によるショックの発現は認められてい

ませんが、過敏症（3．副作用  表１ <皮膚および皮下組織障害>）の副作用が2.6％

（6/229例）に認められています。 

本剤は、異種タンパク製剤であることからショック、アナフィラキシー等が発現

する可能性があります。投与前に必ず、救急処置のとれる準備を行い、症状が発

現した場合には直ちに適切な処置を行ってください。 
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(3)本剤投与により椎間板が変性し、生体力学的バランスの異常をきたし腰椎不安定

性が発現するおそれがある。本剤投与後は、腰椎不安定性に伴う症状の発現の有

無を十分に観察するとともに、腰椎が安定化するまでの期間は、過度な運動や腰

に過度の負担がかかる動作（重量物を持ち上げる等）を避け、コルセット等の装

具療法の併用を検討すること。 

[解説] 

本剤の投与により椎間板変性の過度の進行や椎間板周辺組織の変性が起こり、生

体力学的バランスの異常による腰椎不安定性が発現する可能性があります。国内

Ⅰ/Ⅱ相試験2) においてコンドリアーゼ10単位（本剤の8倍量）を投与した2例に

腰椎の異常可動を伴う椎間後方開大（腰椎不安定性）が認められました。 

本剤投与後は、腰椎不安定性に伴う症状の発現について十分に観察し、異常が認

められた場合には適切な処置を行ってください。脊椎の構築学的・力学的変化が

安定化するまでの期間は、過度な運動や腰に過度の負担がかかる動作（重量物を

持ち上げる等）を避け、コルセット等の装具療法の併用を検討してください。 

 

(4)本剤投与後にアナフィラキシーや腰椎不安定性が発現する可能性があること、並

びにその徴候や症状について患者に十分に説明し、異常が認められた場合には、

速やかに担当医師に連絡するよう、患者を指導すること。 

[解説] 

本剤投与後に、ショック、アナフィラキシーを含む重篤な過敏症、腰椎不安定性

が発現する可能性があります。アナフィラキシーの初期症状、腰椎不安定性の症

状等を十分に説明し、異常が認められた場合は、速やかに担当医師に連絡するよ

う患者を指導してください。 

 

(5)全身麻酔下での投与は、穿刺針の神経根への接触に伴う放散痛等を感知できず神

経を損傷する可能性や、アナフィラキシー等が発生した場合に発見が遅れるおそ

れがあるので推奨されない。 

[解説] 

本剤が全身麻酔下で使用された症例はなく、安全性は確立されていません。 

全身麻酔下での本剤の投与は、穿刺針の神経根への接触等に伴う放散痛などを感

知できず神経を損傷する可能性やショック、アナフィラキシーに伴う呼吸・循環

器症状の確認ができないおそれがあるため推奨されません。 
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3．副作用 

国内第II/III相試験及び第III相試験において、本剤が投与された229例中122例(53.

3％)に副作用(臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、腰痛51例(2

2.3％)、下肢痛11例(4.8％)、発疹等6例(2.6％)、発熱4例(1.7％)、頭痛3例(1.3％)

であった。主な臨床検査値異常は、Modic分類の椎体輝度変化a) 54例(23.6％)、椎

間板高の30％以上の低下b) 33例(14.4％)、好中球数減少6例(2.6％)、5°以上の椎

間後方開大b) 5例(2.2％)であった3, 4)。(承認時)     

a) MR画像異常、b) Ｘ線画像異常

[解説]  

国内第II/III相試験3) 及び第III相試験4) において認められた副作用の発現頻度を

表1に示します。なお、MedDRA/J Ver. 16.1基本語の「背部痛」を腰痛として、

「四肢痛」を下肢痛として集計しました。Modic分類の椎体輝度変化は「核磁気

共鳴画像異常」に含まれます。椎間板高の30％以上の低下は「脊椎Ｘ線異常」に

含まれます。  

 

(1)重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー（頻度不明）※ 

本剤は異種タンパクであり、ショック、アナフィラキシーがあらわれるおそれが

あるので、投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合は、直ちに適

切な処置を行うこと。 

※頻度不明：本剤で認められていない副作用については頻度不明とした。 

[解説] 

承認時までの臨床試験において本剤投与によるショックの発現は認められてい

ませんが、過敏症（3．副作用  表１ <皮膚および皮下組織障害>）の副作用が2.6％

（6/229例）に認められています。 

本剤は異種タンパク製剤であることからショック、アナフィラキシー等が発現す

る可能性があります。投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合は、

直ちに適切な処置を行ってください。 
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(2)その他の副作用 

以下の副作用があらわれることがあるので、このような場合には適切な処置を行うこと。 

 5％以上 1～5％未満 1％未満 

筋・骨格系 腰痛 下肢痛 下肢違和感、頚部痛、筋骨格痛 

過敏症 － － 発疹、蕁麻疹、薬疹、中毒性皮疹、そう

痒症 

その他 － 発熱、頭痛 リンパ節炎、感覚鈍麻、感覚障害 

臨床検査 Modic分類の椎体輝

度変化a)、椎間板高

の30％以上の低下b) 

好中球数減少、5°以

上の椎間後方開大b) 

トリグリセリド増加、C-反応性蛋白増加、

白血球数減少、ALT（GPT）増加、AST

（GOT）増加、ビリルビン増加、血小板

数減少、健側の一過性のラセーグ陽性 

a) MR画像異常、b) Ｘ線画像異常 

[解説] 

国内第II/III相試験3) 及び第III相試験4) において認められた副作用に基づいて記

載しました。 

 

表1 副作用の発現頻度（承認時）  

安全性評価症例数 229例 

副作用発現症例数 

（発現率） 

122例 

（53.3％）    

副作用の種類 

器官別大分類／基本語 
発現例数（％）

 
副作用の種類 発現例数（％）

<血液およびリンパ系障害> 1 (0.4) <一般・全身障害および投

与部位の状態> 
4 (1.7) 

リンパ節炎 1 (0.4) 
<神経系障害> 5 (2.2) 発熱 4 (1.7) 

頭痛 3 (1.3) <臨床検査> 86 (37.6) 
感覚鈍麻 1 (0.4) 核磁気共鳴画像異常 55 (24.0) 
感覚障害 1 (0.4) 脊椎Ｘ線異常 35 (15.3) 

<皮膚および皮下組織障害> 6 (2.6) 好中球数減少 6 (2.6) 
発疹 2 (0.9) 血中トリグリセリド増加 2 (0.9) 
蕁麻疹 2 (0.9) Ｃ－反応性蛋白増加 2 (0.9) 
薬疹 1 (0.4) 白血球数減少 2 (0.9) 
そう痒症 1 (0.4) アラニンアミノトラ

ンスフェラーゼ増加 
1 (0.4) 

中毒性皮疹 1 (0.4) 
<筋骨格系および結合組織障害> 54 (23.6) アスパラギン酸アミ

ノトランスフェラー

ゼ増加 

1 (0.4) 背部痛 51 (22.3) 
 四肢痛 11 (4.8) 

筋骨格痛 1 (0.4) 血中ビリルビン増加 1 (0.4) 
頚部痛 1 (0.4) 血小板数減少 1 (0.4) 
四肢不快感 1 (0.4) ラセーグテスト陽性 1 (0.4) 

MedDRA/J Ver. 16.1
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4．高齢者への投与 

(1)高齢者では、一般的に加齢による椎間板の変性により髄核中のプロテオグリカン

含量が低下していることが知られている。そのため、本剤の治療効果が得られな

い可能性があることから、投与の可否を慎重に判断すること。 

[解説] 

本剤は髄核中のプロテオグリカンのグリコサミノグリカンを分解する作用機序を

有しています。高齢者では、一般的に加齢による椎間板の変性により髄核中のプロ

テオグリカン含量が低下していることが知られています。そのため、本剤の治療効

果が得られない可能性があることから、投与の可否を慎重に判断してください。 

 

(2)高齢者に対する安全性は確立されていない。［70歳以上の患者に対する使用経

験がない。一般に高齢者では軟骨終板が菲薄化しており、椎体の変性が発現する

可能性が高まる。9.その他の注意(2)の項参照。］ 

[解説] 

臨床試験において70歳以上の患者は対象から除外したため、使用経験はなく安全

性が確立されていません。 

一般に高齢者では軟骨終板が菲薄化しており、腰椎不安定性や椎体の変性を助長

する可能性があります。本剤の投与の可否を慎重に判断してください。 

 

5．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投与しないことが望ましい。［妊娠

中の投与に関する安全性は確立されていない。また、本剤投与の際にはＸ線照射

を伴う。］ 

[解説] 

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への使用経験はなく安全性は確立して

いません。 

本剤の投与はＸ線照射を伴うことから、本剤の投与はできるだけ避けてください。 

 

(2)授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。［［125I］で標識した本

剤を用いた動物実験(ラット）で、放射能の乳汁中への移行が報告されている。］

[解説] 

授乳婦への使用経験はなく安全性は確立していません。  

125I標識コンドリアーゼを用いた非臨床試験（ラット）において、放射能の乳汁

中への移行が確認されており、ヒトでの母乳移行の可能性が否定できないため投

与中の授乳は避けてください。 
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[参考] 

＜乳汁への移行性（ラット）5) ＞ 

授乳中ラットに 125I標識コンドリアーゼを100単位/kgの用量で単回静脈内投与

した場合、乳汁中及び血漿中TCA 沈澱性放射能濃度のAUC0-24h 比は7.5であ

り、放射能の乳汁移行性が認められた。しかし、コンドリアーゼは、分子量約1

1万のタンパク質であり、一般的な高分子化合物と同様に、ほとんど乳汁中へ移

行しないと推察される6)。 

さらに、放射性ヨウ素をラットに投与すると、乳汁中へ分泌された放射性ヨウ素

により、乳汁中タンパク質が容易にラベル化されることから7, 8, 9)、125I標識コ

ンドリアーゼを投与した時に乳汁へ移行する放射能の大部分は、未変化の125I標

識コンドリアーゼや代謝物ではなく、乳汁中のタンパク質成分に遊離した125Iが

再結合したものと考えられる。 

 

6．小児等への投与 

小児等に対する安全性は確立していない。［効能・効果に関連する使用上の注意(4)

の項参照。］ 

[解説] 

小児への使用経験はなく安全性は確立していません。 

 

7．過量投与 

国内第I/II相試験においてコンドリアーゼ10単位（本剤の8倍量）を単回投与した6

例中2例に腰椎の異常可動を伴う椎間後方開大(腰椎不安定性)の副作用が認められ

た2)。腰椎不安定性に伴う症状の発現の有無を十分に観察するとともに、腰椎が安

定化するまでの期間は、過度な運動や腰に過度の負担がかかる動作（重量物を持ち

上げる等）を避け、コルセット等の装具療法の併用を検討すること。 

[解説] 

国内第I/II相試験2) においてコンドリアーゼ10単位（本剤の8倍量）を単回投与し

た6例中2例に腰椎の異常可動を伴う椎間後方開大(腰椎不安定性)の副作用が認

められています。腰椎が安定化するまでの期間は、過度な運動や腰に過度の負担

がかかる動作（重量物を持ち上げる等）を避け、コルセット等の装具療法の併用

をご検討ください。 
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[参考] 

＜国内第I/II相試験2) で認められた腰椎の異常可動を伴う椎間後方開大症例＞ 

【症例１】 

投与後1.5箇月に異常可動性が発現したが、特に処置なく発現後1.3箇月で回復

した。長期予後調査の結果、最終観察時点である投与後30.7箇月まで臨床症状

を伴う画像変化は認められなかった。 

【症例２】 

投与後7日に異常可動性が発現し、特に処置を必要としなかったが、最終観察

日である発現後2.6箇月においても未回復であった。長期予後調査の結果、投

与前から認められた腰痛が投与後3.2箇月には薬剤処置を必要としない程度ま

で軽快し、経過観察を終了した。 

 

8．適用上の注意 
(1)調製時 

1) 本剤を個装箱に入れた状態(遮光)で室温に戻す。 

2) 日局「生理食塩液」1.2mLをゆっくりとバイアル内に注入する。溶解にあた

っては、泡立ちや激しい攪拌を避ける。 

3) バイアルの溶解液をルアーロック付ディスポーザブルシリンジで抜き取る。 

4) 溶解後は速やかに使用すること。 

5) バイアルに破損や亀裂等の不良が認められる場合やバイアル内が陰圧に保

たれていない場合は、使用しないこと。 

6) ガラスに有効成分が吸着するおそれがあるため、ガラス製のシリンジは使用

せず、ルアーロック付のディスポーザブルシリンジを使用すること。 

[解説] 

1) 本剤は2～8℃保存であるため使用前に個装箱に入れた状態(遮光)で室温に戻

してください。 

2) 本剤はタンパク製剤であるため、タンパクの一般的な取り扱い事項として泡

立ちや激しい攪拌を避けてください。 

3) 投与時に椎間板内の圧力により注射針がシリンジから外れるおそれがあるため、

ルアーロック付のディスポーザブルシリンジにしっかり固定してください。 

4) 溶解後は速やかに使用してください。 

5) 本剤の無菌性の確保のためバイアルに破損や亀裂等の不良が認められる場合

やバイアル内が陰圧に保たれていない場合は、使用しないでください。 

6) 本剤はタンパク製剤であるため、ガラスに吸着するおそれがあります。ガラ

ス製のシリンジは使用せず、ルアーロック付のディスポーザブルシリンジを

使用してください。 
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(2)投与方法 

Ｘ線透視装置を用い、厳重な無菌操作のもと腰椎椎間板ヘルニアに罹患した椎間

板内の中心に本剤1.0mLをゆっくり投与すること。 

[解説] 

Ｘ線透視装置を用い、厳重な無菌操作のもと腰椎椎間板ヘルニアに罹患した椎間

板内の中心に本剤1.0mLを投与します。投与に際しては、椎間板内圧の急激な上

昇を抑えるため、ゆっくり投与してください。 

 

(3)投与時 

1) 原則として正中からの経硬膜穿刺による投与は行わず、後外側経路にて投与

すること。［正中穿刺により神経損傷や硬膜損傷を生じる可能性がある。］

2) 造影剤等他の薬剤を腰椎椎間板内で併用しないこと。［椎間板内で混合した

際の安定性、安全性及び有効性のデータがない。また、造影剤等の使用によ

り神経症状(横断性脊髄炎、対麻痺、脳出血)等の合併症が危惧される。］ 

3) 本剤投与時に抵抗を感じた場合は、投与を中止すること。 

[解説]  

1) 正中穿刺により神経損傷や硬膜損傷を生じる可能性があること、経硬膜穿刺

を行うと、低髄液圧症候群などの合併症の危険性があります。 

2) 本剤と造影剤等を併用した際の本剤の安定性、安全性及び有効性は確立されてい

ません。また、本剤と造影剤等の併用により、神経症状(横断性脊髄炎、対麻痺、

脳出血)等の合併症が危惧されるため腰椎椎間板内で併用使用しないでください。 

3) 本剤投与時に抵抗を感じた場合は、椎間板の髄核内に正確に投与されていな

い可能性があるため投与を中止してください。 

 

(4)投与後 

残液は、使用せず廃棄すること。 

[解説] 

安定性及び無菌性維持の観点から溶解後の残液は廃棄し、再使用しないでください。 

  

9．その他の注意 
(1)カニクイザルにコンドリアーゼを0.25～10単位/disc（臨床投与量の12～494倍）

で単回椎間板内投与した場合、投与後26週に軟骨終板及び成長板の骨化並びに

軟骨終板の菲薄化がみられ、いずれも回復性は確認されていない。 

[解説] 

20歳未満の患者に対する椎間板への影響は、成長板がヒトと類似しているカニク

イザルを用いた単回椎間板内投与試験10, 11) を参照としました。 
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[参考] 

＜カニクイザル単回椎間板内投与試験10, 11)＞ 

カニクイザルにコンドリアーゼを0.25、1.6又は10単位/disc（臨床用量の各々1

2倍、79倍、494倍）※で単回椎間板内投与し、投与後26週まで観察した。その

結果、0.25単位/disc以上で投与後1週から、髄核及び線維輪に薬効（髄核融解

作用）に関連した変化が認められた。これらに加え、軟骨終板及び成長板に細

胞の変性及び壊死、染色性低下がみられ、さらに時間の経過とともに軟骨終板

では血管侵入、骨化及び菲薄化、成長板の骨化がみられた。椎体においては、

骨髄細胞の減少及び壊死並びに骨新生に関連した変化がみられた。これらの組

織変化は、重度なものではなく、一部の変化は投与後13週で明らかな回復傾向

を示し、投与後26週では軟骨終板から椎体に壊死性の変化はみられず、組織変

化は沈静化していると考えられた。軟骨終板の菲薄化並びに成長板の骨化は、

投与後26週においても回復性が認められなかったものの、これらの組織変化は、

ヒトの加齢に伴い自然発生が報告12, 13) されている変化と同質のものであり、椎

体の変形や脆弱化を示唆するものではないと考えられた。 

※椎間板における臨床用量との比率は、ヒト1に対しての髄核体積比カニクイ

ザル：1/61.7、ウサギ：1/330、ビーグル犬：1/70.2として算出した 

 

(2)ウサギ（ヒトやカニクイザルよりも軟骨終板が薄い）にコンドリアーゼを4単位

/disc（臨床投与量の1056倍）で単回椎間板内投与した場合、投与後2年に軟骨

終板を挟んで髄核に接する椎体に骨細胞壊死がみられ、回復性は確認されてい

ない。 

[解説] 

高齢者に対する椎間板への影響は、軟骨終板が薄いウサギの単回椎間板内投与試

験4) を参照としました。 

[参考] 

＜ウサギ単回椎間板内投与試験14) ＞ 

日本白色種ウサギにコンドリアーゼを0.2、4又は100単位/disc（臨床用量の各々

53倍、1056倍、26400倍）※で単回椎間板内投与し、投与後2年まで観察した。

その結果、0.2単位/disc以上で投与後2年までに、髄核及び線維輪に薬効に関連

した変化が認められた。また、4単位/disc以上で、軟骨終板を挟んで髄核に接す

る椎体において、骨改変を伴わない骨細胞壊死がみられたが、組織構造の異常は

みられなかった。 

※椎間板における臨床用量との比率は、ヒト1に対しての髄核体積比カニクイ

ザル：1/61.7、ウサギ：1/330、ビーグル犬：1/70.2として算出した 
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使用上の注意

1.	 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）	アレルギー素因のある患者［過敏症の発現が増すおそれがある。］
（2）	腰椎不安定性が疑われる患者［腰椎不安定性が増すおそれがある。］
2.	 重要な基本的注意
（1）	本剤の投与は、腰椎椎間板ヘルニアの診断及び治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで

行うこと。また、椎間板穿刺に熟達した医師が投与すること。
（2）	本剤の投与に際しては、ショック、アナフィラキシー等の発現のおそれがあるので、救急

処置のとれる準備をしておくこと。投与終了後も十分な観察を行い、症状が発現した場合
には直ちに適切な処置を行うこと。

（3）	本剤投与により椎間板が変性し、生体力学的バランスの異常をきたし腰椎不安定性が発現
するおそれがある。本剤投与後は、腰椎不安定性に伴う症状の発現の有無を十分に観察する
とともに、腰椎が安定化するまでの期間は、過度な運動や腰に過度の負担がかかる動作（重量
物を持ち上げる等）を避け、コルセット等の装具療法の併用を検討すること。

（4）	本剤投与後にアナフィラキシーや腰椎不安定性が発現する可能性があること、並びにその
徴候や症状について患者に十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに担当医師
に連絡するよう、患者を指導すること。

（5）	全身麻酔下での投与は、穿刺針の神経根への接触に伴う放散痛等を感知できず神経を損傷
する可能性や、アナフィラキシー等が発生した場合に発見が遅れるおそれがあるので推奨
されない。

3.	 副作用
国内第II/III相試験及び第III相試験において、本剤が投与された229例中122例（53.3％）に副作
用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、腰痛51例（22.3％）、下肢痛11例（4.8％）、
発疹等6例（2.6％）、発熱4例（1.7％）、頭痛3例（1.3％）であった。主な臨床検査値異常は、Modic
分類の椎体輝度変化a）54例（23.6％）、椎間板高の30％以上の低下b）33例（14.4％）、好中球数減少
6例（2.6％）、5°以上の椎間後方開大b）5例（2.2％）であった。（承認時）

4.	 高齢者への投与
（1）	高齢者では、一般的に加齢による椎間板の変性により髄核中のプロテオグリカン含量が低下

していることが知られている。そのため、本剤の治療効果が得られない可能性があることから、
投与の可否を慎重に判断すること。

（2）	高齢者に対する安全性は確立されていない。［70歳以上の患者に対する使用経験がない。一般
に高齢者では軟骨終板が菲薄化しており、椎体の変性が発現する可能性が高まる。9.その他
の注意（2）の項参照。］

5.	 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投与しないことが望ましい。［妊娠中の投与に

関する安全性は確立されていない。また、本剤投与の際にはX線照射を伴う。］
（2）	授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。［［125Ⅰ］で標識した本剤を用いた動物

実験（ラット）で、放射能の乳汁中への移行が報告されている。］
6.	 小児等への投与
	 小児等に対する安全性は確立していない。［効能・効果に関連する使用上の注意（4）の項参照。］
7.	 過量投与
	 国内第I/II相試験においてコンドリアーゼ10単位（本剤の8倍量）を単回投与した6例中2例に
腰椎の異常可動を伴う椎間後方開大（腰椎不安定性）の副作用が認められた。腰椎不安定性に
伴う症状の発現の有無を十分に観察するとともに、腰椎が安定化するまでの期間は、過度な
運動や腰に過度の負担がかかる動作（重量物を持ち上げる等）を避け、コルセット等の装具療法
の併用を検討すること。

8.	 適用上の注意
（1）	調製時

1）	本剤を個装箱に入れた状態（遮光）で室温に戻す。
2）日局｢生理食塩液｣1.2mLをゆっくりとバイアル内に注入する。溶解にあたっては、泡立ち
や激しい攪拌を避ける。

3）	バイアルの溶解液をルアーロック付きディスポーザブルシリンジで抜き取る。
4）	溶解後は速やかに使用すること。
5）	バイアルに破損や亀裂等の不良が認められる場合やバイアル内が陰圧に保たれていない場合
は、使用しないこと。

6）	ガラスに有効成分が吸着するおそれがあるため、ガラス製のシリンジは使用せず、ルアー
ロック付のディスポーザブルシリンジを使用すること。

（2）	投与方法
	 X線透視装置を用い、厳重な無菌操作のもと腰椎椎間板ヘルニアに罹患した椎間板内の中心
に本剤1.0mLをゆっくり投与すること。

（3）	投与時
1）	原則として正中からの経硬膜穿刺による投与は行わず、後外側経路にて投与すること。
	 ［正中穿刺により神経損傷や硬膜損傷を生じる可能性がある。］
2）	造影剤等他の薬剤を腰椎椎間板内で併用しないこと。［椎間板内で混合した際の安定性、
安全性及び有効性のデータがない。また、造影剤等の使用により神経症状（横断性脊髄炎、
対麻痺、脳出血）等の合併症が危惧される。］

3）	本剤投与時に抵抗を感じた場合は、投与を中止すること。
（4）	投与後
	 残液は、使用せず廃棄すること。
9.	 その他の注意
（1）	カニクイザルにコンドリアーゼを0.25～10単位/disc（臨床投与量の12～494倍）で単回椎間板

内投与した場合、投与後26週に軟骨終板及び成長板の骨化並びに軟骨終板の菲薄化がみられ、
いずれも回復性は確認されていない。

（2）	ウサギ（ヒトやカニクイザルよりも軟骨終板が薄い）にコンドリアーゼを4単位/disc（臨床投与
量の1056倍）で単回椎間板内投与した場合、投与後2年に軟骨終板を挟んで髄核に接する椎体
に骨細胞壊死がみられ、回復性は確認されていない。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.	急性の両下肢麻痺や膀胱直腸障害を呈する馬尾障害のある
	 患者［緊急手術が必要とされるため、本剤の投与は適さない。］
3.	骨軟骨異形成症による症状又は脊柱の弯曲がある患者［症状
	 の悪化や腰椎不安定性が強まるおそれがある。］

効能・効果

保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニア

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
（1）	画像上ヘルニアによる神経根の圧迫が明確であり、腰椎椎間板ヘルニアの症状が画像

所見から説明可能な患者にのみ使用すること。
（2）	本剤は異種タンパクであり、再投与によりアナフィラキシー等の副作用が発現する可能性

が高くなるため、本剤の投与前に十分な問診を行い、本剤の投与経験がない患者にのみ
投与を行うこと。

（3）	変形性脊椎症、脊椎すべり症、脊柱管狭窄症等の腰椎椎間板ヘルニア以外の腰椎疾患を
合併する患者、骨粗鬆症、関節リウマチ等の合併により椎体に症状が認められる患者の
場合は、本剤投与により腰椎不安定性が強く認められるおそれがある。これらの患者に
おいて、合併症が原因で症状が認められる場合は、本剤の有効性が得られない可能性が
あるため、本剤のリスクを考慮し、症状の原因を精査した上で、本剤による治療を優先
すべきか慎重に判断すること。投与を行った場合には、患者の状態を慎重に観察すること。

（4）	20歳未満の患者に対する有効性及び安全性は確立されていない。また、成長期の患者では、
成長板が閉鎖していないため、本剤投与による成長板の限局性欠損により、腰椎不安定
性を誘発するおそれ、本剤投与による軟骨層の骨化により、軟骨細胞の増殖が抑制され、
椎体の伸長が阻害されるおそれがあるため、投与の可否を慎重に判断するとともに、投与
を行った場合には、患者の状態を慎重に観察すること。［9.	その他の注意（1）参照。］

取扱い上の注意

遮光保存の必要があるため、本剤は個装箱（外箱）に入れて保存すること。

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

ヘルニコア®椎間板注用1.25単位：1バイアル

資料請求先

〒113-8650		東京都文京区本駒込2丁目28-8
科研製薬株式会社		医薬品情報サービス室

用法・用量

通常、成人にはコンドリアーゼとして1.25単位を症状の原因である高位の椎間板内に単回投与する。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
複数高位への同時投与の経験はなく、有効性及び安全性は確立されていない。本剤投与に
よりアナフィラキシー、腰椎不安定性等が発現するおそれがあり、複数高位への同時投与に
よりリスクが高まるおそれがあることから、複数高位への同時投与は行わないこと。［2.	重要
な基本的注意（3）及び（4）の項参照。］

（1）	重大な副作用
	 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）※
	 本剤は異種タンパクであり、ショック、アナフィラキシーがあらわれるおそれがあるので、
投与終了後も観察を十分に行い、異常が認められた場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

（2）	その他の副作用
	 以下の副作用があらわれることがあるので、このような場合には適切な処置を行うこと。

5％以上 1～ 5％未満 1％未満

筋・骨格系 腰痛 下肢痛 下肢違和感、頚部痛、筋骨格痛

過敏症 ― ― 発疹、蕁麻疹、薬疹、中毒性皮疹、そう痒症

その他 ― 発熱、頭痛 リンパ節炎、感覚鈍麻、感覚障害

臨床検査 Modic 分類の椎
体輝度変化a）、
椎間板高の30％
以上の低下b）

好中球数減少、
5°以上の椎間後
方開大b）

トリグリセリド増加、C-反応性蛋白増加、
白血球数減少、ALT（GPT）増加、AST
（GOT）増加、ビリルビン増加、血小板数
減少、健側の一過性のラセーグ陽性

a）MR画像異常　b）X線画像異常
※頻度不明：本剤で認められていない副作用については頻度不明とした。

組成・性状

本剤は、白色の塊又は粉末を用時溶解して用いる凍結乾燥製剤である。なお、本剤を日局「生理食
塩液」1.2mLに溶解した時の1.0mL中（溶解液中の塩化ナトリウムを除く）の組成・性状を以下に示す。

有効成分 コンドリアーゼ	1.25単位

添加物 精製白糖	5mg、マクロゴール4000	10mg、リン酸水素ナトリウム水和物、
リン酸二水素ナトリウム

性　状 無色澄明な液
pH 6.5 ～ 7.5

浸透圧比 1.0 ～ 1.2	（生理食塩液に対する比）

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

〈貯　　法〉遮光、2～8℃保存
〈使用期限〉外箱及びバイアルに記載

薬価基準収載

日本標準商品分類番号 873999

承認番号 23000AMX00457000

薬価収載年月 2 01 8 年 5 月

販売開始年月 2 01 8 年 8 月


