
＊：p＜0.05 vs. コントロール群

＊
＊

＊

600

500

400

300

200

100

0

アゾセミド及びフロセミドの心不全における予後改善効果を心不全モデルラットで比較検討したところ、生存率はアゾセミド
群で無投薬群（p<0.01）、フロセミド群（p<0.05）と比較して有意に高い値を示した。

アゾセミドは心不全に伴う心筋ノルエピネフリン濃度の減少を改善し、予後不良と密接に関連する心筋交感神経系の活性化を
抑制することにより生存率を改善したと考えられた。

血漿ノルエピネフリン濃度心筋ノルエピネフリン濃度

心不全モデルにおける予後への影響（ラット）

雄性Dahl食塩感受性ラット
アゾセミド群：アゾセミド80mg/kg 1日1回朝 強制経口投与
フロセミド群：フロセミド40mg/kg 1日1回朝 強制経口投与
8%高食塩食を8週齢より投与し、高血圧性収縮不全モデルを作成し、代償性肥大期（21週齢）にアゾセミド群及びフロ
セミド群、無投薬群に割り付けた。また、心筋・血漿ノルエピネフリン濃度は31週齢時に測定した。

［ 対 象 ］
［投与方法］

［試験方法］

28)Yoshida J, et al. Cardiovasc Res 2005; 68: 118-127
本研究は（株）三和化学研究所の支援により行われた。
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週齢 Kaplan-Meier法　log-rank検定
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最初の薬剤投与（21週齢）

n.s.

p＜0.05
p＜0.01

無投薬群 フロセミド群 アゾセミド群

5

4

3

2

1

0

（ng/mL）

心
筋
ノ
ル
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン
濃
度

コントロール群 無投薬群 フロセミド群 アゾセミド群

（ng/g）

１）中枢神経系に及ぼす影響（ラット、マウス、モルモット、ウサギ）29）

アゾセミドを経口投与したところラット・マウスの一般症状、マウスの自発運動、睡眠延長作用、抗痙攣作用、鎮痛
作用及び筋弛緩作用、ラットの体温、モルモットの鎮咳作用及びウサギの脳波に対して影響を示さなかった。

２）呼吸・循環器系に及ぼす影響（ウサギ、イヌ）29）

ウサギにアゾセミド10mg/kgを静脈内投与すると呼吸及び心拍数に影響を及ぼさなかったが、一過性の血圧低
下及び血流増加をわずかに認めた。経口投与においては、ほとんど影響を及ぼさなかった。また、イヌの1～
20mg/kgの静脈内投与においては、用量依存的な血圧、血流等の心循環の低下がみられたが、一過性の反応で
あった。

３）末梢神経系に及ぼす影響（ラット、モルモット）29）

アゾセミドはラットの坐骨神経筋及び横隔膜神経筋に対して影響はなく、モルモットの局所麻酔作用に対して影
響が認められなかったことより、末梢神経系に対する作用はないものと考えられた。

４）平滑筋に及ぼす影響（モルモット、ウサギ、ラット）29）

モルモットの摘出回腸、摘出気管筋に対して、抗アセチルコリン作用、抗塩化バリウム作用、抗セロトニン作用、抗
ブラディキニン作用はほとんどみられず、ウサギの摘出血管に対して軽度の抗ヒスタミン作用を認めた。ラットの
摘出非妊娠又は妊娠子宮に対しては、抗プロスタグランディンE2 作用を含む各種抗メディエーター作用はなく、
子宮律動に関しては抑制を示した。

５）消化器系に及ぼす影響（ラット、マウス）29）

ラットの胃粘膜、拘束水浸ストレス潰瘍及びマウスの消化管輸送能に対して何ら影響を示さなかった。

６）血液系に及ぼす影響（ラット）29）

ラットの全血凝固時間、プロトロンビン時間、Ca再加凝固時間及び血小板凝集に対して影響を示さなかった。

７）腎尿細管における尿酸の再吸収に及ぼす影響（ラット）30）

ラットの腎尿細管における尿酸の再吸収に関してアゾセミドの静脈内及び経口投与では、尿酸排泄抑制傾向は認
められなかった。

８）その他の一般薬理作用（ラット、ウサギ）29）

ラットの肝機能、腎機能、耐糖能、聴覚、胆汁排泄、リンパ液分泌及びウサギにおける局所刺激作用に対して影響を
及ぼさなかった。ラットの胃液分泌に対しては抑制効果を示したが、利尿作用による体内水分量の移動による二
次的な作用と考えられた。

p＜0.05

p＜0.05
p＜0.05

p＜0.05

Mean±S.E.　Fisher’s test

無投薬群の心筋ノルエピネフリン濃度はコントロール群に比較
して有意に減少しており（p<0.05）、フロセミド群と無投薬群の
間には有意差は認められなかった。アゾセミド群では無投薬群
及びフロセミド群に比較して有意に高い値を示した（p<0.05）。

フロセミド群の血漿ノルエピネフリン濃度は無投薬群と
アゾセミド群に比較して有意に高く（p<0.05）、無投薬群
とアゾセミド群では有意な差はみられなかった。

－1.安全性薬理試験－薬効薬理 －2. 非臨床試験－ －－－1.1.1.1.1.1.1.安全性安全性安全性安全性安全性安全性安全性安全性安全性薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験薬理試験－－－
安全性薬理試験及び毒性試験参考情報
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製剤学的事項

－2. 毒性試験－－－2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 安全性薬理試験及び毒性試験
有効成分に関する理化学的知見・
製剤学的事項・取扱い上の注意

製剤の安定性

ダイアート錠30mg
保存条件

40±1℃、
75±5%RH

D65光源、2,000lx

測定項目 保存期間

測定項目：性状、確認試験、純度試験、溶出性、定量

6ヵ月

25日

加速試験

苛酷試験 光

保存形態 結果

ダイアート錠60mg
保存条件

40±1℃、
75±5%RH

D65光源、2,000lx

測定項目 保存期間

測定項目：性状、確認試験、純度試験、溶出性、定量

6ヵ月

25日

加速試験

苛酷試験 光

保存形態 結果

取扱い上の注意
1．貯法・保存条件

室温保存
2．使用期限

製造後3年（外装に表示の期限内に使用すること）

単回投与毒性試験（マウス、ラット、ウサギ）31）

アゾセミドのLD50値（95％信頼区間）:mg/kg

反復投与毒性試験（ラット、イヌ）32） 33） 34） 35）

dd系マウス

動物種

Wistar系ラット

日本白色種ウサギ

経口 皮下 腹腔内 静脈内

― ―

Litchfield & Wilcoxon法

動物種 投与期間

5週間

26週間

40-640mg/kg/日

5-80mg/kg/日

40mg/kg/日

5mg/kg/日 80mg/kg/日

投与量 無影響量 確実中毒量

ラット

生殖発生毒性試験（ラット、マウス、ウサギ）36） 37） 38）

その他の特殊毒性（ラット、モルモット）29） 39） 40） 41） 42） 43）

試験方法
無影響量

妊娠前及び
妊娠初期投与試験

器官形成期投与試験

周産期及び授乳期投与試験

親動物

30mg/kg/日

90mg/kg/日以上

30mg/kg/日

200mg/kg/日以下

0.7mg/kg/日

30mg/kg/日

10mg/kg/日

90mg/kg/日以上

約200mg/kg/日

0.7mg/kg/日

90mg/kg/日以上

仔

ラット
雄

雌

ラット

ラット

マウス

ウサギ

溶 血 性
腎 毒 性

抗 原 性

変異原性

：
：

：

：

溶血性はみられなかった。
ラットにおけるセファロスポリン系抗生物質セファロリジンとの併用試験では、腎障害の程度は軽度
であった。
モルモットを用いて、アナフィラキシーショック誘発試験及び抗体検査（PCA対応、オクタロニー法
寒天ゲル内沈降反応）の試験の結果、アゾセミドには抗原性は認められなかった。
各種の変異原性試験の結果、アゾセミドには変異原性は認められなかった。

6,418（5,568～7,397）

6,350（5,735～7,030）

2,746（2,384～3,164）

2,545（2,239～2,893）

319（238～426）

282（194～410）

雄

雌

雄

雌

雄

雌

799（758～842）

762（731～794）

589（543～638）

639（571～715）

562（506～625）

602（542～669）

316（286～350）

287（258～320）

138（125～152）

146（134～159）

252（237～269）

260（243～279）

155（96～250）

130（95～177）

160mg/kg/日
休薬により回復

30mg/kg/日（胎仔）
90mg/kg/日（生後産仔）

PTP＋アルミ袋

乾燥剤付ブリキ製キャップ
＋褐色ガラス瓶

開放容器（石英シャーレ）

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

PTP＋アルミ袋

乾燥剤付ブリキ製キャップ
＋褐色ガラス瓶

開放容器（石英シャーレ）

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

類縁物質の増加がみられた（規格値内）。
他の測定項目については変化なし。

26週間 10-707mg/kg/日 10mg/kg/日 84mg/kg/日

13週間 20-120mg/kg/日 20mg/kg/日未満
イヌ

80mg/kg/日
休薬により回復

有効成分に関する理化学的知見
一般名：Azosemide　アゾセミド
化学名：2-Chloro-5-(1 -tetrazol-5-yl)-4-[(thien-
              2-ylmethyl)amino]benzenesulfonamide
分子式：C12H11ClN6O2S2

分子量：370.84
構造式：

性　状：本品は白色～黄白色の結晶性の粉末である。
本品は -ジメチルホルムアミドに溶けやすく、メタ
ノール又はエタノール(99.5)に溶けにくく、水にほと
んど溶けない。
本品は希水酸化ナトリウム試液に溶ける。
本品は光によって徐々に黄色となる。

融　点：約226℃（分解）

H
N,N
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