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－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

使用上の注意改訂のお知らせ

劇薬、指定医薬品、処方せん医薬品
キャンディン系抗真菌剤

（一般名：ミカファンギンナトリウム）
注意－医師等の処方せんにより使用すること

2006年１月
アステラス製薬株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「使用上の注意」の一部を改訂致しましたので、

お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、新しい「使用上の注意」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂の概要】（自主改訂）

１．「重大な副作用」の項に「白血球減少」を追記し、「溶血性貧血」に対する注意喚起を追記しました。

２．「その他の注意」の項に動物での毒性試験の結果を追記し、「重要な基本的注意」の記載を一部変

更しました。

【改訂内容】

’06－No. 03

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前（点線部削除）

２．重要な基本的注意
（1）本剤投与中の患者で肝機能障害，黄疸があらわ

れることがあるので（｢重大な副作用」の項参
照），定期的に肝機能検査を行うなど，患者の
状態を十分観察し，異常が認められた場合に
は，投与を中止するなど適切な処置を行うこ
と．

（2） （省略：現行のとおり）

２．重要な基本的注意
（1）本剤投与中の患者で肝機能障害，黄疸があらわ

れることがあり（｢重大な副作用」の項参照），ま
た，動物試験において高用量群に肝障害が認め
られているので（｢その他の注意」の項参照），肝
機能検査を行うなど，患者の状態を十分観察す
ること．

（2） （省略）

３．副作用
（１）重大な副作用
1）血液障害：白血球減少（頻度不明），好中球減
少（1.5％），溶血性貧血（血管内溶血を含む），血
小板減少（いずれも頻度不明）があらわれるこ
とがあるので，定期的に検査を行うなど観察
を十分に行い，異常が認められた場合には投

３．副作用
（１）重大な副作用
1）血液障害：好中球減少（1.5％），血小板減少，
溶血性貧血（いずれも頻度不明）があらわれる
ことがあるので，定期的に検査を行うなど観
察を十分に行い，異常が認められた場合には
投与を中止するなど適切な処置を行うこと．

次頁に改訂内容の続きがあります。

６～７頁に改訂後の使用上の注意全文を記載しておりますので、併せてご参照ください。
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改 訂 後（下線部改訂，波線部文言整備） 改 訂 前（点線部削除）

与を中止するなど適切な処置を行うこと．な
お，溶血性貧血については，投与開始直後に
あらわれることもあるので，溶血が認められ
た場合には投与を中止するなど適切な処置を
行うこと．

2）～4） （省略：現行のとおり） 2）～4） （省略）

８．その他の注意
（1）ラットに４週間反復静脈内投与した試験におい

て，高用量群の32mg/kg投与群に血中AST
（GOT）及びALT（GPT）などの上昇と単細胞壊
死などの肝障害像が認められた．なお，３ヶ月
間反復静脈内投与試験の32mg/kg投与群及び
６ヶ月間反復静脈内投与試験の20及び32mg/kg
投与群では，これら所見に加え，肝変異細胞巣
の増加も認められたが，３ヶ月間反復静脈内投
与試験の20mg/kg投与群では肝変異細胞巣は
認められなかった．また，ラットに32mg/kg
を６ヶ月間反復静脈内投与し，その後18ヶ月間
休薬した試験及び3ヶ月間反復静脈内投与し,そ
の後21ヶ月間休薬した試験において，対照群に
比べ肝細胞腫瘍の有意な増加が認められた．ま
た，ラットに６ヶ月間反復静脈内投与した試験
において，高用量群である32mg/kg投与群に
尿量，尿中Na及び尿中Clの増加が認められた．
一方，10mg/kg投与群にこれらの所見は認め
られなかった．なお，ラットに20及び32mg/kg
を3ヶ月及び6ヶ月間反復静脈内投与したときの
平均AUCは，ヒトに300mg/日を投与したとき
のAUCのそれぞれ2.2倍及び3.5倍に相当する．

（2）イヌに長期間反復静脈内投与した試験（3.2，10
及び32mg/kg，９ヶ月間）において，中及び高
用量群に精細管萎縮あるいは精巣上体中精子数
の減少が認められた．また，ラットの受胎能及
び着床までの初期胚発生に関する試験（3.2，10
及び32mg/kg）における全ての用量群で，雌雄
親動物の受胎能及び初期胚発生は正常であった
が，中及び高用量群に精巣上体頭部管上皮の空
胞化，また高用量群には精巣上体中精子数の減
少が認められた．

（3） （省略：現行のとおり）

８．その他の注意
（1）ラットに４週間反復静脈内投与した試験におい

て，高用量群の32mg/kg投与群に血中AST
（GOT）及びALT（GPT）などの上昇と単細胞壊
死などの肝障害像が認められた．13及び26週間
投与試験の32mg/kg投与群では，これら所見
に加え，肝変異細胞巣の増加も認められたが，
その後の13週間休薬期間中に進展はみられなか
った．また，ラットに26週間反復静脈内投与し
た試験において，高用量群である32mg/kg投
与群に尿量，尿中Na及び尿中Clの増加が認め
られた．一方，中用量群である10mg/kg投与
群にこれらの所見は認められなかった．なお，
ラットに10及び32mg/kgを４週間反復静脈内
投与したときのAUCは，ヒトに300mg/日を投
与したときの推定AUCのそれぞれ0.5倍及び2倍
に相当する．

（2）イヌに長期間反復静脈内投与した試験（3.2，10
及び32mg/kg，39週間）において，中及び高用
量群に精細管萎縮あるいは精巣上体中精子数の
減少が認められた．また，ラットの受胎能及び
着床までの初期胚発生に関する試験（3.2，10及
び32mg/kg）における全ての用量群で，雌雄親
動物の受胎能及び初期胚発生は正常であった
が，中及び高用量群に精巣上体頭部管上皮の空
胞化，また高用量群には精巣上体中精子数の減
少が認められた．

（3） （省略）

~~~~~~~

~~~~~~~
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【改訂理由】

１．「重要な基本的注意」（１）の改訂

従来から｢肝機能障害、黄疸｣についての注意を記載していましたが、今回、重大な副作用の項等

に合わせ処置対応について追記し、より適切な記載に改訂しました。また、今回併せて、重要な

基本的注意は、｢重大な副作用又は事故を防止する上で、用法・用量、効能・効果、投与期間、

投与すべき患者の選択、検査の実施等に関する重要な基本的注意事項があれば内容を具体的に記

載する｣項目であると当局から助言されましたので、文中の動物試験に関する部分を削除しまし

た。

２．「副作用（重大な副作用）」の１）血液障害への追記

白血球関係の副作用につきましては、従来から「好中球減少」を記載していましたが、市販後にお

いて「白血球減少」として対応すべき症例が集積されたため、「副作用　重大な副作用」へ記載し

ました。

また、投与開始直後に「溶血性貧血」を発現する症例が集積されてきたため、このような症例へ

も注意をしていただくよう溶血性貧血に関する記載を変更しました。

３．「その他の注意」への動物試験結果の追記

本剤の承認申請までの試験で、ラットにミカファンギン32mg/kgを３ヶ月間（13週間）及び６ヶ月

間（26週間）静脈内投与した毒性試験において、AST（GOT）及びALT（GPT）の活性上昇、肝臓の

単細胞壊死などの肝障害像、肝変異細胞巣の増加などの所見がみられており、従来「その他の注

意」（1）の項にこれらの結果について記載していました。

このたび、本剤の承認後に実施している動物実験において、ミカファンギン32mg/kgを６ヶ月間

静脈内投与し、その後18ヶ月間休薬（生涯観察）したラット、及び３ヶ月間静脈内投与しその後21

ヶ月間休薬（生涯観察）したラットにおいて、肝細胞腫瘍の発生が対照群に比べ有意に多くなるこ

とが観察されました。なお、20mg/kg投与群では、対照群との間に有意な差はありませんでした。

この新たな知見についての内容を従来から記載している「その他の注意」の（1）に追記しました。

さらに、ヒトに300mg/日を投与した時のAUC実測値が得られたことから、血中濃度に関する記

載も併せて変更しました。

なお、本剤は遺伝毒性試験（変異原性試験）においては陰性結果が得られており、また、治験及び

市販後では原発性肝がんの症例は報告されておりません。

（今回の改訂に併せ、13週間を3ヶ月間、26週間を６ヶ月間、39週間を９ヶ月間と表記を変更しま

した）

この改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安

全対策情報　№146（2006年２月発行予定）」に掲載されます。
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白血球減少症例の概要

性
・
年齢

使用理由
（合併症）

一日投与量
投与期間 経過及び処置

患　者 副　作　用

男
40代

肺アスペルギルス症 300mg/日
17日間

本剤投与５日前　　　小喀血あり、外来受診。発熱等他の症状は
なく、全身状態良好。
白血球数 6630。

本剤投与開始日　　　入院。本剤と止血剤の投与を開始。
本剤投与開始13日目　白血球数 3480と減少傾向あり。
本剤投与開始17日目　白血球数 2610とさらに減少。血小板も減

少傾向あり。
本剤の投与を中止。

本剤投与終了４日目　発現日以降、特記すべき臨床症状なし。
白血球数 3940に回復。退院。

併用薬：イトラコナゾール、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム、トラネキサム酸、メシル酸アドレノクロム
グアニルヒドラゾン

臨床検査値

検査項目 本剤投与
終了4日目

本剤投与
開始17日目

本剤投与
開始13日目

本剤投与
開始翌日

本剤投与
５日前単位

赤血球数 ×10４/mm3 513 450 483 462 494
ヘモグロビン g/dl 16.1 14.2 15.1 14.2 15.4
ヘマトクリット ％ 47.9 42.7 45.0 42.8 45.7
白血球数 /mm3 6630 4710 3480 2610 3940
好中球 ％ 68.1
好中球棒状核 ％ 1.0 2.0 ─ ─
好中球分葉核 ％ 61.0 69.0 45.3 54.9
好酸球 ％ 1.7 1.0 1.0 4.6 2.0
好塩基球 ％ 0.3 ─ ─ 1.5 0.8
リンパ球 ％ 23.7 34.0 20.0 36.0 36.0
単球 ％ 6.2 3.0 8.0 12.6 6.3
白血球分類合計 ％ 100 100 100 100 100
血小板数 ×10４/mm3 15.2 14.9 15.3 12.0 15.3
C－反応性蛋白（CRP） mg/dL 0.2 1.6 1.5 0.8

溶血性貧血症例の概要

性
・
年齢

使用理由
（合併症）

一日投与量
投与期間 経過及び処置

患　者 副　作　用

男
70代

気管支肺
アスペルギルス症
（陳旧性肺結核）
（胃潰瘍）
（高血圧）
（肺炎）

150mg/日
１日

本剤投与開始日　　　13時50分より本剤150mgの点滴静注を開
始。
15時20分に本剤の点滴終了。
15時25分頃に排泄した尿が赤褐色となって
いることを本人が自覚。
その後、約30分おきに2回の排尿があるが
色調は鮮紅色となる。
16時 採血。RBC：385、Hb：11.1、WBC：
11700、CRP：1.28、T－Bil：2.3、AST：
76、LDH：597、CK：95（検体に強溶血の
コメントあり）。検尿：潜血（＋＋＋）であ
るが沈渣では赤血球（－）、ECG：虚血性変
化は認めず。本人の意識レベルは清明。
vital signも安定してる。
20時 採血。RBC：369、Hb：10.2、T－
Bi l：2 .8、D－Bi l：0 .9、I－Bi l：1 .9、
AST：83、LDH：562、CK：116。
22時 排尿あり。肉眼的には血性ではなく
なるが試験紙では潜血（＋＋）。
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本剤投与終了翌日　　全身状態には大きな変化は認められず。
vital sign安定。RBC：412、Hb：11.3、
Ret：11.4‰、T－Bil：1.9、D－Bil：0.5、
I－Bil：1.4、LDH：534、ハプトグロビ
ン：8.7、直接クームス陽性（広範囲クーム
ス（＋）、抗C3b（＋）、抗C3d（＋））、間接ク
ームス陰性。
検尿：肉眼的には血性（－）、試験紙潜血
（＋＋＋）。

本剤投与終了２日目　採血。RBC：379、Hb：10.4、寒冷凝集反
応（－）、AST：42、LDH：327、T－Bil：
0.7。

本剤投与終了３日目　回復。検尿：試験紙潜血（－）。

併用薬：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム、トラネキサム酸、ファモチジン、トロキシピド、テオフィリン、
塩酸アンブロキソール、塩酸マニジピン、ツロブテロール

臨床検査値

検査項目 本剤投与終了
翌日

本剤投与
開始日

本剤投与
開始日

本剤投与
3日前

本剤投与
6日前単位

白血球数 /mm3 4500 4800 11700 14600 8700 5200 5300
赤血球数 ×104/mm3 390 395 385 369 412 379 370
ヘモグロビン g/dL 10.5 10.5 11.1 10.2 11.3 10.4 10.2
ヘマトクリット ％ 33.3 33.8 34.1 32.6 35.4 32.6 31.5
好塩基球 ％ 1 1
好酸球 ％ 11 5 4 2
好中球（桿状核） ％ 2 7 1
好中球（分葉核） ％ 85 78 88 82 62
リンパ球 ％ 19 15 4 9 27
単球 ％ 2 2 1 3 9
C－反応性蛋白（CRP） mg/dL 5.20 2.93 1.28 1.32 2.68 1.03
ナトリウム mEq/L 136 139 133 130 134
カリウム mEq/L 3.7 4.3 4.5 4.4 4.4
クロール mEq/L 99 99 93 94 96
リン mEq/L 2.3 3.2 3.3
カルシウム mg/dL 9.2 8.9 9.1
BUN mg/dL 11 13 20 24 22 20
血清クレアチニン mg/dL 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
アミラーゼ IU/L 101 167 172 140 123
総蛋白（血清） g/dL 7.6 6.9 8.7 7.6 7.2
アルブミン（血清） g/dL 3.3 3.0 3.5 3.4
総ビリルビン mg/dL 0.5 0.5 2.3 2.8 1.9 0.7 0.5
直接ビリルビン mg/dL 0.1 0.9 0.5 0.1
間接ビリルビン mg/dL 0.4 1.9 1.4 0.4
AST（GOT） IU/L 148 65 76 83 65 42 37
ALT（GPT） IU/L 85 74 67 66 63 49 46
アルカリフォスファターゼ U/L 355 316 338 352 305 346
乳酸脱水素酵素（LDH） U/L 238 183 597 562 534 327 245
CK（CPK） U/L 101 70 95 116 134
－GTP U/L 76 71 103 108 110 88 74
血糖 mg/dL 117 90
尿比重 1.010 1.030 1.030 1.015
尿蛋白 － ++ +/－ －
血尿顕微鏡的 － +++ +++ －
血尿肉眼的 － ++ － －

本剤投与終了
2日目

本剤投与終了
3日目
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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）薬物過敏症の既往歴のある患者
（2）肝障害のある患者［肝障害を悪化させることがある.］

2．重要な基本的注意
（1）本剤投与中の患者で肝機能障害，黄疸があらわれるこ

とがあるので（「重大な副作用」の項参照），定期的に肝
機能検査を行うなど，患者の状態を十分観察し，異常
が認められた場合には，投与を中止するなど適切な処
置を行うこと．

（2）本剤投与開始後において，原因菌がアスペルギルス属
又はカンジダ属でないことが明確になった場合，又は
本剤投与で効果が認められない場合は，他の薬剤に変
更するなど適切な処置を行うこと．

3．副作用
国内総症例67例中，副作用（臨床検査値の異常変動を除く）
は12例（17.9％）に12件報告され，その内訳は，静脈炎２件
（3.0％），関節炎，血管痛，悪寒，頭痛，高血圧，動悸，
下痢，軟便，発疹，丘疹性皮疹各１件（1.5％）であった．
臨床検査値の異常変動は，Al－P上昇4.5％（3/67），BUN上
昇4.5％（3/67）， －GTP上昇3.0％（2/66），ALT（GPT）上
昇3.0％（2/67），クレアチニン上昇3.0％（2/67）等であっ
た． （承認時：2002年10月）

（１）重大な副作用
1）血液障害：白血球減少（頻度不明注）），好中球減少（1.5％），
溶血性貧血（血管内溶血を含む），血小板減少（いずれ
も頻度不明注））があらわれることがあるので，定期的に
検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた
場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと．
なお，溶血性貧血については，投与開始直後にあらわ
れることもあるので，溶血が認められた場合には投与
を中止するなど適切な処置を行うこと．

2）ショック，アナフィラキシー様症状：ショック，アナ
フィラキシー様症状（いずれも頻度不明注））があらわれ
ることがあるので，観察を十分に行い，血圧低下，口
内異常感，呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹等
の異常がみられた場合には投与を中止し，必要に応じ
て気道の確保，アドレナリン，ステロイド，抗ヒスタ
ミン剤の投与等の適切な処置を行うこと．

3）肝機能障害，黄疸：AST（GOT），ALT（GPT）， －

GTP，Al－Pの上昇等を伴う肝機能障害，黄疸（いずれ

も頻度不明注））があらわれることがあるので，定期的に

検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた

場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと．

4）急性腎不全：急性腎不全等の重篤な腎障害（頻度不明注））

があらわれることがあるので，定期的に検査を行うな

ど観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与

を中止するなど適切な処置を行うこと．

注）頻度不明：自発報告のため頻度が算出できない．

（２）その他の副作用

注）頻度不明：臨床検査の実施例数が少ない，自発報告，あるいは海
外のみで認められた副作用のため頻度が算出できない．

［参考］海外臨床試験注）

真菌感染症患者で安全性が評価された総症例556例中217

例（39.0％）に臨床検査値の異常変動を含む副作用が認めら

れた．主な副作用は，AST（GOT）上昇37件（6.7％），ALT

（GPT）上昇32件（5.8％），Al－P上昇31件（5.6％），嘔吐27件

（4.9％），白血球減少24件（4.3％），低マグネシウム血症24

件（4.3％）等であった．
注）最小有効用量検討試験，侵襲性アスペルギルス症を対象とした試
験，カンジダ血症及び侵襲性カンジダ症を対象とした試験．下表
は，これらの試験のうち１％以上の頻度で認められた副作用を記
載した．

AST（GOT）上昇，
ALT（GPT）上昇，
Al－P上昇 

高ビリルビン血症 

白血球減少，血小板減少，
貧血 

発熱，腹痛，無力症，さむ
け，疼痛，静脈炎，頭痛 

クレアチニン上昇 

嘔吐，嘔気，下痢，食欲不振 

血管拡張，高血圧 

発疹 

低マグネシウム血症，低カ
ルシウム血症，高クロール血
症，低カリウム血症，低蛋
白血症，低ナトリウム血症 

肝臓 
 

代謝異常 
 

血液 
 

皮膚 
 循環器 
 消化器 
 腎臓 
 
その他 
 

５％以上 １～５％未満 

AST（GOT）上昇，
ALT（GPT）上昇，
Al－P上昇，LDH上昇，
　－GTP上昇 

 

好酸球増多  

静脈炎，関節炎，血
管痛，悪寒，頭痛 

CK（CPK）上昇，ミオグロ
ビン上昇，発熱 

BUN上昇，クレアチ
ニン上昇 

クレアチニンクリアランス
低下 

下痢，軟便 悪心，嘔吐 

高血圧，動悸  

発疹  

カリウム上昇，カリ
ウム低下 

低カルシウム血症，低マグ
ネシウム血症 

肝臓 
 

代謝異常 
 

血液 
 皮膚 
 循環器 
 消化器 
 腎臓 
 

その他 
 

0.1～5％未満 頻度不明注） 

改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）

【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

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
（1）重症又は難治性の患者に対して１日300mg（力価）まで

増量した場合の安全性は十分に確立されていないの

で，観察を十分に行うなど慎重に投与すること．［国

内では１日150mg（力価）を超える用量での使用経験が

なく，また，海外でも１日300mg（力価）の用量での使

用経験が少ない．］

（2）体重50kg以下の患者に対しては，体重換算で1日あた

り６mg（力価）/kgを超えないこと．
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4．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，用量に
留意するなど慎重に投与すること．

5．妊婦，産婦，授乳婦等への投与
（1）妊婦等：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回ると判断される場合に

のみ投与すること．［妊娠中の投与に関する安全性は確

立していない．］

（2）授乳婦：授乳中の婦人への投与は避けることが望まし
いが，やむを得ず投与する場合は，授乳を避けさせる

こと．［動物実験（ラット）において母乳中に移行するこ

とが報告されている．（「薬物動態」の項参照）］

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．（国内での使用
経験はない．）

7．適用上の注意
（1）調製方法：本剤は溶解時，泡立ちやすく，泡が消えに

くいので強く振り混ぜないこと．

（2）投与時：光により徐々に分解するので直射日光を避け
て使用すること．また，調製後，点滴終了までに６時

間を超える場合には点滴容器を遮光すること．（点滴チ

ューブを遮光する必要はない．）

溶解後の光安定性

保存条件：遮光なし，室温，室内散光下（3,000ルクス）

（3）配合禁忌：本剤は他剤と配合したとき，濁りが生じる
ことがある．また，本剤は塩基性溶液中で不安定であ

るため，力価の低下が生じることがある．表１に配合

直後に濁りが生じる主な薬剤を，表２に配合直後に力

価低下が生じる主な薬剤を示す．

表１　配合直後に濁りが生じる主な薬剤

表２　配合直後に力価低下が生じる主な薬剤

8．その他の注意
（1）ラットに４週間反復静脈内投与した試験において，高

用量群の32mg/kg投与群に血中AST（GOT）及びALT

（GPT）などの上昇と単細胞壊死などの肝障害像が認め

られた．なお，３ヶ月間反復静脈内投与試験の32mg/kg

投与群及び６ヶ月間反復静脈内投与試験の20及び32mg/

kg投与群では，これら所見に加え，肝変異細胞巣の増

加も認められたが，３ヶ月間反復静脈内投与試験の

20mg/kg投与群では肝変異細胞巣は認められなかった．

また，ラットに32mg/kgを６ヶ月間反復静脈内投与し，

その後18ヶ月間休薬した試験及び３ヶ月間反復静脈内

投与し，その後21ヶ月間休薬した試験において，対照

群に比べ肝細胞腫瘍の有意な増加が認められた．また，

ラットに６ヶ月間反復静脈内投与した試験において，

高用量群である32mg/kg投与群に尿量，尿中Na及び尿

中Clの増加が認められた．一方，10mg/kg投与群にこ

れらの所見は認められなかった．なお，ラットに20及

び32mg/kgを３ヶ月及び６ヶ月間反復静脈内投与した

ときの平均AUCは，ヒトに300mg/日を投与したときの

AUCのそれぞれ2.2倍及び3.5倍に相当する．

（2）イヌに長期間反復静脈内投与した試験（3.2，10及び

32mg/kg，９ヶ月間）において，中及び高用量群に精細

管萎縮あるいは精巣上体中精子数の減少が認められた．

また，ラットの受胎能及び着床までの初期胚発生に関

する試験（3.2，10及び32mg/kg）における全ての用量群

で，雌雄親動物の受胎能及び初期胚発生は正常であっ

たが，中及び高用量群に精巣上体頭部管上皮の空胞化，

また高用量群には精巣上体中精子数の減少が認められ

た．

（3）In vitro試験において，本剤はイトラコナゾールとの併

用によりイトラコナゾールのクリプトコックス・ネオ

フォルマンス注）に対する作用を減弱させた．

注）クリプトコックス属は本剤の適応外菌種である．

アンピシリン，スルファメトキサゾール・トリメトプリム，
アシクロビル，ガンシクロビル，アセタゾラミド

塩酸バンコマイシン，硫酸アルベカシン，硫酸ゲンタマイシ
ン，トブラマイシン，硫酸ジベカシン，塩酸ミノサイクリン，
シプロフロキサシン，メシル酸パズフロキサシン，シメチジ
ン，塩酸ドブタミン，塩酸ドキサプラム，ペンタゾシン，メ
シル酸ナファモスタット，メシル酸ガベキサート，チアミン
ジスルフィド・塩酸ピリドキシン・酢酸ヒドロキソコバラミ
ン，メナテトレノン，乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン，
塩酸ドキソルビシン

試験項目 濃度 溶解直後 ６時間後 24時間後 

50mg（力価） 
/100mL 
生理食塩液 

光分解物 
（％） 

0.05未満 2.61 6.58

力価 
残存率（％） 

100 96.6 88.8

300mg（力価） 
/100mL 
生理食塩液 

光分解物 
（％） 

0.05未満 0.70 2.52

力価 
残存率（％） 

100 98.7 96.7

50mg（力価） 
/100mL 

ブドウ糖注射液 
（５ｗ／ｖ％） 

光分解物 
（％） 

0.05未満 1.14 4.46

力価 
残存率（％） 

100 98.0 93.6

改訂後の「使用上の注意」（下線部　改訂箇所）



─ 8 ─ FUN36001Z01

東京都板橋区蓮根3丁目17番1号 

製造販売 




