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く,考 >
アジスロマイシンはヒト多形核白血球及びマウスマク
ロファージ等の食|● 胞への良好な移行が認められた“t

アジスロマイシンが移行 した食約胞が感染組織に遊走

することl_よ り 感染組織では非感染組織に比べて高い

菜剤演度が

'ら
れることが動物 (マ ウス)X験で

“

めら

れている・ :

血

"中
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健常成人男子各 10例にアジスロマイシン
`OO mgを

,1
‐3/mLの 浚度で 3時間及び 2時間かけて点滴静注し 単

回及び l口 1回 5日間反復投与したときの血清中濃度
を図 2に 単口投与後の薬物動態パラメータを表 1に 示

す。,蝸 反復攣与したとき 単回投与時と比較して
Cm‐ は約 8～ 12%上昇,AOC.,で は約 l`～ L6■に増加
した.

ユ清晏自

“

合率
アジスロマインンのヒト血ll蛋 白との結合率は [22～

203%(あ ,″ 超遠心と)であった "ヽ

代nI 彿着
健常成人,子 6名 にアジスロマインン250 mg館 を,∞

●3(力価)単口経口投与した時,投与後 :`8峙 ||ま で

の尿中に未変化体として投与量の 9●●が排泄された '.1

腱常成人男子の尿及び息者の胆汁中代

"物
について検

討した結果,いずれもほとんどは未変化体で,代謝笏

として脱メチル体,脱クラジノース体が確認されたい).

アンスロマイシンは31汁  消イヒ管分泌を介して 未変
化体としてほとんど去中に,泄 される.

く,考 >
ラントに 1で‐標露アジスロマイシン

"my短
を単回経

口投与した時,投与後 1“ 時口までに投与■の303%
が表中に 133%が屎中に排泄され また投与後,2時

間までに投与量の31%が呼気中に排泄された。
.

「
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外口人データ
轄よ及び中年度の肝機能障害患者 (成人)16例にアジス
ロマイシン 250● gカプセ′レめ を 5m.8(力 価)■回墨
n投与した時,健常成人男子に比べて,Cゎ薫が■力,し
t,が 延長する傾向が認められたが,有意差は認められな
かった。またヌ中手泄率においても有t差は認められな
かつた.

2)ア ジネ 0マ イシン 2m m3カ プセル ,国内未承認

臀●●m■●著 "〕
腎機能障害患者 (成人)17例 にアジスロマイシン2,o Og

館を ,oo m3(力 価)単回経口投与した時 アジスロマ

イシンの体内動態は|1常成人と有
=差

は2められなか

った。

【薦床成績】
ホ

"か

らアジスロマイシン●へ切り普えた くスイッチ晨

菫)■合●咸崚

無作あ化比較試験 〈呼吸器感染症 〈肺淡))を含む国内

應床試験""例及び外国臨床X験 ''137例の成績は以下
のとお りである.なお,臨床区験では,本剤 ,00"gを
1日 1回 2～

'日
間点滴静とした後 アジスロマインン

250 mg健 又はカプセルを500m8(力価)1日 l口趣ロ

投与 した.=射剤と経口剤の総投与期間は合.17～ 10曰

間とした 注射剤から経口剤への切 りをえは 被験者の

状態で医師が判断した.

国内臨床試験 :呼吸器感染症 (肺炎)に対する非対照試

験において,換与開始 1,日 目の有効率は 845%(60/71)

であつた。本氏験で原因薗として分離同定された

"炎
球

薔はすべてアンスロマインンに対する感受性は

`か
っ

たが い
`lC22魃

bL) H例 のうち 10例が有効例であ
った。
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図2 単口及び反■投与後の血月中凛底推移
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外国臨床試験 :呼吸勅 染症 ('市炎)に対する無作為イヒ

比較試験において 投与終了 10～ :`日 日における有効

率は ,74・●(106,137)で あつた。

【薬効薬理】

,  抗菌十日

ll)ル 硫/・ こおいて ブ ドウ獄首属 レンサ球菌属等のグ

ラム場l■首 =ラ クセラ (ブ ラン′ヽメラ) カタラー

リス インフルエンザ菌等の一部グラム陰性菌 レジ

オネラ ニュー■フイラ ペブ トストレプ ト●ッカス

属 マイコプラズマ属 クラミジア属に抗箇作用を示

し その作用は他のマクロライ ド系抗生物質と同程度

であつた
“
｀
“ “ .

(2)黄 色ブ ドウホ菌,"炎球百,イ ンフルエン

'薗
等の各

種細面を用いた感染F_モ デルにおいて 本剤の良好な

組織移行性を反l● し 従来のマクロライ ド系抗生物質

よりも強い

'御
効果及び治

'効
果を示した "｀ "t

O黄 色′ ドウ球薔及rFィ ンフルエン

'菌
に対して lMC

以上の薬剤演度で殺薗的な作用を示した '・ヽ

2  作用I●序

細面の 70Sソ ボソームの 5oS,ブ ユニットと結合 し

蛋白合成を■害する ''t

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名 :ア ジスロマイシン水和物 (Az16rO● yo● 的 drat)

イヒ学名 :cRが

““

R`R8RllRl択 13S14Plづ く346
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3 06dd・・ 53C■■othy卜 3 0 methy}"し ′,lo

犠跡111:撃11壼ぷlttlま婦蠍蒻dふydL縫

略号 ,髭M
分子式 , C,J,,,0,, 2H,0
分子量 ,78,02

構造式 :

′H,

2H20

5, Omos,T ot,「 CIh Phatmo● ol Th,,86c,383200'

L200,0,28014]

`)武
藤 秀弥ほか :日 本化学塚

=学
会雑誌 43(S ppt`〉 :

l10, 19,,  〔L19卿308]]l]

7)社内資rl:ラ ン畷 胎能及び一般生殖能試験

[L20000216038]

8)社 内資ll:ラ ント経口1カ月毒性試験 [口0000216030]

9)l■内資料 ,イ ヌ経日1カ 月毒性試験 [L20000216031]

10)社内資料 :ラ ット経口6カ月毒性試験 [L●00002100341

11)社内資料 :イ ヌ経口6カ月苺性試験 [L20000216035〕

12)社 内資II;イ ヌ経口6カ月毒性試験及び回復l■試験

[L●0000216036]

13)社 内資II,イ ヌ経 口6カ 月毒性試験 憫 欠投与)■び□

復性試験   [L2000016ω 7]

]4)Foolき G otal ■獅 lmに r●b Chomoふ o25(SoPPl A)

,3  1"O  [L1998100`OЮ ]

l,)Luko D R ctal :´ mttmioI●b Agmじ Gmo血●,40(11):

2577, 1996 [し ]9'70513016]

16)GLd●o R P ota A JmiO.b Ag● nls Ch●●。■●,33(3)

277, 1989  [l19980911010]

17)横II 秀―ほか :日 本化学療法学会推誌 43(SuPP1 6):

122 1995[Ll""308147]
18)l■ 内資料 :健康成人における幕口投与および反復投与時

の安全性 と薬物動態

,)● 内資料 :ヒ トにおける尿および胆汁中代謝物の検討

[L20000216018]

20)T 宗獣ほ力■日本イヒ学療法学会雑誌 S(Sup● 6Ⅲ 13'

199' [Ll'981023009]

21)M″zi T ot,t ,JAぬ thio●●bChmmo31(SoPPl E〉 ,

57 1"3[Ll"80922044]
22)柴 孝也ほか :日 本化学病法学会雑誌 43(Supp1 6>186

1,,, [Ll"90308144]
23)H●mo, D d`: `bた

“

o● 23(6),3'6 19,5

[Ll,,810]“ 81]

24)社内資料 :市■肺炎に対する注射剤から経 口掏への切 り

養えメ法の非対ll試験

25' ■内資||:市中肺炎に対するこ射剤から経 口剤^の切 り

力価 :ア ンスロマイシン水和物の力価は アジスロマインン

(C,J,NII01, 74890と しての量を質量 (力価)でホ

す .

性代 ,ア ジス・ マイシン水和物は 自色の結晶性の粉末であ

る. メタノーフレ又はエタノール (995)に溶
'や

す く

・lにほ とんど溶けない

29)

30)

31)

32)

33)

34) Cho:,GE et al :K∝αm'し ,b)"od 30 28 2010

3つ  R“●o● : tt,1 :獅 t●●io‐b Aso,“ Chamdio 31く 12)

1939,1989[Ll"8100,010]

替え羨法の1腋試験

松永 敏幸ほか :日 本化学療法学会雑誌 43(●uP口 6):
95 1",[L199"308148]
業原 京子ほか ,日 本イに 療法学会雑誌 43(ヽ Pa 6),
24  1"`  [L]● ●●03081'4]

加藤 直着ほか :日 本化学療法学会雑誌 43(Sup口  6)|
31["5[Ll""3081`=]
I、hida K ot al  ,お ぃibiool A=● ●送Chomothe,38(4):

790 1"4[Ll"8101%36]
ヽは Y ot al :A■ lnio●b Agmζ Chom● tho,38(10),

2,6.l"4[Ll"80'16012]
松永 鐵■ほか :日 本化学嫁法学会雑誌 43(●●pP1 6),

68 1",[L19990122001]
西野 武志ほか ,日 本化学療法学会雑誌 43(ヽ pp1 6):

40 1",〔り
"●

0308],2]

長島 tt人 にか :日 本化学療法学会雑誌 43(ヽ PP1 6):
8  1"`  [L19981005042:

【包装】

ジスロマンク点滴静注月 5∞ 叱 ,10バ イアフレ
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「主要文献」に記載の社内資料につきましても下記にご謗求

下さい。
ファイザー株式会社 製品情報センター

〒1518口9 東京都渋谷区代々木 3227
学術情報グイヤル  0120う64467
Fぶ  03-3379-3053

【製造販売】
ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木 3227
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