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9■月上o注意

事

"支
付嗜 r,r包装の薬剤は rlrシー トから取り出し

て限月するよう指導すること (PTPシ ー トの娯飲により

輌い鋭角部が食道粘媒^刺入 し 更には

'■
をおこして

縦賜洞炎等の重おな合併症を併発することが報告され

ている)

10その他の注意
(1)ラ ットの受始能及び一般笙殖能

"験
(雄 2ヵ 月以上

雌 2週間以上,与)で
"コ

8～ 投与の雄雄に受■辛

の低下が認められたヽ

(2)|1物 (ラ ット,イ ヌ)に
"～

100m87路 を 1～ 6ヵ 月間

反往投与 した場合に様々な組織 い麻 網膜,肝臓 肺

崚,胆要,督麟.膵臓 脈絡輩 末lHII経等)に ,ン
11質を詢形成がみられたが,投案中止後消失すること
が確認されている°‐°.なお,リ ン脂質空腱はアジス
ロマインンーツン,日質複合体を効ますることによる

組織像 と解釈され,その議性学的意義は低い。

(3)本剤との因果関係は不明だが 心悸完進 rIIttL■炎
肝

“

死 運動先進があらわれたとの報告がある。

【薬物動態】

1■●内菫慶
外口人データ

手術予定患者に本剤 ,m m8(ヵ価)を趣日投与 した際の投
与後 12時間～8日 日の各種組織内浚度の検討では,いずれ
の組織においても 血清中渡度が硝失後も数日にわたって

高いla練内濃度が構やされた ".
なお アジス●マイシンのヒトにおける全身クリアランス

及び分布容着はそれぞれ 10 mLん 融 8及び333 υk=と 報
告されており

“
)分布容積が大きく 組織^移行 しやすい

ことが示されている。

健オ成人男子 6名に本剤
'∞

口8(力 優)を l口 1回 3

ロロ反復経口投与した場合 初口投与及び最終投与後
の血清中濃度にをはみられず 蓄積は認められなかっ

た
").

(3)食●の影響

健オ成人男子 8名に本莉 500‐ 3(力価)をクコスオ

ーパー法により 空瞳時又は食後に単日経口投与した

湯合の体内動態パラメータには有苦差は認められず

本剤の吸収に及 |工す食事の影響はないものと考えら

れるか。

3ユオ壺自●合率
オ剤のと卜血清蛋白との船 率は 122～203・●(",″ら

,

超遠心法)であった・ ヽ

4代
"線健常成人男子 6名に本剤 ,∞ m3(力 価)を単回経口投

与した時 投与い 68時間までのス中に未変化体とし

て投与量の 9%が排泄された ".
健常成人男子の屎及び息者の胆汁中代謝物について検

討 した結果 いずれもほとんどは未変化体で 代籠物

として脱メチル体,脱クラジノース体が確認されたか
.

本剤はLB汁 消化管分必を介して 未変化体としてほ

とんと共中につ1泄 される。
く参考>

ラントに 't書議アンスロマイシン20mノ路 を単口極
口投与した時 投与後 168時間までに投与量の 803%
が糞中に 133%が尿中にり1泄 され また投■後 ,2時

間までに投与量の 31●●が呼気中に,1泄 された 。
.

S「●籠ll●●書 a
外□人データ

軽度及び中年度の″機鮨障官患者 (成人)16例に本剤
`∞m3(力価)を単口経口投与した時,饉

"成
人男子に比ベ

て い ● が増加 し t“が延長する輌向が認められたが
,

右意菫は

“

められなかった。また尿中排泄事においても有

=差
は認められなかった。

6腎機●障害●雪
お

")
青機能暉各患者 〈成人)17例に本剤 ,00 ng(力 価)を単
回曇口数与した時 本剤の体内動態は腱常成人と有意差は

認められなかった。

【臨床成績】
饉床力彙

ネ

"糧
与0みのは饉

二重盲検比較X験 0吸霊感染症 (肺炎 慢性気道感染症)

皮膚科感染症,歯科 口腋外科感染症及びクラミジア ド
ラコマティスによる尿道炎 テ宮頸管炎)を含む国内臨床
試験450例及び外国臨床

"喩
39例の成績 lま以下のとおり

である.

(1)浅在性化腱性疫0(せつ せつlE症 ,よ う 丹毒,蜂
巣炎, リンパ管 (飾 )炎  ひょう疸 化膿性lr□ 炎 )

に対する有効率は ,18●●

“

r3)で あつたなわ。ま
た こ菫盲検比較試験で浅在性化崚性疾息に対する本

剤の有効l■が確認された
"。

(2)呼吸器感染症 (咽嘔頂炎 念性気管支炎 扁″

`炎

(扁

桃月日炎 扁υ
`周

囲晨瘍)慢 性気管支炎 気管文拡

張症 は 染時)慢 性呼吸器疾患の二次感染 肺炎
肺イヒ晨症 マイコプラズマ肺炎)に対する有効率は
毀 6%(3■お82)で あつた"~勁.ま た,二重盲検比

較試験で肺炎 '。 慢性気道感染r。に対する本剤の

有効性が確認された。
(3)=鼻 料領域感染慮 副■腔炎)に対する有効率は 100・ .

(3606)で あつた "ヽ

“

)苦 料 口盗外科領城感染症〈歯周組織炎 歯冠周囲炎

顎炎)に対する有効率は 859%(73`5)であつた 。).

また 二五盲検比較X鱗て歯科 口確外科領域感染症
に対する本剤の有効性が確認された平ヽ

く

'■
>

アジスロマイシンはヒト多形核自血ホ及びマクスマク
ロファージ等の貪細腱^の良,な移行が認められた '"
アジスロマインンが移行した食細胞が感染組織に遊走
することにより 感染組織では+感染組織に比べて高
い薬剤濃度が,られることが動物 (マ シス)試験で認
められている lω

.

2血■■ヨ
=〈1)単口燎与

健常成人男子 6名 に本剤 5∞ m8(力 価)を単回経口
投与した時の最高血汚中濃度 (CmO)は o,8■ 8左ι
であり 血清中漱鷹は多相性の消失を示した.枚与後
48～ 168蒔間の消失半メ知 (t4)は

`19時
間であった

1,).

健常成人男子 6名 に本剤 l∞O m8(力価)を単回経口

投与した時の最高血清中濃度 (cmぶ )は 0,4■8hL
であり,■与接 48～ 168峙間の消大手減翔 (、 )は 681

時間であつた '0.

(2)反■■与
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(5) クラミジア トラコマテイスによる菫 炎 子宮難

炎に対する本剤 lαD m8(力 価)1回投与の有効幸

(ICR■による陰性化率)は主判定時力である投与

開,ど l`ロ ロて ま867・ ● (98た 13)で あつた。また
,

冨,判定時期である投与ll始
"ロ

ロでは907%(98408
※)であった働

.

※ :29日 目の解rrか ら燎外した ,症例は,よ与開発

1,曰 日以降に

'発
疾患を発滉 した 1例 ,抗薔案を

'用した 1例及び投与開枷 ,日 目で観察を終了した 3

tFlで あつた

アジスロマイシン注H"か ら饉口

"へ
の切 り●え (スイッチ

… 無作お化比較試験

“

吸霊感染症 (肺夜))を含む□

内臨床試験
'。
73例及び外国臨床賦験 '9137例 の成績は

以下のとお りである なお 臨床試験では アジスロ

マイシンと射剤 ,00m文 を 1口 1回 2～5日 間点滴静注

した後 アジスoマインン 250m,建 又はカプセルを

,∞ 口,(力価)1日 l回経 口投与した.注射利と経口剤

の総糧与翔間は合計 7～ 10日 間とした と

"莉
から経

口沖^の切 りなえは 被験者の状態で医師が判断した

国内臨虔F晨 呼吸暮霧姿症 (肺炎)に対する非対熙

試験において 投与開蜘 ,日 日の有効事は 84,%
(6o′l)であつた 本餞験で原因菌として分産同定さ

れた肺炎球薗はすべてアジスロマイシンに対する粛■

性は低かったが (InCン LlmL) n例 のうち lo例力
'

有効例であつた_

前炎球薔のアジスロマイシン感受性

"“
10別の臨床効

果 (投与銅始 15日 日)

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名 : アジス・Iマインン水和物 (A2:山Ю

“
yob H,いけ

イヒ学名 :は,3,4s,R駅 &い :R12■ 1,14,'1346
Tnd● oy3 am●山口狐 in。

「
。,b loXop四 os,1。

''3く2 6 did●o。 3‐Cm`●yl‐30“●|ット●レハ教″
卜●xopvmoり 1●γ〉10■

“`,1213 tr hy●

●●

“ `“

101113■

…

●yいα‐轟 ‐
・

‐14dit d●va● ●

略号 :MⅥ
分子式 ,C,・H,,、o, 40
分子■ 178502

構造式 :

Ｌ

Ｈ

Ｃ
′
‐

OH,

何H  IH H。
2H20

感受性卿 |

耐性 (ゝac≧ 2.Ⅲ L)

■ヽC不明

C■ ,

力価 :ア ンスコマイ ン ン水和場の力価 は,ア ジス ロマイ シン

(C,・ H・,NO,,:74898)と しての■を■■ (力価)で示
す .

性状 :ア ジスロマイシン水和物は: 白色の結晶性の粉末であ
る.メ タノール又はエタノール (995)|こ 溶けやすく,

水にほとんど溶けない。

【包 装】
250∞ 3建 :ω 錠.300掟 (PTP)

60餞 ,300健 (患者さん月′くンケ~ジ入 りPTP)1餅H('09
功ヽ 4“ η

→F有効の例改 N導面倒強から■定不鮨を除いた例敗

有う率は″N× 1∞ 力'ら算出した

外国臨屎試験 :呼吸器感染症 (肺茨)に対する無作為

化比較試験において 投与終了 10～ 14ロ ロにおける有

効率 iま ,74%(I06137)で あつた.

【薬効薬理】
l lt薔作用
0,ヵ ,"において ブ ドウ攣薔属 レンサ球饉属等のグ

ラム疇性薔 モラクセラ (プ ラン′ヽメラ) カタラー

ソス 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

ィラ ベ′ トス トレツ トコンカス

属 マイコプラズマ属 クラミジア属に抗歯lt月 を示

し その

`用
は也のマクロライ ド系

"生
物贅と同e度

であった ||｀

“ `。 .

(2)責 色ブ ドウ球歯 肺炎球薗,イ ンフルエンザ薔等のを

種細首を用いた感染症モデルにおいて 本剤の良好な

組織移行性を反映し 従来のマクロライ ドヌ抗生場質

よりも強い防御効果及び治療効果を示した "～`':

(3)責色ブ ドウ球薔及びインフルエンザ菌に対して 1■lC

以上の栞剤凛鷹て殺綺的な作用を示 した・ .

2作用I●序

榊面の 70Sリ ポソームの ,osサブユニットと結合し

蚤白合成をl■害する。
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