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用すること

貯法 ,2～ 8℃

使用期間 :3年

使用期限 :外箱に表テ

環状リポペプチ ド系
抗生物質製剤

キュビシンQ静
注用350m9

CUB C N° IV 350m9

注射用ダプ トマイシン

日本標準 F・・ 品分類普 ,
87611,

承認番号 未 定

票価収載 未 定

販売開|.・ 未 定

国際誕生 2003年 9月

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息者
一開

【組成 性状】
販売名 キ‐ビシン・ 静注恥 50m,

有効成分の名称 ダプ トマインン

含 量

350m8

(調製時の損失を考慮に入れ lパイアル

中3675"=を 含む。)

添力]物 水酸イビナ トリウム (,i調節剤 )

容器 10mLバイアル (単口月)

OH 40‐―

`0
浸透圧 比 約iに 理食塩液に対する比 )

性 壮
凍結乾燥した徴資色～淡褐色の発又は粉

末 (無 llu製¬ )

【効能 効果】            ・

く適応菌種>
ダプトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (‖ RSA)

く適応症 >
敗血●. 感棄L心内腹炎 ス在性度虐感業症 外傷 熱傷及び手

ll創 等の二次感染 びらん 漬瘍の二次感染

【用法 用量】
1敗血症 感染1生心内膜炎の場合]

道切な峙期に 本剤のll続投与が必要が判定 し 痰病の治
|

鷹上必要な最小限の期間の投与にとどめること.(「 臨床成
|

理 ′二筆里____ _―  ――  一 … …■

十可能な場合 血液逐祈 日には血液透析後に本剤を投与すること.

週3□ でも可

(3)本剤は l口 2回以上投与しないこと.〔海外第 1相及び第 壼相

試験においてlβ 2日以 た設与 した場合 血■クレアチンキナー

ゼ (血■クレアチンホスホキナーゼ)[CK(CPK)]`直 が上早

した.]

(4)ダプ トマイン´はグラム陽性菌に対してのみ●首活性を有す

る。したがつてグラム陰性薔等を合む混合感染と診断された湯

合 又は混合感4が疑われる場合は本剤と適切な薬剤を併用 し

て治療を行うこと.

(5)本 角の使用にあたつては 耐性菌の出見等を防ぐため 次のこ

とに注意すること.

1)感染症の治痰に十分な知識とこ験を持つ医師又はその指導

のもとで行 うこと。

2)原則として他の抗菌菜及びグブ トマイシンに対する感責l■

を確認すること.ll薬効薬理りの項参

"]3)投与期間は 感染部位 重症度 思

`の
症状年を考慮し

'く
用浩 月最に関連する使用上の注意>
(1)■剤は1バイアルにつき7厠 Lの生理食塩液を力,え て溶11し  こ

の溶解液
"浚

度を,Om=/ぉ Lと して用いること ば適用上の注

意jの項参照]

(2)ダ ブ トマイシンは主に臀臓で排泄されるため 血液透析又は迪

通常 成人にはダプ トマイシンとして1日 1回 6ng/k=を 24時間ご

とに
'0分

かけて点滴静注する。

[深在住皮膚感染Ft外衝 熱傷及び手 4‐創等の二次感染 びらん

損瘍の二次感染の場合,

通常 成人にはダプトマイシンとして1日 1回輌g/kgを 24時間ご

とに30分 かけて点滴静注する

【使用上の注意】
1慎重投与 (次の思者には慎重に投与すること,

腎機能障害がある息者

2重要な基本的注意

(1)本
",投

与中に CK(CPK)上 昇が報告されているので 以下

の点について十分注意すること.

1)CK(CPK)値 を■与期間中は定か うに (週 l回以上)モ ニ

タリングすること.督機能障害がある患者 原因不明の

CK(CPK)上 昇を発見した息吝及rF mィc coA ti酵 茉

l■ 害剤を前沿療スはlt用 した思者では CK(CPK)値 を

更に猥□にそニタリングすること.

2)CK(CPX)値力詢000U/L(基準値 L限の約
`倍

)を超え原

因不明のミオパシーの役

`又
はF■状を示す息者 あるいは

症状はないが CK(CPK)値うつOOOU/L(3革 値上限の約

lo僣 )を超える顕著な増IIIを示した場合は 本剤の投与を

続務行式贖膜透析 (CAPD)を 受けている息きを含む腎機能障

クレアチエン

クリアランス

(CL∝ )

(,OL/‐ h)

効能 効果

敗血症 感4性 い内

膜炎

深を性皮膚感染症

外傷 熟傷及び手術埓1

等の二次感染  び ら

ん 潰瘍の二次麒

≧30
1回 6mg/kgを

24時間ごと

1回 4ng/、 を

24時間ごと

<30

(血 I・1透析 .又 は

CAPDを 受けてい

る息者を含む )

1回 6"g/kgを

48時間ごと

〕□ 4,=/k8を

48時間ごと

害の息者では 下表を目安に本抑の用量調節をすること.(「慎
|

重■与J「重要●基本 |つ 注意J■ 7F lェ物動態J2■参照〕_J

C ・・̈` ・"



3相互作用

〔,

中止すること.

(2)腎視
～

le奮 がある患著では 賢機能を重回にモニタリングす

ること.

(3)本剤によるシヨツク アナフイラキシー構症状の発生を確実

に予知できる方法がないので 次の構量をとること.

1)'前に既往歴等について十分な|・1診 を行 うこと。なお 抗

生物贅等によるアレルギー歴は2ず確認すること.

2)投与に際しては 必ずショック■に対する紋窓延置のとれ

る準備をしておくこと。

3),与開始から掟与終了後まで 0者を安静の状態に保たせ

十分な観策を行うこと.特に 投与開始直後は注意深く観

察すること.

4)ホ精性ニューロバシー 〈頻度不明)こ":末情性ニューロバ

シーがあらわれることがあるので 本剤投与中は未梢性ニ

ューロバンーのは,及び症状に注意 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.

,)腎不全 (頻度不明)奎。:腎不全等の重篤な腎暉容があらわ

れることがあるので 観察を十分に行い 果おが認められ

た場合には 投与を,上するなど適切な処置を行 うこと.

6)偽嗅性大腸炎 (頻度不明)注。;偽膜性大腸炎は グプ トマ

イシンを含むほぼすべての抗薗薬の使用により報告されて

いる.3膜性大ll炎 が疑われたり 確定診断がなされた場

合には 本剤の投与中止又は適切な処置を考慮すること.

注1)外国において颯められている.

(2)その他のEl件 月

次のような症状又は異常があらわれたら合には 適切な処置を

″ うこと.

注1)外国において認められている

と2)国内においても認められている (10%).

5高齢者への,与
高齢者では一般的に生理機能が低下しているので注意すること.

CLOメ OmL/m"の あ齢着では用量輌働は必要ない.

6妊抒 産婦 授享ι婦●への

'与(1)'■ 又は

'娠
している可能性のある帰人には 治家上の有玉

用 ,用 注 菫 す る こ と

薬剤名● 臨床症状 I.・壼方法 毬序 ●●険因子

鄭4G CoA還元

酵索lll害剤

本剤と HMCCoA退元

肇未阻●剤を3者に併

用 した経験は限られて

いる.本剤投与中はこ

れらの薬剤の休案を考

慮すること

機序不明

フル フ ァツン

カツクム

ホ剤とフルファツンを

思者に,用 した経験は

限られている.本刑投

与開始後数日間は抗擬

血活性をモニタツング

すること.

接庁不明

4冨 1作用

国内で実施した実薬対熙腱欧において 安全性解tFT対 象例
"例

中

[1例 (11[力 に副4月が認められ 16例 (162%)に 臨床検査値

の目JF用 が認められた。主なものは AST(GOT)上昇7例 (71%)、

ALT(CPT)上 昇7●l(71・・●)湿疹2Fl(20%)発 滲 例 (20%)

下痢2例 (20● /●)血小板数減少2例 (20%)AIP上 昇2例 00・・)

は  (CPK)上昇2例 (20%)好護
=薇

■102例 (20・・lであった。

外国で実施 した菌血症及び応染性 い内藤炎を対象にした実薬対照

比較試験において 安全性解析ヽヨ例120例中42例 (3,0・・)に コ

作用が認められ 主なものは CK(CPK)上 昇
`例

“

0・ .l 軟便

4"(33%)消 イヒ不良3171(2,・ ●J 発痒,例 (25・・)血 中ツン増

加]例 (2`● .)で あ0た。

外国で実施 した複雑性皮l● 軟部組織感染症を対家にした2つ の実

薬対照比軟X験及び1つ の薬物動態試験において 安全性解析対熾

例550例 中99例 (130%)に 劇作用が認められ 主なものは 暮心

】3rl(24%〉 CK(CPK)上昇12例 (22●●)嘔 吐!0,(1‐
下痢9例 (16● ● 便秘7例 い3%)皮膚炎71● (13%)で あった.

o)菫大なコ,作用

1)シ ヨツク アナフィラキシー■症状 (:0・・〉:シ ョック ア

ナフィラキシー様症状があらわれることがあるので 観察

を十分に行い 異||が 認められた場合には 枚与を中止し

適切な処置を行うこと

2)横紋筋融解症 (頻凛不明)と｀,検紋筋融解症があらわれる

ことがあるので 観察を十分に行い S内痛 競力感 Ck
(CPK)値 上昇 血中及び尿中ミオグロビン上昇が認めら

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.

3),数球L肺炎 (頻度不明)こ":本剤夕与2～4過 後 発熟

低酸秦血症性呼吸因建 びまん性肺浸潤を伴 う,醸球性31

炎が報告されている.こ れらの症状や微候があらわれた場

合には 投与を中■Lし 全身ステロイ ド療法■の適切な処

置をrrう こと.

種類/顔ま 2～ 10% 頻度不明崖
"

感染症及び書生

ユ症

屎路感染 真菌感染 カン

ジグ感染 真箇血lt

血波及 び ツンパ

系暗客

貧血a" 血小板増加症 17
酸 数 0加 庁

代謝及び栄姜障

=

商血緒 電解質失調 食欲

減退

精神障害 不安 不眠Ft

神経系障害 浮動性めまい 瞑痛 麹感

覚 振戦 味覚奥竹

耳及び迷路障害 □颯性めま t

心艤障害 上
=性

不整脈

血省障害 高血圧 低血圧 潮紅

胃腸障害 下痢 消化姜痛/腫痛 嘔II 鼓
臓/跛部膨満感/臓部膨

詢 使秘 悪 心 消イヒ不良

肝胆道系障を 責疸

皮膚及び皮下組

織障各

湿 疹 菫痒FF 発疹 奉麻疹菫
"

小水疱水疱性皮疹 (粘腹性

又は非粘膜性 )

饉骨格系及び結

合組織障害

四肢痛 筋力低下 筋肉痛

関昴痛

腎及び尿路障害 晉障害

生殖ス及び乳房

峰富

臨炎

全身障害及び投

与局所撲態

発 熟 無力症 注射詞立反応 悪

黎 疲労

臨床検査 肝機能検査

異常 (AST

(coT)上
昇 ALT
(cPT)上

昇 Al'上

昇)血 小板

数減少 CK
(CPK)■

昇

"酸
ホ教

増加

血中クレアチニン上昇 ヽR
増力]、 LDH上 昇こD プロト

ロンピン時間廷長 血中ミ

オグ●ビン上昇 尿中ミオ

グ0ビ ン上昇

C― …



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.

[延娠中の投与に関する安全性は■立していない.妊娠ラッ

トにおいて ダプ トマイシンま1吉 盤を通週することが認めら

れている う

o),,L中 の婦人にやむを得ず投与する場合には擬乳を避けさせ

ること。幅 例報告にて し卜●K」.中 ヘダプ トマインンが低浪

度 (0045■ g/mL 'し汁中渡度/血漿中渡度比 :0124)で移

,することが報告された。。〕

7小児等への投与

小児等に対する安全性及び有効性は確立していない。(国 内での使

用経験がない)(「 築物動態Jの項参門

8臨床検査結果に及ぼす影響

遺伝子組換え型 トロンボプラスチン試菜を用いた測定において

グプ トマインンの血漿中の濃度が臨床的に十分高い場合 見かけ

上 濃度ム¨

'か

つ有意なプロトロンビン時F●l(PT)延 長及び国

際標準比 (I駅)増力,がみられることがある.遺伝子ね案え型 ト

ロンボプラステン試薬とグプ トマインンの相互″月による見かけ

上の PT延長及び NR増力]は  グブ トマイシンの血漿■濃度が ヽ

ラフ付近で PT又はNR検査月の試料を採取することにより可能

性を最小限にてきる.しかし トラフ値でも相互作用を:き 起こ

す可能性が十分にある.

本剤投与中にPr又 まへRが異常に高い場合にま 以下を行 うこ

とが望ましい.

(1)2回 目以降の本剤授与直前 (ト ラフ1つ に採血し PT又 はNR
の評価を繰り返す トラフ時の PT又 は NRが予想よりも顕著

に高い場合には lLの方法によるPT又 は NRの評価を検討す

ること.

(2)PTス は NRの異常高値を:き 起こすlLの厚口について評価す

ること.

9過量授与

本剤の過量投与が疑われた場合は息者の状態を注意深く観察し

z要に応じ支持療法を行うことが望ましい.本剤は 血液轟 f(4

晴間で,与量の約l,●・際‐L)又 は腹膜透析 (48時 間で約11%除去)

により体内から級やかに除去される.

40適用上の注意

(D調製方法

l)本剤ン イ`アルにつき7mLの生理査班液をゆっくりと加え

て溶解 し ,0,ng/mLの 溶渡とする。なお 泡立ちを抑え

るため F●解峙又 ま溶解悽のパイアルは激しく振とうせず

に 以下の手順に従つて調製する.

ゴム栓の中央部に針を剌す
`

生理食塩液7口Lを バイアルの内姜をつた I・ らせながら

ゆつくりと
'入

する.

バイアルをゆつくりと回しながらえス |ま粉末を十分に

湿らせる.

溶解するまで約10分間静置する.

数分間ゆつくりとバイアルを回す

完全に溶解したことを確認する.

2)つの溶液をさらに生理食塩演て希釈 し使用する.

3)調製後は速やかに使用すること。なお やむを■ず,存を

必要とする場合でも 調製開始後 室温では12峙 |・1以内

冷所 (2～ 8t)で は48時 間以内に使用すること.

(2)投与前

不溶物がないことを日,で確認すること.

(3)配合適性

l)本剤は生理食塩液及び

't酸

リングル液とは配合可能である.

2)ブ ドウ糖を含む希釈液とは配合不適である

3)配含適性については限られたデータしかないため 他の業

■Iを 曰一の輸液ラインを通 して同時に注入しないこと.他
の藁剤を同一の輸液ラインから連続注入する場

`に
は 配

合変化を起こきない輸演 (生理食塩液又は

'Lエ

リングル液 )

を本剤の投与前後に綸液ライン内に流すこと

`1そ
のl● の注意

ラント及びイヌにおいて グプ トマインン投与により骨僣筋に

影響がみられたが 心筋及び平滑筋に変化は認められなかった.

この変化は 痛理組織学的に

'格
筋の変性又は再生複を呈 し

K(CPK)の上昇を件つていた 線経化及び横紋筋融解症は認

められなかつた 病理担縦学|1変lLを 含む奇格筋への影響はす

べて ラントにおいて休業後4適以内及びイヌにおいて休薬後 11

週以内に完全に回復 した.

ラット及びイスにおいて 末オ肖神経に変化 (軸索の変l■曇を皇

し 機

“

的な変イしを伴 うこともあつた)がみられ この変化は

ミオパシーよりも高用量で認められた.病理組織学的及び機能

PIな影響はイスで評価 したところ 実質的に休薬後6ヵ 月以内に

回復した.

【薬物動態】

`血
業中濃度

(1)単 回投与

健康成人にグプ トマイシン 2 4 6 吸 び12m8/kgを 30分

間単回点満静脈内投与 した際 ダプ トマイシンの血漿中濠度

一時間曲線下面積 (AOC.っ )及び最高血案中濃度 (C._)は

ほぼ用量に比例して増力0し た。終末相消失半減期

“

1。)血漿

クリアランス (CL)及 び分布容積 (V`)は  用量によらずほ

ぼ一定であつた (図 l及 び表 :).
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図 1

時 F・loっ

l_■康成人におけるダブ マヽイシン:0分 P・l点滴帯注時の平均血

漿中渡 I_‐ の推移 (平均 o‐6)

C。・・‐・コ




