
輸液⽤分散液⽤AmBisomeリポ
ソーム50mg粉末

リポソームアムホテリシンB

あなたにとって重要な情報が含まれているので、あなたがこの薬を与えられる前に、このリーフレットの
すべてを注意深く読んでください。

-このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

-さらに質問がある場合は、医師に相談してください。
-副作⽤が出た場合は、医師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤が含ま

れます。セクション4を参照してください。
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1. AmBisomeとは何か、そしてそれが何のために使われるか

AmBisomeは抗真菌性抗⽣物質です。AmBisomeの有効成分はアムホテリシンBです。

AmBisomeは点滴として与えられます医師または看護師が病院の静脈（点滴）に⼊れます。

AmBisomeは、真菌によって引き起こされる重篤な感染症の治療に使⽤されます。

- 体の1つまたは複数の深部臓器の真菌感染症。

- 真菌感染症の疑い患者では体温上昇と好中球減少症。好中球減少症は、好中球と呼ば
れる⽩⾎球数の減少です。これらは感染症と戦う上で重要です。好中球減少症は、が
ん治療の副作⽤である可能性があります。

AmBisomeを投与される前に、医師はあなたの発熱が細菌やウイルスによるものではないことを確
認します。あなたはおそらくすでに1つ以上の抗⽣物質を持っているでしょう。治療にもかかわら
ず熱が続くのは、真菌感染症が原因である可能性があります。ただし、現在のテストでこれを確認
することは困難です。

- 内臓リーシュマニア症、寄⽣⾍によって引き起こされる病気。

2.アムホテリシンを投与する前に知っておくべきこと

あなたの最初の治療の前に
あなたの最初の治療の前に、あなたの医者はあなたに少量のアムホテリシンを与えるか
もしれません。その後、約30分間待ってアレルギー反応があるかどうかを確認してか
ら、全量の注⼊を続けます。
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あなたの医者はあなたにAmBisomeを与えません
- アレルギーがある場合（（アムホテリシンBまたはAmBisomeの他の成分のいずれかに過敏）。ただし、あな

たの状態は⽣命を脅かすものですあなたの医者がAmBisomeだけがあなたを助けることができると信じるな
らば、あなたはAmBisomeを与えられるかもしれません。

- 以前に重度のアレルギー反応を経験したことがある場合（アナフィラキシーまたはアナ
フィラキシー）AmBisomeに。このような即時の⽣命を脅かすアレルギー反応の症状に
は、紅潮、かゆみ、病気、顔、⼝、⾆、気道の腫れなどがあり、呼吸困難を引き起こす
ことがよくあります。

警告と注意事項
あなたの医者はAmBisomeで特別な注意を払います
- 重度のアレルギー（アナフィラキシー）反応がある場合。これが起こった場合、あなたの医者は注⼊

を⽌めます。
- 注⼊に関連する他の反応があった場合。これが起こった場合、あなたの医者は注⼊を遅くする

かもしれません、それであなたはより⻑い期間（およそ2時間）にわたってAmBisomeを受け
取ります。あなたの医者はまた、ジフェンヒドラミン（抗ヒスタミン薬）、パラセタモール、
ペチジン（痛みを和らげるため）および/またはヒドロコルチゾン（あなたの反応を減らすこと
によって働く抗炎症薬）などの注⼊関連の反応を予防または治療するための薬をあなたに与え
るかもしれません免疫系）。

- 腎臓に損傷を与える可能性のある他の薬を服⽤している場合、see他の薬を服⽤している右。
AmBisomeは腎臓に損傷を与える可能性があります。医師または看護師が定期的に⾎液サン
プルを採取します。これは、クレアチニン（腎臓の機能を反映する⾎液中の化学物質）と電
解質レベル（特にカリウムとマグネシウム）をテストするためのものです。腎臓に問題があ
る場合は、これらの両⽅が異常になる可能性があります。腎臓に損傷を与える可能性のある
他の薬を服⽤している場合、これは特に重要です。⾎液サンプルは、肝臓の変化、および新
しい⾎球と⾎⼩板を⽣成する体の能⼒についてもテストされます。

- ⾎液検査で腎臓機能の変化が⽰された場合、または他の重要な変更。これが起こった場合、あなた
の医者はあなたに低⽤量のアムホテリシンを与えるか、治療をやめるかもしれません。

- ⾎液検査でカリウム値が低いことがわかった場合。これが起こった場合、あなたの医者はあなたが
AmBisomeで治療されている間にあなたが服⽤するカリウムサプリメントを処⽅するかもしれませ
ん。

- ⽩⾎球輸⾎をしている場合。⽩⾎球輸⾎中または輸⾎直後にアムホテリシンを注⼊
すると、肺に突然の深刻な問題が発⽣する可能性があります。あなたの医者は注⼊
ができるだけ⻑い期間によって分けられることを勧めます。これにより、肺の問題
のリスクが軽減され、肺が監視されます。

- 腎不全があり、透析を受けている場合。⼿順が終了した後、医師は
AmBisome治療を開始する場合があります。

- 糖尿病の場合。AmBisomeには、各バイアルに約900 mgのショ糖（砂糖）が含まれています。
糖尿病の場合は医師に相談してください。

他の薬とAmBisome

あなたの医者に⾔いなさい他の薬を服⽤している場合、または最近服⽤した場合。
これには、処⽅箋なしで購⼊した薬やハーブ製品が含まれます。

腎臓に損傷を与える可能性のある薬：

- 免疫系を抑制する薬（（免疫抑制剤）、シクロスポリンやタクロリムスな
ど。

- 特定の抗⽣物質と呼ばれるアミノグリコシド（（ゲンタマイシン、ネオマイシン、ストレプトマイシ
ンを含む）およびポリミキシン。



- ペンタミジンエイズやリーシュマニア症の⼈の肺炎を治療するために使⽤
される薬。
これらの薬のいずれかを服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。AmBisomeは、薬によって引
き起こされる腎臓の損傷を悪化させる可能性があります。これらの薬のいずれかを服⽤している場合
は、医師または看護師が定期的に⾎液サンプルを採取して腎臓をチェックします。

-

あなたのカリウムレベルを下げるかもしれない薬：

•• コルチコステロイド、免疫系の反応を低下させることで作⽤する抗炎症薬。

- コルチコトロピン（（ACTH）、あなたの体によって⽣成されるコルチコステロイドの量を制御するために使⽤さ
れます。体はストレスに反応してコルチコステロイドを産⽣します。

- 利尿薬、あなたの体が⽣成する尿の量を増やす薬。これにはフロセミドが含まれま
す。

- ジギタリス配糖体、キツネノテブクロ植物から⽣産され、⼼不全の治療に使⽤される薬。
AmBisomeは、⼼臓のリズムの変化など、ジギタリスの副作⽤を悪化させる可能性があります。

- 筋弛緩薬通常、ツボクラリンなどの⼿術中に使⽤されます。AmBisomeは筋弛緩作⽤
を⾼める可能性があります。

その他の薬：

- 抗真菌薬、フルシトシンなど。AmBisomeは、フルシトシンの副作⽤を悪化させる可能性があり
ます。これには、新しい⾎球を⽣成する体の能⼒の変化が含まれます。これは⾎液検査で⾒られ
るかもしれません。

- 特定の抗がん剤、メトトレキサート、ドキソルビシン、カルムスチン、シクロホスファ
ミドなど。このタイプの薬をアムホテリシンと⼀緒に服⽤すると、腎臓の損傷、喘鳴、
呼吸困難、低⾎圧を引き起こす可能性があります。

- ⽩⾎球（⽩⾎球）輸⾎。⽩⾎球輸⾎中または輸⾎直後にアムホテリシンを注⼊する
と、肺に突然の深刻な問題が発⽣する可能性があります。あなたの医者は注⼊がで
きるだけ⻑い期間によって分けられることを勧めます。これにより、肺の問題のリ
スクが軽減され、肺が監視されます。

妊娠と授乳

妊娠中または授乳中の⽅、妊娠中または出産予定の⽅は、この薬を服⽤する前に医師
に相談してください。
医師は、治療の利点があなたとあなたの胎児または⾚ちゃんへのリスクを上回ると彼らが考え
る場合にのみ、アムホテリシンを処⽅します。

機械の運転と使⽤ 機械を運転したり
操作したりしないでください
AmBisomeの考えられる副作⽤のいくつかは、機械を安全に運転または使⽤する能⼒に影響を与える可能性があり
ます。セクション4を参照してください。考えられる副作⽤。

AmBisomeには砂糖が含まれています

糖尿病の場合は医師に相談してください。AmBisomeには、各バイアルに約900 mgの砂糖（ショ糖）が
含まれています。

3.AmBisomeがどのように与えられるか



AmBisomeは常に医師または看護師から提供されます。それは静脈に与えられます（点滴）。
AmBisomeは他の⽅法で投与してはなりません。

輸液を準備するには、AmBisomeを注射⽤滅菌⽔に溶解してから、デキストロースを含む
溶液で希釈する必要があります。
AmBisomeは、⽣理⾷塩⽔（塩）溶液または他の医薬品や電解質と混合してはなりませ
ん。

AmBisomeは、他のアムホテリシン製品と互換性がありません。

あなたの最初の治療の前に
あなたの最初の治療の前に、あなたの医者はあなたに少量のアムホテリシンを与える
かもしれません。その後、約30分間待ってアレルギー反応があるかどうかを確認し
てから、全量の注⼊を続けます。

⼤⼈での使⽤

AmBisomeの投与量は、体重によって異なります。

体の1つまたは複数の深部臓器の真菌感染症：
治療は通常、体重1kgあたり1mgで開始され、2〜4週間にわたって毎⽇⾏われます。あなたの医
者はあなたが受け取る量を体重1kgあたり3mgまで増やすことを決定するかもしれません。

ムーコル症の場合、開始⽤量は通常、1⽇あたり体重1kgあたり5mgです。治療期間
は、医師が個別に決定します。

体温上昇と好中球減少症の患者における真菌感染症の疑い：推奨される1⽇量は、1⽇あ
たり体重1kgあたり3mgです。AmBisomeは、3⽇間続けて体温が正常になるまで与えら
れます。ただし、アムホテリシンは42⽇以上続けて投与してはなりません。

内臓リーシュマニア症：
10〜21⽇間にわたって、体重1 kgあたり21〜30mgの総投与量が与えられる場合があり
ます。あなたの医者はあなたが受け取るAmBisomeの量とそれが与えられる⽇数を決定
します。

⼦供および⻘年での使⽤

AmBisomeは⼦供を治療するために使⽤されています。⼦供のAmBisomeの投与量は、⼤⼈の
場合と同じ⽅法で体重1kgあたりに計算されます。
AmBisomeは、⽣後1か⽉未満の乳児には推奨されません。

⾼齢患者での使⽤

⾼齢患者の場合、注⼊の⽤量や頻度を変更する必要はありません。

腎臓に問題のある患者に使⽤

AmBisomeは、腎臓に問題のある患者に1⽇あたり体重1kgあたり1〜5mgの範囲の⽤量
で投与されています。注⼊の⽤量や頻度を変更する必要はありません。医師または看護
師が定期的に⾎液サンプルを採取して、アムホテリシン治療中の腎機能の変化をテスト
します。

注⼊にはどのくらい時間がかかりますか？



通常、注⼊には30〜60分かかります。1⽇あたり体重1kgあたり5mgを超える⽤量の場合、
注⼊には最⼤2時間かかる可能性があります。

あなたがあなたがすべきよりも⾼い⽤量のAmBisomeを受け取った場合
AmBisomeを受け取りすぎたと思われる場合は、すぐに医師に相談してください。この製品
の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師に相談してください。

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、AmBisomeは副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを摂取するわけではありません。

注⼊中の副作⽤
注⼊中に副作⽤が発⽣する可能性があります。

- ごく普通（（これらは10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）：発熱、悪寒、震
え。

- あまり頻繁ではない注⼊関連の副作⽤は次のとおりです。胸の圧迫感、胸の痛み、
息切れ、呼吸困難（おそらく喘鳴を伴う）、紅潮、通常よりも速い⼼拍数、低⾎圧
および筋⾻格痛（関節痛、腰痛、または⾻痛として説明される）。

これらの副作⽤は、注⼊を停⽌するとすぐに解消されます。これらの反応は、アムホテリシンの
将来の注⼊またはより遅い注⼊（2時間以上）では起こらない可能性があります。点滴に関連する
反応を防ぐため、または症状が出た場合は症状を治療するために、医師から他の薬を投与される
場合があります。点滴に関連する重度の反応がある場合は、医師がアムホテリシンの点滴を中⽌
するため、今後この治療を受けるべきではありません。

⾮常に⼀般的な副作⽤
これらは10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります。
- ⾎中カリウム濃度が低く、疲労感、混乱、筋⼒低下またはけいれんを引き起こす

- 気分が悪い、または気分が悪い
- 発熱、悪寒または震え。

⼀般的な副作⽤
これらは、10⼈に1⼈まで影響を与える可能性があります。
- マグネシウム、カルシウム、またはナトリウムの⾎中濃度が低く、疲労感、混乱、筋⼒低下、ま

たはけいれんを引き起こす
- ⾼⾎糖値
- 頭痛
- 通常より速い⼼拍数
- ⾎管が広がり、低⾎圧と紅潮を引き起こします
- 息切れ
- 下痢
- 胃（腹部）の痛み
- 発疹
- 胸痛
- 背中の痛み
- ⾎液検査や尿検査で現れる肝臓や腎臓の機能の異常な結果。

まれな副作⽤
これらは100⼈に1⼈まで影響を与える可能性があります。
- ⽪膚への出⾎、異常なあざ、けが後の⻑時間の出⾎



- 重度のアレルギー（アナフィラキシー）反応
- 発作または発作（けいれん）
- 呼吸困難、おそらく喘鳴を伴う。

その他の副作⽤
これらの副作⽤がどのくらいの頻度で発⽣するかは不明です。
- 貧⾎（⾚⾎球レベルの低下）、過度の倦怠感、軽い活動後の息切れ、⻘⽩い顔⾊の

症状
- 重度のアレルギー（アナフィラキシー）または過敏反応
- ⼼臓発作と⼼臓リズムの変化
- 腎不全と腎臓の問題。兆候には、倦怠感や尿の通過が少ないことが含まれます
- 唇、⽬、または⾆の周りの⽪膚のひどい腫れ。
- 筋⾁の崩壊
- ⾻の痛みと関節の痛み

リンの⾎液検査結果への⼲渉。AmBisomeを投与されている患者のサンプルを、PHOSm
アッセイと呼ばれる特定のシステムを使⽤して分析すると、⾎液中のリン酸塩レベルの上昇
を⽰す誤った測定値が発⽣する可能性があります。

テスト結果が⾼レベルのリン酸塩を⽰している場合は、結果を確認するために別のシステムを使⽤し
たさらなる分析が必要になる場合があります。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のあ
る副作⽤が含まれます。国の報告システムを介して直接副作⽤を報告することもできます。

イギリス
イエローカードスキーム
ウェブサイト：www.mhra.gov.uk/yellowcard

5.AmBisomeの保存⽅法

AmBisomeは病院の薬局に保管されています。

この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

{EXP}の後のラベルに記載されている⽇付以降はAmBisomeを使⽤しないでください。有効期限とは、
その⽉の最終⽇を指します。

25°C以上で保管しないでください。

将来の患者の使⽤のために部分的に使⽤されたバイアルを保管しないでください。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤
師に尋ねてください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.6。 パックの内容とその他の情報

AmBisomeに含まれるもの



有効成分はアンホテリシンB。各バイアルには、リポソーム（⼩さな脂肪粒⼦）の中に封⼊された
50mgのアンホテリシンBが含まれています。
他の成分は：⽔素化⼤⾖ホスファチジルコリン、コレステロール、ジステアロイルホス
ファチジルグリセロール、アルファトコフェロール、スクロース（糖）、コハク酸⼆ナト
リウム六⽔和物、⽔酸化ナトリウム、塩酸。

AmBisomeの外観とパックの内容

AmBisomeは、分散⽤の無菌の明るい⻩⾊の凍結乾燥物（凍結乾燥粉末）です。
注⼊⽤。

15 ml、20 ml、または30mlのガラスバイアルに⼊っています。

各バイアルには、50mgの有効成分アンホテリシンBが含まれています。

クロージャーは、ゴム製のストッパーと、取り外し可能なプラスチック製のキャップが取り付けられたアルミニウム製のリングシールで構成されてい

ます。

各カートンには、10個のバイアルと10個のフィルターが含まれています。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者および製造元

マーケティング認可保有者
GileadSciencesInternational Ltd 
Granta Park
アビントン
ケンブリッジCB216GT
イギリス

メーカー
ギリアドサイエンシズアイルランドUC、IDA
ビジネス＆テクノロジーパーク、キャリトヒ
ル、
コーク州、
アイルランド

この薬に関する情報については、販売承認取得者の地域の代表者に連絡してくだ
さい。

イギリス
ギリアド‧サイエンシズ株式会社

Tel：+ 44（0）8000 113700

このリーフレットはで最後に改訂され
ました 2020年9⽉



<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

以下の情報は、医療専⾨家のみを対象としています。

再構成を開始する前に、このセクション全体とセクション4.4を注意深くお
読みください

AmBisomeは他のアムホテリシン製品と同等ではありません。

AmBisomeは、注射⽤滅菌⽔（静菌剤なし）を使⽤して再構成し、注⼊専⽤のデキ
ストロース溶液（5％、10％、または20％）で希釈する必要があります。

推奨されているもの以外の溶液を使⽤したり、溶液中に静菌剤（ベンジルアル
コールなど）が存在したりすると、AmBisomeが沈殿する可能性があります。

AmBisomeは⽣理⾷塩⽔と互換性がなく、注⼊のために最初にブドウ糖溶液（5％、
10％、または20％）で洗い流さない限り、⽣理⾷塩⽔で再構成または希釈したり、以
前に⽣理⾷塩⽔に使⽤された静脈内ラインを介して投与したりしないでください。こ
れが不可能な場合は、アムホテリシンを別のラインで投与する必要があります。

AmBisomeを他の医薬品や電解質と混合しないでください。

AmBisome、または再構成と希釈⽤に指定された材料には防腐剤や静菌剤が
含まれていないため、すべての取り扱いにおいて無菌操作を厳密に遵守する
必要があります。

AmBisomeは、適切な訓練を受けたスタッフが再構成する必要があります。

50mgのアムホテリシンBを含むAmBisomeのバイアルは次のように調製されます。

1.各AmBisomeバイアルに注射⽤滅菌⽔12mlを加え、4 mg/mlアンホテリシンBを含
む調製物を⽣成します。



2.⽔を加えた直後に、バイアルを30秒間激しく振って、AmBisomeを完全に分散させ
ます。再構成後、濃縮物は半透明の⻩⾊の分散液になります。バイアルに粒⼦状物質
がないか⽬視検査し、完全に分散するまで振とうを続けます。異物の沈殿の形跡があ
る場合は使⽤しないでください。

3.さらに希釈する再構成されたAmBisome（4 mg / ml）の量を計算します（下の表を
参照）。

4.注⼊溶液は、再構成されたAmBisomeを1〜19部のデキストロース溶液（5％、
10％、または20％）で希釈して、推奨される最終濃度にすることによって得られま
す。 AmBisomeとして2.00mg/mlから0.20mg/ mlのアンホテリシンBの範囲（下の表
を参照）。

5.計算された量の再構成されたAmBisomeを滅菌シリンジに抜き取ります。付属の5ミクロ
ンフィルターを使⽤して、AmBisome製剤を、注⼊⽤の適切な量のデキストロース溶液
（5％、10％、または20％）を⼊れた滅菌容器に注⼊します。



インラインメンブレンフィルターは、AmBisomeの静脈内注⼊に使⽤できます。ただし、フィル
ターの平均細孔径は1.0ミクロン以上である必要があります。

注⼊⽤のデキストロース5％溶液中の3mg /kg/⽇の⽤量での注⼊⽤の
AmBisome分散液の調製の例。

重さ
（kg）

番号
バイアルの

額
AmBisome
（mg）
引きこもった

さらなる
希釈

のボリューム

再構成
AmBisome
（ml）*

0.2mg/mlの濃度を補
うために

2.0mg/mlの濃度を補
うために

（20倍希釈に1つ） （2分の1希釈）

のボリューム

5％
デキストロース

必要
（ml）

合計
ボリューム（ml;

AmBisome
プラス5％

デキストロース）

のボリューム

5％
デキストロース

必要
（ml）

合計
ボリューム（ml;

AmBisome
プラス5％

デキストロース）

10 1 30 7.5 142.5 150 7.5 15
25 2 75 18.75 356.25 375 18.75 37.5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41.25 783.75 825 41.25 82.5
70 5 210 52.5 997.5 1050 52.5 105
85 6 255 63.75 1211.25 1275 63.75 127.5
* AmBisome（50mg）の各バイアルは、注射⽤⽔12mlで再構成され、4mg/mlアンホ
テリシンBの濃度になります。

未使⽤の製品または廃棄物は、地域の要件に従って廃棄する必要があります。

再構成と希釈に関する説明ビデオ：
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


