
ミカミン-
ミカファンギン（ナトリウムとして）

消費者医療情報

このリーフレットの内容 カンジダと呼ばれる真菌または酵⺟細胞によっ
て引き起こされる感染症を治療するために使⽤
されます。

あなたがそれを取り始める前に

他の薬、⾷品、防腐剤、染料に
アレルギーがある場合は医師に
相談してください。

このリーフレットは、ミカミンに関するいく
つかの⼀般的な質問に答えます。
利⽤可能なすべての情報が含まれている
わけではありません。それはあなたの医
者や薬剤師と話す代わりにはなりませ
ん。

それは、真菌の細胞壁の⼀部の⽣成を
妨害することによって機能し、真菌を
⽣きて成⻑させることができなくなり
ます。

次の病状のいずれかを患っている、また
は患ったことがあるかどうかを医師に伝
えてください。
•• 溶⾎性貧⾎（⾚⾎球の破壊に

よる貧⾎）または溶⾎（⾚⾎
球の破壊）

なぜこれについて質問があるかどう
か医師に尋ねてください
薬が処⽅されました。

すべての薬にはリスクと利点がありま
す。あなたの医者はあなたがミカミン
を持っていることのリスクと彼らがあ
なたに期待する利益とを⽐較検討しま
した。 あなたの医者は別の理由でそれを処⽅し

たかもしれません。
•• 腎不全や異常な腎機能検査な

どの腎臓の問題
この薬の服⽤について懸念があ
る場合は、医師または薬剤師に
相談してください。 •• 肝不全、肝炎、肝機能検査

の異常などの肝障害。
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。

あなたがミカミンを与え
られる前に あなたが妊娠しているか、妊娠する予定が

あるか、または授乳中であるかどうかを医
師に伝えてください。 あなたの医者はあな
たと関係するリスクと利益について話し合
うことができます。

あなたがそれを持ってはいけないとき

ミカミンの⽤途 次のアレルギーがある場合は、ミカミンを
服⽤しないでください。

•• ミカファンギンを含む
薬

上記のいずれについても医師に伝え
ていない場合は、始める前に医師に
伝えてください
ミカミンを受け取る。

この薬は治療に使⽤されます：
•• このリーフレットの最後に記載さ

れている成分のいずれか•• 深刻な真菌を持っている⼤
⼈、⻘年および⼦供
侵襲性カンジダ症と呼ばれる感
染症（と呼ばれる酵⺟によって
引き起こされる感染症カンジダ
体に浸透した）

•• エキノカンジングループに属
する他の薬。

他の薬を服⽤する

アレルギー反応の症状には、次
のようなものがあります。

他に服⽤している場合は、医師または
薬剤師に伝えてください
薬局、スーパーマーケット、健康
⾷品店から処⽅箋なしで⼊⼿した
ものを含む薬。

⼀部の薬とミカミンは互いに⼲渉する
可能性があります。これらには以下が
含まれます：

•• 静脈への治療が適切な⾷品パ
イプ（⾷道）に真菌感染症が
ある16歳以上の成⼈および⻘
年

•• 呼吸困難
•• 喘鳴または呼吸困難
•• 顔、唇、⾆、または体の他の

部分の腫れ
•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん

•• 発症するリスクのある成⼈、
⻘年および⼦供 カンジダ（（
酵⺟）特定の種類の幹細胞移
植を受けている間、または⽩
⾎球数が特定のレベルを下回
ると予想される場合の感染
症。

賞味期限がパックに印刷された後、
またはパッケージが破れたり、改ざ
んの兆候が⾒られる場合は、この薬
を服⽤しないでください。

•• イトラコナゾール、真菌感染症
の治療に使⽤される薬

•• 腎臓移植を防ぐために使⽤
される薬、シロリムス
拒絶この薬の服⽤を開始すべきかどうか

わからない場合は、医師に相談して
ください。 •• ニフェジピン、⾼⾎圧の治

療に使⽤される薬。この薬はエキノカンジンと呼ばれ
る薬のグループに属しています
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これらの薬はミカミンの影響を受ける可
能性があります。これらの異なる量が必
要になる場合があります
薬、またはあなたは別の薬を服⽤する必要があ
るかもしれません。

体重が40kgを超える患者およ
び体重が40kg以下の患者の場
合は1⽇あたり1mg/kg。

あなたがミカミンを受け
取っている間

いつ与えられるか あなたがしなければならないこと
あなたの医者と薬剤師は、この薬を
服⽤している間、注意するか避ける
べき薬についてのより多くの情報を
持っています。

この薬は、静脈へのゆっくりとした
注⼊によって1⽇1回与えられます。
注⼊は通常1時間続きます。

新しい薬を使い始めようとして
いる場合は、ミカミンを服⽤し
ていることを医師と薬剤師に知
らせてください。

どのくらいあなたはそれを与えられますか
あなたを治療している他の医師、⻭科
医、薬剤師に、あなたがこれを持って
いることを伝えてください
薬。

侵襲性の治療のため カンジダ感
染症の場合、通常、この薬は少な
くとも14⽇間投与されますが、
症状と⾎液の結果から感染症が解
消された後、治療は通常少なくと
も1週間継続されます。

ミカファンギンの投与⽅法

この薬は、看護師または他の医療専
⾨家によって病院で準備され、あな
たに与えられなければなりません。

あなたが⼿術を受けるつもりなら、あなた
がこれを持っていることを外科医または⿇
酔科医に伝えてください
薬。
⼿術中に使⽤される他の薬に影響を与える可
能性があります。

のためにカンジダ⾷道の感染症
の場合、症状が消えた後、治療
は通常少なくとも1週間続きま
す。

あなたがいくら与えられるか
あなたの医者はあなたが毎⽇受け
取るミカミンの量を決定します。

この薬を服⽤中に妊娠した場合
は、すぐに医師に相談してくだ
さい。の予防のためにカンジダ 感染症

の場合、治療は通常、⽩⾎球数
が正常に戻った後、少なくとも1
週間続きます。

成⼈の場合、16歳以上の⻘年：

•• 侵襲性を治療するための通常の
⽤量カンジダ感染症は、体重が
40kgを超える患者では1⽇あた
り100mg、体重が40kg以下の患
者では1⽇あたり2mg/kgです。

副作⽤
服⽤し忘れた場合

ミカファンギンを服⽤しているとき
に気分が悪い場合は、できるだけ早
く医師または薬剤師に伝えてくださ
い。
この薬は、真菌感染症の予防または治
療でほとんどの⼈を助けますが、少数
の⼈には望ましくない副作⽤があるか
もしれません。すべての薬には副作⽤
があります。時には彼らは深刻です
が、ほとんどの場合そうではありませ
ん。いくつかの副作⽤が出た場合は、
医師の診察が必要になる場合がありま
す。

医師はあなたの反応と状態を監視
して、治療が必要な期間を決定し
ます。ただし、飲み忘れた場合
は、すぐに医師または他の医療専
⾨家に相談してください。

•• 治療する⽤量カンジダ ⾷道
の感染症は、体重が40kgを
超える患者では150mg、体
重が40kg以下の患者では1
⽇あたり3mg/kgです。

•• 発症するリスクのある患者の
通常の⽤量カンジダ 感染症
は、体重が40kgを超える患者
では1⽇あたり50mg、体重が
40kg以下の患者では1⽇あた
り1mg/kgです。

与えられすぎた場合（過剰
摂取）
医師はあなたの反応と状態を監視
して、必要な⽤量を決定します。
ただし、ミカファンギンの投与量
が多すぎることが⼼配な場合は、
すぐに医師または他の医療専⾨家
に相談してください。

以下の副作⽤のリストに驚かないでく
ださい。あなたはそれらのどれも経験
しないかもしれません。⼦供（新⽣児を含む）および16

歳未満の⻘年の場合：
•• 侵襲性を治療するための通常の

⽤量カンジダ感染症は、体重が
40kgを超える患者では1⽇あた
り100mg、体重が40kg以下の患
者では1⽇あたり2mg/kgです。

医師または薬剤師に質問に答えて
もらいます。

次のいずれかに気づき、⼼配して
いる場合は、医師または薬剤師に
伝えてください。

•• 発症するリスクのある患者
の通常の⽤量カンジダ 感染
症は1⽇あたり50mgです

•• 下痢
•• 吐き気または嘔吐
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•• 便秘
•• 発熱または⾼温
•• 頭痛
•• 腹痛または不快感
•• 消化不良
•• 疲れ
•• ⾷欲減少
•• 関節または背中の痛み
•• 睡眠の難しさ
•• 咳。

輸液は曇っているように⾒えるので、使⽤
しないでください。

製品説明
それはどのようなものか

Mycamine 50 mgは、ゴム製のストッ
パー、⻘いフリップオフキャップ、UV
保護シュリンクラッピングフィルムが
付いたガラスバイアルに含まれる注射
⽤の⽩⾊粉末です。

次のいずれかに気付いた場合は、で
きるだけ早く医師に相談してくださ
い。

Mycamine 100 mgは、ゴム製のストッ
パー、⾚いフリップオフキャップ、UV
保護シュリンクラッピングフィルムが
付いたガラスバイアルに含まれる注射
⽤の⽩⾊粉末です。

•• ⼿、⾜⾸、⾜の腫れ

•• 息切れまたは呼吸困難

•• 発疹、かゆみ、じんましん
•• 速い⼼拍または⼼拍の仕⽅の

変化
•• 尿の通過が難しい
•• ⽪膚や⽬の⻩変。

両⽅の強みは、1または10バイアルの
パックで利⽤できます。

材料
上記のリストには、医師の診察が必要にな
る可能性のある重篤な副作⽤が含まれてい
ます。

ミカミンには、有効成分として50mgまたは
100mgのミカファンギン（ナトリウムとし
て）が含まれています。

各バイアルには次のものも含まれています。

気分が悪くなっていることに気
づいたら、医師または薬剤師に
伝えてください。

•• 乳糖
•• 無⽔クエン酸
•• ⽔酸化ナトリウム。

上記にリストされていない他の副作⽤も⼀部
の⼈々に発⽣する可能性があります。

この薬には、ショ糖、グルテン、ター
トラジン、その他のアゾ染料は含まれ
ていません。これらの副作⽤のいくつか（たと

えば、⾎液検査結果や⾎圧の変
化）は、医師が進⾏状況を確認す
るために時々検査を⾏う場合にの
み⾒つけることができます。

サプライヤー

ミカミンはニュージーランドで以下によって配布

されています：

bioCSL（NZ）Ltd
POボックス62590
グリーンレーン、オークランド、1546

ニュージーランド受け取ってから
ミカミン

-=登録商標
保管所

オーストラリアの登録番号：
未開封のバイアルは、涼しく乾燥した場所
に保管する必要があります。
温度は25未満にとどまります°°C。

50 mg-AUST R 196108 
100 mg-AUST R 196109

調製した輸液は直ちに使⽤
し、光から保護してくださ
い。の場合

このリーフレットは2014年5⽉に作成されまし
た。
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