
UNASYN ORAL
スルタミシリン

1.1。 医薬品の名前

UNASYN

2.2。 定性的および定量的組成

スルタミシリンは、アンピシリンとベータラクタマーゼ阻害剤のスルバクタムがメチレン基を介して結
合している⼆重エステルです。化学的には、スルタミシリンはアンピシリンのオキシメチルペニシリ
ネートスルホンエステルであり、分⼦量は594.7です。

3.3。 剤形

スルタミシリンは、スルバクタムとアンピシリンの相互プロドラッグである375 mgのスルタミシ
リンに相当するトシレート塩を含むフィルムコーティング錠として⼊⼿可能であり、147mgのス
ルバクタムと220mgのアンピシリンに相当します。

スルタミシリンは、スルタミシリンベースを含む経⼝懸濁液⽤の粉末としても⼊⼿可能であり、⽔で再
構成した後、5mlあたり250mgのスルタミシリンを提供します。

4.4。 臨床詳細

4.1 治療適応

スルタミシリンは、感受性微⽣物によって引き起こされる感染症に適応されます。典型
的な適応症は、副⿐腔炎、中⽿炎、扁桃炎などの上気道感染症です。細菌性肺炎や気管
⽀炎を含む下気道感染症; 尿路感染症および腎盂腎炎; ⽪膚および軟部組織感染症および
淋菌感染症。

スルタミシリンは、スルバクタム/アンピシリンIM/IVによる初期治療後にスルバクタム/アンピシリン療
法を必要とする患者にも適応となる可能性があります。

4.2 投与の形態と⽅法

成⼈（⾼齢患者を含む）におけるスルタミシリンの推奨⽤量は、1⽇2回経⼝で
375-750mgです。

⼤⼈も⼦供も、通常、発熱やその他の異常な兆候が解消してから48時間後まで治療を続
けます。治療は通常5〜14⽇間⾏われますが、必要に応じて治療期間を延⻑することもで
きます。

合併症のない淋病の治療では、スルタミシリンを2.25 g（375 mg錠6錠）の単回経⼝投与
として投与できます。スルバクタムとアンピシリンの⾎漿中濃度を延⻑するために、プ
ロベネシド1.0gを併⽤する必要があります。

梅毒の病変が疑われる淋病の症例は、スルタミシリンと毎⽉の⾎清学的検査を最低4か⽉
間受ける前に、暗視野検査を受ける必要があります。

急性リウマチ熱または⽷球体腎炎の発⽣を防ぐために、溶⾎性連鎖球菌によって引き起
こされる感染症には少なくとも10⽇間の治療を⾏うことをお勧めします。
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⼦供と幼児での使⽤

体重30kg未満の⼩児のほとんどの感染症の投与量は、感染症の重症度と医師の判断に応
じて、スルタミシリン25-50 mg /kg/⽇を2回に分けて経⼝投与します。体重が30kg以上
の⼦供には、通常の成⼈⽤量を投与する必要があります。

腎機能障害のある患者での使⽤

腎機能の重度の障害（クレアチニンクリアランス≤30ml/ min）の患者では、スルバクタ
ムとアンピシリンの排泄動態が同様に影響を受けるため、⼀⽅と他⽅の⾎漿⽐は⼀定に
保たれます。そのような患者におけるスルタミシリンの⽤量は、アンピシリンの通常の
慣⾏に従って、より少ない頻度で投与されるべきである。

4.3禁忌

スルタミシリンの使⽤は、ペニシリンのいずれかに対するアレルギー反応の病歴のある
個⼈には禁忌です。

4.4 特別な警告と使⽤上の注意

ベータラクタム系抗⽣物質による治療を受けている患者では、重度の、時には致命的な過敏反応
（アナフィラキシー様および重度の⽪膚副作⽤を含む）が報告されています。スルタミシリン
（スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム）による治療を開始する前に、ペニシリン、
セファロスポリン、カルバペネムまたは他のベータラクタム剤に対する以前の過敏反応について
注意深く調査する必要があります。アレルギー反応が発⽣した場合は、スルタミシリン（スルバ
クタムナトリウム/アンピシリンナトリウム）を直ちに中⽌し、適切な代替療法を開始する必要が
あります。

深刻なアナフィラキシー反応には、アドレナリンによる即時の緊急治療が必要です。

酸素、静脈内ステロイド、および挿管を含む気道管理は、⽰されているように投与する
必要があります。

中毒性表⽪壊死症（TEN）、スティーブンス‧ジョンソン症候群（SJS）、剥離性⽪膚
炎、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）などの重度の⽪膚反応が、アンピシリ
ン/スルバクタム療法を受けている患者で報告されています。重度の⽪膚反応が発⽣した
場合は、アンピシリン/スルバクタムを中⽌し、適切な治療を開始する必要があります
（セクション4.8を参照-望ましくない影響）。

他の抗⽣物質製剤と同様に、真菌を含む⾮感受性⽣物の異常増殖の兆候を常に観察する
ことが不可⽋です。重感染が発⽣した場合は、薬剤を中⽌するか、適切な治療を開始す
る必要があります。

クロストリジウム‧ディフィシル-関連する下痢（CDAD）は、スルタミシリンを含むほ
ぼすべての抗菌剤の使⽤で報告されており、重症度は軽度の下痢から致命的な⼤腸炎ま
でさまざまです。抗菌剤による治療は、結腸の正常な植物相を変化させ、C.ディフィシ
ル。

C.ディフィシルCDADの発症に寄与する毒素AとBを⽣成します。の⾼毒素産⽣株C.ディ
フィシルこれらの感染症は抗菌療法に抵抗性であり、結腸切除を必要とする可能性があ
るため、罹患率と死亡率の増加を引き起こします。CDADは、抗⽣物質の使⽤後に下痢を
呈するすべての患者で考慮されなければなりません。注意深い医療
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CDADは抗菌薬投与後2ヶ⽉以上発⽣すると報告されているため、病歴が必要です。

アンピシリン/スルバクタムの使⽤には、胆汁うっ滞性肝炎や⻩疸などの薬物誘発性肝障害が
関連しています。肝疾患の兆候や症状が現れた場合は、患者に医師に連絡するようにアドバ
イスする必要があります（セクション4.8を参照-望ましくない影響）。

伝染性単核球症はウイルス性であるため、治療にアンピシリンを使⽤しないでください。ア
ンピシリンを投与された単核球症の患者の⾼い割合は、⽪膚の発疹を発症します。

⻑期治療中は、臓器系の機能障害を定期的にチェックすることをお勧めします。これに
は、腎臓、肝臓、造⾎系が含まれます。

スルタミシリンの経⼝投与後のスルバクタムとアンピシリンの主な排泄経路は、尿を介した
ものです。新⽣児では腎機能が完全には発達していないため、新⽣児にスルタミシリンを使
⽤する場合はこれを考慮する必要があります。

タブレット

ガラクトース不耐症、ラップラクターゼ⽋乏症、またはグルコース-ガラクトース吸収不良などのまれな
遺伝性の問題がある患者は、この薬を服⽤しないでください。

経⼝懸濁液⽤粉  末
フルクトース不耐性、ブドウ糖-ガラクトース吸収不良、またはスクラーゼ-イソマルターゼ不⾜などのまれな
遺伝性の問題がある患者は、この薬を服⽤しないでください。

4.5 他の医薬品との相互作⽤および他の形態の相互作⽤

アロプリノール
アロプリノールとアンピシリンの同時投与は、アンピシリンのみを投与された患者と⽐
較して、両⽅の薬剤を投与された患者の発疹の発⽣率を⼤幅に増加させます。

抗凝固剤
ペニシリンは、⾎⼩板の凝集および凝固検査に変化をもたらす可能性があります。これらの効果は、抗凝固剤
と相加的である可能性があります。

静菌薬（クロラムフェニコール、エリスロマイシン、スルホンアミド、テトラサイクリン） 
静菌薬はペニシリンの殺菌効果を妨げる可能性があります。併⽤療法は避けるのが最善で
す。

エストロゲン含有経⼝避妊薬
アンピシリンを服⽤している⼥性の経⼝避妊薬の有効性が低下し、計画外の妊娠を引き
起こしたという症例報告があります。関連付けは弱いですが、患者はアンピシリンを服
⽤している間、避妊の代替または追加の⽅法を使⽤するオプションを与えられるべきで
す。

メトトレキサート
ペニシリンとの併⽤により、メトトレキサートのクリアランスが減少し、それに対応し
てメトトレキサートの毒性が増加しました。患者は注意深く監視されるべきです。ロイ
コボリンの投与量を増やして、より⻑期間投与する必要があるかもしれません。

プロベネシド
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プロベネシドは、同時に使⽤すると、アンピシリンとスルバクタムの尿細管分泌を減少
させます。この効果により、⾎清濃度が増加および延⻑し、排泄半減期が延⻑し、毒性
のリスクが増加します。

実験室テストの相互作⽤
偽陽性の糖尿は、ベネディクト試薬、フェーリング試薬、およびクリニテストを使⽤した尿検査で観察
される場合があります。妊娠中の⼥性にアンピシリンを投与した後、総抱合エストリオール、エストリ
オールグルクロニド、抱合エストロンおよびエストラジオールの⾎漿濃度の⼀時的な低下が認められま
した。この効果は、スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウムIM/IVでも発⽣する可能性があり
ます。

4.6 出⽣⼒、妊娠および授乳

妊娠中の使⽤

動物の⽣殖に関する研究では、スルタミシリンによる出⽣⼒の低下や胎児への危害の証拠は明らかにさ
れていません。スルバクタムとアンピシリンは胎盤関⾨を通過します。しかし、⼈間の妊娠に使⽤する
ための安全性は確⽴されていません。したがって、スルタミシリンは、潜在的な利益が潜在的なリスク
を上回る場合にのみ、妊娠中に使⽤する必要があります。

授乳中の使⽤

授乳中のスルタミシリンの使⽤は推奨されません。低濃度のアンピシリンとスルバクタ
ムが⽜乳に排泄されます。特に新⽣児では腎機能が完全に発達していないため、新⽣児
が曝露される可能性があるため、これを考慮する必要があります。

4.7 機械を運転および使⽤する能⼒への影響

知られていない。

4.8 望ましくない影響

スルタミシリンは⼀般的に忍容性が良好です。観察された副作⽤の⼤部分は軽度または
中等度の重症度であり、通常は継続的な治療で耐えられました。

SOCおよびCIOMS頻度カテゴリー別のスルタミシリンに関連するADRは、各頻度カテゴ
リーおよびSOC内で医学的重症度または臨床的重要性の⾼い順にリストされています。

システム器官
クラス

⼀般
≥1/100から<1/10

珍しい
≥1/1,000〜
<1/100

レア
≥1/10,000〜
<1 / 1,000

周波数
不明
（できません
推定
利⽤可能なから
データ）

感染症と
蔓延

カンジダ感染症 偽膜性腸炎

⾎と
リンパ系
障害

⾎⼩板減少症

免疫系
障害

アナフィラキシーショック、

アナフィラキシー反応、
コーニス症候群、
過敏症
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システム器官
クラス

⼀般
≥1/100から<1/10

珍しい
≥1/1,000〜
<1/100

レア
≥1/10,000〜
<1 / 1,000

周波数
不明
（できません
推定
利⽤可能なから
データ）

神経系
障害

頭痛 めまい 傾眠、鎮静

呼吸器系、
胸部と
縦隔
障害

呼吸困難

胃腸
障害

下痢、
嘔吐、
腹痛、
吐き気

メレナ、
⼝内炎

腸炎、消化不良、味覚
障害、⾆
変⾊

肝胆道
障害

⻩疸、
肝機能異常

肌と
⽪下
組織障害

発疹、そう痒症 ⽪膚炎 中毒性表⽪壊死症、ス
ティーブンス‧ジョンソ
ン症候群、多形紅斑、
⾎管浮腫、蕁⿇疹

筋⾻格
と接続詞
組織障害

関節痛

⼀般的な障害
と
管理
サイトの状態

倦怠感、倦怠感

調査 アラニンアミノトランスフェラー
ゼが増加、アスパラギン酸
アミノトランスフェラーゼが増加

アンピシリン単独および/またはスルバクタム/アンピシリンIM/IVに関連するADR（SOCおよ
びCIOMS頻度カテゴリー別）は、各頻度カテゴリーおよびSOC内で医学的重症度または臨床
的重要性の⾼い順にリストされています。

システム器官
クラス

⼀般
≥1/100から<1/10

珍しい
≥1/1,000〜
<1/100

レア
≥1/10,000〜
<1 / 1,000

頻度は不明
（⼊⼿可能なデータから推定する
ことはできません）

⾎と
リンパ系
障害

無顆粒球症、溶⾎性貧⾎、
⾎⼩板減少性紫斑病、⽩⾎
球減少症、
好中球減少症、好酸球増加
症、貧⾎

免疫系
障害

アナフィラキシー様ショック、

アナフィラキシー様反応
神経系
障害

けいれん

胃腸
障害

⾆炎

肝胆道
障害

胆汁うっ滞性肝炎、
胆汁うっ滞、
⾼ビリルビン⾎症
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システム器官
クラス

⼀般
≥1/100から<1/10

珍しい
≥1/1,000〜
<1/100

レア
≥1/10,000〜
<1 / 1,000

頻度は不明
（⼊⼿可能なデータから推定する
ことはできません）

肌と
⽪下
組織障害

剥離性⽪膚炎、急性汎発性
発疹性膿疱症

腎臓と
尿路障害

尿細管間質性腎炎

調査 ⾎⼩板凝集異常

4.9 過剰摂取

ヒトにおけるアンピシリンナトリウムおよびスルバクタムナトリウムの急性毒性に関す
る情報は限られています。薬の過剰投与は、主に薬で報告された副作⽤の延⻑である症
状を引き起こすと予想されます。ベータラクタム系抗⽣物質の脳脊髄液（CSF）濃度が⾼
いと、発作を含む神経学的影響を引き起こす可能性があるという事実を考慮する必要が
あります。アンピシリンとスルバクタムは両⽅とも⾎液透析によって循環から除去され
るため、これらの⼿順は、腎機能障害のある患者に過剰投与が発⽣した場合に、体から
の薬物の除去を促進する可能性があります。

5.5。 薬理学的特性

5.1 薬⼒学的特性

無細胞細菌系を⽤いた⽣化学的研究は、スルバクタムがペニシリン耐性菌で発⽣する最
も重要なベータラクタマーゼの不可逆的阻害剤であることを⽰しています。スルバクタ
ムの抗菌活性は主にに制限されていますがネイッセリア⽬、耐性菌によるペニシリンと
セファロスポリンの破壊を防ぐスルバクタムナトリウムの可能性は、耐性菌を使⽤した
全⽣物研究で確認されました。スルバクタムナトリウムは、ペニシリンとセファロスポ
リンとの顕著な相乗効果を⽰しました。スルバクタムはいくつかのペニシリン結合タン
パク質にも結合するため、いくつかの感受性株は、ベータラクタム抗⽣物質単独よりも
組み合わせの影響を受けやすくなります。

この製品の殺菌成分はアンピシリンであり、これはベンジルペニシリンと同様に、細胞
壁ムコペプチドの⽣合成を阻害することにより、活発な増殖の段階で敏感な⽣物に対し
て作⽤します。

スルタミシリンは、以下を含む広範囲のグラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して有効
です。⻩⾊ブドウ球菌と表⽪ブドウ球菌（含む
ペニシリン耐性菌およびいくつかのメチシリン耐性菌）;肺炎連鎖球菌、 Streptococcus 
faecalisおよびその他連鎖球菌種族;インフルエンザ菌と ヘモフィルスパラインフルエン
ザ（（ベータラクタマーゼ陽性株と陰性株の両⽅）;モラクセラ‧カタラーリス; を含む嫌
気性菌バクテロイデスフラジリスおよび関連種;⼤腸菌; クレブシエラ種族;プロテウス種
（インドール陽性とインドール陰性の両⽅）;エンテロバクター 種族;モルガン菌;シトロ
バクター種族;髄膜炎菌とナイセリア淋菌。

5.2 薬物動態特性

ヒトへの経⼝投与後、スルタミシリンは吸収中に加⽔分解され、体循環で1：1のモル⽐
のスルバクタムとアンピシリンを提供します。経⼝投与の⽣物学的利⽤能は、スルバク
タムとアンピシリンの同等の静脈内投与の80％です。⾷事後の投与は、スルタミシリン
の全⾝バイオアベイラビリティに影響を与えません。スルタミシリン投与後のアンピシ
リンのピーク⾎清レベルは、同⽤量の経⼝アンピシリンの約2倍です。消失半減期は約
0.75と1です
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健康なボランティアのスルバクタムとアンピシリンはそれぞれ1時間で、各薬剤の50％〜
75％が変化せずに尿中に排泄されます。消失半減期は、⾼齢者および腎機能障害のある
患者で増加します。プロベネシドは、アンピシリンとスルバクタムの両⽅の腎尿細管分
泌を減少させます。プロベネシドとスルタミシリンを同時に使⽤すると、アンピシリン
とスルバクタムの⾎中濃度が上昇し、延⻑します（セクション4.5 ‒を参照）。他の医薬
品との相互作⽤および他の形態の相互作⽤）。

5.3 前臨床安全性データ

実験動物で可逆的グリコーゲン症が観察されたが、この現象は⽤量および時間依存性で
あり、ヒトにおけるアンピシリン/スルバクタムの併⽤療法の⽐較的短期間に達成された
治療⽤量および対応する⾎漿レベルで発症するとは予想されない。

発がん性を評価するための動物での⻑期研究は⾏われていません。スルタミシリン（ア
ンピシリン/スルバクタム）の個々の成分は、変異原性について陰性であるとテストされ
ました。

⽣殖研究は、ヒトの⽤量を超える⽤量でマウスとラットで実施されており、スルタミシ
リンによる出⽣⼒の低下や胎児への害の証拠は明らかにされていません。

6.6。 医薬品の詳細

6.1 添加剤のリスト

各錠剤には、ラクトース、コーンスターチ、デンプングリコレートナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリ
ン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、精製⽔、カルナ
ウバワックス、および特別に変性したアルコールも含まれています。

経⼝懸濁液はまた、スクロース、⼈⼯チェリーフレーバー、コロイド状⼆酸化ケイ素、無⽔
⼆塩基性リン酸ナトリウムおよび無⽔⼀塩基性リン酸ナトリウムを含む。

6.2 ⾮互換性

知られていない。

6.3 貯蔵寿命

Unasynタブレット
Unasyn経⼝懸濁液

：外箱に刻印されている「賞味期限」（⽉/年）を確認する：
24ヶ⽉（乾燥粉末）
：14⽇（冷蔵下で再構成された懸濁液）

6.4 保管に関する特別な注意事項

Unasynタブレット ：30°C以下で保管

Unasyn経⼝懸濁液：30°C未満で保管してください。再構成された経⼝懸濁液は冷蔵保存
し、14⽇後に廃棄する必要があります。
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6.5 コンテナの性質と内容

スルタミシリンは次のように供給されます：
375 mg錠、20代および100代のブリスターパック
経⼝懸濁液⽤粉  末250mg/ 5 ml、30 ml、60 ml、100mlのボトル

⼀部の製品の⻑所またはパックサイズは、市場で⼊⼿できない場合があります。

6.6 廃棄およびその他の取り扱いに関する特別な注意事項

経⼝懸濁液⽤スルタミシリン粉末の再構成⼿順

懸濁液の調製後にのみ摂取してください。経⼝懸濁液⽤の粉末が⼊ったボトルは、マー
キングラインまで⽔で満たす必要があります。次に、内容物が均⼀に混合されるまで激
しく振とうする必要があります。その後、同じマーキングラインまで⽔を再度満たし
て、もう⼀度激しく振ります。冷蔵庫（約5℃）で保存すれば、14⽇間使⽤できます。毎
回使⽤する前に振ってください。

各⽤量の前にボトルを振ってください。

7。 メーカー

Unasynタブレット
ファイザーグローバルサプライジャパン
株式会社愛知県
⽶国ニューヨーク州
ファイザー社の権限
の下で

Unasyn経⼝懸濁液
Haupt Pharma Latina Srlラティー
ナ、イタリア
⽶国ニューヨーク州
ファイザー社の権限
の下で
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