
Targocidは、成⼈および⼦供（新⽣児を含む）で以下の細菌
感染症を治療するために使⽤されます。
-⽪膚および⽪膚の下-「軟組織」と呼ばれることもあ

ります
-⾻と関節
-肺
-尿路
-⼼臓-「⼼内膜炎」と呼ばれることもあります
-腹壁-腹膜炎
-上記の状態のいずれかによって引き起こされた場合の⾎
液
Targocidはによって引き起こされるいくつかの感染症を治療するために使⽤することがで

きます'クロストリジウム‧ディシル'腸内のバクテリア。このために、解決策は⼝から取

られます。

スティーブンス‧ジョンソン症候群、中毒性表⽪壊死症、好酸
球増加症および全⾝症状を伴う薬剤反応（DRESS）、急性汎発
性発疹性膿疱症（AGEP）を含む重篤な⽪膚反応が、テイコプ
ラニンの使⽤により報告されています。セクション4で説明さ
れているように、深刻な発疹やその他の⽪膚症状が現れた場合
は、Targocidの服⽤を中⽌し、医師に連絡するか、すぐに医師
の診察を受けてください。

•⽔錠（フロセミドなど）-「利尿薬」とも呼ばれ、聴覚障
害や腎臓障害を引き起こす可能性があります。

上記のいずれかに当てはまる場合（または確信が持てない場合）は、

Targocidを投与する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してくださ

い。

•維持量：1⽇1回、静脈または筋⾁への注射によ
り、体重1キログラムあたり6mg

•維持量：1⽇1回、静脈への点滴による注⼊とし
て、体重1キログラムあたり8mg。

⼦供（2ヶ⽉から12歳まで）
•開始⽤量（最初の3回の⽤量）：静脈への注射に

より、体重1キログラムあたり10 mg、12時間ご
とに投与。

•維持量：1⽇1回、静脈への注射により、体重1キ
ログラムあたり6〜10mg。

200mgの粉末
ソル t私 の上f or 私n 注射/注⼊または経⼝液剤

®400mgの粉末
注射/注⼊または経⼝液剤⽤の溶液

⾻や関節の感染症、⼼臓の感染症
•開始⽤量（最初の3〜5回の⽤量）：静脈への注射

により、体重1キログラムあたり12 mg、12時間
ごとに投与

•維持量：1⽇1回、静脈または筋⾁への注射によ
り、体重1キログラムあたり12mg

妊娠、授乳、出⽣⼒
妊娠している場合は、妊娠している可能性がある、または⾚
ちゃんを産む予定があると考えて、この薬を服⽤する前に医
師、薬剤師、または看護師にアドバイスを求めてください。彼
らはあなたが妊娠中にこの薬を与えられるかどうかを決定しま
す。内⽿と腎臓の問題の潜在的なリスクがあるかもしれませ
ん。
この薬を服⽤する前に、授乳中かどうかを医師に伝えてくださ
い。Targocidを与えられている間、彼/彼⼥はあなたが⺟乳育
児を続けることができるかどうかを決定します。動物の⽣殖に
関する研究では、出⽣⼒の問題の証拠は⽰されていません。

テスト
治療中に、⾎液、腎臓、肝臓、および/または聴⼒をチェックするための検査を受

ける場合があります。これは、次の場合に発⽣する可能性が⾼くなります。

•あなたの治療は⻑期間続きます
•⾼⽤量（1⽇2回12mg / kg）で治療する必要があ

ります
•腎臓に問題があります
•神経系、腎臓、または聴覚に影響を与える可能性のある他の薬を服⽤し

ている、または服⽤している可能性があります。
ターゴシドを⻑期間投与されている⼈では、抗⽣物質の影響を
受けていない細菌が通常よりも増殖する可能性があります-あ
なたの医者はこれをチェックします。

テイコプラニン
Targocidが与えられる⽅法

薬は通常、医師または看護師によってあなたに与えられま
す。
•静脈（静脈内使⽤）または筋⾁（筋⾁内使⽤）への注射

によって投与されます。
•静脈への点滴による注⼊としても投与できます。

出⽣から2ヶ⽉齢までの乳児には点滴のみを⾏う必
要があります。
特定の感染症を治療するために、溶液は経⼝摂取することができま

す（経⼝使⽤）。

このリーエは⾒たり読んだりするのが難しいですか？ヘルプ

が必要な場合は08000352525に電話してください 'によって引き起こされる感染クロストリジウム‧ディシル'バ
クテリア 推奨⽤量は、経⼝で100〜200 mg、1⽇2回、7〜14⽇
間です。

それはあなたにとって重要な情報を含んでいるので、あなたがこの

薬を与えられる前に、このリーエのすべてを注意深く読んでくださ

い。

-このリーなど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、薬剤師、または看護師
に尋ねてください。

-副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これには、こ

のリーなど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。

2.Targocidを投与する前に知っておくべ
きこと

腎臓に問題のある成⼈および⾼齢患者 腎臓に問題
がある場合は、通常、治療の4⽇後に⽤量を減らす
必要があります。
•軽度および中等度の腎臓の問題を抱えている⼈の

場合-維持量は2⽇ごとに与えられるか、維持量
の半分が1⽇1回与えられます。

•重度の腎臓障害または⾎液透析を受けている⼈の
場合-維持量は3⽇ごとに与えられるか、維持量
の3分の1が1⽇1回与えられます。

次の場合はTargocidを使⽤しないでください。

•あなたはテイコプラニンまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレル

ギーがあります（セクション6に記載されています）。
機械の運転と使⽤
Targocidで治療されている間、頭痛がしたり、めまいがしたりすることが

あります。このような場合は、⼯具や機械を運転したり使⽤したりしない

でください。

他の薬とターゴシド
他の薬を使⽤している、最近使⽤した、または使⽤する可能性があ
る場合は、医師、薬剤師、または看護師に伝えてください。これ
は、タルゴシドが他の薬の効き⽅に影響を与える可能性があるため
です。また、いくつかの薬はターゴシドの働きに影響を与える可能
性があります。特に、次の薬を服⽤している場合は、医師、薬剤
師、または看護師に伝えてください。
•アミノグリコシドは、同じ注射でタルゴシドと混合し

てはならないためです。また、聴覚障害や腎臓障害
を引き起こす可能性があります。

•アムホテリシンB-聴覚障害および/または腎臓障害を
引き起こす可能性のある真菌感染症を治療する薬

•シクロスポリン-聴覚障害および/または腎臓障害を引
き起こす可能性のある免疫系に影響を与える薬

•シスプラチン-聴覚障害および/または腎臓障害を引き
起こす可能性のある悪性腫瘍を治療する薬

警告と注意事項
次の場合は、Targocidを投与する前に、医師、薬剤師、または看護師に相

談してください。

•「バンコマイシン」と呼ばれる抗⽣物質にアレルギーがあります

•上半⾝が急に動いた（⾚⼈症候群）

•⾎⼩板数が減少している（⾎⼩板減少症）
•腎臓に問題があります
•聴覚障害や腎臓障害を引き起こす可能性のある他の薬を

服⽤している。腎臓や肝臓が正常に機能しているかどう
かを確認するための定期的な検査を受ける場合がありま
す（「その他の薬とターゴシド」を参照）。

上記のいずれかに当てはまる場合（または確信が持てない場合）は、

Targocidを投与する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してくださ

い。

あなたがあなたがすべきより多くのTargocidを持っているなら

あなたの医者や看護師があなたにあまりにも多くの薬を与えること

はありそうにありません。ただし、Targocidが多すぎると思われる

場合、または興奮している場合は、すぐに医師または看護師に相談

してください。

このリーとは何ですか
1. Targocidとは何か、そしてそれが何のために使われるか

2.Targocidを投与する前に知っておくべきこと
3.Targocidの使⽤⽅法
4.考えられる副作⽤
5.Targocidの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

Targocidにはナトリウムが含まれています

この薬は、バイアルあたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）を含

み、本質的に「ナトリウムフリー」です。
腹膜透析患者の腹膜炎
開始⽤量は、静脈への単回注射として、体重1キログラムあた
り6 mgであり、その後に以下が続きます。
•1週⽬：各透析バッグに20 mg / L
•2週⽬：1つおきの透析バッグに20 mg / L
•3週⽬：⼀晩透析バッグに20mg/L。

3.Targocidの使⽤⽅法 Targocidを忘れた場合
あなたの医者または看護師はあなたにTargocidをいつ与えるかにつ

いての指⽰を持っています。彼らが処⽅された薬をあなたに与えな

い可能性は低いです。ただし、⼼配な場合は医師または看護師に相

談してください。

推奨⽤量は
腎臓に問題のない⼤⼈と⼦供（12歳以上）

1. Targocidとは何か、そしてそれが何のために使われるか
⽪膚および軟部組織、肺および尿路感染症
•開始⽤量（最初の3回の⽤量）：静脈または筋⾁へ

の注射により、体重1キログラムあたり6 mg、
12時間ごとに投与

Targocidは抗⽣物質です。「テイコプラニン」と呼ばれる薬が含まれてい

ます。それはあなたの体に感染症を引き起こすバクテリアを殺すことに

よって働きます。

⾚ちゃん（出⽣から2ヶ⽉まで）
•開始⽤量（初⽇）：静脈への点滴による注⼊とし

て、体重1キログラムあたり16mg。

Targocidの使⽤をやめた場合
最初に医師、薬剤師、または看護師に相談せずにこの薬の
服⽤をやめないでください。

TITLE - TEICOPLANIN / TARGOCID MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-tegafur-uracil-zelnorm-online
www.911globalmeds.com/buy-teicoplanin-targocid-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2926.pdf


この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師、薬
剤師、または看護師に尋ねてください。

次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、すぐに医
師または看護師に伝えてください。緊急の治療が必要にな
る場合があります。

レア（（1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•感染症（膿瘍）。
•他の成分は塩化ナトリウムと⽔酸化ナトリウムで
す。

以下の情報は、医療またはヘルスケアの専⾨家の
みを対象としています。

•リンゲル液
•リンガー乳酸溶液
•5％デキストロース注射
•10％ブドウ糖注射
•0.18％塩化ナトリウムおよび4％ブドウ糖溶液
•0.45％塩化ナトリウムと5％ブドウ糖溶液
•1.36％または3.86％のブドウ糖溶液を含む腹膜透

析液。

4.考えられる副作⽤ 不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することはでき
ません）
•注射が⾏われた場所の問題-⽪膚の発⾚、痛み、腫

れなど

Targocidの外観とパックの内容 Targocidは、注
射/注⼊⽤の溶液または経⼝液剤⽤の粉末です。

粉末はスポンジ状で、アイボリーで、着⾊された均質な塊で
す。
粉末はパッケージ化されています：

•タイプIの場合、有効容量10mLの無⾊のガラスバイアルで200mg
を、ブロモブチルゴム栓とプラスチック製のip-oトップアルミニ
ウムイエローオーバーシールで閉じます。

•タイプIの場合、有効容量22mLの無⾊のガラスバイアルで400mg
を、ブロモブチルゴム栓とプラスチック製のip-oトップアルミニ
ウムグリーンオーバーシールで閉じます。

Targocidの準備と取り扱いに関する医療専⾨家の
ための実⽤的な情報。珍しい（（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•静脈の腫れと凝固
•呼吸または喘鳴の困難（気管⽀痙攣）
•通常よりも多くの感染症にかかる-これらは⾎球数の減少

の兆候である可能性があります

すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もが

それらを⼿に⼊れるわけではありません。
この薬は使い捨てです。
投与⽅法
再構成された溶液は、直接注⼊するか、あるいはさらに希
釈することができる。
注射は、3〜5分間のボーラスとして、または30分
間の注⼊として⾏われます。
出⽣から2ヶ⽉齢までの乳児には点滴のみを⾏う必
要があります。
再構成された溶液はまた、⼝から与えられ得る。

深刻な副作⽤ 副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これに

は、このリーなどに記載されていない可能性のある副作⽤が含まれます。
次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、治療
を中⽌し、すぐに医師または看護師に伝えてくださ
い。緊急の治療が必要になる場合があります。

不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することはでき
ません）
•⽩⾎球の不⾜-兆候には、発熱、悪寒、喉の痛み、

⼝内炎（無顆粒球症）などがあります。
•腎臓の問題または腎臓の働き⽅の変化-テストで⽰さ

れます。あなたがより⾼い⽤量を受けるならば、腎
臓の問題の頻度または重症度は増加するかもしれま
せん

•てんかんts
上記の副作⽤のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師または看護
師に伝えてください。

再構成された溶液の貯蔵寿命
推奨通りに調製された再構成溶液の化学的および
物理的な使⽤中の安定性は、2〜8℃で24時間実証
されています。
微⽣物学的観点から、薬はすぐに使⽤する必要が
あります。すぐに使⽤しない場合、使⽤前の使⽤
中の保管時間と条件はユーザーの責任であり、制
御および検証された無菌条件で再構成が⾏われな
い限り、通常は2〜8°Cで24時間を超えません。

珍しい（（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•突然の⽣命を脅かすアレルギー反応-兆候には次のものが
含まれます：呼吸困難または喘鳴、腫れ、発疹、かゆ
み、発熱、悪寒

イギリス
www.mhra.gov.uk/yellowcardでイエローカードスキームを介
して直接副作⽤を報告するか、GooglePlayまたは
AppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索することもでき
ます。副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関する
より多くの情報を提供するのに役⽴ちます。

再構成された溶液の調製
溶液は、注射⽤の3.14mLの⽔を200mgおよび400mgの粉
末バイアルに加えることによって再構成されます。⽔はバ
イアルにゆっくりと加えられ、発泡を避けるためにすべて
の粉末が溶解するまで回転させる必要があります。泡が発
⽣した場合は、溶液を約15分間放置して、泡が消えるよう
にします。
明確な解決策のみを使⽤する必要があります。

溶液の⾊は⻩⾊がかった⾊から濃い⻩⾊まで変化する可能性があり
ます。
最終的な溶液は⾎漿と等張であり、pHは7.2〜7.8で
す。

レア（（1000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•上半⾝の押し出し
パックサイズ：

-1つの粉末バイアル

-5x1パウダーバイアル

-10x1パウダーバイアル

-25x1パウダーバイアル

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。

不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することはできません）

•⽪膚、⼝、⽬、または⽣殖器の⽔疱-これらは「中毒性表⽪壊
死症」または「スティーブンス‧ジョンソン症候群」と呼
ばれるものの兆候である可能性があります

•⽪膚の下の隆起（⽪膚のひだ、胸、腹部（胃を含
む）、背中、腕を含む）と熱を伴う⽔疱を伴う
⾚い鱗状の広範囲の発疹-これらは「急性汎発性
発疹性膿疱症（AGEP）」と呼ばれる症状である
可能性があります'

•「薬剤性過敏症および全⾝症状を伴う薬剤反応
（DRESS）」。DRESSは、最初はuのような症
状と顔⾯の発疹として現れ、その後、⾼温での
発疹の延⻑、⾎液検査で⾒られる肝酵素のレベ
ルの上昇、⽩⾎球の種類の増加（好酸球増加
症）およびリンパ節の腫⼤を⽰します。

上記の副作⽤のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師または看護
師に伝えてください。

5.Targocidの保管⽅法

他の副作⽤
これらのいずれかが発⽣した場合は、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。

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後のバイアルのカートンとラベルに記載されて
いる有効期限後は、この薬を使⽤しないでください。有効
期限は、その⽉の最終⽇を指します。
この薬は特別な保管条件を必要としません。

Targocidを再構成して使⽤する準備ができた後の
保管と使⽤時間に関する情報は、「Targocidの準
備と取り扱いに関する医療専⾨家向けの実⽤的な
情報」に記載されています。

希釈された薬の貯蔵寿命
推奨通りに調製された再構成溶液の化学的および
物理的な使⽤中の安定性は、2〜8℃で24時間実証
されています。
微⽣物学的観点から、薬はすぐに使⽤する必要が
あります。すぐに使⽤しない場合、使⽤前の使⽤
中の保管時間と条件はユーザーの責任であり、制
御および検証された無菌条件で再構成/希釈が⾏わ
れない限り、通常は2〜8°Cで24時間を超えませ
ん。 。

販売承認取得者および製造元
⼀般（（10⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•発疹、紅斑、そう痒症
• 痛み
• 熱

マーケティング認可保有者佐野、410テム
ズバレーパークドライブ、レディング、
バークシャー、RG6 1PT、英国。
Tel：0800 035 2525
メール：uk-medicalinformation @ sano .com珍しい（（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）

•⾎⼩板数の減少。
•肝酵素の⾎中濃度の上昇
•クレアチニンの⾎中濃度の上昇（腎臓を監視するた
め）
•難聴、⽿鳴り、またはあなたやあなたの周りのものが

動いているという感覚
•気分や病気（嘔吐）、下痢
•めまいや頭痛を感じる

バイアルの公称テイコプラニン含有量 200mg 400mg

メーカー
Sano Srl、Via Valcanello 4 03012 

Anagni（FR）、イタリア

粉末バイアルの容量 10 mL 22 mL

6.パックの内容およびその他の情
報

テイコプラニンの公称投与量
を含む容量（5mLシリンジと
23Gニードルで抽出）

廃棄
未使⽤の薬や廃棄物は、地域の要件に従って処分
する必要があります。

この医薬品は、EEA加盟国で次の名前で認可されて
います。 デンマーク、フィンランド、ノル
ウェー、スウェーデン、イギリス：Targocid

3.0 mL 3.0 mL

Targocidに含まれるもの
•有効成分はテイコプラニンです。各バイアルには、200mgまたは400mg

のテイコプラニンが含まれています。

注⼊前の希釈液の調製 Targocidは次の注⼊ソ
リューションで投与することができます：
•塩化ナトリウム9mg/ mL（0.9％）溶液このリーエは2021年12⽉に最後に改訂されました。 838302


