
注射⽤セフェピム＆タゾバクタム1.125g
CELRIM TZ ®

注射⽤セフェピム＆タゾバクタム1.125g
構成：
各バイアルに含まれるもの：

セフェピムHCLIP（滅菌）式 
無⽔セフェピムへ
（セフェピムHCLとアルギニンの滅菌混合物）タゾバ
クタムナトリウムIP（滅菌）
式 タゾバクタムへ

腎機能が正常な健康な成⼈における複数回投与後の蓄積。

CELRIM TZ ®
1000mg セフェピムはIM投与後にほぼ完全に吸収されます。セフェピムの

単回500mg、1 g、または2 g IM投与は、それぞれ13.9、29.6、ま
たは57.5 mcg/mlのピーク⾎漿濃度を達成します。⾎漿中濃度は
1.4〜1.6時間以内に達成されます。8時間後、平均⾎漿濃度はそれ
ぞれ平均1.9、4.5、または8.7 mcg/mlでした。

薬物相互作⽤：
⾼⽤量のアミノグリコシドを投与する場合は、腎機能を注意深く
監視する必要があります。CELRIM TZ アミノグリコシド系抗⽣物
質の腎毒性と⽿毒性の可能性が⾼まるためです。腎毒性は、フロ
セミドなどの強⼒な利尿薬と他のセファロスポリンを併⽤投与し
た後に報告されています。

腎不全（クレアチニンクリアランス<60ml /分）の患者におけるセ
フェピムの推奨維持量を次の表に⽰します。125mg

®

剤形：再構成⽤の粉末（IV / IM使⽤のみ）。

セフェピムの単回500mg、1gまたは2g⽤量の30分間にわたるIV注
⼊後、薬物のピーク⾎漿濃度はそれぞれ平均31.6-39.1、65.9-81.7
または126-139.9mcg / mlであり、⽤量の8時間後の⾎漿濃度は平
均1.4でした。 、それぞれ2.4および3.9mcg/ml。

ATCコード：H02AB07

説明
CELRIM TZ（（注射⽤セフェピムとタゾバクタム）は、筋⾁内ま
たは静脈内投与⽤の塩酸セフェピムとβ-ラクタマーゼ阻害剤タゾ
バクタムナトリウムからなる注射可能な抗菌配合製品です。

® 有害な影響：
セフェピムとタゾバクタムの副作⽤は、セフェピム単独で報告さ
れたものと同様であり、⼀般的に⼀過性で軽度から中等度の重症
度です。
セフェピムで報告された有害事象は次のとおりです。
1％以上の発⽣率：静脈炎（1.3％）、痛みおよび/または炎症
（0.6％）を含む局所反応（3.0％）。発疹（1.1％）発⽣率1％未
満で0.1％を超える：⼤腸炎（偽膜性⼤腸炎を含む）、下痢、発
熱、頭痛、悪⼼、⼝腔モニリア症、そう痒症、蕁⿇疹、膣炎、嘔
吐。

肝機能障害：
肝機能障害のある患者には調整は必要ありません。

⾮経⼝投与後、セフェピムは、⽔疱液気管⽀粘膜、痰、胆汁、腹
⽔、⾍垂、胆嚢などの組織や体液に広く分布します。セフェピム
は、⾮経⼝投与後にCSFに分配されます。⺟乳にも排泄されま
す。セフェピムは⾎清タンパク質に約20％結合しています。セ
フェピムの⾎漿半減期は平均2〜2.3時間です。セフェピムは部分
的に代謝されますインビボN-メチルピリルジン（NMP）に。薬物
は、⽷球体濾過によって主に尿中に変化せずに排泄され、単回投
与セフェピムの80〜82％が変化せずに尿中に排泄されます。

⼩児患者（2ヶ⽉から12歳）：
⼩児患者の通常の推奨⽤量は、感染の重症度に応じて8〜12時間
投与される40〜50 mg/kgの⽤量です。CEFEPIME（塩酸セフェピム）は、⾮経⼝投与⽤の半合成の幅広

いスペクトルのセファロスポリン系抗⽣物質です。化学名は1-
[[（6R、7R）-7- [2-（2-アミノ-4-チアゾリル）-グリオキシアミ
ド]-2-カルボキシ-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2。 0]オク
ト-2-エン-3-イル]メチル]-1-メチルピロリジニウムクロリド、72-
（Z）-（Oメチルオキシム）、⼀塩酸塩、⼀⽔和物。ペニシリン
核の誘導体であるタゾバクタムナトリウムは、ペニシラン酸スル
ホンです。その化学名はナトリウム（2S、3S、5R）-3-メチル-7-
オキソ-3-（1 H-1、2、3-トリアゾール-1-イルメチル）-4-チア-1-
アザビシクロ[3.2。 0]ヘプタン-2-カルボキシレート-4,4-ジオキシ
ド。化学式はCです 4NaO5Sと分⼦量は
322.3。

⼩児患者の最⼤投与量は、推奨される成⼈の投与量を超えてはな
りません。
再構成と管理：
IV注⼊：バイアルの内容物は、提供された注射⽤IP⽤の10mlの滅
菌⽔で再構成する必要があります。次に、適切な⽤量の薬剤を適
合性のあるIV溶液に追加する必要があります。得られた溶液は、
20〜25℃の温度で保存した場合、24時間安定です。断続的なIV注
⼊は約30分にわたって与えられます。

2 g q8hの⾼⽤量では、おそらく関連する有害事象の発⽣率が⾼かった。
それらは、発疹（4％）、下痢（3％）、悪⼼（2％）、嘔吐（1％）、そ
う痒症（1％）、発熱（1％）、および頭痛（1％）で構成されていまし
た。

セフェピムは、⾎液透析と腹膜透析によって除去されます。タゾ
バクタム0.5gを単回投与で30分以上注⼊した場合、ピーク⾎清レ
ベルは平均27.1 mcg / ml、半減期は0.67時間、腎クリアランスは
268ml/分です。

10H11N セフェピムによる治療との関係に関係なく、以下の有害な検査室
の変化が報告されました。発⽣率は1％以上でした。クームス試
験陽性（溶⾎なし）（16.2％）。リンの減少（2.8％）; ALT / 
SGPT（2.8％）、AST / SGOT（2.4％）、好酸球（1.7％）の増加; 
異常なPTT（1.6％）、PT（1.4％）。

発⽣率が1％未満で0.1％を超える：アルカリホスファターゼ、
BUN、カルシウム、クレアチニン、リン、カリウム、総ビリルビ
ンの増加。カルシウム、ヘマトクリット値、好中球、⾎⼩板、
WBCの減少。

タゾバクタム、トリアゾリルメチルペニシラン酸スルホンは、多
くのβ-ラクタマーゼ、特に第3世代セファロスポリンを含むペニシ
リンおよびセファロスポリンに対する耐性を⼀般的に引き起こす
プラスミド媒介酵素の強⼒な阻害剤です。

タゾバクタムは、微⽣物学的に不活性であることがわかっている
単⼀の代謝物に代謝されます。タゾバクタムとその代謝物は、主
に腎排泄によって排除され、投与量の80％は未変化の薬物として
現れ、残りは単⼀の代謝物として現れます。

筋⾁内注射：セフェピムとタゾバクタムの注射は、注射⽤IP⽤に
2.4mlの滅菌⽔を加えることによって準備されます。20〜25℃の
室温で保存した場合、溶液は1時間安定です。

互換性と安定性：
静脈内：セフェピムは、1〜40 mg / mlの濃度で、次のIV注⼊液と
互換性があります：0.9％塩化ナトリウム注射、5％および10％デ
キストロース注射。5％デキストロースおよび0.9％塩化ナトリウ
ム注射および5％デキストロース注射。これらの溶液は、20〜
25°Cの温度で最⼤24時間、または2〜8°Cの冷蔵庫で7⽇間保管で
きます。

タゾバクタムは単独で使⽤した場合に最⼩限の抗菌活性を⽰しま
すが、セフェピムとタゾバクタムを併⽤すると相乗効果が得ら
れ、ベータイアクタマーゼ産⽣菌の多くの菌株に対するセフェピ
ムの活性範囲が広がります。

適応症：
セフェピムとタゾバクタムは、セフェピムだけでは効果がない場合に、
感受性の⾼いベータイアクタマーゼ産⽣細菌によって引き起こされる、
または引き起こされる疑いのある中等度から重度の感染症の治療に⾮経
⼝的に使⽤されます。
セフェピムとタゾバクタムの組み合わせは、次の適応症に使⽤さ
れます。

市販後の経験：
セフェピムで上記で報告されたイベントに加えて、以下の有害な
経験が世界的な市販後の経験の間に報告されました。

抗菌スペクトル：
セフェピムは、グラム陽性菌とグラム陰性菌に対して幅広い活性
を⽰し、第3世代の薬剤よりもグラム陰性菌とグラム陽性菌の両⽅
に対して⾼い活性を⽰します。セフェピムは、細菌の細胞壁合成
を阻害することによって作⽤する殺菌剤です。セフェピムは幅広
い試験管内でグラム陽性菌とグラム陰性菌の広い範囲を網羅する
活動。セフェピムは、染⾊体にコードされたベータラクタマーゼ
に対して低い親和性を持っています。セフェピムは、ほとんどの
ベータラクタマーゼによる加⽔分解に対して⾮常に耐性があり、
グラム陰性菌細胞への急速な浸透を⽰します。細菌細胞内では、
セフェピムの分⼦標的はペニシリン結合タンパク質（PBP）で
す。

のソリューションCELRIM TZ
抗⽣物質は、40 mg / mlを超える濃度でアンピシリンの溶液に添
加しないでください。また、相互作⽤の可能性があるため、メト
ロニダゾール、バンコマイシン、ゲンタマイシン、トブラマイシ
ン、硫酸ネチルマイシン、またはアミノフィリンに添加しないで
ください。ただし、併⽤療法の場合CELRIM TZ®これらの抗⽣物質
のそれぞれを別々に投与できることが⽰されています。CELRIM 
TZ®互換性が確⽴されていないため、注射器や輸液ボトルで他の薬
剤と併⽤しないでください。CELRIM TZ®⾎液または⾎液製剤およ
び/またはアルブミン加⽔分解物に添加しないでください。

®ほとんどのベータ版のように-Iactam
•合併症のない複雑な尿路感染症の治療に

•合併症のない⽪膚および⽪膚構造の感染症および
•複雑な腹腔内感染症。

このクラスの他のいくつかの薬と同様に、脳症（混乱、幻覚、昏
迷、昏睡を含む意識の乱れ）、ミオクローヌス、および発作が報
告されています。ほとんどの症例は、推奨投与スケジュールを超
えるセフェピムの投与を受けた腎機能障害のある患者で発⽣しま
したが、脳症の⼀部の症例は、腎機能の投与量調整を受けた患者
で発⽣しました。禁忌：

セフェピムとタゾバクタムの併⽤は、薬剤または他のセファロス
ポリンに過敏な患者には禁忌であり、ペニシリンに対する過敏症
の病歴のある患者には注意して使⽤する必要があります。ペニシ
リンに対して即時型（アナフィラキシー）過敏反応を起こした患
者では、セファロスポリンの使⽤を避ける必要があります。セ
フェピムおよびタゾバクタム療法中に過敏反応が発⽣した場合
は、薬剤を中⽌し、患者をエピネフリン、コルチコステロイドな
どの適切な療法で治療し、必要に応じて適切な気道と酸素を維持
する必要があります。

他のセファロスポリンと同様に、アナフィラキシーショック、⼀
過性⽩⾎球減少症、好中球減少症、無顆粒球症、⾎⼩板減少症な
どのアナフィラキシーが報告されています。 貯蔵寿命：カートン/ラベルを参照してください。

セフェピムの双性イオンは、細胞膜を横切るその動きを強化し、
ペリプラズム空間に⾼濃度をもたらし、薬物の加⽔分解に対する
⽐較的正味の耐性をもたらし、セフェピムはわずかな不活性化し
か⽰しません。

セファロスポリンクラスの有害反応：
セフェピムで治療された患者で観察された上記の副作⽤に加え
て、次の副作⽤と変更された臨床試験がセファロスポリンクラス
の抗⽣物質について報告されています：スティーブンス‧ジョン
ソン症候群、多形紅斑、中毒性表⽪壊死症、腎機能障害、中毒性
表⽪壊死症、⾮形成性貧⾎、溶⾎性貧⾎、出⾎、胆汁うっ滞を含
む肝機能障害、および汎細胞減少症。

保管：30℃を超えない温度で保管してください。光から
保護します。
⼩児の⼿の届かない場所に保管。

セフェピムに対する薬剤耐性の出現は、最近まで問題が少ないと
考えられていました。拡張スペクトルベータラクタマーゼ
（ESBL）は、ペニシリン、広範囲および拡張スペクトルのセファ
ロスポリンを加⽔分解することができます。ESBLは、腸内細菌科
のさまざまな種であるクレブシエラニューモニアエに⾒られま
す。K. oxytoca と⼤腸菌。ESBLを保有する他の⽣物は、エンテロ
バクター属、サルモネラ属、モルガン菌、プロテウス‧ミラビリ
ス、セラチア‧マルセッセンス、および緑膿菌です。セフェピム
はほとんどのESBL産⽣菌に対して活性がありますが、接種量が増
えると感受性が低下するようです。試験管内で感受性試験とイン
ビボ実験モデル。セフェピムのみの使⽤は、ESBL産⽣菌の選択と
感染症の発⽣に関連しています。

警告：
感染症に対するセフェピムとタゾバクタムによる治療を開始する前に、
患者がセフェピム、セファロスポリン、ペニシリン、または他の薬剤に
対して以前に即時の過敏反応を起こしたことがあるかどうかを判断する
ために注意深い調査を⾏う必要があります。

プレゼンテーション：

CELRIM TZ®1.125gのバイアルとして⼊⼿可能です。

販売元：
Biocon Biologics India Limited 
Biocon House、Semicon Park、
Electronics City、Phase-II、
Bengaluru-560 100、インド。

予防：
腎不全および/または肝不全の患者には予防措置を講じる必要があ
ります。クレアチニンクリアランスが60ml/分未満の腎不全患者
では、⽤量調整が必要です。

投与量：セフェピムとタゾバクタムの組み合わせは、好ましくは
静脈内注⼊によって投与されますが、必要に応じて深部筋⾁内注
射によって投与することもできます。タゾバクタムを含むセフェ
ピムは、30分かけて静脈内投与する必要があります。セフェピム
とタゾバクタムの推奨される成⼈および⼩児の投与量は、次の表
に概説されています。

®-登録商標

妊娠：
妊娠中の⼥性または分娩中のセフェピムとタゾバクタムを使⽤し
た適切なまたは管理された研究はありません。この薬は、明確に
⽰された場合にのみ妊娠中に使⽤する必要があります。

2019年9⽉改訂リーフレット

有害事象および/または製品の苦情を報告するには、当社のWebサイトにアクセスしてください

www.biocon.comまたはフリーダイヤル番号に電話してください。1800 102 9465 またはメールでお

問い合わせくださいDrugsafety@biocon.com
タゾバクタムは⼀般に不可逆的な阻害剤として作⽤し、プラスミ
ドと染⾊体を介したベータイアクタマーゼの両⽅を不活性化しま
す。セフェピムとタゾバクタムの組み合わせは、ESBL産⽣菌によ
る感染症の治療に有⽤な組み合わせです。タゾバクタムはセフェ
ピムを増強および保護します。

授乳：
セフェピムは、⾮経⼝投与後に⾮常に低濃度でヒトの⺟乳に排泄
されるため、授乳中の⺟親には注意して使⽤する必要がありま
す。
労働と出産：
セフェピムは、陣痛および分娩中の使⽤については研究されていませ
ん。治療は明確に⽰された場合にのみ⾏う必要があります。

薬物動態：
セフェピムは、250mgから2gの⽤量範囲で線形の⽤量依存的な薬
物動態を⽰し、薬物の証拠はありません。 セフェピムの最⼤成⼈⽤量は1⽇6グラムを超えてはなりません
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