
セフォペラゾン®

（滅菌セフォペラゾン）
静脈内または筋⾁内使⽤のため

薬剤耐性菌の発⽣を抑え、CEFOBIDやその他の抗菌薬の有効性を維持するために、CEFOBID
は、細菌によって引き起こされることが証明されている、または強く疑われる感染症の治療
にのみ使⽤する必要があります。

説明
セフォペラゾン®（滅菌セフォペラゾン）は、以前は滅菌セフォペラゾンナトリウムとして知られていましたが、セ
フォペラゾンナトリウムとしてセフォペラゾンを含んでいます。半合成の広域スペクトルセファロスポリン抗菌薬
です。化学的には、セフォペラゾンナトリウムはナトリウムです（6R、7R）-7-[（R）-2-（4-エチル-2,3ジオキ
ソ-1-ピペラジンカルボキサミド）-2-（p-ヒドロキシフェニル）-アセトアミド-3-[[（1-メチル-1H-テトラゾール-5
イル）チオ]メチル]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボキシレート。その分⼦式はCで
す25H26N9NaO8S2分⼦量は667.65です。構造式は次のとおりです。
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CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）には、1グラムあたり34 mgのナトリウム（1.5 mEq）が含ま
れています。セフォペラゾンは、⽔に溶けやすい⽩⾊の粉末です。25％（w / v）の新しく再構
成された溶液のpHは4.5〜6.5の間で変化し、溶液は濃度に応じて無⾊から⻨わら⾊の範囲にな
ります。

結晶形のCEFOBID（滅菌セフォペラゾン）は、静脈内または筋⾁内投与⽤のセフォペラゾンナ
トリウムとして1gまたは2gのセフォペラゾンを含むバイアルで提供されます。

臨床薬理学
CEFOBIDの⾼い⾎清および胆汁レベルは、薬剤の単回投与後に達成されます。表1は、
1、2、3、または4グラムの薬物の1回の15分間の定速静脈内注⼊、または1または2グラム
の薬物の1回の筋⾁内注射後の、正常なボランティアにおけるCEFOBIDの⾎清濃度を⽰し
ています。
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表1.セフォペラゾン⾎清濃度
平均⾎清濃度（mcg / mL）

0.5時間1時間 2時間 4時間
114733816
153
210

⽤量/経路
1 g IV
2 g IV
3 g IV
4 g IV
1 g IM
2 g IM

0 *
153
252
340
506
32 **
40 **

8時間
4
8
9

19
7

12時間
0.5
2
2
6
1
4

114
142

70
89

32
41
71325 251 161

52
69

65
93

57
97

33
58 14

*投与後の時間。0時間で注⼊が終了します。
**注⼊後15分で得られた値。

CEFOBIDの平均⾎清半減期は、投与経路に関係なく、約2.0時間です。

薬物動態研究では、合併症のない⼀定の注⼊により、重度の免疫無防備状態の患者に合
計1⽇16グラムの⽤量が投与されました。これらの患者の定常状態の⾎清濃度は約
150mcg/mLでした。

試験管内でヒト⾎清を⽤いた研究では、CEFOBIDの可逆的タンパク質結合の程度は、⾎清濃度に
よって、25 mcg / mLのCEFOBIDで93％から250 mcg / mLで90％、500 mcg / mLで82％まで変化す
ることが⽰されています。

CEFOBIDは、次の体組織および体液で治療濃度を達成します。

組織または液体
腹⽔
脳脊髄液（炎症を起こした髄膜の
患者）
尿
喀痰
⼦宮内膜
⼦宮筋層
⼝蓋扁桃
副⿐腔粘膜
臍帯⾎
⽺⽔
肺
⾻

⽤量
2 g

50mg / kg

集中
64 mcg / mL
1.8 mcg / mL〜8.0 mcg / mL

2 g
3 g
2 g
2 g
1g
1g
1g
1g
1g
2 g

3,286 mcg / mL
6.0 mcg / mL
74 mcg / g
54 mcg / g
8 mcg / g
8 mcg / g
25 mcg / mL
4.8 mcg / mL
28 mcg / g
40mcg / g

セフォペラゾンは主に胆汁中に排泄されます。最⼤胆汁濃度は、通常、薬物投与後1〜3
時間で得られ、同時⾎清濃度を最⼤100倍上回ります。報告されているCEFOBIDの胆汁
中濃度は、30分で66 mcg / mLから、2グラムの静脈内ボーラス注射後3時間で6000 
mcg/mLまでの範囲です。
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筋⾁内または静脈内への単回投与後、12時間にわたるCEFOBIDの尿中回復は平均20〜
30％です。尿中には有意な量の代謝物は検出されていません。2 gの⽤量を15分間注⼊し
た後、2200 mcg/mLを超える尿中濃度が得られました。2 gの筋⾁内注射後、ほぼ1000 
mcg / mLのピーク尿濃度が得られ、治療レベルは12時間維持されます。

12時間間隔でCEFOBIDを繰り返し投与しても、正常な被験者に薬物が蓄積することはあり
ません。重度の腎不全患者のピーク⾎清濃度、曲線下⾯積（AUC）、および⾎清半減期
は、正常なボランティアのものと有意差はありません。肝機能障害のある患者では、⾎清
半減期が延⻑され、尿中排泄が増加します。腎不全と肝不全を併発している患者では、
CEFOBIDが⾎清中に蓄積する可能性があります。

CEFOBIDは⼩児科で使⽤されていますが、⼦供の安全性と有効性は確⽴されていません。
⾎清中のCEFOBIDの半減期は、低出⽣体重児では6〜10時間です。

微⽣物学

作⽤機序
第3世代のセファロスポリンであるセフォペラゾンは、ペニシリン結合タンパク質（PBP）に結合するこ
とで細胞壁の合成を妨害し、新⽣ペプチドグリカンの架橋を防ぎます。セフォペラゾンはペニシリナー
ゼに対して安定であり、グラム陰性菌によって産⽣される多くのベータラクタマーゼに対して⾼度な安
定性を持っています。

抵抗のメカニズム
セフォペラゾンに対する耐性には、3つの主要なメカニズムがあります。主にグラム陽
性菌で発⽣する標的PBPの変異。グラム陰性菌における拡張スペクトルベータラクタ
マーゼの産⽣または染⾊体的に決定されたベータラクタマーゼの過剰発現; 特定のグラ
ム陰性菌の取り込みまたは活発な流出の減少。

他の抗菌剤との相互作⽤
テストした場合試験管内で、セフォペラゾンは、グラム陰性桿菌に対するアミノグリコシ
ドとの相乗的相互作⽤を⽰しています。これらの臨床的意義試験管内で 調査結果は不明で
す。

セフォペラゾンは、以下の微⽣物に対して活性があることが⽰されています。試験管内で と
臨床感染症で[[適応症と使⽤法を参照してください]。

グラム陽性好気性菌：
-
-
-
-
-

⻩⾊ブドウ球菌（（メチシリン感受性分離株のみ） 表⽪ブド
ウ球菌（（メチシリン感受性分離株のみ） Streptococcus 
agalactiae（（グループBベータ溶⾎性連鎖球菌） 肺炎連鎖球
菌
化膿レンサ球菌（（グループAベータ溶⾎性連鎖球菌）
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グラム陰性好気性菌：
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

シトロバクター種族
エンテロバクター種族
⼤腸菌
インフルエンザ菌
クレブシエラ種族
モルガン菌
ナイセリア淋菌
ミラビリス変形菌
プロテウスブルガリス

プロビデンシア‧レットゲリ

プロビデンシア‧スチュアルティ

シュードモナス種族
セラチア菌

嫌気性グラム陽性菌：
-
-

グラム陽性球菌（含むペプトコッカスとペプトストレプトコッカスspp。） 
クロストリジウム種（例外C.ディフィシル）。

嫌気性グラム陰性菌：
-バクテロイデス種族

以下試験管内でデータは⼊⼿可能ですが、それらの臨床的重要性は不明です。さらに、以
下の細菌の少なくとも90％の⽣物が試験管内で最⼩発育阻⽌濃度（MIC）は、8 mcg/mL
のセフォペラゾン感受性ブレークポイント以下です。しかし、これらの細菌による臨床感
染症の治療におけるセフォペラゾンの安全性と有効性は、適切に管理された臨床試験では
確⽴されていません。

グラム陰性好気性菌：
-
-
-
-
-
-

百⽇咳菌
髄膜炎菌
サルモネラspp。
Serratia liquefaciens
⾚痢菌spp。
Yersinia enterocolytica

グラム陽性嫌気性菌
-ユーバクテリウムspp。

グラム陰性嫌気性菌
-フソバクテリウムspp。
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感受性試験⽅法
利⽤可能な場合、臨床微⽣物学研究所は次の結果を提供する必要があります試験管
内で 院内および市中感染病原体の感受性プロファイルを説明する定期的なレポート
として、常駐病院で医師に使⽤される抗菌薬製品の感受性試験結果。これらのレ
ポートは、医師が治療⽤の抗菌薬を選択するのに役⽴つはずです。

希釈技術
最⼩発育阻⽌濃度（MIC）を決定するために定量的⽅法が使⽤されます。これらのMICは、
抗菌性化合物に対する細菌の感受性の推定値を提供します。MICは、標準化されたテスト⽅
法を使⽤して決定する必要があります。1,2,3MIC値は、表2に⽰されている基準に従って解釈
する必要があります。

拡散技術
ゾーンの直径の測定を必要とする定量的⽅法は、抗菌性化合物に対する細菌の感受性の再現性
のある推定値を提供することもできます。ゾーンサイズは、抗菌性化合物に対する細菌の感受
性の推定値を提供します。ゾーンサイズは、標準化されたテスト⽅法を使⽤して決定する必要
があります。3,4この⼿順では、75 mcgのセフォペラゾンを含浸させた紙のディスクを使⽤し
て、セフォペラゾンに対する細菌の感受性をテストします。ディスク拡散の解釈基準を表2に
⽰します。

表2.セフォペラゾンの感受性試験基準

感受性の解釈基準

最⼩発育阻⽌濃度
（mcg / mLのMIC）

病原体

S R

腸内細菌科 ≤8 ≥16
その他の⾮
エントバクテリア科a

≤8 ≥16

嫌気性菌b ≤8 ≥16
感受性の解釈基準は、腎機能が正常な患者では、6時間ごとに3 g、または8時間ごとに4gの⽤量に基づい
ています。
メチシリン感受性ブドウ球菌オキサシリンに対する感受性によって決定される種は、セフォペラゾンに対して感受
性があると⾒なすことができます。
。aこれらには、以下を除いて、⾮気難しいブドウ糖⾮発酵グラム陰性桿菌が含まれます。緑膿菌、アシネト

バクター種族、バークホルデリア種とステノトロホモナスマルトフィリア。
b嫌気性菌のMICは、寒天希釈法を使⽤して決定されます。
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のレポート影響を受けやすいです（（S）は、抗菌薬が感染部位の濃度に達した場合、抗
菌薬が病原体の増殖を阻害する可能性が⾼いことを⽰しています。のレポート 抵抗（（
R）抗菌薬が感染部位で通常達成可能な濃度に達した場合、抗菌薬が病原体の増殖を阻害
する可能性が低いことを⽰します。他の治療法を選択する必要があります。

品質管理

標準化された感受性試験⼿順では、分析に使⽤される供給品と試薬の精度と精度、および
試験を実施する個⼈の技術を監視および保証するための実験室管理の使⽤が必要です。
1,2,3,4標準化されたセフォペラゾン粉末は、表3に記載されている次の範囲のMIC値を提供
する必要があります。75mcgのセフォペラゾンディスクを使⽤する拡散技術では、表3の
基準を達成する必要があります。

表3.セフォペラゾンの許容可能な品質管理範囲
最⼩抑制

範囲
（mcg / mLのMIC）

ディスク拡散範囲
（ゾーンの直径（mm））

バクテロイデスフラジリス
ATCC 25285
バクテロイデス‧タイオタオミクロン 
ATCC 29741
ユーバクテリウム‧レンタム

ATCC 43055

32〜128a ---

32〜128a ---

32〜128a ---

⼤腸菌
ATCC 25922 0.12 ‒ 0.5 28〜34

緑膿菌
ATCC 27853 2〜8 23〜29

⻩⾊ブドウ球菌
ATCC 29213 1〜4 ---

⻩⾊ブドウ球菌
ATCC 25923 --- 24-33

オキサシリンとの品質管理範囲⻩⾊ブドウ球菌
⻩⾊ブドウ球菌
ATCC 29213 0.12 ‒ 0.5 ---

ATCC®=アメリカンタイプカルチャーコレクション。
嫌気性菌のMICは、寒天希釈法を使⽤して決定されます。ブドウ球菌のセフォタキシムに対する感受
性は、ペニシリンとセフォキシチンまたはオキサシリンのいずれかのみをテストすることから推測で
きます。
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適応症と使⽤法
薬剤耐性菌の発⽣を抑え、CEFOBIDやその他の抗菌薬の有効性を維持するために、
CEFOBIDは、感受性菌によって引き起こされることが証明されている、または強く疑われ
る感染症の治療にのみ使⽤する必要があります。培養および感受性の情報が利⽤できる場
合、抗菌療法を選択または変更する際にそれらを考慮する必要があります。そのような
データがない場合、地域の疫学と感受性パターンが治療法の経験的選択に寄与する可能性
があります。

CEFOBIDは、感受性の⾼い微⽣物によって引き起こされた場合、以下の感染症の治療に適応され
ます。

気道感染症のせいで肺炎連鎖球菌、インフルエンザ菌、⻩⾊ブドウ球菌（（ペニシリナーゼおよび
⾮ペニシリナーゼ産⽣株）、化膿レンサ球菌*（グループAベータ溶⾎性連鎖球菌）、緑膿菌、クレ
ブシエラニューモニアエ、⼤腸菌、ミラビリス変形菌、 とエンテロバクター種族。

腹膜炎およびその他の腹腔内感染症。のせいで⼤腸菌、緑膿菌、*および嫌気性グラ
ム陰性桿菌（含むバクテロイデスフラジリス）。

細菌性敗⾎症のせいで肺炎連鎖球菌、S. agalactiae、*⻩⾊ブドウ球菌、緑膿菌、*⼤腸菌、クレ
ブシエラspp。、*クレブシエラニューモニアエ、*プロテウス種*（インドール陽性およびイン
ドール陰性）、クロストリジウムspp。*および嫌気性グラム陽性球菌*

⽪膚および⽪膚構造の感染症のせいで⻩⾊ブドウ球菌（（ペニシリナーゼおよび
⾮ペニシリナーゼ産⽣株）、化膿レンサ球菌、* と緑膿菌。

⾻盤内炎症性疾患、⼦宮内膜炎、およびその他の⼥性⽣殖器感染症のせいで淋菌、表⽪
ブドウ球菌、*S. agalactiae、⼤腸菌、クロストリジウムspp。、* バクテロイデス種
（含むバクテロイデスフラジリス）、および嫌気性グラム陽性球菌。

セフォペラゾン®に対する活動はありませんクラミジア‧トラコマチス。したがって、セフォペラゾンが⾻盤内
炎症性疾患の患者の治療に使⽤される場合、クラミジア‧トラコマチスは疑わしい病原体の1つであるため、
適切な抗クラミジア感染症を追加する必要があります。

尿路感染症。のせいで⼤腸菌と緑膿菌。

腸球菌感染症：セフォペラゾンは、腸球菌によって引き起こされる感染症の治療に臨床的
に有効であることが⽰されていますが、腹膜炎およびその他の腹腔内感染症、⽪膚および
⽪膚構造の感染症、⾻盤内炎症性疾患、⼦宮内膜炎およびその他の⼥性⽣殖管の感染症、
および尿路感染症、*テストされた腸球菌の臨床分離株の⼤部分は、セフォペラゾンの影響
を受けませんが、感受性の中間ゾーンまたはその中間にあり、セフォペラゾンに対して中
程度の耐性があります。でも、試験管内で感受性試験は、直接相関しない場合があります 
インビボ結果。これにもかかわらず、セフォペラゾン療法は、主に多微⽣物感染症におけ
る腸球菌感染症の臨床的治癒をもたらしました。セフォペラゾンは、腸球菌感染症に注意
して、セフォペラゾンの⼗分な⾎清レベルを達成する⽤量で使⽤する必要があります。
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*この臓器系におけるこの⽣物に対する有効性は、10未満の感染症で研究されました。

併⽤療法
CEFOBIDとアミノグリコシドの相乗効果は、多くのグラム陰性桿菌で実証されています。ただ
し、これらの組み合わせのそのような強化された活動は予測できません。そのような治療法が
考慮される場合、試験管内で感受性試験は、組み合わせた薬剤の活性を決定するために実⾏さ
れるべきであり、腎機能は注意深く監視されるべきです。（注意事項、および投与量と投与の
セクションを参照してください。）

禁忌
CEFOBIDは、セファロスポリンクラスの抗菌薬に対するアレルギーが知られている患者に
は禁忌です。

警告
過敏反応
セフォペラゾンを含むベータラクタム系抗⽣物質を投与されている患者では、重篤かつ
時折致命的な過敏症（アナフィラキシー）反応が報告されています。これらの反応は、
複数のアレルゲンに対する過敏反応の歴史を持つ個⼈でより適切に発⽣します。セフォ
ペラゾンによる治療を開始する前に、患者がセファロスポリン、ペニシリン、カルバペ
ネムまたは他の薬剤に対して以前に過敏反応を⽰したかどうかを判断するために、慎重
な調査を⾏う必要があります。この製品は、ベータラクタムアレルギー患者に注意深く
投与する必要があります。アレルギー反応が発⽣した場合は、セフォペラゾンを中⽌
し、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
クロストリジウム‧ディフィシル関連する下痢（CDAD）は、CEFOBID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、抗菌薬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。CDADは抗菌薬投与後2ヶ⽉以上経過すると報
告されているため、注意深い病歴が必要です。

CDADが疑われるか確認された場合、継続的な抗菌薬の使⽤はC.ディフィシル中⽌する
必要があるかもしれません。適切な⽔分と電解質の管理、タンパク質の補給、抗菌治
療C.ディフィシル、および外科的評価は、臨床的に⽰されるように開始されるべきであ
る。
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出⾎
セフォペラゾンでは、死亡者を含む重篤な出⾎例が報告されています。出⾎、⾎⼩板減
少症、および凝固障害の兆候を監視します。持続的な出⾎があり、代替の説明が特定さ
れていない場合は、CEFOBIDを中⽌してください。

予防
全般的
細菌感染が証明されている、または強く疑われる場合にCEFOBIDを処⽅しても、患者
に利益がもたらされる可能性は低く、薬剤耐性菌の発⽣リスクが⾼まります。

BUNと⾎清クレアチニンの⼀時的な上昇が観察されていますが、CEFOBIDだけでは重⼤な
腎毒性を引き起こすようには⾒えません。しかし、アミノグリコシド系抗⽣物質と他のセ
ファロスポリンの併⽤投与は腎毒性を引き起こしました。

セフォペラゾンは胆汁中に広範囲に排泄されます。CEFOBIDの⾎清半減期は、肝疾患および/ま
たは胆道閉塞の患者で2〜4倍に増加します。⼀般に、このような患者では、4gを超える1⽇総
投与量は必要ありません。より⾼い投与量を使⽤する場合は、⾎清濃度を監視する必要があり
ます。

腎排泄はセフォペラゾンの主な排泄経路ではないため（臨床薬理学を参照）、腎不全の
患者は通常の⽤量を投与する場合に⽤量を調整する必要はありません。⾼⽤量の
CEFOBIDを使⽤する場合は、⾎清中の薬物濃度を定期的に監視する必要があります。蓄
積の証拠が存在する場合は、それに応じて投与量を減らす必要があります。

CEFOBIDの半減期は、⾎液透析中にわずかに減少します。したがって、投薬は透析期間
の後にスケジュールする必要があります。肝機能障害と重⼤な腎疾患の両⽅を患う患者
では、⾎清濃度を綿密に監視せずに、CEFOBIDの投与量を1⽇1〜2gを超えてはなりませ
ん。

他の抗菌薬と同様に、CEFOBIDで治療された患者ではビタミンK⽋乏症はめったに発⽣してい
ません。このメカニズムは、おそらくこのビタミンを通常合成する腸内細菌叢の抑制に関連し
ています。リスクのある患者には、栄養状態の悪い患者、吸収不良状態（嚢胞性線維症な
ど）、アルコール依存症、および⻑期の⾼栄養療法（静脈内または経⿐胃管を介して投与）の
患者が含まれます。出⾎を伴うまたは伴わない低プロトロンビン⾎症が報告されています。こ
れらの患者ではプロトロンビン時間を監視し、必要に応じて外因性ビタミンKを投与する必要
があります。

セフォペラゾン投与後72時間以内にアルコール（ビール、ワイン）を摂取すると、紅潮、
発汗、頭痛、頻脈を特徴とするジスルフィラムのような反応が報告されています。
CEFOBIDの投与後のアルコール飲料の摂取については、患者に注意する必要があります。
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CEFOBIDを⻑期間使⽤すると、感受性の低い⽣物が異常増殖する可能性があります。患者を注意
深く観察することが不可⽋です。治療中に重感染が発⽣した場合は、適切な対策を講じる必要が
あります。

セフォペラゾンは、胃腸疾患、特に⼤腸炎の病歴のある⼈には注意して処⽅する必要
があります。

患者のための情報
CEFOBIDを含む抗菌薬は細菌感染症の治療にのみ使⽤されるべきであると患者に助⾔する
必要があります。それらはウイルス感染症（例えば、⾵邪）を治療しません。セフォペラ
ゾンが細菌感染症の治療に処⽅された場合、治療の初期段階で気分が良くなるのが⼀般的
ですが、薬は指⽰どおりに服⽤する必要があることを患者に伝える必要があります。投与
をスキップしたり、治療の全コースを完了しなかったりすると、（1）即時治療の有効性が
低下し、（2）細菌が耐性を⽰し、将来的にCEFOBIDまたは他の抗菌薬で治療されなくなる
可能性が⾼くなります。

下痢は抗菌薬によって引き起こされる⼀般的な問題であり、通常、薬が中⽌されると終了
します。抗菌薬による治療を開始した後、最後の抗菌薬を服⽤してから2か⽉以上経って
も、患者は⽔っぽくて⾎まみれの便（胃けいれんや発熱の有無にかかわらず）を発症する
ことがあります。これが発⽣した場合、患者はできるだけ早く医師に連絡する必要があり
ます。

薬物/実験室試験の相互作⽤
尿中のブドウ糖の偽陽性反応は、ベネディクトまたはフェーリングの溶液で発⽣する可能性がありま
す。

発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害
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。CEFOBID動物毒性試験
の最⼤期間は6か⽉です。いずれもインビボまた 試験管内で遺伝⼦毒性学の研究では、
CEFOBIDは染⾊体レベルまたはサブ染⾊体レベルのいずれかで変異原性の可能性を⽰しま
した。CEFOBIDは、交配前および交配中、妊娠中の雌ラットに500〜1000 mg / kgまでの
⽇⽤量で⽪下投与した場合、出⽣⼒の低下を引き起こさず、⼀般的な⽣殖能⼒または胎児
の発育に影響を与えませんでした。これらの⽤量は、推定される通常の単⼀臨床⽤量の
10〜20倍です。CEFOBIDは、試験したすべての⽤量で思春期前ラットの精巣に悪影響を
及ぼしました。1⽇あたり1000mg/kgの⽪下投与（成⼈の平均⽤量の約16倍）は、精巣重
量の減少、精⼦形成の停⽌、⽣殖細胞集団の減少、およびセルトリ細胞細胞質の空胞化を
もたらしました。病変の重症度は、1⽇あたり100〜1000 mg/kgの範囲で⽤量依存的でし
た。低⽤量は精⺟細胞のわずかな減少を引き起こしました。この効果は成体ラットでは観
察されていません。組織学的には、病変は最⾼⽤量レベルを除いてすべて可逆的でした。
ただし、これらの研究では、ラットの⽣殖機能のその後の発達を評価していません。これ
らの調査結果と⼈間との関係は不明です。
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妊娠中の使⽤法
妊娠カテゴリーB：⽣殖研究は、マウス、ラット、サルでヒトの10倍までの⽤量で実施さ
れており、CEFOBID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。しかし、妊婦を対象とした適切で⼗分に管理された研究はありません。動物の⽣殖に
関する研究は必ずしも⼈間の反応を予測するものではないため、この薬は明らかに必要な
場合にのみ妊娠中に使⽤する必要があります。

授乳中の⺟親での使⽤法
低濃度のセフォペラゾンのみが⺟乳に排泄されます。CEFOBIDは授乳中の⺟親の⺟乳へ
の移⾏が不⼗分ですが、CEFOBIDを授乳中の⼥性に投与する場合は注意が必要です。

⼩児⽤
⼦供の安全性と有効性は確⽴されていません。思春期前のラットの精巣の変化に関す
る情報については（参照発がん、突然変異誘発、出⽣⼒の障害）。

⽼⼈使⽤
CEFOBIDの臨床試験®（滅菌セフォペラゾンナトリウム）には、65歳以上の被験者が若い
被験者と異なる反応を⽰すかどうかを判断するのに⼗分な数の被験者が含まれていません
でした。他の報告された臨床経験は、⾼齢患者と若い患者の間の反応の違いを特定してい
ません。⼀般に、⾼齢患者の⽤量選択は慎重に⾏う必要があり、通常は投与範囲の下限か
ら開始し、肝機能、腎機能、または⼼臓機能の低下、および付随する疾患または他の薬物
療法の頻度が⾼いことを反映しています。

逆反応
臨床試験の経験

臨床試験では、以下の副作⽤が観察され、CEFOBID療法または不確実な病因に関連してい
ると考えられました。

過敏症：すべてのセファロスポリンと同様に、⽪膚反応（45⼈に1⼈の患者）、薬物熱（260⼈に1
⼈）、またはクームス試験の変化（60⼈に1⼈）によって現れる過敏症が報告されています。これらの
反応は、特にペニシリンに対するアレルギーの病歴のある患者で発⽣する可能性が⾼くなります。

⾎液学：他のベータラクタム抗菌薬と同様に、⻑期投与で可逆性好中球減少症が発⽣する可能性があり
ます。好中球数のわずかな減少（50⼈に1⼈の患者）が報告されています。ヘモグロビンの減少（20分
の1）またはヘマトクリット値（20分の1）が報告されており、これは他のセファロスポリンに関する公
表された⽂献と⼀致しています。⼀過性の好酸球増加症は10⼈に1⼈の患者で発⽣しました。
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肝臓：臨床試験でセフォペラゾンで治療された1285⼈の患者のうち、肝疾患の病歴のある1
⼈の患者は、CEFOBID療法中に有意に上昇した肝機能酵素を発症しました。⾮特異的肝炎
の臨床的兆候と症状は、これらの増加を伴いました。CEFOBID療法が中⽌された後、患者
の酵素は治療前のレベルに戻り、症状は解消しました。⾼い胆汁レベルを達成する他の抗
菌薬と同様に、肝機能酵素の軽度の⼀過性の上昇が、CEFOBID療法を受けている患者の5〜
10％で観察されています。肝機能障害の明⽩な兆候または症状を伴わなかったこれらの所
⾒の関連性は確⽴されていません。

胃腸：下痢または軟便が30⼈に1⼈の患者で報告されています。これらの経験のほとんどは、重症
度が軽度または中等度であり、本質的に⾃⼰制限的です。すべての場合において、これらの症状は
対症療法に反応するか、セフォペラゾン療法が中⽌されたときに終了しました。吐き気と嘔吐は
めったに報告されていません。

偽膜性腸炎の症状は、抗菌療法中またはその後数週間にわたって現れる可能性がありま
す（警告を参照）。

腎機能検査：BUN（16分の1）と⾎清クレアチニン（48分の1）の⼀時的な上昇が認められ
ています。

局所反応：CEFOBIDは、筋⾁内投与後の忍容性が良好です。時折、⼀過性の痛み（140⼈に1
⼈）がこの経路による投与に続くことがあります。CEFOBIDが静脈内注⼊によって投与される
場合、⼀部の患者は注⼊部位で静脈炎（120⼈に1⼈）を発症する可能性があります。

市販後の経験

CEFOBIDの承認後の使⽤中に、以下の副作⽤が確認されています。これらの反応は不
確実なサイズの集団から⾃発的に報告されるため、それらの頻度を確実に推定したり、
薬物曝露との因果関係を確⽴したりすることが常に可能であるとは限りません。

⾎液およびリンパ系障害：⾎⼩板減少症、低プロトロンビン⾎症（注意事項を参
照）

免疫系障害：ショックや致命的な症例を含むアナフィラキシー反応（警告を参
照）

肝胆道障害：⻩疸、肝機能障害

⽪膚および⽪下組織障害：中毒性表⽪壊死症、スティーブンス‧ジョンソン症候
群、そう痒症

⾎管障害：出⾎（警告を参照）
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投薬と管理
CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）の通常の成⼈の1⽇量は、12時間ごとに均等に分割さ
れた⽤量で投与される1⽇あたり2〜4グラムです。

重度の感染症または感受性の低い⽣物によって引き起こされる感染症では、1⽇の総投与量および/また
は頻度が増加する可能性があります。患者は、1回の投与量あたり1.5〜4グラムの範囲の2、3、または4
回の投与に分割された6〜12グラムの合計1⽇量でうまく治療されています。

によって引き起こされる感染症を治療するとき化膿レンサ球菌、治療は少なくとも10⽇間継続する必要があ
ります。

もしもクラミジア‧トラコマチスセフォペラゾンはこの微⽣物に対して活性がないため、病原体が疑
われる場合は、適切な抗クラミジア感染症を追加する必要があります。

CEFOBIDとアミノグリコシドの溶液は、それらの間に物理的な⾮互換性があるため、直接
混合しないでください。CEFOBIDとアミノグリコシドとの併⽤療法が考えられる場合（適
応症を参照）、これは、別個の⼆次静脈内チューブが使⽤され、⼀次静脈内チューブが投
与の間に承認された希釈剤で適切に灌注されるという条件で、連続的な断続的な静脈内注
⼊によって達成できます。CEFOBIDはアミノグリコシドの前に投与することも提案されて
います。試験管内で 薬物併⽤の有効性のテストが推奨されます。

再構成
以下の溶液は、CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）の初期再構成に使⽤できます。

表1.初期再構成のソリューション
5％デキストロース注射（USP）
5％デキストロースおよび0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）5％
デキストロースおよび0.2％塩化ナトリウム注射液（USP）10％デ
キストロース注射液（USP）
注射⽤静菌⽔[ベンジルアルコールまたはパラベ
ン]（USP）*†

0.9％塩化ナトリウム注射（USP）
Normosol®Mおよび5％デキストロース注
射Normosol®R
注射⽤滅菌⽔*

*静脈内注⼊の媒体として使⽤しないでください。
†ベンジルアルコールを含む製剤は、新⽣児には使⽤しないでください。

⼀般的な再構成⼿順
静脈内または筋⾁内使⽤のためのCEFOBID（滅菌セフォペラゾン）は、最初に上記の表1に
記載されている互換性のある溶液で再構成できます。CEFOBIDを⾼濃度（333mgセフォペ
ラゾン/mL以上）で可溶化するには、激しく⻑時間の攪拌が必要な場合があります。最⼤
溶解度
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CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）の量は、互換性のある希釈剤の約475mgセフォペラゾン/mLです。

静脈内使⽤の準備
全般的：静脈内投与には、2 mg / mL〜50 mg / mLのCEFOBID（滅菌セフォ
ペラゾン）濃度が推奨されます。

バイアルの準備：CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）のバイアルは、最初に、上記の表1に
記載されている静脈内投与に適した互換性のある再構成溶液のセフォペラゾン1グラムあ
たり最低2.8mLで再構成できます。 CEFOBIDのをお勧めします。次に、得られた溶液の全
量を取り出して、さらに希釈し、静脈内注⼊⽤の次のビヒクルのいずれかを使⽤して投与
する必要があります。

表2.静脈内注⼊⽤のビヒクル
5％デキストロース注射（USP）
5％ブドウ糖と乳酸リンガーの注射
5％デキストロースおよび0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）5％
デキストロースおよび0.2％塩化ナトリウム注射液（USP）10％デ
キストロース注射液（USP）

乳酸リンガー注射（USP）0.9％塩化ナト
リウム注射（USP）Normosol®Mおよび
5％デキストロース注射ノルモソル®R

得られた静脈内溶液は、次のいずれかの⽅法で投与する必要があります。

断続的な注⼊：CEFOBIDの溶液は、15〜30分の期間にわたって投与する必要がありま
す。

連続注⼊：CEFOBIDは、1 mLあたり2〜25mgのセフォペラゾンの最終濃度に希釈した
後の持続注⼊に使⽤できます。

筋⾁内注射の準備
上記の任意の適切な溶液を使⽤して、筋⾁内注射⽤のセフォペラゾン（滅菌セフォペラゾ
ン）を調製することができます。250mg / mL以上の濃度で投与する場合は、リドカイン液
を使⽤してください。これらの溶液は、注射⽤滅菌⽔と、0.5％リドカイン塩酸塩溶液に近
い2％リドカイン塩酸塩注射液（USP）の組み合わせを使⽤して調製する必要があります。
次の2段階希釈プロセスをお勧めします。最初に、注射に必要な量の滅菌⽔を追加し、
CEFOBID粉末が完全に溶解するまで攪拌します。次に、必要量の2％リドカインを加えて混
ぜます。

最後の
セフォペラゾン
集中

333 mg / mL
250 mg / mL

ステップ1

滅菌量
⽔
2.0 mL
2.8 mL

ステップ2

2％のボリューム
リドカイン

0.6 mL
1.0 mL

引き出し可能
⾳量*†

3 mL
4 mL

1gバイアル
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2gバイアル 333 mg / mL
250 mg / mL

3.8 mL
5.4 mL

1.2 mL
1.8 mL

6 mL
8 mL

リドカインHClインジェクション（USP）以外の希釈液を使⽤する場合は、次のように再構成します。

セフォペラゾン
集中

のボリューム
希釈剤

追加した
2.6 mL
3.8 mL
5.0 mL
7.2 mL

引き出し可能
⾳量*

1gバイアル 333 mg / mL
250 mg / mL
333 mg / mL
250 mg / mL

3 mL
4 mL
6 mL
8 mL

2gバイアル

*記載された量の引き出しを可能にするのに⼗分な過剰な存在があります。†最終的
なリドカイン濃度は、0.5％リドカインの場合に得られる濃度に近くなります

希釈剤として塩酸塩溶液を使⽤します。

保管と安定性
CEFOBID（滅菌セフォペラゾン）は、25-C（77-F）以下で保管し、再構成する前に光から
保護する必要があります。再構成後、光からの保護は必要ありません。

以下の⾮経⼝希釈剤およびおおよその濃度のCEFOBIDは、⽰された期間、以下の条件下で
安定した溶液を提供します。（指定された期間が経過した後、ソリューションの未使⽤部
分は破棄する必要があります。）

室温（15-‒25-C / 59-‒77-F）
近似

濃度24時間
注射⽤静菌⽔[ベンジルアルコールまたはパラベン]（USP）……………5％デ
キストロース注射（USP）……………………………………………………。5％
ブドウ糖と乳酸リンガーの注射液…………………………………5％ブドウ糖と
0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）…………………。
5％デキストロースおよび0.2％塩化ナトリウム注射液（USP）…………………。10％デ
キストロース注射（USP）…………………………………………………..乳酸リンガー注射
（USP）………………………………………… ………………..0.5％リドカイン塩酸塩注射
液（USP）………………………………………。0.9％塩化ナトリウム注射液
（USP）………………………………………
Normosol®Mおよび5％デキストロース注射……………………………………..ノルモ
ソル®R………………………………………………………………………..注射⽤滅菌
⽔………………………………………… ………………………

300 mg / mL
2 mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL

2 mg / mL
300 mg / mL

2 mg〜300 mg / mL
2 mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL

300 mg / mL

再構成されたCEFOBID溶液は、ガラス製またはプラスチック製の注射器、あるいはガラス製または柔軟なプラスチック製
の⾮経⼝溶液容器に保管できます。
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冷蔵庫の温度（2-‒8-C / 36-‒46-F）
近似

濃度5⽇間
注射⽤静菌⽔[ベンジルアルコールまたはパラベン]（USP）……………5％デキスト
ロース注射（USP）……………………………………………………。5％デキストロース
および0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）…………………。
5％デキストロースおよび0.2％塩化ナトリウム注射液（USP）…………………。乳酸
リンガー注射（USP）…………………………………………………………..0.5％塩酸リ
ドカイン注射（USP）……………………………… ………。0.9％塩化ナトリウム注射
液（USP）………………………………………
Normosol®Mおよび5％デキストロース注射……………………………………..ノルモ
ソル®R………………………………………………………………………..注射⽤滅菌
⽔………………………………………… ………………………

300 mg / mL
2 mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL

2 mg / mL
300 mg / mL

2 mg〜300 mg / mL
2 mg〜50 mg / mL 2 
mg〜50 mg / mL

300 mg / mL

再構成されたCEFOBID溶液は、ガラス製またはプラスチック製の注射器、あるいはガラス製または柔軟なプラスチック製
の⾮経⼝溶液容器に保管できます。

冷凍庫の温度（‒20-から‒10-C / ‒4-から14-F）
近似

濃度3週間
5％デキストロース注射（USP）………………………………………………………………5％デ
キストロースと0.9％塩化ナトリウム注射（USP）………………… …………..5％デキスト
ロースおよび0.2％塩化ナトリウム注射液（USP）……………………………..

50 mg / mL
2 mg / mL
2 mg / mL

5週間
0.9％塩化ナトリウム注射液（USP）…………………………………………………注射
⽤滅菌⽔………………………………………………… ………………

300 mg / mL
300 mg / mL

再構成されたCEFOBID溶液は、プラスチック製の注射器または柔軟なプラスチック製の⾮経⼝溶液容器に保
管できます。

凍結したサンプルは、使⽤前に室温で解凍する必要があります。解凍後、未使⽤部分は廃棄してくだ
さい。再凍結しないでください。

供給⽅法
セフォペラゾン®（滅菌セフォペラゾン）は、筋⾁内および静脈内投与⽤に、1 gのセフォペラ
ゾン-10（NDC 0049-1201-83）および2 gのセフォペラゾン-10（NDC 0049-1202-83）に相当
するセフォペラゾンナトリウムを含むバイアルで⼊⼿できます。

セフォペラゾン®（滅菌セフォペラゾン）は、静脈内投与⽤の10 g（NDC 0049-1219-28）薬局
バルクパッケージで⼊⼿できます。
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