
説明セクション
セロマイシン（サイクロセリンカプセル、USP）、3-イソキサゾリジノン、4-アミノ‒、（R）‒は、
Streptomyces orchidaceusの菌株によって産⽣され、合成された広域抗⽣物質です。サイクロセリ
ンは、⽔に溶け、アルカリ性溶液に安定な⽩⾊からオフホワイトの粉末です。中性または酸性のpHで
急速に破壊されます。

サイクロセリンのpHは、100 mg / mLを含む溶液で5.5〜6.5です。サイクロセリンの分⼦量は
102.09で、実験式はC3H6N2O2です。

⾮アクティブな成分セクション
各カプセルには、250 mg（2.45ミリモル）のサイクロセリンが含まれています。DおよびCイエローNo.10、FDおよびCブルーNo. 
1、FDおよびCレッドNo. 3、FDおよびCイエローNo. 6、ゼラチン、酸化鉄、タルク、⼆酸化チタン、およびその他の不活性成分。

臨床薬理学セクション
経⼝投与後、サイクロセリンは消化管から容易に吸収され、⾎中濃度のピークは4〜8時間で発⽣し
ます。25〜30μg / mLの⾎中濃度は、通常の250 mgの投与量で1⽇2回維持できますが、⾎漿中濃度
と投与量の関係は常に⼀貫しているわけではありません。脳脊髄液、胸⽔、胎児の⾎液、⺟乳の濃
度は、⾎清に含まれる濃度に近づきます。検出可能な量は、腹⽔、胆汁、痰、⽺⽔、および肺とリ
ンパの組織に⾒られます。サイクロセリンの単回投与量の約65％は、経⼝投与後72時間以内に尿中
に回収されます。残りの35パーセントは明らかに未知の物質に代謝されています。最⼤排泄率は投
与後2〜6時間で発⽣し、

微⽣物学セクション
サイクロセリンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の感受性菌株および結核菌の細胞壁合成を阻
害します。
感受性試験
サイクロセリン臨床検査標準粉末は、マイコバクテリアの菌株の感受性を決定する直接法と間接
法の両⽅で利⽤できます1。感受性株のサイクロセリンMICは25μg/mL以下です。

適応症と使⽤法のセクション
セロマイシンは、活動性の肺および肺外結核（腎疾患を含む）の治療において、原因菌がこの薬
剤に感受性がある場合、および
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⼀次薬（ストレプトマイシン、イソニアジド、リファンピン、エタンブトール）は不⼗分であることが証明されてい
ます。すべての抗結核薬と同様に、セロマイシンは、唯⼀の治療薬としてではなく、他の効果的な化学療法と組み合
わせて投与する必要があります。

セロマイシンは、特にグラム陽性菌とグラム陰性菌の感受性菌株によって引き起こされる急性尿路
感染症の治療に有効である可能性がありますエンテロバクターspp。と⼤腸菌。マイコバクテリア
以外の細菌によって引き起こされる尿路感染症の治療において、⼀般的には他の抗菌剤よりも効果
が低く、通常は効果が低くなります。これらの感染症でのセロマイシンの使⽤は、従来の治療法が
失敗し、⽣物が薬剤に感受性があることが証明された場合にのみ検討する必要があります。

禁忌セクション
次のいずれかの患者には投与が禁忌です。

サイクロセリンてんかんに対す
る過敏症
うつ病、重度の不安神経症、または精
神病重度の腎不全
アルコールの過度の同時使⽤

警告セクション
患者がアレルギー性⽪膚炎またはCNS毒性の症状（痙攣、精神病、傾眠、うつ病、混乱、反
射亢進、頭痛、振戦、めまい、不全⿇痺、構⾳障害など）を発症した場合は、セロマイシン
の投与を中⽌するか、投与量を減らす必要があります。
セロマイシンの毒性は、⾼⽤量または不⼗分な腎クリアランスによって決定されるように、過剰な⾎中レ
ベル（30μg/ mLを超える）と密接に関連しています。結核の実効線量に対する毒性線量の⽐率は⼩さ
い。
慢性アルコール依存症では、けいれんのリスクが⾼まります。

患者は、⾎液学的、腎排泄、⾎中濃度、および肝機能検査によって監視する必要があります。

注意事項セクション
セロマイシンによる治療を開始する前に、培養を⾏い、薬剤に対する⽣物の感受性を確⽴する必
要があります。結核性感染症では、レジメン内の他の抗結核剤に対する微⽣物の感受性も実証す
る必要があります。
抗けいれん薬または鎮静剤は、けいれん、不安神経症、振戦などの中枢神経系毒性の症状を抑えるのに
効果的かもしれません。毎⽇500mg以上のセロマイシンを服⽤している患者は、そのような症状を注意
深く観察する必要があります。セロマイシンによるCNS毒性の予防におけるピリドキシンの価値は証明
されていません。
セロマイシンおよび他の抗結核薬の投与は、いくつかの例でビタミンBと関連しています。12お
よび/または葉酸⽋乏症、巨⾚芽球性貧⾎、および鉄芽球性貧⾎。治療中に貧⾎の証拠が現れた
場合は、適切な研究と治療を開始する必要があります。

実験室試験セクション
⾎中濃度は、腎機能が低下している患者、500 mgを超える1⽇量を投与されている患者、および毒性
を⽰唆する兆候や症状を⽰している患者について、少なくとも毎週測定する必要があります。⾎中濃
度を30μg/mL未満に保つように投与量を調整する必要があります。



薬物相互作⽤セクション
エチオナミドの同時投与は、神経毒性の副作⽤を増強することが報告されています。
アルコールとセロマイシンは、特に後者の⼤量投与を必要とするレジメンの間は相容れない。
アルコールはてんかん発作の可能性とリスクを⾼めます。
イソニアジドの同時投与は、めまいや眠気などの中枢神経系への影響の発⽣率を⾼める可能性
があります。投与量の調整が必要な場合があり、CNS毒性の兆候がないか患者を注意深く監視
する必要があります。
発がん、変異原性、および出⽣⼒の障害
発癌性の可能性を決定するための研究は⾏われていません。エームス試験と予定外のDNA修復試験は
陰性でした。2世代のラットを対象とした研究では、最初の交配では対照と⽐較して出⽣⼒の低下は
⾒られませんでしたが、2回⽬の交配では出⽣⼒がやや低くなりました。

妊娠セクション
妊娠カテゴリーC
100mg / kg /⽇までの⽤量を与えられた2世代のラットでの研究は、⼦孫に催奇形性効果を⽰さなかった。サイ
クロセリンが妊婦に投与されたときに胎児に害を及ぼす可能性があるのか  、それとも⽣殖能⼒に影響を与える
可能性があるのか  は不明です。セロマイシンは、明らかに必要な場合にのみ妊婦に投与する必要があります。

授乳中の⺟親のセクション
セロマイシンによる乳児の授乳には深刻な副作⽤が⽣じる可能性があるため、⺟親にとっての
薬剤の重要性を考慮して、授乳を中⽌するか、薬剤を中⽌するかを決定する必要があります。

⼩児⽤セクション
⼩児患者の安全性と有効性は確⽴されていません。

有害反応セクション
セロマイシンによる治療中に発⽣するほとんどの副作⽤は、神経系に関係するか、薬物過敏症
の症状です。セロマイシンを投与されている患者では、以下の副作⽤が観察されています。

神経系の症状（（これは、薬物のよ
り⾼い投与量、すなわち、1⽇
500mg以上に関連しているようで
す）

痙攣
眠気と傾眠頭痛

⾝震い
構⾳障害
めまい



記憶喪失を伴う混乱と失⾒当識

おそらく⾃殺傾向のある精神病

キャラクターの変更
過刺激性
侵略
不全⿇痺
反射亢進
知覚異常
メジャーおよびマイナー（局所）間
代発作
昏睡

Cardiovas cular
毎⽇1〜1.5gのセロマイシンを投与さ
れている患者のうっ⾎性⼼不全の突然
の発症が報告されています

アレルギー（（明らかに投与量とは関係あ
りません）
スキンラッシュ

その他の雑多
特に既存の肝疾患の患者における⾎清
トランスアミナーゼの上昇

過剰投与セクション
成⼈が1g以上を摂取すると、サイクロセリンによる急性毒性が発⽣する可能性があります。サイクロセリン
による慢性毒性は⽤量に関連しており、500mg以上を毎⽇投与すると発⽣する可能性があります。腎機能障
害のある患者はサイクロセリンを蓄積し、投薬計画を変更しないと毒性を発現する可能性があります。重度
の腎機能障害のある患者は、薬を服⽤しないでください。中枢神経系は、毒性に関与する最も⼀般的な臓器
系です。毒性作⽤には、頭痛、めまい、錯乱、眠気、過敏性、知覚異常、構⾳障害、精神病などがありま
す。より多くの摂取に続いて、不全⿇痺、けいれん、および昏睡がしばしば発⽣します。エチルアルコール
は、サイクロセリンを投与されている患者の発作のリスクを⾼める可能性があります。

マウスの経⼝半数致死量は5290mg/kgです。処
理
過剰摂取の治療に関する最新情報を⼊⼿するには、認定された地域毒物管理センターが適してい
ます。認定された毒物管理センターの電話番号は、Physicians'Desk Reference（PDR）に記載
されています。過剰摂取を管理する際には、複数の薬物の過剰摂取、薬物間の相互作⽤、および
患者の異常な薬物動態の可能性を考慮してください。
サイクロセリンの過剰摂取はめったに報告されていません。以下は、そのような過剰摂取に遭遇した場合のガイド
として役⽴つために提供されています。

患者の気道を保護し、換気と灌流をサポートします。患者のバイタルサイン、⾎液ガス、⾎清電
解質などを注意深く監視し、維持します。多くの場合、エメシスや洗浄よりも効果的な活性炭を
投与することで、胃腸管からの薬物の吸収を減らすことができます。 ; 胃内容排出の代わりに、
またはそれに加えて、⽊炭を検討してください。時間をかけて⽊炭を繰り返し投与すると、吸収
された⼀部の薬物の除去が早まる可能性があります。胃内容排出または⽊炭を使⽤する場合は、
患者の気道を保護してください。
成⼈では、サイクロセリンの神経毒性作⽤の多くは、



毎⽇200から300mgのピリドキシンの投与。
⾎液透析の使⽤は、⾎流からサイクロセリンを除去することが⽰されています。この⼿順は、侵
襲性の低い治療に反応しない⽣命を脅かす毒性のある患者のために予約する必要があります。

投与量と管理セクション
セロマイシンは経⼝的に有効であり、現在この経路でのみ投与されています。通常の投与量は、
⾎中濃度で監視する分割投与量で1⽇500mgから1gです。2最も頻繁に与えられる最初の成⼈の投
与量は、最初の2週間は12時間間隔で1⽇2回250mgです。1gの1⽇量を超えてはいけません。

供給されたセクション
セロマイシンは、不透明な⾚いキャップと不透明な灰⾊のボディに、キャップとボディの両⽅に⾷⽤の黒インク
で「CHAO」と「F04」が刻印された250mgカプセルとして⼊⼿できます。

40NDC13845-1200-3のボトル
制御された室温、20°から25°C（68°から77°F）で保管してください[USPを参照]。

参考資料セクション
1. Kubica GP、Dye WE：臨床および公衆衛⽣のための実験⽅法-マイコバクテリア学、⽶国保
健教育福祉省、公衆衛⽣サービス、1967年、pp47-55、66-70。
2.ジョーンズLR：新しい抗⽣物質であるサイクロセリンの⽐⾊定量。Anal Chem 1956; 28:39。Chao 
Center for Industrial Pharmacy and Contact Manufacturing West Lafayette、IN、47906、USA⽂献
改訂2009年1⽉14⽇
LM000251.00⽶国で印刷

パッケージラベルの主な表⽰パネル
セロマイシンサイクロセリンカプセル、USP 250mg THE CHAO CENTER NDC13845-1200-340カ
プセルRxのみ

通常の最初の成⼈⽤量：1カプセル（250mg）を1⽇2回12時間間隔で。付随する⽂献を参照してく
ださい。密閉容器に分注します。

警告：強⼒な薬。⼀部の⼈に深刻な反応を引き起こす可能性があります。厳密な医学的監督下にある患者
に使⽤します。使⽤する前に、付属の資料をお読みください。

13845-1200-3

LM000250.00

しっかりと閉じてください。制御された室温、20°から25°C（68°から77°F）で保管してくださ
い。[USPを参照]

製造業薬局および契約製造のためのチャオセンター、ウェストラファイエット、インディアナ州
47906、⽶国
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セロマイシン
サイクロセリンカプセル

製品情報
製品タイプ

投与経路

⼈間の処⽅薬 Ite m Cod e（出典） NDC：138 45-120 0

オーラル

有効成分/有効成分
Ing redient Name 強さの基礎 ⼒

サイクロセリン（（UNII：9 5IK5KI8 4Z）（サイクロセリン-UNII：9 5IK5KI8 4Z） サイクロセリン 250mg中250mg

不活性成分
Ing redient Name ⼒

⼆酸化チタン（（UNII：15FIX9 V2JP）
FERRO SOFERRIC OXIDE（（UNII：XM0M8 7F357）

FD＆CBLUENO。1（（UNII：H3R47K3TBD）

FD＆CREDNO。3（（UNII：PN2ZH5LOQY）

FD＆CYELLOWNO。6（（UNII：H77VEI9 3A8）

D＆CYELLOWNO。10（（UNII：35SW5USQ3G）

ラウリル硫酸ナトリウム（（UNII：36 8 GB5141J）
ゼラチン（（UNII：2G8 6 QN327L）

ベンジルアルコール（（UNII：LKG8 49 4WBH）

プロピオン酸ナトリウム（（UNII：DK6 Y9 P42IN）

プロピルパラベン（（UNII：Z8 IX2SC1OH）

ブチルパラベン（（UNII：3QPI1U3FV8）

メチルパラベン（（UNII：A2I8 C7HI9 T）

製品の特徴
⾊
形
フレーバー

⾚（Opaque Red 353）、灰⾊（Opaque Grey 28 4）

カプセル（CHAOFO4）
スコア
サイズ
Imp rint Cod e

スコアなし

10mm
CHAOFO4



含まれています

パッケージング

＃ アイテムコード パッケージの説明 マーキング開始⽇ マーキング終了⽇
1
1

NDC：138 45-120 0 -3 40in1ボトル
NDC：138 45-120 0 -1 250 mg in 1 CAPSULE; タイプ0：いいえta Co mbina tio n Pro duc t

0 3/0 1/20 0 9

マーケティング情報
Marke ting Cate gory アプリケーション番号またはモノグラフ引⽤ マーキングスタート⽇付 マーキング終了⽇

ANDA ANDA0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

ラベラー-Pars olex Gmp Center、Inc.（159802532）

登録者-Pars olex Gmp Center、Inc.（159802532）

確率
名前 住所 ID / FEI 事業運営

Pa rso lex Gmp Cente r、Inc。 159 8 0 2532 製造（138 45-120 0）

改訂：2019年6⽉ Parsolex Gmp Cente r、Inc.


