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ＩＦ利用の手引きの概要　─日本病院薬剤師会─ 

1．医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者（以下、ＭＲと略す）等にインタビューし、当

該医薬品の評価を行うのに必要な医薬品情報源として使われていたインタビューフォームを、

昭和63年日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビュー

フォーム」（以下、ＩＦと略す）として位置付けを明確化し、その記載様式を策定した。そして、

平成10年日病薬学術第3小委員会によって新たな位置付けとＩＦ記載要領が策定された。 

 

2．ＩＦとは 

　IＦは「医療用医薬品添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に

必要な医薬品の適正使用や評価のための情報あるいは薬剤情報提供の裏付けとなる情報等が

集約された総合的な医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当

該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。 

しかし、薬事法の規制や製薬企業の機密等に関わる情報、製薬企業の製剤意図に反した情報

及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はＩＦの記載事項とはならない。 

 

3．ＩＦの様式・作成・発行 

規格はＡ 4判、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体で記載し、印刷は一色刷りと

する。表紙の記載項目は統一し、原則として製剤の投与経路別に作成する。ＩＦは日病薬が

策定した「ＩＦ記載要領」に従って記載するが、本ＩＦ記載要領は、平成11年 1月以降に承

認された新医薬品から適用となり、既発売品については「ＩＦ記載要領」による作成・提供

が強制されるものではない。また、再審査及び再評価（臨床試験実施による）がなされた時点

ならびに適応症の拡大等がなされ、記載内容が大きく異なる場合にはＩＦが改訂・発行される。 

 

4．ＩＦの利用にあたって 

　IＦ策定の原点を踏まえ、ＭＲへのインタビュー、自己調査のデータを加えてＩＦの内容を充

実させ、ＩＦの利用性を高めておく必要がある。 

ＭＲへのインタビューで調査・補足する項目として、開発の経緯、製剤的特徴、薬理作用、

臨床成績、非臨床試験等の項目が挙げられる。また、随時改訂される使用上の注意等に関す

る事項に関しては、当該医薬品の製薬企業の協力のもと、医療用医薬品添付文書、お知らせ

文書、緊急安全性情報、Drug Safety Update（医薬品安全対策情報）等により薬剤師等自らが

加筆、整備する。そのための参考として、表紙の下段にＩＦ作成の基となった添付文書の作

成又は改訂年月を記載している。なお適正使用や安全確保の点から記載されている「臨床成績」

や「主な外国での発売状況」に関する項目等には承認外の用法・用量、効能・効果が記載さ

れている場合があり、その取扱いには慎重を要する。 
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1．開発の経緯

アンブロキソール塩酸塩（trans-4-［（2-amino-3,5-dibromobenzyl）amino］cyclohexanol

hydrochloride）はドイツで開発された気道粘液分泌を促進する去痰剤であり、ブロムヘキシン塩

酸塩の代謝物の一つである。

弊社では1992年2月26日に「急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結

核、塵肺症、手術後の喀痰喀出困難の去痰」の適応で製造承認を得て、1994年10月3日に発売した。

なお、当初は「ノンタス錠」の販売名で承認を得ていたが、「医療事故を防止するための医薬品の

表示事項及び販売名の取扱いについて」（2000年9月19日　医薬発第935号）の別添5「医療用医薬

品の販売名の取扱い」で有効成分の含量を付した販売名が望ましいとされたことにより、2005年4

月26日「ノンタス錠15mg」と販売名の変更の承認を得た。また2006年5月8日に「慢性副鼻腔炎

の排膿」の効能が追加された。

2．製品の特徴及び有用性

本剤はアンブロキソール塩酸塩を含有する去痰剤であり、気道粘液分泌促進作用、線毛運動亢

進作用のほかに肺表面活性物質の分泌促進作用があり、気道壁を潤滑にして喀痰の喀出を促進す

る。また慢性副鼻腔炎の排膿を促進する。

Ⅰ．概要に関する項目



－2－

1．販売名

（1）和　名

ノンタス○R 錠15mg

（2）洋　名

NONTAS○R TABLET 15mg

（3）名称の由来

英語のNONTUSSIS（咳がない）よりノンタス（NONTAS）と命名した。

2．一般名

（1）和　名（命名法）

アンブロキソール塩酸塩（JAN）

（2）洋　名（命名法）

Ambroxol Hydrochloride（JAN）

3．構造式又は示性式

4．分子式及び分子量

分子式：C13H18Br2N2O・HCl

分子量：414.56

5．化学名（命名法）

trans-4-［（2-amino-3,5-dibromobenzyl）amino］cyclohexanol hydrochloride

6．慣用名、別名、略号、記号番号

特になし

7．CAS登録番号

2 3 8 2 8－9 2－4

Ⅱ．名称に関する項目

Br

CH2NH OH

・HCl
NH2

Br



1．有効成分の規制区分

該当しない

2．物理化学的性質

（1）外観・性状

本品は白色の結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

（2）溶解性

（3）吸湿性

該当資料なし

（4）融点（分解点）、沸点、凝固点

融点：約235℃（分解）

（5）酸塩基解離定数

ｐＫａ1：－0.69（芳香族アミノ基、吸光度法）

ｐＫａ2：8.03（第二アミノ基、滴定法）、8.17（吸光度法）

（6）分配係数

該当資料なし

（7）その他の主な示性値

ｐＨ：4.0～6.0（0.10 gを水10mLに溶かした液）

3．有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

－3－

Ⅲ．有効成分に関する項目

溶　　媒 

メタノール 

水 

エタノール（99.5） 

酢酸（100） 

ジエチルエーテル 

溶 解 性 

やや溶けやすい 

やや溶けにくい 

やや溶けにくい 

溶けにくい 

ほとんど溶けない 
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4．有効成分の確認試験法

（1）本品の水溶液（1→100）5mLにp-ジメチルアミノベンズアルデヒド試液1mLを加えるとき、液

は黄色を呈する。

（2）本品の0.01mol/L塩酸試液溶液（1→40000）につき、紫外可視吸光度測定法により吸収スペク

トルを測定するとき、波長243～247nm及び306～310nmに吸収の極大を示す。

（3）本品を乾燥し、赤外吸収スペクトル測定法の臭化カリウム錠剤法により測定するとき、波数

1632cm-1、1459cm-1、1285cm-1、1065cm-1及び868cm-1付近に吸収を認める。

（4）本品の水溶液（1→100）は塩化物の定性反応を呈する。

（5）本品の水溶液（1→100）10mLに水酸化ナトリウム試液2mLを加え、エーテル20mLずつで3回

抽出し、エーテル抽出液を合わせ、水10mLずつで2回洗った後、エーテルを留去する。残留物

を白金るつぼに移し、無水炭酸ナトリウム0.5gを加えてよく混ぜた後、加熱し灰化する。冷後、

熱湯5mLを加え、水浴上で5分間加熱した後、ろ過する。ろ液に希硝酸を加えて中和した液は

臭化物の定性反応を呈する。

5．有効成分の定量法

本品を乾燥し、その約0.3gを精密に量り、氷酢酸40mLを加え、加熱して溶かす。冷後、ジオキサ

ン40mL及び硝酸ビスマス試液2.5mLを加え、0.1mol/L過塩素酸で滴定する（電位差滴定法）。同

様の方法で空試験を行い、補正する。

0.1mol／L過塩素酸1mL＝41.46mg C13H18Br2N2O・HCl
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1．剤形

（1）剤形の区別及び性状

（2）製剤の物性

質量偏差試験法により試験を行うとき、錠剤の試験に適合する。

（3）識別コード

HM311（錠剤表面及びPTPシートに記載）

2．製剤の組成

（1）有効成分（活性成分）の含量

本剤1錠中、アンブロキソール塩酸塩15.0mgを含有する。

（2）添加物

日局　　乳糖水和物

日局　　トウモロコシデンプン

日局　　軽質無水ケイ酸

日局　　ステアリン酸マグネシウム

Ⅳ．製剤に関する項目

販　売　名 

1）剤形及び性状 

ノンタス錠15mg

剤　形 

素錠（割線） 

性　　　状 

わずかに特異な 
味がある　　　 

味 色　調 におい 

白色 なし 

表面 

2）外形 

裏面 側面 直　径 
（mm） 

厚　さ 
（mm） 

質　量 
（mg） 

約 7 約 2.4 約 120

ＨＭ 

311
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3．製剤の各種条件下における安定性

長期保存試験1）

保存条件：PTP包装にして紙箱保存、室温保存

保存期間：3年間

4．溶出試験

本品1個をとり、試験液に水900mLを用い、溶出試験法第2法により、毎分50回転で試験を行う。

溶出試験を開始し、規定時間後、溶出液20mL以上をとり、孔径0.5μm以下のメンブランフィル

ターでろ過する。初めのろ液10mLを除き、次のろ液VmLを正確に量り、表示量に従い1mL中に

アンブロキソール塩酸塩（C13H18Br2N2O・HCl）約17μgを含む液となるように水を加えて正確に

V
，
mLとする。この液5mLを正確に量り、0.02mol/L塩酸試液5mLを正確に加え、試料溶液とす

る。別にアンブロキソール塩酸塩標準品を105℃で4時間乾燥し、その約0.021gを精密に量り、水

に溶かし、正確に50mLとする。この液2mLを正確に量り、水を加えて正確に50mLとする。更に

この液5mLを正確に量り、0.02mol/L塩酸試液5mLを正確に加え、標準溶液とする。試料溶液及

び標準溶液50μLずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、アンブ

ロキソール塩酸塩のピーク面積AT及びASを測定する。

本品が溶出規格を満たすときは適合とする。

アンブロキソール塩酸塩（C13H18Br2N2O・HCl）の表示量に対する溶出率（％）
WS：アンブロキソール塩酸塩標準品の量（mg）

C ：1錠中のアンブロキソール塩酸塩（C13H18Br2N2O・HCl）の表示量（mg）

操作条件

検出器：紫外吸光光度計（測定波長：245nm）

カラム：内径約4mm、長さ約15cmのステンレス管に5μmの液体クロマトグラフ用オクタデシ

ルシリル化シリカゲルを充てんする。

製品を用いた長期保存試験（室温、3年間）の結果、外観･性状、含有量等は規格の範囲内であり、 
ノンタス錠15mgは 3年間安定であることが確認された。 

3年 

正常であった 

正常であった 

正常であった 

適 

適 

適 

96 

96 

98 

93 

92 

94

2年 

正常であった 

正常であった 

正常であった 

適 

適 

適 

96 

97 

99 

94 

93 

94

1年 

正常であった 

正常であった 

正常であった 

適 

適 

適 

99 

97 

101 

94 

96 

96

製造時 

正常であった 

正常であった 

正常であった 

適 

適 

適 

99 

98 

101 

92 

96 

93

ロット番号 

503EA 

606EA 

701EA 

503EA 

606EA 

701EA 

503EA 

606EA 

701EA 

503EA 

606EA 

701EA

測定項目 

外観・性状 
（白色の割線入りの錠剤で 
においはなく、わずかに 
特異な味がある） 

 

確認試験 
（紫外部吸収スペクトル） 

定量 
（95～ 105％） 

溶出試験 
（80％以上） 

＝ s× W
SA

TA
× 
V

V
， 

× 
C

1
× 72



カラム温度：40℃付近の一定温度

移動相：1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム1.0gを水100mLに溶かし、酢酸（100）3.0g及び水を

加えて1000mLとする。この液700mLにアセトニトリル300mLを加える。

流量：アンブロキソール塩酸塩の保持時間が約6分になるように調整する。

カラムの選定：標準溶液50μLにつき、上記の条件で操作するとき、アンブロキソール塩酸塩

のピークのシンメトリー係数が2.0以下で、理論段数が3000以上のものを用いる。

試験の再現性：標準溶液50μLにつき、上記の条件で試験を6回繰り返すとき、アンブロキソー

ル塩酸塩のピーク面積の相対標準偏差は2.0％以下である。

溶出挙動

ノンタス錠15mgは、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められたアンブロキソール塩酸塩錠

の溶出規格に適合していることが確認された。2）

5．製剤中の有効成分の確認試験法

（1）芳香族第一アミンの定性反応

（2）塩化物の定性反応

（3）臭化物の定性反応

（4）紫外部吸収スペクトル

極大吸収波長：243～246nm、306～309nm

6．製剤中の有効成分の定量法

吸光度測定法

7．容器の材質

PTP：ポリ塩化ビニルフィルム、アルミ箔

8．その他

特になし
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規定時間 

溶出規格 

ノンタス錠15mg溶出曲線 

表示量 溶出率 

20分 15mg 80％以上 

100
（％） 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 30 45 60

試験液採取時間 

90 120 180 240 300 360（分） 

溶
出
率 

水 
pH6.8
pH4.0
pH1.2
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1．効能又は効果

1．下記疾患の去痰

急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰喀

出困難

2．慢性副鼻腔炎の排膿

2．用法及び用量

通常、成人には、1回1錠（アンブロキソール塩酸塩として15.0mg）を1日3回経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

3．臨床成績

（1）臨床効果

該当資料なし

（2）臨床薬理試験：忍容性試験

該当資料なし

（3）探索的試験：用量反応探索試験

該当資料なし

（4）検証的試験

1）無作為化平行用量反応試験

該当資料なし

2）比較試験

該当資料なし

3）安全性試験

該当資料なし

4）患者・病態別試験

該当資料なし

（5）治療的使用

1）使用成績調査・特別調査・市販後臨床試験

該当資料なし

2）承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当資料なし

Ⅴ．治療に関する項目
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1．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

ブロムヘキシン塩酸塩

2．薬理作用

（1）作用部位・作用機序

1）作用部位3,4）

肺及び肺気道

2）作用機序3,4）

アンブロキソール塩酸塩は、気道粘液及び肺表面活性物質の分泌促進作用や線毛運動の亢進

作用などが総合的に作用し、気道壁を潤滑にして、喀痰喀出を促進するといわれている。

（2）薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

3．生物学的同等性試験

ノンタス錠15mgと標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ2錠（アンブロキソール塩酸塩とし

て30mg）健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パ

ラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。5）

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試

験条件によって異なる可能性がある。

Ⅵ．薬効薬理に関する項目

ノンタス錠15mg 403.6±84.4 49.1±9.4
標準製剤 

（錠剤、15mg） 
401.2±110.7 51.8±14.6

AUCt 
（ng・hr/mL） 

Cmax 
（ng/mL） 

判定パラメータ 

1.5±0.1 6.5±0.8

1.6±0.4 6.3±0.7

（Mean±S.D., n=16） 

Tmax 
（hr） 

T1/2 
（hr） 

参考パラメータ 

0
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：ノンタス錠15mg
：標準製剤（錠剤、15mg） 
：Mean±S.D.,  n=16
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1．血中濃度の推移・測定法

健常人16名にアンブロキソール塩酸塩として30mg（本剤2錠）を空腹時に経口投与した時（クロ

スオーバー法）のアンブロキソール塩酸塩の平均血漿中濃度は、投与約1.5時間後に最高値

49.1ng/mLに達した後、漸減し、24時間後には最高値の1/10以下となった。6）

（1）治療上有効な血中濃度

該当資料なし

（2）最高血中濃度到達時間

投与後約1.5時間6）

（3）通常用量での血中濃度

（4）中毒症状を発現する血中濃度

該当資料なし

Ⅶ．薬物動態に関する項目

血漿中 
濃　度 

（ng/mL） 　1.0 

36.3 

　8.2

0 

0.0 

0.0

平均値 

S.D.

　1.5 

48.8 

10.3

　2.0 

44.7 

　8.1

　3.0 

38.4 

　6.9

　4.0 

32.6 

　6.3

　7.0 

18.5 

　4.6

10.0 

13.2 

　3.4

24.0 

　3.9 

　1.1

32.0 

　1.1 

　1.3

投与後時間（hr） 

Tmax：1.5（hr）　Cmax：49.1（ng/mL）　AUC∞：423.2（ng・hr/mL）T1/2：6.5（hr） 

ノンタス錠15mg経口投与後のアンブロキソール塩酸塩の平均血漿中濃度（ng/mL） 

70
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アンブロキソール塩酸塩の平均血漿中濃度の推移 

健常人（n=16）、空腹時、経口投与（アンブロキソール塩酸塩30mg） 



－11－

2．薬物速度論的パラメータ

（1）吸収速度定数

該当資料なし

（2）バイオアベイラビリティ

該当資料なし

（3）消失速度定数

該当資料なし

（4）クリアランス

該当資料なし

（5）分布容積

該当資料なし

（6）血漿蛋白結合率

該当資料なし

3．吸収

該当資料なし

4．分布

（1）血液―脳関門通過性

該当資料なし

（2）胎児への移行性

該当資料なし

（3）乳汁中への移行性

〈参考〉

授乳中の母ラットに投与（1mg/kg, p.o.）した場合には、少量ながら乳汁を介して乳仔への移

行が認められている。7）

（4）髄液への移行性

該当資料なし

（5）その他の組織への移行性

該当資料なし
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5．代謝

（1）代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

（2）代謝に関与する酵素（CYP450等）の分子種

該当資料なし

（3）初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

（4）代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

（5）活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6．排泄

（1）排泄部位

該当資料なし

（2）排泄率

該当資料なし

（3）排泄速度

該当資料なし

7．透析等による除去率

（1）腹膜透析

該当資料なし

（2）血液透析

該当資料なし

（3）直接血液灌流

該当資料なし



1．警告内容とその理由

該当しない

2．禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3．効能・効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

4．用法・用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

5．慎重投与内容とその理由

該当しない

6．重要な基本的注意とその理由及び処置方法

該当しない

7．相互作用

（1）併用禁忌とその理由

該当しない

（2）併用注意とその理由

該当しない

8．副作用

（1）副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1）重大な副作用と初期症状

①ショック、アナフィラキシー様症状（頻度不明）

ショック、アナフィラキシー様症状（発疹、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下等）があらわ

れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適

切な処置を行うこと。

②皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）

皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）があらわれることがあるので、観察を十分に

行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
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Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目
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2）その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

（2）項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当しない

（3）基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当しない

（4）薬物アレルギーに対する注意及び試験法

該当しない

9．高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

10．妊婦、産婦、授乳婦等への投与

（1）妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断

される場合にのみ投与すること。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

（2）授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔動物実験（ラット）で母乳中へ

移行することが報告されている。〕

11．小児等への投与

該当しない

12．臨床検査結果に及ぼす影響

該当しない

13．過量投与

該当しない

消化器 

過敏症注） 

肝　臓 

その他 

頻　度　不　明 

胃不快感、胃痛、腹部膨満感、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、便秘、 

食思不振、消化不良（胃部膨満感、胸やけ等） 

血管浮腫（顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等）、発疹、蕁麻疹、 

蕁麻疹様紅斑、1痒 

肝機能障害〔AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇等〕 

めまい、口内しびれ感、上肢のしびれ感 

注）：このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。 
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14．適用上及び薬剤交付時の注意（患者等に留意すべき必須事項等）

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。

（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこ

して縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）

15．その他の注意

特になし

16．その他

特になし
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1．一般薬理

該当資料なし

2．毒性

（1）単回投与毒性試験

（2）反復投与毒性試験

Wistar系ラットにアンブロキソール塩酸塩を10，50及び250mg/kg/dayを12ヶ月間経口投与し

た。10，50mg/kg/day投与群においては、投与期間を通して異常な症状はみられなかった。

250mg/kg/day投与群においては、以下の異常がみられた。

・投与1ヶ月目より軽度の体重増加抑制

・尿量の軽度の増加

・肝、腎、副腎の重量増加がみられたが、組織学的には実質臓器への影響は認められなかった。

なお、上記所見は6週間の回復期間後には観察されなかった。9）

（3）生殖発生毒性試験

SD-JCL系ラットにアンブロキソール塩酸塩を50，500及び1,500 mg/kg/day雄ラットには60日

間、雌ラットには14日間経口投与した後交配させ、雌については妊娠第7日まで投与を延長し

てその生殖能力及び末期胎仔への影響を検討した。10）

・1,500 mg/kg/day投与群の雌雄親動物の体重増加は抑制された。

・いずれの投与群においても雌雄動物の生殖能力に影響はみられなかった。

・受精卵の着床阻害、胎仔の致死及び発育抑制作用はみられなかった。

・胎仔の外皮、内臓及び骨格に対する影響はみられなかった。

（4）その他の特殊毒性

該当資料なし

Ⅸ．非臨床試験に関する項目

マウス 

動 物 種  性  

ラット 

♀ 

♂ 

♂ 

♀ 

経口投与 皮下注射 

投　与　経　路 

腹腔内投与 

2,700 1,060 620

2,420

4,203

4,495

1,150

1,655

1,489

576

297

270

アンブロキソール塩酸塩のLD50（mg/kg）8） 
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1．有効期間又は使用期限

使用期限：外箱に表示（3年）

2．貯法・保存条件

遮光した気密容器

3．薬剤取扱い上の注意点

指定医薬品

4．承認条件

該当しない

5．包装

ノンタス錠15mg：100錠（PTP）、1,000錠（PTP）

6．同一成分・同効薬

同一成分：ムコソルバン錠、プルスマリンA3％DS、ノンタスDS3％

同 効 薬：エチルシステイン塩酸塩、メチルシステイン塩酸塩、カルボシステイン、

ブロムヘキシン塩酸塩

7．国際誕生年月日

不明

8．製造販売承認年月日及び承認番号

ノンタス錠

製造承認年月日：1992年2月26日

製造承認番号　：（04AM）第0304号

ノンタス錠15mg

製造販売承認年月日：2005年4月26日（販売名変更）

承認番号　　　　　：21700AMZ00610000

9．薬価基準収載年月日

2005年4月26日

10．効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容

効能・効果追加年月日：2006年5月8日

効能・効果追加　　　：慢性副鼻腔炎の排膿

11．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

Ⅹ．取扱い上の注意等に関する項目
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12．再審査期間

該当しない

13．長期投与の可否

本剤は、厚生労働省告示第97号（平成20年3月19日付）に基づく「投薬期間に上限が設けられて

いる医薬品」に該当しない。

14．厚生労働省薬価基準収載医薬品コード

2239001F1440

15．保険給付上の注意

該当しない
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1．引用文献

1）東洋製薬化成（株）社内資料（長期保存試験）

2）東洋製薬化成（株）社内資料（溶出試験）

3）今日の新薬（第5版）〔薬業時報社〕：p.352，1988

4）現代の薬理学（第3回全面改訂増補第16版）〔金原出版〕：p.311，1991

5）東洋製薬化成（株）社内資料（生物学的同等性試験）

6）東洋製薬化成（株）社内資料（健常人における生物学的同等性試験）

7）久保 順嗣他：医薬品研究，12（1）：237，1981

8）和田 博他：医薬品研究，12（1）：263，1981

9）和田 博他：医薬品研究，12（1）：337，1981

10）松沢 景子他：医薬品研究，12（1）：358，1981

2．その他の参考文献

特になし

3．文献請求先

東洋製薬化成株式会社 医薬情報部

〒533－0031 大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号

電話 0120－443－471 受付時間 9：00～17：00（土日・祝日・会社休日を除く）

Ｅ-メール iyaku@toyo-hachi.co.jp

ⅩⅠ．文献
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1．主な外国での発売状況

Surbronc（Boehringer Ingerheim，フランス、ベルギー）

Mucosolvan（Boehringer Ingerheim，ドイツ）

Mucosolvon（Boehringer Ingerheim，スイス）

Moucosan（Fher，スペイン）

ⅩⅡ．参考資料
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1．その他の関連資料

特になし

ⅩⅢ．備考
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