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IF 利用の手引きの概要

ー日本病院薬剤師会ー

1．医薬品インタビューフォーム作成の経緯
医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。
医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際に
は、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。
医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情
報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてイ
ンタビューフォームが誕生した。
昭和 63 年に日本病院薬剤師会（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）の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け
並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会におい
て IF 記載要領の改訂が行われた。
更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方
にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会に
おいて IF 記載要領 2008 が策定された。
IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データと
して提供すること（ｅ―IF）が原則となった。この変更に合わせて、添付文書において「効能・効果
の追加」、
「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを
追加した最新版のｅ―IF が提供されることとなった。
最新版のｅ―IF は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ「医薬品に関する情報」
（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）から一括して入手可能
となっている。日本病院薬剤師会では、ｅ―IF を掲載する PMDA ホームページが公的サイトである
ことに配慮して、薬価基準収載にあわせてｅ―IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添
付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。
2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、
製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今
般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。
2．IF とは
IF は「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、医薬品の品
質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、
薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の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。
ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師
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。言い換えると、製薬企業から
提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという
認識を持つことを前提としている。
［IF の様式］
①規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷り
とする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
②IF 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。

③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF 利用の手引きの概要」の全文を記載するもの
とし、2 頁にまとめる。
［IF の作成］
①IF は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
②IF に記載する項目及び配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠する。
③添付文書の内容を補完するとの IF の主旨に沿って必要な情報が記載される。
④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従
事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」
（以下、
「IF 記載要領 2013」と略す）により作成
された IF は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷し
て使用する。企業での製本は必須ではない。
［IF の発行］
①「IF 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
②上記以外の医薬品については、「IF 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の
拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には IF が改訂される。
3．IF の利用にあたって
「IF 記載要領 2013」においては、PDF ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報
を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。
電子媒体の IF については、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」に掲載場所が設定されて
いる。
製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IF の原点を
踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等
へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。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、IF が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製
薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬
剤師等自らが整備するとともに、IF の使用にあたっては、最新の添付文書を PMDA ホームページ
「医薬品に関する情報」で確認する。
なお、適正使用や安全性の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」
に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。
4．利用に際しての留意点
IF を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。し
かし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報とし
て提供できる範囲には自ずと限界がある。IF は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が
作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかな
ければならない。
また製薬企業は、IF があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等
も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用す
る必要がある。
（2013 年 4 月改訂）
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Ⅰ．概要に関する項目
1．開発の経緯
カルボシステイン錠 250mg「JG」及びカルボシステイン錠 500mg「JG」は、L-カルボシステ
インを含有する気道粘液調整・粘膜正常化剤である。
フランスの Joullie 社はシステインを対照に鎮咳去痰薬の研究を進め、不安定なシステインを安定
にした N-アセチルやメチルエステル誘導体を合成したが、経口投与でも去痰作用を示す誘導体の
探索をつづけ、L-カルボシステインを見いだした。1）
本邦でカルボシステイン錠は 1981 年に販売されている。
本剤は日本ジェネリック株式会社が後発医薬品として開発を企画し、「医薬品の承認申請について
（平成 26 年 11 月 21 日

薬食発 1121 第 2 号）」に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試

験、生物学的同等性試験を実施し、2016 年 2 月に製造販売承認を得て、2016 年 6 月に販売開始
した。
2019 年 9 月より共創未来ファーマ株式会社でも販売されている。
2．製品の治療学的・製剤学的特性
（1）錠剤本体に成分名及び含量を印字し、識別性を向上させている。
（2）重大な副作用として、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死症
（Lyell 症候群）、肝機能障害、黄疸、ショック、アナフィラキシー様症状が報告されている
（頻度不明）。
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Ⅱ．名称に関する項目
1．販売名
（1）和名
・ カルボシステイン錠 250mg「JG」
・ カルボシステイン錠 500mg「JG」
（2）洋名
・ Carbocisteine Tablets 250mg“JG”
・ Carbocisteine Tablets 500mg“JG”
（3）名称の由来
「一般的名称」＋「剤形」＋「含量」＋「屋号」より命名
2．一般名
（1）和名（命名法）
L-カルボシステイン（JAN）
（2）洋名（命名法）
L-Carbocisteine（JAN）
（3）ステム
ブロムヘキシン系以外の粘液溶解薬：-steine
3．構造式又は示性式
HO2C

CO2H

S
H

NH2

4．分子式及び分子量
分子式：C5H9NO4S
分子量：179.19
5．化学名（命名法）
(2R )-2-Amino-3-carboxymethylsulfanylpropanoic acid（IUPAC）
6．慣用名、別名、略号、記号番号
別名：S-CMC（S-carboxymethylcysteine）
7．CAS 登録番号

638-23-3

－2－

Ⅲ．有効成分に関する項目
1．物理化学的性質
（1）外観・性状
白色の結晶性の粉末で、においはなく、僅かに酸味がある。
（2）溶解性
水に極めて溶けにくく、エタノール（95）にほとんど溶けない。
希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。
溶解度（37℃）2）

pH1.2：8.8mg/mL
pH4.0：3.5mg/mL
pH6.8：4.5mg/mL
水 ：3.1mg/mL

（3）吸湿性
各湿度（60～100％の 9 段階）に保存する時、97％RH 以上で、経時的直線的に吸湿傾向を示
したが、94％RH 以下では、ほとんど吸湿性を示さなかった。3）
（4）融点（分解点）、沸点、凝固点
融点：約 186℃（分解）
（5）酸塩基解離定数 2）
pK1：2.29
pK2：3.68
pK3：7.56
（6）分配係数
該当資料なし
（7）その他の主な示性値
1）
旋光度 〔α〕20
D ：－33.5～－36.5°（乾燥したもの 5g、50mL、100mm）

2．有効成分の各種条件下における安定性
該当資料なし
3．有効成分の確認試験法
日局「L-カルボシステイン」の確認試験による。
（1）酢酸鉛（Ⅱ）試液による沈殿反応（暗褐色～黒色の沈殿）
（2）赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）
4．有効成分の定量法
日局「L-カルボシステイン」の定量法による。
電位差滴定法
0.1mol/L 過塩素酸 1 ｍ L = 17.92mg C5H9NO4S
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Ⅳ．製剤に関する項目
1．剤形
（1）剤形の区別、外観及び性状
販

売

名

カルボシステイン錠 250mg「JG」

カルボシステイン錠 500mg「JG」
白色、楕円形の割線入り
フィルムコーティング錠

色 ・ 剤 形 白色、円形のフィルムコーティング錠

外

形

大きさ（mm）
重

直径：8.7 厚さ：4.3

直径：15.9 短径：7.5 厚さ：5.2

281.20

559.00

量 （ mg ）

（2）製剤の物性
該当資料なし
（3）識別コード
・ カルボシステイン錠 250mg「JG」
錠剤本体に記載：カルボシステイン 250 JG
・ カルボシステイン錠 500mg「JG」
錠剤本体に記載：カルボシステイン 500 JG
（4）pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等
該当しない
2．製剤の組成
（1）有効成分（活性成分）の含量
・ カルボシステイン錠 250mg「JG」
1 錠中

L-カルボシステイン

250.00mg 含有

・ カルボシステイン錠 500mg「JG」
1 錠中

L-カルボシステイン

500.00mg 含有

（2）添加物
クロスカルメロースナトリウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、フマル酸ステアリル
ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、
カルナウバロウ
（3）その他
該当しない
3．懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意
該当しない
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4．製剤の各種条件下における安定性

カルボシステイン錠 250mg「JG」4）

 ຍ㏿ヨ㦂
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖ
㸦᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄㸧ࡢᏳᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ
ຍ㏿ヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⤖ᯝ㸼
ໟᙧែ㸸PTP㸭࣑ࣝࣆ࣮ࣟ㸭⣬⟽
ヨ㦂᮲௳㸸40 ± 2Υࠊ75 ± 5%RHࠊ3 ࣟࢵࢺ㸦n=3㸧
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊ☜ㄆヨ㦂ࠊ〇ᆒ୍ᛶ㸦㉁㔞೫ᕪヨ㦂㸧
ࠊ⁐ฟᛶࠊྵ㔞㸦ᐃ㔞ἲ㸧
⤒㐣᭶ᩘ

ヨ㦂㡯┠[つ᱁]

㛤ጞ

6 ࣧ᭶

ᛶ≧[ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄]

㐺ྜ

㐺ྜ

☜ㄆヨ㦂(࿊Ⰽᛂ) [ᾮࡣ⣸Ⰽࢆ࿊ࡍࡿ]
〇ᆒ୍ᛶ ㉁㔞೫ᕪヨ㦂(%)(᭱ᑠ್-್᭱)ͤ[ุᐃ್㸸15.0%
ࢆ㉸࠼࡞࠸]
⁐ฟᛶ(%)(᭱ᑠ್-್᭱)ͤ[Ỉࠊࣃࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ15 ศ㸸80%
௨ୖ]

㐺ྜ

㐺ྜ

0.96-1.46

1.01-2.33

81.5-101.8

95.3-101.1

100.2

100.3

ͤ

ྵ㔞(ᐃ㔞ἲ)(%) ͤ[95.0-105.0%]

ͤ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄ࡼࡿ
㸺⤖ㄽ㸼
ຍ㏿ヨ㦂㸦40Υࠊ┦ᑐ‵ᗘ 75%ࠊ6 ࣧ᭶)ࡢ⤖ᯝࠊ㏻ᖖࡢᕷሙὶ㏻ୗ࠾࠸࡚ 3 ᖺ㛫Ᏻᐃ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀ᥎

ࡉࢀࡓࠋ
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 ⱔ㓞Ᏻᐃᛶ
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖ㸦᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄㸧ࡢ PTP ໟ≧ែ࠾ࡅ
ࡿᏳᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊⱔ㓞Ᏻᐃᛶヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂᮲௳㸸
 ᐊ

㸸25s2Υࠊ60s5%RHࠊ㐽ගࠊPTP ໟ(࣏ࣜሷࣅࢽࣝࣇ࣒ࣝ/࣑ࣝࢽ࣒࢘⟩)ࠊ6 ࣧ᭶

 ᭚ග㸸⣙ 2000Lux ↷ᑕࠊ25ΥࠊPTP ໟ(࣏ࣜሷࣅࢽࣝࣇ࣒ࣝ/࣑ࣝࢽ࣒࢘⟩)ࠊ
⥲↷ᑕ㔞 120  Lux࣭hr ↷ᑕⅬ
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊ⁐ฟᛶࠊྵ㔞ࠊ⣧ᗘヨ㦂㸦㢮⦕≀㉁㸧ࠊ◳ᗘ
ヨ㦂㡯┠
[つ᱁]

㛤ጞ

ᐊ

ᛶ≧[ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ ⓑⰍࠊᙧࡢࣇࣝ
ࢸࣥࢢ㘄]
࣒ࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄
⁐ฟᛶ(᭱ᑠ್-್᭱)(%)[Ỉࠊࣃ
ࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ15 ศ㸸80%௨
99.8(99.3-100.5)
ୖ]
ྵ㔞(ṧᏑ⋡ͤ)(%)[95.0-105.0%]
]

ͤͤ

㢮⦕≀㉁(%)[タᐃ࡞ࡋ
◳ᗘ(N)[タᐃ࡞ࡋ]

(25Υࠊ60%RHࠊ6 ࣧ᭶)

᭚ග(120  Lux࣭hr)

ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄

ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ
࣮ࢸࣥࢢ㘄

99.2(98.6-100.2)

97.3(90.2-100.1)

100.44(100)

100.09(99.6)

99.67(99.2)

0.06

0.07

0.06
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88

92

ͤ 㛤ጞ 100%
ͤͤಶࠎࡢ㢮⦕≀㉁㸸0.13%௨ୗ㸦ᵓ㐀Ỵᐃࡢ㜈್㸧
㸺⤖ㄽ㸼
 ࠸ࡎࢀࡢヨ㦂᮲௳࠾࠸࡚ࡶኚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
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↓ໟ≧ែ࠾ࡅࡿᏳᐃᛶ
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖ
㸦᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄㸧ࡢ↓ໟ≧ែ࠾ࡅࡿᏳ
ᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ↓ໟᏳᐃᛶヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂᮲௳㸸
 ຍ

㸸40s2Υࠊ㐽ගࠊẼᐦᐜჾࠊ1 ࣧ᭶ࠊ2 ࣧ᭶ࠊ3 ࣧ᭶

ຍ‵㸸25s2Υࠊ75s5%RHࠊ㐽ගࠊ㛤ᨺࠊ1 ࣧ᭶ࠊ2 ࣧ᭶ࠊ3 ࣧ᭶
 ᭚ග㸸⣙ 2000Lux ↷ᑕࠊ25ΥࠊẼᐦᐜჾࠊ⥲↷ᑕ㔞 120  Lux࣭hr ↷ᑕⅬ
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊ⁐ฟᛶࠊྵ㔞ࠊ⣧ᗘヨ㦂㸦㢮⦕≀㉁㸧ࠊ◳ᗘ
ຍ

ヨ㦂㡯┠
[つ᱁]

㛤ጞ

ᛶ≧[ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄]
⁐ฟᛶ(᭱ᑠ್-್᭱)(%)[Ỉࠊࣃ
ࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ15 ศ㸸80%௨ୖ]
ྵ㔞(ṧᏑ⋡ͤͤ)(%)[95.0-105.0%]
㢮⦕≀㉁(%)[タᐃ࡞ࡋͤͤͤ]
◳ᗘ(N)[タᐃ࡞ࡋ]

(40Υ)

1 ࣧ᭶

2 ࣧ᭶

3 ࣧ᭶

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
99.8
(99.3-100.5)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
95.9
(71.8ͤ-100.0)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
98.8
(98.5-99.1)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
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(87.5-101.4)

100.44(100)

99.66(99.2)

99.88(99.4)

99.61(99.2)

0.06

0.08

0.10

0.11

97

98

99

100


ຍ‵(25Υࠊ75%RH)

ヨ㦂㡯┠
[つ᱁]
ᛶ≧[ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄]
⁐ฟᛶ(᭱ᑠ್-್᭱)(%)[Ỉࠊࣃ
ࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ15 ศ㸸80%௨ୖ]
ྵ㔞(ṧᏑ⋡ͤͤ)(%)[95.0-105.0%]
㢮⦕≀㉁(%)[タᐃ࡞ࡋ

1 ࣧ᭶

2 ࣧ᭶

3 ࣧ᭶

᭚ග(120 
Lux࣭hr)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
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(99.3-100.5)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
96.6
(85.4-100.4)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
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(98.6-99.9)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
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(91.8-100.6)

ⓑⰍࠊᙧࡢ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮
ࢸࣥࢢ㘄
99.8
(98.1-100.3)

100.44(100)

98.71(98.3)

99.74(99.3)

99.37(98.9)

99.44(99.0)

0.06

0.06

0.07

0.07

0.06

97

72

70

67

80

㛤ጞ

]

ͤͤͤ

◳ᗘ(N)[タᐃ࡞ࡋ]

ͤ6 ࣋ࢵࢭࣝ୰ 1 ࣋ࢵࢭࣝ㐺ྜࠊ㏣ຍ 6 ࣋ࢵࢭࣝᐇࡋ㐺ྜ
ͤͤ㛤ጞ 100%
ͤͤͤಶࠎࡢ㢮⦕≀㉁㸸0.13%௨ୗ㸦ᵓ㐀Ỵᐃࡢ㜈್㸧

㸺⤖ㄽ㸼
 ຍ‵᮲௳࠾࠸࡚◳ᗘࡸࡸኚࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
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カルボシステイン錠 500mg「JG」5）
1. 加速試験
＜目的＞
カルボシステイン錠 500mg「JG」
（日本薬局方 L-カルボシステイン錠）の安定性を確認するため、
加速試験を実施した。
＜結果＞
包装形態：PTP／アルミピロー／紙箱
試験条件：40 ± 2℃、75 ± 5%RH、3 ロット（n=3）
試験項目：性状、確認試験、製剤均一性（質量偏差試験）
、溶出性、含量（定量法）
経過月数

試験項目[規格]

開始時

6 ヵ月

性状[白色、楕円形の割線入りフィルムコーティング錠]

適合

適合

確認試験(呈色反応) ※[液は紫色を呈する]
製剤均一性 質量偏差試験(%)(最小値-最大値) ※ [判定値：
15.0%を超えない]
溶出性(%)(最小値-最大値)※[水、パドル法、75rpm、30 分：85%
以上]

適合

適合

0.89-1.58

0.86-1.51

93.2-101.5

91.6-101.0

100.3

100.0

含量(定量法)(%) ※[95.0-105.0%]

※日本薬局方 L-カルボシステイン錠による
＜結論＞
加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヵ月)の結果、通常の市場流通下において 3 年間安定であること
が推測された。

1
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2. 苛酷安定性
＜目的＞
カルボシステイン錠 500mg「JG」（日本薬局方 L-カルボシステイン錠）の PTP 包装状態におけ
る安定性を確認するため、苛酷安定性試験を実施した。
＜結果＞
試験条件：
室温：25±2℃、60±5%RH、遮光、PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム/アルミニウム箔)、6 ヵ月
曝光：約 2000Lux 照射、25℃、PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム/アルミニウム箔)、
総照射量 120 万 Lux・hr 照射時点
試験項目：性状、溶出性、含量、純度試験（類縁物質）、硬度
試験項目
[規格]

開始時

室温(25℃、60%RH、6 ヵ月)

曝光(120 万 Lux・hr)

性状[白色、楕円形の割線入りフ
ィルムコーティング錠]

白色、楕円形の割線入
りフィルムコーティ
ング錠

白色、楕円形の割線入りフ
ィルムコーティング錠

白色、楕円形の割線入
りフィルムコーティン
グ錠

溶出性(最小値-最大値)(%)[ 水、
パドル法、75rpm、30 分：85%
以上]

99.8(97.6-101.6)

91.9(80.2-97.2)

100.0(98.1-100.8)

含量(残存率※)(%)[95.0-105.0%]

100.32(100)

100.02(99.7)

99.98(99.7)

0.06

0.07

0.06

160

119

128

]

※※

類縁物質(%)[設定なし
硬度(N)[設定なし]

※ 開始時 100%
※※個々の類縁物質：0.13%以下（構造決定の閾値）
＜結論＞
いずれの試験条件においても変化は認められなかった。

2
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↓ໟ≧ែ࠾ࡅࡿᏳᐃᛶ
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖ
㸦᪥ᮏ⸆ᒁ᪉ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄㸧ࡢ↓ໟ≧ែ࠾ࡅࡿᏳ
ᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ↓ໟᏳᐃᛶヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂᮲௳㸸
 ຍ

㸸40s2Υࠊ㐽ගࠊẼᐦᐜჾࠊ3 ࣧ᭶

ຍ‵㸸25s2Υࠊ75s5%RHࠊ㐽ගࠊ㛤ᨺࠊ1 ࣧ᭶ࠊ2 ࣧ᭶ࠊ3 ࣧ᭶
 ᭚ග㸸⣙ 2000Lux ↷ᑕࠊ25ΥࠊẼᐦᐜჾࠊ
⥲↷ᑕ㔞 60  Lux࣭hr ↷ᑕⅬࠊ⥲↷ᑕ㔞 120  Lux࣭hr ↷ᑕⅬ
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊ⁐ฟᛶࠊྵ㔞ࠊ⣧ᗘヨ㦂(㢮⦕≀㉁)ࠊ◳ᗘ
ヨ㦂㡯┠
[つ᱁]

ຍ

㛤ጞ

(40Υࠊ3
ࣧ᭶)

ຍ‵(25Υࠊ75%RH)
1 ࣧ᭶

2 ࣧ᭶

3 ࣧ᭶

ⓑⰍࠊᴃᙧ
ࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄
99.8
(97.6-101.6)

ⓑⰍࠊᴃᙧ
ࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄
101.1
(100.0-102.5)

ⓑⰍࠊᴃᙧ
ࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄
97.6
(94.8-100.3)

ⓑⰍࠊᴃᙧ
ࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄
96.7
(93.4-99.2)

ⓑⰍࠊᴃᙧ
ࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸ
ࣥࢢ㘄
96.4
(91.4-101.2)

100.32(100)

99.24(98.9)

98.95(98.6)

99.64(99.3)

99.42(99.1)

㢮⦕≀㉁(%)[タᐃ࡞ࡋͤͤ]

0.06

0.10

0.06

0.07

0.07

◳ᗘ(N)[タᐃ࡞ࡋ]

160

161

99

100

99

ᛶ≧[ⓑⰍࠊᴃᙧࡢ⥺ධࡾࣇ
࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄]
⁐ฟᛶ(᭱ᑠ್-್᭱)(%)[ Ỉࠊࣃ
ࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ30 ศ㸸85%௨ୖ]
ྵ㔞(ṧᏑ⋡ͤ)(%)[95.0-105.0%]


᭚ග

ヨ㦂㡯┠
[つ᱁]

㛤ጞ

60  Lux࣭hr

120  Lux࣭hr

ⓑⰍࠊᴃᙧࡢ⥺ධࡾ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄
99.2
(94.1-101.7)

ⓑⰍࠊᴃᙧࡢ⥺ධࡾ
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄
95.8
(91.5-99.4)

100.32(100)

99.41(99.1)

99.46(99.1)

0.06

0.06

0.06

160

119

98

ᛶ≧[ⓑⰍࠊᴃᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ ⓑⰍࠊᴃᙧࡢ⥺ධࡾ
ࢸࣥࢢ㘄]
ࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄
⁐ฟᛶ(᭱ᑠ್-್᭱)(%)[ Ỉࠊࣃ
99.8
(97.6-101.6)
ࢻࣝἲࠊ75rpmࠊ30 ศ㸸85%௨ୖ]
ྵ㔞(ṧᏑ⋡ͤ)(%)[95.0-105.0%]
㢮⦕≀㉁(%)[タᐃ࡞ࡋ

]

ͤͤ

◳ᗘ(N)[タᐃ࡞ࡋ]

ͤ㛤ጞ 100%
ͤͤಶࠎࡢ㢮⦕≀㉁㸸0.13%௨ୗ㸦ᵓ㐀Ỵᐃࡢ㜈್㸧

㸺⤖ㄽ㸼
 ຍ‵᮲௳ཬࡧ᭚ග᮲௳࠾࠸࡚◳ᗘࡸࡸኚࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ

5．調製法及び溶解後の安定性
該当しない
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6．他剤との配合変化（物理化学的変化）
該当資料なし
7．溶出性
カルボシステイン錠 250mg「JG」6）
(1) つ᱁ཬࡧヨ㦂᪉ἲ
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖࡣࠊ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉་⸆ရྛ᮲ᐃࡵࡽࢀࡓ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸ
ࣥ㘄ࡢ⁐ฟつ᱁㸦Ỉ 900mL ࢆ⏝࠸ࠊࣃࢻࣝἲࡼࡾࠊẖศ 75 ᅇ㌿࡛ヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡁࠊ15 ศ
㛫ࡢ⁐ฟ⋡ࡣ 80%௨ୖ㸧㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
(2) ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖࡣࠊ
ࠕྵ㔞ࡀ␗࡞ࡿ⤒ཱྀᅛᙧ〇ࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂࢞
ࢻࣛࣥ㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ 29 ᪥ ⸆㣗ᑂᰝⓎ 0229 ➨ 10 ྕ ู⣬ 2㸧
ࠖᇶ࡙ࡁࠊ࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸ
ࣥ㘄 500mgࠕJGࠖࢆᶆ‽〇ࡋࡓ⁐ฟヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺ุᐃⅬ࠾ࡅࡿᖹᆒ⁐ฟ⋡㸼
ุᐃ
Ⅼ(ศ)

ᖹᆒ⁐ฟ⋡(%)
ᶆ‽〇

ุᐃᇶ‽

ヨ㦂〇

ุᐃ

ヨ㦂〇ࡀ 15 ศ௨ෆᖹᆒ 85㸣௨ୖ⁐ฟࡍࡿࠊཪࡣ 15 ศ
15

89.9

101.2

࠾ࡅࡿヨ㦂〇ࡢᖹᆒ⁐ฟ⋡ࡀᶆ‽〇ࡢᖹᆒ⁐ฟ⋡s10㸣ࡢ

㐺

⠊ᅖ࠶ࡿࠋ
㸺ุᐃⅬ࠾ࡅࡿಶࠎࡢ⁐ฟ⋡㸼
ุᐃ

ᖹᆒ⁐

ಶࠎࡢ⁐ฟ⋡(%)

ಶࠎᖹ

Ⅼ(ศ)

ฟ⋡(%)

᭱ᑠ್-್᭱

ᆒࡢᕪ(%)

15

101.2

99.8-101.8

㸫1.4㹼
+0.6

ุᐃᇶ‽

ุᐃ

᭱⤊ẚ㍑Ⅼ࠾࠸࡚ࠊヨ㦂〇ࡢᖹᆒ⁐ฟ
⋡s15㸣ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡀ 12 ಶ୰ 1 ಶ

㐺

௨ୗ࡛ࠊs25㸣ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࠋ

㸺⁐ฟࣉࣟࣇࣝ㸼

ࠕྵ㔞ࡀ␗࡞ࡿ⤒ཱྀᅛᙧ〇ࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂࢞ࢻࣛࣥࠖᚑ࠸࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄
250mgࠕJGࠖࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂ࡋ࡚ࡢ⁐ฟヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࡇࢁࠊᶆ‽〇࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸ
ࣥ㘄 500mgࠕJGࠖ⁐ฟᣲືࡀྠ➼ุᐃࡉࢀࠊ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ࡳ࡞ࡉࢀࡓࠋ
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カルボシステイン錠 500mg「JG」7）
(1) つ᱁ཬࡧヨ㦂᪉ἲ
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖࡣࠊ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉་⸆ရྛ᮲ᐃࡵࡽࢀࡓ L-࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸ
ࣥ㘄ࡢ⁐ฟつ᱁㸦Ỉ 900mL ࢆ⏝࠸ࠊࣃࢻࣝἲࡼࡾࠊẖศ 75 ᅇ㌿࡛ヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡁࠊ30 ศ
㛫ࡢ⁐ฟ⋡ࡣ 85%௨ୖ㸧㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
(2) ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖᶆ‽〇ࡢ⁐ฟᣲືࡢ㢮ఝᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕᚋⓎ
་⸆ရࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂࢞ࢻࣛࣥࠖ
㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ 29 ᪥⸆㣗ᑂᰝⓎ 0229 ➨ 10 ྕ㸧
ᚑ࠸⁐ฟヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⁐ฟࣉࣟࣇࣝ㸼
࠙pH1.2ࠊ50rpmࠚ              ࠙pH3.0ࠊ50rpmࠚ

࠙pH6.8ࠊ50rpmࠚ              ࠙Ỉࠊ50rpmࠚ

࠙pH3.0ࠊ100rpmࠚ
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＜判定時点における平均溶出率＞
回転数
(rpm)

試験液
pH1.2
pH3.0

50
pH6.8
水

溶出率(%)

判定時点
(min)

標準製剤

試験製剤

差

15

48.7

43.1

－5.6

45

85.9

91.2

+5.3

15

44.5

41.0

－3.5

120

85.8

98.6

+12.8

15

44.7

32.0

－12.7

90

87.7

99.5

+11.8

15

37.8

34.4

－3.4

90

85.1

98.4

+13.3

判

判定基準

定
適

標準製剤の平均溶出率が 40％
及び 85％付近となる適当な 2

適

時点において、試験製剤の平均
溶出率が標準製剤の平均溶出
率の±15％の範囲にあるか、又

適

は f2 関数の値が 42 以上であ
る。

適

試験製剤が 15 分以内に平均
85％以上溶出するか、又は 15
100

pH3.0

15

95.4

98.4

－

分における試験製剤の平均溶

適

出率が標準製剤の平均溶出率
±15％の範囲にある。
「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従いカルボシステイン錠 500mg「JG」の溶
出試験を実施し、すべての試験条件において標準製剤との溶出挙動の類似性が確認された。

【公的溶出規格への適合性】
カルボシステイン錠 250mg「JG」及びカルボシステイン錠 500mg「JG」は、日本薬局方医薬
品各条に定められた L-カルボシステイン錠の溶出規格に適合していることが確認されている。
試験方法

日局

試験条件

回転数：75rpm 試験液：水

分析法
溶出規格

一般試験法溶出試験法（パドル法）
試験液量：900mL

液体クロマトグラフィー
錠 250mg：15 分間、80％以上
錠 500mg：30 分間、85％以上

8．生物学的試験法
該当しない
9．製剤中の有効成分の確認試験法
日局「L-カルボシステイン錠」の確認試験による。
ニンヒドリン試液による呈色反応

A000000425

10．製剤中の有効成分の定量法
日局「L-カルボシステイン錠」の定量法による。
液体クロマトグラフィー

2

11．力価
該当しない
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12．混入する可能性のある夾雑物
該当資料なし
13．注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報
該当しない
14．その他
該当しない
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Ⅴ．治療に関する項目
1．効能又は効果
・ 下記疾患の去痰
上気道炎（咽頭炎、喉頭炎）、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
・ 慢性副鼻腔炎の排膿
2．用法及び用量
カルボシステインとして、通常成人 1 回 500mg（250mg 錠の場合：本品 2 錠）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）臨床データパッケージ
該当資料なし
（2）臨床効果
該当資料なし
（3）臨床薬理試験
該当資料なし
（4）探索的試験
該当資料なし
（5）検証的試験
1）無作為化並行用量反応試験
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
（6）治療的使用
1）使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（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
該当しない
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目
1．薬理学的に関連ある化合物又は化合物群
アンブロキソール塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩、アセチルシステイン、L-エチルシステイン塩酸
塩、L-メチルシステイン塩酸塩、フドステイン

等

2．薬理作用
（1）作用部位・作用機序
気道での作用は慢性気道疾患患者の喀痰中のシアル酸とフコースの構成比の正常化作用（粘液成
分の調整）、慢性気管支炎患者の気管支粘膜上皮の繊毛細胞の修復促進作用（粘膜正常化）、副鼻
腔での作用として慢性副鼻腔炎患者の鼻粘膜粘液繊毛輸送機能低下の改善作用、副鼻腔粘膜障害
修復作用を示す。1）
（2）薬効を裏付ける試験成績
該当資料なし
（3）作用発現時間・持続時間
該当資料なし

－16－

Ⅶ．薬物動態に関する項目
1．血中濃度の推移・測定法
（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
健康成人男子
薬剤名

投与量

1錠
カルボシステイン錠 500mg「JG」 （L-カルボシステイン
として 500mg）

投与方法

Tmax（hr）

絶食単回
経口投与

2.8±1.0

（Mean±S.D.,n=20）
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（3）臨床試験で確認された血中濃度
【生物学的同等性試験】8）

㻌

㸺ᴫせ㸼
ࠕᚋⓎ་⸆ရࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶヨ㦂࢞ࢻࣛࣥࠖ㸦ᖹᡂ 24 ᖺ 2 ᭶ 29 ᪥⸆㣗ᑂᰝⓎ 0229 ➨ 10 ྕ㸧
ᚑ࠸ࠊ࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖᶆ‽〇ࢆࠊࢡࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮ἲࡼࡾࡑࢀࡒࢀ 1 㘄㸦L࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥࡋ࡚ 500mg㸧ᗣᡂே⏨Ꮚ⤯㣗༢ᅇ⤒ཱྀᢞࡋ࡚⾑₢୰ᮍኚయ⃰ᗘࢆ ᐃࡋࠊ
ᚓࡽࢀࡓ⸆≀ືែࣃ࣓࣮ࣛࢱ㸦AUCࠊCmax㸧ࡘ࠸࡚ 90%ಙ㢗༊㛫ἲ࡚⤫ィゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
ࡑࢀࡒࢀ log㸦0.9236㸧㹼log㸦1.0440㸧ཬࡧ log㸦0.8714㸧㹼log㸦1.0358㸧ࠊlog㸦0.80㸧㹼log
㸦1.25㸧ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊ୧ࡢ⏕≀Ꮫⓗྠ➼ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸺ヨ㦂⤖ᯝ㸼

⸆≀ືែࣃ࣓࣮ࣛࢱ
ุᐃࣃ࣓࣮ࣛࢱ

࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄
500mgࠕJGࠖ
ᶆ‽〇
㸦㘄ࠊ500mg㸧

ཧ⪃ࣃ࣓࣮ࣛࢱ

AUC0-8
(μg㺃hr/mL)

Cmax
(μg/mL)

Tmax
(hr)

T1/2
(hr)

16.48 ± 3.34

4.61 ± 1.02

2.8 ± 1.0

1.3 ± 0.1

16.57 ± 2.18

4.78 ± 0.73

2.5 ± 1.1

1.3 ± 0.1

㸦Mean ± S.D., n=20㸧

⾑₢୰⃰ᗘ୪ࡧ AUCࠊCmax ➼ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣࠊ⿕㦂⪅ࡢ㑅ᢥࠊయᾮࡢ᥇ྲྀᅇᩘ࣭
㛫➼ࡢヨ㦂᮲௳ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
୧〇ࡢุᐃࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢᑐᩘኚ್ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ 90%ಙ㢗༊㛫

ࣃ࣓࣮ࣛࢱ

AUC0-8

Cmax

ᖹᆒ್ࡢᕪࡢ 90%ಙ㢗༊㛫

log(0.9236)㹼log(1.0440)

log(0.8714)㹼log(1.0358)

（4）中毒域
該当資料なし
（5）食事・併用薬の影響
該当資料なし
（6）母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因
該当資料なし
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2．薬物速度論的パラメータ
（1）解析方法
該当資料なし
（2）吸収速度定数
該当資料なし
（3）バイオアベイラビリティ
該当資料なし
（4）消失速度定数
健康成人男子
薬剤名

投与量

1錠
カルボシステイン錠 500mg「JG」 （L-カルボシステイン
として 500mg）

投与方法

kel（hr-1）

絶食単回
経口投与

0.5429±0.0451
（Mean±S.D.,n=20）

（5）クリアランス
該当資料なし
（6）分布容積
該当資料なし
（7）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）血液－胎盤関門通過性
該当資料なし
（3）乳汁への移行性
該当資料なし
（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
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
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（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）排泄部位及び経路
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．トランスポーターに関する情報
該当資料なし
8．透析等による除去率
該当資料なし
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Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目
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）
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3．効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由
該当しない
4．用法及び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
慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
（1）肝障害のある患者［肝機能障害のある患者に投与した時、肝機能が悪化することがある］
（2）心障害のある患者［類薬で心不全のある患者に悪影響を及ぼしたとの報告がある］

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。
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（2）重大な副作用と初期症状
重大な副作用（頻度不明）
1）皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群）
皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
2）肝機能障害、黄疸
AST（GOT）、ALT（GPT）、ALP、LDH の上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれ
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。
3）ショック、アナフィラキシー様症状
ショック、アナフィラキシー様症状（呼吸困難、浮腫、蕁麻疹等）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。
（3）その他の副作用
頻
消

化

器

過

敏

症

そ

の

他

度

不

明

食欲不振、下痢、腹痛、悪心、嘔吐、腹部膨満感、ロ渇等
注 ）

発疹、湿疹、紅斑等、浮腫、発熱、呼吸困難
瘙痒感

注）投与を中止すること。
（4）項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧
該当資料なし
（5）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
該当資料なし
（6）薬物アレルギーに対する注意及び試験法
「Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目‐2．禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）、-8．
副作用（2）その他の副作用「過敏症」の項参照
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
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。
［妊娠中の投与に関する
安全性は確立していない］

11．小児等への投与
該当しない
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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
14．適用上の注意
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
該当しない
16．その他
該当しない
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目
1．薬理試験
（1）薬効薬理試験（「Ⅵ．薬効薬理に関する項目」参照）
（2）副次的薬理試験
該当資料なし
（3）安全性薬理試験
該当資料なし
（4）その他の薬理試験
該当資料なし
2．毒性試験
（1）単回投与毒性試験
該当資料なし
（2）反復投与毒性試験
該当資料なし
（3）生殖発生毒性試験
該当資料なし
（4）その他の特殊毒性
該当資料なし
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Ⅹ．管理的事項に関する項目
1．規制区分
製

剤

カルボシステイン錠 250mg「JG」
カルボシステイン錠 500mg「JG」

有 効 成 分 L-カルボシステイン

該当しない
該当しない

2．有効期間又は使用期限
使用期限：3 年（安定性試験結果に基づく）
3．貯法・保存条件
室温保存、気密容器
4．薬剤取扱い上の注意点
（1）薬局での取扱い上の留意点について
該当しない
（2）薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）
「Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目‐14．適用上の注意」の項参照
・ くすりのしおり：有り
（3）調剤時の留意点について
該当しない
5．承認条件等
該当しない
6．包装
・ カルボシステイン錠 250mg「JG」
PTP：100 錠（10 錠×10）、500 錠（10 錠×50）
・ カルボシステイン錠 500mg「JG」
PTP：100 錠（10 錠×10）、500 錠（10 錠×50）
7．容器の材質
ポリ塩化ビニル・アルミニウム箔（PTP）、アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム（ピ
ロー）、紙箱
8．同一成分・同効薬
同一成分：ムコダインⓇ錠 250mg/500mg（杏林製薬）
同 効 薬：アンブロキソール塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩、アセチルシステイン、L-エチルシス
テイン塩酸塩、L-メチルシステイン塩酸塩、フドステイン
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等

9．国際誕生年月日
該当しない
10．製造販売承認年月日及び承認番号
販売名

製造販売承認年月日

承認番号

カルボシステイン錠
250mg「JG」

2016 年 2 月 15 日

22800AMX00164000

カルボシステイン錠
500mg「JG」

2016 年 2 月 15 日

22800AMX00165000

11．薬価基準収載年月日
2016 年 6 月 17 日
12．効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容
該当しない
13．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
14．再審査期間
該当しない
15．投薬期間制限医薬品に関する情報
本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。
16．各種コード
販売名

HOT（9 桁）番号

厚生労働省薬価基準
収載医薬品コード

レセプト電算
コード

カルボシステイン錠
250mg「JG」

124910102

2233002F1018

622491001

カルボシステイン錠
500mg「JG」

124911802

2233002F2014

622491101

17．保険給付上の注意
本剤は診療報酬上の後発医薬品である。
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ⅩⅡ．参考資料
1．主な外国での発売状況
該当しない
2．海外における臨床支援情報
該当資料なし
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ⅩⅢ．備考
1．調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報
本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法
等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を
事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可
否を示すものではない。

（1）粉砕
カルボシステイン錠 250mg「JG」
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖࡢ⢊○ᚋࡢᏳᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⢊○ᚋᏳᐃᛶヨ㦂ࢆᐇࡋ
ࡓࠋ

㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂᮲௳㸸
 ຍ 㸸40s2Υࠊ㐽ගࠊẼᐦᐜჾࠊ4 㐌
ຍ‵㸸25s2Υࠊ75s5%RHࠊ㐽ගࠊ㛤ᨺࠊ4 㐌
 ᭚ග㸸⣙ 2000Lux ↷ᑕࠊ25ΥࠊẼᐦᐜჾࠊ⥲↷ᑕ㔞 120  Lux࣭hr ↷ᑕⅬ
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊྵ㔞ࠊ⣧ᗘヨ㦂
ຍ‵(75%RHࠊ4 㐌)

᭚ග(120  Lux࣭hr)

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

100.44(100)

100.10(99.7)

99.98(99.5)

99.67(99.2)

0.06

0.08

0.07

0.05

ヨ㦂㡯┠[つ᱁]

㛤ጞ

ᛶ≧[ⓑⰍࡢ⢊ᮎ ]

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ྵ㔞(ṧᏑ⋡)
(%)[95.0-105.0%]
⣧ᗘヨ㦂(%)[タᐃ࡞ࡋ ͤͤ]

ͤ

ຍ

(40Υࠊ4 㐌)

ͤཧ⪃つ᱁㸦〇つ᱁㸦ཧ⪃㸧
㸸ⓑⰍࠊᙧࡢࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄㸧
ͤͤಶࠎࡢ㢮⦕≀㉁㸸0.13%௨ୗ㸦ᵓ㐀Ỵᐃࡢ㜈್㸧
㸺⤖ㄽ㸼
 ࠸ࡎࢀࡢヨ㦂᮲௳࠾࠸࡚ࡶኚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
㸺ഛ⪃㸦ῧᩥ᭩グ㍕㡯㸧㸼
࠙᭷ຠᡂศ㛵ࡍࡿ⌮Ꮫⓗ▱ぢࠚ
ᛶ≧㸸ⓑⰍࡢ⤖ᬗᛶࡢ⢊ᮎ࡛ࠊ࠾࠸ࡣ࡞ࡃࠊഹ㓟ࡀ࠶ࡿࠋ
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カルボシステイン錠 500mg「JG」
㸺┠ⓗ㸼
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖࡢ⢊○ᚋࡢᏳᐃᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⢊○ᚋᏳᐃᛶヨ㦂ࢆᐇࡋ
ࡓࠋ

㸺⤖ᯝ㸼
ヨ㦂᮲௳㸸
 ຍ

㸸40s2Υࠊ㐽ගࠊẼᐦᐜჾࠊ4 㐌

ຍ‵㸸25s2Υࠊ75s5%RHࠊ㐽ගࠊ㛤ᨺࠊ4 㐌
 ᭚ග㸸⣙ 2000Lux ↷ᑕࠊ25ΥࠊẼᐦᐜჾࠊ⥲↷ᑕ㔞 120  Lux࣭hr ↷ᑕⅬ
ヨ㦂㡯┠㸸ᛶ≧ࠊྵ㔞ࠊ⣧ᗘヨ㦂
ヨ㦂㡯┠[つ᱁]

㛤ጞ

ຍ‵(75%RHࠊ4 㐌)

᭚ග(120  Lux࣭hr)

ᛶ≧[ⓑⰍࡢ⢊ᮎͤ]

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ⓑⰍࡢ⢊ᮎ

ྵ㔞(ṧᏑ⋡)
(%)[95.0-105.0%]

100.32(100)

99.94(99.6)

100.21(99.9)

99.50(99.2)

⣧ᗘヨ㦂(%)[タᐃ࡞ࡋͤͤ]

0.06

0.08

0.06

0.05

ຍ

(40Υࠊ4 㐌)

ͤཧ⪃つ᱁㸦〇つ᱁㸦ཧ⪃㸧㸸ⓑⰍࠊᴃᙧࡢ⥺ධࡾࣇ࣒ࣝࢥ࣮ࢸࣥࢢ㘄㸧
ͤͤಶࠎࡢ㢮⦕≀㉁㸸0.13%௨ୗ㸦ᵓ㐀Ỵᐃࡢ㜈್㸧
㸺⤖ㄽ㸼
 ࠸ࡎࢀࡢヨ㦂᮲௳࠾࠸࡚ࡶኚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
㸺ഛ⪃㸦ῧᩥ᭩グ㍕㡯㸧㸼
࠙᭷ຠᡂศ㛵ࡍࡿ⌮Ꮫⓗ▱ぢࠚ
ᛶ≧㸸ⓑⰍࡢ⤖ᬗᛶࡢ⢊ᮎ࡛ࠊ࠾࠸ࡣ࡞ࡃࠊഹ㓟ࡀ࠶ࡿࠋ
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（2）崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性
カルボシステイン錠 250mg「JG」
1.

ヨ㦂┠ⓗ
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 250mgࠕJGࠖࡘ࠸࡚ࠊᔂቯᠱ⃮ヨ㦂࠾ࡅࡿᔂቯ㺃ᠱ⃮ࡢ≧ែࠊ㏻㐣ᛶヨ㦂
࠾ࡅࡿ⤒⟶ࢳ࣮ࣗࣈࡢ㏻㐣ᛶࢆヨ㦂ࡋࡓࠋ

2.

ヨ㦂᪉ἲ
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂㸸
ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ෆ㘄 1 ಶࢆධࢀࠊ⣙ 55Υࡢ

 20mL ࢆ྾࠸ྲྀࡾ 5 ศ㛫⮬↛ᨺ⨨ࡍࡿࠋ5 ศᚋࢹ

ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࢆ 90 ᗘ࡛ 15  ᶓ㌿ࡋࠊᔂቯ࣭ᠱ⃮ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ5 ศᚋᔂቯࡋ࡞࠸ሙྜࠊࡉࡽ 5
ศ㛫ᨺ⨨ᚋྠᵝࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࠋ 10 ศ㛫ᨺ⨨ࡋ࡚ࡶᔂቯ࣭ᠱ⃮ࡋ࡞࠸ሙྜࠊ㘄◚ቯჾࢆ࠸㘄ட
ࢆ࠸ࢀ࡚ࠊୖグྠᵝࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࠋ
㏻㐣ᛶヨ㦂㸸
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓᠱ⃮ᾮࢆ⤒⟶ᰤ㣴ࢳ࣮ࣗࣈࡢὀධ➃ࡼࡾ 2㹼3mL/⛊ࡢ㏿ᗘ࡛ὀධࡋࠊࢳ࣮ࣗࣈࡢ
㏻㐣ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࢳ࣮ࣗࣈࢧࢬࡣ 8Fr.ࠊ12Fr.ࠊ14Fr.ࠊ16Fr.ࠊ18Fr.㏻㐣ࡍࡿࡲ࡛ኚ᭦ࡍࡿࠋ
3.

ุᐃᇶ‽
ۑ㸸ᔂቯ
㸸ᢞᅔ㞴࡞ᔂቯ≧ἣ

4.

ヨ㦂⤖ᯝ
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂                ㏻㐣ᛶヨ㦂
Ỉ㸦⣙ 55Υ㸧

டńỈ㸦⣙ 55Υ㸧

᭱ᑠ㏻㐣

5ศ

10 ศ

5ศ

10 ศ

ࢧࢬ㻌

㽢㻌

㽢䈜㻌

㽢

ࠐ

㻤㻲㼞㻚㻌

ഛ⪃

䈜Ỉ㻔⣙ 㻡㻡䉝㻕䚸㻝㻡 ศ䠖䚽㻌

8Fr.㸸8 ࣇࣞࣥࢳ㸦እᚄ⣙ 2.7mm㸧
5.

⤖ㄽ

㘄◚ቯჾ࡛㘄டࢆධࢀࡓሙྜࠊ10 ศ௨ෆᔂቯᠱ⃮ࡋࠊ8Fr.ࢳ࣮ࣗࣈࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ

－31－

カルボシステイン錠 500mg「JG」
1.

ヨ㦂┠ⓗ
࢝ࣝ࣎ࢩࢫࢸࣥ㘄 500mgࠕJGࠖࡘ࠸࡚ࠊᔂቯᠱ⃮ヨ㦂࠾ࡅࡿᔂቯ㺃ᠱ⃮ࡢ≧ែࠊ㏻㐣ᛶヨ㦂
࠾ࡅࡿ⤒⟶ࢳ࣮ࣗࣈࡢ㏻㐣ᛶࢆヨ㦂ࡋࡓࠋ

2.

ヨ㦂᪉ἲ
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂㸸
ࢹࢫ࣌ࣥࢧ࣮ෆ㘄 1 ಶࢆධࢀࠊ⣙ 55Υࡢ

 20mL ࢆ྾࠸ྲྀࡾ 5 ศ㛫⮬↛ᨺ⨨ࡍࡿࠋ5 ศᚋࢹ

ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࢆ 90 ᗘ࡛ 15  ᶓ㌿ࡋࠊᔂቯ࣭ᠱ⃮ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ5 ศᚋᔂቯࡋ࡞࠸ሙྜࠊࡉࡽ 5
ศ㛫ᨺ⨨ᚋྠᵝࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࠋ 10 ศ㛫ᨺ⨨ࡋ࡚ࡶᔂቯ࣭ᠱ⃮ࡋ࡞࠸ሙྜࠊ㘄◚ቯჾࢆ࠸㘄ட
ࢆ࠸ࢀ࡚ࠊୖグྠᵝࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࠋ
㏻㐣ᛶヨ㦂㸸
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓᠱ⃮ᾮࢆ⤒⟶ᰤ㣴ࢳ࣮ࣗࣈࡢὀධ➃ࡼࡾ 2㹼3mL/⛊ࡢ㏿ᗘ࡛ὀධࡋࠊࢳ࣮ࣗࣈࡢ
㏻㐣ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࢳ࣮ࣗࣈࢧࢬࡣ 8Fr.ࠊ12Fr.ࠊ14Fr.ࠊ16Fr.ࠊ18Fr.㏻㐣ࡍࡿࡲ࡛ኚ᭦ࡍࡿࠋ
3.

ุᐃᇶ‽
ۑ㸸ᔂቯ
㸸ᢞᅔ㞴࡞ᔂቯ≧ἣ

4.

ヨ㦂⤖ᯝ
ᔂቯᠱ⃮ヨ㦂                ㏻㐣ᛶヨ㦂
Ỉ㸦⣙ 55Υ㸧
5ศ

10 ศ

㽢㻌

䈜㻝

டńỈ㸦⣙ 55Υ㸧
5ศ

᭱ᑠ㏻㐣

10 ศ

ࢧࢬ㻌

ഛ⪃

䈜㻝 Ỉ㻔⣙ 㻡㻡䉝㻕䚸㻝㻡 ศ䠖䚽㻌
㽢 㻌

㽢

ࠐ

ͤ2

㻤㻲㼞㻚㻌

䈜㻞㻌 ட䛜ᑠ䛥䛔䛸 㻝㻜 ศ䛷
ᔂቯᠱ⃮䛧䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛䚹㻌

8Fr.㸸8 ࣇࣞࣥࢳ㸦እᚄ⣙ 2.7mm㸧
5.

⤖ㄽ

㘄◚ቯჾ࡛㘄டࢆධࢀࡓሙྜࠊ10 ศ௨ෆᔂቯᠱ⃮ࡋࠊ8Fr.ࢳ࣮ࣗࣈࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
டࡀᑠࡉ࠸ࠊ10 ศ௨ෆᔂቯᠱ⃮ࡋ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

2．その他の関連資料
該当資料なし
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Memo

Memo

