
平成 30 年 1１月５日

岐大前店

エリスロシン錠とエリスロマイシン錠の違いについて

臨時処方（処方元：平野総合病院）

Rｐ１）エリスロマイシン錠 200 ㎎「サワイ」          １錠

１日２回 朝・夕食後                 ３日分

Rｐ２）【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100 ㎎      ２錠

   １日２回 朝・夕食後                ３日分

エリスロマイシン錠 200 ㎎「サワイ」は在庫がなく、エリスロシン錠 200 ㎎なら近隣店舗から調達できそうだったので病院に疑

義照会。

「“エリスロマイシン錠 200 ㎎「サワイ」”の在庫がないので“エリスロシン錠 200 ㎎”で調剤させていただきたいのですが」

「“エリスロマイシン錠 200 ㎎「サワイ」”と“エリスロシン錠 200 ㎎”では適応が異なるので一度確認します・・・・今回は変

更しても大丈夫そうですね。エリスロシン錠 200 ㎎で調剤して下さい」

・・・・えっ、適応が違うの？

〈一般名の違い・エリスロマイシンステアリン酸塩とは？〉

マイラン EPD から販売されているエリスロシン錠の一般名は「エリスロマイシンステアリン酸塩」です。

エリスロシン錠は先発医薬品にも後発医薬品にも該当しません。

一方でエリスロマイシン錠「サワイ」の一般名は「エリスロマイシン」となっています。

このように一般名に違いがあることからエリスロシン錠からエリスロマイシン錠「サワイ」への代替調剤は不可となります。

ちなみにエリスロマイシン錠「サワイ」は後発医薬品に分類され先発医薬品にあたるアイロタイシン錠は販売中止となっています。

一般名のエリスロマイシンに該当する医薬品はエリスロマイシン錠「サワイ」のみとなります。

〈エリスロマイシンは胃酸に不安定〉

エリスロマイシンは胃酸に不安定です。

そのため胃酸によって分解されずに腸で吸収されるようにプロドラック化したのがエリスロシン錠（一般名：エリスロマイシンス

テアリン酸塩）、一方で腸溶錠としてフィルムコーティングしたものがエリスロマイシン錠「サワイ」（一般名：エリスロマイシン）

です。

このように薬効を示す成分（エリスロマイシン）は同じであっても、製剤の違いから一般名が異なってくるのです。

〈一般名「エリスロマイシン」処方時の対応〉

Rp1 【般】エリスロマイシン錠 200mg  3 錠

1 日 3 回毎食後 7 日分

この処方の場合は何を調剤しなければいけないでしょうか。

【般】エリスロマイシンに該当する先発医薬品は販売中止となっており、後発医薬品に該当するのはエリスロマイシン錠「サワイ」

のみとなります。

したがって上記のように処方された場合に、たとえ先発医薬品希望であっても調剤できる医薬品はエリスロマイシン錠「サワイ」

のみとなります。

〈効能・効果にも違いがある〉

エリスロシン錠に比べて、エリスロマイシン錠「サワイ」の方が適応菌種・適応症ともに範囲が広くなっています。

そのため、疑義照会をかけてエリスロマイシン錠「サワイ」からエリスロシン錠に切り替える際には、効能・効果に違いがあるこ

とを頭に入れておくといいと思います。
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貯法：室温保存
使用期限：ケースに記載

■禁忌（次の患者には投与しないこと）
（1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
（2）エルゴタミン含有製剤，ピモジド，アスナプレビルを投与中の

患者〔｢相互作用｣の項参照〕

■組成・性状＊

販売名 エリスロシン錠100mg エリスロシン錠200mg

成分・含量

1錠中エリスロマイシン
ステアリン酸塩をエリス
ロマイシンとして100mg 
（力価）

1錠中エリスロマイシン
ステアリン酸塩をエリス
ロマイシンとして200mg 
（力価）

添加物

クエン酸ナトリウム水和物，トウモロコシデンプン，
ポビドン，カルメロースナトリウム，セラセフェート，
プロピレングリコール，マクロゴール6000，ソルビタン
脂肪酸エステル，ヒマシ油

剤形 類白色のフィルム錠

外形

大きさ

 直径
（mm）

厚さ
（mm）

重さ
（g）

 直径
（mm）

厚さ
（mm）

重さ
（g）

9.7 4.6 0.33 11.9 5.9 0.65

識別コード M13 M14

■効能・効果
＜適応菌種＞
エリスロマイシンに感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺 
炎球菌，淋菌，髄膜炎菌，ジフテリア菌，軟性下疳菌，百日 
咳菌，破傷風菌，梅毒トレポネーマ，トラコーマクラミジア
（クラミジア・トラコマティス），マイコプラズマ属
＜適応症＞
表在性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節 
炎，乳腺炎，骨髄炎，扁桃炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，腎盂腎 
炎，尿道炎，淋菌感染症，軟性下疳，梅毒，子宮内感染，中 
耳炎，歯冠周囲炎，猩紅熱，ジフテリア，百日咳，破傷風

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞＊＊

扁桃炎への使用にあたっては，「抗微生物薬適正使用の手引き」1)

を参照し，抗菌薬投与の必要性を判断した上で, 本剤の投与が適
切と判断される場合に投与すること．

■用法・用量
通常，成人にはエリスロマイシンとして 1日800 ～ 1,200mg（力
価）を4～6回に分割経口投与する．

小児には1日体重1kgあたり25～50mg（力価）を4～6回に分割
経口投与する．
なお，年齢，症状により適宜増減する．ただし，小児用量は成 
人量を上限とする．

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
本剤の使用にあたっては，耐性菌の発現等を防ぐため，原則とし
て感受性を確認し，疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にと
どめること．

■使用上の注意
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
(1)肝機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある．〕 
(2)心疾患のある患者〔QT延長，心室頻拍（Torsades de pointesを
含む）を起こすことがある．「副作用」の項参照〕

2. 相互作用
本剤は薬物代謝酵素CYP3Aで代謝される．また，CYP3Aと結
合し，複合体を形成する．これにより，CYP3Aを阻害すること 
から，CYP3Aで代謝される薬剤と併用したとき，併用薬剤の代 
謝を阻害し血中濃度を上昇させる可能性がある．また，本剤は 
P-糖蛋白阻害作用を有することから，P-糖蛋白質を介して排出さ
れる薬剤と併用したとき，併用薬剤の排出が阻害され血中濃度
が上昇する可能性がある．
(1)併用禁忌（併用しないこと） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エルゴタミン（エル
ゴタミン酒石酸塩，
ジヒドロエルゴタ
ミンメシル酸塩）含
有製剤
［クリアミン
　ジヒデルゴット等］ 

これらの薬剤の血中濃 
度が上昇し，四肢の虚 
血，血管攣縮等が報告 
されている．

本剤はCYP3A
と結合し，複合 
体を形成するた 
め，これらの薬 
剤の代謝を抑制 
することがある．

ピモジド
［オーラップ］

類薬クラリスロマイシ 
ンとの併用により，ピ 
モジドの血中濃度が上 
昇し，ＱＴ延長，心室 
性不整脈（Torsades de 
pointesを含む）等が報 
告されている．

アスナプレビル
［スンベプラ］

アスナプレビルの血中 
濃度が上昇し，肝臓に 
関連した副作用が発現，
重症化するおそれがあ 
る．

マクロライド系抗生物質製剤

＜エリスロマイシンステアリン酸塩錠＞

処方箋医薬品注）

処方箋医薬品注）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

700600/R11

○Ｒ登録商標

日本標準商品分類番号
876141

承認番号
　100mg：21500AMZ00087000
　200mg：21500AMZ00088000
薬価収載
　100mg：2003年 7 月
　200mg：2003年 7 月
販売開始
　100mg：1955年 9 月
　200mg：1960年 3 月
再評価結果
　2004年 9 月

RNUser
ハイライト

RNUser
ハイライト
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【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
1）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2）エルゴタミン含有製剤、ピモジド、アスナプレビルを投与
中の患者（「相互作用」の項参照）

【組成・性状】
・組成
エリスロマイシン錠200㎎「サワイ」は、1錠中に日局エリスロマイシ
ン200㎎（力価）を含有する。
添加物として、カルナウバロウ、カルメロースCa、グリセリン脂肪
酸エステル、ケイ酸Al、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、サラシ
ミツロウ、酸化チタン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸
Mg、ヒドロキシプロピルスターチ、ヒドロキシプロピルセルロー
ス、ヒプロメロースフタル酸エステル、メタケイ酸アルミン酸Mg、
流動パラフィン、黄色5号アルミニウムレーキを含有する。

・製剤の性状

剤　形 外　　形
直径（㎜）･重量（㎎）･厚さ（㎜） 性　状 識別コード

腸溶性フィルム
コーティング錠

エリ

スロマイシン

200 橙　色 SW－325
（PTPに表示）

10.2 約324 5.1

【効能・効果】
〈適応菌種〉
本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、髄
膜炎菌、ジフテリア菌、赤痢菌、軟性下疳菌、百日咳菌、破傷風
菌、ガス壊疽菌群、梅毒トレポネーマ、トラコーマクラミジア
（クラミジア・トラコマティス）、マイコプラズマ属、赤痢アメー
バ
〈適応症〉
表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、
慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄
炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管支炎、
肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂
腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、梅毒、性病性（鼠径）リン
パ肉芽腫、感染性腸炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦
粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯冠周囲炎、猩紅熱、ジフテ
リア、百日咳、破傷風、ガス壊疽、アメーバ赤痢

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管支炎、
感染性腸炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬
適正使用の手引き」1）を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断
した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与するこ
と。

【用法・用量】
通常、成人にはエリスロマイシンとして1日800～1,200㎎（力価）
を4～6回に分割経口投与する。
小児には1日体重1㎏あたり25～50㎎（力価）を4～6回に分割経口投

与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、小児用量は成人
量を上限とする。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則
として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の
投与にとどめること。

【使用上の注意】
１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
1）肝機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕
2）心疾患のある患者〔QT延長、心室頻拍（Torsades de pointes
を含む）を起こすことがある。（「副作用」の項参照）〕

２．相互作用
本剤は薬物代謝酵素CYP3Aで代謝される。また、CYP3Aと結
合し、複合体を形成する。これにより、CYP3Aを阻害するこ
とから、CYP3Aで代謝される薬剤と併用したとき、併用薬剤
の代謝を阻害し血中濃度を上昇させる可能性がある。また、本
剤はP-糖蛋白阻害作用を有することから、P-糖蛋白質を介し
て排出される薬剤と併用したとき、併用薬剤の排出が阻害され
血中濃度が上昇する可能性がある。
1）併用禁忌（併用しないこと）
薬 剤 名 等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

エルゴタミン（エ
ルゴタミン酒石酸
塩、ジヒドロエル
ゴタミンメシル酸
塩）含有製剤
（クリアミン、
ジヒデルゴット等）

これらの薬剤の血中濃
度が上昇し、四肢の虚
血、血管攣縮等が報告
されている。

本剤はCYP3Aと結合
し、複合体を形成する
ため、これらの薬剤の
代謝を抑制することが
ある。

ピモジド
（オーラップ）

類薬クラリスロマイシ
ンとの併用により、ピ
モジドの血中濃度が上
昇し、QT延長、心室
性不整脈（Torsades de 
pointesを含む）等が報
告されている。

アスナプレビル
（スンベプラ）

アスナプレビルの血中
濃度が上昇し、肝臓に
関連した副作用が発
現、重症化するおそれ
がある。
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マクロライド系抗生物質製剤
処方箋医薬品※

＊＊
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日本標準商品分類番号

8 7 6 1 4 1

※注意－医師等の処方箋により使用すること

貯　　法：室温保存
使用期限：外箱に表示
注　　意：腸溶錠なので、かまずに使用すること

日本薬局方　エリスロマイシン腸溶錠
承 認 番 号 21800AMX10439000

薬 価 収 載 2006年12月

販 売 開 始 1981年9月

再評価結果 2004年9月
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