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日本標準商品分類番号

８７２２３３

承 認 番 号 ２２５００AMX０１２５１０００

薬 価 収 載 ２０１３年１２月

販 売 開 始 １９９０年７月

効 能 追 加 １９９１年６月

貯　　法：室温保存
使用期限：外装に表示

【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

【組成・性状】

組　　　成

１錠中：
日局　L-カルボシステイン……２５０mg

〈添加物〉

結晶セルロース、ステアリン酸マグネ

シウム、デンプングリコール酸ナトリ

ウム、乳糖水和物、ヒプロメロース、

メチルセルロース

性　　　状 白色のフィルムコーティング錠

識別コード

（PTP）
ｔ ２２５　 250mg

外　　　形

（サイズ）

表（直径mm） 裏（重量mg）側面（厚さmm）

　９.５ 　３７０ 　４.９

【効能・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

【用法・用量】

カルボシステインとして、通常成人１回５００mg（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。

【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）

a  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］

s  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］

　　

２.副作用

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。

a  重大な副作用（頻度不明）

1） 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：
TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候

群）：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群

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）、　
Al-P、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：ショック、アナ
フィラキシー（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。

s  その他の副作用

頻　度　不　明

消化器 食欲不振、下痢、腹痛、悪心、嘔吐、腹部
膨満感、口渇等

過敏症注） 発疹、湿疹、紅斑、浮腫、発熱、呼吸困難
等

その他 そう痒感

注）投与を中止すること。

３.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。

４.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］

５.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）

　※



【薬物動態】

１.生物学的同等性試験１）

カルボシステイン錠２５０mg「テバ」と標準製剤を、ク

ロスオーバー法によりそれぞれ１錠（L-カルボシステ

インとして２５０mg）健康成人男子に絶食単回経口投与

して血清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。

０
０
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○：カルボシステイン錠２５０mg「テバ」
●：標準製剤（錠剤、２５０mg）

平均±標準偏差、n＝１０

薬物動態パラメータ （平均±標準偏差、n=10）
投与量
（mg）

AUC０-２４
（μg･hr/mL）

Cmax
（μg/mL）

Tmax
（hr）

T1/2
（hr）

カルボシステイン錠
２５０mg「テバ」

２５０ ７.３７±０.６０ １.７４±０.２９１.９±０.３１.９５±０.４０

標準製剤
（錠剤、２５０mg）

２５０ ７.０９±０.８６ １.６９±０.２２１.６±０.５１.９５±０.４０

血清中濃度並びに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。

２.溶出性２）

カルボシステイン錠２５０mg「テバ」の溶出性は、日本

薬局方に定められた規格に適合していることが確認

されている。

　※

【薬効薬理】３）

カルボシステインは、気道粘液構成成分の組成を正常

化することにより粘液粘度を低下させ去痰作用を示す

とともに、気道粘膜の病理的組織変化に対する修復作

用を示す。

１.粘液構成成分正常化作用

a  カルボシステイン（５００～２,０００mg/kg,p.o.）は、亜硫

酸ガス吸入法により惹起した慢性気管支炎ウサギ

の気道粘液粘度を低下させ、また、粘液分泌量に

は影響を及ぼすことなく粘液乾燥物質重量、たん

白質量及び糖質量を用量依存的かつ有意に減少さ

せ、気道粘液構成成分の正常化作用を示すことが

認められた。

s  カルボシステイン（１０－６～１０－４M）は、イヌ摘出気

管の酸性及び中性糖たん白含有腺房細胞数には影

響を及ぼすことなく硫酸化糖たん白高含有腺房細

胞数を有意に減少させ、粘性因子である酸性糖た

ん白含有腺房細胞の構成比を調整することにより

気道粘液の性状を改善するものと考えられた。（in 

vitro）

２.  気管支粘膜修復作用

カルボシステイン（２５０mg/kg×２/day,１５days,p.o.）は、

亜硫酸ガス吸入法により惹起した慢性気管支炎ラッ

トの気管萎縮変性（線毛の短小化・集簇・消失、円柱

上皮細胞の重層化及び粘液分泌細胞の減少）を明らか

に抑制し、粘膜修復作用を示すことが認められた。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：L- カルボシステイン（L-Carbocisteine）

分子式：C５H９NO４S

分子量：１７９.１９

化学名： （２R）-２-Amino-３-carboxymethylsulfanylpropanoic 

acid

融　点：約１８６℃（分解）

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。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。

構造式：

NH2H

CO2H
SHO2C



【取扱い上の注意】４）

安定性試験結果の概要

加速試験（４０℃、相対湿度７５%、６ヵ月）の結果、カル

ボシステイン錠２５０mg「テバ」は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。

【包　　　装】

カルボシステイン錠２５０mg「テバ」：１０００錠（１０錠×１００）、

５００錠（バラ）

【主要文献】

１） 武田テバファーマ㈱社内資料（生物学的同等性試験）

２） 武田テバファーマ㈱社内資料（溶出試験）

３） 武田テバファーマ㈱社内資料（薬効薬理試験）

４） 武田テバファーマ㈱社内資料（安定性試験）

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下

さい。

ニプロ株式会社　医薬品情報室

〒５３１‐８５１０　大阪市北区本庄西３丁目９番３号

TEL：０１２０－２２６－８９８

FAX：０６－６３７５－０１７７

※※

※※

PQU13603
PQU13703

03





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ec30b954c18cea005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


