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3.改訂添付文書使用時期 

クラバモックス®小児用配合ドライシロップ 2015年8月以降生産分より使用予定 

 

CMDSOS01-D1505N
作成年月 2015年5月  

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 

効能・効果、使用上の注意改訂の

お知らせ 

 2015 年 5 月 

 
（一般名：クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物） 

 
 

 

 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、 の【効能・効果】、【使用上の注意】 を改訂

致しましたのでお知らせ申し上げます。 

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後の

ご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。 
謹白 

 

 

1.主な改訂内容 

項  目 内  容 

効能・効果 
［一部改訂］ 「副鼻腔炎」の効能・効果が承認されました。 

用法・用量 
［一部改訂］ 記載整備しました。 

相互作用 
［一部改訂］ プロベネシドの記載を改めました。 

副作用 
［一部改訂］ 急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験の情報を記載しました。 

臨床検査結果に及ぼす影響

    ［一部改訂］ クリニテストの販売中止に伴い、記載を削除しました。 

 
 
■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれます。 

β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤

製造販売元（輸入）
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2.改訂内容と改訂理由 

(1)効能・効果 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【効能・効果】 
〈適応菌種〉 

本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリン G に対する

≦MIC 2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、

大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテ

ロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビア

を除く） 
〈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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻

腔炎 

【効能・効果】 
〈適応菌種〉 

本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリン G に対する

≦MIC 2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、

大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテ

ロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビア

を除く） 
〈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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎 

<改訂理由> 
効能追加に伴い、副鼻腔炎を追加しました。 

 

(2)副作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【使用上の注意】 
4．副作用 
急性化膿性中耳炎を対象とした国内臨床試験におい

て､総症例 107 例中、41 例(38.3％)に副作用(臨床検査

値異常を含む)が認められた。その主なものは下痢・

軟便 38 例(35.5％)、湿疹・発疹 3 例(2.8％)、嘔吐 3
例(2.8％)であった(承認時)。 
急性中耳炎を対象とした海外臨床試験において、722
例中 96 例(13.3％)に副作用が認められた。その主な

ものはおむつかぶれ等の接触性皮膚炎 25 例(3.5％)、
下痢 21 例(2.9％)、嘔吐 16 例(2.2％)、モニリア症 10
例(1.4％)､発疹 8 例(1.1％)であった。 
急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験にお

いて、総症例 27 例中、5 例（18.5%）に副作用が認

められた。その主なものは下痢 3 例（11.1%）であっ

た（承認時）。 
中耳炎患者を対象とした特定使用成績調査 455 例中

106 例(23.3％)に副作用が認められた。その主なもの

は下痢 103 例(22.6％)であった(再審査終了時)。 
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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎のいずれかに罹患

している患者を対象とした特定使用成績調査 337 例

中、43 例(12.8％)に副作用が認められた。その主なも

のは下痢 40 例(11.9％)であった(再審査終了時)。 
(1) 重大な副作用 

現行通り 
(2) その他の副作用 

現行通り 

【使用上の注意】 

4．副作用 

急性化膿性中耳炎を対象とした国内臨床試験におい

て､総症例 107 例中、41 例(38.3％)に副作用(臨床検査

値異常を含む)が認められた。その主なものは下痢・

軟便 38 例(35.5％)、湿疹・発疹 3 例(2.8％)、嘔吐 3
例(2.8％)であった(承認時)。 
急性中耳炎を対象とした海外臨床試験において、722
例中 96 例(13.3％)に副作用が認められた。その主な

ものはおむつかぶれ等の接触性皮膚炎 25 例(3.5％)、
下痢 21 例(2.9％)、嘔吐 16 例(2.2％)、モニリア症 10
例(1.4％)､発疹 8 例(1.1％)であった。 
中耳炎患者を対象とした特定使用成績調査 455 例中

106 例(23.3％)に副作用が認められた。その主なもの

は下痢 103 例(22.6％)であった(再審査終了時)。 
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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎のいずれかに罹患

している患者を対象とした特定使用成績調査 337 例

中、43 例(12.8％)に副作用が認められた。その主なも

のは下痢 40 例(11.9％)であった(再審査終了時)。 
(1) 重大な副作用 

省略 
(2) その他の副作用 

省略 
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<改訂理由> 
効能追加に伴い、急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験の情報を記載しました。 

 

(3)用法・用量 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【用法・用量】 
通常、小児には、クラバモックスとして１日量

96.4mg(力価 )/kg(クラブラン酸カリウムとして

6.4mg(力価 )/kg、アモキシシリン水和物として

90mg(力価)/kg)を 2 回に分けて 12 時間ごとに食直

前に経口投与する。 

【用法・用量】 
通常小児は、クラバモックスとして１日量

96.4mg(力価 )/kg(クラブラン酸カリウムとして

6.4mg(力価 )/kg、アモキシシリン水和物として

90mg(力価)/kg)を 2 回に分けて 12 時間ごとに食直

前に経口投与する。 

<改訂理由> 
記載整備いたしました。 

 

(4)相互作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

【使用上の注意】 

3.相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序･危険因子

プロベネ

シド 

アモキシシリンの排

泄が抑制され、アモ

キシシリンの平均血

清中濃度曲線下面積

（AUC）が 89%増加

するとの報告があ

る。クラブラン酸の

AUC は影響を受け

ない 1)。 

プロベネシド

は尿細管分泌

を阻害するた

め、アモキシシ

リンの腎排泄

が抑制され、ア

モキシシリン

の AUC が増加

するとの報告

がある 1)。 
 

【使用上の注意】 

3.相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序･危険因子

プロベネ

シド 

アモキシシリンの血

中濃度は維持できる

が、クラブラン酸の

血中濃度は維持でき

ない。 

プロベネシド

は、尿細管での

アモキシシリ

ンの分泌を減

少させる。 

 

 

 

 

 

 

<改訂理由> 
プロベネシドの記載を改め、引用文献を追記しました。詳細は改訂添付文書をご覧ください。 

 

(5)臨床検査結果に及ぼす影響 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

7．臨床検査結果に及ぼす影響 

酵素反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試

薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるの

で注意すること。 

7．臨床検査結果に及ぼす影響 

酵素反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試

薬、クリニテストによる尿糖検査では偽陽性を呈す

ることがあるので注意すること。 

<改訂理由> 
尿糖検査用試薬であるクリニテスト（製造販売元：バイエル薬品株式会社）の記載をしておりました

が、既にクリニテストの販売は中止されており、その最終出荷品の使用期限が過ぎていることから記

載を削除しました。 

 

(6)「効能・効果」、｢使用上の注意｣以外の添付文書改訂箇所 
本邦にて実施しました急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験成績を【臨床成績】の項に追加

しました。また、それ以外に【有効成分に関する理化学的知見】、【主要文献】の項を記載整備してお

りますので、詳細は改訂添付文書をご覧ください。 
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2.改訂内容と改訂理由 

(1)効能・効果 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【効能・効果】 
〈適応菌種〉 

本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリン G に対する

≦MIC 2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、

大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテ

ロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビア

を除く） 
〈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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻

腔炎 

【効能・効果】 
〈適応菌種〉 

本剤に感性の肺炎球菌（ペニシリン G に対する

≦MIC 2μg/mL）、モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス、インフルエンザ菌、ブドウ球菌属、

大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、バクテ

ロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビア

を除く） 
〈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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎 

<改訂理由> 
効能追加に伴い、副鼻腔炎を追加しました。 

 

(2)副作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【使用上の注意】 
4．副作用 
急性化膿性中耳炎を対象とした国内臨床試験におい

て､総症例 107 例中、41 例(38.3％)に副作用(臨床検査

値異常を含む)が認められた。その主なものは下痢・

軟便 38 例(35.5％)、湿疹・発疹 3 例(2.8％)、嘔吐 3
例(2.8％)であった(承認時)。 
急性中耳炎を対象とした海外臨床試験において、722
例中 96 例(13.3％)に副作用が認められた。その主な

ものはおむつかぶれ等の接触性皮膚炎 25 例(3.5％)、
下痢 21 例(2.9％)、嘔吐 16 例(2.2％)、モニリア症 10
例(1.4％)､発疹 8 例(1.1％)であった。 
急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験にお

いて、総症例 27 例中、5 例（18.5%）に副作用が認

められた。その主なものは下痢 3 例（11.1%）であっ

た（承認時）。 
中耳炎患者を対象とした特定使用成績調査 455 例中

106 例(23.3％)に副作用が認められた。その主なもの

は下痢 103 例(22.6％)であった(再審査終了時)。 
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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎のいずれかに罹患

している患者を対象とした特定使用成績調査 337 例

中、43 例(12.8％)に副作用が認められた。その主なも

のは下痢 40 例(11.9％)であった(再審査終了時)。 
(1) 重大な副作用 

現行通り 
(2) その他の副作用 

現行通り 

【使用上の注意】 

4．副作用 

急性化膿性中耳炎を対象とした国内臨床試験におい

て､総症例 107 例中、41 例(38.3％)に副作用(臨床検査

値異常を含む)が認められた。その主なものは下痢・

軟便 38 例(35.5％)、湿疹・発疹 3 例(2.8％)、嘔吐 3
例(2.8％)であった(承認時)。 
急性中耳炎を対象とした海外臨床試験において、722
例中 96 例(13.3％)に副作用が認められた。その主な

ものはおむつかぶれ等の接触性皮膚炎 25 例(3.5％)、
下痢 21 例(2.9％)、嘔吐 16 例(2.2％)、モニリア症 10
例(1.4％)､発疹 8 例(1.1％)であった。 
中耳炎患者を対象とした特定使用成績調査 455 例中

106 例(23.3％)に副作用が認められた。その主なもの

は下痢 103 例(22.6％)であった(再審査終了時)。 
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、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、

急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎のいずれかに罹患

している患者を対象とした特定使用成績調査 337 例

中、43 例(12.8％)に副作用が認められた。その主なも

のは下痢 40 例(11.9％)であった(再審査終了時)。 
(1) 重大な副作用 

省略 
(2) その他の副作用 

省略 
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<改訂理由> 
効能追加に伴い、急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験の情報を記載しました。 

 

(3)用法・用量 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前 

【用法・用量】 
通常、小児には、クラバモックスとして１日量

96.4mg(力価 )/kg(クラブラン酸カリウムとして

6.4mg(力価 )/kg、アモキシシリン水和物として

90mg(力価)/kg)を 2 回に分けて 12 時間ごとに食直

前に経口投与する。 

【用法・用量】 
通常小児は、クラバモックスとして１日量

96.4mg(力価 )/kg(クラブラン酸カリウムとして

6.4mg(力価 )/kg、アモキシシリン水和物として

90mg(力価)/kg)を 2 回に分けて 12 時間ごとに食直

前に経口投与する。 

<改訂理由> 
記載整備いたしました。 

 

(4)相互作用 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

【使用上の注意】 

3.相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序･危険因子

プロベネ

シド 

アモキシシリンの排

泄が抑制され、アモ

キシシリンの平均血

清中濃度曲線下面積

（AUC）が 89%増加

するとの報告があ

る。クラブラン酸の

AUC は影響を受け

ない 1)。 

プロベネシド

は尿細管分泌

を阻害するた

め、アモキシシ

リンの腎排泄

が抑制され、ア

モキシシリン

の AUC が増加

するとの報告

がある 1)。 
 

【使用上の注意】 

3.相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序･危険因子

プロベネ

シド 

アモキシシリンの血

中濃度は維持できる

が、クラブラン酸の

血中濃度は維持でき

ない。 

プロベネシド

は、尿細管での

アモキシシリ

ンの分泌を減

少させる。 

 

 

 

 

 

 

<改訂理由> 
プロベネシドの記載を改め、引用文献を追記しました。詳細は改訂添付文書をご覧ください。 

 

(5)臨床検査結果に及ぼす影響 

改訂後（下線部：改訂箇所） 改訂前（取消線部：削除箇所） 

7．臨床検査結果に及ぼす影響 

酵素反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試

薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるの

で注意すること。 

7．臨床検査結果に及ぼす影響 

酵素反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試

薬、クリニテストによる尿糖検査では偽陽性を呈す

ることがあるので注意すること。 

<改訂理由> 
尿糖検査用試薬であるクリニテスト（製造販売元：バイエル薬品株式会社）の記載をしておりました

が、既にクリニテストの販売は中止されており、その最終出荷品の使用期限が過ぎていることから記

載を削除しました。 

 

(6)「効能・効果」、｢使用上の注意｣以外の添付文書改訂箇所 
本邦にて実施しました急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験成績を【臨床成績】の項に追加

しました。また、それ以外に【有効成分に関する理化学的知見】、【主要文献】の項を記載整備してお

りますので、詳細は改訂添付文書をご覧ください。 
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3.改訂添付文書使用時期 

クラバモックス®小児用配合ドライシロップ 2015年8月以降生産分より使用予定 

 

CMDSOS01-D1505N
作成年月 2015年5月  

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 

効能・効果、使用上の注意改訂の

お知らせ 

 2015 年 5 月 

 
（一般名：クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物） 

 
 

 

 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、 の【効能・効果】、【使用上の注意】 を改訂

致しましたのでお知らせ申し上げます。 

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後の

ご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。 
謹白 

 

 

1.主な改訂内容 

項  目 内  容 

効能・効果 
［一部改訂］ 「副鼻腔炎」の効能・効果が承認されました。 

用法・用量 
［一部改訂］ 記載整備しました。 

相互作用 
［一部改訂］ プロベネシドの記載を改めました。 

副作用 
［一部改訂］ 急性鼻副鼻腔炎患者を対象とした国内臨床試験の情報を記載しました。 

臨床検査結果に及ぼす影響

    ［一部改訂］ クリニテストの販売中止に伴い、記載を削除しました。 

 
 
■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれます。 

β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤

製造販売元（輸入）


