
 

 
 

2022 年 9 月改訂（第 9 版） 日本標準商品分類番号 

 876112 
 

医薬品インタビューフォーム 
日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2018（2019 年更新版）に準拠して作成 

 

抗生物質製剤 

日本薬局方 リンコマイシン塩酸塩注射液 

 

 

剤 形 注射剤 

製 剤 の 規 制 区 分 処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること） 

規 格 ・ 含 量 

300mg： 1mL中、日局 リンコマイシン塩酸塩水和物300mg（力価）含有 

600mg： 2mL中、日局 リンコマイシン塩酸塩水和物600mg（力価）含有 

1g： 3.33mL中、日局 リンコマイシン塩酸塩水和物1g（力価）含有 

1.5g： 5mL中、日局 リンコマイシン塩酸塩水和物1.5g（力価）含有 

一 般 名 
和名：リンコマイシン塩酸塩水和物（JAN） 

洋名：Lincomycin Hydrochloride Hydrate（JAN） 

製 造 販 売 承 認 年 月 日 

薬価基準収載・販売開始年月日 

製造販売承認年月日：   ：2007年 8月31日（販売名変更による） 

薬価基準収載年月日：   ：2007年12月21日（販売名変更による） 

販 売 開 始 年 月 日：300mg ：1965年 7月 

600mg ：1965年 6月 

1 g ：1980年 12月 

1.5 g ：1974年 12月 

製 造 販 売 （ 輸 入 ）・ 
提 携 ・ 販 売 会 社 名 

製造販売：ファイザー株式会社 

医薬情報担当者の連絡先  

問 い 合 わ せ 窓 口 

ファイザー株式会社 製品情報センター 

学術情報ダイヤル 0120-664-467  FAX 03-3379-3053 

医療用製品情報 

https://www.pfizermedicalinformation.jp 

本 IFは 2022年 7月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。 

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。



 

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ―日本病院薬剤師会― 

（2020 年 4月改訂） 

 

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）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り、製薬企業の医

薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際

に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、

IF と略す）が誕生した。 

1988 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第 2小委員会が IF の位置付け、IF 記載様式、

IF 記載要領を策定し、その後 1998 年に日病薬学術第 3小委員会が、2008 年、2013 年に日病薬医

薬情報委員会が IF 記載要領の改訂を行ってきた。 

IF 記載要領 2008 以降、IF は PDF 等の電子的データとして提供することが原則となった。これ

により、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加した IF が速やかに提供

されることとなった。最新版の IF は、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情

報検索のページ（https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/）にて公開されている。日

病薬では、2009 年より新医薬品の IF の情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討

会」を設置し、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・検討している。 

2019 年の添付文書記載要領の変更に合わせ、「IF 記載要領 2018」が公表され、今般「医療用医

薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定

した。 

 

2. IF とは 

IF は「添付文書等の情報を補完し、医師・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造販売又は販売に携わる企業

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。 

IF に記載する項目配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範

囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・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、

利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、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 の提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。 

 

3. IF の利用にあたって 

電子媒体の IF は、PMDA の医療用医薬品情報検索のページ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 IF を作成・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利用者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、製

薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等に

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 の医薬

品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。 

 



なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「Ⅴ．5．臨床成績」や「XII．参考資

料」、「XIII．備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り

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いただきたい。IF

は日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬

品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の広告規則や販売情報提供活動ガイドライン、製薬

協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイド

ラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者から

の求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR 等へのインタビューや自らの文献調査

などにより、利用者自らが IF の内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければ

ならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場に

おける適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IF を利用して日常業務を更に価値あるも

のにしていただきたい。 
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I．概要に関する項目 

1．開発の経緯 

Lincomycin は 1955 年米国 Upjohn 社の D.J.Mason、A.Dietz & C.De Boer 等により、Nebraska 州、

Lincoln 近くの土壌から分離された放線菌の一種である Streptomyces lincolnensis var. 

linconensis の産生する抗生物質である。Lincomycin は現在使用されている各種抗生物質とはまっ

たく構造式の相違した独自の抗生物質である。 

（「Ⅸ-1．（2）安全性薬理試験」の項参照） 

なお、2007 年 8 月にリンコシン注射液は、リンコシン注射液 300mg、リンコシン注射液 600mg、リ

ンコシン注射液 1g、リンコシン注射液 1.5g に販売名を変更しました。 

 

2．製品の治療学的特性 

（1）本剤はブドウ球菌、レンサ球菌及び肺炎球菌等の好気性グラム陽性菌に抗菌作用を示す。 

（「Ⅳ-2．（1）作用部位・作用機序」の項参照） 

（2）ペプトコッカス属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属等の嫌気性菌に対し抗菌

作用を有する。1） 

（「Ⅳ-2．（1）作用部位・作用機序」の項参照） 

（3）喀痰、胸水、胆汁、上顎洞粘膜、子宮等各種の体液、組織に対して良好な移行が認められる。 2） ～ 5） 

（「Ⅶ-5．（5）その他の組織への移行性」の項参照） 

（4）重大な副作用として、ショック、偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎、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）、

剥脱性皮膚炎、心停止、無顆粒球症、再生不良性貧血、汎血球減少症、血小板減少性紫斑病が

報告されている。 

（「Ⅷ-8．（1）重大な副作用と初期症状」の項参照） 

 

3．製品の製剤学的特性 

該当しない 

 

4．適正使用に関して周知すべき特性 

適正使用に関する資材、最適使用推進ガイドライン等 有無 

RMP 無 

追加のリスク最小化活動として作成されている資材 無 

最適使用推進ガイドライン 無 

保険適用上の留意事項通知 無 
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5．承認条件及び流通・使用上の制限事項 

（1）承認条件 

該当しない 

 

（2）流通・使用上の制限事項 

該当しない 

 

6．RMP の概要 

該当しない 
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II．名称に関する項目 

1．販売名 

（1）和名 

リンコシン注射液 300mg 

リンコシン注射液 600mg 

リンコシン注射液 1g 

リンコシン注射液 1.5g 

 

（2）洋名 

Lincocin Injection 300mg 

Lincocin Injection 600mg 

Lincocin Injection 1g 

Lincocin Injection 1.5g 

 

（3）名称の由来 

産生土壌の Nebraska 州、Lincoln に由来した抗生物質である。 

 

2．一般名 

（1）和名（命名法） 

リンコマイシン塩酸塩水和物（JAN） 

 

（2）洋名（命名法） 

Lincomycin Hydrochloride Hydrate（JAN） 

 

（3）ステム（stem） 

-mycin：Streptomyces 属より産生される抗生物質 

 

3．構造式又は示性式 
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4．分子式及び分子量 

分子式：C18H34N2O6S・HCl・H2O 

分子量：461.01 

 

5．化学名（命名法）又は本質 

Methyl 6,8-dideoxy-6-[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido]-1-thio-D- 

erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride monohydrate（IUPAC） 

 

6．慣用名、別名、略号、記号番号 

略号：LCM 

治験番号：U-10149A 
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III．有効成分に関する項目 

1．物理化学的性質 

（1）外観・性状 

白色の結晶又は結晶性の粉末である。 

 

（2）溶解性 

水又はメタノールに溶けやすく、エタノール（95）にやや溶けにくく、アセトニトリルに極めて溶

けにくい。 

 

（3）吸湿性 

参考：本品は 70℃で乾燥した結晶状態では最低 6 ヵ月は安定である。温度 70℃で 0.1N 塩酸中に

おけるリンコマイシン塩酸塩水和物の半減期は約 40 時間である。 

 

（4）融点（分解点）、沸点、凝固点 

145～147℃（分解） 

 

（5）酸塩基解離定数 

pKa：7.6（Free base） 

 

（6）分配係数 

該当資料なし 

 

（7）その他の主な示性値 

比施光度〔α〕25 

D  ：＋137° 

施光度〔α〕20 

D  ：＋135～＋150°（0.5g、水、25mL、100mm） 

pH ：本品 0.10g を水 1mL に溶かした液の pH は 3.0～5.5 である 

水分 ：3.0～6.0％（0.5g、容量滴定法、直接滴定） 

浸透圧比 ：約 5（生理食塩液対比） 

 

2．有効成分の各種条件下における安定性 

リンコマイシン塩酸塩水和物は、著しく安定で、乾燥状態では 70℃に 6ヵ月保存して力価の低下な

く、300～1000μg/mL の水溶液は室温 2年間又は 37℃に 1 週間保存した場合でも、力価の低下はな

く、血清添加の影響も認めない。 
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3．有効成分の確認試験法、定量法 

確認試験法 

日局「リンコマイシン塩酸塩水和物」の確認試験による。 

（1）本品につき，赤外吸収スペクトル測定法のペースト法により試験を行い，本品のスペクトルと

本品の参照スペクトル又はリンコマイシン塩酸塩標準品のスペクトルを比較するとき，両者の

スペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

（2）本品の水溶液（1→100）は塩化物の定性反応を呈する。 

定量法 

日局「リンコマイシン塩酸塩水和物」の定量法による。 

本品及びリンコマイシン塩酸塩標準品約 10mg（力価）に対する量を精密に量り、それぞれを移動相

に溶かし、正確に 10mL とし、試料溶液及び標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 20μL ずつを正

確にとり、次の条件で液体クロマトグラフィーにより試験を行い、それぞれの液のリンコマイシン

のピーク面積 AT及び ASを測定する。 

リンコマイシン（C18H34N2O6S）の量［μg（力価）］ ＝ WS× 
AT 

× 1000 
As 

WS：リンコマイシン塩酸塩標準品の秤取量［mg（力価）］ 

 

試験条件 

検 出 器：紫外吸光光度計（測定波長：210nm） 

カ ラ ム：内径 4mm、長さ 25cm のステンレス管に 5μm の液体クロマトグラフィー用オクチルシ

リル化シリカゲルを充てんする。 

カラム温度：46℃付近の一定温度 

移 動 相：リン酸 13.5mL に水 1000mL を加え、アンモニア試液を加えて pH を 6.0 に調節する。

この液 780mL にアセトニトリル 150mL 及びメタノール 150mL を加える。 

流 量：リンコマイシンの保持時間が 9分になるように調整する。 

 

システム適合性 

システムの性能：標準溶液 20μL につき、上記の条件で操作するとき、リンコマイシンのピーク

の理論段数及びシンメトリー係数は、それぞれ 4000 段以上、1.3 以下である。 

システムの再現性：標準溶液 20μL につき、上記の条件で試験を 6回繰り返すとき、リンコマイシ

ンのピーク面積の相対標準偏差は 2.0％以下である。 

 

 



 

IV．製剤に関する項目 

 

7 

IV．製剤に関する項目 

1．剤形 

（1）剤形の区別 

水性注射液 

 

（2）製剤の外観及び性状 

性状：無色澄明の水性注射液である。 

 

（3）識別コード 

該当しない 

 

（4）製剤の物性 

  pH  ：3.5～5.5 

浸透圧比：約 5（生理食塩液対比） 

 

（5）その他 

該当しない 
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2．製剤の組成 

（1）有効成分（活性成分）の含量及び添加剤 

販売名 
リンコシン注射液

300mg 

リンコシン注射液

600mg 

リンコシン注射液

1g 

リンコシン注射液

1.5g 

容量 1mL 2mL 3.33mL 5mL 

有効 

成分 

1 バイアル中 

日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 

300mg（力価） 600mg（力価） 1g（力価） 1.5g（力価） 

添加剤 
ベンジルアルコール 

9.45mg 

ベンジルアルコール 

18.9mg 

ベンジルアルコール 

31.5mg 

ベンジルアルコール 

47.25mg 

 

（2）電解質等の濃度 

該当資料なし 

 

（3）熱量 

該当しない 

 

3．添付溶解液の組成及び容量 

該当資料なし 

 

4．力価 

1 バイアル中： 

リンコシン注射液 300mg 日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 300mg （力価）／mL 

リンコシン注射液 600mg 日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 600mg （力価）／2mL 

リンコシン注射液 1g 日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 1 g （力価）／3.33mL 

リンコシン注射液 1.5g 日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 1.5g （力価）／5mL 

 

5．混入する可能性のある夾雑物 

特別になし 

 

6．製剤の各種条件下における安定性 

リンコシン注射液は室温で 60 ヵ月保存の結果、いずれの検体とも日抗基リンコマイシン塩酸塩水

和物注射液の規格の範囲にあり、非常に安定な製剤であるといえる。 

 

7．調製法及び溶解後の安定性 

該当資料なし 
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8．他剤との配合変化（物理化学的変化）6）、7） 
 

pH 変動スケール 規格 pH 

 

3.5～5.5 

0.1N 塩酸又は 0.1N 水酸化ナトリウム試液を 10mL 加えたときの最終 pH は、それぞれ 1.68、8.17 であった 

（外観変化なし）。 
 

リンコシン注射液の配合変化表 

配 合 薬 品 名 
pH 変化 力価（mcg/mL）hr 

直 後 1（hr） 0（hr） 30（分） 2（hr） 

フ ラ ビ タ ン 5.0 5.0 10.2 10.0 10.2 

ビ タ シ ミ ン 5.7 5.9  9.2  9.9 10.1 

ピ ド キ サ ー ル 5.5 5.5 10.2  9.7  9.9 

タ チ オ ン 5.3 5.2 10.9  9.9  9.3 

ソル・コーテフ 6.1 6.2  9.4  8.9  9.1 

プ レ ド ニ ン 5.7 5.7  9.6 10.2 10.4 

ソル・メドロール 6.2 6.2  9.0  9.1 10.1 

ペ ル サ ン チ ン 2.6 2.7 10.7 10.1 10.1 

残存力価：mcg/mL、濃度：0.001w/v％、温度：26℃～27℃ 
 

各種輸液中におけるリンコマイシンの安定性 

輸  液 
pH 変化 残存率（％） 

0（hr） 1（hr） 6（hr）  3（hr） 6（hr） 24（hr） 

5％ ブ ド ウ 糖500mL 4.7 4.9 5.0 100.0 101.0  96.2 

ハルトマン液500mL 6.0 6.0 6.0 100.0 100.0  91.7 

デキストロン液500mL 5.3 5.3 5.3 102.0 100.0  96.2 

生 理 食 塩 液500mL 5.2 5.3 5.2 100.0 101.5 103.0 

配合方法：輸液 500mL＋リンコマイシン 3g/10mL 
 

 

各種抗生物質とリンコマイシンとの配合変化 

配 合 薬 品 名 
pH 変化 24 時間後の 

残存率（hr） 0（hr） 1（hr） 6（hr） 

セファメジンα 4.8 4.8 4.9 107.9 

ビ ク シ リ ン 7.0 7.0 7.0 112.2 

ゲ ン タ シ ン 4.6 4.7 4.7 108.0 

リンコマイシンの残存率は TLC で分離した後測定。 
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9．溶出性 

該当しない 

 

10．容器・包装 

（1）注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報 

該当資料なし 

 

（2）包装 

リンコシン注射液 300mg：1mL×5 バイアル 

リンコシン注射液 600mg：2mL×5 バイアル 

リンコシン注射液 1g：3.33mL×5バイアル 

リンコシン注射液 1.5g：5mL×10 バイアル 

 

（3）予備容量 

該当資料なし 

 

（4）容器の材質 

該当資料なし 

 

11．別途提供される資材類 

該当資料なし 

 

12．その他 

該当資料なし 
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V．治療に関する項目 

1．効能又は効果 

4. 効能又は効果 

〈適応菌種〉 

リンコマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、ペプトストレプトコッカス

属、バクテロイデス属 

〈適応症〉 

敗血症、感染性心内膜炎、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、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病

変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合

織炎、化膿性髄膜炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱 

 

2．効能又は効果に関連する注意 

5. 効能又は効果に関連する注意 

〈咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、中耳炎、副鼻腔炎〉 

5.1 「抗微生物薬適正使用の手引き」8）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。 

〈効能共通〉 

5.2 本剤の投与により偽膜性大腸炎があらわれることがあるため、次の場合には本剤を投与しな

いことが望ましい。［8.2、11.1.2 参照］ 

・軽微な感染症 

・他に有効な使用薬剤がある場合 

＜解説＞ 

国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画（平成 28年 2 月 9日、国際的に脅威となる

感染症対策関係閣僚会議）により策定された薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン（2016-2020）

に基づき、抗微生物薬の適正使用の推進を目的とした「抗微生物薬適正使用の手引き第一版」が厚

生労働省健康局結核感染症課より平成 29 年 6 月 1日に公表された。また、令和元年 12 月 5日に「抗

微生物薬適正使用の手引き第二版」8）が公表され、小児の中耳炎治療に関する内容が追加されたこ

とから、使用上の注意改訂に関する厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知が発出され

た。これを受け、両手引きに基づき、抗微生物薬の適正使用がなされるよう注意喚起するため、「効

能又は効果に関連する注意」として設定した。 
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3．用法及び用量 

（1）用法及び用量の解説 

6. 用法及び用量 

〈静脈内注射〉 

リンコマイシン塩酸塩水和物として、通常成人は、1回 600mg（力価）を 1日 2～3回点滴静注

する。 

なお、年齢、症状により適宜増減する。 

〈筋肉内注射〉 

リンコマイシン塩酸塩水和物として、通常成人は、1 回 300mg（力価）を 1 日 2～3 回、又は 1

回 600mg（力価）を 1日 2回筋肉内注射する。 

小児には、1回体重 1kg あたり 10～15mg（力価）を 1日 2～3回筋肉内注射する。 

なお、年齢、症状により適宜増減する。 

 

（2）用法及び用量の設定経緯・根拠 

該当資料なし 

 

4．用法及び用量に関連する注意 

設定されていない 

 

5．臨床成績 

（1）臨床データパッケージ 

該当しない 

 

（2）臨床薬理試験 

該当資料なし 

 

（3）用量反応探索試験 

該当資料なし 
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（4）検証的試験 

1）有効性検証試験 

該当資料なし 

 

2）安全性試験 

該当資料なし 

 

（5）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（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データ

ベース調査、製造販売後臨床試験の内容 

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調査・試験の概要 

該当資料なし 

 

（7）その他 

 

本項に示す成績は承認時の適応症・適応菌種に関するものであり、平成 16 年度の抗菌剤再評価

結果を踏まえたものではありません。 

 

 

リンコマイシンは主としてグラム陽性球菌感染症を中心として、国内、国外ともに、広く使用され

ている。経口投与では国内、国外あわせて約 3500 例で有効率 82％、菌検出例は約 1350 例で 92％

の有効率を示した。筋注では約 460 例で有効率 89％、菌検出例は 250 例で 88％の有効率、静注で

は約 160 例で有効率 88％、菌検出例では 90％の有効率を示した。これを疾患別に検討すると次の

ようである。 

 

疾 患 名 
有 効 率 

（有効例／総症例） 

菌 検 出 

有効率（有効例／総症例） 

敗血症、感染性心内膜炎 82.1％（ 32／ 39） 87.1％（ 27／ 31） 

浅在性化膿性疾患群 

89.0％（597／671） 86.3％（182／211） 
 膿痂疹、よう、疔、蜂巣炎、 

瘭疸、皮膚感染症、扁桃炎、咽喉頭炎、

丹毒、麦粒腫、涙のう炎 

外科・整形外科領域感染症 
86.6％（129／149） 89.0％（ 73／ 82） 

 乳腺炎、リンパ管（節）炎、骨髄炎 

呼吸器感染症 

85.7％（360／410） 86.1％（198／230）  急慢性気管支炎、気管支炎及び 

肺炎、肺化膿症（肺膿瘍） 
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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 

◇リンコマイシン系抗生物質 

クリンダマイシン塩酸塩、クリンダマイシンリン酸エステル 

注意：関連のある化合物の効能又は効果等は、最新の添付文書を参照すること。 

 

2．薬理作用 

（1）作用部位・作用機序 

1）抗菌作用 1）、9） 

好気性グラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属（腸球菌を除く）、肺炎球菌、嫌気性グラム陽

性菌のペプトコッカス属、ペプトストレプトコッカス属及び嫌気性グラム陰性菌のバクテロイデ

ス属に強い抗菌作用を示す（in vitro）。 

2）作用機序 4） 

細菌のリボゾーム 50S Subunit に作用し、ペプチド転移酵素反応を阻止し蛋白合成を阻害する。 

 

（2）薬効を裏付ける試験成績 

抗生物質の細菌に対する静菌、殺菌作用はその抗生物質の濃度に関係するといわれている。リンコ

マイシンも静菌作用を示す濃度、殺菌作用を示す濃度があり、殺菌作用の強い抗生物質である。9）、 10） 

 

◆リンコマイシンは濃度の増加にしたがって強力な殺菌作用を示す。 
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◆リンコマイシンに対して、MIC 0.78μg/mL の黄色ブドウ球菌を使用し MIC の 4倍の濃度 3.12

μg/mL で作用されると 99％以上黄色ブドウ球菌が死滅することを示している。 

リンコシンの濃度を MBC、2MBC、4MBC、8MBC と増加させるとその殺菌力は強力に増加する。 

 
 

（3）作用発現時間・持続時間 

該当資料なし 
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VII．薬物動態に関する項目 

1．血中濃度の推移 

（1）治療上有効な血中濃度 

該当資料なし 

 

（2）臨床試験で確認された血中濃度 2） 

〈静脈内投与〉 

成人 12 名に本剤 600mg（力価）を 1 時間点滴静注した後の血中濃度は、点滴終了直後に最高

16.63μg/mL に達し、その後ゆるやかに減少した（図 1）。AUC は 38.64μg・h/mL であり、血中半

減期（T1/2 AUC）は 3.11 時間であった。 

〈筋肉内投与〉 

成人 4 名に本剤 600mg（力価）を筋注した後の血中濃度は、投与後 0.38 時間に最高 15.38μg/mL

に達し、その後ゆるやかに減少した（図 2）。AUC は 45.95μg・h/mL と点滴静注時の AUC よりや

や高値を示し、血中半減期（T1/2 AUC）は 2.42 時間であった。 

 

図 1 点滴静注 

 

図 2 筋 注 

 
 

（3）中毒域 

該当資料なし 

 

（4）食事・併用薬の影響 

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）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）その他 

該当資料なし 

 

3．母集団（ポピュレーション）解析 

（1）解析方法 

該当資料なし 

 

（2）パラメータ変動要因 

該当資料なし 

 

4．吸収 

注射部位 
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5．分布 

（1）血液－脳関門通過性 11) 

通過しない 

 

（2）血液－胎盤関門通過性 

該当資料なし 

 

（3）乳汁への移行性 12） 

急性化膿性乳腺炎患者 2 例の Lincocin 500mg 内服 1、3、6 時間後の乳汁中移行量を測定した。

第 1 例は 1～3 時間値 0.6～0.7μg/mL、6 時間後に 1.2μg/mL でピークを示した。第 2 例では、1 時

間値 3.2μg/mL でピークを示し、3～6時間後に 1.4～0.7μg/mL と下降した。 

 

（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 

喀痰、胸水、胆汁、上顎洞粘膜、子宮等各種の体液、組織に良好な移行が認められる。2）～5） 

胆汁中濃度 

肝機能障害の認められなかった胆石症疾患 2例に胆嚢摘出後、総胆管排液法を行い、術後 7日目前

後に Lincocin 600mg 筋注し、排液管から胆汁を採取して測定した。その結果 30 分後にはすでに高

濃度（16.0～11.3μg/mL）の排泄がみられ、1時間で最高値（19.0～11.7μg/mL）に達し、その後 6

時間でもなお高い濃度（10.5～8.4μg/mL）を示した。この成績は Lincocin は血中濃度より胆汁中

濃度のほうが高い値を示した。4） 
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＜参考＞動物におけるデータ 

臓器内移行量は数種の動物実験によると腎・肺に一番高く、ついで脾・肝等の順となる。各研究機

関の実験によると次のごとくである。 

 

●内服の場合 

1）マウス ddD 系（約 30g）に LCM 200mg/kg を胃内に注入（1群 3匹使用） 

 mg/g（血清μg/mL） 

30分 1時間 2時間30分 4時間30分 

肝 臓 0 2.1 0 0 

脾 臓 0 2.7 0.4 0.4 

腎 臓 2.4 8.4 1.8 0.4 

肺 2.3 3.5 1.2 0.5 

盲 腸 0 2,800 3,800 5,300 

血 清 1.2 4.6 0.3 0 

 

2）ラット Wistar 系（100～150g）に LCM 40mg/kg を胃内に注入（1群 1匹使用）11) 

 30分 

肝 臓 4.8μg/mL 

脾 臓 ＜2.0 

腎 臓 2.8 

肺 ＜2.0 

心 筋 2.4 

筋 肉 2.8 

脳 ＜2.0 

血 清 0.7 

 

●筋注の場合 

3）家兎（約 2kg/kg）に LCM 20mg/kg を筋注（1群 3羽使用）13) 

 mg/g（血清μg/mL） 

1時間 3時間 5時間 

肝 臓 2.15 0.32 0.18 

脾 臓 4.0 2.9 0.71 

腎 臓 23.5 8.13 3.9 

肺 7.55 0.89 0.4 

筋 肉 1.6 0.43 0.19 

血 清 7.7 0.94 0.39 
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4）ラット Wistar 系 100～150g に LCM 20mg/kg を筋注（1群 1匹使用）11) 

 mg/g（血清μg/mL） 

30分 1時間 2時間30分 5時間 

肝 臓 2.9 2.6 1.6 1.1 

脾 臓 8.3 7.6 3.8 1.5 

腎 臓 56.0 66.0 5.6 1.1 

肺 5.7 6.6 1.9 ＜1.0 

心 筋 6.0 4.0 1.2 ＜1.2 

筋 肉 4.6 3.7 2.3 ＜1.3 

脳 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 ＜1.0 

血 清 17.0 5.5 1.1 0.4 

小 腸 3.9 6.0 2.0 ＜1.1 

 

5）ラット（100g 前後）に LCM 30mg/kg 筋注（1群 2匹使用）14) 

 mg/g（血清μg/mL） 

15分 30分 1時間 2時間 

肝 臓 7.65 6.73 4.25 2.60 

脾 臓 4.01 3.51 2.81 1.86 

腎 臓 12.77 8.06 6.37 3.41 

肺 3.51 2.81 2.53 1.56 

血 清 2.58 2.12 1.32 1.07 

 

6）マウス（20g 前後）に LCM 30mg/kg を筋注（1群 3匹使用） 

 mg/g（血清μg/mL） 

1時間 3時間 5時間 

肝 臓 1.32 0.80 0 

脾 臓 1.76 0.68 0 

腎 臓 1.90 0.70 0 

肺 2.16 1.29 0 

心 筋 1.15 0 0 

筋 肉 1.06 0 0 

脳 0 0 0 
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7）体重 20g 前後の健常マウスに 50mg/kg 筋注後、1時間、3時間、6時間に断頭し、虚血したのち、

尾動脈から生理食塩水を灌流して、血液を洗浄し、肺、肝、腎、脾、脳、心、筋の各臓器を摘出

して、その重量の 2～4 倍量の生理食塩水を加えて研磨し、その上清を被検液とした。その成績

は、表のとおり肺が最も高く（1 時間値 2.16μg/g）、ついで腎、脾で、肝には比較的低濃で（1

時間値 1.32μg/g）、さらに心、筋の順であった。脳では 1時間後にも証明できず、6時間後では

すべての臓器で証明できなかった。4） 

 

臓器内濃度（マウス 50mg/kg 筋注 3匹平均） 

 1 時間 

（μg/g） 

3 時間 

（μg/g） 

6 時間 

（μg/g） 

肺 2.16 1.29 0 

腎 1.90 0.70 0 

脾 1.76 0.68 0 

肝 1.32 0.80 0 

心 1.15 0 0 

筋 1.06 0 0 

脳 0 0 0 

 

（眼組織移行量） 

LCM は球結膜、眼筋、虹彩毛様体、鞏膜等によく移行する。 

家兎に LCM 50mg/kg 筋注 

組織 

30 分後 90 分後 300 分後 

mg/mL（g） mg/mL（g） mg/mL（g） 

範囲 平均 範囲 平均 範囲 平均 

前 房 水  0.58～ 0.60 0.59  0.37～ 0.49 0.43  0.24～ 0.43 0.33 

角 膜  0.66～ 1.2 0.93  1.65～ 1.80 1.73 0.50 0.50 

虹彩毛様体  8.4 ～ 8.6 8.5  7.4 ～13.5 10.5  4.2 ～ 4.4 4.3 

水 晶 体 0.2＞  0.2＞  0.2＞  

硝 子 体 0.2＞  0.2＞  0.2＞  

網 脈 絡 膜  1.42～ 3.0 2.21  0.76～ 1.62 1.20  0.50～ 0.55 0.53 

鞏 膜  6.3 ～ 8.4 7.4  5.7 ～ 7.7 6.7  1.85～ 2.3 2.1 

眼 筋 13.4 ～15.5 14.5  7.6 ～10.4 9.0  2.35～ 3.45 2.90 

球 結 膜 14.4 ～14.6 14.5 12.5 ～13.5 13.0  3.0 ～ 3.45 3.2 

髄 液 0.2＞  0.2＞  0.2＞  

血 漿  9.6 ～ 9.7 9.65  3.0 ～ 4.3 3.0  0.3 ～ 1.05 0.67 
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図 1 白色家兎に LCM 100mg/kg 筋注、1時間値 

 
 

図 2 白色家兎に LCM 100mg/kg 経口投与、2時間値 
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（6）血漿蛋白結合率 

28～86％ 

 

6．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（CYP 等）の分子種、寄与率 

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活性比、存在比率 

関連物質の生物学的作用については次のようである。すなわち関連化合物 10 種類の生体外及び生

体内作用を比較した。S-ethyl 及び N-ethyl analogues は、Lincomycin と同様にグラム陽性菌に対

してLincomycinの5倍強い生体外作用をもつ。N-Demethyl lincomycinの生体外作用は、Lincomycin

の約 1/10 である。 

 

7．排泄 

（1）排泄部位 

Lincomycin はほとんどそのままで尿中又は糞便中に排出される。 

 

（2）排泄率 15） 

健康成人に 600mg（力価）を筋注した時の 8時間までの尿中回収率は 11.0～13.5％である。 

 

（3）排泄速度 

該当資料なし 

 

8．トランスポーターに関する情報 

該当資料なし 
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9．透析等による除去率 

（1）腹膜透析 16) 

除去されない 

 

（2）血液透析 16) 

除去されない 

 

（3）直接血液灌流 

該当資料なし 

 

10．特定の背景を有する患者 

（1）腎不全患者 

●腎不全患者における検討 

Lincomycin は同系の clindamycin とは異なり、高度腎不全患者では T1/2がかなり延長するので、

腎機能に応じて使用法を調整する必要がある。Ccr 10mL/min.以下では 1 回常用量を 12～24 時

間間隔で投与することが一般的である。 

 

腎不全における化学療法剤の薬動力学的特徴 17） 

化学療法剤 
血中半減期（時間） HD 除去率 

（％） 

HD 後の 
追加調整量 
（mg） 正常 末期腎不全 HD 

erythromycin 1.5 5.0   0 0.0 

lincomycin 4.5 12.0   0 0.0 

clindamycin 3.0 2.9   0 0.0 

HD：血液透析 

 

11．その他 

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 

設定されていない 

 

2．禁忌内容とその理由 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

2.1 本剤の成分又はクリンダマイシンに対し過敏症の既往歴のある患者 

2.2 エリスロマイシンを投与中の患者［10.1 参照］ 

 

3．効能又は効果に関連する注意とその理由 

「Ⅴ-2. 効能又は効果に関連する注意」を参照すること。 

 

4．用法及び用量に関連する注意とその理由 

設定されていない 
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5．重要な基本的注意とその理由 

8. 重要な基本的注意 

〈投与経路共通〉 

8.1 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。 

8.2 本剤の投与により、まれに発熱、腹痛、白血球増多、粘液・血液便を伴う激症下痢を主症状

とする重篤な大腸炎で、内視鏡検査により偽膜斑等の形成をみる偽膜性大腸炎があらわれるこ

とがある。発症後直ちに投与を中止しなければ電解質失調、低蛋白血症等に陥り、特に高齢者

及び衰弱患者では予後不良となることがある。したがって、投与患者に対し、投与中又は投与

後 2～3 週間までに腹痛、頻回な下痢があらわれた場合には、直ちに医師に通知するよう注意

すること。［5.2、9.1.1、9.8.2、11.1.2 参照］ 

8.3 本剤によるショック、アナフィラキシーの発生を確実に予知できる方法がないので、次の措

置をとること。［11.1.1 参照］ 

・事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。なお、抗生物質等によるアレルギー歴は必

ず確認すること。 

・投与に際しては、必ずショック等に対する救急処置のとれる準備をしておくこと。 

・投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状態に保たせ、十分な観察を行うこと。特に、

投与開始直後は注意深く観察すること。 

8.4 無顆粒球症、再生不良性貧血、汎血球減少症、血小板減少性紫斑病、赤血球減少、白血球減

少、顆粒球減少、好中球減少、血小板減少、好酸球増多があらわれることがあるので、血液検

査等の観察を十分に行うこと。［11.1.5、11.2 参照］ 

8.5 黄疸、AST、ALT の上昇があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うなど観察を

十分に行うこと。［11.2 参照］ 

8.6 窒素血症、乏尿、蛋白尿があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行うなど観察

を十分に行うこと。［11.2 参照］ 

〈静脈内投与〉 

8.7 急速な静注により、心停止を来すおそれがあるので、急速静注は行わないこと。［11.1.4、

14.1.1 参照］ 

＜解説＞ 

8.1 厚生労働省薬務局安全課長通知薬案第 5 号（1993 年 1 月 19 日付）により記載した。厚生労働

省が実施した抗生物質感受性状況調査により MRSA 等の分離頻度が高いことが認められ、抗生物

質全般について改めて適正使用を図ることになった。 
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6．特定の背景を有する患者に関する注意 

（1）合併症・既往歴等のある患者 

9.1 合併症・既往歴等のある患者 

9.1.1 衰弱患者、大腸炎等の既往歴のある患者 

偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれるおそれがある。［8.2、11.1.2 参照］ 

9.1.2 気管支喘息、著明なアレルギーの既往歴のある患者 

重症の即時型アレルギー反応があらわれるおそれがある。 

9.1.3 重症筋無力症の患者 

本剤は筋への直接作用により収縮を抑制するので、症状が悪化するおそれがある。 

 

（2）腎機能障害患者 

9.2 腎機能障害患者 

腎排泄は本剤の主排泄経路ではないが、消失半減期が延長するおそれがある。 

 

（3）肝機能障害患者 

9.3 肝機能障害患者 

9.3.1 肝障害又は肝障害の既往歴のある患者 

胆汁排泄のため、消失半減期が延長するおそれがある。また、肝障害があらわれるおそれがあ

る。 

 

（4）生殖能を有する者 

設定されていない 

 

（5）妊婦 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。 

 

（6）授乳婦 

9.6 授乳婦 

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母

乳中へ移行する。 
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（7）小児等 

9.7 小児等 

〈低出生体重児、新生児〉 

9.7.1 特に必要とする場合は慎重に投与すること。臨床試験は実施していない。 

9.7.2 外国において、ベンジルアルコールの静脈内大量投与（99～234mg/kg）により、中毒症状

（あえぎ呼吸、アシドーシス、痙攣等）が低出生体重児に発現したとの報告がある。本剤は添

加剤としてベンジルアルコールを含有している。 

 

（8）高齢者 

9.8 高齢者 

9.8.1 一般に生理機能が低下している。 

9.8.2 偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれるおそれがある。［8.2、11.1.2 参照］ 

 

7．相互作用 

（1）併用禁忌とその理由 

10.1 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 

エリスロマイシン 

（エリスロシン等） 

［2.2 参照］ 

併用しても本剤の効果があ

らわれないと考えられる。 

細 菌 の リ ボ ゾ ー ム 50S 

Subunit への親和性が本剤

より高い。 
 

 

（2）併用注意とその理由 

10.2 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 

末梢性筋弛緩剤 

スキサメトニウム 

ツボクラリン等 

筋弛緩作用が増強される。 本剤は神経筋遮断作用を有

する。 
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8．副作用 

11. 副作用 

次の副作用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

を中止するなど適切な処置を行うこと。 

 

（1）重大な副作用と初期症状 

11.1 重大な副作用 

11.1.1 ショック（頻度不明） 

呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等のアナフィラキシーを伴うことがあるので、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、血圧の維持、体液の補充管理、気道の

確保等の適切な処置を行うこと。［8.3 参照］ 

11.1.2 偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（頻度不明） 

腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止し、輸液、バンコマイシンの経口投

与等の適切な処置を行うこと。［5.2、8.2、9.1.1、9.8.2 参照］ 

11.1.3 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）、剥脱性皮膚炎（頻度不明） 

11.1.4 心停止（頻度不明） 

急速な静注により心停止があらわれたとの報告がある。［8.7、14.1.1 参照］ 

11.1.5 無顆粒球症（頻度不明）、再生不良性貧血（頻度不明）、汎血球減少症（頻度不明）、血

小板減少性紫斑病（頻度不明） 

［8.4 参照］ 
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（2）その他の副作用 

11.2 その他の副作用 

 頻 度 不 明 

消 化 器 
下痢、軟便、食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛、心窩部痛、口唇乾燥感、舌炎、

肛門そう痒症 

過 敏 症  発疹、そう痒、浮腫、血管神経性浮腫、血清病 

血 液 a） 
赤血球減少、白血球減少、顆粒球減少、好中球減少、血小板減少、好酸球

増多 

肝 臓 b） 黄疸、AST、ALT の上昇 

腎 臓 c） 窒素血症、乏尿、蛋白尿 

神 経 系  耳鳴、めまい 

菌交代症  口内炎、カンジダ症 

注射部位 
静脈内投与による血栓性静脈炎、筋肉内投与による疼痛・硬結・壊死・無

菌膿瘍 

そ の 他 腟炎、発熱、頭痛、倦怠感、小水疱性皮膚炎 

a：［8.4 参照］ 

b：［8.5 参照］ 

c：［8.6 参照］ 
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 （1990年10月1日） 

 調査症例数 10,272 

リンコシン注射液副作用集計 調査施設数 669 

副 作 用 の 種 類 発生件数（頻度％） 

消 化 器 

偽 膜 性 大 腸 炎 10（0.10％） 

重 篤 下 痢 4（0.04％） 

下 血 3（0.03％） 

下 痢 20（0.19％） 

軟 便 10（0.10％） 

食 欲 不 振 9（0.09％） 

胃 障 害 2（0.02％） 

悪 心 4（0.04％） 

嘔 気 2（0.02％） 

嘔 吐 5（0.05％） 

腹 痛 3（0.03％） 

心 窩 部 痛 8（0.08％） 

口 内 炎 3（0.03％） 

舌 の し び れ 感 2（0.02％） 

舌 炎 1（0.01％） 

血 液 

白 血 球 減 少 9（0.09％） 

顆 粒 球 減 少 2（0.02％） 

好 酸 球 減 少 2（0.02％） 

血 小 板 減 少 1（0.01％） 

赤 血 球 減 少 1（0.01％） 

過 敏 症 

皮 疹 54（0.53％） 

全 身 瘙 痒 感 4（0.04％） 

アナフィラキシー様反応 14（0.14％） 

肝 臓 

G O T ･ G P T 上 昇 22（0.21％） 

肝 障 害 10（0.10％） 

黄 疸 1（0.01％） 

神 経 系 眩 暈 感 10（0.10％） 

そ の 他 

全 身 倦 怠 感 7（0.07％） 

発 熱 4（0.04％） 

胸 内 苦 悶 3（0.03％） 

全 身 熱 感 2（0.02％） 

胸 部 不 快 感 2（0.02％） 

不 整 脈 1（0.01％） 

膀胱カンジダ症 1（0.01％） 

投 与 部 位 

注 射 部 位 疼 痛 29（0.28％） 

注 射 部 位 硬 結 11（0.11％） 

注 射 部 位 腫 脹 2（0.02％） 

相 互 作 用 筋 弛 緩 を 増 強 1（0.01％） 

適用上の注意 血 圧 低 下 5（0.05％） 

計 284（2.76％） 

 

◆項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧 

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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9．臨床検査結果に及ぼす影響 

設定されていない 

 

10．過量投与 

設定されていない 

 

11．適用上の注意 

14. 適用上の注意 

14.1 薬剤投与時の注意 

〈静脈内投与〉 

14.1.1 本剤を 100mL 以上の補液に希釈し、600mg あたり 1時間以上かけて点滴静注すること。な

お、それ以上の高濃度ないしは速度で投与しないこと。［8.7、11.1.4 参照］ 

〈筋肉内投与〉 

14.1.2 やむを得ない場合にのみ必要最小限に行うこと。同一部位への反復注射は行わないこと。

特に低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児には十分観察を行い慎重に投与すること。 

14.1.3 神経走行部位を避けること。 

14.1.4 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり血液の逆流をみた場合は直ちに針を抜き、部位

をかえて注射すること。 

 

12．その他の注意 

（1）臨床使用に基づく情報 

設定されていない 

 

（2）非臨床試験に基づく情報 

設定されていない 
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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）安全性薬理試験 10） 

本剤は種々のブドウ球菌性、連鎖球菌性（腸球菌以外のもの）、ペプトコッカス属、ペプトストレ

プトコッカス属、バクテロイデス属、マイコプラズマ等に有効で、独特の構造を有する抗生物質で

ある。静菌的作用と殺菌作用に関してはその濃度に関係があるといわれている。本剤も静菌作用を

示す濃度、殺菌作用を示す濃度があり、殺菌作用の強い抗生物質である。 

主として Gram 陽性菌に有効な新抗生物質 LCM の薬理作用について、摘出臓器（ガマ心臓、雄性ウ

サギ腸管及び耳殻血管）並びにウサギ呼吸、血圧に対する作用を中心に実験を行い、下記のような

成績を得た。摘出心臓に対する作用では10-4（100μg/mL）、摘出腸管に対する作用では10-5（100μg/mL）、

血管に対する作用では 10-4（1.0μg/mL）及びそれ以下の濃度でほとんど影響を与えない。このほと

んど影響を与えない薬物濃度が、その抗菌作用：最少有効濃度に比べ 10～100 倍の高濃度である点

並びに Mason らのいうように経口投与時の LD50が 4000mg/kg 以上である点と思いあわせ、LCM は薬

理作用からも毒性が少ない抗生物質の 1つと思考する。 

次に、LCM 高濃度又は大量適用の際は、心臓運動の抑制、腸管運動の軽度亢進、並びに血管の拡張

の諸作用を認めたが、いずれの作用も RINGER 液や TYRODE で洗浄するとすみやかに消失した。従っ

て、その作用は一過性又は可逆性のものと考えられる。また、その作用態度は心拍動数や筋緊張に

影響を与えなかった。 

一方、ウサギ呼吸、血圧に対し、0.1～20.0mg/kg 適用の際呼吸にはほとんど変化はみられない。こ

れに対して、血圧は 1.0mg/kg 適用のさい、まったく変化はないが、5.0mg/kg 及びそれ以上の適用

例では、薬物量にほぼ比例してやや持続性の下降を示した。このような作用は、Atropine（副交感

神経末端遮断薬）、Hexamethonium（自律神経節遮断薬）の前処置並びに迷走神経切断によって、

Atropine でやや拮抗されるほか、ほとんど影響を受けなかった。 

この様な諸事実から、LCM の高濃度及び大量適用の際の諸作用は、Acetylcoline の作用と類似する

ところが多い。すなわち、軽度ながら Cholinergic な作用を示すものと思惟される。 

つぎに、血圧降下作用が、Hexamethonium や迷走神経の切断によって消失し難い事実から、血圧降

下作用は末梢血管の拡張に由来するのが一義的であり、しかも、筋麻痺作用と断定するのには、摘

出臓器（心臓、腸管）に対する作用態度から見て困難である。したがって、Acetylcholine 様の降

圧作用のある組織 Hormone、さらに言葉をすすめると、peptide の作用に関係あるものと推測する

次第である。 

以上の諸成績から、LCM は生体内で抗菌作用を示す濃度の数 10～数 100 倍の濃度においてさえも、

ほとんど認むべき薬理作用のない優れた抗生物質であり、同じような抗菌像を有する Penicillin 

G や Erythromycin の場合と同一傾向の成績を得た。 

なお、大量投与時には軽度ながら cholinergic な作用をもつが、血管拡張作用があきらかであり、

降圧性の作用 Peptide にも作用するものと推測する。 

 

（3）その他の薬理試験 

該当資料なし 
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2．毒性試験 

（1）単回投与毒性試験 

急性毒性（LD50、mg/kg） 

 動物種 SD系ラット ddN系マウス 

投与経路  雄 雌 雄 雌 

経 口 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 

皮 下 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 

筋肉内 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 ＞5,000 

静脈外 164.2 201.4 156.3 160.6 

 

（2）反復投与毒性試験 

亜急性・慢性毒性 

ラットに 15、30、60mg/kg を 30 日間皮下投与した結果、いずれの投与群においても特記すべき異

常所見は認められなかった。 

 

（3）遺伝毒性試験 

該当資料なし 

 

（4）がん原性試験 

該当資料なし 

 

（5）生殖発生毒性試験 

妊娠マウスに 300～3,000mg/kg を経口投与し、胎仔及び出生仔に対する影響を観察した結果、対照

群との間に有意の差を示す所見は認められなかった。 

 

（6）局所刺激性試験 

該当資料なし 
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（7）その他の特殊毒性 

◇Lincomycin の抗原性について検討した結果、非抗原性であることが認められた。 

血球凝集反応（Coombs test）：通常は抗原抗体反応による赤血球の凝集反応をいう。これには

抗赤血球抗体（血液型抗体など）による凝集、抗原吸着赤血球の対応抗体による凝集、抗体感作

赤血球の抗グロブリン抗体その他による凝集（Coombs test, Wealer Rose Veeaction など）、

抗体吸着赤血球の検体中の抗原との反応による凝集などが含まれる。18） 

◇G.J.White は、lincomycin（LCM）の抗原性について novobiocin（NB）、Penicillin（PC）、

erythromycin（EM）と比較しながら検討した。 

蛋白結合性を他の 3 剤と比較したところ、人に過敏症を起こさせたとの報告のある EM、PC、NB

とは対照的に LCM は不活性であり、その低アレルギー性を示した。ウシ血清アルブミン、ゼラチ

ン、家兎血清、ヒツジ赤血球に対して透析した結果、NB は蛋白と強固に結合し、EM はそれより

やや弱く、LCM、PC は結合が認められなかった。 

◇これら 4 抗生剤について、それぞれの感作動物に 0.2～0.4mg を静注したが、致死アナフィラキ

シーを生じなかった。これに対し、ウシ血清アルブミンでは、CF-1 マウスに 50％致死アナフィ

ラキシーを起こした。 

◇抗生剤 4％の正常家兎血清を 37℃、24 時間培養した抗原について、寒天ゲル拡散試験を行った。

すなわちこれらの抗原を透析後、抗-抗生剤マウスの血清に対して試験したところ、NB に沈降素

を認めた。抗生剤前処理マウスの血清を希釈して、それぞれの抗生剤に感作させたヒツジの赤血

球に対して試験する血球凝集素試験によると、LCM によって抗体が生じないが他の 3抗生剤では

すべて陽性であった。 

◇LCM は高分子に結合しているときでもその抗体が検出されなかった。ウシ血清アルブミン配合体

を注射して得た CF-1 マウス又は家兎の抗血清は、LCM、LCM-家兎血清培養混合物、卵アルブミン

とは融解反応を示した。また、LCM 特異性の抗体は誘導抗原処理ラット血清にも検出されなかっ

た。 
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X．管理的事項に関する項目 

1．規制区分 

製  剤：リンコシン注射液 300mg、リンコシン注射液 600mg、リンコシン注射液 1g、リンコシン

注射液 1.5g 

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること 

有効成分：日局 リンコマイシン塩酸塩水和物 

 

2．有効期間 

有効期間：4年 

 

3．包装状態での貯法 

貯 法：室温保存 

 

4．取扱い上の注意 

設定されていない 

 

5．患者向け資材 

患者向医薬品ガイド：なし 

くすりのしおり：なし 

 

6．同一成分・同効薬 

リンコシンカプセル 250mg 

 

7．国際誕生年月日 

1960 年 1 月（コートジボアール） 
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8．製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日 

製造販売承認年月日： 

リンコシン注射液 300mg ：2007 年 8月 31 日 

リンコシン注射液 600mg ：2007 年 8月 31 日 

リンコシン注射液 1g ：2007 年 8月 31 日 

リンコシン注射液 1.5g ：2007 年 8月 31 日 

［旧販売名］ 

リンコシン注射液：1965 年 4 月 28 日 

 

承認番号： 

リンコシン注射液 300mg ：21900AMX01233 

リンコシン注射液 600mg ：21900AMX01234 

リンコシン注射液 1g ：21900AMX01232 

リンコシン注射液 1.5g ：21900AMX01231 

［旧販売名］ 

リンコシン注射液：（40AM 輪）第 200 号 

 

薬価基準収載年月日： 

リンコシン注射液 300mg ：2007 年 12 月 21 日 

リンコシン注射液 600mg ：2007 年 12 月 21 日 

リンコシン注射液 1g ：2007 年 12 月 21 日 

リンコシン注射液 1.5g ：2007 年 12 月 21 日 

［旧販売名］ 

リンコシン注射液：（300mg） ：1965 年 12 月 

（600mg） ：1967 年 7月 

（1g） ：1972 年 2月 

（1.5g） ：1972 年 2月 

 

販売開始年月日： 

リンコシン注射液 300mg ：2008 年 2月 18 日 

リンコシン注射液 600mg ：2008 年 1月 28 日 

リンコシン注射液 1g ：2008 年 2月 29 日 

リンコシン注射液 1.5g ：2008 年 2月 29 日 

［旧販売名］ 

リンコシン注射液：（300mg） ：1965 年 7月 

（600mg） ：1965 年 6月 

（1g）  ：1980 年 12 月 

（1.5g） ：1974 年 12 月 
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9．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 

該当資料なし 

 

10．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

再評価結果通知日：1975 年 12 月（第一次再評価） 

再評価結果通知日：2004 年 9 月 30 日 

 

11．再審査期間 

該当しない 

 

12．投薬期間制限に関する情報 

本剤は、厚生労働省告示第 107 号（平成 18 年 3月 6日付）による「投薬期間に上限が設けられてい

る医薬品」には該当しない。 

 

13．各種コード 

販売名 

厚生労働省薬価 

基準収載医薬品 

コード 

個別医薬品コード 

(YJコード) 
HOT（9桁）番号 

レセプト電算処理

システム用コード 

リンコシン注射液300mg 6112400A2030 6112400A2030 110630503 620006341 

リンコシン注射液600mg 6112400A4075 6112400A4075 110634303 620006342 

リンコシン注射液1g 6112400A7031 6112400A7031 110638103 620006343 

リンコシン注射液1.5g 6112400A6086 6112400A6086 110641103 620006344 

 

14．保険給付上の注意 

該当しない 
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XII．参考資料 

1．主な外国での発売状況 

2020 年 12 月現在、アメリカ、メキシコ、インドネシア、トルコ、イタリア、スペイン、ブラジル、

ペルー、エジプト、南アフリカ共和国、アラブ首長国連邦など、世界 35 の国と地域で承認されてい

る。 

外国における発売状況（2022 年 9 月時点） 

国名 米国 

会社名 Pfizer Inc. 

販売名 Lincocin 

承認年月日 1964 年 12 月 29 日 

剤形及び含量 LINCOCIN is a sterile solution for intramuscular and intravenous use. LINCOCIN 

is supplied in 2 mL and 10 mL multiple-dose vials containing 300 mg/mL of 

lincomycin(equivalent to 340 mg/mL of lincomycin hydrochloride, USP). 

効能・効果 LINCOCIN is indicated in the treatment of serious infections due to susceptible 

strains of streptococci, pneumococci, and staphylococci. Its use should be 

reserved for penicillin-allergic patients or other patients for whom, in the 

judgment of the physician, a penicillin is inappropriate. Because of the risk of 

CDAD, as described in the BOXED WARNING, before selecting lincomycin the physician 

should consider the nature of the infection and the suitability of other 

alternatives. 

 

Indicated surgical procedures should be performed in conjunction with 

antibacterial therapy. 

 

LINCOCIN may be administered concomitantly with other antimicrobial agents when 

indicated. 

 

LINCOCIN is not indicated in the treatment of minor bacterial infections or viral 

infections. 

 

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the 

effectiveness of LINCOCIN and other antibacterial drugs, LINCOCIN should be used 

only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be 

caused by susceptible bacteria. When culture and susceptibility information are 

available, they should be considered in selecting or modifying antibacterial 

therapy. In the absence of such data, local epidemiology and susceptibility 

patterns may contribute to the empiric selection of therapy. 

用法・用量 If significant diarrhea occurs during therapy, LINCOCIN should be discontinued. 

INTRAMUSCULAR—Adults: Serious infections—600 mg (2 mL) intramuscularly 

every 24 hours. More severe infections—600 mg (2 mL) intramuscularly every 12 

hours or more often. Pediatric patients over 1 month of age: Serious infections—

one intramuscular injection of 10 mg/kg (5 mg/lb) every 24 hours. More severe 
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infections— one intramuscular injection of 10 mg/kg (5 mg/lb) every 12 hours or 

more often. 

 

INTRAVENOUS—Adults: The intravenous dose will be determined by the severity of 

the infection. For serious infections doses of 600 mg of lincomycin (2 mL of 

LINCOCIN) to 1 gram are given every 8 to 12 hours. For more severe infections 

these doses may have to be increased. In life-threatening situations daily 

intravenous doses of as much as 8 grams have been given. Intravenous doses are 

given on the basis of 1 gram of lincomycin diluted in not less than 100 mL of 

appropriate solution (see PHYSICAL COMPATIBILITIES) and infused over a period of 

not less than one hour. 

 

Dose Vol. Diluent Time 

600 mg 100 mL 1 hr 

1 gram 100 mL 1 hr 

2 grams 200 mL 2 hr 

3 grams 300 mL 3 hr 

4 grams 400 mL 4 hr 

 

These doses may be repeated as often as required to the limit of the maximum 

recommended daily dose of 8 grams of lincomycin. 

 

Pediatric patients over 1 month of age: 10 to 20 mg/kg/day (5 to 10 mg/lb/day) 

depending on the severity of the infection may be infused in divided doses as 

described above for adults. 

 

NOTE: Severe cardiopulmonary reactions have occurred when LINCOCIN has been given 

at greater than the recommended concentration and rate (see PRECAUTIONS). 

 

SUBCONJUNCTIVAL INJECTION—0.25 mL (75 mg) injected subconjunctivally 

will result in ocular fluid concentrations of antibacterial (lasting for at least 

5 hours) sufficient for most susceptible pathogens. 

 

Patients with Renal Impairment 

When therapy with LINCOCIN is required in individuals with severe renal 

impairment, an appropriate dose is 25 to 30% of that recommended for patients 

with normally functioning kidneys (see PRECAUTIONS). 

 

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and 

discoloration prior to administration, whenever solution and container permit. 
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本邦における効能又は効果、用法及び用量は以下のとおりであり、外国の承認状況とは異なる。国

内の承認内容の範囲で本剤を使用すること。 

【効能又は効果】 

〈適応菌種〉 

リンコマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、ペプトストレプトコッカス属、

バクテロイデス属 

〈適応症〉 

敗血症、感染性心内膜炎、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、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の

二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、

化膿性髄膜炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱 

 

【用法及び用量】 

〈静脈内注射〉 

リンコマイシン塩酸塩水和物として、通常成人は、1 回 600mg（力価）を 1 日 2～3 回点滴静注する。 

なお、年齢、症状により適宜増減する。 

〈筋肉内注射〉 

リンコマイシン塩酸塩水和物として、通常成人は、1 回 300mg（力価）を 1 日 2～3 回、又は 1 回

600mg（力価）を 1日 2回筋肉内注射する。 

小児には、1回体重 1kg あたり 10～15mg（力価）を 1日 2～3回筋肉内注射する。 

なお、年齢、症状により適宜増減する。 
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2．海外における臨床支援情報 

（1）妊婦に関する海外情報（FDA、オーストラリア分類） 

本邦における特定の背景を有する患者に関する注意「9.5 妊婦、9.6 授乳婦」の項の記載は以下の

とおりであり、米国（米国添付文書）、オーストラリア分類とは異なる。 

【9.特定の背景を有する患者に関する注意】 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。 

9.6 授乳婦 

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母

乳中へ移行する。 

出典 記載内容 

米国の添付文書 

（2022 年 7 月） 

Pregnancy 

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. 

LINCOCIN Sterile Solution contains benzyl alcohol as a preservative. 

Benzyl alcohol can cross the placenta. See WARNINGS. LINCOCIN should 

be used during pregnancy only if clearly needed. 

 

Teratogenic Effects: 

In a study with 60 pregnant women, cord serum concentrations were 

approximately 25% of the maternal serum concentrations, indicating 

that lincomycin crosses the placenta, and no substantial accumulation 

occurred in the amniotic fluid. Experience with 345 obstetrical 

patients receiving LINCOCIN revealed no ill effects related to 

pregnancy. 

There was no evidence of teratogenicity when lincomycin was 

administered in diet to pregnant Sprague Dawley rats during the period 

of major organogenesis at doses up to 5000 mg/kg (approximately 6 

times the maximum recommended human dose [MRHD], respectively, based 

on body surface area comparison). 

 

Nonteratogenic Effects: 

Reproduction studies performed in rats administered oral lincomycin 

in diet for 2 weeks prior to mating, throughout pregnancy and 

lactation, revealed no adverse effects on survival of offspring from 

birth to weaning at doses up to 1000 mg/kg (1.2 times the MRHD based 

on body surface area comparison) up to 2 generations. 

 

Nursing Mothers 

Lincomycin has been reported to appear in human milk in concentrations 

of 0.5 to 2.4 mcg/mL. Because of the potential for serious adverse 

reactions in nursing infants from LINCOCIN, a decision should be made 

whether to discontinue nursing, or to discontinue the drug, taking 

into account the importance of the drug to the mother. 
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 分類 

オーストラリアの分類 

（An Australian categorisation of risk 

of drug use in pregnancy） 

A（2022 年 9月現在） 

＜参考：分類の概要＞ 

オーストラリアの分類：（An Australian categorisation of risk of drug use in pregnancy） 

Category A 

Drugs which have been taken by a large number of pregnant women and women of childbearing 

age without any proven increase in the frequency of malformations or other direct or 

indirect harmful effects on the fetus having been observed. 

 

（2）小児に関する海外情報 

本邦における特定の背景を有する患者に関する注意「9.7 小児等」の項の記載は以下のとおりであ

り、米国の添付文書とは異なる。 

【9.特定の背景を有する患者に関する注意】 

9.7 小児等 

〈低出生体重児、新生児〉 

9.7.1 特に必要とする場合は慎重に投与すること。臨床試験は実施していない。 

9.7.2 外国において、ベンジルアルコールの静脈内大量投与（99～234mg/kg）により、中毒症状

（あえぎ呼吸、アシドーシス、痙攣等）が低出生体重児に発現したとの報告がある。本剤は

添加剤としてベンジルアルコールを含有している。 

出典 記載内容 

米国の添付文書 

（2022 年 7月） 

Pediatric Use 

LINCOCIN contains benzyl alcohol as a preservative. Benzyl 

alcohol has been associated with a fatal “Gasping Syndrome” in 

premature infants. See WARNINGS. Safety and effectiveness in 

pediatric patients below the age of one month have not been 

established. 
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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 

（1）粉砕 

該当しない 

 

（2）崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 

該当しない 

 

2．その他の関連資料 

該当資料なし 
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文献請求先･製品情報お問い合わせ先 

ファイザー株式会社 製品情報センター 

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 

学術情報ダイヤル 0120-664-467 

FAX 03-3379-3053 
 

製造販売 

ファイザー株式会社 

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 
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