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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（http://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・表現には薬機法の広

告規則や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，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を活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 

ノルフロキサシンはニューキノロン系の合成抗菌剤であり、既にバクシダール錠 100mg 及び

同 200mg として発売されている。眼科領域においても、ノルフロキサシン点眼液の基礎研究

として、仏国 MSD Chibret 研究所及び米国メルク社において結膜嚢内滞留時間及び眼刺激性

試験が実施された。 

その結果を評価し、我が国でも眼科領域での新鮮分離株に対するノルフロキサシンの抗菌力

などの試験が実施された。その結果、ノルフロキサシンは市販のアミノ配糖体及び β-ラク

タム系抗生物質点眼剤に比べ、グラム陽性菌からグラム陰性菌に対して強い抗菌力を示すと

ともに、結膜嚢内滞留時間が長く、点眼剤として開発に値する見通しが得られた。 

そこで、1985 年、本剤は杏林製薬株式会社と萬有製薬株式会社との共同開発により、前臨床

試験及び臨床試験が実施され、外眼部感染症、術後感染症に対して有効性と安全性が確認さ

れ、1989 年６月 30 日承認を得て発売に至った。 

1992 年 11 月 24 日、「角膜潰瘍」の追加適応が承認された。 

1998 年３月 12 日の再審査において、薬事法第 14 条第２項各号のいずれにも該当しないとの

再審査結果を得た。また、2004 年９月 30 日の再評価においても、薬事法第 14 条第２項各号

のいずれにも該当しないとの再評価結果を得た。 

 

２．製品の治療学的特性 

⚫ 広い抗菌スペクトラムを有し、抗菌力を示す。[16 ページ参照] 

⚫ 外眼部感染症（眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む））

に対し、比較試験を含む臨床試験 636 例における有効率（有効以上）は 92.8％（590/636

例）であった。[13 ページ参照] 

⚫ 臨床試験及び使用成績調査において以下の副作用が報告されている。[22 ページ参照] 

臨床試験（治験）：総症例 1,060 例中、副作用が報告されたのは 27 例（2.55％）であった。

主な副作用症状として、しみるなどの眼刺激症状 27 件（2.55％）、そう痒感１件（0.09％）

等がみられた。 

使用成績調査（再審査終了時）：総症例 11,288 例中、副作用が報告されたのは 156 例

（1.38％）であった。主な副作用症状として、しみるなどの眼刺激症状 122 件（1.08％）、

結膜充血 10 件（0.09％）、そう痒感９件（0.08％）、眼瞼発赤４件（0.04％）、眼瞼腫脹４

件（0.04％）等がみられた。 
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３．製品の製剤学的特性 

ノルフロキサシンを有効成分とするニューキノロン系抗菌点眼剤である。[１ページ参照] 

 

４．適正使用に関して周知すべき特性 

該当しない 

 

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 

バクシダール点眼液0.3％ 

(2) 洋  名 

BACCIDAL Eye-drops 0.3％ 

(3) 名称の由来 

Bactericidal Drug（殺菌的薬剤）→ Baccidal 

 

２．一 般 名 

(1) 和  名（命名法） 

ノルフロキサシン (JAN) 

(2) 洋  名（命名法） 

Norfloxacin (JAN) 

(3) ステム 

ナリジクス酸系抗菌剤：-oxacin 

 

３．構造式又は示性式 

構造式： 

 

 

 

 

４．分子式及び分子量 

分子式：C16H18FN3O3 

分子量：319.33 

 

５．化 学 名（命名法）又は本質 

1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3- 

carboxylic acid（IUPAC） 
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６．慣用名、別名、略号、記号番号 

略  号：NFLX 

治験番号：AM-715 
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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～微黄色の結晶性の粉末である。 

(2) 溶 解 性 

酢酸（100）に溶けやすく、エタノール（99.5）又はアセトンに溶けにくく、メタノールに

極めて溶けにくく、水にほとんど溶けない。本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶

ける。 

〈参考〉 
ノルフロキサシン溶解度とpHの関係（25℃） 

 

(3) 吸 湿 性 

吸湿性である。 

ノルフロキサシン吸湿速度曲線（40℃） 

 

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点 

融 点：220～224℃  
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(5) 酸塩基解離定数 

25℃における中和測定法により求めた解離定数 

pKa1＝6.34 

pKa2＝8.75 

 

(6) 分配係数 

ノルフロキサシンの分配係数（25℃） 

有機溶媒相 水相 分配係数 

1-オクタノール 水 0.46 

クロロホルム pH7.0（0.1mol/Lリン酸塩緩衝液） 1.94 

1-オクタノール pH7.0（0.1mol/Lリン酸塩緩衝液） 0.43 

 

(7) その他の主な示性値 

E  （277nm）＝1310～1360（乾燥後、１mg、0.05mol/L 塩酸試液、200mL） 

 

２．有効成分の各種条件下における安定性 

試験 保存条件 保存期間 保存形態 結果 

長期保存試験 
遮光 

温度：11.5～31.5℃、湿度：33～91％RH 
36ヵ月 

無色のガラス

瓶に入れ密栓 
規格内 

苛酷試験 

遮光 

温度：40±1℃ 

温度：50±1℃ 

温度：60±1℃ 

 

24ヵ月 

12ヵ月 

12ヵ月 

無色のガラス

瓶に入れ密栓 
規格内 

遮光 

温度：40±1℃、湿度：75％RH 

温度：40±1℃、湿度：96％RH 

温度：50±1℃、湿度：75％RH 

温度：60±1℃、湿度：75％RH 

 

24ヵ月 

12ヵ月 

12ヵ月 

12ヵ月 

無色のガラス

瓶に入れ開栓 

３ヵ月目から乾燥減

量が規格外。 

その他の項目は規格

内。 

直射日光下 

30 日間＊２ 

無色のガラス

アンプルに密

栓 

30 日後、外観が褐色

に変化、また、定量値

が２～３％低下し、

規格外。 

その他の項目は規格

内。 

蛍光灯下＊１ 

30 日後、外観が黄色

に変化し、規格外。 

その他の項目は規格

内。 

〔測定項目〕性状、確認試験、融点、純度試験、乾燥減量、強熱残分、定量 

＊１：蛍光灯（40W）下 40cm に保存（照度は 4000～5000 ルクス） 

＊２：直射日光及び蛍光灯照射８時間を１日として換算 

 

１％ 
１cm 
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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「ノルフロキサシン」の確認試験による。 

定量法 

日局「ノルフロキサシン」の定量法による。 
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Ⅳ．製剤に関する項目 

１．剤  形 

(1) 剤形の区別 

水性点眼剤 

(2) 製剤の外観及び性状 

無色澄明の液 

(3) 識別コード 

該当しない 

(4) 製剤の物性 

pH：5.0～5.6 

浸透圧比（生理食塩液に対する比）：約１ 

(5) その他 

該当しない 

 

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 バクシダール点眼液 0.3％ 

有効成分 １mL 中 日局ノルフロキサシン 3.0mg 

添加剤 
酢酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム水和物、

等張化剤、pH 調整剤 

 

(2) 電解質等の濃度 

該当資料なし 

(3) 熱量 

該当資料なし 
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３．添付溶解液の組成及び容量 

該当しない 

 

４．力  価 

該当しない 

 

５．混入する可能性のある夾雑物 

該当資料なし 

 

６．製剤の各種条件下における安定性 

試  験 保存条件 保存期間 保存形態＊２ 結  果 

長期保存試験 
温度：25℃ 

湿度：60％RH 
36ヵ月 最終包装 規格内 

加速試験 
温度：40℃ 

湿度：75％RH 
６ヵ月 最終包装 規格内 

苛酷試験 

加度：50℃ ６ヵ月 最終包装 

水分の蒸発によると思われる含量上

昇（２ヵ月で１～３％、３ヵ月で４～

５％及び６ヵ月で９～11％）がみら

れた（３ヵ月以降は規格外）。 

その他の項目は規格内。 

低温：５℃ ３ヵ月 最終包装 

規格内 

（３ロット中１ロットで、性状（外観）

及び不溶性異物試験でのノルフロキ

サシンの結晶析出を認めた。液温を

室内温度まで戻した後、振り混ぜた

ところ、結晶は溶けた。） 

蛍光灯下＊１ 
225日＊１ 

90万Lx・hr 

容  器 

経時的に着色し、60万Lx・hr以降は微

黄色に変化した。90万Lx・hrでは約６

～７％の含量低下がみられ規格外。

その他の項目は、規格内。 

分解物（薄層クロマトグラフ法及び

液体クロマトグラフ法）で30万LX・hr 

以降で分解物の生成を認めた。 

遮 光 袋 規格内 

長期保存試験：〔測定項目〕性状（外観、におい、浸透圧比）、確認試験、pH、不溶性異物検査、不溶性微

粒子試験、無菌試験、定量法 

加速・苛酷試験：〔測定項目〕性状（外観＊３、浸透圧比）、確認試験、pH、不溶性異物試験＊３、無菌試験＊３、

定量、分解物＊３ 

＊１：4000ルクス蛍光灯照射８時間を１日として換算 

＊２：最終包装；ポリエチレン製点眼剤容器に充てんし、紙箱に入れて保存 

容  器；ポリエチレン製点眼剤容器に充てんして保存 

遮 光 袋；ポリエチレン製点眼剤容器に充てんし、更にだいだい色のポリエチレン製遮光袋に

入れて保存 

＊３：規格を設定せず 
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７．調製法及び溶解後の安定性 

該当しない 

 

８．他剤との配合変化（物理化学的変化） 

該当資料なし 

 

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 

該当しない 

(2) 包装 

５mL［ポリエチレン製容器］×10 

(3) 予備容量 

該当しない 

(4) 容器の材質 

本  体：ポリエチレン 

ノ ズ ル：ポリエチレン 

キャップ：ポリプロピレン 

 

11．別途提供される資材類 

投薬袋 

 

12．そ の 他 
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Ⅴ．治療に関する項目 

１．効能又は効果 

〈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、腸球菌属、ミクロコッカス

属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、バシラス属、クレブシエラ属、エン

テロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・

エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑膿菌、バークホル

デリア・セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシ

ネトバクター属、フラボバクテリウム属、アルカリゲネス属 

〈適 応 症〉眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周

術期の無菌化療法 

 

２．効能又は効果に関連する注意 

設定されていない 

 

３．用法及び用量 

(1) 用法及び用量の解説 

通常、１回１滴、１日３回点眼する。なお、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 

第Ⅰ相試験によって点眼剤の至適濃度は0.3％とする結果が得られた。 

第Ⅱ相の用量設定試験によって「１回１滴、１日３回点眼」の臨床用量が有効かつ安全で

あり、低用量試験によって「１回１滴、１日２回点眼」でも３回点眼に劣らない効果を示

すことが示唆された。 

第Ⅲ相試験は、手術前結膜嚢無菌化及び術後感染防止効果に対する試験、ミクロノマイシン

点限液を対照とする比較試験、一般臨床試験が行われ、外眼部感染症に対して「１回１滴、

１日３回点眼」で高い有効性を示す薬剤であることが確認された。 

（「Ⅴ.５.臨床成績」の項参照） 

 

４．用法及び用量に関連する注意 

設定されていない 
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５．臨床成績 

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年度の抗菌薬再

評価結果を踏まえたものではありません。抗菌薬再評価に基づく適応症・適応菌種は前々

項「効能又は効果」欄を参照ください。 

(1) 臨床データパッケージ 

該当しない 

(2) 臨床薬理試験 

忍容性試験１） 

健常成人 10 名の一眼に 0.5％バクシダール点眼液、他眼に 0.3％バクシダール点眼液を

１回２滴、１日４回（就寝前点眼を含む）14 日間点眼し、眼に及ぼす障害性及び点眼時

の刺激性を検討した結果、各種眼機能及び眼組織に特記すべき変化は認められなかった。 

なお、10 例 20 眼におこった点眼時の刺激などを眼感染症研究会のスコアリング法＊に

より表現した結果、0.3％バクシダール点眼液の症例当たりの平均値は 0.10～0.15で 0.2

以内であり安全と評価された。 

汎用性抗生物質として 0.5％のバクシダール点眼液（症例当たりの平均値：0.15～0.25）

は刺激性の点で好ましくないという結果になるかもしれない事が示唆されたので、今後

の臨床試験は 0.3％のバクシダール点眼液を使用することとした。 

＊眼感染症研究会のスコアリング 

スコア 

０ － 刺激などを感じない 

0.5 ± わずかにあるけれども障害にならない 

1.0 ＋ はっきりした刺激はあるけれども治療継続には支障がない 

2.0 ＋＋ 治療継続に支障がある程度に強い刺激がある 

3.0 ＋＋＋ 
刺激に対して加療の必要がある（点眼麻酔剤の併用など）か

毒物性又はアレルギー性炎症を起したものを示す 

評価：３日点眼後、７日後、14 日後の各時点におけるスコアの個人平均が 0.2 までは安全品、

0.3 までは許容範囲 

（注意）本剤の承認された用法及び用量は「通常、１回１滴、１日３回点眼する。なお、症状により

適宜増減する。」である。 
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(3) 用量反応探索試験 

１）無作為化平行用量反応試験２） 

外眼部細菌性感染症患者 243例を対象に、ミクロノマイシン点眼液（１回２滴、１日４回

点眼）と、バクシダール点眼液（１回１滴、１日４回点眼）と、バクシダール点眼液（１

回２滴、１日４回点眼）14日間点眼した結果、本点眼剤は、１回１滴、１日３回投与によ

り既存の薬剤に比し同等以上の有効性及び安全性を示し得ることが示唆された。 

２）低用量投与試験３） 

0.3％バクシダール点眼液の低用量（１回１滴、１日２回点眼）による治療成績は、結膜

炎、眼瞼炎では常用量（１回１滴、１日３回点眼）による治療成績に劣らないが、麦粒腫、

涙嚢炎、角膜炎、角膜潰瘍等に対しては、劣ることが示唆された。 

（注意）本剤の承認された用法及び用量は「通常、１回１滴、１日３回点眼する。なお、症状により適宜

増減する。」である。 

(4) 検証的試験 

１）有効性検証試験 

①国内臨床試験〈眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）〉 

（1）疾患別臨床効果 

比較試験を含む臨床試験 636 例における有効率（有効以上）は 92.8％（590/636 例）

であり、各疾患別臨床効果は以下のとおりである。また、外眼部感染症を対象とし

た比較試験において本剤の有用性が認められている。 

疾患別臨床効果※ 

疾患名 有効率（有効以上） 

眼瞼炎 

涙囊炎 

麦粒腫 

結膜炎 

瞼板腺炎 

角膜炎（角膜潰瘍を除く） 

角膜潰瘍 

96.7％（29/30 例） 

81.0％（64/79 例） 

96.0％（48/50 例） 

93.8％（406/433 例） 

95.5％（21/22 例） 

96.7％（29/30 例） 

83.3％（15/18 例） 

※複数の疾患が合併している場合は各々の疾患に１例として算入 

（2）適応菌種別臨床効果 

上記の 636 例における適応菌種別臨床効果は以下のとおりで、いずれの菌種に対し

ても有効率を示す成績が得られた。 
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適応菌種別臨床効果※ 

菌種名 有効率（有効以上） 

ブドウ球菌属 

レンサ球菌属（肺炎球菌を除く） 

肺炎球菌 

腸球菌属 

ミクロコッカス属 

モラクセラ属 

モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス 

コリネバクテリウム属 

バシラス属 

クレブシエラ属 

エンテロバクター属 

セラチア属 

プロテウス属 

インフルエンザ属 

ヘモフィルス・エジプチウス 

（コッホ・ウィークス菌） 

シュードモナス属（緑膿菌を除く） 

緑膿菌 

アシネトバクター属 

フラボバクテリウム属 

アルカリゲネス属 

   90.3％（269/298 例） 

 94.1％（48/51 例） 

 92.0％（69/75 例） 

 90.9％（10/11 例） 

 90.9％（10/11 例） 

 97.0％（32/33 例） 

100.0％（15/15 例） 

 90.4％（66/73 例） 

 94.4％（17/18 例） 

     （8/8 例） 

 93.3％（14/15 例） 

100.0％（19/19 例） 

     （2/2 例） 

100.0％（72/72 例） 

100.0％（24/24 例） 

 

 88.2％（67/76 例） 

     （7/7 例） 

 90.6％（29/32 例） 

100.0％（11/11 例） 

 92.3％（12/13 例） 

※複数の菌種が検出された場合は各々の菌種に１例として算入 

②国内臨床試験（術後感染症に対する効果)４）〈眼科周術期の無菌化療法〉 

眼手術患者 327 例を対象とした本剤の臨床試験において、全例とも術後感染は認められ

なかった。 

副作用は 327 例中２例（いずれもカタル性結膜炎、点眼時しみる）であった。 

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 

（使用成績調査） 

1989 年６月 30 日～1995 年６月 29 日までの６年間に本剤が投与された総症例 11,288 例

中、副作用が報告されたのは 156 例（1.38％）であった。主な副作用症状として、しみ

るなどの眼刺激症状 122 件（1.08％）、結膜充血 10 件（0.09％）、そう痒感９件（0.08％）、

眼瞼炎４件（0.04％）、眼瞼発赤４件（0.04％）、眼瞼腫脹４件（0.04％）等がみられた。 
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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 

該当しない 

 

（7) その他 

該当資料なし 
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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 

キノロン系抗菌薬 

オフロキサシン（OFLX）、ガチフロキサシン水和物（GFLX）、トスフロキサシントシル酸塩

水和物（TFLX）、モキシフロキサシン塩酸塩（MFLX）、レボフロキサシン水和物（LVFX）、塩

酸ロメフロキサシン（LFLX） 

 

２．薬理作用 

(1) 作用部位・作用機序 

作用部位：外眼部 

作用機序：細菌のDNAの高次構造を変換するDNA gyraseに作用し、DNA複製を阻害すること

により、殺菌的に作用する。５） 

(2) 薬効を裏付ける試験成績 

１）抗菌作用６）～８） 

抗菌スペクトラムは広範囲に及び、ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、

ミクロコッカス属、コリネバクテリウム属、バシラス属等のグラム陽性菌及びモラクセ

ラ属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエ

ンザ菌、へモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑

膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィ

リア、アシネトバクター属、フラボバクテリウム属、アルカリゲネス属等のグラム陰性

菌の眼感染症の起炎菌に対し、強い抗菌力を示す（in vitro）。 

２）実験的緑膿菌性角膜感染症に対する作用９） 

ウサギに本剤を１回１滴点眼し、１時間後緑膿菌を接種したところ、発症の予防又は病

変の進行の遅延が認められた。また、菌接種後から２時間毎に１回１滴で１日６回、３

日間点眼したところ病変は認められなかった。 

３）耐性獲得 

⚫ Rプラスミド上からは本剤の耐性遺伝子はみつかっていない。 

⚫ 継代培養による耐性獲得実験においてナリジクス酸及びピペミド酸に比べ耐性が獲

得されにくい（in vitro）。10） 

 

(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 

該当しない 

(2) 臨床試験で確認された血中濃度 

健康成人10例に本剤を１回２滴、１日４回点眼で14日間投与したとき、最終投与日の３回

目の点眼１時間後の血中濃度は、測定限界値（0.005μg/mL）以下であった。１） 

（注意）本剤の承認された用法及び用量は「通常、１回１滴、１日３回点眼する。なお、症状により適宜

増減する。」である。 

(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 

 

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 
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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 

１．血中濃度の推移 （2）臨床試験で確認された血中濃度の項（P.17）参照 

 

５．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 

１）眼内移行４） 

眼手術患者に本剤を術前0.5～3.0時間の間に数回点眼したときの前房水中濃度は、点眼

後90分に最高値（0.36μg/mL）を示した。 

２）結膜嚢内濃度（ウサギ)11） 

本剤をウサギ正常眼に１回２滴点眼したときの結膜嚢内滞留濃度は、点眼後30分で

305μg/mL、１時間で77.0μg/mLであり、６時間後で8.9μg/mLであった。 

３）眼組織内濃度（ウサギ） 

①本剤を白色ウサギ正常眼に１回２滴、５分毎に５回点眼したとき、眼球内部組織に比べ

て外眼部で濃度が高く、最高濃度は角膜で7.84μg/g（15分後）、眼瞼で6.55μg/g（30分

後）、球結膜で5.76μg/g（15分後）であり、前房水中には0.68μg/mL（２時間後）、虹彩・

毛様体で0.65μg/g（30分後）、脈絡膜で0.26μg/g（15分後）と少なく、血清中では
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0.020μg/mL（15分後）と極めて少なかった。また、角膜炎症眼では正常眼に比べてより

高い移行濃度を示した12）。 

②0.3％［14C］-ノルフロキサシン溶液を有色ウサギ正常眼に１回１滴、１日５回、14日間

点眼したとき、最終点眼24時間後の眼組織内濃度は虹彩・毛様体で3.00μg・eq/g、脈絡

膜・網膜色素上皮で3.65μg・eq/g、色素上皮を除く網膜で測定限界以下であり、メラニン

色素を含む組織には高度に分布することが認められた13）。 

（注意）本剤の承認された用法及び用量は「通常、１回１滴、１日３回点眼する。なお、症状により適宜

増減する。」である。 

（6) 血漿蛋白結合率 

該当資料なし 

 

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 

該当資料なし 

 

７．排  泄 

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 

 

９．透析等による除去率 

該当資料なし 
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10．特定の背景を有する患者 

該当しない 

 

11．そ の 他 
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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） 

ノルフロキサシン又はキノロン系合成抗菌剤に対し過敏症の既往歴のある患者 

（解説）本剤の成分による過敏症の既往歴のある患者に本剤を投与した場合、過敏反応を起こす可能性があ

るので投与を避ける必要がある。 

 

３．効能又は効果に関連する注意とその理由 

設定されていない 

 

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 

 

５．重要な基本的注意とその理由 

8.重要な基本的注意 

8.1 本剤の投与にあたっては、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 長期間投与しないこと。 

（解説）8.1「抗菌性物質製剤」に共通の注意事項 

感受性の確認が行われずに漫然と長期に投与することによって起こる耐性菌の出現を防ぐための

注意である。 

（参考）平成５年１月19日付厚生省安全課長通知薬安第５号に基づいて記載した。 

8.2 長期に投与することによって起こる耐性菌の出現を防ぐため記載した。 

 

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 

設定されていない 

（2) 腎機能障害患者 

設定されていない 

（3) 肝機能障害患者 

設定されていない  
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（4) 生殖能を有する者 

設定されていない 

（5) 妊婦 

設定されていない 

（6) 授乳婦 

設定されていない 

（7) 小児等 

設定されていない 

（8) 高齢者 

設定されていない 

 

７．相互作用 

（1) 併用禁忌とその理由 

設定されていない 

（2) 併用注意とその理由 

設定されていない 

 

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 

設定されていない 

(2) その他の副作用 

11.2 その他の副作用 

 0.1～5％未満 0.1％未満 頻度不明 

眼 

しみるなどの眼

刺激症状 

そう痒感、結膜充血、眼瞼の

腫脹・発赤、表在性角膜炎、角

膜上皮剝離 

角膜沈着物 
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■副作用発現状況一覧表 

時期 

 

 

調査項目 

承認時迄の調査 

使用成績調査 

の累計等 

（1989.6.30 

～1995.6.29） 

計 

①調査施設数 

②調査症例数 

③副作用発現症例数 

④副作用発現件数 

副作用発現症例率（③/②×100） 

32 

1,060 

27 

33 

2.55％ 

662 

11,288 

156 

168 

1.38％ 

694 

12,348 

183 

201 

1.48％ 

副作用の種類 副作用発現件数（発現率：％） 

皮膚・皮膚付属器 1（0.09） 10（0.09） 11（0.09） 

 そう痒感 

 皮膚（目尻）びらん 

1（0.09） 

0（－） 

9（0.08） 

1（0.01） 

10（0.08） 

1（0.01） 

中枢・末梢神経系 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

 四肢しびれ（感） 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

自律神経系 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

 流涙 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

視覚障害 29（2.74） 142（1.26） 171（1.38） 

 びまん性表在性角膜炎 

 角膜炎 

 角膜剥離 

 結膜炎 

 眼刺激（症状） 

 眼脂 

 結膜充血 

 結膜発赤 

 眼瞼炎 

 アレルギー性結膜炎 

0（－） 

0（－） 

0（－） 

2（0.19） 

27（2.55） 

0（－） 

0（－） 

0（－） 

0（－） 

0（－） 

1（0.01） 

1（0.01） 

2（0.02） 

0（－） 

122（1.08） 

1（0.01） 

10（0.09） 

1（0.01） 

4（0.04） 

1（0.01） 

1（0.01） 

1（0.01） 

2（0.02） 

2（0.02） 

149（1.21） 

1（0.01） 

10（0.08） 

1（0.01） 

4（0.03） 

1（0.01） 

その他の特殊感覚 2（0.19） 2（0.02） 4（0.03） 

 臭気感 

 苦味 

 塩味 

0（－） 

1（0.09） 

1（0.09） 

1（0.01） 

1（0.01） 

0（－） 

1（0.01） 

2（0.02） 

1（0.01） 

消化管障害 1（0.09） 0（－） 1（0.01） 

 嘔気 1（0.09） 0（－） 1（0.01） 

血管（心臓外）障害 0（－） 4（0.04） 4（0.03） 

 発赤（眼瞼） 0（－） 4（0.04） 4（0.03） 

一般的全身障害 0（－） 6（0.05） 6（0.05） 

 腫脹（眼瞼） 

 腫脹（顔面） 

 異物感 

0（－） 

0（－） 

0（－） 

4（0.04） 

1（0.01） 

1（0.01） 

4（0.03） 

1（0.01） 

1（0.01） 

適用部位障害 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

 投与部位浮腫（結膜浮腫） 0（－） 1（0.01） 1（0.01） 

バクシダールⓇ点眼液0.3％とノフロⓇ点眼液0.3％の集計 

 

９．臨床検査結果に及ぼす影響 

設定されていない 
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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 薬剤交付時の注意 

患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。 

・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。 

・点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、患眼を開瞼して結膜囊内に点眼し、１～

５分間閉瞼して涙囊部を圧迫させた後、開瞼すること。 

・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも５分以上間隔をあけてから点眼すること。 

（解説）・本剤の容器の先端が直接目に触れることにより、薬液が二次汚染されることがある。 

二次汚染を防ぐため、容器の先端が直接目に触れないよう患者へ指導していただくために記載した。 

・点眼液は鼻涙管を経由して鼻咽頭粘膜から全身へ吸収されることがある。閉瞼及び涙囊部を圧迫する

ことにより、全身への吸収を抑制して治療効果を高め、また全身性の副作用を防ぐために記載した。 

・他の点眼剤との点眼間隔が短い場合、先に使用した点眼液の吸収が不十分となり効果が現れにくく

なる。また、先に使用した点眼液と後に使用した点眼液が配合変化を生じる可能性があるため、少

なくとも５分以上の間隔をあけてから点眼するよう患者へ指導していただくために記載した。 

 

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」の項（P.16）参照 

（2) 安全性薬理試験 

１）中枢神経系に及ぼす影響 14） 

マウスにおいて自発運動量及びレセルピン低体温に対して、弱い抑制作用を示した以外、

中枢神経系に影響を与えなかった。 

２）呼吸・循環器系に及ぼす影響 15） 

イヌに急速に静脈内投与したとき、一部のイヌに一過性の血圧下降が認められたが、静

脈内に持続注入した場合は認められなかった。 

３）末梢神経系・臓器運動に及ぼす影響 14） 

ラットの摘出子宮運動に対し、10-4g/mL の濃度において弱く抑制した以外は、末梢神経

系及び臓器運動に対して影響を与えなかった。 

４）尿、電解質排泄に及ぼす影響 15） 

絶食ラットに大量（1000mg/kg）経口投与した時、尿量の減少と Na＋排泄の減少傾向及び

K＋排泄の増加を生じたが、100mg/kg では影響はみられなかった。 

５）感覚器官に及ぼす影響 16、17） 

ラット及びネコへの連続投与によっても聴覚機能及び眼に対して、影響を与えなかった。 

 

（3) 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18） 

LD50（mg/kg） 

動物種 

投与経路 

マウス ラット 

雄 雌 雄 雌 

経  口＊1 ＞4000 ＞4000 ＞4000 ＞4000 

皮  下＊1 ＞1500 ＞1500 ＞1500 ＞1500 

静 脈 内＊2 220 237 270 245 

（Litchfield-Wilcoxon 法） ＊1：10 日間観察 ＊2：７日間観察 
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（2) 反復投与毒性試験 

１）亜急性毒性（最大無作用量、回復試験） 

ラットにノルフロキサシンを 250、500、1000mg/kg/day １ヵ月間経口投与し、一般状態、

血液、尿、臓器などを検討した結果、いずれも死亡例はなく、ノルフロキサシンによる

と考えられる異常所見は認められなかった 18）。またイヌに 50、100、200mg/kg/day ５週

間経口投与した場合も同様に異常所見は認められなかった 19）。 

２）慢性毒性（最大無作用量） 

ラットに 125、250、500mg/kg/day ６ヵ月間、またイヌに 25、50、100（11 ヵ月目より

200 に増量）mg/kg/day 13 ヵ月間経口投与した結果、いずれも死亡例はなくノルフロキ

サシンによると考えられる異常所見は認められなかった 20、21）。 

（3) 遺伝毒性試験 

優性致死試験（マウス)22）、小核試験（マウス)23）、Ames24）試験及び CHL 細胞での染色体

異常誘発試験 24）のいずれの試験においても陰性であった。 

（4) がん原性試験 

該当資料なし 

（5) 生殖発生毒性試験 

妊娠前及び妊娠初期投与試験（マウス)25）、器官形成期投与試験（マウス 26）、ラット 27）、

ウサギ 28））、周産期及び授乳期投与試験（マウス)29）のいずれの試験においてもノルフロキ

サシンによると考えられる異常は認められなかった。 

（6）局所刺激性試験 

該当資料なし 

（7）その他の特殊毒性 

１）点眼毒性 

⚫ 本剤をウサギ眼に１日３回、21 日間点眼し、角膜及び結膜の形態学的変化を光学的並び

に電顕的観察により検索したとき、本剤に起因すると考えられる変化は認められなかっ

た 30）。また、同様にウサギ結膜粘液細胞に対する影響を検討したとき、本剤に起因する

と考えられる影響はなかった 31）。 

⚫ カニクイザルにノルフロキサシン（30 ㎎/㎏/日あるいは 40 ㎎/㎏/日）を 52 週間内服さ

せ、さらに 0.3％ノルフロキサシン点眼液を１日３回点眼し、眼球の組織学的検討を行

った。ノルフロキサシンに関係あると判断できる明らかな形態学的異常はみられなかっ
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た。また同時に角膜及び結膜上皮細胞への影響を検討した結果、明らかな影響はみられ

なかった 32）。 

２）抗原性 

本剤の点眼による免疫原性は、ウサギ結膜のアレルギー反応誘発試験及びモルモットの

PCA 反応試験において認められなかった 33）。 

また、皮膚感作性もマキシマイゼイションテストにおいて認められなかった（米国メル

ク社研究所）。  
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 

１．規制区分 

製  剤：バクシダール点眼液0.3％ 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 

有効成分：該当しない 

 

２．有効期間 

有効期間：３年 

 

３．包装状態での貯法 

室温保存 

 

４．取扱い上の注意 

20.取扱い上の注意 

20.1 長期間低温に保存しないこと。 

20.2 外箱開封後は遮光して保管すること。 

（「Ⅳ.６．製剤の各種条件下における安定性」の項（P.９）参照） 

 

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：あり 

その他の患者向け資材：なし 

 

６．同一成分・同効薬 

同一成分薬：ノフロ点眼液0.3％ 

同 効 薬：オフロキサシン、ガチフロキサシン水和物、トスフロキサシントシル酸塩水和

物、モキシフロキサシン塩酸塩、レボフロキサシン水和物、塩酸ロメフロキサシン 

 

７．国際誕生年月日 

1983年９月（イタリア） 
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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 

バクシダール点眼液 0.3％ 

履歴 
製造販売承認 

年月日 
承認番号 

薬価基準収載 

年月日 

販売開始 

年月日 

旧販売名 

バクシダール点眼液 
1989年6月30日 （1AM）第 354 号 1989年８月25日 1989年10月２日 

販売名変更 

バクシダール点眼液 0.3％ 
2007年9月27日 21900AMX01601000 2007年12月21日 1989年10月２日 

 

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 

一部変更承認年月日：1992年11月24日 

内容：効能・効果として、「角膜潰瘍」が追加された。 

 

10．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

再審査結果通知年月日：1998年3月12日 

 結果：承認内容に変更なし 

再評価結果通知年月日：2004年9月30日 

 内容：製造（輸入）承認事項の一部を変更すれば、薬事法第14条第２項各号のいずれにも

該当しない。 

 

11．再審査期間 

１）眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎、術後感染症 

1989年６月30日～1995年６月29日満了 

２）角膜潰瘍 

1992年11月24日～1995年６月29日満了 

 

12．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。 

 

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（13 桁）番号 

レセプト電算処理 

システム用コード 

バクシダール点眼液

0.3％ 
1319727Q1174 1319727Q1174 1022124020103 620006476 
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14．保険給付上の注意 

該当しない 
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ⅩⅠ．文  献 

１．引用文献 

１）田村  修 他：Clin. Eval. 1987；15：577-599 

２）北野 周作 他：眼科臨床医報. 1988；82(3)：485-496 

３）井上 愼三 他：あたらしい眼科. 1987；4(8)：1154-1160 

４）田村  修 他：あたらしい眼科. 1988；5：453-462 

５）平井 敬二 他：Chemotherapy. 1990；38(S-2)：1-10 

６）調枝 寛治 他：あたらしい眼科. 1988；5：443-452 

７）市川 一夫 他：あたらしい眼科. 1988；5：431-441 

８）井上 愼三 他：あたらしい眼科. 1988；5：593-601 

９）中村  聡 他：眼科臨床医報. 1987；81：2252-2256 

10）伊藤  明 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：66-82 

11）北野 周作 他：あたらしい眼科. 1987；4：1150-1153 

12）大石 正夫 他：日眼会誌. 1987；91：161-167 

13）石田 了三 他：あたらしい眼科. 1993；10(12)：2061-2066 

14）大久保秀夫 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：965-984 

15）大久保秀夫 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：985-1001 

16）入倉  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：953-956 

17）入倉  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：946-952 

18）入倉  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：766-784 

19）杉本  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：785-811 

20）入倉  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：829-848 

21）入倉  勉 他：Chemotherapy.1981；29(S-4)：849-885 

22）入倉  勉 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：932-937 

23）鈴木  博 他：基礎と臨床. 1982；16(6)：3045-3048 

24）入倉  勉 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：938-945 

25）入倉  勉 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：886-894 

26）入倉  勉 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：895-914 

27）入倉  勉 他：基礎と臨床. 1981；15(11)：5251-5263 

28）有賀 光久 他：基礎と臨床. 1982；16(2)：667-675 

29）入倉  勉 他：Chemotherapy. 1981；29(S-4)：915-931 

30）Eydelloth, R.S. et al.:あたらしい眼科. 1988；5(2)：255-261 

31）出海 陽子 他：あたらしい眼科. 1994；11(12)：1890-1892 

32）村田 敏規 他：あたらしい眼科. 1993；10(11)：1863-1867 

33）牧  栄二 他：あたらしい眼科. 1988；5(1)：97-103 

 

２．その他の参考文献 

該当資料なし 
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ⅩⅡ．参考資料 

１．主な外国での発売状況 

なし 

 

２．海外における臨床支援情報 

なし 

 

 

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 

 

 



 

 

092 C34-884 
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