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2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリス

ロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、
セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、
フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を投与中の
患者［10.1 参照］

2.2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
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開発の経緯

クレセンバカプセル100mg/点滴静注用200mg（一般名：イサブコナゾニウム硫酸塩〔以下、クレセンバ〕）は、
F.・Hoffmann-La・Roche,・Ltd.により創製されたアゾール系抗真菌薬で、真菌細胞膜の主構成成分であるエルゴ
ステロール生合成に不可欠なP45014DM（チトクロームP450依存性ラノステロール-14α-脱メチル化酵素）を阻害する
イサブコナゾールの水溶性プロドラッグです。

イサブコナゾールは、全身性、皮下及び表在性真菌症に関与するアゾール耐性真菌株を含む国内外で分離された真菌
（アスペルギルス属、ムーコル目及びクリプトコックス属）に対して、in・vitro抗真菌作用を示しました。また、in・vivo試験
では、播種性及び侵襲性肺アスペルギルス症、ムーコル症の動物モデルにおいて、イサブコナゾニウム硫酸塩は臓器内生菌数
を減少させ、生存率を改善しました。

海外では、投与経路の異なる2種類（凍結乾燥製剤：静脈内投与、カプセル剤：経口投与）の製剤として開発され、
主に9766-CL-0104試験（アスペルギルス種又は他の糸状菌を起因菌とする侵襲性真菌症患者を対象とした国際
共同、無作為化、二重盲検、実薬対照、非劣性、第Ⅲ相試験；SECURE試験）、及び9766-CL-0103試験（腎機能
障害を有する侵襲性アスペルギルス症患者、もしくは稀な糸状菌、酵母又は二形性真菌を起因菌とする侵襲性真菌症
患者を対象とした国際共同、非盲検、非対照、第Ⅲ相試験；VITAL試験）の成績に基づいて、2015年3月に米国
（Astellas・ Pharma・ Inc.、適応症：「侵襲性アスペルギルス症」及び「侵襲性ムーコル症」）、同年10月に欧州
（Basilea・Pharmaceutica・International・Ltd,・Allschwil、適応症：「侵襲性アスペルギルス症」及び「アムホテリ
シンBによる治療が不適切な患者におけるムーコル症」）で承認を取得しました（商品名：CRESEMBA）。

国内では、第Ⅰ相試験（AK1820-101試験）で日本人の薬物動態を、第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）では、
日本人深在性真菌症患者を対象として、2つの海外第Ⅲ相試験と類似したデザイン（コホートA：侵襲性アスペルギルス症、
慢性肺アスペルギルス症、コホートB：ムーコル症、クリプトコックス症）で有効性及び安全性を検討しました。これらの
成績に基づいてクレセンバの製造販売承認申請を行い、「真菌症の治療［アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、
慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、ムーコル症、クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、
播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））］」の効能・効果で2022年12月に承認を取得しました。
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アスペルギルス症に対する治療効果を示しました。
＜侵襲性アスペルギルス症＞
・�アスペルギルス種又は他の糸状菌を起因菌とする侵襲性真菌症患者に対する一次治療効果を検討
した海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0104試験；SECURE試験）において、主要評価項目である
42日目までの全死因死亡率で、ボリコナゾールに対するクレセンバの非劣性が検証されました
（調整後群間差−1.0％［95％信頼区間：−7.759,�5.683］；95％信頼区間上限値が非劣性
マージン10％未満）※。

＜慢性肺アスペルギルス症＞
・�日本人深在性真菌症患者を対象とした国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）において、投与
終了時の総合効果の有効率は82.7％（43/52例）でした。

※�本臨床成績には、国内の承認内容とは異なる菌種の結果が含まれる。
【19、27頁参照】

ムーコル症に対する治療効果を示しました。
・�腎機能障害を有する侵襲性アスペルギルス症患者、もしくは稀な糸状菌、酵母又は二形性真菌を
起因菌とする侵襲性真菌症患者を対象とした海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0103試験；VITAL
試験）において、ムーコル症患者における投与終了時の総合効果の有効率は31.4％（11/35例）
でした。

【39頁参照】

クリプトコックス症に対する治療効果を示しました。
・�国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）において、クリプトコックス症患者における投与終了時の
総合効果の有効率は90.0％（9/10例）でした。

【22頁参照】

患者さんの状態や治療経過に応じて剤形の切り替えが可能です。
・�クレセンバの剤形は、カプセル剤と注射剤の2種類です。
・�絶対的バイオアベイラビリティは約98％でした。

【5～14、50頁参照】

安全性
重大な副作用として、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）、
肝機能障害［肝機能検査異常（13.7%）、肝機能異常（6.8%）、肝損傷（1.4%）、
肝炎（頻度不明）］、急性腎障害（1.4%）、腎不全（頻度不明）、ショック（頻度不明）、
アナフィラキシー（頻度不明）が報告されています。
【クレセンバカプセル100mg】
	主な副作用（5％以上）は、悪心及びほてりでした。
【クレセンバ点滴静注用200mg】
	 	主な副作用（5％以上）は、悪心、注射部位反応、注射部位蕁麻疹、注入部位静脈炎
及びほてりでした。

副作用については、電子添文の副作用の項及び臨床成績の項の安全性の結果を
ご参照ください。

1

2

3

4

5

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））
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製品情報（ドラッグインフォメーション）

「禁忌を含む注意事項等情報」等の改訂に十分ご留意ください。
クレセンバカプセル100mg電子添文�2022年12月作成（第1版）

クレセンバカプセル100mg

2.	禁忌

2.	禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1�リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、

リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、セント・
ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を
投与中の患者［10.1参照］

2.2�本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

3.	組成・性状
3.1	組成

販売名 クレセンバカプセル100mg

有効成分
1カプセル中

イサブコナゾニウム硫酸塩186.3mg
（イサブコナゾールとして100mg）

添加剤 無水クエン酸マグネシウム、結晶セルロース、タルク、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸
カプセル本体：エデト酸二ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ヒプロメロース

3.2	製剤の性状
販売名 クレセンバカプセル100mg

剤形 硬カプセル剤

色調 キャップ：白色
ボディ：濃い黄赤色

大きさ 長径：24.2mm
短径：7.7mm

外形
c

100

号数 0el号

重量 約696mg

識別コード C100

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）
〇ムーコル症
〇クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

5.	効能・効果に関連する注意
本剤を投与する前に、原因真菌を分離及び同定するための真菌培養、病理組織学的検査等の他の検査のための
試料を採取すること。培養等の検査の結果が得られる前に薬物療法を開始する場合でも、検査の結果が明らか
になった時点でそれに応じた抗真菌剤による治療を再検討すること。
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6.	用法・用量
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～
24時間経過後、イサブコナゾールとして1回200mgを1日1回経口投与する。

7.	用法・用量に関連する注意
7.1�カプセル剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用することができる。
7.2�投与期間は基礎疾患の状態、免疫抑制からの回復及び臨床効果に基づき設定すること。

8.	重要な基本的注意
8.1��肝機能障害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、患者の状態を十分に観察する

こと。［9.3.1、9.3.2、11.1.2、16.6.2参照］
8.2��急性腎障害、腎不全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、患者の状態を十分に

観察すること。［11.1.3、16.6.1参照］
8.3�本剤の投与に際しては、アレルギー歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。
8.4��ラット及びマウスにおいて発がん性が認められているので、本剤を長期投与する場合は治療上の有益性と

危険性を考慮して投与の継続を慎重に判断すること。［15.2.1参照］

9.	特定の背景を有する患者に関する注意
9.1	合併症・既往歴等のある患者
9.1.1	他のアゾール系抗真菌剤に対し薬物過敏症の既往歴のある患者

類似の化学構造を有しており、交差過敏反応を起こすおそれがある。
9.1.2	先天性QT短縮症候群の患者

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与し、本剤投与前及び投与中は定期的
に心電図検査を実施するなど、患者の状態を慎重に観察すること。QT間隔が短縮するおそれがある。
［17.3.1参照］

9.3	肝機能障害患者
9.3.1	重度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類C）

治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与すること。やむを得ず投与する場合には、患者の
状態をより慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。本剤の血中濃度が上昇し、副作用が強く
あらわれるおそれがある。重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。［8.1、
11.1.2、16.6.2参照］

9.3.2	軽度及び中等度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類A及びB）
本剤の血中濃度が上昇するおそれがあるため、副作用の発現に十分注意すること。［8.1、11.1.2、
16.6.2参照］

9.4	生殖能を有する者
妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。
［9.5参照］

9.5	妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること。ラット及びウサギにおいて、それぞれ臨床曝露量（AUC）未満の曝露量で、胎児に骨格異常
（催奇形性）が認められた1,2）。［9.4参照］

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。ラットで乳汁中
への移行が報告されている3）。

9.7	小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

クレセンバカプセル
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10.	相互作用
イサブコナゾールは、CYP3Aで代謝される。また、CYP3Aを中程度に阻害、CYP2B6を誘導、P糖蛋白（P-gp）、
有機カチオントランスポーター（OCT）2、多剤・毒性化合物排出蛋白（MATE）1、UDP-グルクロン酸転移酵素
（UDP−glucuronosyltransferase,�UGT）を阻害する。［16.4、16.7.1、16.7.2参照］
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
リトナビル（ノービア）
コビシスタット含有製剤（スタリビルド、
ゲンボイヤ、シムツーザ、プレジコビックス）
イトラコナゾール（イトリゾール）
ボリコナゾール（ブイフェンド）
クラリスロマイシン（クラリス、クラリシッド）
［2.1参照］

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがある。

これらの薬剤はCYP3Aを強く阻害する。

リファンピシン（リファジン）
リファブチン（ミコブティン）
カルバマゼピン（テグレトール）
フェノバルビタール（フェノバール）
セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、
セント・ジョーンズ・ワート）含有食品
フェニトイン（アレビアチン、ヒダントール）
ホスフェニトインナトリウム水和物（ホストイン）
［2.1、16.7.2参照］

本剤の血中濃度が低下し作用が減弱する
おそれがある。

これらの薬剤等はCYP3Aを強く誘導する。

ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）
［2.1参照］

ロミタピドの血中濃度が上昇する可能性が
ある。

本剤はこれらの薬剤の代謝酵素（CYP3A）
を阻害する。

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

ロピナビル・リトナビル
［16.7.2参照］

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強するおそれが
あるため、併用する場合は本剤の副作用発現に
十分に注意すること。
ロピナビル・リトナビルの血中濃度が低下するおそれ
があるため、併用する場合はロピナビル・リトナビル
の有効性の減弱について十分に注意すること。

リトナビルはCYP3Aを阻害する。
ロピナビル・リトナビルの血中濃度が
低下する機序は不明。

CYP3Aを阻害する薬剤等
　ニルマトレルビル・リトナビル等

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強するおそれが
あるため、併用する場合は本剤の副作用発現に十分
に注意すること。

これらの薬剤等はCYP3Aを阻害する。

CYP3Aにより代謝される薬剤
　免疫抑制剤
　　�タクロリムス、シロリムス、シクロス
ポリン

　ミダゾラム
　フェンタニル
　�ベネトクラクス［再発又は難治性の慢性
リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫
を含む）の維持投与期、急性骨髄性
白血病］
　メチルプレドニゾロン
　デキサメタゾン
　シンバスタチン
　アムロジピン等
　［16.7.2参照］

これらの薬剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合はこれらの薬剤の
副作用発現に十分に注意すること。

本剤はこれらの薬剤の代謝酵素
（CYP3A）を阻害する。

エファビレンツ 相互に血中濃度が低下し作用が減弱するおそれが
あるため、併用する場合は必要に応じてエファビレ
ンツの用量を調節すること。

本剤はエファビレンツの代謝酵素
（CYP2B6）を誘導し、エファビレンツ
は本剤の代謝酵素（CYP3A）を誘導
する。
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薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
シクロホスファミド シクロホスファミドの血中濃度が低下し作用が

減弱するおそれがあるため、併用する場合は必要に
応じてシクロホスファミドの用量を調節すること。

本剤はシクロホスファミドの代謝酵素
（CYP2B6）を誘導する。

ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
　ビンクリスチン、ビンブラスチン等
コルヒチン
エベロリムス

これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある
ため、併用する場合はこれらの薬剤の副作用発現
に十分に注意すること。

これらの薬剤はCYP3A及びP-gpの
基質であり、本剤はCYP3A及び
P-gpを阻害する。

P-gpの基質となる薬剤
　フェキソフェナジン
　トルバプタン
　抗悪性腫瘍剤
　　ニロチニブ
　　ラパチニブ
　ジゴキシン
　�ダビガトランエテキシラートメタンスル
ホン酸塩等
　［16.7.2参照］

これらの薬剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合はこれらの薬剤の
副作用発現に十分に注意すること。

これらの薬剤はP-gpの基質であり、
本剤はP-gpを阻害する。

ミコフェノール酸モフェチル
［16.7.2参照］

活性代謝物であるミコフェノール酸の血中濃度が
上昇し作用が増強するおそれがあるため、併用す
る場合はミコフェノール酸の副作用発現に十分に
注意すること。

本剤はミコフェノール酸の代謝酵素
（UGT）を阻害する。

メトホルミン
［16.7.2参照］

メトホルミンの血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合は必要に応じてメ
トホルミンの用量を調節すること。

メトホルミンはOCT2及びMATE1
の基質であり、本剤はOCT2及び
MATE1を阻害する。

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。
11.1	重大な副作用
11.1.1	皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）
11.1.2	肝機能障害

肝機能検査異常（13.7％）、肝機能異常（6.8％）、肝損傷（1.4％）、肝炎（頻度不明）があらわれる
ことがある。［8.1、9.3.1、9.3.2、16.6.2参照］

11.1.3	急性腎障害（1.4%）、腎不全（頻度不明）
［8.2、16.6.1参照］

11.1.4	ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）
11.2	その他の副作用

5％以上 5％未満 頻度不明

血液及びリンパ系障害 白血球減少症、好中球減少症、汎血球
減少症

心臓障害 動悸、心室性期外収縮 心房細動、心房粗動、徐脈、上室性期外
収縮、上室性頻脈

耳及び迷路障害 回転性めまい

内分泌障害 抗利尿ホルモン不適合分泌

胃腸障害 悪心 下痢、嘔吐 腹部膨満、腹痛、便秘、消化不良

一般・全身障害及び投与部位の
状態

末梢性浮腫 無力症、胸痛、疲労、倦怠感

肝胆道系障害 胆嚢炎 肝腫大

免疫系障害 過敏症
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5％以上 5％未満 頻度不明

臨床検査 血圧低下、血小板数減少、血中クレアチニン
増加、好中球数減少、心電図異常、体重減少

代謝及び栄養障害 高カリウム血症、食欲減退、低ナトリウム血症 低アルブミン血症、低血糖、低カリウム
血症、低マグネシウム血症

筋骨格系及び結合組織障害 筋力低下 背部痛

神経系障害 異常感覚、感覚障害、感覚鈍麻、傾眠、味覚
不全、痙攣発作

脳症、頭痛、末梢性ニューロパチー、
錯感覚、失神、痙攣

精神障害 譫妄、うつ病、不眠症

腎及び尿路障害 血尿、腎機能障害

呼吸器、胸郭及び縦隔障害 呼吸困難、口腔咽頭不快感、発声障害 急性呼吸不全、気管支痙攣、頻呼吸

皮膚及び皮下組織障害 そう痒性皮疹、光線過敏性反応、湿疹、皮膚
乾燥、薬疹、冷汗

脱毛症、皮膚炎、点状出血、そう痒症、
発疹

血管障害 ほてり 高血圧 低血圧、血栓性静脈炎

13.	過量投与
13.1	処置

本剤は血液透析によって除去されない。［16.6.1参照］

14.	適用上の注意
14.1	薬剤交付時の注意
14.1.1��ブリスターシートから取り出して服用するよう指導すること。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ある。
14.1.2��本剤は吸湿性を有するため、服用直前にブリスターシートから取り出すよう指導すること。
14.1.3�カプセルは噛んだり、粉砕したり、溶解したり、開けたりせず、そのまま服用するよう指導すること。
14.1.4��乾燥剤が入ったブリスターシートに穴を開けないように、また、乾燥剤を取り出して飲み込まないように

指導すること。

15.	その他の注意
15.2	非臨床試験に基づく情報
15.2.1��マウスのがん原性試験（2年間投与）において、肝芽細胞腫の増加及び肝臓の血管腫の増加が臨床

曝露量（AUC）のそれぞれ0.6倍及び1.0倍以上の曝露量で認められた4）。ラットのがん原性試験
（2年間投与）において、皮膚線維腫の増加及び子宮内膜腺癌の増加が臨床曝露量のそれぞれ2.6倍
及び3.8倍の曝露量で認められた5）。なお、臨床試験においてヒトにおける本剤の投与と腫瘍発生との
間に明確な関係は報告されていない。［8.4参照］

15.2.2��本剤のコレステロール合成に関与するCYP51阻害作用6）に関連して、ラット反復経口投与試験に
おいて卵巣の間質細胞空胞化が臨床曝露量（AUC）の2.2倍以上の曝露量、ラット及びカニクイザル
反復経口投与試験において副腎の皮質細胞肥大・空胞化が臨床曝露量の1.1倍の曝露量で認め
られた7,8）。
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クレセンバ点滴静注用200mg電子添文�2022年12月作成（第1版）

クレセンバ点滴静注用200mg

2.	禁忌

2.	禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1�リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、

リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、セント・
ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を
投与中の患者［10.1参照］

2.2�本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

3.	組成・性状
3.1	組成

販売名 クレセンバ点滴静注用200mg

有効成分
1バイアル中

イサブコナゾニウム硫酸塩395.0mg
（イサブコナゾールとして212mg注1））

添加剤 1バイアル中
D−マンニトール�101.8mg、pH調整剤

注1）注射用水5mLで溶解後、生理食塩液又は5％ブドウ糖注射液250mLで希釈して投与する場合、その薬液はイサブコナゾールとして200mgを含む。

3.2	製剤の性状
販売名 クレセンバ点滴静注用200mg

剤形 注射剤

pH 1.3～1.9注2）

浸透圧 約289mOsmol/kg注3）

性状 白色から黄色の固体又は粉末

注2）注射用水5mLで溶解したとき。
注3）注射用水5mLで溶解後、生理食塩液250mLで希釈したとき。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）
〇ムーコル症
〇クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

5.	効能・効果に関連する注意
本剤を投与する前に、原因真菌を分離及び同定するための真菌培養、病理組織学的検査等の他の検査のための
試料を採取すること。培養等の検査の結果が得られる前に薬物療法を開始する場合でも、検査の結果が明らか
になった時点でそれに応じた抗真菌剤による治療を再検討すること。

6.	用法・用量
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。
6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注
する。

クレセンバ点滴静注用
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7.	用法・用量に関連する注意
7.1�カプセル剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用することができる。
7.2�投与期間は基礎疾患の状態、免疫抑制からの回復及び臨床効果に基づき設定すること。

8.	重要な基本的注意
8.1��肝機能障害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、患者の状態を十分に観察する

こと。［9.3.1、9.3.2、11.1.2、16.6.2参照］
8.2��急性腎障害、腎不全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、患者の状態を十分に

観察すること。［11.1.3、16.6.1参照］
8.3�本剤の投与に際しては、アレルギー歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。
8.4��ラット及びマウスにおいて発がん性が認められているので、本剤を長期投与する場合は治療上の有益性と

危険性を考慮して投与の継続を慎重に判断すること。［15.2.1参照］

9.	特定の背景を有する患者に関する注意
9.1	合併症・既往歴等のある患者
9.1.1	他のアゾール系抗真菌剤に対し薬物過敏症の既往歴のある患者

類似の化学構造を有しており、交差過敏反応を起こすおそれがある。
9.1.2	先天性QT短縮症候群の患者

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与し、本剤投与前及び投与中は定期的
に心電図検査を実施するなど、患者の状態を慎重に観察すること。QT間隔が短縮するおそれがある。
［17.3.1参照］

9.3	肝機能障害患者
9.3.1	重度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類C）

治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与すること。やむを得ず投与する場合には、患者の
状態をより慎重に観察し、副作用の発現に十分注意すること。本剤の血中濃度が上昇し、副作用が強く
あらわれるおそれがある。重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。［8.1、
11.1.2、16.6.2参照］

9.3.2	軽度及び中等度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類A及びB）
本剤の血中濃度が上昇するおそれがあるため、副作用の発現に十分注意すること。［8.1、11.1.2、
16.6.2参照］

9.4	生殖能を有する者
妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。
［9.5参照］

9.5	妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること。ラット及びウサギにおいて、それぞれ臨床曝露量（AUC）未満の曝露量で、胎児に骨格異常
（催奇形性）が認められた1,2）。［9.4参照］

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。ラットで乳汁中
への移行が報告されている3）。

9.7	小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

10.	相互作用
イサブコナゾールは、CYP3Aで代謝される。また、CYP3Aを中程度に阻害、CYP2B6を誘導、P糖蛋白（P-gp）、
有機カチオントランスポーター（OCT）2、多剤・毒性化合物排出蛋白（MATE）1、UDP-グルクロン酸転移酵素
（UDP−glucuronosyltransferase,�UGT）を阻害する。［16.4、16.7.1、16.7.2参照］
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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

リトナビル（ノービア）
コビシスタット含有製剤（スタリビルド、
ゲンボイヤ、シムツーザ、プレジコビックス）
イトラコナゾール（イトリゾール）
ボリコナゾール（ブイフェンド）
クラリスロマイシン（クラリス、クラリシッド）
［2.1参照］

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがある。

これらの薬剤はCYP3Aを強く阻害する。

リファンピシン（リファジン）
リファブチン（ミコブティン）
カルバマゼピン（テグレトール）
フェノバルビタール（フェノバール）
セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、
セント・ジョーンズ・ワート）含有食品
フェニトイン（アレビアチン、ヒダントール）
ホスフェニトインナトリウム水和物（ホストイン）
［2.1、16.7.2参照］

本剤の血中濃度が低下し作用が減弱する
おそれがある。

これらの薬剤等はCYP3Aを強く誘導する。

ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッド）
［2.1参照］

ロミタピドの血中濃度が上昇する可能性が
ある。

本剤はこれらの薬剤の代謝酵素（CYP3A）
を阻害する。

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

ロピナビル・リトナビル
［16.7.2参照］

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強するおそれが
あるため、併用する場合は本剤の副作用発現に
十分に注意すること。
ロピナビル・リトナビルの血中濃度が低下するおそれ
があるため、併用する場合はロピナビル・リトナビル
の有効性の減弱について十分に注意すること。

リトナビルはCYP3Aを阻害する。
ロピナビル・リトナビルの血中濃度が
低下する機序は不明。

CYP3Aを阻害する薬剤等
　ニルマトレルビル・リトナビル等

本剤の血中濃度が上昇し作用が増強するおそれが
あるため、併用する場合は本剤の副作用発現に十分
に注意すること。

これらの薬剤等はCYP3Aを阻害する。

CYP3Aにより代謝される薬剤
　免疫抑制剤
　　�タクロリムス、シロリムス、シクロス
ポリン

　ミダゾラム
　フェンタニル
　�ベネトクラクス［再発又は難治性の慢性
リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫
を含む）の維持投与期、急性骨髄性
白血病］
　メチルプレドニゾロン
　デキサメタゾン
　シンバスタチン
　アムロジピン等
　［16.7.2参照］

これらの薬剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合はこれらの薬剤の
副作用発現に十分に注意すること。

本剤はこれらの薬剤の代謝酵素
（CYP3A）を阻害する。

エファビレンツ 相互に血中濃度が低下し作用が減弱するおそれが
あるため、併用する場合は必要に応じてエファビレ
ンツの用量を調節すること。

本剤はエファビレンツの代謝酵素
（CYP2B6）を誘導し、エファビレンツ
は本剤の代謝酵素（CYP3A）を誘導
する。

シクロホスファミド シクロホスファミドの血中濃度が低下し作用が
減弱するおそれがあるため、併用する場合は必要に
応じてシクロホスファミドの用量を調節すること。

本剤はシクロホスファミドの代謝酵素
（CYP2B6）を誘導する。

ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
　ビンクリスチン、ビンブラスチン等
コルヒチン
エベロリムス

これらの薬剤の血中濃度が上昇するおそれがある
ため、併用する場合はこれらの薬剤の副作用発現
に十分に注意すること。

これらの薬剤はCYP3A及びP-gpの
基質であり、本剤はCYP3A及び
P-gpを阻害する。
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製品情報（ドラッグインフォメーション）	 クレセンバ点滴静注用

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
P-gpの基質となる薬剤
　フェキソフェナジン
　トルバプタン
　抗悪性腫瘍剤
　　ニロチニブ
　　ラパチニブ
　ジゴキシン
　�ダビガトランエテキシラートメタンスル
ホン酸塩等
　［16.7.2参照］

これらの薬剤の血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合はこれらの薬剤の
副作用発現に十分に注意すること。

これらの薬剤はP-gpの基質であり、
本剤はP-gpを阻害する。

ミコフェノール酸モフェチル
［16.7.2参照］

活性代謝物であるミコフェノール酸の血中濃度が
上昇し作用が増強するおそれがあるため、併用す
る場合はミコフェノール酸の副作用発現に十分に
注意すること。

本剤はミコフェノール酸の代謝酵素
（UGT）を阻害する。

メトホルミン
［16.7.2参照］

メトホルミンの血中濃度が上昇し作用が増強する
おそれがあるため、併用する場合は必要に応じてメ
トホルミンの用量を調節すること。

メトホルミンはOCT2及びMATE1
の基質であり、本剤はOCT2及び
MATE1を阻害する。

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。
11.1	重大な副作用
11.1.1	皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）
11.1.2	肝機能障害

肝機能検査異常（13.7％）、肝機能異常（6.8％）、肝損傷（1.4％）、肝炎（頻度不明）があらわれる
ことがある。［8.1、9.3.1、9.3.2、16.6.2参照］

11.1.3	急性腎障害（1.4%）、腎不全（頻度不明）
［8.2、16.6.1参照］

11.1.4	ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）
11.2	その他の副作用

5％以上 5％未満 頻度不明
血液及びリンパ系障害 白血球減少症、好中球減少症、汎血球

減少症
心臓障害 動悸、心室性期外収縮 心房細動、心房粗動、徐脈、上室性期外

収縮、上室性頻脈
耳及び迷路障害 回転性めまい
内分泌障害 抗利尿ホルモン不適合分泌
胃腸障害 悪心 下痢、嘔吐 腹部膨満、腹痛、便秘、消化不良
一般・全身障害及び投与
部位の状態

注射部位反応、
注射部位蕁麻疹、
注入部位静脈炎

末梢性浮腫 無力症、胸痛、疲労、倦怠感

肝胆道系障害 胆嚢炎 肝腫大
免疫系障害 過敏症
臨床検査 血圧低下、血小板数減少、血中クレアチニン

増加、好中球数減少、心電図異常、体重減少
代謝及び栄養障害 高カリウム血症、食欲減退、低ナトリウム血症 低アルブミン血症、低血糖、低カリウム

血症、低マグネシウム血症
筋骨格系及び結合組織障害 筋力低下 背部痛
神経系障害 異常感覚、感覚障害、感覚鈍麻、傾眠、味覚

不全、痙攣発作
脳症、頭痛、末梢性ニューロパチー、
錯感覚、失神、痙攣

精神障害 譫妄、うつ病、不眠症
腎及び尿路障害 血尿、腎機能障害
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5％以上 5％未満 頻度不明
呼吸器、胸郭及び縦隔障害 呼吸困難、口腔咽頭不快感、発声障害 急性呼吸不全、気管支痙攣、頻呼吸
皮膚及び皮下組織障害 そう痒性皮疹、光線過敏性反応、湿疹、皮膚

乾燥、薬疹、冷汗
脱毛症、皮膚炎、点状出血、そう痒症、
発疹

血管障害 ほてり 高血圧 低血圧、血栓性静脈炎

13.	過量投与
13.1	処置

本剤は血液透析によって除去されない。［16.6.1参照］

14.	適用上の注意
14.1	薬剤調製時の注意
14.1.1	溶解方法

（1）本剤は、保存剤を含有しないため無菌的に調製すること。
（2）�1バイアルに5mLの日局注射用水を加え、緩やかに攪拌してバイアル内の粉末を完全に溶解する

こと。
（3）�溶液は無色から帯黄色で、微粒子を認めないことを目視で確認する。異常を認めた場合には使用

しないこと。
（4）溶解後は室温で1時間以内に点滴静注溶液を調製すること。
（5）本剤は1回使い切りである。残液は適切に廃棄すること。

14.1.2	希釈方法
（1）�溶解した溶液5mLをバイアルから抜き取り、250mLの日局生理食塩液又は5％ブドウ糖注射液

が入った点滴バッグに添加すること。この際、半透明～白色のイサブコナゾールの微粒子が見える
ことがあるが、これは投与時にインラインフィルターによって除かれる。

（2）微粒子の形成を低減するために、静かに転倒混和すること。
（3）�希釈後は、室温で6時間以内に投与まで完了すること。やむを得ず保存する場合は、希釈後直ちに

冷蔵保存し（2～8℃）、24時間以内に投与まで完了すること。希釈した液は凍結しないこと。
14.1.3	配合変化

配合変化の可能性があるため本剤の希釈には、日局生理食塩液又は5％ブドウ糖注射液を使用する
こと。他の製剤とは混合しないこと。

14.2	薬剤投与時の注意
14.2.1��投与前後に、ラインを日局生理食塩液又は5％ブドウ糖注射液でフラッシュする。本剤は、他の製剤と

同一のラインから同時に投与しないこと。
14.2.2�孔径0.2～1.2μmのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。
14.2.3��注入に伴う反応のリスクを低減するため、全量を最低1時間かけて静脈内投与する。急速静注は行わ

ないこと。

15.	その他の注意
15.2	非臨床試験に基づく情報
15.2.1��マウスのがん原性試験（2年間投与）において、肝芽細胞腫の増加及び肝臓の血管腫の増加が臨床

曝露量（AUC）のそれぞれ0.6倍及び1.0倍以上の曝露量で認められた4）。ラットのがん原性試験
（2年間投与）において、皮膚線維腫の増加及び子宮内膜腺癌の増加が臨床曝露量のそれぞれ2.6倍
及び3.8倍の曝露量で認められた5）。なお、臨床試験においてヒトにおける本剤の投与と腫瘍発生との
間に明確な関係は報告されていない。［8.4参照］

15.2.2��本剤のコレステロール合成に関与するCYP51阻害作用6）に関連して、ラット反復経口投与試験に
おいて卵巣の間質細胞空胞化が臨床曝露量（AUC）の2.2倍以上の曝露量、ラット及びカニクイザル
反復経口投与試験において副腎の皮質細胞肥大・空胞化が臨床曝露量の1.1倍の曝露量で認め
られた7,8）。
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「禁忌を含む注意事項等情報」等の詳細については5～14頁をご参照ください。

■	臨床試験の概要
国内/海外
試験名 試験デザイン 対象疾患及び症例数

（安全性解析対象集団） 投与期間 主要評価項目

国内第Ⅲ相試験
（AK1820-301試験）

コホートA：
　�多施設共同、無作為化、非盲検、
実薬（ボリコナゾール）対照試験

コホートB：
　�多施設共同、非盲検、非対照試験

コホートA
（慢性肺アスペルギルス症a）、
侵襲性アスペルギルス症）
・クレセンバ群：60例
・ボリコナゾール群：30例
コホートB
（ムーコル症、クリプトコックス
症b））
・クレセンバ群：13例

最大84日間 投与開始から投
与終了後35日目
までに有害事象
を発現した患者
の割合

海外第Ⅲ相試験
（9766-CL-0104試験；
SECURE試験）

国際共同、無作為化、二重盲検、
実薬（ボリコナゾール）対照、非劣性、
検証試験

アスペルギルス種又は他の糸
状菌を起因菌とする侵襲性真
菌症
・クレセンバ群：257例
・ボリコナゾール群：259例

最大84日間 42日目までの
全死因死亡率

海外第Ⅲ相試験
（9766-CL-0103試験；
VITAL試験）

国際共同、非盲検、非対照試験 腎機能障害を有する侵襲性
アスペルギルス症、もしくは
稀な糸状菌、酵母又は二形性
真菌を起因菌とする侵襲性
真菌症
・クレセンバ群：146例

最大180日間c） 42日目の総合
効果（DRC判定）

a）慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ
b）肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症、クリプトコックス脳髄膜炎
ｃ）一部地域では180日を超えて投与を延長することが認められた。
DRC：データレビュー委員会

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

7.	用法・用量に関連する注意
7.1	カプセル剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用することができる。
7.2	投与期間は基礎疾患の状態、免疫抑制からの回復及び臨床効果に基づき設定すること。



16

臨
床
成
績

本剤は、海外臨床試験データを日本人に外挿することが可能であると判断され、国内第Ⅲ相試験及び
海外第Ⅲ相試験を含む臨床データパッケージに基づいて承認されました。このため、一部承認外の菌種による
真菌症の成績が含まれますが、承認時評価資料のため掲載します。

1．国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）9,10）
ー日本人深在性真菌症患者を対象とした臨床試験ー

� 9）承認時評価資料,�社内資料：日本人深在性真菌症を対象とした国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）
10）Kohno�S�et�al.�J�Infect�Chemother.�2023;�29(2):�163-170.

本試験は旭化成ファーマ株式会社の支援により実施された。

■	試験概要

目的 日本人深在性真菌症患者を対象に、クレセンバを静脈内投与又は経口投与した場合の安全性及び
有効性を検討する。

試験デザイン コホートA：多施設共同、無作為化、非盲検、実薬対照試験
コホートB：多施設共同、非盲検、非対照試験

対象 コホートA：�慢性肺アスペルギルス症（慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）
及び侵襲性アスペルギルス症患者90例

コホートB：�ムーコル症及びクリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症、
クリプトコックス脳髄膜炎）患者13例

【主な選択基準】
下記と診断された20歳以上の患者
・慢性肺アスペルギルス症：「確定例」又は「臨床診断例」
・�侵襲性アスペルギルス症：「確定例」、「臨床診断例」又は「可能性例」（「可能性例」については、
治験薬投与開始後7日以内に「確定例」又は「臨床診断例」の基準を満たすこととした。）

・ムーコル症：「確定例」
・クリプトコックス症：「確定例」又は「臨床診断例」
【主な除外基準】
・アゾール系抗真菌薬又は治験薬の成分に過敏症を有する患者
・�QT/QTc延長のリスクが高い、トルサード・ド・ポアントのリスク因子を有する、又はQT/QTc間隔
を延長させる薬剤を使用している患者

・QT短縮症候群の既往を有する患者
・登録時に肝機能障害のある患者
・�登録時に中等度から重度の腎機能障害を有する患者（コホートAで治験薬を注射剤で開始する患者
のみ適用）

・�治験薬投与前5日以内にエファビレンツ、リトナビル、リファンピシン、リファブチン、イバブラジン
塩酸塩＊、麦角アルカロイド＊、長時間作用型バルビツール酸塩、カルバマゼピン、ピモジド＊,＃、キニジン＊、
トリアゾラム＊、又はセイヨウオトギリソウ等、国内外の添付文書で併用禁忌とされる薬剤の投与を
受けた患者（＊はコホートAのみ適用）� ＃：国内未承認

・�ボリコナゾールが無効又は不耐、又は治験薬投与前14日以内にボリコナゾールの投与を受けた患者
（コホートAのみ適用）
・�ボリコナゾール以外の全身性抗真菌薬投与中の患者で、治験薬投与開始までにこれら薬剤の投与を
中止できない、又はこれら薬剤により深在性真菌症の症状が改善傾向にある患者（改善又は改善
傾向にない場合は、これら薬剤から治験薬への切り替えは可能）

・�クリプトコックス脳髄膜炎が強く疑われる患者（ただし、アムホテリシンBリポソーム製剤に不耐の
患者は登録可能）　等

投与方法 治験薬を最大84日間投与した。
・�コホートA：疾患名（慢性肺アスペルギルス症、侵襲性アスペルギルス症）、体重（40kg以下、
40kg超）を層別因子として、クレセンバ群又はボリコナゾール群に2：1で無作為に割り付けた。

・コホートB：全例をクレセンバ群に割り付けた。
治験薬は、静脈内投与又は経口投与で開始し、切り替えは静脈内投与から経口投与のみ可能とした。
登録時の診断分類、投与開始42日目、84日目及び投与終了時の治療効果をデータレビュー委員会
（DRC）が評価した（コホートAは盲検下で評価）。治験薬投与終了後28日間を追跡調査期とし、
追跡調査期終了までのすべての有害事象を調査した。
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投与方法
（続き）

治験薬の投与方法
・�クレセンバ群：負荷投与として注射剤又はカプセル剤200mgを約8時間おきに6回投与し、
維持投与として負荷投与終了12～24時間後より注射剤又はカプセル剤を1日1回200mg投与
した。注射剤は、最低1時間かけて点滴静脈内投与した。

・�ボリコナゾール群：負荷投与として注射剤6mg/kg又は錠剤300mgを約12時間おきに2回
投与し、維持投与として負荷投与終了12～24時間後より注射剤4mg/kg又は錠剤200mgを
1日2回投与した。添付文書の記載事項を参考に投与量を調整し、必要に応じて投与期間中は
血漿中濃度モニタリングを行うこととした。

スクリーニング期
投与1日目 投与42日目 投与84日目

治験薬投与
終了後28日目

（有害事象は35日目
までを集計した）

同意取得・適格性確認 治験薬投与開始

負荷投与期間

治療期 追跡調査期

クレセンバ投与（n=60）

割り付け（2：1）

コホートA（n=90）
慢性肺アスペルギルス症、
侵襲性アスペルギルス症

コホートB（n=13）
ムーコル症、
クリプトコックス症

ボリコナゾール投与（n=30）

クレセンバ投与

評価項目 ［主要評価項目］
投与開始から投与終了後35日目までに有害事象を発現した患者の割合
［副次評価項目］
・42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
・42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）
・全死因死亡率　等
［安全性評価項目］
有害事象　等

解析計画 解析対象集団
・intent-to-treat（ITT）集団/安全性解析対象集団：治験薬を1回以上投与された患者集団
・�modified� ITT（mITT）集団：ITT集団のうちDRC判定により深在性真菌症の「確定例」又は
「臨床診断例」と判定された患者集団
mITT集団を主たる有効性解析対象集団とした。
解析方法
［主要評価項目］
・�安全性解析対象集団を対象に、コホートごと、DRCによる診断名ごと、投与群ごとに投与開始から
投与終了後35日目までに有害事象を発現した患者の割合を集計した。

［副次評価項目］
・�mITT集団を対象に、DRC判定による各評価時点の総合効果、臨床症状効果、画像診断効果及び
真菌学的効果の有効率又は消失率と95％信頼区間（CI）を、疾患ごと及び投与群ごとに算出した。
慢性肺アスペルギルス症については、慢性進行性肺アスペルギルス症及び単純性肺アスペル
ギローマ別の有効率を算出した。

・ITT集団を対象に、各評価時点の全死因死亡率を疾患ごと及び投与群ごとに算出した。
※�DRC判定による総合効果の各評価時点で欠測が生じた場合は無効、全死因死亡率の各評価時点での生存状況
が不明であった場合は死亡と扱った。

DRC：治験依頼者及び治験責任医師とは独立した感染症専門医及び放射線専門医から構成されるデータレビュー委員会。
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■	解析対象集団
解析対象集団 症例数

安全性解析対象集団
及びITT集団※

コホートA：90例
　慢性肺アスペルギルス症�：79例（クレセンバ群52例、ボリコナゾール群27例）
　侵襲性アスペルギルス症�： 4例（クレセンバ群3例、ボリコナゾール群1例）
　No�deep�mycosis（DRCが深在性真菌症の診断基準に合致しない、又は可能性例と判定した症例）
� ： 7例（クレセンバ群5例、ボリコナゾール群2例）
コホートB：13例
　ムーコル症� ： 3例（すべてクレセンバ群）
　クリプトコックス症� ：10例（すべてクレセンバ群）

mITT集団

コホートA：83例
　慢性肺アスペルギルス症�：79例（クレセンバ群52例、ボリコナゾール群27例）
　侵襲性アスペルギルス症�： 4例（クレセンバ群3例、ボリコナゾール群1例）
コホートB：13例
　ムーコル症� ： 3例（すべてクレセンバ群）
　クリプトコックス症� ：10例（すべてクレセンバ群）

※�クレセンバ群の患者73例のうち、静脈内投与のみを受けた患者は5例、経口投与のみを受けた患者は64例、静脈内投与から経口投与へ切り替えた患者は
4例であった。

■	患者背景（mITT集団）
コホートA コホートB

慢性肺アスペルギルス症 侵襲性アスペルギルス症 ムーコル症 クリプト
コックス症

クレセンバ群
（n=52）

ボリコナ
ゾール群
（n=27）

クレセンバ群
（n=3）

ボリコナ
ゾール群
（n=1）

クレセンバ群
（n=3）

クレセンバ群
（n=10）

性別、n（%）

　男性 46（88.5） 23（85.2） 2（66.7） 1（100.0） 3（100.0） 4（40.0）

　女性 6（11.5） 4（14.8） 1（33.3） 0 0 6（60.0）

年齢（歳）、中央値［範囲］ 68.0
［35-86］

69.0
［41-88］

56.0
［54-65］

61.0
［61-61］

77.0
［67-82］

68.5
［24-87］

年齢カテゴリ、n（%）

　≦65歳 20（38.5） 10（37.0） 3（100.0） 1（100.0） 0 2（20.0）

　65歳＜　≦75歳 23（44.2） 9（33.3） 0 0 1（33.3） 4（40.0）

　75歳＜ 9（17.3） 8（29.6） 0 0 2（66.7） 4（40.0）

体重（kg）、中央値［範囲］ 52.90
［31.0-81.4］

50.30
［31.4-71.7］

60.50
［54.9-61.8］

80.25
［80.3-80.3］

46.40
［39.2-66.3］

64.50
［38.7-80.9］

体重カテゴリ、n（%）

　＜40kg 8（15.4） 5（18.5） 0 0 1（33.3） 2（20.0）

　40kg≦　＜50kg 13（25.0） 7（25.9） 0 0 1（33.3） 2（20.0）

　50kg≦ 31（59.6） 15（55.6） 3（100.0） 1（100.0） 1（33.3） 6（60.0）

BMI（kg/m2）、中央値［範囲］ 19.34
［12.9-25.4］

17.99
［13.0-26.4］

23.58
［23.1-24.0］

25.33
［25.3-25.3］

16.98
［15.6-21.7］

22.97
［16.9-33.7］

腎機能障害a）、n（%）

　腎機能障害なし 46（88.5） 20（74.1） 3（100.0） 1（100.0） 3（100.0） 8（80.0）

　腎機能障害あり 6（11.5） 7（25.9） 0 0 0 2（20.0）

基礎疾患あり、n（%） 52（100.0） 27（100.0） 3（100.0） 1（100.0） 3（100.0） 7（70.0）

　肺空洞形成 17（32.7） 9（33.3） 0 0 1（33.3） 0

　慢性閉塞性肺疾患 16（30.8） 7（25.9） 0 0 0 1（10.0）

　肺結核 14（26.9） 12（44.4） 0 0 0 0

治験薬の投与期間（日）、
平均値±標準偏差

クレセンバ群：73.2±25.36
ボリコナゾール群：72.8±26.50 クレセンバ群：68.7±31.29

a）腎機能障害はeGFR＜60mL/min/1.73m2と定義した。
eGFR：推算糸球体濾過量
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（1）	投与開始から投与終了後35日目までに有害事象を発現した患者の割合	
（安全性解析対象集団）【主要評価項目】

●コホートA
慢性肺アスペルギルス症における有害事象の発現頻度は、クレセンバ群90.4％（47/52例）、ボリコナゾール群
92.6％（25/27例）であった。
侵襲性アスペルギルス症における有害事象の発現頻度は、クレセンバ群3/3例、ボリコナゾール群1/1例であった。
●コホートB
ムーコル症における有害事象の発現頻度は3/3例、クリプトコックス症における有害事象の発現頻度は90.0％
（9/10例）であった。

（2）	42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）/	
42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）	
（mITT集団）【副次評価項目】

●コホートA
1）慢性肺アスペルギルス症
■	42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
総合効果の有効率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では78.8％及び63.0％、84日目
では84.6％及び74.1％、投与終了時では82.7％及び77.8％であった。

総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）
（%）

有
効
率
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80

60

40

20

0

78.8

63.0

（41/52例）

84.6
74.1

（44/52例）

82.7
77.8

［65.3, 88.9］

［42.4, 80.6］

［71.9, 93.1］

［53.7, 88.9］

［69.7, 91.8］
［57.7, 91.4］

（43/52例）（17/27例） （20/27例） （21/27例）

42日目 84日目 投与終了時

有効率［95%CI］

クレセンバ群
ボリコナゾール群

このうち、慢性進行性肺アスペルギルス症及び単純性肺アスペルギローマの総合効果は以下のとおりであった。

慢性進行性肺アスペルギルス症及び単純性肺アスペルギローマの総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）
＜サブグループ解析＞

42日目 84日目 投与終了時

クレセンバ群 ボリコナゾール群 クレセンバ群 ボリコナゾール群 クレセンバ群 ボリコナゾール群

慢性進行性肺アスペルギルス症（クレセンバ群：n=51、ボリコナゾール群：n=26）

　有効率、n（%） 40（78.4） 16（61.5） 43（84.3） 19（73.1） 42（82.4） 20（76.9）

　95％CI ［64.7,�88.7］ ［40.6,�79.8］ ［71.4,�93.0］ ［52.2,�88.4］ ［69.1,�91.6］ ［56.4,�91.0］

単純性肺アスペルギローマ（クレセンバ群：n=1、ボリコナゾール群：n=1）

　有効率 1/1例 1/1例 1/1例 1/1例 1/1例 1/1例
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■	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果（DRC判定）
臨床症状効果の有効率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では69.2％及び55.6％、
84日目では73.1％及び63.0％、投与終了時では71.2％及び66.7％であった。

臨床症状効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

69.2

55.6

（36/52例）

73.1
63.0

（38/52例）

71.2
66.7

［54.9, 81.3］

［35.3, 74.5］

［59.0, 84.4］

［42.4, 80.6］

［56.9, 82.9］
［46.0, 83.5］

（37/52例）（15/27例） （17/27例） （18/27例）

42日目 84日目 投与終了時

有効率［95%CI］

クレセンバ群
ボリコナゾール群

■	42日目、84日目及び投与終了時の画像診断効果（DRC判定）
画像診断効果の有効率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では80.8％及び63.0％、
84日目では80.8％及び70.4％、投与終了時では78.8％及び74.1％であった。

画像診断効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）
（%）

有
効
率
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80

60

40

20

0

80.8

63.0

（42/52例）

80.8
70.4

（42/52例）

78.8
74.1［67.5, 90.4］

［42.4, 80.6］

［67.5, 90.4］

［49.8, 86.2］

［65.3, 88.9］
［53.7, 88.9］

（41/52例）（17/27例） （19/27例） （20/27例）

42日目 84日目 投与終了時

有効率［95%CI］

クレセンバ群
ボリコナゾール群

※有効性の判定基準については74頁参照
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●コホートA
1）慢性肺アスペルギルス症（続き）
■	42日目、84日目及び投与終了時の真菌学的効果（DRC判定）
真菌学的効果の消失率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では17.3％及び30.8％、
84日目では26.9％及び30.8％、投与終了時では26.9％及び34.6％であった。

真菌学的効果の消失率（DRC判定）（mITT集団）
（%）

消
失
率

100

80

60

40

20

0

17.3

30.8

（9/52例）

26.9 30.8

（14/52例）

26.9
34.6

［8.2, 30.3］

［14.3, 51.8］
［15.6, 41.0］

［14.3, 51.8］
［15.6, 41.0］

［17.2, 55.7］

（14/52例）（8/26例） （8/26例） （9/26例）

42日目 84日目 投与終了時

消失率［95%CI］

クレセンバ群
ボリコナゾール群

2）侵襲性アスペルギルス症
侵襲性アスペルギルス症として組み入れられた6例のうち、可能性例の2例は投与開始後7日以内に確定例
又は臨床診断例の基準を満たさず投与中止（No�deep�mycosis例扱い）となり、4例（クレセンバ群3例、
ボリコナゾール群1例）を評価対象とした。
■	42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
総合効果は、42日目及び投与終了時でクレセンバ群1/3例、ボリコナゾール群1/1例が有効と判定された。
クレセンバ群及びボリコナゾール群で有効と判定された患者は、それぞれ62日目、37日目に投与中止した。
総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）

42日目 84日目 投与終了時

クレセンバ群 ボリコナ
ゾール群 クレセンバ群 ボリコナ

ゾール群 クレセンバ群 ボリコナ
ゾール群

有効 1/3例 1/1例 0/3例 0/1例 1/3例 1/1例
　完全解消 0/3例 1/1例 0/3例 0/1例 0/3例 1/1例
　部分改善 1/3例 0/1例 0/3例 0/1例 1/3例 0/1例
無効 2/3例 0/1例 3/3例 1/1例 2/3例 0/1例
　不変 0/3例 0/1例 0/3例 0/1例 0/3例 0/1例
　悪化 0/3例 0/1例 0/3例 0/1例 1/3例 0/1例
　NA 2/3例 0/1例 3/3例 1/1例 1/3例 0/1例
NA：該当せず

■	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）
総合効果が有効と判定されたクレセンバ群1例における臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果は、
それぞれ、42日目では改善、有効、不変、投与終了時（62日目）では解消、有効、推定不変であった。
また、総合効果が有効と判定されたボリコナゾール群1例における臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的
効果は、それぞれ、投与終了時（37日目）で解消、有効、判定不能であった。

臨床成績
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●コホートB
1）ムーコル症
■	42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
総合効果は、42日目、84日目及び投与終了時のいずれの時点においても、クレセンバ群1/3例が有効と判定
された。
総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）

42日目 84日目 投与終了時
クレセンバ群 クレセンバ群 クレセンバ群

有効 1/3例 1/3例 1/3例
　完全解消 0/3例 0/3例 0/3例
　部分改善 1/3例 1/3例 1/3例
無効 2/3例 2/3例 2/3例
　不変 0/3例 0/3例 0/3例
　悪化 0/3例 0/3例 0/3例
　NA 2/3例 2/3例 2/3例

■	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）
総合効果で有効と判定されたクレセンバ群1例における臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果は、
それぞれ、42日目では解消、無効（不変）、消失、投与終了時（87日目）では改善、有効、消失であった。

2）クリプトコックス症
クリプトコックス症10例は、全例が肺クリプトコックス症であった。
■	42日目、84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
総合効果の有効率は、42日目、84日目及び投与終了時のいずれの時点においても90.0％であった。

総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）
（%）

有
効
率
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（9/10例）

90.0
［55.5, 99.7］ ［55.5, 99.7］ ［55.5, 99.7］

（9/10例）

42日目 84日目 投与終了時

有効率［95%CI］ クレセンバ群

■	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）
臨床症状効果の有効率は、42日目では0％、84日目では10.0％（1/10例）、投与終了時では10.0％（1/10例）であったa）。
画像診断効果の有効率は、42日目、84日目及び投与終了時のいずれの時点でも90.0％（9/10例）であった。
真菌学的効果は、42日目では0/9例、84日目では1/9例、投与終了時では1/9例が消失と判定されたb）。
�a�）臨床症状効果が無効であった9例はいずれも「不変」であり、そのうち7例は投与開始時と評価時点のいずれにおいても臨床症状を認めず無症状であった。
�b�）�真菌学的効果が無効であった8例のうち5例は、投与開始時と評価時点のいずれにおいても真菌学的検査で原因真菌が検出されず「不変」と判定された。
残りの3例のうち1例は評価時点で真菌学的検査の検体（喀痰等）が採取されなかったため、2例は投与開始時と評価時点で採取検体や検査の種類が
異なっていたため「判定不能」と判定された。

※有効性の判定基準については74頁参照
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（3）	全死因死亡率（ITT集団）【副次評価項目】
●コホートA
死亡例は4/90例で、その内訳は、慢性肺アスペルギルス症が1例、侵襲性アスペルギルス症が2例、No�deep�
mycosisが1例であった。いずれもクレセンバ群であった。
●コホートB
死亡例は2/13例で、いずれもムーコル症であった。

（4）	安全性（安全性解析対象集団）
●コホートA
副作用は、クレセンバ群60.0％（36/60例）、ボリコナゾール群80.0％（24/30例）に認められた。主な
副作用は、クレセンバ群では肝機能検査値上昇5例（8.3％）、肝機能異常、ほてり各4例（6.7％）、悪心3例
（5.0％）であり、ボリコナゾール群では肝機能異常、羞明各7例（23.3％）、視力障害4例（13.3％）、肝機能
検査値上昇、色覚異常各3例（10.0％）、肝障害、悪心、嘔吐、浮動性めまい、霧視、幻視各2例（6.7％）で
あった。
重篤な副作用は、クレセンバ群4例、ボリコナゾール群1例に認められ、その内訳はクレセンバ群では胆嚢炎、筋力
低下、抗利尿ホルモン不適合分泌、低ナトリウム血症各1例、ボリコナゾール群では薬物性肝障害、横紋筋融解症
各1例であった。
投与中止に至った副作用は、クレセンバ群8例、ボリコナゾール群4例に認められ、その内訳は、クレセンバ群で
は肝機能異常2例、高カリウム血症、低ナトリウム血症、感覚鈍麻、肝機能検査値上昇、悪心、注射部位蕁麻疹、
腎機能障害、呼吸困難、口腔咽頭不快感、冷汗各1例であり、ボリコナゾール群では肝機能異常、薬物性肝障害、
多発ニューロパチー、視力障害、横紋筋融解症各1例であった。
本試験のコホートAにおいて、死亡に至った副作用は両群で認められなかった。
●コホートA/B併合（クレセンバ群）
副作用は60.3%（44/73例）に認められ、主な副作用は、肝機能検査値上昇6例（8.2%）、肝機能異常、
悪心各5例（6.8%）、ほてり4例（5.5%）であった。
重篤な副作用は5例に認められ、コホートAの事象に加え、死亡1例が認められた。
投与中止に至った副作用は9例に認められ、コホートAの事象に加え、心電図異常1例が認められた。
本試験のコホートA/B併合において、死亡に至った副作用が1例（コホートB）に認められ、発現事象は「死亡」で
あった。当該事象は突然死であり、剖検未実施で合理的に説明し得る死因の特定が困難であったため、治験薬
との因果関係は否定されなかった。
いずれかの群で発現頻度が5%以上の副作用（安全性解析対象集団）

器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

コホートA コホート
A/B併合

クレセンバ群
（n=60）

ボリコナゾール群
（n=30）

クレセンバ群
（n=73）

すべての副作用 36（60.0） 24（80.0） 44（60.3）
臨床検査 11（18.3） 5（16.7） 14（19.2）
　肝機能検査値上昇 5（8.3） 3（10.0） 6（8.2）
肝胆道系障害 6（10.0） 10（33.3） 7（9.6）
　肝機能異常 4（6.7） 7（23.3） 5（6.8）
　肝障害 0 2（6.7） 0
皮膚および皮下組織障害 6（10.0） 1（3.3） 6（8.2）
代謝および栄養障害 5（8.3） 1（3.3） 7（9.6）
血管障害 5（8.3） 0 5（6.8）
　ほてり 4（6.7） 0 4（5.5）
胃腸障害 4（6.7） 7（23.3） 8（11.0）
　悪心 3（5.0） 2（6.7） 5（6.8）
　嘔吐 0 2（6.7） 2（2.7）

一般・全身障害および	
投与部位の状態 4（6.7） 0 5（6.8）

器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

コホートA コホート
A/B併合

クレセンバ群
（n=60）

ボリコナゾール群
（n=30）

クレセンバ群
（n=73）

腎および尿路障害 3（5.0） 1（3.3） 4（5.5）
神経系障害 2（3.3） 5（16.7） 4（5.5）
　浮動性めまい 0 2（6.7） 0
眼障害 0 13（43.3） 0
　羞明 0 7（23.3） 0
　視力障害 0 4（13.3） 0
　霧視 0 2（6.7） 0
精神障害 0 4（13.3） 0
　幻視 0 2（6.7） 0

先天性、家族性
および遺伝性障害 0 3（10.0） 0

　色覚異常 0 3（10.0） 0

n（%）　MedDRA�v23.1
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本剤は、海外臨床試験データを日本人に外挿することが可能であると判断され、国内第Ⅲ相試験及び
海外第Ⅲ相試験を含む臨床データパッケージに基づいて承認されました。このため、一部承認外の菌種による
真菌症の成績が含まれますが、承認時評価資料のため掲載します。

2．�海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0104試験；SECURE試験）
（国際共同試験、検証試験、海外データ）11,12）
ー侵襲性真菌症患者を対象とした臨床試験ー

11）承認時評価資料,�社内資料：海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0104試験）
12）�Maertens�JA�et�al.�Lancet.�2016;�387（10020）:�760-769.�

本試験はバジリア社の支援により実施された。

■	試験概要

目的 アスペルギルス種又は他の糸状菌を起因菌a）とする侵襲性真菌症患者を対象に、一次治療としての
クレセンバの有効性及び安全性についてボリコナゾールと比較する。

試験デザイン 国際共同、無作為化、二重盲検、実薬対照（ダブルダミー）、非劣性、検証試験

対象 アスペルギルス種又は他の糸状菌を起因菌とする侵襲性真菌症患者516例
（クレセンバ群258例、ボリコナゾール群258例）b）

【主な選択基準】
・�アスペルギルス種又はその他の糸状菌を起因菌とする侵襲性真菌症の「確定例」、「臨床診断例」
又は「可能性例」で18歳以上の患者（「可能性例」は、治験薬投与開始後7日以内に「確定例」又は
「臨床診断例」の基準を満たすこととした。）

【主な除外基準】
・アゾール系抗真菌薬に対するアレルギー、過敏症又は何らかの重篤な反応の既往がある患者
・アゾール系抗真菌薬又は治験薬の成分に過敏症を有する患者
・�QT/QTc延長の発生リスクが高い、トルサード・ド・ポアントのリスク因子を有する、又はQT/
QTc間隔を延長することが確認されている薬剤を併用している患者

・肝機能障害が確認されている患者
・中等度から重度の腎機能障害を有する患者
・体重が40kg未満の患者
・�治験薬初回投与前5日以内にシロリムス、エファビレンツ、リトナビル、アステミゾール＊1、シサプリド＊1、
リファンピン/リファンピシン、リファブチン、麦角アルカロイド類、長時間作用型バルビツール酸
誘導体、カルバマゼピン、ピモジド＊1、キニジン、ネオスチグミン、テルフェナジン＊1、ケトコナゾール＊2、
バルプロ酸又はセント・ジョーンズ・ワートを併用した患者　等
＊1：国内未承認　　＊2：注射剤及び経口剤は国内未承認

投与方法 地理的地域（北アメリカ、西ヨーロッパ・オーストラリア・ニュージーランド、その他の地域）、同種
骨髄移植の施行状況、コントロール不良の悪性腫瘍の有無を層別因子として、クレセンバ群又はボリ
コナゾール群に1：1で無作為に割り付け、最大84日間投与した。負荷投与は静脈内投与としたが、
維持投与中の静脈内投与と経口投与は、随時切り替え可能とした。登録時の診断分類、有効性及び
死因をDRCが盲検下で評価した。治験薬投与終了後28日間を追跡調査期とし、追跡調査期終了
までのすべての有害事象を調査した。

ボリコナゾールの効能又は効果、用法及び用量等の詳細は電子添文をご参照ください。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

7.	用法・用量に関連する注意
7.1	カプセル剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用することができる。
7.2	投与期間は基礎疾患の状態、免疫抑制からの回復及び臨床効果に基づき設定すること。
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投与方法
（続き）

治験薬の投与方法
・�クレセンバ群：負荷投与として注射剤200mgを約8時間おきに6回点滴静脈内投与した。維持投与
として、負荷投与終了12～24時間後より注射剤又はカプセル剤200mgを1日1回投与した。
注射剤は、ボリコナゾールにあわせて1.5～2時間かけて点滴静脈内投与することとした。

・�ボリコナゾール群：負荷投与として注射剤6mg/kgを約12時間おきに2回点滴静脈内投与した。
維持投与として、負荷投与終了12～24時間後より注射剤4mg/kg又は錠剤200mgを1日2回
投与した。

スクリーニング期
投与1日目 投与42日目 投与84日目

治験薬投与
終了後28日目

同意取得・適格性確認 治験薬投与開始

負荷投与期間

治療期 追跡調査期

クレセンバ投与（n=258）

割り付け（1：1）

二重盲検、
ダブルダミー（n=516） ボリコナゾール投与（n=258）

評価項目 ［主要評価項目（検証的評価項目）］�42日目までの全死因死亡率
［主な副次評価項目］�投与終了時の総合効果（DRC判定）
［副次評価項目］
・84日目までの全死因死亡率
・42日目及び84日目の総合効果（DRC判定）
・42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）�等
［安全性評価項目］�有害事象　等

解析計画 解析対象集団
・�ITT集団/安全性解析対象集団：治験薬を1回以上投与された患者集団。なお、有効性の解析は
割り付け不遵守の場合でも無作為に割り付けられた投与群として解析し、安全性の解析では実際
に初回投与された治験薬に基づき解析した。

・�mITT集団：ITT集団のうち、DRC判定により侵襲性真菌症の「確定例」又は「臨床診断例」c）と
判定された患者集団

・�mycological� ITT（myITT）集団：mITTのうちDRC判定により侵襲性アスペルギルス症の
「確定例」又は「臨床診断例」と判定された患者集団
ITT集団及びmITT集団を主たる有効性解析集団とした。
解析方法
［主要評価項目］
・�ITT集団を対象に42日目までの全死因死亡率をCochran-Mantel-Haenszel（CMH）法を
用いて層別因子（地理的地域、同種骨髄移植の施行状況及びコントロール不良の悪性腫瘍の有無）の
影響を調整し、投与群間差と正規近似に基づく95％CIを算出した。調整後の投与群間差（クレセ
ンバ群−ボリコナゾール群）の95％CIの上限値が10％未満の場合、非劣性が示されたと判断した。

・mITT集団、myITT集団を対象に、ITT集団と同様の方法で投与群間差と95%CIを算出した。
・�主要評価項目に対するサブグループ解析（地理的地域、同種骨髄移植の施行状況、コントロール
不良の悪性腫瘍の有無、年齢、性別、人種、ベースライン時の好中球減少症及びBMI）として群間差
と95%CIを算出した。

［主な副次評価項目］
・�mITT集団、myITT集団を対象に、DRC判定による投与終了時の総合効果の有効率を主要評価
項目と同様にCMH法を用いて解析した。

［副次評価項目］
・�ITT集団、mITT集団、myITT集団を対象に84日目までの全死因死亡率を主要評価項目と同様
にCMH法を用いて解析した。また、ITT集団においてはKaplan-Meier推定法に基づく84日目まで
の累積生存率を算出した。

・�mITT集団、myITT集団を対象に、DRC判定による各評価時点の総合効果、臨床症状効果、画像診断
効果及び真菌学的効果の有効率又は消失率を、主要評価項目と同様にCMH法を用いて解析した。

※�全死因死亡率の各評価時点での生存状況が不明であった場合は死亡、DRC判定による総合効果の各評価時点
で欠測が生じた場合は無効と扱った。生存時間解析で追跡不能となった場合は最終評価日を打ち切りとした。

a）�同定された菌のうち適応菌種でないものは、クレセンバ群でScedosporium＊（1例）、Fusarium�solani（2例）、Fusarium＊（1例）、Trichosporon�
inkin（1例）、ボリコナゾール群でMucor＊（1例）、Exserohilum�rostratum（1例）、Talaromyces�marneffei（1例）、Talaromyces＊（1例）で
あった（＊は種小名の情報なし）。菌種非特定は、クレセンバ群で14例、ボリコナゾール群で15例であった。

b）�クレセンバ群に割り付けられた患者のうち1例は、治験薬投与開始7日目までボリコナゾールが投与され、その後クレセンバに切り替えられた。有効性については
当患者はクレセンバ群として解析し、安全性解析対象集団ではボリコナゾール群として採用した（安全性解析対象集団：クレセンバ群257例、ボリコナ
ゾール群259例）。

c）�ITTのうち、DRC判定により侵襲性真菌症の「確定例」又は「臨床診断例」とされた全患者で、「臨床診断例」の条件のガラクトマンナン（GM）抗原値が
治験実施計画書で規定した基準（血清GM抗原検査値が2回連続で0.5以上、あるいは1回でも0.7以上となった場合）を満たす場合に侵襲性真菌症の
臨床診断例と判断した。

DRC：治験依頼者及び治験責任医師とは独立した感染症専門医及び放射線専門医から構成されるデータレビュー委員会。
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■	患者背景（ITT集団、mITT集団）
ITT集団 mITT集団

クレセンバ群
（n=258）

ボリコナゾール群
（n=258）

クレセンバ群
（n=143）

ボリコナゾール群
（n=129）

性別、n（%）

　男性 145（56.2） 163（63.2） 81（56.6） 84（65.1）

　女性 113（43.8） 95（36.8） 62（43.4） 45（34.9）

年齢（歳）、中央値［範囲］ 54.0
［17-82］

53.5
［18-87］

52.0
［18-81］

54.0
［18-77］

年齢カテゴリ、n（%）

　≦65歳 202（78.3） 200（77.5） 109（76.2） 107（82.9）

　65歳＜　≦75歳 46（17.8） 51（19.8） 29（20.3） 21（16.3）

　75歳＜ 10（3.9） 7（2.7） 5（3.5） 1（0.8）

体重（kg）、中央値［範囲］ 66.10
［41.0-141.0］

66.30
［40.0-123.0］

66.00
［41.0-123.0］

66.00
［44.0-123.0］

BMI（kg/m2）、中央値［範囲］a） 23.44
［13.9-50.0］

23.41
［14.5-38.0］

22.99
［13.9-41.2］

23.22
［14.6-38.0］

人種、n（%）

　白人 211（81.8） 191（74.3） 115（80.4） 92（71.9）

　白人以外 47（18.2） 66（25.7） 28（19.6） 36（28.1）

　データ欠損 0 1 0 1

地理的地域、n（%）

　北アメリカ 30（11.6） 28（10.9） 19（13.3） 23（17.8）

　	西ヨーロッパ・オーストラリア・	
ニュージーランド 105（40.7） 107（41.5） 50（35.0） 42（32.6）

　その他の地域 123（47.7） 123（47.7） 74（51.7） 64（49.6）

腎機能障害（eGFR-MDRD）b）、n（%）

　腎機能障害なし 231（92.0） 217（86.8） 126（90.6） 107（86.3）

　腎機能障害あり 20（8.0） 33（13.2） 13（9.4） 17（13.7）

　データ欠損 7 8 4 5

基礎疾患あり、n（%） 253（98.1） 255（98.8） 140（97.9） 127（98.4）

　急性骨髄性白血病 99（38.4） 126（48.8） 50（35.0） 52（40.3）

　急性リンパ性白血病 30（11.6） 24（9.3） 16（11.2） 12（9.3）

　非ホジキンリンパ腫 18（7.0） 8（3.1） 15（10.5） 4（3.1）

その他の特性、n（%）

　血液悪性腫瘍の罹患あり 211（81.8） 222（86.0） 112（78.3） 105（81.4）

　同種骨髄移植の施行あり 54（20.9） 51（19.8） 33（23.1） 27（20.9）

　コントロール不良の悪性腫瘍の罹患あり 173（67.1） 187（72.5） 89（62.2） 89（69.0）

　ベースライン時の好中球減少症c） 163（63.2） 175（67.8） 88（61.5） 73（56.6）

　コルチコステロイドの使用 48（18.6） 39（15.1） 30（21.0） 30（23.3）

　T細胞免疫抑制剤の使用 111（43.0） 109（42.2） 59（41.3） 61（47.3）

治験薬の投与期間（日）、中央値 45.0 46.5 52.0 50.0

�a�）クレセンバ群及びボリコナゾール群の症例数は、ITT集団でそれぞれn=251、n=249、mITT集団でn=140、n=123
�b�）腎機能障害はeGFR＜60mL/min/1.73m2と定義した。
�c�）好中球減少症は絶対好中球数＜500/mm3と定義した。
MDRD：Modification�of�diet�in�renal�disease
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（1）42日目までの全死因死亡率【主要評価項目】（検証的解析結果）
■	ITT集団
42日目までの全死因死亡率は、クレセンバ群18.6％、ボリコナゾール群20.2％であり、調整後群間差は
−1.0％［95％CI：−7.759,�5.683］a）であった。95％CIの上限値（5.683％）が事前に規定した非劣性
マージン（10％）を下回ったことから、ボリコナゾールに対するクレセンバの非劣性が検証された。

42日目までの全死因死亡率（ITT集団）
（%）

全
死
因
死
亡
率

100

80

60

40

20

0

18.6

－1.0
［－7.759, 5.683］

（48/258例）

20.2

（52/258例）

クレセンバ群 ボリコナゾール群

調整後の群間差［95%CI］a）

解析対象集団 クレセンバ群
n/N（％）

ボリコナゾール群
n/N（％） 調整後の群間差［95％CI］a）

ITT集団 48/258（18.6） 52/258（20.2） −1.0［−7.759,�5.683］

■	その他の解析対象集団
事前に設定した各解析対象集団において、42日目までの全死因死亡率は以下のとおりであった。
42日目までの全死因死亡率（その他の解析対象集団）

解析対象集団 クレセンバ群
n/N（%）

ボリコナゾール群
n/N（%） 調整後の群間差［95％CI］a）

mITT集団 28/143（19.6） 30/129（23.3） −2.6［−12.184,�6.916］

myITT集団 23/123（18.7） 24/108（22.2） −2.7［−12.893,�7.542］

a）�調整後群間差（クレセンバ群−ボリコナゾール群）は、地理的地域、同種骨髄移植の施行状況、コントロール不良の悪性腫瘍の有無を因子とした層別CMH法
により算出し、95%CIは正規近似法に基づいて算出した。

臨床成績
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（2）42日目までの全死因死亡率：主要評価項目のサブグループ解析
各サブグループにおける全死因死亡率の群間差は以下のとおりであった。

42日目までの全死因死亡率（ITT集団）＜サブグループ解析＞

－40

年齢
　≦65歳
　＞65歳
性別
　男性
　女性
人種
　白人
　白人以外
BMI
　＜25kg/m2
　≧25kg/m2

地理的地域
　北アメリカ
　西ヨーロッパ等a）

　その他の地域
同種骨髄移植の施行
　あり
　なし
コントロール不良の悪性腫瘍の罹患
　あり
　なし
ベースライン時の好中球減少症
　あり
　なし

202
56

145
113

211
47

154
97

30
105
123

54
204

173
85

163
95

200
58

163
95

191
66

168
81

28
107
123

51
207

187
71

175
83

クレセンバ群
（n=258）

n

ボリコナゾール群
（n=258）

n 群間差（%）

－30 －20 －10 0

←クレセンバ群が良好 ボリコナゾール群が良好→
クレセンバ群－ボリコナゾール群［群間差の95%CI］

10 20 30 40

a）西ヨーロッパ・オーストラリア・ニュージーランド
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（3）84日目までの全死因死亡率【副次評価項目】
■	ITT集団
84日目までの全死因死亡率は、クレセンバ群29.1％、ボリコナゾール群31.0％であり、調整後群間差は
−1.4％［95％CI：−9.150,�6.340］a）であった。また、Kaplan-Meier法による84日目までの生存曲線は
以下のとおりであった。

Kaplan-Meier法による84日目までの生存曲線（ITT集団）
（%）

生
存
率

100

80

60

40

20

0
0

258
258

クレセンバ群
ボリコナゾール群

Number of Subjects at Risk
252
253

240
239

232
233

224
225

220
220

220
213

211
206

206
202

204
199

199
194

195
192

192
188

188
182

185
179

投与開始後期間

クレセンバ群（n=258）
ボリコナゾール群（n=258）

6 12 18 78726660544842363024 84（日）

84日目までの全死因死亡率（ITT集団）

解析対象集団 クレセンバ群
n/N（％）

ボリコナゾール群
n/N（％） 調整後の群間差［95％CI］a）

ITT集団 75/258（29.1） 80/258（31.0） −1.4［−9.150,�6.340］

■	その他の解析対象集団
事前に設定した各解析対象集団において、84日目までの全死因死亡率は以下のとおりであった。
84日目までの全死因死亡率（その他の解析対象集団）

解析対象集団 クレセンバ群
n/N（％）

ボリコナゾール群
n/N（％） 調整後の群間差［95％CI］a）

mITT集団 43/143（30.1） 48/129（37.2） −5.5［−16.059,�5.148］

myITT集団 35/123（28.5） 39/108（36.1） −5.7［−17.062,�5.577］

a）�調整後群間差（クレセンバ群−ボリコナゾール群）は、地理的地域、同種骨髄移植の施行状況、コントロール不良の悪性腫瘍の有無を因子とした層別CMH法
により算出し、95%CIは正規近似法に基づいて算出した。

臨床成績
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（4）	投与終了時の総合効果（DRC判定）【主な副次評価項目】/	
42日目及び84日目の総合効果（DRC判定）【副次評価項目】

■	mITT集団
投与終了時の総合効果の有効率は、クレセンバ群35.0％、ボリコナゾール群36.4％であり、調整後群間差は
1.6％［95％CI：−9.336,�12.572］a）であった。
42日目及び84日目の総合効果の有効率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では
35.7％及び35.7％、84日目では25.2％及び32.6％であった。

総合効果の有効率（DRC判定）（mITT集団）

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

35.0 36.4

（50/143例）

35.7 35.7

（51/143例）

25.2
32.6

（36/143例）（47/129例） （46/129例） （42/129例）

投与終了時 42日目 84日目

調整後の群間差［95%CI］a） クレセンバ群
ボリコナゾール群

1.6
［－9.336, 12.572］

－0.5
［－11.277, 10.329］ 8.2

［－1.993, 18.379］

主な副次評価項目 副次評価項目

■	myITT集団
投与終了時の総合効果の有効率は、クレセンバ群35.0％、ボリコナゾール群38.9％であり、調整後群間差は
4.0％［95％CI：−7.973,�15.875］a）であった。
42日目及び84日目の総合効果の有効率は、クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、42日目では
35.8％及び38.0％、84日目では25.2％及び35.2％であった。

総合効果の有効率（DRC判定）（myITT集団）

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

35.0 38.9

（43/123例）

35.8 38.0

（44/123例）

25.2
35.2

（31/123例）（42/108例） （41/108例） （38/108例）

投与終了時 42日目 84日目

調整後の群間差［95%CI］a） クレセンバ群
ボリコナゾール群

4.0
［－7.973, 15.875］

0.5
［－11.442, 12.502］ 10.5

［－0.745, 21.806］

主な副次評価項目 副次評価項目

a）�調整後群間差（クレセンバ群−ボリコナゾール群）は、地理的地域、同種骨髄移植の施行状況、コントロール不良の悪性腫瘍の有無を因子とした層別CMH法
により算出し、95%CIは正規近似法に基づいて算出した。

※有効性の判定基準については75頁参照
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（5）	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び	
真菌学的効果（DRC判定）【副次評価項目】

■	mITT集団
投与終了時における臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率は、
クレセンバ群及びボリコナゾール群でそれぞれ、62.0％及び60.3％、29.1％及び33.1％、37.8％及び
41.1％であった。
また、42日目、84日目における臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率
は以下のとおりであった。
臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率（DRC判定）（mITT集団）
・投与終了時

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

62.0 60.3

（85/137例）

29.1 33.1

（41/141例）

37.8 41.1

（54/143例）（73/121例） （42/127例） （53/129例）

臨床症状効果 画像診断効果 真菌学的効果†

調整後の群間差［95%CI］a） クレセンバ群
ボリコナゾール群

0.4
［－10.640, 11.531］

5.7
［－4.936, 16.268］

3.8
［－7.429, 15.087］

・42日目
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

64.0
57.5

（89/139例）

28.4
34.4

（40/141例）

39.9 39.5

（57/143例）（69/120例） （44/128例） （51/129例）

調整後の群間差［95%CI］a） クレセンバ群
ボリコナゾール群

－5.8
［－17.368, 5.802］

5.3
［－5.338, 16.032］

－0.7
［－11.917, 10.586］

臨床症状効果 画像診断効果 真菌学的効果†

・84日目
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

46.1 44.4

（65/141例）

22.0
29.7

（31/141例）

28.0
36.4

（40/143例）（55/124例） （38/128例） （47/129例）

調整後の群間差［95%CI］a） クレセンバ群
ボリコナゾール群

0.3
［－11.116, 11.758］

9.0
［－1.231, 19.186］

9.1
［－1.624, 19.830］

臨床症状効果 画像診断効果 真菌学的効果†

†真菌学的効果は消失率で評価した。
a）�調整後群間差（クレセンバ群−ボリコナゾール群）は、地理的地域、同種骨髄移植の施行状況、コントロール不良の悪性腫瘍の有無を因子とした層別CMH法
により算出し、95%CIは正規近似法に基づいて算出した。 ※有効性の判定基準については75頁参照
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（6）安全性（安全性解析対象集団）
副作用はクレセンバ群42.4％（109/257例）、ボリコナゾール群59.8％（155/259例）に認められた。
主な副作用は、クレセンバ群では悪心19例（7.4％）、嘔吐13例（5.1％）、呼吸困難8例（3.1％）であり、
ボリコナゾール群では嘔吐22例（8.5％）、悪心21例（8.1％）、視力障害15例（5.8％）、γ-GTP増加14例
（5.4％）、血中ALP増加、AST増加、ALT増加、幻覚各11例（4.2％）、幻視、肝機能異常各9例（3.5％）、
心電図QT延長8例（3.1％）であった。
重篤な副作用は、クレセンバ群28例、ボリコナゾール群29例に認められた。2例以上に発現した重篤な副作用は、
クレセンバ群では呼吸不全4例、呼吸困難3例、急性呼吸不全、真菌感染、薬物毒性各2例、ボリコナゾール群
では呼吸不全、心停止、心室性頻脈、発疹、肝不全、肝機能異常、幻視各2例であった。
投与中止に至った副作用は、クレセンバ群21例、ボリコナゾール群35例に認められた。2例以上に発現した
投与中止に至った副作用は、クレセンバ群では、血中ビリルビン増加、真菌感染各2例、ボリコナゾール群では
発疹、幻視各3例、肝機能検査異常、呼吸不全、肝不全、高ビリルビン血症、錯乱状態、嘔吐、悪心各2例で
あった。
本試験において、死亡に至った副作用は、クレセンバ群7例、ボリコナゾール群6例に認められた。その内訳は、
クレセンバ群では真菌感染2例、敗血症、急性呼吸不全、呼吸窮迫、うっ血性心筋症、急性肝炎各1例、ボリコナ
ゾール群では心停止2例、呼吸不全、心肺停止、多臓器不全、くも膜下出血各1例であった。
いずれかの群で発現頻度が2%以上の副作用（安全性解析対象集団）
器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

クレセンバ群
（n=257）

ボリコナゾール群
（n=259）

すべての副作用 109（42.4） 155（59.8）

胃腸障害 39（15.2） 39（15.1）

　悪心 19（7.4） 21（8.1）

　嘔吐 13（5.1） 22（8.5）

臨床検査 25（9.7） 47（18.1）

　γ-GTP増加 6（2.3） 14（5.4）

　血中ALP増加 5（1.9） 11（4.2）

　AST増加 5（1.9） 11（4.2）

　ALT増加 4（1.6） 11（4.2）

　心電図QT延⻑ 1（0.4） 8（3.1）

全身障害および投与局所様態 25（9.7） 21（8.1）

　悪寒 4（1.6） 7（2.7）

神経系障害 19（7.4） 18（6.9）

　頭痛 6（2.3） 5（1.9）

呼吸器、胸郭および縦隔障害 16（6.2） 5（1.9）

　呼吸困難 8（3.1） 2（0.8）

器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

クレセンバ群
（n=257）

ボリコナゾール群
（n=259）

皮膚および皮下組織障害 14（5.4） 20（7.7）

　発疹 5（1.9） 7（2.7）

代謝および栄養障害 11（4.3） 11（4.2）

　低カリウム血症 7（2.7） 5（1.9）

心臓障害 11（4.3） 10（3.9）

血管障害 9（3.5） 9（3.5）

眼障害 8（3.1） 28（10.8）

　視力障害 1（0.4） 15（5.8）

感染症および寄生虫症 7（2.7） 3（1.2）

精神障害 6（2.3） 29（11.2）

　幻覚 1（0.4） 11（4.2）

　幻視 0 9（3.5）

肝胆道系障害 5（1.9） 26（10.0）

　肝機能異常 2（0.8） 9（3.5）

　高ビリルビン血症 1（0.4） 6（2.3）

血液およびリンパ系障害 3（1.2） 8（3.1）

n（%）　MedDRA�v12.1
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本剤は、海外臨床試験データを日本人に外挿することが可能であると判断され、国内第Ⅲ相試験及び
海外第Ⅲ相試験を含む臨床データパッケージに基づいて承認されました。このため、一部承認外の菌種による
真菌症の成績が含まれますが、承認時評価資料のため掲載します。

3．�海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0103試験；VITAL試験）
（国際共同試験、海外データ）13-15）
ー	腎機能障害を有する侵襲性アスペルギルス症患者、もしくは稀な侵襲性真菌症
（ムーコル症、クリプトコックス症を含む）患者を対象とした臨床試験ー

13）承認時評価資料,�社内資料：海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0103試験）
14）Marty�FM�et�al.�Lancet�Infect�Dis.�2016;�16（7）:�828-837.�本試験はバジリア社の支援により実施された。

15）Thompson�GR�3rd�et�al.�Clin�Infect�Dis.�2016;�63（3）:�356-362.�本試験はバジリア社の支援により実施された。

■	試験概要

目的 腎機能障害を有する侵襲性アスペルギルス症患者、もしくは稀な糸状菌、酵母又は二形性真菌を
起因菌a）とする侵襲性真菌症患者を対象に、クレセンバの有効性及び安全性を評価する。

試験デザイン 国際共同、非盲検、非対照試験

対象 腎機能障害を有する侵襲性アスペルギルス症、もしくは稀な糸状菌、酵母又は二形性真菌を起因菌
とする侵襲性真菌症（ムーコル症、クリプトコックス症を含む）患者146例
【主な選択基準】
・�アスペルギルス種、稀な糸状菌、酵母又はその他の二形性真菌（Aspergillus�fumigatus又は
カンジダ種以外の病原真菌）を起因菌とする侵襲性真菌症の「確定例」、「臨床診断例」又は
「可能性例」と診断された18歳以上の患者（「可能性例」は、治験薬投与開始後7日以内に
「確定例」又は「臨床診断例」の基準を満たすこととした。）
・�クレアチニン・クリアランス（CLcr）が50mL/min未満の患者（侵襲性アスペルギルス症の患者
のみ適用）

【主な除外基準】
・�アゾール系抗真菌薬又は治験薬の成分に対するアレルギー、過敏症又は何らかの重篤な反応の
既往がある患者

・�QT延長のリスクが高い、トルサード・ド・ポアントのリスク因子を有する、又はQT間隔を延長する
ことが確認されている薬剤を併用している患者

・肝機能障害が確認されている患者
・体重が40kg未満の患者
・�治験薬の初回投与前5日以内にアステミゾール＊1、シサプリド＊1、リファンピン/リファンピシン、
リファブチン、麦角アルカロイド類、長時間作用型バルビツール酸誘導体、リトナビル、エファビレンツ、
カルバマゼピン、ピモジド＊1、キニジン、ネオスチグミン、テルフェナジン＊1、ケトコナゾール＊2、バルプロ酸
又はセント・ジョーンズ・ワートを併用した患者　等
＊1：国内未承認　　＊2：注射剤及び経口剤は国内未承認

投与方法 全例をクレセンバ群に割り付け、治験薬を最大180日間投与したb）。静脈内投与又は経口投与で
開始し、必要に応じて随時切り替え可能とした。登録時の診断分類、有効性、死因及び治療状況
（一次治療、他剤無効、他剤不耐容）をDRCが評価した。治験薬投与終了後28日間を追跡調査期
とし、追跡調査期終了までのすべての有害事象を調査した。
投与方法
負荷投与として注射剤又はカプセル剤200mgを約8時間おきに6回投与した。維持投与として負荷
投与終了12～24時間後より注射剤又はカプセル剤200mgを1日1回投与した。注射剤は、1時間
以上かけて点滴静脈内投与した。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

7.	用法・用量に関連する注意
7.1	カプセル剤と注射剤は医師の判断で切り替えて使用することができる。
7.2	投与期間は基礎疾患の状態、免疫抑制からの回復及び臨床効果に基づき設定すること。
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投与方法
（続き）

スクリーニング期
投与
1日目

投与
42日目

投与
84日目

投与
180日目＃

治験薬投与
終了後28日目

同意取得・適格性確認

＃：本剤治療が最善とされた患者で一部投与延長あり

治験薬投与開始

負荷投与期間

治療期 追跡調査期

クレセンバ投与（n=146）

評価項目 ［主要評価項目］
42日目の総合効果（DRC判定）
［副次評価項目］
・84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）
・42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）
・42日目、84日目及び180日目までの全死因死亡率　等
［安全性評価項目］
有害事象　等

解析計画 解析対象集団
・ITT集団/安全性解析対象集団：治験薬を1回以上投与された患者集団
・�mITT集団：ITT集団のうち、DRC判定により侵襲性真菌症の「確定例」又は「臨床診断例」と
された患者集団

・mITT-Aspergillus 集団：mITT集団のうち、アスペルギルスのみを起因菌とする患者集団
・mITT-Mucorales 集団：mITT集団のうち、ムーコルのみを起因菌とする患者集団
ITT集団及びmITT集団を主たる有効性解析集団とした。
解析方法
［主要評価項目］
・�mITT-Aspergillus集団、mITT-Mucorales集団を対象に、DRC判定による42日目の総合
効果の有効率を算出した。サブグループ解析としてmITT-Aspergillus集団では腎機能障害の
有無別（eGFR＜60mL/min/1.73m2：腎機能障害あり、eGFR≧60mL/min/1.73m2：腎機能
障害なし）、mITT-Mucorales集団では治療状況別（一次治療、他剤無効、他剤不耐容）に有効率
を算出した。

［副次評価項目］
・�mITT-Aspergillus集団、mITT-Mucorales集団を対象に、DRC判定による84日目及び投与
終了時の総合効果、各評価時点の臨床症状効果、画像診断効果、真菌学的効果の有効率又は
消失率を算出した。

・�mITT-Aspergillus集団、mITT-Mucorales集団を対象に、各評価時点の全死因死亡率を算出
した。また、Kaplan-Meier推定法に基づく180日目までの累積生存率を算出した。

・�サブグループ解析は主要評価項目と同様に、mITT-Aspergillus集団では腎機能障害の有無別、
mITT-Mucorales集団では治療状況別に行った。

※�DRC判定による総合効果の各評価時点で欠測が生じた場合は無効、全死因死亡率の各評価時点で生存状況が
不明の場合は死亡と扱った。生存時間解析で追跡不能となった場合は最終評価日を打ち切りとした。なお、データ
カットオフ時点で治験薬投与を継続中の患者は、DRC評価がないため投与終了時の解析に含めなかった。

�a�）�同定された菌のうちクレセンバの適応菌種でないものは、糸状菌ではFusarium（4例）、Exophiala（2例）、Cladosporium（2例）、
Scopulariopsis（2例）、Acremonium（1例）、Alternaria（1例）、Curvularia（1例）、Exserohilum（1例）、Paecilomyces（1例）、
Pseudallescheria（1例）、Scedosporium（1例）、二形性真菌ではParacoccidioides（10例）、Coccidioides（9例）、Histoplasma（7例）、
Blastomyces（3例）、酵母ではTrichosporon（2例）であった。

�b�）�投与期間は、試験開始当初84日（組み入れ：6例）であったが、その後の治験実施計画書の改訂により、最長投与期間を180日とした。さらに、米国等の
一部地域では、治験責任医師の要請及び治験依頼者の承認に基づいて、180日を超えて投与を延長することが認められた。

DRC：治験依頼者及び治験責任医師とは独立した感染症専門医及び放射線専門医から構成されるデータレビュー委員会。
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■	患者背景（ITT集団、mITT-Aspergillus集団、mITT-Mucorales集団）
クレセンバ群

ITT集団
（n=146）

mITT-Aspergillus集団
（n=24）

mITT-Mucorales集団
（n=37）

性別、n（%）

　男性 100（68.5） 15（62.5） 30（81.1）

　女性 46（31.5） 9（37.5） 7（18.9）

年齢（歳）、中央値［範囲］ 52.0［18-92］ 60.5［18-92］ 50.0［22-79］

年齢カテゴリ、n（%）

　≦65歳 117（80.1） 16（66.7） 32（86.5）

　65歳＜　≦75歳 19（13.0） 6（25.0） 2（5.4）

　75歳＜ 10（6.8） 2（8.3） 3（8.1）

体重（kg）、中央値［範囲］ 66.80［41.0-126.0］c） 64.50［42.5-120.3］ 70.80［48.0-112.3］d）

BMI（kg/m2）、中央値［範囲］ 23.53［14.5-46.0］c） 23.35［16.5-34.3］ 24.77［15.5-34.7］d）

人種、n（%）

　白人 108（74.0） 21（87.5） 25（67.6）

　白人以外 38（26.0） 3（12.5） 12（32.4）

地理的地域、n（%）

　北アメリカ 56（38.4） 12（50.0） 16（43.2）

　西ヨーロッパ 17（11.6） 4（16.7） 5（13.5）

　その他の地域 73（50.0） 8（33.3） 16（43.2）

腎機能障害（eGFR-MDRD）a）、n（%）

　腎機能障害なし 86（59.3） 4（16.7） 26（70.3）

　腎機能障害あり 59（40.7） 20（83.3） 11（29.7）

　データ欠損 1 0 0

基礎疾患あり、n（%） 121（82.9） 24（100.0） 36（97.3）

　急性骨髄性白血病 29（19.9） 5（20.8） 10（27.0）

　慢性リンパ性白血病 9（6.2） 3（12.5） 2（5.4）

　糖尿病 9（6.2） − 3（8.1）

治療状況、n（%）

　一次治療 93（65.0） 16（66.7） 21（56.8）

　他剤無効 38（26.6） 7（29.2） 11（29.7）

　他剤不耐容 12（8.4） 1（4.2） 5（13.5）

　データ欠損 3 − −

その他の特性、n（%）

　血液悪性腫瘍の罹患あり 63（43.2） 14（58.3） 22（59.5）

　同種骨髄/造血幹細胞移植の施行あり 26（17.8） 9（37.5） 13（35.1）

　コントロール不良の悪性腫瘍の罹患あり 46（31.5） 7（29.2） 18（48.6）

　ベースライン時の好中球減少症b） 38（36.5） 8（33.3） 10（27.0）

　コルチコステロイドの使用 35（24.0） 13（54.2） 10（27.0）

　T細胞免疫抑制剤の使用 61（56.0） 18（75.0） 18（48.6）

治験薬の投与期間（日）、中央値 94.0 67.0 84.0

�a�）腎機能障害はeGFR＜60mL/min/1.73m2と定義した。
�b�）好中球減少症は絶対好中球数＜500/mm3と定義した。
�c�）n=145
�d�）n=36
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侵襲性アスペルギルス症（mITT-Aspergillus集団）
（1）	42日目の総合効果（DRC判定）【主要評価項目】/	

84日目及び投与終了時の総合効果（DRC判定）【副次評価項目】	
＜全体、サブグループ解析＞

42日目の総合効果の有効率は29.2％であった。腎機能障害の有無別a）に評価すると、腎機能障害ありの患者
では25.0％、腎機能障害なしの患者では2/4例が有効と判定された。
84日目及び投与終了時の総合効果の有効率は、それぞれ29.2％及び34.8％であった。腎機能障害ありの
患者及び腎機能障害なしの患者ではそれぞれ、84日目では30.0％及び1/4例、投与終了時では30.0％及び
2/3例が有効と判定された。

総合効果の有効率（DRC判定）（mITT-Aspergillus集団）＜全体、サブグループ解析＞

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

29.2 25.0

全症例 腎機能障害
なし

腎機能障害
あり

42日目

29.2 30.0

全症例 腎機能障害
なし

腎機能障害
あり

84日目

34.8
30.0

全症例b） 腎機能障害
なしb）

腎機能障害
あり

（7/24例） （2/4例）（5/20例） （7/24例） （1/4例）（6/20例） （8/23例） （2/3例）（6/20例）

投与終了時

主要評価項目

全体 サブグループ解析 全体 サブグループ解析 全体 サブグループ解析

副次評価項目

�a�）腎機能障害はeGFR＜60mL/min/1.73m2と定義した。
�b�）クレセンバ投与を継続中の1例を除外した。

※有効性の判定基準については75頁参照
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侵襲性アスペルギルス症（mITT-Aspergillus集団）（続き）
（2）	42日目、84日目及び投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び	

真菌学的効果（DRC判定）【副次評価項目】＜全体、サブグループ解析＞
投与終了時の臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率は、それぞれ
56.5％、21.7％及び39.1％であった。投与終了時の腎機能障害の有無別、42日目及び84日目の有効率
又は消失率は以下のとおりであった。

臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率（DRC判定）	
（mITT-Aspergillus集団）＜全体、サブグループ解析＞

・投与終了時
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

56.5

21.7

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

全症例a）

55.0

15.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

腎機能障害あり

39.1 35.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

（13/23例） （9/23例）（5/23例） （11/20例） （7/20例）（3/20例） （2/3例） （2/3例）（2/3例）

腎機能障害なしa）

全体 サブグループ解析

� a）クレセンバ投与を継続中の1例を除外した。

・42日目
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

58.3

29.2

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

全症例

55.0

30.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

腎機能障害あり

33.3 30.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

（14/24例） （8/24例）（7/24例） （11/20例） （6/20例）（6/20例） （3/4例） （2/4例）（1/4例）

腎機能障害なし

全体 サブグループ解析

†真菌学的効果は消失率で評価した。
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・84日目
（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

41.7

20.8

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

全症例

45.0

20.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

腎機能障害あり

33.3 35.0

臨床症状
効果

真菌学的
効果†

画像診断
効果

（10/24例） （8/24例）（5/24例） （9/20例） （7/20例）（4/20例） （1/4例） （1/4例）（1/4例）

腎機能障害なし

全体 サブグループ解析

（3）42日目及び84日目までの全死因死亡率【副次評価項目】＜全体、サブグループ解析＞
42日目までの全死因死亡率は12.5％であり、死亡した全例が腎機能障害を有していた。84日目までの全死因
死亡率は25.0％であり、死亡例6例の内訳は、腎機能障害ありの患者が5例、腎機能障害なしの患者が1例で
あった。

42日目及び84日目までの全死因死亡率（mITT-Aspergillus集団）＜全体、サブグループ解析＞

25.0 25.0

12.5 15.0

（%）

全
死
因
死
亡
率

100

80

60

40

20

0
全症例 腎機能障害

なし
腎機能障害
あり

42日目

全症例 腎機能障害
なし

腎機能障害
あり

（3/24例） （0/4例）（3/20例） （6/24例） （1/4例）（5/20例）

84日目

全体 サブグループ解析 全体 サブグループ解析

※有効性の判定基準については75頁参照
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ムーコル症（mITT-Mucorales集団）
（1）	42日目の総合効果（DRC判定）【主要評価項目】/	

投与終了時の総合効果（DRC判定）【副次評価項目】＜全体、サブグループ解析＞
主要評価項目は、DRC判定による42日目の総合効果としていたが、各患者の状態や臨床経過により投与
期間が様々であったことから、評価時点は投与終了時を主要な時点として評価した。
投与終了時の総合効果の有効率は31.4％であり、完全解消が5例、部分改善が6例であった。治療状況別では、
一次治療は31.6％、他剤無効は36.4％、他剤不耐容は1/5例が有効と判定された。

投与終了時の総合効果の有効率（mITT-Mucorales集団）（DRC判定）＜全体、サブグループ解析＞

31.4

（11/35例）

全症例a）

31.6

（6/19例）

一次治療a）

36.4

（4/11例）

他剤無効

（1/5例）

他剤不耐容

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

全体 サブグループ解析

�a�）クレセンバ投与を継続中の2例を除外した。

（2）	投与終了時の臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果（DRC判定）	
【副次評価項目】＜全体、サブグループ解析＞

投与終了時の臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率は、それぞれ
45.2％、18.2％、34.3％であった。

投与終了時の臨床症状効果の有効率、画像診断効果の有効率、及び真菌学的効果の消失率	
（mITT-Mucorales集団）（DRC判定）＜全体、サブグループ解析＞

45.2

臨床症状
効果

18.2

画像診断
効果

34.3

真菌学的
効果†

全症例a）

55.6

臨床症状
効果

16.7

画像診断
効果

31.6

真菌学的
効果†

一次治療a）

臨床症状
効果

20.0

画像診断
効果

36.4

真菌学的
効果†

他剤無効

臨床症状
効果

画像診断
効果

真菌学的
効果†

（14/31例） （6/33例） （12/35例） （10/18例） （3/18例） （6/19例） （2/9例）（2/10例） （4/11例） （2/4例）（1/5例）（2/5例）

他剤不耐容

（%）

有
効
率

100

80

60

40

20

0

全体 サブグループ解析

†真菌学的効果は消失率で評価した。
�a�）クレセンバ投与を継続中の2例を除外した。

臨床成績
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（3）	42日目及び84日目までの全死因死亡率【副次評価項目】	
＜全体、サブグループ解析＞

42日目及び84日目までの全死因死亡率はそれぞれ37.8％及び43.2％であり、治療状況別は以下のとおり
であった。

42日目及び84日目までの全死因死亡率（mITT-Mucorales集団）＜全体、サブグループ解析＞

37.8
33.3

全症例 一次治療

45.5

他剤無効 他剤不耐容

42日目

43.2 42.9

全症例 一次治療

45.5

他剤無効 他剤不耐容

（14/37例） （7/21例） （5/11例） （2/5例） （16/37例） （9/21例） （5/11例） （2/5例）

84日目

（%）

全
死
因
死
亡
率

100

80

60

40

20

0

全体 サブグループ解析 全体 サブグループ解析

（4）	180日目までの全死因死亡率【副次評価項目】
Kaplan-Meier法で推定した180日目までの全死因死亡率は47.1％であった。

Kaplan-Meier法による180日目までの生存曲線（mITT-Mucorales集団）

生
存
率

100

80

60

40

20

0
0

投与開始後期間

クレセンバ群（n=37）

12 24 4836 16815614413212010896847260 180（日）

（%）

※有効性の判定基準については75頁参照
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クリプトコックス症
（1）クリプトコックス症患者の概要
クリプトコックス症に対する解析は計画されていなかったが、本試験の臨床成績と国内第Ⅲ相試験のデータに
基づき本剤のクリプトコックス症に対する治療効果が評価されたため掲載する。なお、海外ではクリプトコックス症
に対する適応症は取得していない。
DRC判定による投与終了時の総合効果は6/9例が有効と判定された。治療状況別では、一次治療は4/6例、
救済治療（他剤無効又は他剤不耐容）は2/3例が有効と判定された。疾患別（病変部位別）では、肺クリプト
コックス症5/6例、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む）4/6例が有効と判定された
（3例は両病変を有していた）。
クリプトコックス症患者9例の概要

年齢 性別 病変部位a） 菌種 治療状況 投与期間
（日）

投与終了時の
総合効果

（DRC判定）
真菌学的効果

40代 男性 肺 C.�NOS 一次治療 180 不変 推定不変

60代 女性 肺 C.�neoformans 一次治療 182 部分改善 推定消失

70代 男性 肺 C.�NOS 一次治療 75 完全解消 推定消失

40代 男性 髄膜炎 C.�neoformans 他剤不耐容b） 180 部分改善 消失（11日目）f）

60代 男性 髄膜炎 C.�neoformans 一次治療 25 不変 消失（24日目）f）

50代 女性 肺、髄膜炎 C.�gattii 一次治療 181 部分改善 消失（14日目）f）

30代 女性 肺、髄膜炎 C.�gattii 一次治療 176 完全解消 消失（165日目）f）

20代 女性 肺、髄膜炎、血液 C.�gattii 他剤無効c） 181 部分改善 推定消失

60代 男性 骨、皮膚、軟部組織 C.�neoformans 他剤不耐容d） 6 悪化e） 推定不変

�a�）病変が肺にある場合は肺クリプトコックス症、中枢神経系（CNS）にある場合はクリプトコックス脳髄膜炎として検討した。
�b�）11日間のアムホテリシンB投与に不耐容
�c�）16日間のアムホテリシンB及びフルコナゾールの併用投与が無効
�d�）17日間のアムホテリシンB及びフルコナゾールの併用投与に不耐容
�e�）7日目に死亡
�f�）脳脊髄液で確認
NOS：Not�otherwise�specified

※有効性の判定基準については75頁参照
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安全性（安全性解析対象集団）
副作用は41.1％（60/146例）に認められた。主な副作用は、悪心11例（7.5％）、嘔吐9例（6.2％）、下痢、
γ-GTP増加各7例（4.8％）であった。
重篤な副作用は13例に認められ、その内訳は、サイトメガロウイルス性小腸炎、真菌感染、ウイルス性胃腸炎、
ムコール症、敗血症性ショック、皮下組織膿瘍、食道炎、嘔吐、急性肝不全、肝障害、腎不全、急性腎不全、網膜
出血、硝子体出血、移植片対宿主病、筋骨格系胸痛、痙攣、錯乱状態、幻覚、嚥下性肺炎各1例であった。
投与中止に至った副作用は7例に認められた。その内訳は、真菌感染、敗血症性ショック、ALT増加、血中ALP
増加、血中乳酸脱水素酵素増加、γ-GTP増加、肝酵素上昇、嘔吐、急性肝不全、錯乱状態、幻覚、急性腎不全
各1例であった。
本試験において、死亡に至った副作用は1例に認められた。その事象は敗血症性ショックであった。
発現頻度が2%以上の副作用（安全性解析対象集団）
器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

クレセンバ群
（n=146）

すべての副作用 60（41.1）

胃腸障害 23（15.8）

　悪心 11（7.5）

　嘔吐 9（6.2）

　下痢 7（4.8）

臨床検査 13（8.9）

　γ-GTP増加 7（4.8）

　血中ALP増加 4（2.7）

全身障害および投与局所様態 12（8.2）

神経系障害 10（6.8）

　傾眠 3（2.1）

感染症および寄生虫症 8（5.5）

器官別大分類（SOC）
　基本語（PT）

クレセンバ群
（n=146）

血管障害 8（5.5）

　静脈炎 4（2.7）

皮膚および皮下組織障害 7（4.8）

　脱毛症 3（2.1）

精神障害 6（4.1）

呼吸器、胸郭および縦隔障害 5（3.4）

肝胆道系障害 4（2.7）

代謝および栄養障害 4（2.7）

　食欲減退 3（2.1）

心臓障害 3（2.1）

眼障害 3（2.1）

筋骨格系および結合組織障害 3（2.1）

n（%）　MedDRA�v12.1
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1．血中濃度
（1）単回投与（経口投与：カプセル剤）16）
日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を単回経口投与
した際、速やかに吸収された。
■	日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を	
単回経口投与した際の血漿中イサブコナゾール濃度推移（投与後24時間）

（ng/mL）

血
漿
中
濃
度

8000

6000

4000

2000

0
0 24（時間）

投与後時間

平均値±標準偏差

100mg（n=8）
200mg（n=8）
400mg（n=8）

1 2 4 6 8 12

■	日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を	
単回経口投与した際のイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Cmax

（ng/mL）
AUCinf

（ng･hr/mL）
Tmax
（hr）

CL/F
（mL/hr）

T1/2
（hr）

100 8 1657
（26.2）

46803
（40.7）

2.50
（1.00,�4.00）

2396
（32.2）

51.292
（34.3）

200 8 2933
（19.7）

110737
（26.0）

2.50
（2.00,�3.00）

1949
（33.9）

83.939
（36.6）

400 8 5844
（16.9）

210510
（29.5）

2.00
（2.00,�4.00）

2063
（31.4）

56.656
（37.8）

Tmaxは中央値（範囲）、それ以外の各薬物動態パラメータは平均値（変動係数％）
AUCinf：投与後0時間から無限大時間までのAUC

【対象】日本人健康成人男性30例
【方法】	クレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）各群8例、プラセボ群各2例に無作為に割り付け、二重盲検下で単回経口投与した。

投与時刻の前後1時間を絶食とした。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。
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（2）反復投与（経口投与：カプセル剤）16）
日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を16日間反復経口投与（初日及び2日目
は1日3回、3日目以降は1日1回投与）した際、平均血漿中イサブコナゾールのトラフ濃度は1日目から2日目
までは徐々に上昇し、3日目から16日目までは一定のトラフ濃度を維持した。
■	日本人健康成人男性に1回200mgを16日間反復経口投与（初日及び2日目は1日3回、3日目以降は	
1日1回投与）した際の定常状態における血漿中イサブコナゾール濃度推移

（ng/mL）

血
漿
中
濃
度

15000

12500

10000

7500

5000

2500

0
1 36（日）

投与後時間

平均値±標準偏差
200mg（n=8）

3 7 14 20 22 26 30 34

1日目から15日目の血漿中イサブコナゾール濃度は、クレセンバ投与開始前のみ示す。

■	日本人健康成人男性に1回200mgを16日間反復経口投与（初日及び2日目は1日3回、3日目以降は
1日1回投与）した際の定常状態におけるイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Ctrough	

（ng/mL）
Cmax

（ng/mL）
AUCtau

（ng･hr/mL）
Tmax
（hr）

200 8 5479
（26.6）

9720
（24.9）

153108
（25.0）

2.00
（2.00,�3.00）

Tmaxは中央値（範囲）、それ以外の各薬物動態パラメータは平均値（変動係数％）
AUCtau：1投与間隔のAUC

【対象】日本人健康成人男性8例
【方法】	非盲検下でクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を経口投与した。初日及び2日目は1日3回8時間ごと、3日目から16日目までは1日1回

投与した。3日目は2日目の最終投与から12時間後に投与した。投与時刻の前後1時間を絶食とした。
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（3）単回投与（点滴静脈内投与：注射剤）16）
日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を単回点滴
静脈内投与した際、血漿中イサブコナゾール濃度は静脈内投与終了時にピークに達した後、緩やかに減少した。
■	日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を	
単回点滴静脈内投与した際の血漿中イサブコナゾール濃度推移（投与後24時間）

（ng/mL）

血
漿
中
濃
度

8000

6000

4000

2000

0
0 24（時間）

投与後時間

平均値±標準偏差

100mg（n=8）
200mg（n=6）
400mg（n=8）

1 2 4 6 8 12

■	日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）を	
単回点滴静脈内投与した際のイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Cmax

（ng/mL）
AUCinf

（ng･hr/mL）
Tmax
（hr）

CL
（mL/hr）

T1/2
（hr）

Vd
（mL）

100 8 2466
（5.6）

43956
（16.9）

1.00
（1.00,�1.00）

2329
（16.0）

67.391
（35.4）

222415
（33.5）

200 6 5382
（14.3）

135004
（29.6）

0.875
（0.75,�1.00）

1597
（29.7）

76.020
（20.9）

168554
（23.9）

400 8 6690
（8.9）

236235
（23.8）

2.00
（1.50,�2.50）

1808
（32.0）

65.983
（30.1）

161242
（14.1）

Tmaxは中央値（範囲）、それ以外の各薬物動態パラメータは平均値（変動係数％）
AUCinf：投与後0時間から無限大時間までのAUC

【対象】日本人健康成人男性28例
【方法】	クレセンバ（イサブコナゾールとして100mg、200mg又は400mg）各群6～8例、プラセボ群各2例に無作為に割り付け、二重盲検下で単回点滴

静脈内投与した。点滴時間は100mg及び200mgでは1時間、400mgでは2時間とした。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバ点滴静注用】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブ
コナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。
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（4）反復投与（点滴静脈内投与：注射剤）16）
日本人健康成人男性にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を16日間反復点滴静脈内投与（初日及び
2日目は1日3回、3日目以降は1日1回投与）した際、平均血漿中イサブコナゾールのトラフ濃度は1日目から
2日目までは徐々に上昇し、3日目から16日目までは一定のトラフ濃度を維持した。
■	日本人健康成人男性に1回200mgを16日間反復点滴静脈内投与（初日及び2日目は1日3回、3日目以降は
1日1回投与）した際の定常状態における血漿中イサブコナゾール濃度推移

（ng/mL）

血
漿
中
濃
度

15000

12500

10000

7500

5000

2500

0
1 36（日）

投与後時間
3 7 14 20 22 26 30 34

平均値±標準偏差
200mg（n=8）

1日目から15日目の血漿中イサブコナゾール濃度は、クレセンバ投与開始前のみ示す。

■	日本人健康成人男性に1回200mgを16日間反復点滴静脈内投与（初日及び2日目は1日3回、3日目以降は
1日1回投与）した際の定常状態におけるイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ
投与量
（mg） n Ctrough

（ng/mL）
Cmax

（ng/mL）
AUCtau

（ng･hr/mL）
Tmax
（hr）

200 8 5817
（35.0）

10970
（20.6）

160014
（30.5）

1.02
（0.75,�2.00）

Tmaxは中央値（範囲）、それ以外の各薬物動態パラメータは平均値（変動係数％）
AUCtau：1投与間隔のAUC

【対象】日本人健康成人男性8例
【方法】	非盲検下でクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を点滴静脈内投与した。初日及び2日目は1日3回8時間ごと、3日目から16日目までは

1日1回投与した。3日目は2日目の最終投与から12時間後に投与した。点滴時間は1時間とした。
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（5）腎機能障害患者（外国人データ）17）
軽度（クレアチニン・クリアランス50～80mL/min/1.73m2）、中等度（クレアチニン・クリアランス30～
50mL/min/1.73m2）及び重度（クレアチニン・クリアランス30mL/min/1.73m2未満）の腎機能障害
患者、並びに腎機能正常被験者にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回点滴静脈内投与
した際、イサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータは以下のとおりであった。非結合型イサブコナゾールの
AUCinfの最小二乗幾何平均値は、腎機能正常被験者と比較して、軽度、中等度及び重度腎機能障害患者で
それぞれ1.21倍、1.55倍及び1.96倍であった。
末期腎不全（ESRD）患者及び腎機能正常被験者にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回点滴
静脈内投与した際、イサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータは以下のとおりであった。非結合型イサブ
コナゾールのAUC72の最小二乗幾何平均値は、腎機能正常被験者と比較して、末期腎不全（ESRD）患者で
1.23倍であった。イサブコナゾールは血液透析で除去されない。
■	腎機能障害患者及び腎機能正常被験者におけるイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ

パラメータ
腎機能障害の程度が異なる被験者を対象とした試験 ESRD被験者を対象とした試験

正常
（n＝8）

軽度
（n＝8）

中等度
（n＝8）

重度
（n＝5）

正常
（n＝8）

ESRDb）
（n＝8）

AUCa）
（ng･hr/mL）

98776
（51.1）

96240
（48.7）

97161
（27.1）

98776
（54.6）

36912
（25.8）

25053
（40.1）

Cmax
（ng/mL）

4443
（16.3）

3945
（28.4）

4059
（33.9）

3427
（25.4）

4583
（24.0）

3741
（34.3）

平均値（変動係数%）
a）AUCinf：腎機能障害の程度が異なる被験者を対象とした試験におけるAUC、AUC72：ESRD被験者を対象とした試験におけるAUC
b）血液透析終了約1時間後に投与
正常：CLcr＞80mL/min/1.73m2、軽度：CLcr50～80mL/min/1.73m2、中等度：CLcr30～50mL/min/1.73m2、重度：CLcr＜30mL/min/1.73m2、
ESRD：CLcr＜15mL/min/1.73m2

腎機能障害の程度が異なる被験者を対象とした試験：
【対象】��外国人腎機能正常被験者又は外国人腎機能障害患者29例�

（腎機能正常被験者8例※、軽度腎機能障害患者8例、中等度腎機能障害患者8例、重度腎機能障害患者5例）
� ※腎機能障害患者と年齢、性別、体重及び喫煙状態でマッチングさせた。
【方法】�クレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回点滴静脈内投与した。点滴時間は1時間とした。

ESRD被験者を対象とした試験：
【対象】�外国人腎機能正常被験者8例※又は血液透析を必要とする外国人ESRD患者8例
� ※腎機能障害患者と年齢、性別、体重及び喫煙状態でマッチングさせた。
【方法】��1日目（ESRD患者では血液透析終了約1時間後）にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回点滴静脈内投与し、ESRD患者には15日目に

血液透析直前に追加投与した。点滴時間は1時間とした。

薬物動態

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。
【クレセンバ点滴静注用】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブ
コナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。
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（6）肝機能障害患者（外国人データ）18）
軽度（Child−Pugh分類A）及び中等度（Child−Pugh分類B）肝機能障害患者、並びに肝機能正常被験者
にクレセンバ（イサブコナゾールとして100mg）を単回点滴静脈内投与又は単回経口投与した際、イサブコナゾール
の血漿中薬物動態パラメータは以下のとおりであった。非結合型イサブコナゾールのAUCinfの最小二乗幾何
平均値は、肝機能正常被験者と比較して、軽度及び中等度肝機能障害患者でそれぞれ1.40～2.38倍、2.18
～3.01倍であった。重度の肝機能障害患者（Child−Pugh分類C）を対象とした試験は実施していない。
■	肝機能障害患者及び肝機能正常被験者におけるイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ

パラメータ 肝機能障害の
程度

アルコール性肝機能障害被験者を
対象とした試験

ウイルス性肝機能障害被験者を
対象とした試験

静脈内投与 経口投与 静脈内投与 経口投与

AUCinf
（ng∙hr/mL）

正常
（n=8）

38993
（30.8）

43386
（23.5）

39155
（35.3）

43891
（28.5）

軽度
（n=8）

72810
（77.6）

103225
（53.7）

58896
（36.3）

63545
（36.2）

中等度
（n=8）

96233a）
（52.6）

64261
（46.2）

81168
（36.7）

91953
（74.6）

Cmax
（ng/mL）

正常
（n=8）

1093.60
（17.6）

842.83
（20.3）

1121.08
（31.1）

702.84
（15.4）

軽度
（n=8）

977.38
（37.9）

792.26
（22.6）

1011.56
（27.6）

1001.53
（35.0）

中等度
（n=8）

837.76
（16.3）

472.43
（25.9）

803.63
（22.4）

572.73
（29.1）

平均値（変動係数%）　　a）n=7

【対象】	外国人肝機能正常被験者、外国人アルコール性肝硬変患者、もしくは、外国人慢性B型/C型肝炎による肝硬変患者
＜9766-CL-0008試験＞
・肝機能正常被験者16例（経口投与8例、静脈内投与8例）※
・アルコール性肝硬変による軽度及び中等度肝機能障害患者各16例（経口投与8例、静脈内投与8例）
＜9766-CL-0014試験＞
・肝機能正常被験者16例（経口投与8例、静脈内投与8例）※
・慢性B型/C型肝炎による軽度及び中等度肝機能障害患者各16例（経口投与8例、静脈内投与8例）
※肝機能障害患者と年齢、性別、体重及びBMIでマッチングさせた。

【方法】クレセンバ（イサブコナゾールとして100mg）を単回経口投与及び単回点滴静脈内投与した。

9.	特定の背景を有する患者に関する注意
9.3	肝機能障害患者
9.3.1	重度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類C）

治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与すること。やむを得ず投与する場合には、患者の状態をより慎重に観察し、副作用の発現に十分
注意すること。本剤の血中濃度が上昇し、副作用が強くあらわれるおそれがある。重度の肝機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。
［8.1、11.1.2、16.6.2参照］

9.3.2	軽度及び中等度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類A及びB）
本剤の血中濃度が上昇するおそれがあるため、副作用の発現に十分注意すること。［8.1、11.1.2、16.6.2参照］
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（7）高齢者（外国人データ）17）
外国人健康高齢者（65歳以上）にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回経口投与した際のイサブ
コナゾールのAUCは、外国人健康若年者（18～45歳）と同程度であった。
■	高齢者及び若年者におけるイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ

パラメータ 若年者
（n=24）

高齢者
（n=24）

AUCinf
（ng∙hr/mL）

96256
（28.8）

127364
（43.8）

Cmax
（ng/mL）

2318
（22.6）

2375
（25.3）

Tmax
（hr）

3.000
（2.0,�4.0）

2.000
（1.5,�4.0）

T1/2
（hr）

111.2
（35.3）

158.6
（34.8）

Tmaxは中央値（範囲）、それ以外の各薬物動態パラメータは平均値（変動係数%）

【対象】	外国人健康高齢者（65歳以上）24例、又は外国人健康若年者（18~45歳）24例
【方法】クレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を単回経口投与した。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。
【クレセンバ点滴静注用】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブ
コナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。

16.	薬物動態
16.6	特定の背景を有する患者
16.6.3	高齢者

高齢者（65歳以上）に本剤（イサブコナゾールとして200mg）を単回経口投与した際のイサブコナゾールのAUCは、若年者（18～45歳）と同程度
であった（外国人データ）。
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2．吸収
（1）食事の影響（外国人データ）17,19,20）
外国人健康成人にクレセンバ（イサブコナゾールとして400mg）を高脂肪食摂取後に単回経口投与した際、
空腹時投与に比べて、Cmaxは8％低下し、AUCは10％増加した。クレセンバは、食事とは関係なく投与可能で
ある。
■	空腹時又は高脂肪食摂取後に単回経口投与した際のイサブコナゾールの血漿中薬物動態パラメータ

パラメータ 投与タイミング n 最小二乗
幾何平均値a）

比
（高脂肪食摂取後/空腹時）b） 比の90％CI

AUCinf
（ng･hr/mL）

高脂肪食摂取後 25 189299.2
109.60 ［101.55,�118.30］

空腹時 25 172717.2

AUClast
（ng･hr/mL）

高脂肪食摂取後 25 186618.2
109.76 ［101.70,�118.46］

空腹時 25 170019.2

Cmax
（ng/mL）

高脂肪食摂取後 25 3383.9
91.85 ［86.28,�97.78］

空腹時 25 3684.0

a）自然対数変換データに基づく最小二乗平均値を指数化した値　　b）比率及び信頼限界を元の尺度に逆変換して数値をパーセンテージで示した。

【対象】18～55歳の外国人健康男性25例
【方法】	被験者をいずれかの投与順序（高脂肪朝食摂取後→空腹時、又は空腹時→高脂肪朝食摂取後）に無作為に割り付けた。非盲検下でクロスオーバー法

により、クレセンバ（イサブコナゾールとして400mg）を空腹時又は高脂肪食摂取後に単回経口投与した。休薬期間は少なくとも42日間とした。

（2）バイオアベイラビリティ（外国人データ）17,19,21）
外国人健康成人にクレセンバ（イサブコナゾールとして400mg）を空腹時に単回経口投与した際のイサブコナ
ゾールの絶対的バイオアベイラビリティは約98％であった。
■	絶対的バイオアベイラビリティの統計解析

パラメータ 投与方法 n 最小二乗
幾何平均値a）

比
（経口投与/静脈内投与）b） 比の90％CI

AUCinf
（ng･hr/mL）

経口 14 178819.0
97.78 ［94.35,�101.32］

静脈内 14 182887.0

AUClast
（ng･hr/mL）

経口 14 176290.1
98.23 ［94.87,�101.71］

静脈内 14 179461.2

Cmax
（ng/mL）

経口 14 3756.5
78.12 ［72.21,�84.51］

静脈内 14 4808.6

a）自然対数変換データに基づく最小二乗平均値を指数化した値　　b）比率及び信頼限界を元の尺度に逆変換して数値をパーセンテージで示した。

【対象】18～45歳の外国人健康男性14例
【方法】	被験者をいずれかの投与順序（経口投与→静脈内投与、又は静脈内投与→経口投与）に無作為に割り付けた。非盲検下でクロスオーバー法により、

クレセンバ（イサブコナゾールとして400mg）を空腹時に単回経口投与、又は2時間かけて単回点滴静脈内投与した。休薬期間は少なくとも42日間
とした。
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3．分布
（1）分布容積17）

イサブコナゾールは広く分布し、日本人健康被験者の平均分布容積（Vss）は180Lであった。

（2）血漿蛋白結合率（外国人データ）18）
イサブコナゾールは血漿タンパクとの結合率が高かった（＞99％）。

（3）血液－脳関門通過性（ラット）22）
雄性SDラットにイサブコナゾニウム硫酸塩（イサブコナゾールとして25mg/kg）を単回経口投与した際の
脳中及び血漿中のイサブコナゾールの曝露量は以下のとおりであり、イサブコナゾールの脳中濃度のCmax及び
AUCinfは、血漿中濃度と比較して1.9倍及び1.8倍高かった。イサブコナゾールの脳内透過性が認められた。
■	雄性SDラットにおけるイサブコナゾニウム硫酸塩単回投与時のイサブコナゾールの血漿中及び脳中曝露量

パラメータ
イサブコナゾール

血漿中 脳中

Cmax（μg/mL） 3.666 6.947

AUClast（μg∙hr/mL） 30.275 53.678

AUCinf（μg∙hr/mL） 30.678 54.309

平均値

【方法】雄性SDラット（n=3）にイサブコナゾニウム硫酸塩（イサブコナゾールとして25mg/kg）を単回経口投与した。

（4）血液－胎盤関門通過性（ラット）23）
妊娠14日目の雌性SDラットに（シアノ-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩5mg/kgを単回静脈内投与した
際の放射能濃度は、投与後0.5時間で母体血漿では0.82±0.11μg・eq./mL、胎児中では0.77±0.10�
μg・eq./gであった。胎児中放射能濃度は投与後48時間までに最高濃度の4％に低下した。胎児あたりの
放射能の分布率は、投与後0.5時間では投与量の0.01％、投与後8時間、24時間及び48時間では投与量の
0.00％であった。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。
【クレセンバ点滴静注用】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブ
コナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。
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（5）乳汁への移行性（ラット）3）
分娩後14日目の授乳SDラットに（シアノ-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩5mg/kgを単回静脈内投与した
際の乳汁中放射能濃度は、投与0.5時間及び8時間後の母動物血漿中放射能濃度のそれぞれ8.6倍及び
6.9倍であり、投与48時間後には最高濃度の4％に低下した。

（6）その他の組織への移行性（ラット）24）
雄性SDラットに（14C/3H）-イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩3mg/kgを単回静脈内投与した際、脊髄の
14C組織中放射能濃度は投与後0.5時間で0.95μg･eq./g、8時間後で0.09μg･eq./gであり、24時間後
には定量下限未満に低下した。また、副腎皮質及び肝臓では投与後0.5時間に最高濃度に到達し、放射能濃度は
それぞれ血漿の15.2倍及び13.5倍であった。小腸、褐色脂肪、ハーダー腺、膵臓、眼窩内涙腺、腎皮質、副腎
髄質、胃粘膜及び甲状腺においても血漿中の5倍以上の14C放射能が認められた。投与後144時間の定量可能な
放射能濃度は、副腎皮質、副腎髄質（副腎皮質では副腎髄質の4.6倍）及び肝臓で認められ、それらの最高濃度
の3.3％以下であった。3H放射能は、投与後0.5時間には血液、腎皮質、腎髄質、肝臓、肺、心筋、鼻粘膜及び
甲状腺で最高濃度レベルに達し、投与後72時間には、褐色脂肪、眼窩内涙腺、腎皮質、腎髄質、肝臓、肺、筋肉
及び脾臓でわずかに検出されたが、いずれの組織においても3H放射能の残留性は認められなかった。
有色の雄性Long�Evansラットに（シアノ-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩5mg/kgを単回経口投与した際の
放射能濃度は、ほとんどの組織において投与後2時間に最高濃度に到達し、投与後24時間までほとんどの組織で
持続したが、投与後144時間までに副腎（皮質及び髄質を含む）及び肝臓を除いて定量下限未満に低下した。
眼ブドウ膜及び有色皮膚中の放射能も投与後144時間で定量下限未満に低下したことから、イサブコナゾール
関連物質にメラニン親和性はないと考えられた。
一方、有色の雄性Long�Evansラットに（ピリジニルメチル-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩3mg/kgを単回
静脈内投与した際の放射能は、投与後672時間で眼ブドウ膜に存在したことから、不活性分解生成物
（BAL8728）関連物質のメラニン親和性が示唆された。
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4．代謝
（1）代謝部位及び代謝経路（in	vitro、外国人データ）17）
イサブコナゾニウム硫酸塩は、血液中でエステラーゼ（主としてブチリルコリンエステラーゼ）により、活性体で
あるイサブコナゾールに速やかに加水分解され、イサブコナゾールは、主にCYP3A4及びCYP3A5により代謝
される（in�vitro）。
外国人健康成人に（シアノ-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩を単回経口投与した際、イサブコナゾールと共に
いくつかの微量代謝物が認められた。外国人健康成人に（ピリジニルメチル-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩を
単回点滴静脈内投与した際、不活性分解生成物の代謝物と共にいくつかの微量代謝物が認められた。イサブ
コナゾール及び不活性分解生成物の代謝物を除き、投与薬物に関連する物質のAUCの10％を超える代謝物は
認められなかった。

（2）代謝に関与する酵素（CYP等）の分子種、寄与率（in	vitro）25）
ヒト肝ミクロソーム及び遺伝子組み換えヒトCYP分子種発現系のCYP2B6、CYP2C8、CYP3A4、
CYP3A5及びCYP3A7を用いてイサブコナゾールの代謝を検討したところ、イサブコナゾールの残存率は、
それぞれ98.8％、98.2％、33.8％、68.4％及び100％であったことから、イサブコナゾールのヒトin�vitro
代謝には主にCYP3A4及びCYP3A5が関与することが示された。

5．排泄（外国人データ）17）
外国人健康成人に（シアノ-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩を経口投与した際、投与放射能の46.1%が糞中に、
45.5%が尿中に排泄された。尿中に排泄されたイサブコナゾールは、投与放射能の1%未満であった。
不活性分解生成物は主に代謝により消失し、その後、代謝物が腎排泄を受ける。尿中に排泄された不活性分解
生成物は投与放射能の1%未満であった。（ピリジニルメチル-14C）-イサブコナゾニウム硫酸塩を点滴静脈内
投与した際、投与放射能の95%が尿中に排泄された。

薬物動態

2.	禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1��リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバル

ビタール、セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピド
メシル酸塩を投与中の患者［10.1参照］

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。
【クレセンバ点滴静注用】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブ
コナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。

10.	相互作用
イサブコナゾールは、CYP3Aで代謝される。また、CYP3Aを中程度に阻害、CYP2B6を誘導、P糖蛋白（P-gp）、有機カチオントランスポーター
（OCT）2、多剤・毒性化合物排出蛋白（MATE）1、UDP-グルクロン酸転移酵素（UDP−glucuronosyltransferase,�UGT）を阻害する。
［16.4、16.7.1、16.7.2参照］
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6．薬物相互作用
（1）In	vitro試験における薬物相互作用への影響（in	vitro）26）
イサブコナゾールはCYP3A（CYP3A4及びCYP3A5）の基質である。イサブコナゾールは、CYP3A、CYP2B6、
CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6及びUDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）1A1の阻害剤である。
また、イサブコナゾールは、P糖蛋白（P-gp）、乳癌耐性蛋白質（BCRP）、有機カチオントランスポーター（OCT）
2及び多剤・毒性化合物排出蛋白（MATE）1の阻害剤である。イサブコナゾールは、CYP1A2、CYP3A4、
CYP2B6、CYP2C8及びCYP2C9の誘導剤である。

（2）薬物相互作用試験（外国人データ）18）
以下に、薬物相互作用試験で認められた薬物動態への影響をまとめた。
■	併用によるイサブコナゾール又は併用薬の薬物動態への影響

併用薬
n

（併用時/
非併用時）

平均比［90％CI］（併用時/非併用時）

イサブコナゾールへの影響 併用薬への影響

ケトコナゾールa）

200mg�BID
12/12
12/12

AUC�：5.22［4.09,�6.66］
Cmax�：1.09［0.93,�1.27］ −

ロピナビル/リトナビル
400mg/100mg�BID

16/17
16/17

AUC�：1.96［1.64,�2.35］
Cmax�：1.74［1.46,�2.08］ −

リファンピシン
600mg�QD

24/25
24/25

AUC�：0.10［0.09,�0.11］
Cmax�：0.25［0.23,�0.27］ −

エソメプラゾール
40mg�QD

12/12
12/12

AUC�：1.08［0.89,�1.30］
Cmax�：1.05［0.89,�1.24］ −

リトナビル
100mg�BID

16/18
16/18 − AUC�：0.69［0.48,�0.98］

Cmax�：0.67［0.46,�0.98］

ロピナビルb）

400mg�BID
16/18
16/18 − AUC�：0.73［0.56,�0.96］

Cmax�：0.77［0.62,�0.95］

プレドニゾンb）

20mg 20/21
20/21

−
＜プレドニゾロン＞
AUC�：1.08［1.02,�1.14］
Cmax�：0.96［0.90,�1.02］

エチニルエストラジオール
35μg

23/23
23/23 − AUC�：1.08［1.03,�1.13］

Cmax�：1.14［1.03,�1.26］

ノルエチンドロンb）

1mg
23/23
23/24 − AUC�：1.16［1.09,�1.23］

Cmax�：1.06［0.93,�1.20］

シクロスポリン
300mg

19/24
19/24 − AUC�：1.29［1.15,�1.44］

Cmax�：1.06［0.95,�1.19］

アトルバスタチン
20mg

24/23
24/24 − AUC�：1.37［1.29,�1.45］

Cmax�：1.03［0.88,�1.21］

シロリムス
2mg

20/15
21/22 − AUC�：1.84［1.59,�2.13］

Cmax�：1.65［1.41,�1.92］

ミダゾラムc）

3mg
22/23
22/23 − AUC�：2.03［1.73,�2.38］

Cmax�：1.72［1.44,�2.05］

タクロリムス
5mg

21/24
21/24 − AUC�：2.25［1.91,�2.66］

Cmax�：1.42［1.22,�1.64］

カフェイン
200mg

22/24
22/24 − AUC�：1.04［0.97,�1.12］

Cmax�：0.99［0.93,�1.07］

ブプロピオンb）

100mg
24/24
24/24 − AUC�：0.58［0.52,�0.64］

Cmax�：0.69［0.62,�0.77］
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■	併用によるイサブコナゾール又は併用薬の薬物動態への影響（続き）

併用薬
n

（併用時/
非併用時）

平均比［90％CI］（併用時/非併用時）

イサブコナゾールへの影響 併用薬への影響

メサドン
5mg

22/22
22/23

22/22
22/23

−

＜S-メサドン＞
AUC�：0.65［0.59,�0.72］
Cmax�：1.01［0.95,�1.08］
＜R-メサドン＞
AUC�：0.90［0.84,�0.96］
Cmax�：1.04［0.97,�1.11］

レパグリニド
0.5mg

22/24
22/24 − AUC�：0.92［0.86,�1.00］

Cmax�：0.86［0.79,�0.93］

ワルファリン
20mg

20/20
20/20

20/20
20/20

−

＜S-ワルファリン＞
AUC�：1.11［1.06,�1.16］
Cmax�：0.88［0.83,�0.94］
＜R-ワルファリン＞
AUC�：1.20［1.16,�1.24］
Cmax�：0.93［0.87,�0.99］

オメプラゾール
40mg

26/27
26/27 − AUC�：0.89［0.59,�1.33］

Cmax�：0.77［0.56,�1.04］

デキストロメトルファン
30mg

21/22
23/24 − AUC�：1.18［1.02,�1.35］

Cmax�：1.17［1.02,�1.35］

ミコフェノール酸モフェチル
1g

21/24
22/24

21/24
22/24

−

＜MPA＞
AUC�：1.35［1.27,�1.45］
Cmax�：0.89［0.76,�1.03］
＜MPAG＞
AUC�：0.76［0.72,�0.80］
Cmax�：0.68［0.61,�0.77］

メトトレキサート
7.5mg

23/24
23/24 − AUC�：0.97［0.90,�1.05］

Cmax�：0.89［0.83,�0.97］

メトホルミン
850mg

20/23
20/23 − AUC�：1.52［1.38,�1.68］

Cmax�：1.23［1.09,�1.40］

ジゴキシン
0.5mg

21/23
21/24 − AUC�：1.25［1.17,�1.34］

Cmax�：1.33［1.19,�1.49］

�a�）注射剤及び経口剤は国内未承認
�b�）国内未承認
�c�）経口剤は国内未承認
QD：1日1回投与、BID：1日2回投与、MPA：ミコフェノール酸、MPAG：ミコフェノール酸のグルクロン酸抱合体

【方法】	外国人健康成人を対象にクレセンバ経口投与と各薬剤を併用投与後、イサブコナゾール又は併用薬の血中濃度をモニタリングし、併用時/非併用時の
薬物動態パラメータ比を算出した。

薬物動態
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7．心電図に及ぼす影響（外国人データ）17,27）
外国人健康成人160例を対象に、クレセンバ群［クレセンバ（イサブコナゾールとして200mg）を1日3回2日間
投与後、3～13日目にクレセンバ（イサブコナゾールとして200mg又は600mg）を1日1回反復経口投与］、
プラセボ群（13日間）、及びモキシフロキサシン群（1～12日目はプラセボ、13日目に400mgを単回経口投与）
を陽性対照群として、QT/QTc間隔への影響を検討する無作為化、二重盲検（モキシフロキサシン群を除く）、
プラセボ及び実薬対照試験を実施した。
クレセンバ群において、ベースラインで調整したa）QTcF間隔（Fridericiaの補正式によって補正したQT間隔）
の平均値のプラセボ群との差の最大値は、クレセンバ200mg群で−13.10msec［90％CI：−17.07,�
−9.13］、クレセンバ600mg群で−24.56msec［90％CI：−28.71,�−20.41］（いずれも投与2時間後）
であり、QTc間隔の短縮が認められた。なお、本試験のクレセンバ群においてベースラインから30msecを
超えるQTcF延長を示した被験者は認められなかった。
a）心電図パラメータ［QTcF、QT、心電図PR間隔、心電図RR間隔、心電図QRS群又はQRS間隔及び心拍数］と各パラメータの時間を一致させた

2.	禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1��リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバル

ビタール、セイヨウオトギリソウ（St.John's�Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピド
メシル酸塩を投与中の患者［10.1参照］

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））

6.	用法・用量
【クレセンバカプセル】
通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回
200mgを1日1回経口投与する。

9.	特定の背景を有する患者に関する注意
9.1	合併症・既往歴等のある患者
9.1.2	先天性QT短縮症候群の患者

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与し、本剤投与前及び投与中は定期的に心電図検査を実施するなど、患者の状態を
慎重に観察すること。QT間隔が短縮するおそれがある。［17.3.1参照］

10.	相互作用
イサブコナゾールは、CYP3Aで代謝される。また、CYP3Aを中程度に阻害、CYP2B6を誘導、P糖蛋白（P-gp）、有機カチオントランスポーター
（OCT）2、多剤・毒性化合物排出蛋白（MATE）1、UDP-グルクロン酸転移酵素（UDP−glucuronosyltransferase,�UGT）を阻害する。
［16.4、16.7.1、16.7.2参照］
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1．作用機序6）

アゾール系抗真菌薬であるイサブコナゾールは、真菌に広く存在するCYP51遺伝子にコードされる内在性膜
タンパク質であるチトクロームP450依存性ラノステロール-14α-脱メチル化酵素（P45014DM）に結合し、
その活性を阻害することによりエルゴステロール生成を阻害し、真菌膜のエルゴステロールを枯渇させることで、
毒性メチル化中間体の蓄積等により真菌膜の構造と機能が崩れ、真菌の増殖が阻害される。
ラット肝臓及びCandida�albicans抽出液を用いて、エルゴステロール生成に対する50％阻害濃度（IC50）
を検討した結果は以下のとおりであり、イサブコナゾールはエルゴステロール生成の阻害作用を有することが
示された。
■	各被験薬の4,4-デスメチルステロール生成に対する阻害活性（in	vitro）

被験物質
IC50（μg/mL） 選択性（比率）

ラット肝臓
抽出液

Candida	albicans
抽出液 ラット肝臓IC50/Candida	albicans IC50

イサブコナゾール 4.0 0.043 93

ケトコナゾールa） 0.39 0.030 13

フルコナゾール 300 0.017 17600

イトラコナゾール 1.1 0.042 26

ボリコナゾール 4.4 0.052 85

a）注射剤及び経口剤は国内未承認
IC50：50％阻害濃度

【方法】	コレスチラミン処理によるP45014DM誘導ラット肝臓抽出液とCandida�albicans抽出液に被験薬を添加して反応液を調製し、反応終了後に反応
液中の4,4-デスメチルステロール（エルゴステロール生成経路の中間産物）を指標にエルゴステロール生成に対するIC50を算出した。

4.	効能・効果
下記の真菌症の治療
〇アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ）、〇ムーコル症、〇クリプトコックス症
（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））
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2．非臨床試験
（1）In	vitro試験
1）国内臨床分離株に対する抗真菌作用（in	vitro）28）
国内で臨床検体から分離された糸状菌及び酵母様真菌に対するin�vitro抗真菌作用は以下のとおりであった。
■	国内臨床分離糸状菌及び酵母様真菌に対するイサブコナゾール及び対照薬のin	vitro抗真菌作用

菌名 株数
MIC50/90（μg/mL）

イサブコナゾール イトラコナゾール ボリコナゾール フルコナゾール ポサコナゾール アムホテリシンB

糸状菌

アスペルギルス属

Aspergillus�fumigatus 50 0.5/0.5 0.5/0.5 0.25/0.5 −＊ 0.12/0.25 1/1

Aspergillus�flavus 20 0.5/1 0.25/0.5 0.5/1 −＊ 0.25/0.25 2/2

Aspergillus�niger 20 1/2 1/1 0.5/1 −＊ 0.5/0.5 0.5/0.5

Aspergillus�terreus 10 0.25/0.5 0.25/0.25 0.25/0.5 −＊ 0.12/0.12 1/2

ムーコル目

Cunninghamella
bertholletiae 20 8/16 −＊ −＊ −＊ 0.5/1 2/4

Mucor属 10 16/16 −＊ −＊ −＊ 1/4 0.25/0.5

Rhizopus属 7 （1-4） −＊ −＊ −＊ （0.25-1） （0.25-1）

酵母様真菌

クリプトコックス属

Cryptococcus�gattii 6 （≦0.03-0.25） （0.12-0.5） （0.06-0.25） （4-32） −＊ （0.5）

Cryptococcus
neoformans 15 ≦0.03/≦0.03 0.06/0.12 ≦0.03/0.06 4/4 −＊ 0.5/1

（　）内はMIC範囲：検討株数が10株未満の場合、−＊：適応外菌種のため未記載
MIC：最小発育阻止濃度、MIC50/90：50％/90％の菌株の発育を阻止したMIC値

【方法】	国内で臨床検体から分離された糸状菌、酵母様真菌に対するイサブコナゾール及び対照薬の抗真菌作用を比較した。MIC値は、米国臨床検査標準
委員会（CLSI）標準法M38（糸状菌）又はM27（酵母様真菌）に準じた微量液体希釈法にて評価した。
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2）海外臨床分離株に対する抗真菌作用（in	vitro）28）
海外で臨床検体から分離された糸状菌及び酵母様真菌に対するin�vitro抗真菌作用は以下のとおりであった。
■	海外臨床分離糸状菌及び酵母様真菌に対するイサブコナゾール及び対照薬のin	vitro抗真菌作用

菌名 株数
MIC50/90（μg/mL） MEC50/90a）（μg/mL）

イサブコナ
ゾール

イトラコナ
ゾール

ボリコナ
ゾール

ポサコナ
ゾール

アムホテ
リシンB ミカファンギン カスポ

ファンギン

糸状菌

アスペルギルス属

Aspergillus�fumigatus�SCb） 302 0.5/2 0.5/1 0.5/0.5 0.25/0.5 1/2 ≦0.008/0.015 0.03/0.03

Aspergillus�flavus�SCc） 48 0.5/1 0.5/1 0.5/1 0.5/0.5 2/2 0.015/0.03 0.015/0.03

Aspergillus�niger�SCd） 46 2/4 2/4 1/2 0.5/1 0.5/1 ≦0.008/0.03 0.015/0.03

Aspergillus�terreus�SCe） 20 0.5/0.5 0.5/0.5 0.25/0.5 0.25/0.25 2/4 ≦0.008/0.015 0.03/0.06

Aspergillus�nidulans�SCf） 10 0.12/0.25 0.5/0.5 0.12/0.25 0.25/0.5 1/2 ≦0.008/0.03 0.015/0.12

Aspergillus�ustus�SCg） 6 （0.12-8） （0.25-8）（0.025-＞8） （0.5-＞8） （0.25-2）（≦0.008-0.12） （0.008-4）

Aspergillus�versicolor�SCh） 3 （0.5-2） （1-2） （0.5-1） （0.5-1） （1-2） （0.015-0.03） （0.015）

ムーコル目

Lichtheimia属 1/8［80］ − − 0.25/1［60］ − − −

Cunninghamella属 2/16［18］ − − （0.12-1）［9］ − − −

Mucor属 4/16［77］ − − 0.5/2［42］ − − −

Rhizomucor属 2/16［29］ − − 0.25/0.5［17］ − − −

Rhizopus属 1/4［139］ − − 0.5/1［111］ − − −

酵母様真菌

クリプトコックス属

Cryptococcus�neoformans 69 0.06/0.12 0.12/0.25 0.03/0.06 −＊ 1/1 − −

�a�）�キャンディン系抗真菌薬（ミカファンギン、カスポファンギン）の抗菌活性はCLSIの抗真菌薬感受性試験法（M38及びM61�Ed1）に基づきMECとして
評価した。

SC（種複合体）の内訳は以下のとおり。
�b�）Aspergillus�fumigatus（297株）、Aspergillus�lentulus（4株）又はAspergillus�thermomutatus（1株）
�c�）Aspergillus�flavus�SC（46株）、Aspergillus�nomius（1株）又はAspergillus�tamarii（1株）
�d�）Aspergillus�niger（33株）、Aspergillus�niger�SC（12株）又はAspergillus�tubingensis（1株）
�e�）Aspergillus�alabamensis（1株）、Aspergillus�terreus（12株）又はAspergillus�terreus�SC（7株）
�f�）Aspergillus�nidulans（6株）、Aspergillus�nidulans�SC（3株）又はAspergillus�unguis（1株）
�g�）Aspergillus�ustus（5株）又はAspergillus�ustus�SC（1株）
�h�）Aspergillus�sydowii（1株）又はAspergillus�versicolor（2株）
（　）内はMIC範囲：検討株数が10株未満の場合、−：未検討、−＊：適応外菌種のため未記載、ムーコル目の株数については［�］内に記載
MEC：最小有効濃度、MEC50/90：50％/90％の菌株の形態学的変化が認められたMEC値

【方法】	海外で臨床検体から分離された糸状菌、酵母様真菌に対するイサブコナゾール及び対照薬の抗真菌作用を比較した。MIC値及びMEC値は、
CLSI標準法M38（アスペルギルス属）又はM27（酵母様真菌）に準じた微量液体希釈法にて評価した。ムーコル目については、CLSI標準法M38
又は欧州抗微生物薬感受性試験委員会（EUCAST）標準法に準じて8施設で評価された試験成績を集計した。イサブコナゾール、イトラコナゾール、
ボリコナゾール、ポサコナゾール及びアムホテリシンBではMICを評価し、ミカファンギン及びカスポファンギンではMECを評価した。

薬効薬理
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3）アスペルギルス属に対するイサブコナゾールの疫学的カットオフ値（ECV）（in	vitro）28）
・CLSI標準法におけるアスペルギルス属に対するイサブコナゾールのECV（in・vitro）
CLSI標準法M38に準じて海外施設（最大8施設）で測定したアスペルギルス属に対するイサブコナゾールの
ECVは、Aspergillus�nidulansで0.25μg/mL、Aspergillus�fumigatus、Aspergillus�flavus、
Aspergillus�terreusでそれぞれ1μg/mL、Aspergillus�nigerで4μg/mLであった。

■	アスペルギルス属に対するイサブコナゾールのECV

菌名 株数/
測定施設数

MIC範囲
（μg/mL）

ECV（μg/mL） ECVを超える株の割合（％）

95% 97.5% 99% ECV95％ ECV97.5％ ECV99％

Aspergillus�fumigatus 855/8 0.06-8 1 1 1 5.6 5.6 5.6

Aspergillus�flavus 444/7 0.06-2 1 1 2 3.2 3.2 0.2

Aspergillus�nidulans 106/3 0.06-1 0.25 0.25 0.25 27.4 27.4 27.4

Aspergillus�niger 207/6 0.06->8 4 4 4 1.0 1.0 1.0

Aspergillus�terreus 386/5 0.06-2 1 1 1 0.3 0.3 0.3

ECV：疫学的カットオフ値

【方法】	CLSI標準法M38に準じてヨーロッパ（オーストリア、スペイン及びオランダ）、インド、メキシコ及び米国の最大8施設で測定したMICデータを統合した。
各菌株の野生株MIC分布に正規分布を当てはめ、平均値と標準偏差を推定。推定したMIC分布から、低い値からデータを累積して菌株全体の95%、
97.5%及び99%をそれぞれ含むMICを算出しECVとした。

・EUCAST標準法におけるアスペルギルス属に対するイサブコナゾールのECV（in・vitro）
EUCAST標準法に準じて欧州4施設で測定したアスペルギルス属に対するイサブコナゾールのECVは、
Aspergillus�nidulansで0.25μg/mL、Aspergillus� terreus、Aspergillus� fumigatus及び
Aspergillus�flavusでそれぞれ2μg/mL、Aspergillus�nigerで4μg/mLであった。
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4）殺真菌作用（in	vitro）28）
各種真菌に対するイサブコナゾールの殺真菌作用を評価した結果、アスペルギルス属に対して殺真菌的に、
ムーコル目に対して静真菌的に作用することが示唆された。
■	アスペルギルス属におけるイサブコナゾールのMIC及びMFC

菌名 株数

イサブコナゾール ボリコナゾール
MIC（μg/mL）MIC（μg/mL） MFC（μg/mL）

幾何
平均 90% 50% 範囲 幾何

平均 90% 50% 範囲 幾何
平均 90% 50% 範囲

Aspergillus�fumigatus 602 0.822 1 1 0.125-4 0.834 1 1 0.125-4 0.477 1 0.5 0.125-2

Aspergillus�flavus 34 0.752 1 1 0.25-2 0.799 1 1 0.5-2 0.652 1 1 0.125-2

Aspergillus�niger 32 1.189 2 1 0.25-4 1.215 2 1 0.25-4 0.771 1 1 0.25-2

Aspergillus�terreus 25 0.660 1 1 0.125-1 0.753 1 1 0.25-2 0.624 1 1 0.25-1

その他の
アスペルギルス属 9 0.25-4 0.25-16 0.125-8

環境分離株 302 0.859 1 1 0.25-4 0.893 1 1 0.25-16 0.542 1 0.5 0.125-8

臨床分離株 400 0.827 1 0.5 0.125-2 0.818 1 1 0.125-2 0.427 1 0.5 0.125-2

全体 702 0.827 1 1 0.125-4 0.850 1 1 0.125-16 0.473 1 0.5 0.125-8

MFC：最小殺真菌濃度

■	ムーコル目におけるイサブコナゾールのMIC及びMFC

菌名 株数

イサブコナゾール

MIC（μg/mL） MFC（μg/mL）

幾何
平均 90％ 50% 範囲 90％ 50％ 範囲

Mucor属 21 16 2 1->16 >16 8 2->16

Rhizopus属 12 16 1 1-16 >16 4 1->16

Lichtheimia 属 6 1-16 4->16

Cunninghamella 属 4 2-16 16->16

【方法】	CLSI標準法M38又はM27に準じた微量液体希釈法にてMICを評価した。MIC測定後に肉眼的に真菌の増殖が認められないウエルの溶液100μLを
サブローデキストロース寒天プレートに播種して35℃で24時間培養し、糸状菌では50個以下のコロニーが認められたプレートの最小薬物濃度を
MFCとした。

薬効薬理
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（2）In	vivo抗真菌活性29）

1）アスペルギルス症（マウス、ウサギ）

感染症 動物 イサブコナゾニウム硫酸塩の
用法・用量 評価 結果

播種性
アスペルギルス症
（Aspergillus�flavus）

免疫抑制
雄マウス

予防投与では5、10又は25mg/kg、
治療投与では10、25又は50mg/kg
を1日3回2日間投与後、同用量を
1日2回経口投与。
予防投与では感染2時間前、
治療投与では感染4、24時間後
から10日間投与。

・�腎臓内生菌数
・生存率

・�感染2時間前投与（予防投与）において、イサブコ
ナゾニウム硫酸塩の投与によりモデルマウスの生
存率が改善した。その効果は、5mg/kg投与と
比較して10及び25mg/kg投与で高かった。

・�感染4時間後又は24時間後投与（治療投与）
において、イサブコナゾニウム硫酸塩の投与
によりモデルマウスの生存率が改善された
（感染4時間後の10mg/kg投与を除く）。

播種性
アスペルギルス症
（Aspergillus�
fumigatus）

雌マウス

1日量として4、16、32又は
64mg/kgを1～3回に分割して
経口投与。
感染24時間後から14日間投与。

・生存率

・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、用量
依存的にモデルマウスの生存率が改善した。

・�1日総投与量が同じで分割投与した群間に
おいては、イサブコナゾニウム硫酸塩の有効性
に差は認められなかった。

播種性
アスペルギルス症
（Aspergillus�
fumigatusa））

雌マウス

0.25、1、4、16、64、128又は
256mg/kgを1日1回又は2回
経口投与。
感染24時間後から14日間投与。

・�腎臓内生菌数
・生存率
・PK/PD解析

・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、野生
株及びCYP51変異株によるモデルマウスにおけ
る腎臓内生菌数が減少し、生存率が改善した。

・�生存率に基づくED50は、イサブコナゾール
相当量として野生株では11.6mg/kg、
G54Wでは13.9mg/kg、M220Iでは
52.3mg/kg、TR34/L98Hでは232.3�
mg/kgであった。

・�PK/PD解析の結果、AUC0-24/MIC比と14日
生存期間との間に関連が認められた（決定
係数R2=0.96）。

侵襲性
肺アスペルギルス症
（Aspergillus�
fumigatus）

免疫抑制
雌ウサギ

イサブコナゾール相当量として
90mg/kg投与後、20、40又は
60mg/kgを1日1回経口投与。
感染24時間後から最長12日間
投与。

・�肺内生菌数
・�肺梗塞スコア
・肺重量
・生存率
・�血清GM抗原、�
血漿（1→3）-β-�
D-グルカン濃度

・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、
肺内生菌数、肺梗塞スコア及び肺重量が抑制
され、生存率が改善した。
・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、
血清GM抗原及び血漿（1→3）-β-D-グル
カン濃度の上昇が抑制された。

肺アスペルギルス症
（Aspergillus�
fumigatusb））

免疫抑制
雌マウス

肺内生菌数評価
�40、80、160、320又は640�
mg/kgを1日2回経口投与。
感染当日から7日間投与。

PK評価
�10、40、160又は640mg/kgを
単回経口投与。

・肺内生菌数
・PK/PD解析

・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、
用量依存的に肺内生菌数が減少した。

・�イサブコナゾールのMICが高値のCYP51変異
株を感染させたマウスで、イサブコナゾニウム硫
酸塩が有効性を示すためには、野生株を感染さ
せたマウスより高用量の投与が必要であった。
このイサブコナゾニウム硫酸塩の有効性は、イサ
ブコナゾールのAUC/MICと関連していた。

�a�）野生株及びアゾール耐性株（G54W、M220I、TR34/L98H）を用いた。イサブコナゾールのMICはそれぞれ0.5、0.5、4、8μg/mLであった。
�b�）�野生株、CYP51変異株、Fks1変異株を用いた。イサブコナゾールのMICは野生株では0.25～1μg/mL、CYP51変異株では0.125～8μg/mL、
Fks1変異株では0.25μg/mLであった。

ED50：50%有効投与量

2）ムーコル症（マウス）

感染症 動物 イサブコナゾニウム硫酸塩の
用法・用量 評価 結果

ムーコル症
（Rhizopus�oryzae）

免疫抑制
雄マウス

215mg/kgを1日3回経口投与。
感染8時間後から5日間投与。

・�肺内生菌数
・�脳内生菌数
・生存率

・�イサブコナゾニウム硫酸塩の投与により、肺及び
脳組織内生菌数が減少し、生存率が改善した。

・�イサブコナゾニウム硫酸塩投与群及び対照群
（滅菌水投与）のマウスの感染21日後生存
率は、それぞれ65%及び15%であった
（P<0.05、log-rank検定）。

ムーコル症

糖尿病性
ケトアシ
ドーシス
雄マウス

80、110、215mg/kgを1日
3回経口投与。
感染8時間後から5日間投与。

・生存率

・�初回試験では、イサブコナゾニウム硫酸塩
投与によりモデルマウスの生存率の上昇を
示さなかった。追加試験（接種菌量のより低い
条件；2.4×103spores）では、イサブコナ
ゾニウム硫酸塩110mg/kg投与は生存率を
向上する傾向が認められた。
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安全性薬理試験及び毒性試験

1．�安全性薬理試験（in�vitro、マウス、ラット、サル、モルモット）30）

試験項目 試料又は動物種/系統
（性別、例数/群）

投与
方法

投与量又は濃度
in	vitro（μmol/L）a）
in	vivo（mg/kg）a）

試験成績b）

hERG電流 hERG導入HEK293
細胞（少なくとも3例/
用量）

in�vitro 0、1、3、10、30 IC50（μmol/L）：5.82（臨床曝露量
Cmaxの49倍）

心臓イオンチャネル hCav1.2、hKv1.5、
hKvLQT1/hminK
あるいはhNav1.5導入
CHO細胞
hERG、hK i r 2 . 1、
hKir3.1/hKir3.4、
Kir6.2/SUR2Aあるい
はhKv4.3/KChiP2.2
導入HEK293細胞
（少なくとも3例/用量）

in�vitro 1、3、10、30 各種心臓イオンチャネルに対するIC50
（μmol/L）：hCav1.2；6.57、hERG；
19.44、hKvLQT1/hminK；24.03、
hNav1.5（Tonic�phase）；20.36、
hNav1.5（Phas ic � phase）；
14.87、その他；＞30
（各種心臓イオンチャネルに対するIC50は
臨床曝露量Cmaxの55倍以上）

一般症状、行動 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

中
枢
神
経
系

自発運動量 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

痙攣 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

麻酔 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 ≧30mg/kg：睡眠時間延長（イサブ
コナゾールのCYP阻害作用により
ペントバルビタールの代謝が阻害された
ため）

痛覚 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

体温 ラット/SD（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

呼吸・循環器系 カニクイザル（雄3） 静脈内 0、2.5、7.5、22.5 22.5mg/kg：収縮期及び拡張期血圧
の低下、心拍数増加が認められた（投与
終了後30分でほぼ回復）
呼吸数、大腿動脈血流量及び心電図に
対する影響は認められなかった

自律神経系、平滑筋 モルモット/Hartley
（雄4）

in�vitro 0、0.1、1、10 特記すべき作用は認められなかった

水、電解質代謝 ラット/SD（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

消化器系 マウス/CD-1（雄6） 経口 0、10、30、90 特記すべき作用は認められなかった

�a�）�hERG電流及び心臓イオンチャネル試験ではイサブコナゾール濃度（μmol/L）、それ以外の試験ではイサブコナゾニウム塩化物塩酸塩の投与量又は濃度
（mg/kg又はμmol/L）で示す。

�b�）�臨床曝露量Cmaxは、ヒトにイサブコナゾニウム硫酸塩の臨床維持用量（イサブコナゾールとして200mg）を投与した際のイサブコナゾール（非結合型）の
Cmax（0.0525μg/mL）。

hERG：ヒトether-a-go-go関連遺伝子、hCav1.2：L型カルシウムチャネル、CHO：チャイニーズハムスター卵巣、HEK293：ヒト胎児腎293
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2．毒性試験
（1）単回投与毒性試験（ラット、サル）31）

動物種/系統
（性別、例数/群） 投与経路 投与量（mg/kg）a） 概略の致死量

（mg/kg）

ラット/SD
（雌雄各5）

経口投与 0、500、1000、2000 1000

静脈内投与

0、5、10、20
注入速度：1mL/分 10

10、20、40
注入速度：0.1mL/分 40

カニクイザル
（雄各2）

経口投与 500、1000、2000 2000

静脈内投与

4、8、16、32、64
（ボーラス投与） 64

90、120
（2時間で持続投与） 120

�a�）イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩を使用。

（2）反復投与毒性試験（ラット、サル）8）

動物種/系統
（性別、例数/群）

投与経路
/投与期間
/回復期間a）

投与量
（mg/kg/日）b）

無毒性量
（mg/kg/日） 主な所見

ラット/Wistar
（雌雄各13c））

静脈内投与
（2時間/日で
持続注入d））
/6週間投与e）

/4週間休薬

0、10、20、
40/30e） 20

・�40/30mg/kg群：40mg/kg投与で投与
4日までに5例（雄2、雌3）が死亡、30mg/kg
に減量後は投与23日に雌2例が死亡。死因は
不明。投与部位（尾部）の壊死（雌雄）、投与
2週後に肝臓重量増加（雄、投与期間・回復
期間終了後に回復）。

・≧20mg/kg群：投与部位の腫脹（雌雄）。
投与部位所見はいずれも休薬により回復。

ラット/SD
（雌雄各10又は16）

経口投与
（1日1回）
/13週間投与
/4週間休薬

0、10、30、90 30

・�90mg/kg群：肝臓重量増加、肝細胞肥大
（小葉中心性）及び甲状腺濾胞上皮細胞肥大
（雌雄）、体重増加抑制（投与4～8週）、摂餌量
の減少傾向（投与7～13週）及び甲状腺重量
増加（雄）、甲状腺の大型化（雌）。
摂餌量、肝臓及び甲状腺の変化は休薬により
回復。

ラット/SD
（雌雄各14又は20）

経口投与
（1日1回）
/26週間投与
/4週間休薬

0、10、30、90 10

・�90mg/kg群：流涎、肝臓及び甲状腺重量の
増加、肝臓の大型化、肝細胞肥大（小葉中心性）
並びに甲状腺の濾胞上皮細胞肥大/過形成
（雌雄）、甲状腺の大型化（休薬により回復）
及び限局性濾胞上皮細胞過形成（前がん
病変）（雄）。
甲状腺の限局性濾胞上皮細胞過形成以外の
所見は休薬により回復。

・�30mg/kg群：流涎（雌雄）、肝臓重量増加
及び肝細胞肥大（小葉中心性）（雄）。
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（2）反復投与毒性試験（ラット、サル）（続き）8）

動物種/系統
（性別、例数/群）

投与経路
/投与期間
/回復期間a）

投与量
（mg/kg/日）b）

無毒性量
（mg/kg/日） 主な所見

カニクイザル
（雌雄各3又は4）

静脈内投与
（2時間/日で
持続注入f））
/6週間投与g）

/4週間休薬

0、10、20、40 10

・�40mg/kg群：投与部位の重度の刺激性
（投与部位の硬結、一部のサルで硬結に伴い
投与部位及び四肢の腫脹）、白血球数、好中
球数及び血小板数の増加傾向（局所刺激性
の二次的変化）（雌雄）、肝臓重量増加（雌雄）、
肝臓の大型化（雄）、軽度な肝細胞肥大
（びまん性）（雄）。
・�20mg/kg群：投与部位の中等度の刺激性
（投与部位の硬結、一部のサルで硬結に伴い
投与部位及び四肢の腫脹）、白血球数の増加
傾向（局所刺激性の二次的変化）（雄）、肝臓
重量の増加傾向（雌雄）、肝臓の大型化（雌）。

いずれも休薬により投与部位の病理組織学的
変化は回復傾向、その他の所見は回復。

カニクイザル
（雌雄各3又は4）

経口投与
（1日1回）
/13週間投与
/4週間休薬

0、10、20、40 20

・�40mg/kg群：体重増加抑制、肝臓及び副腎
重量の増加、肝細胞肥大並びに副腎の皮質
肥大（束状帯）（雌雄）。
副腎重量の変化を除いて休薬により回復。

カニクイザル
（雌雄各4又は6）

経口投与
（1日1回）
/39週間投与
/4週間休薬

0、10、20、40 20

・�40mg/kg群：雄1例が重度の下痢で低体温
となり投与164日に切迫屠殺した。病理組織
学的検査では、副腎の皮質細胞空胞化（束状
帯、多巣性）及び死戦期の変化あり。
肝臓重量増加（雌雄）、副腎及び心臓重量の
増加並びに副腎皮質細胞の肥大を伴う空胞化
（束状帯、限局性から多巣性）（雄）、一過性の
体重増加抑制（雌）。
切迫屠殺例以外の所見は休薬により回復。

�a�）回復期間は、いずれの試験も対照群（0mg/kg）及び最高用量群（40又は90mg/kg）に設定し、4週間の休薬期間とした。
�b�）イサブコナゾニウム硫酸塩を使用。
�c�）雌雄各13例中4例は2週間投与。
�d�）0及び40/30mg/kg群の投与24～28日は持続注入時間を4時間/日とした。
�e�）�最高用量（40mg/kg）群は投与4日までに5例（雄2、雌3）が死亡したため、5日目以降は30mg/kgに減量し、投与部位の壊死が認められたため投与
期間を4週間に短縮した。

�f�）0、20及び40mg/kg群は、投与部位の刺激性により、投与3又は4週に持続投与時間を4時間/日に変更した。
�g�）40mg/kg群は投与部位の重度の刺激性のため、投与期間を4週間に短縮した。

安全性薬理試験及び毒性試験
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（3）遺伝毒性試験（in	vitro、ラット）32）

試験の種類 試料又は
動物種/系統 投与方法 投与量 試験

結果

細菌を用いた復帰突然変異
試験（Ames試験）a）

ネズミチフス菌5菌株
（TA1535、TA97、
TA98、TA100、
TA102）

in�vitro
プレート法：10～1000μg/plateb）
プレインキュベーション法：
5～500μg/plateb,c）

陰性

ほ乳類の培養細胞を用いた
遺伝子突然変異試験a）

マウスリンパ腫細胞
L5178Y�tk +/−株 in�vitro

短時間処理法：36.4～140μg/mLb）
連続処理法（S9�mix非存在下）：
5～40μg/mLb）

陰性

ラット小核試験 ラット/Wistar（骨髄）
（雌雄各6例/群） 単回静脈内投与 0、6.25、12.5、25mg/kgb） 陰性

�a�）代謝活性化系（S9�mix）の存在下及び非存在下で評価した。
�b�）イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩を使用。
�c�）�TA98、TA100、TA102は、プレインキュベーション法の代謝活性化系の非存在下で生育阻害が強く認められたことから、低用量（0.316～31.6μg/plate）
の追加評価を行った。

（4）がん原性試験（マウス、ラット）4,5）

動物種/系統
（性別、例数/群） 投与方法/投与量（mg/kg）a） 試験結果（mg/kg/日）

マウス/B6C3F1
（雌雄各54）

1日1回2年間経口投与
雄：0、10、30、100
雌：0、30、100、300/200b）

肝細胞腺腫（雌雄）、肝細胞癌（雌雄）、肝芽細胞腫（雄）、肝臓の血管腫
（雌）の発生頻度増加。
非発がん量：肝臓；＜雄10、雌30

ラット/Wistar
（雌雄各54）

1日1回2年間経口投与
雄：0、20、60、300
雌：0、15、45、200

肝細胞腺腫（雄）、肝細胞癌（雄）、甲状腺濾胞上皮細胞腺腫（雌雄）、
皮膚線維腫（雄）、子宮内膜腺癌（雌）の発生頻度増加。
非発がん量：
　肝臓；雄60、雌200
　甲状腺；雄20、雌45
　皮膚；雄60、雌200
　子宮；雌45

�a�）イサブコナゾニウム硫酸塩を使用。
�b�）�300mg/kg投与の雌で高い死亡率が認められたため、投与81週より投与量を200mg/kgに減量した。生存動物が減少したため、投与89週で剖検を
行った。
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（5）生殖発生毒性試験（ラット、ウサギ）1,2,33,34）

試験の種類 動物種/系統
（性別、例数/群）

投与方法/
投与量（mg/kg）

無毒性量
（mg/kg/日）

主な所見
（mg/kg/日）

受胎能及び
着床までの
初期胚発生

ラット/Wistar
（雌雄各22）

1日1回経口投与a）

0、10、30、90b）
一般毒性：30
生殖能力及び
初期胚発生：90

雄に対する毒性所見
・90：肝臓重量増加
雌に対する毒性所見
・�90：妊娠期間中における体重増加抑制
及び摂餌量の減少、肝臓重量増加

胚・胎児発生

ラット/Wistar
（雌22）

妊娠6～17日に
1日1回経口投与
0、6、30、150c）

母動物：30
胎児：＜6
骨格異常発生の
最小毒性量：6

母動物に対する毒性所見
・�150：体重増加抑制、摂餌量減少、肝臓
重量増加

胎児に対する毒性所見
・�150：第4腰椎弓の過剰化骨（骨格異常）、
完全過剰肋骨（骨格変異）の発生率増加

・�≧30：頬骨弓癒合（骨格異常）、短小過剰
肋骨（骨格変異）の発生率増加

・�≧6：頸部痕跡肋骨（骨格異常）の発生率
増加

ウサギ/
Himalayan
（雌20）

妊娠6～18日に
1日1回経口投与
0、10、20、45c）

母動物：45
胎児：20
骨格異常発生の
最小毒性量：45

母動物に対する毒性所見
・なし
胎児に対する毒性所見
・�45：大動脈弓過剰起始（内臓変異）の
発生率増加、頸部痕跡肋骨（骨格異常）の
発生率増加

出生前及び
出生後の発生
並びに
母体の機能

ラット/Wistar
（雌22）

妊娠6日～
分娩後20日に
1日1回経口投与
0、10、30、90b）

母動物：
・一般毒性：30
・生殖：30
F1出生児：30
・最小毒性量：90

母動物に対する毒性所見
・90：体重増加抑制、摂餌量減少
F1出生児に対する毒性所見
・90：生後4日の生存率減少
（対照群99.3％、90群83.3％）

�a�）投与期間は、雄が交配前4週間及び交配期間中～剖検前日まで、雌が交配前2週間、交配期間中及び妊娠6日までとした。
�b�）イサブコナゾニウム硫酸塩を使用。
�c�）イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩を使用。

安全性薬理試験及び毒性試験



68

安
全
性
薬
理
試
験

及
び
毒
性
試
験

（6）局所刺激性試験（ウサギ）35）
ウサギ（雄性日本白色種ウサギ、1群3匹）にイサブコナゾニウムを点眼あるいは皮内投与して、眼及び皮膚に
対する刺激性を評価した。
眼刺激性試験ではイサブコナゾニウム塩化物塩酸塩0、0.5、1、5、10mg/mLをそれぞれ0.1mLの容量で
点眼投与し、投与7日後まで眼反応をドレーズ法により評価した結果、5mg/mL以上の濃度により眼刺激性が
認められた。
皮膚刺激性試験では、イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩0、0.1、0.5、1、5、10mg/mLをそれぞれ0.1mLの
容量で腹部皮膚に皮内投与し、血管透過性（5%エバンスブルー溶液の静脈内投与により評価）及び皮膚反応
（投与7日後までドレーズ法により評価）を評価した結果、血管透過性は5mg/mL以上の濃度で増加が認め
られ、10mg/mLで皮膚刺激性（肉眼観察法での最高平均スコア：0～1mg/mL；0点、5mg/mL；2.0点、
10mg/mL；3.0点）が認められた。
以上より、本試験における眼及び皮膚刺激性に対する無毒性量は1mg/mLと判断された。

（7）その他の特殊毒性（ラット、モルモット、マウス、in	vitro）36-39）

試験の種類 動物種/系統
（性別、例数/群） 投与量/投与方法 主な所見（mg/kg/日）

新生児を
用いた毒性試験

ラット（4日齢）/SD
（雌雄各27）

0、10、30、90mg/kga）
1日1回、13週間経口投与
/4週間休薬
（雌雄各10例/群）

・�90：肝臓及び甲状腺重量の増加、肝細胞肥大（小葉
中心性）、甲状腺濾胞上皮細胞肥大（雌雄）、赤血球数、
ヘモグロビン及びヘマトクリットの減少、活性化部分トロンボ
プラスチン時間の延長（雌）

・�30：肝臓重量増加、肝細胞肥大（小葉中心性）（雌雄）
いずれの所見も4週間の休薬で回復又は回復傾向。
無毒性量：10mg/kg/日

抗原性試験 モルモット/Hartley
（雄10）

感作：3、30mg/例ｂ）

2週間間隔で3回、背部に
皮内投与
誘発：1mg/例ｂ）

最終感作の8日後に静脈内
投与

抗原性なし（能動的全身性アナフィラキシー及び受動的皮膚
アナフィラキシ−反応：陰性）

局所リンパ節
増殖試験

マウス/CBA
（雌5）

0、6.4～37.3mg/mLa）
25μLを1日1回3日間、
耳介に塗布

陽性
（皮膚感作性物質と判定）

光毒性試験 Balb/c�3T3細胞 0.49～300μg/mLb）
in�vitro 陰性

溶血性試験 ヒト健康成人男性
5例の血液

0、0.05、0.1、0.5、1、5、
10mg/mLb）
in�vitro

≧1mg/mL：溶血性あり

�a�）イサブコナゾニウム硫酸塩を使用。
�b�）イサブコナゾニウム塩化物塩酸塩を使用。
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有効成分に関する理化学的知見
一般的名称：イサブコナゾニウム硫酸塩（Isavuconazonium�Sulfate）（JAN）
略　　　号：ISCZ（イサブコナゾール）
化　学　名：�1-｛（2R ,3R）-3-［4-（4-Cyanophenyl）-1,3-thiazol-2-yl］-2-（2,5-�

d i f l uo r opheny l）-2 -hyd r o x ybu t y l｝-4 -｛（1RS ）-1 - [me thy l（3-
｛［（methylamino）acetyloxy］methyl｝pyridin-2-yl）carbamoyloxy]ethyl｝
-1,2,4-triazolium�mono（hydrogen�sulfate）

分　子　式：C35H36F2N8O9S2
分　子　量：814.84
性　　　状：�白色～帯黄白色の粉末である。水、メタノールに極めて溶けやすく、エタノール（99.5）にやや

溶けにくい。吸湿性である。
化学構造式：

NC

H
HSO4－

及びC*位エピマー

F
HO

F

CH3

CH3

CH3

N

N
N

N+N

S

OH3C
H
N

O

O H

*N O
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製剤の各種条件下における安定性

クレセンバカプセル100mg

試験の種類 保存条件 保存形態 保存期間 結果

長期保存試験 25℃/60％RH 乾燥剤入り
アルミニウム
ブリスター

30ヵ月 規格内

加速試験 40℃/75％RH 6ヵ月 規格内

苛酷試験（熱） 50℃ 1ヵ月 規格内

苛酷試験（湿度） 25℃/75％RH プラスチック
容器（開放）

7日間 性状、純度試験、水分、定量法に変化を認め規格外と
なった。

苛酷試験（光） 25℃低湿度
ICH�Q1B�option2に従う

純度試験に変化を認め規格外となった（同保存形態の
非照射試料にて同等の変化を認めたことから、光による
変化ではなく吸湿による変化と推定）。�

測定項目：性状、確認試験、純度試験、溶出性、水分、定量法等
ICH�Q1B�option2：総照度120万lx･hr以上、総近紫外放射エネルギーとして200W･hr/m2以上

クレセンバ点滴静注用200mg

試験の種類 保存条件 保存形態 保存期間 結果

長期保存試験 5℃ ガラスバイアル
及びゴム栓

48ヵ月 規格内

加速試験 25℃/60％RH 6ヵ月 純度試験に変化を認め、一部のロットで規格外となった。

使用時
安定性試験

溶解後 5℃ 24時間 規格内

室温（成り行き） 6時間 規格内

希釈後 5℃ 輸液バッグ 24時間 判定基準に適合（インラインフィルターろ過後）

室温（成り行き） 6時間 判定基準に適合（インラインフィルターろ過後）

苛酷試験（熱及び湿度） 40℃/75％RH ガラスバイアル
及びゴム栓

2ヵ月 純度試験、定量法に変化を認め、規格外となった。

苛酷試験（湿度） 25℃/75％RH 2ヵ月 規格内

苛酷試験（光） 10℃
ICH�Q1B�option2に従う

規格内

測定項目：性状、確認試験、pH、純度試験、水分、不溶性異物、不溶性微粒子、定量法等
ICH�Q1B�option2：総照度120万lx･hr以上、総近紫外放射エネルギーとして200W･hr/m2以上
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取扱い上の注意／包装／関連情報

取扱い上の注意
【クレセンバカプセル100mg】
本剤は吸湿性があるため、ブリスターシートのまま保存すること。
規制区分：劇薬、処方箋医薬品　注意−医師等の処方箋により使用すること
貯　　法：室温保存
有効期間：30ヵ月

【クレセンバ点滴静注用200mg】
規制区分：劇薬、処方箋医薬品　注意−医師等の処方箋により使用すること
貯　　法：2～8℃保存
有効期間：4年

包装
【クレセンバカプセル100mg】
28カプセル［7カプセル（シート）×4、乾燥剤入り（シート内部）］

【クレセンバ点滴静注用200mg】
10バイアル

関連情報
承認番号

クレセンバカプセル100mg：30400AMX00448000
クレセンバ点滴静注用200mg：30400AMX00449000

承認年月 2022年12月

薬価基準収載年月 2023年3月

販売開始年月

再審査期間満了年月
8年：
2022年12月～2030年12月

承認条件 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

投与期間制限医薬品に
関する情報
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主要文献

� 1）社内資料：ラット胚・胎児発生に関する試験
� 2）社内資料：ウサギ胚・胎児発生に関する試験
� 3）社内資料：薬物動態試験＜乳汁移行性＞
� 4）社内資料：マウス2年間がん原性試験
� 5）社内資料：ラット2年間がん原性試験
� 6）社内資料：作用機序
� 7）社内資料：ラット13週間用量設定試験
� 8）社内資料：反復投与毒性試験＜ラット、サル＞
� 9）承認時評価資料,�社内資料：日本人深在性真菌症を対象とした国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）
10）Kohno�S�et�al.�J�Infect�Chemother.�2023;�29(2):�163-170.
11）承認時評価資料,�社内資料：海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0104試験）
12）Maertens�JA�et�al.�Lancet.�2016;�387（10020）:�760-769.
13）承認時評価資料,�社内資料：�海外第Ⅲ相試験（9766-CL-0103試験）
14）Marty�FM�et�al.�Lancet�Infect�Dis.�2016;�16（7）:�828-837.
15）Thompson�GR�3rd�et�al.�Clin�Infect�Dis.�2016;�63（3）:�356-362.
16）承認時評価資料,�社内資料：臨床薬理試験＜第Ⅰ相/PK＞（AK1820-101試験）
17）社内資料：臨床薬理試験
18）米国添付文書
19）社内資料：臨床薬理試験
20）社内資料：外国人健康成人を対象とした食事の影響試験（9766-CL-0015試験）
21）社内資料：外国人健康成人を対象とした生物学的利用率試験（9766-CL-0010試験）
22）社内資料：薬物動態試験＜血液−脳関門通過性＞
23）社内資料：薬物動態試験＜血液−胎盤関門通過性＞
24）社内資料：薬物動態試験＜組織移行性＞
25）社内資料：臨床薬理試験＜代謝に関与するヒト肝CYP分子種の同定＞
26）社内資料：臨床薬理試験＜薬物相互作用試験（in�vitro）＞
27）承認時評価資料,�社内資料：心室再分極に及ぼす影響試験（9766-CL-0017試験）
28）社内資料：In�vitro抗真菌作用
29）社内資料：In�vivo抗真菌作用
30）社内資料：安全性薬理試験
31）社内資料：単回投与毒性試験＜ラット、サル＞
32）社内資料：遺伝毒性試験
33）社内資料：ラット受胎能及び着床までの初期胚発生に関する試験
34）社内資料：ラット出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験
35）社内資料：ウサギ局所刺激性試験
36）社内資料：幼若ラット13週間反復経口投与毒性試験
37）社内資料：抗原性試験
38）社内資料：In�vitro光毒性試験
39）社内資料：In�vitro溶血性試験
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製造販売業者の氏名又は名称及び住所

【製造販売元】	旭化成ファーマ株式会社
� 〒100-0006　東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

【提携先】	Basilea�Pharmaceutica�International�Ltd,�Allschwil

【文献請求先及び問い合わせ先】�旭化成ファーマ株式会社　くすり相談窓口
	 0120-114-936（9:00～17:45／土日祝、休業日を除く）

Asahi�Kasei�Pharma�Corporation�is�the�exclusive�licensee�and�distributor�of�Basilea�Pharmaceutica�International�Ltd,�Allschwil�for�Cresemba�in�Japan
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参考：各臨床試験の効果判定基準
国内第Ⅲ相試験（AK1820-301試験）9,10）
■	総合効果
・	侵襲性アスペルギルス症及びムーコル症	 ・	慢性肺アスペルギルス症及び肺クリプトコックス症
効果判定 定義

完全解消a） 臨床症状・所見がすべて解消、画像所見上の病変が
解消（病変の長径が90%以上を目安に縮小）した

部分改善a）
臨床症状・所見の一部が解消、画像所見上の病変が
改善（42日目の病変の長径が25%以上、又は84日目
の病変の長径が50%以上を目安に縮小）した

不変 臨床症状・所見及び画像診断効果に変化がなく、
悪化の根拠がない

悪化
・�臨床症状・所見及び画像診断効果の両方、もしくは
どちらかに悪化、又は新たな出現がある

・上記又は別の抗真菌薬による全身治療が必要な場合
a）�真菌学的効果が「消失」又は「推定消失」であるかを考慮し総合的に判定する

効果判定
臨床症状効果

改善 不変 悪化 判定
不能

画
像
診
断
効
果

改善 奏効b） 奏効b） 悪化 判定
不能

不変 奏効b） 不変 悪化 判定
不能

悪化 悪化 悪化 悪化 悪化

判定
不能

判定
不能

判定
不能 悪化 判定

不能

b）肺クリプトコックス症では真菌学的効果が「消失」であるかを考慮し総合的に判定する

■	臨床症状効果
判定時には、バイタルサイン及び臨床検査値（CRP等）、血清学的検査（GM抗原、β-D-グルカン及びグルクロノキシロマンナン抗原）等の推移も参考にする。

・	侵襲性アスペルギルス症及びムーコル症	 ・	慢性肺アスペルギルス症及び肺クリプトコックス症
効果判定 定義
解消 投与開始前の真菌症による症状・所見がすべて解消した
改善 投与開始前の真菌症による症状・所見が一部解消した

症状なし 投与開始前の真菌症による症状・所見がなく、治療
開始後も発現がない

不変・悪化 投与開始前の真菌症による症状・所見が変化しない、
又は悪化した

判定不能 判定できない

効果判定 定義

改善 投与開始前の真菌症による症状・所見が消失又は改善
した

不変 投与開始前の真菌症による症状・所見に変化がない
悪化 投与開始前の真菌症による症状・所見が悪化した
判定不能 判定できない

■	画像診断効果
・	侵襲性アスペルギルス症及びムーコル症	 ・慢性肺アスペルギルス症及び肺クリプトコックス症
効果判定 定義

有効

投与開始前の真菌症による画像所見が改善＊した
＊42日目：病変の長径が25％以上を目安に縮小
84日目：病変の長径が50％以上を目安に縮小
投与終了時：�投与終了が42日目よりも前の場合は

病変の長径が25％以上、42日目よりも
後の場合は病変の長径が50％以上を
目安に縮小

無効 有効の基準を満たさない

判定不能 投与開始前の画像データはあるが、その後の画像データ
がない

治療開始前
データ欠損 投与開始前の画像データがない

効果判定 定義

改善c） 投与開始前の真菌症による画像所見が消失又は改善
した

不変 投与開始前の真菌症による画像所見に変化がない

悪化 投与開始前の真菌症による画像所見が悪化、又は新たな
真菌感染巣が見つかった

判定不能 判定できない
c）�画像所見上の病変の大きさや質的変化等を総合的に検討し、改善か否かを判定する

■	真菌学的効果
・	侵襲性アスペルギルス症及びムーコル症	 ・	慢性肺アスペルギルス症及び肺クリプトコックス症
効果判定 定義
消失 投与開始前の培養・直接鏡検で検出された真菌が消失した

推定消失
投与開始前の培養・直接鏡検で検出された真菌が
感染巣の消失等により培養用検体の採取が困難である
ため消失の根拠はないが、臨床的に感染真菌が消失
したと判断される

不変 投与開始前の培養・直接鏡検で検出された真菌が
評価時にも検出された

推定不変 不変の根拠はないが、臨床的に症状・所見が消失
しない、又は悪化した

判定不能 投与開始前の培養・直接鏡検で真菌感染症の根拠が
ない

効果判定 定義

消失 投与開始前の培養・直接鏡検で検出された真菌が消失
した（推定消失を含むd））

不変
投与開始前の培養・直接鏡検で検出された真菌が
評価時にも検出された、又は投与開始時と評価時の
いずれにおいても真菌が検出されない

悪化
投与開始前の培養・直接鏡検で真菌が検出され
なかったが、評価時に真菌が検出された、又は新たな
真菌感染巣が見つかった

推定不変 判定できない
d）�感染巣の消失等により培養用検体の採取が困難であるが、臨床的に感染真菌が消失
したと判断される場合

：有効性は有効
：有効性は無効
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海外第Ⅲ相試験（SECURE試験、VITAL試験）11-15）
■	総合効果

効果判定 定義
完全解消 臨床症状・所見がすべて解消、画像所見上の病変が解消（病変の90%以上縮小a））した、又は解消したと推定された

部分改善 臨床症状・所見の一部が解消、画像所見上の病変が改善（42日目の病変が25%以上、又は84日目の病変が50%以上
縮小a））した、又は改善したと推定された

不変 臨床症状・所見及び画像診断効果に、軽度の変化がある又は変化がなく、悪化の根拠がない

悪化

【SECURE試験】
・臨床症状・所見及び画像診断効果の両方、もしくはどちらかに悪化、又は新たな出現がある
・上記又は別の抗真菌薬による全身治療が必要な場合
【VITAL試験】
・臨床症状・所見及び画像診断効果の両方、もしくはどちらかに悪化、又は新たな出現がある
・上記又は別の抗真菌薬による全身治療が必要な場合
・臨床症状効果、画像診断効果及び真菌学的効果を考慮し、総合的に判定する

a）侵襲性アスペルギルス症等の糸状菌による真菌感染症の場合

■	臨床症状効果
効果判定 定義
解消 投与開始前の真菌症による症状・所見がすべて解消した
改善 投与開始前の真菌症による症状・所見が一部解消した
症状なし 投与開始前の真菌症による症状・所見がなく、治療開始後も発現がない
不変・悪化 投与開始前の真菌症による症状・所見が解消しない、又は悪化した

■	画像診断効果
効果判定 定義

有効

投与開始前の真菌症による画像所見が改善＊した
＊42日目：病変が25％以上縮小
84日目：病変が50％以上縮小
投与終了時：投与終了が42日目よりも前の場合は病変が25％以上、42日目以降の場合は病変が50％以上縮小

無効 有効の基準を満たさない
判定不能 投与開始前の画像データはあるが、その後の画像データがない

治療開始前データ欠損 投与開始前の画像データがない

■	真菌学的効果
効果判定 定義
消失 投与開始前の培養又は、組織学的、細胞学的検査によって同定された真菌が消失した
推定消失 消失の根拠はないが、臨床的な症状・所見のすべて又は一部が消失した

不変 投与開始前の培養又は、組織学的、細胞学的検査によって同定された真菌が評価時にも検出された、又は新たに真菌が
検出された

推定不変

【SECURE試験】
不変の根拠はないが、臨床的に症状・所見が消失しない、又は悪化した
【VITAL試験】
不変の根拠はないが、投与開始前の臨床的な症状・所見、及び/又は、新たに出現した臨床的な症状・所見が消失しない、
又は悪化した

判定不能 投与開始前の培養又は、組織学的、細胞学的検査で真菌感染症の根拠がない

：有効性は有効
：有効性は無効
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販売開始後6ヵ月間

876179日本標準商品分類番号
医薬品リスク管理計画対象製品

総合製品情報概要

（文献請求先及び問い合わせ先）

GACS-202200003002
2023年3月作成 IE

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 リトナビル、コビシスタット含有製剤、イトラコナゾール、ボリコナゾール、クラリス

ロマイシン、リファンピシン、リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、
セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、
フェニトイン、ホスフェニトインナトリウム水和物、ロミタピドメシル酸塩を投与中の
患者［10.1 参照］

2.2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

薬価基準収載


