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抗インフルエンザウイルス予防薬の投薬適正使用について 
抗インフルエンザ薬は，Ａ型又はＢ型インフルエンザウイルス感染症の予防のみ使用可能 

 

１． 予防投与方法（用法用量；下記の図参照） 

インフルエンザウイルス感染症患者に接触後 2日以内（タミフルⓇ）に投与開始 

1.5 日以内（リレンザⓇ）に吸入開始 

予防に用いる場合には、原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している

患者の 

同居家族又は共同生活者である下記の者を対象とする。 

(1) 高齢者（65 歳以上） 

(2) 慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者 

(3) 代謝性疾患患者（糖尿病等） 

(4) 腎機能障害患者（下記図参照） 

(5) １歳未満の患児（低出生体重児、新生児、乳児；体重 8.5kg 未満の幼小児に対す

る使用経験はない）に対する安全性及び有効性は確立していない。 

(6) 本剤はＡ型又はＢ型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果がない。 

注意）授乳婦に関しては，治療投与を参照してください。 

オセルタミビル ザナミビル ペラミビル ラニナミビル

タミフル リレンザ ラピアクタ イナビル

経口（Ｃａｐ，ＤＳ） 吸入 点滴静注 吸入

予防投与可 予防投与可 予防投与は認められていない 予防投与は認められていない

正常
（通常量）

（80＜Ccr）

軽度 （50＜Ccr≦80）

中等度 （30 ＜Ccr≦50）

重症 （10 ＜Ccr≦30）

末期
（透析）

（Ccr≦10）

2ｍｇ/ｋｇ（１回量）
（注意；75ｍｇ最高量を超えない）

成人と同様（上記参照） ー ー

商品名

投与経路

予防投与

上記引用文献および添付文書より改編

抗インフルエンザ薬の予防に関する用法・用量および腎機能に関する投与評価一覧表

腎
機
能
評
価

1日１回（１０日間投与）
1回75mg

１回１Ｃａｐ（2４ｈ毎）

推奨用量は確立していない

用量用量；1日1回75ｍｇ*１
単回投与

AUC 5.0倍⇑

*１；日本透析医会，日本透析医学会：透析施設における新型インフルエンザ対策ガイドライン，2008．

小児の予防投与

ー ー

一般名

1日１回（１０日間投与）
1回10mg（2ブリスター）
1回2ブリスター（24ｈ毎）

 
文責；薬剤部長 濱口良彦（ICT） 

 

 

 

抗インフルエンザウイルス薬の適正使用 
『予防と治療投与について』 
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抗インフルエンザウイルス治療薬の投薬適正使用について 

 
抗インフルエンザ薬は，Ａ型又はＢ型インフルエンザウイルス感染症の治療のみ使用可能 

２． 感染症治療方法（用法用量；下記の図参照） 

(1) インフルエンザ様症状の発現から 2日以内に投与を開始すること 

(2) 通常、幼小児にはオセルタミビルとして、1 回 2mg/kg（ドライシロップ剤として

66.7mg/kg）を 1日 2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用

量はオセルタミビルとして 75mg とする。 

(3) 点滴用製剤の選択は，経口剤や吸入剤等の他の抗インフルエンザウイルス薬の使用

を十分考慮した上で，本剤の投与の必要性を検討すること。 

(4) 授乳は参考資料がないので，投与する場合は半減期を参考にすると，タミフル，リ

レンザが望ましい。投与期間中は，授乳を中止させ，乳児には人工乳（市販の粉ミ

ルク）などの対応をお願いし，乳腺炎の対象方法として搾乳を進める。タミフル，

リレンザ終了後，12 時間以上経過して母乳を与える説明をする事。 

オセルタミビル ザナミビル ペラミビル ラニナミビル

タミフル リレンザ ラピアクタ イナビル

経口（Ｃａｐ，ＤＳ） 吸入 点滴静注 吸入

正常
（通常量）

（80＜Ccr）
1日２回（5日間投与）

1回75mg
１回１Ｃａｐ（１２ｈ毎）

1日1回のみ
1回４0mg

（1個20mg×2回）

軽度 （50＜Ccr≦80）
用量；正常同様
AUC 約2.0倍⇑

用量；正常同様
AUC 1.1倍⇑

中等度 （30 ＜Ccr≦50）
用量；正常同様
AUC 約2.8倍⇑

1日1回100mg
15分以上かけて単回点滴静注

用量；正常同様
AUC 2.0倍⇑

重症 （10 ＜Ccr≦30）
用量用量；1日1回75ｍｇのみ

（5日間投与）
AUC 約5.0倍⇑

1日1回50mg
15分以上かけて単回点滴静注

末期
（透析）

（Ccr≦10）

推奨用量は確立していない
用量用量；1日1回75ｍｇ*2

単回投与
AUC 5.0倍⇑

1日1回50mg
15分以上かけて単回点滴静注
血液透析により速やかに除去

2ｍｇ/ｋｇ（１回量）
（注意；75ｍｇ最高量を超えない）

成人と同様（上記参照）
10mg/kg

（体重60kg以上は600mgまで）

適切に吸入投与できる場合
1日1回のみ

1回20mg
（1個20mg×１回）

尿中排泄
74％以上

尿中排泄
９０％以上

尿中排泄
77.2～95.4％

尿中排泄
23.1％

t1/2 6.4 ±3.7（ｈ） 2.56±0.56（ｈ）
記載なし

3時間で消失
74.4±19.3（ｈ）

tmax 4.14 ±1.91（ｈ） 1.67±0.83（ｈ） 1.5（ｈ） 4.0（ｈ）

79.0%
約2％

（経口投与時；海外データ）
口腔内付着した薬剤の吸収

85.3%
約3.5％

（動物実験）

3.0% 14％以下 0.3～1.8％ 0.4％以下ｓ

移行性有り（動物実験）
授乳を避けさせること

参考資料なし
10mg/kg を単回静脈内投与時

投与後6 時間（46％）
⇒24 時間（14％）に減少

参考資料なし
移行性有り（動物実験）
授乳を避けさせること

参考資料なし
半減期から約12時間と推測

参考資料なし（約12時間）
4時間後から約15時間と推測

参考資料なし
長時間作用する記載あり

１４４（ｈ）

乳汁移行性

作用時間

投与経路

1日2回（5日間投与）
1回10mg

1回2ブリスター（１2ｈ毎）

上記引用文献および添付文書より改編

排泄

体内動態

生物学的利用率

蛋白結合率

腎
機
能
評
価

＊2；椿　幸宏，高杉　益充など;経口インフルエンザウイルス治療リン酸オセルタミビルの薬理作用および体内動態．化学療法の領域 17 103-111,2001.
＊3；Ishizuka H,Yoshiba S,Okabe H,Yoshihara K;Clinical pharmacokinetics of laninamivir,a novel long-acting neuraminidase inhibitor,after single and multiple inhaled doses
of its prodrug CS-8958,in healthy male volunteers.J Clin Pharmacol 50:1319-1329,2010

抗インフルエンザ薬の治療に関する用法・用量および腎機能に関する投与評価一覧表

AUC 7倍⇑

用量；正常同様
1日2回（5日間投与）

1回10mg
1回2ブリスター（１2ｈ毎）

用量；正常同様
（減量の必要性なし＊3）

AUC 4.9倍⇑

1日1回300mg
15分以上かけて単回点滴静注

合併症等で重症化するおそれの
ある患者1日1回 600 mg

症状に応じて連日反復投与可
（3日間以上経験少ない）

一般名

商品名

小児（10歳未満）
*低出生体重児/新生児/乳児

など1歳未満は除く

 
文責；薬剤部長 濱口良彦（ICT） 


