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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の院内採用薬につきまして、添付文書上、効能効果、用法用量等の重要な

変更・追加がありましたので、臨時報告いたします。 

 

 

 

 

効能効果、用法用量の変更 
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※ 以下の院内採用薬につきまして、各種添付文書の変更・追加がありましたので、ご報告いたしま

す。詳細および安全性情報バックナンバーにつきましては、院内 LAN 掲示板「医薬品安全性情

報」または医薬品医療機器情報提供 HP (http://www.info.pmda.go.jp/)をご参照ください。 

 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 283 号 
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2．新規採用・削除薬品について  
9 月開催の薬事委員会にて、以下の通り、新規採用薬・削除薬品が決定されましたので再度ご報

告いたします。 
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３．その他のご案内 
･丌整脈治療剤「メキシチール点滴静注 125mg」の供給可能時期について 
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 安定供給に支障の出ていたメキシチール点滴静注 125mg ですが、10／

13(木)より通常の供給が可能となりました。よろしくお願い致します。 

・超速効型インスイリン製剤「アピドラ」が欠品の可能性があります。 

 当院採用のアピドラ注ソロスターにつきまして、ドイツの製造ライ

ンの事故により、11 月下旬から欠品の可能性があります。ただし、

現在代替ラインによる供給が検討されており、10 月下旬に供給再開

の可能性の連絡が入ります。今後の情報に御留意願います。 

・大塚製薬工場に「輸液 DI センター」が新設されました。 

 これまで大塚製薬株式会社が担当していた、輸液・栄養製品関連の問い合わせ業務ですが、大

塚製薬工場に輸液 DI センターが新設されました。今後、大塚製薬の輸液・栄養関連の問い合わ

せはこちらにお願い致します。（Tel:0120-719-814,月～金,9:00～17:30） 

・レナジェル錠の供給見込みについて 

 当院採用のレナジェル錠につきまして、震災の影響から出荷停止となっており

ましたが、11 月中旬から出荷が再開(予定)されることとなりましたので、ご報告

いたします。 

・イノバンシリンジ、ドブポンシリンジの使用方法につきまして 

当院採用のイノバンシリンジ、ドブポンシリンジにつきまして、ガスケットの装

着丌備に対する注意喚起が来ています。ガスケットがしっかり装着されていない

と、緩みからの液漏れや押し子が外れてフリーフォールが起こることがあり危険

とのことです。この機会に再度ガスケット装着の徹底をお願い致します。 

薬剤部：小川暁生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 7日から「猿の惑星 創世記～ジェネシス～」（アルツハイマー型認知症治療薬の新薬を投与され

たチンパンジーが知性を獲得する事から始まる映画）が上映開始されたり、2011年 3月と 6月、7月に

新しいアルツハイマー型認知症の薬が販売開始されたりと、最近話題に上る事が多いアルツハイマー型

治療薬。そこで今回は新しく販売開始された薬も含め、薬がどのように効くのかをまとめてみました。 

アルツハイマー型認知症の発症原因は現在でもはっきりとわかっておらず、治療薬は 2つの仮説が考

えられています。 

Ⅰ コリン仮説 

アルツハイマー型認知症治療薬の作用機序について 

Tel:0120-719-814
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中枢性抗コリン薬であるスコポラミンによって記憶機能が低下する事から、アセチルコリン（以下 ACh）

の機能低下が関与するのでは？と言う仮説です。AChはムスカリン受容体（M-R）やニコチン受容体（N-R）

に結合して作用を発揮し、アセチルコリンエステラーゼ（AChE）やブチリルコリンエステラーゼ（BChE）

によって分解されます。コリン仮説による治療薬は 3種類あります。 

 

①ドネペジル【アリセプトⓇ】 

AChEを基質特異的に阻害して、ACh濃度を高めます。 

②ガランタミン【レミニールⓇ】 

AChEを阻害して ACh濃度を高める事と、N-Rに結合して AChと 

N-Rの反応性を亢進します。（APL効果による） 

③リバスチグミン【リバスタッチⓇ、イクセロンⓇ】 

AChEと BChEを阻害して、ACh濃度を高めます。 

 

 ★リバスチグミンのみ経皮吸収製剤なのですが、その理由は… 

 AChE BChE 

分解するもの AChのみ AChと ACh以外の分解にも

関与 

存在場所 脳内に多く存在 消化器系などの末梢に多く

存在 

活性 健康な人はこちらの活

性が高い 

アルツハイマー型認知症患

者はこちらの活性が高まる 

⇒BChEを阻害する事により消化器系の副作用が出ると考えられるので、副作用を抑える為に経口では

なく経皮吸収製剤で販売されています。 

 

Ⅱ グルタミン酸仮説 

グルタミン酸は脳内の興奮性伝達物質であり、NMDA型受容体に結合する

事で NMDA型受容体に内蔵の Ca２+チャネルが開口、脱分極し記憶機能を維

持しています。アルツハイマー型認知症の患者はグルタミン酸による NMDA

型受容体の刺激を増強して、活動電位にノイズを発生させて記憶機能が低

下していると考えられています。グルタミン酸仮説による治療薬は 1種類

のみです。 

①メマンチン【メマリーⓇ】 

NMDA型受容体を遮断してノイズをなくし、正常にします。 

受容体を遮断する力はそれほど強くない為、正常な活動電位まで遮断しないと考えられています。 

 

アルツハイマー型認知症の治療薬は原因を取り除くものではなく、対症療法でしかありません。薬の

種類も豊富とは言えず、これからのアルツハイマー型認知症治療薬の動向に注目したいと思います。 
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薬剤部 実習生 武庫川女子大学： 松本えりか 

 

 

喘息は、気道や気管支に炎症が起こり、空気の流れ（気流）が制限される病気です。気流が制限され

ることで、喘鳴や呼吸困難といった症状が引き起こされます。症状は軽いものから死に至るものまであ

り、自然に、また治療により元の状態に戻ります。長年、この症状と付き合っている方では、炎症とそ

参考文献・URL 

・日経メディカルオンライン http://medical.nikkeibp.co.jp 

・医学書院 http://www.igaku-shoin.co.jp 

・治療薬マニュアル 

喘息治療 
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の修復が繰り返されることでリモデリング（気道の壁が厚く、固くなり、また過敏になる）が起こり、

気流の制限が元に戻りにくくなります。 

喘息は、小児発症喘息と成人発症喘息に分けられ、前者ではアレルギーやアトピー素因といった先天

的な要因による喘息で多くは軽症です。後者では非アトピー素因による喘息でアスピリンなどの非ステ

ロイド性抗炎症薬によるアスピリン喘息の患者が多いという特徴があります。 

喘息を起こす原因ですが、環境中におけるアレルゲンの存在や、薬剤（非ステロイド性抗炎症薬）、大

気汚染などが挙げられます。このようなアレルゲンに触れずに生活することが望ましいのですが、実現

は不可能なため、まず喘息の重症度判定を行い、その重症度に応じた治療を開始していきます。 

 

喘息に使われる薬は、吸入ステロイド、抗アレルギー薬、気管支拡張薬の 3 種類があります。 

○吸入ステロイド：気管の炎症を抑え、連用により肺機能と気道過敏性を改善させます。 

○抗アレルギー薬：作用の違いにより分けられ、ロイコトリエン拮抗薬、トロンボキサン合成阻害薬など

があり、アレルゲンの吸入によっておこる即時型アレルギー反応を抑制し、また抗炎症作用を持つも

のもあります。 

○気管支拡張薬：交感神経の β受容体刺激薬とテオフィリン薬があり、狭窄した気管支を拡張し、また予

防として用います。 

 

重症度に応じた治療を続け、喘息の発作がコントロールできるようになると今のコントロール状態が

維持可能である治療ステップへステップダウンを行います。逆にコントロールが不十分と判断されると

治療ステップのステップアップを行い、コントロールができる治療ステップへと引き上げ、治療を継続

させます。 

また、日本のガイドラインでは重症度で治療ステップを判断しますが、国際的な喘息治療指針(GINA)

では、治療効果によって治療ステップを変更していくようになっています。 

喘息治療は、患者のコンプライアンスに寄るところが大きく、重症化すると生命の危険に関わる病気

です。しっかり薬を服用しているか、息苦しそうでないか、咳はしていないかなど、患者さんの状態に

目を配ることがとても大事になっています。 

参考文献 

アレルギー情報センター http://www.allergy.go.jp/allergy/guideline/02/index.html 

薬剤師の為の喘息予防・管理のガイドライン要項 

http://www.jaanet.org/pdf/guideline_asthma06.pdf 

 

薬剤部 実習生 摂南大学： 原 佑太 

 

 

 

妊娠中に不必要な服薬は避けるべきですが、極端に薬の服用を恐れて、必要な治療ができないようなこ

とがあれば、母体にも胎児にも不利益をもたらすことになります。妊娠中の患者に投薬する場合は、治

療に必要性を十分に考慮し、母体と胎児にとって最善の方法を考えなくてはなりません。そこで、いく

妊娠と薬について 

http://www.allergy.go.jp/allergy/guideline/02/index.html
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つかの疾患と薬について考えてみました。 

・喘息 

妊娠中でも治療を続けることが多く、激しい発作は血液中の酸素不足を招き発育に悪い影響を与える恐

れがあります。 

・アレルギー疾患 

アトピーなどの慢性的な皮膚病で、継続的な治療を必要とすることがあります。ステロイド外用薬は妊

娠中でも問題なく使用できますが、大量に常用している時は事前に減量しておくことが必要です。 

・神経症 

不眠症・うつ病など症状によりますが、妊娠してから急に中止するのは辛いので、症状が落ち着いてき

たなら環境調整・心理療法・自律神経訓練法などを行い、そのうえで薬の減量や中止も可能だと思いま

す。 

日本ではベンゾジアゼピン系の安定剤や睡眠薬が多用されていますが、妊娠中はすすめられていません。

時々、頓服として使用する場合は問題ないとされていますが、長期服用はできるだけ控えるべきです。 

・潰瘍性大腸炎 

サラゾスルファピリジン(サラゾピリン)やメサラジン(ペンタサ)による治療を続けることが多いようです。

これらは、体内吸収が低いので比較的安全です。 

・糖尿病 

インスリン注射で厳格に血糖値をコントロールすることで安全な妊娠・出産が可能です。 

・甲状腺機能亢進症(バセドウ病) 

抗甲状腺薬には催奇形性がないと考えられているので、治療を続けながら安全な妊娠・出産が可能であ

る。 

・てんかん 

妊娠にそなえて薬の種類を減らしておいた方が良いとされ、長期間発作がなければ、時間をかけて徐々

に減量し場合によっては薬を中止できるかもしれません。しかし、それができないときは、薬を服用し

ながらの妊娠になります。大発作は胎児にも大きな負担になるので、抗てんかん薬には催奇形性を持つ

もの多く、ある程度のリスクは否定できません。 

 

治療のために妊婦でも使用される薬について 

区分 商品名 備考 

かぜ薬 葛根湯・小青竜湯 漢方 

解熱・消炎・

鎮痛 

アセトアミノフェン(ｶﾛﾅｰﾙ)  

ロキソプロフェン(ロキソニン) 

アセトアミノフェンは作用が比較的穏

やかで安全性が高い 

鎮咳薬 
デキストロメトルファン(メジコ

ン) 

一般的には、デキストロメトルファンが

すすめられている。 

気管支拡張薬 
ツロブテロール(ホクナリン) 

テオフィリン（テオドール） 

テオドールは血中濃度を測定すること

が望ましい。 
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去痰薬 

塩酸ブロムヘキシン(ビソルボ

ン)  

カルボシステイン（ムコダイン） 

まず安全。 

抗ヒスタミン

薬 

クロルフェニラミン(ポララミ

ン) 

ジフェンヒドラミン塩酸塩(べ

ナ) 

長期間の服用は控える。 

抗アレルギー

薬 

フマル酸ケトチフェン（ザジテ

ン） 

クロモグリク酸(インタール) 

使用実績の少ない抗アレルギー薬はで

きるだけ控える。外用のインタール（吸

入・点眼）は安全に用いることができる。 

抗生物質 

アンピシリン(ビクシリン) 

アモキシシリン(サワシリン)  

セファレキシン(ケフレックス) 

エリスロマイシン(エリスロシ

ン) 

クラリスロマイシン(クラリス)  

ペニシリン系もしくはセフェム系を第

一選択。セフェム系では使用実績の多い

第一世代が安心。マクロライド系も安

全。ショック、アナフィラキシーには十

分注意。 

胃腸薬 

鎮痙薬（ブスコパン） 

スクラルファート(アルサルミ

ン) 

制酸薬はまず安全 

制吐薬 
メトクロプラミド(プリンペラ

ン)  

症状のひどいときだけ用いる。つわりに

は、小半夏加茯苓湯や半夏厚朴湯など漢

方薬を用いることも。 

緩下薬 

ピコスルファート(ラキソベロ

ン) 

センナ（アローゼン） 

センノシド(プルゼニド) 

ビサコジル（テレミンソフト、

コーラック） 

パンテチン（パントシン） 

酸化マグネシウム 

まず安全。とつぜんの大量服用は避け

る。 

鉄剤 

フェロミア 

フェロ・グラデュメット 

フェルム cap 

ビタミンＣと併用することがある。胃腸

の弱い人は食後に服用するとよい。 

 

 

 

薬剤部 実習生 大阪薬科大学： 利川恵理子                                     

参考文献・ＵＲＬ 

・おくすり 110 番  http://www.jah.ne.jp/~kako/ 


