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商 品 名 カプリング カプフィルム

形 状 トローチ型 フィルム形状

容 量 90錠（１か月分） 96枚（１か月分）

希望小売価格 3150円（税込） 3150円（税込）

賞 味 期 限 ２年 １年

原 材 料
還元パラチノース、ハチミツ粉末、乳糖果糖、オリ
ゴ糖、ローヤルゼリー粉末、ショ糖脂肪酸エステル、
香料、スクラロース、香辛料抽出物、テアニン

ローヤルゼリー、ゼラチン、カゼインNa（乳由来）、
加工デンプン、グリセリン、甘味料（アスパルテーム・
L- フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）、乳
化剤（大豆由来）、香料、着色料（マリーゴールド色素）、
セルロース、テアニン、トウガラシ抽出物

（安全性に関して）
①カプサイシン濃度としては、通常のカプサイシン添加の食品レベルよりも低いです。
②喉に詰める危険性を考慮して、リング状・フィルム状の形状となっています。
しかしながら、リング状は誤って飲みこむこと、咽喉にひっかけてむせたり、窒息する危険性があります。従って、下記の条件の
人は使用をお控えください。
A）寝ながら飲用しないで下さい。起き上がった状態で飲用してください。起き上がれない人は飲用しないでください。
B）朦朧とした状態や意識レベルの低い状態では使用しないでください。意識のはっきりしない老人や分別のつかない赤ん坊や小
児には使用しないでください。

③アレルギーなどの体質の方は稀に、かゆみ、発疹等や一時的に過敏な反応が現れる場合があります。その場合は使用を中止し、医
師にご相談ください。

④本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

Q No.1477

嚥下反射の低下した高齢者のためのサプリメント
として、カプサイシン入りのトローチが開発され
ていると聞きましたが、どのようなものですか。

Answer

カプサイシンを含んだ、トローチ状の『カプリング』
とフィルム状の『カプフィルム』が、㈱山田養蜂場
の子会社である㈱ミコーより発売予定です。
本製品は、養蜂産品を製造販売する㈱山田養蜂
場と東北大学医学部との共同研究によって、嚥下
反射の障害を改善し、高齢者の深刻な疾患のひと

つである誤嚥性肺炎を予防することを目的として
開発されました。

発売：2010年７月
発売元：株式会社ミコー
問い合わせ先：TEL 0120-957-187
※商品は薬局・薬店にて販売、医薬品卸にて取扱
い予定です。（2010.6現在）

【参考資料】
㈱ミコー「嚥下障害の予防・改善カプリング・カ
プフィルムのご紹介」

〈執筆協力会社〉㈱よんやく DI室
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処 方
ハッカ油　16mL
Tween 80　0.2mL
注射用水　1000mL

適 応 内視鏡検査時の鎮痙目的

調 製 法

注射用水1000mLを量りとり、撹拌
しながらTween 80 0.2mLを加え、
分散後ハッカ油16mLを加える。30
分撹拌を続け、その後一昼夜放置し
上澄みを避けて下層を汲み上げる。

用法及び用量
ファイバー横から観察時に20mL/
回注入する。1回の検査で数回使用
することもある。

使用（有効）期限 1ヵ月

【参考資料】
１） 消化器内視鏡ガイドライン第３版，日本消化
器内視鏡学会監修，医学書院，73-82、94-104，
2006

２） 注腸X線検査におけるPeppermint混入法と芍
薬甘草湯経口投与法の有用性，西川孝，日本
放射線技師会雑誌，50・4，266-269，2003

３） 上部消化管内視鏡検査における鎮痙剤ペパー
ミントオイル溶解液，比企直樹，日本医事新報，
4372，107，2008

４） ウォータージェット機能付大腸スコープと
ハッカ油溶解水を用いた安全で見落としのな
い大腸内視鏡検査法，藤城光弘他，消化器科，
36・6，564-568，2003

Q No.1478

消化器内視鏡検査時の前処置として使用される
ペパーミントオイルとは （2010年8月）

Answer

消化器内視鏡検査時の前処置として、蠕動運動
の抑制を目的に、抗コリン剤（ブチルスコポラミ
ン臭化物の筋注や静注）が使用されている。しか
し、緑内障、前立腺肥大症、および心疾患などの
既往歴を有する患者に対しては十分な注意が必要
であり、これらの使用禁忌患者ならびに慎重投与
とされる患者では、グルカゴン注射液が使用され
ている。なお、グルカゴン注射液は、消化管の運
動を抑制し、心筋に対する影響が少ないといわれ
ているが、血糖値に変動をきたし、褐色細胞腫に
は禁忌である。１），２）

この他、消化器内視鏡の検査時に抗コリン剤が
投与不可な例に対して有用性が報告されている方
法として、ペパーミントオイル（ハッカ油）や芍
薬甘草湯が用いられている。２），３）

ペパーミントオイル（ハッカ油）は主成分であ
るメントールが平滑筋細胞のカルシウムチャネル
に作用し、消化管運動抑制作用を有することが知
られており、上部・下部消化管内視鏡や注腸造影
施行の際に、0.8％～1.6％の濃度で40～200mL使用
し、副作用なく良好な腸管蠕動運動の抑制が得ら
れたとの報告がされている。一方、平滑筋･骨格筋
の痙攣性疼痛に用いる芍薬甘草湯は、作用機序の
詳細については未だ不明な点は残るが、消化管痙
攣などにも有用で、経口投与や芍薬甘草湯を含む
水溶液の直接噴霧により平滑筋の活動を抑制する
とされている。２），４），７）

以下に、ペパーミントオイル（ハッカ油）を用
いた調製例等を紹介する。

■ペパーミントオイルとハッカ油について４），５）

ハッカ油は、日本ではメグサとも呼ばれるシソ科
（Labiatae） の ハ ッ カ（Menta arvensis  Linne var.
piperascens  Malinvaud）の地上部の精油である。ペ
パーミントオイルは、欧米で栽培されているセイヨ
ウハッカ（Menta piperita  Linne）の花の付いた新鮮
な地上部の精油である。それぞれ、におい、味及び

その他の構成成分にも多少相違があるが、いずれも
メントールが主成分である。
【第十五改正日本薬局方解説書より一部抜粋】

日局のハッカ油は、脱脳油を水蒸気蒸留に付して精
製し、30％以上のmentholを含むように調製されたも
のである。
ヨーロッパ薬局方5.0のPeppermint Oil（ハッカ油）
は、セイヨウハッカMentha piperita  Linneの花の付
いた新鮮な地上部を水蒸気蒸留して得た取卸油で、
menthol含量は30.0～55.0％である。

■ペパーミントオイルの院内での調製例【病院薬
局製剤第６版より一部抜粋】６）

処方例　POS peppermint oil Solution（16mL/L）
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《参考》
●効能又は効果に ｢消化管等の内視鏡検査の前処置｣ をもつ主な医療用医薬品７）　　　　（2010年8月現在）

有効成分 主な商品名（会社名） 効能又は効果

ブチルスコポラミン臭
化物

ブスコパン注20mg
（日本ベーリンガー）

○下記疾患における痙攣並びに運動機能亢進
胃・十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、腸
疝痛、痙攣性便秘、機能性下痢、胆のう・胆管炎、胆石症、
胆道ジスキネジー、胃・胆のう切除後の後遺症、尿路結石
症、膀胱炎、器具挿入による尿道･膀胱痙攣、月経困難症、
分娩時の子宮下部痙攣
○消化管のX線及び内視鏡検査の前処置

ブチルパン注射液20mg
（アボット）

［販売中止連絡：2010年4月］

チエモニウムヨウ化物 ビセラルジン注射液5mg
（日本臓器）

○次の疾患におけるけいれん並びに運動障害に伴う疼痛の緩
解：胃・十二指腸潰瘍、胃炎・大腸炎、胆のう・胆道疾患
○消化管検査時の前処置：内視鏡検査、X線検査
○尿路系検査処置時

ブトロピウム臭化物 ブトロパン注射液
（大洋）

○次の疾患における痙攣性疼痛の緩解
胃炎、腸炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胆石症、胆のう症（胆
のう炎、胆のう・胆道ジスキネジーを含む）、消化管手術後
後遺症
○胃腸のX線及び内視鏡検査の前処置

チメピジウム臭化物 セスデン注7.5mg
（田辺三菱）

○次の疾患における痙攣並びに運動障害に伴う疼痛の緩解
胃炎、胃･十二指腸潰瘍、腸炎、胆のう・胆道疾患、尿路結
石
○膵炎に起因する疼痛の緩解
○消化管検査時の前処置
内視鏡検査、X線検査
○尿路系検査処置時

臭化プリフィニウム パドリン注射液7.5mg
（アイロム）

○胃腸管の痙攣および運動機能亢進：胃炎、胃・十二指腸潰
瘍、腸炎
○胆管の痙攣および運動障害：胆のう症（胆のう炎、胆道ジ
スキネジーを含む）、胆石症
○尿路の痙攣：尿路結石
○膵炎に起因する疼痛：膵炎
○消化管検査時の前処置：胃内視鏡検査、胃腸X線検査

グルカゴン

グルカゴン注射用１単位「イトウ」
（味の素製薬）

○成長ホルモン分泌機能検査
○インスリノーマの診断
○肝糖原検査
○低血糖時の救急処置
○消化管のX線及び内視鏡検査の前処置

グルカゴン注射用１単位「Ｆ」
（富士製薬）

グルカゴン（遺伝子組
換え）製剤

グルカゴンGノボ注射用1mg
（エーザイ）

○消化管のX線及び内視鏡検査の前処置
○低血糖時の救急処置
○成長ホルモン分泌機能検査
○肝型糖原病検査
○胃の内視鏡的治療の前処置

◆詳細については各製品添付文書等で確認のこと。

５） 第十五改正日本薬局方解説書，廣川書店，
D558-561，2006

６） 病院薬局製剤第６版，（社）日本病院薬剤師会
編，薬事日報社，239，2008

７） 各製品添付文書、メーカー資料、メーカー回
答
〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 薬事情報部
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※１：日本薬局方に収載されていた酢酸アルミニウム液について【第七改正日本薬局方より抜粋】７）

塩基性酢酸アルミニウム〔Al（OH）（CH3CO2）2〕7.3～8.3w/v％を含む。

製　法

「硫酸アルミニウム」50gに「精製水」135ｍLを加えて溶かしてろ過し、ろ液に「精製水」を加えて
その比重を1.152（15°）に調節し、たえずかき混ぜながら「沈降炭酸カルシウム」23gを「精製水」
30ｍLとすり混ぜたものを徐々に加える。次に ｢酢酸｣ 60ｍLを加え、ときどきかき混ぜて24時間
放置し、ガスの発生を認めなくなったとき、上澄液をろ過し、ろ液に「精製水」を加えて比重を1.044
～1.048（15 ）゚に調節して製する。

性　状 無色澄明の液で、酢酸臭があり、味は甘くて渋い。本品は酸性である。

適　用
収れん剤としてもっぱら外用として用いる。鼻、耳、腟、子宮などの悪臭分泌物の洗浄剤としては
２～15倍の希釈液を用い、また広く炎症性または水疱性の皮膚疾患に冷あん法剤とする。口峡炎の
うがい剤としては0.25～0.5％を用いる。

※２：BP（英国薬局方；British Pharmacopoeia）に収載されているブロー氏液について３），８）

●Aluminium Acetate Ear Drops

処　方

硫酸アルミニウム（水和物）　225g
酢酸（33％）　250mL
炭酸カルシウム　100g
酒石酸 　45g 
精製水　750mL 

Q No.1479

ブロー氏液とはどのようなものですか。また、そ
の調製方法について教えてほしい。

（2010年8月）

Answer

ブロー氏液は、19世紀後半にドイツの医師Karl 
August von Burowにより収斂･消毒剤として考案さ
れたpH約３の13％酢酸アルミニウム溶液である。作
用機序としては、局所のタンパク質に接してタン
パク金属複合体を形成することにより、殺菌、分
泌抑制、肉芽の形成促進などの作用を発現するも
のと考えられている。ブロー氏液は、欧米では薬
局方に収載され、現在も使用されている。一方、
我が国においては、第四改正（1920年発行）日本
薬局方に酢酸アルミニウム液として収載※１されて
いたが、抗生物質の普及により使用頻度は減少し、
第八改正（1971年発行）に削除された。１），２），３）

2000年に発表されたThorpらによる論文で、耳
漏のある慢性化膿性中耳炎患者67例に点耳薬と

して使用し良好な治療成績が得られたと報告され
た。これを契機に、我が国においてもいくつかの
医療機関でブロー氏液（主にBP準拠※２）が使用
され、難治性中耳炎・外耳炎等に優れた臨床効果
を示すことが報告されている。このブロー氏液
は、細菌、真菌の種類を選ばず、MRSA（メチ
シリン耐性黄色ブドウ球菌；methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus）や緑膿菌に対しても有効
といわれている。２），３），４）

いわゆるブロー氏液とは、酢酸アルミニム溶液
であるが、その組成や調製法は各国の薬局方間で
異なっている。また、これまで我が国で汎用され
てきたブロー氏液の調製法では、調製に４～５日
要し、また安定した品質の製剤を得ることが困難
であったことから、広島大学大学院医歯薬学総合
研究科医療薬剤学研究室の湯元氏らの研究グルー
プが、数時間で調製可能な新規処方「ネオ・ブロー
氏液」を開発し、高い関心を集めているといわれ
ている。３），４），５），６）

　以下に、ブロー氏液の調製法の一例及びネオ・
ブロー氏液の調製法を紹介する。
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■ネオ・ブロー氏液（酢酸アルミニウムを用いた迅速調製ブロー氏液）の処方と調製法４），５），６）

処　方

酢酸アルミニウム（塩基性）

酢酸（33％）25mL
酒石酸　　　4.5ｇ
精製水を加え100mLに調製

容器に記載してあるアルミニウム（Al）含量の中間値を用い、最終のAl濃
度が1.7％になるように計算注１）

注１）酢酸アルミニウムはメーカーやロットによりAl含量が異なるため、まず、購入した酢酸アルミニウ
ムの容器に記載してあるAl含量の中間値を用い、最終のAl濃度が1.7％になるように秤量すべき酢酸ア
ルミニウム量を算出すること。例えば、関東化学〔Al２O（CH３CO２）4・nH２O〕の場合、Al含量は
14.8～18.0％と表記してある。したがって、中間値である16.4％を用いて計算すると、秤量すべき酢酸
アルミニウム量は0.017×100／0.164＝10.4ｇとなる。
　なお、本調製法で用いる酢酸アルミニウム量は、短時間で溶解するかしないかの境界に近い量であ
る。従って、中間値で計算した量で溶解しない場合は、無水物と見なして必要量を算出（0.017×306
／4×100＝9.6ｇ）し調製する。また、ネオ・ブロー氏液の原液ではなく４倍希釈液でも治療効果が見
られたことから、上記処方中の各試薬量を４分の１に減らすことも可能かもしれない。この場合、溶
解に要する時間のさらなる短縮が期待される。

調整法

①秤量した酢酸アルミニウムおよび酒石酸に精製水60mLを加え、混合・攪拌する。
②酢酸を添加し、95度以上の湯浴中で加熱し、時々攪拌しながら溶解させる。
（２時間半～４時間で溶解；メーカー、ロットにより異なる）
なお、加熱中、溶液の蒸発を防ぐため、ガラスロートとビー玉でフラスコ上部を塞ぐなどの工夫が必要
である。
③室温に戻し、精製水を加え100ｍLに調製する。
④ろ過し、使用に供する。（保管は冷暗所。）

■ブロー氏液の院内での調製例２），３）

処　方

硫酸アルミニウム（無水物）　225g
酢酸（33％）　250mL
炭酸カルシウム　100g
酒石酸　45g 
精製水　750mL

調製法

１．硫酸アルミニウム225ｇをガーゼで二重に包み、精製水650mLに懸垂、24時間静置後ろ過し、ろ液を
精製水で650mLとする。

２．乳鉢内で炭酸カルシウム100ｇに精製水を加え研和し、その中に溶解した硫酸アルミニウム水溶液を少
量ずつ加え、さらに酢酸を加える。

３．１日３～５回攪拌しながら３日間放置する。
４．上澄み液をろ過し、ろ液に酒石酸を加え、さらにろ過して製する。

【参考資料】
１） 特集 病院薬局製剤の医療への貢献 病院薬局製
剤の実際 難治性の外耳道および中耳の化膿性
疾患に対するブロー氏液の使用経験，矢萩秀
人他，月刊薬事，46・2，39-44，2004

２） 院内製剤ブロー氏液（酢酸アルミニウム溶液）
の製剤学的・薬理学的評価と迅速調製法の
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〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 薬事情報部

Q No.1480

医療用医薬品である消毒薬（消毒用エタノール・
イソプロパノール、クロルヘキシジングルクロン
酸塩製剤、ベンザルコニウム塩化物製剤等）を
一般の患者さんに販売しても良いか？（薬局より）

Answer

①処方せん医薬品でない上記消毒薬についても医

療用であるため、処方せんに基づく交付が原則と
なりますので、まずは一般用医薬品（OTC薬）の
販売による対応を考慮してください。
②ただし平成21年のように新型インフルエンザの
流行に伴い各種消毒薬が欠品状態になった場合に
おいては平成17年３月30日の厚労省通知（薬食発
第0330016号）にある「処方せん医薬品以外の医
療用医薬品の取り扱いについて…やむを得ず販売
を行わざるを得ない場合」に相当すると解釈でき
るケースも考えられます。
　通知に有りますように①数量の限定②調剤室で
の保管・分割③販売記録の作成④薬歴管理の実施
⑤薬局における薬剤師の対面販売、を遵守した上
で販売していただくことは可能であると考えられ
ます。

〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱薬事部
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