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第334回

Q No.1505

〈基剤の種類と特徴〉
分類 基質成分 特徴 短所

疎
水
性

油
脂
性
基
剤

鉱物性
流動パラフィン、
ワセリン、シリコン、
プラスチベース

・被覆保護作用が強い
・皮膚刺激が弱い
・皮膚柔軟作用がある
・肉芽形成作用がある
・適応範囲が広い
・主薬の皮膚への浸透性が低い

・分泌物などの除去作用が無い
・べとついて使用感が悪い
・被髪部に使用しにくい
・化粧品と併用しにくい動植物性

植物油、豚脂、
ろう、単軟膏、
単華軟膏

親
水
性

乳
剤
性
基
剤（
ク
リ
ー
ム
）

水中油型
（O/W）

親水軟膏、
バニシングクリーム

・冷却作用による消炎・止痒作用
がある
・水性分泌物を吸収し、除去する
作用が強い
・主薬の皮膚への浸透性が高い
・薬物の配合性が良い
・水や温湯で洗い流せる
・べたつかず使用感が良い
・化粧品と併用しやすい
・市販品のほとんどがO/W

・刺激性がある
・被覆保護作用が弱い
・乳化剤や防腐剤などの添加物
によりアレルギー性接触皮膚
炎が起きる
・びらん、潰瘍面には使用不可
・水分の蒸発で組成が変わりや
すい

油中水型
（W/O）

水相を欠く基剤
親水ワセリン、
精製ラノリン　等
水相を有する基剤
吸水軟膏、
ラノリンアルコール、
親水プラスチベース、
コールドクリーム

水溶性基剤
マクロゴール類、
ソルベース

・水性分泌物を吸収し、除去する
作用が強い
・主薬の皮膚への浸透性が低い
・化学的に安定である
・他剤の溶解性が高い
・水や温湯で洗い流せる

・連用により皮膚が乾燥する

懸
濁
性
基
剤（
ゲ
ル
）

ヒドロゲル

無機性
ベントナイト、
ビーガム等
有機性
カーボポール、
アルギン酸ナトリウム等

・水性分泌物を吸収し、除去する
作用が強い
・主薬の皮膚への浸透性が低い
・水や温湯で洗い流せる
・べたつかず使用感が良い

・皮膚への浸透性を高めるため
アルコールが含まれており、
刺激性が強い

リオゲル
FAPG（脂肪酸アルコール､
プロピレングリコール）基剤

・主薬の皮膚への浸透性が高い
・水や温湯で洗い流せる
・べたつかず使用感が良い

〈調剤指針、調剤と情報2003年９月改定〉

外用基剤の混合の可否について
	 （2011年4月）

Answer

臨床現場において効果の増強やコンプライアン
スの向上のために軟膏剤の混合は多く行われてい

る。しかし、混合により分離や変質（変色、異臭
など）の問題を経験することは少なくない。

ここでは、基剤の種類ごとの特徴と混合の可否
について説明する。

【基剤の種類と特徴】
特に基剤は種類が多く、外用剤をそのまま又は

混合して使用するにあたって特徴を把握すること
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〈外用基剤の混合の可否〉
油脂性
基剤

乳剤性基剤 水溶性
基剤

懸濁性
基剤O/W型 W/O型

油脂性 ○ × △ × ×
O/W型 × △ × △ ×
W/O型 △ × △ × ×
水溶性 × △ × ○ ×
懸濁性 × × × × ×

〈調剤と情報　2003年９月一部改変〉
○：混合可能
△：組み合わせによっては可能、ただし混合により分離が確認

される場合はさける
×：混合不可

が重要になる。
【基剤の混合の可否】

外用剤の基剤は主薬や疾患に応じて最適なもの
が選択され調製されており、混合後も基剤の特性
が維持できるように同じ性質の基剤同士を選択す
ることが必要になる。

【混合時の注意点】
・油脂性基剤

油脂性基剤は薬物浸透性が低いが、乳剤性基剤
との混合で浸透性が高まることがあるので注意す
る。油脂性基剤同士は混合可能である。ただし、
皮膚移行性を高める目的で薬物を飽和状態に溶解
し、ワセリン基剤中に微細な液滴で均等分散した
液滴分散法で調製されているもの（アルメタ軟膏、
プロトピック軟膏、ボンアルファ軟膏、ドボネッ
クス軟膏、オキサロール軟膏）は主薬の分散性が
悪化することが予想されるため、混合は避ける。
・水溶性基剤

水溶性基剤は他基剤とは性状が異なるため混合
は避けるべきである。この基剤は水分を吸収する
性質から分泌物が多い疾患に使用されているが、
市販品は少なく、皮膚潰瘍治療薬に限られている。
褥瘡治療で浸出液の量に応じ、吸湿量を調節する
ために混合することがある。しかし、主薬が希釈
され十分な効果が得られない可能性がある。
・乳剤性基剤

乳剤性基剤は薬物浸透性が高いが、他の基剤と
の混合で浸透性が低下することがある。混合によ
り乳化の破壊や空気の混入が著しいため混合は避
けたほうがよい。また、混合により分離すると防
腐剤が十分に働かず、細菌が繁殖することがある。
・懸濁性基剤

懸濁性基剤はpHの変化、塩や界面活性剤の添加

により相分離を起こして粘度が低下し、塗布でき
なくなることがある。そのため懸濁性基剤同士で
も混合は避ける。

【混合による主薬の安定性の変化】
混合によって主薬の含量に影響することがある

のでその例を紹介する。
・ステロイド

混合によりステロイドの含量が低下する場合が
ある。基剤のpHの変化などによるエステル転移が
原因と考えられる。問題となるのは、ステロイド
の構造に、モノエステルタイプの17位にエステル
基を持ち21位にOH基を持つもの（ロコイド、ボ
アラ、リンデロン）で、これらは他軟膏剤との混
合による含量の低下が認められている。なお、ス
テロイド外用剤の副作用軽減等のため希釈する処
方があるが、実際にはステロイドの皮膚透過量は
変わらず、効果や副作用が同じである報告もあり
注意が必要である。
・抗真菌剤

抗真菌剤の軟膏剤は特にステロイドとの混合が
多い。混合によりステロイドは含量の低下が認め
られることがあるが、抗真菌剤は安定で含量の低
下はあまりない。しかし、抗真菌外用剤は皮膚透
過性を考慮して乳剤性基剤が多く、油脂基剤のス
テロイド軟膏剤と混合すると基剤の性質が変化し
て抗菌作用が低下する可能性があるので注意する。

【参考資料】
・軟膏剤の調剤に困っていませんか？，大谷道輝,

調剤と情報，9，89-86，2003
・市販外用剤混合に際しての注意，田中昌代，小

宅正，皮膚病診療，17（17），683-691，1995
・外用剤の種類，川島真，臨床と薬物治療，5,34-37，

1992
・第十二改訂調剤指針，日本薬剤師会編，出版：

薬事日報社（2009）
・薬局，8（4）2009
・レシピ，8（4）2009

〈執筆協力会社〉㈱アステム 病診ユニット営業支援部
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〈スイッチOTCの候補成分：厚生労働省が日本製薬団体連合会に開発要請を行ったもの〉
年 成分 投与経路 薬効

2008

アンレキサノクス 内服 アレルギー用鼻炎等用薬
ペミロラストカリウム 内服 アレルギー用鼻炎等用薬
エバスチン 内服 アレルギー用鼻炎等用薬
チアラミド塩酸塩 内服 非ステロイド性抗炎症薬
イコサペント酸エチル 内服 EPA製剤
フルチカゾンプロピオン酸エステル（＊1） 点鼻 アレルギー用鼻炎等用薬
トリフェロールニコチン酸エステル（＊2） 内服 ビタミンＥ製剤

2009

フルルビプロフェン（貼付） 経皮 抗炎症薬
レバミピド 内服 胃粘膜保護薬
ベンダザック（外用） 経皮 抗炎症薬
クロベタゾン酪酸エステル（外用） 経皮 副腎皮質ステロイド
トラニラスト（点眼）（＊3） 点眼 抗アレルギー性点眼薬
アンレキサノクス（点鼻） 点鼻 抗アレルギー性点鼻薬
デキサメタゾン（口腔内用） 粘膜 副腎皮質ステロイド
フドステイン 内服 去痰薬

2010

アルファカルシドール 内服 ビタミンＤ3製剤
カルシトリオール 内服 ビタミンＤ3製剤
ドンペリドン（＊4） 内服 消化管運動調整薬
ベポタスチンベジル酸塩（＊5） 内服 抗アレルギー薬
オロパタジン塩酸塩（＊6） 内服 抗アレルギー薬
セチリジン塩酸塩（＊7） 内服 抗アレルギー薬

Q No.1506 ●厚生労働省が導入したスイッチ化の新しいスキーム

①
スイッチ化が適当と考えられる成分についての取りま
とめを日本薬学会に委託

⬇
② 日本医学会およびその分科会等関連学会の意見募集

⬇

③
報告書や意見書を基に薬事食品衛生審議会一般用医薬
品部会で検討

⬇
④ 開発を勧める候補成分を公表

⬇

⑤
OTC医薬品としての開発要請を日本製薬団体連合会を
通じメーカーに行う

《留意事項》
（＊1）すでに申請中のベクロメタゾン製剤がOTC医薬品として承認され、安全性について確認が行われた後とすることが望ましい。 
（＊2）需要者が対象疾患を正確に把握できるよう情報提供に留意する。
（＊3）使用に際しては、医師によるアレルギー性結膜炎との診断を受けていることを前提とする。
（＊4）短期間の投与（頓用）とする。小児への投与には十分に注意する。妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に対する禁忌の扱い

に留意する。
（＊5）効能効果をアレルギー性鼻炎に限る。
（＊6）効能効果をアレルギー性鼻炎に限る。
（＊7）効能効果をアレルギー性鼻炎に限る。

厚生労働省の新スキームによるスイッチOTCの候
補成分には、どういうものがありますか？

Answer

スイッチOTCとは、医療用医薬品としてのみ使
用されてきた成分が、はじめてOTC医薬品（一
般用医薬品）の有効成分として配合されるように
なった医薬品をいいます。スイッチ化の承認は、
これまでは医薬品メーカー側からの承認申請に基
づき厚生労働省が薬事食品衛生審議会一般用医薬
品部会（薬食審）の意見を聴いて承認の可否を判
断してきました。これに加えてスイッチ化の推進
のため、2007年から厚生労働省は、OTC医薬品へ
のスイッチが適当と判断される有効成分をピック
アップし、討議・審議を進めるという新しいスキー
ムを導入しました（右図参照）。

具体的には医療用として使用実績があり、副作
用が少なく安全性が高いといった要件を満たした
医薬品のスイッチ化が適当と考えられる成分につ
いての取りまとめを日本薬学会に委託し、概要を
公表した上で日本医学会およびその分科会等関連
学会に意見募集を行います。その後、これらの報
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告書や意見書を基に薬食審で討議し、適当と判断
された有効成分について、OTC医薬品としての開
発要請を日本製薬団体連合会を通じメーカーに行
う、というものです。

厚生労働省が新しいスキームよってスイッチ
OTC医薬品の候補として適当と判断し発表した成
分を紹介します（前ページの表参照）。

なお、OTC医薬品協会でもスイッチOTCの候補
成分を検討しており、119成分をリストしていま
す。今後、厚生労働省、日本医学会、日本薬学会

の理解を得ながら、迅速にスイッチ化する方策に
ついて検討したいとしています。

【参考資料】
１） 保険調剤レビュー、2009年８月、ｐ20
２） OTC医薬品事典2010～2011、ｐ40、2010年
３） 厚生労働省審査管理課資料、平成22年11月
４） 日刊薬業、（13122）、ｐ７、2010年
５） 薬事日報、2010年１月29日

〈執筆協力会社〉スズケン 医療情報室


