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第335回

Q No.1507

製品名 セーフティキャップ付　Ｋ投薬瓶

製造元 株式会社金鵄製作所

材　質 本体、キャップ内側；ポリプロピレン、
キャップ外側；ハイデンポリエチレン

容量・入数
30ml、60ml、100ml…200本入
200ml…100本入
300ml、400ml、500ml…50本入

≪特徴≫
●�ある程度の力で押しながら
回さないと空回りします。
（簡単に開かない仕組みに
なっています）
●�無理に開けようとすると警
告音がします。（空回りし
てカチャカチャと音がしま
す）

CR容器とはどのようなものですか？

Answer

CR（チャイルドレジスタンス）１）とは、製品を
子供に扱いにくくすることで子供のケガや事故を
予防する考え方です。
子供が使えないようにする「チャイルドロック」
に対し、CRは規定の時間内に一定の割合の子供が
操作できなくするものです（ISO8317では10分間
で８割の子供が操作できなければ合格）。
CR容器は「乳幼児難開封容器」や「安全容器」、
ふたにCR機能をもつものとして、「安全キャップ」
や「セーフティキャップ」などとも呼ばれます。
子供の誤飲中毒事故は毎年多くの件数があると
言われ、日本中毒事故情報センターでの受信件数
は約３万件（2006年度）にのぼります。そのうち
７割が５歳以下の乳幼児に関する問い合わせです。
医薬品の誤飲に関する相談は、家庭用品に次いで
約20％と高い割合を示しています２）。また東京都
生活文化局の調査結果などによると３）、都内在住
の０～６歳児の保護者2000人のうち75.6％が「子
供が誤飲した経験がある」「誤飲しそうになった経
験がある」と答えました。誤飲で医療機関を受診
した件数を原因物質別で見ると、医薬品はたばこ
に次いで２位でした。
東京都商品等安全対策協議会は３）、2011年４月

27日、子供による医薬品の誤飲事故を防ぐため、
水薬用CR容器の導入に関するモデル調査の実施な
どを盛り込んだ報告書をまとめ、同日、都に対し
提言を提出しました。
報告書では、これまでも多くの機関が子供の誤
飲防止のための注意喚起を行っていますが、年間
の医薬品誤飲件数に大きな変化がないことを指摘
しています。一方、米国では子供が開けにくいCR
機能の付いた容器の普及で誤飲事故が減少傾向に

あることなどを示し、誤飲防止にむけ「国内でCR
の考え方を普及していくことが必要」と提言して
います。環境づくりの第一歩として、甘味・芳香
などで子供が好んで服用したがる、市販の水薬で
はCR容器が採用されている一方、医療用医薬品で
は使用例が少なく普及の余地があるなどの理由か
ら、子供用水薬のCR容器の普及促進を図るよう提
案しています。
CR機能の付いた水薬用の容器は、蓋の上部を押
しながらでないと回して開けることができない仕
組みになっています。
以下に商品を紹介します。

【参考資料】
１）�東京都生活文化局ホームページ（http://www.met
� ro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2011/04/40l4r100.
htm）資料

２）�Save�our�children／株式会社金鵄製作所
３）�日刊薬業2011年４月28日／株式会社じほう発行

〈執筆協力会社〉㈱サンキ 医薬品部学術情報課
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表1６）
製品名 カプサイシンプラス®
販売者 株式会社三和化学研究所

使用方法
目安として２枚程度を口の中（舌の上）
に入れ、全部溶けたらお食事をお楽しみ
ください。

味 マンゴー味

原材料

ゼラチン、加工デンプン、香料、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、スクラロース、ソーマチン）、乳化剤、
セルロース、着色料（黄色４号、赤色40
号）、香辛料抽出物
アレルギー表示特定原材料：ゼラチン

使用上の注意

原材料をご確認の上、アレルギーのある
方はお召し上がりにならないでくださ
い。必要に応じて、医師・薬剤師・言語
聴覚士・栄養士等の専門家にご相談く
ださい。

賞味期間 製造後18ヶ月
包装 24枚×10

※�カプサイシンプラス®のフィルムが上顎に張り付いて
も、溶けた成分は、咽頭ヘ流れ落ちていく為、効果は変
わりません。

Q No.1508

カプサイシンプラス®が、嚥下障害を改善する作
用機序を知りたい。また、カプサイシンプラス®の
フィルムが、上顎に張り付くことがあるが、効果
はあるのかが知りたい。

Answer

カプサイシンプラス®は、三和化学研究所から販
売されているカプサイシン入りフィルムの食品で
す（表１参照）。
高齢者の嚥下機能は、たとえ障害されていても
様々な感覚刺激で改善されることが証明されてい
ます。高齢者の摂食嚥下障害に対して、温度感覚
刺激（カプサイシンやメンソールによる刺激）、嗅
覚刺激（黒コショウ匂い刺激）、及び口腔内知覚刺
激（口腔ケアのブラッシング刺激）は効果があり
ます。
高齢者の嚥下機能は、たとえ障害されていても
温度感受性であり、それゆえに経口摂取時の食物
の温度がその物性と同じように誤嚥予防に大事で
あることが見出されています。嚥下障害があり、
嚥下反射が遅延している高齢者に、様々な温度の
蒸留水（１cc）を口蓋垂の高さまで挿入した経鼻
カテーテルより注入し、蒸留水注入から嚥下運動
が起こるまでの時間を嚥下反射の潜時として測定

患者さんの気管切開部からウジ虫が出ました。
使用する薬剤などわかれば教えてください。
	 （病院薬局より）

Answer

ハエの幼虫がヒトに寄生することによって生じ
るハエ症はハエ幼虫症、あるいは蝿蛆症（ヨウソ
症）と呼ばれ、真性ハエ症と偶発性ハエ症に分け
られます。
真性ハエ症は生きたヒトの皮膚組織内に幼虫が
寄生して成長するものです。原因となるハエは主
に中南米やアフリカに生息しており、国内で日常
生活を過ごすなかで発症の恐れはありません。た
だし、最近では海外旅行から帰国したあとに発症
する例が増加しています。
偶発性ハエ症は、皮膚腫瘍や皮膚潰瘍、外傷部
など悪臭を放つような病変がある場合に生じやす
く、ハエが産卵、あるいは幼虫を産み付けること
によって生じ、多数のウジが認められます。家屋
内でみかけるクロバエ科、ニクバエ科、イエバエ
科のハエ類が原因となります。近年、医療施設内
で、高齢者の褥瘡や皮膚潰瘍部などにウジが発見
される例が増加しています。
治療の基本は、幼虫を摘出、あるいは除去する
ことです。特に偶発性ハエ症で皮膚悪性腫瘍に生
じた場合は、腫瘍の完全な切除を行う必要があり
ます。
真性ハエ症の治療には、イベルメクチン200
μg/kgの単回投与が有効な場合があります。ただ
し、保険適応外となり、神経障害のある人、妊娠
および授乳中の婦人、５歳以下あるいは体重15kg
以下の小児には使えません。

【参考資料】
・�寄生虫症薬物治療の手引き～2010～（ヒューマ
ンサイエンス振興財団政策創薬総合研究事業「輸
入熱帯病・寄生虫症に対する希少疾病治療薬を
用いた最適な治療法による医療対応の確立に関
する研究」班）
・医学大辞典第２版（医学書院）
・特定非営利活動法人AMDA　HP

〈執筆協力会社〉㈱ほくやく DI室
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すると、体温付近（30～40℃）において最も嚥下
反射が遅延し、温度がそれから離れれば離れるほ
ど嚥下反射の潜時が短縮しました１）２）（図１）。
本結果は、高齢者の食事は熱いもの、冷たいも
のの方が嚥下を改善するということを示していま
す。高齢者の介護食は、介護者の負担減の観点か
ら、えてして作り置きになりがちです。高齢者の
ゆっくりした食事のために、せっかく用意した食
事も口に運ぶときには室温になっていることが多
く、室温の食事は口の中であっというまに体温と
なり、食物は、一番むせやすい温度となっていま
す。食事は食べる直前に料理し、出来たてを食べ
るようにした方がよいのですが、介護者の負担が
経済的にも労力的にも莫大になるため、市販の道
具や食品を利用した効率的な嚥下をよくする感覚
刺激法が提案されています。

図1　食物の温度と嚥下反射の関係

【作用機序】
《温度感覚（温度受容体）刺激による嚥下の改善》３）

外界の温度受容は、哺乳類では末梢神経上６
つのTRPチャネルが知られており、この中の、
TRPV1、TRPV2、TRPM8、TRPA1が嚥下反射の
活性化に関与する可能性が示唆されています。カ
プサイシンは、TRPV1アゴニストであり、口腔及
び咽頭部のTRPV1をカプサイシン含有トローチで
慢性的に刺激することにより嚥下反射を改善され
ることが証明されました４）。
このようなトローチの投与は、高齢者の誤嚥性
肺炎の予防につながるものと思われます。しかし、
重度の摂食嚥下障害者においては、窒息などの危
険性を完全には否定できないため、その可能性が
ないと思われるカプサイシン入り口腔内溶解シー
トが開発されました。

《サブスタンスＰの増加による嚥下の改善》５）

ものが咽頭に入った瞬間をとらえる咽頭の知覚
神経に含まれるサブスタンスＰという神経物質が
飲みこみの一番最初の段階で非常に重要で、障害
されると不顕性誤嚥が起こり易くなります。不顕
性誤嚥を生じる患者の多くは大脳基底核の血管障
害を有し、ドーパミン作動性神経の機能低下が認
められます。ドーパミン作動物質が作用しないと、
迷走神経、舌咽神経知覚枝のサブスタンスＰを減
少させ、嚥下および咳の反射が障害されます。
カプサイシンは、咽頭・喉頭粘膜のサブスタン
スＰを増加させます。

【参考資料】
１）�Watando�A,�et�al.:Effect�of� temperature�on�
swallowing� reflex� in� elderly�patients�with�
aspiration�pneumonia.�J�Am�Geriatr�Soc,�52:�
2143-2144,�2004

２）�Tominaga�M,� et� al.:Thermosensation� and�
pain.�J�Neurobiol,�61:�3-12,�2004

３）�海老原�覚（東北大学大学院医学系研究科内部
障害学分野）：,Nutriton�Care�Report�No18，
高齢者の感覚を刺激して誤嚥性肺炎を予防し
よう

４）�Ebihara� T,� et� al .� :Capsaicin� troche� for�
swallowing�dysfunction�in�older�people.�J�Am�
Geriatr�Soc,�53:�824-828,�2005

５）�大類�孝（東北大学病院老年科�准教授）：高齢
者肺炎の予防ならびに治療の新戦略

６）�カプサイシンプラス®パンフレット：三和化学
研究所

〈執筆協力会社〉㈱サンキ 医薬品部学術情報課

国内で販売されている抗体医薬品について
	 （2011年３月　病院薬剤師から）

Answer

抗体医薬品は、リンパ球のうちのＢ細胞が産生
する抗体を主成分とし、抗原抗体反応を利用して
免疫細胞が除去するための「目印」になったり、
抗原分子の生体内での活性を阻害したりする医薬
品で、がんや関節リウマチの治療薬として評価さ
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国内で販売されている抗体医薬品
一般名 製品名 国内販売会社 開発会社 国内承認日 効能効果

ムロモナブ オルソクローンOKT3注 ヤンセン J&J 1991.3.29 腎移植後の急性拒絶反応の治療

トラスツズマブ ハーセプチン注射用60
ハーセプチン注射用150 中外 ジェネンテック 2001.4.4

1.HER2過剰発現が確認された転移性乳癌
2.HER2過剰発現が確認された乳癌における術後補助化学療法
3.HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

リツキシマブ リツキサン注10mg ／Ml 全薬=中外 IDEC
ジェネンテック 2001.6.20

1.CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
2.�インジウム（111In）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組
換え）　注射液及びイットリウム（90Y）イブリツモマブ　チウ
キセタン　（遺伝子組換え）注射液投与の前投与

インフリキシマブ レミケード点滴静注用100 田辺三菱 セントコア 2002.1.17

既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、ベーチェッ
ト病による難治性網膜ぶどう膜炎、尋常性乾癬、関節症性乾
癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、強直性脊椎炎

次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既
存治療で効果不十分な場合に限る）
中等度から重度の活動期にある患者、外瘻を有する患者

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分
な場合に限る）

バリキシマブ シムレクト小児用静注用10mg
シムレクト静注用20mg ノバルティス ノバルティス 2002.1.17 腎移植後の急性拒絶反応の抑制

パリビズマブ シナジス筋注用100mg
シナジス筋注用50mg アボット メディミューン 2002.1.17 新生児、乳児及び幼児におけるRSウイルス感染による重篤な下

気道疾患の発症抑制

エタネルセプト

エンブレル皮下注用10mg
エンブレル皮下注用25mg
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL

ファイザー アムジェン 2005.1.19
関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎（既存治療で効果
不十分な場合に限る）　(皮下注用.のみ)

トシリズマブ
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ点滴静注用400mg
アクテムラ点滴静注用80mg

�中外 �中外 2005.4.11

1.�既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、多関節に活動
性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎
2.�キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見の改善。ただし、
リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る。

ゲムツズマブ マイロターグ点滴静注用5mg ファイザー Lonza 2005.7.25 再発又は難治性のCD33陽性の急性骨髄性白血病

ベバシズマブ アバスチン点滴静注用100mg ／4mL
アバスチン点滴静注用400mg ／16mL 中外 ジェネンテック 2007.4.18 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
イットリウム
（90Y）
イブリツモマブ
チウキセタン

ゼヴァリンイットリウム（90Y）
静注用セット 富士フイルムRI 米国IDEC 2008.1.25 CD20陽性の再発又は難治性の下記疾患

　低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

インジウム
（111In）
イブリツモマブ
チウキセタン

ゼヴァリンインジウム（111In）
静注用セット 富士フイルムRI バイエル 2008.1.25 イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）の集積部位の

確認

アダリムマブ ヒュミラ皮下注40mg
シリンジ0.8mL アボット=エーザイ アボット 2008.4.16

既存治療で効果不十分な下記疾患
関節リウマチ、尋常性乾癬、関節症性乾癬、強直性脊椎炎

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持
療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）

セツキシマブ アービタックス注射液100mg メルクセローノ
メルク
Imclone
BMS

2008.7.16 EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

オマリズマブ ゾレア皮下注用 ノバルティス ジェネンテック
ノバルティス 2009.1.21

気管支喘息
（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の
患者に限る）

ラニビズマブ ルセンティス硝子体内注射液
2.3mg ／0.23mL ノバルティス ジェネンテック

ノバルティス 2009.1.21 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症

エクリズマブ ソリリス点滴静注300mg アレクシオン アレクシオン 2010.4.16 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制

パニツムマブ ベクティビックス点滴静注
100mg 武田薬品 アムジェン 2010.4.16 KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

ウステキヌマブ ステラーラ皮下注45mg
シリンジ ヤンセン セントコア 2011.1.21 既存治療で効果不十分な下記疾患

尋常性乾癬、関節症性乾癬
※効能効果は、2011年５月１日現在のもので、承認時の効能効果と異なる場合があります。
※エタネルセプトは、資料によっては抗体医薬品に含めないものがあります。

れています。
国内では、表の18成分の製品が販売されています。

【参考資料】
１）�伊藤勝彦：ファルマシア�Vol.45�№7�2009�655-

660

２）�中外製薬、協和発酵キリン　ホームページ
３）�添付文書、インタビューフォーム

〈執筆協力会社〉常盤薬品㈱ DIセンター


