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表　内部被爆に使用される薬剤
一般名 主な商品名 会社名 用法・用量 対象物質 使用目的 備考

ヨウ化
カリウム

ヨウ化カリウム丸
50mg「日医工」 日医工 ［新生児］

1日1回　16.3mg
［生後1ヵ月以上3歳未満］
1日1回　32.6mg

［3歳以上13歳未満］
1日1回　50mg

［13歳以上40歳未満］
1日1回　100mg

放射性
ヨウ素

放射性ヨウ素の
甲状腺への
取り込み抑制

・適応外使用
・�予防的には原則1回の
み服用
・�7歳未満には内服液を
調整する
・�その他のヨウ素含有製
品では代替できない

ヨウ化カリウム（末） 各社

ヘキサシアノ鉄
(Ⅱ)酸鉄（Ⅲ）
水和物

ラディオガルダーゼ
カプセル500mg

日本メジフィ
ジックス

1回6カプセル、1日3回
（適宜増減）

放射性
セシウム

放射性セシウムの
排泄促進 ・薬価基準未収載

ペンテト酸
カルシウム
三ナトリウム
1000mg

ジトリペンタートカル
静注1000mg

日本メジフィ
ジックス

1000mgを1日1回点滴静
注、または緩徐に静脈内
投与する

超ウラン元素
（プルトニウム、ア
メリシウム、キュ
リウム)

超ウラン元素（プル
トニウム、アメリシ
ウム、キュリウム）
による体内汚染の
軽減

・2011年7月1日付
製造販売承認取得

・薬価基準未収載

ペンテト酸
亜鉛
三ナトリウム
1055mg

アエントリペンタート
静注1055mg

日本メジフィ
ジックス

1055mgを1日1回点滴静
注、または緩徐に静脈内
投与する

超ウラン元素
（プルトニウム、ア
メリシウム、キュ
リウム)

超ウラン元素（プル
トニウム、アメリシ
ウム、キュリウム）
による体内汚染の
軽減

・2011年7月1日付
製造販売承認取得

・薬価基準未収載

2011年7月作成

Q No.1516

内部被曝に使用する薬剤について

Answer

放射線による被曝の形態には体外にある放射性
物質から出る放射線を受ける「外部被曝」と、放
射性物質で汚染されたものを飲み込んだり、汚染
された空気を吸うことにより起こる「内部被曝」
があります。

原子力関連施設の事故により飛散し内部被曝の
危険のある主な放射性物質としてヨウ素131、セシ
ウム137、ストロンチウム90、プルトニウム239が
あります。ヨウ素は甲状腺に吸収・蓄積されやす
く、セシウムとストロンチウムは動植物などの生
命活動に不可欠な元素であるカリウムとカルシウ
ムにそれぞれ化学的な性質が似ていて体内では同

じように動き分布します。そのためセシウムは体
液に溶け呼吸器系又は消化管系を介して吸収され
全身にほぼ均一に分布し、ストロンチウムは骨組
織に吸収されやすいという特性があります。プル
トニウムは体内に取り込まれると極めて排泄され
にくく骨と肝臓に移行し数十年にわたって留まり
周りの組織を長期間被曝し続けます。

また物理的半減期はヨウ素が8.04日、セシウム
が30年、ストロンチウムが29年、プルトニウムが
2.4万年です。

放射性物質のヨウ素、セシウム、プルトニウム
による内部被曝のおそれがある場合は必要に応じ
て表の薬剤が使用されます。
【参考資料】
ミニ百科　環境科学技術研究所

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱静岡営業所
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表：添付文書中「もまないこと」と記載のある筋肉内注射の適応を持つ注射剤4,�5

分類 一般名・商品名（会社名） 添付文書中の適用上の注意の記載

副腎皮質ステロイド

トリアムシノロンアセトニド 3.注射時の注意

ケナコルト-A
筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

（ブリストル）

筋肉内注射にあたっては、組織神経などへの影響を避けるため下記の
点に配慮すること。
（1）�注射後、注射部位をもまないこと。注射液が脂肪層に逆流し陥没

を起こすおそれがある。

視床下部向下垂体ホルモン

オクトレオチド酢酸塩 2.投与方法

サンドスタチンLAR筋注用10mg
サンドスタチンLAR筋注用20mg
サンドスタチンLAR筋注用30mg

（ノバルティスファーマ）

（3）筋肉内注射にあたっては下記の点に注意すること。
�6）注射部位をもまないように患者に指示すること。

排尿障害治療薬
オキセンドロン 1.投与部位

プロステチン水懸注200mg
（武田薬品工業）

注射後、投与部位をもまないこと。

セロトニン・ドパミン遮断薬

リスペリドン 2.投与方法

リスパダールコンスタ筋注用25mg
リスパダールコンスタ筋注用37.5mg
リスパダールコンスタ筋注用50mg

（ヤンセンファーマ）

（2）筋肉内注射にあたっては、次の点に注意すること。
�4）注射部位をもまないように患者に指示すること。

H₁受容体拮抗薬

ヒドロキシジン 2.筋肉内注射時

アタラックス-P注射液（25mg/ml)
アタラックス-P注射液（50mg/ml)

（ファイザー）

（3）注射後、強くもまず軽くおさえる程度にとどめること。
［皮内又は皮下に薬液が漏出し、壊死、皮膚潰瘍、疼痛等の注射部
位反応を起こすことがある。］�

※詳細につきましては各製品添付文書をご確認ください。

Q No.1517

筋肉内注射では、注射後に注射部位を揉むよう
にとされている注射薬が多いと思いますが、揉ま
ないようにとされている注射薬はあるのでしょう
か？	 （2011年8月　病院看護師より）

Answer

筋肉内注射において注射後に注射部位を揉む
（マッサージする）目的は、薬剤を広く拡散して、
吸収を促進させることと、薬剤の局所貯留によっ
て起こる硬結や疼痛等の局所の副作用を軽減させ
ることとされています。

一般的に浸透圧の高い注射薬の場合は、薬剤の
刺激による組織の炎症と、細胞から水分を吸収す
ることにより硬結を生じやすいためマッサージが
行われます。

一方、原則マッサージを行わない薬剤として
は、懸濁注射剤や薬剤の持続作用を期待するDDS

（Drug delivery system）製剤などがあります。懸
濁注射剤ではマッサージにより組織障害が引き起

こされるおそれがあること、DDS製剤ではマッ
サージにより薬剤が早く拡散し持続効果が期待で
きないことがその理由です。１）, ２）

また、筋肉内注射時の疼痛を軽減する目的で、
注射前に注射部位を軽くマッサージして筋肉をリ
ラックスさせたり、注射部位を氷で数分間冷やす
ということなども行われています。３）

2011年８月現在の添付文書上「もまないこと」
と記載のある筋肉内注射の適応を持つ注射剤には
以下の表のようなものがあります。
【参考資料】
１） 岩本テルヨ、佐藤梨恵　筋肉内注射後の局所

マッサージ　日本医事新報　（4227），2005，94
～95

２） 皮下または筋注後に局所をもむことの功罪につ
いて　卸DI実例集３　質問407

３） アボネックスをご使用の患者さんへ（３）自己
注射の実際

４）今日の治療薬　2011 　南江堂
５）各社添付文書

〈執筆協力会社〉㈱アトル医薬情報部
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Q No.1518

皮内反応液の提供を本年末などで終了する旨の
案内が来ているが。
（平成23年７月　注射用抗生物質製剤を販売す
る製薬企業より）

Answer

抗菌剤には副作用として、ショック、アナフィ
ラキシー様症状がある。抗生剤が医療に登場した
初期には、製造法の関係で夾雑物が今よりは多
かったこともあり、現在よりは多くこの副作用が
発生し社会問題にもなった。副作用をいくらかで
も減らせるようにと考え出されたのが皮内反応
で、あらかじめ発生の可能性を調べようというも
のだった。すなわち、皮内反応陽性者には、原則
投与しないことが行われた。なお、すべての抗菌
剤にメーカーが皮内反応を用意したのではなく
て、β－ラクタム環をもつものが中心となった。
メーカー用意のない場合は、必要に応じて医療現
場で皮内反応液を調製していた。※

これは、添付文書にも反映されることとなり、
重要な基本的注意の項に“ショックのあらわれる
おそれがあるので、十分な問診を行うこと。なお、
事前に皮膚反応を実施することが望ましい。”と
記載。この文言があるために事故等があったとき
の医事紛争対策上、皮内反応を実施することも多
かったようだ。しかし、一方で、たとえば米国で
は行われていないこともあり、皮内反応の意義に
ついて疑問視する見方もあった。その主張点のい
くつかを挙げてみると、
１）実際におこっているアナフィラキシーショッ

クの発生率より、皮内反応の陽性率の方が圧倒
的に大きい。これはもしかすると、本当は大丈
夫なのに投与できないという、大きな医療上の
デメリットを被っているおそれがある。

２）皮内反応で陰性だったのに、本投与によりア
ナフィラキシーショックをおこしてしまうこと
がある。

３）皮内反応の段階で、アナフィラキシーショッ
クをおこしてしまった例がある。
特に１）２）は、看過できない問題とみられた。

これでは皮内反応実施は、決してアナフィラキ
シーショックの予測に役立たないこととなる。こ

のようななか、2003年に（社）日本化学療法学会
が提言を、また（財）日本抗生物質学術協議会か
らの要望という形で、皮内反応についてコメント
をだした。これを受けて厚生労働省医薬食品局が

『医薬品・医療用具等安全性情報No.206』として情
報を出している。皮内反応の実施をやめて、問診
の徹底と不幸にしてショックが起きたときの万全
の対策を重視する内容となっている。どういう準
備が必要かについては、日本化学療法学会が2005
年に出した『抗菌薬投与に関連するアナフィラキ
シーショック対策のガイドライン』（ホームページ
上に収載）に詳しい。なお、医療現場で便利な簡
略版も、同様に載っているので、利用されると便
利かもしれない。これを受けて、添付文書からは
先にあげた“皮内反応の実施することが望ましい”
という文言は削除され、代わりに次の３点が記載
されるようになった。

重要な基本的注意
本剤によるショック、アナフィラキシー様症状

の発生を確実に予知できる方法がないので、次の
措置をとること。
①事前に既往歴等について十分な問診を行うこと。

なお、抗生物質等によるアレルギー歴は必ず確
認すること。

②投与に際しては、必ずショック等に対する救急
処置のとれる準備をしておくこと。

③投与開始から投与終了後まで、患者を安静の状
態に保たせ、十分な観察を行うこと。
特に、開始直後は注意深く観察すること。

ただ、念のため、皮内反応の推奨中止以降の３
年間、アナフィラキシーショックの頻度に変化が
ないか推移を見守ることになった。その結果は、
たとえば2009年の『医薬品・医療機器等安全性情
報No.264』に載った。それによると、少数の例外
を除いて副作用の推移に変化はみられないという
ものだった。そして、“皮膚反応の推奨中止以降、
必ずしもショック等の発生割合が明らかに増加し
たとはいえない”と結論づけた。

それでは、これを受けて臨床の場から皮内反応
が消えてしまったかというと、決してそうはなら
なくて、現在でも数は減ったものの根強く使い続
ける施設もある。メーカーもひところほど量は多
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くはないものの、供給し続けてきたというのが実
情であろう。先頃、当該メーカーの関係者が集ま
り、皮内反応の供給中止を決定したとのこと。皮
内反応液の製造費も決して安くないとの話もある。

なお、先の添付文書に記載された③の“投与開
始から投与終了後まで…十分な観察を行うこと”
であるが、「“投与終了後”までとはいつまでか？」
との問いがでる。これに対する明確な答えは、見
つけられなかった。ただ、日本化学療法学会の前
記ガイドライン『Ｑ＆Ａ』のＱ８に関連したこと
が載っている。興味のある方は、ホームページを
ご覧いただきたい。そこでは、“実際のアナフィラ
キシーの発生は、投与後ただちにあるいは数分以

内に多いことを知っておくことが重要”とコメン
トしている。
※ アナフィラキシーショックの発現は抗菌薬の種類にかかわら

ず一定との報告がある。これにしたがうと、メーカーが皮内
反応を準備しているか否かと、アナフィラキシーショックの
発生率の大小の間には、特別な関係はなかったといえる。

【参考資料】
１． 齋藤厚ほか：社団法人日本化学療法学会臨床

試験委員会　皮内反応検討特別部会報告書．
日本化学療法学会雑誌，51（８）：497-506，
2003

２．製薬各社の添付文書、およびお客様相談室
〈執筆協力会社〉㈱フレット小松支店


