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Question No.1577

ティースキーパー「ネオ」について
教えてください。　　　　　　（2012年11月）

Answer

「平成19年度学校保健統計調査」によると、中学
１年生（12歳）の永久歯の一人当たりの虫歯の数
は、減少傾向にある一方で、部活動等でのケガに
より歯を失ってしまうケースが増加しているとの
ことです。しかし、ケガにより抜け落ちた歯は、
正しい保存方法によって歯根膜を守り、これを元
の位置に移植・再植することで、再び機能を回復
する可能性があります。

ティースキーパー「ネオ」は、このケガで抜け
た歯を一時保存する救急歯牙保存液です。歯根膜
の乾燥を防ぎ、浸透圧とpHを一定に保つことによ
り歯根膜（歯を支えている組織）を構成する細胞
の活性を維持するものです。

その成分や特徴、欠けた歯の取扱いで注意すべ
き事項、保存液の代用品等は、次のとおりです。

【成分等】

成 分 塩化カリウム、塩化マグネシウム、硫酸マ
グネシウム、塩化カルシウム、その他成分

特 徴 滅菌済、室温保存、使用期限２年

価 格 等 一般向：40mL（標準価格1,600円）
歯科医院向：40mL×２（標準価格3,000円）

メーカー ネオ製薬工業株式会社（℡ 0120-07-3768）

【注意事項】
・�歯の根の部分（歯根膜）は、触らないようにす
ること

・�歯を浸漬保存する場合は、低温（約４℃）で保
存し、移植・再植は24時間以内に行うこと

・�洗浄は、歯牙保存液（ティースキーパー「ネオ」）
で行うこと

・�歯根組織膜は、乾燥させないこと（歯根膜は、
口外での生存は30分程度が限界）

【保存液の代用品とその保存可能時間】
精製水 30分以内

生理食塩水 １～２時間以内

牛乳※ 24時間以内
※ 牛乳に含まれる脂肪分が歯に付着することが好ましくないため、低脂

肪牛乳が最適

なお、ティースキーパー「ネオ」以外の歯牙保
存液には、次のものがあります。

商品名等
DentSupply（デントサプライ）「KOHJIN」（脱落
歯保存液キット）

〔オリエンタル酵母工業㈱　℡ 03-3968-1192〕

価 格 等

洗浄液（Ａ液）50mL×１本（洗浄用カップ付）＋
保存液（Ｂ液）70mL×１本（輸送時の保護用カ
ゴ付）
Ａ液＋Ｂ液セット（5,000円）

特 徴 滅菌済、室温保存、使用期限2年

【参考文献】
・ティースキーパー「ネオ」パンフレット
・�ザ･クインテッセンス（Vol.21�No.1�January�別冊�
2002）

・�子どもの歯を守る『外傷脱落歯の適切な対応』
ネオ製薬工業株式会社（教育家庭新聞社�編集）

・�歯・口のけがの応急手当　日本スポーツ振興セ
ンターHP

・�デントサプライ「KOHJIN」の説明書・パンフレット
〈執筆協力会社〉㈱アスティス 医薬情報室

Question No.1578

ペニシリンアレルギーがある患者のヘリコ
バクターピロリ除菌は、どのようにしたら
よいですか？

Answer

ペニシリンアレルギーでペニシリン系抗生物質
が使えない場合の除菌療法について示します。
◆ ヘリコバクターピロリ除菌とペニシリンアレル

ギー
現在、保険適用されているヘリコバクターピロ

リ除菌療法は、以下のとおりです。
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一次除菌

・ PPI（プロトンポンプ阻害剤：オメプラゾー
ル、ランソプラゾール、ラベプラゾール、
エソメプラゾール）

・アモキシシリン（ペニシリン系抗生物質）
・ クラリスロマイシン（マクロライド系抗生

物質）
以上、３剤を７日間投与

二次除菌

・ PPI（プロトンポンプ阻害剤：オメプラゾー
ル、ランソプラゾール、ラベプラゾール、
エソメプラゾール）

・アモキシシリン（ペニシリン系抗生物質）
・メトロニダゾール（抗原虫薬）

以上、３剤を７日間投与

①�PPI※＋クラリスロマイシン（マクロライド
系）400mg＋メトロニダゾール500mg ７日間投与

・ペニシリンアレルギーでアモキシシリンが使えない患
者に第一選択と考えられている組み合わせ

・除菌率86％

②�PPI※＋ミノサイクリン（テトラサイクリン
系）200mg＋メトロニダゾール500mg ７日間投与

・ミノサイクリンにはほとんど耐性菌株がない
・除菌率85％（メトロニダゾール感受性の場合）
・ミノサイクリンの代わりにテトラサイクリンを用いた

処方の除菌率は82.8％

③�PPI※＋シタフロキサシン（ニューキノロン
系）200mg＋メトロニダゾール500mg ７日間投与

・レボフロキサシンも除菌薬として有用とされるが、近
年、耐性菌の増加がみられる。シタフロキサシン、ガ
レノキサシンは強い抗菌活性を示す

・ペニシリンアレルギーがある患者において除菌が成功
した例がある（除菌率のデータは、調べた限りでは見
当たらない）

※ PPIの用量：消化性潰瘍や逆流性食道炎など酸関連疾患の治療に
使われる基本用量の２倍量

除菌療法に使われるペニシリン系抗生物質の副
作用においては、発疹等のペニシリン過敏反応が
大部分ですが、最も重篤なものとしてペニシリン
ショックがあります。一般的にペニシリンアレル
ギーの発現頻度はおよそ３～７％とされ、重篤な
症状から時には死に至るペニシリンショックにつ
いては0.004～0.015％で起こるといわれています１）。

アモキシシリンの添付文書では、本剤の成分に
よるショックの既往歴のある患者への使用は禁忌
であり、本剤の成分又はペニシリン系抗生物質に
対し、過敏症の既往歴のある患者への使用は原則
禁忌とし、特に必要とする場合には慎重に投与す
ることと記載されています２）。
◆ ペニシリンアレルギーがある患者に対する除菌

療法１）３）～６）

現時点では、ペニシリンアレルギーがある患者
に対する除菌プロトコルは確立されていません。

以下に、ペニシリン系以外で用いられている除
菌療法の例を紹介します（いずれも保険適用外）。

【参考文献】
１）Helicobacter�Research�15（1）67、2011
２）各社添付文書
３）日本医事新報　No.4462�p75、2009
４）日本医事新報　No.4257�p103、2005
５）�EBMに基づく胃潰瘍診療ガイドラインQ&A�

p54、2008、じほう
６）CLINICIAN�No.597�p63、2011�

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 名古屋支店

Question No.1579

胃
い

瘻
ろう

の瘻孔周囲炎に有効とされる「重曹シュ
ガー軟膏」とはどのようなものですか？

（2012年9月）

Answer

胃瘻部周囲は、胃液が漏出することにより皮膚
炎（瘻孔周囲炎）がみられる場合があり、胃瘻の長
期管理において問題となっています。

瘻孔周囲炎の対応は、日本静脈経腸栄養学会ガ
イドラインでは、皮膚の石鹸による洗浄が推奨さ
れています。ティッシュをこより状にして瘻孔に
巻いておく方法もありますが、胃液の漏れを完全
に防ぎ、皮膚炎を防止することは難しいとされて
います。

最近、瘻孔周囲炎に重曹と白糖を用いた「重曹
シュガー軟膏」が有効であったとの報告がありま
したので、調製方法などを紹介します（保険適用
外であることから、患者に説明の上、同意を得て
使用する等の対応が必要となります）。

【使用薬剤、試薬】
・局方�白色ワセリン
・コレステロール（試薬）［ナカライテスク］
・重曹（炭酸水素ナトリウム）（試薬）［和光純薬］
・局方�白糖（末）

【調製方法】
白色ワセリン47.5g＋コレステロール2.5g

（乳化剤として使用）
↓�ふるいにかけ、50℃程度の恒温槽

に入れ、混和
1.4％重曹水10mLを撹拌しながら少しずつ添加
し、混和

↓室温になるまで放置後
白糖50g混和
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図１　十二指腸・回腸・空腸の位置

図２　回盲弁

Question No.1580

短腸症候群とはどういう疾病か？
（病院薬剤師より）

Answer

短腸症候群（Short�Bowel�Syndrome：SBS）の概
念は，何らかの原因により小腸が広範に切除され
たことに起因する吸収不良である。広範切除の原
因は、新生児・小児では先天性の小腸奇形や壊死
性腸炎、成人では血栓症などによる循環不全、外
傷、クローン病、悪性腫瘍、放射線性腸炎などが
多い。（表１参照）

【参考文献】
１）静脈経腸栄養�25（4）49、2010
２）JMC�20（2）30、2012
３）�PEG（胃瘻）栄養 適切な栄養管理のために、

p74、2004
〈執筆協力会社〉㈱スズケン 多治見支店

【使用方法】
１日４回、瘻孔周囲を微温湯にて洗浄⇒水分を軽く
吸い取った後に0.1g/cm2を目安として塗布⇒瘻孔に
ティッシュをこより状にしたものを巻く

【結果】
１週間で完治、または４週間で瘻孔周囲炎による発
赤が改善された
副作用は特にみられなかった

【作用機序】
・重曹：�胃液を中和させることによる皮膚への影響

の緩和
　　　　皮膚の清浄・保湿効果
・白糖：組織の修復効果、�胃液を吸収する作用

表１　短腸症候群の主な原因疾患
新生児・小児 成　人

先天性 先天性腸閉塞症
中腸軸捻転

循環
障害

上腸間膜動脈血栓症、上腸
間膜静脈血栓症、非閉塞性
腸間膜動脈梗塞、絞扼性イ
レウス

後天性 壊死性腸炎
腸重積症

外傷 広汎・多発小腸穿孔、坐滅

炎症性
疾患

クローン病、
腸管ベーチェット病

悪性
腫瘍

小腸癌（原発性・転移性）、
悪性リンパ腫、GIST

放射線
障害 放射線治療後、放射線被曝

小腸は通常成人では５～６m、小児では２mで、
食物の流れに沿って、十二指腸（約25cm）、空腸

（十二指腸を除いた２／５の長さ）、回腸（十二指

腸を除いた３／５の長さ）の３つに区分される。
短腸症候群の診断基準は、十二指腸を含まない残
存小腸の長さが成人で150cm以下、小児（15歳以
下）で75cm以下とされている。（図１参照）

小腸の主な生理学的機能としては、各種栄養素
の消化・吸収、水・電解質の代謝、免疫機能など
が挙げられる。特に各種栄養素は主として消化・
吸収される部位が決まっており、さらに小腸広範
切除後、時間の経過とともに残存小腸に代替現象
が見られる。このため、切除された小腸の部位や
長さ、術後の時間経過により、短腸症候群の症状
は異なってくる。
①�１ｍ以上の回盲弁（回腸と盲腸の境界にある弁

で栄養素が小腸を通過する時間を保ち、大腸の
内容物が回腸へ逆流するのを防いでいる）を含
む小腸切除では、腸内通過時間が１／５、糞便
量と脂肪、蛋白の排泄（非吸収）が３～６倍と
なる。（図２参照）

②�空腸が大量切除されると、膵液胆汁分泌が影響
を受けて、脂肪やタンパク質の消化吸収が低下
し、CaやMgの喪失がおこるが、回腸が十分に
残存していれば、代償される。

③�回腸は、炭水化物、タンパク質、水電解質だけ
でなく胆汁酸、ビタミンＢ12、脂溶性ビタミン
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（ビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋ）の主な吸収部位なの
で、これらの欠乏と脂肪性下痢が発生する。

④�短腸症候群では、結腸の残存は水電解質の吸収
を保ち、下痢を防ぐために重要であるが、結腸
内の細菌の小腸への逆流や、シュウ酸と乳酸の
過剰吸収による腎結石や乳酸アシドーシスを合
併することがある。

【参考資料】
・メルクマニュアル
・今日の消化器疾患治療指針　第３版
・解剖生理を理解しよう…医学芸術者
・解剖生理学テキスト第２版…文光堂
・MRテキスト　疾病と治療2012基礎
・�名古屋記念病院ホームページ　絶対やる気のNST
（アドレス）
http://www20.atpages.jp/hospynst/?p=482

〈執筆協力会社〉㈱ほくやく DI室


