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Question No.1581
レストレスレッグス症候群（むずむず脚症候
群）に適応のある薬剤には何がありますか。

（2013年6月）

Answer

レストレスレッグス症候群（むずむず脚症候
群、下肢静止不能症候群、脚不穏症候群、Restless 
Legs Syndrome；以下 RLS）は、下肢を中心とし
た耐え難い不快な感覚が生じる疾患である。RLS
の症状は、下肢を動かさずにはいられない衝動に
加え異常感覚を伴うことが多く、この異常感覚は、
むずむずする、虫が脚の中を這うような感じ、火
照る等、患者により様々な言葉で表現され、脚の
表面ではなく内部の不快感として訴えることが多
いとされる。これらの症状が、運動により改善す
る、安静によって増悪する、日中より夕方から夜
間に生じるあるいは増悪するのがRLSの特徴であ
る。そのため、睡眠障害が顕著となり日中の眠気
を生じ、日中に症状が生じれば日常生活上の支障
ともなり患者のQOLを低下させる。１），２），３）

RLSの病態生理については、近年ドパミン作動
性経路の障害と鉄代謝の異常が原因として注目さ
れているが、多くが未解決である。従って治療は、
症状を最小限に抑えることで睡眠や日中の活動へ
の悪影響を軽減させ、患者のQOL向上を図ること
が目的となる。１），２）

RLSは発症原因により、他の疾患や薬物等によ
り起こる続発性（二次性）と特定の原因のない特
発性（一次性）に分類され、続発性の場合は、薬
物・嗜好品の中止、原因となる疾患や併存する病
態の治療を進め、また、鉄欠乏を有する（血清フェ
リチン値50ng/mL以下）場合には鉄剤が補充され
る。一方、特発性の場合は、生活指導などの非薬
物療法と薬物療法を進める。薬物療法には、第一
選択とされているドパミン受容体作動薬の他、オ
ピオイド、ベンゾジアゼピン系薬剤、抗てんかん
薬などが用いられるが、現在、RLSに対して保険
適用となる薬剤は限られている。１），２），３），４）

以下に、「レストレスレッグス症候群」に適応の
ある医療用医薬品について紹介する。

■「レストレスレッグス症候群」に適応のある医療用医薬品５） （2013年6月現在）

商品名（会社名） 一般名 効能又は効果 RLSに対する作用機序

ビ･シフロール錠0.125mg、
同錠0.5mg
（日本ベーリンガー）

プラミペキソール
塩酸塩水和物

１.パーキンソン病
２.�中等度から高度の特発
性レストレスレッグス
症候群（下肢静止不能
症候群）

ドパミンD2受容体サブファミリー（D2、D3、D4）に高い
親和性を示し、特に、D3サブタイプに対する選択性を示
し、作動薬として働く。D3受容体は感覚、認知機能に関
係する中脳辺縁系や痛覚伝達に関与する脊髄にも発現
しており、この受容体を介してRLSに対して治療効果
を示すと考えられる。

ニュープロパッチ2.25mg、
同パッチ4.5mg
（大塚製薬）
※�ニュープロパッチ９mg、同パッ
チ13.5mgも薬価収載されてい
るが、効能又は効果は｢パーキン
ソン病｣のみ

ロチゴチン

･�パーキンソン病
･�中等度から高度の特発性
レストレスレッグス症候
群（下肢静止不能症候群）

すべてのドパミン受容体（D1～D5）に対してアゴニス
ト活性を有する薬剤である。レストレスレッグス症候
群においてはドパミン神経系の機能低下が発症に関与
していると考えられており、ドパミン受容体への刺激
作用を介して、レストレスレッグス症候群の症状を改
善すると考えられる。

レグナイト錠300mg
（アステラス）

ガバペンチン�
エナカルビル

中等度から高度の特発性
レストレスレッグス症候
群（下肢静止不能症候群）

ガバペンチンのレストレスレッグス症候群に対する作
用機序の詳細は不明であるが、電位依存性カルシウム
チャネルのα2δサブユニットに結合することにより、
前シナプスでカルシウムイオンの流入を抑制して興奮
性神経伝達物質の遊離を抑制するという作用機序が寄
与しているものと推察される。

◆詳細については各製品添付文書等で確認のこと。



Vol.37 No.7  (2013) 38 (422)

Question No.1582

精製水と蒸留水の違いは　　　（2013年6月）

Answer

蒸留水は、第六改正日本薬局方まで「蒸留によっ
て精製した水」として収載されていたが、第七改正
日本薬局方で精製方法にイオン交換樹脂を用いた
方法が加えられたため、名称が「蒸留水」から「精製
水」に変更された。１），２）

なお、第十六改正日本薬局方に収載されている
「水」には、「常水」、「精製水」、「精製水（容器入
り）」、「滅菌精製水（容器入り）」、「注射用水」、「注
射用水（容器入り）」があり、それぞれ以下の表の
ように定められている。３）

〈参考〉内用液剤に使用する水３），７）

内用液剤に使用する水は、常水または精製水で
ある。第十六改正日本薬局方解説書の常水の条で
は「一般的には、通常の水道水を常水として用い
ることができる。」と記載されている。

■第十六改正日本薬局方に収載されている水の定義、適用３）

定　　義 適　　用

常水

本品は、水道法第4条に基づく水質基準（平成15年厚生労働省
令第101号）に適合する。なお、本品を井水、工業用水等から
各施設において製造する場合は、当該基準によるほか、純度
試験に適合する水とする。※１

医薬品製造の原料用水、同洗浄用水、調剤
用水などに用いる。

精製水
本品は、イオン交換、蒸留、逆浸透又は限外ろ過などを単独
あるいは組み合わせたシステムにより、「常水」より精製したも
のである。

薬品の溶剤として製剤、試液･試薬の調製、
器具の洗浄に用いる。ただし、注射剤、点
眼剤の調製に用いない。

精製水（容器入り）※２ 本品は「精製水」を気密容器に入れたものである。ただし、（容
器入り）を省略して表示することができる。

滅菌精製水（容器入り）
〈別名：滅菌精製水〉

本品は「精製水」を密封容器に入れ、滅菌して製したもの、又
はあらかじめ滅菌した「精製水」を無菌的な手法により無菌の
容器に入れた後、密封して製したものである。

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、
医療器具の洗浄に用いる。ただし、注射剤
の調製には用いない。

注射用水
本品は、「常水」にイオン交換、逆浸透等による適切な前処理を
行った水又は「精製水」の、蒸留又は超ろ過により製したもの
である。

注射用医薬品の溶解･希釈剤として、適量を
用いる。

注射用水（容器入り）※２

本品は「注射用水」を密封容器に入れ、滅菌して製したもの、
又はあらかじめ滅菌した「注射用水」を無菌的な手法により無
菌の容器に入れた後、密封して製したものである。ただし、（容
器入り）を省略して表示することができる。
なお、蒸留法により製した「注射用水」を用いて本品を製造し
た場合、別名として注射用蒸留水※３と表示することができる。

※１：一般的には、通常の水道水を常水として用いることができる。３）

※２：製薬用水各条の枠組みの見直し３），４）

「精製水」及び「注射用水」は、製薬用水製造システムで製造され配管を通じて医薬品の製造設備に供給されるバルク状態のもの（バルクの水）とこれ
を容器に充てんし、製品として市場に流通する容器入りのもの（容器入りの水）とを区別することなく同一規格のものとして、第十五改正日本薬局
方では取り扱われていた。しかし、１つの規格のなかにバルクの水と容器入りの水に対する要求事項が混在するため、それぞれの水に対してどこ
まで要求しているのかがわかりにくいという難点等が指摘されていた。このため、第十六改正日本薬局方においては、「精製水」及び「注射用水」の
規格のいずれについても、バルクの水と容器入りの水の２つの規格に切り分けて、それぞれを独立した各条として規定することとされた。
なお、表示については（容器入り）を省略することができる。

※３：注射用蒸留水５），６）

第十一改正日本薬局方までは、注射用に用いる水は蒸留して製造することが定められ、その名称も「注射用蒸留水」として収載されていた。しかし、
蒸留法で「注射用蒸留水」を製造するためには多大のエネルギーを消費するため省エネルギーの観点から、第十一改正日本薬局方追補より製造法に
超ろ過法が追加され、名称が「注射用蒸留水」から「注射用水」に変更された。

【参考資料】
１） 標準的神経治療：Restless legs症候群（2012

年１月），日本神経治療学会治療指針作成委員
会，日本神経治療学会（2013年６月時点）
http://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/restless.pdf

２） レストレスレッグス症候群（RLS）だからど
うしても脚を動かしたい，編集：井上雄一他，
出版：アルタ出版，9-22、39，2008

３） 特集 睡眠医療の最前線 広まりつつある睡眠
医療の重要性 代表的な成人の睡眠障害の診
断と治療法 むずむず脚症候群，水野創一他，
Current Therapy，29・9，40-45，2011

４） 外来診療のワンポイントアドバイス むずむ
ず脚症候群，中村真樹他，診断と治療，99・
12，149-153，2011

５） 各製品添付文書、医薬品インタビューフォー
ム、製品情報概要

〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部
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水道水は、遊離塩素や鉄分を含むため、フェノー
ル系医薬品のように着色しやすい医薬品は注意が
必要である。その他、常水には、多少のカルシウ
ムやマグネシウムをはじめとした種々のイオンが
含まれているので使用には注意する。ヨウ化カリ
ウムは水道水で溶解すると、水道水中に含まれる
遊離塩素によりヨウ素が遊離し、KIと反応してKI3

（錯体）を形成して着色するので精製水を用いる。
その他、サリチル酸ナトリウム、酢酸鉛なども着
色する。

【参考資料】
１） 蒸留水，第六改正日本薬局方，日本薬剤師協会，

316-317，1951
２） 精製水，第七改正日本薬局方第一部解説書，

廣川書店，Ｃ866-867，1961
３） 第十六改正日本薬局方解説書，廣川書店，Ｃ

2111-2122，2011
４） 製薬用水各条ならびに関連の参考情報等の改

正点，小嶋茂雄，薬局，62・６，38-45，2011
５） 注射用蒸留水，第十一改正日本薬局方解説書，

廣川書店，Ｄ471-473，1986
６） 注射用水，第十一改正日本薬局方追補解説書，

廣川書店，Ｄ9-16，1988
７） Ⅰ 指針 ３ 調剤の実際 ８ 剤形と調製上の注意 

２ 内服薬の調製 ４ 内用液剤 ２．内用液剤に
使用する水および器具，編集：（社）日本薬剤
師会，第十三改訂 調剤指針，薬事日報社，46-
49，2011

Question No.1583
老化防止と寿命を延ばす可能性がある「レス
ベラトロール」について教えて下さい

（2012年6月）

Answer

レスベラトロールは赤ワインなどに含まれるポ
リフェノールで、抗酸化作用など様々な働きを持
つ物質として、最近注目されています。また、老
化を遅らせ、寿命を延ばす遺伝子として長寿遺伝
子と呼ばれる「サーチュイン遺伝子」を活性化させ
ることがテレビで放送され、話題となりました。
動物実験では、レスベラトロールを摂取すること
により寿命を延長させる効果が報告されていま 
す１）～４）。

【参考文献】
１）Functional Food ５（１）27、2011
２）健康産業新聞（1289）28、2009
３）薬局 61（13）７、2010
４）The Medical Letter 25（21）74、2009
５） 独立行政法人 国立健康・栄養研究所ホームペー

ジ「健康食品」の安全性・有効性情報（2012.
６.12検索）

６）医学大辞典 第２版 医学書院
〈執筆協力会社〉㈱スズケン 弘前支店

〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部

◆レスベラトロール（resveratrol）について◆

分類 ポリフェノールの一種

含まれる食品
赤ワイン（１杯につき約0.02～3mg含有１））、ブドウの皮、ブドウジュース、ピーナッツの皮（ピーナッツ100ｇ
当たり約0.002～0.2mg含有１））、ザクロ、イチゴなど１）～５）

日本ではサプリメントとして市販２）

働き(作用）
抗酸化作用、抗加齢作用、抗がん作用、抗血小板作用、血管拡張作用、抗炎作用、抗動脈硬化防止作用、眼病予
防作用、神経保護作用など
（ヒトでの有効性については確立されていない）１）～５）

摂取量 最適な摂取量は示されていない１）、５）

（サプリメントでは製品により摂取量の目安が異なる）

安全性、
禁忌対象者

・�アメリカでの健康な成人を対象とした試験において、レスベラトロールを1g/日、４週間の摂取により、軽度か
つ一過性の副作用（下痢、胸やけ、食欲亢進、気分の変容など）が認められた５）

・�エストロゲン様作用があるため、乳がん、子宮がん、卵巣がん、子宮内膜症、子宮筋腫などホルモン感受性疾患
がある患者は摂取を避ける５）

・抗血小板作用があるため、外科手術患者は少なくとも手術日の2週間以内の摂取は避ける５）

医薬品との
相互作用

・抗血小板作用があるため、抗血小板薬、抗凝血薬と併用すると挫傷や出血のリスクが高まる５）

・�薬物代謝酵素であるチトクロームP450（CYP3A、CYP1A、CYP2E1）を阻害することが示されており、これらの
酵素により代謝される医薬品の血中濃度を増加させる可能性がある５）

臨床応用 米国にて２型糖尿病、癌に対して治験が行われている。2008年にMELAS症候群（ミトコンドリア遺伝子の異常に
よる疾患６））に対してFDA（米国食品医薬品局）よりオーファンドラッグ（希少疾病用医薬品）として承認された１）


