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Question No.1600

「インクレミンシロップ5%」を冷蔵庫で保管
した場合、沈殿が生じるか？　また、「インク
レミンシロップ5%」と「単シロップ」を3：1の
比率で混合したものを冷蔵庫に入れて保管し
た場合、析出・沈殿が生じるか？

（2013年６月）（調剤薬局薬剤師より）

Answer

鉄欠乏は貧血の最も一般的な原因であり、通
常失血の結果として起こる。症状は通常非特異的
である。赤血球は小球性および低色素性の傾向を
示し、血清トランスフェリン高値を伴う血清フェ
リチンおよび血清鉄の低値によって示されるよう
に、鉄貯蔵量は低値である。診断がなされた場合
は、潜在的な失血が疑われる。治療には鉄の補充
および失血の治療が行われる。１） 

「インクレミンシロップ５％」は、鉄欠乏性貧血
治療剤で、１歳未満～15歳に用いられている。

【用法・用量】
通常次の量を１日量とし、３～４回に分けて経

口投与する。

年齢 シロップと
して（mL）

溶性ピロリン酸
第二鉄として
(mg)

鉄として
（mg）

１歳未満 ２～４ 100～200 12～24
１～５歳 ３～10 150～500 18～60
６～15歳 10～15 500～750 60～90

なお、年齢、症状により適宜増減する。

「インクレミンシロップ５％」の添付文書の注意
事項に、“寒冷時、Ｄ-ソルビトールの結晶が析出
することがある”と記載されている。この寒冷時
というのは、０℃以下になった場合に結晶が析出
するという意味合いになる。そのため、１～30℃
の室温保存状態（15℃以下の冷蔵庫保管を含む）
では、結晶の析出はない。製造販売元の試験によ
ると、“１～２℃の条件下で9週間は結晶析出がな
かった。”との結果である。

また、「インクレミンシロップ５％」と「単シロッ
プ」との混合については、メーカーが行った配合
変化試験結果は次の通りであった。“「インクレミ
ンシロップ５％」１に対して、「単シロップ」を１、
２、３、４、５の比率で希釈し、冷蔵庫で保管し
た場合も30日間は安定であった。”この混合後の溶
液は、“保管温度が高くなると沈殿が生じる、変色
が見られる可能性があるので必ず冷蔵庫に保管し
て頂きたい。”

［参考資料］
１）メルクマニュアル18版 日本語版ホームページ
（2013年10月時点）
http://merckmanual.jp/mmpej/index.html

［調査機関］
アルフレッサ ファーマ株式会社　TEL：06-6941-0306

〈執筆協力会社〉㈱琉薬 DI室

Question No.1601

ノロウイルスに対する消毒効果が期待できる
速乾性手指消毒剤はあるのでしょうか？

（2013年12月）

Answer

適切な手指衛生が、ノロウイルスの感染を予防
し伝染をコントロールするためには重要になりま
す。

手指のノロウイルスを減らすためには、20秒
以上の石けんと流水による手洗いが推奨されてお
り、手洗いによって手指に付着したウイルスを物
理的に除去します。１）

ノロウイルスはエンベロープがなく、消毒薬に
対する抵抗性も比較的強いと考えられているウイ
ルスであり、エタノールの消毒効果は十分ではあ
りません。

エタノール系手指消毒剤の中には、添加物を加
えpHを調整して製品化し、ノロウイルスの代替ウ
イルスであるネコカリシウイルスやマウスノロウ
イルスの不活化を示しているものがあります。そ
れぞれの代替ウイルスでは消毒薬に対する感受性
など特徴が異なるため、ネコカリシウイルスとマ
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【参考】ネコカリシウイルス又はマウスノロウイルスの不活化を示すデータがある主な速乾性手指消毒薬3）４）５）

《第３類医薬品》
製品名（メーカー） 成分 包装 備考
ウエルセプト

（丸石）
100ｍL中日局エタノール83mL
〈添加物〉
乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、
グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、
トコフェロール酢酸エステル、八アセチ
ル化しょ糖

100ｍL
300ｍL
500ｍL

・�広い抗微生物スペクトル
　独自のEET技術※で幅広い抗微生物
スペクトルを有する
・手荒れに配慮
グリセリン、ミリスチン酸イソプ
ロピル、トコフェロール酢酸エス
テル配合

ヴィルキル
（吉田）

100mL中日局エタノール83mL
〈添加物〉
プロピレングリコール、塩化ナトリウム、
ミリスチン酸イソプロピル、DL-リンゴ
酸、マクロゴール6000、DL-アラニン、
N-ココイル-Ｌ-アルギニンエチルエステ
ルDL-ピロリドンカルボン酸塩、グリチ
ルレチン酸、リン酸、ジイソプロパノー
ルアミン、その他２成分を含む

50mL
250mL
500mL

・�広い抗微生物スペクトル
　独自の配合（塩化ナトリウム、リン
酸、ジイソプロパノールアミン）によ
り幅広い抗微生物スペクトルを有す
る
・�皮膚を保護する成分を配合し、手荒
れに配慮した弱酸性製剤
・適度な粘性をもつ

ウィル・ステラＶ
（サラヤ）

エタノール76.9 ～ 81.4vol％
〈添加物〉
グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、
アラントイン、リン酸

60ｍL
500ｍL
500ｍL扁平
1L
600ｍL
（UD/MD8600専用）

・リン酸によりｐHを低下
・手荒れに配慮
グリセリン、ミリスチン酸イソプ
ロピル、アラントイン配合

詳細は各製品添付文書・製品情報概要等ご確認ください
※EET（Ethanol�Enhanced�Technology）
有機酸（乳酸とクエン酸）を一定割合で組み合わせpHを下げ、亜鉛化合物を添加することにより、エタノールの抗微生物効果を
引き出す技術　特許番号：特許第4163249号

Question No.1602

ミルクアレルギー患者向けの粉ミルクの市販
品を教えて下さい。　　　　  （2013年11月）

Answer

ミルクアレルギーは、ミルク中に含まれる蛋白
質（特にカゼインやラクトグロブリン）がアレル
ゲンとなり引き起こされるアレルギー反応です。

このカゼインや乳清蛋白質の分解物、また、大
豆注）を蛋白源として使用した商品が、ミルクアレル
ギー用粉ミルクとして市販されています（表参照）。
注）ミルクアレルギー患者は大豆アレルギーも合

併している場合があるため、大豆蛋白乳の使用
には注意する。

【参考資料】
・ 「薬の相談室」実例集，山口県薬剤師会ホームペー

ジ（2007年３月時点）
・ 市販品特殊ミルクリスト，特殊ミルク事務局，

ウスノロウイルスの両方に有効である消毒薬の方
がヒトノロウイルスに対して効果的かもしれない
と考えられています。１）

しかし、現在のところエタノール系手指消毒剤
のノロウイルスに対する効果のエビデンスは十分で
はなく、今後更なる検討が必要とされています。２）

手洗い後にエタノール系手指消毒剤を付加的に
使用することで追加効果は期待できると考えられ
ますが、石けんと流水による手洗いに代わるもの
ではありません。１）

●ノロウイルス流行時の手洗い例６）

常に爪を短く切って、指輪等をはずし、石けん
を十分泡立て、ブラシなどを使用して手指を洗浄
する。すすぎは温水による流水で十分に行い、清
潔なタオル又はペーパータオルで拭く。石けん自
体にはノロウイルスを直接失活化する効果はない
が、手の脂肪等の汚れを落とすことにより、ウイ
ルスを手指から剥がれやすくする効果がある。

【参考資料】
１）Updated Norovirus Outbreak Management 

and Disease Prevention Guidelines/MMWR/
March 4,2011：CDC

２）Guideline for the Prevention and Control 
of Norovirus Gastroenteritis Outbreaks in 
Healthcare Settings, 2011：CDC

３）ウエルセプト製品情報概要（2013年12月改
訂）：丸石製薬

４）ヴィルキル製品パンフレット（2013年10月作
成）：吉田製薬

５）ウィル・ステラＶ製品情報概要（2010年６月
作成）：サラヤ株式会社

６）ノロウイルスに関するQ&A（平成25年11月
20日改訂版）：厚生労働省

〈執筆協力会社〉㈱よんやく 医薬部DI室



Vol.38 NO.3  (2014) 23 (155)

表．ミルクアレルギー患者向け粉ミルクの市販品

メーカー 商品名 特徴 包装 希望小売価格
（税別）

ビーンスターク・
スノー

ペプディエット
【特別用途食品】 ･カゼイン分解物配合 350g缶 1,700円

明治

ミルフィーHP
【特別用途食品】 ･乳清蛋白質分解ペプチド使用

850g缶 2,700円
7.25g×12本/箱 500円

エレメンタル
フォーミュラ
【特別用途食品】

･精製アミノ酸使用
･�ミルクアレルギーの他、大豆・卵などのアレル
ギー患者でも使用可能
･ミルフィーHPでアレルギー症状が出る患者向け

17g×20本 2,900円

森永乳業

MA-mi
【特別用途食品】

･乳清蛋白質消化物とカゼイン消化物を配合
･�遊離アミノ酸の少ない乳蛋白質消化物を使用し、
「ニューMA-1」と比較し飲み易い

350g缶 1,300円

850g缶 3,100円

ニューMA-1
【特別用途食品】

･カゼイン消化物使用
･MA-miでアレルギー症状が出る患者向け

350g缶 1,600円
850g缶 3,500円

低脂肪MA-1
【特別用途食品】

･カゼイン消化物使用
･�ニューMA-1でもアレルギー症状の改善が見られ
ない、重度の患者向けに、脂質の含有量を低減
させた商品
･通信（宅配）販売専用

350g缶 1,600円

2013.11作成

特殊ミルク情報，48：114, 2012
・ 独立行政法人国立健康・栄養研究所ホームペー

ジ（2013年11月時点）
 http://fosdu.nih.go.jp/contents/dietary_

index/102
・各社製品情報

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱薬事部


