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口腔カンジダ症で使用される薬

商品名 フロリードゲル経口用２％ イトリゾール内用液※ イトリゾールカプセル※ ファンギゾンシロップ※

有効成分 ミコナゾール イトラコナゾール アムホテリシンＢ

用法・
用量

・

・

・

10～20ｇを毎食後と就寝前に口腔内
にまんべんなく塗布する。
病巣が広範囲にわたる場合は口腔内に
できるだけ長く含んだ後、嚥下する。
投与期間は７～14日間。

・

・

20mLを１日１回
空腹時に経口投与
する。
口腔内全体に薬剤
をゆきわたらせた
後、嚥下する。

・50～100mgを１日
１回食直後に経口
投与する。

・

・

・

１回１～２mLを１日３～４回経口投
与する。
舌で患部に広くゆきわたらせ、できる
だけ長く含んだ後、嚥下する。
うがいの場合は、精製水で50倍に希釈
して１回20mLで毎食後にうがいをす
る。

特徴と
注意

・

・
・

・

ゲル状のため滞留性があり、うがいが
できない、また誤嚥の心配がある高齢
者等にも塗布できる。
妊婦への投与は禁忌。
チトクロムP450を阻害するため、他薬
剤の代謝が阻害され、併用禁忌・併用注
意薬が多い。
小児への適用はない。

・
・
・
・

・
・

難治性の場合にも有効。
経腸栄養の患者にも注入可。
妊婦への投与は禁忌。
チトクロムP450を阻害するため、他薬剤
の代謝が阻害され、併用禁忌・併用注意薬
が多い。
小児への適用はない。
内用液は、添加物に起因する軟便や下痢
などの胃腸障害を起こすことがある。

・

・
・
・

ほとんど血中に移行しないため、他剤
との相互作用が少なく、服用薬の多い
高齢者にも使用しやすい。
本来小児用なので小児にも使用可能。
妊婦への投与は慎重投与。
特有の臭いがある。

※後発医薬品あり

Question No.1668

歯科で使われる口腔カンジダ症治療薬にはど
のようなものがありますか　　  （2016年７月）

Answer

口腔カンジダ症は、口腔内常在菌のひとつであ
るカンジダ菌が異常繁殖して起こる真菌感染症で
す。高齢、病中・病後、糖尿病、がん治療などに
よる免疫力の低下が発症要因ですが、唾液分泌低
下、義歯の清掃不良といった要因でも発症します。
口腔カンジダ症は、口腔に拭い取ることができる
白い苔状のものができる偽膜性カンジダ症や粘膜
が赤くなり痛みがある萎縮性カンジダ症などがあ
り、疼痛や味覚障害を引き起こし、認知機能や栄
養状態の悪化、放置による誤嚥性肺炎の原因にも
なります。

症状が軽度の場合は舌や口腔粘膜の清掃やうが
いを行い、義歯がある場合は義歯洗浄剤を使って
義歯を洗浄します。また、口腔乾燥の場合は、口
腔保湿剤を使用します。これらの口腔ケアでも改
善しない場合は、抗真菌薬を使います。

主に使用される抗真菌薬は、第１選択薬はフロ
リードゲル経口用２％（ミコナゾール）、第２選択
薬はイトリゾール内用液（イトラコナゾール）、第
３選択薬はファンギゾンシロップ（アムホテリシン
Ｂ）とされています。これらの薬は内服薬ですが、
ファンギゾンシロップはうがいに使われることが
多く、この場合は外用薬として保険適用外になる
ので注意が必要です。また、フロリードゲルも局
所塗布の場合や全量記載だけで１日量・用法・日数
の記載がない処方箋の場合は外用薬としての処方
であり、疑義照会するなど注意が必要です。
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１）意 外 に 多 い 口 腔 カ ン ジ ダ 症， 岩 渕 博 史，Oral 

Diagnostics Approach No.4，2013
２）口腔カンジダ症‒歯科医師が診る感染症‒，由良義明，

Oral Diagnostics Approach No.8，2014
３）皮膚カンジダ症の臨床面，加藤卓朗，Jpn.J.Med.

Mycol.Vol.48，2007
４）侵襲性カンジダ症の診断・治療ガイドライン，日本医

真菌学会
５）各製品添付文書、メーカーホームページ
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Question No.1669

最近追加となった「流通管理品目」にはどのよう
な品目がありますか

Answer

卸が受注した医薬品を医療機関に納品するのは
通常の流れですが、承認条件である全例調査の遂
行や、副作用の発現を未然に防ぐ等、医薬品等の
適正使用の観点から、メーカーから卸への依頼に
より流通上の制限を設けている品目があり、「流通
管理品目」などと呼ばれています。

この品目は、年々増加傾向にあり、ここ数年に
おいても多くの品目が追加されています。

以下に、卸各社のリストをもとに、平成25年７
月～平成28年６月末に追加となった品目をまとめ
ました。
※平成25年６月までの品目は『月刊卸薬業』平成25年８

月号に掲載してあります。
〈執筆協力会社〉大阪府支部DI委員会

【リストに追加になったもの】

メーカー 商品名 備考

シャイアー アグリリンカプセル0.5mg 2014/11薬価収載

日本血液製剤 アコアラン静注用600 2015/9薬価収載

ノバルティス
アーゼラ点滴静注液100mg

2013/5薬価収載アーゼラ点滴静注液
1000mg

武田 アドセトリス点滴静注用50mg 2014/4薬価収載

ノーベル アラベル内用剤1.5g 2013/8薬価収載

中外

アレセンサカプセル20mg
2014/9薬価収載

アレセンサカプセル40mg

アレセンサカプセル150mg 2015/11薬価収載
（規格追加）

ヤンセン
ファーマ

イムブルビカカプセル
140mg 2016/5薬価収載

日本化薬 インフリキシマブBS点滴静
注用100mg「NK」 2014/11薬価収載

日本化薬 エンボスフィア 2014/1保険適応

アステラス

オーファディンカプセル2mg

2015/2薬価収載オーファディンカプセル5mg

オーファディンカプセル10mg

日本ベーリン
ガー

オフェブカプセル100mg
2015/8薬価収載

オフェブカプセル150mg

小野
オプジーボ点滴静注20mg

2014/9薬価収載
オプジーボ点滴静注100mg

アクテリオン オプスミット錠10mg 2015/5薬価収載

小野

オレンシア皮下注125mgシ
リンジ

2013/8薬価収載
（剤形追加）

オレンシア皮下注125mg
オートインジェクター1mL

2016/5薬価収載
（剤形追加）

グラクソ・スミ
スクライン

オルドレブ点滴静注用
150mg 2015/5薬価収載

アレクシオン カヌマ点滴静注液20mg 2016/5薬価収載

メーカー 商品名 備考

ジェンザイム カプレルサ錠100mg 2015/11薬価収載

参天製薬 ケンブラン吸入粉末溶解用
100mg 2016/4薬価収載

武田 コパキソン皮下注20mgシ
リンジ 2015/11薬価収載

ヤンセン
ファーマ コンサータ錠36mg 2014/4薬価収載

（規格追加）

旭化成 ザイヤフレックス注射用 2015/8薬価収載

ジェンザイム サデルガカプセル100mg 2015/5薬価収載

ノーベル ザノサー点滴静注用1g 2014/11薬価収載

富士フィルム
ファーマ サノレックス錠0.5mg 2015/11適正販売

のため

大塚 サムスカ錠30mg 2014/5薬価収載
（規格追加）

藤本 サレドカプセル25 2014/5薬価収載
（規格追加）

日本ベーリン
ガー

ジオトリフ錠20mg

2014/4薬価収載
ジオトリフ錠30mg

ジオトリフ錠40mg

ジオトリフ錠50mg

ノバルティス ジカディアカプセル150mg 2016/5薬価収載

ノバルティス ジャカビ錠5mg 2014/9薬価収載

アラガン・ジャ
パン

ジュビダームビスタ ウルトラ

2014/3発売

ジュビダームビスタ ウルト
ラXC

ジュビダームビスタ ウルト
ラ　プラス

ジュビダームビスタ ウルト
ラ　プラスXC

アレクシオン

ストレンジック皮下注
12mg/0.3mL

2015/8薬価収載

ストレンジック皮下注
18mg/0.45mL 

ストレンジック皮下注
28mg/0.7mL

ストレンジック皮下注
40mg/1mL

ストレンジック皮下注
80mg/0.8mL

中外 ゼルボラフ錠240mg 2015/2薬価収載

武田 ゼルヤンツ錠5mg 2013/5薬価収載

日本化薬 セレスキュー 2013/10保険適応

ギリアド ソバルディ錠400mg 2015/5薬価収載

バイオジェン タイサブリ点滴静注300mg 2014/5薬価収載

アストラゼネカ
タグリッソ錠40mg

2016/5薬価収載
タグリッソ錠80mg

ノバルティス
タフィンラーカプセル50mg

2016/5薬価収載
タフィンラーカプセル75mg

ミノファーゲン タルグレチンカプセル75mg 2016/4薬価収載

エーザイ ディーシービーズ 2014/2保険適応

大塚 デルティバ錠50mg 2014/9薬価収載

アクテリオン トラクリア小児用分散錠
32mg

2015/11薬価収載
（剤形追加）

オーファンパ
シフィック

ノーモサング点滴静注
250mg 2013/5薬価収載

化血研 バイクロット配合静注用 2014/9薬価収載

ギリアド ハーボニー配合錠 2015/8薬価収載

シャイアー ビプリブ点滴静注用400単位 2014/9薬価収載
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メーカー 商品名 備考

バイオマリン ピミジム点滴静注液5mg 2015/2薬価収載

ノバルティス
ファリーダックカプセル10mg

2015/8薬価収載
ファリーダックカプセル15mg

オーファンパ
シフィック

ブフェニール錠500mg
2012/11薬価収載

ブフェニール顆粒94%

サノフィ プリマキン錠15mg「サノ
フィ」 2016/5薬価収載

三和化学 プロボコリン吸入粉末溶解
用100mg 2016/4薬価収載

日本化薬 ヘパスフィア 2014/1保険適応

セルジーン

ポマリストカプセル1mg

2015/5薬価収載
ポマリストカプセル2mg
ポマリストカプセル3mg
ポマリストカプセル4mg

メーカー 商品名 備考
グラクソ・スミ
スクライン マラロン小児用配合錠 2016/5薬価収載

ノバルティス
メキニスト錠0.5mg

2016/5薬価収載
メキニスト錠2mg

塩野義 メトレレプチン皮下注用
11.25㎎｢シオノギ｣ 2013/5薬価収載

ブリストル・マ
イヤーズ ヤーボイ点滴静注液50mg 2015/8薬価収載

大鵬
ヨンデリス点滴静注用0.25mg

2015/11薬価収載
ヨンデリス点滴静注用1mg

ノーベル ラパリムス錠1mg 2014/9薬価収載

エーザイ
レンビマカプセル4mg

2015/5薬価収載
レンビマカプセル10mg

大鵬
ロンサーフ配合錠T15

2014/5薬価収載
ロンサーフ配合錠T20


