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2017年６月、モンテルカストチュアブ
ル錠の後発品が20社以上から発売されました。チュ
アブル錠は、錠剤をかみ砕いたり、唾液で溶かし
たりして服用する製剤であり、錠剤が苦手な小児
も服用しやすい剤形です。口腔内に比較的長く留
まるその性質から、風味が薬剤を選択する上でも
重要となります。しかし、風味に関する情報は添
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QNo.1693

モンテルカストチュアブル錠の
後発品が発売されましたが、先
発品と風味に違いはあるのです
か？　　                    （2017年6月）

付文書やインタビューフォームにはほとんど記載
がなく、香料の有無といった情報しか得ることが
できません。そこで、各製薬会社にチュアブル錠
の風味（香料の香り）を確認し、外観、包装に関す
る情報と共に比較した資料を作成しました。

【参考資料】
１）各社添付文書・私信
２）医薬品医療機器総合機構HP（2017年６月時点）
　　http://www.pmda.go.jp/
３）公益社団法人日本薬学会HP（2017年６月時点）
　　http://www.pharm.or.jp/

〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱ 
相模原支店・横浜戸塚支店

モンテルカストチュアブル錠5mg一覧 ～風味・外観・包装の違い～ （販売会社名五十音順）

医薬品名
後発品は屋号のみ掲載

販売会社
（製造販売会社）

製造販売会社が販売会社と
同一の場合は記載省略

風味★（香料の香り） 外観
包装

チェリー ※イチゴ
ストロベリー

ピーチ
ヨーグルト 無香料

外形（mm）
色

直径 厚さ
シングレアチュアブル錠
５mg MSD ○＊ 9.5 4.4 うすい赤色 PTP28T・100T・140T

キプレスチュアブル錠
５mg 杏林 ○＊ 9.5 4.4 うすい赤色 PTP28T・100T・140T

モンテルカストチュアブル錠５mg
AA あすか製薬（浜理） イ 約9.7 約4.5 淡赤色 PTP100T
アスペン アスペン（ホシエヌ） ス 約9.7 約4.5 淡赤色 PTP100T
SN 江洲（シオノ） ス 9.5 4.5 うすい赤色 PTP100T・140T
EE エルメッドエーザイ ○ 約7.1 約3.2 うすい帯赤黄色 PTP100T
オーハラ 大原 ス 9.7 4.5 淡赤色 PTP100T・140T
科研 科研（ダイト） ○ 9.6 4.6 うすい赤色 PTP28T・100T

ケミファ ケミファ
日本薬工（ケミファ） ○ 9.6 4.3 うすい赤色 PTP28T・100T

KN 小林化工 ○ 約7.1 約3.2 うすい帯赤黄色 PTP100T・140T
サワイ 沢井 ス 9.5 4.4 うすい赤色 PTP28T・100T・140T
サンド サンド ○＊ 9.6 4.6 うすい赤色 PTP100T
三和 三和化学 ○ 約9.1 約2.9 うすい赤色 PTP28T・100T
ゼリア ゼリア（日本薬工） ○ 9.6 4.3 うすい赤色 PTP28T・100T・140T
DSEP 第一三共エスファ イ＊ 9.5 4.7 うすい赤色 PTP28T・100T・140T
タカタ 高田 イ 約9.5 約4.1 うすい赤色 PTP100T・140T
武田テバ 武田（武田テバファーマ） ス＊ 9.5 4.2 うすい赤色 PTP100T
TCK 辰巳 ス 9.5 4.5 うすい赤色 PTP100T・140T
タナベ 田辺販売（田辺三菱） ス 9.5 4.5 うすい赤色 PTP28T・100T
トーワ 東和薬品 ○ 9.0 4.1 うすい赤色 PTP28T・100T・140T
日医工 日医工 ス 9.5 4.7 うすい赤色 PTP28T・100T・140T

明治 日新製薬
Meiji Seika ファルマ（日新製薬） ○ 9.6 4.3 うすい赤色 PTP28T♯・100T・140T

♯：日新製薬のみ
ニプロ ニプロ ス 9.5 4.7 うすい赤色 PTP28T・100T・140T
JG 日本ジェネリック イ 9.6 4.5 うすい赤色 PTP100T
ファイザー ファイザー ○ 9.6 4.3 まだらをもつうすい赤色 PTP28T・100T・140T
YD 陽進堂 イ 約9.5 約4.5 うすい赤色 PTP28T・100T

★：メーカーの回答通りに表記　※：イ・・・イチゴ、ス・・・ストロベリー　＊：～味
・これらの情報は資料作成時点でのものです、最新の情報については添付文書をご確認ください。
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ペインクリニックの主たる治療法で
ある神経ブロック※１は、脳脊髄神経および神経
節、交感神経および神経節や神経叢へ直接または
その近傍にブロック針を刺入して、局所麻酔剤ま
たは神経破壊剤を用いて化学的に、あるいは高周
波熱凝固法や圧迫などによって物理的に、神経伝
達機能を一時的または長期的に遮断する方法であ
り、運動機能は残して知覚神経だけをブロックし、
知覚の中でも痛みの伝達だけを選択的に遮断する
ことが望まれている。近年、神経ブロックにおけ
る血管穿刺や神経損傷などの合併症の発症を少な
くするために、超音波ガイド下の神経ブロック※2

が普及し、安全で確実なブロックができるように
なった。１），２）

神経ブロックは、痛覚伝導路の遮断による痛み
の消失以外に、テスト神経ブロックによる痛みの
診断と鑑別、痛みが作りだす悪循環の遮断、交感
神経の遮断による血行改善等による効果が期待で
きるといわれており、痛みを訴える患者はもちろ
んのこと、痛みを伴わないけいれんやめまい等その
他あらゆる苦痛を訴える患者が対象となる。１），３），４）

神経ブロックに使用する薬剤には、局所麻酔剤
や神経破壊剤※３等があり、がん性疼痛の場合には、
モルヒネなどが混注されることがある。また、神
経の炎症症状や絞扼症状が強い場合には水溶性の
ステロイド薬を局所麻酔剤に適量添加して用いら
れることもある。１）

以下に、神経ブロックに用いられる主な局所麻
酔剤、神経破壊剤を紹介する。

■神経ブロックに使用される薬剤例
●局所麻酔剤１）

リドカイン塩酸塩（0.5～２％）、メピバカイン
塩酸酸（0.5～２％）、ブピバカイン塩酸塩（0.125～
0.5％）、ロピバカイン塩酸塩（0.2～0.75％）、レボ
プピバカイン塩酸塩（0.25～0.75％）、ジブカイン塩
酸塩配合剤　等
●神経破壊剤１），３）

神経破壊剤を用いる神経ブロックは、診療報酬
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上は認められている治療法であるが、いまだ承認
されている神経破壊剤がない。そのため、院内製
剤（99.5％エタノール、５～７％フェノール水、７
～10％フェノールグリセリン 等）として調製し使
用されている。

※１：主な神経ブロック１），５），６）

交感神経ブロック

星状神経節ブロック、胸部交感
神経節ブロック、腰部交感神経
節ブロック、腹腔神経叢ブロッ
ク、上下腹神経叢ブロック、静
脈内局所交感神経ブロック、不
対神経節ブロック

知覚神経
ブロック

脳神経
ブロック

三叉神経ブロック（前頭神経ブ
ロック、眼窩下神経ブロック、
オトガイ神経ブロック、上顎神
経ブロック、下顎神経ブロック、
ガッセル神経節ブロック、耳介
側頭神経ブロック）

脊髄神経
ブロック

後頭神経ブロック、頸神経叢ブ
ロック、腕神経叢ブロック、肩
甲上神経ブロック、肋間神経ブ
ロック、神経根ブロック、関節
ブロック、トリガーポイント※４

注射
交感･知覚･運動神経
ブロック

硬膜外ブロック（頸部、胸部、腰
部、仙骨部）

※２：超音波ガイド下神経ブロック１）

直接神経に針を刺すことなく、画像上で確認し
ながら、神経周囲に薬液を注入する方法。超音波
ガイド下で施行することにより神経ブロックの成
功率が上昇し、施行に要する時間および作用発現
までの時間は短縮され、効果持続時間が延長し、
偶発的血管穿刺や神経穿刺のリスクを減少させる。
※３：神経破壊剤３）

神経破壊剤は神経細胞や神経線維の一部あるい
は全部を破壊して永久的、または長時間の遮断作
用を起こし、その間無痛状態を呈する。神経破壊
剤が神経細胞に直接作用した場合には、細胞の原
形質の凝固壊死により破壊が起こり、ニューロン
は消失し、この消失したニューロンは再生しない
と言われている。一方、神経破壊剤が神経線維に
作用した場合には、神経の切断、変性が起こりブ
ロック可能となるが、それに続いて神経線維の再
生が起こり、ブロック効果が消失する。

QNo.1694
神経ブロック（ブロック注射）に
用いられる薬剤にはどのような
ものがありますか　 （2017年9月）
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※４：トリガーポイント１）

圧迫や針の刺入、加熱、冷却などによって関連
域に関連痛を引き起こす部位であり、単なる圧痛
点とは異なる。

参考資料：
１）ペインクリニック治療指針 改訂第５版，編集：（一

社）日本ペインクリニック学会 治療指針検討委員会，
出版：真興交易，４- ５．14-15．17-19．28-32，2016

２）第１特集 各論⑤末梢神経ブロックのQ&A，逢坂佳
宗，整形外科看護，20・７，39-45，2015

３）院内特殊製剤の解説（６）神経ブロックに用いられ

る院内製剤について，富樫敦子他，月刊薬事，39・６，
107-111，1997

４）最近の疼痛治療２ 神経ブロック療法-最近の侵襲的
な安全で確実な方法，大瀬戸清茂，治療学，39・８，
59-62，2005

５）がん性疼痛管理 Ⅵ．特殊な方法 １．神経ブロッ
ク，田邉豊他，ペインクリニック，27・別冊春号，
S204-S211，2006

６）第９章 外科的処置法 神経ブロック法，村川和重，
新・図解日常診療手技ガイド－縮刷版－，出版：文光
堂，704-713，2003，
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