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はじめの言葉

　この本は，メモ機能と薬の情報集が一体化した書き込み型の書籍，通称“ド
ラッグノート”です。

薬剤師さんの『あったらいいなぁ～』を形にしました。

日々の業務で学ぶことが多い薬剤師さんには，膨大な情報を頭のなかで整
理するためのノートが必要だと思います。

◯よく来局する患者さんについて知っておかなければいけない事
◯主な処方先であるドクターとのやりとりや，処方内容の特徴
◯処方内容を変更するときに，代替として提案できる薬などなど…

扱う薬も患者さんの傾向も異なる薬局で，本当に必要な情報は添付文書に
も参考書にも載っていないことが多いのではないでしょうか。
手書きの効用は偉大です。
自分に必要な情報を，自分の手で書き込むことによって，印字された画一
的な文字を読むよりもずっと早く，自分のものになると思います。

もうひとつの構成要素「薬の情報集」部分についても思案を重ねました。

忙しい業務中を想定し，薬効，用法，5%以上副作用，食品の併用注意，妊婦・
授乳婦，禁忌疾患など，本当に必要な情報を厳選し，簡略にまとめました。
また，睡眠剤や鎮痛剤などの服薬指導に役立つ，最高血中濃度到達時間と
半減期を掲載しました。
その他，添付文書にない情報として，薬の特徴や薬理作用にインタビュー
フォームを採用しました。
ジェネリックも収載され，対応する先発・代表薬がすぐにわかるので，聞
き慣れない薬に出会っても慌てることなく対応できます。

みなさんの手で，この本を自分仕様に作り上げ，世界で一冊しかないオリ
ジナル情報集にしていただけたらと思います。

編集　㈱医薬情報研究所　一同



本書は，商品名または成分名が 50音順に配列されています。
医薬品を，『代表薬』と『代表薬以外の薬』に分け，前者は詳しい内容を，
後者は分類名略記と，同一成分の代表薬を表記しています。

― 代表薬 ―

虫	 薬理作用や薬の特長など，添付文書以外の情報

◆　日数制限，作用時間など，押さえておきたい特徴

用	 用法を簡略に記載

注	 食品の併用注意など，服薬指導を意識した注意事項

貯	 特徴的な貯法（「冷蔵保存」等）
	 「室温保存」等，大半の医薬品に該当する貯法は除いています

禁	 緑内障など，投与してはいけない身近な疾患（19疾患）

妊	 妊婦への投与を簡潔に記載

乳	 授乳婦への投与を簡潔に記載

副	 発現頻度が高い副作用（主に5%以上）を記載

Tmax 最高血中濃度到達時間	 T1/2 血中濃度半減期

― 代表薬以外の薬または成分名 ―

Drugs-NOTE2017　　本書の構成

エスエーワン（悪性腫瘍）	･･･････････････ティーエスワン
般エスタゾラム（睡眠）	･････････････････････ ユーロジン

↑
分類名略記

↑

一般名処方加算対象の一般名を表す
同じ成分の代表薬または先発品

Drugs-NOTE2017　　本書の構成

ページのサイドにはメモ欄があり，自分なりの情報やコメント
が書き込めます。

　なんでもノート

◯	来局する患者さんについて知っておかなけ
ればならないこと

◯	ドクターとのやりとり
◯	処方内容の変更の際，提案できる代替薬
◯	主な処方先のドクターの処方内容の特徴



内 用 薬



内用 － アイヒ　1

アイクルシグ（抗悪性腫瘍剤） ポナチニブ塩酸塩
虫チロシンキナーゼ阻害薬。ポナチニブはその構
造に新規炭素間三重結合を有しており，BCR －
ABL にアミノ酸1残基の変異が存在しても，活性
部位への結合阻害が生じにくいように設計されて
いる。
◆日数制限：14日（2017年11月末日まで）。
用 1日1回45mg。
注併注：グレープフルーツジュース。★男女とも
に投与期間中及び終了後一定期間は避妊する。
妊投与不可 乳授乳中止
副〔10% 以上〕骨髄抑制（血小板数減少，好中球数
減少，貧血），高血圧，肝機能障害，体液貯留，感染
症，頭痛，腹痛，便秘，悪心，発疹，皮膚乾燥，筋肉痛，
関節痛，リパーゼ増加，疲労。

アイスフラット（潰瘍・胃炎）������������� マーロックス

アイセントレス
（HIV インテグラーゼ阻害剤）

ラルテグラビルカリウム
虫 HIV-1 の複製に必要な 3 つの酵素のうちの 1 つ
であり，HIV-1 の DNA を宿主細胞の遺伝子に組み
込む過程を触媒するインテグラーゼを阻害。他の
クラスの抗 HIV 薬に対する多剤耐性ウイルスにも
有効。
用 1回400mg，1日2回。食事に関係なく投与可。
妊有益＞危険 乳授乳中止

アイトロール
（狭心症治療用ISMN 製剤）

一硝酸イソソルビド
虫硝酸系。肝での初回通過効果を受けにくいため，
高い生体内利用率を示す。個人間の血漿中濃度に
バラツキが少ない。投与量に応じた血漿中濃度と
その推移が得られる。
用 1回20mg，1日2回。効果不十分時1回40mg，
1日2回まで可。
注併注：アルコール。
妊有益＞危険 乳授乳回避

アイピーディ（抗アレルギー薬） スプラタストトシル酸塩
虫 Th2 サイトカイン (IL-4，IL-5) 産生を選択的に
阻害することにより，好酸球組織浸潤及び IgE 抗体
産生を抑制。気管支喘息症状，アトピー性皮膚炎の
皮膚症状，アレルギー性鼻炎の鼻症状を改善。
用〔成人〕1回100mg，1日3回，毎食後。



2　内用 － アイミ

〔小児〕1回3mg/kg，1日2回，朝夕食後。1日300mg
まで（製剤量6g）。
注口臭発現のおそれ。★他剤との配合変化多いの
で注意。
妊有益＞危険 乳授乳中止
Tmax 2.7～3.4hr T1/2 2.8～3hr

アイミクス
（長時間作用型ARB ／ Ca 拮抗薬）

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩
虫アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬であるイルベ
サルタン（商品名：アバプロ）と，Ca 拮抗薬である
アムロジピン（商品名：アムロジン）の配合剤。長
期間にわたる厳格な降圧と服薬アドヒアランスの
改善を目的として開発された。
用 1日1回1錠。
注併注：グレープフルーツジュース。
妊投与不可 乳授乳中止

アーガメイト
（高カリウム血症改善剤）

ポリスチレンスルホン酸カルシウム
虫カルシウム塩の陽イオン交換樹脂。
用 1日15～30g（顆：16.8～33.6g，ゼリー：75～
150g），分2～3。顆粒は 1回量を水30～50mL で。
注消化管への蓄積を避けるため，便秘を起こさせ
ないよう注意。★ゼリーの残液は廃棄。
妊安全未確立
副〔5% 以上〕便秘，嘔気。

アカルディ（心不全治療薬） ピモベンダン
虫心筋Ca2＋感受性増強作用とホスホジエステラー
ゼⅢ活性抑制作用を併せ持つ。Ca2＋ sensitizer に
属し，エネルギー効率のよい陽性変力作用と血管
拡張作用を現す。
用〔急性心不全〕1回2.5mg。1日2回可。

〔慢性心不全〕1回2.5mg，1日2回，食後。
妊有益＞危険 乳授乳回避

般アカルボース（糖尿）������������������� グルコバイ

アキネトン（抗パーキンソン剤） ビペリデン塩酸塩
虫抗コリン薬。ドパミン欠乏によって線状体に生
じている相対的なアセチルコリン系の機能亢進を
抑えることによって，不均衡を是正。パーキンソン
症候群における筋強剛，無動，振戦，および向精神
薬投与による各種錐体外路症状に有効。



外 用 薬



外用 － アクト　377

アイケア（角膜疾患）��������������������� ヒアレイン

アイドロイチン（角膜保護点眼剤） コンドロイチン硫酸エステルNa
虫角膜保護点眼剤。本成分は，コラーゲンととも
に結合組織の重要な構成成分として哺乳動物の角
膜，軟骨，血管壁，腱等に広く存在する酸性ムコ多
糖体の一種で，角膜，水晶体等の眼組織における構
成成分として認められている。
用 1回1～2滴，1日2～4回。

アイファガン
（緑内障・高眼圧症治療剤）

ブリモニジン酒石酸塩
虫アドレナリンα2受容体作動薬として日本初の緑
内障・高眼圧症治療剤。房水産生抑制及び房水流
出促進（ぶどう膜強膜流出路）により眼圧を下降さ
せる。長期にわたって安定した効果を示す。また，
点眼剤の保存剤として亜塩素酸ナトリウムを日本
で初めて使用した製剤。
用 1回1滴，1日2回。
注併注：アルコール。
妊有益＞危険 乳授乳中止
副〔5% 以上〕点状角膜炎，結膜炎。

アイロミール
（定量噴霧式気管支拡張剤）

サルブタモール硫酸塩
虫β刺激薬（第2世代）。選択的に交感神経β2受容
体に作用し，気管支拡張作用を示す。オゾン層破壊
物質であるクロロフルオロカーボンを含まない国
内第1号の喘息用加圧式定量噴霧吸入剤。
用 1回200μg（2吸入）。3時間以上間隔をあける。
1日4回まで。
注 3時間以上効果が持続する。★振ってから使用，
吸入後うがい。アダプターは週1 で水洗浄。
妊有益＞危険

アクアチム
（新キノロン系外用抗菌剤）

ナジフロキサシン
虫ブドウ球菌属，アクネ菌に殺菌的に作用。
用 1日2回。
妊使用経験少

アクトシン（褥瘡・皮膚潰瘍治療剤） ブクラデシンナトリウム
虫局所の血流改善作用，血管新生促進作用，肉芽
形成促進作用，表皮形成促進作用により直接的に
皮膚潰瘍の治癒を促進。吸水効果のため滲出液を
吸収除去し，細菌感染機会を減少させる。



378　外用 － アクロ

用 1日1～2回。
貯冷所（10℃以下）。
妊有益＞危険

アクロマイシン
（テトラサイクリン系抗生物質）

テトラサイクリン塩酸塩
用〔末〕口腔軟膏剤：1日1～数回。

〔トローチ〕1日4～9錠，分服。
〔軟膏〕1日1～数回。
注〔トローチ〕乳幼児には使用しない。

アコニップ（消炎・鎮痛）����������������� イドメシン（外皮）／インサイド
般アシクロビル（外皮）（抗ヘルペス）������� ゾビラックス
般アシクロビル眼軟膏（ヘルペス性角膜炎）� ゾビラックス

亜硝酸アミル
（血管拡張・シアン化合物解毒剤）

亜硝酸アミル
虫硝酸系。〔狭心症〕平滑筋弛緩・血管拡張剤として，
狭心症発作の急性期症状を速やかに緩解。

〔シアン及びシアン化合物による中毒〕シアンメト
ヘモグロビンの形成を促し，シアンに対し競合的
に作用し細胞呼吸を回復させる。
用〔狭心症〕1回0.25mL，鼻孔に吸入。
注併注：アルコール。
貯冷所。
妊望非投与

アズガグル（含嗽）����������������������� アズノール

アスタット（抗真菌剤） ラノコナゾール
虫イミダゾール系。抗真菌スペクトルが広く，特
に皮膚糸状菌，カンジダ属及びマラセジア属真菌
に対して抗真菌活性を有する。白癬・カンジダ症・
癜風に対して効果を示し，また，角質増殖傾向の強
い足白癬，カンジダ性爪囲炎にも有効。
用 1日1回。
妊有益＞危険

アズノール（アズレン含嗽剤） アズレンスルホン酸ナトリウム
用 1回4～6mg（ 顆2～3包 ／ 液1 プ ッ シ ュ），水
100mL に溶解し，1日数回うがい。

アズノールST（口腔内炎症治療剤） アズレンスルホン酸ナトリウム
虫 口腔唾液中に長時間にわたり除々に溶出させ，
直接患部に長く作用。口腔・咽頭領域の炎症疾患
に有用。挿入部位での異物感や薬剤の移動性が少
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