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「単位」の話（その１） 

 薬の量を示すときは、一般的には成分の「ｍｇ」とか「ｇ」で表しますね。 
ただし、一部の薬剤には「単位」で表わすものがあります。例えばインスリンですね。 
 第十七改正日本薬局方のインスリンの頁では「1 mg当たり27.5 インスリン単位以上を含
む」と書いてあるように、ｍｇで表わすことも可能っぽいのですが、何故？ 
 そこには、理由と歴史があるので、いくつかを、ちょっとだけ解説してみます。 

【インスリン】 
 昔はブタや牛の膵臓から抽出し製造。１人の患者を治療するインスリン量を確保するのに、
ブタ70頭の膵臓（約4.5トン）が必要と言われていました。その時代は製品による効力のバラ
つきも大きかった（抽出物だし、不純物も含んでるなど）で、「その製品の薬効の強さ（力価）」
を測定して表示する必要がありました。そこで考えたのが「ウサギを使った測定方法」。 
 ウサギは、血糖値が45 mg / dl 以下になると痙攣を起こします。これを利用し、正常ウサギ
の血糖を45 mg / dlに下げる量を１単位と「決めました」。 
 以後、2kgの絶食ウサギの血糖を３時間以内に痙攣するレベルに下げる量などと時代によ
り進化しながら、現在まで「単位」という「決まりごと」が続いています。 

要するに「単位」は、「○○を☓☓する薬の力を１単位とする」という決め事です。 

【ヘパリン】 
 ヘパリンは現在も「健康な食用獣（ブタ）の腸粘膜から得た」と書いてありますから、インスリ
ンと同様、製品の効力を「単位」で表わす必要があったようですね。 
 日本語で「単位の由来」を書いたものが少ないので、「unit Definition（単位の定義」で調べ
ると「the quantity of heparin required to keep 1 mL of cat‘s blood fluid for 24 hours at 
0°C」とあるので、ネコの血！ 
 0度で1ｍLのネコ血を24時間固まらせない量を１単位という決め事のようです。 
 ちなみに「クエン酸加ヒツジ血液1mlに0.2mlの1：100 塩化カルシウム溶液を添加して生ずる
凝固を1時間阻止する濃度」という記述もネット上で見かけます。 

 ちょっと怖そうなものを一つ。蛇の話。 
 クサリヘビ科の蛇の毒（ハブなど）は血液を固めて
しまいますね。これを応用して、出血時の血液凝固
を目的に作られたのが「レプチラーゼ」という注射薬。
ということで、毒の抽出物は毒蛇の個体によるバラ
つきがあるので、効力は「単位」で表したいですよね。
さて…インスリンはウサギ、ヘパリンはネコやヒツジ
でしたが、こいつは「馬」で測定します。 

【レプチラーゼ】 
1クロブスイツキー（1klobusitzky）単位とは、約22℃において、脱カルシウムを施した新鮮馬
血5mLを10分間以内に凝固せしめるHemocoagulaseの量を示します。 

 ここまで見てきたように、天然物（動物や植物）からの抽出・生成物を成分とした薬について、
その効力を表わす「決まりごと」が単位でした。その検定にもウサギやネコ、ヒツジ、ウマなど
の天然物（動物）が使われているのが、私個人的には面白いですね。「何故、ネコ？ウマ？」
みたいな。 
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【ミラクリッド】 
 成分名はウリナスタチン。名前からの想像通り、ヒト尿中から抽出、精製されたもので、酵
素に対して阻害作用を示すので、膵炎や急性循環不全などに使われますね。 
 これは、メーカーが「単位の由来」を書いていました。 
「2μ gのトリプシン（膵消化酵素）の活性を50％阻害する量を1単位と設定した」。 
 この薬は、比較的新しいので、インスリンやヘパリンのように「肉眼で見て判定する力価」で
はなく、酵素活性の測定という、薬品製造技術の進歩が見て取れます。 

「単位」の話（その２） 

 表紙から引き続き「単位」の話（その２）をやってみます。 
 ここまでの薬は、動物からの抽出物でしたが、ヒトの排泄物からの薬もありますね。ミラク
リッドやウロキナーゼ。ヒトの尿です。 

【ウロキナーゼ】 
 やはり名前の通り、ヒト尿中から抽出、精製されたもの。血
栓や塞栓を「溶かす」能力がある薬ですね。効能も「脳血栓症
や末梢動・静脈閉塞症」になってます。 
 この薬の力価単位については、販売メーカーの情報室に直
接聞いたところ「インタビューフォームに「力価：該当しない」と
あるし、文献等にも無い」との回答でしたが、ちょっと納得い
かないですね。「決め事の存在しない単位」と言われても。 
 ウロキナーゼの作用機序は、右の図の通り、プラスミノーゲ
ンを活性化させ、プラスミンへと変化させ、そいつでフィブリン
を溶かそうというもの。 

 とりあえず、「プラスミノーゲンを活性化させて、37℃ pH7.5でα カゼインから過塩素酸可
溶性生成物を得る際に、吸光度Δ A275 （1cmの光路）で毎分ｍLあたり1.0となるのを１単位
とする」英文の記述は手元にあるんですけどね。 

 ごく最近の薬剤の「単位」は難解。本年発売のダニアレルギーの薬で見てみます。 

【アシテアダニ舌下錠100単位（IR)】 
 この舌下錠の原料は「ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニのエキス原末」です。 
 単位（IR)は「アレルギー患者の皮膚試験に基づき設定されたアレルゲン活性単位」という
決め事で、この100単位は「19000JAU（JAUは日本アレルギー学会により設定された国内の
アレルゲン活性単位）に相当」という記述になっています。 
 何だか難しいでしょ。JAUは、Japanese Allergy Unitsの略で、国内独自のアレルゲン活性
単位。ということで、少しだけ掘り下げてみます。 

 ダニの成分の何がアレルギーを起こすのか、成分分析を行ったところ、
ダニ排泄物由来や虫体由来の10数種類が特定されました。神奈川県衛
生研究所の論文によれば「コナヒョウヒダニ1匹が1日あたりに生産するア
レルゲンDerf 1の量はオスが0.37±0.17ng，メスが0.28±0.09ngであった」
ようで、そのアレルゲン効力は「６ヶ月は失われなかった」ようです。さて、
ダニのスクラッチエキスには「Der f1 と Der p1の合計濃度が22.2～ 
66.7μ g/mL 含まれるエキスを100,000 JAU/mLと表示できる」とあるので、
成分原料量としては幅のあるもののようですね。 
「アテシア１錠はダニ何匹/何日分だろう」…あまり考えたくない。 

 こんな感じで、薬の「単位」に興味を持ってもらえれば、幸いです。 



3 

クロルヘキシジングルコン酸塩 

（マスキン、ヘキザック、ヒビスコールなど） 

２６１ 外皮用殺菌消毒剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「ショック、アナフィラキシー： 

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、
蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行う
こと。」 

イーケプラ(内服・注射） 

 レベチラセタム  

１１３ 抗てんかん剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「悪性症候群： 

悪性症候群があらわれることがあるので、発熱、筋強剛、血清CK（CPK）上昇、頻脈、
血圧の変動、意識障害、発汗過多、白血球の増加等があらわれた場合には、本剤の
投与を中止し、体冷却、水分補給、呼吸管理等の適切な処置を行うこと。また、ミオグ
ロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。」 

トラゼンタ錠 

リナグリプチン 

３９６ 糖尿病用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」 
追記 

「間質性肺炎： 

間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常（捻髪
音）等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部 CT、血清マーカー等の検査
を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン
剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 

アモキシシリン水和物 

ボノサップ、ボノピオン、ランサップ、ランピオン、ラベキュア 

ラベファイン、オーグメンチン、クラバモックス、サワシリン 

６１３ 主としてグラム陽性・
陰性菌に作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」一部改
定 

「無顆粒球症、顆粒球減少、血小板減少： 

無顆粒球症、顆粒球減少、血小板減少があらわれることがあるので、血液検査を行
うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を
行うこと。」 

アベロックス錠 

モキシフロキサシン塩酸塩 

６２４ 合成抗菌剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大
な副作用」追記 

「横紋筋融解症： 

横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、
CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には投与を中
止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意す
ること。」 
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２．改定事業について 

３．改定の進捗 

 （前略）主な変更点は以下のとおりです。 
 ・副作用の判別基準・判別方法を学会のガイドラインを踏まえて更新 
 ・治療方法では，ヒト免疫グロブリン製剤400mg/kg/日の５日間連続投与を追加 
 ・典型的な症例概要に古い症例が載っていたため，新しい症例に入れ替え 
 ・引用文献について，最近の新しい知見を踏まえた参考論文に入れ替え 
・マニュアル中の参考１（医薬品医療機器法第68条の10に基づく副作用報告件数）及び
参考２（ICH国際医薬品用語集日本語版）を更新 

４．今後の改定の進め方 

１．重篤副作用疾患別対応マニュアルについて 
  「重篤副作用疾患別対応マニュアル」は，平成17年度から平成22年度にかけて，学術論文，
各種ガイドライン，厚生労働科学研究事業報告書，独立行政法人医薬品医療機器総合機構の
保健福祉事業報告書等を参考に，厚生労働省の委託により，関係学会においてマニュアル作
成委員会を組織し，一般社団法人日本病院薬剤師会とともに議論を重ねて作成されたマニュア
ル案をもとに，重篤副作用総合対策検討会で検討され取りまとめられたものであり，これまでに
合計75疾患について作成されています。（以下略） 

重篤副作用疾患別対応マニュアル改定事業について 

 各マニュアルについては，作成から10年程度経過しており，記載内容が古くなってい
るものもあることから，より一層の活用を推進するため，作成時と同様に，関係学会等
の協力を得ながら，最新の知見を踏まえた改定・更新を今年度より５年で実施すること
として，平成28年度から開始しました。 

 平成29年度以降のマニュアル改定の計画に関しては，アンケート結果を踏まえ，学会
ごとにマニュアル改定等作業班を組織するに当たり，次の事項を優先順位の検討に際し
て考慮しました。（中略） 
 優先度を４段階（A：平成29年度着手予定，B：平成30年度以降着手予定（優 
先度高），C：平成30年度以降着手予定（優先度中），D：時点修正）に区分しました。 

※薬剤部注：「最新版を要求されても手に入りません」という広報と思われます。 
      次回改定は最短のものでも、平成29年度に「着手します」ということ。 
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１．はじめに 
 家庭用電気マッサージ器の不適切な使用による死亡事故が繰り返し発生しています。特に
ローラー式の電気マッサージ器の場合に，布カバーを外したり，経年劣化などにより布カバーが
破れたりしている状態で使用すると，衣服の襟などが巻き込まれ首元が締まって窒息死する事
故につながる可能性があります。他にも，髪の毛がローラー部に巻き込まれて外れなくなり，髪
を切って外すことになった事例も報告されています。家庭用電気マッサージ器の使用にあたって
は，取扱い説明書をよく読み，正しく使用して下さい。カバーを外したり，破れた状態での使用は
大変危険なため，絶対にしないでください。 

家庭用電気マッサージ器による事故の防止について 
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インフルエンザワクチンと免疫低下状態 

 ワクチンは抗体を作らせる薬。なので、免疫を落とす薬や免疫低下状態は、相反する関係
であることが容易に想像できるわけですが、まとめて書いたものが見当たらないですね。 
 そこで、以下に探せたものから抜粋して、簡単にまとめてみます。 

【自己免疫疾患薬】 
抗リウマチ剤（DMARDs：ﾘﾏﾁﾙやｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝ、ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌなど）やTNF阻害薬
（ﾚﾐｹ-ﾄﾞ、ﾋｭﾐﾗ、ｴﾝﾌﾞﾚﾙ、ｼﾝﾎﾟﾆｰ、ｼﾑｼﾞｱ等）は、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝの免疫応答を「妨げ
ない」とされています。（ワクチンQ＆A：ｱｽﾃﾗｽ・化血研） 

【免疫低下状態】 
CD4陽性Tリンパ球数が100μ g/ｍL以上あれば、接種の価値はあるとされています。 
（ワクチンQ＆A：ｱｽﾃﾗｽ・化血研） 

【リツキサン】 
•リツキシマブ（抗 CD20 抗体）治療を受けた患者では、ワクチンを接種しても新規抗
原に対する抗体は産生されません（van der Kolk LE, et al. Blood 2002, 100, 
2257;Takata T, et al. J Clin Exp Hematop 2009, 49, 9） 
•リツキシマブ治療終了6ヶ月以降のインフルエンザワクチン接種が推奨（Anderson H, 
Petrie K, Berrisford C, Charlett A, Thatcher N, Zambon M. Seroconversion after 
influenza vaccination in patients with lung cancer. British journal of cancer. 
1999;80:219-20.） 

【ベルケイド等】 
プリンアナログ（フルダラなど）やレミケード、ボルテゾミブ、プレドニン≧20-30mg/日
などを投与されている患者はワクチンの効果が得られない可能性があります。（2009 
年日本臨床腫瘍学会） 

※上記の化血研等の「妨げない」とは一歩引いた形。 

【化学療法中の接種時期】 
具体的な接種時期を推奨するエビデンスはないが，化学療法開始前なら2週間前ま
でに，また治療中であれば骨髄機能の最下点（nadir）の時期を避けて接種することが
望ましい。（乳癌診療ガイドライン1治療編（187-189ページ） 

【骨髄移植】 
骨髄移植後 6 カ月間は、ワクチン接種の効果が見込めないためにワクチン接種の対
象とはなりません（Bone Marrow Transplant. 2005 Nov;36(10):897-900）。 

【がん患者】 
•すべての成人癌患者にインフルエンザワクチン接種を推奨（米国CDC) 
•化学療法を行っている進行大腸癌患者へのインフルエンザ・ワクチン接種の有効性
を検討（中略）ワクチン接種により、化学療法施行中のインフルエンザや肺炎感染は
3.8％から1.1％と有意に減少した（Craig C. Earle, J Clin Oncol 21(6), 2003：1161-
1166）など、投与の有益性を示す文献が多い。 

【造血器腫瘍患者等】 
造血幹細胞移植後および造血器腫瘍患者は、インフルエンザ感染により重症化する
危険性が高く同居する家族にワクチン接種をすることが望ましい。 
(Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2006:368-374) 

 基本的に、免疫抑制状態の人への接種は推奨するものの、議論が残るという状況が見て
取れます。「免疫が落ちた状況で作られた抗体」の評価が別れるのでしょうね。 
 いずれにせよ「同居家族への接種推奨（入院患者なら、看護・介護者も含むでしょう）」という
視点は重要です。 


