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プリントp.24 補足

構成原子数が等しい

価電子の総数が等しい

・物理的性質（沸点，融点など）が互い
に類似

・毒性の類似などもみられる
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ビスホスホネート(BP)系骨粗鬆症治療薬 Print p.25



BP製剤の作用点



70歳女性。
腰痛を訴え来院した。骨密度が低下しているこ
とが明らかになり骨粗しょう症と診断され、以下
の薬剤が処方された。

(処方１）
アレンドロン酸錠３５ｍｇ
１回１錠（週１錠）
週１ 回起床時４日分

(処方２）
ケトプロフェン
テープ ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感）２８枚
１ 日１ 回腰に貼付



処方１のアレンドロン酸錠における以下の服薬指導の根拠は
何か．

服薬指導

カルシウム、マグネシウム等の含量の高い
ミネラルウォーターでは飲まないようにしてく
ださい。



ミネラルウォーターや牛乳での服用は不可

キレート形成により，吸収遅延

カルシウムイオンやマグネシウムイオンが薬
剤の吸収を抑制するから
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キレートとは

多座配位子による金属イオンへの配位をいう．

このようにしてできている錯体を
キレート錯体とよぶ

キレート環
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ミネラルウォーターや牛乳での服用は不可

キレート形成により，吸収遅延

カルシウムイオンやマグネシウムイオンが薬
剤の吸収を抑制するから

⑥

6員環のキレート環
が形成される



起床時にコップ1杯（180mL以上）の水で服用

Ca、Mg等の含有量が高いミネラルウォーターでの服
用は避ける

咽頭や食道への粘膜への刺激を避けるため服用後30分
間は横にならず、何も食べない

噛んだり、口の中で溶かさない

飲み忘れた場合は翌日1回分服用。次回は決められた時
点で服用

アレンドロン酸の服薬指導



沢井製薬 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」 より

フォサマック 529.70円/錠

アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
204.10円/錠

10.3 mm

リカルボン 3405.3円



沢井製薬 アレンドロン酸錠35「サワイ」ののみ方 より
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ニューキノロン系抗生物質



ニューキノロン系とAl3+とのキレート

[AlL2（H2O)2]





以下の１から３の薬剤のうち，水酸化アルミニウムを含む
制酸剤とともに経口投与すると，キレートを形成して吸収
が低下するものをすべて選べ．

１．ノルフロキサシン
（抗生物質）

３．ワルファリン（抗凝固剤）

３．レボフロキサシン
（抗生物質）



以下の１から３の薬剤のうち，水酸化アルミニウムを含む
制酸剤とともに経口投与すると，キレートを形成して吸収
が低下するものをすべて選べ．

１．ノルフロキサシン
（抗生物質）

３．ワルファリン（抗凝固剤）

３．レボフロキサシン
（抗生物質）



Klaus Guldbrandsen/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.
Microsoft(R) Encarta(R) 2006. (C) 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

金属ヒ素
写真の金属ヒ素は、ふつうのヒ素で、安定している。
ヒ素はきわめて毒性が強いことで有名だが、ガラスの
製造や半導体の材料など工業用として用途が多い。

As



（解毒剤）

毒性高い
（特に+3)

海産植物中に含まれる

1日平均摂取量 約0.1 mg

急性毒性：胃腸障害
（嘔吐，下痢），多臓器不全，
痙攣，麻痺など
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化学療法剤



• トファナ水（化粧水としてAs2O3を含有）16世紀

• 1%亜ヒ酸を主成分：Fowler’s solution （喘息・皮膚疾
患）

18世紀

• サルバルサン（梅毒治療薬）→ペニシリン1910年

• ルイサイト（びらん性毒ガス）→ジメルカプロール1918年

• ヒ素ミルク事件：粉ミルクの安定剤として添加していた第二リン酸ナトリ
ウム(Na2HPO4)にヒ素が混入（131名死亡，約1万3千人発症）

1955年

• 和歌山カレー事件(As2O3)：（4名死亡，63名発症）1998年

• トリセノックス（ As2O3，急性前骨髄球性白血病) 承認2004年



トリセノックス

再発・難治性
急性前骨髄球性白血病治療薬

1990年代
中国で白血病に有効

2000年 米国で承認

2004年 日本への輸入承認
（日本新薬） 作用メカニズムは完全には解明されていない

白血病細胞のDNA断片化を引き起こす（試験管）
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びらん性毒ガスの一種

常温では褐色～紫色（純品は無色）の液体

曝露すると，まず，びらん剤として作用し，続いて，
呼吸器系への刺激作用，さらに全身のヒ素中毒を起こす．

マスタードガス

Print p.26



3価のヒ素

SH基
（システイン）
に結合

機能阻害 細胞死から
組織障害
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CH2OH

CHSH

CH2SH

ジメルカプロール

ジメルカプロール
（dimercaprol）とは，
重金属中毒の解毒剤
（キレート剤）である．

「バル（BAL）」という商品名

で知られ，元々はイギリス
でルイサイトの解毒剤とし
て開発されたことに由来す
る（British Anti-Lewisiteの
略称）．
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●投与方法は筋注．

●金属イオンに対する親
和性が強く、体内の酵
素と金属イオンの結合を阻害する．
（ヒ素，水銀，鉛，銅などに有効）

●既に結合してしまっている場合：
本剤が金属イオンと結合すること
によって、阻害された酵素から金
属イオンを引き剥がし、体外への
排泄を促進する．

●その結果、酵素の活性が賦活する．
bidentate
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%B1%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3


ドイツの細菌学者パウル・エールリヒと秦佐八郎が、梅毒の
治療薬「606号」（サルバルサン）を開発し、病気の治療にはじ
めて化学療法を導入した．
エールリヒはドイツに留学中の秦佐八郎とともに1000種近く

もの化合物を試験して、治療効果を検証した．現在では，ペニ
シリンの治療に取ってかわった．

1909年8月
エールリヒと秦佐八郎が梅毒の化学療法
を開発
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Elrich_and_Hata.jpg


Treponema Pallidum 梅毒トレポネマ

梅毒 ばいどく Syphilis

梅毒トレポネマというスピ
ロヘータの1種によってお

こる感染症。性交渉に
よって感染する。スピロ
ヘータは乾燥するとすぐ
死ぬので、患者のふれた
物から感染することはほ
とんどない。
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スピロヘータの代謝に必要な酵素にヒ素剤結合 → 酵素失活
→ 殺スピロヘータ

SH

SH

S

S

As

ヒ素化合物は，酵素タンパク中のシステイン
などのSH基（チオール基）と相互作用して
酵素を失活させ，細胞の代謝を妨げる．

AsとSは非常に親和性が高い

酵
素

As3+
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亜ヒ酸パスタ

歯科用歯髄失活剤
（歯の神経を壊死させる薬）

本品は，定量するとき，三酸化ヒ素(As2O3)

36.0～44.0%を含む．

三酸化ヒ素，細末 40 g

プロカイン塩酸塩，細末 10 g

親水クリーム 30 g

チョウジ油 適量
薬用炭 適量

全量 100 g

メラルソプロール
(melarsoprol)

アフリカ睡眠病 治療薬

ツェツェバエが媒介する寄生性原虫
トリパノソーマによって引き起こされ
る人獣共通感染症
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