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歯科医のための臨床薬理学ノート

ーなぜ相互作用が起きるのか　歯科医が対応するための知識-

川　口　　　充　　淫　木　康　平　　矢　崎　欽　也

山　岸　久　子　　大久保　みぎわ　　原　　理枝子

東京歯科大学薬理学講座

は　じ　め　に

薬物療法は複数の薬物を用いる場合が多く,i

種幾の薬剤だけで治療をおこなうことは少ない.

これは各薬物の使用量を少なくして副作用を減ら

し,最大の効果を得ようとするからである｡歯科

治療では投薬は主として炎症,感染症に対して行

われ,抗4物質による原因除去疲法と抗炎症薬に

よる対症療法の併用により大きな治療効果を期待

している｡ところが新薬の開発にともない,これ

までにない予期せぬ現象が起きた｡ピリドンカル

ボン酸系の抗菌剤(エノキサシン,オフロキサシ

ンなど)とアリル酢酸系抗炎症剤1*のフェンブ

フェンを併用してケイレンがおきたことである｡

この現象は,これら2つの薬物が中枢神経の抑制

性調節神経ニューロンの伝達を競合的に遮断する

ため,興奮性のニューロンの活動が謂節されず強

い刺激となって伝わりケイレンを起こすと理解さ

れている(図1)｡

この謎ときは受容体結合実験で明らかにされ

たO　マウスの脳から　　　　受容体,アドレナ

リン受容体,アセチルコリン受容体など,様々な

受容体蛋白を含む神経編胞廉を超遠心機にかけて

1インドメタシン,ジクロフェナク,アルクロフェ

ナク等の化合物の総称｡酸性非ステロイド系抗炎症
剤の中で最も強力な抗炎症作用を持つ｡

とり　　　　　容体の伝達物質である

(ガンマアミノ酪酸)にアイソトープ　　　で標

識した化合物　　　　　　　と受容体蛋白の結

合状態を調べる｡ほかに結合するものがなければ

の大きな結合率が得られるが,

何か別に結合するものがあれば　　　の結合率

は減少する｡この方法を用いて,ニューキノロン

系(ピリドンカルボン酸幾)抗菌剤と--緒に混ぜる

と　　　　　　　の結合率が滅少した｡しかも

フェンブフェンを追加すると　　　　の結合率の

減少はさらに強められる　　　このことから,エ

ノキサシン,オフロキサシンとフェンブフェンな

どの抗炎症薬の併用は,中枢神経の抑制性調節機

構を阻害することが明確にされた｡

一人の患者が複数の疾患にかかっている場合,

投与される薬物は複雑になる｡また,合併症,高歯

化といった患者の側の問題と,薬物の毒性を抑え

るという治療側の立場から,作用点の異なる薬物

の併用はさけられないであろう｡そして新たな相

互作用の発萎鋸こついて,新薬の開発の時点で全て

を予想することは困難であるから,今後も予想で

きない相互作用がおこりうることが考えられる｡

ここで,これまでに報害された相互作用の例を

整理し体系づけておくと,予測がある程度可能に

なり,薬物を使用するときの適切な判断の基準に
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f興奮性の伝達物葉

裏抑制性の伝動覚

抑制性伝達物栗により
興奮性伝達物掌の放出
動†開節されている

L抗炎症薬
E]ニューキノロン

抗炎症剤とニューキノ
臼ンにより抑制性伝達
物栗による調節ができ
ない

E]　E
図1　ニューキノロンと抗炎症剤による座撃発生の機構

抑制性のニューロンから伝達物質　　　　が放出されて,興奮性の

神経伝達の大きさを調節しているが,ニューキノロン剤と抗炎症剤を
併用すると興奮性の神経終末にある　　　　受容体を占拠してしまう
ため,抑制性神経からニューロンからの調節ができなくなり座撃と
なって現れる｡

なるはずである｡

薬物の併用

薬物の併用によっておこる現象は,薬物の作用

が増強される協力作用と,滅弱される括抗作用が

ある｡これらの作用を総称して相互作用と呼んで

いる｡協力作用や浩抗作用は医療でよく利用され

ている｡しかし,医師の治療の意図とは異なり予

期せぬ作用の増強や滅弱が現れ,有害効果をもた

らす場合もある｡そこで,治療によく用いられる

協力作用と浩抗作用および,有害作用を引き起こ

す相互作用の例をあげ,相互作用の臨床的な意義

について解説する｡

◆　協力作用

複数の薬物を用いて薬物療法を行うと,薬物の

用量を滅らして,大きな効果を得ることができ

る｡また,この方法のように,いくつかの薬物を

少量づっ用いた場合,単剤で多く用いた場合より

もそれぞれの薬物の副作用が弱くなる｡したがっ

て,この方法の優れた点は,薬理効果を十分維持

したまま,毒性を最小限に抑え,薬物中毒を防ぐ

だけでなく,依存症や,耐性発現を減少させるこ

とができることであろう｡

この薬物療法の例として,局所麻酔薬に血管収

縮薬を混ぜて用いる歯科口腔領域の局所麻酔法が

ある｡血管収縮剤に麻酔作用はないが,局所の血

管を収縮させて血流量を滅少させるので局所麻酔

薬の局所における分布時間が長くなり局所麻酔薬

の効果が数倍に増強される｡このような場合を相

乗作用(相乗効果)という｡

これに対して静脈麻酔薬のチオペンタールナト

リウムと吸入麻酔薬のエンフルランやイソフルラ

ンの併用はほぼそれぞれの薬物の麻酔効果を加え

た以上の効果は得られないが,それぞれの薬物の

使用量を半分に減らせるため,各々の副作用を滅

できる｡このような場合を相加作用という｡こ

のように,相乗作用は作用部位や薬理作用が異な

る薬物を併用した場合に生じる現象で,相加作用
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は作用部位あるいは薬理作用が同じ薬物の併用に

よて生じる現象である｡

◆　≠吉抗作用

一一方,括抗作用は中毒の治療として応用され

る｡たとえば,ひところ世間を騒がせたサリン

中毒の治療に

を用いるが　　　　はサリンと結合し

て,コリンエステラーゼに結合しているサリンの

結合を解き,コリンエステラーゼの活性を回復さ

せる｡キノコ中毒ではアルカロイドであるムスカ

リンによる過剰な副交感神経刺激が原因であるた

め,ムスカリン様アセチルコリン受容体を遮断する

アトロピンを投与してムスカリンの作用を抑える｡

同じくカレーでおきた三酸化枇素中毒の治療に

はジメルカプロール

を用い,この化合物に含まれるSH蓋と枇素

を結合させて,尿に排潤させようというものである｡

冒漬痕の原因菌　　　　　退治にはマクロライ

ド系抗生物質を用いるが,強い酸性下ではマクロ

ライド系抗生物薯の効力が低下するため,胃酸の

分泌を抑制するヒスタミン受容体(H2タイプ)の

遮断薬あるいはH+ポンプ阻害剤を用いる｡

◆　有害反応を示す相互作用

併用した薬物の問に,作用の増強･減衰葛を含め

予想し得なかったような有害作用が生じる相互作

用について例を上げて説明する｡これには1)医

師の治療方針の中で起こる場合と, 2)異なる診

療科で処方された薬物によって起こる場合がある｡

1)の例ではソリブジンの薬害問題や,冒頭で

述べたニューキノロン系の抗菌剤と一部の酸性非

ステロイド性抗炎症剤の組み合わせの問題があげ

られる｡ 2)の診療科にまたがって生じる例とし

て,血栓症などの治療に用いられる抗凝血薬(也

液凝固抑制剤)のワルファリンKの作用を強める

抗生物質や抗炎症剤, (消炎)酵素製剤の問題があ

る｡このように過去における例を積み重ねていか

なければならない性格のものなので,ある程度の

予測はできても,完全な予測を期待することはで

きない｡

以上をまとめると,協力作用や括抗作用は治療
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効果として求められるものであるのに対して,相

互作用とは複数の薬物の使用によって現れた有害

作用と考えることができる｡

相互作用の起きる場にはどのようなものがある

だろうか｡これには,生体内に入った薬物の挙動

を示す薬物動態(吸収･分布･代謝･排湛)が最も

よく知られている｡

相互作用の場,薬物動態

◆　吸収について

薬物は体内に入って作用を現す｡薬物が体内に

入っていくためには細胞膜を通過する吸収の過程

が必要である｡

投与された薬物が吸収される場所は胃･小月射占

膜･口腔粘膜･置日射占膜･肺粘膜がある｡薬物が

これらの粘膜の細胞膜を通過する場合に影響を与

◎
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登
用
B
判
輔
車
孟

つ
㍉
　
∵
｢
､
､

肺
服
蒔
Ⅶ
葦
漣
世
運

ホスフアチジル
エタノールアミン

極性部(水性)

非極性部(油性)

■

図2　リン脂質の構造(ホスファチジルエタノール

アミンの場合)
リン脂質の細胞膜のリン脂質はグリセリン

にリン酸が結合したグリセロリン酸が中核と
なり,極性部と非極性部をっなげている｡極
性部はホスファチジルエタノールアミン,ホ

スファチジルコリン,ホスファチジルイノシ
トール,ホスファチジルなどの物　からな

る｡非極性部はアラキドン酸などさまざまな
禾飽和脂肪酸からできているo
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える因子として,薬物の物理化学的性嚢と編胞膜

の通過方法,膜の外側の環境,他の薬物の存在な

どがあげられる｡

薬が吸収される場合,粘膜を構成する糸田胞の管

腔側を通過し編胞内に入り,また基底側の膜を通

過し細胞の外,すなわち問質にでる｡あるいはは

ば接した毛細血管の内皮緬胞の基底側膜を通過し

て細胞内へ移行し,血管の管腔側の細胞膜を通過

して血管内に入る｡血液中に入ると,血柴タンパ

クと結合したり,離れたりしながら他の場所-運

ばれ,血管から組織-出て,月蔵器の効果器細胞の

純胞膜受容体タンパクに結合したり,細胞内に

入って酵素と反応して効果を現す｡

細胞膜は,図2に示すようにリン脂薯の二蔓構

造からなる膜である｡リン脂質は親水性の部分

と,疎水性の脂肪酸でできていて,親水性部は,

外液と,編胞内液になじみがよい｡また疎水性の

脂肪酸はお互いに足をくっつけあった形に配列し

リン脂質の二重膜構造を形成する｡この膜は脂肪

酸の部分の厚みがあるため池性の物質は脂肪酸の

足の間を通過していきやすいが,親水性の物質

細相伝は

非電解性薬物

j!;-i=JJ II
(脂蕃性)

冊Ji. I.....厩
渦
欄
間
題

●
∩
日
日
∪
●

石

目

∪

●

石

目

∪

●

[垂∃

(イオン化したもの)は通過しにくい｡これでは池

性のものしか通過できないことになる｡しかし消

化管では糖,アミノ酸,水溶性ビタミンなど水溶

性の物質も吸収しなくてはならない｡そのために

膜に存在するのが,トランスポーター(キャリ

アータンパク,輸送タンパク)と呼ばれるタンパ

ク薯である(図3)｡

膜に存在するトランスポーター(タンパクは+

と-の極性を持っ)はイオン化した物質(+と-の

極性がはっきりしている薬物,極性が高い物質と

いう)と電気的に結合し膜を通過させる｡トラン

スポーターには輸送する物質の極性の違いに準じ

て,カチオントランスポーター,あるいはアニオ

ントランスポーターといわれるタンパク質に分け

られる｡

この輸送蛋白を動かすのに使われるエネルギー

は薬物の濃度勾配(浸透圧)と　　　　　によるリ

ン酸化エネルギーである｡このトランスポーター

は,いわばタクシーのような交通手段となって薬

物を膜の濃度勾配に従って,あるいは逆らって月美

の外側から内側へあるいは内側から外側へ輸送す

分子状態
弱竃解性薬物
L(脂素性)

●
∩
〓
∪
●麟

酬
図3　薬物の膜輸送経路

非電解性薬物は濃度勾配の浸透圧力により長い脂肪酸の脚にはじか
れることなく通過していく｡

弱電解性薬物は強電解質とは異なり,固有の解離定数(イオン化)を
持っている｡ A‾とH+に解離した状態と解離しない分子状態が平衡状
態にあるが,脂溶性の高い分子状態の薬物が非電解性薬物の時とおな

じように膜を通過すると平衡は右に移り,イオン状態から分子状態へ
と変化する｡従って,受動拡散が起きるにつれ,次々と分子状態を生

じ吸収されていく｡受動拡散できない薬物イオン(イオン状態)はトラ
ンスポーターにより輸送され吸収されていく｡
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る｡従ってトランスポーターの室には限りがある

ので,最大輸送量はトランスポーターの量に塊制

される｡また,弱電解性薬物は水素イオン濃度

(pH)とそれ自体の解離定数により脂溶性の分

子状態と非脂溶性のイオン状態が平衡状態で存

在するため,単純受動拡散とトランスポータ-

による両方の輸送手段により膜を

移動する｡

薬物の吸収における相互作用

◆　消化管内pHの変化と吸収

消化管の水素イオン濃度は薬剤の溶解性と吸収

に影響を与える｡額粒剤,粉末剤,錠剤等の形で

投与された薬剤は消化管で溶解されないと吸収さ

れない｡これには薬物の極性と,水素イオン濃度

が関与する｡テトラサイクリン(錠剤)は重

曹と併用すると吸収が低下するが,溶解したテト

ラサイクリンと併用しても吸収に影響はない｡こ

のことは,重曹により胃内のpHがアルカリ側に

シフトしてテトラサイクリン(錠剤)の溶解性が低

下したため吸収に時間がかかったためであること

が推測される4)｡これとは逆に,アスピリン(錠

刺)の吸収は,重曹の併用で促進する｡これはア

スピリンの溶解性が早められたことと,胃の排出

速度が促進されたことの二つの場合が考えられ

る｡このように胃のpHは,胃の排出運動,吸収

速度,薬物溶解速度に影響を与える｡このような

薬剤は制酸剤(重曹,水酸化マグネシウム,水酸

化アルミニウム),の他にH2受容体浩抗薬(ラニ

チジン,シメチジン),胃酸分泌促進剤(ペンタガ

ストリン)が上げられる5)｡

◆　胃内容排　速度と吸収の関係

胃から小腹への移動に要する時間を胃内容排出

時間　　　　　　　　　　　　　　　という｡こ

の時間が長いことは胃に停滞する時間が長いこと

を意味しており,冒での吸収が良い薬物に有利で

ある｡一方,排出時間が短い場合,小腹に移行す

る時間が早く,小腹で吸収されやすい薬物の吸収

に有利であるo　この考え方は薬物が一般に弱電解

性のものが多いことに蓋づいている｡すなわち,
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水素イオン濃度が高い環境下(冒内)では弱酸性薬

物は非イオン化の方向に進む｡非イオン状態は分

子状態ともいうが,電荷が0(電気的に+にもー

にも帯電していない)のため脂溶性が高い｡脂溶

性が高いと脂質の細胞B莫を通過しやすいため濃度

の高いほうから低いほうへ(濃度勾配)拡散して行

くo嘉,q塩蓋性薬物はこの逆で水素イオン濃度が高

いとイオン化するので月莫の拡散する力は弱くな

り,吸収効率が落ちる｡したがって,胃では溶解

した弱酸性薬物だけが吸収が良いことになる｡

小腹では水素イオン濃度が中性領域に近い｡

pH6前後であるため,弱酸性,弱塩基性の両薬

物ともにイオン状態と分子状態がある一定の比率

で存在するため,拡散が起こりやすい環境下であ

る｡この値は個人差が大きいだけでなく胃内容物

や薬などの種々の園子により著しく影響されるo

したがって薬物は小腹への移行が早いほど吸収が

良く　　　　は空腹時の方が食後より短いため,

食前の薬物投与の方が吸収が早く,吸収量も多

く,ばらつきが少ないという考えかたもある｡

抗コリン作動薬は,胃の揺動運動を抑制するの

でG E Tが延長し, /再湯から旦剰又される薬物は旦剰又効率

(バイオアベイラビリティ　　　が低下する｡逆に,

胃の運動を活性化すると,小腹への移行が良くな

り小腸での吸収速度と最高血中濃度が増大する｡

しかしながら,胃の酸性下で吸収されやすい薬物

にとっては胃の停滞時間が長い方が有利である｡

◆　複合体形成･吸着による吸収阻害

鉄製剤(硫酸鉄),金属イオン含有の制酸剤,粉ミ

ルク,経腸栄養剤,濃厚流動食中の鉄イオンはいくつ

かの薬物とキレートあるいは複合体を作りやすい｡

経口用βラクタム剤のセフジニルは硫酸鉄と併

用すると吸収が減少する6)｡これはアルミニウ

ム,カルシウム,マグネシウム製剤と併用しても

生じないことから,鉄に対して特異的に複合体を

作るので達意を要するO

また,キノロン系抗菌剤(オフロキサシン,ノ

ルフロキサシン等)も金属含有制酸剤を同時に投

与すると複合体をっくり吸収率が低下する｡金属

含有制酸剤と複合体を作る他の薬物例として,セ
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ファレキシン(持続性瓶粒),ジゴキシン,トリメト

プリム,フルファメトキサゾールがあげられる7)0

その他複合体形成するものでは,高脂血症患者

に用いられるコレスチラミン(陰イオン交換樹脂)

がある｡コレスチラミンはコレステロールと複合

体を形成して腸管からの吸収を抑制する｡した

がって陰イオン化した弱塩基性薬物は複合体を形

成しやすい｡抗凝血薬のワルファリンKとの複合

体形成が良く知られている｡コレスチラミンは消

化管から吸収されないので,複合体を形成する薬

物を併用する場合,経口投与をさければよい｡ま

た,活性炭は薬物を吸着する能力が高いため,吸

収を阻害する解毒剤に用いられる｡

◆　トランスポータ-の競合による吸収阻害

小腹上皮細胞刷子縁にアミノ酸,オリゴペプチ

ド,糖,水溶性ビタミンなどの物質を取り込むた

めのトランスポーターが存在することが明らかに

された8)｡薬物もこの経路による取り込まれるこ

とが明らかにされている｡従ってこの系を介した

相互作用が起きることが予測される｡

薬物がトランスポ-クーを介していることは,

吸収率と吸収速度の関係から推測できる｡投与量

を2倍, 3倍, 6倍と増やした場合,これに比例

した血中濃度の上昇が得られず,天井効果が現れ

る場合(図4)は,トランスポーターによる輸送が

行われていることの取拠となる｡また,幾似薬物

を同時投与して血中濃度を測定すると,最高血中

A　単純受動拡散

輸
送
ま｢ン

薬物濃度

B　トランスポータ-輸送による拡散

輸
送
q
q

レ::+
薬物志度

図4　トランスポーターによる

薬物輸送の特性
A :単純受動拡散は濃度勾

配に従って膜を通過する
ので,薬物の濃度が増え

ればそれだけ輸送される
量も増えるo

B:トランスポーターによ

る拡散あるいは輸送では

薬物の濃度が増えてもあ
る-定量以上は,トラン
スポーターが対応できな

くなり輸送量の限界が生
じる｡

図5　トランスポーターによる薬物の流入とP一糖タンパクによる排出

糖タンパクが純胞に入ってきた薬物を再び外部へ排出する｡
薬物の吸収量の調節を行っている可能性がある.

B :オリゴペプチドトランスポーターは細胞管腔側から基底側へ薬物
を移動するo Aを抑制LBを促進すると,薬物の吸収室は非常に多
くなる｡
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表1　吸収における相互作用
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吸収が変化する薬物
仏)

影響を及ぼす薬物 間の吸収変化 原図. (コメント)

抗

菌

刺

イソニアシド(抗結
核薬)

制酸剤 遅延および減少 吸着および初回通過代謝

セフアレキシン コレスチラミン(陰イオン交
換樹脂, 高脂血症治療薬)

滅少 吸着

セフジニル 鉄イオン 吸収速度.量の キレ} シヨン 金属イオンと禾溶性
減少 の籍塩)

エノキサシン ラニチジン プロツカI ) 減少 PH の上昇

制酸剤(金属イオン含有製剤) 減少 キレ} シヨン(b)

オフロキサシン 制酸剤(金属イオン含有製剤) 滅少 キレ} シヨン(b)

シプロフロキサシン 制酸剤(金属イオン含有製剤) 減少 キレ】シヨン(b)

ノルフロキサシン 制酸剤(金属イオン含有製剤) 減少 キレ{ シヨン(b)

テトラサイクリン
(T C )

Fe3㌦ Fe2+, A13+, M g2+,
Ca2+

滅少 キレーション(b)

重炭酸ナトリウム 減少 低溶解性

オキシT C 硫酸鉄 減少 キレーション(b)

クロルT C 制酸剤(金属イオン含有製剤) 滅少 キレ} シヨン(b)

ドキシサイクリン
ミノサイクリン

硫酸鉄 滅少 キレーション(b)

アトロピン 吸収速度の減少 冒内容排出の遅延

ケ卜コナゾール(抗
真薗)

シメチジン 減少 pH の上昇(溶解度の低下が起こる)

スルフアジアジン 垂炭酸ナトリウム 速度増大 溶解速度の増大

水酸化マグネシウム 増大(ラットで
の報吾)

溶解速度の増大

スルフアジアジンナ
トリウム

制酸剤 減少(ラットで
の報吾)

胃内容排出の遅延

スルフアメトキサ
ゾール

コレスチラミン(陰イオン交
換樹脂, 高脂血症治療薬)

減少 吸着

スルフアチアゾ} ル 制酸剤 増加 溶解速度の増大

解
熱

鎗
痛

抗
炎
症
刺

アスピリン 活性炭 減少 吸着

アスピリン(腺溶製 制酸剤

プロパンテリン(抗コリン作

吸収速度増加 速い薬物放出 腸管で溶解するよう
刺) l詣 吾 豊 界 隈 タヾ

アセ卜アミノフエン 腹管吸収の遅延 胃内容排出の遅延(プロパンテリンは消
用薬) 化管の運動を抑制する0 膳管への移行

が遅くなるため

ペチジン(麻薬性銭痛剤) 腸管吸収の遅延 胃内容排出の遅延(平滑筋の収縮が抑制
されるため消化器の運動の抑制)

モルヒネ(麻薬性鎮痛剤) 且孟管吸収の遅延 胃内容排出の遅延(同上の理由)

フエニルブタゾン 活性炭 吸収滅少と消失
速度増加

吸着(吸収阻害と再吸収阻害)

抗
菌
刺
の
影
鍾
日を
受
け
る
莱

ニフエジピン(Ca轄
抗剤)

リファンピシン(抗結核剤) 増大 小腹代謝酵素 の阻害

リファンピシンの前投与 滅少 の酵素誘導

ベラパミル リファンピシン 増大 P】 の競合阻害

シクロスポリン(免 リファンピシン 増加 P】 の競合阻害
疫抑制剤, 自己免疫
疾患,臓器移植)

リファンピシンの前投与 減少 の酵素誘導

鉄イオン(鉄欠乏性
蜜血)

テトラサイクリン 滅少 キレーション(b)

ジゴキシン(慢性心
不全の強心剤)

エリスロマイシン 増大 胎内細菌の分解低下
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濃度が減少するが,吸収率には変化が見られない

場合,二つの薬物がトランスポーターの結合部位

を競合しているため相互に吸収速度が遅くなった

ことを示している｡これらの現象はトランスポー

ターによる膜輸送の存在を証明する根拠となるo

トランスポーターは,塊在オリゴペプチドトラ

ンスポーター(図5)についてよく調べられてい

る｡このトランスポーターにより輸送される割合

の高いことが糾明している薬物はβラクタム抗生

物質,アンジオテンシン変換酵素阻害剤,レニン

阻害薬,抗悪性腫疲薬(ベスタチン)である｡一

方,カブトプリルはこの輸送系に依存する割合の

少ない薬物である｡

◆　消化管腔内分泌抑制による亘酎文性の増加(図5 )

P一糖タンパク質は　　　　　依存性で,当

初,薬剤耐性の癌細胞の細胞膜に多く認められ,

細胞内の薬物を排出するポンプの役割をしている

ことからこの名前が付けられた｡最近, P-糖タ

ンパク繋が湯管上皮細胞刷子縁膜に存在し,薬物

を腹管方向に分泌していることから,吸収の抑制

性調節を行っていることが示唆されている8)｡こ

の輸送系を阻害するのはカルシウム括抗剤のベラ

パミルが知られている｡また, β受容体遮断薬の

セリプロロール,パフェノロール,タリノロール

もこの機能があるため,薬物の作用の増強効果を

現す可能性がある｡

◆　小膝上皮細胞薬物代謝酵素競合による吸収性

増大

肝月蔵のミクロソーム酵素のチトクロム

のサブタイプの　　　　が小腸の繊毛上

皮に存在すること,この酵素により代謝される薬

物は,グレープフルーツジュース　　　　を阻害

する物質を含むことで最近話題になっている)と

一緒に飲むと血中濃度の上昇が見られるので,作用

増強あるいは毒性出現の関係で達意が必要である｡

タクロリムス,ケトコナゾール,エリスロマイ

シンも腸管壁の　　　　を阻害することで他薬

剤の効果の増強を起こす｡一方リファンピシンや

バルビツール酸誘導体の薬物は　　　　を増加

させるので,他薬剤の効果　　を減少させる｡

お　わ　LJ　に

このシリーズは薬物動態の場における相互作用

の発生メカニズムを解説するために企画した｡今

回は相互作用の概念と,吸収のメカニズムの解説

で章を閉じるが,吸収については,濃度勾配に

従って,リン脂質膜を通過する単純受動拡散だけ

でなく,様々なトランスポーターによるイオンあ

るいはイオン化した薬物の月莫輸送機構が発見され

ているO　また腹管粘廉にも,肝臓と同じ酸化還元

酵素が存在するため,初回通過効果の関門が肝臓

だけでなく消化管にもあることが明らかにされて

いる｡このように薬物動態の機構が詳編に解明さ

れるのに従い,相互作用について予測の範囲が広

げられるであろう｡表1に吸収の場における個々

の薬物の相互作用の例をあげた｡また,以上の事

柄のより詳糸酎こついては次の図書が参考になる｡

1)臨床歯科薬理学ビジュアル,川口　充,岡部

栄逸朗編,学建書院,東京　　　　　　疾患から

見た臨床薬理学,大橋嘉一,薬業時柁社,東京,

臨床薬理学,臨床薬理学会編,医学書

院,東京
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