
○貼付剤
皮膚から薬を全身ないし局所の標的器官に送達する製剤のことです。貼付剤は作用部位

（局所作用型と経皮吸収型）と構造（マトリックス型とリザーバー型）による分類があります。

（１） 作用部位分類

①局所作用型 ： 貼付部位周辺に効果を発揮する貼付剤

患部への直接的な効果、全身性の副作用が起こり難い、使用方法が簡便といった長所が

あります。消炎鎮痛薬や局所麻酔薬などがあります。

②経皮吸収型貼付剤 ： TDS（Transdermal Drug Delivery System）

薬物が皮膚組織の毛細血管に移行し、全身血流を循環することで効果を発揮します。

投与や中断の有無の確認が簡単で、比較的作用時間が長いなどの長所があります。

喘息治療薬、狭心症治療薬、更年期治療薬、禁煙補助剤などがあります。

（２） 構造分類

①マトリックス型

支持体、膏体（粘着剤＋薬物）、ライナー（剥離紙）で構成される単純な構造（図1）で、膏体に

は皮膚への密着、薬物貯蔵、薬物放出制御など多岐にわたる機能が要求されます。

この型の一種にホクナリンテープのようなレジボアシステム（図２）があります。

← 支持体

← ライナー

：薬物 ：薬物 ：薬物結晶

☆利点

①単純な構造で、作製が容易である。このため、貼付剤として汎用されている。

②膏体の接着性に優れている。

③皮膚透過性に優れている。

④切って使用することができるものもある。

☆欠点

膏体中の薬物濃度が低下すると、薬物の放出能が低下し、皮膚透過薬剤量も低下する為、

長時間一定の血中濃度を維持することが難しい。

※レジボアシステム

膏体中薬物濃度が低下すると、結晶から薬物分子が放出され、膏体中薬物濃度を一定に

保つ為、薬物血中濃度を維持しやすい。また、放出量の低下が少なくなる為、皮膚バリア

機能の低下した患者にも一定の効果を期待できます。
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図１　マトリックス型 図２　レジボアシステム

← 膏体
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膏体内の薬物濃度が低下
すると薬物結晶から薬物
が放出される。
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②リザーバー型

ライナー、粘着層、放出制御膜、薬物貯蔵庫、パッキングで構成されています（図３）。

薬物透過が放出制御膜によってコントロールされており、透過速度を長く一定に保てます。

薬物貯蔵層

☆利点

放出制御膜により、放出量を常に一定に保てる為、長時間一定の血中濃度を保てる。

☆欠点

①立ち上がりが遅い。

②液漏れなどの可能性がある。

③切断ができない。

2015年12月現在

支持体　ライナー

切断
可否

薬効・種別

○ 現在「切って使用しないこと」となっているが、過去低規
格がなかった時、切って使用していた事例あり。

薬剤名

エストラーナテープ

理由

表１　当院採用の貼付剤の切断可否

粘着層 放出制御膜

硝酸イソソルビドテープ

用法に「本剤を台紙に付着したまま適当な大きさに切り
取り」とあるように、もともと裁断して使用する製剤。

薬の吸収速度に影響が出る。

○ ただし、はがれやすくなるので注意が必要。

主薬が均ーに含まれており、含量は面積に比例してい
る。ただし、はがれやすくなるので注意が必要。

図３　リザーバー型

リバスタッチパッチ

卵胞ホルモン

冠血管拡張薬

β２刺激薬

ステロイド薬

禁煙補助薬
（ニコチン補充）

パーキンソン病
むずむず脚症候群

過活動膀胱治療薬

ＮＳＡＩＤｓで治療
困難な慢性疼痛
（変形性関節症・

腰痛症）

本態性高血圧症
（軽症～中等症）

ノルスパンテープ

ツロブテロールテープ
（ホクナリンテープ）

ニュープロパッチ

ネオキシテープ

ユーパッチテープ

麻薬性疼痛治療薬

ビソノテープ

フェントステープ
ワンデュロパッチ

○

○

×

○

×

ドレニゾンテープ

ニコチネルTTS

小児に切断して使用する例がある（メーカーは推奨して
いない）。

○

△

○

裁断は成分が析出する可能性があるため推奨されな
い。9ｍｇ鋏で裁断30度75％で1ヶ月保存で安定。

主薬が均ーに含まれており、含量は面積に比例してい
る。

麻薬。行政より指導が入る可能性が高い。

先発品に「伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和」において
切断した後患部に適応する方法がある。

○

局所麻酔薬

アルツハイマー型
認知症治療薬

×

マトリックス型であり、切断は可能と考えられるが、切っ
て使用した経験が乏しい。

薬剤を含む粘着層（弱い粘着）と含まない粘着層（強い
粘着）に分かれており、切断することで剥がれやすくな
る。また、構造上均一になっていない。
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（１）貼付剤の分類と特徴

●局所作用型貼付剤（主に鎮痛消炎貼付剤）

利点 欠点

･ 有用性使用部（患部）への直接的な効果 ･ 局所のみで全身への適応がない

･ 全身性の副作用が少ない ･ 貼付剤特有の副作用（かぶれ、光線過敏症）

･ 使用の中断が容易

･ 経口困難な患者に使用が可能

･ 消化器症状を回避

●全身作用型貼付剤（経皮吸収型貼付剤）

利点 欠点

･ 安定した血中濃度の維持が容易 ･ 貼付部位や皮膚の状態により薬物動態に

･ 使用の中断が容易 影響がでる可能性がある

･ 経口困難な患者に使用が可能 ･ 貼付剤特有の副作用

･ 消化器症状を回避

（２）貼付剤の特徴的な副作用

○接触性皮膚炎

外来刺激物質が皮膚に接触して発症する湿疹性の炎症反応で、一般的に「かぶれ」と呼びます。

外来刺激には「物理的刺激」「化学的刺激」「紫外線（光）刺激」があります。

｢物理的刺激｣とは貼付剤を剥がす
時に、貼付剤の高接着力や支持体
の剛性によって角質層が損傷を受け
たり剥がれるような皮膚刺激のこと
です。これによって“緊張性水疱”“角
質･表皮剥離”“浸軟”などを引き起こ
します。（図１）
｢化学的刺激｣は､貼付剤の薬物、添
加剤、基剤などに含まれる刺激物質
による刺激や抗原抗体反応のこと
で、“刺激性接触皮膚炎”や“アレル
ギー性接触皮膚炎”などがありま
す。
「紫外線による刺激」では光接触皮
膚炎（光線過敏症）を引き起こしま
す。これは皮膚に付着した光感作性
物質に紫外線が照射されて生じる皮
膚炎のことです。

図１　テープ剤による皮膚障害とその要因
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①緊張性水疱：皮膚の表面に強い力が連続してかかることでできる水疱

<対策>

･ 貼付時に引っ張りすぎないようにする。

･ 柔らかい素材のテープ剤を使用する｡

･ 屈曲部への貼付時は半分程度曲げた

貼付剤の端部に力がかかりやすい 状態で貼付、または貼付剤に切れ込み

を入れておく。

②角質･表皮剥離：テープ剤を剥がす際に､角質が剥がれる状態

〈対策〉

･ 貼付剤をできるだけゆっくり､皮膚に負担が

かからないように剥がす｡

･ 剥離剤を使用する｡

③浸軟：テープ剤の長時間の貼付により発汗や不感蒸泄が妨げられ､皮膚が白くふやけた状態

過剰な湿潤環境により、角層がふやけて白く見える状態のことを浸軟と呼びます。角層のバリア機能や

組織耐久性を低下させ、刺激物質が皮膚の内部に入りやすくなったり､皮膚表面のpHが高くなるため､

細菌が増殖しやすくなったりすることが報告されています｡

<対策>

･ 用法･用量を守り､必要以上に長時間貼付することを避ける｡

･ 透湿性や通気性の高いテープ剤を使用する｡

④刺激性接触皮膚炎：刺激物によって引き起こされる皮膚炎

貼付剤に含まれる化学物質や貼付剤を貼付する前に皮膚に付着･接触していた物質が皮膚中に浸透

して引き起こされる皮膚炎です。紅斑､水疱､痒み､疼痛などの症状があらわれます｡

症状の発現は比較的早く、刺激物質との接触後数時間以内にあらわれます。また、一定閾値以上の

刺激であれば初回接触で、誰でも発症する可能性があります。

図２　緊張性水疱

貼付剤を強い力で一気に剥がしたり､同じ部
位で剥離を繰り返したりすることにより角質､
ひどい時には表皮まで剥離してしまう状態
（図３）のことで、角質･表皮が剥離されると
皮膚が赤くなり､真皮が露出し、疼痛が生じ
ます。

図３　角質・表皮剥離

化学的刺激による皮膚障害

物理的刺激による皮膚障害

貼付剤を剥がす時にかかる力や引張って貼
付した場合に支持体の応力、肘や膝などで
屈曲時にかかる力が原因（図２）で発生する
ことが多い為、貼付剤の端部にできやすい
ことが知られています。

角 質 ・ 表 皮 剥 離

貼付剤を引張って貼付したり、屈曲部に

貼付剤の応力が皮膚にかかりやすい

テープ剤

皮
膚

緊張性水疱

テープ剤

角層
表皮

真皮 破壊された角質
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⑤アレルギー性接触皮膚炎：貼付剤に含まれる物質にアレルギー反応を起こして生じる皮膚炎

貼付剤に含まれる成分に対して免疫応答（Ｔ細胞関与のⅣ型アレルギー）によって炎症が起こります。

初回接触では発症せず、感作の成立した特定の人にしか発症しないこと、貼付後24～48時間ぐらいに

症状が最も激しくなることなどがアレルギー性接触皮膚炎の特徴です。

<対策>

･ パッチテストを行い､特定されたアレルゲンを含む製品の使用を中止し､安全な代替品へ変更する。

⑥光線過敏症：皮膚に付着した薬物に対する光線過敏（光アレルギー性、あるいは光毒性）反応

日光露出部の貼付部位に一致して、紅斑、浮腫、丘疹、小水疱、色素沈着などが見られます。

長波長紫外線（UVA：320～400nm）で起きやすく、薬剤としてはケトプロフェン（UV吸収波長313nm）で

発症しやすいことが知られています。

また、地表に到達する太陽光線は290nm以下のUVを含まない（図４）ので、UV吸収波長が低い貼付剤

では、日光による光化学反応を生じにくく、光アレルギーを起こす可能性が低いと考えられる。

<対策>

･ 貼付部位に日光が当たらないようにする。(※1)

･ 発症率の低い薬剤（※2）を使用する。

貼付終了後数ヶ月経ってから日光に当たっても出現する

場合があります。

フェルビナク（250～254nm）、フルルビプロフェン（247nm）、

ロキソプロフェン（221～225nm）など。ロキソプロフェンは

更に抗原決定基であるベンゾイル基を含んでいません。

UVC UVB UVA

（３）麻薬貼付剤の注意点（温度）

皮膚温が40℃以上で吸収が30％亢進、深部体温が3度上昇するとＣｍａｘが２５％上昇するとされていま
す。40℃程度の温湯でも長時間の入浴によって血中濃度が上昇することが考えられますので、熱い湯と
同様、長湯も注意が必要です。また、激しい運動や、熱源（電気パッド、電気毛布、加温ウォーターベッ
ド、赤外線灯、日光浴、サウナ、湯たんぽ等）に接することで血中濃度が上昇することが知られています。

逆に皮膚温度が低い場合は吸収が悪くなり、十分な効果が得られないこともあります。実際、がん末期
患者での体温低下において麻薬貼付剤の効果が減弱することが知られています。

副作用や効果には個人差だけではなく、環境によっても変動することがあり注意が必要です！

200  280  320  400 760 2600nm

図４　光線スペクトル

〈警告〉
「本剤貼付部位の温度が上昇するとフェンタニルの吸収量が増加し、過量投与になり、死に至るお
それがある。本剤貼付中は、外部熱源への接触、熱い温度での入浴等を避けること。発熱時には患
者の状態を十分に観察し、副作用の発現に注意すること。（添付文書抜粋）」

※1

オゾン層
※2

遠紫外線
近紫外線

可視光線 赤外線

光アレルギー感作による皮膚障害
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