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Abstract 

 
 
As of late, it is becoming increasingly important to promote self-medication, so 
information from pharmacists on over-the-counter (OTC) drugs is essential. However, 
in pharmacies in Japan, there is almost no information available for the evaluation 
and comparison of OTC drugs. We focused on the dissolution characteristics of 
non-steroidal analgesic and antipyretic drugs, because they are among the OTC 
products with the highest use. We performed dissolution tests on drugs containing 
aspirin, or ibuprofen as their active ingredient. 
We choose three products including aspirin, and eight including ibuprofen. Dissolution 
tests were carried out using the paddle method pursuant to the Japanese 
Pharmacopoeia, 16th edition. Water, 1st fluid for dissolution test (pH 1.2), and 2nd 
fluid for dissolution test (pH 6.8) were used as the dissolution media for the tests. Test 
conditions were kept consistent, with a dissolution media volume of 900 mL, 
temperature of 37.5 °C, and paddle speed of 50 rpm. Media were collected at 0, 3, 6, 9, 
12, 15, 20, 25, 30, 60, and 120 min after starting the test and centrifuged (10 min, 
10,000 g). The supernatants were analyzed by high-performance liquid 
chromatography. 
All of the three aspirin-containing products eluted aspirin promptly. However there is 
no major difference in the elution rate. Of the eight ibuprofen-containing products, 
EVE QUICK® had the highest ibuprofen elution. In conclusions, pharmacists should 
comprehend the difference of artifice in OTC drugs, and physical-chemical property of 
their active ingredient. 
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諸言 
薬局で一般用医薬品（Over-The-Counter drugs，

以下 OTC 薬と略す）の販売，情報提供を行う薬剤師

において，患者のセルフメディケーションに寄与でき

る製剤を，自信をもって推奨販売することは難しく多く

の経験を要する．例えば来局者が頭痛を訴え，「一番

早く効くもの」を要求した場合，薬効の発現時間を製

剤間で比較した報告はなく，薬剤師は，十分な経験

がなければ添付文書や外箱の表示を比べて推奨販

売するのが現状である 1)． 
セルフメディケーションの概念は，2000 年に世界

保健機構（WHO）によりガイドラインに明記されて以

来，日本でも 2006 年にセルフメディケーションの役

割を担うべく OTC 薬の位置付けが示された．同年，

薬事法25条にOTC薬の定義が明記され，副作用の

リスクが高い医薬品から順に第1類から第3類に分類

され，特に第 1 類において薬剤師による情報提供が

義務付けられた．それに対応すべく，2006年より始ま

った薬学教育 6 年制においても，そのモデル・コアカ

リキュラムの中で「OTC 薬・セルフメディケーション」の

項目が盛り込まれるなど，多方面においてセルフメデ

ィケーションの必要性や重要性が議論されている．さ

らに 2014年 6月には一般用医薬品販売制度の改正

制度が施行され，インターネットにより一般用医薬品

の販売・購入が可能となっている 2)．この 10 年の間，

OTC 薬を取り巻く環境は目まぐるしい変化をとげてい

る．しかし OTC 薬には，製薬企業が一定の規則に従

って作成する，医療用医薬品のインタビューフォーム

 
要旨 

 
近年，セルフメディケーションの推進が望まれており，薬剤師による一般用医薬品の情報提供

は重要である．しかし現場において，各製剤を比較検討するための情報は見当たらない． 
そこで，我々は一般用医薬品の中で最も多く販売されている解熱鎮痛薬に着目した．その中で，

アスピリン，イブプロフェンをそれぞれ配合している一般用医薬品を対象に溶出試験を行った． 
アスピリン含有製剤は 3 製剤，イブプロフェン含有製剤は 8 製剤を選んだ．溶出試験は日本薬局

方に準じて行った．溶出液は精製水，第 1 液(pH1.2)，第 2 液(pH6.8)で検討し，水温 37.5 ℃，

パドルの回転速度 50 rpmで溶出させた．溶出液を，試験開始0，3，6，9，12，15，20，25，30，
60，120 分で経時的に採取した．採取試料を遠心分離 ( 10,000 g，10 min )し，その上清 5 μ
L を HPLC で分析した． 
アスピリンを含有する 3製剤の全てが速やかにアスピリンを溶出させた．また溶出率に大きな違

いは無かった．イブプロフェンを含有する 8 製剤の中でも，イブクイック®頭痛薬は最も効率よくイ

ブプロフェンを溶出させた．薬剤師は製剤の製剤的工夫や配合成分の物理化学的性質などに

考慮する必要がある． 
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のような情報も整備されておらず 3)，健康相談の現場

において，取り巻く情報環境はほとんど変化していな

い．言い換えれば，現在の OTC 薬を推奨販売する

現場では根拠となるデータは限られており，薬効の発

現時間を推察出来るヒトでの血中濃度推移のデータ

はおろか、溶出試験のデータも十分ではない．つまり

各製剤のそれらの情報を，第三者的に比較評価する

ことは極めて困難である．  
本研究室では，OTC 薬の製剤的工夫などの特性

を製剤間で比較することで，セルフメディケーションや

推奨販売の根拠となる情報の蓄積を目的とした研究

を行っている．そこで今回，著者らは，その端緒として，

一般用解熱鎮痛薬について溶出試験を行い，製剤

間の溶出挙動を比較したので報告する．試料として，

古くから配合されているアスピリンまたは，最も多くの

製剤に配合されているイブプロフェンを主薬成分とし

た OTC 薬を対象とし検討した．  
 

方法 
1. 対象医薬品 
アスピリン含有製剤は，ライオン製薬株式会社（東

京）の「バファリン®A（Lot.No：30718）」，「バファリン®

プラス S（Lot.No：32151）」，さらにバイエル薬品株

式会社（大阪）の「バイエルアスピリン®（Lot.No：
PXBN）」の各錠剤を試料とした．イブプロフェン含有

製剤は，大正製薬株式会社（東京）の「ナロンエース®

（Lot.No：042W1）」，「ナロンエース®R（Lot.No：
012W1）」，「ナロンメディカル®（Lot.No：012E1）」，
エスエス製薬株式会社（東京）の「イブ®糖衣錠

（ Lot.No ： N03603 ） 」 ， 「 イ ブ ®A 錠 （ Lot.No ：

S02107 ） 」 ， 「 イ ブ ク イ ッ ク ® 頭痛薬 （ Lot.No ：

S02508）」，さらに佐藤製薬株式会社（東京）の「リン

グル®アイビー200（Lot.No：BXPS）」，「リングル®ア

イビー錠 200（Lot.No：LSWT）」を試料とした．イブ

プロフェン含有製剤は「リングル®アイビー200」は軟

カプセル，他の 7 製剤は全て錠剤を試料とした．また

「イブ®糖衣錠」は糖衣錠であり，「イブ®A 錠」はフィル

ムコーティング錠である．用いた製剤の配合成分およ

び含量を Table 1 に示す． 
 
 
 

Table１ 対象医薬品 1 錠中の各主薬成分とその他配合成分の配合量 ( mg ) 
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2. 試薬 
アスピリン，イブプロフェンの標準品はそれぞれ，シ

グマアルドリッチジャパン合同会社（東京），和光純薬

工業株式会社（大阪）から購入した．溶出試験液第 1
液（pH1.2），第 2液（pH6.8）はナカライテスク株式会

社（京都）から購入した．また，アセトニトリルは，和光

純薬工業株式会社（大阪）から HPLC 用を購入した．

トリフルオロ酢酸は，和光純薬工業株式会社（大阪）

から市販特級品を購入した． 
 

3. 溶出試験法と試料採取方法 
試験方法は，溶出試験器（NTR-6200AC，富山産

業株式会社，大阪）を用い，第十六改正日本薬局方

の「溶出試験法」の項に準じて行った 4)．溶出液は精

製水（以下，水と略す），第 1 液（pH1.2）および第 2
液（pH6.8）900 mL を 37.5℃で使用した．各１錠を

パドル法にて回転数 50 rpm で試験した．試験開始

0，3，6，9，12，15，20，25，30，60，120 分で経時

的に溶出液 1000 μL を採取し，遠心分離（10,000 
g，10 min）した．上清中の薬物濃度を高速液体クロ

マトグラフィー（HPLC）で定量した．また１つの製剤

に対し試験個数は 6 とした． 
 

4. 測定機器および主薬成分の測定条件 
HPLC 分析装置は島津 LC-9A ポンプおよび島津

SPD-10A 紫外・可視検出器を用いた（島津製作所

株式会社，京都）．分析カラムは COSMOSIL 
5C18-AR-Ⅱ（4.6 mm id ×150 mm，ナカライテス

ク株式会社，京都）を用い，室温（15 ～ 30 ℃）で

使用した．アスピリンおよびイブプロフェンの移動相

はそれぞれ，アセトニトリル：水：トリフルオロ酢酸＝

300：700：1（v/v/v），アセトニトリル：水：トリフルオロ酢

酸＝ 700 ： 300 ： 1 （ v/v/v ）の混合液を用い， 1.0 
mL/min で送液した．アスピリンを検出する測定波長

は 280 nm を使用し，イブプロフェンを検出する測定

波長は 220 nm を使用した．HPLC 注入量は 5 μL
とした． 

 
 
 

5.主薬成分の定量 
各標準品を正確に秤量後，アスピリンおよびイブプ

ロフェンは 50 %アセトニトリルで溶解して標準原液を

調製した．アスピリン標準原液（10 mg/mL）およびイ

ブプロフェン標準原液（1 mg/mL）を 50％アセトニトリ

ルで希釈し，それぞれアスピリン終濃度が 25，100，
200，400，500，600 μg/mL，イブプロフェン終濃

度が 2.5，10，20，40，80，100，200，250 μg/mL
となるように調製した．それぞれの標準試料を各 5 本

ずつ調製・分析し，得られたピーク高さにより作成した

検量線を用いて，試料濃度を定量した．また全ての

検量線は，測定濃度の範囲において 0.998 以上の

相関係数（r）を有する良好な直線性を示した． 
 

結果 
1. アスピリン含有3製剤の各溶出液におけるアスピリ

ンの溶出挙動 
バファリン®A，バファリン®プラス S，バイエルアスピ

リン®の 3 製剤は，各溶出液において試験開始後，速

やかにアスピリンを溶出した．水での溶出率は，3 製

剤はアスピリン含量が異なるにも関わらず，試験開始

6 分で 36～48 %，15 分で 64～75 %，30 分で 84～
96 %溶出しており，似た推移を示した．特に第 1 液

（pH1.2）では，試験開始 30 分において，バファリン

®A，バファリン®プラス S およびバイエルアスピリン®は

それぞれ，78.4 %， 76.7 %， 79.7 %となり3製剤が

非常に近い値を示した．第 2 液（pH6.8）において，

バイエルアスピリン®は試験開始 15 分で 93 %を示す

一方，バファリン®A は 60％程度を示し，その溶出率

の上昇は緩やかであった（Fig.1）． 
 

2. イブプロフェン含有 8 製剤の各溶出液におけるイ

ブプロフェンの溶出挙動 
（１）大正製薬株式会社 3 製剤の比較 
ナロンエース®，ナロンエース®R の 2 製剤は，よく

似た溶出性を示した．ナロンメディカル®の溶出率は

他の 2 製剤に比べ低値を示す結果となった．水およ

び第 1 液（pH1.2）では，ナロンメディカル®は少し遅

れるものの，全ての製剤が試験開始 3分からイブプロ

フェンを溶出し，試験開始 120 分まで緩やかに溶出
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し続けた．また第 2 液（pH6.8）では，3 製剤全てにお

いて試験開始後イブプロフェンを速やかに溶出した．

また試験開始 15 分で，各製剤が含有する 94 %以上

のイブプロフェンが溶出し，以降ほぼ一定となった

（Fig.2-A）．  
 

（２）エスエス製薬株式会社 3 製剤の比較 
イブ®糖衣錠，イブ®A 錠，イブクイック®頭痛薬の 3

製剤は，それぞれ異なる溶出性を示した．水では，イ

ブクイック®頭痛薬は，試験開始 15 分までに，イブ®A
錠やイブ®糖衣錠よりも非常に多くのイブプロフェンを

溶出した．イブ®糖衣錠は試験開始 15 分までイブプ

ロフェンを溶出せず，それ以降，試験開始 120 分ま

で緩やかに溶出した．第 1 液（pH1.2）では，イブクイ

ック®頭痛薬は，水での溶出と同様に，比較的多くの

イブプロフェンを溶出した．イブ®糖衣錠は試験開始 3
～6 分までイブプロフェンの溶出が遅れるものの，以

降イブ®A 錠と似た溶出性を示した．第 2 液（pH6.8）
では，イブクイック®頭痛薬とイブ®A 錠は，試験開始

15 分までに 90 %溶出し，非常に良く似た溶出性を

示した．イブ®糖衣錠は，溶出が遅れた後，試験開始

15 分から 30 分までに 80 %以上のイブプロフェンを

溶出した（Fig.2-B）． 

（３）佐藤製薬株式会社 2 製剤の比較 
リングル®アイビー200，リングル®アイビー錠 200 の

2 製剤は，水において溶出性は大きく異なり，第 1 液

（pH1.2）では共に緩やかに，第 2 液（pH6.8）では共

に速やかに溶出し，よく似た挙動を示した．各溶出液

において，リングル®アイビー錠 200 は，試験開始 3
分でイブプロフェンを溶出し始めるのに対し，リングル

®アイビー200 は試験開始 6 分まで溶出しなかった．

しかし，試験開始 9 分以降，リングル®アイビー200 は，

速やかにイブプロフェンを溶出した．特に水において

は，リングル®アイビー200（9 分：20.2 %）はリングル®

アイビー錠 200（9 分：3.2 %）よりも非常に多くのイブ

プロフェンを溶出した（Fig.2-C）． 
 

（４）イブプロフェン含有 8 製剤の溶出量による比較 
水，第 1 液（pH1.2），第 2 液（pH6.8）の溶出液の

うち，試験開始 120 分で，製剤が含有するほぼ全て

のイブプロフェンを溶出したのは第 2 液（pH6.8）だけ

であった． 
試験開始 3，6，15，30，120 分の溶出量を 8 製剤

で比較すると，その溶出性は多様であった．特に水

における 30 分でその差は顕著であり，溶出し始める

のが遅いイブ®糖衣錠が 8.8 mg を示し最も低値であ

Fig.1 アスピリン含有 3 製剤の各溶出液でのアスピリン溶出率 
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った．次いでリングル®アイビー錠 200（24.8 mg），ナ
ロンメディカル®（26.2 mg），イブ®A 錠（28.3 mg）の
順で溶出し，ナロンエース®，ナロンエース®R は比較

的多くのイブプロフェンを溶出した．さらにイブクイック

®頭痛薬は76.7 mgとなり含有量のほぼ全てを溶出し，

リングル®アイビー200 は溶出し始めるのが遅いにも

Fig.2 イブプロフェン含有 8 製剤の各溶出液によるイブプロフェン溶出率 
A：大正製薬 3 製剤のイブプロフェン溶出率 
B：エスエス製薬 3 製剤のイブプロフェン溶出率 
C：佐藤製薬 2 製剤のイブプロフェン溶出率 
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関わらず，136.8 mg を示し最も多くのイブプロフェン

を溶出した． 
第 1 液（pH1.2）において，溶出されるイブプロフェ

ンの量は，製剤の含有量に関係なく低値を示した．

その中でイブクイック®頭痛薬は，試験開始 15分では

38.6 mg を溶出し 8製剤の中で最も高値を示した．さ

らに試験開始 120 分において，他の 7 製剤は 15.9
～32.4 mg の溶出量にとどまるのに対し，イブクイック

®頭痛薬は 41.2 mg と最も多く溶出させた． 

第 2 液（pH6.8）において，ナロンエース®，ナロン

エース®R，ナロンメディカル®，イブ®A 錠，イブクイッ

ク®頭痛薬，リングル®アイビー200 の 6 製剤は，含有

するイブプロフェンを含量依存的に溶出し，試験開始

30 分で，ほぼ全てのイブプロフェンを溶出した．しか

しイブ®糖衣錠は，試験開始 15 分までイブプロフェン

を溶出せず，その後の溶出量は最も低値となった．ま

たリングル®アイビー錠 200 の溶出量は多いが，他に

比べ比較的緩やかに溶出した（Table 2）． 

Table２ イブプロフェンの各溶出液における溶出量（mg） 
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結論および考察 
溶出試験は，ヒトにおけるバイオアベイラビリティと

必ずしも相関するものではないとされ，加えて，様々

な配合成分を含有する OTC 薬において，主薬成分

の溶出試験のみでその効能を評価することは出来な

い．しかし今回の結果から，従来，企業秘密として情

報の公開が限られた OTC 薬において，類似製剤間

での溶出挙動の違いが確認された． 
医療用医薬品には，医薬品製剤の基準として溶出

試験のデータなどが収載された「日本薬局方外医薬

品規格（以下，局外規と略す）」が存在するが，OTC
薬は様々な剤形や配合規格が存在するため，画一

的な基準を設けることは難しく，そのような基準は存

在しない．本研究においても，アスピリン含有 3 製剤

を例にすると，アスピリン含量とその他の配合成分は

全て異なり，比較可能な共通の基準は存在しない．

またバファリン®A は局外規の収載医薬品と合致する

ものの，バファリン®プラス S とバイエルアスピリン®は

異なるため，局外規を用いて適切に比較することは

困難であった．そのため対象 OTC 薬を同一条件下

で試験したところ，アスピリンを含有する3製剤におい

て，大きな違いがないことが示唆された．その一方で，

イブプロフェンを含有する 8 製剤において同様に試

験したところ，各製剤における各試験液の平均溶出

率および溶出量に大きな違いが認められた．これら

のことから薬剤師は，推奨販売する際，例えば「はや

く効く」など外箱の表示が類似していても，製剤的工

夫が製剤間で異なれば，溶出性などの性質も異なる

可能性を再認識する必要が示された． 
イブプロフェンは，Biopharmaceutics 

classification system（BCS）分類で Class II（Low 
solubility，High permeability）に分類され，水に

難溶でありその消化管吸収は良好とされる 5)．即効性

が期待される製品において，主薬成分が酸性条件で

難溶性の場合，酸性条件での溶出性を高める製剤

的工夫が，その溶出性を向上させ，薬効発現を改善

する可能性が考えられる．そのため，森ら，佃らは製

剤的工夫による吸収動態や有効性への影響を報告

している．森らの報告によるとイブクイック®頭痛薬は，

本来配合変化を起こす酸化マグネシウムを，

Swellable Dynamic System（SDS）という技術で同

一錠剤内に配合可能としたことで，制酸効果に加え

崩壊性を改善し，さらに pH を上げることによりイブプ

ロフェンの酸性条件での溶出性を向上させている 6,7)．

その溶出試験第 1 液（pH1.2）30 分の溶出率で比較

すると，対照薬がおよそ 30％であり，イブクイック®頭

痛薬は 60％であった 8)．さらにヒトでの臨床試験の結

果，対照薬の最高血中濃度到達時間（以下 Tmax と

略す）が約 102 分であるのに対し，イブクイック®頭痛

薬のTmaxは約 47分であったことを報告している 6)．

またナロンエース®は，イブプロフェン原末を軽質無

水ケイ酸により表面改質を行うことで溶出性を高めて

いる．佃らは，第 2 液（pH6.8）の溶出試験における 5
分での溶出率は 77.8％を示し，ヒトでの Tmax は 52
分となり，医療用イブプロフェン製剤に比較して，溶

出性を向上させ，鎮痛効果の発現時間を短縮したこ

とを報告している 9)．加えて，アンケート調査の結果，

45%以上の服用者が鎮痛効果は 30分以内に得られ

ていることも報告している 9)．これらの既に報告されて

いる溶出試験の結果は，今回の我々の結果と合致し

ており，溶出性を高めることが薬効発現の速さにつな

がることを示唆している． 
イブクイック®頭痛薬やナロンエース®以外について，

我々の結果から製剤的工夫が与える溶出性の影響

を推察することができた．ナロンエース®R は，制酸剤

として乾燥水酸化アルミニウムゲルを配合され，胃液

内での pH を上げる効果を期待した工夫がされてい

る 9)．その溶出性は，特に第 1 液（pH1.2）において，

ナロンエース®に比べると向上する傾向が示された．

イブ®糖衣錠は，「糖衣錠」という服用を容易にする工

夫が溶出を遅延させ，溶出量は低い結果となった．リ

ングル®アイビー200 は，詳しい情報は公開されてい

ないものの，イブプロフェンを液体に分散させた状態

で封入しており，軟カプセルが溶解してからは，非常

に速やかに溶出している．  
また溶出性の向上は，薬効発現を改善するだけで

はなく，副作用発現の危険性を増大させる可能性も

考えられる．特にアスピリンの消化管粘膜への副作用

は、胃粘膜表面での薬物の直接的な影響が考えられ

るため，本研究の結果から，アスピリン含有 3 製剤が，
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全ての試験液における溶出率が高値を示したことは

胃粘膜障害作用の直接的な危険性を高める可能性

が考えられた（Fig.1）．イブプロフェン含有製剤にお

いては，本研究の結果，その溶出性の多くがアスピリ

ンに比べ低い傾向が示された（Fig.2）．しかしながら，

消化管粘膜への副作用は吸収後の全身循環血によ

る影響が考えられるため，イブプロフェンの溶出性の

向上は，吸収の改善に伴う胃粘膜障害作用の危険

性を高める可能性が考えられた．前述の佃らはナロ

ンエース®において，胃粘膜障害作用をアスピリン製

剤らと比較して有意にその胃粘膜障害面積は小さい

ことを報告している 9)．その考察に制酸剤を配合し胃

内 pH の上昇を図ることで胃粘膜障害を和らげること

が挙げられている．その点においては，ナロンエース

®R やイブクイック®頭痛薬は同様の工夫が施され，胃

粘膜障害作用は少ない可能性が考えられる．しかし

ながら，副作用の発現は胃粘膜障害作用に限ること

ではなく，速やかに多くのイブプロフェンが溶出する

ことは，胃を始め，多くの器官に影響することは否め

ない．  
以上のことから，アスピリン含有 3 製剤の溶出性に

大きな違いがない一方で，イブプロフェン含有 8 製剤

におけるそれぞれの製剤的工夫が溶出性の大きな

違いとして確認できた．またイブプロフェンの溶出性

の向上は薬効発現の速さに影響することが考えられ

ることから，今回得られた知見は，報告の少ない製剤

においても，血中濃度推移を推測でき、更に副作用

の危険性も予測できる可能性がある．今後，このよう

な情報の蓄積，並びに薬剤師による情報の吟味が求

められるものと期待する． 
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