
【組成・性状】

【効能又は効果】

湿疹・皮膚炎群（手湿疹、進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚
炎を含む）、乾癬、虫さされ、薬疹・中毒疹、痒疹群（ス
トロフルス、じん麻疹様苔癬、結節性痒疹を含む）、紅
皮症、紅斑症（多形滲出性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑）、
ジベル薔薇色粃糠疹、掌蹠膿疱症、扁平紅色苔癬、慢

性円板状エリテマトーデス、肉芽腫症（サルコイドーシ
ス、環状肉芽腫）、特発性色素性紫斑（マヨッキー紫斑、
シャンバーク病）、円形脱毛症、肥厚性瘢痕・ケロイド、
悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む）、アミロイド苔癬、
水疱症（天疱瘡群、ジューリング疱疹状皮膚炎・水疱性
類天疱瘡）

【用法及び用量】

通常、１日１～数回、適量を患部に塗布する。

【使用上の注意】

１．重要な基本的注意
１）皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎には使用しないことを
原則とするが、やむを得ず使用する必要がある場合
には、あらかじめ適切な抗菌剤（全身適用）、抗真菌
剤による治療を行うか、又はこれらとの併用を考慮
すること。

２）大量又は長期にわたる広範囲の使用［とくに密封法
（ODT）］により、副腎皮質ステロイド剤を全身投与
した場合と同様な症状があらわれることがある。

３）本剤の使用により症状の改善がみられない場合又は
症状の悪化をみる場合は使用を中止すること。

４）症状改善後は、できるだけ速やかに使用を中止する
こと。

２．副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確とな
る調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

１）重大な副作用（頻度不明）
眼瞼皮膚への使用に際しては、眼圧亢進、緑内障、
白内障を起こすおそれがあるので注意すること。大
量又は長期にわたる広範囲の使用、密封法（ODT）
により緑内障、後�下白内障等の症状があらわれる
おそれがある。

２）その他の副作用（頻度不明）
�１皮膚の感染症
皮膚の真菌症（カンジダ症、白癬等）、及び細菌感
染症（伝染性膿痂疹、毛�炎・�等）があらわれる
ことがある。また、ウイルス感染症があらわれる
おそれがある。［密封法（ODT）の場合に起こり易
い］このような症状があらわれた場合には、適切
な抗真菌剤、抗菌剤等を併用し、症状が速やかに
改善しない場合には本剤の使用を中止すること。

�２その他の皮膚症状
�瘡（�瘡様発疹、ステロイド�瘡等）、ステロイ
ド皮膚（皮膚萎縮、毛細血管拡張、ステロイド潮
紅等）、ステロイド酒�・口囲皮膚炎（口囲、顔面

※※

※※２０１６年５月改訂（第７版）
※２００９年６月改訂

副腎皮質ホルモン外用剤

※劇薬 ローション
ANFLAVATE 0.05% LOTION

（ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル製剤）

貯 法：気密容器、遮光、室温保存
使用期限：３年（外箱に表示）

【禁忌（次の患者には使用しないこと）】
１）細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症、
及び動物性皮膚疾患（疥癬、けじらみ等）
［感染症及び動物性皮膚疾患症状を悪化させること
がある。］

２）本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
３）鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎
［穿孔部位の治癒が遅れるおそれがある。また、感染
のおそれがある。］

４）潰瘍（ベーチェット病は除く）、第２度深在性以上の
熱傷・凍傷
［皮膚の再生が抑制され、治癒が著しく遅れるおそれ
がある。また、感染のおそれがある。］

承認番号 ２１６００AMZ００２１６０００
薬価収載 ２００４年７月
販売開始 ２００４年７月

日本標準商品分類番号 ８７２６４６

販 売 名
アンフラベート�

０．０５％ローション

成 分
含量（１�中）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン
酸エステル０．５mg（０．０５％）

添 加 物

クロタミトン、中鎖脂肪酸トリグリセ
リド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油４０、ラウロマクロゴール、ソルビタ
ンセスキオレイン酸エステル、カルボ
キシビニルポリマー、カルメロースナ
トリウム、パラオキシ安息香酸メチル、
パラオキシ安息香酸プロピル、エデト
酸ナトリウム水和物、グリセリン、pH
調節剤

外 観 性 状
ほとんどにおいのない白色の乳剤性ロ
ーション剤

外形（mm）

（１０�）
外径：２０
長さ：７２

識別コード MY１０２８L
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全体に紅斑、丘疹、毛細血管拡張、痂皮、鱗屑を
生じる）、紅斑、紫斑、多毛、色素脱失、色素沈
着、また魚鱗癬様皮膚変化があらわれることがあ
るので、特に長期連用に際しては注意すること。
このような症状があらわれた場合には徐々にその
使用を差し控え、副腎皮質ステロイドを含有しな
い薬剤に切り換えること。
また、刺激感、湿疹（発赤、苔癬化、腫脹、糜爛
等）、接触皮膚炎、皮膚乾燥、�痒があらわれる
ことがある。

�３過敏症
皮膚の刺激感、発疹等の過敏症状があらわれた場
合には使用を中止すること。

�４下垂体・副腎皮質系機能
大量又は長期にわたる広範囲の使用、密封法
（ODT）により、下垂体・副腎皮質系機能の抑制
をきたすことがあるので注意すること。

３．高齢者への使用
一般に高齢者では副作用があらわれやすいので、大
量又は長期にわたる広範囲の密封法（ODT）等の使
用に際しては特に注意すること。

４．妊婦、産婦、授乳婦等への使用
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人に対しては
大量又は長期にわたる広範囲の使用を避けること。
［動物実験で催奇形作用が報告されている］

５．小児等への使用
長期・大量使用又は密封法（ODT）により発育障害
をきたすおそれがある。また、おむつは密封法と同
様の作用があるので注意すること。

６．適用上の注意
１）使用部位
眼科用として角膜、結膜には使用しないこと。

２）使用方法
患者に化粧下、ひげそり後などに使用することのな
いよう注意すること。

【薬効薬理】

生物学的同等性試験
１．皮膚血管収縮作用１）

アンフラベート０．０５％ローション及び標準製剤（ロ
ーション剤、０．０５％）を健康成人男子２０名の左右上
背部に４時間密封塗布し、除去後経時的に皮膚蒼白
度の判定を行い比較検討した。その結果、アンフラ
ベート０．０５％ローションは著明な皮膚血管収縮能を
示し、標準製剤との比較においても有意差は認めら
れず、両剤の生物学的同等性が確認された。

２．抗炎症作用２）

アンフラベート０．０５％ローションと標準製剤（ロー
ション剤、０．０５％）の効力比較試験（ラットクロト
ン油耳浮腫抑制試験、ラットカラゲニン足浮腫抑制
試験、ラット肉芽増殖抑制試験）を実施した。その
結果、アンフラベート０．０５％ローションは著明な抗
炎症作用を示し、標準製剤との比較においても有意
差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認され
た。

３．抗炎症作用と全身作用の分離２）

ラット肉芽増殖抑制試験において、副腎及び胸腺萎
縮作用はほとんど認められなかった。

【有効成分に関する理化学的知見】
一 般 名：ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス

テル（JAN）
（Betamethasone butyrate propionate）

化 学 名：（＋）－９－fluoro－１１β，１７，２１－trihydroxy－１６β－
methylpregna－１，４－diene－３，２０－dione
１７－butyrate２１－propionate

分 子 式：C２９H３９FO７
分 子 量：５１８．６１
融 点：１５２～１５６℃
構 造 式：

性 状：本品は白色の結晶性の粉末で、においはな
い。本品はクロロホルム又は１，４－ジオキサ
ンに極めて溶けやすく、エタノール（９５）に
溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、
ジエチルエーテルにやや溶けにくく、水にほ
とんど溶けない。

分配係数：オクタノール／水：∞、クロロホルム／水：∞

【取扱い上の注意】

※安定性試験３）

最終包装品を用いた長期保存試験（室温、４年間）の結
果、アンフラベート０．０５％ローションは通常の市場流通
下において３年間安定であることが確認された。

【包 装】

プラスチック容器；１０�×１０

【主 要 文 献】

１）前田薬品工業� 社内資料：生物学的同等性試験
２）前田薬品工業� 社内資料：薬効薬理試験
３）前田薬品工業� 社内資料：安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒９３０‐８５８３ 富山市総曲輪１丁目６番２１
� （０１２０）５１７‐２１５
Fax（０７６）４４２‐８９４８



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00083
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF00540072007500650066006c006f007700203067306e51e67406306b6700906953163057305f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002030924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e305930020052004700420020753b50cf304c4f7f75283055308c305f58345408300130a830e930fc767a751f30844e88671f305b306c8272306b590963db3055308c308b4e8b304c3042308a307e3059306e306730013053306e8a2d5b9a30924f7f75283059308b58345408306b306f300130423089304b3058308153705237306b90693057305f65b96cd530674f5c62103057305f00200043004d0059004b0020753b50cf309230544f7f75284e0b305530443002>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /InternalDisablePathOptimizer true
  /InternalDropAllImageData false
  /InternalForceUserUnit 0
  /InternalOffOptimizations 3
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OffOptimizations 3
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B4F4E89E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PresumeRGBRepresentationIsLossless false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


