
表 天 

ト�ラ�ッ�プ�アカ�スミ�
色�

調�

MC制作日�

H22.10.08 （� ）�
角度�

AC作業者印�校�

二校�

�品� 名�

�本コード�

�仮コード� APP.TB�

N

�稲
生�

�
N オリザチーム顆粒�

0346J1008303 gwgk6

表 天 

ト�ラ�ッ�プ�アカ�スミ�
色�

調�

MC制作日�

H22.10.08 （� ）�
角度�

AC作業者印�校�

二校�

N オリザチーム顆粒�品� 名�

本コード�

0346J1008303仮コード� APP.TBgwgk6

N

�稲
生�

�

210
29
7

〔組成・性状〕　

〔効能・効果〕〔用法・用量〕

〔使用上の注意〕

１．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
本人または両親、兄弟にじんま疹、気管支喘息、他の薬剤
に対する過敏症、食物アレルギー等のみられる患者。

２．重要な基本的注意
� （1）　乳糖不耐によると判断される患者に対して使用すること。

①　乳児の場合は便のpHおよび便中の糖を測定し、原則 
として次の点を基準として使用すること｡
ア．便のpHが5 . 5以下
イ．便のpHが5 . 6～6 . 5で、かつ便中の糖が0.5g/dL以上
ウ．便中の糖が0.75g/dL以上

②　１回の食餌中の乳糖量が、原則としておおよそ20g以
上の経管栄養食または経口流動食を摂取している患者 
で、下痢、その他乳糖不耐によると思われる症状を生じ
た場合｡

 

※※

（2）　便性の改善、便回数の減少がみられない場合には、投与
を中止すること｡

３．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。
（1） 　重大な副作用

ショック
ショック症状、四肢冷感、顔面蒼白、チアノーゼ、下痢、

腹部膨満、嘔吐等の症状があらわれることがあるので、こ
のような症状があらわれた場合には、直ちに中止すること。
なお、症状に応じて輸液、副腎皮質ホルモン製剤の投与な
ど適切な処置を行うこと｡

（2） 　その他の副作用
次表の副作用があらわれることがある。

〔臨床成績〕

１．乳幼児下痢患者122例を対象とした一般臨床試験における
「有効以上」の有効率は次表のとおりであった１）～５）。

２．成人乳糖不耐症患者40例を対象とした一般臨床試験におけ
る「有効以上」の有効率は次表のとおりであった６）７）。

３．口腔外科領域における経管栄養食・経口流動食摂取患者46
例を対象とした一般臨床試験における「有効以上」の有効率
は次表のとおりであった８）９）。

室温保存
（「取扱い上の注意」の項参照）貯　　法

2年（外箱に記載）使用期限

日本標準商品分類番号

８７２３３９

オリザチーム顆粒

15500AMZ00960承認番号

1981年9月薬価収載

1981年9月販売開始

1983年2月効能追加

〔禁忌（次の患者には投与しないこと）〕
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

識別
コード

におい・味色添加物

１g中
日局β‐ガラクト
シダーゼ（アスペ
ルギルス）含量

剤形販売名

YA915

　特異なに
おいはなく､
わずかに甘
味がある。

　白色な
いし淡黄
色

デキストリン、
ヒドロキシプロ
ピルセルロース

0 . 5g
（5,000 単位＊）

顆粒剤
オリザチーム
顆　粒

＊：30℃ で1分間に1μmolのo- ニトロフェニル- β -D- ガラクトピラノシドを
加水分解する酵素量を1単位とする。

用 法 ・ 用 量効 能 ・ 効 果

　乳児の乳糖不耐により生ず
る消化不良の改善には、通常、
１回量0 . 25～0 . 5gを哺乳時、 
同時に経口投与する｡

　乳児の乳糖不耐により生ず
る消化不良の改善。
（1）　一次性乳糖不耐症
（2）　二次性乳糖不耐症

　単一症候性下痢症、急性消
化不良症、感冒性下痢症、白
色便性下痢症、慢性下痢症、
未熟児・新生児の下痢。

　経管栄養食、経口流動食な
ど摂取時の乳糖不耐により生
ずる下痢などの改善には、通
常、摂取乳糖量10gに対して 
１gを食餌とともに投与する｡
なお、症状により増減する｡

　経管栄養食、経口流動食な
ど摂取時の乳糖不耐により生
ずる下痢などの改善。

副作用発現頻度
種　類

頻度不明

発　疹過敏症注）

便秘、腹部膨満、嘔吐等消化器

注）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

有効率％
（有効以上/対象症例数）

疾　患　名

（　8/10）80 . 0乳児下痢症
（34/40）85 . 0感冒性下痢症
（　2/4　）50 . 0感冒性消化不良症
（17/23）73 . 9白色便性下痢症
（　8/13）61 . 5消化不良症
（　2/2　）100 . 0単一症候性下痢症
（19/27）70 . 4急性胃腸炎
（　1/1　）100 . 0栄養過誤による遷延性下痢
（　0/1　）0新生児初期嘔吐症
（　0/1　）0蛋白漏出性胃腸症・牛乳アレルギー
（91/122）74 . 6計

有効率％
（有効以上/対象症例数）

疾　患　名

67 . 5（27/40）乳糖不耐症

有効率％
（有効以上/対象症例数）

疾　患　名

67 . 4（31/46）経管栄養食・経口流動食摂取患者

※※2010年１0月改訂（第９版）
　※2009年１１月改訂

乳糖分解酵素製剤

β‐ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）製剤
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〔薬効薬理〕

１．乳糖分解作用10）～13）

（1）　健常成人男子16名に乳糖負荷試験（LTT）およびオリザチ 
ーム顆粒・乳糖負荷試験（LLTT）を施行した。オリザチー
ム顆粒・乳糖負荷後の血中グルコースおよびガラクトース
レベルは乳糖単独負荷後より有意に高いことが認められ 
た10）。

（2）　ラットに乳糖0 . 8gおよびオリザチーム0 . 16gを同時に投与 
したところ、血中のグルコースおよびガラクトース値は、
乳糖単独、または乳糖および熱失活オリザチームを同時に
投与した時に比べ、有意に上昇した11）。

（3）　市販の牛乳に１mLあたりオリザチームを15単位加え、 
37℃ で１時間保温したところ、pH4 . 0～5 . 0の範囲では70～
87％の乳糖を分解した。また、市販粉乳15gを水100mLに 
溶解し、 pH4 . 5に調整した後、オリザチームを250mg加えて 
37℃１時間保温したところ約65％の乳糖を分解した12）13）。

２．作用機序11）

本剤は消化器中で乳糖をガラクトースとグルコースに分解
することにより作用を発揮するものと考えられる。

〔有効成分に関する理化学的知見〕

一 般 名：β- ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）
［β-Galactosidase（Aspergillus）（JP）］

性　　状：白色～淡黄色の粉末である｡
水にわずかに混濁して溶け、エタノール（95）または
ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

〔取扱い上の注意〕

アルミ包装開封後は、防湿に留意すること｡

〔包　　装〕

� 　分包顆粒剤：0 . 5g×300包
顆　粒　剤：100g

〔主要文献〕

１）和田紀之　他：薬理と治療  10：1189－1196, 1982.
２）多和昭雄　他：診療と新薬  15：1239－1244, 1978.
３）遠矢芳一　他：薬理と治療  6：1867－1872, 1978.
４）秋原　実　他：新薬と臨床  27：1097－1103, 1978.
５）高橋謙太郎　他：薬理と治療  6：1042－1051, 1978.
６）築城　栄：薬理と治療  8：975－981, 1980.
７）吉谷和男：薬理と治療  6：2813－2817, 1978.
８）仁木　寛　他：薬理と治療  12：441－448, 1984.
９）中尾　泉　他：診療と新薬  22：985－989, 1985.
10）和田紀之：薬理と治療  13：2059－2063, 1985.
11）尾上正治　他：オリザチームの薬効に関する研究（社内資

料）, 1979.
12）久保田惇生：オリザチームの乳糖分解作用（社内資料）, 

1978.
13）久保田惇生：オリザチームによる粉乳中の乳糖の分解（社内

資料）, 1987.
 

〔文献請求先〕

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
株式会社ヤクルト本社　医薬安全性情報部

医薬学術部  くすり相談室
〒104－0061  東京都中央区銀座7－16－21

銀座木挽ビル
電話：0120－589601
F A X：03－3544－8081

915V Ⅹ Ⅹ Ⅲ   1010A

製造販売元

〒104－0061 東京都中央区銀座7－16－21　銀座木挽ビル

※


