
〔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）。
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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
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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
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