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この本でとりあげている薬の用途、投与量、予防措置

熟一 曇 蛋趣

このグリーンページに収めた薬は､その用途に基づいてグループ分けされている｡たとえば､寄生

虫によって起こる感染を治療するための薬はすべて､寄牛申という見出しのところにある。

ある薬についての知識を得ようとする場合は､ｐ､341からの医薬品目録の中で､その薬の名前を

探す｡あるいは､ｐ､３４５からの医薬品索引でその薬を探す｡その薬が見つかれば､出ているページの

ところを開く。

薬は､商標名(薬の製造会社がつけた名前)ではなく､その－股名(科学的な名前)にしたがって指

I』されている｡一般名は大体どこでも似ているが､商標名は場所ごとに違うからである｡それに､薬は

メーカー品よりも一般名のものを買うほうがずっと安いことが多い。

よく知られている商標名を､一般名の後に記戦している場合もいくつかある｡この本では､商標名

は大文字で始まるｲﾀﾘｯｸ赫で関いてある｡たとえば､フエ家ルガンR/7e/7e/g召"はプﾛﾒﾀジﾝ

ProIl1ethazineという抗ヒスタミン薬の商標名である(プロメタジンP｢omethazineは一般名)。

各々の薬の記事には､空欄一が設けてある｡あなたの地域で最も－般的で最も安い製品の

名前と価格を書き入れるためである｡たとえば､一番安い､あるいは唯一手に入るテトラサイクリン

Tetracyclineとして､あなたの地域にテラマイシン71ema/7U/Ｃ/hがある場合は､空欄に次のように
,叩き入れる。

TetracycIine(tetracycIineHCI,oxytetracycIine,etc.）
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しかし､一般名のテトラサイクリンTet｢acyclineをテラマイシン719"amycﾉhよりもっと安く買

えることがわかった場合は､次のように書き入れる。
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留意点:グリーンベージに掲載した薬すべてが､家庭用救急箱や村の救急箱に必要なわけではな

い｡いろいろな国でいろいろな薬が手に入るから､時には同じ働きをするたくさんの薬に対し

て､たくさんの情報が流れる｡しかし､賢明なのは､少数の薬だけを備えて用いる､ということで

あ る｡
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投与量についての知識

錠剤の分量の表し方

，錠＝錠剤,個＝、

'億雪駕,星鰐@ｓ
’/4錠＝錠剤四分の一個＝Ｃｓ
’/８錠＝錠剤八分の一個＝②、

薬の投与量は患者の体重によって決めるｃ

グリーンページでは､薬の投与量についてのほとんどの説明は､患者の年齢に基づいてなされてい

る－従って､子どもは大人より少ない通を与えられる｡しかし､憩者の体重に基づいて使用寵を決め

るほうが､もつと正確である｡体重計を持っている保健ワーカーのために､このやり方による情報が、

括弧（）内に簡単に示してある場合もある｡仮に、

(１００ｍｇ/kg/日）

と書いてあれば､１日に､体重１キログラム当り、１００ミリグラム､という意味である｡言い換えれば、

24時間の間に､患者の目方1キログラム当り､薬を100ミリグラム与える､ということである。

たとえば､体寵３６キログラムのリウマチ熱の少年に､アスピリンAspi｢inを飲ませたいとしよう。

リウマチ熱のために指示されているアスピリンAspirinの投与mは､１００ｍｇ/kg/日である｡そこで

次のように計算する。

ｌＯＯｍｇ×３６＝３６００ｍｇ

この少年は１日にアスピリンAspi｢in狂３６００ｍｇ飲まなければならない｡アスピリンAspi｢inの錠

剤1個には､３００ｍｇのアスピリンAspirinが含まれている｡３６００ｍｇは１２錠に相当する｡そこで、

少年には､１日に6回､アスピリンAspi｢inを2錠ずつ(4時間ごとに2錠ずつ)飲ませる。

これは､いろいろの薬の投与屋を表すひとつの方法である｡計飼法と投与通の決め方に関してより

詳しくは､第８章を参照。

教育者､保健プログラムの計画者､およびこの本を各地域で配布する人への覚書：

この本を､村の保健ワーカーを教育するプログラムで使おうとする場合､あるいは地域の保健

プログラムで配布しようとする場合は､薬の地方名と価格を､必ずこの本に添えるべきである。

各地の配布者には､こういった情報の轡いてあるチラシをコピーするように､強く勧めたい｡本

の使用者が自分の本に挟んで使えるようにするためである｡可能な地域では､一般名の薬､または

低価格の薬および用品がどこで買えるかの情報を含めてほしい｡(pB38のく救急箱のための用

品を買うこと＞の項を参照｡）
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薬はどうしても必要なときに、

そして使い方に確信が持てるときにだけ使う。

留意点:ある種の薬は一緒に用いると悪い作用を起こす可能性がある。

２種類以上の薬を同時に使用する前には､可能ならば、

保健ワーカーの助冨を得る｡また､どんな薬でも使用するときは

その前に､箱に霞いてある注意響きを読むこと。

Ｉ



薬の知識

抗生物質

ペニシリンPeniciIlin：

非常に重要な抗生物質

ペニシリンPenicilIinは最も有用な抗生物閲のひと

つである｡化織涯ひき起こすたくさんの感染症とたた

かう｡下痢､ほとんどの泌尿器感染､背捕､打撲傷､普通

の風邪､水痘､その他のウイルス感染には効果がない

(ｐｌ８とp､1ｇな参照)。

ペニシリンPenici1linは､ミリグラム(ｍg)またはユ

ニット(Ｕ)で分因を言う｡ペニシリンGPeniciIlinG

は､２５０ｍｇ＝４０万ユニット。

すべての秘類のペニシリンPenicilIin（アムビシリ

ンAmpicillinとアモキシシリンAmoxicillinを含む)の

危険性と予防措凹：

大部分の人に対して､ペニシリンPeniclllinは瞳も安

全な薬のひとつである｡使いすぎは危険ではないが､浪

費である｡少なすぎる場合は､感染を完全に止めずに、

バクテリアを耐性(殺すより難しい)にしてしまうかも

しれ芯い。

ある狐の人に対して､ペニシリンPeniclIlinはアレ

ルギー反応を起こす｡軽いアレルギー反応には､盛り

上がったかゆい点つまりじんま疹が含まれる｡これら

はペニシリンPenicillinを飲んでから数時間または数

日後に現れ､数日間続くことが多い｡抗ヒスタミン薬

(ｐ３Ｂ６)でかゆみは和らぐ。

まれに､ペニシリンPenicilIinは､アレルギー性

ショックという危険な反応を起こす｡ペニシリン

Penicillin歴注射した(または服用)直後に､その人は

突然真っ背になり､呼吸が苦しく､ショック状態に陥る

(ｐ７０を参照)!,エピネフリンEpinephrine（アドレナ

リンAdrenalin)を直ちに注射しなければならない。

ペニシリンPenに蹄i-iの注射をする場合は､いつも必ず

エピネフリンEpinephrineを用意しておかなければな

らない(P･ＢＢ５を参照)。

以前に－度でもペニシリンPeniciIlinに対してアレ

ルギー反応を起こしたことのある人は､すべての1通頚

のペニシリンPeniciIlln､アムピシリンAmpiciIIinまた

はアモキシシリンAmoxlcilIinを､注射にせよ経口的Iこ

せよ､二度と用いてはならない｡アレルギー反応は､次

に起こるときは､はるかに霞くなり､忠者は死ぬかもし

れないからである｡(しかし､ペニシリンPenicillinの服

用による岡の不調は､アレルギー反応ではなく､飲むの

をやめる理由はない｡）

ペニシリンPenlciIlinを飲むことができない人には、

経口的にテトラサイクリンTetracyclineまたは工リ

スロマイシンE｢yth｢omycinを使ってもよい(使用方

法と予防描悩についてはｐ３５５とp,３５６を参照)。

ペニシリンPenicillinで治療することのできる感染

は､ほとんどが経口投与で充分効果がある｡ペニシリン

Penicillinの注射は経口投与よりずっと危険である。

ペニシリンPenicillinの注射は､重症または危睡な感染

症の場合にだけ用いる。

ペニシリンPenici1linまたは何らかの形でペニシリ

ンPenicillinを含む薬を注射する場合は､ｐ､７０に示し

た予防描画をとる。

ペニシリンに対する耐性：

糾通なら効くはずの感染に対して､ペニシリン

Penlciillnが効かないことが時にある｡これは､そのバ

クテリアがペニシリンPenicillinに対して抵抗するよ

うになっていて､ペニシリンPeniciIlinがそれらをも

はややっつけ芯くなっているためだろう｡(P､５８を参

照)。

近年ペニシリンPenicilIinに対して耐性に芯つた感

染としては､膿痴疹(とびひ)､化服した皮膚のただれ、

呼吸器感染､乳房の感染(乳腺炎)および骨の感染(骨髄

炎)がある｡これらの感染のひとつが通糊のペニシリ

ンPeniclllinに対して反応しない場合は､別の抗生物

質を試みるとよいだろう｡あるいは､特別な形のペニ

シリンPeniciIlin（メチシリンMethicillin,ナフシリ

ンNafciIIin､オキサシリンOxaciIIin､クロキサシリン

CIoxaciI1in､ジクロキサシリンDicIoxacilIin)が有効だ

ろう｡投与厨と予防措置については保健ワーカーの助

言をもらおう．

今､世界の多くの地域で､淋摘がペニシリン

Penicillinに対して耐性になっている｡他の抗生物質

のことはｐ､３６０を参照｡肺炎もときにペニシリン

PenicilIinに対して耐性である｡そのときはコトリモキ

サゾールCO･mmoxazoIe（ｐ358)または工リスロマ

イシンErvthromvcIn（p､３５７)を試してみる。

経口投与のペニシリンPeniciIlIr1

ペニシリンVPeniciIIinV

名称 価格：

250ｍｇ（４０万ユニット)の錠剤の形が多い。

懸濁液または懸濁液用の粉末は､小さじ一杯当り

１２５ｍｇまたは２５０ｍｇ。

罫調
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ペニシリンＰｅｎｉｃｉｌｌｉｎは竪次のような軽い感染や中等

1重の感染に対しては、 経口的を(注射ではなく)用いる

べきである，

うみ

脇lI1liのできた州､または感染した歯。

広く広がった膿揃疹(とびひ)。

丹毒。

耳の感染。

副鼻腔炎。

突然の高熱を伴う咽頭炎(迎鎖球面咽頭炎)。

ある狐の気画支炎。

リューマチ熱。

肺炎。

感染が服い珊合は､まずペニシリンPenicllllnの注射

からはじめるのが一番よいだろう｡しかし､いったんよ

くなり始めれば､経口的にペニシリンPenicIllin猛与え

てよい辰とが多い。

２－３日たってもよくなってこぶい場合は､ほかの

抗生物闘の使用を考え､医療従躯者の助言在求めてみ

る。

軽い感染のためのペニシリン投与量：

体重1ｋｇあたり２５－５０ｍｇ/日１０日間

大人および１２蛾以上の子ども１回１２５－

２５０ｍｇ１日４回１０日間

６－１２歳の子ども:１回１２５－２５０ｍｇ､１日４回

１０日間

１－５城の子ども１１回１２５ｍｇ､１日４回１０日間

１歳以下の子ども．１回６２．５ｍR,１日４回１０日間

より重い感染：上記の投与屋の２倍にする。

ペニシリンPeniclIIinがより有効に体に吸収される

ようにするには､かならず食事の１－２時間前の､空服

時に飲むことである。

ペニシリンPenicillinの注射

ペニシリンPenlcilllnの注射は次のよう荘重い感染

に用いるべきである。

髄脱炎．

敗血症(血液中に病原菌)。

破傷風。

態い肺炎。

砿い化膜創。

壊痘(えそ)。

骨の感染および骨が皮膚を突き破っている場合の感

染予防。

梅宙。

骨盤炎症性疾患。

注射用のペニシリンPenicillinはさまざまな形で売

られている｡どのペニシリンPeniciIlInを使う場合て

も､注射をする前に､その種類と薬の量を必ず確かめる

こと。

注射用の正しい種類のペニシリンPenicilIinを選ぶこ

と：

効き目は早いが持続しない仙類のペニシリン

Penicillinもある｡効き目は遅いが効果の続くペニシリ

ンPeniciIIinもある｡どのペニシリンPeniciIlinを使う

べきか､選ばなければならない。

短時間作用型ペニシリン：これらはさまざまな

名前で知られている｡結晶ペニシリンCrystalline

penicllIin､ベンジルベニシリンBenzylpenicllIin，

水性ペニシリンAqueouspenicillin､可溶性ペニ

シリンSolubIepeniciIlln,ペニシリンナトリウム

SodiumPeniciIlin､ペニシリンカリウムPotassium

penicilIin､ペニシリンGPenicilIinG注射液などで

ある｡これらのペニシリンPenicillinは速やかに作用

を現すが､体内に短時間しか密まらない｡そのため､こ

れらのペニシリンPenicilllnは６時間ごとに(１日４

回)注射しなければならない｡短時間作用型ペニシリン

Penicillinは､問単位(多量)のペニシリンPenicilllnが

必要になる非常に重い感染に対して選ぶのが鼠もよ

い｡たとえば､ガス壊這､または折れた骨が皮膚を突き

破っているような場合､あるいは髄膜炎の場合である。

中時間作用型ペニシリン：ブロカインペニシリ

ンProcainepenicillin,ブロカインペニシリンア

ルミニウムモノステアレートProcainepenicillirl

aluminummonostea『ate（ＰＡＭ)である｡これら

はかなりゆっくり作用し､体内に約１日とどまる｡そこ

で､注射は１日１回行うべきである｡プロカインペニシ

リンProcalnepenicilIinまたはブロカインProcaine

と短時間作用型ペニシリンPenicillinの組み合わせは、

ペニシリンPenicilIinの注射が必要なだいていの感染

に対して､晶艮の撰沢である”



連鎖球菌咽喉炎に対しては､上記の投与霞で１回注射

する。

長時間作用型ペニシリン:ベンザチン･ペニシリン

Benzaminepenicillinoこのペニシリンはゆっくり血

液中に入り､一ヶ月も長持ちする｡主な用途は､連鎖球

幽咽頭炎と梅茜の治旅､およびリコーマチ熱の予防で

ある｡患者が､注射してくれる人からずっと離れたとこ

ろに住んでいたり､内服用ペニシリン剤を飲んでもらう

ことが期待できなかったりする場合に役に立つ｡軽い感

染には､一回注射すれば充分である｡ベンザチンペニシ

リンBenzathinepeniCillinは即効性ペニシリンFasteI倉

actingpenicillinと組み合わせて投与されることが多い。

ペニシリンに対して耐性になっていない淋病の治癒

には､ブロカインペニシリンProcainepenicillInが限

もよい｡非湘に高単位が必要である｡投与罰については、

ｐ３６０を参照｡骨盤炎症性疾患に対する投与髄は､淋痛
の場合と同じである。

ベンザチンペニシリンBenzathinepeniciIIin（長期活

ブロカインペニシリンProcainepenicillin（中晦間作原

，
称

性
名 価格

ｊ
称

型
名

結晶ペニシリンCrystallinepenicillin (短時間作用型ぺ

梅毒の治撤には､ベンザチンペニシリンBenZathlnE

peniclllinが服もよい｡投与屋はp‘23Ｂな参照。

多くは､１２０万ユニットまたは240万ユニットのバ

イアル入りである。
ニシリン】

名称： 価格：

価格

擬い感築または中等度に重い感染に対するベンツ？チン

ペニシリンBenzathinepenicillinの投与量。
多くは､１００万単位(625ｍｇ)または500万単位

(３１２５ｍｇ)のパイアルである。

里い感染に対する結舶ペニシリンC『ystalline

penicillin,またはいろいろな短時間作用型ペニシリン

Shor心actingpenicillinの投与屋：

４時間ごとに１０－’４日間注射。

１回の投与扇：

大人と８歳以上の子ども．１００万単位。

３－８麓の子ども:５０万単位。

３歳未満の子ども.２５万単位。

髄砿炎およびいくつかの非州に砿い感染に対しては、

投与量を増さなければならない。

４日ごとに１回注射する｡軽い感染に対しては､１回の

注射で充分である。

大人１２０万ユニットから240万ユニット‘

８１２鞭の子ども:９０万ユニット。

１－７雛の子ども：３０万ユニットから６０万ユニット‘，

3５３

リウマチ熱だった悪者がぶり返すのを予防するために

は､上記の投与爵で､４週間ごとに注射する(ｐ３１０を参

照)。

アンピシリンAmpicilIin:広域(広駕トスペクトル)ペニ

シリンPeniciIlin

多くは､３０万ユニット､４０万ユニット､それ以上のバ

イアルに入っている。

中等度に重い感染に対するプロカインペニシリン

ProcainepeniciIlinの投与量：

１日１回10.15日間注射する。

１回の投与量

大人:６０万ユニットから１２０万ユニット。

８－１２歳の子ども６０万ユニット。

３－７歳の子ども.３０万ユニット。

３歳未満の子ども１５万ユニット。

新生児ほかのペニシリンPeniCiIlinまたはアンビ

シリンAmpicilIinが手に入る場合は用いな

い｡緊急時には７万５千ユニット,

非常に重い感染の場合は､上記の投与串の２倍量を用

いる｡しかしできるだけ､短時間作用型ペニシリンを用い

るほうがよい。

短時間作用型ペニシリンと組み合わせて用いる場合の

プロカインペニシリンP｢ocainepeniciIIinの投与量は、

ブロカインペニシリンPrOCainePBniCillinを単独で用

いる場合と同じである。

アモキシシリンAmoxic1Iliin

カプセル250ｍｇ価格

注射液.５００ｍ頁価格：

カプセルまたは､顕11:250ｍｇまたは500ｍｇ

価格，

シロップ．１２５ｍｇ/5ｍIまたは250ｍｇ/ｍｌ

価格．

これらの広域スペクトルのペニシリンPenicillinは、

ほかのペニシリンPenicillinよりもずっとたくさんの棚

頬のバクテリア狂殺す｡ほかの広域スペクトル抗生物典

より安全であり､ことに乳児と年少の子どものために有

用である。

アンビシリンAmpicillin

シロップ

125ｍｇまたは250ｍｇ/小さじ１杯価格
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アンピシリンAmpicilIinとアモキシシリン

Amoxicillinはどちらを使ってもよい埋合が多い｡この

本でアンピシリンAmpiciIlinが推奨されているとき、

代わりにアモキシシリンAmoxiciIIinを相当する園用

いてよいことが多い｡(下記参照)ただしアンピシリン

Ampicillinの注射が推奨されているときに､アモキシ

シリンAmoxiciIIinを経口投与してはならない｡(アモ

キシシリンAmoxicillinの注射液はない)｡またアモキ

シシリンAmoxicillinはシゲラ(赤痢)感染には効果が

小さいことに留意する｡アンピシリンAmpiciIIinまた

は他の抗生物質を用いる(p､１５８を参照)。

アンピシリンAmpicillinとアモキシシリン

AmoxiciIIinはペニシリンPenicilIinより高価である

し､ときに下痢や茸口癒(がこうそう)を起こすことが

あるので､普通のペニシリンPeniciIIinでも効果がある

感染の場合は用いない(ｐ５８を参照)。

アンピシリンAmpiciIIinは経口的に用いたときに有

効である｡注射は､髄膜炎､腹膜炎､虫垂炎のような重い

病気､または患者がおう吐したり､薬を飲み込むことが

できなかったりする場合に限って行うべきである。

アンピシリンAmpiciIIinとアモキシシリン

AmoxicilIinは､６歳以下の子どもの肺炎または耳の

感染､亜い尿路感染､淋病､脇チフス(クロラムフェニ

コールChIo｢amphenicolに対して耐性の場合)のよ

うな病気の治療に役立つことが多い｡アンピシリン

AmpiciIlinは､敗血症および新生児の脱明のつかない

病気､髄膜炎､腹膜炎､および虫垂炎にも有効である。

ペニシリンPeniciIIinに対してアレルギーの人は､ア

ンピシリンAmPiciIlinやアモキシシリンAmoxiciIIin

を飲んではならない｡p､３５１のペニシリンPenicillin

の危険性と予防措固の項を参照。

アンピシリンAmpiciIIinとアモキシシリン

AmoxicilIinの投与園：

経口投与｡(25ｍｇ－５０ｍｇ/kg/日）

250ｍｇのカプセル:小さじ１杯(5ｍl)１２５ｍｇ

のシロップ

アンピシリン１日４回､７日間与える。

アモキシシリン１日３回､７日間与える。

１回に与える量は：

大 人 : ２ カ プセルまたは小さじ４杯

（500ｍｇ)。

８－１２歳の子ども：１カプセルまたは小さ

じ２杯(250ｍｇ)。

３－７歳の子ども：１/２カプセルまたは小さ

じ１杯(125ｍｇ)。

３歳未満の子ども：１/４カプセルまたは小さ

じ1/２杯(62ｍｇ)。

新生児:３歳未満の子どもと同じ。

クロラムフェニコールに耐性となっている閥チフス

に対して､もし注射用アンピシリンが入手できない場

合は､２００ｍｇ/kｇ体重／日を経口的に与える｡アモキ

シシリンの場合は100ｍｇ/kｇ体亜／日となる｡クラミ

ジアChIamydiaに対する使用については.ｐ,３６０を

参照。

注射は函い感染に対して行う｡(50ｍｇ－１００ｍｇ／

kg／日､髄膜炎に対しては300ｍｇ/kg/日まで）

５００ｍｇのパイアル。

１日４回､６時間ごとに１０－１４日間与える。

１回の投与mは：

大人:500ｍｇ-1000ｍｇ(パイアル1本－２本)。

８－１２歳の子ども:250ｍｇ（500ｍｇのパイ

アル1/２本)。

３－７歳の子ども：１２５ｍｇ（500ｍｇのバイア

ル1/４本)。

３鯉未満の子ども:６２ｍｇ（500ｍｇのパイアル

1/８本)。

新生児：１２５ｍｇ（500ｍｇのバイアル1/４本)、

１日２回だけ。

ストレプトマイシンStreptomycinとペニシリン

Penicilllnの併用法

ほとんどの国で､ストレプトマイシンSt｢eptomycin

と組み合わせたペニシリンPeniciIIin製剤が見受けら

れ､またそれらは使われすぎていることが多い｡自分の

地域でこのような薬のひとつが広く使われている場合

は､その名称と成分と価格を間き留めておく。

名称：成分:ペニシリンPenicillin

mg､ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycinmg

価格：

ペニシリンPeniciIIinとストレプトマイシン

Streptcmycinが一紺に用いられるのは､アンピシリ

ンAmpiciIlinが手に入らなかったり､高価すぎたりす

る堀合に､アンピシリンAmpiciIIinの代用として用い

るという特別の喝合に限られるべきである｡軽い感染

や､普通の風邪またはインフルエンザに用いるべきで

はない。

結核以外の病気にストレプトマイシンStreptomycin

を頻繁に使いすぎると､その地域の結核菌が耐性にな

り､結核の治療がいっそう困難になる｡また､ストレプ

トマイシンSt｢eptomycinは隠覚障害を招くことがあ

る。

ペニシリンPenicilIinと併用するストレプトマイシ

ンSt｢eptomycinは､アンピシリンAmpiCiIlinの使用

が薦められているほとんどの病気に用いることができ

るが(ｐ３５３を参照)､アンピシリンAmpicilIinのほう

がことに乳児にとっては安全である。

Ｉ



ストレプトマイシンＳｔ『eptomycinとペニシリン

PenicilIinは別々 に用いるほうが組み合わせて用いる

よりも､投与扇の計算の上で簡単だし､価格も安い。

ストレプトマイシンStreptomycInと併用するペニシ

リンPenicillinの投与量:重い感染の場合。

畑奇問作用型ペニシリンSho｢t-actingpenlciIlin2万

５千ユニット/kｇを少なくとも１日４回､ストレプト

マイシンStreptomycinは３０－５０ｍｇ/kg／日まで

の鼠を与える。

新生児には時間作用型ペニシリンSho『t-acting

penIcilIin5万ユニット/kｇを１日２回､ストレプトマ

イシンStreptomycin20mg/kｇを１日１１口l組み合

わせて与える。

癒下量の短時間作用型

ペニシリン

対応する量の

ストレプトマイシン

大人･････……．１回1,000,000単位１グラム(通榊20m1１

１日４－６回１日１回

８－１２賎の…１回500.000単位

子ども１日４－６回

３－７歳の…１回２５０，０００単位

子ども １日４－６回

３鯉以下の…１回１２５０００単位

子ども １日４－６回

新生児………１回１５０，０００単位

１日２回

750ｍｇ(１１/2,0

1日１回

500ｍｇ(通輔1ｍI）

１日１回

250ｍｇ(1/2ｍl）

１日１回

60ｍｇ(1/8ｍl）
１日１回

腹膜炎､虫垂炎､髄脱炎､あるいは骨の急性感染(骨髄

炎)のような非常に画い感染に対しては､ペニシリン

PenicilIinの投与量をもっと高くしてもよいが､ストレ

プトマイシンStreptomycinについては上記の指示園

より､決して多くしてはならない。

ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycinと組み合わ

せて使うペニシリンPeniciIlinが必要とされる感染

で､あまり重くない病気に対しては､ブロカインペニ

シリンＰ｢ocalnepenicilIinをストレプトマイシン

Streptomycinと共に用いることができる｡ブロカイ

ンペニシリンＰ｢ocainepeniclllinの投与厨について

は､ｐ３５３を参照｡ストレプトマイシンStreptomyclrl

の投与量は､上記と同じである。

ペニシリンPenicilIInおよびストレプトマイシン

Streptomycin両方の危険性と予防措固について、

０３５１とｐ３６３の頂をよく読むこと。

エリスロマイシンErythromycin：ペニシリン

Penicillinの代用

エリスロマイシンErythromvcim

名称

価格:250ｍｇの錠剤またはカプセル：

１２５ｍｇ/5ｍlま化は200ｍｇ/5,1のシロップ

0.596または１９６の眼科用軟膏

エリスロマイシンEryth｢omycinはペニシリン

PenlcillinやテトラサイクリンTetracyclineを使う

附合と同じ感染の多くに対して有効であるが､ずっと

高価である｡現在､世界の多くの地域で､いくつかの型

の肺炎とある唾の皮膚感染に対して､エリスロマイシ

ンE『ythromycinはペニシリンPeniciIIi、よりよく効

く。

エリスロマイシンEryth｢omycinは､ペニシリン

Penicillinに対してアレルギーのある人が､ペニシリ

ンPenicillinの代わりに用いる｡また､テトラサイクリ

ンTet｢acycIineに対してアレルギーのあるひとや､テ

トラサイクリンTetracyclineを飲んではならない妊

婦や子どもにも用いら;rlることが多い｡エリスロマイ

シンElrylllromycinがテトラ･り･イクリンTeLracycllnG

のよい代醤薬とはいえない場合もある｡それぞ１１の縦

気について論じている章を参照のこと。

エリスロマイシンEryth『omycinは非常に安全であ

るが､楯示された昂より多く用いてはならないので注

職する｡赦恒を起こすかもいＷ:いので､２週間以上は

川いない。

工リスロマイシンE｢yth『omyclnの投与量１

岡に負担がかからないよう､エリスロマイシン

ErytITomycinは食耶時に飲む。

１日に４回与える。

１回の分鼠

大人５００ｍｇ（２錦または小さじ４杯)。

８－１２歳の子ども:２５０ｍｇ（１錠または小

さじ２杯)。

３－７歳の子ども：１５０ｍｇ（1/２錠または小

さじ１杯)。

３蝋未満の子ども７５ｍｇ－１５０ｍｇ（1/４－

１／２錠または小さじ１／２－１杯)。

辞515
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テトラサイクリンTetracycline:広域抗生物質

テトラサイクリンTetracyCline（塩酸テトラサイ
クリンTetracycIinBHC1､オキシ壬_ヒラサイクリン

Oxytetracycline,など】

(よく知られているが高価なメーカー品:テラマイシン

71日殖、”伽）

名称：

一般的な薬の剤形:２５０ｍｇのカプセル価格

１２５ｍｇ/5ｍlの水薬：価格

１％または３％の眼科用軟膏

価格

テトラサイクリンTetracyclineは広域スペクトル

抗生物質である｡つまり､いろいろちがった租類の細菌

とたたかう。

テトラサイクリンTetracyclineは口から飲まなけ

ればならない｡注射と同じように効き､注射より問題が

少ないからである。

テトラサイクリンTetracyclineは次のような病気

に用いることができる。

細菌またはアメーバによる下痢または赤痢。

副鼻腔炎。

呼吸器感染(気管支炎など)。

尿路感染。

発疹チフス。

ブルセラ症。

コレラ。

トラコーマ。

胆のうの感染。

クラミジア。

淋病。

骨盤の炎症性疾患。

マラリア(クロロキンChloroquine耐性)。

胃涜癌

テトラサイクリンTet｢acycIineは普通の風邪には

効かない｡ペニシリンPeniciIIinやサルファ剤Sulfas

と同様に､(ウイルス感染など)通常の感染症でも効か

ないものがたくさんある｡それにやや高価である｡むや

みに用いるべきでない。

危湊性とう弓防摺週『

１．妊婦はテトラサイクリンTet｢acycIineを飲んで

はならない｡胎児の歯と骨を損偲しにり暦色した

りする可能性があるからである｡同じ理由から､８

歳未満の子どもは､どうしても必要なとき､または

短期間だけしか､テトラサイクリンTet｢acycline

を飲むべきではない｡かわりにエリスロマイシン

Erythmmycinを用いる。

２.テトラサイクリンTet｢acycIineは､ことに長期間

飲むと､下痢や岡の不綱をひき起こすかもしれな

い。

３．＜古い＞つまり有効期限の過ぎたテトラサイクリ

ンTet｢acyclineを用いることは危険である。

４.テトラサイクリンTet｢acycIineを最も有効に働か

せるために､薬の使用前後１時間の間はミルクまた

は制酸薬を飲まない。

５.テトラサイクリンTet｢acycIineを服用中の人で、

ひなたで時を過ごすと､皮膚に発疹の出る人がい

る。

テトラサイクリンTet｢acyclineの鐙与菌:(２０

－４０ｍｇ/kg／日）-250ｍｇのカプセルおよび

１２５ｍｇ/5ｍlの水薬。

テトラサイクリンTet｢acyclineは１日４回ロか

ら飲む。

１回の投与園：

大人:250ｍｇ（１カプセル）

８－１２旗の子ども：１２５ｍｇ（1/２カプセルま

たは水薬小さじ１杯）

Ｂ鰻未満の子ども：原則としてテトラサイクリン

Tetracyclineは用いない｡代わりに､コトリ

モキサゾールCO､trimoxazoleまたはエリス

ロマイシンE｢ythmmycinを用いる｡代わり

のものがないときには用いる。

４－７鰻の子ども:８０ｍｇ（1/３カプセルまたは

小さじ2／３杯)。

１－３歳の子ども:６０ｍｇ（1/４カプセルまたは

小さじ1／２杯)。

１蝿未満の乳児:２５ｍｇ（1／１０カプセルまたは

小さじ1／５杯)。

新生児(ほかの抗生物質が手に入らない蝿合）：

Ｂｍｇ（1/３０カプセルまたは水薬６滴)。

堕症の場合､および淋病､クラミジア､骨盛炎症性疾

患､コレラ､発疹チフス､ブルセラ症の場合は､上肥の

２倍の園を与えなければならない(年少の子どもは除

く)。

ほとんどの感染の場合､テトラサイクリン

TetracycIineは､感染の症状がなくなった後１－２

日(通常全部で７日)は続けなければならない｡病気に

よっては､もっと長い治擦が必要である。

発疹チフス：６－１０日､ブルセラ症：２－３週

間､､淋病とクラミジア：７－１０日､骨盤炎症性疾

患：１０－１４日､コレラは通常短期間の治癒で

可：３－５日。

ドキシサイクリンDoxycycIlne（よく知られた商標

名:ビブラマイシンI"bﾉｮｍｙ回､ノ

名 称 : － － ‐ －

一般的な剤形：１００ｍｇの錠剤またはカプセル。

価格:‐

100ｍｇの注射用アンプル。

価格：



ドキシサイクリンDoxycyclineは高価なテトラサ

イクリンTet｢acyclineである。１日４回ではなく、

１日２回用いる｡手に入るなら､テトラサイクリン

TetracycIineを使うときと同じ病虹に使うことがで

きる。ドキシサイクリンDoxycycIineは食物またはミ

ルクと共に用いてもよい｡その他､危険性と予防措置は

テトラサイクリンTetracyc1ineと同じである(p,356

を参照)。

ドキシサイクリンDoxycyclineの終鑓冒ノ100ｍｇの

錠剤

ドキシサイクリンDoxycycIineは１日２回経口投与

する。

１回の投与量．

大人：１００ｍｇ（１錠)。

８－１２歳の子どもf５０ｍｇ（1/２錠)。

８歳未満の子ども ．ド キシ サイ クリ ン

DoxycycIineは用いない。

クロラムフェニコールChloramphenicol

ある種の重い感染に対する抗生物質

クロラムフェニコールChloramphenicolｲクロロマ

イセチンCh/ommyce功刀

名称．

一般的な剤形２５０ｍｇのカブセルー価格：

１２５ｍｇ/5ｍlの水薬一価格．

パイアル１本１０００ｍｇの注射液一

価格

この広域スペクトル抗生物質は､施囲の広いさまざ

まなバクテリアとたたかう｡安価であるが､仙用に際し

て危険もある｡このため､この薬の使用は非常に限定さ

れるべきである。

クロラムフェニコールChIo｢amphenicolは､サル

ファ剤Sulfas,ペニシリンPenicillln,テトラサイクリ

ンTetracycIine,アンピシリンAmpicillinなどでは治

すことができ芯いような､非舗に亜い感染と､腸チフス

の場合にしか用いてはなら芯い｡髄膜炎､腹膜炎､腸の

深い傷､敗血症､あるいは重い産樗熟のように､生命に

かかわる病気のとき､危険性のより少ない薬(セファロ

スポリンCephalospo｢ｉｎのような)が手に入ら芯け１１

ば､クロラムフェニコールCh1o『amphenIcolを使って

もよい。

アンビシリンAmplcillinは､通常､クロラムフェ

ニコールChlo『amphenicolと同じかもっとよく効

き､ずっと安全である｡残念なことに､アンピシリン

AmpiciIlinは高価なので､代わりにクロラムフエニ

コールChlorampllenIcolを用いなければならないこ

とが往々|こしてある。

誉告JクロラムフェニコールChlo｢amphenicoIで血液

が輝書される人がある｡新生児､ことに未熟児の場合は

いっそう危険である｡皿い感染の新生児には､クロラム

フェニコールChIoramphenicolではなく､アンピシリ

ンAmpiciIlinを用いる｡原則として､生後１ヶ月未満の

子どもには､クロラムフェニコールChIoraI‘IlJiに,1icol

は用いない。

指示されたより多量のクロラムフェニコール

Chlo｢amphenicolを投与しないように注意しなけ;、

ばならない｡乳児にはごく少量しか与えない〈以下を参

照)。

長期または繰り返しの使用は避ける。

腸チフスの治派では､病気が治まらない場合は直ち

に､クロラムフェニコールChloIamphenicolからア

ンピシリンAmpiCiIlinに切り蓄える｡(腸チフスがクロ

ラムフェニコールChIo｢amphenicolに対して耐性に

なっていることが知られている地域では､はじめから

すべての治疲をアンピシリンAmpicilIinま/とはコトリ

モキサゾールCo-trImoxazoleで行わなければなら芯

い･）

中央アメリカおよび南アメリカのいくつか

の地域では､腸チフスはクロラムフェニコール

ChloramphenicolとアンピシリンAmpicillinの両方

に対して耐性に芯っていて､もはやこれらの薬で治す

ことができない｡コトリモキサゾールCo-trimoxazole

を使ってみる(Ｄ３５Ｂを参照)。

口から飲むクロラムフェニコール

Chloramphenicolは注射よりよく効くことが多

く､また危険性が少ない｡胆普が物を飲み込めない

というまれな場合狂除いて､クロラムフェニコール

Chloramphenicolの注射はしない。

クロラムフェニコールChloramphenicolの授与漬』

(５０－１００ｍｇ/kg／日)-250ｍｇのカプセル､また

は１２５ｍｇ/5ｍlの水梨。

巳４回瞳経口投与する。

１回の投与帝

大人･５００－７５０ｍｇ（２－３カプセル)。

腸チフス､腹服炎､その他の危険な感染に対し

ては､投与量を多くしなければならない｡(３

カプセル、１日４回､というのは、１日１２カ

プセルということである｡）

８－１２歳の子ども２５０ｍｇ（１カプセルまた

は水薬小さじ２杯)。

３－７歳の子ども．１２５ｍｇ（1/２カプセルまた

は水薬小さじ１杯)。

格H5yZ
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１ヶ月－２鯉の子ども：体亜１ｋｇ当り１２ｍｇ

（水薬1/2ｍ'またはカプセル1/２０個)与え

る｡(体盟5ｋｇの乳児の埋合．１回に飲む罰は

６０ｍｇだから､水薬小さじ1/２杯あるいはカ

プセル1/４個である｡したがって１日４回な

ら、体亜5ｋｇの子どもは１日にカプセル１

個または水薬小さじ２杯である｡）

新生児：原則としてクロラムフェニコール

Chloramphenicolは用いない｡ほかに方法が

ない場合は､体重1ｋｇ当り５ｍｇ（水薬1/4ｍ’

または５滴)与える｡体堕3ｋｇの新生児には、

１５ｍｇ（水薬１５滴)ずつ１日４回､あるいは

１日にカプセル1/４個与える｡それ以上多く

与えてはならない。

サルファ剤SuIfas（スルフォンアミド

SuIfbnamide):日常的な感染症に対する安価な薬

スルファジアジンSu脂diazine､スルフィソキサゾール

Sulffsoxazo1e,スルファジミジンSuIfadimidlne,＜卜

リプルサルファTriplesuIfa＞

名称：

一般的な剤形：

500ｍｇの錠剤

500ｍｇ/5ｍIの水薬

価格：

価格：

サルファ剤Sulfasすなわちスルフォンアミド

Sulfonamideは､いろいろな梱頚のバクテリアとたた

かうが､多くの抗生物質より効き目が弱く､アレルギー

反応(かゆみ)その他の間胆を起こしやすい｡それでも

安価であるし､口から飲んで使えるので､有用である。

サルファ剤Sulfasの最も重要な用途は､泌尿器感染

用である｡いくつかの耳の感染や照痴疹､その他の服を

持った皮膚感染にも用いられる。

サルファ剤Sulfasはそれぞれ用途と投与園が異な

る｡手元にあるスルフォンアミドSulfonamideが上に

挙げたものではない場合は､使う前に正しい用法と投

与園を確かめなければばらない｡スルファチアゾール

SuIfathiazoleは上肥のサルファ剤と似ていて､しかも

非常に安価であるが､勧められない｡副作用を起こしや

すいからである。

サルファ剤SuIfasは下痢に対して､以前ほど効か

なくなっている｡下痢を起こす微生物の多くが､耐性に

なってしまったからである｡また､下痢によって脱水し

ている患者にサルファ剤SuIfasを与えると､聞腫に危

険な傷害を与える可能性がある。

欝告f

サルファ剤SuIfasを用いる場合は､腎臓への害を防

ぐために､少なくとも１日にグラス８杯ほどの多垣の

水を飲むことが盟要である。

サルファ剤のために､発疹､水抱､かゆみ､関節の痛

み､発熱､背中の下部の痛み､血尿などが起こった場合

は､服用をやめて､水をたくさん飲む。

サルファ剤Sulfasは脱水症状のある人や１鰻未満の

乳児には､決して与えてはならない。

留璽点:よい薬効を得るには､正しい園のサルファ剤

SuIfasを用いなければならない｡充分な因を用いるよ

うに気をつける｡ただし多すぎないように！

スルファジアジンSulfadiazine､スルフィソキサソー

ルSulfisoxazole､スルファジミジンSuIfadimidine、

トリブルサルファT｢ipIesuIfaの投与届(200ｍｇ／

kg／日）：500ｍｇの錠剤､または500ｍｇ/5ｍlの水

築。

多園の水と共に１日４回与える。

１回の投与園：

大人および１０歳以上の子ども：１回目は３－４

９(６－８錠)､その後はそれぞれ1９（２錠)。

６－１０歳の子ども:毎回750ｍｇ（１１／２錠

または小さじ１１／２杯)。

１－５歳の子ども:毎回500ｍｇ（１錠または小

さじ１杯)。

１歳未満の乳児:サルファ剤は与えない｡ほかに方

法がないときは､次のページにある､１槻未満

児のための安全な投与屋を参照のこと。

コトリモキサゾールCootrimoxazD1e（スルファメ

トキサゾールSuIfamethoxazo1eとトリメトブリム

Trimethoprimの組み合わせ)(よく知られた商棚名：

ﾉ『クトリムBBcZ71m‘セプトラSap”ノ

名称：－－

剤形：スルファメトキサゾールSulfamethoxazoIe

lOOmgとトリメトプリムTrimethoprim

２０ｍｇの錠剤価格：

スルフアメトキサゾールSuIfamethoxazole

４００ｍｇとトリメトプリムT｢imethopnm

８０ｍｇの錠剤価格：

スルフアメトキサゾールSuIfamethoxazoIe

20QTgとトリメトプリムT｢imethop｢ｉｍ４０ｍｇ／
５ｍIの水薬価格：

留窟点：この薬には､スルファメトキサゾール

SuIfamethoxazoIe800mgとトリメトプリム

Trimethop｢ｉｍｌ６０ｍｇという、２倍量の錠剤もあ

る〃『クトリムDSBacl77mDSセプトラDS

SBp”､Sﾉ｡２倍因の錠剤を用いる場合は､下肥の錠
数の半分にする。

この複合薬は広い範囲の細菌とたたかう｡また､アン

ピシリンAmpiciIIinに比べて安価である。


