
警告：妊娠最終３ヶ月の女性と生後８週未満の乳児

は､コトリモキサゾールCo-trimoxazoIeの使用をひ

かえるべきである｡コトリメキサゾールは､サルファ剤

系統の薬にアレルギーのある人に用いてはならない。

コトリモキサゾールCo-Mmoxazoleは次の病気の治

癒に用いることができる。

ブルセラ症。

耳の感染症

血便と発熱を伴う下痢(細菌性赤痢)。

膿揃疹(とびひ)。

呼吸器感染(肺炎)。。

コトリモキサゾールCo-trimoxazoleのjIfPL与鍛．

望要』１日に２回､５－７日間服用。多量の水とともに飲

む,、

腸チフスのときは１４日間飲むこと。

１回の没与風は：

大人および１２歳以上の子どもには錠剤を使用：

スルファメトキサゾールSuIfamethoxazole

８００ｍｇとトリメトブリムT｢imethopriml60mg

を１日２回

生後８週から１２娩までの子どもには懸測液を使

用｡(ｍｌの計測はp､６１参照）

１/２ｍl／体龍kg/回１日２回。

１錠中スルファメトキサゾールSulfamethoxazole

400mgとトリメトブリムTrimethop｢ｉｍｌ６０ｍｇを

使用した場合

９－１２歳の子ども：１回２錠｡１日２回

４－８歳の子ども：１回１錠｡１日２回。

生後９ケ月－３歳の子ども:１回1/2鑓１日２回。

生挫2.8ヶ月の子ども：１回1/４碇｡１日２回。

ＨｌＶ陽性の人は､下痢､肺炎､その他の感染症予防

のため､コトリモキサゾールCo-trlmoxazoleを毎日

２回服用してもよい｡ＨｌＶ感染をもつ子どもにも､上

記の小児量のコトリモキサゾールCo-trImoxaZoleを

服用させる｡感染症を予防することで､ＨＩＶ照性の人

は､より長く､健康な生活を享受することができる。

ＨＩＶ陽性の人が肺炎にかかったときは､コトリモ

キサゾールＣＯ､trimoxazoIeの１回あたり通輔の２倍

量を１日３回服用すべきである｡肺炎以外では､血,'4下

荊や他の問胆でこの薬が必要となる人の投与昂はＨＩ

Ｖによって変わらない。

ゲンタマイシンGentamlcin

ゲンタマイシンGentamicinは､注射用の抗生剤で、

非糊に!'‘い感染症に対して用いられる｡ゲンタマイシ

ンは､熟紬した保健ワーカーによってのみ､そして､ほ

かの､もっと安全な薬が入手できない場合のみ投与さ

れるべきである｡不適切なこの葵の使用は､難聴と腎臓

への障害を招く｡私たちは､ゲンタマイシンに関する投

与鼠の悩報をここに記さないが､それはこの薬剤がと

ても危険なものだからだ｡安全性確保のため､私たちは

あ芯たに､ｐ,３５１から３６０にリストアップされてい

る､他の薬を､感染症治療に用いるように勧めたい。

セファロスポリンCephalosporinE

これらは多くの違った種類のバクテリアに作用す

る､強力な新しい抗生物質である｡非常に高価なことが

多く､またどこでも手に入るというものではない｡その

ため､この本ではセフアロスポリン剤を､治猟のための

第一選択の薬剤としては勧めていない｡とはいえ､これ

らは他の多くの抗生物質と比べて､一般に危険性とⅢ

作用が少なく､もし手に入るのであれば､ある秘の重い

病気の治療に有用であるに違いない。

セファロスポリンCephalosporInsには､さまざま

なタイプの衝のがある｡セファゾリンCephazoIin（ア

ンセフAncen､セファレキシンcephalexlrl（ケフレッ

クスke"ex)､セフラジンCephlazine（ヴェロセフ

1/唇/bsef)､セフォキシチンcephoxitin（メフォキシ

ンＭBわx伽)､セフトリアキソンcephotriaxone（ロ

セフインRbcep/7所)､セフォタキシムcephotaxime

(クラフォランC伯わﾉaﾉﾌ)､そしてセフタジディム

ceftazidime（フォルタツFbrZaz夕≠シダイム

7ﾏﾖX/b171r7e・タジセフ7ａＺ７ｂｅｎなど｡さまざまなセファ

ロスポリン剤は､肺炎､尿路感染症､腸チフス､腸ないし

骨盤感染症､骨の感染症､そして髄膜炎に使用できる。

いつくかのｂの､たとえばセフトリアキソンは､炊性下

宿(chancroid)､新生児の眼球感染症､ペニシリン耐性

の淋病などの性感染症の治療に有用である。

これらセファロスポリン剤の使用に当たっては､あ

らかじめ投与園や副作用についての助冨(佃報)を得て

おくべきである｡また､婆い病気やもつと安価な案で后

寺に治療できる病気に､これらの葵を用いないこと。
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淋病とクラミジアのための薬

これらの病気は初期症状が同じで､併発(へいは

つ)することがしばしばある(ｐ２３６を参照)｡クラ

ミジアの検査を受けるのが困難､または高価である

かもしれないので､両方の病気の治療を同時に行う

のが最善である。

ﾉﾘﾘt病VEは､下記のうち力'らひとつを用いる：

または

セフトリアキリンCeftriaxone：１２５ｍｇを注

射で１回。

または

セフィシキムCefixime：４００ｍｇを経口で１

回。

または

スペクチノマイシンSpectinomycin:２９を注

射で１回。

妊翻､授乳中の女性はスベクチノマイシンを

用いないこと。

クラミジアには下記のうちからひとつを用いる：

ドキシサイクリンDoxycycline（ｐＳ５６）：

１００ｍｇを経口で１日２回､７日間。

または

アジスロマイシンAzithromycin，１９を経口

で－回。

または

アモキシシリンAmoxiclIIin：５００ｍｇを経口

で１日３回､７日間。

または

エリスロマイシンEIythmmycin（p355）：

500ｍｇを経口で１日４回､７日間｡エリスロマ

イシンErythromycinは必ず食物とともに用い

ること。

オフロキサシンOfIoxacin：400ｍｇを経口

で１日２回､７日間

または

テトラサイクリンTe廿acycIine（p,356）：

５００ｍｇを経口で１日４回､７日間。

あなたが妊掘中または授乳中の鰯合は、ドキ

シサイクリンDDxycycIine､テトラサイクリン

TetracycIine,またはオフロキサシンOfIoxacin

を用いてはならない｡妊娠中または授乳中の女性は、

アジスロマイシンAzithromycin,エリスロマイシン

Ｅ｢yth｢omycin､またはアモキシシリンAmoxicilIin

を用いることができる。



結核Tuberculosisの薬

結核(ＴＢ)の治濡証言は､つねに４－５i､類の抗結核薬を

同時に用いることが非潮こ叩要である｡１１，類の型だけだ

と､結核菌がそれに対して耐性に紅って､病気を治すのが

いっそう困難に芯る。

結核の治療には時間がかかる｡河端､６－９ケ月以上で

ある｡治療期間の長さは､どういう紫の組み合わせを用い

たかによる｡結核がぶり返さ芯いようにするだめ､まだ菌

の築剤耐性を生まないためには､充分な長期治療が鼠こと

のほか重要である。

薬剤耐性とは､最良でもっとも安価な抗結核薬が､もは

やこの病気ＴＢに対して効かなくなるということを意味

する｡ＭＤＲ（多剤耐性muIti･dIugresistant)ＴＢは治

癒にお金がかかり､ＸＤＲ（通商度蕊剤耐性:eXtremeIy

D｢ugResistant)ＴＢは､ほとんど治癒不可能と言える。

いくつかの結核の薬は､政府の治療試験のプログラムを

通して､煎料または低価格で入手できることも多い。

その地域で結核治撤に綴験のある人の助言が鮪要であ

る｡治撤法が変わつだり､結核脳が耐性にﾉU､ったり､新しい

薬が手に入るようになったりするからである｡また､治療

計画によっては､より多い投与壷で､１週間に２回だけ薬

を与える場合もある。

結核(TB)の治掠では恩いつもイソニアジドlsoniazid

（ＩＮＨ)を用いるべきである｡リファンピンRifampin

は非常に有効な薬であり､可能な蝋合は､ことにく嬉渓

検査＞が陰性になるまでは､必ず用いるべきである。

エタンブトールE廿Iambutolとストレプトマイシン

S廿eptomycinも､ＴＢの治療によく用いられる｡ビラ

ナジミドPyrazinamideをＩＮＨおよびリファンピン

Rifamplnと組み合わせて川いると､治療期間を短縮でき

る可能性がある｡チアセタゾンThiacelazor,唇は別の抗結

核薬であるが､よく副作用をおこすので､ＨＩＶ陽性省を

含め使えない患者が多い。

蕊がかゆみや､皮膚と眼の茂化(繭痩)や､間の揃みを引

き起こす場合は､投与寵または梨歴どのように変更できる

か､保健ワーカーに聞いてみる｡水掴ができた場合は､保健

ワーカーに貝てもらうまで､薬の服用をやめる｡ＴＢの薬

ことにＩＮＨを服用中は､アルコールを慎む。

推奨する治療方法

自分の地域で有効かつ可能な､推奨できる架の組み合わ

せを下記の中からひとつ選んで用いる。

１．イソニアジドIsoniazid､リファムピンRifampin,エタ

ムブトールEthambutol,ピラジナミドPy｢azinamide

を２ヶ月間与える｡その後ピラジナミドPy画zinamide

の服用をやめ､リファンピンRifampin､イソニアジド

lsoniazid､エタンブトールEthambutol荏さらに４ヶ

月闇請ける。

２イソニアジドIsoniazid､リファンビンRiiBmpin,エタ

ンブトールEthambutoIを９ヶ月間与える。

３イソニアジドIsoniazid,リファンピンRifampin，

ストレプトマイシンStreptomycin､ピラジナミド

PyraZinamideを２ヶ月間組み合わせる｡次に､イソニ
アジドIsoniazid巷､エタンブトールEthambutolやス

トレプトマイシンStreptomycinあるいはチアセタゾ

ンThiacetazoneと組み合わせて､６ヶ月間与える｡こ

の手当てはリファンピンRifampinを少ししか必要と

し芯いので､安くつくという利点がある。

４リファンピンRiiampinが手に入らなかったり､高

すぎたりする場合は､イソニアジドlsoniaZid,エ

タンブトールEthambutol,ストレプトマイシン

Streptcmycinを２ヶ月間､あるいは渓の検査が陰性

になるまでの間与える｡その後ストレプトマイシン

Streptomycinをさらに２ヶ月間、ＩＮＨとエタンブ
トールEthambutoIを１年間与え続ける。

５.妊婦が結核の場合は､経験のある医療従事者の助

言を求める｡あるいは､イソニアジドlsoniaZidお

よび､エタンブトールEthambutol､リファンビン

Rir0mpln,チアセタゾンThiacetazoneのどれかを、

１８ヶ月間与える｡さらに､ビタミンＢＢ(ピリドキシ

ンPy｢idoxine)を１日50ｍｇ与える｡妊娠中は､ピラ

ジナミドPyrazinamideまたはストレプトマイシン

Streptomycinを与えない。

イソニアジドIsoniazid（ｌＮＨ）

名称１面拾：

100ｍｇまたは300ｍｇの錠剤が多い。

これは最も基本的な結核治療薬である｡結核の治療に

は鯉できるだけ､もうひとつ別の結核治療薬と共に用いる

必要がある｡予防のためには､単独で用いることができる。

危険性と予防措圃：

まれにイソニアジドlsoniazidは､ことに栄養不良の

人に､貧血､手足の神経痛､筋肉のひきつり､あるいはけい

れん発作さえひき起こす｡これらの副作用は､通常､１日

50ｍｇのピリドキシンPylldoxine（ビタミンＢ６)を級口

投与することによって(p3g4)､手当てすることができる。

ときに､イソニアジドlsoniazidは肝扇を害する可能性

がある｡イソニアジドlsoniezidを服用中に肝炎の症状(皮

膚と眼の黄色､かゆみ､食欲不振､腹部の痛み､P､１７２を参

照)の出た人は､蕊歴飲むのをやめなければならない。

イソニアジドIsoniazidの投与量:(５－１０ｍｇ/kg/日）

－１００ｍｇの錠剤を用いる。
イソニアジドIsoniazidは１日１回与える。

１回の投与瞳は：

大人３００ｍｇ（３錠)。

子ども・体亜5ｋｇあたり５０ｍｇ（1/２錠)。

重い結核の子ども､または結核性髄膜炎の患者は､改

善が見られるまでは､上記の２倍の投与雷にする。

3６１
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結核患者のいる家族の結核の予防には､上妃の投与

量のＩＮＨを６－９ヶ月間与えることを勧める。

リフアンビシンRifampicin

名称:価格：

１５０ｍｇまたは３００ｍｇの錠剤またはカプセルが多

い。

この抗生物質は高価であるが､結核と強力にたたか

う｡決して単独で用いてはならない｡さもないとＴＢが

この薬に対して耐性になる｡イソニアジドIsoniazidお

よび少なくとももうひとつの結核治療薬と共に組み

合わせて用いると､治療期間を数ヶ月短縮できる｡(リ

ファンピシンRifampicinはハンセン病の治擦にも用

いられる｡投与園についてはp､364を参照｡）

リファンピンRifampinは､中断せずに飲み続けるこ

とが璽要である｡手持ちがなくなる前に､忘れずに入手

しておくこと。

危険性と予防措凹：

リファンピシンRifampicinは肝騒に函い損傷を与

える可能性がある｡肝臓病の人､あるいは妊娠中の人

は､医学的監督下でこの薬を飲まなければならない。

副作用：リファンピシンRifampicinのために､尿､涙、

大便､咳と共に出る粘液(晒癌)､および汗が赤橿色に酒

色する｡まれにリファンピシンRifampinは､発熱､食欲

の消失または冗進､おう吐､吐き気､混乱状態､皮膚の発

疹､月経異常などをひき起こす可能性がある。

リファンピシンRifampicinは経口避妊薬の効果を

減少させる｡したがって､出産隅節蕊を飲んでいる女性

は､その薬の投与量を増加するかどうかについて､医療

従事者の助言を得る必要がある｡あるいはリファンピ

シンRifampicinの使用中は､別の方法､にとえば､コン

ドーム、ＩＵＤ(子宮内避妊具)､ペッサリーを用いる。

結核に対するリファンピシンRifampicinの投与量：

(１０ｍｇ/kg/日)－１５０ｍｇまたは300ｍｇの錠剤ま

たはカプセル。

リフアンピシンRifampicinは１日１回､食前１時間ま

たは食後２時間に与える。

一回の投与園は、

大人:600ｍｇ（300ｍｇの錠剤２個､または

１５０ｍｇの錠剤４個)。

８－１２歳の子ども:４５０ｍｇ。

３－７歳の子ども：300ｍｇ。

３歳未満の子ども：１５０ｍｇ。

ピラジナミドPyrazinamlde

名称： 価格：

500ｍｇの錠剤のことが多い、

危険性と予防措凹：

妊婦はピラジナミドPyrazinamideを用いてはなら
ない。

副作用：関節の皿れ・欄み､食欲消失､吐き気および

おう吐､排尿時の摘み､疲労感､発熱｡ピラジナミド

Py｢azinamideの投与量：(２０－３０ｍｇ/kg／日）－

500ｍｇの錠剤を用いる。

他の結核治療薬と共に､毎日１回､２ヶ月間与える。

１回の投与園は：

大人：１５００または2000ｍｇ（３または４錠)。

８－１２歳の子ども：１０００ｍｇ（２錠)。

３－７歳の子ども:500ｍｇ（１錠)。

３鰻未満の子ども:250ｍｇ（1/２錠）

エタンブトールEthambutol（よく知られた商標名：

ミアムブトールMyambUm〃

名称：価格：

100ｍｇまたは400ｍｇの錠剤のことが多い。

危涙性と張防箔圏ｆ

エタンブトールEthambutoIは､長期にわたって多

国に飲むと､眼の流みまたは障害をひき起こすかもし

れない｡眼に問題が生じたり視力の変化が進行したり

する場合は､薬をやめなければならない｡薬をやめれ

ば､エタンブトールEthambutolによる眼の障害は､通

常､徐々によくなってくる。

エタンブトールの捜雲回：(眼初の２ヶ月間は25ｍｇ／

kg/日､その後１５ｍｇ/kg/日)－１００ｍｇの錠剤また

は400ｍｇの錠剤を用いる。

１日１回与える。

最初の２ヶ月間の､１回の投与園は、

大人：１２００ｍｇ（400ｍｇの錠剤を３個､または

１００ｍｇの錠剤を１２個)。

子ども:体盟1ｋｇ当り１５ｍｇ与える｡ただし､結核

性髄膜炎には､体堕1ｋｇ当り２５ｍｇ与える。

最初の２ヶ月が過ぎ正ら、

大人:800ｍｇ（400ｍｇの錠剤を２個､または

１００ｍｇの錠剤を８個)。

子ども:体盟1ｋｇ当り１５ｍｇ与える。



ストレプトマイシンStreptomycin

名称 価格

1ｍI当り５００ｍｇの注射用バイアル｡

ストレプトマイシンStreptomycinは､今でも

非附に有用な結核治療薬である。リファンピシン

Rlfampicinに比べていくらか効果が少ないが､ずっと

安価である。

危険性と予防措置Ｉ

正しい投与霞以上には与えないよう鯉大きな注意か

必要である｡ストレプトマイシンStreptomycinを過

剰Ｌ､長すぎる期間与えると､雌聴を招くかもしｵＷ

いｏ耳明りまたは聴覚の隙習が始まったら薬の服用を

やめ､保健ワーカーに相談する。

妊婦または腎臓病患者には､ストレプトマイシン

Streptomycinを注射してはならない。

ストレプトマイシンStreptomycinの茂与昼

(１５ｍｇ/kg/日）

液体のパイアルまたは２ｍI当りストレプトマイシン

Streptomycinlgの注射液在作るための粉末。

結核の治疲用：

非常に重い場合は､３－８週間､毎日１回､注射する。

暖い場合は､２ヶ月間､毎週２－３回､注射する。

１回の注射の投与鼠|ま

大人：１９（または２ｍ!)。

５０歳以上の大人:500ｍｇ（1ｍl)。

８－１２歳の子ども750ｍｇ（１１/2ｍI）。

３－７歳の子ども５００ｍｇ（1ｍI)。

３歳未満の子ども：250ｍｇ（1/2ｍD･

新生児:体ｍｌｋｇ当り２０ｍｇ｡したがって

３ｋｇの子どもばら６０ｍｇ（1／Bml)。

繕櫛以外のストレフ，トマイシンSt71epわｍｙＣｍの用

途：

緊急時には､ストレプトマイシンSt｢eptomycin

とペニシリンPeniciIlinをある柳の襲い感染に併

用することができる(ｐ３５４「ストレプトマイシン

St｢eptomyclnとペニシリンPenicillinの併用法」

の項を参照)｡とはいえ､結核以外の感染にストレプ

トマイシンSt｢eptomycin逓用いることは､非浦

に制限されなければならない｡ストレプトマイシン

Streptomycinをほかの病気に頻繁に用いると､結核

を耐性にしてしまい､治療がいっそう困垂になる。

チアセタゾンThiacei己迄u,に

名 称：価格

チアセタゾンThiacetazone50mgの錠胃！

(１００ｍｇまたは１３３ｍｇのイソニアジドlsonia2ic

と絹み合わせてあることが多い)。

,iｦW宿ﾉ胃f発疹､おう吐､めまい､食欲消失を起こすかもし

れない｡ＨＩＶ/ＡｌＤＳの人はこの薬を使用しては芯ら芯

い｡亜症で致命的なアレルギー反応が起こったり､皮盾

が剥がれ落ちたりする可能性がある。

チアセタゾンThiacetazoneの茂今【量：(2.5ｍｇ/kg／

日）：－チアセタゾン50ｍｇの錠剤(イソニアジドとの

合剤または単独)。

１日１回与Ⅷえるｃ

１回の投与量は

大人：３錠(１５０ｍｇ)。

８－１２歳の子ども‘２錠(100ｍｇ)‘

３－７歳の子ども１錠(50ｍｇ)。

３歳未満の子ども：１／２錠(２５ｍＲ)。

八ンセン病Leprosyの薬

ハンセン病の治旅では､悪者が２つの型のハンセン

病のうち､どちらの型にかかっているのかな知ること

が亜要である｡皮膚に､感覚の猟い色の薄い斑紋ができ

ているが､しこりまたは皮膚の肥厚は見られない場合

は､おそらく類結核型ハンセン病tube｢cuIoidlep｢osy

であり､必要な薬は２種類だけである｡しこりがあれ

ば､おそらく結節型ハンセン病lepromatousleprosy

で､３枇類の梨を用いるのが殿もよい｡可能ならば､ハ

ンセン病の薬は､国の計画に従って､経験のある保健

ワーカーまたは医者の指導の下に用いるべきである、

ハンセン病の治猟は､通常､少なくとも６ヶ月間､翻

合によっては生涯続けなければならない｡ハンセン病

を起こすバクテリア(細画)が耐性にならないように予

防するためには､築准中断せずに定期的に飲み続ける

ことが望要である｡支給する薬がなくなる前に補充す

るよう､充分注意すること。

Ｈ計GＩ
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推奨する服薬方法：

類結稜型バンセン病にﾇﾜしては､次の２Ⅷ類の薬を

少なくとも６ヶ月間服用する。

ダブソンDapsone:毎日１回。

リファンピンRifampin:毎月１回。

結節型ハンセン病の蝿合は､次の３種類の薬すべて

を､２－５年間服用する。

ダブソンDapsone:毎日１回。

クロファジミンCIofazimine:毎日１回､うち月に１

回は壷を多めに。

リファンビンRIfampIn:毎月１回。

留意点:ダプソンDapsoneを他の薬と併用すると､ハ

ンセン病の治癒が早められるが､ダブソンDapsoneし

か手に入らないこともある｡単独で用いてもよい結果

が得られることが多いが､時間がかかる｡それで治療を

少なくとも２年間､結節型ハンセン病の場合は生涯続

け芯ければならない。

たまにハンセン病治療薬の服用中に､〈レプラ反応〉

という難しい問題が起こる患者がある｡しこりや炎症

のある斑点､発熱､肥れて触ると痛い神経､が現れる｡関

節痛､リンパ節や幽丸に触ると痛い､手足が腕れる､眼が

赤く痛み､失明に至る､などの症状が起こることもある。

重いくレプラ反応＞(神経に沿った痛み､無感覚や衰

弱､眼の刺激状態､または堅丸の痛み)の場合は､通常、

ハンセン病の手当てを続けつつ､抗消炎薬(コーチコス

テロイドＣＯ『tico・steroid)も服用するのが眼もよい。

コーチコステロイドＣＯ｢tico-ste｢oidも里大問題を起

こす可能性があるので､これについては経験をつんだ

医療従事者の助言を求める。

ダブソンDapsone（ジアミノジフエニルスルフオン

Diaminodiphenylsulfone,ＤＤＳ）

名称： 価格：

５０ｍｇおよび１００ｍｇの錠剤のことが多い。

ダブソンDapsoneはときに貧血または皮膚の発疹

を起こすことがあり､皿い可能性がある｡皮膚がひどく

むける場合は､薬の服用をやめる。

警告：ＤＤＳは危険な薬である｡子どもたちの手の届か

ないところに保管する。

ＤＤＳの投与国:(2ｍｇ/kg／日)－１００ｍｇの錠剤を

用いる。

１日１回服用する。

大人：１００ｍｇ（100ｍｇの錠剤１個)。

１３－１８歳の子ども:５０ｍｇ（100ｍｇの錠剤

１／２個）

６－１２歳の子ども:２５ｍｇ（100ｍｇの錠剤

１／４個)。

２－５歳の子ども:２５ｍｇ（100ｍｇの錠剤1／

４個)を１週間に３回だけ。

リフアンピシンRifampicin，

名称： 価格：

１５０ｍｇおよび300ｍｇの錠剤またはカプセルのこと

が多い。

リファンピシンRifampicinは非常に高価な薬であ

るが､ハンセン病の手当てには少量しか必要でないか

ら､閏用全体は大きくない｡副作用と危険性については

p､３６２を参照｡リファンピシンRifampicinは､経験の

ある保健ワーカーまたは医者の指示のもとでのみ服用

すること。

ハンセン病に対するリファンピシンRifampicinの

投与量：（１０－２０ｍｇ/kg)-300ｍｇの錠剤を用い

る。

ハンセン病に対して､リフアンピシンRifampicinは

１ヶ月に１回用いる｡食前１時間または食後２時

間に飲まなければならない。

1ヶ月の投与園は：

大人:600ｍｇ（300ｍｇの錠剤２個)。

８－１２歳の子ども:450ｍｇ（300ｍｇの錠

剤１個半)。

３－７歳の子ども:300ｍｇ（300ｍｇの錠剤

１個)。

３歳未満の子ども：１５０ｍｇ（300ｍｇの錠剤

半分)。

クロファジミンCIDfazimine（ランプZノンLamα即eノ

名称： 価格：

５０ｍｇと１００ｍｇのカプセルのことが多い。

クロファジミンC10fazimineもまた高価な薬であ

る｡リファンピシンRifampicinほどはハンセン病の園

を効果的に殺さないが､レプラ反応を､ことに結節型ハ

ンセン病患者の場合に､ある程度抑えるという利点が

ある。



畠Z作病:皮膚が赤紫色になる｡これは一時的なもので、

葵をやめてから１－２年後に消える｡胃または消化の

問題を起こすかｂしればい｡妊制には励めない。

クロファジミンClofazimineの投与童：（ｌｍｇ/kg／

日)－５０ｍｇのカプセルを用いる。

クロファジミンCIofazimineは毎日１回用い、１ヶ

月に１回は投与mを地やす。

１日の投与鐙は

大人:５０ｍｇ（５０ｍｇのカプセル１個)。

８－１２歳の子ども:３７ｍｇ（５０ｍｇのカプセル

３／４個)。

３－７ｶmの子どじ:２５ｍｇ（50ｍｇのカプセル

１／２個)。

３歳未澗の子ども：１２ｍｇ（50ｍｇのカプセル

１／４個)。

1ヶ月に１回の畑加した投与量は：

大人３００ｍｇ（５０ｍｇのカプセル６個)。

８－１２歳の子ども:２２５ｍｇ（50ｍｇのカプセ

ル４個半)。

３－７施の子ども．１５０ｍｇ（50ｍｇのカプセル

３個)。

３歳未満の子ど:E１７５ｍｇ（５０ｍｇのカプセル１

個半)。

鼠意京:クロファジミンCIofezImIneの多いほうの投

与罰は､レブラ反応を抑える目的で毎日用いることが

できるが､経験をつんだ保健ワーカーまには医者の助

言のもとで用いるのが一番である。

マラリアの薬

マラリアとたたかう巽はいろいろある｡残念なこと

に､世界の多くの地域で､マラリア寄生虫は最良のマラ

リア治療薬に対して耐性になっている｡特に最も亜い

型のマラリア(熱帯熱マラリアfaIciparummalaria）

の場合にそれが目える。自分の地域でどの薬が最も

有効かの知職を､保皿ワーカー､地元の保鯉センターま

たは保健省から得ることが亜要である。

望要事項:マラリアは免疫の無い人を速やかに死亡さ

せることがある｡子ども､そしてマラリアのある地域を

訪れる人は､直ちに手当てを受けなければならない。

マラリアの麺は､２通りの使い方ができる。

i・マラリアにかかっている人の治療｡薬は致日間だけ

毎日与えられる。

２.予防｡血液中にいる可能性のあるどんなマラリア寄

生虫も害を及ぼさないようにする｡予防はマラリ

アが流行する地域で､虚弱であったり他の病気にか

かっていたりする子ど:巳を守るために行われる｡マ

ラリアの流行地域を訪r'ていて､この病気に対して

免疫を持たない人も予防のために用いる｡薬は通

常､毎週１度与えられる｡マラリアを予防するため

には､蚊にさされないよう､ｐ､１８７の助言にもよく

従うｃ

ある種の抗マラリア蕊は､マラリアの急性症状を治

療するためだけに用いられ､またあるものは畷予防のた

めだけに有効である｡両方に用いることのできるもの

もある。

いちばん亜症のマラリアを治旅する薬は､使用頻度

の高い多くの梨に対して幅広いⅢ性が生まれている

ため､複数薬剤の併用撤法を用いねばならない｡クロ

ロキンChloroquineへの耐性が､サハラ以南アフリ

カ､アジアのほほ全域､そして南部アメリカに広がって

いるため､マラリアの急性発作には､しばしばキニー

ネQuinine（P､366）とファンシダールFansidar

(p､36B)の併用しもしくはキニーネとドキシサイクリン

Doxycycline（Ｐ356)の併用による治療が行われる。

メフロキンMefloquineとブログアニルProguanilは、

クロロキン耐性のマラリアに対して予防と治療の両

方の目的で使われる､もう２つの製である｡プリマキン

Primaquineは､他のマラリア治癒薬で治療した後で、

病気が再発しないように用いられることがある。

ドキシサイクリンDoxycyclineも時に､マラリアの

治療と予防のために使われる(p､３６８参照)｡最近登場

したのが､アルテミシニンArtemisinii-1で､アジアの多

くの地域に生える他物(ヨモギ)に由来する薬である。

この薬は､より一般的な抗マラリア葵に対して耐性に

なっているマラリアの治癒のため､他剤と併用される。

まだ､高価で､入手できる地域も限られている。

アルテミシニンArtemlsinin（アルテス宗一卜

Ａｒｔｅｓｍａｔｅ･アルテミーサーＡｒｵｅｍｇ的eﾊアルデモ

テイルA〃ｇｍＯ抑

アルテミシニンArtemisinIn類の薬剤は､通常､抗マ

ラリア葵に対する耐性が広がっている地域での､熟語

熱マラリアの治療用に､メフロキンやファンシダール

など､他の蕊と併用する形で使われる。

どのような梨を､アルテミシニンA｢temisininと組

み合わせて､その地域のマラリアがどの程度の薬剤抵

抗性をもつかによる｡普通､これらの抗マラリア薬はｅ

日間服月するが､これもまた抵抗性の程度で決まる｡あ

なたの地域に詳しい保健ワーカーに聞くか､保健省の

臨める投与方法を参照する。

アルテスネートArtesunateは､妊娠初期３ケ月は

使ってはならない｡３ケ月を過ぎれば安全である。

fI6m5
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クロロキンChIcroquine

クロロキンChIo｢oquineには、りん酸クロロキ

ンChIoroquinephosphateと硫酸クロロキン

ChIo｢oquinesulfateの２麺類がある｡投与賦が違う

ので､自分が使うクロロキンChlo｢oquineがどちらの

租類であるのかを知り､錠剤中の薬の主成分冠(クロロ

キンChIomquine塩基)を確かめなければならない。

世界のほとんどの地域では､マラリアはクロロキン

の単独治微に耐性を獲得している｡クロロキンは他の

薬と併用される必要があるわけだ｡保仙ワーカーに､ど

の薬の組み合わせがあなたの地域では一番有効か助言

を求めるとよい。

クロロキンは妊娠中または授乳中の女性にとって、

マラリアの予防と治療の両面で安全な薬である。

りん酸クロロキンChloroquinephosphate（有名な

商品:アラレンカ4個伯､､レソチンF1escchjn､アプロク

ロールAWbchjoﾉゾ

名称： 価格：

250ｍｇの錠剤(１５０ｍｇのクロロキンChloroquine

を含む)または500ｍｇの錠剤(300ｍｇのクロロキ

ンChloroquineを含む)。

りん酸クロロキンChlo｢oquinephosphateの経口投

与墨:250ｍｇの錠剤を用いる。

急性のマラリア発作の治癒：

一回目の投与皿：

大人：４錠(1000ｍｇ)。

１０－１５歳の子ども：３錠(750ｍｇ)。

６－９歳の子ども：２錠(500ｍｇ)。

３－５鰻の子ども：１錠(250ｍｇ)。

１－２鯉の子ども：１/２錠(125ｍｇ)。

１職未満の乳児：１/４錠(６３ｍｇ)。

１回目の投与の６時間後、１日後､２日後にそれぞれ

次の鼠を与える：

大人：２錠(５００ｍｇ)。

１０－１５歳の子ども：１１/２錠(375ｍｇ)。

６－９歳の子ども：１錠(250ｍｇ)。

３－５歳の子ども：１/２錠(１２５ｍｇ)。

１－２歳の子ども：１/４錠(63ｍｇ)。

１蝿未満の乳児：１/８錠(32ｍｇ)。

マラリアの張防(クロロキンChIo｢oquine耐性が起き

ていない地域）：マラリア地域を躍れる１週間前に開始

し､離れた後４週間継続する。

下記の園を１週間に１回投与する。

大人：２錠(500ｍｇ)。

１０－１５歳の子ども：１１/２錠(375ｍｇ)。

６－９瓶の子ども：１錠(250ｍｇ)。

３－５槻の子ども：１/２錠(125ｍｇ)。

１－２鰻の子ども：１/４錠(63ｍｇ)。

１歳未満の乳児：１/８錠(32ｍｇ)。

硫酸クロロキンChIomquinesuIfate（よく知られて

いる商標名:ニノI牛ンＭしaqujneノ

名称： 価格：

200ｍｇの錠剤(１５０ｍｇのクロロキンChloroquine

を含む)のことが多い。

硫酸クロロキンChlo｢oquinesuIfateの経口鍵与厨：

200ｍｇの錠剤を用いる。

急性のマラリア発作Ｚｎ治鰯『

１回目の投与量は：

大人:４錠(BOOmg)。

１０－１５歳の子ども：３錠(600ｍｇ)。

６－９歳の子ども：２碇(400ｍｇ)。

３－５歳の子ども：１錠(２００ｍｇ)。

１－２歳の子ども：１/２錠(100ｍｇ)。

１鰻未満の乳児：１/４錠(５０ｍｇ)。

１回目の投与の６時間後、１日後､２日後にそれぞれ

下肥の皿を投与する：

大人：２錠(400ｍｇ)。

１０－１５歳の子ども：１１/２錠(300ｍｇ)。

６－９歳の子ども：１錠(200ｍｇ)。

３－５歳の子ども：１/２錠(100ｍｇ)。

１－２歳の子ども：１/４錠(５０ｍｇ)。

１鰻未満の乳児：１/８錠(25ｍｇ)。

マラリアのﾗ弓防ｆ

マラリア地域を離れる１週間前に開始し､離れた後４

週間鮭続する。１週間に１回､下記の国を投与する。

大人：２錠(400ｍｇ)。

１０－１５鰻の子ども：１１/２錠(300ｍｇ)。

６－９歳の子ども：１錠(200ｍｇ)。

３－５歳の子ども：１/２錠(100ｍｇ)。

１－２歳の子ども：１/４錠(50ｍｇ)。

１歳未満の乳児：１/８錠(２５ｍｇ)。

キニーネQulnine（硬酸キニーネQuininesuIfateま

たは亜醗酸キニーネQuininBbisuWate）

名称： 価格：

300ｍｇまたは650ｍｇの錠剤のことが多い。

キニーネQuinineは耐性マラリア(ほかの薬ではよ

くならないマラリア)､および脳を障害するものを含む

亜いマラリアの治癒に用いられる｡経口投与で､かつテ

トラサイクリンTetracycline（ｐ356)、ドキシサイ

クリンDoxycycline（p､356.357)､クリンダマイシ

ンCIindamycin（p､365)といった抗生剤と併用する

のが最もよい｡ただし妊娠中または授乳中の女性､Ｂ瓶

以下の子どもには､テトラサイクリンやドキシサイク

リンは､他の抗生剤が入手できないときのみ投与する。



キニーネQuinlneを口から与えるときに､おう吐の

問題がある場合は､ブロメタジンPromethazineのよ

うな薬が役に立つ。

鋤ﾂｮ用fキニーネQuinineはときに､発汗､耳賜りまた

は聴覚障害､視覚障害､めまい､吐き気およびおう吐､下

痢を起こす。

怠性マラリアの治掠のための緯与遍:300ｍｇの錠凱

を用いる。

１日３回､３日間与える｡

大人２錠(６００ｍｇ)。

１０－１５鯉の子ども：１１/２錠(450ｍｇ)。

６－９歳の子ども・１錠(300ｍｇ)。

３－５賊の子ども：１／２錠(１５０ｍｇ)。

１－２戯の子ども：１/４錠(75ｍｇ)。

１歳未満の子ども‘１/８錠(３８ｍｇ)。

留意点:東南アジアのように､世界のある部分では､キ

ニーネQuinineを７日間爵いる必浬がある。

キニーネQuinineまたはクロロキンChloroquineの

注射：

キニーネQuinineまたはクロロキンChIo『oquineの

注射は､まれな､非常な緊急躯態の場合にしか行っては

ならない｡マラリアの症状があるか､またはマラリアの

多い地域に住んでいる人がおう吐をしていたり､ひき

つけ(全身痩駿)があったり､髄膜炎(P､１８５を参照)の

他の症状があったりする場合､患者は脳マラリアにか

かっているかもしれない｡ただちに､キニーネQuinine

を注射する｡(クロロキンChIoroquineしか手に入らな

い場合は､クロロキンＣｈＩｏ｢oquineの注射を試みる｡）

投与量が正しいことを､充分に注意する｡医療従事者の

助けを求める。

二塩璽キニーネQuininedihydrochlorideの注射

2ｍl当り３００ｍｇ・

キニーネQuinineの注射は非淵にゆっくり行わなけ

ればならない｡また､決して血管に直接入れない｡心臓

にとって危険である可能性がある｡子どもに注射する

ときは､特に注意する。注射は尻にする投与里の半

最ずつを左右の尻にそれぞれ行う｡注入する前に注射

器のピストン(押し子)を引いてみて､血液が出ている

ようであれば､別の場所に注射する｡１２時間後に同じ

扇をもう一度注射する。

大人600ｍｇ（2ｍlのアンプル２本)。

子ども休皿1ｋｇ当りＯＯ７ｍＩ（1／１５ｍl､または

１０ｍｇ)｡(体龍１０ｋｇの１歳児は､Ｏ７０ｍｌ)。

クロロキンChlorDquineの注射.５ｍl当り２００ｍｇ・

注射は１回だけ行う(投与量の半扇ずつを左右の尻

にそれぞれ注射する｡）

大人,２００ｍｇ｡(5ｍlのアンプル全部)。

子どもＰ体重１ｋｇ当り0.1ｍ’（１／１０ｍl)｡(体

重１０ｋｇの１歳児は1ｍl)。

改善が見られない場合は、１日後に同じ投与量でも

う一度行ってよい。

メフロキンMefIoquine（よく知られた商標名．ラリア

/､ノ弓吃、ノ

名称： 価格

250ｍｇの錠剤のことが多い。

メフロキンMefloquineはクロロキンChlopquine耐性

の急性マラリアの予防と治癒のだめに用いられる。

予防措置と鋤ｿ菊:メフロキンMefloquineは､てんか

んや精神病の患者は用いてはならない｡妊婦は他の薬

が手に入らない場合にのみ使用すべきである｡心臓病

の患者がこの鰻を用いる場合は､耶前に経験ある医撤

従事者の助言渥得なければならない｡たくさんの食物

と共に飲むこと｡メフロキンMefIoquineは､ときに､奇

妙な行動､混乱状態､発作または意職の消失を起こすこ

とがある｡これらの症状のいずれかが現れるなら､メフ

ロキンMefloquineの使用を直ちに中止すべきである。

他の副作用としては､め表い‘岡の不潤､頭痛､視覚の異淵

がある｡副作用は､治療のために大きな投与室を用いた靭

合に､より頻繁に起こり､またより叩くなる。

メフロキンMefloquineのjts害蹟：

急性マラリアの鎧続ｘ

１回与え､ついで６時間後により少ぱい詞で､２回目

を投与。

大人:初回3錠､２回目2錠(計1250ｍｇ）

１２－１５歳の子ども‘初回２１/2錠、２回目１

１/2錠（計1000ｍｇ）

８－１１瓶の子ども：初回2錠、２回目1錠（計

750ｍｇ）

５－７歳の子ど巳：初回1錠、２回目1錠（計

500ｍｇ)。

１－４減の子ども：初回１／2錠、２回目１/2錠（計

250ｍｇ)。

１歳未満の乳児初回1/4錠、２回目１/4錠（計

１２５ｍｇ)。

マラリアの張防.・

マラリア地域を離れて４週間たつまで､毎週１回与

える。

大人・１錠(250ｍｇ)。

４５ｋｇ以上の子ども１錠(２５０ｍｇ)。

３１４５ｋｇの子ども３/４錠(１８Bmg)。

２０－３０ｋｇの子ども：１／２錠(１２５ｍｇ)。

１５－１９ｋｇの子ども：１/４錠(６３ｍｇ)。
１５ｋ頁未満の子ども処方しない。
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スルファドキシンSuIfadoxineピリメタミン

Pyi-imethaiTiineの合剤（ファンシタ堂ルRｦns/bIa〃

名称 Ilm僧

ピリメタミンPy｢ｉｍｅｔｎａｍｉｎｅ２５ｍｇとスルファド

キシンSuIfadoxine500mgの複合錠剤。

ファンシダ．－ル届"s/1ブ白rは耐性マラリアの治療に

用いられる｡妊婦には勧めらｵ1ない。

警告;サルファ剤SuIfasに対して反応を起こしたこと

のある人は､ファンシダールFansida｢を飲んではなら

ない｡薬が原因で発疹またはかゆみの出た人は､水をた

くさん飲み､再びこの薬を服用することの無いように

する、

急性マラリアの治療のための没与逓；

１回与える。

大人：３銀。

９－１４版の子ども２錠。

４－８厳の子ども：１鏡．

１－３歳の子ども１/２錠く

１歳未満の乳児１/４錠。

ブログアニルPro日uanil〃ＩルバリンRa/uO71heノ

名称 価補

１００ｍｇの錠剤のことが多い。

ブログアニルP｢oguanilは、クロロキン

Chloroquine耐性のマラリアの予防のため､クロ

ロキンChIomqulneと併用される｡ブログアニル

ProguanlIは急性マラリアの治療には用いられない。

この薬は妊婦には安全と言えない。

予防のためのブログアニルの授害鐙：

マラリア地域に入ったときから開始し､その地渥離

れた後２８日たつまで毎日薬を与える。

大人２錠(２００ｍｇ〉。

９１４歳の子ども：１１/２錠(150ｍｇ)。

３－Ｂ歳の子ども１錠(１００ｍｇ)。

１－２虎の子ども１/２錠(50ｍｇ)。

１槻未満の乳児．Ｉ/４緋(２５ｍｇ)。

ブリマキンPrimaquine

名称 価格

１５ｍｇのブリマキン壇坐を含む２ａ３ｍｇのりん酸フ

リマキンＰ｢imaquinephosphate錠剤のことが多い。

ブリマキンP｢imaquineは､通常、クロロキン

ChIoroquineまたは他のマラリア治疲薬で治療した後

に､ある菰のマラリアが再発しないように用いられる。

ブリマキンP『imaqLIineは､それ自身は憩性のマラリ

アには効かない。

プリマキンPrImaquineは妊娠中または授乳中の女

性には安全ではないr，

副絢５９:ある１１１の人々､ことに皮膚の黒い人の一部に

は､この薬で貧血になる人がある｡地域の専門家の助言

を求めること。

プリマキンＰ｢imaquineの捜害壷．

１日’1口１，１４日間与える。

i回の投与壷．

大人．１錠(主成分１５ｍｇ)．

８１２鰯の子ども：1/２錠(主成分7ｍｇ)。

３７雌の子ども：１/４錠(主成分4ｍｇ)。

アメーバおよびランブル鞭毛虫(ジアルジア)の薬

アメーバによって起こる下痢と赤痢では､通常､多

量の粘液と閃には血液の混じった大便が眼緊に出る。

急激な腹痛が起こることが多いが､熱はほとんどある

いはまったく出ない｡アメーバ赤痢の治療には､メト

ロニダゾールMetronidazoIeをジロキサニドフロ

エートDiloxanidefuroateまたはテトラサイクリン

Tetracyclineと併用するのが､殿もよい｡クロロキン

ChloroquineはメトロニダゾールMetronidazoleが

手に入らない場合､あるいはアメーバ性の膿揚の場合

に用いられることがある｡ヨードキノールIodoquinoI

は､アメーバ赤痢の治疲に用いられるもうひとつの薬

である｡しひし､これには危険な副作用がある。

腸内のアメーバをすべて殺すためには､非鮒に長い

(２－３週間)､費用のかかる治療が必要となる｡患者に

症状が見られなくなったら薬をやめ､多少残っている

アメーバに対坑できるような体力をつりるほうが､意

味があることが多い｡新しい感染にかかる危険性の高

い地域では､崎にそのように言える。

ランブル鞭毛虫(べんもうちゅう)によって起きる下

痢では､便はしばしば黄色で泡状を呈するが､血液や粘

液を含まない｡メトリニダゾールMetronidaZoleが顔

用さ;rlるが､キナクリンQuinac『ｌｎｅのはうが安価であ

る。



メトロニダゾールMetronidazole（よく知られている

商標名:ブラシ登ルFソ日gyZノ

名称

価格:200ｍｇ250ｍｇ５００ｍｇの錠剤価格:－

腔押入用500ｍｇ価格.一

メトロニダゾールMet｢onidazoleは､アメーバとベ

ンモウチュウ(ジアルジア)､そしてある仰の細菌によ

る胴の感染に有用であり､アムビシリンAmpicillinの

ようなく広域＞抗生物質の服用から来る下痢にも用い

られることがある。トリコモナス､その他ある種のバク

テリアによる雁感染にも有用である｡メジナ虫症の治

癒にも用いることができる。

注意:メトロニダゾールMetronidazoIeの服用中は､ア

ルコール飲料を飲まないこと｡ひどい吐き気を催すか

らである。

警告:メトロニダゾールMet｢onidazoleは先天奇型猛

もたらすかもしれない｡妊婦は､ことに妊娠の初めの

３ヶ月は､できればこの蕊の使用を避けるべきである。

メトロニダゾールMetronidazoleを大景に服用して

いる女性は､服用後２４時間以内は職子どもに母乳を与

えてはならない｡肝臓病の患者は､メトロニダゾール

Metronidazole渥用いてはならない。

ベンモウチュウ(ジアルジア)蝋染に対する投与量：

メトロニダゾールMetmnidazoleを１日３回､５

日間与える。

１回の投与扇：

大人･250ｍｇ（１錠)。

８－１２槻の子ども:250ｍｇ（１錠)。

３－７戦の子ども:１２５ｍｇ（1/2錠)。

３歳未満の子ども・６２ｍｇ（1/4錠)。

３歳未満の子ども６２ｍｇ（1/4錠)。

６ケ月以上続くジアルジア感染への投与扇．

大人:１回750ｍｇのメトロニダゾールを１日３回

１０日間｡キナクリーノQuInacrlneを同時に与える。

(P､370）

メジナ虫症に対する投与扇

ベンモウチュウに対する投与吊と同じ。１日３回、

１０日間与える。

瞳のトリコモナス感染に対する投与田

患者の女性は、１回の投与星として､８錠(２９）

を□から飲まなければならない｡あるいは感染が

それほどＴＩ‘くない場合は、１日２１１１１，１０日間､脳

挿入を行ってtjよい｡夫婦は同哨にトリコモナス

の治療を行うべきである｡(夫はたとえ症状が無く

ても､治疲を受けるべきである｡さもないと､再度

妻に移してしまうかもしれない｡）

胃潰癌に対する投与量：

１回400ｍｇのメトロニダゾールMet｢onidazoleを１

日３回､７日間与える。

瞳の細菌感染に対する投与量

患者の女性は､メトロニダゾールMet｢onidazoIe

の錠剤２個(500ｍｇ)を､１日２回､５日間飲ま芯

ければならない｡感染が再発する湯合は､夫と妻の

両方が同じ手当てを同じときに受けなければなら

ない。

アメーハ赤緬に対する投与園.(２５－５０ｍｇ/kg／

日)-250ｍｇの錠剤を用いる。

メトロニダゾールは、１日３回､５－１０日間与え

る。

１回の投与厨は．

大人７５０ｍｇ（３錠)。

８－１２槻の子ども:500ｍｇ（２錠)。

４－７歳の子ども°３７５ｍｇ（１１/2錠)。

２－３歳の子ども:250ｍｇ（１錠)。

２歳末j尚の子ども:８０－１２５ｍｇ（1/3-1/2錠)。

ジロキサニドフロエートDiloxanidefu｢oate

はアメーバ赤痢の治療のために、メトロニダ

ゾールMet｢onidazoleまたはテトラサイクリン

Tet｢acvcllneと共に用いられる。

ジロキサニドフロエートDiloxanidefuroaterフ

ラマイトＲ"召ｍｋねノ

名称 価格

500ｍｇの錠剤または5ｍl当り１２５ｍｇのシロップ。

副作用:たまにガスを生じ､宵捕､吐き気を起こす。

ジロキサニドフロエートDi1oxanidefuroateの投

与軍令(２０ｍｇ/kg/臼)－５００ｍｇの錠剤を用いる。

１日３回､食物と共に与える｡完全な治療のために

は１０日間飲む。

１回の投与屋

大人．１錠(５００ｍｇ)。

８－１２歳の子ども:１/2錠(250ｍｇ)。

３－７歳の子ども:１/4錠(125ｍｇ)。

３歳未満の子ども:１/B錠(62ｍｇ)‘,あるいは体

亜に応じてもっと少芯くする。

クロロキンChloroquine

アメーバによる肝膿揚の治療のため､リン酸クロロキン

250ｍｇ錠または硫酸クロロキン200ｍｇ錠を用いる。

大人:３から４錠を１日２回､２日間｡ついで’１/2から２

錠/臼を3週間。

子どもに対しては年齢または体､)に応じてそれより小

量与える｡(Ｐ３６６参照）
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キナクリンQuinacrine（メパクリンMepaCrine）

(よく知られている商標名:アタブリン解l鱈ｂｎｈａノ

名 称：価格：

100ｍｇの錠剤のことが多い。

キナクリンQuinac｢ineは､ベンモウチュウ(ジアル

ジア)､マラリア､サナダムシの手当てに用いられるが、

いずれの場合も､殿良の薬というわけではない｡安価

だから使われているのである｡キナクリンQuinacrine

は､頭痛､めまい､おう吐を起こすことが多い。

ベンモウチュウ(ジアルジア)の治療のためのキナクリ

ンQuinac｢ineの鍔与局：

キナクリンQuinacrineを

１日３回、１週間与える。 ﾗ琴琴
６ケ月以上続くジアルジア症を治原するためのキナ

クリンの投与園は､下記の量を１日３回､２－３週間与え

る。

１回あたり、

大人：１００ｍｇの錠剤１個。

１０歳未満の子ども:５０ｍｇ（1/２錠)。

サナダムシの治寂のためのキナクリンQuinacrineの

鍵与屠：

（キナクリンQuinacrineを与える３０分前に､プロ

メタジンPromethazineのような抗ヒスタミン薬を、

おう吐の予防のために与える｡）

１回だけ大園に与える。

大人：１９（１０錠）

８－１２戯の子ども:600ｍｇ（６錠）

３－７歳の子ども:400ｍｇ（４錠）

危険！使用しない！

↓

ヒドロキシキノリンHydroxyquinoline額

(クリオキノールClIoquinoI，ヨードキノール

IodcquinDI，ジヨードヒドロキシキノリンＤｉ．

iodohydroxyquinoIine､ハルキノールHaIquinoI、

ブロキシキノリンBroxyquinoline)(よく知られ

ている商標名：ジオ〆キンDbdbqulh･アミクリン

AmAcjHne0フロラキンFMor石qz油7.エンテロキノール

勧泊”ｑＵｍＤＡクロラムビンChjb7白mblh,ニベムピ

ンＭｖ巳ｍｂ伽､クオギルQUpgD剛.エンテロと､オフォル

ムEmE7ひＷb危而７その他多数）

これらの薬は､以前は､下痢の手当てに普通に用い

られていた｡しかし､今では､これらの蕊が不治の麻癖、

失明､場合によっては死亡すらもたらすことがあるこ

とが知られている｡これらの危険な薬は使用しない

(p,５１を参照)。

瞳感染の薬

瞳からの分泌､かゆみ､不快感などは棚々 の感染が原

因で起こるが､最も一般的なものは、トリコモナス､酵

母(カンジダ､モニリアシス)､細菌である｡清潔と酢水

のドゥーシュ（瞳洗浄)が､多くの瞳感染に有効である。

特効薬は下肥に記す。

瞳の洗浄のための白食酢：

価格：

煮沸した水１リットルに､大匙２－３杯の白食酢を

まぜる｡ｐ２４１に示してあるように、１週間の間､毎日

１－３回ドゥーシュを行う｡その後は１日おきに行う。

これは瞳の細菌感染の場合に､特によく効く。

メトロニダゾールMetmnidazole:経口用と腫挿入用

の錠剤がある(ｐ３６９を参照)。

トリコモナスと細菌による瞳感染に用いる｡(細菌の

感染に対してメトロニダゾールMetronidazoleを用

いるのは､酢水の臆洗浄が効かない場合だけにするこ

と｡）

ナイスタチンNystatinまたはミコナゾール

MiconazoIB,錠剤､クリーム､脳挿入(p､373を参照)：

瞳の酵母(カンジダ､モニリアシス)感染のため。

ゲンチアナ紫GentianviolBt（結晶紫Ｃ『ystaI

violet)の１パーセント溶液(ｐ３７１を参照)。

価格：

陰門と胆の酵母(カンジダ､モニリアシス)感染およ

び他の感染の手当てのために用いる。

ゲンチアナ紫Gentianvloletを１日１回､３週間の

間塗る。



ポビドンョードPovidoneiodinerベタジン

Beｫadir7eノ

価格．

瞳のバクテリア感染の手当てに用いる。

温かい湯冷まし１リットルに､大匙２杯のボビドン

ヨードPovidoneiodineを混ぜる｡p､２４１に示してあ

るように、１日１回､１０－１４日間ドゥーシュ（洗浄）

を行う。

皮膚病の薬

せっけんと水を使って手を洗うことと頻繁に入浴す

ることは､皮膚と鵬の両方のさまざまな感染な予防す

る効果がある｡偶は､剛じたり包帯をしたりする前に、

せっけんと飛沸した水で､注意深く洗わなければなら

ない。

せっけんと水でどしどし洗うことは､ふけ､幼児頭

皮朋洞性湿疹､面ぽう､暇い膿捌疹に対する唯一必要

な手当てである場合が多い｡それは､小さなたむし､白

癖､および皮膚または頭皮の真西感染の場合と同じで

ある.これらの目的のためには､せっけんにはボビドン

ヨードPovidoneiodine（ベタジンB巳鱈d＃7eﾉのよ

うなヨウ紫殺菌剤が含まれていることが望ましい｡し

かし､ベタジンBetadineは組織を刺激する可能性が

あるので､傷口のある皮膚に用いてはならない｡硫化

セレニウムSeleniumsulfideまたはケトコナゾール

Ketoconazoleによる洗髪もふけに毒hだ。

硫競

勤色い粉末であることが多い。

いろいろな皮膚用のローションまたは軟膏の場合もあ

る。

硫髄は､さまざまな皮膚病に有用である。

１．ダニ､ツツガムシ､ノミなどを避ける｡これらの虫

が普通にいる野原や森に行く前に､硫黄の粉末を

皮膚､ことに脚またはくるぶし､手首､腰､首の皮

膚に振りかける。

２皮膚の中または上をノミ､ダニ､ごく小さなダニ

が便入してできた折癖を治癒するのに用いる｡硫

黄１に対して石油ゼリーPet｢olatumjelly（ワ

セリンMｦse伽eﾉまたはラード１０の割合で混ぜ

て､皮膚に薄く塗る(P､200を参宗)。

３・たむし､白痴､その他の真菌感染には､同じ軟膏を

１日８４回､あるいは硫黄と食酢で作るロー

ションを用いる(p､２０５を参照)。

４.幼児頭皮脂那性湿疹およびひどいふけには､同じ軟

膏を用いてもよいが､頭皮に硫黄の粉末を振りかけ

ることもできる。

ゲンチアナ紫GentianvioIet（結晶紫Crvstal

violet）

濃い青色の繕晶であることが多い。

価措：

ゲンチアナ紫GentianvloIetは､鯉癌疹および膿を

}､１つたただ;rlを含むある秘の皮膚感染に対して用いら

れる｡ロの中(鷲口捕)や､陰門や､皮膚のひだの酵母(カ

ンジダ､モニリアシス)感染の手当てにも用いることが

できる。

小さじ１杯のゲンチアナ紫GentlanvioIetを1／２

リットルの水に溶かす.これは２パーセント溶液に当

陀る｡皮麿や､口の中や､陰門に塗る。

抗生物質の軟膏Antibioticolntment

名称Ｉ 価格

これらは高価であるし､ゲンチアナ紫Gentian

vioIet程座の効果しかないことが多い｡とはいえ､皮膚

や衣類の蒲色が猟いので､膿痴疹のような軽い皮膚感

染の手当てに用いられる｡ネオマイシンNeomycinと

ボリミキシンPolymyxinの複合薬を含んでいるものが

よい(たとえばネオスポリンNeosporinまたはポリス

ポリンPoIysporin)｡テトラサイクリンTetracycline

の軟吾も用いることができる。

コーチコステロイドCortico-steroidの軟吾または

ローション

名称 価惜：

これらは､昆虫に刺されたり､ある狸のく有毒＞植物

狂どに触れたりして生じたく謬出びらん＞やひどくか

ゆい皮膚の炎症のために用いることができる｡ひどい

湿疹(ｐ２１６を参照)や乾獅(p､２１６)の手当てにも有

用である。｜日３－４回用いる｡長期使用や皮膚の広い

範囲での使用は控える。

石油ゼリーPetroleumjelIy（ペトロラーツム

Petrolatum,ワセリンV百se伽eノ

価格‘

下肥の皮膚病を手当てするための軟膏､またはそれ

を塗るための包帯を用意しておくことは有用である。

折派(ｐｌ９９．ｐ,373を参照)。

たむし(P､372)。

ギョウチュウによるかゆみ(ｐｌ４１)。

熱蝿(ｐｇ６､ＰＳ7)。

胸部の陽(p､９１)。

膳W酉



贈W鹿

たむしおよび他の真菌感染の薬

完全に退治するのが困難な真菌感染が多い｡完塁に

抑えるには､症状が消えた後もなお数日ないし数週1Ｍ

手当てを続けなければならない｡入浴と清潔もまた'１１

要である。

ウンデシレン酸Undecvlenicacid、安息香酸

Benzoicacid,サリチル酸Salicylicacidを含む欧

獄：

名称 価格

これらの酸を含む軟膏は､たむし､頭皮の白癖､その

他の皮膚の真菌感染の手:'1てのために用いることがで

きる⑨しばしばそれらは硫並と組み合わされている(組

み合わせることができる)｡サリチル酸SalicyIicacid

と硫黄を含む軟膏は､幼児頭皮脂漏性湿疹のためにも

用いられる。

ウイットフイールバ欧言!/1/77的泊ＩｄＳＯﾉhtme"tは､サ

リチル酸SalicyIiCacidと安息香酸Benzoicacidの
みゥ

組み合わせである｡これは､なまず(でん風)を含む多く

の真西感染に有用である。１日２回､２－４週間施す。

軟膏とローションは､自分で作れば安上がりである。

サリチル酸SalicylicacIdを３，安息香酸Benzolc

acidを６(任意で>､ク倉リンＶ白se伽e,鉱油､鉱物油、

ラード､あるいは４０パーセントのアルコールかラム

酒などを１００の割合で混ぜる。１日３－４回､皮膚に

すり込む。

硫澱と食酢

硫賀５と食酢１００で作るローションは､皮膚の真

幽感染に有効である｡皮膚に塗って乾かす｡硫黄１と

ラード１０の軟膏を作ることもできる。

チオ硫酸ナトリウムSodiumthiosuIfate（ハイボ

hypo）

写真用材店でハイポｈｙｐｏとして白色の結晶が売られ

ている。

価格

冒冊

皮膚のなまず(でん風)感染に用いられる(p､206を

参照)。

大さじ１杯の八イポｈｙｐｏを1/２カップの水に溶か

し､綿または布切れで皮膚に塗り広げる｡つぎに食酢を

浸した綿で､皮膚なこする｡＜斑点＞が消えるまで旬日

２１''|行い､その後は再発しないように､２週間ごとに１

回行う。

硫化セレニウムSe1eniumsuIfiderセルサン

Se/su/7､エクセルase〃

名称, 価格

１帖または２．５％の硫化セレニウムSeIenium

sulfideを含むローションのことが多い,、

硫化セレニウムSelenlumsuIfideを含むローショ

ンは､なまず(でん風)の手当てに有用である｡感染した

場所に蕊り、

３０分後に洗い落とす。１週間の間､毎日用いる。

トルナフテートTolnaftate（チナクチン7ﾙ7日c伽ノ

名称： 価格

トルナフテートToInaftateクリーム､パウダー､お

よび１パーセントの溶液のことが多い。

臼癖による足､風径部､頭皮､手､それに胴体の真菌感

染に用いられる｡症状が消えた後２週間たつまで､毎日

２回施す。

グリセオフルピンＧｒｉｓｅｏｈ－』Ｍｎ

名称 価格‘

２５０ｍｇまたは５００ｍｇの鐙剤またはカプセルのこと

が多い。

微粒子状のものが服もよい。

これはﾉ|常に高価であり､皮膚の襲い真菌感染およ

び頭皮の深い臼癖感染の場合にだけ用いるべきであ

る｡爪の真菌感染にも用いられることがあるが､何ヶ月

もかかったり､いつも効くとは限らなかったりする｡妊

婦はグリセオフルピンGriseofuMnを避けるぺきで

ある。

グリセオフルピンGIiseoiUMnの授与曇:（１５ｍｇ／

kg/日)－微粒子250ｍｇのカプセル。

少なくとも１ヶ月間、１日１回与える。

大人.５００１０００ｍｇ（２－４カプセル)。

８－１２城の子ども１２５０－５００ｍｇ（１－２カ

プセル)。

３－７歳の子ども１２５－２５０ｍｇ（1/２－１

カプセル)。

３蝋未満の子ども：１２５ｍｇ（１/２カプセル)。



ゲンチアナ紫GentianvioIet--酵母感染に用いる

(ｐ３７１を参照)ｃ

ニスタチンNystatlnまたはミコナゾール

ＭｉｃｏｎａｚｏＩＥ

名称： |而雁

溶液､粉末､膝用錠剤､軟膏､クリーム。

口(鮒端)､陰皮膚のひだの酵母(カンジダ､モ
ニリアシス）感染の手当てに用いる｡ニスタチン

Nystatinは酵母感染にしか効かないが､ミコナゾール

MiconazoIeはそのほかの真菌感染に対しても同じよ

うに有効である。

ニスタチンNystatinとミコナゾールMiconazoIeの

鍵包遍は.大人も子どもも同じである。

口の鴬口痘：□に１ｍｌの溶液を含み､少なくとも１

分間はそのまま飲み込まないでいる。１日に３－４向、

このようにして用いる。

皮膚の酵母感染:反肩をできるだけ乾燥させ､ニスタ

チンNystatinまたはミコナゾールMiconazoIeの粉

末か軟膏を、１日に３－４回用いる。

隙門または腫の酵母感染１０－１４日間､毎日２

回､脆の内側にクリームを塗る｡あるいは毎晩腔用錠測

を臆の内部に挿入する。

病癖とシラミの薬:殺虫剤

ガンマベンゼンヘキサクロリドＧａｍｍａｂｅｎｚｅｎＥ

淀X含E11Ioride（リンデンLindane〕

(よく知られた商標名：クウェルkw巳"､ガンメクヴン

Gammexane）

名称 |糊謄

この薬は人間用のものは高価であり､動物用のもの

は､効果は同じであるが安価である｡ヒツジとウシの

洗浄液に使うリンデンLindaneは非常に安いが、１５

パーセント溶液のことが多いので、１パーセントまで

希釈しなければならない。１５パーセントのリンデン

溌縮液１に対して､水またはワセリンVaselinel5の

割合で混ぜて､ｐｌｇｇの謀明にしたがって､皮膚の折癖

に用いる｡あたまのシラミに対しては､ｐ,200を参照。

紘訂ノリンデンは毒物であり､ことに乳児のひきつけを

含む危険な副作用を起こす可能性がある｡過剰に用い

てはならない｡使用は１回だけにして､必要な場合は１

週間後にもう一度用いる。

安息香酸ベンジルBenzylbenzoate,クリームまたは

ローション

名称 価格Ｉ

ガンマベンゼンヘキサクロリドGemmabenzene

hexachlo｢ide（リンデン)のクリームまたはローショ

ンと同じように用いる。

石油ゼリーＰごtroIeumjeIlyrワセリンl/t7se伽eﾉま

たはラードに混ぜた硫茂

上記の葵が手に入らない場合は､この薬を用いる｡

硫賀１に対してワセリンVaseIine,鉱油､ラードなど

を２０の割合で混ぜて､５パーセントの硫黄Ｉ吹膏を作

為、

ビレトリンpyIpLiIlilIごとピペロニルPiperonvlの合

剤ｒＲ/、ノ

名称‘ 価格‘

ピレトリンPy｢ethrinsとピペロニルブトキシド

PiperonvlbutDxideを含む溶液のことが多い。

すべての糎類のシラミによく効き､ガンマペンゼン

ヘキサクロリドGammabenzenehexachIoride（リ

ンデンLindene)より安全である｡水を加えずに､乾い

た髪の毛が充分に湿るまでつける｡(眉毛やまつげには

用いない｡）１０分間だけ待つ｡せっけんと微温湖で

暇の毛を洗う､つまりシャンプーする。１週間以内に匂

う一度繰り返す｡処世後は衣類と寝具を取り替える｡シ

ラミの卵を退治する(ｐ､２００を参照)。

クロタミトンCrotamitonイョドイラックズａ"aXノ

名称： 価格

これはクロタミトンCrotamito1-Iを１０パーセント

含むクリームまたはローションであることが多い。

クロタミトンCrotamitonはシラミには用いず､折

廊の手当てだけに用いる.入浴後に､あごの先から足

の先まで全身に塗る｡皮膚のひだやしわも忘れずに塗

る１２回目は次の日に塗る｡最後に塗ってから２日

後に入浴またはシャワーで､クリームやローションを

すべて洗い落とす｡このときに､衣類や寝具を取り苗え

なければ芯らない。

諸派Cｌ
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外陰部いぼの薬

ポドフィリンPodophyIlin

名称： 価格：

ベンゾインBenzoinを含むポドフィリン

PodophylIinlO-25パーセント溶液のことが多い。

これは､性器いぼを縮めるために用いられる｡ポドフィ

リンPodophylIinは健康な皮膚を非常に刺激するの

で､注葱して用いなければならない｡使う前に､石油ゼ

リー（ワセリンVaseline)その他の油性の軟膏で､い

ぼの周りの部分を保護するとよい｡いぼに溶液をぬっ

て､完全に乾かす｡(これは､陰茎の包皮のような正常な

皮膚がいぼに触れるかもしれない部位で､ことに重要

である｡）４－６時間以内に､完全に洗い落とす｡処固

は１週間以内に操り返してよい｡通常､数週間の手当て

が必要である。

注意:皮膚がひどく刺激される場合は､再び用いること

はしない｡ポドフィリンPodophyIIinは出血している

いぼに用いてはならない｡妊娠中または授乳中の女性

は､ポドフィリンPodophylIinを用いてはならない。

＝塩化酢酸Trichloroaceticacid

名称： 価格：

透明な液体である。

ポドフィリンPodophylIinが手に入らない堀合は、

いぼを小さくするために､三塩化酢酸Trichlo｢oacetic

acidを用いることができる｡しかし､これも健康な皮膚

を溶かすから､非常に注意して用いなければならない。

いぼの周りの皮膚を､ワセリンVaselineその他油性の

軟膏で保腿しなければならない｡大きくて分厚いいぼ

の死んだ組織は､注意深く取り除く｡つまようじで酸を

いぼに少しつける｡つまようじの先から酸がいぼの中

にしみこむように丁寧に行う｡通常､この処圃を数回行

う必要がある｡鰯週繰り返してよい。

注意：この酸はひどい薬品火偲を起こす可能性がある。

手およびその他の健頗な皮膚を､酸から守らなければ

ならない｡触れた場合は､直ちに洗う。

寄生虫の薬

非常に長期にわたる寄生虫感染は､薬だけで完全に

押さえ込むことはできない｡個人衛生と公衆衛生の指

針にも､従わなければならない｡家族の誰か－人に寄生

虫がいる場合は､家族全員が手当てをするのが賢明で

ある。

メベンダゾールMebendazoIe（ベルモックズ

贈ｍ7口XノーたくさんのⅧ類の違う寄生虫のため。

名称： 価格：

１００ｍｇの錠剤のことが多い。

この薬は､十二指腸虫､ベンチュウ(鞭虫)､カイチュ

ウ(回虫)､ギョウチュウ(蝿虫)､およびフンセンチュウ

属(面線虫)の寄生虫に対して働く｡複合感染によく効

く｡センモウチュウ(旋毛虫)症の鰯合にも､かなりよい

結果をもたすだろう｡囲い寄生虫感染を治寂する埋合

は､闇の捕みまたは下痢を起こすかもしれないが､副作

用は一般には無い。

欝告:メベンダゾールMebendazoIeは､妊婦または２

職未満の子どもに与えてはならない。

メベンダゾールMebendazoleの投与園ｆｌＯＯｍｇの

錠剤を用いる。

子どもと大人に同じ量を投与する。

ギョウチュウ：毎週１回、１錠､３週間。

カイチュウ(アスカリス)､ベンチュウ（トリクリス)、

十二指腸虫､フンセンチュウ閥：

１日２回(朝と夕)、１錠ずつ､３日間(全部で６

錠)。

アルペンダゾールAIbendazOle（ゼンテルZentel)－

たくさんのⅧ類の違う寄生虫感染のため。

名称： 価格：

200ｍｇおよび400ｍｇの錠剤のことが多い。

この薬はメベンダゾールMebendazoIeに似てい

るが､ずっと高価である場合が多い｡十二指腸虫､ベン

チュウ､フンセンチュウ属､カイチュウ､ギョウチュウ

に対して働く｡副作用はまれである。

欝首:アルペンダゾールAlbendazoleは､妊婦または

２歳未満の子どもに与えない。



アルペンダゾールAlbendazoIeの鍵与室－２００ｍｇ

の錠剤を用いる。

子どもと大人に同じ量を投与する。

ギョウチュウ､カイチュウ､ベンチュウ､および

十二指脇虫：

４００ｍｇ（２錠)を１回。

フンセンチユウ属１日２回､400ｍｇ〈２錠）

ずつ､３日間｡１週間後に繰り返す。

センモウチュウ(旋毛虫)症200-400ｍｇ/回､１日Ｇ

回.１４日間。

ピペラジンPiperazine：カイチュウ､ギョウチュウｃ

名称

価格：５００ｍｇの錠剤一

５ｍl当り５００ｍｇの水薬一

ピペラジンPiperazineのクエン酸塩､酒石酸塩､水

化物､アジピン酸塩､またはりん酸塩である。

カイチュウの治撤には､２日間多量に与える｡ギョウ

チュウの場合は､少なめに１週間毎日与える｡副作用は

少ない。

カイチュウに対するビペラジンPiperazineの鍵与遍‘Ｊ

(75ｍｇ/kg／日）-500ｍｇの錠剤または5ｍl当り

５００，頁の水薬を用いる。

２日間､毎日１回与える。

大人:3500ｍｇ（７錠または小さじ７杯)。

８－１２雌の子ども:2500ｍｇ（５錠または

小さじ５杯)。

３－７歳の子ども：１５００ｍｇ（３錠または小

さじ３杯)。

１－３槻の子どもｌＯＯＯｍｇ（２錠または小

さじ２杯)。

１雄未満の乳児:500ｍｇ（１錠または小さじ

１杯）。

ギョウチュウに対するピペラジンPiperazineのj鱒与

慶ｆ(40ｍｇ/kg/日）

１週間､毎日２回与える｡(下記は１回里）

大人・１０００ｍｇ（２錠または小さじ２杯)。

８－１２歳の子ども:750ｍｇ（１１/２錠また

は小さじ１１/２杯)。

３－７歳の子ども:500ｍｇ（１錠または小さ

じ１杯)。

３歳未満の子ども:250ｍｇ（1/２鍵または小

さじ1／２杯)。

チアベンダゾールn-1iabendazoIe:たくさんの違う種

類の寄生虫感染のためく

名称： '1111桁

５００ｍｇの錠剤または５ｍiあたり１９の水薬のこと

が多い。

チアベンダゾールThiabendazoIeはメベンダゾー

ルMebendazoIeやアルペンダゾールAlbendazole

に比べて副作用が多いので､後者の薬が手に入ら芯い

場合､あるいは､寄生虫感染が腸管内に留まらない場合

に限って用いるべきである。

この薬は､十二指服虫､ベンチュウ､およびフンセン

チュウ属の寄生虫感染の治撤に用いられる｡カイチュ

ウとギョウチュウにも効くが､ピペラジンPiperazine

のほうが､副作用が少ない｡メジナ虫症の治療に有効で

あり､旋毛虫症の場合にも効くかもしれない。

注意:チアベンダゾールThiabGndazo1eを飲むと､カ

イチュウがのどに這い上がってくることがある｡この

ために気道を閉塞させる可能性がある｡したがって､患

者に､他の寄生虫に加えてカイチュウもいると疑われ

る場合は､チアベンダゾールThiabendazoleを与える

前に､まずビペラジンPipe｢azineで手当てするのが闘

明である。

肩W1E蒲:チアベンダゾールThiabendazoIeは､疲労感、

体調不良､時におう吐を起こすことがある。

チアベンダゾールThiabenda2oleの没与厘；

(25ｍｇ/kg／日)-500ｍｇの錠剤または5ｍlあたり

１９の水薬を用いる。

１日３回､３日間与える｡線剤はかみ砕いて用いな

ければなら芯い。

１回の投与星：

大人:１５００ｍｇ(３錠または小さじ１１／２杯)。

８－１２歳の子ども１０００ｍｇ（２錠または

小さじ１杯)。

３－７鰯の子ども.５００ｍｇ（１錠または小さ

じ１／２杯)。

３歳未満の子ども２５０ｍｇ（1/２錠または小

さじ１/４杯)。

37階
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ピランテルPyranteI（アンチミントA"功刀加坊睡コブ

ラントリルCob眉"”､へルメツクスノリ色/h7ex,ピン眉ｘ

Ｐ"7.Ｘノ

名称

価格:２５０ｍｇの錠剤一

５ｍlあたり２５０ｍｇの水薬一

パモ酸塩(pamoatteorembonate)として製剤

この薬はギョウチュウ､十二描胴虫､カイチュウに働

くが､高価だろう.ピランテルPyrantelは時におう吐、

めまい､頭痛を起こす。

ピランテルPy｢antelの没与遍：(１０ｍｇ/kg）-

250ｍｇの綻剤を用いる。

十二指腸虫とカイチュウには、１回与える｡ギョウ

チュウには､２週間後に再度与える。

１回の投与扇は

大人７５０ｍｇ（３錠)。

１０－１４歳の子ども：500ｍｇ（２錠)悪

６－９歳の子ども250ｍｇ（１錠)。

２－５歳の子ども；１２５ｍｇ（1/２錠)。

２磯未満の子ども：６２ｍｇ（１/４錦)。

サナダムシ(Tapeworm)の薬

サナダムシにはいくつかの型がある。

ニクロサミドNiclosamideがほとんどの種頚に一

番よく効き､ブラジカンテルPraziquantelが次によい

治療薬である。

ニクロサミドN1cIosamide（ヨメサンＹｂﾉ刀esa肋

サナダムシ感染のため‘

名称： 価格

500ｍｇの､かみ砕いて用いる錠剤のことが多い。

ニクロサミドNiClosamideは､サナダムシのため

の､おそらく最もよい蕊である｡これは腸内のほとんど

の狸類のサナダムシに対して(Ⅲくが､腸の外ののう胞

に対しては働かない。

サナダムシのためのニクロサミドNic10samideのj受

裳澄:500ｍｇの錠剤を用いる。

１回だけよくかんで飲み込む｡蕊を飲む前後２時

間ずつの間は､食頭をしない｡サナダムシを出すた

めには､下剤を飲ませるとよい。

大人と８歳以上の子ども：２９(４錠)。

２－８歳の子ども‘１９(２錠)。

２歳未満の子ども:500ｍｇ（１錠)。

フラジカンテルPraziquarItel（ビルトリシパ

B""7bノワ色､トミロンシットＤｍｎｃ/tノ

名称 価格

１５０ｍｇおよび600ｍｇの錠剤のことが多い。

プラジカンテルPraziquantelIJ,､ほとんどの型の

サナダムシの治療にも効果的であるが､ニクロサミド

NicIosamideよりかなり高価である。

等告:妊婦と４歳未満の子どもは､ブラジカンテル

Praziquantelを飲んではならない｡捜乳中の女性は、

プラジカンテルPraziquanteIの服用中および飲んで

から７２時間以内は､乳児に母乳を与えるのをやめな

ければならない(母乳は搾り出して捨てること)。

,別ﾉﾘ目用fプラジカンテルpraziquantelは疲労感､めま

い､倣痴､食欲の消失など在旭こ．Ｊが､これらの副作用

は､サナダムシの治療に使う程度の少罰の場合は､まれ

である。

牛肉および豚肉のサナダムシをふくむほとんどの種

類のサナタユム,シのためのプラジカンテルPraz1quanteI

の投与這：（１０－２０ｍｇ/kg)-600ｍｇの錠剤を用
いる。

１回だけ服用する。

大人:600ｍｇ（１錠)。

８１２歳の子ども300ｍｇ（1/２錠)。

４－７禰の子ども１５０ｍｇ（1/４錠)。

媛性の(小さな)サナダムシ(〃./V白ｎａﾉの治療には、

多めの投与壷が必琴である。

１回だけ服用する。

大人１５００ｍｇ（２１／２錠)。

８－１２歳の子ども‘６００－１２００ｍｇ（１－

２錠)。

４－７歳の子ども：３００－６００ｍｇ（１/２－

｜錠)。

キナクリンQuinacrineC</(･クリンMBpac"､e､ア

タブ・リンｼ4泊b伽eﾉのサナダムシヘの適用については，

､.３７０を参照。



倖巾眼中症(住血吸虫､ビル八ルツ住血吸虫)の薬

世界のいろいろ違った場所で､さまざまな型の住血

吸虫症があり､それぞ;、異なつだ手当てを必要とす

る｡ブラジカンテルPrazlquantelは､この病気のす

べての型に対して働く薬である｡メトリフォネー卜

Met『ifonateとオキサムニキンOxamniquineは､い

くつかの住血吸虫に対して有効である｡薬は､経験をつ

んだ侃仙ワーカーの指示の下に与えるべきである。

ブラジカンテルPraziquantel（ピルトリシパ

Ｂ"r"bﾉＵａﾉL§ロンシットＤｍｎｃﾉｫﾉ

名称Ｉ 価杷

150ｍｇまたは600ｍｇの錠剤のことが多い‘

警告ｆ妊婦はブラジカンテルPraziquantelを用

いてはならない｡授乳中の女性は､プラジカンテル

P｢aziquantelの服用中および服用後７２時間の間は、

乳児に母乳を与えるのをやめなければならない(母乳

は搾り出して捨てる)｡４職未満の子どもにはブラジカ

ンテルPraziQuantel准与えない。

１５W賓用:ブラジカンテルP｢aziquanteIは頻繁に､疲労

感､頭痛､めまい.食欲の消失を起こすが､このような剛

作用が出ても､治諏狂やめる必要は猟い｡副作用を少芯

くする一番よい方法は､ブラジカンテルPrazlquantel

をたくさんの食物と共に飲むことである。

住血吸虫症のためのブラジカンテルPreziquantelの

捜蒙最;(40ｍｇ/kg)､600ｍｇの錠剤を用いる。

血尿を起こす住血吸虫症(Ｓ・Hematobium)の治

療には､１回だけ投与する。

大人:2400-3000ｍｇ（４－５錠)。

８－１２職の子ども１２００－１８００ｍｇ（２

－３錠)。

４－７歳の子ども.600ｍｇ（１錠)。

上記の投与量は､栗アフリカ､中央アフリカ､南アメ

リカで見られる種類(SMansoni)の､血便を起こす住

血吸虫症の治療にも用いられるが､東部アジアで血便

を起こす住血吸虫症(Ｓ･Japonicum)には､多めの投

与鼠が必要である(６０ｍｇ/kg)。

１日のうちに与える。

大人:３６００－４２００ｍｇ（６－７錠)。

８－１２歳の子ども：１８００－２４００ｍｇ（３

－４綻)。

４－７歳の子ども･ｇＯＯｍｇ（１１/２錠)。

（副作篇を少なくするために､この１日分の大きな投

与量を３回に分けてその日のうちに飲んでもよい｡）

メトリフォネー卜MetrifonateC<トリフオ宗一卜

/Wer7ゎ/7o"ataビラルシルBﾉMarc〃

メトリフォネー卜Metrifonateは､血尿を起こす住

1m吸虫症(Ｓ,Hematoblum)の治旅に用いられる梨の

中ではか芯り安い｡妊婦はこの薬を用いてはならない。

名称． {百格

１００ｍｇの蛾刑である。

住血吸虫症のためのメトリフォネー卜MetrifOnate

の投与量２(７．５－１０ｍｇ/kg／１回)－１００ｍｇの羨

剤を用いる。

２週間の間を世いて､３回与えるｃ

１回の投与扇は

大人:４００－６００ｍｇ（４－６碇)。

６－１２歳の子ども:300ｍｇ（３錠)。

３－５歳の子ども１００ｍｇ（１錠)。

オキサムニキンOxamnlquine（W/l‘ンシルＶａｎｓ"､マン

シルル治"sﾉｿﾉ

名称価格:250ｍｇのカブセルー

５ｍI当り２５０ｍｇのシロップ＝

オキサムニキンOxamnlquineは､南アメリカと

中央アメリカで血便を起こしている住血吸虫症(s

Manson"の手当てに用いられる｡(アフリカに見られ

るＳ‘ル化、Son/の手当てには､ここで述べに量よりも

多めに投与する必要がある.地域のｊＷ門家の助冨を求

める｡）この葵は食後に飲むのが最もよい』、

誉苦:妊婦はオキサムニキンOxamniqulneを飲んで

は芯らない｡この薬はめまいや眠気､まれにはけいれ

ん発作を起こすかもしれない｡てんかんの患者は､て

んかん治療薬を飲んでいるときしか‘オキサムニキン

Oxamniqulneを飲んではならない。

オキサムニキンOxamniquineの授与量:(大人

１５ｍｇ/kg／日、子ども.１０ｍｇ/kg／１日２回）－

250ｍ貝のカプセルを用いる。

日だけ与えるｃ

大人には、１回に､７５０－１０００ｍｇ（３－４カプ

セル）

子どもには､次の鼠を、１日のうちに２回与える。

８－１２歳の子ども250ｍｇ（１カプセル)。

４－７歳の子ども．１２５ｍｇ（1/２カプセル)。

１－３歳の子ども：６３，頁（1/４カプセル)。

贈り宮Ｚ



箔ｌ７ｒ３

オンコセルカ症(河川盲目症)River

Blindness､Onchocersiasisの薬

オンコセルカ症の手当ての薬としては､イベルメク

チンlvermectinが最もよい｡この新しい薬は､幼虫を

ゆっくり殺し､他の治療のような危険芯反作用を起こ

さない｡イベルメクチンIvgrmectmが手に入らない

場合は､経験のある保健ワーカーがジエチルカルパマ

ジンDietllyicarbamazlneをまず与え､次にスラミン

Suraminを与えてもよい。

イベルメクチンIvermectinC<クチゴプ弓ンMecrX2a"ノ

名称‘ 価格

6ｍｇの錠剤のことが多いｃ

正しい投与室を決めるために､できれば患者の体亜

を最初に量る｡投与は１回である｡６ヶ月から１年後に

もう１回投与する必要のあることもある。

注急:体Ｍ１が１５ｋｇ未満の子ども(あるいは５歳未満の

子ども)､妊婦､授乳中の女性､龍膜炎その他の重い病気

の患者には与えない。

イベルメクチンlvermectinのjf箆与鐙；

１回与える。

111い大人(６４ｋｇ以上）：２錠(１２ｍｇ)。

平均的大人(４５－６３kg）：１１／２錠(９ｍｇ)。

催い大人と若者(２６－４４kg）：１錠(6ｍｇ)。

子ども(１５－２５kg）：１/２錠(３ｍｇ)。

ジエチルカルバマジンDiethylcarba『,1口&1,,己（へトラ

ヴ目ン１９色１７石語､､バノサイパ白白"ocbeノ

名称’ 価格

５０ｍ良の錠剤のことが多い。

ジエチルカルバマジンD1ethyIcarbamazineは幼虫

を殺すが､成虫は殺さぱい｡この薬は､経験のある治猟

者の指羽の下でのみ照いるべきである。

眼に対する重い傷雷を避けるために､低い投与串か

ら使い始めることが顛要である｡次のように用いる。

１日目‘１/2ｍｇ／ｋｇを１回だけ。

２日目１／２ｍｇ／ｋｇを２回。

３日目・１ｍＲ／ｋｇを３回。

さらに１３日間､１ｍｇ／ｋｇを１日３回飲み続ける。

(体璽60ｋｇの人の場合．１日目は30ｍｇの錠剤を１

個だけ:２日目は30ｍｇの錠剤を１個ずつ２回：その

後１４日間は１日につき、１回６０ｍｇな３回飲むU)こ
の蕊は食後に飲む。

ジエチルカルパマジDiethyIcarbamazineは､亜い

アレルギー反応を起こすかもしれない｡これは､抗ヒス

タミン蕊またはコーチコステロイドCoI-tlco・steroid

である程度抑えることができる｡侃鯉ワーカーが与え

る。

副"朔ボジエチルカルパマジンDiethylca｢bamazine

は頭痛､疲労感､衰弱､食欲の消失､岡の不調､咳､胸の揃

み､筋肉または関節の筋み､発熱および発疹を起こすこ

とがある。

スラミンＳｕ｢aｍｉｎ（ナフライノWaphu"ｄｂ,パイエル

Ｂａｙｇｒ２０５､アントリノ7YールＡｎｍ４ｏｏＡグルマニン

Gem7a"胴ノ

名称’ 価格

これはジエチルカルバマジンDiethyIca『bamazine

より効果的に成虫を殺す｡ジエチルカルバマジン

Diethylcarbamazineによる治猟終了後､それによる

反応がほぼ止まってから用いるべきである｡スラミン

Suraminは腎韓を雪することがある｡足が鯉れたり、

尿窮症の他の症状が現れたりする場合は､この薬の使

用を中止する｡腎臓病の悪者は､用いてはならない。

スラミンSuraminは静脈内に与え芯ければならな

い｡また経験のある保仙ワーカーの助冨を得て用い怠

ければならない｡大人には､１０ｍlの蒸留水にスラミン

を１９溶かして、１週間に１回注射し､５－７週間続け

る｡まず試験的に200ｍｇという少園からはじめる｡ア

レルギー反応は､抗ヒスタミン薬で手当てする。

眼の薬

眼科用抗生物質軟膏くピンクアイ＞(結膜炎)のため。

たとえばオキシテトラサイクリンOxytet｢acyciineま

たはクロルテトラ･り･イクリンChlortet『acycIineの眼

科用軟膏が有効である。

名称Ｉ 価格


