
これらの眼科用軟膏は､バクテリアによって起

こる結脱炎およびトラコーマのために用いられる。

トラコーマを完全に治すには､テトラサイクリン

Tetracycline（p､356)またはエリスロマイシン

E｢ythromycin（p,355)を口からも飲まなければ芯ら
江い。

眼の軟膏を充分に効かせるためには､まぶたの外で

はなく､内側に鑓らなければならない。１日３－４回用

いる。

新生児の眼を淋病およびクラミジアから守る

ために(これらの新生児眼疾患の治派の仕方に

ついてはｐ２２１を参照)、１％のテトラサイクリ

ンTetracycIine,０．５～１９６エリスロマイシン

Erythromycin眼科用軟膏が用いられる｡抗生物質の

眼科用軟膏が手に入らない場合は､2.5％のポピドン・

ヨード液１滴､または1％硝酸銀溶液を１滴ずつを､そ

れぞれの目に点眼してもよい｡硝酸銀液は淋曲性眼球

炎による失明は防ぐが､クラミジア（トラコーマ)によ

る失明は予防できない。

欝告：蒸発して波くぶりすぎたＷｊ酸銀点眼薬SiIveI

nilI･aIeeyedropsを川いてはならない｡新生児の眼
を塗品火慨させてしまう。

痛みの薬:錘痛薬

留意点術みの薬は違った狐類の:巳のがたくさんあり、

その多く(ことに､ジビロンDipyroneを含むもの)が危

険である｡比較的安全であると自分で確信が持てるも

の､たとえばアスピリンAsplrin,アセトアミノフェン

Acetaminophen（パラセタモールParacetamol)、

あるいはイブブロフェンIbuprofen（pSBO)だけ

を用いる｡もっと強い涌み止めについては､コデイン

Codeine（､.３８４)を参照。

アスピリンAsDirin（アセチルサリチル酸

Acetylsalicylicacid】

価格３００ｍｇ（５グレーン)の錠剤一

小児用の75ｍｇ（１１/４グレーン)の錠剤(小

児アスピリンAsDirin)一

アスピリンAspi『ｉｎは非常に有用で､安価なく痛み止

め＞すなわち鎮痛薬である｡痛みをしずめ､熱を下げ、

炎症を弱める｡咳を釧めたり､かゆみを減らしにりする

ことにも少し役立つ。

痛み､関節炎､風邪のために売られている多くの薬

に､アスピリンAspi｢ｉｎが含まれているが､アスピリン

Aspirinだけよりもずっと高価であるし､アスピリン

ASPiri、よりよく効くわけではないことが多い。

后鍾性と予防措置：

1．アスピリンAspirinは､胃痛や消化不良に用い芯

い｡アスピリンAspi｢ｉｎは酸であり､症状をいっそ

う悪くする｡同じ理由から､胃澗癌の恩者は決し

てアスピリンAspirinを用いてはならない。

２.アスピリンAspirinは､ひとによっては胃痛また

はく胸焼け＞を起こす｡これを避けるには､ミル

ク､少量の甑炭酸ソーダ､多湿の水､あるいは食物

と共にアスピリンAsplIlnを飲む。

３.脱水状態の人には､排尿がうまく始まるまでは、

１回しかアスピリンASpirinを与えないこと。

４．１２歳未満の子ども､ことに乳児(アセトアミノ

フェンAcetaminophenのほうが安全である)や

瑞息の人(発作を起こすかもしれない）にはアス

ピリンAsDi｢ｉｎを与えないのがよい。

５.アスピリンAspirinは子どもの手の届かばいとこ

ろに保管する｡多量に飲めば中毒する。

６.好婦には与えない。

アスピリンAspirinのj侭与眉:楠みまたは熱のため

３００ｍ貝（５グレーン)の錠剤。

４－６詩間ごとに１回(または１日４－６回)飲

む｡ただし子どもには１日４回までしか与え芯い。

大人：１－２錠(３００－６００ｍｇ)。

８－１２歳の子ども：１錠(300ｍｇ)。

３－７歳の子ども．１/２錠(１５０ｍｇ)。

１－２鴬の子ども：１/４錠(７５ｍｇ)。

(ひどい月経捕､Iliい関節炎またはリウマチ熱には､投

与量を２倍にする｡あるいは､１００ｍｇ/kg/日の投与品

にする｡耳鳴りが起こる場合は､投与扇を減らす｡）

制噸９
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アスピリンAspinnのj侵害：量-75ｍｇのく小児アスピ

リンAspi｢ｉｎ＞の錠剤。

子どもに１日４回与える。

８－１２歳の子ども４錠(300ｍｇ)。

３－７歳の子ども２－３錠(1５０

225ｍｇ)。

１－２歳の子ども１錠(75ｍｇ)。

１歳未満の子どもには､アスピリンASPirlnを与
えない。

アセトアミノフエンAcetamInophen（パラセタモル

Paracetamol）．痛みと熱のため。

名称 価格

５００ｍｇの錠剤のことが多いが､シロップもある。

アセトアミノフェンAcetaminophen（バラセタ

モールPa｢acetamoI)は子どもに対してアスピリン

ASpi｢ｉｎより安全である｡胃を刺激しないので､胃潰鶏

の患者に､アスピリンAspi『ｉｎの代わりに用いることが

できる｡妊婦にも用いることができる。

アセトアミノフェンAcetaminophenの投与量揃

みと熱のため-500ｍｇの錠剤を用いる。

アセトアミノフェンは１日４回､経口投与する。

１回の投与扇は、

大人:500ｍｇｌｇ（１－２錠)。

８１２歳の子ども500ｍｇ（１碇)。

３－７歳の子ども:250ｍｇ（1/２錠)。

１－２歳の子ども.１２５ｍｇ（1/４錠)。

１歳未満の乳児･６２ｍｇ（1/８錠)。

イブブロフェンlbuprofer

名称： 価格

200ｍｇまたは400ｍｇの錠剤のことが多い。

イブプロフェンIbuprofenは､筋肉のmiれと摘み､隅

節炎による関節の痛み､月経猫.頭猟､および発熱に剥

して働く｡アスピリンAsplrlnより高価である。

雪告：アスピリンAspi｢ｉｎに対してアレルギーのある

人は､イブブロフェンlbuprofenを飲んではjIJらない。

妊婦は､イブブロフェンlbuprofenを用いては芯らない。

イブブロフェンlbup｢ofenの授与銅:痛みと無のた

め－２００ｍｇの錠剤を用いる。

４－６時間ごとにイブブロフェンlbup｢ofenな経口

投与する。

この薬は常に食物か､大きなコップ１杯の水と一緒

に服用すること。

１回の投与量は：

大人と１２職以上の子ども?200ｍｇ（１錠)。
１２加未渦の子ども与えない。

１錠で州みや無が引かない場合は､２錠用いてもよ

い｡２４時間の間に６錠までしか飲まないこと。

カフェインCaffeine入りのエルゴタミン

Ergotamine（カフェルゴットＣａ店/1gDb:照頭湘の

ため。

名称 価格：

１ｍｇのエルゴタミンErgotamlneを含む錠剤のこ

とが多い

偏頗捕に用いるカフェインCafIeine入りのエルゴタ

ミンE｢gotamineの捜害[愚；

大人・照頭捕の最初の症状のときに２錠のみ､続いて

痛みが引くまで３０分ごとに１錠ずつ飲む｡ただし､全

部で６錠を超えないこと。

害告:この薬は頻繁には飲まない｡妊媛中は飲まない．

コデインCodeine;ひどい痛みのため。Ｐ､384を参照。

傷を閉じるときの痛み止めの薬:麻酔薬

リドカインLidocaine件シロカインXWbcameノ

２パーセント(エビネフリンEpinephrine入り､または

肌し｡）

名称： 価格Ｉ

注射用のアンプルまだは瓶入りのことが多い‘

リドカインLidocaineは脇を縫い合わせる前に傷

口の周りに注射することができる｡その部分が麻酔さ

れ､つまりしびれて､痛まない。

注射を打つべき位世の皮膚内と皮下に１ｃｍ離して

注射する｡注入する前に注射器のピストンを引いてみ

ることを忘れないこと(p､７３を参照)｡ゆっくり注射す

る｡皮膚2ｃｍ当り麻酔薬を約1ｍI用いるc(合計20ｍｌ

より多くは用いない｡)傷が清潔であれば､傷そのもの

の端に注射して．Ejよい｡慨が汚れている場合は､陽の周

りの皮膚(洲洲にしてから)に注射してから､紺い合わ

せる前に､充分注意して傷を澗潔にする‘，



ほとんどの傷の縫い合わせには､エビネフリン

Epinephrine入りのリドカインLidocaineを用いる。

エピネフリンEpinePh｢ineはしびれを長続きさせ､出

血狂止める側きがある。

鼎産捲産道裂傷を縫ったり､手指､つま先､陰茎､耳

および鼻の傷の場合は､エピネフリンEpinephrine無

しでリドカインL1docalneを用いる｡エピネフリン

Epinephrineはこれらの部位への血流をとめて､大き

芯損傷を与える可能性があるので､このことは並製で

ある。

エピネフリンEpinephrine入りのリドカイン

Lidocaineのもうひとつの用法．ひどい鼻血には、

綿花に少ししみこませて､鼻の中につめる｡エピネフリ

ンEpinephrIneが血箇をぎゅっと閉じて､出血をとめ

る働きをする。

けいＩＷＬ らん訪い

陽の煙霧の薬:鎮煙薬

ペラドンナ日色IIadonna（フェノバルビダル

Phenobarbital入り､または無し｡）

名称 価格‘

ベラドンナBelIadonna8mgを含む錠剤のことが

争い。

たくさんの種類の這う鎮痩薬の製剤がある。

ほとんどのものはペラドンナBelladonnaまた

は類似のもの（アトロピンAtropine，ヒオスキ

アミンHyoscyamlne）を含み、さらＬフェノバ

ルビタールPhenobarbitaI（フエノバルビトン

Phenobarbitone)を含むことも多い｡これらの薬は常

用すべきではないが､1Ｔｌまたは胴の痛みまたは極蟻(仙

術)の治撤のために､たまには用いてもよい｡これらの

蕊は､勝耽の感染や胆のう炎による術みを蝕める伽き

がある｡斌癌の手当てにも役立つことがある。

ベラドンナBeIladonnaの没宕壷,P腸の狸畷のため。

ベラドンナＢｅｌｌａｄＯｍａ８ｍｇを含む錠剤を用い

る。

大人：１日３－６Ｍ,各１錠。

８－１２鯉の子ども１日２－３回各１錠。

５－７歳の子ども１日２－３回､各1/２錠。

５歳未満の子どもには､与えない。

誉苦；これらの鰹は飲みすぎれば有講である｡子どもの

手の届か芯いところに保管する。

緑内障の患者は､ベラドンナBelIadonnaまたはア

トロビンAtropIneを含む薬を飲んではならない。

胃酸過多､胸焼け､胃潰傷の薬。
水酸化アルミニウムAluminumhydroxideまたは水

砿化マグネシウムMagnesiumhydroxide（マグネ

シアミルクノＷｌｋｏｆＭａＲｎｅｓ泊ノ

名称Ｉ 価惜‘

５００－７５０ｍｇの錠剤､または５ｍl当り３００－

５００ｍｇの水薬のことが多い。

ときにこれらの薬は､三珪酸マグネシウム

Magnesiumtrisilicateと混合される｡シメチコン

Simethiconeが加わると､ガスの発生が抑えられる。

これらの制酸薬は､胃酸過多と胸やけにたまに用い

られ､間演錫(消化性澗癌)の治寂の一部として普通に

用いられる｡制酸薬は､食後１時間と就寝時に飲むこと

が､巌も亜要である｡２－３錠をかみ砕いて飲む｡重い

胃演癌の場合は､毎時間３－６錠(または小さじ３－６

杯)飲む必要があるかもしれない。

注漬:テトラ･サイクリンTetracycIineを飲んでいる場

合は､これらの薬は飲まない｡マグネシウム入りの制酸

薬は下痢を起こすことがあり､アルミニウム入りの制

酸蕊は便秘を起こすかもしれ芯い°

、炭酸ナトリウムSodiumbicarbonate（璽炭酸ソー

ダBicarbonateofsoda､、Ⅶ､ふくらし粉）

白い粉である。価格

制酸薬としては､この藁は､たまたま胃の調子が悪く

芯ったり胸焼けや胃酸過多になったりしたときに､き

わめて限定的に用いるべきである｡慢性の消化不良や

胃浪癌(消化性澗癌)の治療に用いてはならない｡はじ

めは効くように見えるが､胃がもっとたくさん酸を作

るようになり､たちまち串態は悪化する｡＜ソーダ＞

は､前夜にアルコールを飲みすぎた人のく二日酔い＞

にも荷用である｡この目的のためには(円酸過多のため

ではなく）､アセトアミノフＪンAcetamlnophenま

たlrl,アスピリンAspl｢１，と共に飲んでもよい｡アルカ

ゼルツアーAlka-Seltzerは‘F炭酸ナトリウムSodium

bicarbonateとアスピリンAspinnの複合薬である．

臨時の制酸薬としては､小さじ１／２杯の重炭酸ナトリ

ウムSodiumbicarbonateを水に溶かして飲む｡頻繁

には用いないこと‘，

歯磨き用には､膨らし粉またはくソーダ＞と食塩を

混ぜたものを､練り歯磨きの代わりに用いることがで

きる(P,230を参照)。

警告『ある狐の心臓病(心不全)または足や顔の腫れの

ある人は､麺炭酸ナトリウムSodiumbicarbonateそ

の他のナトリウムを高濃度に含む食品(食塩のような）

を摂ってはならない。

３８．ｉ
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炭酸カルシウムCalciumcarbonate

名称： 価格:‐‐

３５０－８５０ｍｇの錠剤のことが多い。

これは亜炭酸ナトリウムSodjumbica｢bonateよ

りゆっくり働く｡たまに起こる胃酸過多や胸焼けには

非常に効果があるが､慢性のものや澗癌の手当てに用

いてはならない｡症状が現れたときに､８５０ｍｇの錠剤

１個または350ｍｇの錠剤２個をかみ砕いて飲む｡必

要なら.２時間以内にもう１回飲む。

ラニチジンRanltidine（減ﾝタックZ臼河崎cノ

名称： 価格：

１５０ｍｇまたは300ｍｇの錠剤のことが多い。

ラニチジンRanitidineは痛みを釦め､潤賜の治癒

を助ける｡しかし､潤癌を起こしている細菌(ヘリコパ

クター・ピロリ)を殺すためには､ラニチジンを２つの

抗生剤と併用しなさい｡アモキシシリンAmoxicillin

またはテトラサイクリンと、メトロニダゾール

Met｢onidazoleである｡だが､ｐ､１２８，１２９に掲げて

ある助冨を守って澗癌の治微や予防をしてほしい。

渦賜治療のためのラニチジンの鍵裳鰯：

１５０ｍｇを１日２回､あるいは３００ｍｇを就寝時に、

１週間用いる。

脱水の薬:経口補水液およびくＯＲＳ＞

穀物または普通の砂糖で作る経口補水液の作り方

は､ｐ､１５２に示してある。

いくつかの国では､水分補給飲料を作るための簡単

な壇(ぶどう糖)と食塩のセットの袋を店で売ってお

り､保健ポストでも手に入れることができる｡これらの

袋は便利なこともあるが､ｐ､１５２で述べた穀物入りの

自家製のミックスも､同じように､あるいはもっとよく

下痢とたたかう｡砂糖と少量の食塩を使う自家製の水

溶液も有効である｡自家製の飲料を作ってお金を節約

し､もっとたくさんのもっと栄養のある食物を岡うこ

とに振り向けるほうがよい｡下痢をしている乳児には、

母乳を与え続けなければならない｡また､病気の子ども

が食物を受けつけるようになったらすぐに､食物を与

え始めなければならない。

経口補水液と共に食物を与えれば､より効果的に脱

水とたたかうことができ､子どもが衰弱するのを防ぐ

ことができる。

普告:いくつかの国では､＜ＯＲＳ＞(経口補水塩O｢al

RehydrationSalts)のいろいろな梱類の袋を売って

いる｡これらを正しく作るためには､それぞれ違った園

の水を加えなければならない｡ＯＲＳの袋を用いる場合

は､水をどれだけ加えるのか､充分確かめなければなら

ない。

水が少なすぎるのは､危険である。

注意:下痢の子どもを保健ポストまたは病院に連れて

行こうとする場合は､家を出る前に､必ず水分を､でき

れば自家製の水分補給飲料をたくさん飲ませる｡そし

て､可能ならば､何か飲み物(もし何も無ければ､ただの

水)を挑行し､保健ポストまでの途中や､順番を待って

いる間に､その子どもに飲ませる｡飲み物は子どもが飲

めるだけたくさん頻繁に飲ませる｡子どもがはいてし

まう場合は､１分ごとに少量与える｡飲み物の幾分かは

体内に残り､そのことによっても､おう吐が抑えられる

だろう。



硬便(便秘)の薬:緩下剤

ｐ‘１５には､さまざまな綴下剤と下剤について､その

用途と膿った使われ方に関することが述べられてい

る｡緩下剤は使われすぎている｡それらは､便秘の固く

て痛い便をやわらかくするために､時々便うだけにす

べきである｡下痢をしている人､腹痛のある人､脱水状

眼の人には､決して綱下剤を用いてはならない．２歳未

満の小さ芯子どもには､緩下剤を用いない。

一般的に.便をやわらかくする一番よい方法は､ふす

まやカッサパのように､きめの粗い､繊維質に富んだ食

物を食べることである｡水分をたくさん飲むこと(少な

くとも１日に水なグラス８杯)と､くだものをたくさん

食べることも､有効である。

マグネシアミルクMiIkofmagnesia（水酸化マグネ

シウム)綴下剤であり､制酸蕊である‘

名称 価惜：

ミルク状の溶液のことが多い。

用いる前に､よく振る｡飲むときは､水をいくらか飲

む。

マグネシアミルクの捜毎斑,』

制酸薬として用いる場合：

大人と１２鞭以上の子ども．１日３４回､小さじ

１－３杯ずつ飲む。

１－１２歳の子ども１日３－４回､小さじ１／２－１杯

ずつ飲む。

弱い緩下剤としては､就浸崎に１回与える。

大人と１２棚以上の子ども:大さじ２－４杯。

６－１１槻の子ども:大さじ１－２杯。

２－５鰯の子ども大さじ１/３－１杯。

２歳未満の子どもには与えない。

エブソム塩EpsomsaIts（硫酸マグネシウム

MagnesIumsu1fate）一級下剤およびかゆみの薬

をして。

名称 価格

白い粉または結晶のことが多い。

エブソム塩EDsomsaltsの投写量‘』

弱い緩下剤としては､次の愚のエプソム塩Epsom

saltsをグラス１杯の水に混ぜて飲む〈空腹時に飲むの

が一番よい)。

大人:小さじ２杯。

６－１２霞の子ども:小さじ１/２－１杯．

２－６歳の子ども:小さじ1/４－１/２杯。

２歳未満の子どもには与えない。

かゆみ止めとしては､小さじ８杯のエプソム塩

EpsomsaItsを１リットルの水にまぜて､冷浸漬また

は冷湿布として､かゆい皮膚の上につける。

鉱油:一緩下剤として。

名称Ｉ １１帳

これは､便が仙くて猫い痔疾の人が時々飲む｡しか

し､これは便を実際に軟らかくするのではなく､少し

油っぽくするだけである｡ふすまやカッサバのような

繊維質の多い食物のほうがずっとましである。

緩下剤としての鉱油の撹裳鐙：

大人および１２慨以上の子ども夕食の少なくとも

１時間後に､大さじ１－３杯を口から飲む｡食事と共に

は飲まない｡食物の中のビタミンのいくつかを､鉱油が

奪ってしまうからである。

濫育:１２歳未満の子ども､妊娠中まだは授乳中の女性、

ベッドから起き上がれない人､畷下(えんげ)の困難な

人には与えない。

グリセリン座薬GIycerinsuppositories(タルコラソ

クズＤＵ七oねXノ

名称： 価梧

これらは弾丸の形をした錠剤で､虹円内に押し込む｡腹

を刺激して､便を押し出す。

グリセリン座薬の授宕冒量』

大人と１２歳以上の子ども：座蕊１個を肱門から充

分奥へ押し込んで､そのまま１５－３０分留めておく(棚

になっているとよい)｡座薬が虹門内に長くあるほど、

効き目がある。

割:癌
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軽い下痢の薬:下痢止め薬

ペクチンPectin入りカオリンKao1inr6カオペクテー

卜k白OpecZaねノ

名称 価格，

ミルク状の水薬のことが多い。

これは､軽い下痢を濃くして(水気を減らして)､厄介

さを減らすために用いることができる｡下痢の原因を

治すのではないし､脱水を予防したり､治したりしな

い｡下痢の手当てにはまったく必要が無く､これを普通

に使用することは､大きな浪費である｡非常に容態の悪

い人や小さな子どもには与えてはならない｡この薬を

ここに掲げたのは､もっぱらこの薬の使用に対して警

告するためである｡ＨｌＶ陽性の人々のためには､コトリ

モキサゾールCot｢imoxazoIeについて悩報を参照す

る｡(ｐ358）

軽い下痢に対してだけ用いる場合のペクチンＰｅｃｔｌｎ

入りカオリンKaolinのjIg与鐙.・

カオペクテートKaopectateのよう芯標郡的な水薬

を用いる。

排便ごとに１回､あるいは１日４－５回与える。

一回の桧与州

大人･大さじ２－８杯、

６－１２職の子ども.大さじ１－２杯ｃ

６歳未満の子ども:与えない。

騨づまりの蕊

つまった鼻の通りをよくするにはｐ､１６４に記した

ように､薄い食塩水を鼻でかぐことしか必要ない場合

が多い｡たまに､下肥のようなうっ血除去点鼻蕊が用い

られる‘，

エフェドリンEDhed｢ineまたはフェニレフリン

PhenyIephrine入りの点鼻薬(ネオシネフリンNeo．

SvneDhrine）

名称 価相

これらの薬は内耳に感染のある人(あるいはよく感

染する人)の鼻づまりまたはみずつばなのために用い

られる。

うっ1ill除去点漁盤のj鱒毎屈fp､164に示しﾉとように、

各々の鼻孔に１－２滴点す。｜日４回行う｡３日以上用い

ない｡また､これらの薬を使う習悩を作ら芯い。

エフェドリンEphedrineの錠剤から点鼻薬を作るに

は､、３８５を参照。

咳の薬

咳というのは､肺へ通じる気道を清掃して､管の中の

病原菌や粘液が肺に入らないようにするための､体が

備えている方策である｡咳は体の防御擬櫛の一部であ

るから､咳を止めたり鎮めたりする薬は､害あって益猟

しの場合もある｡これらの鎮咳薬(咳のﾉﾘ”鱈)は､慰者

が眠れないような､いらいらする空咳の場合にだけし

か用いるべきでない｡助咳薬(芸舞詞という別の薬が

あり､それは､鱈演しやすくするものである。

実際には､どちらの薬(咳をしずめる蕊と咳を出しや

すくする薬)も､必要よりはるかに多く使われている。

たいていの大衆的な咳のためのシロップは､ほとんど

あるいは全く効かない｡お金の浪費である。

咳のために最もよく､最も函要な薬は水である｡水を

危くさん飲むことと､熱い水蒸気を吸入することで､粘

液がゆるみ､ほとんどの咳薬よりはるかによく咳が鎮

まる｡詳しい説明は､ｐｌ６Ｂを参照｡また､自家製の咳

のためのシロップの作り方は､ｐ､１６９に出ている。

鎮咳薬(咳の抑制薬）：コデインCodeine

名称 価格’

咳用シロップまたは液体｡３０ｍｇまたは６０ｍｇの

錠剤､アスピリンAspi｢ｉｎまたはアセトアミノフェン

Acetaminophenを含むものと含まないものがある。

コデインCodeineは､強力な痛み止めであり､最も

強力な鎖咳薬のひとつでもある｡しかし､これは習慣性

(庶剰生)があるため､手に入れるのは難しいだろう｡咳

用の複合シロップまたは錠剤であることが多い｡投与

量については.薬についてくる説明帯に従う｡痛みを抑

えるためより咳を鎮めるためのほうが､少なくてよい。

咳を鎮めるためには､大人の場合､通常､７－１５ｍｇの

コデインCodeineで充分である｡子どもには､年齢ま

たは体盟に応じて童を減らして与えなければならない

(p,６２を参照)｡ひどい痛みに対しては､大人の場合、

３０－６０ｍｇのコデインCodeineを４時間ごとに飲
んでもよい。

警告コデインCodelneは習憤性(麻鎚性)がある｡数

日間だけしか用いないこと。
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瑞息の薬

端息を予防したり､正しく対処したりするためには、

ｐｌ６７を参照｡端息に悩まされている人は､駅鯉に端恩

の梨を用意しておかなければならない｡呼吸がぜいぜ

いし始めたり､胸が苦しくなったりする最初の症状の

ときに､服用を開始する。

サルブタモールSalbutamaoI（アルブテロール

AIbuterroD

名称 価格

しばしばく救急用＞インヘラー（100マイクログラ

ム／1吸入)として製造される５ｍlあたり２ｍｇのシ

ロップ。

瑞息発作を釧めたり､予防する目的で使用。

サルブタモール･インヘラーの役与園

軽い端明(ぜいめい)のとき､１－２吸入を､端鴫が止ま

るまで4-6時間ごと｡端鴫がひどいときは､増屋。

瑞息の人が通勤をする際､３０分前に2吸入を15-

30分間隔で。

緊急時は２－４吸入を20分ごとＬ行う。

サルブタモールSaIbutamolのシロップ:５ｍIあたり

２ｍｇ

大人:１０，１回を１日３回

子ども１－１２躯５，１回を１日３回

乳児２５，１回を１日３回

サルブタモールを頻回に使うと､体が習慣性となって

しまう｡より多壷を必要とするようになり､それでも以前

ほど効かなくなる.慢性の端恩憩者は､維持撒法用のイン

ヘラー（ベクロメタゾン)を規則正しく使用し､サルブタ

モールに頼る度合を少なくしていくことが大切だ。

妊娠している女性は､端息の発作を起こさ芯いよう

に､簡段の管理や治疲に心がけておく方がよい｡サルブ

タモールは授乳中でも使用できるが､できるだけ少扇

に留める。

サルブタモールはふるえ､イライラ､めまい､肋惇､頭

痛などを起こすことがある｡液体の製剤は､冊癌や暇吐

を超こすこともある。

附思と心脳病の両方を側つ人は､＜ベータ遮ⅢI剤＞

と言われるアテノロールAtenOIol,メトブロロール

Metop｢olo1､プロプラノロールP｢opranololなど､“一

olorで薬名が終わる心臓病薬を医師と相談しないで服

用しないこと。

ベクロメタゾンBeclDmBthElsone

名称 価格

しばしばく維持用＞インヘラーとして製造される｡(１

回の吸入あたり､５０または250マイクログラム）

瑞息治撤のためのステロイド薬で､肺に至る気道の

むくみを軽減し､予防効果も持つ。

ベタロメタソ:ﾝBcわｍｅ的asoneインヘラーの投宕:慶

子どもと大人:５０マイクログラムのインヘラーを、

２－４吸入回､１日２回｡５０マイクログラムのインヘ

ラー製剤涯１日４回以上吸入するときは､２５０マイク

ログラムのインヘラーを１－２回使うほうが､経済的だ

し､より有効と富える。

サルブタモールの吸入後に､ベクロメタゾンを任用

した方がよい｡気道が開き､ペクロメタゾンの吸収がよ

くなり､効果的となるためだ。

ベクロメタゾンは瑞息を治癒させることはできない

が､毎日使っておけば､端息発作の予防となる｡使用開

始から３－７日で改善が見られであろう。

もし､ベクロメタゾン吸入で､鴬口痘(がこうそう）

または口の中にカンジダを生じるようなら(p,232

を参照)、ナイスタチンNystatin､ミコナゾール

MiconazoIe（p､３７３を参照)で治療すること｡毎回の

吸入時､スペーサー（押絵参照)を用いることと､後で

口をすすぐことを忘れないこと。

インヘラーにつなげてスペーサーを使うことが大事

だ｡そうしないと､薬の大半が舌とのどに吹きかかり､一

番必要な肺まで､届かないことになる｡スペーサーを通し

て､深く恩を吸うと､より多くの薬が肺に到達する。

インヘラーといっしょにスペーサーが入手できない

ときは、

次の２つのやり方で作ることができる。

１）二つの薄いプラスチックのカップを口のほうで合

わせ､テープで接ﾉi11する｡一方の底

に小さ芯穴を開け､インヘラーをそ

こに付ける｡もう一方の底により大

きな穴を聞け､そこに口をつけて服

入する。

２)プラスチック製のソフトドリンクの容器の庇に、

口に合う程度な穴を開ける｡容器のロの方にインヘ

ラーを付ける。

エ ピ ネ フ リンEplIIビ,JilliII己（アドレナリン

AdorenaIine､アドレナリンAdorenaline）

名 称仙惜：

１ｍl当り１ｍｇのアンプルのことが多い。

エビネフリンは次の場合に用いるべきである。

1.ひどい端息発作のため､呼吸が困難になっているとき。

2.ｍいアレルギー性反応､まだはアレルギー性ショッ

クが､ペニシリン注射､破傷風の抗毒素､またはウ

マ血清から作られ他の抗毒素のため起きたときｃ

（Ｄ７０を参照）

軒8臆
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端息に対するエピネフリンEpinephrineの鍔裳湿；

液体1ｍl当り１ｍｇのアンプルを用いる。

最初に脈拍を計る｡それから皮下に注射する(p､１６７

を参照)。

さ2一睡＝‘鉾
大人：１/３，１．

７－１２歳の子ども：１/５，１．

１－６歳の子ども：１／１０ｍ１．

１歳未満の子どもには､与えない。

必要あれば､同じ園を３０分間で計３回まで投与する

ことができる。

アレルギー性ショックに対するエピネフリン

Epinephrineの緯毎房：

液体1ｍl当り１ｍｇのアンプルを用いる。

筋肉内に注射する。

大人：１/２，１．

７－１２歳の子ども：１/３，１．

１－６歳の子ども：１/４，１．

１歳未満の子どもには､与えない。

必要な場合は､３０分後に２回目を､さらに３０分後

に３回目を与えることができる｡３回までしか与えな

い｡殿初の注射の後､脈拍が１分あたり３０以上増加し

た場合は､追加の投与はしない。

エピネフリンEPinephrineを用いる喝合は､指示され

た量以上には決して与えないよう､充分津意する。

アレルギー反応とおう吐の薬:抗ヒスタミン薬

抗ヒスタミン薬は､さまざまな仕方で体に作用する

薬である。

１．皮膚にできるかゆい発疹やしこり､尋麻疹､＜枯

草熱(アレルギー性鼻炎)＞､アレルギー性ショッ

クなどのアレルギー反応を鎮めたり､予防したり

する。

２.乗り物酔いまたはおう吐を予防したり､抑えたり

する。

３.眠気を催すことがよくある(鎮静作用)｡抗ヒスタ

ミン薬の服用中は､危険な仕頭をしたり､槻械を

操作したり､アルコールを飲んだりしない。

プロメタジンPromethazine（フェ宗

ルガンFhew7emg白､ノとジフェンヒドラミン

Diphenhydramine（ベナバリルBenadMﾉは強い抗

ヒスタミン薬で､非常に眠くなる｡ジメンヒドリネート

Dimenhydrinate（パラマミン､ソ日mamjne）はジフェ

ンヒドラミンDiphenhydramineに似ていて､もっぱ

ら乗り物酔いのために用いられる｡しかし､ほかの原因

によるおう吐には､プロメタジンP｢omethazineのほ

うがよく効くことが多い。

クロルフェニラミンChIorphenlramlneはあま

り高価でないし､あまり眠くならない｡それで､昼

間にかゆみを鎖めるときは､クロルフェニラミン

Chlorpheni｢amlneを用いるのが一番よいことがあ

る｡夜は､プロメタジンP｢omethazineがよい｡かゆみ

を鎖めると同時に眠りを助けるからである。

抗ヒスタミン薬が普通の風邪に対して何か役に立つ

という証明は無い｡これらは必要以上に使われている。

使いすぎないようにすべきである。

抗ヒスタミン薬は､瑞息に用いてはならない｡粘液を

渡くして､呼吸をいっそう困難にする可能性があるか

らである。

通常､救急箱の中に必要とされるのは一Ⅷ類の抗ヒ

スタミン蕊である｡プロメタジンP｢omethazineを選

ぶのがよい｡いつも手に入るとは限らないし､ほかの抗

ヒスタミン薬の代わりに投与することができるからで

ある。

一般的に､抗ヒスタミン顕は経口投与が届もよい｡注

射は､ひどいおう吐をとめる堀合や､特別危険なアレル

ギーショックがあるときに抗毒素(破偲風やヘビのか

み傷など)を与える前などに限って用いるべきである。

子どもには､座薬の形で投与するのがしばしば一番よ

い。

プロメタジンPromethazineイフェ宗ルガン

Fhene噌臼､ノ

名称：

価格：１２．５ｍｇの錠剤一

１ｍlあたり２５ｍｇの注射液アンプルー

１２．５ｍｇ､２５ｍｇ,５０ｍｇの座蕊一

注意:妊婦は､どうしても必要な場合しかプロメタジン

Promethazineを用いるべきでない。

ブロメタジンP｢omethazineの投与園:(1ｍｇ/kg／

日)-12.5ｍｇの錠剤を用いる。

１日２同窪口投与する。

１回の投与冠：

大人:２５－５０ｍｇ（２－４錠)。

７－１２歳の子ども:１２５－２５ｍｇ(１－２錠)。

２－６蝦の子ども:６－１２ｍｇ（1/２－１錠)。

１鰯の乳児:４ｍｇ（1/３錠)。

１鰻未満の乳児:３ｍｇ（1/４錠)。



1ｍl当り２５ｍｇの筋肉内注射(１Ｍ)液の場合；

１回注射する｡必要な堀合には､２－４時間以内に

もう一度行う。

１回の注射の投与鼠

大人:２５－５０ｍｇ（１－２ｍl)。

７－１２歳の子ども：１２．５－２５ｍｇ（1/２－

１ｍl)。

７歳未満の子ども:６－１２ｍｇ（1/４－

１/2ｍI)。

１鰯未満の乳児.2.5ｍｇ（0,1ｍI)。

25ｍｇの直腸坐薬を用いる場合

直腸(虹門)の上部に挿入する｡必要な場合は､４－

６時間以内に繰り返す。

１回の挿入の投与園

大人および１２鰯以上の子ども２５ｍｇ（座築

１個)。

７－１２歳の子ども.１２５ｍｇ（座薬1/２個)。

２－６歳の子ども:６ｍｇ（座薬1/４個)。

ジフェンヒドラミンDiphenhyd｢amlne（ベナパリル

BenaOh/〃

名称‘

価格.２５ｍｇおよび５０ｍｇのカプセル：

１ｍl当り１０ｍｇまたは50ｍｇの注射液アン

プル：

注蔵：ジフェンヒドラミンDiphenhydramineは、

新生児または授乳中の女性には与え芯い｡どうして

も必要でない限り､妊娠中はジフェンヒドラミン

Diphenhvdramineを用いないのが最もよい。

ジフエンヒドラミンDipherlhydramineの授与画ｊ

(5ｍｇ/kg/日)-25ｍｇのカプセルを用いる。

目'３－４１１]l与えるｃ

大人２５－５０ｍｇ（１－２カプセル)。

８－１２城の子ども.２５ｍｇ（１カプセル)。

２－７槻の子ども：１２５ｍｇ（１/２カプセル)『

乳児:６ｍｇ（1/４カプセル)。

1ｍl当り５０ｍｇの筋肉内注射(|Ｍ)液の場合．ジフエ

ンヒドラミンDiphenhydramirIeはアレルギー性

ショックの場合に限って注射すべきである｡１回注射

する｡必要ならば､２－４時間以内にもう一度する。

大人:２５－５０ｍｇ（1/２－１ｍl)。

子ども体格により、１０－２５ｍｇ（1/５－

１/2ｍl)。

乳児:５ｍ貝（1／１０ｍl)。

クロルフェニラミンChlorpheniramine

名称： 価格：

４ｍｇの碇剤のことが多い(別の薬壷の錠剤やシロッ

プなどもある)。

クロルフェニラミンChlorDheniramineの茂雲量；

１日に３－４回飲む。

１回の投与吊

大人:４ｍｇ（１錠)。

１２歳未満の子ども８２ｍｇ（1/２錠)‘

乳児：１ｍ貝（１/４錠)。

ジメンヒドリネートDimenhydrinate（バラマミン

ロノａｍａｍｍｅノ

名称： 価格

５０ｍｇの錠剤､小さじ１杯当り１２．５ｍlのシロップ、

または虹門に挿入する座薬がある。

これは､もっぱら乗り物酔いのために売られているが、

ほかの腕ヒスタミン蕊のように､アレルギー反応を鎖

めたり､睡眠を促したりするためにも用いることがで

きる．

ジメンヒドリネートDimenhydrinateの投今匡室；

１日４回までｔ

１回の投与量

大人:５０－１００ｍｇ（１－２錠)。

７－１２賊の子ども２５－５０ｍｇ（1/２－１錠)く

２－６鰯の子ども１２－２５ｍｇ(1/４－１/２錠)〈

２鰯未満の子ども:６－１２ｍｇ（1/８－１/４錠)。

3８７
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抗毒素

爵告:抗毒素は､いくつかの破傷風抗毒素､ヘビのかみ

偶やサソリの刺し燭に対する抗毒素のように､ウマ血潤

で作られているものが多い｡これらには､危険なアレル

ギー反応(p､７０のアレルギー性ショックを参照)を起

こすという危険がある｡ウマ血潤の抗麗素を注射すると

きには､緊急に傭えて､かならず前もってエビネフリン

Epinephrineを用意しておく。

アレルギーのある人､あるいは以前に何かウマ血消で

作った抗湾素を用いたことのある人の湖合は､抗露素

を注射する１５分前に､ブロメタジンP｢omethazine

(フェネルガンFheng店臼､ﾉまたはジフェンヒドラミン

Diphenhyd｢aｍｉｎｅ（パナパリルBBnaOh〃のような抗

ヒスタミン薬を注射するのがよい。

サソリ抗野緊

名称： 価格：

注射用に凍結鰯興した(粉末状)ものが多い。

世界のさまざまな地域で､サソリの刺し似に対する

違う棚類の抗毒素薬が製造されている｡メキシコでは、

Labo｢ato｢ｉｅｓＢＩＯＣＬＯＮがアラクラミンＡｌａα君ｍＷ７

を製造している。

サソリの刺し偶に対する抗毒素は､危険な､すなわち

致死的なサソリがいる地域だけしか使うべきでない｡抗

毒素は通常､小さな子どもが､特に上体の主要な部分ま

たは頭を刺された場合にだけ必要とされる｡充分な効果

を得るために､こどもが刺されたら､なるべく早く注射

すべきである。

抗竃素には､通常､詳しい脱明薗がついている｡充分注

愚して､その通りに行う｡小さい子どもには､大きい子ど

もよりたくさんの抗麗素が必要なことが多い｡パイアル

２－３本を必要とするかもしれない。

たいていのサソリは､大人には危険でない｡抗面素自

体が､使えばいくらかの危険を伴うものであるから､通

常は､大人には使わないほうがよい。

ヘビのかみ侭に対する抗毒素

名称： 価格：

瓶入りまたは注射用のキットである場合が多い。

抗宙緊は､宙物から体を守る薬であって､世界のさま

ざまな地域で､露ヘビのかみ傷(岐偶)に対して開発され

てきた｡毒ヘビにかまれたり､それで死んだりすること

が時々あるような地域に住んでいる場合は､どのような

抗毒素が手に入るかを咽べて､前もって手に入れてお

き､手近に保管しておく｡いくつかの抗淘素は､乾燥状態

つまり凍結乾燥製剤になっていて､冷蔵しなくても保存

できる｡冷蔵しなければならないものもある。

次のような抗毒素が､世界のいろいろな地域で売られ

ている｡政府を通じて入手できる国が多い。

北アメリカ:クロファブCrofab（ガラガラヘビ多価免

疫抗原一羊血消)が､ガラガラヘビ｢attIesnake,アメリ

カマムシcopperhead・ヌママムシcottonmouths・ミ

ギワヘビwatermoccasinに効く｡Fouge｢a社からu晒脂

1.800.645.9833､wwwfougueracom・

製品梢報は製造業省のProthe｢icsから。電話

1-800.231-0206または1.615.963-4528.Ｅメール：

information＠prothrics､com，

ウェブサイト:www・prothericscom/pmducts／

antibodyhtm

メキシコ､中央アメリカおよび南アメリカ:アンチビップミ

ンAntivipmynとアンチピッブミントリAntMpmynt『ｉ

(FaboterapiapolivalenteantMpe｢ino）はガラガラ

ヘビrattlesnakeその他のマムシ亜科クサリヘビなどの

宙ヘビ用｡ナウヤカ､テルチオペロ､マパナ、トポバ､ハラ

ラカ､クアトロナリセス､コラデウエソ､バルバ

アマリア､パランカ､その他の園ヘビにも｡lnstituto

Bioclon,Mexico‘ＤＦ.、踊謄(52)5575.0070,(52）

5575-4016､または1-800.021-6887.ウェブサイト：

ｗｗｗ・bioc10n・ｃｏｍｍｘ

抗函素はInstitutoCIodomimPicado・FacuItadde

MicmbiologiaUniversitaddeCostaRicaSanJose・

CostaRicaおよび

InstitutoButantan･SaoPauIQB『aziIからも入手で

きる｡電脂:(０１１)3726.7222、ファックス:(０１１）

3726-1505,Ｅメール：

instituto＠butantan・govbrウエブサイト:ｗｗ

ｗ,butantangov.b「

アフリカ:パフアダーpuff8dder,ガブーンパイパー､グ

リーンマンバ､ジェイムソンマンパ､ブラックマンバ､ケー

プコブラ､フォーレストコブラ.スノートコブラ､モザン

ビークスピットコブラなどの志ヘビ用に多価抗毒衆血消が

ある｡SouthAfricaVaccineProducersPTＹＬｔｄ､Ｐ，

OBox28999･Sandringham2131･SouthAfncao

電脂:２７．１１．３８６．６０００

ファックス:27-11.386.6016､www･savpo,ＣＯ.zａ

インド:インドコブラ､インドクレイトIndiank旧it・

ラッセルバイパーRusselI･sviper､ソースケイルド

バイパーSaw・scaledvipe｢などに効く多価の抗麗

素血消がある｡HaffkineBiopha｢maceuticaICo，

Bombay｣ndia（電話:91.22-412.9320/23)。www・

vaccinehaffkinecomCent｢alResearchlnstitute

ofKasuli､Kasuli‘lndia（電賭:Ｏ1-792-72114．

ファックス:01.792.72016)およびSerumlnstitute

ofIndia（踊肥:91.20-269.93900、ファックス：

91.20.269.93921､wwwseruminstitute､Ｃｏｍｏ

インドネシア:Biofa｢maBandunglndonesiao電話：

O22-233-755、ファックス:O22-204-1306､www･

biofarmacojd

タイ:ThaiRedCmssSociety,Bangkok‘Thailand・電雁：

66.2255.461、ファックス:66.2252-7795､ｗｗｗ，

redcmss‘or・ｔｈ

ヘビのかみ燭に対する抗毒緊の使用脱明宙は､通常､キッ

トについてくる｡それらが必要になる前に､あらかじめよく

腕んで理附しておく｡ヘビが大きいほど､あるいはかまれた

人が小さいほど､多圃の抗爾累血潤が必要である｡2本以上

のバイアルが必要なことが多い｡充分な効果を挙げるため

に､かまれたらできるだけすぐに注射すべきである。

アレルギーショックを避けるために､必要な予防措阻を

必ずとらなければならない(P.70を参照)。



破傷 風 の 抗 毒 素

破傷風免疫グロブリン(ヒト)は､２５０ユニットのバ

イアルのことが多い。

破偲風抗宙素(ウマ）は､1.500Ｕ,２０.ＯＯＯＵ

４ＱＯＯＯＵ５０､OOOU（ユニット)のバイアルのこ

とが多い。

破偲風に対する予防接穂をしていない人がいる地

域では､救急箱の中に破偲風の抗滞素を倣えておくべ

きである｡抗溺素は２独独あって､ひとつはヒトの血

清から作られ(破傷風免疫グロブリン､ノlイノトテット

Hwﾌ〃ぬり､もうひとつはウマの血清から作られてい

る(破傷風抗毒素)｡手に入る場合は､破傷風免疫グロブ

リンを用いる｡この方が亜いアレルギー反応を起こし

にくいからである。

ウマ血溝の破傷風抗毒素を用いるばあいは､アレル

ギー反応に対する予防措置をとる｡患者が瑞息その他

のアレルギーに悩まされていたり､以前にウマ血清か

ら作られた何らかの抗毒素を用いたことがあったりす

る場合には､抗毒素を注射する１５分前に､ブロメタジ

ンＰ｢omethazineのよう豚抗ヒスタミン薬な注射して

おく。

破傷風に対する免疫が充分でない人が､破傷風にな

るかもしれないようなひどい傷を負った場合は(p､Ｂ９

を参照)､破偲風の症状が出る前に､砿偲風免疫グロブ

リンを250ユニット(バイアル１本)注射する｡破偲風抗

毒素を用いる場合は､１５００－３０００ユニット注射する。

乳児には､破傷風抗毒素を､７５０ユニット注射する。

患者に破傷風の症状が出ている場合は､５.OOOユ

ニットの破傷風免疫グロブリン､または､５０.OOOユ

ニットの破傷風抗毒素を注射する｡体の筋肉の多い部

分(尻や太もも)に何回も筋肉内注射する｡あるいは鶴や

り方を知っている人がいれば､投与室の半量を静脈内

に注射してもよい。

通常､抗毒素で手当てをしているにもかかわらず､破

煽風の症状は悪化し銃ける。

p､１８３とp､１８４で述べた別の手当ての方法も同じよ

うに､あるいはもっと重要であるｃ直ちに手当てを始

め.早く医学的動けを求める。

毒物を飲み込んだときの薬

活性炭

活性炭は粉末状の製剤となっている｡瓶に書いてあ

る用法指示に従う｡もしくは､決められた量をコップ１

杯の水またはジュースに混ぜ､全体を飲用する。

活性炭は誤飲した毒物猛吸着し､その沓を減らす｡こ

の薬は認歴飲んだ直後に投与したほうが効果的であ

る｡活性炭は､その人が強い酸､苛性ソーダ､ガソリン、

石油を飲んだときは用いてはならない。

粉末木炭の投与軍；

志物を飲刑した１時間以内に投与すること《

大人と１２瓶以上の子どもｈ

５０．１００９１回のみ投与。

1-12歳の子ども．

２５９１回のみ授与｡亜肺な中滞のときは５０９

１蝿以下の子ども：１９／休砿1ｋｇ当り｡１回の

み。

毒物の作用が体内で始まった後､間胴管に残存する

窮を除くことを目的とする場合

大人と１槻以上の子ども

25-509を4-6時間ごとに与える

１歳以下の子ども：

１９/k９体通､１回｡その後､半分国を２．４時|Ｈ１

ごとに投与｡たとえば.子どもの体亜が６ｋｇあ

れば６９の活性炭を初回風として与え､３９を

その後2-4時間ごとに与える。

ひきつけ(けいれん)の薬

ひきつけまたはてんかんによるけいれん発作歴予防

するために､一般に用いられる薬は､フェノバルビター

ルPhenobarbItalとフェニトインPhenytoinであ

る｡ほかの､もっと高価な蕊が手に入ることがあり､医

者はよく２１Ⅲ類以上の蕊を処方する｡しかし､通端は、

１狸頚の薬でも同じかそれ以上の効果があり､副作用

は少ない｡発作を予防する薬は､就寝時に飲むのが最も

よい｡眠気を催すことが多いからである｡ジアゼパム

Diazepamは､長く続くてんかんの発作(亜砺発作)を

止めるために与えることができるが､発作を予防する

ために毎日用いることは.普通はしない。

フェノパルピタールPhenobarbital（フェノパルビト

ンＰｈ己,ILjbai,bitoi-ie､ルミナールLUnWha〃

名称・

価椙．１５ｍｇ,３０ｍｇ,６０ｍｇ,１００ｍｇの錠剤一

価格

5ｍIあたり１５ｍｇのシロップ。

価格

E掴９
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フエノパルビタールPhenoba｢bitalは､ひきつけま

たはけいれん(てんかん)を予防するために､経口的に

用いることができる｡てんかんの喝合は､薬を一生飲み

続ける必要があることが多い｡発作を予防するための

最小の投与園を用いるべきである。

ご告：フェノバルビタールPhenoba｢bitalを飲みすぎ

ると､呼吸が遅くなったり､止まったりする可能性があ

る｡薬の作用はゆっくり始まり､長く銃く(２４時間近

く､患者が排尿しない堀合はもっと長く)｡与えすぎな

いように充分注窟すること！

フェノバルビタールPhenoba｢bitalの婆毎厨：

大人および１２鰻以上の子ども：

1-3ｍｇ/kｇ体皿／日２．３回に分けて服用また

は、

５０．１００ｍｇ/回を１日２－３回服用。

１２鰻以下の子ども：

夜(寝る前)１回で､または２回の等園に分け､以

下の通りに投与。

５－１２職の子ども:4-6ｍｇ/kg/日

１－５歳の子ども：６.Bmg/kg／日

１歳未満の子ども5-8ｍｇ/kg/日

フェノバルピタールPhenobarbitaIの注射は危険

を伴うので､その投与法については､ここでは示さな

い｡注射は､溶液の調剤や静脈内投与の仕方に精通した

者だけが行うべきである｡(p､１７８参照）

フェニトインPhBnytoin（ジフェニルヒダントイン

DiphenyIhydantoin,ジランチンロ"ａｎ跡ﾌノ

名称：

価格：２５ｍｇのカプセル－５０ｍｇのカプ

セル－１００ｍｇのカプセル－５ｍｌ

（小さじ１杯)当り250ｍｇのシロップ

この薬は､てんかんの発作を予防するのに役立つ｡生

涯にわたって薬を飲み続けなければならないことが多

い｡発作予防可能な最小の投与園を用いるべきである。

副炊月９ＪフェニトインPhenytoinを長期間用いると、

歯茎が胆れたり異常に成長したりすることがよくあ

る｡歯肉増殖がひどい場合は､別の薬を代わりに用いな

ければならない｡歯茎の問題は､ロを消潔にしたり､食

後に歯と歯茎を歯ブラシで消潔にしたりすることに

よって､ある程度予防することができる。

フエニトインPhenytoinの鱒与昼（経口的投与）

１日量を２から３回の等量に分け服用｡たとえば､４歳

の子どもが体重２０ｋｇだとしたら､１日１５０ｍｇを２

分割して､７５ｍｇずつ､または３等分して､５０ｍｇずつ

分服させる。

大人および１６歳以上の子ども:４－６ｍｇ/kg／

日

１０－１６歳の子ども:６－７ｍｇ/kg/日

７－９歳の子ども:７－８ｍｇ/kg/日

４－６歳の子ども:７．５－９ｍｇ/kg/日

生後６ケ月から４職までの子ども:８－１０ｍｇ／

ｋg／日

生後６ケ月未満の子ども:５ｍｇ/kg/日

この投与園で発作が完全には予防できない埋合は、

１５日ごとにゆっくりと体函1ｋｇ当たり最大併容園ま

で増やし､３分割で服用する。

もしこの量でも発作を完全に予防できないなら､今

度は少しずつ投与園を減らし発作を抑制できる凪小困

で維持する。

注射用フェニトインPhenytoinの投与鼠はここで

は示さない｡この薬の注射は､静脈内投与に習熟した人

だけが行うべきである｡(p､178）

ジアゼパムDiazepam〃IFリウムレｂ"Ｕｍノ

名称：価格：

価格：１ｍ｜当り５ｍｇの注射液－２ｍI当り

１０ｍｇの注射液－５ｍｇの錠剤一

１０ｍｇの錠剤一

注射用ジアゼパムDiazepamの投与園はここでは示

さない｡この薬の注射は､静脈内投与に習熟した人だけ

が行うべきである｡(p,１７B）

１５分以上続くてんかん発作を止めるためには､こ

の薬の注射用液を注射器に吸い､針を外して液だけ画

接紅門内に注入する｡または、１錠分の薬をつぶして粉

にし､それを水に混ぜたものを､同様に紅門内に注入し

てもよい。

ジアゼパムDiazepam溶液の紅門内投与園：

大人および体亜１０ｋｇ以上の子ども:０．５ｍｇ／

ｋｇ体重､最大１０ｍｇまで。

体重が１０ｋｇ未満の子ども：0.2-0.3ｍｇ／

ｋg,または１ｍｇ/年齢１歳ごと。

高齢者：０．２５kg/kｇ

もしけいれん発作が１回の治椴で治まらなければ、

１２時間毎に同じ量を再投与してもよい。



筈告：

１ジアゼパムDiazepamを過剰に与えると､呼吸が

遅くなったり､止まったりする可能性がある｡与

え過ぎないように注撤する！

ａジアゼパムDiazepamは､習慣性の(依存性の)薬

物である｡長期的使用や頻回の使用を避ける｡鍵

をかけて保管する。

破偲風の際には､充分昂を投与してけいれんをコン

トロールする｡大人および５歳以上の子どもには､経口

的にまたは紅門から(子どもではこのやり方は少ない）

初回量5ｍｇから始める｡必要あればさらに追加する。

しかし１回に１０ｍｇないし１日５０ｍｇを超えてはな

らない｡追加投与する前に最低でも３０分は待つこと。

５鱗以下の子どもには､１から２ｍｇを３．４時間ごとに

旺門内に投与する。

筋肉の弛緩(しかん)または痛みを鎮めるため：骨折

の整復３０分前に､大人では１０ｍＲを口から飲ませる。

lLHi奉捨の重い出血(分娩傍H、)の薬

女性が出産した後の出血を止めるための薬の、

正しい使い方と誤った使い方の知識については、

p､266を参照｡原則として､分娩促進薬(エルゴノビン

Ergonovine､オキシトシンOxytocinなど)は‘子ど

もが生まれた後の出血を止めるためにしか用いては

ならない｡分娩を早めたり､母親に力をつけたりするた

めにこれらの薬を用いることは､母親と子どもの両者

にとって危険である｡これらの薬は､子どもが生まれる

までは､決して与えてはならない｡さらに､胎盤つまり

後産が出るまでは与えないほうがよい｡後産が出る前

に多景の出血がある(ただし､子どもはすでに生まれ

ている)場合は､１/2ｍＩ（５ユニット)のオキシトシン

Oxytocinを筋肉内に注射することができる｡エルゴノ

ピンErgonovineは､後産が出る前には与えない｡後産

がlLH江＜汰局かキ]しれ芯いから詞である命

ビチュイトリンPih｣i廿ｉｎはオキシトシンOxytocin

に似ているが､もっと危険であり、オキシトシン

OxytocinとエルゴノビンErgonovineが手に入らな

いときに､緊急の出血があった場合にだけしか､決して

用いてはならない。

新生児の出血には､ビタミンＫを用いる｡(ｐ３ｇ４参

照)ビタミンＫは､出産､流産.妊娠中絶に際しての女性

の出血には､役に立たない。

エルゴノビンEr員onovineまたはマレイン酸エルコ

メトリン旨gQll1etrinemaIeate（エルゴトレート

E7宵o”te,メテルギ:ﾝＭｅが7eﾉ宮加eノ

名称

価格：１ｍlのアンプル当り０２ｍｇの注射液－

０２ｍｇの錠剤一

胎盤が出た後のひどい出血を予防したり､止めたり

するため。

エルゴノビンErgonovlne注射の授雲屋‘‘

後産(胎舘)が出た後のひどい出血(２カップ以1-)に

は､エルゴノビンE｢gonovInel-2アンプル(0.2

-0.4ｍｇ)を筋肉内注射する(箱別緊急の場合には､１

アンプルを静脈に注射する)｡必要な場合は､３０分か

ら１時間以内に､もう一度繰り返してもよい｡出血が止

まってきたらすぐに､エルゴノビンErgonovlneの錠

剤に切り材える。

経口投与のエルゴノビンの投雲蛋心.2ｍｇの錠剤を用

いる。

出産後の重い出血を予防したり､出、量を少なくし

たりする(ことに母親が貧血の場合)ために､１錠ずつ、

１日３－４回､後産が出たときから与え始める｡出血が

里ぃ場合は.毎回２錠ずつ与えてもよい。

オキシトシンOxytocin（ピトシンＰ/rocﾉhノ

名称 価格

１ｍl当り１０ユニットのアンプルの場合が多い。

子どもが生まれた後､後産が出る前の母親のひどい

出血を止めるため｡(後産を出しやすくする働きもする

が､出血がひどい場合か､後産が非常に出遅れている鳩

合にしか子の目的で徳ってはならない‘,）

子どもが生まれた後の母親に用いるオキシトシン

Oxvtocinの提毎蛋：

１／2，１（５ユニット)注射する｡ひどい出血が継ぐ場

合は､１５分以内にさらに１／2ｍl注射する。

箔M9H
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痔(痔核)の薬

痔のための座蕊

名称： 価格：

これらは弾丸の形をした特別の錠剤で､紅門に挿入

する｡痔核を小さくして､鰯みを少なくする働きがあ

る｡いろいろな梱類の製剤がある｡非常によく効くもの

は､かなり高価であるが､コーチゾンCortisoneまたは

コーチコステロイドCortico､steroidを含むものであ

る｡特別な軟膏も手に入る｡便を軟らかくする食事が重

要である(P､１２６を参照)。

授与回：

毎日排便の後に坐薬を１個用いる｡寝る前にもう１

個用いる。

栄墾失鯛と貧血の薬

粉ミルク(ドライミルク）

名称： 価格：

乳児には､母乳が最もよい｡これには体作りのビタミ

ンとミネラルがたくさん含まれている｡母乳が無い場

合は､粉ミルクを含む他の乳製品を用いることができ

る｡乳児が必要な栄捜索を充分に取り入れることがで

きるように､粉ミルクには砂糖と食用油を少し加える

(p､１２０を参照)。

カップ１杯の沸朋させた水に、

小さじすりきり１２杯の粉ミルク

小さじすりきり２杯の砂穂

小さじ３杯の食用油

を混ぜる。

混合(多極類のMuItl)ビタミンVitamins

名称： 価格：

さまざまな形のものがあるが.通常､錠剤が最も安価

で､よく効く｡ビタミンの注射はめったに必要ない｡お

金のムダであるし､不必要な痛みと､時には腰湯をひき

おこす。トニックとエリキジールには最も亜要なビタ

ミン類が含まれていないことが多く､通常､効果がない

わりに高すぎる。

最もよいビタミン漂は､栄養のある食物である｡追加

のビタミンが必要な場合は､ビタミンの錠剤を用いる。

栄養不艮のいくつかの堀合は､追加のビタミンが役

に立つだろう｡ＨＩＶ陽性の人々にはマルチビタミン

MultMtaminsが有益だろう｡使用する錠剤に､患者が

必要としている重要なビタミンがすべて含まれている

かどうか､よく確かめること(P､１１８を参照)。

混合ビタミンMixedvitaminsの標準的な錠剤を用

いる場合､通常､毎日１錠で充分である。

ビタミンＡ(レチノールRetjnoI）:夜盲症および眼球乾

燥症のため。

名称：価格：

ビタミンＡ２０ＱＯＯＯユニット､またはレチノール

RetinoI60mgのカプセルのことが多い｡(もっと小

さな単位のものもある｡）

注射液は１０ＱＯＯＯユニット。

野告:過剰のビタミンＡはけいれん発作を起こす可能

性がある｡与えすぎないこと｡子どもの手の届かないと

ころに保管する。

予防のため『子どもたちの夜盲症や眼球乾燥症が一

般的な問題である地域では､子どもたちはもっとたく

さんの黄色いくだものと野菜および濃緑色の葉菜と、

卵や肝臓のような動物性食品を食べなければならな

い｡魚の肝油はビタミンＡに富んでいる｡ビタミンＡの

カプセルを与えてもよい｡４－６ケ月ごとに１回､１カプ

セル与える｡予防のためにはそれより多くは与えない。

母親は､子どもが生まれたとき､あるいは出産後１ヶ

月以内にビタミンＡのカプセル(200.OOOユニット）

を１個口から飲むことによって､その子どもの眼の病

気を予防することができる。

はしかの子どもは､眼球乾燥症になる危険性が特に

高い｡病気が始まったときに､ビタミンＡを与えなけれ

ばならない。

子どもたちが充分にビタミンＡを摂っていない地域

では､ビタミンＡを含む追加の食物やカプセルは､子ど

もたちがはしかその他の亜い病気から助かるのに役立

つことが多い。

治凝のため:ビタミンＡのカプセル(200.OOOユ

ニット）１個を経口投与する｡あるいは､１００.OOO

ユニットの注射をする｡翌日､ビタミンＡのカプセル

(20ＱＯＯＯユニット)１個を経口投与し､１－２週間

後にもう１カプセル与える。

1歳未満の子どもには､いずれの投与屋も､半分にする。



鉄の硫酸塩(硫酸第一鉄Fer｢oussuIfate）．貧血の

ため

名称： 価格：

２００ｍｇ３００ｍｇ、５００ｍｇの錠剤のことが

多い｡(子ども用に､点滴薬､水薬､エリキジール芯ど

もある｡）

硫酸第一鉄は､ほとんどの貧血の治撤または予防

に有用である｡硫酸第一鉄を経口投与する治療は､通

常､少なくとも３ヶ月かかる｡改善が見られない場合

は､その貧血はおそらく鉄分の欠乏ではない何か別

の原因によっている｡医旅専門球の助けを得ること。

それがむずかしい場合は､葉酸による治療を試みる。

硫酸第一鉄は貧血または栄難失調の妊婦にとっ

て､ことに重要である。

鉄はビタミンＣ(くだものと野菜､またはビタミン

Ｃの鋳剤)と共に飲iけと､最も効果がある、

硫酸第一鉄は胃の調子を悪くすることがあるの

で､食事と一緒に飲むのが最もよい｡また､便秘を起

こしたり､便(糞)の色を黒くしたりするかもしれな

い｡３歳未満の子どもには､錠剤のかけらを非常に細

かく砕いて､食物に混ぜてやる。

誉苦:投与垂は正確であるように気をつける｡過剰の

硫酸第一鉄は有毒である｡錠剤は､子どもの手の届か

ないところに保管する｡、い栄溌不良の人には､硫酸

第一鉄を与えない，

貧血に対する硫酸第一鉄のj鱒与遍:200ｍｇの錠斉１

を用いる。

１日３回､食駆と共に与える。

１回の投与量．

大人:２００－４００ｍｇ（１－２錠)。

６歳以上の子ども:200ｍｇ（１錠)。

３－６歳の子ども：１００ｍｇ（1/２錠)。

３歳未満の子ども・２５－５０ｍｇ（1/８－

１／４錠)｡細かく砕いて食物に混ぜる。

葉酸：ある秘の貧血のため。

名称Ｉ 価格；

5ｍｇの碇剤のことが多い。

葉酸は､マラリアの場合に見られるように､血液細

胞が血管の中で破蝋されて起こる貧血の治療に覗要

である｡牌臓が肥大していたり､皮膚が黄色く見えた

りする貧血の人は､硫酸第一鉄で一向によくならな

い場合には､葉酸が必要だろう｡ヤギの乳で育てられ

ている乳児や､貧血または栄蓋不良の妊婦は､鉄分と

共に葉酸が必要なことが多い。

葉酸は濃緑葉菜､肉､肝歳などの食品を食べたり、

葉酸の錠剤を飲んだりすることによって摂取でき

る｡子どもの場合は､通常､２週間の治療で充分であ

るが､鋪&f赤血賊症の子ども､または地ﾉｦﾛ海准覚血と

呼ばれているi111類の貧伽の子どもがいる地域では、

何年も典酸を飲む必要がある｡貧血および栄饗失肌

の妊婦は､妊娠期間中イリ日､築酸と鉄の錠剤を飲むと

よい。

貧血のための菜酸の緯与鐙:５ｍｇの錠剤を用いる‘

１日１回､経口投与する。

大人と３蝿以上の子ども．１錠(5ｍｇ)。

３歳未満の子ども：１/２錠(2.5ｍｇ)。

ビタミンＢ１２(シアノコパラミンCVanocobaIamin）．悪

性貧血の以命に限る⑯

この薬は用いるべきでない､ということを言うた

めに､ここで取りｌげている。

ビタミンＢ'胃は､先祖が北ヨーロッパ出身の３５

雄以上の人のほかにはめったに見られない非常に珍

しい貧血に対してしか有用でない｡三分の患者に何

か案を出すだけのために､必要でもないのにこれを

処方する医者が多い。

ビタミンＢ'２のためにあなたのお金を無駄遣い

しないこと｡血液検育をして､その結果悪性蔵倣であ

ることがわかった場合のほかは､医者やヘルスワー

カーにこれ左処方させない。

3９３
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ビタミンＫ(フィトメナジオンPhytomenadione、

フィトナジオンPhytonadione）

名称： 価格：

ミルク状の溶液2.5ｍI当り１ｍｇのアンプルのこと

が多い。

新生児の体のどこか(口､へその緒､虹門)から出血が

始まる場合は､ビタミンＫ不足が原因かもしれない。

１ｍｇ（１アンプル)のビタミンＫを､太ももの外側に

注射する｡たとえ出血が続いても､それ以上は注射しな

い｡非常に小さく生まれた(２ｋｇ未満)乳児の場合は､出

血の危険性を減らすために､ビタミンＫを１回注射す

る。

ビタミンＫは､出産後の母親の出血を止めるために

は､まったく役に立たない。

ビタミンＢＢ（ピリドキシンPyridoxine）

名称： 価格：

２５ｍｇの錠剤のことが多い。

イソニアジドlsoniazidで治療している結核患者は、

ビタミンＢ６が欠乏することがある｡これを予防する

ために､イソニアジドlsoniazidの服用中は､５０ｍｇの

ビタミンＢＧを飲む｡まだ､このビタミンが欠乏し､症状

が出ている人にだけは､与えることができる｡その症状

は､手足がひりひり痛む､筋肉が引きつる､イライラす

る､眠れない､などである。

ビタミンＢ６の鋳与厨:イソニアジドの服用中に。

毎日２５ｍｇの錠剤を２錠飲む。

家族計画法

樫口認妊型(出露四節用ピル）

出産調節薬用ピルの用途､危険性､予防措固の知職に

ついては､ｐ２Ｂ６からp､２８９で見ることができる｡以

下は､それぞれの女性にとってどの錠剤を選ぶのが適

当かについての知鯉である｡(2002年１月､出産脚節

用ピルのグループわけを改定した｡職場の同僚がこの

本の旧版を用いている場合は､別の種類の錠剤と混同

しないように充分注意すること！）

ほとんどの出産関節薬錠剤には２柵頚の化学物質、

すなわちホルモンが含まれている｡これらは女性の体

内で作られ､月経周期を調節しているホルモンに似て

いる｡これらのホルモンは､エストロゲンとプロゲステ

ロン(プロゲスチン)と呼ばれる｡経口避妊薬(ピル)は

たくさんの違った商標名のものがあり､二つのホルモ

ンの強さと組み合わせ方が違っている｡下肥のグルー

プに商標名をいくつか挙げる。

一般に､両方のホルモンの国が比較的少ない商標名

のものが最も安全であり､ほとんどの女性に対して非

常によく効く｡これらの．低用遍･のピルは､グループ

１，２，３にある。

グループ１：三段階ビル

これらは比較的少量のエストロゲンとプロゲスチン

を含む｡混合物の中の量は１ヶ月を通して変化するの

で､順番どおりに薬を飲むことが大切である。

一般的な商標名：ロギノンLOgynon､シノフエーズ

SynQphase､トリサイクレン77わyc1bn､トリノルジ

オール771horUりりムトリノブム刀加Cl/ｕｍ･トリキラー

ル77わujIaRトリファジル刀加has〃

グループ２：低用量ピル

これらは少量のエストロゲン(３５マイクログラム

のエストロゲン･エチニルエストラジオールEthinyI

est｢adioI.または５０マイクログラムのエストロゲン

．メストラノールMest｢anol.)とブロゲスチンを含む。

２つのホルモンの配合割合は､１ヶ月を通して変わら

ない。

一般的な商柵名：

ブZﾉとコン日漕ＷｂＤ/7ノチaａオ"メンりり”6Ｗルリ5ﾄ

ﾉﾘテｿﾘﾛﾉ脇ｮｙノナ5，ﾈｵｺﾝｿﾘｇｏ“爪

ﾉﾘﾆﾝ物V”jﾉﾘﾁaaJ+5ａﾉﾘﾐﾝｿVロノ加胴、

敦ルトノズム@し伽一ﾊb”7ﾙ露〃副ｌノI嵩ルP匂ね

グループ３:低田園ピル

これらのピルではプロゲスチンが多く､エストロケ

ンが少ない(３０または３５マイクログラムのエストロ

ゲンーエチニルエストラディオールー)。

一般的な商標名：

ﾛー ﾌｴﾒプﾙLofもmenaAミクロプﾗー ﾙﾙ化ｍしIa汎

ﾛｰｵプﾗ"仏､し0Ｗ百ＡノルデットAl0mbr的

ﾐｸﾛ宇ｿﾝⅡ牝、８１"1Ｄ〃３口

効果を確実にし､＜１，件瞳排池物＞(正常月経周期以

外の少壷出血)を最小にするために､ピルを毎日同じ時

刻に飲むことが重要である｡ホルモンの園の少ないピ

ルを用いる場合は､ことにそれが亜要である。

３－４ヵ月後にく血性腫排池物＞が焼いている喝合

は､グループ３の中の商標名のどれかに変更する｡さら

に３ヵ月後にまだ月経中間期の出血があるようなら、

グループ４の中からひとつを試してみる。

一般に､出産調節のピルを用いている女性は､月経時

の出血は減少する｡これは､ことに貧血の女性にとって

は利点である｡しかし､何ヶ月も月経が照くなったり、

月経時の出血の少なさが気になったりする場合は､グ

ループ４の中のエストロゲンのもっと多い商標名のも

のに変えることができる。



月経時の出血が非常に多い女性や､月経が始まる前に

乳房が痛くなる女性は､エストロゲンの漠度が低く､プ

ロゲスチンの濃度が高い商棟名の:Ejのを用いるほうが

よい｡これにあたるのがグループ３である。

グループ３のものな用いてからも月経の休止や血性

睦排池物が続いている女性や､別の型のピルを用いる前

に妊娠した女性は､もう少しエストロゲンの多いピルに

変えることができる｡これら筒用扇ピルは､グループ4に

示してある。

グループ４:これらのピルはエストロゲンの量が幾分多

く(エストロケン50マイクログラムの薗工チニルエス

トラジオールEthinylestradior)ほとんどのものは､ブ

ロゲスチンも多い。

一般的な商擬名

ユーギ:ノンEUgw7onノル〃ズトリンノVb応s"ｍ
フェメフLルＲｇｍｅｎａノオフコン０１/℃ｏｎ５Ｄ

ミノブラールMjr7oMjarオフヲール０Ｗ百ノ

ネォギンンノVbQg9"7oｎブリモブヲールFhimo吃ｒ
ノルジ易トールハノbnd?ｂ

グループ４のビルを飲んでも不正出血が続く場合に

は､オブレン0Ｗ"Ｐ"とテZAレン､eﾉ77昨ﾉ7のa商品がし

ばしば有効である｡しかし､これらはエストロケンが非

常に強い｡この理由のため､めったに勧められない｡これ

らは､ひどいにきびの女性に対しても､ときに有用であ

る。

つわり様症状､その他､ピルを飲んで２－３ヵ月後の

副作用に悩まされている女性､および血梓詐の危険の高

い女性は､グループ1にあるエストロゲンとブロゲスチ

ンの両方の濃度が極めて低い三段階出産調節ピルを用

いるべきである。

授乳中の女性､頭痴や嘘い商Ⅲ]圧のため普通のビルを

用いてはいけない女性は､ブロゲスチンだけのピルを望

むか己しれない｡これらのピルは､＜ミニピル＞といい、

グループ5にある。

グループ５.プロケスチン単独ピル。

これらのピルはくミニピル＞として知られ､ブロゲス

チンのみを含む。

これらのピルは､月経の最中であっても､毎日同じ時

刻に飲まなければなら芯い｡月経の出血は不規則になる

ことが多い｡－錠でもピルを飲み忘れた場合は､妊娠の

機会が増す。

一般的な商標名：

ズェムレンＦｅｍ"/e〃

ﾐｸﾛﾉ頁ルル化”"ｏｒ

ﾐｸﾛﾉブｭiﾙ化の"０W"71

ノールーＯＤＭｗもＯＤ

ミクロルートノＷｂｍ〃ｆ

ミクロバルノＷｂｒｏ噸ノ

余ｵｸ角ズﾄﾉVeogesf

宗ｵｸｳﾏﾄﾝﾉV8Q8Bsわ〃

ｵプﾚｯﾉLow臼"ｅ

－これらの

ブランド蕊は、

｢緊急家族計

画jでも使用

できる。

一次頂を参

照のこと。

緊急家族計画(緊急用ピル）
緊急用ビルはある種の出産調節用ピルの特別な用法

であり､性交時避妊措置をとらなかったが妊娠を望まな

いという女性が歌後に用いる｡出産調節薬ピルのこのよ

う芯使い方は､ピルを常用すべきではないとされている

女性に対しても安全である。

j僻与鐙：緊急用ピルは避妊措置の無かった性交渉後､５日

以内に飲まなければならない｡無防備性交後の服用が早

ければ早いほど､妊娠回避の可能性が高くなる｡蝶急球

族馴画を行う場合は､以下の指示に注意深く従う。

◎グループ型の~高用量滴出産用調節ビルを2個､無防

備性交渉後5日以内に飲む｡１２時間後にさらに２

個､グループ4のピルを飲む｡または

・グループ2またはグループ3の．低用園.出産狐節用

ピルを4個､照防伽性交渉後5日以内に飲む｡１２吋

間後にさらに4個､グループ2またはグループ3のビ

ルを飲む｡または

●グループ5の枠内にある商標名の薬からプロゲスチ

ン単独ピルすなわちくミニピル＞を25個､照防伽

性交渉後5日以内に飲む｡１２時間後に同じピルをさ

らに25個飲む｡プロゲスチン単独ピルには､レポノ

ルゲストレルLevono｢gestreIというプロゲスチン

が0.03ｍｇ含まれる｡または

⑨オブレットOvretteまたは他のレポノルゲストレル

Levono｢gestreIを0.0375ｍｇ含むミニビルを２０

個､照防術性交渉後5日以内に飲む｡１２時間後に同

じピルをさらに20個のむ。

新しい緊急用ピルは､まさに緊急の家族計画のために

開発されてきた｡あなたの住む地域でも手に入るだろ

う｡次のような尚棚名のものがある｡ノルレノ7WVb応lノロ、

プランＢＦＶ召ｎ日,ポズチノール召Fbs加呼ａ

シェリンクさPCLαＳｃ/7e"hgPCL等､そしてテトラギソ

ン形Z7agW7o"である｡プロケスチンだけを含むポスチ

ノールー２Postino程を例にとれば､避妊しなかった性

交渉後5日以内に1個飲み､１２時間後にさらに1個飲む。

鋤１霜：

緊急用ピルを使用する女性の半数には満たないが､吐

き気をもよおしたりおう吐したりする場合があるだろ

う｡ピルを飲んでから3時間以内におう吐した場合は、

もう１回同愚を飲まなくてはならない｡おう吐がひどい

塀合は､１［12回､２５ｍｇのプロメタジンPromethazine

狂飲むとよい｡または緊急用ピルを口から飲むのでは趣

く､脳の奥に入れてもよい｡この方法でも同じように妊

娠を防ぐことができる｡吐き気やおう吐といった副作用

が減ることはないが､おう吐によってピルを吐き出して

しまうことは防げる。

ブロゲスチン単独ピルは､他の複合ピルよりも､吐き

気やおう吐を起こしにくい｡心溌病や血栓症あるいは脳

卒中リスクをもつ女性は､プロゲスチン単独ビルを用い

るべきである。

罫9１５
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コンドームCondom（ゴムRubbers、予防具

P｢ophyIactics,さやSheaths）

名称： 価格：

３箱組みのことが多い。

コンドームCondomはⅧ類が多い｡潤滑剤をほどこ

したもの､色の違うもの､精子を破堰する薬品入りのも

のなどがある。

妊娠の予防に加えて､コンドームCondomは､ＡＩＤＳ

を含めた性行為感染症(性病)が広がるのを防ぐ働きも

ある｡ほかの避妊方法と併用してコンドームCondom

を用いる人が多い。

コンドームCondomの使用と手入れの仕方について

は､Ｐ２９０に述べてある。

ペッサリーDiaphragm

名称：価格：

ペッサリーは殺精子薬クリームまたはゼリーと共

に用いると最も効果がある｡少量を膜の内側に塗る｡ま

た､瞳に装着する前にも縁に少し塗り広げる(ｐ２９０を

参照)。

クリームまたはゼリーの名称:価格：

避妊用発泡剤(よく知られた商椴名:エムコEmko.し

ムズコLempkp､完ルフエンロe姥”

名称： 価格：

泡の使用についての説明は､ｐ２９０を参照。

避妊用座薬(一般に知られた商標名は家オサンボーン

ﾊﾊeoSampoonノ

名称： 価格：

これは殺精子薬を含む錠剤で､女性が腿の奥の子宮

頚近くに挿入するものである｡座薬は性交渉の１５分前

に装薗しなければならない｡(箱に肥峨してある使用脱

明囲に従う｡)これは､特にコンドームCondomを併用

した場合には､かなり有効な出産凹節の方法である。

子宮内避妊具(ＩＵＤ）

名称： 価格：

装薗の技術料：

ＩＵＤの装芯･取り外しは､馴練を受けたヘルスワーカー

が行わなければならない｡殿も一般的な副作用は､月経が

より重く､より長く､より痴むようになることである｡し

かしこれは最初の３ケ月が過ぎれば､普通はおさまる｡た

まにｌＵＤが正しい位固からずれることがある｡そうなる

と避妊効果がなくなるので､IUDをつけている女性は、

ＩＵＤが正しい位圃にあることを確呪する方法を学ぶこと

が亜要である｡ほとんどのｌＵＤには２本の糸状の紐が付

いていて､鰹の中へたれさがる｡月経の後はIUDが扇付掴

にあるかどうか確かめなければならない｡lUDの紐を確

認するには､手をよく洗って､２本の指を睦のできるだけ

奥まで入れて､IUDの紐に触れる｡紐を引っ頚ってはいけ

ない｡もし紐に触れることができなかったり､ＩＵＤの固い

部分に触れたりするようであれば､訓綴を受けたヘルス

ワーカーにIUDの状態を見てもらうまで､コンドームな

ど他の避妊方法を用いる必要がある｡IUDについて詳し

くはｐ２９０を参照６

ＩＵＤの装滴がひき起こしうる最も深刻な問題は､骨盤

炎症性疾患である｡ほとんどの感染は最初の３ヶ月に起

こるが､女性がIUDを装璃した時点ですでに感染してい

たためである｡ｌＵＤを装厨している女性に少しでも感染

の症状が見られる場合は､ただちに訓練を受けたヘルス

ワーカーに見てもらうべきである｡ＩＵＤについての説明

は243ページを参照。

骨盤内炎症性疾患は､ｌＵＤ使用に伴なうもっとも深刻

な問題とｇえる｡ほとんどの感染は､装冠後最初の３ヶ

月のうちに起こる｡通常､|ＵＤが挿入されたとき､すでに

その女性は感染をもっていることが多い｡もしくは､保健

ワーカーが､清潔な方法でIUDを挿入しなかったかであ

る｡もしIUDをもつ女性が感染の症状をすこしでも示し

たときは､ただちにnlll練された保健ワーカーの診察をう

けなければならない｡Ｐ､243参照。

癖好津射(一般に知られた商標名:ﾃﾝrフロベラロ目pひ

月ﾛﾚ迫ｿ召(DMFIzlﾉ､ノリステラートＭｄ"曾彪v召ｔ倖ツト

エンソMgtﾓ､ﾉ.ル宗ルLu､副ＩａシクロフェムCy℃ｿb佑、ノ

名称:－価格：

避妊注射は､女性の卵巣から卵子が放出されないよう

にすることによって､効果を発揮するものである｡このホ

ルモンは､子宮の入り口の粘液をきわめて濃くして､稲

子が子宮に入るのをとめる助けをする。デポブロベラ

DepoPmveraおよびノリステラートNonste『atのよ

うなプロゲスチン単独注射には､ホルモンとしてプロゲ

スチンしか含まれていない｡これらは授乳中の女性には

特によいが､p､288に述べたような健服問題がなにかあ

る女性は､用いてはなら芯い｡プロゲスチン単独注射は、

必ずといってよいほど月経に変化をもたらす｡この注射

をしている女性は､毎日あるいは時々､軽い出血がある。

そのような人は股初の１年の終わりまでに､おそらく月

経が止まるだろう｡これらの変化は正常である｡ルネル

LunelleまたはシクロフェムCycIofemのような複合注

射は､エストロゲンとプロゲスチンの両方を含んでいる。

これらの注射は､規則的な月経を望む女性に適している



授乳中の女性や､Ｐ､288に述べた健康問題が何かあ
る女性は､複合注射を用いてはならない｡複合注射は毎

月１回行う必要があり､プロゲスチン単独注射より高

価であり､入手しにくい。

プロゲスチン単独注射や復合注射を用いている女

性は､体亜が増えｿこり､頭痛を起こしたりすることがあ

る｡しかし､これらの副作用は､はじめの数回の注射の

後､たいていは現れなくなる｡家族計画の注射は､やめ

たいときにはいつでもやめることができる。しかし、

注射をやめた後､妊娠が可能になったり月経が正常に

戻ったりするまでに１年以上かかる場合もある｡注射

をやめてすぐに妊媛することを望まない場合は､他の

家族計画の方法を用いなければならない。

避妊用インブラントContraceptiveImpIants

(一般に知られた商棚名ノルブランノＷbﾉp灼刀t,イン

フヲノンMmp/anoﾉ7､ジや完ﾙJBde肥ノ

インプラントは､女性の卵栄から卵子が放出される
のを抑えることによって､効果を発揮する｡このホルモ

ンはまた､粘液在極めて濃くする｡そして糖子が子宮の

中にはいっていくのを止める助けをする｡授乳中の女

性はインプラントを用いることができるが､ｐ２ＢＢに

述べた偲康問題を何か持っている女性は用いてはなら

ない｡ノルプラントNorplantには震が６本あり､５－

７年間の避妊効果がある｡ジャデルJadelIeは菅が２本

で､５年間の避妊効果がある｡インブラノンlmplanon
は言が１本で､３年間の避妊効果がある｡ノルブラン

トＮＣ｢plantよりジャデルJadelleとインプラノン

lmplanonのほうが手に入りにくい図が多い。

最初の１年間は､インブラントの使用により､月継が

不規則にばったり長引いたりすることがある｡月経が

止まることがあっても､これはその人が妊娠したとか

何か問題が生じたという意味ではない｡体重が増えた

り､頭痛がしたりすることもあるが､これらの異変は体

がホルモンに適応するにしたがって､通輔は消える。

女性は望んだときいつでも､インブラントを取り外

すことを選択できるが､安全に取り外す方法を知って

いる保健ワーカーを見つけなければならない｡取り外

した後はすぐに妊娠可能になるので､もし妊娠を望ま

ないのであれば､他の家族計画の方法を用い芯ければ
ならない。

ＨＩＶ/エイズのための薬剤一
抗レトロウイルス薬治療(ＡＲＴ）

エイズ治療に使われる薬は抗レトロウイルス薬

(ARVs)と呼ばれる｡これらの薬はエイズをもつ人が、

より長く､健康的な生活を焼けていく助けと芯る｡少な

くと壱３祁類の薬を併用するこの治療法は､抗レトロ

ウイルス掠法AntiRet｢ovi『alTherapy‘またはＡＲＴと
呼ばれる。

ＨｌＶケアそしてＡＲＴプログラム

ＨＩＶ･エイズは､体のあらゆる部分にまで影響を与え

る､捜雑な病気である｡ＨｌＶ検査で陽性という結果をも

らったときはすぐに､地域のＨＩＶケアプログラムを探
して参加し､保仙ワーカーと定期的に会えるようにし

たほうがよい｡これらのプログラムは､ＨｌＶ関連の病気

を予防･治療する蕊､カウンセリング､そしてその他の

支援を提供してくれる｡ＡＲＶプログラムから雲をもら

う方が､私的な方法で購入するより､はるかに安定的に

そして安価に入手できる。

どんなときにＡＲＴが必要となるか？

ＨＩＶは陽性だが今のところ元鈍芯人々は､ＡＲＴを必

要としない｡ＨｌＶが陽性で､Ａ１ＤＳの症状を示している

人々､または体の免疫システムがうまく伽かなくなっ

ている人々がＡＲＴを必要とする。

ＡＲＴを始める前に､あなたの保偲ワーカーとよく話

し合いなさしＹ

あなたなどﾝ(ﾉな抗レトロウイルス梁劉ＲＶであれ､以

l『１７に１脚胃したこと力穆り該Ziかつこれはあなたが今
回どんな薬を飲むべきかを決める上で重要だ。

あなたはfｳの病気たとえば猪撰､鍾誇な感禁症言

たは熱などをおもちですか？それらの病気は､Ｈ1Ｖ

より先に治療される必要があるかもしれない。

Ａ月丁の利点危険姓､副炊/Wなどはなんですか？

ARTをすでに使っている人やヘルスワーカーに相談

してみるとよい。

あなたは毎日きまった似正しい府測に飯薬する自信

がありますかワこれはARTが有効であるために必

要なことである。

あなたには､信講できる知人1つ‘迩要なとき1瞬尉均支

鯉を求めることができる､ﾉＷＷ１４/ＤＳのサノ7Yー卜・グ
ループがZちり表ず力'？

ＡＲＶの組み合わせARVcombinations(ＡＲＴ処

方Regimens）

ＡＲＶは３種類以上の薬の併用（投与法Regimens）
に従ってのみ効果をあげうる｡４つのよく使われる併

用法を以下に示しておく｡l-IlVについての､またその

増殖を遅らせたり止めるための知兄が増すにつれ､投

与方法は改変されていくだろう｡あなたの住む地域で

はどんな薬(ARV)が入手可能で､－茜有効性が高いか

については､保健ワーカーに尋ねてみるのがよい｡いく

つかの薬の組み合わせ(３池頚すべて､または３種類の

うち２柵)は､１錠中にまとめられ､固定した薬剤鹿合･

FixeddosecombinaIion.と呼ばれている。

どのような組み合わせの薬を用いるにせよ､３つの

薬すべてを､決まった時間に毎日規則正しく服用する

ことが肝要だ｡少なすぎる量の薬を体内に数時間とど

めておくことは､ウイルスの薬剤耐性を招くことにな

る｡時'１１通りに飲むことを忘れてしまったことに気づ

いたときは､５時間以内に服用すること｡もし､５時間

以上経過してしまったときは､次の服用のときまで待

つべきだ｡ART併用薬中の一柵類でも中止することは、
そうすることが医師から指示されていたり､すべての

薬を同時にやめることが明らかに必要な場合以外はす
るべきでない。

あなたの判断だけで抗レトロウイルス薬ARVsを開

始してはならない｡それらはあなたの体に合わないも

のであったり､深刻な副作用を引き起こす場合がある

からだ。

抗レトロウイルス薬を､パートナーや子どもを含め、

他の人と共有してはならない｡決められた吊以下の薬

を服用することは､その蕊刑の効き目ななくし､あなた

自身､そして薬をあなたと共有する人に害を与えるこ

とになる。

仇レトロウイルス薬を､ＨＩＶ治振やARTプログラムに
ついて公的な資格をもつ人以外から雛入してはならない。

3９７
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若者､成人むけARV処方Regimens(子
ども用ではない）

これらの蕊は１日２回､毎日(そうでないと指

定された堀合以外)服用する､服用間隔は1２

時間空ける。

d4T(スタブジンstabudlne),３０ｍｇ

＋3ＴＣ(ラミブジンIamivudine),１５０ｍｇ

＋NＶＰ(ネビラビンnevi『apIne),200ｍｇ
これら3つの薬は1錠の中に合剤となってお

り､トリオミューンTriomuneと呼ばれる。

または、

d4T(スタブジンstabudine),３０ｍｇ

＋３ＴＣ(ラミブジンIamIvudine),１５０mｇ

＋ＥＶＦ(エフアビレンツefavirenz),600ｍｇ

１日１回

または

AZT(ZDV,ジドブジンzldovUdine),300ｍｇ

＋３ＴＣ(ラミブジンIamIvudIneハ１５０ｍｇ

＋ＮＶＰ(ネビラピンnevI畑pme),200ｍｇ

AZTと3TCは1錠の中に合剤となっており、

コンビヴィールCombivirと呼ばれる。

または

AZTにDV,ヅドプジﾝZidovudine),300mｇ

＋３ＴＣ(ラミブジンIamivudine),１５０ｍｇ

＋ＥＶＦ(エフアビレンツefavirenz),600ｍｇ

１日1回

AZTと3TCは1錠の中に合剤となっており、

コンビヴィールCombivirと呼ばれる。

抗レトロウイルス薬治療ARTの副作用

ARTは､多くの人びとがより長く､健康的な生活を

送れるように助けてきた｡しかし抗レトロウイルス蕊

ARVsは副作用を伴う｡体がARVsに佃れるととも

に､多くの人びとにとって､副作用は減ってきたり､完

全に消えてしまう｡よくある副作用は､下痢､疲労感、

頭痛､胃の症状(吐き気､おう吐､胃痛､食べたいと

いう気持ちになれない)､などである｡もし気分が悪く

ても､あなたの保他ﾜー ｶー が､薬を変更するか中止

するよう助言するまでは､きちんと飲み続けておいた

ほうがよい｡いくつかの副作用は､その薬を変える必

要があるという証拠となる｡重大な副作用の中に

は､手や足のチクチクするような､また焼け付くような

感覚､発熱､発疹､黄色い眼球(黄桓)､息切れを伴

う疲労感､貧血､その他の血液障害､そして肝腿陣

害がある｡もし､あなたに函大な副作用が生じたとき

は､すぐに保健ワーカーに診てもらうこと。

随要。いくつかの抗レトロウイルス剤､たとえば

Stavudine(d4T)はより深刻な副作用を起こすことがあるた

め、WHO(世界保髄機桐)は､徐々 にd4Tの使用を中止し

ていくよう勧告している｡いくつかの国ではそれは不可能だ｡と

いうのは、代替薬がなかったり､あっても高価すぎるからだ。

HIVの母子感染を予防

抗レトロウイルス剤は､ＨＩＶ聞性の母親から赤ちゃんへの

感染を､妊娠中や出産時を通して予防することができる｡もし、

お母さんに治療が必要で､すでに抗レトロウイルス剤を服用し

ている場合でも､赤ちゃんには出産時､別途治療する必要が

ある｡まだARTを必要としない母親の場合や､ARTが入手し

ずらい地域でであっても､母親と赤ちゃん両者が治療を必要

とする。

最良の母子感染予防法は､ARTと同様に､3租類の薬を

組み合わせたものだ｡しかし時には､１－２種類の薬しか入手

できないことがある｡異なった地域では異なった組み合わせの

ARVsが用いられることもあるのだ。

ネビラピンNevirapine
または

ネビラピン＋ジドブジンZidovudine

または

ネビラピン+ヅドプジﾝ+ﾗﾐブッﾝLamivudine

ﾈビラピン

母親のため：

200ｍｇ､１回だ

け分娩開始時

服用

新生児のため：

2mg/kg体重
１回のみ､生後

７２時間以内

に 。

ジドブジン

母親のため：

３００ｍｇ．１日２

回､妊娠２８週以

降なるべく早期に

服用開始。分娩

中､そし手出産後

7日間まで継続。

新生児のため：

4mg/kg体亜/回
１日２回､７日間。

ラミブ

母親のために：

１５０ｍｇ，１日

２回､分娩

後7日間服用。

新生児のため：

赤ちゃんには投

与しない。

HIV陽性の母親から生まれた赤ちゃんは､コトリモキサゾー

ルcotrimoxizoIeの内服を､ARTに加え､生後4-6週から開

始しなければならない｡(p､359参照）生後１８ヶ月以降に、
赤ちゃんはHIVの検査を受ける必要がある｡もし､検査が険性

だったら､コトリモキサゾールを中止することができる。

薬はHIV母子感染予防法のほんの一部でしかない｡安全

な出産と注意深い授乳も同梯に大切だ｡これについてのさら

に詳しい佃報は､｢母親の身近に医者がいないとき｣(Where

WomenHaveNoDoctor)という本を参照のこと。


