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薬の知識 
――――――――――――― 

抗生物質 
ペニシリン Penicillin：非常に重要な抗生物質 

 ペニシリン Penicillin は最も有用な抗生物質のひとつである。化膿をひき起こすたくさんの感染とたたかう。下痢、ほとんど

の泌尿器感染、背痛、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(p.18 と p.19 を参照)。 
  
ペニシリン Penicillin は、ミリグラム(mg)またはユニット(Ｕ)で分量を言う。ペニシリンＧ Penicillin G は、250mg＝４０

万ユニット。 
 

すべての種類のペニシリン Penicillin(アムピシリン Ampicillin とアモキシシリン Amoxicillin を含む)の危険性と予防措置： 
 大部分の人に対して、ペニシリン Penicillin は最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ない。 
 ある種の人に対して、ペニシリン Penicillin 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

まり発疹が含まれる。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（p.386）でかゆみは和らぐ。 
 まれに、ペニシリン Penicillin は、アレルギーショックという危険な反応を起こす。ペニシリン Penicillin を注射した(または

飲んだ)直後に、その人は突然真っ青になり、呼吸が苦しく、ショック状態に陥る(p.70 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 Penicillin 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.385
を参照)。 
 以前に一度でもペニシリン Penicillin に対してアレルギー反応を起こしたことのある人は、すべての種類のペニシリン

Penicillin、アムピシリン Ampicillin またはアモキシシリン Amoxicillin を、注射にせよ経口的にせよ、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、はるかに重くなり、患者は死ぬかもしれないからである。（しかし、ペニシリン

Penicillin の服用による胃の不調は、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 Penicillin を飲むことができない人は、テトラサイクリン Tetracycline またはエリスロマイシン Erythromycin を

飲んでよい(使用方法と予防措置については p.355 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、重症または危険な感染の場合にだけ用いる。 

 ペニシリン Penicillin 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 に示した予防措置をとる。 

 

ペニシリンに対する耐性： 
 普通なら効くはずの感染に対して、ペニシリン Penicillin 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 Penicillin がそれらをもはややっつけなくなっているためだろう。

（p.58 を参照）。 
 近年ペニシリン Penicillin に対して耐性になった感染としては、膿痂疹、化膿した皮膚のただれ、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常のペニシリン Penicillin 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 Penicillin（メチシリン Methicillin、ナフシリン Nafcillin、
オキサシリン Oxacillin、クロキサシリン Cloxacillin、ジクロキサシリン Dicloxacillin）が有効だろう。投与量と予防措置につ

いてはヘルスワーカーの助言を得る。 
 今、世界の多くの地域で、淋疾がペニシリン 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 Penicillin に対して耐性である。そのときはコトリモキサゾール Co-trimoxazole(p.358)またはエリス

ロマイシン Erythromycin(p.357)を試してみる。 
 

経口投与のペニシリン Penicillin 

ペニシリンＧ Penicillin G またはペニシリンＶ PenicillinV 

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。 

(ペニシリンＶ PenicillinV はペニシリンＧ PenicillinG よりも使いやすいが、より高価である。) 
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 ペニシリン Penicillin は次のような軽い感染またはかなり重い感染に対して、経口的に(注射ではなく)用いるべきである。 
  膿腫のできた歯、または感染した歯。 
  感染傷、または感染したさまざまなただれ。 
  広く広がった膿痂疹。 
  丹毒。 
  耳の感染。 
  副鼻腔炎。 

 突然の高熱を伴う咽頭炎(連鎖球菌咽喉炎)。 
 いくつかの型の気管支炎。 
 ワクチン接種をしていない人および深い傷または汚い傷を 
負った人の、破傷風予防。 

 リューマチ熱。 
 肺炎。 

  
感染が重い場合は、まずペニシリン Penicillin 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 を与えてよいことが多い。 
  

2－3 日たってもよくなってこない場合は、ほかの抗生物質の使用を考え、医学的助言を求めてみる。 
  
 
 
ペニシリン Penicillin の経口投与量：250mg の錠剤を用いる。(20－60mg/kg/日)： 

軽い感染：  
  大人：1－2 錠(250－500mg)、1 日 4 回。 
  7－12 歳の子供：1 錠(250mg)、1 日 4 回。 
  2－6 歳の子供：1/2 錠(125mg)、1 日 3－4 回。 
  2 歳以下の子供：1/4 錠(63mg)、1 日 3－4 回。 

より重い感染： 
  上記の投与量の 2 倍にする。 
 
 
重要事項：少なくとも 5 日間、また熱および感染の他のサインがなくなった後 2－3 日間は、ペニシリン Penicillin を飲み続け

ること。 
 
ペニシリン Penicillin がより有効に体に受け入れられるようにするには、かならず食事の 1 時間前の、空腹時に飲むことであ

る。(これは、ペニシリンＶ PenicillinV の場合よりもペニシリンＧ PenicillinG の場合に、いっそう重要である。) 
 
 
 
ペニシリン Penicillin の注射 
 ペニシリン Penicillin の注射は次のような重い感染に用いるべきである。 
 髄膜炎。 
 敗血症(血液中のバクテリア)。 
 破傷風。 
 重い肺炎。 
 重い感染傷。 

 壊疽。 
 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。 
 淋疾。 
 梅毒。 
 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 Penicillin を使う場合でも、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 Penicillin を選ぶこと： 
  
効き目は早いが持続しない種類のペニシリン Penicillin もある。効き目は遅いが効果の続くペニシリン Penicillin もある。ど

のペニシリン Penicillin を使うべきか、選ばなければならない。 
  

短期活性ペニシリン：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 penicillin、ベンジルペニシリン

Benzyl penicillin、水性ペニシリン Aqueous penicillin、可溶性ペニシリン Soluble penicillin、ペニシリンナトリウム Sodium 
penicillin、ペニシリンカリウム Potassium penicillin、ペニシリンＧ PenicillinG 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、体内に短時間しか留まらない。そのため、これらのペニシリン Penicillin は 6 時間ごとに

(1 日 4 回)注射しなければならない。短期活性ペニシリン Penicillin は、高単位(多量)のペニシリン Penicillin が必要になる非常

に重い感染に対して選ぶのが最もよい。たとえば、ガス壊疽、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。 
  

中期活性ペニシリン：プロカインペニシリン Procaine penicillin、プロカインペニシリンアルミナムモノステアレート

Procaine penicillin aluminum monostearate（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 Procaine penicillin またはプロカイン Procaine と短期活性ペニ

シリン Penicillin の組み合わせは、ペニシリン Penicillin の注射が必要なたいていの感染に対して、最良の選択である。 
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 長期活性ペニシリン：ベンザチンペニシリン Benzathine penicillin。このペニシリン Penicillin 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、連鎖球菌咽喉炎と梅毒の治療、およびリューマチ熱の予防である。患者が、注射する人からず

っと離れたところに住んでいたり、ペニシリン Penicillin の飲み薬を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 Benzathine penicillin は高速活性ペニシリン Faster-acting penicillin と組

み合わせてあることが多い。 
結晶ペニシリン Crystalline penicillin(短期活性ペニシリン) 

名称：   価格： 
多くは、100 万ユニット(625mg)または 500 万ユニット(3125mg)のバイアルである。 
重い感染に対する結晶ペニシリン Crystalline penicillin、またはいろいろな短期活性ペニシリン Short-acting penicillin の投
与量： 

  4－6 時間ごとに注射する。 
  1 回の投与量： 
    大人と 8 歳以上の子供：100 万ユニット。 
    3－8 歳の子供：50 万ユニット。 
    3 歳未満の子供：25 万ユニット。 

髄膜炎およびいくつかの非常に重い感染に対しては、投与量を増さなければならない。 

プロカインペニシリン Procaine penicillin(中期活性) 

名称：   価格： 
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。 
中程度に重い感染に対するプロカインペニシリン Procaine penicillin の投与量： 

  1 日 1 回注射する。 
  1 回の投与量 
    大人：60 万ユニットから 120 万ユニット。 
    8－12 歳の子供：60 万ユニット。 
    3－7 歳の子供：30 万ユニット。 
    3 歳未満の子供：15 万ユニット。 
    新生児：ほかのペニシリン Penicillin またはアムピシリン Ampicillin 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、上記の投与量の 2 倍量を用いる。しかしその場合は、短期活性ペニシリンを用いるほうがよい。 

 短期活性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 Procaine penicillin の投与量は、プロカインペニシリ

ン Procaine penicillin を単独で用いる場合と同じである。 
 ペニシリンに対して耐性になっていない淋疾の治療には、プロカインペニシリン Procaine penicillin が最もよい。非常に高単

位が必要である。投与量については、p.360 を参照。骨盤の炎症に対する投与量は、淋疾の場合と同じである。 
ベンザチンペニシリン Benzathine penicillin(長期活性) 

名称：   価格： 
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。 

 
軽い感染またはかなり重い感染に対するベンザチンペニシリン Benzathine penicillin の投与量。 

  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。 
    8－12 歳の子供：90 万ユニット。 
    1－7 歳の子供：30 万ユニットから 60 万ユニット。 

連鎖球菌咽喉炎に対しては、上記の投与量で 1 回注射する。 

 リューマチ熱だった患者がぶり返すのを予防するためには、上記の投与量で、4 週間ごとに注射する(p.310 を参照)。 

 梅毒の治療には、ベンザチンペニシリン Benzathine penicillin が最もよい。投与量は p.238 を参照。 

 

 

アムピシリン Ampicillin：広域(広域―スペクトル)ペニシリン Penicillin 

アムピシリン Ampicillin 
溶液：125mg または 250mg/小さじ 1 杯  価格： 
カプセル：250mg    価格： 
注射液：500mg    価格： 

アモキシシリン Amoxicillin 
 カプセルまたは錠剤: 250mg または 500mg  価格： 
 水薬：125mg/5ml 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種類のバクテリアを

殺す。ほかの広域スペクトル抗生物質より安全であり、ことに乳児と年少の子供のために有用である。 
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 アムピシリン Ampicillin とアモキシシリン Amoxicillin はどちらを使ってもよい場合が多い。この本でアムピシリン

Ampicillin が推奨されているとき、代わりにアモキシシリン Amoxicillin をまったく同量用いてよいことが多い。ただしアムピ

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 Amoxicillin 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。アム

ピシリン Ampicillin または他の抗生物質を用いる（p.158 を参照）。 
アムピシリン Ampicillin とアモキシシリン Amoxicillin はペニシリン Penicillin より高価であるし、ときに下痢や鵞口瘡を起

こすことがあるので、普通のペニシリン Penicillin でも効果がある感染の場合は用いない(p.58 を参照)。 
  
アムピシリン Ampicillin 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。  
  
アムピシリン Ampicillin とアモキシシリン Amoxicillin は、6 歳以下の子供の肺炎または耳の感染、重い尿路感染、淋疾、腸

チフス熱(クロラムフェニコール Chloramphenicol 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。アムピシリン

Ampicillin は、敗血症および新生児の説明のつかない病気、髄膜炎、腹膜炎、および虫垂炎にも有効である。

  
  

 

 
ペニシリン Penicillin に対してアレルギーの人は、アムピシリン Ampicillin やアモキシシリン Amoxicillin を飲んではなら

ない。p.351 のペニシリン Penicillin の危険性と予防措置の項を参照。 
 

アムピシリン Ampicillin とアモキシシリン Amoxicillin の投与量： 
 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 
   1 日 4 回与える。 
   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 歳の子供：1 カプセルまたは小さじ 2 杯(250mg)。 
     3－7 歳の子供：1/2 カプセルまたは小さじ 1 杯(125mg)。 
     3 歳未満の子供：1/4 カプセルまたは小さじ 1/2 杯(62mg)。 
     新生児：3 歳未満の子供と同じ。 
   
淋疾に対する投与量はもっと高くなる。p.360 を参照。 

  
注射は重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 のバイアル。 
  1 日 4 回、6 時間ごとに与える。 
  1 回に与える量は： 
     大人：500mg－1000mg(バイアル 1 本―2 本)。 
     8－12 歳の子供：250mg(500mg のバイアル 1/2 本)。 
     3－7 歳の子供：125mg(500mg のバイアル 1/4 本)。 
     3 歳未満の子供：62mg(500mg のバイアル 1/8 本）。 
     新生児：125mg(500mg のバイアル 1/4 本)、1 日 2 回だけ。 
   
感染のサインが消えた後、少なくとも 2 日間はアムピシリン Ampicillin を与え続けること。 

 

ストレプトマイシン Streptomycin と併用するペニシリン Penicillin 
 ほとんどの国で、ストレプトマイシン Streptomycin と組み合わせたペニシリン Penicillin 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書き留

めておく。 
名称：   成分：ペニシリン Penicillin    mg、ストレプトマイシン Streptomycin    mg 

価格： 

 ペニシリン Penicillin とストレプトマイシン Streptomycin が一緒に用いられるのは、アムピシリン Ampicillin が手に入らな

かったり、高価すぎたりする場合に、アムピシリン Ampicillin の代用として用いるという特別の場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 Streptomycin は聴覚消失を招くことがある。 
  
ペニシリン Penicillin と併用するストレプトマイシン Streptomycin は、アムピシリン Ampicillin 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(p.353 を参照)、アムピシリン Ampicillin のほうがことに乳児にとっては安全である。 
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ストレプトマイシン Streptomycin とペニシリン Penicillin は別々に用いるほうが組み合わせて用いるよりも、投与量の計算

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。 

 
短期活性ペニシリン Short-acting penicillin2 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/日までの量を与える。 
新生児には短期活性ペニシリン Short-acting penicillin 5 万ユニット/kg を 1 日 2 回、ストレプトマイシン Streptomycin 

20mg/kg を 1 日 1 回組み合わせて与える。 
 

短期活性ペニシリン Short-acting penicillin とストレプトマイシン Streptomycin の組み合わせ 

  ペニシリン Penicillin   ストレプトマイシン Streptomycin 

大人：  100 万ユニット、1 日 4－6 回 1ｇ(通常、2ml)、1 日 1 回 

8－12 歳の子供： 50 万ユニット、1 日 4－６回 750mg(１ 1/2ml),１日１回 

３－７歳の子供： 25 万ユニット、１日４－６回 500mg(1ml)、１日１回 

３歳未満の子供：  12 万５千ユニット、１日４－６回 250mg (1/2ml)、１日１回 

新生児：      15 万ユニット、１日２回、 60mg(1/8ml)、１日１回。 
  
腹膜炎、虫垂炎、髄膜炎、あるいは骨の急性感染(骨髄炎)のような非常に重い感染に対しては、ペニシリン Penicillin 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量より、決して多くしてはならない。 
  
ストレプトマイシン Streptomycin と組み合わせて使うペニシリン Penicillin が要求される感染で、あまり重くない病気に対

しては、プロカインペニシリン Procaine penicillin をストレプトマイシン Streptomycin と共に用いることができる。プロカイ

ンペニシリン Procaine penicillin の投与量については、p.353 を参照。ストレプトマイシン Streptomycin の投与量は、上記と

同じである。 
 両方のペニシリン Penicillin およびストレプトマイシン Streptomycin の危険性と予防措置について、p.351 と p.363 の項を

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 Erythromycin 

名称： 

価格：250mg の錠剤またはカプセル： 

   125mg/5ml または 200mg/5ml のシロップ： 

   １％または３％の眼科用軟膏 
 エリスロマイシン Erythromycin はペニシリン Penicillin やテトラサイクリン Tetracycline を使う場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種の皮膚感染に対して、エリス

ロマイシン Erythromycin はペニシリン Penicillin よりよく効く。 
  
エリスロマイシン Erythromycin 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 Tetracycline 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供にも用いられることが多い。エリスロマイシン Erythromycin がテトラサイクリン Tetracycline のよい代

用とはいえない場合もある。それぞれの病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 Erythromycin は非常に安全であるが、指示された量より多く用いてはならないので注意する。２週間以上

は用いない。黄疸を起こすかもしれない。 
 
エリスロマイシン Erythromycin の投与量： 
 胃に負担がかからないよう、エリスロマイシン Erythromycin は食事時に飲む。 
  １日に４回与える。 
  １回の分量： 
    大人：500mg(２錠または小さじ４杯)。 
   8－12 歳の子供：250mg(１錠または小さじ２杯)。 
    3－7 歳の子供：150mg(1/2 錠または小さじ１杯)。 
    ３歳未満の子供：75mg－150mg(1/4－1/2 錠または小さじ 1/2－１杯)。 
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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 Tetracycline HCl、オキシテトラサイクリン 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 Terramycin) 
名称： 
価格：250mg のカプセル： 
   125mg/5ml の水薬： 
   １％または３％の眼科用軟膏 
 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、いろいろちがった種類のバクテリアとたたかう。 
 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。 
     バクテリア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。 
     ブルセラ病。 
     コレラ。 

  トラコーマ。 
  胆のうの感染。 
  クラミジア。 
  淋疾。 
  骨盤の炎症。 
  マラリア(クロロキン Chloroquine 耐性)。 

 テトラサイクリン Tetracycline は普通の風邪にはよくない。ペニシリン Penicillin やサルファ剤 Sulfas と同じように、普通

の感染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。 
 
危険性と予防措置：    
１．妊婦はテトラサイクリン Tetracycline を飲んではならない。胎児の歯と骨を損傷したり着色したりする可能性があるからで

ある。同じ理由から、８歳未満の子供は、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 Tetracycline を飲

むべきではない。かわりにエリスロマイシン Erythromycin を用いる。 
２．テトラサイクリン Tetracycline は、ことに長期間飲むと、下痢や胃の不調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 Tetracycline を用いることは危険である。 
４．テトラサイクリン Tetracycline 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 Tetracycline 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 Tetracycline の投与量：(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 Tetracycline は１日４回口から飲む。 

  １回の投与量： 
    大人：250mg(１カプセル) 
        ８－１２歳の子供：125mg(1/2 カプセルまたは小さじ１杯) 
      ８歳未満の子供：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 Erythromycin を用いる。代わりのものがないときには用い

  る。 
    ４－７歳の子供：80mg(1/3 カプセルまたは小さじ 2/３杯)。 
    １－３歳の子供：60mg(1/4 カプセルまたは小さじ 1/２杯)。 
    １歳未満の乳児：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場合)：8mg(1/30 カプセルまたは水薬６滴)。 
  
重症の場合、および淋疾、クラミジア、骨盤炎症性疾患、コレラ、発疹チフス、ブルセラ症の場合は、上記の２倍の量を与え

なければならない(年少の子供は除く)。 
  
ほとんどの感染の場合、テトラサイクリン Tetracycline は、感染のサインがなくなった後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、もっと長い治療が必要である。 
発疹チフス：６－１０日、ブルセラ症：２－３週間、、淋疾とクラミジア：７－１０日、骨盤炎症性疾患：１０－１

４日、コレラ：３－５日。 
 

ドキシサイクリン Doxycycline(よく知られた商標名：ビブラマイシン Vibramycin) 

名称： 

価格：100mg の錠剤またはカプセル。 
   100mg の注射用アンプル。 
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 ドキシサイクリン Doxycycline は高価なテトラサイクリン Tetracycline 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 Tetracycline を使うときと同じ病気に使うことができる。ドキシサイクリン Doxycycline 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 Tetracycline と同じである(p.356 を参照)。 
 
ドキシサイクリン Doxycycline の投与量：100mg の錠剤 
  ドキシサイクリン Doxycycline は１日２回経口投与する。 
  １回の投与量： 
    大人：100mg(１錠)。 
    ８－１２歳の子供：50mg(1/2 錠)。 
    ８歳未満の子供：ドキシサイクリン Doxycycline 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(クロロマイセチン Chloromycetin) 
 
名称：          価格：250mg のカプセル― 
                125mg/5ml の水薬― 
                バイアル１本 1000mg の注射液― 
 

この広域スペクトル抗生物質は、範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、使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 Chloramphenicol は、サルファ剤 Sulfas、ペニシリン Penicillin、テトラサイクリン Tetracycline、ア

ムピシリン Ampicillin などでは治すことができないような、非常に重い感染と、腸チフスの場合にしか用いてはならない。髄

膜炎、腹膜炎、腸の深い傷、敗血症、あるいは重い産褥熱のように、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 Cephalosporin のような)が手に入らなければ、クロラムフェニコール Chloramphenicol を使ってもよい。 
  
アムピシリン Ampicillin は、通常、クロラムフェニコール Chloramphenicol 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、アムピシリン Ampicillin は高価なので、代わりにクロラムフェニコール Chloramphenicol を用いなければなら

ないことが往々にしてある。 
 
警告：クロラムフェニコール Chloramphenicol で血液が害される人がある。新生児、ことに未熟児の場合はいっそう危険であ

る。重い感染の新生児には、クロラムフェニコール Chloramphenicol ではなく、アムピシリン Ampicillin を用いる。原則とし

て、生後１ヶ月未満の子供には、クロラムフェニコール Chloramphenicol 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 Chloramphenicol を投与しないように注意しなければならない乳児には。眼科

用軟膏以外の用途としては、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。 
 
腸チフスの治療では、病気が治まらない場合は直ちに、クロラムフェニコール Chloramphenicol からアムピシリン Ampicillin

に切り替える。(腸チフスがクロラムフェニコール Chloramphenicol 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手当てをアムピシリン Ampicillin またはコトリモキサゾール Co-trimoxazole で行わなければならない。) 
 
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 とアムピシリン

Ampicillin の両方に対して耐性になっていて、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(p.358 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。患者が物を飲み

込めないというまれな場合を除いて、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 の投与量：(50－100mg/kg/日)―250mg のカプセル、または 125mg/5ml の水薬。 
  １日４回、経口投与する。 
  １回の投与量： 
    大人：500－750mg(２－３カプセル)。 

腸チフス、腹膜炎、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歳の子供：250mg(１カプセルまたは水薬小さじ２杯)。 
     ３－７歳の子供：125mg(1/2 カプセルまたは水薬小さじ１杯)。 
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１ヶ月―２歳の子供：体重１ｋｇ当り 12mg（水薬 1/2ml またはカプセル 1/20 個）与える。(体重 5kg
の乳児の場合、１回に飲む量は 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、 体重 5kg の子供は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 1/4ml または５滴)与える。体重 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 Sulfas(スルフォンアミド Sulfonamide)：一般的な感染に対する安価な薬 
 
スルファジアジン Sulfadiazine、スルフィソキサゾール Sulfisoxazole、スルファジミジン Sulfadimidine、＜トリプル サル 
ファ Triple sulfa＞ 
名称：          価格：500mg の錠剤― 
                500mg/5ml の水薬― 
 サルファ剤 Sulfas すなわちスルフォンアミド Sulfonamide は、いろいろな種類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)その他の問題を起こしやすい。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膿痂疹その他の膿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量が異なる。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量を確かめなければならない。スルファチアゾール Sulfathiazole は上記のサルファ剤と似

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 Sulfas 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 Sulfas を与えると、腎臓に危険な損傷を与える可能性がある。 
 
警告： 

    サルファ剤 Sulfas 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杯ほどの多量の水を飲むことが重

要である。 
サルファ剤のために、発疹、水疱、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歳未満の乳児には、決して与えてはならない。 
 
留意点：よい薬効を得るには、正しい量のサルファ剤 Sulfas を用いなければならない。その量は多い。充分用いるように気を

つける。ただし多すぎないように！ 
 
スルファジアジン Sulfadiazine、スルフィソキサゾール Sulfisoxazole、スルファジミジン Sulfadimidine、トリプルサルファ
Triple sulfa の投与量(200mg/kg/日)：500mg の錠剤、または 500mg/5ml の水薬。 
  多量の水と共に１日４回与える。 
  １回の投与量： 
    大人および１０歳以上の子供：１回目は３－４ｇ(６－８錠)、その後はそれぞれ 1g(２錠)。 

６－１０歳の子供：毎回 750mg(１ 1/２錠または小さじ１ 1/２杯)。 
    １－５歳の子供：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、250mg(1/2 錠または小さじ 1/2 
  杯)を１日４回与える。 
 
コトリモキサゾール Co-trimoxazole(スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole とトリメトプリム Trimethoprim の組み合わ

せ)(よく知られた商標名：バクトリム Bactrim、セプトラ Septra) 
名称： 
価格：スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole 100mg とトリメトプリム Trimethoprim 20mg の錠剤― 
   スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole 400mg とトリメトプリム Trimethoprim 80mg の錠剤― 
   スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole 200mg/5ml とトリメトプリム Trimethoprim 40mg/5ml の水薬― 
 
留意点：この薬はスルファメトキサゾール Sulfamethoxazole 800mg とトリメトプリム Trimethoprim 160mg という２倍の

濃度の錠剤もある(バクトリムＤＳ BactrimDS，セプトラＤＳ SeptraDS)。２倍の濃度の錠剤を用いる場合は、下記の投与

量の半分にする。 
 この複合薬は広い範囲のバクテリアとたたかう。また、アムピシリン Ampicillin に比べて安価である。 
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 妊娠最後 3 ヶ月の女性は、コトリモキサゾール Co-trimoxazole の使用をひかえるべきである。 
  
コトリモキサゾール Co-trimoxazole は次の病気の手当てに用いることができる。 
   泌尿器感染。 
   血液と発熱を伴う下痢(シゲラ赤痢)。 
   腸チフス。 
   コレラ。 
   ブルセラ症。 

  呼吸器感染(肺炎)。 
  膿痂疹。 
  耳の感染。 
  軟性下疳、淋疾。 
   

コトリモキサゾール Co-trimoxazole の投与量：スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole 400mg とトリメトプリム

Trimethoprim 80mg の錠剤、または上記の水薬を小さじで計って用いる。 
  １日２回、多量の水と共に飲む！ 
  １回の投与量は： 
    大人および１２歳以上の子供：２錠または小さじ４杯。 
    ９－１２歳の子供：１ 1/2 錠または小さじ３杯。 
    ４－８歳の子供：１錠または小さじ２杯。 
    １－３歳の子供：1/2 錠または小さじ１杯。 
    １歳未満の乳児：与えない。ほかに方法がない場合は、1/4 錠または小さじ 1/2 杯を１日２回与える。 
 泌尿器感染に対しては、上記の投与量で 3―5 日間与える。急性気管支炎および腸チフスには１４日間与える。軟性下疳には

７日間与える。シゲラには５－１０日間与える。 
  
 淋疾には、きわめて高い投与量が必要である(p.360 を参照)。 
 

カナマイシン Kanamycin およびゲンタマイシン Gentamicin 
 カナマイシン Kanamycin とゲンタマイシン Gentamicin は、いくつかの国であまりにも使われすぎている抗生物質の注射薬

である。この危険な薬の用途は、非常に限定されるべきである。聴覚の消失と腎臓の損傷を招くからである。その上、バクテリ

アはたちまちこれらの薬に対して耐性になり、薬は効果を失うからである。(ストレプトマイシン Streptomycin はこれと同じグ

ループのもうひとつの薬であるが、通常は、結核にしか用いられない。ｐ.365 を参照。) 
 これらの薬は、ある種の重い感染の場合に、もっと安全な薬が手に入らなかったり、あまりに高価で手が出なかったりしたと

きにだけ、充分経験をつんだヘルスワーカーが用いるべきである。カナマイシン Kanamycin は淋疾の手当て(次ページを参照)、
または新生児の眼の感染(結膜炎)に用いられることがある(p.221)。 
 

カナマイシン Kanamycin（カントレックス Kantrex） 

名称：          価格：75mg の注射用バイアル。 

                500mg の注射用バイアル。 

                1000mg の注射用バイアル。 
危険性と予防措置： 
 多すぎるカナマイシン Kanamycin を長期に用いると、聴覚の消失を招くかもしれない。耳鳴りまたは聴覚の消失が始まった

場合は、薬の服用をやめ、ヘルスワーカーに見せる。カナマイシン Kanamycin は妊婦または腎臓病患者に用いてはならない。 
カナマイシンの投与量：(15mg/kg/日)―バイアル入りの液体、または粉末を水に溶かして 2ml 中カナマイシン Kanamycin 1g
にしたもの。 
  １日２回投与する。 

１回の注射の投与量： 
   大人：500mg。 
   ８－１２歳の子供：250mg。 
   ３－７歳の子供：125mg。 
   ３歳未満の子供：63mg。 
   乳児：体重 1kg 当り 8mg。したがって、体重 3kg の乳児は 24mg。 
 
淋疾には、一回の投与量を増やす。新生児の眼の感染に対しては、一回の注射に、体重 1kg あたり 25mg 用いる。(したがっ

て体重 3kg の乳児は 75mg である。) 大人の淋疾の場合は、p.363 を参照。 
 

ゲンタマイシン Gentamicin（ガラマイシン Garamycin） 
 今日多くの国で、ゲンタマイシン Gentamicin はカナマイシン Kanamycin の代わりに用いられている。その活性と、危険性

や予防措置は似ているが、投与量は少ない(２－5mg/kg/日)。この投与量を、通常、１日３回に分ける。 
 

セファロスポリン Cephalosporin 
 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。それで、この本では治療のために真っ先に使うもの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、一般に危険性と副作用が少なく、もし手に入るのであれば、ある種の重い病気の手当てに有用で

あるに違いない。 
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これらには次のようないろいろな型がある。セファゾリン Cefazolin（アンセフ Ancef）、セファレクシン Cephalexin（ケフ

レックス Keflex）、セフラジン Cephradine（ベロセフ Velosef）、セフラジン Cefurazine（セフチン Ceftin）、セフォキシチン

Cefoxitin(メフォキシン Mefoxin)、セフトリアクソン Ceftriaxone（ロセフィン Rocephin）、セフォタキシム Cefotaxime(クラ
フォラン Claforan)、セフタジダイム Ceftazidime（フォルタツ Fortaz、タキシダイム Taxidime、タジセフ Tazicef）などであ

る。さまざまなセファロスポリン Cephalosporin を、肺炎、泌尿器感染、腸チフス、腸または骨盤の感染、骨の感染、髄膜炎に

対して用いることができる。セフトリアクソン Ceftriaxone のようなものは、軟性下疳、新生児の眼の感染、ペニシリンに対し

て耐性の淋疾などの性感染病の手当てに用いることができる。 
  
これらの薬を使う前には、投与量と副作用に関する助言を得ること。また、軽い病気やもっと安価な薬で手当てできる病気に、

これらの薬を用いないこと。 
 

 

 
淋疾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、同時に起こることがしばしばある（p.236 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。 

 

淋疾には、下記のうちからひとつを用いる： 

 アジスロマイシン Azithromycin：２ｇを経口で 1 回。 

 セフトリアクソン Ceftriaxone：125mg を注射で 1 回。 

  セフィシキム Cefixime：400mg を経口で 1 回。 

  スペクチノマイシン Spectinomycin：、2g を注射で 1 回。 

  シプロフロキサシン Ciprofloxacin：500mg を経口で 1 回。 

   妊婦、子供、青少年はシプロフロキサシンを用いてはならない。 

  カナマイシン Kanamycin（p.359）とコトリモキサゾール Co-trimoxazole（p.358）も使用することができるが、いくつか

の地域で淋疾がこれらの薬に対して耐性になっていて、効果がない。これらの薬しか手に入らない場合は、カナマイシン

Kanamycin 2g を 1 回注射するか、あるいはコトリモキサゾール Co-trimoxazole 10 錠を毎日 1 回 3 日間服用する。ト

リメトプリム Trimethoprim 80mg とスルファメトキサゾール Sulfamethoxazole ４00mg の錠剤を用いる。 

 

クラミジアには下記のうちからひとつを用いる： 

  アジスロマイシン Azithromycin：1g を経口で 1 回。 

ドキシサイクリン Doxycycline(p.356)：100mg を経口で１日２回、７日間。 

テトラサイクリン Tetracycline（p.356）：500mg を経口で 1 日 4 回、7 日間。 

 妊娠中または授乳中の場合は、ドキシサイクリン Doxycycline やテトラサイクリン Tetracycline を用いない。 

 

妊娠中または授乳中の女性はアジスロマイシン Azithromycin を用いることができる。または 

エリスロマイシン Erythromycin（p.355）：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。または 

アモキシシリン Amoxicillin：500mg を経口で 1 日 3 回、7 日間。 
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結核の薬 
 結核（ＴＢ）の治療では、つねに４―５種類の結核治療薬を同時に用いることが非常に重要である。１種類の薬だけだと、結

核菌がそれに対して耐性になって、病気を治すのがいっそう困難になる。 
  
結核の治療には時間がかかる。通常、６－９ヶ月以上である。治療期間の長さは、どういう薬の組み合わせを用いたかによる。

結核がぶり返さないようにするためには、充分な長期治療が、ことのほか重要である。 
  
いくつかの結核の薬(リファムピン Rifampin、ピラジンアミド Pyrazinamide、エタムブトール Ethambutol)は、薬局で買お

うとすると高価である。しかし、結核の治療試験のプログラムがあって、薬を無料または低価格で配布する政府も多い。 
  
経験のある地域的助言が重要である。治療法が変わったり、バクテリアが耐性になったり、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、もっと高濃度の投与量で、１週間に２回だけ薬を与える場合もある。 
  
ＴＢの治療では、いつもイソニアジド Isoniazid(ＩＮＨ)を用いるべきである。リファムピン Rifampin は非常に有効な薬であ

り、可能な場合は、ことに＜喀痰テスト＞が陰性になるまでは、必ず用いるべきである。エタムブトール Ethambutol とストレ

プトマイシン Streptomycin も、ＴＢの治療によく用いられる。ピラジンアミド Pyrazinamide をＩＮＨおよびリファムピン

Rifampin と組み合わせて用いると、治療期間を短縮できる可能性がある。チアセタゾン Thiacetazone は安価なＴＢの薬であ

るが、よく副作用をおこすので、使えない患者が多い。 
  
薬がかゆみや、皮膚と眼の黄化(黄疸)や、胃の痛みを引き起こす場合は、投与量または薬をどのように変更できるか、ヘルス

ワーカーに聞いてみる。水疱ができた場合は、ヘルスワーカーに見せることができるまで、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、推奨できる薬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、ピラジンアミド Pyrazinamide を２ヶ月

間与える。その後ピラジンアミド Pyrazinamide の服用をやめ、リファムピン Rifampin、イソニアジド Isoniazid、エタム

ブトール Ethambutol をさらに４ヶ月間続ける。 
２．イソニアジド Isoniazid、リファムピン Rifampin、エタムブトール Ethambutol を９ヶ月間与える。 
３．イソニアジド Isoniazid、リファムピン Rifampin、ストレプトマイシン Streptomycin、ピラジンアミド Pyrazinamide を

２ヶ月間組み合わせる。次に、イソニアジド Isoniazid を、エタムブトール 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ムピン Rifampin を少ししか

必要としないので、安くつくという利点がある。 
４．リファムピンRifampin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 Isoniazid、エタムブトールEthambutol、

ストレプトマイシン Streptomycin を２ヶ月間、あるいは痰のテスト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とエタムブトール Ethambutol を１年間与え続ける。 
５．妊婦が結核の場合は、経験のある医学的助言を求める。あるいは、イソニアジド Isoniazidおよび、エタムブトールEthambutol、

リファムピン Rifampin、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Ｂ６(ピリドキシ

ン Pyridoxine)を１日 50mg 与える。妊娠中は、ピラジンアミド 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（ＩＮＨ） 

名称：   価格： 

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、可能な場合には、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。 
 
危険性と予防措置： 
  まれにイソニアジド Isoniazid 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 Pyridoxine（ビタミンＢ６）を経口投与することによって（p.394）、
手当てすることができる。 
 ときに、イソニアジド Isoniazid は肝臓を害する可能性がある。イソニアジド Isoniazid を服用中に肝炎のサイン(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、薬を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回の投与量は： 
    大人：300mg(３錠)。 
    子供：体重 5kg あたり 50mg(1/2 錠)。 
 重い結核の子供、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倍の投与量にする。 
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結核患者のいる家族の結核の予防には、上記の投与量のＩＮＨを６－９ヶ月間与えることを勧める。 

リファムピン Rifampin(リファムピシン Rifampicin、リファマイシン Rifamycin) 

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。単独で用いてはならない。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

ァムピン Rifampin はハンセン病の治療にも用いられる。投与量については p.364 を参照。) 
 リファムピン Rifampin は、中断せずに飲み続けることが重要である。手持ちがなくなる前に、忘れずに入手しておくこと。 
 
危険性と予防措置： 
 リファムピン Rifampin は肝臓に重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：リファムピン Rifampin のために、尿、涙、大便、咳と共に出る粘液(喀痰)、および汗が赤橙色に着色する。まれにリ

ファムピン Rifampin は、発熱、食欲の消失または減退、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。 
 リファムピン Rifampin は経口避妊薬の効果を減少させる。したがって、出産調節薬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、医学的助言を得る必要がある。あるいはリファムピン Rifampin の使用中は、別の方法、たとえば、

コンドーム Condom、ＩＵＤ、避妊膜を用いる。 
 
結核に対するリファムピン Rifampin の投与量：(10mg/kg/日)―150mg または 300mg の錠剤またはカプセル。 
  リファムピン Rifampin は１日１回、食前１時間または食後２時間に与える。 
  一回の投与量は、 
    大人：600mg(300mg の錠剤２個、または 150mg の錠剤４個）。 
    ８－１２歳の子供：450mg｡ 
    ３－７歳の子供：300mg。 
    ３歳未満の子供：150mg。 
 

ピラジンアミド Pyrazinamide 

名称：   価格： 

500mg の錠剤のことが多い、 
危険性と予防措置： 
 妊婦はピラジンアミド Pyrazinamide を用いてはならない。 
副作用：関節の腫れ・痛み、食欲消失、吐き気およびおう吐、排尿時の痛み、疲労感、発熱。 
ピラジンアミド Pyrazinamide 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回の投与量は： 
    大人：1500 または 2000mg(３または４錠)。 
    ８－１２歳の子供：1000mg(２錠)。 
    ３－７歳の子供：500mg(１錠)。 
    ３歳未満の子供：250mg(1/2 錠) 
 

エタムブトール Ethambutol(よく知られた商標名：ミアムブトール Myambutol) 

名称：   価格： 
100mg または 400mg の錠剤のことが多い。 
 
危険性と予防措置： 
 エタムブトーEthambutol は、長期にわたって多量に飲むと、眼の痛みまたは損傷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、エタムブトール Ethambutol による眼

の損傷は、通常、徐々によくなってくる。 
エタムブトールの投与量：(最初の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回の投与量は、 
    大人：1200mg(400mg の錠剤を３個、または 100mg の錠剤を１２個)。 
    子供：体重 1kg 当り 15mg 与える。ただし、結核性髄膜炎には、体重 1kg 当り 25mg 与える。 
   最初の２ヶ月が過ぎたら、 
    大人：800mg(400mg の錠剤を２個、または 100mg の錠剤を８個)。 
    子供：体重 1kg 当り 15mg 与える。 
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ストレプトマイシン Streptomycin 

名称：   価格： 

1ml 当り 500mg の注射用バイアル。 
 ストレプトマイシン Streptomycin は、未だに非常に有用な結核治療薬である。リファムピン Rifampin 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： 
 正しい投与量以上には与えないよう、大きな注意が必要である。ストレプトマイシン Streptomycin を過剰に、長すぎる期間

与えると、聴覚消失を招くかもしれない。耳鳴りまたは聴覚の消失が始まったら薬の服用をやめ、ヘルスワーカーに見せる。 
 妊婦または腎臓病患者は、ストレプトマイシン Streptomycin を飲んではならない。 
 
ストレプトマイシン Streptomycin の投与量：(15mg/kg/日) 
 液体のバイアルまたは 2ml 当りストレプトマイシン Streptomycin 1g の水薬を作るための粉末。 
  

結核の治療用： 
  非常に重い場合は、３－８週間、毎日１回、注射する。 
  軽い場合は、２ヶ月間、毎週２－３回、注射する。 
   １回の注射の投与量は： 
     大人：1g（または 2ml）。 
     ５０歳以上の大人：500mg（1ml）。 
     ８－１２歳の子供：750mg（1 1/2ml）。 
     ３－７歳の子供：500mg（1ml）。 
     ３歳未満の子供：250mg（1/2ml）。 
     新生児：体重 1kg 当り 20mg。したがって 3kg の子供なら 60mg（1/8ml）。 
 結核以外のストレプトマイシン Streptomycin の用途： 
  緊急時には、ストレプトマイシンStreptomycinとペニシリンPenicillinをある種の重い感染に併用することができる(p.354

のストレプトマイシン Streptomycin と併用するペニシリン Penicillin 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 Streptomycin を用いることは、非常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、治療がいっそう困難になる。ストレプトマイシン Streptomycin は、ペニシ

リン Penicillin 耐性になった淋疾の治療に用いられることもある。高濃度を１回必要とする (p.360 を参照)。 
 

チアセタゾン Thiacetazone 

名称：   価格： 
チアセタゾン Thiacetazone 50mg の錠剤（100mg または 133mg のイソニアジド Isoniazid と組み合わせてあることが多い）。 
 
副作用：発疹、おう吐、めまい、食欲消失を起こすかもしれない。HIV/AIDS の人はこの薬を使用してはならない。重症で致命

的なアレルギー反応が起こったり、皮膚が剥がれ落ちたりする可能性がある。 
チアセタゾン Thiacetazone の投与量：(2.5mg/kg/日)：―チアセタゾン 50mg の錠剤(イソニアジドの有無は任意)。 
  １日１回与える。 
  １回の投与量は： 
    大人：３錠（150mg）。 
    ８－１２歳の子供：２錠（100mg）。 
    ３－７歳の子供：１錠（50mg）。 
    ３歳未満の子供：1/2 錠（25mg）。 
 

 

 

 
ハンセン病の薬 

  
ハンセン病の治療では、患者が二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を知ることが重要である。皮膚

に、感覚の無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、おそらく結核様ハンセン病であり、

必要な薬は２種類だけである。しこりがあれば、おそらく結節性ハンセン病で、３種類の薬を用いるのが最もよい。可能ならば、

ハンセン病の薬は、国の計画に従って、経験のあるヘルスワーカーまたは医者の指導の下に用いるべきである。 
  
ハンセン病の治療は、通常、少なくとも６ヶ月間、場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(細菌)が耐性にならないように予防するためには、薬を中断せずに定期的に飲み続けることが重要である。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。 
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推奨する手当ての方法： 

 結核様ハンセン病に対しては、次の２種類の薬を少なくとも６ヶ月間服用する。 
  ダプソン Dapsone：毎日１回。 
  リファムピン Rifampin：毎月１回。 

結節性ハンセン病の場合は、次の３種類の薬すべてを、２－５年間服用する。 
 ダプソン Dapsone：毎日１回。 
 クロファジミン Clofazimine：毎日１回、うち月に１回は量を多めに。 
 リファムピン 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、ダプソン 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、結節性

ハンセン病の場合は生涯続けなければならない。 
  
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、

腫れて触ると痛い神経、が現れる。関節痛、リンパ節や睾丸に触ると痛い、手足が腫れる、眼が赤く痛み、失明に至る、などが

起こることもある。 
  
重い＜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、または睾丸の痛み)の場合は、通常、ハンセン病の手

当てを続けつつ、消炎薬(コーチコステロイド Cortico-steroid)も服用するのが最もよい。コーチコステロイド Cortico-steroid も

重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学的助言を求める。 
 

ダプソン Dapsone（ジアミノジフェニルスルフォン Diaminodiphenylsulfone、ＤＤＳ） 

名称：   価格： 
50mg および 100mg の錠剤のことが多い。 
  
ダプソン Dapsone はときに貧血または皮膚の発疹を起こすことがあり、重い可能性がある。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。子供たちの手の届かないところに保管する。 
 
ＤＤＳの投与量：(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歳の子供：50mg(100mg の錠剤 1/２個） 
    ６－１２歳の子供：25mg(100mg の錠剤 1/４個）。 
    ２－５歳の子供：25mg(100mg の錠剤 1/４個）を１週間に３回だけ。 
 

リファムピン Rifampin(リファムピシン Rifampicin、リファマイシン Rifamycin) 

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。 
  
リファムピン Rifampin 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、費用全体は大きくな

い。副作用と危険性については p.362 を参照。リファムピン Rifampin は、経験のあるヘルス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ムピン Rifampin の投与量：（10－20mg/kg）―300mg の錠剤を用いる。 

ハンセン病に対して、リファムピン Rifampin 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ヶ月の投与量は： 
    大人：600mg(300mg の錠剤２個）。 
    ８－１２歳の子供：450mg(300mg の錠剤１個半）。 
    ３－７歳の子供：300mg(300mg の錠剤１個）。 
    ３歳未満の子供：150mg(300mg の錠剤半分）。 
 

クロファジミン Clofazimine(ラムプレン Lamprene) 

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 Clofazimine もまた高価な薬である。リファムピン Rifampin ほどはハンセン病の菌を効果的に殺さないが、

レプラ反応を、ことに結節性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。 
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副作用：皮膚が赤紫色になる。これは一時的なもので、薬をやめてから１－２年後に消える。胃または消化上の病気を起こすか

もしれない。妊婦には勧めない。 
 
クロファジミン Clofazimine の投与量：（1mg/kg/日）―50mg のカプセルを用いる。 
   

クロファジミン Clofazimine は毎日１回用い、１ヶ月に１回は投与量を増やす。 
  １日の投与量は： 
    大人：50mg(50mg のカプセル１個)。 
    ８－１２歳の子供：37mg(50mg のカプセル 3/４個）。 
    ３－７歳の子供：25mg(50mg のカプセル 1/２個）。 
    ３歳未満の子供：12mg(50mg のカプセル 1/４個）。 
  １ヶ月に１回の増加した投与量は： 
    大人：300mg(50mg のカプセル６個）。 
    ８－１２歳の子供：225mg(50mg のカプセル４個半）。 
    ３－７歳の子供：150mg(50mg のカプセル３個）。 
    ３歳未満の子供：75mg(50mg のカプセル１個半）。 
 
留意点：クロファジミン Clofazimine の多いほうの投与量は、レプラ反応を抑えるためにも毎日用いることができるが、経験を

つんだヘルスワーカーまたは医者の助言のもとで用いるのが一番である。 
 

 

 
その他の薬 

 

マラリアの薬 
 マラリアとたたかう薬はいろいろある。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。特に最も重い型のマラリア(熱帯熱マラリア)の場合にそれが言える。 
  

自分の地域でどの薬が最も有効かの知識を、保健省または保健センターで得ることが重要である。新しい薬が開発されつつあ

るが、たちまち耐性ができて、有効である期間が限られている。 
 
重要事項：マラリアは免疫の無い人を速やかに死亡させる。子供や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。 
  
マラリアの薬は、二通りの使い方ができる。 
 
１．マラリアにかかっている人の手当て。薬は数日間だけ毎日与えられる。 
 
２．予防。血液中にいるすべてのマラリア寄生虫が害を及ぼさないようにする。予防はマラリアが普通の地域で、虚弱であった

り他の原因で病気であったりする子供を守るために行われる。マラリアのある地域を訪れていて、この病気に対して防護策を持

たない人も予防のために用いる。薬は通常、毎週与えられる。マラリアを予防するためには、カにさされないよう、p.187 の助

言にもよく従う。 
  
あるマラリアの薬は、マラリアの攻撃を治療するためだけに用いられ、またあるものは、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。 
  
１９９６年初め現在、メキシコ、中央アメリカ、およびハイチでは、クロロキン Chloroquine はまだ最も有用な予防と治療

の薬であるが、世界の他の地域では、耐性が広がっているようである。クロロキン Chloroquine 耐性は、南アメリカ、東アフリ

カ、そして特に東南アジアで広がっている。キニーネ Quinine は、耐性が疑われる地域における重いマラリアの治療、または

脳に影響を与えるマラリアの治療に、通常、最もよい薬である。 
 メフロキン Mefloquine は、クロロキン Chloroquine 耐性のマラリアの予防と治療に用いられる新しい薬である。ファンシダ
ール Fansidar は、クロロキン Chloroquine 耐性のマラリアの治療のための、もうひとつの薬である。プログアニル Proguanil
は予防のために、クロロキン Chloroquine と併用される。プリマキン Primaquine は、他のマラリア治療薬で治療した後で、病

気が再発しないように用いられることがある。現在はテトラサイクリン Tetracycline もマラリアの治療と予防に用いられる。 
 

クロロキン Chloroquine 
クロロキン Chloroquine には、りん酸クロロキン Chloroquine phosphate と硫酸クロロキン Chloroquine sulfate の２種類が

ある。投与量が違うので、自分が使うクロロキン Chloroquine がどちらの種類であるのかを知り、錠剤中の薬の量(クロロキン

Chloroquine の量)を確かめなければならない。 
いくつかの地域あるいはいくつかの型のマラリアには、完全な治癒のために、クロロキン Chloroquine に加えて、他の薬も必

要になる。地域の助言を求めること。 
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りん酸クロロキン Chloroquine phosphate(よく知られた商標名：アラレン Aralen、レソチン Resochin、アブロクロール

Avlochlor) 

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 Chloroquine phosphate の経口投与量：250mg の錠剤を用いる。 
急性のマラリアの治療： 
 一回目の投与量： 

     大人：４錠（1000mg）。 
     １０－１５歳の子供：３錠（750mg）。 
     ６－９歳の子供：２錠（500mg）。 
     ３－５歳の子供：１錠（250mg）。 
     １－２歳の子供：1/2 錠（125mg）。 
     １歳未満の乳児：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量

を与える： 
   大人：２錠（500mg）。 
   １０－１５歳の子供：1 1/2 錠（375mg）。 
   ６－９歳の子供：１錠（250mg）。 
   ３－５歳の子供：1/2 錠（125mg）。 
   １－２歳の子供：1/4 錠（63mg）。 
   １歳未満の乳児：1/8 錠（32mg）。

マラリアの予防(クロロキン Chloroquine 耐性になっていない地域)：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

継続する。下記の量を１週間に１回投与する。 
     大人：２錠（500mg）。 
     １０－１５歳の子供：1 1/2 錠（375mg）。 
     ６－９歳の子供：１錠（250mg）。 
     ３－５歳の子供：1/2 錠（125mg）。 
     １－２歳の子供：1/4 錠（63mg）。 
     １歳未満の乳児：1/8 錠（32mg）。 
 

硫酸クロロキン Chloroquine sulfate(よく知られている商標名：ニバキン Nivaquine) 

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 Chloroquine sulfate の経口投与量：200mg の錠剤を用いる。 
 急性のマラリアの治療： 
  １回目の投与量は： 
     大人：４錠（800mg）。 
     １０－１５歳の子供：３錠（600mg）。 
     ６－９歳の子供：２錠（400mg）。 
     ３－５歳の子供：１錠（200mg）。 
     １－２歳の子供：1/2 錠（100mg）。 
     １歳未満の乳児：1/4 錠（50mg）。 
                           

１回目の投与の６時間後、１日後、２日後にそれぞれ下記

の量を投与する： 
   大人：２錠（400mg）。 
   １０－１５歳の子供：1 1/2 錠（300mg）。 
   ６－９歳の子供：１錠（200mg）。 
   ３－５歳の子供：1/2 錠（100mg）。 

１－２歳の子供：1/4 錠（50mg）。 
   １歳未満の乳児：1/8 錠（25mg）。 

 マラリアの予防：マラリア地域を離れる１週間前に開始し、離れた後４週間継続する。１週間に１回、下記の量を投与する。 
    大人：２錠（400mg）。 
    １０－１５歳の子供：1 1/2 錠（300mg）。 
    ６－９歳の子供：１錠（200mg）。 
    ３－５歳の子供：1/2 錠（100mg）。 
    １－２歳の子供：1/4 錠（50mg）。 
    １歳未満の乳児：1/8 錠（25mg）。 
アメーバによる肝臓の膿瘍を治療するため：りん酸クロロキン Chloroquine phosphate の 250mg の錠剤、または硫酸クロロキ

ン Chloroquine sulfate の 200mg の錠剤を用いる。  
    大人：２日間、１日２回、３錠または 4 錠を服用し、次に３週間、毎日１回、1 1/2 錠または２錠服用する。 

子供には、年齢と体重に応じて、量を減らして与える。 
 

キニーネ Quinine(硫酸キニーネ Quinine sulfate または重硫酸キニーネ Quinine bisulfate) 

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)、および脳を害するものを含む重いマラリアの治療に

用いられる。経口投与が最もよい。キニーネ Quinine を口から与えるときに、おう吐の問題がある場合は、プロメタジン

Promethazine のような薬が役に立つ。 
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副作用：キニーネ Quinine はときに、発汗、耳鳴りまたは聴覚障害、視覚障害、めまい、吐き気およびおう吐、下痢を起こす。 
急性マラリアの治療のための投与量：300mg の錠剤を用いる。 
  １日３回、３日間与える。 
    大人：２錠（600mg）。 
    １０－１５歳の子供：1 1/2 錠（450mg）。 
    ６－９歳の子供：１錠（300mg）。 
    ３－５歳の子供：1/2 錠（150mg）。 
    １－２歳の子供：1/4 錠（75mg）。 
    １歳未満の子供：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日間用いる必要がある。 

キニーネ Quinine またはクロロキン Chloroquine の注射：もし行う場合には。 
 キニーネ Quinine またはクロロキン Chloroquine の注射は、まれな、非常な緊急事態の場合にしか行ってはならない。マラ

リアのサインがあるか、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、発作(全身痙攣)があったり、髄膜炎

(p.185 を参照)の他のサインがあったりする場合、患者は大脳マラリア(脳のマラリア)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 Chloroquine しか手に入らない場合は、クロロキン Chloroquine の注射を試みる。) 
投与量が正しいことを、充分に注意する。医学的助けを求める。 
二塩酸キニーネ Quinine dihydrochloride の注射：2ml 当り 300mg。 
 キニーネ Quinine の注射は非常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。子供に注射するときは、特に注意する。 
  注射は尻にする．投与量の半量ずつを左右の尻にそれぞれ行う。注入する前にプランジャーを引いてみて、血液が 
 出ているようであれば、もう一方の側に注射する。12 時間後に同じ量をもう一度注射する。 
    大人：600mg(2ml のアンプル２本)。 
     子供：体重 1kg 当り 0.07ml(1/15ml、または 10mg)。（体重 10kg の１歳児は、0.70ml）。 
クロロキン Chloroquine の注射：5ml 当り 200mg。 
  注射は１回だけ行う(投与量の半量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）。 
     子供：体重 1kg 当り 0.1ml(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 Mefloquine(よく知られた商標名：ラリアム Lariam) 

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 Chloroquine 耐性の急性マラリアの予防と治癒のために用いられる。 
予防措置と副作用：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薬を用いる場合は、事前に経験ある医学的助言を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 Mefloquine は、ときに、奇妙な行動、混乱状態、発作または意識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、

めまい、胃の不調、頭痛、視覚の異常がある。副作用は、治療のために大きな投与量を用いた場合に、より頻繁に起こり、また

より重くなる。 
メフロキン Mefloquine の投与量： 

 急性マラリアの治療： 
  １回与える。 
    大人：５錠（1250mg）。 
    １２－１５歳の子供：４錠（1000mg）。 
    ８－１１歳の子供：３錠（750mg）。 
    ５－７歳の子供：２錠（500mg）。 
    １－４歳の子供：１錠（250mg）。 
    １歳未満の乳児：1/2 錠（125mg）。 
 マラリアの予防： 
   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以上の子供：１錠（250mg）。 
     ３１－４５ｋｇの子供：3/4 錠（188mg）。 
     ２０－３０ｋｇの子供：1/2 錠（125mg）。 
     １５－１９ｋｇの子供：1/4 錠（63mg）。 
     １５ｋｇ未満の子供：処方しない。 
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スルファドキシン Sulfadoxine と併用するピリメタミン Pyrimethamine（ファンシダール Fansidar） 

名称：   価格： 
ピリメタミン Pyrimethamine 25mg とスルファドキシン Sulfadoxine 500mg の複合錠剤。 
 ファンシダール Fansidar は耐性マラリアの治療に用いられる。 
警告：サルファ剤 Sulfas 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 Fansidar 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投与量： 
  １回与える。 
    大人：３錠。 
    ９－１４歳の子供：２錠。 
    ４－８歳の子供：１錠。 
    １－３歳の子供：1/2 錠。 
    １歳未満の乳児：1/4 錠。 
 

プログアニル Proguanil（パルドリン Paludrine） 

名称：   価格： 
100mg の錠剤のことが多い。 
 プログアニル Proguanil 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 Chloroquine と併用される。

プログアニル Proguanil は急性マラリアの治療には用いられない。 
予防のためのプログアニルの投与量： 
  マラリア地域に入ったときから開始し、その地を離れた後２８日たつまで毎日薬を与える。 
    大人：２錠（200mg）。 
    ９－１４歳の子供：1 1/2 錠（150mg）。 
    ３－８歳の子供：１錠（100mg）。 
    １－２歳の子供：1/2 錠（50mg）。 
    １歳未満の乳児：1/4 錠（25mg）。 
プリマキン Primaquine 

名称：   価格： 
15mg のプリマキンを含む 26.3mg のりん酸プリマキン Primaquine phosphate 錠剤のことが多い。 
 プリマキン Primaquine は、通常、クロロキン Chloroquine または他のマラリア治療薬で治療した後に、何らかのマラリアが

再発しないように用いられる。プリマキン Primaquine は、それ自身は急性のマラリアには効かない。 
副作用：妊婦はプリマキン Primaquine を用いてはならない。ある人々、ことに黒人の一部には、この薬で貧血になる人がある。

地域の助言を求めること。 
プリマキン Primaquine の投与量： 
  １日１回、１４日間与える。 
  １回の投与量： 
    大人：１錠(主成分 15mg)。 
    ８－１２歳の子供：1/2 錠(主成分 7mg)。 
    ３－７歳の子供：1/4 錠(主成分 4mg)。 
テトラサイクリン Tetracycline 
 テトラサイクリン Tetracycline は、東南アジアおよびクロロキン Chloroquine 耐性マラリアの多い他の地域で、急性マラリ

アの治療に用いられている可能性がある。しかし、これは効き方が遅いので、他の薬(通常、キニーネ Quinine)と併用しなけれ

ばならない。これらの地域を訪問する人は、予防のために、毎日ドキシサイクリン Doxycycline を飲むこともある。テトラサイ

クリン Tetracycline とドキシサイクリン Doxycycline の投与量、危険性、予防措置については、p.356 を参照。 
 

 

アメーバおよびベンモウチュウ（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、多量の粘液と時には血液の混じった大便が頻繁に出る。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。アメーバ赤痢の手当てには、メトロニダゾール Metronidazole をジロキ

サニド フロエート Diloxanide furoate またはテトラサイクリン Tetracycline と併用するのが、最もよい。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瘍の場合に用いられることがあ

る。ヨードキノール Iodoquinol は、アメーバ赤痢の治療に用いられるもうひとつの薬である。しかし、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、非常に長い(２－３週間)、費用のかかる手当てが必要となる。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抗できるような体力をつけるほうが、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、特にそのように言える。 



          ３６９ 
 ベンモウチュウ（ジアルジア）による下痢の場合は、大便は黄色くあわ立っていることが多いが、血液や粘液は無い。メトロ

ニダゾール Metronidazole がよく用いられるが、キナクリン Quinacrine のほうが安価である。 
 

メトロニダゾール Metronidazole(よく知られている商標名：フラギル Flagyl) 

名称：   価格：200mg の錠剤     250mg の錠剤     500mg の錠剤 

                膣挿入用 500mg 
 メトロニダゾール Metronidazole は、アメーバとベンモウチュウ（ジアルジア）による腸の感染に有用であり、アムピシリン

Ampicillin のような＜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

による膣感染にも有用である。メジナ虫症の治療にも用いることができる。 
 
注意：メトロニダゾール Metronidazole 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 Metronidazole は出生時欠損を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

ばこの薬の使用を避けるべきである。メトロニダゾール Metronidazole を大量に服用している女性は、服用後２４時間以内は、

子供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 を用いてはならない。 
  
 ベンモウチュウ（ジアルジア）感染に対する投与量： 

  メトロニダゾール Metronidazole を１日３回、５日間与える。 
  １回の投与量： 
    大人：250mg(１錠)。 
    ８－１２歳の子供：250mg(１錠)。 
    ３－７歳の子供：125mg(1/2 錠）。 
    ３歳未満の子供：62mg(1/4 錠)。 
メジナ虫症に対する投与量： 
  ベンモウチュウに対する投与量と同じ。１日３回、１０日間与える。 
膣のトリコモナス感染に対する投与量： 
  患者の女性は、１回の投与量として、８錠(２ｇ)を口から飲まなければならない。あるいは感染がそれほど重くない

 場合は、１日２回、１０日間、膣挿入を行ってもよい。夫婦は同時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、手当てを受けるべきである。さもないと、妻からうつされるかもしれない。) 
膣のバクテリア感染に対する投与量 
  患者の女性は、メトロニダゾーMetronidazole の錠剤２個(500mg)を、１日２回、５日間飲まなければならない。感

 染が再発する場合は、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。 
 アメーバ赤痢に対する投与量：(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回の投与量は： 
    大人：750mg(３錠)。 
    ８－１２歳の子供：500mg(２錠)。 
    ４－７歳の子供：375mg(1 1/2 錠)。 
    ２－３歳の子供：250mg(１錠)。 
    ２歳未満の子供：80－125mg(1/3－1/2 錠)。 

 

ジロキサニド フロエート Diloxanide furoate（フラマイド Furamide） 

名称：   価格： 

500mg の錠剤または 5ml 当り 125mg のシロップ。 
ジロキサニド フロエート Diloxanide furoate はアメーバ赤痢の治療のために、メトロニダゾール Metronidazole またはテト

ラサイクリン Tetracycline と共に用いられる。 
副作用：たまにガスを生じ、胃痛、吐き気を起こす。 
 
ジロキサニド フロエート Diloxanide furoate の投与量：(20mg/kg/日)―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回の投与量： 
    大人：１錠（500mg）。 
    ８－１２歳の子供：1/2 錠（250mg）。 
    ３－７歳の子供：1/4 錠（125mg）。 
    ３歳未満の子供：1/8 錠（62mg）。あるいは体重に応じてもっと少なくする。 
テトラサイクリン Tetracycline(p.356 を参照) 

クロロキン Chloroquine(メトロニダゾール Metronidazole が手に入らない場合、またはアメーバのために膿瘍ができた場合に

用いられることがある。p.365 を参照) 



３７０ 

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 Atabrine) 

名称：   価格： 
100mg の錠剤のことが多い。 
  
 キナクリン Quinacrine 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、

最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 Quinacrine の投与量： 
  キナクリン Quinacrine を１日３回、１週間与える。 
  １回の投与量は、 
    大人：100mg の錠剤１個。 
    10 歳未満の子供：50mg(1/2 錠)。 
サナダムシの治療のためのキナクリン Quinacrine の投与量： 
  (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回だけ大量に与える。 
    大人：１ｇ(10 錠) 
    8－12 歳の子供：600mg(６錠) 
    3－7 歳の子供：400mg(４錠) 
 

危険！使用しない！ 
↓ 

ヒドロキシキノリン Hydroxyquinoline 類（クリオキノール Clioquinol、ヨードキノール Iodoquinol、ジヨードヒドロキシキノ

リン Di-iodohydroxyquinoline、ハルキノール Halquinol、ブロキシキノリン Broxyquinoline）(よく知られている商標名：ジ

オドキン Diodoquin、アミクリン Amicline、フロラキン Floraquin、エンテロキノール Enteroquinol、クロラムビン Chlorambin、

ニベムビン Nivembin、クオギル Quogyl、エンテロビオフォルム Entero-Vioform 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、これらの薬が永久麻痺、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)。 

 

 

膣感染の薬 
 膣からの分泌、かゆみ、不快感などは種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）、バクテリアである。清潔と酢水のドゥーシュ(膣洗浄)が、多くの膣感染に有効である。特効薬は下記に記す。 
 
膣のドゥーシュ(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。p.241 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。これは膣のバクテリア感染の場合に、特によく効く。 
 
メトロニダゾール Metronidazole：経口用と膣挿入用の錠剤がある(p.369 を参照)。 
 トリコモナスとバクテリアによる膣感染に用いる。(バクテリアの感染に対してメトロニダゾール Metronidazole を用いるの

は、酢水のドゥーシュが効かない場合だけにすること。) 
 
ニスタチン Nystatin またはミコナゾール Miconazole、錠剤、クリーム、膣挿入： 
 膣の酵母(カンジダ、モニリアシス)感染のため。 
 

ゲンチアナ紫 Gentian violet(結晶紫 Crystal violet)の１パーセント溶液(p.371 を参照)。 

価格： 

 陰門と膣の酵母(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 Gentian violet を１日１回、３週間の間塗る。 



          ３７１ 

ポビドン イオジン Povidone iodine（ベタジン Betadine） 

価格： 
 膣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杯のポビドン イオジン Povidone iodine 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、皮膚と腸の両方のさまざまな感染を予防する効果がある。傷は、

閉じたり包帯をしたりする前に、せっけんと煮沸した水で、注意深く洗わなければならない。 
  
 せっけんと水でごしごし洗うことは、ふけ、幼児頭痂皮(脂漏)、面ぽう、軽い膿痂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、白癬、および皮膚または頭皮の真菌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

んにはポビドン イオジン Povidone iodine(ベタジン Betadine)のようなヨウ素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。 
硫黄 
黄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。 
硫黄は、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、ごく小さなダニが侵入してできた疥癬を治療するのに用いる。硫黄１に対して石油ゼリ

ーPetrolatum jelly(ワセリン Vaseline)またはラード 10 の割合で混ぜて、皮膚に薄く塗る(p.200 を参照)。 
 ３．たむし、白癬、その他の真菌感染には、同じ軟膏を１日３－４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．幼児頭痂皮(脂漏)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 Gentian violet(結晶紫 Crystal violet) 

濃い青色の結晶であることが多い。 

価格： 
 ゲンチアナ紫 Gentian violet は、膿痂疹および膿を持ったただれを含むある種の皮膚感染に対して用いられる。口の中(鵞口

瘡)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 Gentian violet 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たる。皮膚や、口の中

や、陰門に塗る。 
抗生物質の軟膏 Antibiotic ointment 

名称：   価格： 
 これらは高価であるし、ゲンチアナ紫 Gentian violet 程度の効果しかないことが多い。とはいえ、皮膚や衣類の着色が無いの

で、膿痂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 とポリミクシン 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 Polysporin)。テトラサイクリン Tetracycline の軟膏

も用いることができる。 
コーチコステロイド Cortico-steroid の軟膏またはローション 

名称：   価格： 
 これらは、昆虫に刺されたり、ある種の＜有毒＞植物などに触れたりして生じた＜滲出浸潤＞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(p.216 を参照)や乾癬(p.216)の手当てにも有用である。１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Petroleum jelly（ペトロラーツム Petrolatum、ワセリン Vaseline） 

価格：    
  下記の皮膚病を手当てするための軟膏その他の膏薬を用意しておくことは有用である。 
    疥癬(p.199, p.373 を参照)。 
    たむし（p.372）。 
  ギョウチュウによるかゆみ（p.141）。 
  火傷（p.96、p.97）。  
  胸部の傷（p.91）。 



３７２ 
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。完璧に抑えるには、サインが消えた後もなお数日ないし数週間手当てを続けなけ

ればならない。入浴と清潔もまた重要である。 
 
ウンデシレン酸 Undecylenic acid、安息香酸 Benzoic acid、サリチル酸 Salicylic acid を含む軟膏： 
名称：   価格： 
  
 これらの酸を含む軟膏は、たむし、頭皮の白癬、その他の皮膚の真菌感染の手当てのために用いることができる。しばしばそ

れらは硫黄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 Salicylic acid と硫黄を含む軟膏は、幼児頭痂皮(脂
漏)のためにも用いられる。 
  
 ウィットフィールド軟膏Whitfield‘ｓOintmentは、サリチル酸Salicylic acidと安息香酸Benzoic acidの組み合わせである。

これは、なまずを含む多くの真菌感染に有用である。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 Salicylic acid を３、安息香酸 Benzoic acid を６(任意で)、
ワセリン Vaseline、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。 
 
 
硫黄と食酢 
 硫黄５と食酢１００で作るローションは、皮膚の真菌感染に有効である。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 Sodium thiosulfate(ハイポ 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： 
  
 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杯のハイポ 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

をこする。＜斑点＞が消えるまで毎日２回行い、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 Selenium sulfide（セルサン Selsun、エクセル Exsel） 
名称：   価格： 
 
 １%または 2.5%の硫化セレニウム Selenium sulfide を含むローションのことが多い。 
  
 硫化セレニウム Selenium sulfide 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。感染した場所に塗り、 
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 Tinactin） 
名称：   価格： 
 
 トルナフテート Tolnaftate１パーセントのクリーム、パウダー、および溶液のことが多い。 
 白癬による足、鼠径部、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。 
 
 
グリセオフルビン Griseofulvin 
名称：   価格： 
 
250mg または 500mg の錠剤またはカプセルのことが多い。 
 微粒子状のものが最もよい。 
  
 これは非常に高価であり、皮膚の重い真菌感染および頭皮の深い白癬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ビン Griseofulvin
を避けるべきである。 
 
グリセオフルビン Griseofulvin の投与量：(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：500－1000mg(２－４カプセル)。 
    ８－１２歳の子供：250－500mg(１－２カプセル)。 
    ３－７歳の子供：125－250mg(1/2－１カプセル)。 
    ３歳未満の子供：125mg(1/2 カプセル)。 
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ゲンチアナ紫 Gentian violet―酵母感染に用いる(p.371 を参照）。 
 
 
ニスタチン Nystatin またはミコナゾール Miconazole 
名称：   価格： 
 
 溶液、粉末、膣用錠剤、軟膏、クリーム。 
 口(鵞口瘡)、膣、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 Miconazole 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 Miconazole の投与量は、大人も子供も同じである。 
  
 口の鵞口瘡：口に 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回、このようにして 
       用いる。 
 皮膚の酵母感染：皮膚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 Miconazole の粉末か軟膏を、１日 
         に３－４回用いる。 
 陰門または膣の酵母感染：１０－１４日間、毎日２回、膣の内側にクリームを塗る。あるいは毎晩膣用錠剤を膣の内部に挿入 
             する。 

 
 
 
 
 

疥癬とシラミの薬：殺虫剤 
 
ガンマベンゼンヘキサクロリド Gamma benzene hexachloride（リンデン Lindane） 
(よく知られた商標名：クウェル Kwell、ガンメクサン Gammexane) 
名称：   価格： 
  
 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

ントのリンデン濃縮液１に対して、水またはワセリン Vaseline１５の割合で混ぜて、p.199 の説明にしたがって、皮膚の疥癬に

用いる。あたまのシラミに対しては、p.200 を参照。 
 
注意：リンデンは毒物であり、ことに子供の発作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。 
 
 
ベンジル ベンゾエート Benzyl benzoate、クリームまたはローション 
名称：   価格： 
  
 ガンマベンゼンヘキサクロリド Gamma benzene hexachloride(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Petroleum jelly(ワセリン Vaseline)またはラードに混ぜた硫黄 

上記の薬が手に入らない場合は、この薬を用いる。 
硫黄１に対してワセリン Vaseline、鉱油、ラードなどを２０の割合で混ぜて、５パーセントの硫黄軟膏を作る。 

 
 
ピレトリン Pyrethrins とピペロニル Piperonyl（ＲＩＤ） 
名称：   価格： 
 
 ピレトリン Pyrethrins とピペロニルブトキシド Piperonyl butoxide を含む溶液のことが多い。 
 すべての種類のシラミによく効き、ガンマベンゼンヘキサクロリド Gamma benzene hexachloride(リンデン Lindane)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

んと微温湯で髪の毛を洗う、つまりシャンプーする。１週間以内にもう一度繰り返す。処置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（ユーラックス Eurax） 
名称：   価格： 
 これはクロタミトン Crotamiton 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、疥癬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！ ２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、衣類や寝具を取り替えなければならない。 
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性器いぼの薬 
 
 
ポドフィリン Podophyllin 
名称：   価格： 
 
 ポドフィリン Podophyllin を 10－25 パーセント含むベンゾイン Benzoin 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 Podophyllin は健康な皮膚を非常に刺激するので、注意して用いな

ければならない。使う前に、石油ゼリー(ワセリン Vaseline)その他の油気のある軟膏で、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。処置は１週間以内に繰り返してよい。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 Podophyllin 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 Podophyllin を用いてはならない。 
 
 
二塩化酢酸 Bichloroacetic acid または三塩化酢酸 Trichloroacetic acid 
名称：   価格： 
 
 透明な液体である。 
 ポドフィリン Podophyllin が手に入らない場合は、いぼを小さくするために、二塩化酢酸 Bichloroacetic acid または三塩化酢

酸 Trichloroacetic 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 その他脂肪性の軟膏で保護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、この処置を数回行う必要がある。毎週繰り返してよい。 
 
注意：この酸はひどい薬品火傷を起こす可能性がある。手およびその他の健康な皮膚を、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。家族の誰か一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 Mebendazole(ベルモックス Vermox) ―たくさんの種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、カイチュウ、ギョウチュウ、およびセンチュウ属の寄生虫に対して働く。複合感染によ

く効く。旋毛虫症の場合に、かなりよい結果をもたらすだろう。重い寄生虫感染を治療する場合は、腸の痛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。 
 
警告：メベンダゾール Mebendazole は、妊婦または２歳未満の子供に与えてはならない。 
 
メベンダゾール Mebendazole の投与量：100mg の錠剤を用いる。 
  子供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、センチュウ属： 
        １日２回(朝と夕)、１錠ずつ、３日間(全部で６錠)。 
 
 
 
アルベンダゾール Albendazole(ゼンテル Zentel)―たくさんの種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 Mebendazole 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、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。 
 
警告：アルベンダゾール Albendazole は、妊婦または２歳未満の子供に与えない。 
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アルベンダゾール Albendazole の投与量―200mg の錠剤を用いる。 
  子供と大人に同じ量を投与する。 
 ギョウチュウ、カイチュウ(アスカリス)、ベンチュウ(トリクリス)、および十二指腸虫： 
        400mg(２錠)を１回。 
  センチュウ属：１日２回、400mg(２錠)ずつ、３日間。１週間後に繰り返す。 
 
 
 
ピペラジン Piperazine：カイチュウ(アスカリス)ギョウチュウ（エンテロビウス）のため。 
名称：          価格：500mg の錠剤― 
                5ml 当り 500mg の水薬― 
 
 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、およびりん酸塩である。 
  
 カイチュウの手当てには、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(アスカリス)に対するピペラジン Piperazine の投与量：(75mg/kg/日)―500mg の錠剤または 5ml 当り 500mg 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歳の子供：2500mg(５錠または小さじ５杯)。 
    ３－７歳の子供：1500mg(３錠または小さじ３杯)。 
    １－３歳の子供：1000mg(２錠または小さじ２杯)。 
    １歳未満の乳児：500mg(１錠または小さじ１杯)。 
 
ギョウチュウ(エンテロビウス)に対するピペラジン Piperazine の投与量：(40mg/kg/日) 
  １週間、毎日２回与える。 
    大人：1000mg(２錠または小さじ２杯)。 
    ８－１２歳の子供：750mg(1 1/2 錠または小さじ 1 1/2 杯)。 
    ３－７歳の子供：500mg(１錠または小さじ１杯)。 
    ３歳未満の子供：250mg(1/2 錠または小さじ 1/２杯)。 
 
 
 
チアベンダゾール Thiabendazole：たくさんの違う種類の寄生虫感染のため。 
名称：   価格： 
 
 500mg の錠剤または 5ml あたり１ｇの水薬のことが多い。 
  
 チアベンダゾール Thiabendazole はメベンダゾール Mebendazole やアルベンダゾール Albendazole に比べて副作用が多いの

で、後者の薬が手に入らない場合、あるいは、寄生虫感染が腸の内部ではない場合に限って用いるべきである。 
  
 この薬は、十二指腸虫、ベンチュウ(トリクリス)、およびセンチュウ属の寄生虫感染の治療に用いられる。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 Thiabendazole を飲むと、カイチュウ(アスカリス)がのどに這い上がってくることがある。このために

呼吸が止まる可能性がある。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、まずピペラジン Piperazine で手当てするのが賢明である。 
 
副作用：チアベンダゾール Thiabendazole 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 Thiabendazole の投与量：(25mg/kg/日)―500mg の錠剤または 5ml あたり１ｇの水薬を用いる。 
  １日３回、３日間与える。錠剤はかみ砕いて用いなければならない。 
  １回の投与量： 
    大人：1500mg(３錠または小さじ 1 1/２杯)。 
    ８－１２歳の子供：1000mg(２錠または小さじ１杯)。 
    ３－７歳の子供：500mg(１錠または小さじ 1/２杯)。 
    ３歳未満の子供：250mg(1/2 錠または小さじ 1/4 杯)。 
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ピランテル Pyrantel(アンチミント Antiminth、コブラントリル Cobrantril、ヘルメックス Helmex) 
名称：   価格：250mg の錠剤― 
                   5ml あたり 250mg の水薬― 
  
 この薬はギョウチュウ、十二指腸虫、カイチュウ(アスカリス)に働くが、高価だろう。ピランテル Pyrantel はたまにおう吐、

めまい、頭痛を起こす。 
 
ピランテル Pyrantel の投与量：（10mg/kg）―250mg の錠剤を用いる。 
  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回の投与量は： 
    大人：750mg(３錠)。 
    １０－１４歳の子供：500mg(２錠)。 
    ６－９歳の子供：250mg(１錠)。 
    ２－５歳の子供：125mg(1/2 錠)。 
    ２歳未満の子供：62mg(1/4 錠)。 
 
 

 
 
 

サナダムシの薬 
  
 
 サナダムシにはいくつかの型がある。   
 ニクロサミド Niclosamide がほとんどの種類に一番よく効き、プラジカンテル Praziquantel が次によい治療薬である。 
 
ニクロサミド Niclosamide(ヨメサン Yomesan)：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、おそらく最もよい薬である。これは腸内のほとんどの種類のサナダムシ

に対して働くが、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 Niclosamide の投与量：500mg の錠剤を用いる。 
 １回だけよくかんで飲み込む。薬を飲む前後２時間ずつの間は、食事をしない。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歳以上の子供：２ｇ(４錠)。 
    ２－８歳の子供：１ｇ(２錠)。 
    ２歳未満の子供：500mg(１錠)。 
 
 
プラジカンテル Praziquantel（ビルトリシド Biltricide、ドロンシット Droncit） 
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 Praziquantel は、ほとんどの型のサナダムシの治療に効果的であるが、ニクロサミド Niclosamide よりかなり

高価である。 
 
警告：妊婦と４歳未満の子供は、プラジカンテル Praziquantel を飲んではならない。授乳中の女性は、プラジカンテル

Praziquantel 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）。 
 
副作用：プラジカンテル Praziquantel は疲労感、めまい、頭痛、食欲の消失などを起こすが、これらの副作用は、サナダムシ

の治療に使う程度の少量の場合は、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ダムシのためのプラジカンテル Praziquantel の投与量：(10－
20mg/kg)―600mg の錠剤を用いる。 
  １回だけ服用する。 
    大人：600mg(１錠)。 
    ８－１２歳の子供：300mg(1/2 錠)。 
    ４－７歳の子供：150mg(1/4 錠)。 
 矮性のサナダムシ(Ｈ．Nana)の治療には、多めの投与量が必要である。 
  １回だけ服用する。 
    大人：1500mg（2  1/２錠）。 
    ８－１２歳の子供：600－1200mg(１－２錠)。 
    ４－７歳の子供：300－600mg(1/2－１錠)。 
キナクリン Quinacrine（メパクリン Mepacrine、アタブリン Atabrine）のサナダムシへの適用については、p.370 を参照。 
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住血吸虫症(住血吸虫、ビルハルツ)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、それぞれ異なった手当てを必要とする。プラジカンテル

Praziquantel は、この病気のすべての型に対して働く薬である。メトリフォネート Metrifonate 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、経験をつんだヘルスワーカーの指示の下に与えるべきである。 
 
 
プラジカンテル Praziquantel(ビルトリシド Biltricide、ドロンシット Droncit) 
名称：   価格： 
 
150mg または 600mg の錠剤のことが多い。 
 
警告：妊婦はプラジカンテル Praziquantel を用いてはならない。授乳中の女性は、プラジカンテル Praziquantel 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歳未満の子供にはプラ

ジカンテル Praziquantel を与えない。 
 
副作用：プラジカンテル Praziquantel は頻繁に、疲労感、頭痛、めまい、食欲の消失を起こすが、このような副作用が出ても、

治療をやめる必要は無い。副作用を少なくする一番よい方法は、プラジカンテル Praziquantel 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プラジカンテル Praziquantel の投与量：(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歳の子供：1200－1800mg(２－３錠)。 
    ４－７歳の子供：600mg(１錠)。 
 上記の投与量は、東アフリカ、中央アフリカ、南アメリカで見られる種類（Ｓ．Mansoni）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、多めの投与量が必要である(60mg/kg)。 
  １日のうちに与える。 
    大人：3600－4200mg(６－７錠)。 
    ８－１２歳の子供：1800－2400mg(３－４錠)。 
    ４－７歳の子供：900mg(1 1/2 錠)。 
 
 (副作用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。) 
 
 
メトリフォネート Metrifonate(メトリフォネート Metriphonate，ビラルシル Bilarcil) 
 メトリフォネート Metrifonate は、血尿を起こす住血吸虫症(Ｓ．Hematobium)の手当てに用いられる薬の中ではかなり安い。

妊婦はこの薬を用いてはならない。 
名称：   価格： 
 
100mg の錠剤である。 
住血吸虫症のためのメトリフォネート Metrifonate の投与量：(7.5－10mg/kg/１回)―100mg の錠剤を用いる。 
  ２週間の間を置いて、３回与える。 
  １回の投与量は： 
    大人：400－600mg(４－６錠)。 
    ６－１２歳の子供：300mg(３錠)。 
    ３－５歳の子供：100mg(１錠)。 
 
 
オキサムニキン Oxamniquine(バンシル Vansil、マンシル Mansil) 
名称：   価格：250mg のカプセル― 
                   5ml 当り 250mg のシロップ― 
  
 オキサムニキン Oxamniquine 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．Mansoni)の手当てに用

いられる。(アフリカに見られるＳ．Mansoni の手当てには、ここで述べた量よりも多めに投与する必要がある。地域の助言を

求める。) この薬は食後に飲むのが最もよい。 
 
警告：妊婦はオキサムニキン Oxamniquine を飲んではならない。この薬はめまいや眠気、まれには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 Oxamniquine を飲んではならない。 
オキサムニキン Oxamniquine の投与量：(大人：15mg/kg/日、子供：10mg/kg/１日２回)―250mg のカプセルを用いる。 
  １日だけ与える。 
  大人には、１回に、750－1000mg（３－４カプセル） 
 子供には、次の量を、１日のうちに２回与える。 
   ８－１２歳の子供：250mg(１カプセル)。 
   ４－７歳の子供：125mg (1/2 カプセル)。 
   １－３歳の子供：63mg(1/4 カプセル)。 
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眼オンコセルカ症の薬 
  
眼オンコセルカ症の手当ての薬としては、イベルメクチン Ivermectin が最もよい。この新しい薬は、幼虫をゆっくり殺し、他

の手当てのような危険な反作用を起こさない。イベルメクチン Ivermectin が手に入らない場合は、経験のあるヘルスワーカー

がジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine 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 Ivermectin（メクチザン Mectizan） 
名称：   価格： 
 
 6mg の錠剤のことが多い。 
  
 正しい投与量を決めるために、できれば患者の体重を最初に量る。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。 
 
注意：体重が 15kg 未満の子供(あるいは５歳未満の子供)、妊婦、授乳中の女性、髄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 Ivermectin の投与量： 
  １回与える。 
    重い大人（64kg 以上）：２錠（12mg）。 
    平均的大人（45－63kg）：1 1/２錠（9mg）。 
    軽い大人と若者(26－44kg)：１錠（6mg）。 
    子供(15－25kg)：1/2 錠（3mg）。 
 
 
ジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine（ヘトラザン Hetrazan、バノサイド Banocide） 
名称：   価格： 
 
 50mg の錠剤のことが多い。 
  
 ジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine は幼虫を殺すが、成虫は殺さない。この薬は、経験のある保健員の指導の下での

み用いるべきである。 
  
 眼に対する重い損傷を避けるために、低い投与量から使い始めることが重要である。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：1mg / kg を 3 回。 

さらに 13 日間、1mg / kg を 1 日 3 回飲み続ける。(体重 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 を３回飲む。)この薬は食後に飲む。 
  

 ジエチルカルバマジ Diethylcarbamazine は、重いアレルギー反応を起こすかもしれない。これは、抗ヒスタミン薬またはコ

ーチコステロイド Cortico-steroid である程度抑えることができる。ヘルスワーカーが与える。 
 
副作用：ジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine は頭痛、疲労感、衰弱、食欲の消失、胃の不調、咳、胸の痛み、筋肉また

は関節の痛み、発熱および発疹を起こすことがある。 
 
 
スラミン Suramin(ナフライド Naphuride、バイエル Bayer２０５、アントリポール Antrypol、ゲルマニン Germanin) 
名称：   価格： 
  
 これはジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine より効果的に成虫を殺す。ジエチルカルバマジン Diethylcarbamazine で

処置した後、反応がほとんど止まったときに用いるべきである。スラミン Suramin は腎臓を害することがある。足が腫れたり、

尿毒症の他のサインが現れたりする場合は、この薬の使用を中止する。腎臓病の患者は、用いてはならない。 
 スラミン Suramin は静脈内に与えなければならない。また経験のあるヘルスワーカーの補助を得て用いなければならない。

大人には、10ml の蒸留水にスラミンを１ｇ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

量からはじめる。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：＜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 Oxytetracycline またはクロルテトラサイクリン Chlortetracycline の眼科用軟膏が有効で

ある。 
名称：   価格： 
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 これらの眼科用軟膏は、バクテリアによって起こる結膜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 Erythromycin（p.355）を口からも飲まなければならな

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、内側に塗らなければならない。１日３－４回用いる。 
  
 新生児の眼を淋疾およびクラミジアから守るために、１パーセントのテトラサイクリン Tetracycline、エリスロマイシン

Erythromycin またはクロラムフェニコール Chloramphenicol 眼科用軟膏が用いられる。誕生時に、各々の目の目頭に少量の軟

膏をつけ、ぬぐったり洗い流したりしない。抗生物質の眼科用軟膏が手に入らない場合は、硝酸銀点眼薬を用いる。 
  
 これらの薬を新生児に用いる場合は、p.221 を参照。 
 
 
１パーセントの硝酸銀点眼薬 Silver nitrate eye drops：新生児の眼を保護するため。 
名称：   価格： 
  
 誕生時に、１パーセントの硝酸銀 Silver nitrate を各々の目に１滴ずつ点す。これは新生児の眼を淋疾から守る(しかし、クラ

ミジアには無効である)。 
 
警告：蒸発して濃くなりすぎた硝酸銀点眼薬 Silver nitrate eye drops を用いてはならない。新生児の眼を薬品火傷させてしま

う。 
 
 

 
 
 

痛みの薬：鎮痛薬 
 
 
留意点：痛みの薬は違った種類のものがたくさんあり、その多く（ことに、ジピロン 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 Aspirin、アセトアミノフェン Acetaminophen（パラセタモ

ル Paracetamol）、あるいはイブプロフェン Ibuprofen（p.380）だけを用いる。もっと強い痛み止めについては、コデイン Codeine
（p.384）を参照。 
 
 
アスピリン Aspirin（アセチルサリチル酸 Acetylsalicylic acid） 
価格：300mg（５グレーン）の錠剤― 
   子供用の 75mg（1 1/4 グレーン）の錠剤（子供アスピリン Aspirin）― 
  
 アスピリン Aspirin は非常に有用で、安価な＜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。

咳を鎮めたりかゆみを減らした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 Aspirin 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 Aspirin よりよく効くわけではないことが多い。 
 
危険性と予防措置： 
 １．アスピリン Aspirin は、胃痛や消化不良に用いない。アスピリン Aspirin は酸であり、症状をいっそう悪くする。同じ理

由から、胃潰瘍の患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＜胸焼け＞を起こす。これを避けるには、ミルク、少量の重炭酸ソー

ダ、多量の水、あるいは食物と共にアスピリン Aspirin 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歳未満の子供、ことに乳児（アセトアミノフェン Acetaminophen のほうが安全である）や喘息の人（発作を起こす

かもしれない）にはアスピリン Aspirin を与えないのがよい。 
 ５．アスピリン Aspirin は子供の手の届かないところに保管する。多量に飲めば中毒する。 
 ６．妊婦には与えない。 
 
アスピリン Aspirin の投与量：痛みまたは熱のため―300mg（５グレーン）の錠剤。 
  ４－６時間ごとに１回（または１日４－６回）飲む。ただし子供には１日４回までしか与えない。 
   大人：１－２錠（300－600mg）。 
   ８－１２歳の子供：１錠（300mg）。 
   ３－７歳の子供：1/2 錠（150mg）。 
   １－２歳の子供：1/4 錠（75mg）。 
  
（ひどい月経痛、重い関節炎またはリューマチ熱には、投与量を２倍にする。あるいは、100mg/kg/日 の投与量にする。耳鳴

りが起こる場合は、投与量を減らす。） 
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アスピリン Aspirin の投与量―75mg の＜子供アスピリン Aspirin＞の錠剤。 
  子供に１日４回与える。 
   ８－１２歳の子供：４錠（300mg）。 
   ３－７歳の子供：２－３錠（150－225mg）。 

  １－２歳の子供：１錠（75mg）。 
  １歳未満の子供には、アスピリン Aspirin を与えない。 
 

 
アセトアミノフェン 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（パラセタモル Paracetamol）は子供に対してアスピリン Aspirin より安全である。胃

を刺激しないので、胃潰瘍の患者に、アスピリン Aspirin 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：痛みと熱のため―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回の投与量は、 
    大人：500mg－１ｇ（１－２錠）。 
    ８－１２歳の子供：500mg  (１錠）。 
    ３－７歳の子供：250mg（1/2 錠）。 
    １－２歳の子供：125mg（1/4 錠）。 
    １歳未満の乳児：62mg（1/8 錠）。 
 
 
イブプロフェン Ibuprofen 
名称：   価格： 
 
 200mg の錠剤のことが多い。 
 イブプロフェン Ibuprofen は、筋肉の腫れと痛み、関節炎による関節の痛み、月経痛、頭痛、および少しの発熱に対して働く。

アスピリン Aspirin より高価である。 
 
警告：アスピリン Aspirin に対してアレルギーのある人は、イブプロフェン Ibuprofen を飲んではならない。妊婦は、イブプロ

フェン Ibuprofen を用いてはならない。 
 
イブプロフェン Ibuprofen の投与量：痛みと熱のため―200mg の錠剤を用いる。 
  ４－６時間ごとにイブプロフェン Ibuprofen を経口投与する。 
  １回の投与量は： 
    大人と１２歳以上の子供：200mg（１錠）。 
    １２歳未満の子供：与えない。 
 １錠で痛みや熱が引かない場合は、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 Cafergot）：偏頭痛のため。 
名称：   価格： 
 
 1mg のエルゴタミン Ergotamine を含む錠剤のことが多い。 
偏頭痛に用いるカフェイン Caffeine 入りのエルゴタミン Ergotamine の投与量： 
  大人：偏頭痛の最初のサインのときに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。 
 
警告：この薬は頻繁には飲まない。妊娠中は飲まない。 
 
 
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（キシロカイン Xylocaine） 
2 パーセント（エピネフリン Epinephrine 入り、または無し。） 
名称：   価格： 
 
 注射用のアンプルまたは瓶入りのことが多い。 
 リドカイン Lidocaine は傷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。 
 注射を打つべき位置の皮膚内と皮下に 1cm 離して注射する。注入する前にプランジャー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 1ml 用いる。（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もよい。傷が汚れている場合は、傷の周りの皮膚（清潔にしてから）に注射してから、縫い合わ

せる前に、充分注意して傷を清潔にする。 
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 ほとんどの傷の縫い合わせには、エピネフリン Epinephrine 入りのリドカイン Lidocaine を用いる。エピネフリン

Epinephrine はしびれを長続きさせ、出血を止める働きがある。 
  
 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 Lidocaine 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、大きな損傷を与える可能性があるので、このことは重要である。 
  
 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 が血管をぎゅっと閉じて、出血をとめる働きをする。 
 
 

 
 

腸の痙攣の薬：鎮痙薬 
 
ベラドンナ Belladonna（フェノバルビタル Phenobarbital 入り、または無し。） 
名称：   価格： 
 
 ベラドンナ Belladonna 8mg を含む錠剤のことが多い。 
  
 たくさんの種類の違う鎮痙薬の製剤がある。ほとんどのものはベラドンナ Belladonna または類似のもの（アトロピン

Atropine、ヒオスキアミン Hyoscyamine）を含み、さらにフェノバルビタル Phenobarbital（フェノバルビトン 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、胃または腸の痛みまたは痙攣（仙痛）の治療のために、たまには用い

てもよい。これらの薬は、膀胱の感染や胆のう炎による痛みを鎮める働きがある。潰瘍の手当てにも役立つことがある。 
 
ベラドンナ Belladonna の投与量：腸の痙攣のため。 
  ベラドンナ Belladonna 8mg を含む錠剤を用いる。 
    大人：1 日 3－6 回、各 1 錠。 
    8－12 歳の子供：1 日 2－3 回、各 1 錠。 
    5－7 歳の子供：1 日 2－3 回、各 1/2 錠。 
    5 歳未満の子供には、与えない。 
 
警告：これらの薬は飲みすぎれば有毒である。子供の手の届かないところに保管する。 
   緑内障の患者は、ベラドンナ Belladonna またはアトロピン Atropine を含む薬を飲んではならない。 
 
 

 
 
 

胃酸過多、胸焼け、胃潰瘍の薬。 
水酸化アルミニウム Aluminum hydroxide または水酸化マグネシウム Magnesium hydroxide（マグネシアミルク Milk of 
Magnesia） 
名称：   価格： 
 
 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 Magnesium trisilicate 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、胃潰瘍（消化性潰瘍）の治療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、最も重要である。2－3 錠をかみ砕いて飲む。重い胃潰瘍の場合は、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。 
 
注意：テトラサイクリン Tetracycline 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薬は便秘を起こすかもしれない。 
 
 
重炭酸ナトリウム Sodium bicarbonate（重炭酸ソーダ Bicarbonate of soda、重曹、ふくらし粉） 
 
白い粉である。  価格： 
 制酸薬としては、この薬は、たまたま胃の調子が悪くな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潰瘍（消化性潰瘍）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、たちまち事態は悪化する。＜ソーダ＞は、前夜にアルコールを飲みすぎた人の＜二日酔い＞に

も有用である。この目的のためには（胃酸過多のためではなく）、アセトアミノフェン Acetaminophen またはアスピリン Aspirin
と共に飲んでもよい。アルカゼルツァーAlka-Seltzer は重炭酸ナトリウム Sodium bicarbonate とアスピリン Aspirin 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 Sodium bicarbonate 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＜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：ある種の心臓病（不全）または足や顔の腫れのある人は、重炭酸ナトリウム Sodium bicarbonate その他のナトリウムを

高濃度に含む生成物（食塩のような）を摂ってはならない。 
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炭酸カルシウム Calcium carbonate 
名称：   価格： 
  
 350－850mg の錠剤のことが多い。 
 これは重炭酸ナトリウム Sodium bicarbonate 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、

慢性のものや潰瘍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。 
 
 
 
シメチジン Cimetidine（タガメット Tagamet） 
名称：   価格： 
 
 200mg の錠剤、および 2ml 当り 200mg の注射液のことが多い。 
 シメチジン Cimetidine は高価であるが、胃と腸の潰瘍の手当てに効果がある。痛みを鎮め、治癒を助ける。長期に用いれば、

ほとんどの普通の型の潰瘍（腸の潰瘍）の再発を予防できる。しかし、あらゆる潰瘍がぶり返さないようにするには、p.128 と

p.129 の潰瘍の手当てのための特別食およびその他の助言に従うことが重要である。 
 
予防措置：妊娠中または授乳中の女性あるいは子供は、シメチジン Cimetidine を用いてはならない。 
 
副作用：たまに弱い下痢、めまい、発疹、眠気を起こすことがある。 
 
現にできている腸の潰瘍のための投与量： 
 400mg（200mg の錠剤 2 個）を 1 日 2 回、あるいは 800mg（200mg の錠剤 4 個）を就寝時に、6－8 ヶ月間用いる。 
腸の潰瘍が再発するのを防ぐための投与量： 
 400mg（200mg の錠剤 2 個）を就寝時に、1 年間までの期間飲む。 
 
 
 
ラニチジン Ranitidine（ザンタック Zantac） 
名称：   価格： 
 
 150mg または 300mg の錠剤のことが多い。 
 ラニチジン Ranitidine はシメチジン Cimetidine に似ているが、ずっと高価である。痛みを鎮め、潰瘍の治癒を助ける。しか

し、潰瘍の手当てと予防に当たっては、p.128 と p.129 の助言にも必ず従う。 
潰瘍の手当てのためのラニチジン Ranitidine の投与量： 
 150mg を 1 日 2 回、または 300mg を夕食時に、6－8 週間。 
腸の潰瘍の再発を予防するための投与量： 
 150mg（150mg の錠剤 1 個）を 6－8 週間。 
 
 

 
 
 
 
 

脱水の薬：水分補給飲料および＜ORS＞ 
  
 
 穀物または普通の砂糖で作る水分補給飲料の作り方は、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糖（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。自家製の飲料を造って金を節約し、

その金をもっとたくさんのもっと栄養のある食物を買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、病気の子供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。 
  
 水分補給飲料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、子供が衰弱するのを防ぐことができる。 
 
警告：いくつかの国では、＜ORS＞（水分補給飲料用塩類 Oral Rehydration Salts）のいろいろな種類の袋を売っている。これ

らを正しく作るためには、それぞれ違った量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。 
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注意：下痢の子供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）を携行し、保健ポストまでの途

中や、順番を待っている間に、その子供に飲ませる。飲み物は子供が飲めるだけたくさん頻繁に飲ませる。子供がはいてしまう

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、さまざまな緩下剤と下剤について、その用途と誤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、たまに使うだけにすべきである。下痢をしている人、腹痛

のある人、脱水状態の人には、決して緩下剤を用いてはならない。2 歳未満の小さな子供には、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、ふすまやカッサバのように、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 日に水をグラス 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Ｍilk of magnesia（水酸化マグネシウム） 
緩下剤であり、制酸薬である。 
名称：   価格： 
 
 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投与量： 
 制酸薬として用いる場合： 
   大人と 12 歳以上の子供：1 日 3－4 回、小さじ 1－3 杯ずつ飲む。 

 1－12 歳の子供：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、就寝時に 1 回与える。 
  大人と 12 歳以上の子供：大さじ 2－4 杯。 
  6－11 歳の子供：大さじ 1－2 杯。 

 2－5 歳の子供：大さじ 1/3－1 杯。 
 2 歳未満の子供には与えない。 

 
 
エプソム塩 Epsom salts（硫酸マグネシウム Magnesium sulfate） 
―緩下剤およびかゆみの薬として。 
名称：   価格： 
 
 白い粉または結晶のことが多い。 
エプソム塩 Epsom salts の投与量： 
 弱い緩下剤としては、次の量のエプソム塩 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 歳の子供：小さじ 1/2－1 杯。 
  2－6 歳の子供：小さじ 1/4－1/2 杯。 
  2 歳未満の子供には与えない。 
 かゆみ止めとしては、小さじ 8 杯のエプソム塩 Epsom salts 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：―緩下剤として。 
名称：   価格： 
 これは、便が硬くて痛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投与量： 
 大人および 12 歳以上の子供：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。 
注意：12 歳未満の子供、妊娠中または授乳中の女性、ベッドから起き上がれない人、飲み込むのが困難な人には与えない。 
 
 
グリセリン座薬 Glycerin suppositories（ダルコラックス Dulcolax） 
名称：   価格： 
これらは弾丸の形をした錠剤で、肛門内に押し込む。腹を刺激して、便を押し出す。 
グリセリン座薬の投与量： 
 大人と 12 歳以上の子供：座薬 1 個を肛門から充分奥へ押し込んで、そのまま 15－30 分留めておく（横になっているとよい）。

座薬が肛門内に長くあるほど、効き目がある。 



３８４ 
 

軽い下痢の薬：下痢止め薬 
 
ペクチン Pectin 入りカオリン Kaolin（カオペクテート Kaopectate） 
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供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。 
 
軽い下痢に対してだけ用いる場合のペクチン Pectin 入りカオリン Kaolin の投与量： 
 カオペクテート Kaopectate のような標準的な水薬を用いる。 
  排便ごとに 1 回、あるいは 1 日 4－5 回与える。 
  一回の投与量： 
    大人：大さじ 2－8 杯。 
    6－12 歳の子供：大さじ 1－2 杯。 
    6 歳未満の子供：与えない。 
 
 

 
 
 

鼻づまりの薬 
  
 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

記のようなうっ血除去点鼻薬が用いられる。 
 
 
エフェドリン Ephedrine またはフェニレフリン Phenylephrine 入りの点鼻薬（ネオシネフリン Neo-Synephrine） 
名称：   価格： 
  
 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っぱなのために用いられる。 
 
 うっ血除去点鼻薬の投与量：p.164 に示したように、各々の鼻孔に 1－2 滴点す。1 日 4 回行う。3 日以上用いない。また、こ

れらの薬を使う習慣を作らない。 
 エフェドリン Ephedrine の錠剤から点鼻薬を作るには、p.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。咳は体の防御機構の一部であるから、咳を止めたり鎮めたりする薬は、害あって益無しの場合もある。これらの鎮咳薬（咳
の抑制薬）は、患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（去痰薬）という別の薬

があり、それは、喀痰しやすくするものである。 
 実際には、どちらの薬（咳をしずめる薬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。浪費である。 
 咳のために最もよく、最も重要な薬は水である。水をたくさん飲むことと、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、p.168 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 Aspirin 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、最も強力な鎮咳薬のひとつでもある。しかし、これは習慣性（麻酔性）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

説明書に従う。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。子供には、年齢または体重に応じて量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 Codeine は習慣性（麻酔性）がある。数日間だけしか用いないこと。 
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喘息の薬 
  
 
 喘息を予防したり、正しく対処したりするためには、p.167 を参照。喘息に悩まされている人は、家庭に喘息の薬を用意して

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サインのときに、服用を開始する。 
 
 
エフェドリン Ephedrine 
名称：   価格： 
 
 15mg（または 25mg）の錠剤のことが多い。 
 エフェドリン Ephedrine は喘息の弱い発作を抑えたり、ひどい発作が続くのを予防したりするのに有用である。これは、肺

へ続く気道を広げて、空気を通しやすくする働きがある。肺炎または気管支炎のために呼吸が困難になっている場合にも用いる

ことができる。  
  
 エフェドリン Ephedrine は、テオフィリン Theophylline やアミノフィリン Aminophylline、時にはフェノバルビタル

Phenobarbital との複合薬のことが多い。これらの複合薬は、単純な喘息の薬が手に入らないとき以外は、使わないようにする。 
 
喘息のためのエフェドリン Ephedrine の投与量：（1mg/kg/症状が現れたとき 1 日 3 回）―15mg の錠剤を用いる。 
  1 日 3 回口から与える。 
  1 回の投与量：   
    大人：15－60mg（1－4 錠）。 
    5－10 歳の子供：15－30mg（1－2 錠）。 
    1－4 歳の子供：15mg（1 錠）。 
    1 歳未満の子供には、与えない。 
 鼻づまりには、エフェドリン Ephedrine 入りの点鼻薬を用いてよい。これは、小さじ 1 杯の水に、錠剤 1 個を溶かして作る

ことができる。 
 
 
テオフィリン Theophylline またはアミノフィリン Aminophylline 
名称：   価格： 
 
 さまざまな濃度の錠剤またはシロップがある。 
 喘息を抑え、発作を予防するため。 
投与量：（3－5mg/kg.6 時間ごと）―100mg の錠剤を用いる。 
  6 時間毎の投与量： 
    大人：2 錠。 
    7－12 歳の子供：1 錠。 
    7 歳未満の子供：1/2 錠。 
    乳児には、与えない。 
 
 
サルブタモル Salbutamol（アルブテロール Albuterol） 
名称：   価格： 
  
 4mg の錠剤、または、5ml 当り 2mg のシロップのことが多い。 
 喘息を抑え、発作を予防するため。サルブタモル Salbutamol は単独またはテオフィリン Theophylline と組み合わせて用い

ることができる。 
 
サルブタモル Salbutamol の投与量：（0.1mg/kg、6－8 時間ごと）―4mg の錠剤または小さじ 1 杯当り 2mg のシロップを用い

る。 
  6－8 時間毎の投与量： 
    大人：1 錠または小さじ 2 杯。 
    6－12 歳の子供：1/2 錠または小さじ 1 杯。 
    2－5 歳の子供：1/4―1/2 錠または小さじ 1/2－1 杯。 
    乳児には、与えない。 
 重い喘息、または喘息が治まらない場合は、投与量が 2 倍になるまで徐々に増やしていってもよい。 
 
 
エピネフリン Epinephrine（アドレナリン Adrenaline、アドレナリン Adrenalin） 
名称：   価格： 
 
 1ml 当り 1mg のアンプルのことが多い。 
 エピネフリン Epinephrine は次の場合に用いるべきである。 
  １．ひどい喘息発作のため、呼吸が困難になっているとき。 
  ２．ペニシリン Penicillin、破傷風の抗毒素、その他のウマ血清から作られた抗毒素の注射による、重いアレルギー反応ま

たはアレルギーショックに対して（p.70 を参照）。 
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喘息に対するエピネフリン Epinephrine の投与量：液体 1ml 当り 1mg のアンプルを用いる。 
 最初に脈拍を計る。それから皮膚の真下に注射する（p.167 を参照）。 
    大人：1/3ml。  

  7－12 歳の子供：1/5ml。  
  1－6 歳の子供：1/10ml。 
   1 歳未満の子供には、与えない。 

 
アレルギーショックに対するエピネフリン Epinephrine の投与量： 
 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：1/2ml。 
    7－12 歳の子供：1/3ml。 
    1－6 歳の子供：1/4ml。 
    1 歳未満の子供には、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。最初の注射の後、

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 を用いる場合は、指示された量以上には決して与えないよう、充分注意する。 
 
 

 
 
 

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、蕁麻疹、＜枯草熱(アレルギー性鼻炎)＞、アレルギー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、危険な仕事をしたり、機械を操作したり、アルコ

ールを飲んだりしない。 
  
 プロメタジン Promethazine（フェネルガン Phenergan）とジフェンヒドラミン Diphenhydramine（ベナドリル Benadryl）
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（ドラマミン Dramamine）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 Promethazine のほうがよく効くことが多い。 
  
 クロルフェニラミン Chlorpheniramine はあまり高くないし、あまり眠くならない。それで、昼間にかゆみを鎮めるときは、

クロルフェニラミン Chlorpheniramine を用いるのが一番よいことがある。夜は、プロメタジン Promethazine がよい。かゆみ

を鎮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、喘息に用いてはならない。粘液を濃くして、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種類の抗ヒスタミン薬である。プロメタジン Promethazine 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、抗ヒスタミン薬は経口投与が最もよい。注射は、ひどいおう吐をとめる場合や、特別危険なアレルギーショックが

あるときに抗毒素（破傷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。 
 
 
プロメタジン Promethazine（フェネルガン Phenergan） 
名称：          価格：12.5mg の錠剤― 
                1ml あたり 25mg の注射液アンプル― 
                12.5mg、25mg、50mg の座薬― 
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。 
 
プロメタジン Promethazine の投与量：（1mg/kg/日）―12.5mg の錠剤を用いる。 
  1 日 2 回経口投与する。 
  1 回の投与量： 
    大人：25－50mg（2－4 錠）。 
    7－12 歳の子供：12.5－25mg（1－2 錠）。 
    2－6 歳の子供：6－12mg（1/2－1 錠）。 
    1 歳の乳児：4mg（1/3 錠）。 
    1 歳未満の乳児：3mg（1/4 錠）。 
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1ml 当り 25mg の筋肉内注射（IM）液の場合： 
  1 回注射する。必要な場合には、2－4 時間以内にもう一度行う。 
  1 回の注射の投与量： 
    大人：25－50mg（１－2ml）。 

  7－12 歳の子供：12.5－25mg（1/2－1ml）。 
  7 歳未満の子供：6－12mg（1/4－1/2ml）。 
  1 歳未満の乳児：2.5mg（0.1ml）。 

25mg の直腸坐薬を用いる場合： 
  直腸（肛門）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 回の挿入の投与量： 
    大人および 12 歳以上の子供：25mg（座薬 1 個）。 
    7－12 歳の子供：12.5mg（座薬 1/2 個）。 
    2－6 歳の子供：6mg（座薬 1/4 個）。 
 
 
 
ジフェンヒドラミン Diphenhydramine（ベナドリル Benadryl） 
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： 
 
注意：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ない。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 Diphenhydramine を用いないのが最もよい。 
 
ジフェンヒドラミン Diphenhydramine の投与量：（5mg/kg/日）―25mg のカプセルを用いる。 
  1 日 3－4 回与える。 
    大人：25－50mg（1－2 カプセル）。 
    8－12 歳の子供：25mg（1 カプセル）。 
    2－7 歳の子供：12.5mg（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（IM）液の場合：ジフェンヒドラミン Diphenhydramine はアレルギー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）。 
    子供：体格により、10－25mg（1/5－1/2ml）。 
    乳児：5mg（1/10ml）。 
 
 
 
クロルフェニラミン Chlorpheniramine 
名称：   価格： 
 
 4mg の錠剤のことが多い（別の薬量の錠剤やシロップなどもある）。 
 
クロルフェニラミン Chlorpheniramine の投与量： 
  1 日に 3－4 回飲む。 
  1 回の投与量： 
    大人：4mg（1 錠）。 
    12 歳未満の子供：2mg（1/2 錠）。 
    乳児：1mg（1/4 錠）。 
 
 
 
ジメンヒドリネート Dimenhydrinate（ドラマミン Dramamine） 
名称：   価格： 
 
 50mg の錠剤、小さじ 1 杯当り 12.5ml のシロップ、または肛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、ほかの抗ヒスタミン薬のように、アレルギー反応を鎮めたり、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 の投与量： 
  1 日 4 回まで。 
  1 回の投与量： 
    大人：50－100mg（1－2 錠）。 
    7－12 歳の子供：25－50mg（1/2－1 錠）。 
    2－6 歳の子供：12－25mg（1/4－1/2 錠）。 
    2 歳未満の子供：6－12mg（1/8－1/4 錠）。 
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抗毒素 

警告：抗毒素は、いくつかの破傷風抗毒素、ヘビのかみ傷やサソリの刺し傷の対する抗毒素のように、ウマ血清で作られている

ものが多い。これらには、危険なアレルギー反応（p.70 のアレルギーショックを参照）を起こすという危険がある。ウマ血清

の抗毒素を注射するときには、緊急に備えて、かならず前もってエピネフリン 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清で作った抗毒素を用いたことのある人の場合は、抗毒素を注射する 15 分前

に、プロメタジン Promethazine（フェネルガン Phenergan）またはジフェンヒドラミン Diphenhydramine（ベナドリル
Benadryl）のような抗ヒスタミン薬を注射するのがよい。 
サソリ抗毒素 
名称：   価格： 
 
 注射用に凍結乾燥した（粉末状）ものが多い。 
  
 世界のさまざまな地域で、サソリの刺し傷に対する違う種類の抗毒素薬が製造されている。メキシコでは、Laboratories 
BIOCLON がアラクラミン Alacramyn を製造している。 
 サソリの刺し傷に対する抗毒素は、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

さな子供が、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。 
  
 抗毒素には、通常、詳しい説明書がついている。充分注意して、その通りに行う。小さい子供には、大きい子供よりたくさん

の抗毒素が必要なことが多い。バイアル 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。抗毒素自体が、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。 
 
ヘビのかみ傷に対する抗毒素 
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。 
 抗毒素は、毒物から体を守る薬であって、世界のさまざまな地域で、毒ヘビのかみ傷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調べて、前もっ

て手に入れておき、手近に保管しておく。いくつかの抗毒素は、乾燥状態つまり凍結乾燥状態になっていて、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―羊血清）が、ガラガラヘビ rattlesnake，アメリカマムシ

copperhead, ヌママムシ cottonmouths, water moccasin に効く。Fougera 社から。電話 1-800-645-9833、www.foguera.com. 
製品情報は製造業者の Protherics 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.protherics.com/products/antibody.htm  
 
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 とアンチビップミン トリ Antivipmyn tri 
(Faboterapia polivalente antiviperino)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毒ヘビ用。ナウヤカ、

テルチオペロ、マパナ、トボバ、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

毒ヘビにも。Instituto  Bioclon、Mexico,D.F.、電話：（52）5575-0070、（52）5575-4016、または 1-800-021-6887．ウェブ

サイト：www.bioclon.com. 
mx. 
抗毒素は Instituto Clodomiro Picado,Facultad de Microbiologia,Universitad de Costa Rica, San Jose, Costa Rica および 
Instituto Butantan,Sao Paulo, Brazil,からも入手できる。電話：（011）3726-7222、ファックス：（011）3726-1505、E メール： 
instituto@butantan.gov.br  ウェブサイト：wwｗ.butantan.gov.br 
 
アフリカ：パフアダーpuff adder,ガブーンバイパー、グリーンマンバ、ジェイムソンマンバ、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毒ヘビ用に多価抗毒素血清がある。South Africa 
Vaccine Producers PTY Ltd.,P.O. Box 28999, Sandringham 2131, South Africa,から。ファックス：27-11-882-0812 
 
インド：インドコブラ、インドクレイト Indian krait，ラッセルバイパーなどに効く多価の抗毒素血清がある。Haffkine 
Biopharmaceutical Co., Bombay, India （電話：91-22-412-9320/23）から。あるいは Central Research Institute of Kasuli, 
Kasuli, India (電話：01792-72114, ファックス：01792-72016)および Serum Institute of India, （電話：91-020-699-3904、
ファックス：91-020-699-3921）から。 
 
インドネシア：マレークサリヘビ Malayan pit viper, ブラックスピットコブラ、ホワイトスピットコブラ、スマトラスピット

コブラ、バンドクレイトなどの毒ヘビに対する多価抗毒素血清がある。Biofarma, Bandung, Indonesia から。電話：022-233-755、
ファックス：022-204-1306 
 
タイ：キングコブラ、シャムコブラ、バンドクレイトなどの毒ヘビに対する一価抗毒素血清がある。Thai Red Cross Society, 
Bangkok, Thailand から。電話：66-2-252-0161-4、ファックス：66-2-254-0212 
 
 ヘビのかみ傷に対する抗毒素の使用説明書は、通常、キットについてくる。それらが必要になる前に、あらかじめよく読んで

理解しておく。ヘビが大きいほど、あるいはかまれた人が小さいほど、多量の抗毒素血清が必要である。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、必要な予防措置を必ずとらなければならない（p.70 を参照）。 
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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。 
 破傷風抗毒素（ウマ）は、1,500U、20,000U, 40,000U, 50,000U(ユニット)のバイアルのことが多い。 
 破傷風に対するワクチン接種をしていない人がいる地域では、救急箱の中に破傷風の抗毒素を備えておくべきである。抗毒素

は 2 種類あって、ひとつはヒトの血清から作られ（破傷風免疫グロブリン、ハイパーテット Hyper-tet）、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。この方が重いアレルギー反応を起

こしにくいからである。 
  
 ウマ血清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。患者が喘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、プロメタジン Promethazine のような抗ヒスタミン薬を注射しておく。 
  
 破傷風に対するワクチンが充分でない人が、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.89 を参照）、破傷

風のサインが出る前に、破傷風免疫グロブリンを 250 ユニット（バイアル 1 本）注射する。破傷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。 
  
 患者に破傷風のサインが出ている場合は、5,000 ユニットの破傷風免疫グロブリン、または、50,000 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、やり方を知っている人がいれば、投与量

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、破傷風のサインは悪化し続ける。 
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。直ちに手当てを始め、早く医学的助けを

求める。 
 
 

 
 

毒物を飲み込んだときの薬 
 
イペカック Ipecac シロップ―吐かせるため。 
名称：   価格： 
 
 シロップが多い。（エリキジール Elixir は用いない。） 
  
 毒物を飲み込んだときに吐かせるため。 
 強酸、灰汁、ガソリン、灯油を飲んだ場合には用いない。 
 
イペカックの投与量： 
 年齢にかかわらず、大さじ 1 杯。患者が吐かない場合は、30 分後にもう一度繰り返す。 
 
 
粉末木炭（または活性炭） 
 
価格： 
 木炭は飲んだ毒を吸い取って、害を少なくする。 
 
粉末木炭の投与量： 
  大さじ 1 杯を、水またはくだものジュースにまぜる。 
活性炭の投与量： 
  同量の水またはくだものジュースと混ぜて、カップ 1 杯。 
 
 

 
 

発作（全身痙攣）の薬 
  
 てんかんの発作または全身痙攣を予防するために、一般に用いられる薬は、フェノバルビタル Phenobarbital とフェニトイン

Phenytoin である。ほかの、もっと高価な薬が手に入ることがあり、医者はよく 2 種類以上の薬を処方する。しかし、通常は、

１種類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。 
 
フェノバルビタル Phenobarbital（フェノバルビトン Phenobarbitone、ルミナル Luminal） 
名称： 
価格：15mg、30mg、50mg、100mg の錠剤― 
   1ml あたり 65mg、130mg、200mg のアンプル― 
   1ml あたり 15mg のシロップ。 
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 フェノバルビタル Phenobarbital は発作または全身痙攣（てんかん）、および破傷風の痙攣を予防するために、経口的に用い

ることができる。てんかんの場合は、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量を用いる

べきである。少量のフェノバルビタル Phenobarbital は、百日咳の咳を和らげたり、ひどいおう吐を止めたりするのにも用いる

ことができる。 
 
警告：フェノバルビタル Phenobarbital 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、長く続く（24 時間、患者が排尿しない場合はもっと長く）。与えすぎないように充分注意すること！ 
 
 フェノバルビタル Phenobarbital の投与量：（3－6mg/kg/日）―100mg の錠剤を用いる。 
 1 回（就寝時またはてんかんのとき）経口投与する。 
  1 回の投与量： 
    大人および 12 歳以上の子供：100－300mg（1－2 錠）。 
    7－12 歳の子供：50－100mg（1/2－1 錠）。 
    7 歳未満の子供：25－50mg（1/4－1/2 錠）。 
  
 フェノバルビタル Phenobarbital の注射は、てんかんの発作または進んだ破傷風の痙攣を止めるために行うことができる。 
 フェノバルビタル Phenobarbital 注射の投与量：―1ml 当り 200mg のアンプルを用いる。 
  筋肉内に、1 回注射する。 
    大人：200mg（1ml）。 
    7－12 歳の子供：150mg（3/4ml）。 
    2－6 歳の子供：100mg（1/2ml）。 
    2 歳未満の子供：50mg（1/4ml）。 

発作が止まらない場合は、15 分後にもう 1 回注射することができる。しかし、それ以上はしない。破傷風の場合は、1 日 3
回繰り返す。痙攣が止まった場合は、その時点から投与量を減らし始める。 
 
 
フェニトイン Phenytoin（ジフェニルヒダントイン Diphenylhydantoin、ジランチン Dilantin） 
名称：          価格：25mg のカプセル―    30mg のカプセル―    100mg のカプセル― 
                5ml（小さじ 1 杯）当り 125mg 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。発作予防の最

小の投与量を用いるべきである。 
 
副作用：フェニトイン Phenytoin を長期間用いると、歯茎が腫れたり異常に成長したりすることがよくある。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、口を清潔にしたり、食後に歯と歯茎を歯ブラシで清潔にしたりするこ

とによって、ある程度予防することができる。 
  
 発作のためのフェニトイン Phenytoin の投与量：（5mg/kg/日）―100mg のカプセルを用いる。 
  はじめは、1 日 1 回、就寝時に、下記の量を与える。 
  1 回の投与量： 
    大人および 12 歳以上の子供：100－300mg（1－3 カプセル）。 
    7－12 歳の子供：100mg（1 カプセル）。 
    7 歳未満の子供：50mg（1/2 カプセル）。 
  
 この投与量で発作が完全には予防できない場合は、この投与量の 2 倍まで増加することができるが、それ以上はいけない。 
  
 発作が防げる場合は、そのときから投与量を徐々に、発作を予防できる最小量が見つかるまで減らしてみる。 
 
 
ジアゼパム Diazepam（バリウム Valium） 
名称：   価格：1ml 当り 5mg の注射液―    2ml 当り 10mg の注射液― 
                   5mg の錠剤―         10mg の錠剤― 
 ジアゼパム Diazepam の用途は、フェノバルビタル Phenobarbital の用途に似ているが、もっと高価である。 
  
 長く続くてんかん発作を止めるための投与量は、大人に対して、5－10mg である。必要な場合は、2 時間以内にもう一度投

与する。 
  
 あるいは、ジアゼパム Diazepam またはフェノバルビタル Phenobarbital の座薬を肛門から挿入することもできる。口から

飲むための液体の薬しかない場合は、針をはずしたプラスチックの注射器をつかって、肛門から注入する。あるいは、ジアゼパ

ム Diazepam またはフェノバルビタル Phenobarbital の錠剤を粉にして、水と混ぜ、肛門から注入する。 
  
 破傷風のためには、充分に与えて痙攣をだいたい抑える。5mg（子供の場合はもっと少なく）からはじめ、必要に応じて増や

すが、一時に 10mg 以上、1 日に 50mg 以上は与えない。必要な場合は、ジアゼパム Diazepam をフェノバルビタル Phenobarbital
と共に与えることができるが、与えすぎないように注意しなければならない。 
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 折れた骨を整復するときは、筋肉の弛緩と鎮痛のために、15 分前に 10mg まで（大人の場合）注射するか、または 30 分前に

10mg 経口投与する。 
  
 ジアゼパム Diazepam は、極度に驚いた場合（ヒステリー）または不安に陥った場合にも有用なことがあるが、この用途は非

常に限定されるべきである。 
 
ジアゼパム Diazepam 注射の投与量：2ml 当り 10mg のアンプルを用いる。 
    大人および 12 歳以上の子供：５－10mg（１－2ml）。 
    7－12 歳の子供：３－5mg（2/3－1ml）。 
    1－6 歳の子供：１－5mg（1/5－1ml）。 
    1 歳未満の子供：用いない。 
 必要な場合は、3－4 時間以内にもう一度投与する。 
 
警告：（１）筋肉に注射する（ＩＭ）ほうが静脈に注射する（ＩＶ）より安全ではあるが、効き目が少なく、遅い。静脈に注射 
   する場合は、大きな静脈を選んで、非常にゆっくり注射する。 
  （２）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 
   注意する！ 
  （３）ジアゼパム Diazepam は、習慣性の（常習性の）薬物である。長期的使用や一般的使用を避ける。鍵をかけて保管す 
   る。 
 
 

 
 
 
 

出産後の重い出血（産後出血）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、子供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、母親と子供の両方にとって危険で

ある。これらの薬は、子供が生まれるまでは、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。後産が出る前に多量の出血がある（ただし、子供はすでに生まれている）場合は、1/2ml（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。エルゴノビン Ergonovine は、後産が出る前には与えない。後産が出なくなるか

もしれないからである。 
  
 ピチュイトリン Pituitrin 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。ビタミンＫは、出産、流産、堕胎に際しての女性の出血には、役に立たない。 
 
 
エルゴノビン Ergonovine またはマレイン酸エルゴメトリン Ergometrine maleate（エルゴトレート Ergotrate、メテルギン
Methergine） 
名称：          価格：1ml のアンプル当り 0.2mg の注射液― 
                0.2mg の錠剤― 
 後産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 Ergonovine 注射の投与量： 
 後産（胎盤）が出た後のひどい出血（2 カップ以上）には、エルゴノビン Ergonovine 1－2 アンプル（0.2－0.4mg）を筋肉

内注射する（特別緊急の場合には、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 Ergonovine の錠剤に切り替える。 
 
経口投与のエルゴノビンの投与量：0.2mg の錠剤を用いる。 
 出産後の重い出血を予防したり、出血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。出血が重い場合は、毎回 2 錠ずつ与えてもよい。 
 
 
オキシトシン Oxytocin（ピトシン Pitocin） 
名称：   価格： 
 
 1ml 当り 10 ユニットのアンプルの場合が多い。 
 子供が生まれた後、後産が出る前の母親のひどい出血を止めるため。（後産を出す働きもするが、出血がひどい場合か、非常

に出遅れている場合でない限りこの用い方はすべきでない。） 
 
子供が生まれた後の母親に用いるオキシトシン Oxytocin の投与量： 
 1/2ml（5 ユニット）注射する。ひどい出血が続く場合は、15 分以内にさらに 1/2ml 注射する。 
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痔（痔核）の薬 
 
 
痔のための座薬 
名称：   価格： 
 
 これらは弾丸の形をした特別の錠剤で、肛門に挿入する。痔核を小さくして、痛みを少なくする働きがある。いろいろな種類

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）。 
 
投与量： 
  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。 
 
 

 
 
 

栄養失調と貧血の薬 
 
 
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。乳児が必要な栄養素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 杯の沸騰させた水に、 

小さじすりきり 12 杯の粉ミルク 
小さじすりきり 2 杯の砂糖 
小さじ 3 杯の食用油 

  を混ぜる。 
 
 
混合（多種類の）ビタミン 
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。浪費であるし、不

必要な痛みと、時には膿瘍をひきおこす。トニックとエリキジールには最も重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。 
最もよいビタミン源は、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。 
 
 栄養不良のいくつかの場合は、追加のビタミンが役に立つだろう。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 Retinol）：夜盲症および眼球乾燥症のため。 
名称：   価格： 
 
 レチノール Retinol 200,000 ユニット、60mg 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 100,000 ユニット。 
 
警告：過剰のビタミンＡは発作を起こす可能性がある。与えすぎないこと。また、子供の手の届かないところに保管する。 
 
 予防のため：子供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、子供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 ヶ月ごとに 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、子供が生まれたとき、あるいは出産後 1 ヶ月以内にビタミンＡのカプセル（200,000 ユニット）を 1 個口から飲むことによ

って、その子供の眼の病気を予防することができる。 
  
 はしかの子供は、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。 
 子供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、子供たちがはしかその他

の重い病気から助かるのに役立つことが多い。 
  
 治療のため：ビタミンＡのカプセル（200,000 ユニット）1 個を経口投与する。あるいは、100,000 ユニットの注射をする。

翌日、ビタミンＡのカプセル（200,000 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 歳未満の子供には、いずれの投与量も、半分にする。 
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鉄の硫酸塩（硫酸第一鉄 Ferrous sulfate）：貧血のため 
名称：   価格： 
 
 200mg, 300mg, 500mg の錠剤のことが多い。（子供用に、点薬、水薬、エリキジールなどもある。） 
  
 硫酸第一鉄は、ほとんどの貧血の治療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。医学的助けを得ること。

重い場合は、葉酸による治療を試みる。 
  
 硫酸第一鉄は貧血または栄養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の錠剤）と共に飲むと、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 歳未満の子供には、錠剤のかけらを非常に細かく砕いて、食物に混ぜてやる。 
 
警告：投与量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、子供の手の届かないところに保管する。

重い栄養不良の人には、硫酸第一鉄を与えない。 
 
貧血に対する硫酸第一鉄の投与量：200mg の錠剤を用いる。 
  1 日 3 回、食事と共に与える。  
  1 回の投与量： 
    大人：200－400mg（1－2 錠）。 
    6 歳以上の子供：200mg（1 錠）。 
    3－6 歳の子供：100mg（1/2 錠）。 
    3 歳未満の子供：25－50mg（1/8－1/4 錠）。細かく砕いて食物に混ぜる。 
 
 
 
葉酸：ある種の貧血のため。 
名称：   価格： 
 
 5mg の錠剤のことが多い。 
  
 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壊されて起こる貧血の治療に重要である。脾臓が肥大し

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、貧血または栄養不良の妊婦は、鉄分と共に葉酸が必要なことが多い。 
 
葉酸は濃緑葉菜、肉、肝臓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。子供の場合は、通常、

2 週間の治療で充分であるが、鎌状細胞性貧血の子供、または地中海貧血症と呼ばれている種類の貧血の子供がいる地域では、

何年も葉酸を飲む必要がある。貧血および栄養失調の妊婦は、妊娠期間中毎日、葉酸と鉄の錠剤を飲むとよい。 
 
貧血のための葉酸の投与量：5mg の錠剤を用いる。 
  1 日 1 回、経口投与する。 
    大人と 3 歳以上の子供：1 錠（5mg）。 
    3 歳未満の子供：1/2 錠（2.5mg）。 
 
 
 
 
 
 
ビタミンＢ１２（シアノコバラミン Cyanocobalamin）：悪性貧血の場合に限る。 

 
この薬は用いるべきでない、ということを言うために、ここで取り上げている。 
ビタミンＢ１２は、先祖が北ヨーロッパ出身の 35 歳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。自分の患者に何か薬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Ｂ１２のために浪費しないこと。血液検査をして、その結果悪性貧血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を処方させない。 
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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 2.5ml 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、肛門）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Ｂ６（ピリドキシン Pyridoxine） 
25mg の錠剤のことが多い。価格： 
  
 イソニアジド Isoniazid 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 Isoniazid の服用中は、50mg のビタミンＢ6 を飲む。また、このビタミンが欠乏している人にだけは、与えることができ

る。サインは、手足がひりひり痛む、筋肉が引きつる、神経質になる、眠れない、などである。 
 
ビタミンＢ６の投与量：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：出産調節。 
 
経口避妊薬（出産調節薬錠剤） 
  
 出産調節薬の用途、危険性、予防措置の知識については、p.286 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識である。（2002 年 1 月、出産調節薬錠剤のグループわけを改定した。一緒に働

いている人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！） 
 ほとんどの出産調節薬錠剤には 2 種類の化学物質、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

口避妊薬錠剤(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。下記のグル

ープに商標名をいくつか挙げる。 
 一般に、両方のホルモンの量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“低用量”のピルは、グループ１，２，３にある。 
 
グループ 1：三段階ピル 

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、シノフェーズ Synophase、トリサイクレン Tricyclen、トリノルジオール Trinordiol、
トリノブム Trinovum、トリキラール Triquilar、トリファジル Triphasil 
 
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 Ethinyl estradiol”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 Mestranol”)とプロゲスチンを含む。混合物の中の濃度は、1 ヶ月を通して変

わらない。 
一般的な商標名： ブレビコン Brevicon 1+35、 ノリデイ Noriday 1+50、ノリニル Norinyl 1+35、1+50、オルトノブム Ortho
－Novum 1/35、1/50 、 オビスメン Ovysmen 1/35、 ネオコン Neocon、 ノリミン Norimin、パール Perle  
 
グループ３：低用量ピル 

これらのピルではプロゲスチンが多く、エストロゲンが少ない（30 または 35 マイクログラムのエストロゲン“メストラノー

ル”）。 
一般的な商標名： ローフェメナル Lo-Femenal、 ローオブラル Lo-Ovral、 ミクロギノン Microgynon 30、ミクロブラール 
Microvlar、ノルデット Nordette 
 
  
 効果を確実にし、＜血性膣排泄物＞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。ホルモンの量の少な

いピルを用いる場合は、ことにそれが重要である。 
 3－4 ヵ月後に＜血性膣排泄物＞が続いている場合は、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。 
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しかし、何ヶ月も月経が無くなったり、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、エストロゲンの濃度が低く、プロゲスチンの濃

度が高い商標名のも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のものを用いてからも月経の休止や血性膣排泄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。これら高用量ピルは、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（エストロゲン 50 マイクログラムの“エチニル エストラジオール

Ethinyl estradiol”）ほとんどのものは、プロゲスチンも多い。 
 
一般的な商標名：ユーギノン Eugynon、フェメナル Femenal、ミノブラール Minovlar、ネオギノン Neogynon、ノルジオール
Nordiol、ノルレストリン Norlestrin、オブコン Ovcon50、オブラール Ovral、プリモブラール Primovlar 
  
グループ４のピルを飲んでも血塊が出続けるのをとめるためには、オブレンOvulenとデムレンDemulenがよく用いられる。

しかし、これらはエストロゲンが非常に強い。この理由のため、めったに勧められない。ひどいにきびの女性に対しては、とき

に有用である。 
 つわりその他、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、および血液凝塊（p.288 を参照）の危険の高い女

性は、グループ 1 にあるエストロゲンとプ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。 
グループ４の商標名のものの不利益点は、中間期に血性膣排泄物を出すことがよくあること、および、たった１個ピルを飲み

忘れただけで妊娠する機会が増加する、ということである。 
授乳中の女性、頭痛や軽い高血圧のため普通のピルを用いてはいけない女性は、プロゲスチンだけのピルを望むかもしれない。

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：プロゲスチン単独ピル。 
 これらのピルは＜ミニピル＞として知られ、プ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ない。月経の出血は不規則になることが多い。一

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：フェムレン Femulen、ミクロノール Micronor、ミクロノブム Micronovum、ノール-QD、Nor-QD 
               緊急用ピル(次節を参照)としても用いられるものとしては、ミクロルート Microlut、ミクロバル Microval、 

ネオゲスト Neogest、ネオゲストン Neogeston、オブレット Ovrette 
 
 
 
 
 
 
緊急家族計画(緊急用ピル) 
 緊急用ピルはある種の出産調節薬錠剤の特別な用法であり、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事後に用

いる。出産調節薬ピルのこのような使い方は、普段ピルを用いるべきではないとされている女性に対しても安全である。 
 
投与量：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。事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。緊急家族計画を行う場合は、以下の指示に注意深く従う。 
 
○ グループ 4 の“高用量”出産調節ピルを 2 個、避妊しなかった性交渉後 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“低用量”出産調節ピルを 4 個、避妊しなかった性交渉後 5 日以内に飲む。12 時間後にさ

らに 4 個、グループ 2 またはグループ 3 のピルを飲む。または 
○ グループ 5 の下線のある商標名の薬からプロゲスチン単独ピルすなわち＜ミニピル＞を 25 個、避妊しなかった性交渉後 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、レボノルゲストレル Levonorgestrel
というプロゲスチンが 0.03mg 含まれる。または  

○ オブレット Ovrette または他のレボノルゲストレル Levonorgestrel を 0.0375mg 含むミニピルを 20 個、避妊しなかった性

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。次のような商

標名のものがある。ノルレボ Norlevo、プラン B Plan B、ポスチノール-2 Postinor-2、シェリング-PC-4 Schering-PC-4、
そしてテトラギノン Tetragynon である。プロゲスチンだけを含むポスチノール-2 Postinor-2 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。 
 
副作用：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 回同量を飲まなくてはならない。おう吐がひどい場合は、1 日 2 回、25mg
のプロメタジン Promethazine を飲むとよい。または緊急用ピルを口から飲むのではなく、膣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。 
 プ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。心臓病や血液凝固あるいは脳出血を起こす

女性は、プロゲスチン単独ピルを用いるべきである。 
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コンドーム Condom（ゴム、予防具、さや） 
名称：   価格： 
  
 ３箱組みのことが多い。 
 

コンドーム Condom は種類が多い。潤滑剤をほどこしたもの、色の違うもの、精子を破壊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 を含めた性感染病（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、p.290 に述べてある。 

 
 
避妊膜 
名称：   価格： 
 
 避妊膜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、膣に装着する前にも

縁に少し塗り広げる（p.290 を参照）。 
クリームまたはゼリーの名称：   価格： 
 
 
 
泡避妊薬（よく知られた商標名：エムコ Emko、レムプコ Lempko、デルフェン Delfen） 
名称：   価格： 
  
 泡の使用についての議論は、p.290 を参照。 
 
 
 
避妊座薬（一般に知られた商標名はネオサンポーン Neo Sampoon） 
名称：   価格： 
  
 これは殺精子薬を含む錠剤で、女性が膣の奥の子宮頸近くに挿入するものである。座薬は性交渉の 15 分前に装着しなければ

ならない。（箱に記載してある使用説明書に従う。）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

調節の方法である。 
 
 
 
子宮内避妊具（ＩＵＤ） 
名称：   価格： 
 
装着の技術料： 
  
ＩＵＤの装着・取り外しは、訓練を受けたヘルスワーカーが行わなければならない。最も一般的な副作用は、月経がより重く、

より長く、より痛むようになることである。しかしこれは最初の 3 ヶ月が過ぎれば、普通はおさまる。たまに IUD が正しい位

置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 が正しい位置にあることを確

認する方法を学ぶことが重要である。ほとんどの IUD には 2 本の糸状の紐が付いていて、膣の中へたれさがる。月経の後は IUD
が定位置にあるかどうか確かめなければならない。IUD の紐を確認するには、手をよく洗って、2 本の指を膣のできるだけ奥ま

で入れて、IUD の紐に触れる。紐を引っ張ってはいけない。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、訓練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 p.290 を参照。 
 IUD の装着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 を装着した時点ですでに感染していたためである。IUD を装着している女性に少しでも感染のサインが見られる場合は、

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。243 ページを参照。 
 
 
 
避妊注射（一般に知られた商標名：デポプロベラ Depo-Provera（DMPA）、ノリステラート Noristerat（ネットエン Net-En）、
ルネル Lunelle、シクロフェム Cyclofem） 
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、精子が子宮に入るのをとめる助けをする。  
 デポプロベラ Depo-Provera およびノリステラート Noristerat のようなプロゲスチン単独注射には、ホルモンはプロゲスチ

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 に述べたような健康問題がなにかある女性は、用いては

ならない。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。そのような人は最初の 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。 
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 ルネル Lunelle またはシクロフェム Cyclofem 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複合注射を用いている女性は、体重が増えたり、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

やめてすぐに妊娠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。 
 
 
 
 
 
移植避妊具（一般に知られた商標名：ノルプラント Norplant、インプラノン Implanon、ジャデル Jadelle） 
 
 移植避妊具(インプラント)は、女性の卵巣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、粘液を極めて濃くする。そして精子が子宮の中にはいっていくのを止める助けをする。授乳中の女性は移植避妊具を用い

ることができるが、p.288 に述べた健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 には管が 6 本

あり、5－7 年間の避妊効果がある。ジャデル Jadelle は管が 2 本で、5 年間の避妊効果がある。インプラノン Implanon は管が

1 本で、3 年間の避妊効果がある。ノルプラント Norplant よりジャデル Jadelle とインプラノン Implanon のほうが手に入りに

くい国が多い。 
 最初の 1 年間は、移植避妊具の使用により、月経が不規則にな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、通常は消える。 
 移植避妊具はいつでも取り外すことができるが、外すためには、安全に取り外す方法を知っているヘルス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なけ

ればならない。 
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ここにはそのほかの薬や、自分の地域で役に立つ民間薬の知識について書いておく。 


