
伝染性膿痂疹1

 疫学・病態
　伝染性（水疱性）膿痂疹（impetigo contagiosa）は皮膚に水疱（みずぶくれ）を形成する皮
膚感染症で，別名「とびひ」ともよばれる。発症は主に小児で，虫刺されや汗疹などを掻き壊
したところに細菌感染を合併して発症する。原因菌はS. aureusで，本菌が産生する毒素に対
する皮膚反応といわれている。水疱は容易に破け，滲出液などを通して周囲に感染が拡大して
いくため学校保健安全法が定める指定感染症となっている。
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2 皮膚・軟部組織感染症

第2章　臓器・症候別感染症

　皮膚・軟部組織感染症は，いわゆる「水虫」や「おでき」といった表面に限局した軽
度の感染症から，皮下組織や筋膜にまで達する蜂窩織炎，壊死性筋膜炎のように生命予
後に関わる重症な感染症まで幅広く存在する。ポイントは大きく分けて2つあり，「病巣
の深さ」と「原因菌」を整理すると病態と治療を理解しやすい。病巣の深さは図3‒1の
とおりで，原因菌は黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）と化膿レンサ球菌
（Streptococcus pyogenes，A群β溶血性レンサ球菌）が主体となる。
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図3‒1　皮膚の構造と皮膚・軟部組織感染症の病巣の深さ



　なお，同じ膿痂疹の一種であるS. pyogenesによる痂皮性（かさぶた）膿痂疹はアトピー性
皮膚炎患者に起こりやすい。

 検　査
　臨床所見で診断がつくため，診断のための検査は基本的にない。ただし，メチシリン耐性黄
色ブドウ球菌（methicillin‒resistant S. aureus；MRSA）が原因となっているケースも存在す
るため，滲出液の培養検査を行い，薬剤感受性を確認することは重要である。

 治　療
　ポビドンヨードによる消毒やシャワーなどで患部を清潔に保ち，抗菌薬含有の外用薬により
治療していくのが基本である。ターゲットとする菌はS. aureusであるが，ゲンタマイシンは
耐性化率が非常に高いため注意が必要である。難治性の場合は内服薬（セフェム系薬）での治
療となる。
　痒みが強い場合には，抗ヒスタミン薬を併用すると患者のQOLを高める。
　なお，MRSAの場合であるが，皮膚感染症を起こすMRSAはさまざまな薬剤に感受性を残
していることが多い。洗浄や消毒だけでも自然軽快する感染症であるため，どの治療がベスト
であるかの判断は難しい。
処方例（小児）
外用薬：フシジン酸ナトリウム軟膏　1日数回　患部に塗布
　　　　患部をガーゼなどで覆い，他人に伝染させないようにする
内服薬：セファクロル細粒小児用　1日20～40 mg/kg　1日3回　毎食後　7日間
　　　　または
　　　　セフジニル細粒小児用　　1回3～6 mg/kg　1日3回　毎食後　7日間
　セフジニル細粒小児用は比較的味が良く，服薬アドヒアランスの面で優れている。
　フシジン酸はS. aureusに強い抗菌活性を有する抗菌薬で，作用機序はタンパク合成阻害で
ある。わが国では外用薬のみが承認されており，皮膚科領域でよく用いられる薬剤である。

 予　防
　痒みにより掻

そう

破
は

すると，自己の病変部位のみならず他人にも接触感染により拡大していくた
め，患部をガーゼなどで覆って病変部位に触れないようにする。この掻きむしった手を介して
全身に病変が広がっていく様子が，火事の火の粉が飛び火する様子に似ていることが「とびひ」
の由来である。
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丹毒，せつ・よう，毛囊炎2

丹毒A

 疫学・病態
　主に小児と高齢者に発症する浮腫性の紅斑で，境界は明瞭である。突然の悪寒，発熱と病変
部に腫脹（はれ），熱感，圧痛を伴う。顔面，下腿に生じることが多く，主にS. pyogenesによ
る真皮の感染症である。初期治療が不十分な場合やリンパの流れが悪い状態（リンパ節郭清後
やリンパ浮腫）では再発を来しやすい。

 検　査
　臨床所見で診断がつくため，診断のための特別な検査は基本的にない。原則として原因菌同
定に努める（グラム染色や培養検査）必要はあるが，膿や滲出液を伴わないことが多く，現実
問題として適切な培養検体を得ることは難しい。

 治　療
　S. pyogenesに対してはペニシリン系薬が抗菌力に優れ，耐性菌も存在しない（2014年時点）。
不十分な治療により再発を来しやすいので，2～3週間程度の治療期間が必要である。
処方例
内服薬：アモキシシリン経口薬　1回500 mg　1日3回　　 毎食後
重症例：アンピシリン注射薬　　1回1～2 g　　1日3～4回　6～8時間ごと

せつ・よう，毛囊炎B

 疫学・病態
　主にS. aureusによる毛包の感染症である。表在性で毛包漏斗部に限局しているものが毛包
炎で，毛包下部にも炎症が及び（毛囊炎），1つの毛包に限局しているものが「せつ（ ）」，
いわゆる「おでき」であり，複数の毛包に拡大したものが「よう（癰）」である。毛包の詳細
な解剖の違いというよりも，各病態の進行度合いの違いをイメージできるようにしておくとよ
い（図3‒1）。
　顔や背中などに発症するが，当然ながら毛のない部位には起こりにくい。若年成人～高齢者
まで幅広く発症し，糖尿病や免疫低下などの基礎疾患があると重症化しやすい。通常は膿の排
出とともに急速に軽快する。
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 検　査
　臨床所見で診断がつくため，診断のための特別な検査は基本的にない。重症例に関しては，
膿からの培養検体を採取し，原因菌の同定や感受性検査を行う。

 治　療
　S. aureusをターゲットとし，セフェム系薬が適応となる。軽症であれば患部の安静のみで
も軽快するが，患部を自ら潰して排膿すると炎症が波及するため行わないよう患者に指導す
る。重症例では切開排膿を要することもある。
処方例
セファクロル経口薬　1回500 mg　1日3回　毎食後　3～5日間

蜂窩織炎3

 疫学・病態
　四肢に好発する真皮～皮下脂肪組織のびまん性➡MEMOの化膿性炎症疾患で，局所の発
赤・腫脹を来す。発熱といった全身症状と局所の熱感，圧痛・自発痛が主な症状である。原因
菌は主にS. aureusであり，次いでS. pyogenesである。その他，インフルエンザ菌（Haemophi-
lus influenzae），大腸菌（Escherichia coli），嫌気性菌でもまれに生じることがある。原因菌
が小さな外傷や皮膚付属器から皮下組織に侵入して起こす場合と，血流感染や骨髄炎から二次
的に皮下組織に感染が広がって（下から上に）生じる場合とがある。
　丹毒など似た病態を示す疾患がいくつかあるが，特に致死的な疾患である壊死性筋膜炎（次
項参照）との鑑別が非常に重要である。海外データによる発症頻度は，蜂窩織炎が24.6/1,000人/
年，壊死性筋膜炎が0.04/1,000人/年程度と差がある1）。発症早期の壊死性筋膜炎と重症の蜂窩
織炎では区別がつきにくいため注意が必要である。

 検　査
　適切な培養検体が得られないケースも多いが，原因菌同定の努力（培養検査，グラム染色）
は行ったほうがよい。血液培養での陽性率は5％未満とされるが2），陽性であったときの意義
は大きい。X線単純撮影やCTスキャンによる炎症の範囲やガス産生の有無を調べると壊死性
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びまん性
　病変がはっきりとせず広範囲に広がっている状態を指す。
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筋膜炎との鑑別に役立つ。

 治　療
　S. aureusをターゲットとした経験的治療（empiric therapy）と局所の安静，下肢の場合は
軽度挙上が望ましい。入院点滴治療を基本と考えた場合は，第一世代セファロスポリン系薬の
注射薬が経験的治療の第一選択となる。糖尿病や免疫不全などの基礎疾患がある場合は，グラ
ム陰性桿菌，嫌気性菌を想定してカルバペネム系薬が選択される場合もある。初期治療で軽快
しない場合や，MRSAの関与が疑わしい場合は抗MRSA薬（バンコマイシンやテイコプラニン）
の併用や変更・追加が必要となる。むろん，原因菌を同定し感受性が判明次第，抗菌薬の見直
しを行う。
　原因となっている創傷，浮腫，白癬（水虫）といった皮膚バリアの障害があればあわせて治
療を行うことで，治癒の促進と再発防止が図れる。
処方例
セファゾリン注射薬　1回1～2 g　1日3回　8時間ごと　7～10日間

壊死性筋膜炎4
　本疾患に関連した重要な感染症として，「劇症型A群β溶血性レンサ球菌感染症」がある。
別項目で解説されているので，そちらも参照のこと（p.268）。

 疫学・病態
　壊死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）は，皮下組織と筋膜に急速かつ広範囲な壊死を起こす
感染症である。壊死の進展速度は1時間に2 mmという報告3）もあり，死亡率も高く（菌種や
病態によって異なるが30～70％），予後の悪い疾患である。成人発症が一般的だが，小児・新
生児でも発症する。何らかの外傷が発症要因となる場合が多いが，原因がまったく不明なケー
スも存在する。発症者の基礎疾患として糖尿病（24％），肝障害（13％），悪性腫瘍（8％）が
みられるというデータ4）はあるが，β溶血性レンサ球菌属菌（A群，B群，C群，G群），S. 
aureus，ウェルシュ菌（Clostridium perfringens）に関しては基礎疾患のない健常人にも発症
する（表3‒1）。なお，C. perfringensによる筋壊死はガス壊疽とよばれ，陰部に発症したもの
はフルニエ壊疽（Fournier’s gangrene）とよばれる。
　高熱と局所の激しい疼痛，初期には浮腫性の淡い紅斑がみられる。時間経過とともに紫斑，
水疱，潰瘍，壊死と進展していく（この症状は蜂窩織炎ではまれである）。その他，血圧低下に
よるショック状態，炎症マーカー〔C反応性タンパク（C‒reactive protein；CRP）〕の高度上昇，
白血球数の増加または消費による減少，凝固系の異常（血小板数の減少など）による播種性血
管内凝固症候群（DIC）の病態を呈し，さらに多臓器不全を引き起こすケースも存在する。
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 検　査
　X線単純撮影，CTスキャンやMRIで炎症の範囲やガス産生の有無を検索する。原因菌の同
定は重要で，深部組織の培養や血液培養が基本となる。なお，血液培養も陽性率20～57％と
有用性は高い6）‒8）。

 治　療
　外科手術と十分量（高用量）の抗菌薬投与，全身管理（DICなどに対し）が基本である。壊
死性筋膜炎と診断されたならば，速やかに広範囲の外科的な切除（デブリードマン）が必要で，

  第2章  　臓器・症候別感染症
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表3‒1　壊死性筋膜炎の主な原因菌と簡単な特徴
菌　種 特　徴

A群β溶血性レンサ球菌
（Streptococcus pyogenes）

微細な皮膚の障害も侵入門戸になりうる菌で，基礎疾患
のない健常人でも発症しうる。ガス産生はないが＊1，
さまざまな毒素を産生する。ショックや多臓器障害など
重篤な全身症状を引き起こし，病気の進行も早い。原因
菌として分離される頻度としては最も多い5）。

黄色ブドウ球菌
（Staphylococcus aureus）

皮膚の常在菌であり，S. pyogenesに続いて分離頻度
が多くみられるとされる5）。

ウェルシュ菌
（Clostridium perfringens）

汚染度の高い外傷からの感染であることが多い。「ガス
壊疽」の名称のとおりガス産生がみられる＊1。本菌は
食中毒やガス壊疽を起こすが，その病原性には毒素が関
係している。なお，消化管の常在菌であり，すべての菌
が毒素を産生するわけではない。

腸内細菌科の細菌
　大腸菌（Escherichia coli）
　肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）
　Proteus spp.
　霊菌（Serratia marcescens）

基本的には免疫低下を伴う基礎疾患を有する患者にみら
れる。外部（皮膚）から侵入するというより，臓器（特
に消化器）からの菌血症を介した二次的な病変であるこ
とが多いとされる。

Vibrio vulnificus 主に海水に存在するグラム陰性桿菌で，海産物の生食，
傷への海水＊2の曝露により感染するとされる。肝障害
（肝硬変など）患者や，糖尿病や免疫低下を伴う基礎疾
患を有する患者において報告が多い点が特徴である。本
菌によるものは非常に死亡率が高い。

Aeromonas hydrophila 主に淡水に存在するグラム陰性桿菌で，傷に淡水＊2が
曝露するなどして感染するとされる。本菌によるものは
死亡率が高い。

緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa） 悪性腫瘍（特に血液がん），HIV患者など免疫不全を来
している患者にみられる。

嫌気性菌
　Peptostreptococcus spp.
　Bacteroides fragilis

嫌気性菌は他の菌との混合感染を引き起こしている場合
が多い。培養で検出できていないことも想定しておく必
要がある。

＊1： 病変のガス発生の有無には菌種や病態が関与しており，臨床的に区別することは難しい。すなわち，ガ
ス産生＝C. perfringensとはいえないし，ガス非産生＝S. pyogenesとすることもできない。

＊2： 淡水/海水や魚介類の生食はあくまでも一つの指標であり，病歴から厳密に判断できないことも多く，
原因がよくわからないケースも存在する。



ときに四肢の切断（amputation；医療現場ではアンプタとよばれる）に至るケースもある。
そもそも血流を介した壊死組織への薬物移行が期待できないため，抗菌薬投与だけで治療する
ことは不可能である。
　経験的治療においては，グラム陽性球菌，グラム陰性桿菌，嫌気性菌をカバーした抗菌薬選
択が必要である。ペニシリン系薬やカルバペネム系薬とクリンダマイシンの併用や，MRSA
の関与が疑わしい場合（MRSA感染の既往，MRSA保菌者など）は抗MRSA薬の投与が必要
となる。なお，クリンダマイシンには一部のレンサ球菌属菌（Streptococcus spp.）が産生する
毒素を抑制する作用があるとされる。
　原因菌が判明すれば，感受性をもとに治療することになるが，培養検査がすべての原因菌を
検出できているとは限らず，複数菌による混合感染も多いため注意が必要である。
処方例

【経験的治療で幅広く原因菌をカバーする場合】
メロペネム注射薬　　　　1回1 g　　　 1日3回　8時間ごと
クリンダマイシン注射薬　1回600 mg　1日4回　6時間ごと
上記併用
【β溶血性レンサ球菌属菌，C. perfringensの場合】
ペニシリンGカリウム注射薬　1回400万単位　1日6回　4時間後ごと
クリンダマイシン注射薬　　　1回600 mg　　 1日4回　6時間ごと
上記併用

単純ヘルペス，水痘・帯状疱疹5

単純ヘルペス（単純疱疹）A

 疫学・病態
　単純ヘルペスウイルス（herpes simplex virus；HSV）‒1またはHSV‒2の感染や潜伏ウイル
スの再活性化により，皮膚や粘膜に水疱性病変を形成する。発症様式としては，ヘルペス性歯
肉口内炎，口唇ヘルペス，角膜ヘルペス，性器ヘルペス，カポジ水痘様発疹（アトピー性皮膚
炎患者によくみられる）などがある。本項では，主に皮膚や口唇に限局した単純ヘルペス感染
症を取り扱う。ヘルペス脳炎は「中枢神経感染症」の項（p.180），性器ヘルペスは「性感染症」
の項（p.156），角膜ヘルペスは「眼感染症」の項（p.223）を参照のこと。
　初感染は小児期が多く，20～30歳代で口唇ヘルペスとして再発するケースが一般的である。
一度感染するとウイルスが神経節に潜伏し基本的に排除されることはない。このウイルスが疲
労，紫外線，ストレスなどを要因として神経節から神経線維を通り，皮膚粘膜の神経終末で増

109

3 皮膚・軟部組織感染症　5. 単純ヘルペス，水痘・帯状疱疹



殖し再発を来す（再活性化率は25～40％とされる）（図3‒2）。発疹出現の前駆症状として疼
痛（ピリピリ感），掻痒感が出現する。

 検　査
　臨床所見での診断が基本となるが，困難な場合に直接水疱から検体を採取し，細胞診にてウ
イルス性巨細胞を確認する方法がある。遺伝子検査（PCR法）によりHSVのDNAを検出す
ることはできるが，口唇ヘルペスのような体表にのみ病変が限局するものに対する診断にルー
チンで用いられる検査ではない。

 治　療
　HSVに有効な抗ウイルス薬であるアシクロビル，バラシクロビル，ファムシクロビル，ビ
ダラビンを病態に応じて選択する。
　軽症であれば，基本的にアシクロビルやビダラビンの外用薬またはバラシクロビルの内服薬
が，初感染や中等症であればバイオアベイラビリティの良好なバラシクロビルの内服薬が選択
される。悪性腫瘍や自己免疫疾患など免疫機能が低下している重症例では，アシクロビルの注
射薬での治療となる。なお，アシクロビルの外用薬は一般用医薬品（over the counter drug；
OTC医薬品）としても販売されている。
　抗ウイルス薬はウイルスの増殖を抑える作用であり，病変の拡大や悪化を防止するものであ
る。発症から時間が経過し水疱が形成されたような状態では効果は限定的である。
　通常は1週間程度で軽快するが，病変部にブドウ球菌属菌（Staphylococcus spp.）などの細
菌が二次的に感染症を併発することがあるため，抗ウイルス薬の初期治療で軽快しない場合に
は抗菌薬での治療を行うこともある。
処方例
軽症，再発型：アシクロビル軟膏　　　1日数回　患部に塗布
　　　　　　　または
　　　　　　　バラシクロビル経口薬　1回500 mg　1日2回　朝夕食後　5日間
初感染，中等症：バラシクロビル経口薬　1回500 mg　1日2回　朝夕食後　10日間
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図3‒2　単純ヘルペスウイルスの潜伏と再活性化

←ウイルスの潜伏

神経節

神経終末

皮膚・粘膜

皮膚・粘膜で増殖したウイルスは，末梢から中枢の神経節へ取り込まれる。再活性化の際には，
神経節から神経線維を通って末梢の神経終末で増殖し再発を来す。

：ウイルス
ウイルスの再活性化→

病変部



重症（免疫機能が低下した症例）： アシクロビル注射薬　1回5 mg/kg　1日3回　8時間ご
と　7日間

水痘・帯状疱疹B

 疫学・病態
　水痘・帯状疱疹ウイルス（varicella‒zoster virus；VZV）に感染することによって発症する。
小児期に初感染すると水痘（みずぼうそう）を発症し，成人期にストレス，老化，免疫低下な
どの要因により再活性化し，帯状疱疹を引き起こす。HSVと似たようなメカニズムだが，再
活性化の際，HSVが神経線維内をたどるのに対し，VZVは神経束のSchwann細胞に感染しな
がら皮膚へ到達する（図3‒3）。そのため，感染した神経節が支配する皮膚全体の神経分布に
沿って帯状に病変が出現する。
　水痘は主に1歳に発症のピークを認め，5歳までに80％，9歳までに95％が罹患するとされる。
潜伏期が10～20日と長い。軽い発熱，頭痛の前駆症状と体幹部の紅斑，丘疹に始まり，顔面，
四肢へと広がっていく。発疹は24時間以内に水疱となり，その後乾燥して痂皮化（かさぶた）
する。この痂皮は1～3週間程度で脱落し，細菌の二次感染を合併しなければ特に瘢痕は残ら
ないとされる。
　帯状疱疹は，わが国では年間3～5人/1,000人の罹患率とされ，知覚神経に沿って帯状に皮
疹を生じ，神経痛様の疼痛（ピリピリと刺すような痛み）を伴うのが特徴である。皮疹は，初
期には浮腫性の紅斑，小丘疹として出現した後に水疱となる。水疱はびらんを伴い，通常2～
3週間の経過で痂皮化して治癒する。免疫不全などがなければ特異的免疫獲得により，通常は
生涯で1度しか発症しないとされ，再発は極めてまれ（1％程度）である。悪性腫瘍や免疫不
全患者では，ウイルスが神経節を越えてウイルス血症を起こし，全身に多数の発疹が出現する
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図3‒3　水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化



汎発性（播種性）帯状疱疹の病態を呈する。
　帯状疱疹には以下のような重要な合併症がある。
・Ramsay Hunt症候群：顔面神経麻痺や味覚障害，耳鳴りやめまいなどの内耳障害が起こる。
これは三叉神経（顔面神経膝神経節領域）の帯状疱疹でみられる。

・帯状疱疹後神経痛（postherpetic neuralgia）：帯状疱疹による痛みは，通常は皮疹の治癒と
ともに消失するが，ときに数カ月～数年にわたって続くことがある。高齢者や免疫低下患者
に合併することが多く，強い疼痛で患者QOLを著しく低下させる。

 検　査
　水痘と帯状疱疹は臨床所見での診断が基本であるが，他疾患との鑑別が必要な場合は，ギム
ザ染色による細胞診でウイルス性巨細胞の確認，ペア血清（時期をずらして2回血清抗体価を
測定）による抗体価の上昇やIgM特異的抗体の確認，PCR法によるVZVの存在の確認といっ
た方法がある。

 治　療
　抗ウイルス薬（アシクロビル，バラシクロビル，ファムシクロビル，ビダラビン）での治療
が基本である。水痘は5日間，帯状疱疹は7日間投与し，悪化する場合は治療の見直しを行う。
　小児の水痘は一般に軽症であり，非ステロイド性解熱鎮痛薬や抗ヒスタミン薬などの対症療
法のみでも軽快するが，早期に抗ウイルス薬を投与できれば病態の悪化を防げるので，患者
QOLの向上が期待できる。
　帯状疱疹は抗ウイルス薬とあわせて非ステロイド性解熱鎮痛薬，アセトアミノフェン，アミ
トリプチリン，カルバマゼピン，リン酸コデインなどで疼痛コントロールも行う。顔面疼痛や
疼痛の激しい重症例，Rumsay Hunt症候群に対しては副腎皮質ステロイドが投与される。ま
た，帯状疱疹後神経痛に対してはプレガバリンが適応を有し，早期コントロールを目的として
投与を行う。
処方例
小児水痘：バラシクロビル顆粒　　　　　1回25 mg/kg　1日3回　毎食後　5日間
帯状疱疹：バラシクロビル錠または顆粒　1回1,000 mg　1日3回　毎食後　7日間

　アシクロビルの経口薬はバイオアベイラビリティが低く，頻回の服用が必要であるため，服
薬アドヒアランスを考慮するとバラシクロビルの経口薬が優れる。また，単純疱疹（単純ヘル
ペス）とは用法・用量が異なるので注意が必要である。

 予　防
　VZVは感染力が強く，抗体を有していない者が接触すると容易に感染し，感染者が拡大し
ていく。
　水痘に関しては乾燥弱毒生水痘ワクチンが存在し，生後12カ月以降の水痘既往歴のない者，
悪性腫瘍・免疫低下状態などハイリスク患者が接種対象となる。他にも，ハイリスク患者と密
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に接する感受性者（家族など），水痘に感受性のある成人（特に医療関係者や水痘ウイルスに
対する免疫が低下した高齢者），妊娠時の水痘罹患予防として成人女性，さらには病院の病棟
もしくは学校の寮など閉鎖共同体における感受性対象者の予防または蔓延の終結ないしは防止
にも使用することができる。ワクチン接種により90％以上は抗体が陽転化し，発症予防また
は病態の軽症化が期待できる。
　また，感受性者が曝露してしまった際の二次予防として，ワクチン接種に加えて曝露72～
96時間以内であれば免疫グロブリンの投与，その時間を経過していた際は，潜伏期間を考慮
し曝露7～10日後に7日間のアシクロビル投与が推奨されている。
　水痘と汎発性（播種性）帯状疱疹は空気感染するため，標準予防策に加えて空気感染予防策
が必要となる。通常の帯状疱疹は接触感染予防策となる。
　水痘に関しては，学校保健安全法により，原則「すべての発疹が痂皮化するまで」という出
席停止期間の基準が設けられている。

ハンセン病6
　ハンセン病の薬物治療に関わる薬剤師はごく限られると思われるが，医療人として必要な基
本的事項を解説する。

 疫学・病態
　ハンセン病は，抗酸菌の一種であるらい菌（Mycobacterium leprae）によって引き起こされ，
皮膚と末梢神経に主病変の現れる慢性疾患である。皮疹は紅斑，白斑，丘疹，結節，環状の紅
斑など多彩な病態を示す。
　ハンセン病はかつて，四肢や顔面などの身体的変形・変貌から長期にわたる隔離や差別の歴
史があった疾患である。1996年に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され，わが国に
おけるらい予防法は廃止された。現在は非常に有効な治療法があり，一般医療機関で保険診療
による診療が可能で，ほぼ後遺症もなく治癒する病気である。
　感染要因はM. lepraeが多く検出される未治療患者から飛沫感染により感染するとされる。
感染時期は免疫系が十分に機能していない乳幼児期で，その期間の濃厚で頻回の曝露以外はほ
とんど発病しない。さらに，感染から発病まで数年～数十年の潜伏期間を経る場合もあり，感
染と発病を直結して考えることは不可能である。
　全国14のハンセン病療養所には約1,900名の入所者がおり，ほとんどの入所者は治癒してい
るのが現状である（後遺症や高齢化のために入所している）。
　わが国の新規患者数は年間数名で，新規患者の減少は著しく，乳幼児期に感染した60歳以
上の患者がほとんどである9）。
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 検　査
　組織の抗酸菌染色，PCR法によりM. lepraeの存在を確認する。現在のところ，人工培地に
よるM. lepraeの培養には成功していないため通常の培養検査は不可能である。

 治　療
　病型（少菌型，多菌型など）により異なるが，複数の抗ハンセン病薬による多剤併用療法が
基本である。わが国でハンセン病に適応を有する薬剤は，ジアフェニルスルホン，クロファジ
ミン，リファンピシン，オフロキサシンの4剤である。標準治療期間は，少菌型で6カ月，多
菌型で12～24カ月と長期にわたるため，服薬アドヒアランスが重要となる。
　抗ハンセン病薬により，菌は増殖停止または死滅する。しかし，死菌や菌体成分が体内に長
くとどまるため，これらに対する免疫・アレルギー反応（らい反応）が起こる。このらい反応
と後遺症コントロールも治療において重要である。
処方例

【少菌型（2剤併用）】
①ジアフェニルスルホン経口薬　1日75～100 mg※

②リファンピシン経口薬　　　　1回600 mg　1日1回
①は毎日服用で，②は月1回のみの服用（できれば受診時にその場で服用してもらうと確実）
である。
【多菌型（3剤併用）】
①ジアフェニルスルホン経口薬　1日75～100 mg※

②リファンピシン経口薬　　　　1回600 mg　1日1回
③‒1　クロファジミン経口薬　　　1回50 mg　 1日1回　朝食直後
③‒2　クロファジミン経口薬　　　1回100 mg　1日3回　毎食直後
①と③‒1は毎日服用で，②と③‒2は月1回のみ服用（できれば受診時にその場で服用して
もらうと確実）である。なお，③‒2を服用した日に③‒1は服用しない。

　クロファジミンの吸収を高めるため，食直後またはミルクや食事とともに服用するよう指導
する。また，外観がチョコレート菓子に非常に似ているうえバニラの香りがするため，小児な
どの誤飲に注意して保管するよう説明する必要がある。
　※用法の指定はないが，患者の状況に応じて1日1～3回に分けて服用させる。

尋常性ざ瘡7
　尋常性ざ瘡（いわゆるニキビ）は炎症性疾患であり，その病態に微生物による感染症が関与
しているが，根本的な原因ではなく，厳密には感染症とはいえない。しかし，抗菌薬が適応と
なるため，本項でその点について解説する。なお，病態の原因治療に関する詳細は他の書籍な
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どを参照のこと。

 疫学・病態
　ざ（痤）瘡は思春期以降に発症し，顔面，胸背部の毛包に発症する。これには脂質代謝異常，
角化異常，細菌の増殖が複雑に関与しており，感染症というよりは炎症性疾患である。わが国
では90％以上の人が経験し，青年期以降に自然軽快するため疾患としてよりは，いわゆる「ニ
キビ」という生理的変化としてとらえられる傾向もある。しかしながら，適切な治療が行われ
なければ外見的な変化や瘢痕といった患者QOLを下げる要素があることから，皮膚科疾患と
して位置づけられている。
　角化異常により皮脂が毛包内に貯留を来した状態が面

めん

皰
ぽう

（コメド）で，さらに炎症が進むと
紅色丘疹と膿疱といった炎症性皮疹の病態を呈する。これには皮膚常在菌であるPropionibac-
terium acnesが関与しており，本菌が産生するリパーゼ（脂質の加水分解酵素），好中球走化
因子，好中球由来活性酸素によって病態が進行する。

 検　査
　感染症治療の観点からは，特別な検査は必要ない。耐性菌の懸念がある場合には，感受性検
査が行われる場合もある。

 治　療
　ざ瘡自体の治療は，レチノイド外用薬であるアダパレンが主体となるが，患者の病態に応じ
た多角的な治療が行われるため，その他の治療はガイドラインや専門書を参照のこと。
　抗菌薬療法はP. acnesをターゲットとし，外用または内服の抗菌薬が選択される。抗菌薬治
療の基本は感受性のある抗菌薬を選択することだが，本症に対する内服抗菌薬治療はこれに加
えて抗炎症作用が確認されている抗菌薬が選択される。
　外用薬は，クリンダマイシンとナジフロキサシンにおいて適応を有する製剤（ゲル，ローショ
ン）が存在する。
　内服薬は，テトラサイクリン系薬とマクロライド系薬が，P. acnesへの抗菌活性に加えて菌
が産生する炎症性物質を抑制する作用も報告されており，強く推奨されている10）,11）。その他，
嫌気性菌であるP. acnesに対して抗菌活性を有するニューキノロン系薬やファロペネムも代替
薬として選択される。治療期間は病態に応じて数週間～数カ月と長期になる場合が多い。
処方例
外用薬：クリンダマイシン外用薬　　1日2回　洗顔後，患部に塗布
内服薬：ミノサイクリン経口薬　　　1回50 mg　1日2回　朝夕食後
　　　　または
　　　　ロキシスロマイシン経口薬　1回150 mg　1日2回　朝夕食後
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皮膚真菌症8

白癬A

 疫学・病態
　白癬菌（皮膚糸状菌）とよばれる真菌による表在性の真菌症で，原因菌の大半はTrichophy-
ton rubrumである。手・足・爪（水虫），体部（ぜにたむし），股部（いんきんたむし），頭部（し
らくも）などに生じ，ケラチンを栄養源として増殖するためこのような部位に病変を作る。特
に，足白癬はわが国の全人口の15％程度が罹患していると推定されており，罹患頻度の非常
に高い感染症といえる。臨床像として紅斑，水疱などが出現し，掻痒感などの症状が出現する
が，無症状の場合もある。
　足白癬は小水疱型，趾

し

間
かん

型，角質増殖型の3つの病型に分類されるが（図3‒4），これらが
混在しているケースもある。
①小水疱型： 足底（土ふまず）に小さな水疱，膿疱が出現し，紅斑性の病変を呈したもの。
②趾間型： 趾間（指と指の間）に鱗

りん

屑
せつ

（剝がれかかった皮膚）を生じ，紅斑性の病変を呈した
もの。

③角質増殖型： かかとや足底全体の皮膚の肥厚，角化が生じているもので，この病態では自覚
症状に乏しく患者本人が白癬と思っていない。

　足白癬を放置・悪化させると爪に菌が侵入して爪白癬となり，爪の肥厚や白濁がみられる。
足白癬患者の4人に1人は爪白癬を合併しているとされる。

 検　査
　類似の症状を呈する皮膚疾患があるため➡MEMO，KOH法で直接菌を確認することが確
定診断に必要とされる。皮膚や爪などを採取してスライドガラスに乗せ，20％水酸化カリウム
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図3‒4　足白癬の病型分類

①小水疱型 ②趾間型 ③角質増殖型



で処理し，菌体を顕微鏡で観察する。
　内服薬で頻用されるイトラコナゾールとテルビナフィンは肝機能障害が報告（1～5％）され
ているため，トランスアミナーゼ（AST，ALT）やγ‒GTPなどの肝機能検査を定期的に行う。

 治　療
　小水疱型と趾間型では，外用の抗真菌薬での治療が基本となる。白癬に適応を有する外用抗
真菌薬は多数存在し，基本的に治療効果は同等と考えてよい13）。
　外用抗真菌薬は剤形が豊富であり，主に副作用が剤形選択に関係する（表3‒2）。外用薬の
最も多い副作用は，塗布部位に生じる刺激感，発赤，湿疹などである。
　足白癬の治療において重要なのは治療アドヒアランスである。角層に菌が存在するため，短
期間で治療を中止すると菌糸が残存し再発する。自己中断しないように，見た目が改善しても
治療を続けることを患者に指導しておく必要がある。また，気がつかない程度の病変部が存在
するケースもあるため，症状のない部分も含め足全体に塗布（入浴後などに）するよう指導す
る必要がある。最低でも1カ月は薬剤の塗布が必要である。
　角質増殖型の場合は，外用薬では薬剤が浸透しにくく，基本的には抗真菌薬の内服が必要と
なる。通常は1～2カ月の治療期間が必要とされる。角質増殖型の場合は爪白癬を合併してい
るケースが多く，この場合は3～6カ月の内服薬による治療期間が必要である。ただし，エフィ
ナコナゾールの爪外用液製剤は爪の透過性に優れており，爪白癬に適応を有している。48週（約
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足白癬と湿疹・皮膚炎
　「水虫」を主訴として受診した患者の13～33％が足白癬患者ではなく，その疾患の7割以
上が湿疹・皮膚炎だったという報告がある12）。セルフメディケーションにより患者が自己判
断でOTC医薬品の外用抗真菌薬を購入するケースでは十分な指導が必要と考えられる。接触
性皮膚炎の患者が液剤の外用抗真菌薬を使用すると病態を悪化させる可能性がある。

E M OM

表3‒2　外用抗真菌薬の剤形とその特徴
剤　形 特　徴

軟膏剤 軟膏は安全性が高く保湿効果もあるが，べとつくなど使用
感は劣る。
浸軟・びらん・湿潤がある病変部に適している。

液剤・ローション剤 使用感が良く，浸透性も優れているが，一次刺激性接触皮
膚炎の頻度が高くなる。

スプレー剤 液剤と同様の特徴であるが，簡単に短時間で塗布できる。
クリーム剤 薬の伸びが良く，水で洗い落とすことができるので使用感

は良好である。安全性・浸透性・有効性が高いため多く用
いられている。
浸軟・びらん・湿潤がある病変部に適している。



1年間）塗布することによって，外用のみで55.2％の真菌学的治癒率を有するとされる。
　一般的に感染症に対して副腎皮質ステロイドを使用してはならないが，皮膚炎を生じ，びら
んなどがみられる場合にはそちらの治療を優先し，短期間ステロイド外用薬が使用される場合
もある。
処方例

【角質増殖型の場合】
テルビナフィン錠　　　　　1回125 mg　1日1回　朝食後
または
イトラコナゾールカプセル　1回50～100 mg　1日1回　朝食直後
【爪白癬の場合】
イトラコナゾールカプセル　1回200 mg　1日2回　朝夕食直後　7日間
　  7日間服用＋3週間休薬（4週または1カ月）を1サイクルとし，これを3サイクル（12
週または3カ月）行う（パルス療法）

または
テルビナフィン錠　1回125 mg　1日1回　朝食後　6カ月間（連続服用）
　パルス療法は，イトラコナゾールの爪への滞留期間が非常に長いことを利用した治療法であ
る。短期間で治療が終了するため，完遂率が非常に高く（約97％），有効率は約80％とされる。
ただし，イトラコナゾールはCYP3A4を強く阻害するため薬物相互作用の多い薬剤で，併用
禁忌薬も多いので注意が必要である。
　一方で，テルビナフィンは連日服用で治療期間も長期であるが，最終的な有効率は高いとさ
れる13）。

 予　防
　白癬菌は患者から環境中に散布されるため，患者と同居している家族はもちろんのこと，不
特定多数が出入りする公共施設などでは，白癬菌との接触を避けることは不可能である。ただ
し，白癬菌が付着しても感染するまでに時間（数日程度）がかかるため，足を清潔に保つこと
が予防に際しては重要である。もちろん，同居患者の治療を行わないと環境中に白癬菌が存在
し続けるため感染リスクとなりうる。

その他の皮膚真菌症B
　白癬以外の皮膚真菌症のうち，口腔カンジダ症（皮膚カンジダ症の一種）とマラセチア感染
症について簡単に解説する。

 疫学・病態
　口腔カンジダ症はCandida albicansによる口腔粘膜の感染症で，免疫低下傾向にある基礎疾
患や高齢化により発症する。その他，ステロイド吸入薬の副作用によるものや，ヒト免疫不全
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ウイルス（HIV）患者の合併症〔口腔・食道カンジダ症（indicator disease）の存在からHIV
感染が判明する場合もある〕としてみられる。口腔粘膜に白

はく

苔
たい

を生じ，疼痛や味覚障害などの
症状がみられる。
　マラセチア感染症は，Malassezia furfurによる皮膚感染症で，胸背部の淡褐色斑を生じる癜

でん

風
ぷう

や，ステロイド服用患者にみられるざ瘡や毛包炎を起こす。また，脂漏性皮膚炎（顔や頭に
発症する皮脂腺機能の亢進により起こる炎症で，厳密には感染症ではない）に関連していると
いう報告もある。

 検　査
　口腔カンジダ症は，臨床診断が困難であれば，培養検査による菌の同定，または病変部位検
体より顕微鏡で菌糸を確認する。ただし，C. albicansは口腔内の常在菌であるため，培養で検
出されたから口腔カンジダ症であるということにはならず，患者背景や臨床症状とあわせて診
断することになる。
　M. furfurは顕微鏡にて直接菌を確認することにより診断可能とされるが，毛包炎や脂漏性
皮膚炎の場合は，菌糸が観察しにくいことが多い。

 治　療
　口腔カンジダ症は，抗真菌薬（ミコナゾール，イトラコナゾール，アムホテリシンB）の液
剤，外用薬での治療が基本となる。なお，ミコナゾールとアムホテリシンBは口腔粘膜への直
接的な効果を期待する外用的な使い方となるが，イトラコナゾールの内用液は一度消化管から
吸収された後，口腔粘膜へ到達して抗菌効果を示すという違いがある。
　マラセチア感染症の場合はケトコナゾール外用薬が癜風と脂漏性皮膚炎に対して適応を有し
ている。なお，抗真菌薬（ミコナゾール）含有のシャンプーが医薬部外品として市販されてお
り，頭部の脂漏性皮膚炎の生活指導として使用される場合もある。
処方例

【口腔カンジダ症】
イトラコナゾール内用液1％　1回20 mL　1日1回　空腹時に服用
　カプセル剤と内用液剤で服用タイミングが異なるので注意する
アムホテリシンBシロップ100 mg/mL　1回1 mL　1日3～4回
　舌で患部に広くゆきわたらせ，できるだけ長く含んだ後，嚥下する（含かん法）
　または，本剤を100倍程度に希釈し含

がん

嗽
そう

（うがい）する方法もある
【癜風の場合】
ケトコナゾールクリーム　　1日1回　患部に塗布
【脂漏性皮膚炎の場合】
ケトコナゾールローション　1日2回　患部に塗布
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疥癬9

 疫学・病態
　疥癬はヒトの皮膚に寄生するヒゼンダニ（Sarcoptes scabiei var. hominis）の感染により発
症し，寄生虫の虫体や排泄物などに対するアレルギー反応による皮膚病変と掻痒を主症状とす
る感染症である。
　疥癬はその臨床症状や寄生するヒゼンダニの数などから一般的に「疥癬（通常疥癬）」と「角
化型疥癬（ノルウェー疥癬，痂皮型疥癬）」に大別される。寄生数は通常疥癬では数匹程度だが，
角化型疥癬では数百万匹と非常に多く，他人への感染力が強い。

 検　査
　顕微鏡検査により，ヒゼンダニを直接観察する。

 治　療
　疥癬に適応を有しているのは，イオウ製剤，イベルメクチン，フェノトリンのみである。イ
ベルメクチンは卵には効果がないため，卵が孵化する期間（1週間程度）の後に再度治療を行
うことが必要とされる。
　治療により一過性に掻痒が激しくなることがあるが，ヒゼンダニの死滅後のアレルギー反応
と考えられている。また，掻痒は遷延化することがある。
処方例
内服薬：イベルメクチン経口薬　1回200μg/kg　空腹時に1回のみ服用
　　　　1週間後に再度同量を1回のみ服用（特に角化型疥癬の場合）
外用薬： フェノトリンローション5％　1本（30 g）を頸部以下（頸部から足底まで）の皮

膚に塗布し，塗布後12時間以上経過した後に入浴・シャワーなどで洗浄・除去す
る。これを1週間の間隔をあけて，最低2回は行う

 予　防
　直接接触により健常人でも感染する。通常疥癬であれば標準予防策で十分であるが，角化型
疥癬の場合は非常に感染力が強いため，個室隔離のうえ接触予防策もあわせて行う必要がある。

  第2章  　臓器・症候別感染症
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5 アミノグリコシド系薬の使い方　 

2 アミノグリコシド系薬の
使い方

第3章　感染症治療薬

　アミノグリコシド系薬は，通常，分子の中央に位置するヘキソース核に2つ以上のア
ミノ糖がグリコシド結合した構造であり，極性が高く，親水性である。抗菌スペクトル
は偏性嫌気性以外のグラム陰性桿菌に対し優れた殺菌力を示す。作用はタンパク質合成
阻害薬のなかでも優れた短時間殺菌性を示し，加えて濃度依存性，post antibiotic 
effect（PAE），β‒ラクタム系薬との相乗効果などの特性を考慮して使用する。
　一方，組織移行性は腎泌尿器系，胸水，腹水などの細胞外液に限局され，細胞内移行
性は不良である。加えて肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae），偏性嫌気性菌ある
いは膿瘍などの嫌気性環境下では無効である。これは，アミノグリコシド系薬が細菌の
細胞内膜を通過する際には電子伝達系に依存した膜電位が必須であり，嫌気性環境ある
いは呼吸鎖をもたない偏性嫌気性菌やレンサ球菌属菌（Streptococcus spp.）では膜電
位を維持することができず，アミノグリコシド系薬を菌体内へ取り込むことができない
ことが理由である。さらに，高浸透圧性の酸性尿などの低pH環境も細菌の膜電位に影
響し抗菌活性を低下させることが知られている。しかし現代では，緑膿菌（Pseudomo-
nas aeruginosa）やAcinetobacter spp. のような院内感染で問題となるグラム陰性菌
による感染症の治療薬としての役割を担っている。また特殊な使用例として，メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌（methicillin‒resistant Staphylococcus aureus；MRSA）感
染症に対するアルベカシン，結核，ペスト，野兎病に対するストレプトマイシン，淋菌
（Neisseria gonorrhoeae）感染症に対するスペクチノマイシン，肝性脳症に対する補助
療法（腸管内殺菌）としてのカナマイシンの内服，腸管アメーバ症に対するパロモマイ
シンなどがある。
　共通の副作用として，腎毒性，第8脳神経障害（耳毒性）に注意が必要である。腎毒
性の発現は薬物最低血中濃度（トラフ値）と，耳毒性の発現は患者の遺伝的背景（ミト
コンドリア遺伝子A1555G変異）と関連するとの報告がある。1回投与量の増量および
投与間隔の延長は治療効果に影響を与えず副作用を軽減することが報告されており，原
則1日1回投与で使用する。また，使用時にtherapeutic drug monitoring（TDM）を
行うことが推奨される。さらに，アミノグリコシド系薬とβ‒ラクタム系薬との組み合わ
せによっては，両者の混合により抗菌活性が低下する場合が報告されているので，併用
時は確認のうえ，別経路で投与するなどの注意が必要である。
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ゲンタマイシン（剤形：注射，外用）1

 特　徴
　P. aeruginosaを含む好気性グラム陰性
桿菌に対し優れた抗菌活性をもつ。特にカ
ルバペネム系薬やキノロン系薬に対し耐性
で，かつ本剤に感受性である場合の重症敗
血症や肺炎，複雑性腎盂腎炎，カテーテル
関連尿路感染症，あるいは発熱性好中球減
少症への経験的治療（empiric therapy）
に有効である。また，グラム陽性球菌によ
る感染性心内膜炎に対しては相乗効果を期
待し，低用量分割投与でペニシリン系薬
（MRSAの場合はバンコマイシン）と併用
する。

 作用機序
　アミノグリコシド系薬は，主に細菌のリ
ボソーム30Sサブユニットへ結合（ストレプトマイシン以外のアミノグリコシド系薬では50S
サブユニットにも結合）し，タンパク質合成の開始を阻害する。また，mRNA上のコドンの
誤読を引き起こし，翻訳途中での停止や異常タンパク質の合成をもたらす。

 薬物動態，PK‒PD
　消化管からの吸収は不良であるため，通常，筋肉内投与あるいは点滴静脈内投与する。血漿
タンパク質との結合率は低く，腎・尿路系，胸水，腹水などの細胞外液への移行は優れるが，
肺，胆肝系，中枢神経系などへの組織移行性，細胞内移行性は不良である。体内で代謝されず
大部分が未変化体として糸球体濾過により腎臓から排泄されるため，腎機能に応じた用法・用
量調整が必要である。
　外用薬の経皮吸収性は，角質層が破壊されていない場合はほとんどない。熱傷創などの広範
囲の角質剥離がある場合は，経皮的に吸収され，この場合はクリーム剤のほうが軟膏剤より5～
10倍程度吸収率が高いと報告されている｡
　抗菌作用は殺菌的，濃度依存的であり，PAEを有する。最高血中濃度が高いほど臨床効果
が高く，PK‒PDパラメータはCpeak/MICである。副作用防止のために十分にトラフ濃度を下
げ，有効性を高めるためにピーク濃度を上げる必要があり，かつPAEを考慮した1日1回投与
が推奨される。また，投与期間中はTDMを行うことが推奨される。
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 主に使用される感染症（添付文書上の適応症と用法・用量はp.　480）
　急性単純性腎盂腎炎（重症の場合），複雑性腎盂腎炎（重症の場合），カテーテル関連尿路感
染症（重症の場合），グラム陽性球菌〔腸球菌（Enterococcus spp.）など〕による感染性心内
膜炎（併用薬として），グラム陽性球菌（Enterococcus spp. など）による敗血症（併用薬とし
て），グラム陰性菌（P. aeruginosaなど）による院内肺炎，発熱性好中球減少症の経験的治療，
表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，びらん・潰瘍の二次感染

 副作用

1．頻度が比較的高いもの
・腎機能障害（0.1～5％）：BUN・クレアチニン上昇，尿所見異常，乏尿など
・肝機能障害（0.1～5％未満）：AST（GOT）・ALT（GPT）・ALPの上昇など
・血液障害（0.1～5％未満）：好酸球増多
2．頻度は低いが重要なもの
・ショック（頻度不明）
・急性腎障害（0.1％未満）
・第8脳神経障害（眩暈，耳鳴，難聴など）（0.1％未満）

アミカシン（剤形：注射）2

 特　徴
　P. aeruginosaを含むグラム陰性桿菌に優れた活
性をもち，アミノグリコシド系薬のなかで最もスペ
クトルの広い薬剤である。ゲンタマイシン，トブラ
マイシン耐性菌に有効な場合がある。ゲンタマイシ
ン同様，重症敗血症や肺炎，複雑性腎盂腎炎，カ
テーテル関連尿路感染症，あるいは発熱性好中球減
少症への経験的治療に有効である。また，非結核性
抗酸菌Mycobacterium avium complex（MAC）感
染症やストレプトマイシン耐性結核菌（Mycobacte-
rium tuberculosis）に対し，他の抗結核薬との併用
で用いる場合もある。

 作用機序
　「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。
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5 アミノグリコシド系薬の使い方　2. アミカシン

アミカシン硫酸塩の構造式



 薬物動態，PK‒PD
　「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。

 主に使用される感染症（添付文書上の適応症と用法・用量はp.　480）
　急性単純性腎盂腎炎（重症の場合），複雑性腎盂腎炎（重症の場合），カテーテル関連尿路感
染症（重症の場合），グラム陰性菌（P. aeruginosaなど）による院内肺炎，発熱性好中球減少
症の経験的治療，MAC感染症，ストレプトマイシン耐性結核

 副作用

1．頻度が比較的高いもの
・肝機能障害（0.1～5％未満）：AST（GOT）上昇，ALT（GPT）上昇
・腎機能障害（頻度不明）：カリウムなどの電解質異常
・（筋注時）投与部位（0.1～5％未満）：注射部位の疼痛，硬結
2．頻度は低いが重要なもの
・ショック（0.1％未満）
・第8脳神経障害（0.1～5％未満）
・急性腎不全（頻度不明）

アルベカシン（剤形：注射）3

 特　徴
　アミノグリコシド系薬唯一の抗MRSA薬であ
り，その作用は殺菌的である。保険適応はMRSA
感染症のみだが，P. aeruginosaを含むグラム陰性
桿菌にも抗菌スペクトルを有するため，MRSAと
の混合感染時には特に有効である。

 作用機序
　「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。

 薬物動態，PK‒PD
　「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。
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アルベカシン硫酸塩の構造式



 主に使用される感染症（添付文書上の適応症と用法・用量はp.　480）
　MRSA感染症（肺炎，敗血症）

 副作用

1．頻度が比較的高いもの
・ 肝機能障害（0.1～5％未満）：AST（GOT），ALT（GPT），ALP，LDH，γ‒GTPの上昇など
・ 腎機能障害（0.1～5％未満）：BUN，クレアチニンの上昇など，タンパク尿，カリウムなど
電解質の異常
・過敏症（0.1～5％未満）：発疹など
・血液障害（0.1～5％未満）：貧血，白血球減少，血小板減少，好酸球増多など
・消化器障害（0.1～5％未満）：下痢など
2．頻度は低いが重要なもの
・ショック（0.1％未満）
・痙攣（0.1％未満）
・第8脳神経障害：眩暈，耳鳴，耳閉感（0.1％未満），難聴（0.1～5％未満）
・汎血球減少（0.1％未満）

トブラマイシン（剤形：注射，吸入，外用）4

 特　徴
　抗菌活性と薬物動態はゲンタマイシンと類似しており，P. 
aeruginosaを含むグラム陰性桿菌に抗菌スペクトルを有する。
囊胞性肺線維症に対し，吸入で用いられる1）。

 作用機序
　「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。

 薬物動態，PK‒PD
　噴霧吸入投与した場合，トブラマイシンはほとんど気道にと
どまる。単回吸入の場合，0.5時間後に喀痰中で最高濃度に達
するが，濃度についてはばらつきを認める。全身曝露は経肺吸
収に由来すると考えられるが，バイオアベイラビリティにはばらつきがみられる。体内に吸収
されたトブラマイシンは，血清タンパク質とはほとんど結合しない。主に糸球体濾過により未
変化体として尿中に排泄される。
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5 アミノグリコシド系薬の使い方　4. トブラマイシン

トブラマイシンの構造式



　注射薬については「ゲンタマイシン」の項を参照のこと。

 主に使用される感染症（添付文書上の適応症と用法・用量はp.　480）
　急性単純性腎盂腎炎（重症の場合），複雑性腎盂腎炎（重症の場合），カテーテル関連尿路感
染症（重症の場合），グラム陰性菌（耐性菌）による院内肺炎，発熱性好中球減少症の経験的
治療，囊胞性肺線維症（吸入薬）

 副作用

1．頻度が比較的高いもの
・過敏症（0.1～5％未満）：発疹，掻痒，紅斑，発熱など
・腎機能障害（0.1～5％未満）：BUN上昇，クレアチニン上昇
・肝機能障害，黄疸（0.1～5％未満）
・神経障害（5％以上または頻度不明）：耳痛，耳閉塞感，口唇・四肢などのしびれ感
・（筋注時）注射部位（0.1～5％未満）：注射局所の疼痛または硬結
2．頻度は低いが重要なもの
・ショック（0.1％未満）
・急性腎不全（0.1％未満）
・第8脳神経障害（0.1～5％未満）
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