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Q No.1465

Q No.1466

抗結核剤エタンブトール塩酸塩
（塩酸エタンブトール）内服薬

主な製品：エブトール
承認されている効能・効果：

適応菌種として本剤に感性の結核菌、適
応症として肺結核及びその他の結核症

薬理作用：抗結核抗菌作用
使 用 例：非結核性抗酸菌症
根　　拠：薬理作用が同等と推定される。非結核

性抗酸菌症に対して抗菌作用が認めら
れる。

適応外でエサンブトールに認められた非結核性抗
酸菌症とは？ ［2009年11月］

Answer

　平成21年９月16日に社会保険診療報酬支払基金
より適応外使用薬33事例追加が公表されました。
　その中の１事例。

非結核性抗酸菌症について
　非結核性抗酸菌は、結核菌以外の培養可能な抗
酸菌の総称で、水や土壌などの環境中に多く存
在します。これらの菌による感染症を非結核性
抗酸菌症と呼びます。非結核性抗酸菌の中で最も
頻度が高い菌種として、Mycobacterium avium 
complex（MAC）があります。わが国の非結核性
抗酸菌症の８割以上はMACです。MACも本来環
境中にある菌で、人には病原性が弱い菌です。し
かし、近年、問題になっているのは、中高年女性
に多い肺MAC症です。特に免疫不全や先行する呼
吸器疾患などないのに、血痰や膿性痰、咳などの
症状があり、胸部X線所見で慢性気管支炎や気管
支拡張症のような陰影がみとめられます。
　現在、非結核性抗酸菌症の治療は多剤併用が原
則です。なぜなら、単剤で十分な抗菌力をもつ薬
剤が無いことと、単剤投与では耐性が生じるか
らです。MACに有効な薬剤は数少なく、特に肺
MAC症は難治であるため、結核のように完治させ

ることが難しいとされています。肺MACには、ク
ラリスロマイシン、リファンピシン、エタンブトー
ルの３剤の併用が、国際的にも標準となっていま
す。主薬はクラリスロマイシンで、１日量800mg
が処方されます（平成20年８月に適応が追加され
ました）。リファンピシンは平成19年９月の適応外
使用の事例に挙げられており、リファンピシンの
類似薬リファブチンは適応があります。エタンブ
トールには視力障害発生頻度が高いので注意が必
要です。視力障害は主として視神経炎によるとさ
れており、初期症状として霧視、注視している対
象物が何となく見えにくい、黒ずんで見える、色
調が変わって見えることなどがあり、このような
兆候がみられた場合は直ちに投与中止などの措置
が必要です。
　肺MACは結核症とは異なり、人から人への感染
は報告されていないので、患者を隔離する必要は
ありません。
【参考文献】
・社会保険診療報酬支払基金ホームページ
・各添付文書 
・アボット感染症アワー

〈執筆協力会社〉シーエス薬品㈱岐阜支店

スギ花粉症治療の舌下免疫療法（舌下減感作療
法）とは　　　　　　　　　　　 [2010年4月]

Answer

　花粉症は、花粉を抗原とするⅠ型アレルギー性
疾患で、症状としては発作性反復性のくしゃみ、
水性鼻漏、鼻閉を三主徴とし、アレルギー性結膜
炎を高頻度に合併するものである。1）

　アレルギーに対する治療法は、患者とのコミュ
ニケーション、抗原の除去と回避、薬物療法、特
異的免疫療法（抗原特異的減感作療法）、手術療法
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抗原エキス

標準化アレルゲン治療エキス｢トリ
イ｣スギ花粉2,000JAU/mL及びその
希釈液を用いた。プラセボは用いず、
全て実薬とした。

投与方法

投与開始時の抗原エキスの濃度は
2JAU/mLとし、段階的に濃度を高
め、最終的な維持量を2,000JAU/mL
とした。投与は、抗原エキスを食パ
ンの小片（１cmから1.5cm角程度）の
上に滴下した上で、２分間舌下に保
持し、その後吐き出して行った。

投与期間
及び
投与量

投与期間は２年間とし2006年７月
より順次投与を開始した。投与スケ
ジュールは下表のとおりとした

１週目
（2JAU）

２週目
（20JAU）

３週目
（200JAU）

４週目
（2,000JAU）

５週目
（2,000JAU）

６週目以降
（2,000JAU）

2007年５月以降
（2,000JAU）

１日目 １滴 １滴 １滴 １滴 20滴 20滴

20滴/ ２週

２日目 ２滴 ２滴 ２滴 ２滴
３日目 ３滴 ３滴 ３滴 ４滴
４日目 ４滴 ４滴 ４滴 ８滴
５日目 ６滴 ６滴 ６滴 12滴 20滴
６日目 ８滴 ８滴 ８滴 18滴
７日目 10滴 10滴 10滴 20滴

表：投与スケジュール

に分けられる。スギ花粉症の治療は、抗ヒスタミ
ン剤や抗アレルギー剤等の薬剤で症状を抑える対
症療法が中心であり、根治療法には至っていない。
これに対し、現在、治癒または長期寛解を期待で
きる唯一の方法とされているのが特異的免疫療法
である。1），2）

　この特異的免疫療法は、1911年にNoonらが初め
て行って以来、約100年の歴史を持つ治療法で、欧
米では既に広く行われている。アレルギーを引き
起こす原因となっている抗原をごく少量から開始
し、少しずつ量を増やしていきながら定期的に投
与することにより、徐々にアレルギー反応の起き
ない体質に変えていく治療法である。現在、我が
国では皮下に注射する方法が保険適用となってお
り、その治療効果についてはスギ花粉で70％前後
の有効性が認められている。しかし、まれながら
蕁麻疹、顔面浮腫、ショックなどの全身性副作用
がみられ、また、実施できる専門医が限られてい
るうえ、２年以上にわたる通院が必要とされるこ
とから、普及が妨げられ、より簡便で安全性の高
い投与法が望まれていた。1），2），3）

　その中で、皮下注射に代わる投与法として舌下
免疫療法（舌下減感作療法）が注目されている。
この舌下免疫療法は、粘膜免疫組織の一つである
舌下より抗原を吸収させる投与法で、副作用や苦
痛が少なく、通院回数も減らせるなど皮下注射法
による特異的免疫療法のデメリットを克服できる
治療法と考えられている。我が国においてはまだ
保険適用はされておらず、早期に実用化されるこ
とを目指し、臨床研究が行われている。1），2），3），4）

　以下に、東京都福祉保健局が行った「スギ花粉症
の舌下減感作療法の臨床研究」について紹介する。

■東京都福祉保健局が行った ｢スギ花粉症の舌下
減感作療法の臨床研究｣ について２），５）

　東京都福祉保健局は、「舌下減感作療法」が早期
に実用化されることを目指し、2006年度から2008
年度までの３ヵ年にわたり実施した「スギ花粉症
の舌下減感作療法の臨床研究」の結果を取りまと
めた「スギ花粉症の舌下減感作療法の臨床研究報
告書」を2009年10月に公表した。なお、報告書は
東京都福祉保健局ホームページに掲載されている。
　この臨床研究において、最終的に症状が消失又
は軽減し効果が認められた症例は約70％であり、
副作用に関しては、アナフィラキシーのような重
篤なものは一例も無く、有効性及び安全性が確認
されている。また、舌下減感作療法の治療効果の
予測に活用が期待される血液中の特定の成分や遺
伝子を見い出すことができ、今後、予測手法が確
立すれば、効果が期待できる患者のみに投与を行
うといった治療に結びつく可能性があると報告さ
れている。
●舌下減感作療法の実施方法２）
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商品名 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
スギ花粉2,000JAU/mL

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
スギ花粉200JAU/mL

会社名 鳥居

成分・含量
（２mL中）

標準化スギ花粉エキス原液
10,000JAU/mLを0.4mL
〔力価：2,000JAU/mL〕

標準化スギ花粉エキス原液
10,000JAU/mLを0.04mL
〔力価：200JAU/mL〕

効能又は効果 スギ花粉症（減感作療法）

用法及び用量

減感作療法の実施に際し、皮膚反応が陽性の患者に皮内反応により過敏度（閾値）を求める。その閾
値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、
投与間隔並びに維持量は適宜に定める。
（１）閾値の求め方
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉を診断用アレルゲン皮内エキス対照液「ト
リイ」で20、２、0.2及び0.02JAU/mLに用時希釈し、さらに患者の症状に応じて低濃度に順次希釈す
る。最も低濃度の液から0.02mLずつ皮内に注射し、その反応を皮内反応判定基準に従って判定する。
陽性反応を呈した最低濃度（最大希釈度）をもってその患者のアレルゲンに対する閾値とする。
（２）初回投与濃度
患者のアレルゲンに対する閾値の濃度若しくは患者の症状の程度によってさらにこの濃度の1/10又
は1/100の濃度を初回投与濃度とする。
（３）投与法
通常、初回投与量として0.02～0.05mLを皮下に注射する。初回後の投与量は１週１～２回約50％ず
つ増量し、0.5mLに至れば10倍濃度の液0.05mLにかえて同様に増量しながら投与を続け次第に高濃
度の液に移り、維持量に達したら２週に１回の注射を数回行い、その後は１箇月に１回とする。
（４）増量及び投与回数
各投与毎に患者の状態を問診し、その結果に応じて次回投与量を増減する。
例えば前回の注射により、喘息発作、全身性蕁麻疹及び鼻症状・眼症状を主とした臨床症状の増悪
を起こし、また過大な局所反応を生じたときには増量を見合わせる。また増量期間中の投与間隔は
通常１週１～２回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずにこの濃度の1/10又は1/100の濃度
の液を投与する。
（５）維持量
患者の臨床症状が改善されたとき又は局所の注射部位の反応の大きさが２～３cm程度に達したと
き、その投与濃度及び量をもって維持量とするが、患者のその時々の症状に応じて維持量を適宜定
め、投与を継続する。

【参考文献】
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イエンス，２- ５、34-62，2008

２） スギ花粉症の舌下減感作療法の臨床研究報告
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編，東京都福祉保健局ホームページ（2010年４
月時点）http://www.fukushihoken.metro.tokyo. 
jp/kanho/kafun/torikumi/SLIT_houkoku.pdf

３） スギ花粉症に対する舌下嚥下免疫療法，盛川
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〈参考〉スギ花粉症に対する減感作療法（皮下投与）に用いられる医療用医薬品６） （2010年４月現在）

◆詳細については製品添付文書等で確認のこと。

５） 約７割の花粉症患者で有効性が確認されまし
た 花粉症患者が利用しやすい新たな治療法
（舌下減感作（ぜっかげんかんさ）療法）の研
究成果，東京都福祉保健局健康安全部環境保
健課，東京都ホームページ（2010年４月時点）
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/
2009/10/60jaq400.htm

６） 製品添付文書
〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 薬事情報部


