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◆�重篤な副反応には以下のような迅速な対応が必要となります。

アナフィラキ
シーショック

急速に悪化しうるため、迅速な判断と治療が必
要となる
通常、30分以内に起こることが多いので、この
間、接種施設で接種を受けた者の状況を観察す
る。又は被接種者が直ちに医師と連絡をとれる
ようにしておくことが望ましい
治療については、次頁参照

けいれん

数分であれば、襟元を楽にして静かに寝かせ、
けいれんの型、持続期間等を観察する
短時間でけいれんが止まらない場合は、以下の
処置を行い、直ちに専門医療機関へ搬送する
ジアゼパム坐薬　0.4～0.5mg/kg
人工呼吸と静脈路確保が可能な場所であれば、
ジアゼパム静脈注射　0.3mg/kg
（呼吸停止に注意）

心停止 気道確保、頭部後屈、人工呼吸、心臓マッサージ
アドレナリン皮下注射又は筋肉内注射

自律神経性
ショック

自律神経のバランスの乱れによるショック
頭部を低く、仰向けで安静、長引けば酸素吸入

じんましん

抗ヒスタミン剤投与。重症例ではヒドロコルチ
ゾンの静脈注射又は皮下注射※

※�ヒドロコルチゾン製剤では、現在、皮下注射
を適応とするものはない

嘔吐 体位を変え、誤嚥を防ぐ

これらの処置は、一般の救急治療に準じて行うので、救急医薬品、気道
確保に必要な器具一式、酸素吸入用具等の準備が必要であり、最低限の
物は接種施設に備えて置くことが必要です。

Question No.1574

ワクチン接種後の副反応(重篤なショックな
ど)とその対策について教えて下さい

Answer

◆�ワクチンによる主な副反応として次のような症状があります。

①不活化ワクチンによる場合

局所反応⇒
全身反応⇒

注射部位の発赤、硬結、疼痛等がみられる
アナフィラキシーショック（主な症状：かゆみ、
むくみ、呼吸困難、心停止、意識障害、悪心・
嘔吐等）、じんましん等のアレルギー反応、発
熱及びそれに伴う熱性けいれん、脳症等（いず
れも接種直後から24時間以内、おそくとも48
時間以内に発現）

②生ワクチンによる場合

不活化ワクチンと同様の局所反応、全身反応がみられる
（接種後24時間以内に発熱等が起こることは極めてまれ）弱
毒したウイルスによる感染症状がある

≪救急処置のための器具、医薬品例≫

１．血圧計（★）

２．静脈確保用品

３．輸液
４．アドレナリン（★）・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎
皮質ステロイド等の薬液

５．咽頭鏡

６．気管チューブ

７．蘇生バッグ（★）等

アナフィラキシーショックの発生時の診断及び治療上、必要なものとし
て★印のものを準備する

◆�通常みられる副反応には以下のような対応が一般的です。

局所発赤・腫脹、
硬結

一般に発赤・腫脹は３～４日で消失するが、
熱感、疼痛の強いときには局所の冷湿布を
行う。硬結は１ヵ月程度持続することが少
なくないが、自然に消失する

発熱

一般的処置として冷却、アセトアミノフェ
ン等の解熱剤を投与する
他の原因による発熱も考えられるので、観
察が必要

（頻度は少ないが、ときに上腕全体に及ぶ腫脹がみられることがある。
冷湿布、ステロイド剤、抗ヒスタミン剤の塗布などで対応する。たいて
いは、数日で消失する）

アナフィラキシーショックの治療

気道確保
舌根沈下防止
マウスツーマウスなど

気管支拡張剤の吸入
（喘息発作を併発して
いる場合）

気管内挿管

ICU管理

0.1％アドレナリン
0.01mL/kg�皮下注射又は筋肉内注射
15～20分後反復

血管確保
ヒドロコルチゾン（水溶性ハイドロ
コートン、ソル・コーテフ）静脈注射又
は皮下注射※

５～10mg/kg/回
抗ヒスタミン剤�静脈注射
（例：アタラックスP�1mg/kg�ゆっくり）

0.1％アドレナリン0.01mL/kg＋生食10mL
静脈注射

塩酸ドパミン　５～20㎍ /kg/分
アミノフィリン　0.5～1.0mg/kg/時
ヒドロコルチゾン　10～20mg/kg/日

［第１段階］

［第２段階］

※ヒドロコルチゾン製剤では、現在、皮下注射を適応とするものはない
［日本小児科連絡協議会予防接種専門委員会（平成６年）改変より］
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Question No.1575

マクロライド耐性マイコプラズマについて
教えて下さい。　　　　　　　（2012年12月）

Answer

肺炎マイコプラズマ（Mycoplasma�pneumoniae；
以下、マイコプラズマ）では、マクロライド系抗菌
薬を中心とした薬剤に耐性をもつマイコプラズマ
の出現が注目されています。野生株のマクロライ
ド耐性マイコプラズマ（以下、耐性菌）は2000年に
世界で初めて報告されて以降、日本で急速に増加
しています。北里大学北里生命科学研究所病原微
生物分子疫学研究室を中心に行われている調査の
結果によると、2002年では０％であった耐性率が
2006年には約30％に増加し、2011年では85％を超
えています（図）。頻度としては、主に小児科領域
のマイコプラズマ感染で高いのに対し、成人につ
いては散見される程度でまとまった報告はありま
せん。（図のデータは重症患者の検体を中心に解析
しているため、一般の医療機関における実際の耐
性率より高い数値になっていると考えられます。）

マクロライド耐性菌と感受性菌での症状の違い
についてですが、耐性菌に感染した症例では感受
性菌による症例よりも全体の発熱期間が長くなる

と言われています。発熱期間については、マクロ
ライド投与後の平均解熱日数が感受性菌感染では
２日であるのに対し、耐性菌感染では４日と、若
干の遷延化がみられます。しかしながら、明らか
な治療失敗例や、重症難治化した症例はなかった
と報告されています。
マイコプラズマ感染症の発症機構は、マイコプ
ラズマ細胞膜由来のリポタンパクによりサイトカ
インが誘導され、宿主の免疫応答が有害に作用し
た結果の免疫発症であるため、菌による直接障害
ではありません。よって、基本的には免疫応答が
収束する２～３週間以内に自然治癒します。すな
わち、菌自体の耐性化が必ずしも重症化に直結す
るものではありません。

（参考文献）
１）最新医学�64（3）101-108�’09
２）日本医事新報（4432）79-80�’09
３）化学療法の領域�26（1）29-34�’10
４）化学療法の領域�26（1）35-40�’10
５）診療と新薬�48（6）19-25�’11
６）日経メディカル�41（1）26-27�’12
７）治療�94（1）84-90�’12
８）薬局�63（7）128-132�’12
９）日本医事新報（4599）55-56�’12
10）�「重症型のレンサ球菌・肺炎球菌感染症に対す
るサーベイランスの構造と病因解析、その診
断・治療に関する研究」

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 医療情報室

図　マクロライド耐性マイコプラズマ分離率の経年的推移
（文献10）より引用改変）

Question No.1576

ヒトメタニューモウイルスを検出するキッ
トはありますか。　　　　　　（2013年4月）

Answer

ヒトメタニューモウイルス（human�metapneumo-�
virus；以下、hMPV）は、2001年にオランダの研
究グループにより呼吸器感染症の原因ウイルスと
して新たに同定されたウイルスである。以前から
ヒトの間で流行してきたが、ウイルスの分離が困
難であったため、発見されず見過ごされてきた。�
ウイルス性呼吸器感染症の中で小児の５～10％、
成人の２～４％は、hMPVが原因と考えられてい
る。１），２），３），４），５）

臨床症状はRSウイルス感染症に類似しており、
上気道炎、気管支炎および肺炎等の下気道炎を引
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【参考資料】
１）�特集�難敵ウイルスを知る 感染拡大防止に備

■主なヒトメタニューモウイルスキット７）［体外診断用医薬品］
（2013年４月現在）

商品名 チェックhMPV［保険未収載］
会社名 Meiji�Seika

使用目的
鼻咽頭拭い液中のヒトメタニューモウ
イルス抗原の検出（ヒトメタニューモウ
イルス感染の診断の補助）

検体 鼻咽頭拭い液
測定原理 イムノクロマト法
判定 赤～赤紫色のライン
反応時間 ５～15分

キットの構成
反応プレート、抽出液、検体採取用スワ
ブ、検体抽出用チューブ、試料溶液滴下
用フィルターノズル、チューブ立て

有効期間 製造後14ヵ月
貯法 １～30℃
包装／

希望小売価格（税別） 10テスト用／20,000円

◆詳細については製品添付文書等で確認のこと。

き起こす。特に小児においては喘鳴を来たす患者
が多く存在することが特徴的である。治療法は、
hMPV感染に対して有効な抗ウイルス薬はなく、
対症療法が中心となる。１），３），４）

hMPVの検出は、他のウイルスと比較して分離
が難しいこともあり、遺伝子を検出する方法が広
く用いられていたが、簡便かつ迅速にhMPV感染
症を診断できるキットが発売されている。以下に、
hMPV抗原を検出する検査キットを紹介する。４），６）�

えて�ウイルス感染症の治療�新興・再興感染症
狂犬病ウイルス、ヒトメタニューモウイル

ス、SARSコロナウイルス，柳澤如樹，月刊薬
事，49・11，55-60，2007

２）�第37回日本小児感染症学会シンポジウム２�ヒ
ト･メタニューモウイルス感染症 病態解明と
その制御に向けて ，菊田英明，小児感染免疫，
18・２，167-171，2006

３）�特集/かぜ・インフルエンザからSARSまで�あ
たらしいかぜウイルス ヒトメタニューモウイ
ルス ，鈴木陽他，臨牀と研究，81・12，�81-85，
2004

４）�ヒトメタニューモウイルス（平成20年７月），水
田克巳他，国立感染症研究所（2013年４月時点）
http://www0.nih.go.jp/niid/reference/hMPV-
manual.pdf

５）�総説�３.ヒト・メタニューモウイルス，菊田英
明，ウイルス，56・２，173-182，2006

６）�最近の話題�微生物�ヒトメタニューモウイ
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18，2005

７）�製品添付文書、メーカー案内文書
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