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Question No.1586

疥癬流行時の対応と予防対策について
（2011年6月 調剤薬局）

Answer

疥癬の病型には通常疥癬と角化型疥癬がありま
す。寄生するダニの種類はどちらも同じヒゼンダ
ニですが、寄生数に違いがあります。通常疥癬で
は重症の場合でも１人の患者さんに1000匹程度で
すが、角化型疥癬では100万～200万匹のヒゼンダ
ニが寄生します。宿主が健康体であれば通常疥癬
になりますが、免疫力が低下している場合（全身状
態の低下、ステロイド外用剤の誤用、高齢者など）
は角化型疥癬になります。発症頻度は通常疥癬が
大多数で角化型疥癬は稀です。
通常疥癬は約１～２カ月（高齢者では数カ月の
こともある）の潜伏期間をおいて発症します。頭部
以外の全身に発症し極めて強い痒みを伴い、丘疹、
結節、疥癬トンネルなどの皮膚症状が現れます。
丘疹のような症状は疥癬以外の皮膚疾患でもみら
れることがあり、診断の決め手にはなりません。
結節は約７％の患者さんにみられます。疥癬トン
ネルは手関節、手掌、指間、指側面などに好発す
る線状の皮疹で疥癬特有の症状です。長時間の肌
と肌の直接接触や雑魚寝をすることで感染します。
また、疥癬患者さんが使用した寝具を替えずにす
ぐに他の人が使用することで感染することも稀に
あります。
角化型疥癬は全身または体の一部に黄白色の角
質増殖が生じ、かゆみを感じる場合と感じない場
合があります。潜伏期間は４～５日で短時間の接
触や、衣類や寝具などを介した間接的な接触でも
感染することがあります。また、角化型疥癬患者
から剥がれた角質には多数のダニが含まれており、
感染源になりうるので注意が必要です。角化型疥
癬の中には、症状が爪のみに限局された爪疥癬も
あります。爪白癬と似た症状を呈し、診断が難し
いため、治療が遅れることが多く、集団発生の原

因となることがあるので注意が必要です。
現在、疥癬に保険適用となっている薬剤はイベ
ルメクチン（ストロメクトール）とイオウ外用剤の
みです。保険適用外ではクロタミトン（オイラッ
クス軟膏）、院内製剤では安息香酸ベンジル、γ
-BHCが用いられます。ただし、γ-BHCは2010年
４月１日より化審法により使用が制限されていま
す。（詳しくは経済産業省ホームページ参照）イオ
ウ成分を含む入浴剤である「六一〇ハップ」は疥癬
治療に使用されていましたが、六一〇ハップを用
いた自殺事件が多発した影響により、2008年10月
に製造中止になりました。現在、同様の使い方を
する入浴剤は市販されていません。外用剤の塗り
方は通常疥癬と角化型疥癬により異なります。通
常疥癬では、首から下の全身に薬剤を塗り、症状
の無い部位にも隙間なく塗ります。乳幼児や高齢
者の場合は顔や頭にも塗ります。一方、角化型疥
癬は顔や頭を含めた全身に塗る必要があります。
角化の強い部位にはサリチル酸ワセリンや亜鉛華
軟膏といった融解作用のある薬剤を塗り、手袋や
ビニール袋などで覆って薬剤を浸透させることが
有効です。また、角質が厚く付着している部位で
は、お湯をはった浴槽内でブラシやナイロンタワ
シを使って角質を除去することで、外用剤の治療
効果が高まります。
通常疥癬と角化型疥癬では感染力の違いから次
の表のように対応が異なります。
家族に疥癬患者が確認された場合には、他の家
族に感染していないか医師の診断を受けることが
必要です。医療関係者、施設職員は、入院・入所
時に患者さんの全身状態を確認し、感染が疑われ
る場合は皮膚科医・専門医の診察を受けさせなけ
ればなりません。新しい入院患者や入所者が感染
していても潜伏期間のために無症状のことがある
ので、しばらくは注意深く観察を行う必要があり
ます。施設内で疥癬患者が確認された場合は職員
への周知、啓発を行い、他の人に感染していない
か確認し、感染の範囲を特定します。角化型感染
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対応 通常疥癬 角化型疥癬

隔 離
個室への隔離
（隔離に当たっては患者の同意を
とり、人権に配慮する）

不要（徘徊患者や認知症患者で
は若干注意が必要）

・個室に隔離の上、治療を開始する
・患者はベッド、寝具ごと移動する
・隔離期間は治療開始後1～2週間とする
・隔離開始時と終了時にピレスロイド系殺虫剤を散布する

身 体 介 護

手洗いの遂行
（全ての感染症予防の基本） 必要 必要

予防衣・手袋の着用 不要
・必要（隔離期間中のみ）
・�使用後の予防衣、手袋は落屑が飛び散らないようにポリ袋へ
入れる

リネン類の�
管 理

シーツ、寝具、衣類の交換 通常の方法 毎日交換

洗濯物の運搬時の注意（ビニール
袋か蓋つきの容器に入れて運ぶ） 必要 落屑が飛び散らないようにビニール袋に入れ、ピレスロイド

系殺虫剤を噴霧し、24時間密閉する

洗濯 通常の方法 50℃、10分間熱処理後洗濯するか、洗濯後に乾燥機を使用する

居 室 ・�
環 境 整 備

患者がいた居室の殺虫剤散布 不要

・�居室は2週間閉鎖するか、ピレスロイド系殺虫剤を1回だけ散
布する
・�角化型疥癬の患者と同室であった方のベッドなどは角化型疥
癬患者と同様に扱う

掃除 通常の方法 落屑を残さないように電気掃除機で清掃する

布団の消毒 不要 治療終了後に1回だけ熱乾燥、またはピレスロイド系殺虫剤散
布後に電気掃除機をかける

車椅子、ストレッチャーは患者
専用とする 不要 隔離解除時に電気掃除機をかけるか、ピレスロイド系殺虫剤

を散布

患者の立ち回った場所への殺虫
剤散布 不要 1回だけ必要

入 浴
・�肌と肌との接触を避ける
・�タオルなど肌に直接触れるも
のの共用を避ける

・入浴は最後とし、入浴後は浴槽や浴室の床や壁を洗い流す
・脱衣所に電気掃除機をかける

予防的治療 雑魚寝状態であれば同室者、家
族には予防的治療を検討する

必要（同室者は症状の有無を問わず予防的治療を検討する。職
員は患者との接触の頻度、密度を配慮して予防的治療を検討
する）

の場合は見舞客にまで感染が広がることもあるた
め、施設外の人も調査対象になることがあります。
感染が広範囲に及んだ場合、潜伏期にある無症状
の人が後から発症し、先に治療を受けた患者に再
感染させることがあります。疥癬の蔓延を予防す
るためには、確定診断が付いていない人にも、イ
ンフォームドコンセントを取得して薬剤の予防投
与をすることが望まれます。各施設の実情にあわ
せて疥癬対策マニュアルを整備し、常日頃から疥
癬について教育を行い、集団発生時のパニックを
防ぐ必要があります。また、疥癬は確定診断が難
しい疾患であるため、月１回は皮膚科医・専門医
が診察し、早期診断・早期治療につとめることが、
大規模な集団発生を防ぐことにつながります。

【参考資料】
・�疥癬診療ガイドライン（第2版）、疥癬診療ガイ
ドライン策定委員会、2007
・�マルホ株式会社ホームページ（「疥癬対策マニュ
アル」、「疥癬感染予防対策」、「病院・施設で疥
癬が発生したら…」）

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱福島営業所

Question No.1587

セアカゴケグモの対処法について
（2012年11月 問合せ）

Answer

ゴケグモ類は、従来、日本には存在しないと思
われてきたが、1995年に大阪府でセアカゴケグモ
が、横浜市でハイイロゴケグモが発見され、広く
分布している可能性が指摘された。１）

現在、セアカゴケグモとハイイロゴケグモは湾
岸地域またはそれに隣接する地域で多く発見され
ており、コンテナ等に付着して侵入してきた可能
性がある。国内では貨物やコンテナ、建築資材、
自動車等に営巣したものが人為によって運ばれた
結果、生息域が広範囲に拡大されたものと考えら
れており、2012年10月時点で、24都道府県でセア
カゴケグモおよびハイイロゴケグモが確認されて
いる。２）

また、セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモは外
来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されてい
る。特定外来生物とは、外来生物（海外起源の外来
種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産
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和 名：セアカゴケグモ
科 名：ヒメグモ科（Theridiidae）
学 名：Latrodectus�hasseltii
英 語 名：Red�back�spider
原 産 地：オーストラリア
定着実績：大阪府、三重県、兵庫県、和歌山県、

奈良県
特 徴：成熟した雌の体長は、約0.7～１cm。

全体が光沢のある黒色で、腹部の背
面に目立った赤色の縦条がある。

和 名：ハイイロゴケグモ
科 名：ヒメグモ科（Theridiidae）
学 名：Latrodectus�geometricus
英 語 名：Brown�widow�spider
原 産 地：亜熱帯地方
定着実績：東京都、神奈川県、大阪府、沖縄県

など
特 徴：成熟した雌の体長は、約0.7～１cm。

色彩はさまざまで、腹部背面が真黒
のもの、茶色や灰色を基調として斑
紋を有するものなど変異が多い。

セアカゴケグモの抗毒素血清の備蓄機関
国立感染症研究所（東京）	 TEL：03-5285-1111
（独）三重県立総合医療センター

TEL：059-345-2321
（独）大阪府立急性期・総合医療センター

TEL：06-6692-1201
沖縄県立中部病院	 TEL：098-973-4111

業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある
ものの中から指定される。特定外来生物は、生き
ているものに限られ、個体だけではなく、卵、種
子、器官なども含まれる。２）

ゴケグモ類は、非特異的に神経伝達物質の遊離
を引き起こす神経毒を保有し、咬傷により全身症
状をきたすおそれがあるが、攻撃性は少ない。ま
た、毒を有するのは雌のみであり、雄は無害であ
る。１）

症状：刺咬により、局所の疼痛、熱感、痒感、紅
斑、硬結をきたし、区域リンパ節が腫張す
る。通常は、数時間から数日で症状は軽減
するが、時に脱力、頭痛、筋肉痛、不眠な
どの全身症状が数週間継続することがある。
重症例では、進行性の筋肉麻痺が生じる。２）

処置（家庭）：咬まれたところを温水や石けん水
で洗い、できるだけ早く医療機関を受診す
る。３）咬まれた局所を包帯等で強く圧迫す
るのは、痛みを増強させるので勧められな
い。氷嚢などで局所を冷却すると少しは痛
みが緩和する。２）24時間以上経過している
場合は温湿布のほうが除痛効果がある。１）

処置（医療機関）：それぞれの症状に応じて対症療
法を行っても、効果のないことが多い。す
べての症状に対して最も有効なのは、抗毒

素による治療である。局所症状だけに止ま
れば抗毒素は必要ないが、セアカゴケグモ
に咬まれたことが明らかで全身症状が現れ
てくれば、できるだけ早く抗毒素を注射す
る。最初は診断がつかなくて、症状が出て
から時間が経った場合でも抗毒素を使うべ
きで、咬まれてから１週間経過しても抗毒
素は有効である。筋肉内注射で投与し、通
常１時間以内（しばしば20分以内）に著明
な効果が現れる。セアカゴケグモ抗毒素を
１アンプル注射すれば大部分の患者が回復
するが、それでも効果が現れない場合には
アンプルを追加する。５アンプル以上を注
射することもある。小児にも成人と同じ量
を使う。４）

セアカゴケグモに対する抗毒素血清は、オース
トラリア連邦血清研究所（CSL）で製造されてお
り、１アンプル約１mLに500単位の抗毒素を含む
注射液である。この抗毒素は馬血清で抗毒素は馬
血清から作られているが、アナフィラキシーを起
こすことはほとんどない。それは、この抗毒素が
高度に精製されており、筋肉内に注射するためで
ある。しかし、アナフィラキシーの危険は常につ
きまとうので、抗毒素の注射をする前に、これに
対する準備を整えておくことが必要である。アド
レナリンをすぐに注射できるように準備して、さ
らに蘇生装置を用意しておく。４）５）

この抗毒素については国内で医薬品として承認
されていないため、輸入して使用しているが、入
手の手段は医師による海外からの個人輸入に限ら
れている。このため、備蓄していない県がほとん
どという現状である。

自治体によっては独自に配備している所もあ
り、福岡市では、市民病院（TEL：092-632-1111）
と、市立こども病院・感染症センター（TEL：
092-713-3111）の２病院に配備している。３）

福岡市では2012年、東区を中心にセアカゴケグ
モを99件確認。９月には80代の女性がかまれ病院



Vol.37 No.9  (2013) 57 (585)

に運ばれたほか、10月に入って中央区や早良区で
も見つかっていることを受け、セアカゴケグモの
生態調査を年内に始めると発表、調査結果を基に
効果的な駆除方法を探る。また、国に対して血清
配備や使用時の規制緩和を要望している。

【参考資料】
１）�公益財団法人�日本中毒情報センター�ホーム

ページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/
life/71/71836_15365498_misc.pdf

２）�環境省�自然環境局�外来生物対策室�ホーム
ページ

http://www.env.go.jp/nature/intro/
３）福岡市東区�ホームページ
http://www.city.fukuoka.lg.jp/higashiku/
seikatsukankyo/annai-oshirase/s10001.html

４）国立感染症研究所感染症情報センター
参考：セアカゴケグモに咬まれた場合の症状
と対応，LASR　Vol.18,No.9：1997年９月号
http://idsc.nih.go.jp/iasr/18/211/dj2112a.html

５）大阪府�ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/shijonawatehoken/
kankyo/seakakumokeihatu.html

〈執筆協力会社〉成和産業㈱ CS推進部


