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2020 年 6 月 30 日 

スタンダード薬学シリーズⅡ 

第 6巻  医療薬学 Ⅳ．薬理・病態・薬物治療（4）  

 第 1版  第 1刷  補遺・正誤           

1． 補 遺： 2019 年 6 月現在，各種ガイドラインの改定・第十七改正日本薬局方第二追補に伴う変更  

（各学会のガイドライン改定など，常に最新の情報に注意してください）  

SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.21 §1・9  その他の抗菌薬 

1）リネゾリド 

抗 MRSA 薬として薬物相互作

用を起こしにくいオキサゾリ

ジノン系薬，テジゾリドが開

発・承認された． 

項目の差し替え． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）オキサゾリジノン系薬 

オキサゾリジノン系薬は，オキサゾリジノン骨格をもつ合成抗菌薬であり，リ

ネゾリドとテジゾリドが含まれる． 

オキサゾリジノン系薬は，細菌の翻訳開始過程におけるリボソーム 50Sサブユ

ニットに結合し，70S 開始複合体の形成を阻害することで細菌のタンパク質合成

を阻害する．グラム陽性菌に抗菌力をもち，おもに抗 MRSA薬として使用される．

組織移行性に優れており，経口薬や注射薬で用いられている．バンコマイシンと

は異なり，通常，腎機能障害患者での投与量調節の必要はない．リネゾリドは，

相互作用としてモノアミンオキシダーゼを阻害するため，セロトニンアゴニスト

やアドレナリンアゴニスト，チーズなどのチラミン含有食品の同時摂取により，

血圧上昇，動悸などを起こすことがある．新たに開発されたテジゾリドリン酸エ

ステルはプロドラッグであり，生体内で脱リン酸を受け，テジゾリドに変換され

て活性を示す．テジゾリドは，モノアミンオキシダーゼ阻害活性が低いため薬物

相互作用を起こしにくい． 

リネゾリドが開発された当初は，バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）のみが適応

菌種であったが，2006年より MRSAも追加されている．MRSAによる肺炎や関節炎，

皮膚軟部組織感染症に有効である．また，テジゾリドは抗 MRSA 薬として承認さ

れ，2019年においては皮膚軟部組織感染症に適用されている． 

 

  

 

SBO2 p.27  上から 5～8 行目 

百日咳菌の感染防御抗原作製

の変更． 

百日咳菌＊1の感染防御抗原は，百日咳

菌Ⅰ相菌（東浜株）の培養液を硫安分

画法，ショ糖密度勾配遠心分画法など

の物理化学的方法で感染防御抗原画分

を抽出，分離，精製したのち，残存す

る毒性をホルマリンで減毒した防御抗

原を含む液として用いている． 

百日咳菌＊1の感染防御抗原は，百日咳菌

Ⅰ相菌を加温法，チメロサール添加法，

その他の適当な方法によって不活化お

よび減菌した菌浮遊液を原液として用

いる． 

 p.28  §2・1・7  生物学的製剤

の今後  上から 3 行目 

欄外の追加． 

有害反応に対しては常に気を配る必要

がある*． 

 

*パピローマウイルスワクチンは副作用

が強く，積極的な投与が行いにくい状況

にある． 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO3 p.35  上から 2 行目 

医薬品の追加． 

オキサゾリジノン系薬のリネゾリド， オキサゾリジノン系薬のリネゾリドま

たはテジゾリド， 

SBO4 p.39  表 4・2 

ガイドラインの改定． 

 

p.39  図 4・2 

ガイドラインの改定． 

グラフの削除． 

  

 

 p.41  図 4・3 

ガイドラインの改定． 

グラフの削除． 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO4 p.41 表 4・3 

ガイドラインの改定による変

更． 

 

 

 

p.42  表 4・5    

結核医療の基準（2018 年 4 月

18 日一部改定） により抗結核

薬の追加． 

13．べダキリン（追加） 

   ［抗結核菌薬の選定におけるおもな留意事項の抜粋］ 

4) デラマニドおよびベダキリンは患者の結核菌がイソニアジドおよびリファ

ンピシンに対して耐性をもつ場合に限って使用する．デラマニドまたはベダキ

リン以外の 3 剤以上と併用して，これを使用することを原則とする． 

SBO16 p.92 

§16・2・1  抗インフルエンザ

薬 

抗インフルエンザウイルス薬

としてバロキサビル マルボキ

シルが開発された． 

項目の追加． 

d. バロキサビル マルボキシル（キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬） 

 インフルエンザウイルス感染細胞内でウイルス mRNAがつくられるとき，キャ

ップ依存性エンドヌクレアーゼ活性をもつウイルス RNAポリメラーゼが，宿主

細胞の mRNAからキャップを含むオリゴヌクレオチドを切取って，ウイルス mRNA

の 5’末端につけることにより成熟 mRNAをつくる．このキャップ依存性エンド

ヌクレアーゼ活性を選択的に阻害することにより，ウイルス成熟 mRNAの合成を

阻害し，ウイルス増殖を抑制する．インフルエンザウイルス A 型・B 型のいず

れにも有効である．成人および 12 歳以上の小児に 1 回投与するだけで治療が完

了する．ワルファリンとは併用に注意を要する．また，血便，鼻出血，血尿な

どの出血が現れることがあるので注意を要する．小児には，適切に経口投与で

きると判断された場合のみに投与する． 

 

SBO17 

 

p.98 

§17・4・1  B 型慢性肝炎 

B 型肝炎治療ガイドライン（第

3.1 版，2019 年）の改定による

薬物治療の変更と医薬品構造

式の追加． 

 

 

 

 

 

 

 

【薬物治療】 HBV‒DNA が 3.3 logIU/mL，かつ ALT が 31 U/L 以上が治療適

応である．ペグインターフェロン＊または核酸アナログで治療を行う．ペグイン

ターフェロンはウイルスの増殖を抑え，HBV 感染細胞を排除する免疫賦活作用

がある．また核酸アナログはHBV の逆転写酵素を阻害することで増殖を抑制し，

患者の背景因子に関わらず高率に肝機能は正常化し HBV‒DNA は陰性化する．

ペグインターフェロンと核酸アナログは特性が異なるため，患者の病態を総合的

に判断し治療する必要がある．B 型肝炎治療ガイドライン（第 3.1 版，2019 年）

において，初回治療は，HBe 抗原陽性，陰性例ともペグインターフェロン 24～

48 週間投与を検討する．治療効果は HBe 抗原陽性例で 20～30 ％，HBe 抗原

陰性例では 20～40％と高くはないが，治療反応例では長期経過後，HBs 抗原が

高率に陰性化するとされている．しかし，線維化進行例，肝硬変例，ペグインタ

ーフェロン効果不良例，高齢や副作用などによるペグインターフェロン投与不適 

応例には核酸アナログ製剤（ラミブジン，アデホビル，エンテカビル，テノホビ

ル）による治療を行う． 

                                                            （つづく） 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.98 

§17・4・1  B 型慢性肝炎 

B 型肝炎治療ガイドライン（第

3.1 版，2019 年）の改定による

薬物治療の変更と医薬品構造

式の追加（つづき） 

 

ラミブジンは長期投与で耐性ウイルスが出現すること，アデホビルは抗ウイル

ス効果が中等度であり，長期投与で耐性株が出現する可能性があるため第一選択

薬とはならない．エンテカビルはウイルス増殖抑制作用が強力で，耐性ウイルス

の出現率は 5 年で 2～3％と低く核酸アナログ治療の第一選択薬となる．テノホ

ビルにはテノホビル ジソプロキシルフマル酸塩（TDF）とそのプロドラックで

あるテノホビル アラフェナミドフマル酸塩（TAF）があり，両方ともウイルス増

殖抑制作用は強く，耐性ウイルスの出現率は低いためエンテカビルと同様に B 型

肝炎の第一選択治療薬となる．テノホビルの副作用としては，腎機能障害，低リ

ン血症，骨密度の低下などがあるが，TAF の方が TDF より副作用が少ない．ま

た，TDF は胎児への安全性が他の核酸アナログよりも比較的高い．エンテカビ

ル耐性ウイルスを認めた場合，エンテカビルを中止してテノホビル単剤とする

か，エンテカビルとテノホビルの 2 剤併用に変更する．核酸アナログ製剤投与群

と非投与群での発がん率を比較すると，投与群では有意に発がん率は低下する． 

  

p.100 

§17・4・3  C型慢性肝炎 

C 型肝炎治療ガイドライン（第

7 版，2019 年）の改定による薬

物治療の変更． 

医薬品構造式の追加（次頁） 

 

【薬物治療】C 型慢性肝炎の治療はインターフェロン治療が中心であったが，最

近はインターフェロンを使用せずに直接作用型抗ウイルス薬（DAA）のみでの治

療が主流となっている． 

 C 型肝炎治療ガイドライン（第 7 版，2019 年）では遺伝子型が 1 型の C 型

慢性肝炎，代償性肝硬変の治療は，① ソホスブビルとレジパスビルの合剤，② 

エルバスビルとグラゾプレビルの併用，③ グレカプレビルとピブレンタスビル

の合剤のいずれかで行う．また遺伝子型が 2 型の C 型慢性肝炎，代償性肝硬変

の治療は，④ ソホスブビルとリバビリンの併用，①合剤または③合剤のいずれか

で行う．③の合剤は慢性肝炎では 8 週間投与，代償性肝硬変では 12 週間投与，

それ以外の治療薬は慢性肝炎も代償性肝硬変も 12 週間投与である．すべての遺

伝子型における非代償性肝硬変で Child‒Pugh 分類 B の場合の治療は，⑤ソホ

スブビルとベルパタスビルの合剤 12 週間投与を行う．Child‒Pugh 分類 C で

も，⑤合剤の 12 週間治療を行うが，使用する場合は，肝臓専門医の治療決定と 

慎重な経過観察が望ましい．C 型慢性肝炎と代償性肝硬変での再治療において，

遺伝子型が 1 型でプロテアーゼ阻害剤とNS5A 阻害剤やNS5A 阻害剤とNS5B 

阻害剤の不成功例，または 2 型で NS5B 阻害剤とリバビリンの不成功例は③合

剤の 12 週間投与か⑤合剤とリバビリンを併用し 24 週間投与を行う．また，治

療前に NS3/4A および，NS5A 領域の薬剤耐性変異，特に P32 欠損の有無を測

定したうえで，肝臓専門医による慎重な治療選択が望ましい．遺伝子型 1 型でプ

ロテアーゼ阻害剤（シメプレビル，バニプレビル，テラプレビル），ペグインタ

ーフェロン，リバビリンでの前治療不成功例は①合剤または③合剤の 12 週間治

療を行う．2 型でプロテアーゼ阻害剤（テラプレビル），ペグインターフェロン，

リバビリンでの前治療不成功例は①合剤，③合剤，ソホスブビルとリバビリンの 

併用のいずれか 12 週間治療を行う．ソホスブビルは腎代謝されるため，透析や

重度の腎機能の患者（eGFR＜30 mL/分/1.73 m2）には使用できない． 



5 

 

SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO17 p.100 

§17・4・3  C型慢性肝炎  医薬品構造式 

 

        

   

（つづく） 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO17 

 

      

 

 

 

 

 

        

 

 

 

p.100  §17・4・3  C型慢性肝炎  医薬品構造式  （つづき） 

 

 

 

§17・5・2  肝性脳症 

p.103  上から 3 行目 

医薬品の追加． 

 

リファキシミン，カナマイシンなど非吸収性抗菌薬は腸内細菌を減少させ腸内の

アンモニア発生・吸収を抑制することでエンドトキシン血症の予防となる． 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO17 §17・6  肝細胞癌 

p.103 

肺癌診療ガイドライン 2019年

版改定による治療の変更と医

薬品構造式の追加． 

 

【治 療】 外科的切除術，経皮的局所療法（ラジオ波焼灼術，エタノール注入療

法，マイクロ波凝固療法），肝動脈塞栓療法，全身化学療法，放射線療法，動注

化学療法がある．全身化学療法で使用されるのは分子標的薬であり，一次治療薬

はソラフェニブとレンバチニブである．肝機能は良好で，脈管浸潤，遠隔転移を

認めたり，外科的切除，経皮的局所治療の適応がなく，肝動脈塞栓療法の効果が

ない肝細胞癌が使用対象となる．ソラフェニブは細胞の増殖，生存に関わる増殖

因子受容体に MAP キナーゼカスケードの制限因子の RAF タンパク質を阻害す

る．また血管内皮増殖因子受容体（VEGFR）や血小板由来増殖因子受容体

（PDGFR）など血管新生に関与する受容体チロシンキナーゼも阻害する．つま

り，腫瘍細胞の増殖や，周囲の血管新生を抑制することで抗腫瘍効果を示し予後

延長効果があるとされている．副作用は手足皮膚症候群，高血圧，下痢，発疹，

食欲減退，肝障害である．レンバチニブも VEGFR，線維芽細胞増殖因子（FGFR）

などを特異的に阻害するマルチキナーゼ阻害薬で，腫瘍血管新生や腫瘍悪性化を

阻害する．特に FGFR の阻害性が高く肝細胞癌の悪性化，進行に対して有用と

されている．頻度の高い副作用は，高血圧，手足皮膚症候群，腎障害，尿蛋白，

肝障害である．二次治療薬はレゴラフェニブとラムシルマブで，レゴラフェニブ

はソラフェニブにフッ素を結合しただけの薬剤で，その毒性は似ており，ソラフ

ェニブ治療で副作用による投与中止がなく，治療効果がなくなった肝細胞癌に原

則使用される．ラムシルマブは VEGFR‒2 に対する抗体で，内皮細胞の増殖，生

存を阻止し腫瘍血管新生を阻害することで，抗腫瘍効果を発揮する．一次治療薬

の効果がなくなり，血清 AFP（α-フェトプロテイン，肝癌の腫瘍マーカー）値が

400 ng/mL 以上の増悪した肝細胞癌に使用できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBO18  p.106  表 18・2 

ガイドラインの改定による抗

HIV 薬の組合わせの変更． 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO18 p.106  欄外 

抗 HIV 治療ガイドラインを作成

しているおもな機関 

機関名の変更． 

●厚生労働省科学研究費補助金エイズ

対策究事業 HIV 感染症及びその合併

症の課題を克服する研究班 

●厚生労働行政推進調査事業費補助金

エイズ対策政策研究事業 HIV 感染症

及びその合併症の課題を克服する研究

班 

 

 

p.108  上から 2～6 行目 

臨床応用の減少． 

初回治療では治療効果，安全性の点

や配合剤の有無から，テノホビルとエ

ムトリシタビン，またはアバカビルと

ラミブジンの組合わせが推奨されて

いる．唯一のヌクレオチド類似体であ

るテノホビルは，経口吸収改善のため

のプロドラッグが 2 種類実用化されて

いる．テノホビル ジソプロキシルは

先に実用化され広く使用されており，

吸収後速やかに加水分解されてテノホ

ビルとなる． 

先に実用化されたテノホビル ジソプ

ロキシルは，吸収後速やかに加水分解さ

れてテノホビルとなる． 

 

p.108  下から 8 行目 

医薬品の変更． 

テノホビル ジソプロキシル，エムトリ

シタビンとの配合剤も入手可能であ

る． 

テノホビル アラフェナミド（またはジ

ソプロキシル），エムトリシタビンとの

配合剤も入手可能である． 

 

p.109  上から 1 行目 

医薬品の変更． 

欄外の追加． 

初回治療のキードラッグとして，ダル

ナビルがリトナビル との併用で推奨

されている．抗ウイルス活性に優れて

おり耐性が生じにくい．240 kcal 以上

の食事の食中または食直後に服用す

る．  

初回治療のキードラッグとして，ダルナ

ビルが CYP3A4 阻害剤であるリトナビ

ルまたはコビシスタット＊ との併用で

推奨されている．抗ウイルス活性に優れ

ており耐性が生じにくい．240 kcal 以上

の食事の食中または食直後に服用する．  

＊コビシスタットは抗 HIV 活性を示さ

ず，抗 HIV 薬の曝露量を増加させるた

めの代謝酵素阻害薬として使用される． 

 

 p.109   

d．インテグラーゼ阻害薬 

上から 5～12 行目 

医薬品の変更と追加． 

ラルテグラビルは初めて実用化さ

れたインテグラーゼ阻害薬である．他

剤で問題となる代謝酵素の阻害，誘導

や脂質代謝異常はほとんど認めない．

食事に関係なく服用できる．1 日 2 回

服用する．エルビテグラビルはテノホ

ビル ジソプロキシル（またはテノホビ

ルアラフェナミド），エムトリシタビ

ン，および CYP3A4 阻害薬であるコビ

シスタットとの配合剤として市販さ

れている．1 日 1 回，250 kcal 以上の

食事とともに服用する．ドルテグラビ

ルは 1 日 1 回食事に関係なく服用でき

る．アバカビル，ラミブジンとの配合

剤も入手可能である． 

エルビテグラビルはテノホビル アラ

フェナミド（またはジソプロキシル），エ

ムトリシタビン，コビシスタットとの配

合剤として市販されており，250 kcal 以

上の食事とともに服用する．ドルテグラ

ビルはアバカビル，ラミブジンとの配合

剤も入手可能である．催奇形性のリスク

があり，妊娠可能な女性は避妊するか，

投与を避ける．ビクテグラビルはテノホ

ビル アラフェナミド，エムトリシタビ

ンとの配合剤として市販されている． 

 

 

 

 

（ビクテグラビルの構造式は次頁） 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO18 p.109   

d．インテグラーゼ阻害薬 

（ビクテグラビルの構造式） 

 

SBO22 p.129  表 22・1  

マラリア治療薬の追加． 

メフロキン，キニーネ，ドキシサイクリン，クリンダマイシン，クロロキン，ア

ルテミシニン 

SBO25 p.142  表 25・10  

がん検診の内容の変更． 

 

SBO27 

 

p.186  コラム 

左段上から 9～10 行目 

モノクローナル抗体医薬品命

名法の改定に伴う注の追加． 

実は，モノクローナル抗体医薬品の名称は“接頭辞 ＋ サブステム A ＋ サブ

ステム B ＋ mab”＊ で構成される． 

  ＊ 抗体医薬品の数が増えたため，2017 年 5 月以降サブステム B は廃止され，

“接頭辞＋サブステム A ＋ mab”で表す．サブステム A は標的を示し，腫

瘍‒ta‒，免疫調節‒li‒，ウイルス‒vi‒などのように部分的に変更されている．

命名法の詳細については，WHO により報告された“ International 

Nonproprietary Names （  INN ）  for biological and biotechnological 

substances（a review） 2019”を参照． 

SBO36 §36・1・4  薬物治療 

p.237  上から 1 行目 

医薬品の追加． 

シスプラチンと 5‒FU との併用で使用される．また 2017 年には免疫チェックポ

イント阻害薬であるニボルマブ［nivolumab，PD‒1 (programmed cell death‒1)

に対するモノクローナル抗体］が再発または遠隔転移を有する頭頸部癌に対し承

認され，これからも新しい治療が期待されている． 

 

 p.237   

b．転移・再発頭頸部癌の治療 

上から 3～7 行目 

治療法の変更と追加． 

b．転移・再発頭頸部癌の治療  延

命・症状緩和目的の化学療法としてま

ず選択されるレジメン(一次治療)は，

5‒FU，シスプラチン，セツキシマブの

3 剤併用療法である（図 36・2）．腎機

能低下などでシスプラチンが使えない

場合はカルボプラチンに置き換える．

一次治療の抗悪性腫瘍薬に耐性が生じ

効果がなくなったら，別の抗悪性腫瘍

薬を用いた治療に変更する（二次治

療）．二次治療としてはドセタキセル単

剤療法，パクリタキセル単剤療法，S‒

1 療法などが行われる． 

 

b．転移・再発頭頸部癌の治療  延命・

症状緩和目的の化学療法としてまず選

択されるレジメン(一次治療)は，5‒FU，

シスプラチン，セツキシマブの 3 剤併用

療法である（図 36・2）．一次治療の抗悪

性腫瘍薬に耐性が生じ効果がなくなっ

たら，別の抗悪性腫瘍薬を用いた治療に

変更する（二次治療）．二次治療としては

ニボルマブ療法，その他パクリタキセル

療法，ドセタキセル療法，S‒1 療法など

が行われる． 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO40 p.256 §40・3 便 秘  最終行 

治療薬の追加． 

さらにオピオイド誘発性便秘には末梢性オピオイド受容体アンタゴニストのナ

ルデメジンが使用できる 

SBO41 p.261 §41・6 副作用対策  

最終行  治療薬の追加． 

さらにオピオイド誘発性便秘には末梢性オピオイド受容体アンタゴニストのナ

ルデメジンが使用できる． 

SBO52 p.299  表 52・3  

要指導医薬品一覧，一般用医薬

品・要指導医薬品情報検索の改

定による 2．スイッチ OTC の

変更． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

p.300  表 52・4  

新一般用医薬品一覧，一般用医

薬品・要指導医薬品情報検索要

指導医薬品一覧の改定による

1．要指導医薬品から第一類医

薬品に移行したものの変更 
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SBO 修正箇所 変更前 変更後 

SBO 64 p.348   

第十七改正日本薬局方第二追

補で“呉茱萸湯”が追加された．

項目の追加． 

呉茱萸湯（ごしゅゆとう） 

 『傷寒論』，『金匱要略』に収載された処方であり，主薬である呉茱萸の生薬名

を処方名としたものである． 

【構成生薬】 呉茱萸（3～4ｇ），大棗（2～4ｇ），人参（2～3ｇ），生姜（1～2ｇ，

生のショウガを使用する場合 4～6ｇ）．局方では構成生薬の 1 日量から製したエ

キス当たりのエボジアミン，[6]-ギンゲロールの含量を規定している． 

【適応となる証】陰虚証で裏に寒飲のある人に用いられる． 

【適応となる疾患・症状】頭痛，頭痛に伴うはきけ・嘔吐，しゃっくり 

【臨床エビデンス】慢性頭痛に有効であったと報告されている． 

 

SBO66 

 

p.368   

§66・1・3  漢方薬によるその

他の副作用 

腸間膜静脈硬化症を§66・1・3

から独立．項目の追加． 

 

 

66・1・3 腸間膜静脈硬化症 

 山梔子ならびに山梔子を含有する製剤＊を長期投与（多くは５年以上）すると，

大腸の色調異常，浮腫，びらん，潰痬，狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症の副作用が

現れることがある（医薬品・医療機器等安全情報 No. 305，No. 315，No. 351）．

長期投与する場合は，定期的に CT，大腸内視鏡などの検査を行うことが望まし

い．腹痛，下痢，便秘，腹部膨満などが繰返し現れた場合，または便潜血陽性に

なった場合には投与を中止し，CT，大腸内視鏡などの検査を実施するとともに適

切な処置を行う．腸間膜静脈硬化症の発症には，山梔子の成分であるゲニポシド

の加水分解によって生成するゲニピンが関与していると考えられている． 

＊茵蔯蒿湯，黄連解毒湯，加味逍遙散，辛夷清肺湯，温清飲，加味帰脾湯，荊

芥連翹湯，五淋散，柴胡清肝湯，梔子柏皮湯，清上防風湯，清肺湯，防風通

聖散，竜胆潟肝湯．これらの添付文書に重大な副作用として記載されている． 

 

66・1・4 漢方薬によるその他の副作用 

 40 種類以上の漢方薬に AST，ALT，ALP，γ‒GTP の上昇やそれらに伴う肝

機能障害や黄疸が生じる恐れがある．発疹や蕁麻疹などの過敏症あるいは食欲不

振，悪心，下痢などの消化器の副作用は，いずれも 80 種類以上の漢方薬にみら

れ，報告されている．発症頻度は皮膚症状 0.1％未満，消化器系障害 0.1～5％未

満である．桂皮は過敏症を起こしやすいといわれているが，過敏症の記載がある

漢方薬の半数以上は桂皮を含まないことから，さまざまな漢方薬に発症の可能性

がある．消化器系障害の多くは，麻黄，大黄，地黄ならびに石膏などの鉱物生薬

を配合する漢方薬に認められる．漢方薬による腸内細菌叢の変化は一過性の軟便

や下痢を起こすことがあり，また賦形剤に使われる乳糖は乳糖不耐性の下痢や腹

部膨満感の原因になる．妊婦または妊娠している可能性のある婦人には，大黄や

牡丹皮，桃仁などの駆瘀血に働く生薬を含む漢方薬は流早産の危険性がある． 

（以下削除） 
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2．正  誤                                  

SBO 該当箇所 誤 正 

SBO1 p.8  上から 8 行目 耐性菌による呼吸器感染症に適応されてい

る． 

耐性菌による感覚器や呼吸器感染症に適応さ

れている． 

 p.9  下から 11 行目 中程度のMRSA感染症には使用される場合

がある． 

市中の MRSA による皮膚感染症には使用され

る場合がある． 
 

p.17  上から 8 行目   高用量のレボフロキサシンで レボフロキサシンで 
 

p.19  欄 外* ディフィシル菌  Clostridium difficile ディフィシル菌  Clostridioides difficile 

SBO2 p.24  欄 外 生物学的製剤（biological product）： 厳密

には，生物学的製剤基準に収載された製剤

をさす．生物由来製品，特定生物由来製品も

おのおの品目が指定されている．個別の指

定品目については最新の医薬品医療機器

法，基準を参照されたい． 

生物学的製剤（biological product）： 厳密に

は，生物学的製剤基準に収載された製剤をさ

す．生物由来製品，特定生物由来製品もおのお

の品目が指定されている．個別の指定品目につ

いては最新の医薬品医療機器等法，基準を参照

されたい． 

SBO3 p.31  上から 5 行目 β-ラクタマーゼ阻害薬に阻害される β-ラクタマーゼ阻害薬によって阻害される 
 

p.31  上から 16 行目 インフルエンザ菌はそれぞれ組換え PBP 

の獲得と PBP の変異による． 

インフルエンザ菌はそれぞれ組換えによる

PBP の獲得と PBP の変異による． 
 

p.32  欄 外 アミノグリコシド系薬修飾酵素 

 aminoglycoside modified enzyme 

アミノグリコシド系薬修飾酵素 

 aminoglycoside modifying enzyme 
 

p.33  上から 11 行目 他の細菌には伝播しない． 基本的には他の細菌には伝播しない． 
 

p.33  上から 21 行目 特に問題となるのは vanA や vanB でプラ

スミド上に存在し，他の菌に伝達する． 

特に問題となるのはプラスミド上に存在する

vanA や anB であり，他の菌に伝達する． 
 

p.34  下から 5 行目 術後の軟部組織感染症や 術後の皮膚軟部組織感染症や 

SBO5 p.49  欄外 *1 *1 クロストリジウム属 genus 

 Clostridium  

*1 クロストリジウム属は現在，クロストリジ

オイデス属（genus  Clostridioides）になった． 

 p.54  欄外 *3 *3 ディフィシル菌  Clostridium difficile *3 ディフィシル菌  Clostridioides difficile 

SBO10 p.67  上から 2 行目 （図 10・2） （図 10・1） 

SBO18 p.105  欄外 MSM（men who have sex with men） MSM（men who have sex with men，男性同性

間性交渉者） 

SBO27 p.157  上から 3 行目 4員環キノン構造を基本骨格とする 4 環性のアントラキノン誘導体を基本骨格とす

る 

SBO30 p.205  §30・2・3  

子宮頸癌レジメン 

シスプラチン  50 mg/m2  2 日目 点滴静

注（2 時間） 

シスプラチン  50 mg/m2  1 日目 点滴静注（2

時間） 

SBO62 p.341  上から 7 行目 乳児用調製粉乳， 乳児用調製乳， 
 

p.341  欄外の吹き出し 特別の用途を記載．乳児用食品，幼児用食

品，妊産婦用食品，病者用食品など 

特別の用途を記載．乳児用調整乳，えん下困難

者用食品，病者用食品など 

SBO67 p.379  下から 6 行目 アスピリン 75～100 mg/日 アスピリン 75～150 mg/日 

 

 


