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ペニシリンのアナフィラキシー反応

ペニシリンのアナフィラキシー反応
 

The Incidence of Anaphylaxis Associated 
 with Oral and Parenteral penicillin

 アメリカのアレルギー学会(AAAAI)での発表です。
 ペニシリンアレルギーは経⼝でも注射でも起こるが、アナフィラキシー反応（全⾝のアレルギー

反応の事で喘鳴、嘔吐、下痢、⾎圧低下など）はやはり経⼝よりも注射の⽅が、頻度的には多か
ったようです。

 １） 2009~2015年間の統計
 

 ２ ）ペニシリンの経⼝は184万830⼈で、注射は17万2,840⼈を対象
 

 ３） ３０⽇以内でのアレルギー反応（蕁⿇疹でしょうか）は27,196⼈（0.67%）
 

 ４） アナフィラキシー反応は
    経⼝では4.4⼈/１万⼈、注射では12.6⼈/１万⼈

     経⼝ペニシリンの代表薬、アモキシリンに対して、オーグメンチンやクラバモックス
は、1.5倍弱

     の頻度でした。

私⾒）
 私個⼈的な⾒解ですが、ペニシリンアレルギーの予防として、事前に少量服⽤を試みてから処
⽅するのが良いかと考えます。
 更にオーグメンチンなどは、アモキシリンが安全な⼈にのみ与薬しています。（はっきりした
エビデンスは無いのですが）
 （以前のブログの少量試服⽤をご参照ください。）

ペニシリン.pdf
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【薬・抗⽣剤・サプリメント・栄養指導の最新記事】
病歴からペニシリンアレルギーと判明した場..
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