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ペニシリンアレルギーに対する経⼝負荷試験

ペニシリンアレルギーに対する経⼝負荷試験

Assessing the Diagnostic Properties of a Graded Oral Provocation Challenge for the
 Diagnosis of Immediate and Nonimmediate Reactions to Amoxicillin in Children

 現在は、合成ペニシリンのアモキシリン（AMPC）が多く処⽅されております。
 本院での商品名はパセトシンです。

 経⼝薬で合成ペニシリンの場合は、アレルギー反応は稀とされておりますが、それでも最初に
処⽅する場合は注意が必要です。
抗⽣剤の処⽅が必要な時は、本院では安全なセファロスポリン系のバナン、オラセフを最初に処
⽅して、安全を確認後、次回からペニシリン系を処⽅してきました。
抗⽣剤を服⽤しなくていいのなら、こんなに良い事はありませんが、実地医家にとってはかなり
技術のいる話です。
 ペニシリン系の⽅が耐性が出来にくいとされておりますし、溶連菌にはほとんど耐性がありま
せんので、溶連菌感染症を疑った時にはペニシリン系が第⼀選択肢となります。
（耐性とは、抗⽣剤が効かなくなっている事で、昨今問題になっています。抗⽣剤の乱⽤を避け
る事が、多⽅⾯より勧告されております。）

 今回のJAMAからの論⽂で、ペニシリンアレルギーに対する経⼝でのテストの有効性を述べてお
ります。（以前から事前の⽪内テストはほぼ無効とされております。）

対象は818⼈の平均年齢が1.7歳です。
 

 ⽅法は、１）経⼝の1/10量をまず服⽤してみる。
       ２）２０分間の観察

      ３）残りの9/10量を服⽤
       ４）１時間の観察

結果は 94%(770⼈) が 1/10 量でアレルギー反応はなく、6%(46⼈) が少量で２０分以
内の反応、2%（17⼈）が 9/10 の量で１時間以内に反応が起きています。更に 4%(31⼈) 
が１２時間以内の遅れで反応がありました。
 何れも軽度の反応で、抗アレルギー薬で対応が出来ていました。
１時間以内の即時型のアレルギー反応をした乳幼児に、後⽇⽪内テストをしましたが１７名中１
⼈しか陽性になりませんでした。
 コメントでは最初の1/10量でもアレルギーを⾒落とすことがあるが、その頻度は少なく反応は
軽度であるため、この⽅法を推奨していました。

私⾒）
 今でもペニシリン系は有効な抗⽣剤です。“エイヤー︕” とばかり処⽅するより、院内と家庭で
の⼗分な観察で、少量より漸増するやり⽅が理論的とさえ⾔えると思います。
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