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ペニシリン系抗⽣剤にアレルギーのある⼈が他のβ―ラクタム系を必ずしも避けなくても良い

ペニシリン系抗⽣剤にアレルギーのある⼈が他のβ―ラクタム系を必ずしも避けなくても良い
Consequences of avoiding β-lactams in patients with β-lactam allergies

 
              

 よく既往歴をお聞きする際に、薬物アレルギーに関する事項が多いのですが、特にペニシリン
系が主となります。
 β―ラクタム系とはペニシリン系とセファロスポリン系を含む抗⽣剤です。

 開業医でも抗⽣剤の主役はβ―ラクタム系です。
  今回の論⽂では、以前にβ―ラクタム系にアレルギー反応のあった⼈でも、重症感染症の場合

（特にグラム陰性感染症）は、リスクより価値があれば、β―ラクタム系を使⽤した⽅が結果が良
いとするデータでした。

 グラム陰性感染症の治療で、β―ラクタム系にアレルギー反応の既往のある⼈を対象に調べてい
ます。
その内、433⼈がβ―ラクタム系を使⽤して、119⼈がその他の抗⽣剤を⽤いました。

 結果は、β―ラクタム系を⽤いた⽅が効果が良いとの報告です。
 （83%対72%）

 しかもアレルギー反応は3%しか出現しなく、アナフィラキシー反応は２例だけでした。しかもア
ナフィラキシー反応の既往のある⼈は、β―ラクタム系を変えても起こる可能性がありました。

  結論として、β―ラクタム系のアレルギーを起こしても、多くは化学構造上のラクタム環ではな
く側鎖によるもので、別のβ―ラクタム系に変えればアレルギー反応は起らない。しかしアナフィ
ラキシー反応を起こしたことのある⼈では注意が必要としています。（アナフィラキシー反応と
は、湿疹などの局所症状でなく、全⾝症状が出現した場合をいいます。）

私⾒）
 β―ラクタム系のアレルギー反応の多くが、⾮特異的な反応のようです。（抗⽣剤そのものでは
ない）
 リスクとベネフィットを勘案して使⽤する事が重要です。
 本論⽂は、グラム陰性感染症という重症感染症を扱っていますが、開業医が必ずしも重症感染
症に遭遇しないとも限らないと思っています。

Consequences of avoiding β-lactams in patients with β-lactam allergies - Jou.pdf
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