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　炭疽は炭疽菌によって起こる疾病であり、全世界に存在する公衆衛生上極めて重要な人畜共通感染症で
ある。初めて純培養されたコッホの三原則を満たす病原菌で、パスツールが初めて弱毒生ワクチンを作っ
たのは有名な話である。典型的な土壌菌で、干ばつ、洪水、長雨などの異常気象のあと、土中の芽胞が土
表面に現れ、外気温に暖められた沈泥中で増殖する。炭疽菌はいったん芽胞を作ると長い間（少なくとも
数十年）栄養素がない状態で土壌や動物製品などに存在することが可能である。

　現在、炭疽菌による感染症は、先進国ではまれである。通常、羊などの毛を取扱う職人がかかっていた。
世界的には、イラン、イラク、トルコ、パキスタン、サハラ砂漠以南の地域が好発地域である。トルコ－パ
キスタン間は炭疽ベルトと言われ、年間数百人の患者を数える。

　炭疽菌（Bacillus　anthracis）は、芽胞を形成する
好気性グラム陽性大桿菌（1-2×5-10μm）で、溶血性
や運動性を示さない。
　大気中で数時間内に芽胞を形成し、熱、化学物質、ｐ
H、紫外線などに抵抗性がある。
3種類の毒素を産生する。

95%以上が皮膚炭疽である。
比較的少ない菌量で感染が成立
し、一般的に切り傷や擦過傷に
よって炭疽菌が表皮下に侵入す
ると考えられている。
感染後２～３日で小さな丘疹を
生じ、３～４日で水疱が現われ
る。その後２日程度で潰瘍が生
じ、中央部に黒色の痂皮ができ
る。痛みはないが、放置すると
高熱、副腎肥大、浮腫などがみ
られ、外毒素によるショックな
どで死に至ることもある。約
80%は 10日程度で治癒する。

汚染された肉などを食べるこ
とによって感染する。

＜腸型＞
悪心、嘔吐、熱、腹痛、吐血、
血便、腹水の貯留など。放置
すると外毒素によるショック
や敗血症に進行する。

＜口咽頭型＞
喉の渇き、嚥下障害、熱、首
のリンパ節に腫脹がみられ、
最終的には敗血症をおこす。

２～５μmの炭疽菌芽胞を吸い込
んだ場合、肺胞に付着し、リンパ
節へ運ばれて縦隔リンパ節の腫
脹、出血性縦隔炎、壊死性肺炎な
どをおこす。発症すると致死率は
ほぼ100%。
初期症状は、インフルエンザ様症
状（発熱、筋肉痛など）で、早期
発見が遅れる場合が多い。
２～３日以内に呼吸困難、低酸素
血症、血圧低下。
急性では24 時間以内に死亡する
こともある。

　肺炭疽症は、ヒトからヒトへは空気感染しない。皮膚炭
疽症では、皮膚病変への直接接触により感染する可能性
がある。また、汚染した食肉や水によっても感染する。
　潜伏期間は、感染経路によって異なるが１～７日。

芽胞菌

酸素存在下での芽胞形成

経口摂取（草食、飲水）
呼吸?（芽胞を含む埃）

肺炭疽
（芽胞を含む埃）

皮膚

サシバエなど

感染動物や死骸

体内での
発芽や増殖

栄養型

（感染動物の天然孔からの出血など）

炭疽菌の感染サイクル

腸炭疽
（汚染乳・肉・水）

皮膚炭疽
（創傷）
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炭疽菌は、以下の抗菌薬に感受性がある。
ペニシリン、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、エリスロマイシン、ストレプトマイシン、
ニューキノロン

治療は大きく次の３段階に分けられる。
①炭疽症が疑われる段階の初期治療
②確定診断がつき感受性も判明している場合
③暴露後の発生を予防する予防的治療（炭疽菌を吸い込んだ可能性がある場合）

以下に米国において推奨されている炭疽症治療を示す。
（日本では、適応症、投与量等が保険適応範囲でないので注意）

炭疽症が確定し、感受性検査結果が判明するまで

◆成人　　シプロフロキサシン　400mg静注で12時間毎
◆小児　　シプロフロキサシン　20～30mg/kg/日　静注　分２

感染部位によって以下の通りとなる。大多数の炭疽菌はペニシリンに感受性があるので第一選択薬はペニシ
リンである。また、投与量は文献により違いがあるが、1600万～2400万単位/日の大量投与の必要がある。

◆成人　ペニシリンG　1600万単位/日　分８（3時間毎）　５～７日間（あるいは７～10日）
◆小児　12歳未満　　ペニシリンG　5万単位/kg/回　6時間毎
　　　　12歳以上　　ペニシリンG　1600万単位/日　分８（3時間毎）

◆成人　ペニシリンG　1600万単位/日　分８　５～７日間
　　　　（症状がなくなってから少なくとも１４日間）
◆小児　12歳未満　　ペニシリンG　5万単位/kg/回　6時間毎
        12歳以上　　ペニシリンG　1600万単位/日　分８（3時間毎）

○ドキシサイクリン 100mg/回 12時間毎 静注　（小児への使用不可）
○エリスロマイシン 500mg/回 6時間毎 静注
○シプロフロキサシン 400mg/回 12時間毎 静注
　小児でやむを得ない場合は、20～30mg/kg/日　静注　分２

ペニシリンペニシリンペニシリンペニシリンペニシリン GGGGG の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬

ペニシリンペニシリンペニシリンペニシリンペニシリンGGGGG の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬

　悪性膿疱、痂皮、喀痰、リンパ節、腹水、脳脊髄液または血液から培養、莢膜染色、グラム染色で炭疽菌
を検出。動物接種診断は最終確定診断。その他、アスコリー試験、γ-ファージ溶菌試験、間接蛍光抗体法
（IFA）、PCRによる診断も可能。

○ドキシサイクリン 100mg/回 12時間毎 静注　（小児への使用不可）
○エリスロマイシン 500mg/回 6時間毎 静注
○シプロフロキサシン 400mg/回 12時間毎 静注
　小児でやむを得ない場合は、20～30mg/kg/日　静注　分２
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十分な臨床データが存在していないので、皮膚炭疽と同様とする。

①ペニシリンG
　　注射用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ20 万単位 /100 万単位（明治）
②ドキシサイクリン
　　ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠 50mg・100mg（ﾌｧｲｻﾞｰ）等
③エリスロマイシン
　　ｴﾘｽﾛｼﾝ錠 100mg・200mg、ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ100mg・W200mg、W顆粒200mg（大日本）　等
　　注射用ｴﾘｽﾛｼﾝ（大日本）500mg
④シプロフロキサシン
　　ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠 100mg・200mg（ﾊﾞｲｴﾙ）　等
　　ｼﾌﾟﾛｼｻﾝ注 200mg・300mg※（ﾊﾞｲｴﾙ= 明治）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ H1 7 . 3 . 3 1 までの経過措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ドキシサイクリン　200mg/日　分２　経口投与　（成人のみ）

◆成人　ペニシリンG　1600万単位/日　分８　５～７日間
　　　　（症状がなくなってから少なくとも１４日間）
◆小児　12歳未満　　ペニシリンG　5万単位/kg/回　6時間毎
        12歳以上　　ペニシリンG　1600万単位/日　分８（3時間毎）

ペニシリンペニシリンペニシリンペニシリンペニシリンGGGGG の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬の代替薬

◆成人　シプロフロキサシン　1000mg/日　分２　経口投与
　　　　　　　または
　　　　シプロフロキサシン　800mg/日　12時間毎　静注
◆小児　シプロフロキサシン　20～30mg/kg/日　静注　分２
予防投与期間は60日間

シプロフロキサシンの代替薬シプロフロキサシンの代替薬シプロフロキサシンの代替薬シプロフロキサシンの代替薬シプロフロキサシンの代替薬

それぞれ投与期間の目安はあるが、テロリズムという状況下では炭疽菌を吸入した可能性が否定できないた
め、症状が回復すれば静注から内服へ切り替え、合計60日間投与するよう推奨されている。

患者ケアーにあたっては、隔離の必要はない。診察の前後では、手洗いの徹底、採血時などで血液や体液に
接触する可能性のある場合や皮膚・粘膜などの病変に接触する可能性のある場合は、手袋の使用が必要。

○ドキシサイクリン 100mg/回 12時間毎 静注　（小児への使用不可）
○エリスロマイシン 500mg/回 6時間毎 静注
○シプロフロキサシン 400mg/回 12時間毎 静注
　小児でやむを得ない場合は、20～30mg/kg/日　静注　分２
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①アンピシリン
　○ソルシリンカプセル250mg・500mg、顆粒（武田）
　○ビクシリンカプセル250mg、ドライシロップ（明治）　等
　　　成人：250～ 500mg/回、４～６回/日　　小児：25～ 50mg/kg/日　分4
　●注射用ビクシリン250mg、500mg、1g、2g　（明治）
　　　成人：250～ 1000mg/回　２～４回/日　筋注
　　　　　　１～２g/日　　分１～２　静注　、　１～４g/日　分１～２　点滴静注

②塩酸テトラサイクリン
　○アクロマイシンVカプセル50mg・250mg　（科薬）
　　　成人：1g/日　分４　　　　　小児：30mg/kg/日　　分４

③塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
　○レダマイシンカプセル 150mg（科薬）
　　　成人：450 ～ 600mg/ 日　　分２～４

④塩酸ドキシサイクリン
　○ビブラマイシン錠50mg・100mg　(ﾌｧｲｻﾞｰ)　等
　　　成人：初日 200mg/ 日　分 1 又は分2、2 日目より 100mg/ 日　分 1
　　　小児：体重 45kg 以上においては、成人量と同量

⑤塩酸ミノサイクリン
　○ミノマイシン錠50mg・100mg、カプセル50mg・100mg、顆粒　(ﾜｲｽ)　等
　　　成人：初回 100 ～ 200mg、以後 12 時間ごとあるいは24 時間ごとに 100mg
　　　小児：2 ～ 4mg/kg/ 日　12 時間ごとあるいは24 時間ごと
　●点滴静注用ミノマイシン100mg　(ﾜｲｽ)　等　
　　　成人：初回 100 ～ 200mg、以後 12 時間ごとあるいは24 時間ごとに100mg　点滴静注
　
⑥シプロフロキサシン
　○シプロキサン錠100mg・200mg　(ﾊﾞｲｴﾙ)　等
　　　成人：400mg/ 回　2 回 / 日　　　　　　　　小児：15mg/kg/ 回　2 回 / 日
　●シプロキサン注200mg・300mg ※　(ﾊﾞｲｴﾙ= 明治)
　　　成人：300mg/ 回　2 回 / 日　点滴静注　　　小児：10mg/kg/ 回　2 回 / 日　点滴静注

⑦スパルフロキサシン
　○スパラ錠 100mg　(大日本)
　　　成人：100 ～ 300mg/ 日　分 1 ～ 2

⑧トシル酸トスフロキサシン
　○トスキサシン錠75mg・150mg　(大日本)、オゼックス錠75mg・150mg　(大正富山)
　　　成人：300 ～ 450mg/ 日　分 2 ～ 3

⑨ノルフロキサシン
　○バクシダール錠100mg・200mg　(杏林)　等、小児用バクシダール錠50mg　(杏林)
　　　成人：100 ～ 200mg/ 回　3 ～ 4 回 / 日　　小児：6 ～ 12mg/kg/ 日　分 3
　
⑩ベンジルペニシリンカリウム
　●注射用ペニシリン G カリウム 20 万単位/100 万単位(明治)　　　　　　　　　　　
　　　成人：30 ～ 60 万単位 / 回　２～４回 / 日　　筋注　　　　　　

⑪レボフロキサシン
　○クラビット錠、細粒　(第一)
　　　成人：200mg/ 回　2 ～ 3 回 / 日

【参考文献】　ﾊﾞｲｵﾃﾛﾘｽﾞﾑの脅威 - 生物兵器（炭疽菌）によるﾃﾛﾘｽﾞﾑ　日本医師会、IDWｳｨｰｸﾘｰﾚﾎﾟｰﾄ　1999,1115 ～ 21
　　　　　　感染症の診断・治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　日本医師会　　日本医薬品集 DB　各添付文書

* 用法･用量等、詳細につきましては各添付文書をご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ H 1 7 . 3 . 3 1 までの経過措置


