「抗菌薬の考え方、使い方

魔弾よ、ふたたび…」〈4版1刷〉正誤表

（2019年5月現在）
「抗菌薬の考え方、使い方 魔弾よ、ふたたび…」〈4版1刷〉をご購入いただきまして
誠にありがとうございます．本書に以下の誤りがございましたので，ここに訂正・加筆
させていただきますとともに深くお詫び申し上げます．
118頁

下から2行め

[2019/5/14更新］

（誤）もちろん, Eable eﬀect も in vitroで......
（正）もちろん, Eagle eﬀect も in vitroで......

17頁

上から5〜7行め

[2019/2/22更新］

（誤）肝臓から排泄される抗菌薬、例えばセフトリアキソンや抗真菌薬であるフル
コナゾールは、肝機能の悪い人では投与するのを見合わせたり、投与量を減
らしたりする必要があります.
（正）上記削除

24頁

下から13行め

（誤）......（ペニシリン、フェファロスポリン、.....
（正）......（ペニシリン、セファロスポリン、.....

44頁

下から14行め

（誤）（1/3）2 ＝1/9
（正）（1/3）2 ＝1/9

44頁

下から10行め

（誤）（1/3）3＝1/27
（正）（1/3）3 ＝1/27

69頁

上から8行め

（誤）......後にリンパ節腫脹の方はリンパ腫によりものであると.....
（正）......後にリンパ節腫脹の方はリンパ腫によるものであると.....

112頁

下から14行め

（誤）.....抗菌薬は殺菌性 bacteriocidalと静菌性.....

（正）.....抗菌薬は殺菌性 bactericidalと静菌性.....
112頁

下から13行め

（誤）.....と薬理学の講義で教わったころはありませんか？
（正）.....と薬理学の講義で教わったことはありませんか？

147頁

下から6行め
（誤）.....第三世代のセファロスポリンを阻害します. また、モノバク
タムであるアズトレオナムも阻害します. これはどちらのβラ
クタムにもオキシミノ側鎖が.....

（正）.....第三世代のセファロスポリンを分解します. また、モノバク
タムであるアズトレオナムも分解します. これはどちらのβラ
クタムにもオキシイミノ側鎖が.....

148頁

上から1２行め

（誤）......ギリシャのTemoneiraさん......
（正）......ギリシャのTemonieraさん......

159頁

コラム

上から5行め

（誤）......主に米AmpCが染色体上にあり国でトレーニングを......
（正）......主に米国でトレーニングを......

203頁

下から9行め

（誤）蜂窩織炎（を皮膚と皮下の感染 ）
（正）蜂窩織炎（皮膚と皮下の感染 ）

204頁

上から5行め

（誤）......同じ理由（を毒素産生を抑える）......
（正）......同じ理由（毒素産生を抑える）......

206頁

212頁

216頁

225頁

236頁

244頁

245頁

250頁

251頁

下から4行め

（誤）......敗血症、糖尿病脚感染、髄膜炎など......
（正）......敗血症、糖尿病足感染、髄膜炎など......
上から18行め

（誤）......グラム陰性嫌気性菌でして、......
（正）......グラム陰性嫌気性菌がいて、......
下から12行め

（誤）......（咽頭炎や化膿性血栓性経静脈静脈炎の原因として有名！）......
（正）......（咽頭炎や化膿性血栓性静脈炎の原因として有名！）......
下から10行め

（誤）......「汎βラクタム黄色ブドウ球菌」という......
（正）......「汎βラクタム耐性黄色ブドウ球菌」という......
下から1行め

（誤）アモキシシリン 1ｇ 1日３回経口 ......
（正）アモキシシリン 500ｍg 1日３回経口 ......
上から15行め

（誤）......（これはセファロスポリンを阻害する......
（正）......（これはセファロスポリンを分解する......
下から3行め

（誤）......スルバクタム1ｇを6時間の投与というのが.....
（正）......スルバクタム1ｇを6時間毎の投与というのが.....
上から8行め

（誤）......またKucerʼsにも言及がなく、.....
（正）......またKucersʼ にも言及がなく、.....
上から1行め

（誤）......経口薬であればセファレキシン異常の利点は.....
（正）......経口薬であればセファレキシン以上の利点は.....

294頁

下から5行め

（誤）......放線菌である Streptococcus cattleya が産生......
（正）......放線菌である Streptomyces cattleya が産生......

295頁

下から10行め

（誤）......ガンシクロビルとの併用が禁忌です.

（正）......ガンシクロビルとの併用には注意を要する.
295頁

下から1行めから

296頁

上から１行め

（誤）......11ｇ8時間おきが標準的な使用法ですが、髄膜炎のときは22g......

（正）......1ｇ8時間おきが標準的な使用法ですが、髄膜炎のときは2g......
296頁

上から7行め

（誤）ベタミプロンはシラスタチン同様、人のDHP-1での加水分解を防ぐ
ために添加されています.

（正）ベタミプロンはパニペネムの腎障害を軽減するため、トランスポー
ター阻害剤として作用しています.

310頁

310頁

310頁

323頁

324頁

325頁

326頁

326頁

326頁

下から13行め

（誤）トリメトプリムは腎細管から......
（正）トリメトプリムは腎尿細管から......
下から12行め

（誤）......そのため、ST合剤と使うと......
（正）......そのため、ST合剤を使うと......
下から2行め

（誤）......これはトリメトプリムが遠位腎細管からの......
（正）......これはトリメトプリムが遠位尿細管からの......
上から2行め

（誤）......酵素はグラム染色によって大きく異なり、......
（正）......酵素はグラム染色性によって大きく異なり、......
ポイント

上から１行目

（誤）キノロン耐性は「ステップアップ」.....
（正）キノロン耐性は「ステップワイズ」.....
下から15行め

（誤）......また、非典型菌にもある.....
（正）......また、非定型菌にもある.....
上から14行め

（誤）......それに非典型菌、例えば.....
（正）......それに非定型菌、例えば.....
下から11行め

（誤）例えば抗酸剤や鉄剤、亜鉛などと.....
（正）例えば制酸剤や鉄剤、亜鉛などと.....
下から10行め

（誤）.....入院患者さんで安易に抗酸剤を.....
（正）.....入院患者さんで安易に制酸剤を.....

331頁

334頁

下から11行め

（誤）......発揮するのが、非典型肺炎です. レジオネラ、......
（正）......発揮するのが、非定型肺炎です. レジオネラ、......
囲み内

上から6行め

（誤）スパラフロキサシン......

（正）スパルフロキサシン......
335頁

上から8行め

（誤）......ロメフロキサシン、スパラフロキサシン. とくに......
（正）......ロメフロキサシン、スパルフロキサシン. とくに......

335頁

上から10行め

（誤）......ロメフロキサシン、スパラフロキサシンもアメリカでは......
（正）......ロメフロキサシン、スパルフロキサシンもアメリカでは......

359頁

367頁

369頁

397頁

397頁

424頁

425頁

426頁

441頁

452頁

下から2行め

（誤）ニューモシスチス肺炎＝ニューモシスチス肺炎などの......
（正）ニューモシスチス肺炎などの......
上から3行め

（誤）アミコカトプシス？？？......
（正）アミコラトプシス？？？......
上から13行め

（誤）......細胞壁構築は、ペニシリンなどの......
（正）......細胞壁構築の阻害は、ペニシリンなどの......
上から4行め

（誤）......というカビからとれました.
（正）......という放線菌からとれました.
上から１1行目

（誤）......という名のつくカビから得られた......
（正）......という名のつく放線菌から得られた......
下から5行め

（誤）......トリコモナスやジアルディアの耐性は.....
（正）......トリコモナスやジアルジアの耐性は.....
下から4行め

（誤）......メトロニダゾールは第一半期の妊婦には.....
（正）......メトロニダゾールは第一三半期の妊婦には.....
ポイント

上から4行め

（誤）第一半期の妊婦には、.....
（正）第一三半期の妊婦には、.....
上から18行め

（誤）.....眼への吸収がよくない、.....
（正）.....眼への移行がよくない、.....
上から9行め

（誤）.....ニューモシスキスは真菌でしたね. ところが.....
（正）.....ニューモシスチスは真菌でしたね. ところが.....

469頁

479頁

囲み内

上から3行め

（誤）まとめ②

ウィルス薬をつかうならば、......

（正）まとめ② 抗ウィルス薬をつかうならば、......
下から1行め

（誤）......125mg 1日2階で５日間ですが、......

（正）......125mg 1日2回で５日間ですが、......
484頁

上から2〜3行め

（誤）......ALTにが正常化、HBVDNAが陰性かも......
（正）......ALTが正常化、HBVDNAが陰性も......

484頁

上から6行め

（誤）......チロシンーメチオニンーアルパルギン酸ーアスパルギン酸....
（正）......チロシンーメチオニンーアスパラギン酸ーアスパルギン酸....

487頁

494頁

500頁

502頁

510頁

518頁

519頁

534頁

535頁

上から3行め

（誤）......この場合は、保健的に......
（正）......この場合は、保険的に......
下から12行め

（誤）......そしてアメリカ感染症科学会（IDSA）......
（正）......そしてアメリカ感染症学会（IDSA）......
上から10行め

（誤）......RIFの導入移行、結核治療の......
（正）......RIFの導入以降、結核治療の......
下から8行め

（誤）...... 相互作用を行います. 詳しくは......
（正）...... 相互作用を起こします. 詳しくは......
下から2行目

（誤）......リンパ節腫脹、伝染性単核炎様の症状、......
（正）......リンパ節腫脹、伝染性単核球症様の症状、......
上から7行め

（誤）......2017年より保健収載されているので、.....
（正）......2017年より保険収載されているので、.....
下から2行め

（誤）......経口薬のキニーネも保健収載されていて.....
（正）......経口薬のキニーネも保険収載されていて.....
上から3行め

（誤）......イベルメクチンは西村智先生がその開発に.....
（正）......イベルメクチンは大村智先生がその開発に.....
上から7行め

（誤）ミクロフィラリア性は
（正）ミクロフィラリア症は

170頁

182頁

下から1行め

（誤）......セフチブテン（セフテム®）は Kucers......
（正）......セフチブテン（セフテム®）は Kucersʼ......
下から2行め

（誤）Kucer ʼsによると、......

（正） Kucersʼによると、......

222頁

下から7行め
（誤）......ed.Kucer ʼs , The Use of......
（正）......ed.Kucersʼ, The Use of......

240頁

下から11行め

（誤）......（Kucer ʼs 7th ed による）......
（正）......（Kucersʼ 7th ed による）......

250頁

下から7行め

（誤）......また、Kucer ʼs にも......
（正）......また、Kucersʼ にも......

261頁

上から5行め

（誤）......とKucer ʼs にあり、.....
（正）......とKucersʼ にあり、.....

261頁

下から10行め

（誤）Kucer ʼs によると、.....
（正）Kucersʼ によると、.....

269頁

下から12行め

（誤）.....両者の違いは特にKucer ʼs では言及されていません.....
（正）....両者の違いは特にKucersʼ では言及されていません.....

283頁

下から9行め

（誤）さて、Kucerʼs では.....
（正）さて、Kucersʼ では.....

286頁

上から3行め

（誤）（Kucer ʼs より）.....
（正）（Kucersʼ より）.....

287頁

下から12行め

（誤）.....注射薬だが、Kucer ʼs では.....
（正）.....注射薬だが、Kucersʼ では.....

291頁

下から8行め

（誤）......そんなによくない（Kucer ʼsより）.
（正）......そんなによくない（Kucersʼより）.

[2018/12/4更新］

293頁

294頁

304頁

429頁

429頁

429頁

518頁

546頁

下から1行め

（誤）......Kucer ʼs では......
（正）......Kucersʼ では......
上から5行め

（誤）......というと、Kucer ʼs には......
（正）......というと、Kucersʼ には......
上から1行め

（誤）......これが11剤あれば......
（正）......これが1 剤あれば......
上から2行め

（誤）......投与がKucersで言及......
（正）......投与がKucersʼ で言及......
上から6行め

（誤）......ですが、KucersやABXガイド......
（正）......ですが、Kucersʼ やABXガイド......
上から8行め

（誤）......書いてありますが、Kucers では......
（正）......書いてありますが、Kucersʼでは......
上から12行め

（誤）......よいとされてます. が、Kucer ʼsによると......
（正）......よいとされてます. が、Kucersʼによると......
下から2行め

（誤）......毎年改定すべきでしょうか......
（正）......毎年改訂すべきでしょうか........

