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ワクチン接種で国内初のアナフィラキシー…

ぜんそくの３０代女性、５分以内にせき出てかゆみ
2021/03/05 22:41

読売新聞オンライン

厚生労働省は５日、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた医療従事者の女
性（３０歳代）が重いアレルギー症状のアナフィラキシーを起こしたと発表した。
この症状の報告は初めて。投薬により症状は改善したという。医療機関からは接種
と関連があるとの見立てが報告されているが、厚労省は今後専門家の意見も踏まえ
関係性を詳しく調べる方針。
厚労省によると、女性は５日に接種を受けた数分後、せきに続き、まぶたの腫れ
や全身のかゆみなどの症状が表れた。女性にはぜんそくなどの持病があった。
新型コロナのワクチンでは、まれにアナフィラキシーの副反応が起きることが分
かっている。厚労省の有識者会議の会長を務める岡明・埼玉県立小児医療センター
病院長は「適切な治療で軽快したと考えられる。どのワクチンにもアナフィラキ
シーを起こす可能性があり、接種後１５分以上接種場所で待機する観察期間の周知
などが重要だ」としている。

Fact: 予防接種のアナフィラキシー
•

インフルエンザ予防接種（ブライトン分類レベル3以上）

2018-2019シーズン 9名（接種回数510.2万回）
＝100万回あたり 1.8名
2919-2020シーズン 6名（接種回数503.5万回）
＝100万回あたり 1.2名
2020(令和2)年3月30日第46回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部 会、令和元年度第14回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策 調査会

•

SARS-CoV-2のRNAワクチン
Phizer-BioNTech: 1/18/2021迄 50名（接種回数9943247回）
＝100万回あたり 5.0 名
（Dec 14-Dec 23のレポートでは100万回あたり11.1人）
Moderna: 1/18/2021迄 21名（接種回数7581429回）
＝100万回あたり 2.8 名

16歳以上人口（平成27年国勢調査）岐阜県全域1,731,714人, 岐阜市344,805人
→岐阜県の16歳以上が全員BioNTechのワクチンを接種した場合8-9人がアナフィラキシーをおこす計算
岐阜市内の16歳以上が全員接種した場合は、1.7人がアナフィラキシーをおこす計算

RNA ワクチン
コミナティ筋注に含まれる成分
ポリエチレングリコール 2000(PEG2000)
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接種すべきではない人
米国の疾病予防管理局（CDC）は、他のワクチンや食べ物に対して、
重いアレルギーのある方も、新型コロナワクチンの接種が可能としてい
ます。
一方、過去に新型コロナワクチンに対して、アナフィラキシーなど重
いアレルギー反応を起こした方や、同ワクチンに含まれるポリエチレン
グリコール（PEG）やポリソルベート(※)に対して重いアレルギー反応
を起こしたことがある方への接種は推奨していません。
(※)ポリエチレングリコールは、一般に、大腸検査の下剤や薬剤などを溶かす際に用いられます。
また、ポリソルベートは、乳化剤として、様々な食品に用いられています。

（新型コロナワクチンについて:Ｑ＆Ａ 厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431̲00222.html

ポリエチレングリコール・ポリソルベート
• PMDA医療用医薬品の添付文書検索：添付文書内の「組成と性状」に
「マクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコール」
いずれかを記載に含むもの 3186件 (2020.3.2検索;販売元が違っても別で計上）
• PMDA医療用医薬品の添付文書検索：添付文書内の「組成と性状」に
「マクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコール」
いずれも記載に含まないもの11386件 (2020.3.2検索;販売元が違っても別で計上）
• PMDA一般用医薬品の添付文書検索：添付文書内の添加物にマクロゴールを含む
もの、1167件、ポリソルベートを含むもの794件、ポリエチレングリコールを
含むもの18件

→本邦の医薬品にも広く添加物として使用されている。しかし、ポリエチレングリ
コールに対するアナフィラキシーは複数報告されている。（稀だが注意が必要）

接種要注意者：アレルギーの視点から
• 「予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレル
ギーを疑う症状を呈したことがある者」
（演者注：PMDAの医療用医薬品の添付文書情報による検索：ワクチン類のう
ち「組成・性状」にマクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコールの
いずれかを記載に含むもの13件、いずれも記載に含まないもの33件）
• 「本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者」
上記 6「本剤の成分」の中でアナフィラキシーをきたす可能性が想定されているのはPEG およ
びそれと交差反応性があるポリソルベートである。特定の医薬品使用後にアナフィラキシーをき
たした既往がある場合、ワクチンを接種する前に、添付文書でアナフィラキシーをきたした薬剤
に PEG あるいはポリソルベートが含まれていたか確認しておくことが必要である。

新型コロナウイルスワクチン接種にともなう重度の過敏症(アナフィラキシー等)の管理・診断・治療
（日本アレルギー学会；令和３年３月１日）より引用

資料：インフルエンザワクチンの添加物
• PMDAの医療用医薬品の添付文書情報による検索：ワクチン類のうち「組成・
性状」にマクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコールの
いずれかの記載を含むもの
インフルエンザHAワクチン「第一三共」（ポリソルベート80）
インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ（ポリソルベート80）
細胞培養インフルエンザワクチンH5N1「タケダ」（ポリソルベート80）
• PMDAの医療用医薬品の添付文書情報による検索：ワクチン類のうち「組成・
性状」にマクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコールの
いずれも記載に含まないもの
「ビケンHA」
インフルエンザHAワクチン「KMB」
インフルエンザHAワクチン「生研」
フルービックHA
フルービックHAシリンジ

資料：肺炎球菌ワクチンの添加物

• PMDAの医療用医薬品の添付文書情報による検索：ワクチン類のうち「組成・
性状」にマクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコールの
いずれかの記載を含むもの
プレベナー13水性懸濁注（ポリソルベート80）
• PMDAの医療用医薬品の添付文書情報による検索：ワクチン類のうち「組成・
性状」にマクロゴール, ポリソルベート, ポリエチレングリコールの
いずれも記載に含まないもの
ニューモバックスNP
ニューモバックスNPシリンジ

接種要注意者つづき：アレルギーの視点から
• 下記の場合でも、新型コロナウイルスワクチンを接種することによる
アナフィラキシーのリスクは変わらない。
(a) 喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性鼻炎（注：アトピー性皮膚炎？）
(b) ワクチンや医薬品(注射)以外の特定の物質[食品、ペット、ハチ毒、環境(ハ
ウスダスト、ダニ、カビ、花粉など)、ラテックスなど]に対するアレルギー
• ただし、コントロール不良喘息患者の場合には、万一アナフィラキシーをきたし
た場合に重症化するリスクがあるため、これらに対応できる医療機関での接種が
望ましい。

新型コロナウイルスワクチン接種にともなう重度の過敏症(アナフィラキシー等)の管理・診断・治療
（日本アレルギー学会；令和３年３月１日）より引用

アナフィラキシー発症例とその他のアレルギー反応例の接種後の経過時間
public domain content

86%が30分以下
71%が15分以下

CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(2):46-51. DOI: 10.15585/mmwr.mm7002e1

接種後の観察期間について
米国では、以下の時間アナフィラキシーなどの有無を観察することが
推奨されています。
1. 重いアレルギー反応を起こしたことがある人や、ワクチンや注射で
何らかの即時型アレルギー反応を起こしたことがある人は、
ワクチン接種後少なくとも30分間
2. それ以外の人は、ワクチン接種後少なくとも15分間

（新型コロナワクチンについて:Ｑ＆Ａ 厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431̲00222.html

資料：アナフィラキシー事例の内訳
Morbidity and Mortality Weekly Report

TABLE 1. Characteristics of reported cases of anaphylaxis (n = 21) after receipt of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine — Vaccine Adverse Events
Reporting System (VAERS), United States, December 14–23, 2020
Past history
Allergies or
allergic
reactions*

Onset
after
receipt
(mins)

Signs and
symptoms

Age
(yrs)

Sex

27

F

Tropical fruit

No

2

Diffuse erythematous rash,
sensation of throat closure

35

M

No

No

5

55

F

Rabies vaccine

Yes, rabies vaccine

52

F

Sulfa drugs

30

F

32

Treatment
setting†

Epi
received

Brighton
level§

ED

Yes

2

Recovered at
time of report

Diffuse erythematous rash,
swollen tongue

ED

Yes

1

Discharged home

5

Generalized urticaria, wheezing

Inpatient

Yes

1

Discharged home

Yes, sulfa drugs

7

Wheezing, stridor, nausea

Inpatient

Yes

1

Discharged home

Bee sting

No

8

Generalized urticaria, wheezing

Inpatient

Yes

1

Recovered at
time of report

F

No

No

10

Diffuse erythematous rash,
difficulty breathing

Inpatient

Yes

2

Discharged home

60

F

Eggs, milk, sulfa
drugs, jellyfish sting

Yes, jellyfish sting

10

Diffuse erythematous rash,
hoarseness

ED

Yes

2

Recovered at
time of report

29

F

Shellfish, eggs

No

10

Generalized urticaria, swollen lips
and tongue

ED

Yes

1

Discharged home

52

F

Metoprolol,
clarithromycin

No

10

Generalized urticaria, stridor,
wheezing

ED

Yes

1

Recovered at
time of report

49

F

Iodinated contrast
media

No

13

Generalized urticaria,
swollen throat

ED

Yes

1

Recovered at
time of report

36

F

No

No

13

Generalized urticaria, nausea

ED

Yes

2

Not specified

40

F

Sulfa drugs, walnuts

Yes, walnuts

14

Generalized urticaria, nausea

ED

Yes

2

Discharged home

33

F

Wasp sting

No

15

Diffuse erythematous rash,
swollen lip

ED

Yes

1

Recovered at
time of report

41

F

Prochlorperazine

Yes,
prochlorperazine

15

Diffuse erythematous rash,
persistent dry cough

ED

No

2

Discharged home

57

F

Penicillin,
azithromycin

Yes, unspecified

15

Diffuse pruritic rash, hoarseness

ED

Yes

2

Recovered at
time of report

45

M

No

No

23

Generalized urticaria,
swollen airway

ED

Yes

2

Discharged home

46

F

Hydrocodone, nuts

No

25

Diffuse erythematous rash,
difficulty swallowing

ED

Yes

2

Discharged home

30

F

Cats, dogs

No

30

Generalized pruritis, wheezing

ED

No

2

Discharged home

44

F

Influenza A(H1N1)
vaccine

Yes,
influenza A(H1N1)
vaccine

34

Generalized urticaria, swollen lips

ED

Yes

1

Discharged home

29

F

Sulfa drugs

No

54

Generalized urticaria,
persistent cough

ED

Yes

2

Recovered at
time of report

29

F

Steroids

No

150

Diffuse pruritic rash, swollen lip

ED

Yes

1

Discharged home

Anaphylaxis

Outcome or
disposition¶

Abbreviations: COVID-19 = coronavirus disease 2019; ED = emergency department; epi = epinephrine; F = female; M = male.
* As documented in the VAERS report or medical records, or through confirmation with the treating health care provider or the patients themselves.
† Inpatient = inpatient hospitalization.
§ The Brighton Collaboration case definition uses combinations of symptoms to define levels of diagnostic certainty. Brighton Level 1 represents the highest level of
diagnostic certainty that a reported case is indeed a case of anaphylaxis; Levels 2 and 3 are successively lower levels of diagnostic certainty. Level 4 is a case reported
as anaphylaxis but that does not meet the Brighton Collaboration case definition. Level 5 is a case that was neither reported as anaphylaxis nor meets the case
definition (https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.02.064).
¶ As documented in the description of the adverse event in the VAERS report in Box 18 or as document in recovery status in Box 20.

public domain content

CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(2):46-51. DOI: 10.15585/mmwr.mm7002e1
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アナフィラキシーの定義

•

アナフィラキシーとは、「アレルゲン等の侵入により、
複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、
生命に危機を与えうる過敏反応」をいう。

•

「アナフィラキシーに血圧低下や意識障害を伴う場合」を
アナフィラキシーショックという。
アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）

アナフィラキシーの診断基準
以下の３項目のうちいずれかに該当すればアナフィラキシーと診断する

注：
World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020では
1.のa, bに加えてcとして2.dの消化器症状を加えた形となり
2.が廃止されている。また、3.として、血圧低下に加えて
気管支狭窄と喉頭病変が追加されている。
今後日本のアナフィラキシーガイドラインについても
見直していかれる可能性はある。

収縮期血圧低下の年齢別定義（早見表）
年齢(歳)
収縮期
血圧

(mm Hg)

アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）より引用
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アナフィラキシーの鑑別診断

鑑別のポイント

（予防接種会場で比較的起こりやすいと考えられる鑑別疾患を中心に；私案）
疾患・症状

アナフィラキシー
血管迷走神経性
失神
不安発作
パニック発作
気管支喘息
（急性増悪）
急性蕁麻疹

皮膚・粘膜

○







○

*失神の診断・治療ガイドライン（2012

呼吸器

循環器

○

血圧低下
（頻脈）

消化器

コメント

○

血圧低下が初期症状の場合、
他の症状が出現していない場合もある。
通常初期症状は頻脈である。



血圧低下
（徐脈）



喘鳴なし

血圧低下
なし
（頻脈）



○







血圧低下＋徐脈だが徐脈を伴わない場合もある。悪心
や発汗を伴う。失神の持続は比較的短い（1分以内）
*。迷う時は、リスクベネフィットを考慮してアナフィ
ラキシーとしての治療を考慮。
。
切迫した破滅感、息切れ、皮膚紅潮、頻脈、消化器症
状は共通するが、不安発作／パニック発作中に蕁麻
疹、血管浮腫、喘鳴および低血圧が起こることはほと
んどない†。





瘙痒感、蕁麻疹、血管性浮腫、
腹痛、血圧低下は生じない†。
アナフィラキシーに進展しないかという観
点で観察が必要。全身の広範囲の紅潮は特

年改訂版） †アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）より改変引用

に注意が必要である。

アドレナリンを使用すべき症状について
・不整脈

・低血圧

・心停止

・嗄声

・犬吠様咳嗽

・嚥下困難

・呼吸困難

・喘鳴

・チアノーゼ

・持続する我慢できない腹痛

・意識消失

・繰り返す嘔吐

・気管支拡張薬の吸入で改善しない呼吸器症状

など

・過去の重篤なアナフィラキシーの既往がある場合や症状の進行が激烈な場合は上記より軽くても適応となる
アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）を参考に作成

一般向けエピペン®の適応(日本小児アレルギー学会)
エピペンが処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う場合、
下記の症状が一つでもあれば使用すべきである。
消化器の症状
呼吸器の症状
全身の症状

・繰り返し吐き続ける

・持続する強い（がまんできない）おなかの痛み

・のどや胸が締め付けられる ・声がかすれる
・持続する強い咳込み

・ゼーゼーする呼吸

・唇や爪が青白い

・脈を触れにくい・不規則

・意識がもうろうとしている ・ぐったりしている

日本小児アレルギー学会アナフィラキシー対応ワーキンググループ

・犬が吠えるような咳
・息がしにくい
・尿や便を漏らす

疾患別のアドレナリンの投与量

• アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）：
0.01mg/kg (最大量成人0.5mg、小児0.3mg)
大腿中央前外側筋注
必要に応じて５〜１５分間隔で再投与

経静脈投与は心停止もしくは心停止に近い状態では必要であるが、それ以外で
は不整脈、高血圧などの有害作用を起こす可能性があるので、推奨されない。

• JRC蘇生ガイドライン2015（心肺蘇生の時）：

通常、アドレナリンは 1 回 1mg を静脈内投与し、3~5 分
間隔で追加投与する。ショック非適応リズムの心停止にお
いては、 アドレナリンを投与する場合，できるだけ速やか
に投与する。

アドレナリンの投与についての研究

• 「アドレナリンを大腿筋注、上腕筋注、上腕皮下注で比較
した時に、大腿筋注で血漿中アドレナリン濃度が他と比べ
て有意に高くなったことから、大腿筋注がアドレナリン投
与の好ましい投与経路である。」
Simons FE, et al. Epinephrine absorption in adults: intramuscular versus
subcutaneous injection. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(5):871-873.
PMID:11692118

大腿の皮下脂肪についての研究

• 「カナダでの検討：69人の女性の大腿の皮下脂肪の厚みを

超音波で測定。
68人（99%）が皮下脂肪の厚みは30 mm以下。
63人（91%）が皮下脂肪の厚みは20 mm以下。
（白人が61名(88%)の集団での検討。ただしプローブを圧
迫した時の計測。）」
→大腿筋注の針は成人では25 mmの針でも筋肉に届くが皮
下脂肪が厚い場合には32 mmの針も考慮が必要か？
Tsai G et al. Auto-injector needle length may be inadequate to deliver epinephrine
intramuscularly in women with confirmed food allergy. Allergy Asthma Clin
Immunol. 2014;10(1):39. PMID: 25071856

アドレナリン筋肉注射（大腿筋注）の準備
（先） ボスミン注 1mg

（後） アドレナリン注 0.1%シリンジ

または
包装：10A, 20A

包装：10A

薬価：94円/1管

薬価：151円/1管

使用期限：3年

使用期限：3年

（第一三共）

（1 mg/mL）

（テルモ）

針をつけて余剰分を破棄して投与

アドレナリン注射薬 1 mg/mL 成人

（1 mg/mL）

成人の最大量 0.5 mg = 0.5 mL

成人の最大量 0.5 mL

大腿中央部の前外側
0.01mg/kg (最大量;成人0.5mg、小児0.3mg)
必要に応じて5〜15分間隔で再投与
アナフィラキシーでの使用の場合、

過量投与を防ぐため、1 mLのシリン
ジに必要量を吸引して投与するか、
シリンジ製剤であれば、残量を破棄
して投与する事をお勧めします。

30kgの場合0.3 mL

小児の最大量 0.3 mL (30kg)

小児
新生児・乳児は25G 16 mmの針を検討

10kgの場合 0.1 mL

20kgの場合 0.2 mL

適切な大腿筋注の方法について

大腿外側広筋（前外側）
中央1/3の位置に筋注

（アドレナリンの場合）

1. 適切な手指衛生を行う
2. 接種部位の適切な目印を確認する
3. アルコール等で消毒を行い乾燥させる

4. 皮膚をしっかり広げて筋肉を固定する

5. 皮膚に垂直(90 度)に針全体を挿入し
薬液を注入する
6. 針を抜く
7. 注射部位に絆創膏などを貼る

小児や老人では投与部位の筋肉そのものを
つかんで投与する方法も許容される

（皮膚のみをつまむと針が筋肉に届かなく
なる事があるため避ける）
Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases

アナフィラキシーの初期対応手順
1. 緊急対応手順書を準備する
日常的に繰り返し練習する。

2. 可能なかぎり原因を取り除く

例：誘因と思われる診断/治療薬の静注を中止する。

3. バイタルサインの確認

直ちにかつ同時にステップ4〜6を実施する

気道、呼吸、循環、意識状態、皮膚状態、
体重を評価する。

4. 助けを呼ぶ

可能なら蘇生チーム（院内）または救急隊（地域）。

5. アドレナリンの筋肉注射

0.01 mg/kg（最大量：成人0.5 mg、小児 0.3
mg）、時間と投与量を記録、
必要に応じて5〜15分ごとに再投与する。
ほとんどの場合１〜２回の投与で効果を発揮する。

7. 酸素投与

必要な場合、フェイスマスクか経鼻エアウェイで
高流量(6〜8 L/分）の酸素投与を行う。

8. 静脈ルートの確保

必要に応じて0.9%（等張/生理）食塩水を
5〜10分の間に成人なら5〜10 ml/kg、
小児なら10 ml/kg投与する。

9. 心肺蘇生

必要に応じて胸部圧迫法で心肺蘇生を行う。

10.バイタル測定

頻回かつ定期的に患者の血圧、脈拍、心機能、
呼吸状態、酸素化を評価する。

6. 患者を仰臥位にする

呼吸が苦しい時には少し上体を起こす。

嘔吐しているときは顔を横向きにする。
仰向けにして30 cm程度足を高くする。
突然立ち上がったり座ったりした場合、
数秒で急変することがある。
アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）を引用改変

0.9%
NaCl
O2

アナフィラキシー対応のための予防接種時の救急用品
施設の救急レベルに応じた治療および測定のための医療機器・薬剤

最低限
あるとよいもの

施設の機能により
可能なら準備
するとよいもの

病院等施設の機能や
規模によって
必要となるもの

・アドレナリン注射薬（最低限３回投与できる準備を推奨）
・（アドレナリン投与用の）注射器1 mL（アンプル製剤の場合）
・針（大腿筋注の場合；小児：23G 25 mmなど, 成人：23-25G 25-32 mmなど)
・消毒綿（アルコール、クロルヘキシジンなど）、インジェクションパッド（穿刺部保護材）
・聴診器
・血圧計、血圧測定用カフ(乳幼児用、小児用、成人用、肥満者用)
・時計（時間の記録用＋心拍数計測用）
・手袋(ラテックスを使用していないものが望ましい)
・臨床所見と治療内容の記録用フローチャート
・アナフィラキシーの治療のための文書化された緊急時用プロトコール
・パルスオキシメーター
・酸素(酸素ボンベ、流量計付きバルブ、延長チューブ)
・使い捨てフェイスマスク(乳児用、幼児用、小児用、成人用)
・抗ヒスタミン剤（アドレナリンでの治療の補助的な位置づけである）
・気管支拡張薬
・生理食塩水（輸液用）
・静脈ルートを確保するための用具一式、輸液のための備品一式
・（副腎皮質ステロイド剤；NSAIDs過敏症・不耐症ではコハク酸エステル型ステロイドに注意）
・（大腿露出した場合も考慮し、衝立や毛布などあるとよい）
・リザーバー付きアンビューバッグ(容量:成人700~1,000ml、小児 100~700ml)
・経鼻エアウェイ:6 cm、7cm、8cm、9cm、10 cm
・ポケットマスク、鼻カニューレ、ラリンジアルマスク
・心電計および電極
・継続的な非侵襲性の血圧および心臓モニタリング用の医療機器
・除細動器
・吸引用医療機器
・挿管用医療機器
・心停止時、心肺蘇生に用いるバックボード、または平坦で硬質の台
以下の２点の資料を参考に作成

参考1：Interim considerations: preparing for the potential management of anaphylaxis after COVID-19 vaccination
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html
参考2：アナフィラキシーガイドライン（日本アレルギー学会）

エピペン® 0.3 mg / 0.15 mg の使用方法
周囲の人が本人に代わってアドレナリン自己注射薬（エピペン®）を投与する場合の使用方法

①ケースからとり出す
ケースのカバーキャップを
開けてエピペンをとり出す

④太ももの前外側に注射する
太ももの前外側に、エピペン®
の先端（オレンジ色の部分）
を軽くあて、針が射出される
まで押し込んで、そのまま５
つ数えてから抜く
介助者がいなければ膝だけでもおさえる。意識があれば声をかけて投与。

②しっかりと握る

⑤針が収納されたか確認する

オレンジ色のニードルカバー
を下に向け、エピペン®の真
ん中を利き手でグーで握る
安全キャップに親指をかけな
いように握る

エピペン®を太ももから離し
オレンジ色のニードルカバー
が伸びて針が完全に収納され
ているかを確認する
注射できていない時は④へ

ニードルカバー

伸びた状態

③安全キャップを外す

利き手と反対の手で
青色の安全キャップを外す

⑥軽くおさえる
打った部位を数秒間、おさえ
る。時間を記録し、速やかに
救急搬送する。
使用後のエピペン®は
医療機関へ返却する。

アナフィラキシーの初期対応
マニュアルを作成中です。

近日岐阜大学アレルギーセンターの
Webサイトで公開予定です。
https://www1.gifu-u.ac.jp/~allergy/

アレルギーセンターのWebサイトをリニューアルしています。
年度末までに新しいWebサイトに変更される予定です。
専門家向けの講演会の案内や受診案内など様々な情報を
随時掲載していく予定です。
よろしくお願いいたします。

まとめ
•

アナフィラキシーショック時には迅速な対応が必要。

•

初期対応はアドレナリンの大腿筋注。

•

大腿への筋注は成人は25 mmないし32 mmの針で、前外側
部に垂直におこなう。針全体を刺入する。

（予防接種自体は三角筋であり通常25 mm）
•

対応の記録をつけておく。

•

予防接種会場などの場合は、速やかにさらに高度な医療対
応が出来る施設への搬送等を考慮。

