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図１ 急性歯性感染症に対する第一選択薬
・ペニシリン系薬
Zアモキシシリン
（サワシリンÑ）250ｍｇ 1回２錠
朝昼夕食後 保険より増量
or
→初回のみ2錠
Zアモキシシリン
（サワシリンÑ） １日4回
･ ニューキノロン系薬
Zシタフロキサシン（グレースビットÑ）50ｍｇ １回２錠 １日２回
高齢では１日１回でも
･ マクロライド系薬
Z急性歯周組織炎に対しては
アジスロマイシン（ジスロマックÑ）250ｍｇ 1回2錠 3日分
Z智歯周囲炎の重症例では
ジスロマックSRÑ２ｇ 1回 空腹時 1日分

ア皮下注

互作用以外にも、降圧薬カルシウ

図３ マクロライド系薬
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の併用で心室性不整脈がみられる
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薬併用でエルゴタミンの血中濃度
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表１ ビスホスホネート薬

図２ Fe、Mg、Alを含む主な薬剤

図４ 抗真菌薬相互作用（禁忌）
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剤：インクレミンÑ、
フェロミアÑなど

Z健胃酸：Ｓ・ＭÑ、
つくしＡ・ＭÑ、
ＫＭÑなど
Z制酸剤：アルミゲルÑなど
Z防御因子増強剤：
ガストロームÑ
アルサルミンÑ、
マーロックスÑ
イサロンÑ、
キャベジンUÑ、
コランチルÑなど
Z緩下剤：水酸化マグネシウム
（ミルマグÑなど）

フルコナゾール（ジフルカンÑ）
ミコナゾール（フロリードゲル経口用Ñ）
イトラコナゾール（イトリゾールÑ）
などは
○トリアゾラム
（ハルシオンÑ）
との併用で
ハルシオンÑの血中濃度が３倍
排泄半減期が６倍になる（代謝酵素CYP３A４共通）
○イトリゾールÑ、
フロリードゲル経口用Ñと
ハルシオンÑとの併用で心停止もあり禁忌

第三世代

200mg

1日1回

ボナロン錠

5mg

1日1回

ボナロン錠

35mg

週1回

アクトネル錠

17.5mg

週1回

リカルボン錠

1mg

1日1回

リカルボン錠

50mg

月1回

ボノテオ錠

50mg

月1回

※主な注射剤

ゾメタ
プラリア皮下注

60mg

