
琉球大学病院皮膚科講師
山　口　さやか

（聞き手　池田志斈）

　アタマジラミ症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アタマジラミ症

　池田　アタマジラミ症について質問
がきているのですが、何か最近、問題
になっているようなことがあるのでし
ょうか。
　山口　戦後はやっていたのはあると
思うのですが、その後、いわゆるスミ
スリンシャンプーといったものが市販
薬で販売されてから、いったん減った
といわれていたのですが、最近またそ
の販売数が増えてきているということ
で、シラミが増えているのではないか
という話があります。
　沖縄県でスミスリンシャンプーがな
かなか効かないシラミが2000年ぐらい
から出てきて、調べてみると、アタマ
ジラミ自体にスミスリン耐性の遺伝子
変異があることが見つかっています。
沖縄県ではこの耐性化したシラミが90
％以上検出されるという現状となって
います。

　池田　ちょっと恐ろしい話ですね。
９割、薬が効かないシラミが頭につい
ているということですが、沖縄だけな
のですか。それとも全国レベルなので
しょうか。
　山口　1994年にフランスでこの薬が
効かないシラミがいるというのがわか
って、実際調べてみると40％ぐらいが
効かないというところから始まりまし
た。遺伝子変異が原因なのですが、こ
れらの変異を調べると、ヨーロッパや
アメリカを中心にこの耐性化がどんど
ん進んでいることがわかりました。日
本では2010年に全国的な調査がされて
いて、多少地域差があるものの、全国
的には10％以下というところがほとん
どだったのですが、なぜか沖縄県だけ
90％以上の耐性化があったことがわか
っています。
　池田　おそらく沖縄で増えている耐

性のシラミは海外から来たのですね。
最初に遺伝子変異を持ったシラミは、
フランスとか、海外なのですね。
　山口　そうですね。どういう経路で
持ち込まれたかがちょっとわからない
のです。
　初めにいわれたのはヨーロッパやア
メリカが中心で、この耐性化が進んで
いる国々は、昔からスミスリンなどの
ピレスロイド製剤がかなり広く使われ
てきました。そのような国々で耐性化
がより進んでいます。日本でシラミの
駆虫薬はピレスロイド製剤しかありま
せんので、そういったこともあって日
本でも耐性化シラミが出てきているの
かと思います。
　池田　基本的にアタマジラミの感染
はヒトからヒトにコンタクトで行くの
ですね。
　山口　はい。
　池田　どうも日本だとアタマジラミ
というと、昔は、子どもの頭に粉をか
けていたように、子どもの病気だと思
うのですが、大人でもなるのでしょう
か。
　山口　もちろん大人でもなることは
あり、こういうものはお子さんからお
母さんにうつることが多いです。時々
高齢者施設でシラミの方がいらっしゃ
ることがあります。
　池田　沖縄には中国も含めて海外の
方がたくさんいらっしゃいますよね。
今はいないですが、そのような感じで

入ってきたとも考えられるのでしょう
か。
　山口　インターナショナルスクール
などの、いろいろな国々から生徒が入
ってくるような学校で、かなりこの耐
性化シラミがはやっていて問題になっ
ているとよく聞きます。こうしたこと
から、外国からの入れ替わりといった
ものが多いところは、より耐性化して
いるシラミが多いのではないかと思っ
ています。
　池田　アタマジラミの診断はどのよ
うにされるのですか。
　山口　診断は毛髪に卵がついていま
すので、卵を確認する。もしくは、シ
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a. アタマジラミ専用櫛
b. 梳き櫛で除去したシラミ虫体と卵
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ラミの虫体自体を確認できればすぐ診
断になります。
　池田　卵もしくは虫体を見つけるこ
とで診断は確定するのですね。
　山口　はい。
　池田　ついているシラミが耐性なの
か、そうでないのか、なかなかわかり
づらいと思うのですが、治療としては
まずスミスリンシャンプーを使うので
しょうか。
　山口　日本にはこの薬しか今のとこ
ろないのです。沖縄県以外であればま
だ有効な症例がほとんどと考えていい
と思いますので、市販薬のドラッグス
トアで売っているものを買っていただ
いて処理をしてもらうことになります。
　池田　ちなみに、スミスリンシャン
プーの使い方というのはどのような感
じなのでしょうか。
　山口　シャンプーとパウダー製剤が
あるのですが、どちらも髪の毛につけ
て５分ないしは10分放置した後に洗い
流すことを、中２日空けて３日おきに
３～４回繰り返し使っていただく必要
があります。虫には効くものの卵に効
かないので、卵が孵ってくるタイミン
グでまた薬を使うことが必要になって
きます。しっかりこの３～４回という
のを守っていただいて、治療すること
が必要です。
　池田　用法をしっかり守ったけれど
も、卵もあるし、虫もいなくならなけ
れば、耐性化のシラミということなの

でしょうか。
　山口　県外から難治性のなかなか治
らないシラミについて相談を受けるこ
とがあるのですが、遺伝子変異を調べ
てみると全例に変異が見つかります。
通常どおりスミスリンシャンプーを使
っても治らないというシラミに関して
は、遺伝子検査をするしないは関係な
く、耐性化のシラミだと思って対応す
る必要があると思います。
　池田　その際の対応はどのようにす
るのでしょうか。
　山口　海外だと耐性化したシラミに
も効く薬があるのですが、まだ日本で
は導入されていません。今のところは
梳き櫛を使ってどんどん物理的に取っ
ていくしかないです。
　池田　具体的にはどのようにやるの
ですか。
　山口　金属製の専用の梳き櫛があり
ますので、そちらを用意していただい
て、連日、梳き櫛で頭全体、毛髪全体
を梳いていって、卵あるいは虫をどん
どん取っていく処置をします。
　池田　それはシャンプー、リンスを
やった後の髪が濡れたようなときです
か。それとも乾かしてやるのでしょう
か。
　山口　乾かした状態のほうがいいと
思います。金属製の櫛がかなり目が細
かいものになっていますので、なるべ
く頭をきれいに洗って、リンスなども
しっかり使い、摩擦を減らした状態で、

梳き櫛で全体を梳いていくのが痛くな
いコツになると思います。
　池田　海外で売られていて、ある会
社が申請されているという薬はどのよ
うなものなのでしょうか。
　山口　ジメチコン製剤というのがあ
りまして、シリコンが成分として入っ
ているのです。これがシラミ、虫の気
門、空気の通り道のところを物理的に
閉塞させて窒息死させるような薬で、
けっこう海外では広く市販薬として使
われている薬です。スミスリンで効か
ないシラミにも有効であるのがわかっ
ています。
　池田　市販というと、普通のドラッ
グストアでも買えるということになり
ますね。
　山口　そうですね。
　池田　意外と安心感がありますね。
特に大きな副作用はありそうな感じで
はないですけれども。
　山口　ヨーロッパやアメリカなどで
は広く使われていますので、安全性に
は特に問題はないと思います。
　池田　これはシリコンなのでしょう
か。
　山口　はい、シリコンです。
　池田　日本に導入された際、また詳
しく聞きたいのですが、簡単にいうと
どのような感じで使うのでしょうか。
　山口　使い方としては、スミスリン
製剤とそう変わらないのですが、基本
的に乾いた状態に塗って、やはり５～ 

10分放置し、それをシャンプーを使い
ながら洗い流すことになると思います。
これを３日おきに３回繰り返して処理
をします。
　池田　やはり卵には効かないのです
か。
　山口　スミスリンの場合は卵には効
かないのですが、ジメチコン製剤に関
しては卵にも効きます。それでも数が
多いと１回では駆虫できないので、複
数回使う必要があります。
　池田　１回やって、２日置いて、ま
た１回。計３回ですね。
　山口　はい。
　池田　薬をつけて５分してシャンプ
ーで洗い流してしまいますよね。梳き
櫛はそこにどう絡んでくるのでしょう
か。
　山口　特にスミスリン製剤に関して
は、薬だけに頼って、それだけで駆虫
しようと思うと耐性化シラミが残るこ
とがあります。やはり梳き櫛も使って、
物理的な除去というのも併用して治療
するのがすごく大事なことになると思
います。
　スミスリン製剤なりジメチコン製剤
なり、そういったもので処理した後、
髪の毛を乾かした後にしっかり梳き櫛
で、できる範囲でどんどん卵、虫を取
っていく。手間を加えることでよりし
っかり駆虫ができると思います。
　池田　ジメチコン製剤であろうが、
スミスリン製剤であろうが、とにかく

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （25）  2524 （24） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   24-25 2021/12/08   19:44



ラミの虫体自体を確認できればすぐ診
断になります。
　池田　卵もしくは虫体を見つけるこ
とで診断は確定するのですね。
　山口　はい。
　池田　ついているシラミが耐性なの
か、そうでないのか、なかなかわかり
づらいと思うのですが、治療としては
まずスミスリンシャンプーを使うので
しょうか。
　山口　日本にはこの薬しか今のとこ
ろないのです。沖縄県以外であればま
だ有効な症例がほとんどと考えていい
と思いますので、市販薬のドラッグス
トアで売っているものを買っていただ
いて処理をしてもらうことになります。
　池田　ちなみに、スミスリンシャン
プーの使い方というのはどのような感
じなのでしょうか。
　山口　シャンプーとパウダー製剤が
あるのですが、どちらも髪の毛につけ
て５分ないしは10分放置した後に洗い
流すことを、中２日空けて３日おきに
３～４回繰り返し使っていただく必要
があります。虫には効くものの卵に効
かないので、卵が孵ってくるタイミン
グでまた薬を使うことが必要になって
きます。しっかりこの３～４回という
のを守っていただいて、治療すること
が必要です。
　池田　用法をしっかり守ったけれど
も、卵もあるし、虫もいなくならなけ
れば、耐性化のシラミということなの

でしょうか。
　山口　県外から難治性のなかなか治
らないシラミについて相談を受けるこ
とがあるのですが、遺伝子変異を調べ
てみると全例に変異が見つかります。
通常どおりスミスリンシャンプーを使
っても治らないというシラミに関して
は、遺伝子検査をするしないは関係な
く、耐性化のシラミだと思って対応す
る必要があると思います。
　池田　その際の対応はどのようにす
るのでしょうか。
　山口　海外だと耐性化したシラミに
も効く薬があるのですが、まだ日本で
は導入されていません。今のところは
梳き櫛を使ってどんどん物理的に取っ
ていくしかないです。
　池田　具体的にはどのようにやるの
ですか。
　山口　金属製の専用の梳き櫛があり
ますので、そちらを用意していただい
て、連日、梳き櫛で頭全体、毛髪全体
を梳いていって、卵あるいは虫をどん
どん取っていく処置をします。
　池田　それはシャンプー、リンスを
やった後の髪が濡れたようなときです
か。それとも乾かしてやるのでしょう
か。
　山口　乾かした状態のほうがいいと
思います。金属製の櫛がかなり目が細
かいものになっていますので、なるべ
く頭をきれいに洗って、リンスなども
しっかり使い、摩擦を減らした状態で、

梳き櫛で全体を梳いていくのが痛くな
いコツになると思います。
　池田　海外で売られていて、ある会
社が申請されているという薬はどのよ
うなものなのでしょうか。
　山口　ジメチコン製剤というのがあ
りまして、シリコンが成分として入っ
ているのです。これがシラミ、虫の気
門、空気の通り道のところを物理的に
閉塞させて窒息死させるような薬で、
けっこう海外では広く市販薬として使
われている薬です。スミスリンで効か
ないシラミにも有効であるのがわかっ
ています。
　池田　市販というと、普通のドラッ
グストアでも買えるということになり
ますね。
　山口　そうですね。
　池田　意外と安心感がありますね。
特に大きな副作用はありそうな感じで
はないですけれども。
　山口　ヨーロッパやアメリカなどで
は広く使われていますので、安全性に
は特に問題はないと思います。
　池田　これはシリコンなのでしょう
か。
　山口　はい、シリコンです。
　池田　日本に導入された際、また詳
しく聞きたいのですが、簡単にいうと
どのような感じで使うのでしょうか。
　山口　使い方としては、スミスリン
製剤とそう変わらないのですが、基本
的に乾いた状態に塗って、やはり５～ 

10分放置し、それをシャンプーを使い
ながら洗い流すことになると思います。
これを３日おきに３回繰り返して処理
をします。
　池田　やはり卵には効かないのです
か。
　山口　スミスリンの場合は卵には効
かないのですが、ジメチコン製剤に関
しては卵にも効きます。それでも数が
多いと１回では駆虫できないので、複
数回使う必要があります。
　池田　１回やって、２日置いて、ま
た１回。計３回ですね。
　山口　はい。
　池田　薬をつけて５分してシャンプ
ーで洗い流してしまいますよね。梳き
櫛はそこにどう絡んでくるのでしょう
か。
　山口　特にスミスリン製剤に関して
は、薬だけに頼って、それだけで駆虫
しようと思うと耐性化シラミが残るこ
とがあります。やはり梳き櫛も使って、
物理的な除去というのも併用して治療
するのがすごく大事なことになると思
います。
　スミスリン製剤なりジメチコン製剤
なり、そういったもので処理した後、
髪の毛を乾かした後にしっかり梳き櫛
で、できる範囲でどんどん卵、虫を取
っていく。手間を加えることでよりし
っかり駆虫ができると思います。
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乾かした後は、必ず梳き櫛で卵も虫体
も減らすことが基本になるのですね。
　山口　そうですね。早く気づいて短
期集中で駆虫できるかが大事かと思い
ます。
　池田　ありがとうございました。

※ 2021年８月にジメチコンのローション
製剤が発売されました。スミスリン耐
性アタマジラミと考えられる場合は、
このジメチコン製剤の使用をご考慮く
ださい。

国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官
多　屋　馨　子

（聞き手　池脇克則）

　健康な乳幼児に対する予防接種の標準的なスケジュールのモデルと注意事項
についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の予防接種スケジュール

　池脇　新型コロナのワクチンが最大
の関心事になっている中で、乳幼児も
忘れてもらっては困るという意味から、
ワクチンについて多屋先生にお話をう
かがいたいと思います。
　このドクターサロンで、10年ほど前
に、１日に同時に複数の予防接種をし
ていいものかという質問をいただきま
した。そのときお答えになった先生は
やや慎重な様子でしたが、その後、大
きな反響がありました。いや、複数や
るべきではないかと。現実問題として、
当時、複数接種はあまり定着していな
かったのですが、今は欧米並みの複数
接種の時代に大きく変わってきたよう
です。これはどういう経緯なのでしょ
うか。
　多屋　10年前は、まだ日本で接種す
ることができるワクチンの種類がそん

なに多くなかったのです。2008年にHib
ワクチン、2010年に小児が受ける肺炎
球菌ワクチンなど、こういうところか
ら接種することができるワクチンが増
えてきて、特に生後２カ月にワクチン
デビューしましょうというのが、大き
く国民の皆さんに広まってきたところ
かと思います。
　生後２カ月で受けることになるワク
チンは、Hibワクチン、小児用の肺炎
球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、さ
らに2020年10月からはロタウイルスワ
クチンが定期の予防接種になりました
ので、これを飲みます。接種すべきワ
クチンの種類はこのようになっている
ので、今はほとんどの方が、生後２カ
月でこれらのワクチンを同時接種する
方法を取られているかと思います。
　生後３カ月になったら、４種混合ワ

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （27）  2726 （26） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   27 2021/12/08   19:44


	02-0011-1
	02-0011-2
	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1



