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マムシ咬傷 



順位 生物名 年間死者数 

1位 蚊 約725,000人 

2位 人間 約475,000人 

3位 蛇 約50,000人 

4位 犬 約25,000人 

5位 ツェツェバエ 約10,000人 

5位 サシガメ 約10,000人 

5位 淡水カタツムリ 約10,000人 
出典：NAVER まとめ  

地球上で最も殺人を行っている生物ランキング（全世界） 



・1979～1998年までは広島県、鹿児島県、岡山、長崎、兵庫、島根の順
で死亡者数が多い（20年間で242人が死亡＝年平均12.1人） 
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日本での毒ヘビの分布 

マムシ 

 九州以北に生息 

ヤマカガシ 

 北海道以外の九州以北に生息 

ハブ 

 沖縄県に生息 



          マムシ 



マムシ 

 全長：50-100㎝ 

  4月-10月に多く見られ、夏に活動性高い 

 年間2000-3000人が受傷 

 死亡率は0.1％前後 

 



ヤマカガシ 



ヤマカガシ 

 全長：60-120㎝ 

 水田周辺に多い 

 攻撃性はなく、こちらから手を出さなければ

咬まれない 

 ヤマカガシの毒性は強力で、ハブの10倍、マ

ムシの3倍の毒性 



有毒蛇と無毒蛇の違い 





⇒マムシの場合、並行する２個の牙痕。(例外もあり) 



マムシの毒の作用 

マムシ毒 

出血作用、腫脹作用 
壊死作用 

血小板凝集作用 
血小板凝集阻止作用 
トロンビン様作用 
血液凝固阻止作用 
線溶作用、溶血作用 
末梢血管拡張作用 

毛細血管透過性亢進作用 
神経毒作用 



マムシ咬傷の症状 

激しい疼痛、腫脹（20分～30分）、出血、皮下出血、水疱形成、
リンパ節の腫脹と圧痛（1～2時間） 
 
• 循環器系：重症では、体液減少性ショック、血圧低下 
• 神経系：発熱、めまい、意識混濁 
• 消化器系：まれに悪心、嘔吐、腹痛、下痢 
• 腎系：急性腎不全による乏尿、無尿、蛋白尿、血尿（3～9日
後） 

• DIC 
• 腫脹部に筋懐死を生じることあり 
• 重症例では、眼筋麻痺による霧視・複視・視力低下 
     （通常は、1～2週間前後で回復し、予後はよい） 



マムシ咬傷の症状 

• 牙痕部の皮下にみられる暗紫色の出血巣あるい
は懐死部の存在が本症の重要な診断所見と言わ
れている。 

 
• 咬まれると30～60分で腫脹してくる。反対に1
時間たっても腫れてこない場合は、毒は入って
いない。 
 

• 腫脹は受傷24時間～3日後にピークに達してほ
ぼ72時間前後より消退していき、約2週間で消
える。 

 



マムシ咬傷の治療 



来院時 
腫脹・全身症状 

入院が原則 

症状なし 症状発現 
(Grade Ⅰ～Ⅴ) 

経過観察 

症状なし 症状発現 
(Grade Ⅰ～Ⅴ) 

 
 
輸液路確保          切 開 

セファランチン 注  10㎎    排 毒 

破傷風トキソイド   1A i.m. 
抗生剤〔d〕i.v. 

全身的治療 局所治療 

抗生剤 P.O 
破傷風トキソイド 1A i.m. 

翌日退院 
受傷後6時間までの経過観察 

GradeⅡ以下に 
とどまるもの 

GradeⅢ以上 
に及ぶもの 

受傷後24時間まで 
経過観察 

症状進行時 

抗マムシ血清6,000U d.i.v. 
症状進行時は追加投与も考慮 

「マムシ咬傷治療のフローチャート」 

     Grade 分類 
Grade Ⅰ  咬まれた局所の腫脹 
Grade Ⅱ  手関節、足関節までの腫脹 
Grade Ⅲ  肘・膝関節までの腫脹 
Grade Ⅳ  １肢全体に及ぶ腫脹 
Grade Ⅴ  体幹に及ぶ腫脹・全身症状 
      を伴うもの 



マムシ咬傷治療方針（来院前） 

• 咬傷部10～20㎝近位側を皮下静脈のみ圧迫する
程度（指1本入る程度）で緊縛し、口による吸
引・圧迫・絞り出しを行いつつ迅速な来院を。 

 
• 受傷後は、安静を心がけ走ったりしないように
する。 
 

• 咬傷部は心臓より低い位置に下げておく。 
 

• 冷やすのは良くない、あるいは効果がないとさ
れる。 



マムシ咬傷治療 

毒吸引器 

※Amazonなどで2,000円前後で購入できる。 



マムシ咬傷治療（来院時） 

 呼吸循環管理 
 輸液路確保 
 局所治療 
 抗生剤 
 破傷風トキソイド 
 セファランチン 
 ステロイド 
 抗マムシ血清 



マムシ咬傷治療（来院時） 

 輸液路確保 

マムシ毒による血管透過性亢進のために、 

細胞外液が減少して急性腎不全に陥ることが

あるため、1500~2000ml/日の輸液を行う。 

 



マムシ咬傷治療（来院時） 

 局所治療 
【受傷30分以内来院例】 
 a)皮下脂肪層まで5~10mm程の局所切開 
 b)近位側緊縛下に吸引・圧迫・絞り出し 
 c)近位側緊縛下に1ml/kg程度の脱血 
 
【受傷30分以降来院例】 
 一般的局所処置に加えて、近位側緊縛下に吸引・
圧迫・絞り出し。 
 
※現在では、切開、緊縛、吸引のいずれも否定的な報告が多い。 



マムシ咬傷治療（来院時） 

減張切開（ときに筋膜切開を要す） 

腫脹が著しく、知覚、運動障害や末梢循環障

害が現れた場合は、筋懐死防止のため、6時

間以内に行うと有効。 

  



マムシ咬傷治療（来院時） 

 

感染予防 

抗生物質の投与（第1世代セフェムなど） 

破傷風トキソイドの投与 



マムシ咬傷治療（来院時） 

セファランチンの投与 
マムシ毒で破壊された生体組織や細胞膜の修復、
安定化作用があるとされている。 
しかし、マムシ咬傷に本当に効果があるのかにつ
いては不明だが、効果ありとの報告が多い。 
 

ステロイド 
強力な抗炎症作用が腫脹の改善に効果的であった
との報告もある。 
重症例ではパルス療法を施行することもある。 



マムシ咬傷治療（来院時） 

 抗マムシ血清 
ウマ血清であり、原則生涯1度のみ使用可能。 
皮下や筋注では効果がない。⇒静注 
受傷から投与までの時間が早いほど有効な可能性が高い。 
最低でも24時間以内の投与が望まれる。 
重症例では24時間経過していても投与すべきであるとの報告
もある。 
アナフィラキシーショック(5％)や血清病に注意(10％程度) 
 
マムシ血清の使用が予後に差がないとの報告もある。 
 
⇒過去の判例で，マムシ咬傷で抗マムシ血清を投与せず死亡
した症例に対して，医師側が敗訴している。(1990,鳥取地裁) 



マムシ咬傷治療（来院時） 

 抗マムシ血清 
  
 ◆投与前の注意 
投与前に皮内反応を行い、強陽性の場合は投与しな
い。 
 
アナフィラキシーショックに対しては、血清投与前または同
時にステロイドと抗ヒスタミン剤を投与する。 
 
血清病： 
数日から数週間後に発症する腎炎や関節炎が特徴 
通常はステロイドと抗ヒスタミン剤投与で2～3日で軽快す
る。 



  腫脹：Hb値・Ht値・BUN値の上昇 

     尿比重の上昇、白血球の増加 

  筋懐死：GOT・GPT・LDH・CPKの上昇 

   

  尿量測定  

検査 



 大部分は数日で腫脹や疼痛がひき始め、回復

に向かう 

 死亡例の原因としては、急性腎不全が最多 

 腎不全を防げれば予後良好 

 

予後 



自験例 



症例１ 64歳 女性 
【現病歴】 

花に水やりをしようと蛇口をひねろうとしたところを咬まれた 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右１，２指間に牙痕 

右手背～前腕にかけて緊満性に腫脹 GradeⅡ～Ⅲ 



症例１ 64歳 女性 
【初期治療】 

補液1500ml/日 

セファランチン10㎎ 

破傷風トキソイド１Ａ 

ヒドロコルチゾン300㎎ 

セファゾリンＮａ2g×2/日 

 



症例１ 64歳 女性 
受傷20時間後 

 

 

 

 

 

 

 

 

GradeⅣ 



症例２ 40歳 女性 
【現病歴】 

自宅の外で左足を咬まれた 

 

 

 

 

 

 

 
明らかな牙痕は1カ所 

左足関節外側中心の腫脹 GradeⅠ 



症例２ 40歳 女性 
【初期治療】 

補液1500ml/日 

セファランチン10㎎ 

メチルプレドニゾロン125㎎ 

セファゾリンＮａ2g×2/日 

 



症例２ 40歳 女性 
受傷24時間後 

 

 

 

 

 

 

 

 
GradeⅡ～Ⅲ 



まとめ 
 牙痕の存在、疼痛あるいは腫脹の有無の3点がマ
ムシ咬傷の重要な所見となる。 

 原則入院 

 セファランチン、抗生剤、破傷風トキソイドは投
与する 

 抗マムシ血清の使用については議論が分かれるが
症状に応じて投与が望ましい 

 腎不全を防げれば予後良好であり、輸液は十分に行
う必要がある 


