
　山内　内藤先生、まず、炎症マーカ
ーにはいろいろなものがありますが、
概説していただけますか。
　内藤　炎症マーカーとは、炎症の程
度を予想するために測定されるもので、
代表的なものとしては、白血球、CRP、
赤沈があります。これらは臨床で多用
されていますが、幾つかの問題もはら
んでいます。
　最初の問題は、どの臓器、どの部位
の炎症かがわからないということです。
炎症の部位に関しては、診察をしっか
りして探さなくてはなりません。
　もう一つの問題は、数値が必ずしも
重症度と一致しないということです。
例えば、市中肺炎の入院適応を決める
A-DROPシステムという基準がありま
すが、この中には白血球数やCRP値と

いう項目はありません。つまり、炎症
マーカーを用いて患者さんが重症かど
うかを判断してはいけないということ
です。本来、全身的な炎症が強いかど
うかというのは、診察すれば推測でき
るわけですから、丁寧な問診や診察な
しに炎症マーカーだけで重症度を判断
していると、大きな失敗をしてしまい
ます。
　山内　先生の基本的なスタンスとし
ては、必ず全身状態から入っていって、
CRPなどの炎症マーカーはあくまでも
それを補助する立場というふうに考え
てよろしいわけですね。
　内藤　おっしゃるとおりです。
　山内　白血球数のほうも非常によく
使われますけれども、具体的にどうい
う見方をしていらっしゃいますか。

炎症性疾患の検査方法

順天堂大学総合診療科准教授
内　藤　俊　夫

（聞き手　山内俊一）

　CRPと白血球数を併用してよく使用します。例えばCRP著増、白血球数正常
など、乖離することも多く説明に苦慮しますが、ウイルス感染や反応時間の差
などの影響でしょうか。ご教示ください。

＜鹿児島県勤務医＞
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　内藤　白血球の数というのは兵隊の
数なわけです。つまり、戦争が激しい
ときには増えていますけれども、本当
に激しい戦争で負けそうなときにはむ
しろ減っているわけです。全身状態が
悪くて、白血球が１万3,000の人と3,000
の人ですと、むしろ3,000のほうが危険
だったりするわけです。白血球上昇の
ときには皆さん血液培養を取りますが、
白血球減少のときにも本来は積極的に
取らなければいけないのです。
　山内　この質問にもあるのですが、
ウイルス感染のときにはあまり増えな
いというのがよくいわれますが、この
あたりはいかがなのでしょうか。
　内藤　そこが問題になるところで、
ウイルス感染は下がるときもあります
が、先ほど申したように、細菌感染で
も非常に重症ですとやはり下がること
があるわけです。そこの鑑別が大事で
す。
　もう一つ、白血球について大事なこ
とは、積極的に分画を見てほしいとい
うことです。例えば、まだ新兵である
杆状核球などが増えている場合、よく
いう左方移動ですが、細菌感染が疑わ
れます。
　さらには、兵隊であれば学校にいる
べき、本来骨髄にいるべき前骨髄球や
骨髄球が、戦場に駆り出されているよ
うな状況では、戦争に負けるかもしれ
ないわけです。白血球分画からはそう
いうことがわかります。

　あと、分画で大事なのは異型リンパ
球の出現です。異型リンパ球が出てい
る場合は、ウイルス感染症や薬剤のア
レルギーを疑います。例えば、白血球
が１万3,000という人でも、異型リンパ
球が50％ぐらいあり、細菌感染ではな
かったということも経験しています。
つまり、白血球数だけではなくて、そ
の分画を見ないと判断できないことも
多いわけです。
　山内　もう一歩進んで細かく見るこ
とが大事ということですね。
　内藤　そうですね。
　山内　また質問のCRPに戻りますが、
CRP、例えば出てくるタイミングとか、
そういったものについても、もう少し
具体的な例をお話し願えますか。
　内藤　CRPは、白血球に比べ、上昇
してくるのが遅いです。１～２日かか
るときもあります。人によって、２日
前の新聞のようなものだから、むしろ
読まないほうがいいという人もいるぐ
らいです。菌血症で救急外来に来た患
者さんは、そのとき白血球は変化して
いてもCRPは正常ということも少なく
ないです。救急外来で我々の一番の関
心は菌血症の患者さんを拾い出すこと
ですから、こういった場合はCRPが高
いかどうかということよりも、例えば
悪寒戦慄があるかどうかということの
ほうが意味があります。
　実際に、有名な論文で悪寒戦慄が菌
血症と密接にかかわっているという筑
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波大学の徳田先生の論文がありますが、
そういった研究を見ると、むしろCRP
よりも身体所見が大事だということが
よくわかると思います。
　感染症の患者さんを大学病院に紹介
するときに我々の欲しい情報は、CRP
値よりもむしろ血圧なわけです。これ
は実際にあった症例ですが、敗血症の
ショックで血圧が下がっているけれど
も、CRPの結果が返ってきたら搬送し
ますとか、そういう例があるわけです。
これは本末転倒です。
　インフルエンザは早期に検査しても
意味がないということは皆さんご存じ
ですが、CRPも同様です。でも、この
ことは結構忘れられています。
　もう一つ、CRPが上がらない感染症
として、髄膜炎とか膿瘍、つまり血液
と離れた場所に感染がある、そういっ
た状況も忘れないことが大切だと思い
ます。
　山内　先ほど出てきましたように、
CRPではどの臓器、どの部位というの
が同定できないということは、例えば
ですが、いろいろな臓器が悪いといっ
たケースでは非常に複雑なものになっ
てしまうわけですね。
　内藤　おっしゃるとおりです。CRP
というのは炎症の総和を見ているとい
うことを忘れてはいけません。つまり、
例えば肺炎はよくなっているけれども、
副鼻腔炎が悪くなっているということ
も、特に入院患者などでよくあります。

こういうときはCRPは変化しません。
肺炎がよくなる、よくならないだけで
考えて治療をしてしまうと、誤った治
療になってしまうことがあります。
　私は回診では研修医にCRPの数字を
言わないでプレゼンテーションするよ
うに指示しています。これは意外と難
しいのです。研修医は「抗菌薬でCRP
が下がったので退院です」などとプレ
ゼンをしてしまうケースが多いですか
らね。
　山内　多いですね。
　内藤　「これからはCRPは言わない
でやってごらん」と言いますと、例え
ば「呼吸数が落ち着いて、きのうは座
ってテレビを見ていました。退院でき
ると思います」みたいな、まともな説
明をするようになるわけです。これは
非常にいいことなので、皆さんもやっ
ていただくといいと思います。
　山内　大事ですね、これは。
　内藤　そうですね。私自身がアメリ
カの感染症科に勉強に行ったときに最
初に驚いたことは、とにかくCRPを測
定しないのです。一つは入院の期間が
非常に短いので、例えば感染性心内膜
炎であっても、３～４日で退院してい
ってしまうわけです。診断と原因菌が
決まったら退院していくのです。だか
ら、先ほどの２日前の新聞を読んでい
てもしょうがないというのがあります。
　さらに、アメリカのどんなに立派な
教授でも、回診でまず最初に聞いてく
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るのは、白血球の数字と、あとは患者
さんがsickに見えるかどうか。要する
に、全身状態が悪いかどうかというこ
とをまず聞いてきます。炎症マーカー
などよりも、そこを教授自体が大切に
しているということです。
　山内　基本は非常に大事ということ
になりますね。
　内藤　そうですね。
　山内　CRPと並んで、我々の世代に
なりますと、赤沈ですが、最近はあま
り行われなくなってきているようです
が、これに対して先生のお考えはいか
がでしょうか。
　内藤　確かに臨床的に測定回数が減
っているのは事実だと思います。しか
し、感染性心内膜炎とか骨髄炎などで
４週間とか６週間、長期に治療が必要
な場合は、白血球やCRPがきょう下が
った、あした上がったとか、そういう
ことに一喜一憂するのではなくて、赤
沈値が少しずつ確実に下がっているか
を確認することが有用になります。特
に、化膿性脊椎炎では赤沈が治療開始
１カ月で半分になれば、治療失敗が少
ないという論文もあります。
　あと、よくいわれるのは、特に赤沈
だけが高値な場合です。このような場
合には、リウマチ性多発筋痛症などを
疑うこともできます。我々としては、
今でも赤沈検査は十分有用だと思って
います。
　山内　少し手間がかかるということ

で敬遠されている節はあるのですが、
大事な検査ということですね。
　内藤　そうですね。
　山内　逆に、最近出てきている有力
な、有望な新しいマーカーといったも
のはあるのでしょうか。
　内藤　一つはプロカロシンというも
のが有名になってきています。プロカ
ロシン検査というのは細菌感染に特異
性が高いといわれて、論文も出ていま
すが、肝心なのは、例えばプロカロシ
ンが高いから抗菌薬を使う、低いから
使わないというほど優れたものではな
いということです。ですので、例えば
プロカロシンは測定したけれども、血
液培養は取っていませんというのはお
かしいわけです。このような新しいマ
ーカーに頼るのは慎重になるべきです
し、まだ評価を待つ段階と考えていま
す。実際のところ、我々は基本的に測
定していないです。
　山内　それ以外にもまだ幾つかある
かもしれませんけれども、いかがでし
ょうか。
　内藤　よく利用されるのはβ-Dグル
カンです。広い意味では炎症マーカー
といえます。これもアメリカなどの外
来ではほとんど用いられません。私の
ところでもよく「β-Dグルカンが高か
ったから、どうしましょう」という相
談が来ますが、これについても、本来
は陽性だったらこの対応をするとか、
陰性だったらこの対応をするという明
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確なビジョンを持ってから検査をする
べきなのです。測ってしまって、上が
っていたからどうしようというのはち
ょっとおかしいです。
　山内　おうかがいしていますと、い
ろいろなマーカーがあるということで
すが、基本的には患者さんの自他覚所
見、症状、こういったものが基軸にな
るというお話だと感じます。まさにプ
ライマリーケアではこれは非常に重要
なことなのでしょう。さて、細菌感染
が実際上、多いと思います。この検査
の要をまとめていただけますか。
　内藤　先生のおっしゃるとおりで、
我々はプライマリーケアの外来で細菌
感染を否定することがまず一番の仕事
なわけです。細菌感染は命にかかわる
病気ですし、治療法があるわけなので、
そこの判断がすごく重要になるわけで
す。これを炎症マーカーに頼ってはい
けません。細菌感染を否定するために
は、抗菌薬が48時間以上投与されてい
ない状況で、血液培養が２セット取ら
れていること、あとは尿沈渣と尿塗抹

培養検査で異常がないこと、胸部のレ
ントゲンが正常であること、これが最
低限必要です。
　山内　最後に総括として、先生の
CRPに対するご意見をお聞かせ願えま
すか。
　内藤　これは最近、友人の循環器医
が言っていたことですけれども、CRP
とBNPはすごく似ています。BNPは
心不全のマーカーです。例えば、レン
トゲンも撮らずに、BNPが高いから重
症な心不全だという先生も最近多いの
ですが、CRPもやはり同じことなので
す。先ほど言ったような、検査もせず
にCRPに頼ってしまって、細菌感染が
どうかなどと言ってはいけないと思い
ます。結論的に、炎症マーカーには過
度に頼り過ぎないということが重要だ
と考えております。
　山内　どうしても数字が出てきてし
まいますと、そっちに引っ張られると
いうのは、我々も注意すべき点ですね。
やはり基本に返ってということですね。
どうもありがとうございました。
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　山内　峯先生、胆のうポリープとい
うのは、どちらかというと、人間ドッ
クとか超音波でおなじみになったもの
なのですが、ドックですとよく見つか
るものなのでしょうか。
　峯　見つかりますね。一説には３～
４％、場合によってはそれより多く、
胆のうポリープが見つかるといわれて
います。実際、うちでも検診をやって
いるのですけれども、見ていると、け
っこうな頻度で見つかります。ただし、
ほとんどが小さいポリープです。
　山内　胆のうポリープはほとんど良
性だから、ほうっておいてもいいとい
う言われ方をしてきていますが、その
後のいろいろなデータの集積などから
見て、このあたりはいかがなのでしょ
う。
　峯　ポリープに関してはだいぶ検討

されていまして、一つは非腫瘍性のポ
リープといって、炎症性ポリープ、ま
た過形成性ポリープとか、次にコレス
テロールポリープ、この中でコレステ
ロールポリープが一番見つかる頻度が
高いわけです。最後に、腫瘍性ポリー
プというものがあって、腺腫、がんで
すが、そういうものを見つけた場合に
どう経過を見ていくか、または、どう
処置をするか。いかにそういうものを
診断するかというのが重要だと思いま
す。
　山内　100％良性というわけでは決
してないのですね。
　峯　そう思っていただいていいと思
います。
　山内　そうしますと、悪性を引っか
ける初期のスクリーニングのとき、む
ろんスクリーニングは超音波ですから、

胆のうポリープ

東海大学消化器内科教授
峯　　徹　哉

（聞き手　山内俊一）

　胆のうポリープを人間ドックで見つけることが多いが、二次検診に進むとす
ればどのような場合でしょうか、ご教示ください（例えばCT、MRCPなど）。

＜宮城県勤務医＞
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限界があるとしても、どういったとこ
ろを注目したらいいのでしょう。
　峯　一つは大きさです。大きさが小
さいものはほとんど良性と考えていた
だいていいと思います。また、エコー
パターンといって、コレステロールの
場合にはパターンが決まっていますの
で、それがわかれば良性のポリープと
いう診断をされてもいいと思います。
例えば、ちょっとキラキラするとか、
あとは桑の実状になっているとか、そ
ういうコレステロールポリープの特徴
があれば、経過観察で問題はないと思
います。
　あと大きさの問題は、10㎜あるいは
10㎜を超えるかどうかが非常に重要だ
と思います。10㎜以下ですと、ほとん
ど良性の範疇に入ると思いますし、10
㎜を超えて、例えば10～15㎜になると、
がんの可能性が出てきます。また、15
㎜以上になると、さらにがんの可能性
が高くなりますので、エコーの場合に
は大きさを測定してもらって、経過を
見るか、または処置をするかを考えて、
あと二次チェックをどうするかという
ことを考えていただければいいと思い
ます。
　山内　ポリープといいますと、茎が
ありますが、茎の状態などはどうなの
でしょうか。
　峯　それも非常に重要な点です。例
えば茎が短くて、全体的にわずかに盛
り上がっていると、それはがんの可能

性が高いので、そういう点は注意しな
ければいけないと思います。
　山内　ちなみに、そういう悪性っぽ
いポリープというのは、ポリープの中
の何％ぐらいなのでしょうか。
　峯　コレステロールポリープはだい
たい95～96％といわれているので、悪
性といわれるものは100例中１人か２
人いるかいないかだと思いますけれど
も、かなり少ないと思います。
　山内　少ないけれども、嫌な数字で
すね。
　峯　そうです。ですから、何かあっ
たら、そこで処置をしていないと、い
ろいろトラブルなど派生することもあ
るので、そこのところの見極めが非常
に重要だと思います。
　山内　ということで、二次検診に進
むことになります。質問ではCT、MRCP
といったものが挙げられていますが、
先生ご自身はどういったかたちをお勧
めですか。
　峯　CTでも胆のうポリープに関し
ては鑑別に役立つと思います。特に、
造影剤を使って、そのポリープが造影
剤によって染まるかどうかが非常に重
要だと思いますし、染まると悪性度が
高いと考えていただいてもいいと思い
ます。ただ、細かいところはCTでは
見られません。
　それから、MRCPも同じように、胆
のうポリープの存在もわかりますし、
胆のう壁の状態も多少わかるのですけ
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れども、それだけでは十分ではないと
思います。うちでは、二次検診の最後
として超音波内視鏡を行っています。
　山内　具体的にはどのようなものな
のでしょうか。
　峯　超音波内視鏡というのは、普通
の内視鏡の先端に超音波装置がついて
いまして、その先端を胃から十二指腸
まで入れていって、そこから超音波を
行うわけです。そうすると、胆のうは
非常に近い位置にありますので、ポリ
ープがあった場合に、ポリープの状態
とか、胆のう壁からポリープが出るよ
うな状態も、すべてよくわかるわけで
す。そうすることによって、それがが
んなのかどうかとか、そういうものが
ほかの画像検査よりもよくわかると思
います。
　山内　かなり高度な技術のようです
が、できるところは今増えているので
しょうか。
　峯　EUS-FNAまでも保険的に点数
がつくようになりましたので、現在、
かなり増えております。
　山内　少なくともそういった専門の
ところですと、かなりできるというこ
とですね。
　峯　そのとおりです。
　山内　そのあたりで事実上は、手術
で見るのを別にして、確定診断はつく
と見てよろしいですか。
　峯　そうですね。本当は、普通の胃、
消化管のがんなどと同じように、細胞

診または組織診を取って、それで診断
するというのが本当の姿だと思うので
すけれども、胆のうの場合には胆汁が
ありますし、そこを穿刺してまで診断
するというのはなかなか難しいことが
あります。
　どうしてもわからない場合には、場
合によっては超音波内視鏡で穿刺する
ということが今できます。EUS-FNA
と呼ばれています。ただ、一般的に胆
汁が漏れてしまうことがあり、腹膜炎
や腹膜播種などのリスクもありますの
で、穿刺するようなことはしません。
ただ、画像で胆のうがんが疑わしいと
か、そういうことがわかれば、手術の
ほうに持っていくと思います。
　山内　何事もすべてそうですが、グ
レーゾーンがありますね。このグレー
ゾーンの取り扱いが今度は問題になる
と思うのですが、これはいかがでしょ
うか。
　峯　胆のうポリープの場合、普通は
小さなものであれば１年に１回でもい
いと思うのです。先生が言われたよう
に、グレーゾーンといって、胆のうが
んかもしれないといった場合には、大
きさの変化が重要になります。その場
合には数カ月のオーダーで変わってき
ますので、その間、しっかり経過を見
ていただいて、大きくなるようでした
ら手術をします。
　山内　数カ月おきでサイズに特に注
目するということになりますね。
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　峯　はい。
　山内　具体的に、よく胆石などであ
るのですが、胆摘ですね、疑わしいか
らもう取ってしまうという発想はいか
がなのでしょう。
　峯　それは病院のやり方というか、
システムによって変わってくると思う
のです。病院でどういうふうに考えて
やるかというのはある程度決まってい
るところもありますので、そういうも
のが見つかったら取るということをや
っている病院もあると思います。ただ、
胆のうを主に担当する医師の立場から
いえば、ある程度大きくなって、それ
ががんなのかどうかという場合は、手
術とか、そういう術式にもかかわって
きますし、そういう意味ではちゃんと
検査をして、これは絶対がんが疑わし
いといった場合に手術をお願いしてい
ます。
　例えば、がんであるのと、がんでな
いのと、その転移とか、そういうこと
になると随分違います。胆のうの中に
とどまっていれば、当然腹腔鏡下での
胆のう摘出術が適応になると思うので
すけれども、がんである場合にはそれ
が適応でない場合もあるのです。そこ
を見極めるためには、開腹術なのか、
腹腔鏡下の手術なのかという点を選択
する場合には、やはりある程度ちゃん
とした診断が必要だろうと思います。
何でも取ってしまえばいいというのは、
暴論かなと思います。

　山内　いっとき、胆石があれば取っ
てしまうということもあったのですが、
さすがにもうそれは見直されて。
　峯　今は、医療レベルが高くなって
いますので、専門病院ではそこはきち
んとしないと、患者さんが納得しない
のだろうと思います。
　山内　胆のうも、必ずしもなくても
いいとばかりも言えないということで
すね。
　峯　はい。
　山内　最後に、胆のうがん自体の予
後について簡単にお話し願いたいので
すが。
　峯　胆膵系のがん、特に胆のうがん
も、進行がんで見つかることがけっこ
う多いのです。その場合の予後は必ず
しもよくありません。ほかのがん組織
と違って、漿膜とかそういうものが非
常に薄いので、すぐ転移するとか、そ
ういうことがあります。しかも、腹膜
転移とか、そういうことが起こること
もありますので、必ずしも見つけて手
術すれば大丈夫だということではあり
ません。そういう意味では、早期診断
をして、早い時期に取ってしまうとい
うことが重要だと思います。
　山内　このがんは、ほかのがんと比
べても、おなかの超音波による早期発
見が増えたのではないかと思われるの
ですが、それほどでもないのでしょう
か。
　峯　それほどでもないのです、不思

ドクターサロン56巻11月号（10 . 2012） （809）  9



議なことに。胆のうがんというのは、
みんな予後がいいと思っているかもし
れませんけれども、それほど予後がい
いわけではありません。そういう意味
では、胆のうとか胆道系、それから膵
臓系というのは、どうしても早期発見
がしにくいのが現状です。僕も最初、
胆膵の専門になる前は、胆のうという
のはエコーで見つかってしまうし、今、
人間ドックもやられている。非常に早

期のがんが多くて、予後が非常にいい
のだろうと思っていたのですが、そう
ではありません。
　山内　もうなくなってしまうかと思
っていたけれども、そういうわけでは
ないということですね、残念ながら。
　峯　非常に慎重にやらなければいけ
ない病気だと思っています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

10 （810） ドクターサロン56巻11月号（10 . 2012）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



　池田　まず、49歳・男性、１カ月以
上、痰がらみの咳が続くということで、
まず百日咳の概略、特に症状とか診断
についてお聞かせいただけますでしょ
うか。
　岩渕　百日咳は、昔、中国で症状と
して100日続くということで、その名
前がついた病気になります。原因とし
ては、百日咳菌による気道感染症にな
ります。この特徴としては、まず気道
に感染した後、百日咳菌が毒素を産生
して、毒素によって長期にわたる咳が

続くという病気になります。
　百日咳は、症状として大きく３つの
病期に分かれるといわれています。１
番目がカタル期といわれまして、それ
がまず百日咳菌が気道感染を起こした
時期になり、これがだいたい１～２週
間ぐらい。このときの症状は一般的な
症状、気道症状、咳、鼻水、咽頭痛、
いわゆる感冒と見分けがつかないこと
が多いです。
　その後、百日咳菌が産生した毒素が
気道を刺激することで起こる２番目の

百日咳の診断

都立墨東病院感染症科
岩　渕　千太郎

（聞き手　池田志斈）

　先日、49歳男性が１カ月以上続く痰がらみの咳を主訴に受診。時々熱っぽく
なるときに市販薬を内服していたとのこと。受診時体温35.8℃、聴診上特に所
見なし、採血ではCRP0.04㎎/㎗、白血球4,400μℓ、血液像：好塩基球0.5、好酸
球11.0、好中球51.3、リンパ球29.4、単球7.8［％］、マイコプラズマ抗体＜40倍、
百日咳抗体：山口株160倍、東浜株1,280倍であった。この場合、百日咳と診断
してよろしいでしょうか。山口株値はそれほど高値ではなく、東浜株の値と解
離があるようですが、これについての解説をお願いいたします。好酸球の増加
もややありますが、これは絶対数が少ないので無視してよいのでしょうか。ご
教示ください。

＜茨城県開業医＞
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時期になりまして、それを痙咳期と呼
びます。これが百日咳に特徴的な病期
になりまして、咳が特徴的な、発作的
な咳と、吸気時のウーピングといわれ
る特徴的な咳などがあります。これは
毒素が原因なので、だいたい２～４週
間ぐらい、場合によっては８週間近く
続くといわれています。
　その後、回復期に入ります。３番目
の病期としての回復期は、徐々に症状
が落ち着いていくような状態になりま
して、これがだいたい２週間から、人
によっては長く、４週間ぐらい続くと
いわれています。
　成人の場合は咳の期間が、百日咳の
場合はだいたい平均で36～48日といわ
れています。ですので、昔からいわれ
ている百日咳というよりは実際の症状
の期間はもう少し短くなると考えられ
ています。
　池田　診断につきましてはいかがで
しょうか。
　岩渕　診断につきましては、気道感
染症ですので、百日咳菌、菌自体を証
明するのが一つの診断方法になります。
ただし、これは気道に侵入したときの
初期になりますので、カタル期に特に
有用な検査になります。カタル期の検
査としては、培養検査が行われます。
一般的な細菌培養では生えないので、
特殊な培地に植えることで生えてきま
す。ただし、小児の場合は、小児科医
が百日咳と疑った場合は50％ぐらいが

培養で検出されることが多いですが、
成人の場合はあまり検出されず、10％
程度といわれています。ですので、実
際は培養検査というのは成人の百日咳
の診断においてはあまり有用な検査で
はないかもしれません。
　２番目の、特にカタル期以降の検査
としては、血清学的な診断が使われま
す。一つが、日本で一番行われていま
す抗体法、細菌凝集法というふうにも
いわれております。その場合は、日本
で抗体の株が２種類使われておりまし
て、一つが東浜株ともう一つが山口株。
普通、百日咳の抗体を出すと、この２
種類の株の抗体価が出てくることにな
ります。東浜株というのはワクチンに
由来する菌の株をもとにつくられた抗
体で、山口株というのが近年、感染症
として流行している菌株の抗体になり
ます。
　抗体の診断ですけれども、一般的に
は感染初期と、２週間離れたペア血清
で、感染初期には抗体が上がっていな
くても、２週間以上空けることで、抗
体価が遅れて上昇することで、それを
もって感染が成立したというふうに判
定します。抗体価は、感染初期と２週
間離れたあとで抗体価を測定して、４
倍以上上昇することで感染と診断する
のが一般的な診断になります。
　池田　質問の症例、成人男性例で、
１カ月以上咳が続いていて、マイコプ
ラズマ抗体は40倍未満、百日咳抗体は
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山口株が160倍、東浜株が1,280倍。こ
れは１点でしか調べていないのですけ
れども、これは診断として、百日咳と
してよろしいのでしょうか。
　岩渕　ワンポイントで判定する場合
は、ワクチンを接種していない人、も
しくは10歳以上の人では、40倍以上上
昇していた場合、可能性があるという
ふうに考えます。ただし、先ほど申し
上げたように、東浜株の場合はワクチ
ン接種の影響などで抗体価が長期間持
続していることもあるので、そこら辺
はちょっと判定が難しいこともありま
す。
　池田　逆にいいますと、両方の株に
対する抗体が40倍以上であれば可能性
はあると。
　岩渕　はい。基準もいろいろありま
して、320倍を基準にしているところ
もありますし、そこはいろいろな説が
いわれています。
　池田　この症例の場合、ほかに考え
られる疾患としましては、どのような
ものが考えられますでしょうか。
　岩渕　この症例の場合ですが、長期
間咳が続いて痰がからむということで、
成人の場合は、49歳ということですの
で、一つは一般的なCOPDのような慢
性的な気道疾患が考えられます。その
ほかですが、慢性的な長期間の咳の原
因としては、気道感染を契機に喘息が
発症するということもありますので、
そのような疾患が考えられると思いま

す。
　池田　この症例の場合、好酸球もや
や増加しているということですので、
この関係も考えますと、百日咳以外の
何かアレルギー的な要素が考えられま
すでしょうか。
　岩渕　百日咳でよくいわれますのが
リンパ球主体の白血球増加です。ただ、
この症例の場合は白血球はそれほど上
がっていなくて、リンパ球も上がって
いませんし、むしろ相対的に好酸球が
上がっておりますので、百日咳という
よりは、別のアレルギー的な要素を持
つ疾患、喘息のような疾患が考えられ
ると思います。
　池田　この症例の確定診断のために
追加すべき検査等はありますでしょう
か。
　岩渕　一つは、先ほど挙げたような
ペア血清を、２週間以上の時期を空け
て取ってみるというのが一つ診断に有
用かなと考えます。そのほか、一般的
な気管支喘息の診断として、喀痰中の
好酸球が出現しているか確認する、あ
るいは呼吸機能検査などを行って、気
管支喘息の診断をつけることも有用か
と考えます。
　池田　この症例の診断で、聴診所見
は書いてあるのですけれども、X線所
見が書いてありませんが、百日咳の診
断に胸部レントゲン所見というのは役
に立つのでしょうか。
　岩渕　百日咳は主に気道の感染にな
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りますので、肺炎は呈しません。です
ので、胸部レントゲン写真は百日咳の
診断には有用ではないと考えます。た
だ、そのほかの慢性的な咳を起こす疾
患として、肺結核や肺がんといった疾
患がありますので、胸部レントゲンを
撮影する意義はあると考えます。
　池田　百日咳の治療法についておう
かがいしたいのですが。
　岩渕　百日咳については、治療はマ
クロライド、特にエリスロマイシンが
以前から使われております。エリスロ
マイシンで、これも各国やガイドライ

ンによって変わりますが、だいたい５
日～２週間程度投与するというふうに
推奨している説が多くあります。ただ
し、乳児の場合にエリスロマイシンを
使うと、幽門狭窄症を呈するリスクが
ありますので、乳児、生まれたばかり
のときに百日咳にかかった可能性があ
る場合は、アジスロマイシンを使った
ほうがいいのではないかということが
小児科医の意見としていわれておりま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　味沢先生、まず、神経梅毒と
いうのは非常に有名ではあるものの、
なかなか最近はお目にかかることがな
いような印象もあるのですが、このあ
たり、現状からお話をお願いできます
か。
　味沢　神経梅毒というのは、後期あ
るいは晩期の梅毒として時にみられる
疾患です。教科書的にも進行麻痺と脊
髄癆という、非常に有名な疾患があり
ます。けれども、今、山内先生がおっ
しゃられたように、最近、見ることが
非常に少なくなってきています。特に
脊髄癆は世界的に見ても、非常に減っ
ているといわれています。これは、抗
生物質がいろいろなほかの病気で使わ

れるので、それが梅毒にも効いてしま
うのではないかといわれています。
　山内　この方はご老人ですので、少
し昔のものが残っている可能性がある
のでしょうか。それとも、そういうこ
ともあまりないのでしょうか。
　味沢　神経梅毒といいますと、だい
たい最初に梅毒に罹患して、10～25年
ぐらいたってから出るといわれている
のですけれども、この方の場合、八十
幾つですから、この時点で神経梅毒が
出るということはちょっと考えにくい
と思います。
　山内　症状が小刻み歩行ということ
で考えられているようですが、一般論
として、こういったものが出てくるも

神経梅毒

都立駒込病院感染症科部長
味　沢　　篤

（聞き手　山内俊一）

　神経梅毒についてご教示ください。
　82歳女性で老健施設の診断書作成時に、検血上梅毒定性RPR法（１＋）、TPHA
法（±）の結果を得ました。梅毒既往を本人は否定されますが、歩行時に小刻
み歩行を認めます。
　生物学的偽陽性と考えてよいものかなど、今後の方針についてご教示ください。

＜大阪府勤務医＞
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のなのでしょうか。
　味沢　いわゆる脊髄癆というと、確
かに歩行異常というのはあるのですけ
れども、それは後索の障害で、いわゆ
る知覚が異常になるために、特に暗く
なったり、あるいは目をつぶったりす
ると、うまく歩けないということなの
で、ちょっと小刻み歩行とは違うと思
います。それから、先ほども言いまし
たように、脊髄癆自体がほとんどあり
ませんので、それはあまり考えなくて
いいのではないかと思います。
　山内　ほかの性病、特にクラミジア
などはかなり増えているようですが、
梅毒という疾患自体が今、あまり聞か
ない気もしますけれども。
　味沢　梅毒自体はある一定数は報告
されていますけれども、あまり大きな
病院に行ったりはしないと思います。
特に私たちの病院ではHIVの方を見て
いますけれども、そういった方の中で
は非常に多い。それは各地のHIVをよ
く見ている病院では梅毒というのは非
常に多いものです。ただ、一般病院で
は非常に少ないのではないかと思いま
す。
　山内　世界的にはまだ多いのでしょ
うか。
　味沢　世界的には、南アフリカのサ
ハラ以南ですとか、東南アジアですと
か、ラテンアメリカとか、そういった
ところは300万～400万人ぐらい患者さ
んがいるのではないかといわれていま

す。
　山内　日本人でも、例えば東南アジ
アなどに行って、うつされてきている
ケースはありうるということですね。
　味沢　ありうると思います。
　山内　ただし、大きな病院に行かな
いで、そういう専門クリニックで済ま
されている。あまり表に出てこないと
いうことですね。
　味沢　そう思います。
　山内　また教科書的なかたちに戻ら
せていただきますが、かかられた方の
治療、このあたりをまず教えていただ
きたいのですが。
　味沢　日本では、アンピシリンとか、
そういったお薬を、梅毒の病期にもよ
りますけれども、１～２カ月ぐらい内
服する。非常に患者さんのコンプライ
アンスに頼ってしまうような治療がま
ずファーストチョイスになります。こ
の質問例のように、本当に神経梅毒と
すると、これは入院して、約２週間ぐ
らい、ペニシリンGという古くからあ
る薬を注射する必要があります。
　世界的に見ると、早期の梅毒、１期
の梅毒とか２期の梅毒の場合は、普通
はペニシリンGベンザチン240万単位の
筋注というのがありまして、１期の場
合は１回、２期の場合は３回ぐらい打
てば、それで治癒してしまいます。非
常に患者さんにとっても、医療者にと
ってもメリットがある治療法なのです
けれども、どういうわけか、日本には
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ないので、この治療ができないという
のが現状です。
　山内　それでも、既存のペニシリン
療法でほぼ完治すると見てよろしいの
でしょうか。
　味沢　そうですね。きちんと１回治
療すれば、完治すると思います。ただ、
検査をすると、梅毒に対する抗体がで
きるのですけれども、これはどうも防
御的には働いておりませんので、再感
染あるいは再々感染というのが起こり
ますので、やはりきちんとそれを防ぐ
ことが大事だと思います。
　山内　再感染というのは、相手から
うつされるということであって、再燃
とはまた違うわけですね。
　味沢　昔の抗生物質がないころは、
確かに体の中に梅毒のスピロヘータが
残って、再燃するということはよくあ
ったのですけれども、現在はきちんと
治療すると、そういったことはちょっ
と考えられませんので、やはり再感染
です。
　山内　ほうっておいた場合、質問に
もありますように、神経梅毒とか、こ
ちらのほうに進んでいく率というのは
けっこう高いものなのでしょうか。
　味沢　抗生物質がないころの研究で
すと、100人そういう梅毒の患者さん
を見ていますと、だいたい70人ぐらい
は自然に治ってしまうのです。けれど
も、30人ぐらいが、今先生がおっしゃ
られたように、神経梅毒になって、特

に進行麻痺ですと、認知症の重篤な状
態になりますから、精神科の病院に入
ったり、あるいは寝たきりになったり、
非常にミゼラブルな状態です。ですか
ら、30人ぐらいはたいへんなことにな
ってしまうということです。
　山内　経過あるいは治療効果にも絡
むと思いますし、実は今回の質問自体
が本来そうなのですが、梅毒定性反応
とか抗体反応がありますが、これはい
ったい何を見て、どう判断したらよい
かというのをうかがいたいのですが。
　味沢　梅毒の検査は、たいていRPR
法とTPHA法と、２つ一遍に行うこと
が多いのですけれども、特にRPR法と
いうのは梅毒のスピロヘータ、トレポ
ネーマで別に特異的なものではなくて、
今だと別の、抗カルジオライピン抗体
とか、そういったものにむしろ関係が
あるのです。
　ただ、RPRというのはどういうわけ
か、梅毒の病勢、病気の活動性と非常
にパラレルに動くので、それは偶然見
つかったのだと思いますけれども、治
療効果の判定には非常に役に立ちます。
これは倍々希釈で結果が出てくるので
すけれども、２倍、４倍、８倍、16倍
という感じ。それで約４管の減少です
から、1/16ぐらいになりますと、治療
が非常に有効である。例えば、64倍の
人が４倍になるというと、非常によく
効いているということになります。
　もう一つのTPHAというのは、これ
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は梅毒に非常に特異的な抗体なのです。
逆に、１回梅毒にかかりますと、これ
は生涯、陽性になってしまいます。で
すから、病院で入院して検査などをす
ると、必ず「梅毒しました？」という
ふうに先生に言われてしまうわけです
けれども、これは１回治療しておけば、
梅毒にかかったあとを見ているという
状態です。
　山内　この質問が、TPHA法が（±）
という表現になっていますけれども、
これはいかがでしょうか。
　味沢　このパターンでいいますと、
RPRが陽性で、TPHA法が（±）なの
で、これは梅毒になったごく初期の状

態だと、こういう結果が出ることがあ
ります。その場合は、若い方なら１カ
月してもう１回再検するとはっきりす
るのですけれども、この年齢の方が梅
毒につい最近かかったということは非
常に考えにくいので、おそらく生物学
的偽陽性なのではないかと思います。
　山内　その場合もやはり再検査とい
うことになるのでしょうか。
　味沢　そうですね。それでどうして
もわからない場合は、１カ月後ぐらい
に再検査して、値が全く変わらないと
すれば、それは偽陽性だということで
す。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　堀先生、いつもでしたら、疾
患に関しての質問をいただくのですけ
れども、これも時代の流れなのかもし
れませんが、消毒の方法に関してとい
う質問をいただいています。ただ、読
んでおられる先生方は臨床実地の先生
方で、例えば中心静脈にカテーテルを
入れるという方はあまりいらっしゃら
ない。半面、中核病院でいろいろなカ
テーテル、管が挿入されたまま、それ
を医療連携というかたちで引き継いで
診られる先生方も多くなっていますの
で、そういった先生方に有益な情報を
いただきたいと思っております。
　まず、今回の質問で、傷のナート、
あるいは中心静脈ルートの確保、神経

ブロックで、エビデンスにのっとった
正しい消毒、何を使って、どういうふ
うに消毒するかという質問に関してい
かがでしょうか。
　堀　人間の体の消毒に使う消毒薬と
いうものがあります。まずこれの説明
からさせていただきたいと思います。
　一番皆さんにとってなじみが多いの
はアルコール、70％アルコールだと思
います。これはほぼ万能で、あらゆる
細菌が一瞬拭くだけですぐ除菌できる
という面では便利です。採血とか、先
ほどありました神経ブロックなどを行
う前に、皮膚をこするように、皮脂と
一緒に古い角質も取るつもりで、ごし
ごしとすると、非常に効率よく除菌が

適切な消毒方法

順天堂大学感染制御科学先任准教授
堀　　　　賢

（聞き手　池脇克則）

　適切な消毒の方法についてご教示ください。
　近年医療現場では院内感染予防に対する意識が高まっています。当院では傷
のナートや中心静脈ルート確保、あるいは神経ブロックなどを行っているが、
エビデンスにのっとった正しい消毒（使用する薬品・消毒操作等）の仕方をご
教示ください。

＜愛知県開業医＞
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完了するというものがあります。これ
がアルコールです。
　もう一つ、例えば清潔な操作をする
ときになりますと、ポビドンヨードと
いう褐色の液体です。これは非常に万
能な消毒薬でありますけれども、ウイ
ルスまで含めて、非常に広い範囲の微
生物を消毒するのに適しています。た
だ、効果は、３～４分、塗ったまま放
置しないと十分殺菌効果が出ないとい
うことで、例えば中心静脈カテーテル
をこれから入れようというような場合
はこういったものを使う。あとは、手
術のときなど、先ほど傷のナートとい
うのがありましたけれども、創部の消
毒をするときにはこういったもので、
創部周辺、創部自身を消毒していただ
くと、非常に簡単に消毒することがで
きます。
　池脇　ポビドンヨードといわれまし
たのは、いわゆるイソジンというもの
ですね。
　堀　そうです。あの褐色の液体です。
　池脇　細かいことですが確認ですけ
れども、アルコールはごしごしととお
っしゃいました。きちっと圧力を加え
たほうがよろしいということですか。
　堀　そうですね。人間の皮膚の表面
というのは脂がついています。もう一
つは古い角質があります。これらはみ
な微生物が栄養とする非常に汚染しや
すい物質です。これをなぞるだけでは
きれいに取れないので、ごしごしとこ

する。ただし往復運動をしますと、だ
んだん外の汚れをまた皮膚中に引き込
むということになりますので、できれ
ば同心円状に周囲に向かって広げてい
く、これが正しい消毒のやり方になり
ます。
　池脇　消毒の操作法は、同心円状に
やるということですね。
　堀　はい。
　池脇　ポビドンヨードの場合に、し
ばらく時間をおかないと効いてこない
とおっしゃいましたけれども、ポビド
ンヨードを使った場合にはしばらくそ
ういう状態にしておくということなの
でしょうか。
　堀　そうですね。昔、ヨードチンキ
という、赤チンとかありましたけれど
も、あの時代はヨードそのものが入っ
ていたのです。塗ると、そのヨードが
ばっと放出されて、組織が非常にダメ
ージを受ける。傷の治りが悪くなると
いうことで、使用が中止されたわけで
す。
　イソジンは、いきなりばっとヨード
が放出しないように、基剤が混ぜてあ
るのです。その基剤の中からじわじわ
しみ出してくるまでの時間が３～４分
かかるということですから、塗って、
十分ヨードが放出されるまでにだいた
い３～４分待つ。そういうものを世間
では、乾くころによく効くというふう
におっしゃる方がいらっしゃるのです
が、本当のところは基剤からヨードが
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溶け出してくるのに３～４分かかると
いうことが理由です。
　池脇　傷のナートのときにも、基本
的にはこのポビドンヨードということ
ですけれども、これは傷に対しては障
害性はないと考えてよろしいですか。
　堀　いや、ところが消毒薬というも
のはすべて蛋白変性を起こしますので、
そういった意味では組織の挫滅を促し
てしまい、組織の回復力を遅らせると
いうことがあります。ですから、以前
は例えば手術などのとき、オペ後、翌
日から消毒をして、毎日ぺたぺたやっ
てというのがはやっていましたけれど
も、今はどちらかというと最初に最小
限の消毒をしたあとは、傷口に対して
は生理食塩水で洗い流すだけというふ
うに変わってきています。
　池脇　今回の質問に対して先生に的
確に答えていただきましたので、その
ほかに臨床実地の先生方が欲しがって
いる情報といいましょうか、いわゆる
除菌の極意がありましたら教えてくだ
さい。
　堀　実は除菌というのは医療機関に
おける清潔の根幹をなすものです。い
ろいろな医療処置は、清潔な医療器具
を用いて行われないといけない。そう
いった意味では、昨今、保健所などで
１年に１回、医療機関の訪問をされて
いる立ち入り検査などがありますが、
そのときの指導ポイントはこの除菌と
いうことになります。

　正しくは、本当は除染というふうに
いうのが学術的な言い方です。今、除
染といいますと、放射能の問題などの
方向に行きがちですが、要は汚染を取
り除くという意味ということでお考え
いただければけっこうです。微生物の
汚染を取り除くという意味で除染。
　これには３つの方法があります。１
つは洗浄、普通に洗うことです。次に
消毒というものがあります。これは専
門的にいえば、芽胞という、消毒薬で
なかなか死なない菌。あまり病原性は
ないのですけれども、環境中にいる菌
で、こういった芽胞を持つ菌以外のほ
とんどの微生物を死滅させる。それは
除菌のうち、消毒というプロセスがい
いであろうということになっています。
　また、人間の体の中には、もともと
菌がいない無菌の領域があります。腹
腔内とか胸腔内とか関節腔内、そうい
うところには病原性の低い芽胞を持つ
菌が入ったとしても感染を起こすこと
があるので、全く微生物が生きていな
い状態の、完全に微生物がいなくなっ
たものを使わなければいけない。これ
が滅菌と呼ばれるものです。
　この３つの除染方法を的確に用いて
清潔を保つというのが一つのポイント
になります。
　池脇　除染の程度が進むにつれて、
洗浄、消毒、そして滅菌ということに
なるのですね。それぞれの工程ですけ
れども、どういうことが必要なのでし
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ょうか。
　堀　洗浄というのは、健常な皮膚と
は接触するけれども、粘膜とは濃厚に
接触しないもの、例えば哺乳瓶とかリ
ネンなどは洗浄で十分です。皆さん、
お食事の際はお茶碗を消毒したりはし
ませんよね。
　池脇　確かにそうですね。
　堀　セミクリティカルと呼ばれるよ
うな、粘膜に濃厚に接触したり、健常
でない皮膚に接触するものがあります。
例えば、ファイバースコープ、内視鏡
の類とか、酸素マスク、体温計。体温
計も、例えばMRSAの患者さんとか、
特定の病原体に使われたものに関して
は、これは消毒が必要になります。
　滅菌は、クリティカル物品と呼ばれ
るものに必要になります。これは皮膚
や粘膜にダメージがある場合、または
通常無菌の領域に使用するものは、微
生物が生きていないような状態にしな
くてはいけない。それは例えば、手術
器械であったり、硬性内視鏡といわれ
るステンレス製の内視鏡、例えば関節
腔や腹腔鏡などはクリティカル物品に
なりますので、これは滅菌が必要にな
るということになります。
　池脇　特にそれぞれの場面で注意す
ることというのはあるのでしょうか。
　堀　実はよく皆さんがやられるのは、
使用した物品をいきなり消毒薬につけ
て、その後、洗剤でごしごしやるとい
うことがあると思うのですが、実はそ

れは一番やってはいけないことです。
一番大切なのは、除菌の前にまず洗浄
を行うということです。洗浄して、有
機物と微生物をあらかた落としてしま
う。そのあとに消毒薬を使ったり、ま
たは滅菌をかける。そうでないと、残
った蛋白質が表面で固着して離れなく
なってしまいます。消毒薬ですと、蛋
白変性して固着してしまう。そうする
と、微生物をはがすことができません。
滅菌の場合は焼きつけることになって
しまいますので、これも注意が必要で
す。
　池脇　まず洗い流してから次のステ
ップへということですね。
　堀　そうです。
　池脇　それ以外にはどうでしょう。
　堀　あとは、洗うときは蛋白分解酵
素入りの洗剤がお勧めです。普通の中
性洗剤よりも、有機物である蛋白質を
除去する、糊のような働きをする物質
を除去するというのが一番適していま
すので、蛋白分解酵素入りの洗剤がお
勧めです。
　池脇　こういった除菌に関して、今
まで良いと思っていたことが実はそう
ではない。いろいろな意味であまりお
勧めしないようなことであれば、最後
にできれば確認したいのですけれども、
ありますか。
　堀　一番大切なのは、例えば卓上の
オートクレーブなどをお使いの方がい
ると思うのですけれども、メンテナン
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スをしないで、この中に入れれば安全
だと思っている方がけっこういらっし
ゃいます。こういったものは精密機械
ですから、定期的にメンテナンスして、
自分が行っている除染の行為が正しく

行われているかどうか、これにいつも
気を払っていただきたいと思っていま
す。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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小誌をご愛読下さいましてありがとうございます。
読者の皆様に、これまでにもお知らせしておりますお願いを申し上げます。
〈綴じ込み葉書「ドクターサロン質問用紙」について〉
お寄せいただいた「ご質問」は、２カ月に一度、ドクターサロン委員会（３人
の委員兼聞き手の先生）にて採否が決定され、採用された「ご質問」に対し
て、週２回のラジオNIKKEIの番組「ドクターサロン」で放送回答されます。
どうぞお気軽にご質問をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

ドクターサロン編集部

編集部からのお願い



　池脇　緒方先生、2011年にブータン
国王夫妻が来日されて、国民総幸福度
が注目されましたね。
　緒方　はい。GNH（Gross National 
Happiness）といって、先代の国王が
30年ぐらい前にスリランカの首都コロ
ンボ（当時）で発表したのです。その
ときは、全然相手にされていなかった
のです。ところが、このご時世になっ
てきて、GNPがどんどん増大してきて、
それだけで人間は幸せなのかという見
直しがあって、特にフランスなどは、
アマルティア・セン、スティグリッツ
ら有名なノーベル経済学賞を受けたよ
うな人を集めて研究・報告したのです。
　池脇　そういう意味では、日本はま
だ高度成長期の考えですね。

　緒方　幸福などというのは、生産量
が増えればいいのだみたいな、まだそ
ういうのが残っていますけれども。
　池脇　そのころ、ブータン国王が言
っていることは、「なに言ってんだ」
ということだったのだと思いますけれ
ども。
　緒方　そういうことですね。
　池脇　この時代になって、日本人も、
そういった心の豊かさというものが大
事なのだということが、本当に素直に
実感できる時代になって、それで注目
されているということですね。
　緒方　そうですね。
　池脇　ブータンというところは非常
に小さな国で、1960年以前はいわゆる
鎖国で、それから国を開いていくとい

幸福度研究

日本GNH学会会長
緒　方　　修

（聞き手　池脇克則）

　経済的指標より国民の幸福感を重視するブータンが注目を集める中、日本で
も日本GNH学会が発足したとの報道がありましたが、その内容と今後の方針に
ついて、また海外の幸福度研究や日本の内閣府の研究も含めてご教示ください。
　（日本GNH学会会長　緒方修教授に）

＜石川県勤務医＞
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うときに、国をどういうふうに持って
いくかという中で、こういったことが
議論された。
　緒方　全くの鎖国ではなく、ネパー
ルなどの隣国とは交流はあったのです
が、ただ、外国人は入国できなかった。
昔の人のレポートを読んだりすると、
１年半も待たされたとか、なかなか入
れなかったのです。
　ヒマラヤの小国とよくいわれますけ
れども、北がチベット、今中国領です
けれども、そこが13億人もいる大国で
す。それで、南がインド。北が標高
7,000m級のヒマラヤ山脈で、南が200m。
要するに、傾斜地にあるような国なの
です。そこで産業は何ができるかとい
ったら、農業人口は43％くらいですけ
れども、収穫物を外国に出すことは考
えられません。そうすると、地下水を
利用して特殊なダムをいっぱい作った
りしていますけれども、水力発電によ
る電力をもっぱらインドに売って、電
力代が自分のところの収入になってい
る。それが主な収入源です。わずか70
万弱の人口ですから、それで十分やっ
ていけるという、非常に特殊な環境な
のです。
　池脇　さて、国民総幸福度ですが、
何年か前の国民調査で97％の方が幸せ
と答えてますね。
　緒方　これも向こうに行って、日本
人のシニア海外調査隊の人に聞くと、
「幸せですか、どうですか」と聞かれ

るから、「幸せです」と言うほかはな
いでしょうと、皮肉な見方もありまし
た。ただ、ほかにあまり比べるものが
ないところで、自分自身で満足して生
きている。テレビとかラジオとかが自
由に入るようになったのは1999年、わ
ずか13年前です。ほかと比べてうらや
ましいとか、そういうものはなかった
わけです。
　池脇　今でも、一般的な先進国に比
べたら所得も低いということですし。
　緒方　低いです。とても低いです。
　池脇　その中で、100％に近い方が
幸福だと感じている。それは、国づく
りとして、どういうところを重点的に
やってきたからでしょうか。
　緒方　例えば、田舎に行っても、ど
こに行っても、英語が全部通じます。
これはすばらしい戦略です。エリート
層はすべてアメリカとかイギリスの大
学などを出て、つまりヨーロッパ・ス
タンダード、アメリカ・スタンダード
を知っているわけです。それで我が国
は、こういう小さくて、大した産業も
ないところで、何をすべきか。やはり
人材育成しかないということで、シン
ガポールのような国を目指すかどうか
しりませんけれども、僕はありうると
思っているのです。
　ただ、労働者は全部、インドから来
ている人、ネパールの人とか、そうい
う外から下請労働者を調達してきてい
る。自分たちだけが、言ってみれば管
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理層というか、そういうことが成立す
るかなという危惧もあります。ただ、
国王以下、エリート層は英語もペラペ
ラ、国民もほとんど全員がペラペラで
すけれども、そういう国づくりを目指
してやっていて、半ば成功していると
言っていいと思います。
　池脇　ブータンと日本というのはけ
っこう関係が深いと聞いたのですが。
　緒方　そうなのです。向こうには国
王がいらっしゃる。こちらは天皇一家
がいらっしゃって、たしかオバマ米大
統領が来たときの話の時間よりも、ブ
ータン国王夫妻が来たときの時間のほ
うが長かったはずですよ。それだけ王
室も、ベルギーなどもそうですけれど
も、王室同士のお付き合いというのが、
何となく芯があって、みんな納得する
ような。特に日本人というのはどこか
で権威を求めるとか、ずっと続いてい
るところをありがたがるとかいうこと
があります。特に若くて、新婚旅行に
わざわざ日本を選んだ国王に親近感を
持ったのでしょう。
　池脇　先ほど先生が言われたように、
非常に傾斜の強いところで、おそらく
農業をするにもある程度の技術が必要
だと思うのですけれども、そのあたり
に日本の農業の支援というのがあるの
でしょうか。
　緒方　そうです。京都大学の中尾佐
助さん、今、岩波現代文庫で『秘境ブ
ータン』という本が再刊されています

けれども、そのお弟子さんで西岡京治
さんという方が、向こうに20年以上い
らした。向こうで「サー」に当たるの
が「ダショー」というのですが、「ダ
ショー西岡」といって、ブータンの農
業は日本人の西岡がやったのだと、み
んな知っています。現在日本人が80人
ぐらい、JICAを中心にいますけれども、
日本はたいへんな憧れの国としてみら
れています。
　池脇　そういったことで、日本も内
閣府は、いわゆる豊かさということで、
今何かアクションを起こしているので
しょうか。
　緒方　内閣府が出したものもありま
すし、経済学者の中には罵詈讒謗でい
ろいろ文句を言っている人もいます。
ただ、そういう幸福というものを、県
民ごとの発表がいいのかわかりません
けれども、少なくとも幸福度の向上を
目指す。ということは、今まで生産一
本やりでしたが、これが増えればいい
のではないかという考えが続いてきた。
そこに大きく修正をかけるというか、
そういう働きが大事なのではないでし
ょうか。
　いったい幸せとは何だろう。特に３・
11以降は、絆とか、相当ずたずたにさ
れてきたものをもう一回見直そうと、
そういう動きになってこないと、幸せ
というのはないのではないでしょうか。
　池脇　確かに日本は自殺者が年間３
万人もいて、ストレス、しわ寄せがい
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っているという、非常にひずんだ社会
になってきましたので、ブータンとい
うのは貴重な存在であると思うのです
けれども。日本以外の国でも、ブータ
ンのそういったことが注目されている
のでしょうか。
　緒方　そうですね。ヨーロッパ各国
も、半分行き詰まっているところもあ
りますし、ブータンが特別注目されて
いるということでもないのでしょうけ
れども、幸せとは何かというのを各人、
問い詰めてというか、今の生活ぶりで
いいのかという、生活の見直しまで含
めて、ムーブメントが起きているよう
な気がします。
　池脇　健康・医療という面ではブー
タンはどうなのでしょうか。
　緒方　伝統医療もあるのです。ただ、
国が小さいものですから、それから交
通のアクセスもあまりよくありません
ので、例えば中耳炎などになったら、
現代の医学ですぐ治す方法もあると思
うのですけれども、どうしても病院が
あるところまで来るのに時間がかかっ
て治せなかったりとか、そういうとこ
ろもまだあると思います。
　医療費は全部無料です。例えば、難
病とか、がんなどはあまり治療体制は
進んでいませんけれども、治療を必要
とするときはタイやインドまで看護師
がついて行くとか、そういう意味では
ある程度はやっています。
　池脇　そういう意味で、福祉、教育

に関しては、我々が思っている以上に
手厚い国だということですね。
　緒方　手厚いといっても、規模的に
どれぐらいかわかりませんので、それ
はもちろん日本のほうが圧倒的に進ん
でいると思います。ブータンへは医師
も一緒に行ったのですけれども、伝統
医療をもうちょっとちゃんと見直すよ
うなかたちで、悪い意味での医療の近
代化の道をたどってほしくないという
のが彼の印象でした。
　それと、死生観ですが、四十九日た
ったら何かに生まれかわるということ
で、お墓も何もないのです。ストゥー
パというのは卒塔婆のことですけれど
も、ミニストゥーパといって、おにぎ
りぐらいの小さな三角形の、骨と土を
混ぜたものを、道のその辺に置いてあ
るのです。これは２～３年でみんな消
えてしまいます。要するに、土にもう
一回戻るのだと、循環していくという
考えです。
　それも僕は学ぶべきだと思います。
日本の、いってみれば葬式仏教みたい
な、やたらにそこだけ充実して、生前
のことはないがしろにされているので
はないかという、その反省もすべきだ
と思います。
　池脇　そういう価値観というのは、
人種あるいは宗教によっても多分違う
と思うのですけれども、同じアジアで
あるブータンと日本は、ヨーロッパと
ブータンとを比較するよりも、価値観
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が共有できそうな気がします。
　緒方　そうですね。日本GNH学会と
いうものをつくって、皆さんになるべ
く訴えかけて、その辺を考えましょう
と言っているところです。
　池脇　ありがとうございました。

※ ブータンの現地レポートを詳しくお知
りになりたい方は、『ブータンから考え

る沖縄の幸福』（沖縄大学地域研究所叢
書―芙蓉書房出版）をご覧ください。

※日本GNH学会は誰でも入会できます。
　お問い合わせは、
　TEL：03-3813-4466
　メール：info@js-gnh.org
　 ホームページはhttp://js-gnh.org「日
本GNH学会」―これまでの活動やニュ
ースレターが見られます。
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　山内　小井土先生、まず、このDMAT
という言葉ですが、これからご説明願
えますか。
　小井土　DMATというのは、Disaster 
Medical Assistance Teamの頭文字を
もってDMATと呼んでいます。日本語
でいうと、災害派遣医療チームという
ことになります。これが創設されたの
は、阪神・淡路大震災の教訓をもとに
しています。阪神・淡路大震災のとき
には、超急性期に災害現場で活動する
医療チームがなかったということで、
それに対してできたのがこのDMATと
いうことになります。阪神・淡路大震
災のときには、防ぎ得た災害死が500
例ぐらいあった可能性があると報告さ
れています。

　その原因として４つ挙げられていま
す。その一つが、先ほど言いました超
急性期に現場で医療を展開する医療チ
ームがなかったということ。２つ目と
しては、災害医療を中心的に担う病院
がなかったということ。３つ目が重症
患者さんの広域搬送が全く行われなか
ったということ。４つ目として、医療
情報を病院間あるいは中央（国レベル、
県レベル）と共有できなかったという
ことがいわれています（表１）。
　この４つの大きな反省点に対して３・
11までで16年間、国として様々な施策
を打ってきたわけですけれども、超急
性期に現場での医療を担うチームがな
かったということに対して、DMATを
立ち上げ、平成17年から隊員養成研修

災害医療

国立病院機構災害医療センター臨床研究部長
（厚生労働省DMAT事務局長）

小井土　雄　一
（聞き手　山内俊一）

　災害医療についてご教示ください。
　１．東日本大震災などの自然災害におけるDMATとしておもむく医師の心構

えについて
　２．必要な知識について

＜北海道勤務医＞
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を始めています。
　また、地域での災害医療を中心的に
担う病院がなかったということに関し
ては、平成８年から災害拠点病院の指
定・整備を始めて、現時点としては638
カ所の災害拠点病院が全国にあるとい
うことになります。
　重症患者さんが広域搬送されなかっ
たということに関しましては、広域医
療搬送計画というものを作成したとい
うことになります。
　また、全く病院間の医療情報を共有
できなかったということに関しまして
は、広域災害救急医療情報システム、
Emergency Medical Information System、
我々はEMIS（イーミス）と呼んでい
ますけれども、情報ネットワークを構
築することによって、中央と病院、そ
して病院間が医療情報を共有できると
いうネットワークシステムをつくった

わけです。
　山内　そうしますと、比較的近年、
整備されてきたということで、実際に
日本で今、かなり数としても多くなっ
ているということですか。
　小井土　DMATは今、全国で約1,000
チーム、約6,000人の隊員がいます。３
割が医師、４割がナース、そして３割
が業務調整員の方々ということになり
ます（図１）。
　山内　この質問の先生が救急関係の
先生かどうかわからないのですが、基
本的には救急救命活動、あるいはER
関係の先生方だけでもないと見てよろ
しいのでしょうか。
　小井土　今、約6,000人のメンバー
がいて、医師が３割ですから、2,000人
ぐらいの医師がいるわけですけれども、
その４割は救急の専門医の方々です。
それ以外の６割は外科の先生、内科の
先生、整形の先生、麻酔科の先生、様々
な先生たちということになります。
　山内　救急救命の先生方は入られた
ときからある程度心構えというのは習
われていらっしゃるかもしれませんが、
質問にあるような、途中から入られる
先生方の心構えといいますと、どうい
ったものが考えられるのでしょうか。
　小井土　心構えというと非常に難し
くなりますけれども、我々の活動に対
する考え方の基本ということになりま
すと、我々は、阪神・淡路大震災のと
きに500人出た、防ぎ得た災害死をい

表１　阪神・淡路大震災の教訓

•  急性期の現場における医療が欠落
していた。
　―DMAT
• 災害医療を担う病院がなかった。
　―災害拠点病院
•  重症患者の広域搬送が行われなか
った。
　―広域医療搬送計画
•医療情報が全く伝達されなかった。
　 ―広域災害救急医療情報システム
（EMIS）
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かにゼロに近づけるかということが最
終目標なので、それを達成するために
は、CSCA、TTTということを我々の
活動の基本というふうに考えています
（表２）。
　このCSCA、TTTというのは、TTT
に関しては、Triage、Treatment、Trans-
port、すなわちトリアージと応急処置
と搬送ですが、これはよく皆さん、聞
かれていると思います。TTTは、医療
の実践の部分となりますが、これをう
まくやるためには、TTTの前にCSCA
を確立しなければいけないということ
に、DMATにおいては研修で重きを置
いております。
　山内　CSCA、これも何かの略なの
ですね。
　小井土　CSCAというのは、まず最
初のCがcommand & controlというこ

とで、まずは指揮命令系統を確立せよ
ということです。
　そして次のSですけれども、これは
Safetyです。このSafetyは、Self、Scene、
Survivorといいまして、自分自身の安
全、そしてSceneは現場です。そして
Survivor、傷病者ということになりま
すけれども、SelfとScene、自分と現場
の安全を順に確保し、その後Survivor
にアプローチせよということになり、
とにかく安全を確保するということを
非常に重要視しています。
　３番目のCはCommunicationという
ことで、情報ということになりますけ
れども、東日本大震災でも、情報が災
害を制するということを思い知らされ
ました。情報があれば、限られた医療
資源をどこに有効に配分すればいいか
ということがわかるわけですけれども、

図１　DMAT研修の実施、修了者の状況（2005/4/1～2012/6/15）
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いかなる情報をどこから集めるかとい
うことがこのCommunicationというこ
とになります。
　４つ目のAが、集めた情報をいかに
評価（Assessment）して、そしてTTT
のストラテジー（戦略）を立てるかと
いうところが非常に重要になるという
ことになります。
　山内　そのあたり、かなり専門的な
話になるような気もいたしますので、
現実には慣れた先生方の指揮に基づい
てということになると思われますが、
２番目の質問の必要な知識についてと
いうことと絡むと思うのですが、実際
にそういった活動に新たに加わられた
先生方を対象とした研修ですか、こう
いったものはいかがなのでしょうか。
　小井土　DMATの場合は、１つのチ
ームが、ドクターが２、ナースが２、
ロジ（調整員）が１という５人体制で
すので、非常に小さいチームです。た

だ、実際のときには、東日本大震災で
もそうですけれども、被災地に入って
いって、それが集合・合体して大きな
組織として活動するということになり
ます。東日本大震災もDMATは380隊、
1,800人の人たちが被災地に入って活動
しているわけです。その人たちは出る
ときは各病院から小さなチームとして
出ていますけれども、被災地に入れば、
大きな組織としての活動をすることに
なります。
　組織的な活動をするには何が大切か
というと、やはり共通言語を持ってい
なければいけないということになりま
す。共通言語とは何かというと、知識
とか理論とか、あるいは診療手順とい
うものになりますが、組織的に協働活
動する際に、みんなが同じように持っ
ているということになります。
　山内　当然非常に混乱した現場です
から、非常に短い言葉、略語、こうい

表２　災害への体系的な対応に必要な項目

CSCATTT＊

• C：Command 指揮
• S：Safety 安全
• C：Communication 情報
• A：Assessment 評価
• T：Triage トリアージ
• T：Treatment 治療
• T：Transport 搬送

＊英国MIMMS：Major Incident Medical Management and Support

対応の運営部分

提供される医療支援
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ったものも飛び交うわけでしょうね。
　小井土　そうです。その辺をDMAT
隊員養成研修４日間で、徹底的に学ぶ
ということになります。
　山内　ある種のマニュアルのような
ものも存在しているのでしょうか。
　小井土　マニュアルおよび標準的テ
キストと呼ばれるものがあります。そ
ういうものを十分理解することによっ
て、小さなチーム、一度も会ったこと
がない、知らない者同士が集まっても、
ある一定の方向性を持って活動方針を
立てることができるということになっ
ています。
　山内　最後に、もしこういったDMAT
と直接関係していない先生方が自発的
にボランティア的にこういった活動に
参加したいといった場合、どうすれば
よろしいのでしょうか。
　小井土　３・11では多くの先生方が
被災地に入りました。大切なことは、
全く単独の行動をすると有効な活動は
できません。今回、JMAT（日本医師
会）の医療チームが多数被災地に入り
ました。日本医師会は、日本医師会の
メンバーでなくても派遣をサポートす
るという態勢を取っておりました。で
すから、どこかしらの組織に入って、
その組織の一員として活動することが
とても大切だと思います。
　山内　まず登録のようなかたちをす
ることが勧められるということですね。
　小井土　そうです。東日本大震災の

一つの大きな反省点として、急性期チ
ームであるDMATと医療救護班の引き
継ぎがあまりうまくいかなかったとい
うことがあります。それに対して厚生
労働省は、「災害医療等あり方検討委
員会」というところでその対策を立て
たわけですけれども、県災害対策本部
には派遣調整本部というものを今後は
つくる。それは、いろいろ集まってき
た様々な医療チーム、日赤、国立病院
機構、あるいは日本医師会の医療チー
ム、そういうものを県レベルで派遣調
整しようということです。
　そしてもう一つ、県レベルだけでは
全域をカバーできませんので、二次医
療圏に関しては地域災害医療対策会議
というものをつくって、そこで二次医
療圏の医療情報を集めて、調整本部か
ら派遣されてきた医療チームを地域災
害医療対策会議というところで適材適
所に配することをしましょうというふ
うになっています。
　全く個別に行動してしまうと、どこ
に医療ニーズがあるかもわかりません
し、もしもそこでスタートしたとして
も、そのチームが帰ってしまうと、そ
この医療が中断されてしまうので、そ
れはかえって被災地、被災者にとって
は好ましくないですから、必ずそうい
う指揮命令統制下に入って、組織の中
での活動ということが大切だと思いま
す。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　福島先生、医学教育に関して
ということでありまして、以前の教育
とはだいぶ違うなという印象ですけれ
ども、どうでしょう。
　福島　まず、どう変わったかという
よりも、どう変わらなかったのかとい
う話のほうが先だと思うのですけれど
も、私事ですが、私は東京慈恵会医科
大学を昭和56年に卒業しました。実は
私の父は千葉医科大学で、昭和22年卒
なのです。さらに、私の祖父は旧制の
長崎医学専門学校で大正３年卒なので
す。実はこの３代がほとんど同じ医学
教育だったのです。
　私は新制大学ですから、２年間の医
学進学課程があって、２年間の基礎医
学があって、臨床の系統講義があって、
１年もない臨床実習をやるというのが

私の医学教育でした。ところが、昭和
22年卒のうちの父親も同じなのです。
あのころは４年制の医学部でしたから、
２年間基礎をやって、臨床の系統講義
をやって、ポリクリというのは臨床実
習ではないのです。ポリクリというの
は外来実習ですから、外来実習をやっ
て、そして医師になる、こういう世界
でした。祖父の時代も同じらしいので
す。これは父から聞いた話ですけれど
も、私が受けてきた医学教育の基本骨
格は大正３年のもの。
　その話を父親と飲みながら話してい
るときに無性に腹が立ったのを今でも
覚えていて、大正３（1914）年という
のは何の年だかわかりますか。第一次
世界大戦が始まった年です。昭和22
（1947）年、父が卒業したときは、ご

現在の医学教育

東京慈恵会医科大学教育センター長
福　島　　統

（聞き手　池脇克則）

　患者さんの評価方法は現在もS（Subject）、O（Object）、A（Assessment）、
P（Plan）で変わりないのでしょうか。現在の医学教育ではどのように教えら
れているのか、ご教示ください。

＜新潟県開業医＞
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存じのように、終戦後の混乱で、たい
へんな時代だった。時代は全然変わっ
ているし、疾病構造も変わっているの
に、医学教育だけは変わらなかったと
いうのが実情だったようです。
　もう20年ぐらい前になると思うので
すけれども、私も医学教育の先輩から
聞かされた話なので、証拠はないので
すが、ドイツの医学教育の査察団とい
うか、視察団が日本にやってきて、国
公・私立をぐるっと回って、最後、多
分成田でしょうけれども、成田から帰
るときに捨てぜりふを残した。その捨
てぜりふというのは、「我々は驚いた。
今のドイツにない、100年前のドイツ
が日本にある」というふうに言ったと
医学教育の先輩に聞かされて、そうか
もしれないと思いました。
　あとでドイツの医学教育を調べてみ
ると、これは全然違いまして、今ドイ
ツの医学教育は６年制ですけれども、
２年生のときに国家試験があって、国
家試験の科目が傑作で、解剖学および
生物学、化学および生化学、物理学お
よび生理学、そして医学にかかわるほ
かの社会系の科目の試験をして、20％
は落ちてしまうようです。基礎医学は
そこで終わるのです。そのあとに臨床
のほうに進みますけれども、ほとんど
の科目は５年生で終わってしまって、
６年生は１年間、インターンシップだ
そうです。いわゆる参加的臨床実習、
クラークシップというタイプのもので、

研修医と同じことをするというかたち
で６年間が終わるとなっていて、昔の
解剖学、生理学、生化学という学問体
系とは違うそうです。
　池脇　そういう意味では、一方的な
座学というのは、受けるほうは楽でい
いのでしょうけれども、今はどちらか
というと、教えるよりも自分で問題点
を探すとか、あるいはベッドサイドで
行動する、実習するのがメインという
ことで、責任者としてやっておられる
福島先生のような方はたいへんではと
思います。
　福島　たいへんというか、そういう
意味では誰も知らない世界に入ってい
るので、カリキュラムを改革しようと
か、変えようと思ったときに、変な話
ですけれども、東京慈恵会医科大学で
一番最初にカリキュラムを変えようと
して、医療面接とかコミュニケーショ
ンという科目を入れようとするわけで
す。ところが、教える人が一人もいな
い。私はそういう専門ではなくて、私
はもともと解剖学なので、医学教育学
会に行って、そういうコミュニケーシ
ョンの教育のセッションのところにず
っと行って勉強してきて、習いたての
知識を学生に教えるみたいな、そうい
うかたちにならざるを得なかった。
　それと同時に、教育ということの原
理原則ということは誰も知らないので
す。学習理論という言葉がわからない
わけです。そうすると、はっきりいう
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と、自分が教えてもらったように下に
教え返すという申し送りの法則でずっ
とやっていたわけです。それが急に外
国とかそういうところから、それこそ
テュートリアルというやり方がありま
すよとか、客観的臨床能力試験という
やり方がありますよとか、そういうい
ろいろなやり方がどんどん入ってくる。
　でも、実際にそういういろいろな情
報が入ってくるようになったのは1983～
84年ごろです。それ以前はあまり外国
も変わっていなかったのです。1984年
にアメリカが「21世紀の医師像」とい
う答申を出すのですけれども、これが
けっこうショッキングでした。なぜシ
ョッキングかというと、それを受けて、
次の年の1985年にハーバード大学がテ
ュートリアルを導入するのです。ニュ
ーパスウェイというものですけれども。
それでアメリカの医学教育はどんどん
変わっていくのです。ヨーロッパもも
ちろんその時期にどんどん変わってい
く。
　日本もその時期に、実は外国は変わ
っているよということを紹介している
のです。医学教育を変えましょうとい
う話し合いがあって、それをまとめ上
げたのが、当時、東京慈恵会医科大学
の学長だった阿部正和先生で、アメリ
カの報告書などをきれいにまとめて日
本で発表するのですけれども、変わら
ないのです。あの当時はまだそんなに
遅れていなかったけれども、1984年ぐ

らいからどんどん外国との医学教育の
やり方の差が広がっていったという感
じです。
　一番大きく広がったのは臨床実習だ
と思います。はっきり言うと、アメリ
カで医師免許を取るには、アメリカで
州の免許登録をするときに、卒前教育
として72週の臨床実習が要求されるの
です。
　池脇　72週というと。
　福島　２年間以上です。
　池脇　そんなにですか。
　福島　まるまる２年間の臨床実習を
要求されるのですけれども、日本はよ
うやく１年を超えたぐらい。それでも
今随分増えていて、臨床実習は平均す
ると50週近いのです。随分改善はしま
したけれども、私の学生時代は30週で
したから、そういう意味ではちょっと
伸びが遅いですけれども、それでも少
しずつ増えている。
　臨床実習をどんどん増やして、実際
の現場の中でどういう能力が自分にと
って必要で、その能力を自分で身につ
けることで医師が務まるようになるの
だよと、そこの部分を臨床実習でやろ
うとするわけです。この考え方が日本
と外国の一番大きな違いだろうと思い
ます。
　池脇　私もそうですけれども、大学
病院という環境の中で学生の教育とい
うのは、患者さんも一般の臨床実地の
先生方とは違うわけですから、いわゆ
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る臨床実地の先生方のレベルの患者さ
んに接するというのも重要で、実際に
先生はそういった家庭医実習というの
もやっておられるのですね。
　福島　私どもは、結局こういうこと
をしなければいけない。つまり、家庭
医実習というのは地域の開業医の先生
方や、本当に地域で中心になっている
病院に学生を１週間送り込んでいくわ
けですけれども、こういうことをしな
ければいけない。さらに、私どもは訪
問看護ステーションの実習までやって
いるのですけれども、そういうことを
しなければならないという状態に今の
大学病院はあるのだと思います。
　今の大学病院は特定機能病院ですの
で、それこそ、東京慈恵会医科大学は
都心の真ん中にあるので紹介率が低い
かなと思うと、それでも50％いってし
まうのです。紹介率50％で、平均在院
日数が11日を切っているわけです。そ
うすると、急性期疾患で、もうすでに
診断がついている患者さんが、専門治
療を短期間で求めてやってくるという
ところですから、そういう意味ではあ
いまいな症状から鑑別診断をしてとい
う世界ではないわけです。
　そうすると、特定機能病院で学べる
ことは何なのか。これは多分昔の先生
には想像できないと思いますけれども、
私どもは昔は第一内科、第二内科、第
三内科と、うちは第四内科までありま
したけれども、そういう世界であって、

つまり総合内科だったのです。それが
今は、「内科はないか」といわれてい
るわけですから、結局ないわけです。
そうすると、一般的な症候の患者さん
は大学には来ない。その状態でプライ
マリな状態での患者さんを診る機会と
いうのはどこにあるのだという問題が
一つあります。
　もっと大きい問題は、治る病気しか
大学病院は治さないわけです。一番わ
かりやすいのは筋萎縮性側索硬化症
（ALS）で、ALSの患者さん方という
のは、たいてい最初の数年ぐらいは地
域をさまよっていらっしゃるのです。
診断がつかないから。そのうちに職を
失ったりされる方も多いわけですけれ
ども、ある人が「神経ではないか」と
いうことで専門病院に行く。たいてい
大学病院に行く。そうすると、だいた
い１週間か２週間で診断がついてしま
うわけです。除外診断で。診断がつい
ても、治療法がないので、大学病院と
しては「はい、診断がつきました。で
はさようなら」ということになってし
まう。
　ところが、在宅で人工呼吸器を使え
ば、十数年は生きていられるわけです。
そうすると、病気になる前の数年、診
断がつく１～２週間、診断がついたあ
との十何年という疾患の時間軸を見た
ときに、大学病院で教えることができ
る内容は何か、ということになります。
そうすると、病院前医療も、病院後医
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療も、何も大学病院で教えることはで
きない。ところが、慢性疾患の患者さ
んはたくさんいる。慢性疾患の継続外
来というもの、それから生活支援とい
うかたちの教育は当然行えないわけで
す。
　そうすると、医学部と大学病院で医
学教育を完遂するということ自体が極
めて間違った考え方だと。むしろ地域

に、地域の教育力にお願いする。地域
の教育力を活用してというと怒られて
しまいますけれども、それがないと、
そういう意味では国民が求める医師に
はならないわけです。
　池脇　私も大学病院にいる人間とし
て、大学病院というのは医療の中の一
部に過ぎないということを教えていた
だきました。ありがとうございました。
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　池田　まず外用薬の種類についてお
うかがいしたいと思います。
　五十嵐　外用薬の種類といいますと、
効能・効果別に、どんな疾患に使うと
いう意味で、いろいろな種類の外用薬
があります。ご存じのとおり、皮膚科
ではステロイド外用薬が最も大事なポ
ジションを占めているわけですが、そ
のほかに保湿薬とか抗生物質が入って
いる薬、あと水虫等に使う抗真菌薬、
また抗ウイルス外用薬、それからニキ
ビにも最近いろいろな薬が出てきまし
たけれども、痤瘡治療薬、そんな薬が
主なものかなと思います。
　もう一つは、いわゆる剤型といいま
して、どんな形を持った外用薬かとい
うことで幾つかに分けられると思うの
です。最も使われる軟膏、油脂性軟膏
と申しまして、ちょっとべとつくので

すけれども、一番ポピュラーな剤型で、
このメリットは、どんな状態の皮膚で
も使うことができるというものです。
　もう一つ、クリームがあります。ク
リームは、ご存じのとおり、なめらか
で、べとつかなくて、塗りやすいので
すけれども、部位とか疾患によっては
刺激性が出たりしますので、例えばじ
ゅくじゅくしたような湿潤性の病変な
どにはよくないということがいわれて
います。
　あと、そのほかにローション剤やテ
ープ剤など、いろいろなものがありま
すが、我々皮膚科医はそういった剤型
のものを、部位とか疾患、症状に応じ
て使い分けているというのが現状です
（表１）。
　池田　次に、部位別の正しい塗り方
という質問ですけれども、これはおそ

外用薬の種類と使用法

NTT東日本関東病院皮膚科部長
五十嵐　敦　之

（聞き手　池田志斈）

　外用薬の種類別、部位別の正しい塗り方、特に塗る適正量について詳しくご
教示ください。

＜愛知県開業医＞
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らくステロイドを中心に考えていらっ
しゃると思うのですが、それについて
おうかがいできますか。
　五十嵐　部位といいますと、例えば
頭皮、顔面、駆幹、四肢のようなとこ
ろで若干皮膚の性格が異なりますので、
使い分けをする必要があります。
　まずステロイドの外用薬に関してい
いますと、部位によって吸収率がけっ
こう違うのです。有名なフェルドマン
という昔の皮膚科の先生が出した論文
に、前腕の屈側を基準として、いろい
ろほかの部位の吸収率を見たものがあ
ります（表２）。それによると、顔面
とか頸部とか陰囊などの経皮吸収性が
かなり高いということがわかっていま
す。一方で、角層の厚い手のひらとか
足底は非常に吸収率が悪いということ
がわかっています。ですので、そうい

表１　剤型とその特徴

剤型の種類 長所 短所

油脂性軟膏 皮膚保護作用、皮膚柔軟作
用、痂皮軟化作用などにす
ぐれ、どんな皮膚の状態に
も用いることができる

べとつく

クリーム 使用感がよくべとつかない
水で洗い流せる

皮膚刺激性
湿潤面、滲出液を伴う病変には適さない

ローション
ソリューション

使用感がよい
よく伸びる
被髪部位に使用しやすい

同上

テープ 密封により効果が増強
保護作用

密封により感染症を起こすことがある
湿潤面、滲出液を伴う病変には適さない

表２　ステロイド外用薬の
　　　部位別吸収度の違い

部位 経皮吸収率

頭皮  3.50

前額  6.00

頰部 13.00

背部  1.70

腋窩  3.60

前腕屈側  1.00

前腕伸側  1.10

手掌  0.83

陰囊 42.00

足底  0.14

足関節  4.20

前腕（裏側）を1.0とした場合の吸収度の
目安（参考文献：Feldmann RJ, et al., J. 
Invest. Dermatol., 48, 181-3, 1967）
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ったことを吟味すると、部位によって
強さをある程度調整してあげなければ
いけないわけです。
　顔面というのはステロイドの副作用
が出やすい部位だから注意しろという
ことになっております。それは、先ほ
どいいましたように、吸収がかなりい
いということです。ステロイドの薬に
関しては強さでランクが５つに分けら
れていて、一番強いストロンゲストか
ら一番弱いウィークまであるのですけ
れども、我々皮膚科医はウィークのも
のはあまり使いません（表３）。マイ
ルドという下から２番目のものから、
ストロング、ベリーストロング、スト
ロンゲスト、この４つのものを使い分
けます。顔に関していえば、副作用が
出やすいですから、あまり強いものを
長期間使うのは危ないのです。ですの
で、だいたいマイルドクラスのものか
ら使っていくというのが無難というこ
とがいえると思います。
　一方で、手のひらとか足の裏は、非
常に吸収がよくないので、そういう意
味では強い薬を使わなくてはいけない
のです。ですから、疾患にもよります
けれども、ベリーストロングないしは
ストロンゲスト、そういった強いタイ
プの薬を使うことがよくあります。
　あと、剤型でいいますと、顔はどう
してもべとつきますので、クリームが
好まれます。頭皮に関しては、軟膏類
はかなり塗りにくいというのはすぐわ

かると思うのですけれども、そういっ
た部位にはローション剤を使ったりい
たします。
　あと、季節的な要因がありまして、
夏になるとどうしても汗をかきます。
そうすると、軟膏類はべとついて、使
用感が悪いという訴えが多いです。で
すので、夏場になると、体のほうにク
リームを使ったり、場合によってはロ
ーション剤を使ったりとか、そんな工
夫もいたします。
　池田　あと、疾患によるのですけれ
ども、例えばアトピー性皮膚炎の顔面
の皮疹等に対しまして、長期の外用が
予測されるわけですけれども、そうい
った場合にほかの外用を併用するとか、
置き換えていくとか、そういったこと
はありますか。
　五十嵐　アトピー性皮膚炎に関しま
しては、タクロリムス軟膏という、ス
テロイドと全く構造の違う、作用機序
の違う薬があります。これはステロイ
ドに見られるような皮膚の萎縮とか毛
細血管拡張のような副作用がありませ
ん。ですので、ステロイドの長期外用
が必要なようなケースに関しては、タ
クロリムス軟膏を使ってみると、かな
りうまくいくということがあります。
　あとは、ほかに保湿剤とかもあるの
ですが、どうしてもステロイド単独で
使うと、例えば皮膚が乾燥しやすいと
いうこともあります。というのは、ス
テロイドというのはセラミド等の合成
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系を抑制するという論文もありまして、
乾皮症、つまり皮膚の乾燥が起きると
いうことが副作用の項目でも書いてあ
りますので、そういったケースでは保
湿剤をうまく併用してあげることも大
事かなと思います。
　保湿剤を使う場合、ステロイドの外

用薬とどっちを先に塗るかとか、いろ
いろな問題があるのですけれども、先
生によって、ステロイドを先に塗れ、
保湿剤を先に塗れというような言い方
をするのですけれども、最近の論文で
は、後先でもそれほどステロイドの吸
収量に差がないという論文も出ていま

表３　主なステロイド外用薬の臨床効果分類

薬効 一般名 代表的な製品名

Ⅰ群
ストロンゲスト

プロピオン酸クロベタゾール
酢酸ジフロラゾン

デルモベート
ジフラール、ダイアコート

Ⅱ群
ベリーストロング

フランカルボン酸モメタゾン
酪酸プロピオン酸ベタメタゾン
フルオシノニド
ジプロピオン酸ベタメタゾン
ジフルプレドナート
アムシノニド
吉草酸ジフルコルトロン
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フルメタ
アンテベート
トプシム、シマロン
リンデロンDP
マイザー
ビスダーム
ネリゾナ、テクスメテン
パンデル

Ⅲ群
ストロング

プロピオン酸デプロドン
プロピオン酸デキサメタゾン
吉草酸デキサメタゾン
ハルシノニド
吉草酸ベタメタゾン
プロピオン酸ベクロメタゾン
フルオシノロンアセトニド

エクラー
メサデルム
ボアラ、ザルックス
アドコルチン
リンデロンV、ベトネベート、
プロパデルム
フルコート

Ⅳ群
マイルド

吉草酸酢酸プレドニゾロン
トリアムシノロンアセトニド
プロピオン酸アルクロメタゾン
酪酸クロベタゾン
酪酸ヒドロコルチゾン

リドメックス
レダコート、ケナコルトA
アルメタ
キンダベート
ロコイド

Ⅴ群
ウィーク

プレドニゾロン プレドニゾロン

厚生労働科学研究班作成「アトピー性皮膚炎治療ガイドライン2008」より引用
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す。要は、あまり患者さんが迷うよう
な指導をしないで、病院によってちゃ
んと意識づけを統一して、同じような
指導をしていくことが大事だと思いま
す。
　池田　そのほかに、抗生物質が添加
されているステロイド外用薬がありま
すけれども、使用法のコツといったも
のがありましたら、お聞かせください。
　五十嵐　実は抗生物質の配合されて
いるステロイド外用薬はかなり汎用さ
れています。ただ、抗菌作用というこ

とに関して見ると、抗生剤の濃度がち
ょっと低めに設定されているようなと
ころもあって、十分抗菌力が発揮され
ないのではないか、そのような懸念を
言う先生もいらっしゃいます。
　あともう一つ、抗生剤とステロイド
の配合剤の問題点は、抗菌薬が接触皮
膚炎を起こしうることです。湿疹皮膚
炎の部位は正常な部位ではなく、びら
んを起こしていたりして、けっこう経
皮吸収量が多いのです。そういったと
ころにそういう抗菌薬を使いますと、
それで感作されてしまう可能性があり
ます。
　抗生剤とステロイドが配合されてい
るものは、何となく二次感染の予防に
なりそうで、我々も使いやすいところ
があるのですが、抗菌力を見てみると、
耐性菌なども増えていますから、実際
に感染症を予防する、治すという意味
では、別の抗菌薬をステロイドの単剤
と併用するような使い方のほうがいい
のではないかということが最近いわれ
ているように思います。
　池田　最後に、特に塗る適正量につ
いてご教示いただきたいということで
すけれども。
　五十嵐　塗る量、塗布量はかなり大
事な問題でして、当然少なすぎては効
果が出ない。かといって、塗り過ぎて
は経済的ではない、そういう問題があ
ります。
　最近よくいわれているのは、ワンフ

表４　軟膏の塗布量

1 finger-tip unit（FTU） 
  ＝0.5g弱
  ＝ 両手のひら全体（300㎠）に塗る量に相当

部位 塗布量（FTU）

顔面、頸部 2.5

片手両面 1

片足 2

上肢（手を除く） 3

下肢（足を除く） 6

胸と腹 7

背と尻 7

日本人では
これよりやや少なめ
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ィンガーティップユニットという考え
方があります。これはどういう考え方
かというと、チューブから軟膏を出す。
人指し指の第一関節のところまで出し
ていく。そこまでだいたい２～３㎝と
いう長さなのですけれども、ここがだ
いたい0.5gぐらいの量になる。この0.5g
という軟膏を塗ると、両手のひら分、
これがだいたい300㎠ぐらいになりま
すけれども、そのぐらい塗るのがいい
のだという意見が外国から出ています
（表４）。
　実際、この量で塗ってみますと、け
っこうべとべとした感じがありまして、
例えば腕などに塗ってみていただけば
わかるのですけれども、ちょっとべっ
とり感があって、ティッシュペーパー
などをくっつけてみると、そのまま落
ちない。そのぐらいの塗り方が適正量
だといわれているのですけれども、こ
れに関してはもうちょっと少なくても
いいのではないかとおっしゃる先生方
もいます。
　ただ、今のような使い方、ワンフィ
ンガーティップユニットを参考にして
使っていくのがいいのですけれども、
先ほど人指し指の第一関節まで塗る量

がだいたい0.5gぐらいになるのですけ
れども、これは外国でのチューブの話
でして、日本のチューブは口径がもっ
と小さいですから、0.5gよりも少ない
のです。0.5gよりも少ない量を出して、
両手のひらに塗る。そのぐらいが日本
で適正な量なのではないかと思います。
　池田　あと、外用量を減らす目的も
あって、保湿剤とステロイドを混ぜる
とか。
　五十嵐　混合の問題ですね。
　池田　そういうことを行っている方
もいると思うのですけれども、その利
点と欠点についてお聞かせください。
　五十嵐　混合に関しては、患者さん
の塗る手間が省けるというのが一番の
メリットです。皮膚科の７～８割の先
生は実は軟膏を混合しているというデ
ータがあるのですけれども、混合する
ことによってステロイドの力価が変わ
ってしまうとか、経皮吸収量が変わっ
てしまうとか、不衛生な状態で混ぜる
と汚染されてしまうなどの問題があり
ますので、少し気をつけて混合のこと
を考えていただければと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　中村　門脇先生、先生にご企画いた
だきました「糖尿病とは─最近の話題」
というテーマで、糖尿病治療の最新情
報シリーズが始まりますが、まず、実
際に糖尿病患者さんの実態なのですが、
患者さんの数あるいは合併症、その辺
の動向はいかがなのでしょうか。
　門脇　厚生労働省の国民健康・栄養
調査のデータが2007年に出ています。
今から５年前になりますけれども、そ
の段階ですでに糖尿病の有病者数は
890万人、予備群を入れると2,210万人
というデータになっています。近々、
また新しい数字が発表される予定にな
っていますけれども、少なく見積もっ
ても、890万人以上患者がいるという
状況です。
　中村　合併症も増えているのですか。
　門脇　そのとおりです。糖尿病の合
併症としては、細い血管や神経が障害
される網膜症、腎症、神経障害が特有
です。その中でも、特に糖尿病性腎症
が原因となる透析の導入が非常に増え
ていまして、毎年、１万6,000人にも上

っています。
　また、心筋梗塞や脳卒中についても、
現在、糖尿病が非常に重要な原因にな
ってきています。高血圧やコレステロ
ールについては、よい薬が開発されて
きて、コントロールがよくなっている
と思いますけれども、糖尿病について
は、まだまだコントロールが良好でな
い方が６割余りを占めていて、それが
心筋梗塞や脳卒中の大きな原因になっ
ています。
　中村　そうしますと、いかに早く診
断して治療していくかということが大
事なのかと思いますが、特に診断の面
ではいかがですか。
　門脇　糖尿病は、持続性あるいは慢
性の高血糖と定義されています。以前
は、血糖値の検査を行いまして、空腹
時血糖値が126㎎/㎗以上またはブドウ
糖負荷試験の２時間値が200㎎/㎗以上、
このどちらかがありますと糖尿病型と
いうことになります。１回の検査では
持続性高血糖といえませんので、また
１カ月ほど間を置いて再検査をして、

糖尿病治療の最新情報（Ⅰ）

東京大学病院病院長
門　脇　　孝

（聞き手　中村治雄）

糖尿病とは─最近の話題
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もう一度糖尿病型が確認されて初めて
糖尿病と診断していました。
　ところが、糖尿病と診断されるのが
こわかったり、あるいは１回では診断
できないほど軽いという誤解があって、
なかなか再検査を受けていただけない
方が多かったのです。眼や腎臓が悪く
なって初めて医師のところに飛び込ん
でくるという方があとを絶たなかった
ので、できれば初診時に診断をしたい
と考えたのです。
　そこで、持続性高血糖の指標である
HbA1Cを診断の第一歩に導入すること
にしました。空腹時126㎎/㎗またはブ
ドウ糖負荷試験２時間値の200㎎/㎗に
相当するHbA1Cは、以前の日本糖尿病
学会のJDS値で6.1％でしたので、2010
年７月１日、今から約２年前に、初診
時に血糖値とHbA1Cをともに検査して、
血糖値の糖尿病型、空腹時126㎎/㎗ま
たは２時間値200㎎/㎗とHbA1Cの糖尿
病型、6.1％以上をともに満たせば、そ
の日に糖尿病と診断して治療を開始す
るという方式になったわけです。
　中村　そうしますと、HbA1Cという
のは大事な一つの指標で、これが最近、
国際的に標準化されてきているという
ふうに承っていますけれども、何か理
由があるのでしょうか。
　門脇　これまでわが国で使われてい
ましたHbA1Cは、JDS値といいます。こ
れはアメリカ発で、現在、世界の大部
分の国で使われているNGSP値に比べ

て0.4％程度低いということが2007年頃
から明らかになりました。そこで、診
断の第一歩にHbA1Cを導入することを
きっかけとして、国際標準値を用いる
ことにしました。すでに2010年の７月
１日から、論文や国際学会での発表で
は国際標準値を用いていましたが、い
よいよ2012年４月１日からは日常臨床
でもNGSP値を用いるようになったの
です。
　現在、主に用いているのは、診断基
準でも、治療目標でも、NGSP値です。
これは、従来のJDS値に比べて0.4％高
い値でして、先ほどの診断基準はHbA1C
（NGSP）6.5％以上ということになりま
す。ただし、移行期ですので、当面は
併記しようということで、HbA1C（JDS）
6.1％以上も併記している場合が多いと
いうことになります。
　また、これまで治療目標はHbA1C
（JDS）で6.5％未満、これがコントロー
ル良好の基準でしたけれども、それに
0.4％を足したHbA1C（NGSP）6.9％未
満が糖尿病治療の良好なコントロール
の目標になったのです。
　中村　そうしますと、私どもにとっ
てはどういう治療法をしていくのかと
いうのが大事になろうかと思いますが。
　門脇　２型糖尿病の治療にインクレ
チン関連薬が今非常に多く使われるよ
うになっています。インクレチンとは、
食事を取ったときに小腸から分泌され
る消化管ホルモン、GLP-１やGIPのこ
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とを指します。膵臓のインスリンを出
すβ細胞が、ブドウ糖など栄養素で刺
激されたときに、一緒にGLP-１やGIP
が膵臓のβ細胞を刺激すると、インス
リンの分泌が２～３倍に増加する消化
管ホルモンとしてインクレチンが同定
されました。
　このインクレチンの作用が糖尿病で
は不足しているということが明らかに
なり、インクレチンの作用を上げるこ
とによってインスリンの分泌を増加さ
せる薬が開発されました。まず、イン
クレチンはDPP-４という酵素によっ
て分解されますので、この酵素を阻害
することによってインクレチンを増加
させるのがDPP-４阻害薬、これは内
服薬です。また、DPP-４によって分
解されない、構造を少し変えたGLP-１
誘導体がGLP-１受容体作動薬として注
射で用いられています。
　これらの薬剤の従来の薬と違った特
徴ですが、従来はインスリンの分泌を
促進したり、インスリンのレベルを上
げるにはSU薬、あるいはインスリン注
射が用いられてきました。これらの治
療法もよい治療法なのですけれども、
一つの欠点は、低血糖を起こしやすい。
あるいは、低血糖と関連して体重の増
加を来たしやすい。ところが、インク
レチン関連薬は血糖値が正常なときに
は、いくらインクレチンの作用を強め
てもインスリンは出てこないので、血
糖値が高いときだけインスリンを出す

ということで、低血糖を起こしにくい。
また、体重増加や肥満も来たしにくい
という特長がありまして、それに加え
て、血糖値を上げるほうのホルモン、
膵臓のα細胞から出るグルカゴンの分
泌も抑えるというかたちで効きます。
　したがいまして、これまでSU薬や
インスリンによる治療で問題だった低
血糖や肥満を起こさず、血糖値を良好
にコントロールできるということです。
そのため第一選択薬として用いられる
場合も少なくない今、日本で経口血糖
降下薬で治療されている患者さんは
500万人ぐらいいますけれども、最近
のデータでは約200万人がDPP-４阻害
薬を服用しているという状況です。
　中村　これは併用の場合は。
　門脇　そこは非常に大事な点で、例
えばインスリン抵抗性が強い場合、肥
満やメタボ型の２型糖尿病ですけれど
も、その場合にはインスリン抵抗性を
改善するチアゾリジン薬やビグアナイ
ド薬と併用することによって、さらに
効果を上げることができますし、また
食後高血糖を改善するα-グルコシダ
ーゼ阻害薬と併用しても、非常によい
効果を上げることができる。最近では、
インスリンと併用することもできるよ
うになっています。
　中村　そうしますと、低血糖を起こ
しにくいし、比較的生理的な変動とい
いましょうか、それがないので私ども
にとってはたいへん使いやすいという
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ことですね。
　門脇　そうですね。比較的新しい薬
ですので、長期の安全性等について注
意深く見ながら、一例一例、きちんと
有効性と、それから副作用が出ていな
いかを確かめながら、しかし非常に広

く活用すべき薬だと思います。
　中村　糖尿病の患者さんの実態、診
断におけるHbA1Cの意義、治療に関し
てインスリンやインクレチン関連薬の
お話をいただきました。ありがとうご
ざいました。
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　大西　HbA1Cの国際標準化というテ
ーマで、お話をうかがいたいと思いま
す。
　HbA1Cの標準化という問題が非常に
大きなテーマになっていて、私が所属
している病院でもこの４月から運用が
開始されて、昔の値と併記したかたち
で患者さんにお渡ししているのですけ
れども、この国際標準化の議論の経緯
について、まず教えていただけますで
しょうか。
　武井　HbA1Cは、約50年前よりその
存在が確認され、基礎的検討のあと、
1983～93年の大規模臨床試験、通称
DCCTにおいて、ミズーリ大学・ゴー
ルドシュタイン教授のもと、HbA1Cの
測定が行われ、血糖コントロールの効
果的判定指標として臨床的に多大な評
価を受けました。その後、多くの糖尿
病大規模臨床試験、糖尿病の診断基準、
血糖コントロール指標、合併症の評価、
新薬の評価、特定健診や人間ドックな
どと、多岐にわたり用いられ、血糖評
価のゴールデン・スタンダードとして

用いられています。
　しかし、現時点においても各国間で
のHbA1C値の相違や、各施設間におけ
る差異や測定法による差異などの問題
を抱えています。
　また、日本におけるHbA1Cの国際標
準化については、一定の見解が2012年
になって確定されました。
　大西　HbA1Cの測定法や、これまで
の経緯、その基本的な背景を教えてい
ただけますでしょうか。
　武井　1959年、シュレイダーらはイ
オン交換クロマトグラフィを用いて、
正常人の溶血液中のヘモグロビンを分
析し、HbA1Cを発見したといわれてい
ます。分析の結果、HbA1Cはアミノ酸
連鎖141個のα鎖２個と、アミノ酸連
鎖146個のβ鎖２個より成る４量体が
糖質で修飾されていることが想定され
ました。その後、さらに糖尿病患者の
血液に多く見られることから、糖尿病
患者に出現するヘモグロビン成分であ
ろうと推定され、hemoglobin diabetes
と命名されました。

糖尿病治療の最新情報（Ⅰ）

東京歯科大学市川総合病院糖尿病・内分泌センター長
武　井　　泉

（聞き手　大西　真）

HbA1Cの国際標準化
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　HbA1Cは、糖尿病診断・治療におい
て必要な検査として、当初、1977年ご
ろより総ヘモグロビンA１として広く用
いられました。その後、高速液体クロ
マトグラフィ（HPLC法）の導入により、
バイオレックス70機器により測定され、
先ほどお話ししたように、1983～93年、
Diabetes Control and Complication 
Trial、DCCT大規模臨床試験において
糖尿病コントロール指標として広く使
用されたという経緯があります。
　大西　標準化につきましては、アメ
リカの値、日本の値、ヨーロッパの値、
いろいろあって、議論がなされてきた
と思いますが、その経緯について教え
ていただけますでしょうか。
　武井　標準化については、アメリカ
のNGSP（National Glycohemoglobin 
Standardization Program）値、日本の
JDS値、ヨーロッパではスウェーデン
のMono-S値、それぞれ独自の測定体
系が作成されてきております。そのた
め、各国測定値を国際的に共通の評価
が可能となるよう、標準化が要求され
るようになりました。HbA1C測定の問
題点が明確となり、HbA1Cの定義の不
確定さ、DCCT値の信頼性、日常検査
法の特異性などについて再検討が必要
となった経緯があります。最終的には、
基準となる測定法と、標準物質の設定
作業を国際的に行うことと結論づけら
れました。
　大西　HbA1Cの標準化の国際作業グ

ループができたわけですね。そのあた
りはいかがでしょうか。
　武井　これまでの流れのように、1994
年になって、国際臨床化学会、IFCC
と呼ばれていますけれども、HbA1Cの
標準作業グループが作成され、化学量
論的に基づく指標を国際協調のもとに
確立することを基本とし、これにより、
測定の時期・場所にかかわらず、統一
した値が得られることを目標として活
動が行われました。このIFCCの作業
グループは、1995年、ロンドンで開催
されたIFCCの会議で、化学量に基づ
くグリコヘモグロビンの測定体系をま
とめました。
　基準測定法は、このIFCC法に基づ
き、HbA1C定義をβ鎖のN末端、６個
のペプチドの糖化とし、酵素水解処理
後のHPLCでの分画を質量分析法ある
いはキャピラリー（capillary）電気泳
動法を用いて測定する方法としました。
その測定体系は、測定対象、HbA1Cを
β1- fructosyl Hemoglobinと定義し、
一次標準物質を作成し、科学的に理論
づけられたものです。標準化作業は、
国際的に組織された委員と施設の基準
測定施設網で行われてきました。その
活動は、現在もIFCCのHbA1C標準化作
業グループとして継続されています。
　大西　HbA1Cのコンセンサスはどの
ようになっているのでしょうか。
　武井　HbA1Cのコンセンサスは、先
ほどの経緯を受けて、2004年、HbA1C
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の国際的な共同歩調が、アメリカ糖尿
病協会（ADA）、ヨーロッパ糖尿病学
会（EASD）、国際臨床化学会（IFCC）、
そして国際糖尿病連合（IDF）、この４
団体の間で合意され、HbA1C国際標準
化の動きが具体化しました。少なくと
も一定期間において現行HbA1CのIFCC
への移行が必要と考えられ、IFCC値
移行をこれまで予定していたというの
が経緯です。
　大西　日本糖尿病学会での議論や検
討の過程はどのようになっていますで
しょうか。
　武井　日本糖尿病学会、糖尿病関連
検査の標準に関する委員会は、2008年、
IFCC法による国際標準化に賛同して、
IFCC値を用いることとする方針のも
と、日本糖尿病学会総会時にHbA1C国
際標準化に関するシンポジウムを開催
して、活動が始まった経緯があります。
その後、2009年の糖尿病の診断基準と、
HbA1C国際標準化に関する公開シンポ
ジウムで討議が行われ、HbA1C測定の
国際標準化への対応として、IFCC値、
JDS値、併記として進められてきまし
たが、新たな表記法としてNGSP相当
HbA1C値、その後、国際標準値と名づ
けられていますが、これを導入するこ
とに変更が確認されたという経緯があ
ります。これはHbA1Cの臨床的評価に
ついて、米国との国際的な整合性を現
状で図るものです。
　新たなHbA1C値、いわゆる国際標準

値は、HbA1C・JDS値に対して0.4％を
加えたものとしています。このような
ことが討議された理由は2006年以降、
HbA1C・JDS値と、HbA1C・NGSP値、
比較では0.4％、HbA1C・JDS値が低い
とすでに確認されています。1993年当
時、NGSPのHbA1C測定は、そのまま、
その値を現在も変更なく堅持している
HbA1C・NGSP値とHbA1C・JDS値が乖
離し、これは分析精度がよくなった最
新の日本製HPLC機器との測定差が生
じたためと考えられています。このよ
うに、HbA1C・IFCC値への移行が見送
られ、HbA1C・NGSP相当値への移行検
討が前向きに行われてきました。
　日本糖尿病学会が国際標準値を導入
する目的は、現状ではまだIFCC値が
広く国際的に一般的になっていないこ
と、HbA1C・NGSP値が北米および日本
を除く周辺アジア、その他、多くの国々
で用いられており、HbA1C・JDS値と
の整合性が臨床的に必要になっている
こと、2010年、アメリカ糖尿病協会提
案により、糖尿病診断値、HbA1C、6.5
％が新規国際標準値、いわゆるHbA1C・
JDS値の6.5％に一致するため、日本で
も混乱なく使用できるということに由
来するものです。
　大西　実際の運用はこの４月から開
始されているのでしょうか。
　武井　HbA1C・NGSPという名前が
使われていますが、この運用開始は日
本糖尿病学会として平成24年４月１日
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からとして準備を進め、平成24年度の
診療報酬の改定に応じてプログラム変
更を行うことが適切であると決定した
経緯があります。
　大西　今後の方向性についてご教示
いただけますか。
　武井　2010年からHbA1C国際標準値
がすでに使われていることから、今後
の方向性としては、HbA1C・NGSP値
に変えていくことになります。NGSP
値が日本でも使用可能になり、さらに
日本がアジア地域の糖尿病に関する
HbA1Cの標準化について、連携のうえ、
指導的役割を果たしうる状況であると

いえます。
　一方、アメリカでのHbA1C・NGSP
値も、日本でのHbA1C・JDS値も、い
ずれもIFCC値がアンカーであり、そ
れらの関係式が決定されています。す
なわち、IFCC derived NGSP値であり、
これらIFCC値から換算したHbA1C・
NGSP値として用いることになってい
ます。ただし、2011年の12月、IDF学
会におけるコンセンサスミーティング
が開かれ、今後、HbA1Cの標準化作業
がIDF主体に決着をつける方向性が取
られていくものと期待しています。
　大西　ありがとうございました。
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　齊藤　寺内先生におうかがいいたし
ます。
　糖尿病の分類ですけれども、今はど
のようにいわれているのでしょうか。
　寺内　日本糖尿病学会によりますと、
１型、２型、その他の特定の機序・疾
患によるもの、そして妊娠糖尿病とい
う４つに分けられています。
　齊藤　１型、２型がかなり多いとい
うことでしょうか。
　寺内　そうですね。
　齊藤　どういう頻度なのでしょうか。
　寺内　日本の場合、２型が90％以上
を占めます。１型はだいたい３～５％
といわれています。一方、北欧では１
型が15％程度を占めるというデータが
ありますので、１型、２型は、国によ
ってその比率が異なるということがい
えると思います。
　齊藤　人種差なのでしょうか。
　寺内　そうですね。
　齊藤　それでは、まず１型ですけれ
ども、これはどういったものでしょう
か。

　寺内　１型というのは、膵臓のβ細
胞、これはインスリンを出す細胞です
けれども、これが破壊されたタイプの
糖尿病を指します。自己免疫的な機序
ということが従来からいわれてきたの
ですが、最近ではゆっくりとそれが進
むタイプ、緩徐進行１型糖尿病と、逆
にすごく急速に進むタイプ、劇症１型
糖尿病と呼ばれるタイプのものがある
ことがわかってきています。
　齊藤　１型の中で、ゆっくり進行と
劇症と、その２種類。それから普通の
１型もあるのですか。
　寺内　普通の１型というのは、だい
たい週のオーダーで糖尿病が進行して
くる。何週から何カ月ですね。一方、
劇症というのは何日のオーダーで進行
してきます。一方、緩徐進行１型の場
合には年単位でゆっくり進行してくる
ということで、病気の進行がそのよう
に時間軸が少し異なる点が特色だとい
われています。
　齊藤　１型も様々なタイプがあると
いうことですね。

糖尿病治療の最新情報（Ⅰ）

横浜市立大学内分泌・糖尿病内科教授
寺　内　康　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

糖尿病の成因と分類
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　寺内　そうです。
　齊藤　さて、発症機構はどのように
考えられているのでしょうか。
　寺内　ほとんどの場合、いわゆる自
己免疫の異常によって起こると考えら
れています。実際、１型糖尿病では自
己抗体の存在が診断に用いられます。
　齊藤　自己抗体にはどんなものがあ
るのでしょうか。
　寺内　自己抗体ですけれども、現在、
日本においては抗GAD抗体というのが
保険適用で調べることができます。ま
た、条件によりましては、IA2抗体と
いうものを調べることができますが、
ほとんどの場合、抗GAD抗体を評価す
ることによって１型かどうかを判断す
ることが多いと思います。
　齊藤　１型を疑った場合には、この
検査を行ってみると、陽性のことがか
なりあるのですか。
　寺内　保険で認められているのは、
抗GAD抗体です。ただ、問題なのは、
この陽性率が６～７割ぐらいというこ
とです。
　齊藤　そうしますと、それが陰性の
場合には臨床的に決めるということに
なるのでしょうか。
　寺内　そうですね。病気の進行具合、
急速にインスリンが出ないような状態、
インスリン注射をしないと命にもかか
わるということで、インスリン依存状
態といいますけれども、それになるか
どうか。また、年齢がどうか、家族歴、

インスリン抵抗性、そういったような
ことを総合的に加味して１型かどうか
を診断します。
　齊藤　１型は年齢としては若い人が
多いということでいいのですか。
　寺内　そうですね。だいたい15歳ぐ
らいで、それ未満であれば１型が多い。
15歳を超えてくると２型のほうが多い
といわれています。ただ、問題なのは、
高齢になっても、１型として発症され
る方がいるということです。
　齊藤　一方、９割以上を占める、今
増えて問題になっているのが２型とい
うことでしょうか。
　寺内　はい、そうです。
　齊藤　これはどういうことなのでし
ょうか。
　寺内　２型は、膵β細胞からのイン
スリンの分泌低下という病態と、その
インスリンが筋肉や肝臓で十分に作用
できない、いわゆるインスリン抵抗性
という２つの病態を持つものと理解さ
れています。この50年余りで日本人の
生活習慣が大きく変わった、すなわち
欧米型の食生活が導入され、また日本
人の身体活動量が全般的に低下してき
たということもあって、急速に増えて
いるのはこの２型糖尿病になります。
　齊藤　２型は、食事などの生活習慣
の積み重ねで起こってくるということ
で、発症年齢は高齢の方が多いという
ことでしょうか。
　寺内　そうですね。日本人の患者さ
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んからいきますと、60歳、70歳の患者
さんが多いのですが、若い方の２型糖
尿病も最近は増えているということが
一つ問題ではないかなと思います。
　齊藤　若くて２型になってしまう人
が増えているということですね。そう
しますと、１型と迷うことはないので
しょうか。
　寺内　実際にはあります。
　齊藤　さて、２型はインスリン抵抗
性があるということですけれども、イ
ンスリン抵抗性と、一方は分泌の低下
ということですね。
　寺内　これは人種差もあって、イン
スリンの効きにくい状態というのは、
いわゆる肥満の程度の強い欧米人のほ
うが強いのですが、逆に欧米人はそれ
でもインスリン抵抗性に打ちかつだけ
のインスリンを出すことができます。
結果的には、太っていても糖尿病にな
りにくいということを意味しています。
逆に日本人の場合には、やせているか
もしれませんけれども、インスリンの
分泌もその分悪いので、ごくわずかな
肥満でも糖尿病になってしまう。その
あたりが一つ大きな問題かもしれませ
ん。
　齊藤　body mass index、BMIがそ
れほど大きくなくても、日本人はなる。
　寺内　そうですね。特に日本人は、
一見やせているようでも、内臓脂肪や
脂肪肝といったような、本来脂肪がた
まってほしくないところに脂肪が蓄積

するというような病態がありますので、
大きな問題だと思います。
　齊藤　家族内での集積、家族歴はや
はり２型に多いのでしょうか。
　寺内　はい。１型よりは２型のほう
が濃厚です。
　齊藤　そうしますと、１型と２型は
そういったことでかなり分けられると
いうことですか。
　寺内　実際的には臨床的な情報によ
って、１型らしい、２型らしいという
ことはいえるのではないかと思います。
ただ、疑わしいときには、先ほど話を
しましたような抗GAD抗体などの自己
抗体を参考にするということになると
思います。
　齊藤　２型ではまずマイナスという
ことでしょうか。
　寺内　そうですね。ただ、ちょっと
複雑なのは、ちょっと早めに進行して
くる２型の中に、実は緩徐進行の１型
というものが含まれていまして、そう
いう症例では抗GAD抗体を調べると、
けっこう力価が高いということもあり
ますので、それは見逃すことがないよ
うにしないといけないと思います。
　齊藤　インスリン依存状態と非依存
状態はどうやって分けるのでしょうか。
　寺内　インスリン依存状態というの
は、インスリン注射をしているという
ことではなく、インスリン注射がない
と命にもかかわるような状態、これを
インスリン依存状態といいます。参考
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になりますのは、空腹時に採血し、自
分の体から出るインスリンを反映いた
しますCペプチドというものが0.5ng/
㎖以下であれば、インスリン依存状態
と一般的には考えてよろしいと思いま
す。
　齊藤　Cペプチドの測定に加えて、
その他のインデックスはありませんか。
　寺内　もちろんインスリンそのもの
を測って調べることもできるのですが、
実際にはインスリン治療をされている
方でこうしたことの評価をすることが
多いので、そのインスリンが自分の体
から出ているインスリンなのか、注射
によって濃度が見かけ上高くなってい
るのか、見極めができない場合があり
ますので、実際にはCペプチドを使う
ことが便利だと思います。
　齊藤　分類したあとに治療ですが、
治療としては依存状態の場合にはイン
スリン使用ということでしょうか。
　寺内　はい。
　齊藤　食事、運動等は。
　寺内　インスリン依存状態の場合に
は、何といってもインスリンを打つの
が一番だと思います。そのうえで、そ
の方の生活状態、特に発達過程にあれ
ば、十分な食事をとるということで、
発育障害にならないように配慮すると
いうことも大事だと思います。
　一方、２型の場合には、そうしたイ
ンスリン依存状態とは異なり、自分の
体からある程度のインスリンが出てい

るわけですから、第一にはインスリン
の需要と供給のバランスを是正すると
いう意味で、食事療法、運動療法がま
ず第一に来るべきだと思います。
　齊藤　治療の考え方が当然変わって
くるということになるわけですね。
　寺内　はい。
　齊藤　１型、２型の他の機序・疾患
にはどういったものがあるのでしょう
か。
　寺内　一つは遺伝子が同定されてい
る、すなわちある遺伝子の異常によっ
て糖尿病が起こるということがわかっ
ているものが幾つかあります。また、
いろいろな疾患や条件に伴いまして糖
尿病が発症するという場合があります。
例えば、膵炎などの膵外分泌疾患、さ
らにはクッシング病などの内分泌疾患、
あと肝硬変とか肝細胞癌といったよう
な肝疾患で認められる糖尿病とか、あ
とはステロイドなどの薬剤によって誘
発されるタイプの糖尿病などがありま
す。
　齊藤　薬剤ではステロイドが代表に
なりますか。
　寺内　一番多いでしょうね。
　齊藤　分類の中では妊娠糖尿病とい
うものもあるのですね。
　寺内　はい、あります。
　齊藤　これはどういうことなのでし
ょうか。
　寺内　最近の考え方ですと、妊娠期
に耐糖能の異常が起こるのですけれど
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も、本物の糖尿病にまで至らない状況、
これを妊娠糖尿病と定義しています。
妊娠中であっても、本物の糖尿病にな
れば、それは本物の糖尿病として扱う
ということが今の日本の考え方です。
　齊藤　糖尿病も現在、こういったよ

うに分類されて、それに基づいて治療
が組み立てられているということにな
るわけですね。
　寺内　そのとおりです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　糖尿病合併症の総論というこ
とで、柴先生におうかがいいたします。
　まず、糖尿病の合併症ですけれども、
どういったものがあるのでしょうか。
　柴　大きく分けて、大血管障害と細
小血管障害の２つがあります。大血管
障害には、脳卒中や心筋梗塞を中心と
する動脈硬化による病気があり、細小
血管障害には、糖尿病に特有の３大合
併症といわれる網膜症、腎症、神経障
害があります。
　齊藤　それでは、網膜症をお話しい
ただけますか。
　柴　網膜症は、わが国の失明の中で
20％程度の率を占めます。失明といっ
た究極のイベントを引き起こしますが、
網膜症発症のメルクマールは、毛細血
管瘤の発現で、網膜の微小血管に変化
が起きて生じる疾患です。そして、網
膜症は血糖値が高くなるとどの程度の
期間で出てくるかというと、糖尿病発
症時期が明確な１型糖尿病で見てみま
すと、だいたい５年たつと100人に１
人程度の発症が見られます。そしてそ

の患者さんが平均的な血糖コントロー
ルをしていると、15年たつと100人に
11人になるということがいわれていま
す。
　齊藤　かなりの数になるわけですけ
れども、どのような血糖コントロール
が必要なのでしょうか。
　柴　血糖コントロールは、最近用い
られているNGSP値と呼ばれるHbA1C
で見ていくと、７％未満にコントロー
ルすると網膜症の発症はたいへん減る
ことが知られています。しかし、７％
を超えたところから指数関数的に網膜
症の発症頻度が増えるといわれていま
す。
　齊藤　糖尿病もいろいろなタイプの
方がいらっしゃいますけれども、どう
いうタイプに多いのでしょうか。
　柴　血糖コントロールの難しい方ほ
ど網膜症の発症頻度が高くなります。
すなわち、１型の糖尿病の方、そして
２型でもインスリン治療を必要とする
ような方、そしてその次に続くのが経
口薬あるいは食事療法で治療されてい

糖尿病治療の最新情報（Ⅰ）

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科教授
柴　　輝　男

（聞き手　齊藤郁夫）

糖尿病合併症―総論
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る糖尿病の方といったようになります。
　齊藤　失明ということが最後の段階
であるわけですけれども、今の状況は
どうなのでしょうか。
　柴　わが国の失明に関しては、以前
の調査では糖尿病網膜症による失明が
第１位でしたが、最近の調査では緑内
障による失明が第１位で、糖尿病はわ
ずかに緑内障よりも少なく、第２位と
いうことになっています。しかしなが
ら、年齢別の失明原因を見ていきます
と、実は糖尿病は60歳未満で第２位、
あるいは60歳以上75歳未満の前期高齢
者で第１位になっていて、緑内障は75
歳以上で約半分を占めて第１位となる
ように、年齢的には若くしての糖尿病
は失明してしまうので、たちの悪い失
明といえるのではないでしょうか。
　齊藤　ある程度若い段階でQOLを落
としてしまうということですか。
　柴　そうですね。後天性の失明なの
で、歩く感覚などが得られないので、
患者さんは日常生活でひどく不自由さ
れます。
　齊藤　網膜症に関して、血糖コント
ロール以外に何か手立てはあるのでし
ょうか。
　柴　血糖が高いと血圧は網膜症の発
症に関与します。しかし、いったん発
症した網膜症の悪化ということに関し
ては血圧が大きく影響を及ぼします。
ですので、今いわれているような糖尿
病の方の血圧コントロール、130/80㎜

Hgを目標にしたコントロールをしてい
くのが重要であるといわれています。
　齊藤　次に腎臓ですけれども、これ
はどういうことでしょうか。
　柴　腎臓は最近、微量アルブミン尿
の測定が広く一般化してきて、非常に
感度の高い検査によって糖尿病腎症の
第２期というところが診断できるよう
になりました。すなわち、１gのクレ
アチニンにつき30㎎の微量アルブミン
尿があると、糖尿病腎症第２期が始ま
ったというふうに診断されます。
　齊藤　これはだいたい何年ぐらいで
起こるのでしょうか。
　柴　やはり糖尿病の発症時期が明確
な１型の糖尿病を対象にしますと、10
年たつと５人に１人ぐらいの方が微量
アルブミン尿が陽性になりまして、累
積で見ていきますと、30年で約６割の
方が陽性になるといわれています。
　齊藤　これはやはり血糖コントロー
ルも重要なのですね。
　柴　はい。微量アルブミン尿の出現
には血糖と血圧が関与しますが、やは
り血糖値の指標、HbA1Cで見ていきま
すと、８％を境にして約20倍のリスク
の違いがあるといわれています。
　齊藤　さて、微量アルブミン尿から
顕性蛋白尿とさらに進行すると困るわ
けですね。
　柴　そうですね。顕性蛋白尿になっ
た方々は、ほとんどの方が末期腎不全
に進むといわれています。ですが、末
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期腎不全になっていく過程においては、
心筋梗塞、脳卒中といった病気を起こ
していきますので、末期腎不全までた
どり着けない患者さんも出てくるわけ
です。顕性蛋白尿に関しては、およそ
30年で約30％の人が陽性になるといわ
れています。
　齊藤　最終的には透析になるという
ことで、これは今どういう状況なので
しょうか。
　柴　現在、末期腎不全になる方は、
発症時期が明確な１型糖尿病では35年
たつと累積で22％の方が透析の対象に
なるといわれています。わが国では毎
年、１万6,000人程度の患者さんが新た
な透析導入となっていますが、最近の
朗報は、わずかに前年よりも透析導入
者数が下回りつつあるということで、
最近、我々を少し和ませてくれている
情報です。
　齊藤　糖尿病で透析導入される方の
年齢は幾つぐらいですか。
　柴　以前は65歳が平均だったのです
が、最近、徐々に高齢化してきて、67
歳あるいは68歳といったところが透析
導入の年齢となってきています。
　齊藤　生命の予後がよくないという
ことでしょうか。
　柴　透析の方々の心筋梗塞といった
ものは、コレステロール低下療法もよ
く効かないといったような報告もある
とおり、血管の病変が強いものですか
ら、心筋梗塞、脳卒中といった合併症

も起きやすくなります。蛋白尿陽性か
ら透析に至る末期腎不全においては、
やはり心血管疾患の合併が非常に多く
なります。
　齊藤　網膜症と、透析、腎症が一緒
に起こってくる方も多いわけですか。
　柴　透析になる方々というのは、家
族歴として高血圧がある、あるいはご
自身が血圧が高い、あるいは喫煙して
いるという方がなるわけですが、やは
りリスクとしては網膜症と共通するも
のが多いので、透析の方の多くが網膜
症、それも進行した網膜症を持ってい
るということになっています。
　齊藤　腎臓に関しての血糖コントロ
ール以外の治療としては血圧コントロ
ールなのでしょうか。
　柴　はい。血圧コントロール、そし
て蛋白制限、塩分制限といったことが
重要です。今回の保険の改定でも、透
析に至らないための患者教育というも
のが評価されるようになって、わが国
で透析の導入原因疾患の第１位を占め
ている糖尿病患者の透析予防に関して、
政府も本腰を入れ始めているといった
ところかと思います。
　齊藤　もう一つの神経障害がありま
すけれども、これはどうでしょうか。
　柴　神経障害は、非常に多彩である
こと、それから高齢になってきたとき
に起きてくる末梢神経障害と鑑別診断
が非常に難しいことなどから、診断が
遅れがちになります。
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　また、神経障害、高血糖を放置して
いると、次第に感覚が麻痺してきて、
また逆に血糖をコントロールし始める
と、post-treatment neuropathyといわ
れるように、感覚が戻ってきたときに
おける非常に強い有痛性の神経障害が
起きるなど、様々な問題を起こしてい
ます。
　さらには、自律神経障害といった非
常に厄介な神経障害が出てきて、下痢
と便秘を繰り返したり、動悸が強かっ
たりといった、QOLをひどく障害する
疾病として、現在でも引き続き問題と
なっています。
　齊藤　こういう患者さんの疫学はど
んな状況ですか。
　柴　この疫学に関しては、何をもっ
て神経障害とするかというところが、
先ほどお話ししたように鑑別が難しい
ところから、様々な疫学調査の結果が
ありまして、一応わが国では一般的に
は11％の方々に神経障害が認められる
ということになっています。

　齊藤　神経障害についての治療はあ
るのでしょうか。
　柴　最近は非常にいい鎮痛薬が出て
きまして、リリカと一般商品名で呼ば
れていますが、これによって有痛性の
神経障害にかなりの治療効果を示して
います。少し福音があるかなというと
ころです。
　齊藤　最後に、合併症のコントロー
ルについて、ドクターあるいは患者さ
んの認識はどうなのでしょうか。
　柴　最近は血糖、血圧の自己管理と
いう意味で、特に血圧に関しては家庭
血圧の重要性といったものがよくいわ
れるようになっています。私どもの糖
尿病外来でも患者さんに血圧手帳をお
渡しして、朝と寝る前の血圧を測定し
ていただき、目標値を定めています。
特に目標値に関しては、テレビのCM
などでも「130㎜Hg以上がいけない」
というところが周知徹底してきていま
して、非常に私たちは助かっています。
　齊藤　ありがとうございました。
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　大西　糖尿病網膜症についておうか
がいしたいと思います。
　初めに、糖尿病の患者さん、今非常
にたくさんいらっしゃいますけれども、
網膜症の方も増えていると考えてよろ
しいのでしょうか。
　北野　そうですね。糖尿病の患者さ
んが増えていますので、当然それに合
併する網膜症も増えています。だいた
い糖尿病の患者さんの20％ぐらいに網
膜症が合併するということですから、
日本全国で300万人ぐらいいらっしゃ
るのではないかと思います。
　大西　非常に重要な疾患ということ
ですね。
　北野　はい。
　大西　それでは、まず網膜症の病態
について教えていただけますでしょう
か。
　北野　網膜症は、糖尿病の慢性合併
症の一つとされています。腎症、神経
症と並んで、網膜症が３大合併症とい
われています。当然ほかの合併症と同
じように、高血糖が持続することによ

って網膜症が出現してきますけれども、
まず最初に網膜の血管が非常にもろく
なって、透過性亢進というかたちが出
現します。これは眼底のほうで毛細血
管瘤とか網膜出血、あるいは硬性白斑
というかたちで現れてきます。これが
一般的に単純網膜症という初期の段階
です。それがまず出現してきます。
　さらに進行しますと、血管閉塞とい
うことで、網膜の毛細血管が閉塞して
くるような病態になってきます。そう
なってくると、眼底のほうには軟性白
斑とか、あるいは網膜内細小血管異常、
IRMAといわれている病態、あるいは
静脈異常という血管の変化が出てきま
す。こうなってくると、網膜のほうが
虚血に陥ってくるのです。そうすると、
のちに新生血管、これが失明の大きな
原因になるのですけれども、新生血管
が出現してきます。なぜ新生血管がい
けないかというと、非常にもろい血管
で、たやすく破れて大出血を起こすの
です。その大出血の一つが硝子体出血
ということで、ある日突然見えなくな

糖尿病治療の最新情報（Ⅰ）

東京女子医科大学糖尿病センター眼科教授
北　野　滋　彦

（聞き手　大西　真）

糖尿病網膜症

62 （862） ドクターサロン56巻11月号（10 . 2012）



ってしまうというような病態を引き起
こしてくるのです。
　さらに具合が悪いことに、牽引性の
網膜剝離、網膜がはがれてしまう。あ
るいは、前眼部、目の前のほうには緑
内障、血管新生緑内障を引き起こして
くるということです。
　その段階を３つに大きく分けると、
先ほど言いましたように、単純網膜症、
増殖前網膜症、増殖網膜症という段階
で進んでくるわけです。
　大西　診断についておうかがいした
いのですが、眼底検査が重要というこ
とでしょうか。
　北野　そうですね。少なくとも、症
状がなくても、糖尿病と診断されたら、
まず最初に眼科のほうに紹介していた
だいて、眼底検査を受けていただくと
いうことが一つ重要です。そうでなく
ても、年に１回は必ず眼科に紹介して
いただいて、眼底検査を受けていただ
く。というのは、日本では２型の糖尿
病が多いわけですから、いつ発症した
かがわからない。１型だったら、いつ
発症したかがわかるのですが、どのぐ
らいの罹病期間があるかわからないの
で、網膜症がいつ出現するか、ちょっ
とわかりづらいところがありますので、
糖尿病とわかった時点で眼底検査を受
けていただくというのが重要であると
思います。
　大西　眼科の先生に検査をお願いし
て、定期的に診ていただくことが重要

なわけですね。
　北野　はい。
　大西　網膜症の分類についておうか
がいしたいのですが。
　北野　網膜症の分類は幾つかありま
す。先ほど出たデービス分類をもとに
して、日本でよく使われているのが単
純・増殖前・増殖網膜症、この３つの
段階に分けている分類があります。
　そのほかに、福田分類、これは日本
オリジナルの分類ですけれども、良性
と悪性に分けて、良性はそのまま経過
を見ていていい。悪性は眼科的な治療
が必要だという分類があります。
　あと最近では国際分類という、アメ
リカで主に使われている分類が出てき
ますので、その辺は先生方、勉強なさ
っていただいて、今、糖尿病の患者さ
んがどのステージにいるかということ
を知っていただくことが重要だと思い
ます。
　大西　HbA1Cも国際水準に合わせる
という話がありますが、分類も統一さ
れるのでしょうか。
　北野　国際分類というのは、内科の
先生も、眼科の先生も、共通して理解
できるという分類でつくられています。
それは非常に簡素に分類してありまし
て、まず網膜症があるのかないのか。
網膜症があっても、それが眼科的な治
療が必要なのか否かということで分類
されています。その主なキーポイント
は、眼底出血がどのぐらい分布してい
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るのか。あとは、先ほど申しました網
膜内細小血管異常があるのかないのか。
あと、静脈拡張があるのかないのかと
いうのをもとにして、眼科的な治療が
必要な段階を分けています。
　大西　治療のことについてお聞かせ
いただけますでしょうか。
　北野　治療は、眼科的な治療、もち
ろん内科の先生による血糖コントロー
ル、さらに血圧が関与するといわれて
いますから、血糖による血圧のコント
ロールが重要です。それが、先ほど言
いましたように、増殖前網膜症あるい
は増殖網膜症に至っては眼科的な治療
が必要になってくるのですけれども、
眼科的な治療は大きく２つあります。
１つは網膜光凝固療法というものがあ
ります。もう１つは手術です。硝子体
手術というものがあります。
　網膜光凝固療法というのは、先述の
網膜が虚血に陥っているところにレー
ザーを照射して、酸素とかエネルギー
の需要と供給のバランスを取るという
ことで、虚血を改善することによって、
のちほど新生血管をつくり出すVEGF、
血管内皮成長因子、そういうサイトカ
インの分泌を抑制するという効果があ
ります。
　一方、硝子体手術は、硝子体出血と
か網膜剝離をすでに起こしてしまって、
かなり患者さんの視力が低下した場合
に、硝子体出血を手術的に取り除く。
あるいは、網膜剝離を手術的に復位さ

せるという目的で行われる手術です。
　大西　こういった治療をやりますと、
予後は非常によいものなのでしょうか。
血糖値のコントロールも厳格に求めら
れるのでしょうか。
　北野　腎症と網膜症を比べてみると、
腎症は抑制、改善ということも最近は
得られてきていますけれども、網膜症
の大きな特徴は、ある程度抑えられる
と、鎮静化といって、それ以上進まな
いという病態があるのです。最近、網
膜光凝固療法も進歩しました。硝子体
手術も著しく進歩しました。ですから、
失明の頻度はかなり減ってきているの
です。今後、眼科的には、失明予防と
いうよりは、いかにいい視力、いい視
野を持って網膜症を鎮静化するか、そ
ういう目標に変わってきています。
　大西　血糖を急に下げたり、低血糖
になると目によくないといわれていま
したが、そのあたりはいかがでしょう
か。
　北野　確かにそういうものはありま
す。アメリカで行われたDCCTという
大規模な研究がありますけれども、そ
れは１型の糖尿病に、片や厳格な血糖
コントロールをさせる、片や通常の血
糖コントロールをすると、厳格な血糖
コントロールをした群において、最初
の１年に急激に網膜症が悪化するとい
うことがあります。ですから、そうい
う事実があることは確かです。ですけ
れども、そういう患者さんをよく見て
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いますと、必ずバックグラウンドがあ
るのです。罹病期間が長いとか、高血
糖が続く、あるいは血糖コントロール
を中断していたとかいう患者さんに、
急激に血糖をコントロールすると網膜
症が進みます。すべての患者さんが網
膜症が悪化するというわけではないの
で、そういうバックグラウンドの患者
さんに注意していただけば、対処でき
るのではないかということが考えられ
ます。
　大西　糖尿病黄斑症について教えて
いただけますか。
　北野　黄斑というのは、網膜の中で
も中心視力を担う重要な部分です。た
かが１㎜の半分、500ミクロンのとこ
ろなのですけれども、そこがやられて
しまうために、視力が0.1以下になって
しまうということがあるのです。そこ
に糖尿病の病変、出血とか浮腫とかい
うものが出てくるのです。厄介なのは、
先ほど言いました網膜光凝固療法をや
ると黄斑症が出てきてしまうというこ
とがあるので、眼科医にとって、「治
療したのに視力が下がってしまった」
という問題点があります。
　そういうことで、最近新しい治療法
が生み出されていて、特に先ほど言い
ましたVEGF、血管内皮成長因子の抗

体を硝子体に入れて治療する方法が出
てきまして、今後、新しい展開が期待
される病態ではないかと思います。
　大西　眼科の先生の受診のタイミン
グが非常に重要だと感じたのですけれ
ども、そのあたりに関してアドバイス
はありますか。
　北野　今までは、糖尿病というと中
年以降の患者さんが目が悪くなるとい
うことでしたけれども、最近は若年の
方が多くなってきました。若年の方と
いうのは、糖尿病を甘く見ているとい
うか、血糖のコントロールができてい
ない方がいらっしゃるのです。そうい
う患者さんは当然眼底管理もできてい
なくて、今でもいるのですけれども、
視力低下を機にして糖尿病が発見され
るという患者さんがあとを絶たないの
です。そういう患者さんは若いですか
ら、どうしても網膜症の活動性が高い
ということで、網膜光凝固療法をやっ
ても、硝子体手術をやっても、なかな
か手に負えないという例がまだあるの
です。
　大西　早期に介入して、きちんと指
導していかなければいけないというこ
とですね。
　北野　そのとおりです。
　大西　ありがとうございました。
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