
　池田　レジオネラ肺炎の感染様式と
症状、診断についてご教示くださいと
いうことです。
　この質問をいただいた先生の土地に
は温泉地が近くにあって、時に入浴後
にレジオネラ肺炎にかかる人がありま
す。直ちに温泉よりの感染となると、
宿との訴訟にもなる可能性もあり、ま
た、雨が降り、水がたまるなどがある
と、転倒などして気管などに入ること
から感染することもあると聞いている
ということです。
　まず、レジオネラ肺炎についてお話
をうかがいたいと思います。
　桑野　レジオネラ肺炎は、非常に有

名な話なのですが、1976年にアメリカ
の在郷軍人集会がございました。その
ときにホテルで221人の感染者が発生
しまして、そのうち34人もの方が亡く
なられています。そのときに初めてレ
ジオネラ菌が発見されたということで
有名になりました。
　感染様式ですけれども、この菌は自
然界のいろいろな環境の中、特に水の
中に存在いたします。どこにでもいる
のですが、通常は少数であります。と
ころが、温泉で有名なのですが、新し
い水が入れ替わらない循環式の温泉、
貯水装置、あるいはアメリカで有名に
なりましたクーリングタワー、そうい
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　池田　確かに、源泉かけ流しという
のを売りにしているところがあります
けれども、そういう面でも利点がある
わけですね。
　桑野　そうですね。ただ、源泉かけ
流しと標榜されていても、黙って循環
させているようなところもありますの
で、そこは注意していただきたいと思
います。
　池田　逆にいいますと、温泉の保健
所等のモニタリングというのは定期的
にされているのでしょうか。
　桑野　それは条例が決まっておりま
して、きちんと定期的に検査しなけれ
ばいけないことになっています。その
効果がありまして、最初のころ頻発し
ていた集団発生というものはなくなっ
てきています。
　池田　いわゆる散発といいますか、
個々の症例で出てくることはあります
ね。
　桑野　それはあります。
　池田　その場合、例えば宿主側の問
題はいかがでしょうか。
　桑野　宿主側も、免疫に全く問題の
ない方でも発生するのですが、やはり
高齢者、それから免疫不全の状態、ス
テロイドとか抗TNFの治療等を受けて
いる方、そういった方はかかりやすく、
しかも重症化しやすいということがい
われております。
　池田　逆にそういう方は、温泉など
に行かれたあとに症状があった場合、

この疾患を疑って治療する。そういう
ことでしょうか。
　桑野　そうですね。十分に適切な抗
菌薬によって治療することが大事だと
思います。
　池田　このレジオネラ肺炎というの
は、私はちょっと不勉強でわかりませ
んけれども、一般の肺炎、誤嚥性肺炎
も含めまして、何か特徴的な症状とか、
鑑別などありますか。
　桑野　病初期は通常の感冒と同じよ
うに、発熱、筋肉痛や食欲不振といっ
たものですけれども、それに引き続き
まして、咳、痰、疼痛といった肺炎の
症状が出ます。このあたりはまだ普通
の肺炎と区別がつかないのですけれど
も、息切れ等が早くから出やすい。そ
して、呼吸器の症状に比べて呼吸困難
が早期から認められます。
　それと特徴的な症状が２つありまし
て、腹痛、悪心、下痢等の消化器症状
や頭痛、傾眠、昏睡など神経症状、こ
ういったものが特徴的といわれており
ます。その他、肝障害、腎障害、横紋
筋融解等、通常の肺炎では認められに
くいものが見られる。こういったこと
も特徴です。
　池田　その意味からも、病状の進行
により治療もだいぶ異なってくると思
うのですけれども、基本的な治療法は、
特に抗生物質の選択等についてはいか
がでしょうか。
　桑野　この菌は細胞内寄生性の菌で

ったところのぬるま湯に入りますと急
速に増殖を開始いたします。そのよう
なところで発生しました菌が含まれる
エアロゾール、これをヒトが吸入しま
すと、感染が成立いたします。
　このような感染の形式ですので、質
問にあるような、雨が降ったときの水
たまりとなりますと、できてから比較
的短時間のはずですので、こうした状
況ではあまり感染しないのではないか
と考えます。
　池田　水が入れ替わらないといいま
すか、そういうところが問題になると
いうことですね。
　桑野　はい。
　池田　そういう意味では、入浴時の、
ある程度菌数が高いお風呂に入って感
染するということはけっこうあること
なのでしょうか。
　桑野　もしそのお風呂が、例えば家
庭でいえば24時間風呂とか、あるいは
サウナ、ジェットバス、こういったも
のは家庭でもありうることでして、こ
ういった水が、不潔で、あまり入れ替
えられていないということになります
と、感染する可能性が生じます。
　池田　感染経路の追跡といいますか、
実際にはどういうモニタリングがなさ
れるのでしょうか。
　桑野　基本的には遺伝子診断という
ことになります。
　例えば、患者の立ち寄った先のなか
で、温泉はもちろんですが、その他、

レジオネラ菌が発生するような場所で
水を採取しまして、その水の中のレジ
オネラ菌のDNAをまず増幅しまして、
その遺伝子の塩基配列を比べる。それ
が同一のものであれば、感染経路が同
定されることになります。
　池田　遺伝子診断といいますと、逆
にいいますと、レジオネラ菌というの
はかなり遺伝子多型が多いものなので
しょうか。
　桑野　いずれの菌にしましても、遺
伝子多型はありますので、それが一致
するということは同じ菌だということ
になります。
　池田　一番最初のご紹介で集団発生
があったということですけれども、日
本でも集団発生というのは報告されて
いるのでしょうか。
　桑野　2000年代の前半に、日本各地
の古くからある由緒ある温泉地にはな
かなかないのですが、新しくできた、
あまり大規模でない温泉、あるいは本
当の温泉のお湯ではないのですが、循
環させて、沸かして何回も使うような、
そういった施設がオープンした結果、
そこで大規模な集団発生が何件か報告
されております。
　池田　基本的には循環型の、同じ水
を使い続けるかたちで発生するという
ことでしょうか。
　桑野　はい。ですから、かけ流しの
ところはおそらく大丈夫ということで
す。
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いうのは広域のセフェム系に加えまし
て、マクロライドやニューキノロンを
併用するかたちになっております。そ
れはこういったレジオネラ肺炎等のこ
とも想定してのことだと思われます。
　池田　ガイドラインに従っていけば、

レジオネラ肺炎であっても何とか対処
できるということですね。
　桑野　カバーしているだろうと思い
ます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

して、ヒトの肺であれば、肺の上皮細
胞とかマクロファージの中で増殖しま
す。ですから、抗生物質としましては、
ペニシリン系、あるいはセフェム系、
アミノグリコシド系というのは細胞内
への移行が悪うございますので、なか
なか効かない。それで、マクロライド
系あるいはニューキノロン系が第一選
択となります。
　池田　あとは、先ほど進行すると神
経症状とか横紋筋融解症ということが
ございますけれども、その辺の治療は
どういうふうにされているのでしょう
か。
　桑野　特異的な治療はないのですけ
れども、あくまで抗生物質を早く投与
して、そういった症状が自然に経過す
るのを待つしかないと思います。
　池田　この質問の場合ですと、よく
入浴後になる人がいるということです
けれども、逆にいいますと、例えばど
こか温泉に行かれたり、あるいは24時
間風呂を使っている。そういったこと
を肺炎に加えて考えて治療を行うとい
うことが肝要でしょうか。
　桑野　そうですね。診断は基本的に
は培養と尿中抗原の検索ということに
なります。しかし、培養は数日かかり
ます。レジオネラ肺炎ですと、数日も
待っておりますと、これは生死にかか
わりますので、できるだけ早く、はっ
きり確定ができないまでも、疑わしけ
れば先に有効な抗菌薬を投与すること

が必要となります。
　ですから、現実には尿中抗原の検査
が最も実際的ですし、有用であるとい
うことになります。
　池田　尿中抗原ということですが、
これは抗原抗体反応などで調べるので
しょうか。
　桑野　そのとおりですが、キットが
ありますので、早く容易に検出できま
す。ただ、現存するキットは血清型の
１というものしか検出できませんので、
レジオネラ肺炎全体の６割ほどしか拾
えていないのです。ですから、実際の
症例はおそらくもっと多いのではない
かと思われます。
　池田　６割は確定できるけれども、
４割は見過ごされているかもしれない
ということですね。
　桑野　はい、非常に重症で進行が早
い肺炎で、レジオネラ肺炎らしい症状
を呈したのであれば、早くマクロライ
ドなりニューキノロン系を、単独ある
いはリファンピシンと併用した抗菌薬
によって治療を行うことが必要になり
ます。
　池田　そういった病歴を参考にしつ
つ、まず培養を出して、抗原検索もし
て、疑えば先に治療してしまうという
ことになりますね。
　桑野　そうですね。実際、重症肺炎
のかたちを取ることが多いので、呼吸
器学会の市中肺炎のガイドラインもあ
りますが、その中の重症肺炎の治療と
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　山内　喘息は、昨今、吸入ステロイ
ド薬がファーストチョイスとしてほぼ
確立していると見てよろしいわけです
ね。
　小山　そうですね。軽症から吸入ス
テロイド薬を使ったほうがよろしいか
と思います。
　山内　もう一つよく使われているの
はホクナリンテープなるものですが、
こういったものの位置づけは、先生の
お考えではどうなのでしょうか。
　小山　基本的に吸入ステロイド薬を
使わないで、長時間作用性のβ2刺激薬、
ホクナリンテープもそうですけれども、
吸入薬もありますが、それだけを使う
という治療法はしてはいけないという
ことになっています。その理由は、や
はり炎症を抑えないで気管支だけ拡げ

ていますと発作を起こしてしまうとい
うことがありますので、それだけとい
う治療法はしてはいけないということ
になっています。
　山内　そうしますと、吸入ステロイ
ド薬単独、次のステップはβ2刺激薬と
の併用、そういったかたちになると考
えてよろしいのでしょうか。
　小山　そうですね。併用もしくは両
方入った配合剤を使うということにな
るかと思います。
　山内　ほかにも治療法としては幾つ
か出てきていると考えてよろしいわけ
ですね。
　小山　はい。あと、飲み薬でロイコ
トリエンの受容体拮抗薬などがありま
す。
　山内　発作時の対応は何がよろしい

SMART療法

自治医科大学さいたま医療センター呼吸器科教授
小　山　信一郎

（聞き手　山内俊一）

　2012年、シムビコートタービュヘイラーが、COPD、SMART療法に適応追加
と聞きました。
　喘息におけるSMART療法についてご教示ください。

＜茨城県開業医＞

6 （566） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

のでしょう。
　小山　基本的には短時間作用性のβ2

刺激薬を頓用でお使いになるというの
がよろしいかと思います。あとは、重
症の発作になりますと、アドレナリン
（ボスミン）の皮下注射ですとか、よ
くやられるのが点滴でテオフィリンを、
それからステロイドを入れたものをす
るというようなことになるかと思いま
す。
　山内　さて、質問の喘息でのSMART
療法ですが、これはどういうものなの
でしょうか。
　小山　先ほど申し上げましたけれど
も、最近、気管支喘息の長期管理薬の
一つの吸入ステロイド薬と、長時間作
用性β2刺激薬の配合剤、それが注目さ
れています。この配合剤には２つあり
まして、１つはフルチカゾンとサルメ
テロールの配合剤、商品名アドエアと
いいます。さらにブデソニドとフォル
モテロールの配合剤、商品名シムビコ
ートです。
　この吸入ステロイド薬と長時間作用
性β2刺激薬とが合剤になった理由は、
これらの薬剤を一緒にすることにより、
それぞれの薬剤による相互作用がある
からなのです。一つは、吸入ステロイ
ド薬の抗炎症効果が単剤で同じ量を使
うよりも強くなります。また、吸入ス
テロイド薬はβ2刺激薬の長期使用によ
る作用の減弱を抑えてくれます。この
ように、吸入ステロイド薬とβ2刺激薬、

両者の同時併用は単剤投与より有益で
あるといわれているわけです。そこで
一緒に吸入できる配合剤ができたわけ
です。
　山内　SMART療法というのは何か
の略語ですね。
　小山　このSMART療法は、シムビコ
ートを用いた治療法、Sym bicort main-
tenance and reliever therapyの頭文字
を取りまして、SMART、スマート療
法といいます。この治療法は、吸入ス
テロイド薬のブデソニドと長時間作用
性β2刺激薬であるフォルモテロールの
配合剤であるシムビコートを喘息の長
期管理薬として用いるとともに、喘息
の発作治療薬としても用いる新しい治
療法をいいます。
　山内　どうしてシムビコートは長期
管理薬としても発作の治療薬としても
使えるのでしょうか。
　小山　この配合剤は、吸入ステロイ
ド薬と長時間作用性β2刺激薬を一緒に
吸うことができ、長期管理薬として合
目的であるということは先ほども述べ
ました。実際、臨床的にこの配合剤は
非常に有用です。先生たちもすでにお
使いになっていると思いますけれども、
このシムビコートの特徴は、長時間作
用性β2刺激薬にフォルモテロールを使
用しているということです。
　β2刺激薬には、薬理学的に最大収縮
させた気管支収縮に対する弛緩作用に
対して、大きく分けて２種類あること
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　山内　喘息は、昨今、吸入ステロイ
ド薬がファーストチョイスとしてほぼ
確立していると見てよろしいわけです
ね。
　小山　そうですね。軽症から吸入ス
テロイド薬を使ったほうがよろしいか
と思います。
　山内　もう一つよく使われているの
はホクナリンテープなるものですが、
こういったものの位置づけは、先生の
お考えではどうなのでしょうか。
　小山　基本的に吸入ステロイド薬を
使わないで、長時間作用性のβ2刺激薬、
ホクナリンテープもそうですけれども、
吸入薬もありますが、それだけを使う
という治療法はしてはいけないという
ことになっています。その理由は、や
はり炎症を抑えないで気管支だけ拡げ

ていますと発作を起こしてしまうとい
うことがありますので、それだけとい
う治療法はしてはいけないということ
になっています。
　山内　そうしますと、吸入ステロイ
ド薬単独、次のステップはβ2刺激薬と
の併用、そういったかたちになると考
えてよろしいのでしょうか。
　小山　そうですね。併用もしくは両
方入った配合剤を使うということにな
るかと思います。
　山内　ほかにも治療法としては幾つ
か出てきていると考えてよろしいわけ
ですね。
　小山　はい。あと、飲み薬でロイコ
トリエンの受容体拮抗薬などがありま
す。
　山内　発作時の対応は何がよろしい

SMART療法

自治医科大学さいたま医療センター呼吸器科教授
小　山　信一郎

（聞き手　山内俊一）

　2012年、シムビコートタービュヘイラーが、COPD、SMART療法に適応追加
と聞きました。
　喘息におけるSMART療法についてご教示ください。

＜茨城県開業医＞

6 （566） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

のでしょう。
　小山　基本的には短時間作用性のβ2

刺激薬を頓用でお使いになるというの
がよろしいかと思います。あとは、重
症の発作になりますと、アドレナリン
（ボスミン）の皮下注射ですとか、よ
くやられるのが点滴でテオフィリンを、
それからステロイドを入れたものをす
るというようなことになるかと思いま
す。
　山内　さて、質問の喘息でのSMART
療法ですが、これはどういうものなの
でしょうか。
　小山　先ほど申し上げましたけれど
も、最近、気管支喘息の長期管理薬の
一つの吸入ステロイド薬と、長時間作
用性β2刺激薬の配合剤、それが注目さ
れています。この配合剤には２つあり
まして、１つはフルチカゾンとサルメ
テロールの配合剤、商品名アドエアと
いいます。さらにブデソニドとフォル
モテロールの配合剤、商品名シムビコ
ートです。
　この吸入ステロイド薬と長時間作用
性β2刺激薬とが合剤になった理由は、
これらの薬剤を一緒にすることにより、
それぞれの薬剤による相互作用がある
からなのです。一つは、吸入ステロイ
ド薬の抗炎症効果が単剤で同じ量を使
うよりも強くなります。また、吸入ス
テロイド薬はβ2刺激薬の長期使用によ
る作用の減弱を抑えてくれます。この
ように、吸入ステロイド薬とβ2刺激薬、

両者の同時併用は単剤投与より有益で
あるといわれているわけです。そこで
一緒に吸入できる配合剤ができたわけ
です。
　山内　SMART療法というのは何か
の略語ですね。
　小山　このSMART療法は、シムビコ
ートを用いた治療法、Sym bicort main-
tenance and reliever therapyの頭文字
を取りまして、SMART、スマート療
法といいます。この治療法は、吸入ス
テロイド薬のブデソニドと長時間作用
性β2刺激薬であるフォルモテロールの
配合剤であるシムビコートを喘息の長
期管理薬として用いるとともに、喘息
の発作治療薬としても用いる新しい治
療法をいいます。
　山内　どうしてシムビコートは長期
管理薬としても発作の治療薬としても
使えるのでしょうか。
　小山　この配合剤は、吸入ステロイ
ド薬と長時間作用性β2刺激薬を一緒に
吸うことができ、長期管理薬として合
目的であるということは先ほども述べ
ました。実際、臨床的にこの配合剤は
非常に有用です。先生たちもすでにお
使いになっていると思いますけれども、
このシムビコートの特徴は、長時間作
用性β2刺激薬にフォルモテロールを使
用しているということです。
　β2刺激薬には、薬理学的に最大収縮
させた気管支収縮に対する弛緩作用に
対して、大きく分けて２種類あること
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が知られています。一つは、サルメテ
ロールのようなパーシャルアゴニスト
と呼ばれている部分的にβ2受容体に作
用する薬剤と、フォルモテロールのよ
うなフルアゴニストと呼ばれるβ2受容
体の多くの部分に作用する薬剤です。
　山内　そうしますと、フォルモテロ
ールというのはなかなかの優れものと
考えてよろしいわけですか。
　小山　はい。フォルモテロールの特
徴の一つは、フルアゴニストであるた
め、用量依存性に弛緩作用があるので
す。すなわち、投与量を増やしていき
ますと、より強い気管支の弛緩作用が
期待できるということです。
　さらに、もう一つの特徴としまして、
長時間作用性でありながら、作用発現
までの時間が短時間作用性β2刺激薬に
匹敵する速さであるということです。
そのため、発作時においても十分な速
さ、十分な強さで気管支弛緩作用が期
待でき、場合によっては投与量を増や
すことによってさらなる気管支弛緩作
用が期待できます。そのため、気管支
喘息の発作時の使用が可能となるわけ
です。
　さらに、一緒に抗炎症作用のある吸
入ステロイド薬を同時に吸うので、発
作を起こしている気道炎症に対して抑
制効果が期待できるわけです。
　しかし、サルメテロールはパーシャ
ルアゴニストであり、追加の気管支拡
張効果は期待できません。さらに、気

管支拡張効果に即効性がなく、喘息発
作時には使用できません。
　山内　さて、SMART療法の実際を
おうかがいしたいのですが。
　小山　軽症持続型相当の治療ステッ
プ２以上の患者さんにおいて、維持療
法として１日２回、１回１～２吸入を
使います。発作時には、維持療法に加
えて、１回２吸入の頓用の吸入を行い、
合計１日８吸入を最高投与量として使
用します。なお、３日を目安として、
１日投与量合計12吸入までは増量可能
です。しかし、１日８吸入以上と高用
量が必要な状態の場合、重症化して、
より重い発作に移行する可能性が高い
ので、速やかに医療機関を受診するよ
う指示してください。
　山内　このあたりが専門医へ紹介す
る一つの目安と考えてよろしいでしょ
うか。
　小山　そうですね。このような状態
が継続するという状況は、やはり好ま
しい状況ではありません。ですので、
専門医の受診をお勧めしたほうがよろ
しいかと思います。
　山内　従来の治療法のように、シム
ビコートに加えて短時間作用性のβ2

刺激薬を頻繁に使用する方法、これと
SMART療法とは効果に違いがあるの
でしょうか。
　小山　シムビコートを長期管理薬に
加えて発作治療薬として使ったSMART
療法で治療した群と、シムビコートを
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長期管理薬として、さらに発作治療薬
としては短時間作用性のβ2刺激薬を使
った群と比較検討した研究があります。
それによりますと、52週までの検討で
初回の重症急性増悪までの患者数が、
SMART療法のほうが30％も有意に少
なかったことを示しております。すな
わち、SMART療法群のほうがよりよ
いコントロールができたということで
す。この違いは、先ほども述べました
が、SMART療法では軽度の発作時の
使用においても、β2刺激薬だけでなく、
吸入ステロイド薬も同時に吸入される
ためと思われます。
　さらにこの研究では、SMART療法
群では累積の気管支喘息発作の発生頻
度も有意に減少することが示されてい
ます。
　山内　なかなかいい治療法だと思わ
れますが、いい治療法であっても、安
全性という問題もあるかもしれません。
このあたりはいかがなのでしょうか。
　小山　報告されている有害事象は、
咽頭炎、のどのいがいが感や違和感が
最も多く、約13％に認められました。
また、危惧されました心拍数を上げる
という有害事象はありませんでした。
１日総投与量を12吸入まで行った結果、
心電図、血清カリウム、血糖値に影響
を及ぼさなかったというデータもあり、
安全性が高い治療法であると思われま
す。
　山内　β2刺激薬が相対的に多くなり

そうな感じなので、循環器系の副作用
が心配かなと思われたけれども、それ
ほどではなかったということですね。
　小山　そうですね。
　山内　SMART療法を実際に患者さ
んに指導するときに、どういった注意
点があるのでしょうか。
　小山　まず適切な維持療法を行うと
いうことが必要です。SMART療法の
維持療法で、１回１吸入を１日２回行
った群と、１回２吸入を１日２回行っ
た群とで比較した研究があります。そ
れによりますと、１回２吸入を１日２
回行った群のほうが初回の喘息増悪が
起こるまでの期間を有意に延長したと
の報告があります。すなわち、少ない
投与量では喘息が増悪しないよう維持
するために不十分な症例があるという
ことで、維持量として十分な量が投与
されているかを常に評価しながら投与
する必要があります。そのうえで、十
分な投与量による維持療法を継続する
ことが必要です。
　発作時だけのシムビコートの使用は
発作が重症化するおそれがありますの
で、絶対に避けるべきです。また、発
作時に投与量の上限を心得て、医療機
関への受診を躊躇しないように指示す
ることも忘れないでください。そのた
めに、シムビコートを使用した回数を
喘息日誌などで評価してください。
　山内　よく患者さんが途中で薬を中
断してしまうことが見られますが、そ
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が知られています。一つは、サルメテ
ロールのようなパーシャルアゴニスト
と呼ばれている部分的にβ2受容体に作
用する薬剤と、フォルモテロールのよ
うなフルアゴニストと呼ばれるβ2受容
体の多くの部分に作用する薬剤です。
　山内　そうしますと、フォルモテロ
ールというのはなかなかの優れものと
考えてよろしいわけですか。
　小山　はい。フォルモテロールの特
徴の一つは、フルアゴニストであるた
め、用量依存性に弛緩作用があるので
す。すなわち、投与量を増やしていき
ますと、より強い気管支の弛緩作用が
期待できるということです。
　さらに、もう一つの特徴としまして、
長時間作用性でありながら、作用発現
までの時間が短時間作用性β2刺激薬に
匹敵する速さであるということです。
そのため、発作時においても十分な速
さ、十分な強さで気管支弛緩作用が期
待でき、場合によっては投与量を増や
すことによってさらなる気管支弛緩作
用が期待できます。そのため、気管支
喘息の発作時の使用が可能となるわけ
です。
　さらに、一緒に抗炎症作用のある吸
入ステロイド薬を同時に吸うので、発
作を起こしている気道炎症に対して抑
制効果が期待できるわけです。
　しかし、サルメテロールはパーシャ
ルアゴニストであり、追加の気管支拡
張効果は期待できません。さらに、気

管支拡張効果に即効性がなく、喘息発
作時には使用できません。
　山内　さて、SMART療法の実際を
おうかがいしたいのですが。
　小山　軽症持続型相当の治療ステッ
プ２以上の患者さんにおいて、維持療
法として１日２回、１回１～２吸入を
使います。発作時には、維持療法に加
えて、１回２吸入の頓用の吸入を行い、
合計１日８吸入を最高投与量として使
用します。なお、３日を目安として、
１日投与量合計12吸入までは増量可能
です。しかし、１日８吸入以上と高用
量が必要な状態の場合、重症化して、
より重い発作に移行する可能性が高い
ので、速やかに医療機関を受診するよ
う指示してください。
　山内　このあたりが専門医へ紹介す
る一つの目安と考えてよろしいでしょ
うか。
　小山　そうですね。このような状態
が継続するという状況は、やはり好ま
しい状況ではありません。ですので、
専門医の受診をお勧めしたほうがよろ
しいかと思います。
　山内　従来の治療法のように、シム
ビコートに加えて短時間作用性のβ2

刺激薬を頻繁に使用する方法、これと
SMART療法とは効果に違いがあるの
でしょうか。
　小山　シムビコートを長期管理薬に
加えて発作治療薬として使ったSMART
療法で治療した群と、シムビコートを
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長期管理薬として、さらに発作治療薬
としては短時間作用性のβ2刺激薬を使
った群と比較検討した研究があります。
それによりますと、52週までの検討で
初回の重症急性増悪までの患者数が、
SMART療法のほうが30％も有意に少
なかったことを示しております。すな
わち、SMART療法群のほうがよりよ
いコントロールができたということで
す。この違いは、先ほども述べました
が、SMART療法では軽度の発作時の
使用においても、β2刺激薬だけでなく、
吸入ステロイド薬も同時に吸入される
ためと思われます。
　さらにこの研究では、SMART療法
群では累積の気管支喘息発作の発生頻
度も有意に減少することが示されてい
ます。
　山内　なかなかいい治療法だと思わ
れますが、いい治療法であっても、安
全性という問題もあるかもしれません。
このあたりはいかがなのでしょうか。
　小山　報告されている有害事象は、
咽頭炎、のどのいがいが感や違和感が
最も多く、約13％に認められました。
また、危惧されました心拍数を上げる
という有害事象はありませんでした。
１日総投与量を12吸入まで行った結果、
心電図、血清カリウム、血糖値に影響
を及ぼさなかったというデータもあり、
安全性が高い治療法であると思われま
す。
　山内　β2刺激薬が相対的に多くなり

そうな感じなので、循環器系の副作用
が心配かなと思われたけれども、それ
ほどではなかったということですね。
　小山　そうですね。
　山内　SMART療法を実際に患者さ
んに指導するときに、どういった注意
点があるのでしょうか。
　小山　まず適切な維持療法を行うと
いうことが必要です。SMART療法の
維持療法で、１回１吸入を１日２回行
った群と、１回２吸入を１日２回行っ
た群とで比較した研究があります。そ
れによりますと、１回２吸入を１日２
回行った群のほうが初回の喘息増悪が
起こるまでの期間を有意に延長したと
の報告があります。すなわち、少ない
投与量では喘息が増悪しないよう維持
するために不十分な症例があるという
ことで、維持量として十分な量が投与
されているかを常に評価しながら投与
する必要があります。そのうえで、十
分な投与量による維持療法を継続する
ことが必要です。
　発作時だけのシムビコートの使用は
発作が重症化するおそれがありますの
で、絶対に避けるべきです。また、発
作時に投与量の上限を心得て、医療機
関への受診を躊躇しないように指示す
ることも忘れないでください。そのた
めに、シムビコートを使用した回数を
喘息日誌などで評価してください。
　山内　よく患者さんが途中で薬を中
断してしまうことが見られますが、そ

ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013） （569）  9

1308本文.indd   8-9 13/07/18   11:21



のあたりは十分注意したほうがいいと
いうことになりますか。
　小山　そうですね。維持療法があっ
て、そのうえでの発作治療ということ
になりますので、ちゃんと使っていた
だけているかどうか、アドヒアランス
を確認することが重要だと思います。

　この治療法の最大のメリットは、同
じ道具を使いまして、維持療法、発作
療法、両方できるということでして、
そういう意味ではより簡便かなという
ふうに考えます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

10 （570） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　池脇　たこつぼ型心筋症は日本で発
見され、報告されたという疾患ですが、
たこつぼ型心筋症と聞きますと、阪
神・淡路大震災ですとか中越の震災で
増えましたので、私などはストレスと
関係した心筋症と思っていますが、今
回、東日本大震災では増えたのでしょ
うか。
　河合　数例の症例報告は出ています
が、まとまった施設からの集計は出て
おりません。集団としてのたこつぼ型
心筋症の発症がなかったことは我々の
予想に反しておりまして、逆にこれを
どういうふうにとらえるかが問題とな
ります。あれだけの大震災で、多くの
被災者が出ています。たこつぼ型心筋
症の別名をアメリカ心臓協会ではスト
レス心筋症と呼んでいますが、たこつ
ぼ型心筋症が本当にストレスが原因で
あるならば、今回の大震災で少なくと

も数百の単位で出ていてもおかしくな
い。ですから、本当にストレスが原因
であるのかというところはもう一回考
え直す必要があろうかと思います。
　逆に、今までたこつぼ型心筋症にな
られた方からよく事情を聞きますと、
やはりかなりの率でストレスが引き金
になっています。特に女の方のほうは
情動的なストレス、男の方ですと身体
的なストレスが原因になっているとい
うのが数多く認められており、それ自
体はやはり注目すべきことです。それ
らの事実からストレスが原因だという
ところに目がいったのですが、原因・
結果で考えますと、起こった人ではス
トレスが原因かもしれないのです。し
かし大勢を対象としたときに、本当に
ストレスだけで起こるというふうに割
り切っていいのかどうかというところ
は疑問が残ります。

たこつぼ型心筋症

順天堂大学循環器内科先任准教授
河　合　祥　雄

（聞き手　池脇克則）

　たこつぼ型心筋症についてご教示ください。
＜静岡県開業医＞
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のあたりは十分注意したほうがいいと
いうことになりますか。
　小山　そうですね。維持療法があっ
て、そのうえでの発作治療ということ
になりますので、ちゃんと使っていた
だけているかどうか、アドヒアランス
を確認することが重要だと思います。

　この治療法の最大のメリットは、同
じ道具を使いまして、維持療法、発作
療法、両方できるということでして、
そういう意味ではより簡便かなという
ふうに考えます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

10 （570） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　池脇　たこつぼ型心筋症は日本で発
見され、報告されたという疾患ですが、
たこつぼ型心筋症と聞きますと、阪
神・淡路大震災ですとか中越の震災で
増えましたので、私などはストレスと
関係した心筋症と思っていますが、今
回、東日本大震災では増えたのでしょ
うか。
　河合　数例の症例報告は出ています
が、まとまった施設からの集計は出て
おりません。集団としてのたこつぼ型
心筋症の発症がなかったことは我々の
予想に反しておりまして、逆にこれを
どういうふうにとらえるかが問題とな
ります。あれだけの大震災で、多くの
被災者が出ています。たこつぼ型心筋
症の別名をアメリカ心臓協会ではスト
レス心筋症と呼んでいますが、たこつ
ぼ型心筋症が本当にストレスが原因で
あるならば、今回の大震災で少なくと

も数百の単位で出ていてもおかしくな
い。ですから、本当にストレスが原因
であるのかというところはもう一回考
え直す必要があろうかと思います。
　逆に、今までたこつぼ型心筋症にな
られた方からよく事情を聞きますと、
やはりかなりの率でストレスが引き金
になっています。特に女の方のほうは
情動的なストレス、男の方ですと身体
的なストレスが原因になっているとい
うのが数多く認められており、それ自
体はやはり注目すべきことです。それ
らの事実からストレスが原因だという
ところに目がいったのですが、原因・
結果で考えますと、起こった人ではス
トレスが原因かもしれないのです。し
かし大勢を対象としたときに、本当に
ストレスだけで起こるというふうに割
り切っていいのかどうかというところ
は疑問が残ります。

たこつぼ型心筋症

順天堂大学循環器内科先任准教授
河　合　祥　雄

（聞き手　池脇克則）

　たこつぼ型心筋症についてご教示ください。
＜静岡県開業医＞

ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013） （571）  11

1308本文.indd   10-11 13/07/18   11:21



　池脇　病気そのものは、たこつぼと
いう名前がついていて、極めてユニー
クな心筋症ですが、男性と女性の比率
でいうと、たしかこの病気は女性に多
いということですね。
　河合　高齢の女性に圧倒的に多く、
性比でいいますと、私が調べたところ
で７対１ぐらい。
　池脇　それは何か理由があるのでし
ょうか。
　河合　わかっていません。閉経後の
女性が多いので、女性ホルモンとの関
連がいわれていますが、まだ確証があ
りません。ただ、女性では、逆に心因
性の食思不振症の患者さんなど、けっ
こう若い方でも起こっているというこ
とがいえます。
　池脇　原因というのはそういったこ
とで、症状についてはいかがでしょう
か。
　河合　典型例におきましては、心尖
部がバルーン状に膨らんで、心基部が
巾着様に収縮して、そういう状態が続
きます。典型例では胸痛を起こすもの
もありますし、呼吸不全で発症する例、
無症状で発症する例もありますが、心
電図の経過、心室造影の結果、心エコ
ーの結果、ほとんど皆よく似ておりま
すし、ある一定の経過をたどって、回
復していきます。
　池脇　胸痛で来られて、心電図変化
もあると急性心筋梗塞との鑑別が重要
になってきます。心電図も含めて、ど

ういう変化が来るのでしょうか。
　河合　STの上がり方がかなり持続
します。普通ですと、カテ室に入るか
入らないかのうちにSTが戻ってくる
とか、そういうかたちになりますが、
虚血のSTが上がっている時期に比べ
て、たこつぼ型心筋症でSTの上がっ
ている時期が非常に長い。
　もう一つは、鏡像変化といいますが、
STが上がっている反対側の誘導では、
反対に下がるのですけれども、たこつ
ぼ型心筋症の場合、それが見られない。
虚血のSTの上昇とはまた違う機序の
ST上昇をたこつぼ型心筋症の場合は
想定したほうがよろしいだろうと思い
ます。
　池脇　心筋梗塞を疑うとなると、ト
ロポニンですとかCKですとか、心筋
の逸脱酵素、これらが上昇しているか
どうかをみますが、たこつぼ型心筋症
のときは上昇するのでしょうか。
　河合　上昇いたしますが、心尖部が
まるっきり動かない心筋梗塞などに比
べて、極めて微量な量の上昇しかあり
ません。ということは、動かないので
すが、心尖部で心筋の壊れている、障
害されている、壊死になっているとい
う量は極端に少ないということが逆に
いえます。
　池脇　おそらく最終的には心臓のカ
テーテル検査をやって、特徴的な左心
室の運動異常を含めて診断に至るのだ
ろうと思うのですけれども、診断基準

12 （572） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

はどうなっているのでしょうか。
　河合　まず基本的には、急性発症で
原因不明の左心室の心尖部がバルーン
状に拡張もしくは収縮がない状態を呈
する症例を指します。左心室はあたか
もたこつぼ状の形態を取りますが、心
尖部の無収縮は数週から１カ月以内に
大部分の症例においては正常化します。
収縮異常は主に左心室に生じますが、
右心室にも収縮異常が生じることがわ
かっています。
　一昨年のMRIを使った北米とヨーロ
ッパの大規模研究が初めて明らかにい
たしましたが、両心室にたこつぼ現象
が出る頻度は43％、そのような高い頻
度を上げております。
　池脇　診断のゴールドスタンダード
である動きの異常は、心臓カテーテル
検査で見るということなのでしょうか。
あるいは、心臓のエコーやMRIでもよ
ろしいのでしょうか。
　河合　エコーでもMRIでもかまいま
せん。「たこつぼ型心筋症診断の手引」
では、冠状動脈造影は急性期にするこ
とが望ましいと考えておりますが、急
性期、心臓がまるっきり動かないとき
にカテーテル造影検査をすること自体
リスクがあろうという想定で、回復期
に行って、冠状動脈病変の有無を確認
するということを手引では勧めており
ます。
　池脇　どうして心臓の基部はよく動
いて、先端部が動かないのか。どうい

うふうに考えたらいいのでしょうか。
　河合　幾つか考え方があります。カ
テコラミンの感受性が心基部と心尖部
で違っているという仮説がありますが、
なかなかそれが証明できません。それ
から、普通ですと、動きが悪いところ、
全く動かないところがありますが、そ
れが今申しましたように、だいたいの
例で１カ月以内に完全に回復するとい
うこと自体も、説明できていません。
　私は病理が専門ですから、心筋生検
であるとか、亡くなられた方の剖検で
組織を見ても、かなりのところの心臓
の心筋はインタクトなのです。ですか
ら、逆にインタクトなところが動かな
くなるという、今まで知られていない
機序を想定しなくてはいけないかもし
れません。
　池脇　いわゆるスタンニング現象と
いう感じに近いようなものなのでしょ
うか。
　河合　かたちとしては、スタンニン
グ、気絶心筋に当たります。もともと
は虚血後の心筋が一時期動かないとい
うのが気絶心筋の定義です。したがっ
て、虚血が証明されていないといけま
せん。もともと最初にこの病気を見つ
けられた佐藤先生は、冠状動脈に一つ
も病変がないのは三枝の多枝攣縮によ
って気絶が起こったのだという考え方
を唱えられました。もともと急性期に
スパズムを誘発すると非常に強く起こ
るといわれていましたが、なかなか追
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　池脇　病気そのものは、たこつぼと
いう名前がついていて、極めてユニー
クな心筋症ですが、男性と女性の比率
でいうと、たしかこの病気は女性に多
いということですね。
　河合　高齢の女性に圧倒的に多く、
性比でいいますと、私が調べたところ
で７対１ぐらい。
　池脇　それは何か理由があるのでし
ょうか。
　河合　わかっていません。閉経後の
女性が多いので、女性ホルモンとの関
連がいわれていますが、まだ確証があ
りません。ただ、女性では、逆に心因
性の食思不振症の患者さんなど、けっ
こう若い方でも起こっているというこ
とがいえます。
　池脇　原因というのはそういったこ
とで、症状についてはいかがでしょう
か。
　河合　典型例におきましては、心尖
部がバルーン状に膨らんで、心基部が
巾着様に収縮して、そういう状態が続
きます。典型例では胸痛を起こすもの
もありますし、呼吸不全で発症する例、
無症状で発症する例もありますが、心
電図の経過、心室造影の結果、心エコ
ーの結果、ほとんど皆よく似ておりま
すし、ある一定の経過をたどって、回
復していきます。
　池脇　胸痛で来られて、心電図変化
もあると急性心筋梗塞との鑑別が重要
になってきます。心電図も含めて、ど

ういう変化が来るのでしょうか。
　河合　STの上がり方がかなり持続
します。普通ですと、カテ室に入るか
入らないかのうちにSTが戻ってくる
とか、そういうかたちになりますが、
虚血のSTが上がっている時期に比べ
て、たこつぼ型心筋症でSTの上がっ
ている時期が非常に長い。
　もう一つは、鏡像変化といいますが、
STが上がっている反対側の誘導では、
反対に下がるのですけれども、たこつ
ぼ型心筋症の場合、それが見られない。
虚血のSTの上昇とはまた違う機序の
ST上昇をたこつぼ型心筋症の場合は
想定したほうがよろしいだろうと思い
ます。
　池脇　心筋梗塞を疑うとなると、ト
ロポニンですとかCKですとか、心筋
の逸脱酵素、これらが上昇しているか
どうかをみますが、たこつぼ型心筋症
のときは上昇するのでしょうか。
　河合　上昇いたしますが、心尖部が
まるっきり動かない心筋梗塞などに比
べて、極めて微量な量の上昇しかあり
ません。ということは、動かないので
すが、心尖部で心筋の壊れている、障
害されている、壊死になっているとい
う量は極端に少ないということが逆に
いえます。
　池脇　おそらく最終的には心臓のカ
テーテル検査をやって、特徴的な左心
室の運動異常を含めて診断に至るのだ
ろうと思うのですけれども、診断基準
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はどうなっているのでしょうか。
　河合　まず基本的には、急性発症で
原因不明の左心室の心尖部がバルーン
状に拡張もしくは収縮がない状態を呈
する症例を指します。左心室はあたか
もたこつぼ状の形態を取りますが、心
尖部の無収縮は数週から１カ月以内に
大部分の症例においては正常化します。
収縮異常は主に左心室に生じますが、
右心室にも収縮異常が生じることがわ
かっています。
　一昨年のMRIを使った北米とヨーロ
ッパの大規模研究が初めて明らかにい
たしましたが、両心室にたこつぼ現象
が出る頻度は43％、そのような高い頻
度を上げております。
　池脇　診断のゴールドスタンダード
である動きの異常は、心臓カテーテル
検査で見るということなのでしょうか。
あるいは、心臓のエコーやMRIでもよ
ろしいのでしょうか。
　河合　エコーでもMRIでもかまいま
せん。「たこつぼ型心筋症診断の手引」
では、冠状動脈造影は急性期にするこ
とが望ましいと考えておりますが、急
性期、心臓がまるっきり動かないとき
にカテーテル造影検査をすること自体
リスクがあろうという想定で、回復期
に行って、冠状動脈病変の有無を確認
するということを手引では勧めており
ます。
　池脇　どうして心臓の基部はよく動
いて、先端部が動かないのか。どうい

うふうに考えたらいいのでしょうか。
　河合　幾つか考え方があります。カ
テコラミンの感受性が心基部と心尖部
で違っているという仮説がありますが、
なかなかそれが証明できません。それ
から、普通ですと、動きが悪いところ、
全く動かないところがありますが、そ
れが今申しましたように、だいたいの
例で１カ月以内に完全に回復するとい
うこと自体も、説明できていません。
　私は病理が専門ですから、心筋生検
であるとか、亡くなられた方の剖検で
組織を見ても、かなりのところの心臓
の心筋はインタクトなのです。ですか
ら、逆にインタクトなところが動かな
くなるという、今まで知られていない
機序を想定しなくてはいけないかもし
れません。
　池脇　いわゆるスタンニング現象と
いう感じに近いようなものなのでしょ
うか。
　河合　かたちとしては、スタンニン
グ、気絶心筋に当たります。もともと
は虚血後の心筋が一時期動かないとい
うのが気絶心筋の定義です。したがっ
て、虚血が証明されていないといけま
せん。もともと最初にこの病気を見つ
けられた佐藤先生は、冠状動脈に一つ
も病変がないのは三枝の多枝攣縮によ
って気絶が起こったのだという考え方
を唱えられました。もともと急性期に
スパズムを誘発すると非常に強く起こ
るといわれていましたが、なかなか追
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試する方がいらっしゃらない。何人か
は追試をいたしましたが、追試してス
パズムが1/3ぐらい出るのですが、出
たところでたこつぼ現象は誘発されま
せん。今まで、スパズムを誘発してた
こつぼの現象が出たという報告はない
のです。
　池脇　心室の運動異常は１カ月ぐら
いで回復するということで、基本的に
予後は良好な疾患ということでよろし
いですか。
　河合　５％の重症な後遺症、もしく
は死に至るという症例を除けば予後良
好な疾患といえます。ですから、最初
に診たときにあまり強い臨床症状がな
い。例えば、肺水腫で強い状態になっ
ているとか、エコーで心臓が破れて血
液のしみ出しが心包内に起こっている
とか、そういうものがないかぎりは、
たこつぼ型心筋症と見極めがついたと
ころで、何もしないで、おとなしく見
ていて、回復、自然経過に任せるとい
うのが一般的な循環器の医師の見方だ
ろうと思います。
　池脇　心電図の異常も最終的には正
常化すると思いますが、時間経過はど
うでしょうか。
　河合　STが上がるというのが最初
ですし、それが下がってくると同時に、
深いTの陰性化、QT延長を伴います。
それが徐々にTの陰性化が戻ってくる
かたちを取ります。長いものは数年に
わたる場合があります。極端な例では、

R波がなくなって、Q波になってしま
う、そういう症例もあります。当然そ
ういう症例は、それだけに対応する心
筋の障害がありますから、予後は必ず
しもよくありません。
　池脇　いったんなった人は、将来再
発するリスクは高いのでしょうか。
　河合　高いとは思いません。再発が
あることは事実ですが、再発があった
例が逆に報告されるぐらいです。今ま
で、例えば「心臓」という雑誌に出た
例で、３回再発した例がありますが、
３回目は逆たこつぼのかたちを取って
再発しております。ですから、再発自
体は少ないと考えています。
　池脇　最初の震災がらみの話に戻る
のですけれども、ストレスがきっかけ
だと思われていたのが、今回の東日本
大震災の事例を取ると、必ずしもそう
でもないらしい。ただ、海外ではスト
レス誘発型と命名しています。今後、
海外も含めて、誘発因子の検討が必要
になってくるのでしょうか。
　河合　そうだと思います。患者さん
のほうで見ると、起こった方では、詳
しく調べますと、ストレスがらみの方
が７割ぐらいいることは事実ですが、
中には、いくら聞いても何もストレス
がない。朝、普通にごはんのおかずを
つくっていて、たこつぼ型心筋症にな
ってしまったという方もいらっしゃい
ます。ですから、起こった人において
はストレスというコースが一つありま

14 （574） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

すが、逆にストレスの側から見たら、
人間がそういう状況に置かれて、ある
一定の数の方がたこつぼ型心筋症にな
るかといったら、これはならないとい

うのが今回の大震災で逆に証明された
ということだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　クローン病と潰瘍性大腸炎、
２つですけれども、非常に大きな範囲
で、まず最初に疾患と疫学について簡
単にお話をうかがいたいと思います。
　渡辺　潰瘍性大腸炎、クローン病と
いうのは、この２つを合わせて炎症性
腸疾患といいますが、大腸、小腸に原
因不明の慢性炎症を起こす疾患という
ふうに考えられています。その中でも、
潰瘍性大腸炎は大腸の表面にただれや
特に浅い傷を起こす病気、一方、クロ
ーン病は消化管のどの部位にも起こっ
て、深い傷やただれを起こす病気で異
なる病気です。ともに原因不明で、慢
性で治りにくいということから、厚生
労働省の難病に指定されている腸疾患
です。
　池田　どうして表在性なのか、ある
いは深い潰瘍ができるのか、こういっ
た点については何かわかっているので

しょうか。
　渡辺　それに関してはまだ両疾患と
もはっきりした原因がわかっておりま
せんので、詳しくはわかっていないの
ですが、潰瘍性大腸炎はおそらく大腸
の上皮細胞の分化、増殖および再生の
異常が主体となり、表層に炎症が起き
るのであろう。一方、クローン病は、
大きな傷ができたときに、外からいろ
いろな細菌とかウイルスが入ってきて、
それに対する生体の防御機構の異常の
ため、深部にも炎症が及び深い潰瘍に
なると考えられています。
　池田　特に潰瘍性大腸炎については、
軽症の患者さんも含めまして、どの程
度いらっしゃるのでしょうか。
　渡辺　2012年度の統計で潰瘍性大腸
炎は14万6,000人と、前年に比べて１万
6,000人ほど増えているということで、
難病の中では最も多い疾患になってい

潰瘍性大腸炎

東京医科歯科大学消化器内科教授
渡　辺　　守

（聞き手　池田志斈）

　潰瘍性大腸炎についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

16 （576） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

ます。
　池田　一方、クローン病の患者さん
はどのくらいいらっしゃいますでしょ
うか。
　渡辺　同じ統計データで、３万6,000
人程度ということで、これもだいたい
10年間で倍に増えています。
　池田　なかなか多いですね。SLEな
どももう３万人を超えたという話をう
かがっておりますけれども、難病とし
ては人数が多いということになります
ね。
　渡辺　そうですね。
　池田　最近、生物学的製剤も含めて
新しい治療が導入されたとうかがって
いますけれども、どのような治療があ
りますか。
　渡辺　潰瘍性大腸炎とクローン病と
分けて考えなくてはいけないのですが、
共通している部分もあります。潰瘍性
大腸炎、クローン病とも、以前から使
用してきた５アミノサリチル酸製剤
（サラゾピリン、ペンタサ、アサコール）、
ステロイド、免疫調節薬であるイムラ
ン、ロイケリンといった薬に加えて、
最近10年で新しいターゲット治療が登
場してきました。2002年からクローン
病に対してレミケードという抗TNFα
抗体薬が使われて劇的な治療効果をも
たらしています。この薬は2010年に潰
瘍性大腸炎も適応追加されました。さ
らに、クローン病ではヒュミラという
２つ目の抗TNFα製剤が2010年に出ま

した。潰瘍性大腸炎に対してはタクロ
リムスという薬が2009年に出まして、
重症例に対して非常に強力な治療が行
える時代が来たと思います。
　池田　いろいろ治療のオプションが
増えるということで、それに加えて、
今、治療ガイドラインがありますが、
実際に患者さんを治療される流れにつ
いて教えていただけますか。
　渡辺　実は潰瘍性大腸炎はすごく患
者数が増えている、クローン病も患者
数が増えています。これだけ増えます
と、この病気の専門でない一般の消化
器科医、内科医も患者さんを診る機会
が多くなっているのです。それでどう
してもガイドラインが必要になりまし
て、厚生労働省の班会議で潰瘍性大腸
炎に関しては、すでに2004年につくら
れています。しかし、古くなってしま
いましたので、現在、日本消化器病学
会ガイドライン委員会と厚生労働省班
会議の共同改訂中で、2014年に完成予
定です。クローン病のガイドラインに
関しましては、2011年に出まして、2013
年に英訳されて、海外にも発信する質
の高いガイドラインができています。
　しかし、ガイドラインだけではなか
なか一般の先生は治療が難しいという
ことで、私が班長をしております厚生
労働省の班会議では、毎年、潰瘍性大
腸炎とクローン病の治療指針を改訂し
て出しております。これは冊子にしま
して配布しておりますので、こちらを
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　池田　最近、生物学的製剤も含めて
新しい治療が導入されたとうかがって
いますけれども、どのような治療があ
りますか。
　渡辺　潰瘍性大腸炎とクローン病と
分けて考えなくてはいけないのですが、
共通している部分もあります。潰瘍性
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抗体薬が使われて劇的な治療効果をも
たらしています。この薬は2010年に潰
瘍性大腸炎も適応追加されました。さ
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参考になさっていただければたいへん
よろしいかと思います。
　池田　ガイドラインで注意すること
はありますか。
　渡辺　ガイドラインはつくるのに時
間がかかるものですから、完成すると
きにはすでに古くなって現状に合わな
くなっている、ということが問題点で
す。特に、潰瘍性大腸炎、クローン病
に関しては、新しい治療法も出てきて
いますし、加えて、新しい治療法に対
する考え方がどんどん変わってきてい
るので、なかなか治療指針、ガイドラ
インを見ただけでは治療が難しい場合
があるということをご理解いただきた
いと思っています。
　池田　一般の先生方ですと、この両
疾患の治療は難しいということですね。
それに加えて、最近、パラダイムシフ
トといいますか、治療の考え方ですが、
どの辺を治療の目標とするかというの
が変わってきたとうかがったのですけ
れども。
　渡辺　例えば、潰瘍性大腸炎患者の
７割は軽症ですから、一般の先生方で
も十分ご覧になれると思うのですが、
これまでは、我々もそうでしたけれど
も、治療目標というのは症状の改善だ
ったのです。すなわち、下痢とか血便、
腹痛がおさまれば、そこで治療をスト
ップしたり、薬を減らしたりしていた
のです。現在の考え方では、それだけ
では不足である。すなわち、短期の臨

床症状の改善では不十分であって、最
近は内視鏡をして粘膜治癒、mucosal 
healingというのですけれども、きちっ
と傷の炎症が治るまで十分治療しない
と再発する。逆に、そこまで治療する
と再発がすごく減るということがわか
りまして、今後の治療目標は長期の寛
解をもとにして慢性疾患の経過を変え
られるかということに変わっていると
いうのが専門家の間では話題になって
います。しかし、この考え方をなかな
か一般の先生にお伝えする機会がない
というので我々は内心じくじたる思い
があるわけです。
　池田　潰瘍性大腸炎で14万人とかク
ローン病で３万人いらっしゃる疾患で
すので、一般の先生方も、遭遇する機
会が多いということで多分ご質問があ
ったのだと思うのです。ですが、最初
に先生がおっしゃったように70％の潰
瘍性大腸炎の方は軽症で一般で治療で
きる。逆にいいますと、３割はできな
い。ですから、おそらくこの先生の質
問には、どういった一般的な治療をし
たうえで、コントロールできない、あ
るいはどういった状態のときに専門医
に紹介するか、それも含まれていると
思うのですけれども。
　渡辺　まず、潰瘍性大腸炎に関して
は、５アミノサリチル酸製剤、ステロ
イドを使って、うまく効かない、また
はステロイドが切れない（ステロイド
依存例）といった、難治の症例に関し

18 （578） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

ましてはなるべく早期に専門家に送る
べきだろうと思います。クローン病に
関しましては、検査、特に小腸の検査
はなかなか一般の病院では難しいです。
ひどい症状がなくても小腸に病変をつ
くって、狭窄や瘻孔といった合併症を
起こしてしまう方もいらっしゃるので、
クローン病は一度検査のために専門医
に送っていただきたいなと考えていま
す。ただ、症状が落ち着いてきて寛解
期に入り、治療方針と薬が決まれば、
全部専門の施設で見るわけにいきませ
んので、一般の先生にお返しして見て
いただくことになるかと思います。例
えば、潰瘍性大腸炎だったら便の潜血
を指標に、クローン病であればCRPと
いう血液検査を指標に見ていただくと
いう感じになるのではないかと思って
います。
　池田　専門医のいる施設でコントロ
ールがついて、薬が決まって、寛解導
入して、そして一般の先生方のところ
に帰っていく。その後のフォローアッ
プですけれども、内視鏡とか、あるい
は小腸の検査は難しいとおっしゃった
のですけれども、どんなタイミングで
また専門医のほうに回せばいいのでし
ょうか。
　渡辺　１年に１度は検査すべきでは
ないかと考えております。特にクロー
ン病は症状がなくても進行する場合が
ありますので、１年に１度は調べてい
ただきたい。それから、先ほど申しま

したように、一般でもできるような便
の潜血検査、それから血液検査のCRP
は見ていただいて、これが上がってく
るような場合はたとえ、症状がなくて
も要注意であるというふうに考えられ
ています。この２つの検査は内視鏡的
な粘膜治療の指標になるのではないか
と考えられていますので、その２つは
３カ月に１度程度はやっていただきた
いなと思っています。もしそれが持続
陽性であれば専門家に相談して治療の
強化などを考えていただきたいと思っ
ています。
　池田　一般的な話になるのですけれ
ども、両疾患の予後、いったい患者さ
んたちはどうなっていくのかというこ
とについておうかがいしたいのですけ
れども。
　渡辺　まず潰瘍性大腸炎は、日本で
は非常に経過がよくて、寿命は普通の
人と変わらない。また手術になる人も、
一番最新のデータで、我々専門家の間
でも4.9％と、これはとても少ないです。
海外はだいたい一貫して30％程度です
から、かなり少ないというふうに考え
られています。
　クローン病は、これも命を縮める病
気ではないことはわかっていますけれ
ども、残念ながら、ひどい症状がなく
ても病気が進行して、手術になる方が
30～40％いらっしゃいます。しかし、
たとえ１度手術して、もう１度再手術
する人は最近はかなり少なくなってき
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参考になさっていただければたいへん
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ているというのはいえると思っていま
すので、適切な治療をして再手術しな
いようにというのは大切なことだと思
っています。
　池田　そういう意味では、内科的な
管理がかなり進んだということですけ
れども、私が興味があるのは、特に潰
瘍性大腸炎の手術に至る例の差ですが、
それはどういうところに起因している
のでしょうか。
　渡辺　はっきりしたデータはないの
ですけれども、高齢であること、それ
から感染症、例えばサイトメガロウイ
ルスとかクロストリジウム・ディフィ
チルを合併する人、それからステロイ
ドを長期に大量に使っている人が多い
といわれております。特に、ステロイ
ドが不必要に長くいっていると手術に
なる可能性が高いということで、中で

も高齢者は気をつけていただきたいと
思っています。
　池田　そういう意味では、ステロイ
ドを最初にいって効かない例というの
は、ほかの治療法に移っていかなけれ
ばいけないということですね。
　渡辺　そのとおりだと思います。
　池田　一般の先生方がこの両疾患に
遭遇されて、適切な治療をして、それ
でも効かない例は早急に専門医に回し
て、専門医で診断を受けて、治療がう
まくいくと、一般の先生方にまた見て
いただくということですね。
　渡辺　そのとおりで、患者数が急増
していることもあり、今後、ますます
お互いの連携が非常に大切な疾患だと
思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

20 （580） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　池田　最近、ちょっと耳にしたので
すが、日本老年医学会のほうで終末期
に関するコメントのようなものを出さ
れたということですけれども、それか
らお話をうかがえますでしょうか。
　井藤　2012年の１月に“「高齢者の終
末期の医療およびケア」に関する日本
老年医学会の「立場表明」2012”とい
うかたちで、終末期の医療のあり方に
関する原理原則のような表明を行いま
した。それを受けて2012年６月に「高
齢者ケアの意思決定プロセスに関する
ガイドライン―人工的水分・栄養補給
の導入を中心として―」というガイド
ラインを公表しています。
　こういった立場表明であるとかガイ
ドラインを出すに至った背景は、社会
の高齢化に伴って高齢者の死亡例が非
常に増加しつつあること、高齢者の中
に、認知症など意思決定をするのが非

常に難しい状況にある患者さんが増え
てきていること、高齢者が今までは病
院でお亡くなりになるということが主
体であったのですが、介護施設で亡く
なる方、自宅でお亡くなりになる方、
こういったお亡くなりになる場所が多
様化してきたという問題などが背景と
してあります。
　また、ご存じのように、病院は急性
期病院と慢性期病院ということで大き
く機能分担が進められているのですが、
本当に死に至るような病気を持ってい
る人が受診されることの多い急性期病
院では、在院日数が短くなってきてい
ます。したがって、退院後の十分な支
援体制がないまま退院せざるを得ない
という高齢者も増えているということ
があります。
　また、栄養サポートチームが保険上
認められるようになってから特に顕在

高齢者の終末期医療

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター センター長
井　藤　英　喜

（聞き手　池田志斈）

　高齢者の終末期医療についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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化したのですが、急性期病院で非常に
迅速に胃瘻を設置するような患者さん
が増えてきています。その結果、介護
施設では半数の患者さんが胃瘻を設置
されているというような、本当にこれ
でいいのかと思うようなことが起こっ
てきているわけです。
　こういった胃瘻の問題を中心にして、
「平穏死のすすめ」でありますとか、
あるいは「大往生したければ医療とか
かわるな」とか、いろいろなかたちで
現在の日本において高齢者に実施され
ている医療への疑問であるとか、不信
であるとかが、マスコミで大きく取り
上げられるようになった。そういうこ
とが学会として立場表明あるいはガイ
ドラインをつくるに至った背景です。
　池田　先ほどおっしゃった原理原則、
表明した主な要点というのはどんなも
のなのでしょうか。
　井藤　「立場表明」は、立場の１～11
までの11項目にわたっておりますが、
日本老年医学会の基本的な立場は、高
齢者への医療は、単に医学的知識に基
づく医療ということではなくて、人文
科学、社会学および自然科学で得られ
た幅広い生命科学を基盤にした「生命
倫理」を重視した全人的な医療である
べきだろうと考えていることです。ま
た、すべての高齢者は「最善の医療お
よびケア」を受ける権利を持っている
と考えています。
　そういったことで、高齢者の場合、

必ずしも最新もしくは高度な医療やケ
アの技術をすべて注ぎ込んだような医
療がベストではなくて、個々の高齢者
の特性に配慮した、過少でも過剰でも
ない適切な医療、高齢者の残された期
間の生活の質（QOL）を大切に考える、
こういった医療であるべきだろうと考
えているということです。
　そういった意味で、胃瘻造設を含む
経管栄養とか、気管切開ですとか、人
工呼吸器装着などの適応は慎重に検討
されるべきであると考えますし、また
これらの治療が患者さんご本人の尊厳
を損なったり、苦痛を増大させたりす
る可能性があるときには、治療の差し
控えとか、あるいは治療からの撤退と
いうことも選択肢として考えていいの
ではないかということを提言していま
す。
　いずれにしましても、終末期の医療
は患者さん個々の死生観とか価値観で
すとか、あるいは思想、信条、信仰、
こういったものを十分に尊重したもの
であるべきだろうということが提言の
最も基本的な趣旨です。
　この「立場表明」に沿って、高齢者
の人工的水分・栄養補給などの場合の
意思決定プロセスに関するガイドライ
ンを2012年６月に出しております。終
末期医療の現場では、多くの医師ある
いは医療関係者、介護関係者が、人工
的な水分とか栄養補給法を導入するこ
とにも、導入しないことにも、また撤

22 （582） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

退することにも、倫理的あるいは罰っ
せられるのではないかという法律的な
おそれを抱きながら意思決定をされて
いるという現実があるわけです。この
ガイドラインでは終末期の医療のあり
方に関して、基本的には個人、一人の
医師がすべてを決定するのではなくて、
医師ですとか看護師、それから介護職
の方、さらに患者さんご本人、患者さ
んのご家族が加わった全体で何回もよ
く話し合って、すべての人が了解ある
いは納得できるような医療、意志決定
のあり方を考えていくことが大事であ
るということがガイドラインの趣旨で
す。
　そういう意味で、人工的な栄養補給
あるいは水分補給に関しましても、み
ながよく話し合い、納得するかたちで、
その導入も、また撤退も考えていくと
いったことが大事だろうと考えていま
す。撤退するということの条件は、人
工的水分・栄養補給を続けることが必
ずしも患者さんご本人の生活の質をよ
くするものではなく、むしろそれを阻
害するものであると、患者さん本人も
含めて納得できた場合には撤退しても

いいのではないかということです。そ
ういったプロセスを十分に踏む中から、
法律的な問題も避けることができるだ
ろうというのがガイドラインの趣旨で
す。
　池田　何が何でも延命するのではな
くて、その患者さんにかかわるすべて
の職の人たちが総合的に判断して意思
決定をしていくということを全面にう
たっているということですね。
　井藤　そうですね。
　池田　これによって、個々の方が刑
事的な面も含めて影響を受けないとい
うことも含めて、一番大切なのは患者
さんの尊厳ということですね。
　井藤　こういったプロセスを踏めば
本当に罰せられないのかということを
法律家に幅広くアンケートを取ってお
りますけれども、現在の日本の情勢下
で罰せられるということは、積極的な
薬物投与による安楽死、こういったも
のでないかぎりあり得ないだろうとい
うのが大半の法律家の意見でありまし
た。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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化したのですが、急性期病院で非常に
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　池脇　死体検案はどういう場面です
るのかということに関しては、異状死
判定のあとなのかなと思うのですけれ
ども、そういう理解でよろしいのでし
ょうか。
　福永　異状死として警察に届け出ら
れた死体について、まず司法警察員が
検視という業務を行って、犯罪性の有
無について調べますが、その後、医師
が医学的な立場で、死因、死後経過時
間、その他の現象に対して判断をする
行為を死体検案といいます。
　池脇　先生の東京都監察医務院は首

都圏ですが、質問は三重の先生で、そ
ういった一般の先生が死体検案にかか
わることはあることなのでしょうか。
　福永　監察医制度が現在施行されて
いますのは、東京23区と大阪市、神戸
市など、限られた地域です。ですから、
それ以外の場所の医師は、医師であれ
ば検案を頼まれれば、正当な事由がな
ければ断れないという応召義務がかか
っております。
　池脇　質問の１つ目が脳内出血によ
る死を判定する際に、後頭下穿刺を行
いますが、腰椎穿刺ではだめでしょう

死体検案

東京都監察医務院院長
福　永　龍　繁

（聞き手　池脇克則）

　死体検案について、ご教示ください。
　１．脳内出血による死を判定する際、後頭下穿刺を行いますが、腰椎穿刺で

はだめでしょうか。また穿刺困難例で、何度も穿刺を繰り返し、血液が
混じった髄液が出てきた場合、脳内出血か穿刺損傷による出血かの区別
はないでしょうか。

　２．心筋梗塞死の疑いでトロポニンテストを施行する際の血液はどの部位 
（心臓か大腿動脈）がよいか、また、トロポニンテストは死亡後何時間

くらいまで、陽性反応を呈するか、ご教示ください。
＜三重県開業医＞
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参考：監察医制度に関する諸論文

　東京都監察医務院は、他県、諸外国に類を見ない死因究明システムを構築してお
り、個々の症例の研究成果とは別に、院の検視・検案システムを紹介する論文も多
い。代表的なものを紹介する。

　１） 柳田純一：異状死をめぐる制度的問題。日本法医学雑誌44巻Page421-428。
1990年。

　２） 越永重四郎：東京都監察医務院46年のあゆみ。法医学の実際と研究35巻Page
415-421。1992年。

　３） 岡島道夫：東京都監察医務院の今後の任務について。東京都衛生局学会誌89
号Page256-257。1992年。

　４） 舟山眞人ほか：The Tokyo Medical Examiner＇s Office. Introduction of the 
medical examiner system in Tokyo and statistical observation over four 
decades.（東京都監察医務院の監察医制度と統計）Am J Forensic Med Pathol.   
14巻Page257-261。1993年。

　５） 中村俊彦：【病理解剖と臨床研修】監察医制度。医学のあゆみ185巻Page141。
1998年。

　６） 勾坂馨：監察医務院の功罪。日本医事新報3291号Page73-75。1999年。
　７） 勾坂馨：医師法における二四時間規定を正しく理解するために。日本医事新

報3991号Page58-60。2000年。
　８） 勾坂馨ほか：臨床医師が死亡診断書を作成するときの留意事項。東京都医師

会雑誌53巻Page930-934。2000年。
　９） 村井達哉ほか：Sudden death due to cardiovascular disorders：a review of 

the studies on the medico–legal cases in Tokyo.（東京都監察医務院におけ
る突然死）Keio J Med．50巻Page75-181。2001年。

　10）福永龍繁：【公衆衛生と監察医制度】東京都監察医務院の現状。公衆衛生69
巻４号Page282-287。2005年。

　11）福永龍繁：【救急患者に関わる人々】監察医。救急医学29巻11号Page1606-
1610。2005年。

　12）福永龍繁：突然死の死因究明　日本の監察医制度。矯正医学54巻Page95-
114。2006年。

　13）福永龍繁ほか：東京都23区における死因究明の現状。日本医事新報4355号
Page81-84。2007年。
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か。また、穿刺困難例で何度も穿刺を
繰り返して、血液が混じった髄液が出
てきた場合に、脳内出血か損傷による
出血かの区別はどうなのでしょうかと
いうことですけれども、これはどうで
しょうか。
　福永　後頭下穿刺は髄液の性状を見
るために非常に有用な方法ですが、間
違えますと、必ず血液が混じるものに
なってきます。特に、血管などを突き
ますと、非常に濃度の濃い血液のよう
なものが引けます。そのときは、これ
は明らかに失敗だと思ったほうがいい
のです。少し血性のものも混じります
が、腐敗が進行していたり、あるいは
何度も突くことによって血管壁を破っ
たがための血性のこともありますから、
非常に注意しなければいけません。
　また、透明な髄液が出たときに、こ
れは脳内出血ではないというふうに判
断されることが多いわけですが、解剖
してみますと、脳幹部に出血がある、
あるいは基底核に出血があっても、脳
室に穿破していなければ髄液は透明な
まま採取されます。ですから、透明で
あるから脳内出血ではないという判断
をすることも非常に危険なことです。
　池脇　今の先生の話をうかがいます
と、こういった穿刺には欠点もあって、
診断するには不十分なところがあるよ
うですけれども、一般に生きている方
の場合にはCTを撮って診断するわけ
ですが、最近は死後でもそういったイ

メージングが活用されてきつつあると
思うのですけれども、こういったもの
に関してはどうでしょうか。
　福永　レントゲン写真も含めまして、
死後画像診断というのは非常に有用で
す。ですから、死体検案の精度を高め
るためにも、正確な死因を少しでも究
明するためにも、できるだけそういう
画像診断というものを活用していくべ
きだと思います。
　池脇　次に２つ目の質問です。心筋
梗塞が疑われるときにトロポニンテス
トというものをやるのだけれども、そ
れを心臓から直接血液を採取するのか、
あるいは大腿動脈か、心臓以外か、ど
ちらがいいのだろう。あるいは、死後
何時間ぐらいまで意義があるのかとい
うことです。
　福永　トロポニンそのものは、心筋
の細胞が損傷されたときに出てくる成
分ですので、心臓穿刺で取りますと、
穿刺針が損傷した心筋から出たものを
測り込んで、擬陽性になることが多く
あります。ですから、取るとすれば末
梢血から取るべきです。そして、死後
経過時間がたっていきますと、心筋そ
のものも融解してしまいますので、お
そらく死後24時間以内のものでなけれ
ば信用することはできないと思います。
　池脇　これに関しても、最初の質問
と同様に、限界を認識する必要がある
ということですが、一方で、社会奉仕
の一環でやられているということは非

26 （586） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

常に頭が下がる思いです。こういった
レベルで判定をするというのが現状な
のでしょうか。
　福永　外表からの検査だけでは限界
がありますので、トロポニンを使うと
いうのは画期的な、虚血性心疾患の一
つの指標としては評価をされています。
しかし、全く信用できないような生化
学的検査もあります。例えば、電解質
を血清から測ってみても、死後のもの
はすべて高カリウムになっています。
溶血によってカリウムが出ていきます。
また、血糖値も非常に高い値になって
まいります。そういう逸脱酵素系、AST、
ALT、LDHなどは非常に高い値にな
ってきますが、逆にBUN、クレアチニ
ンは死後の検査でも非常に有効です。
Hb-A1cも死体血からでも、けっこう
生前の値を反映しますので、そういう
有用な生化学的検査も利用しながら死
体検案に役立てていただけたらと思い
ます。
　池脇　死体検案に関しては、くまな
く全身を見るとか、基本的な留意事項
があると思うのですけれども、その点
を確認させてください。
　福永　全身、裸にして、頭の先から
足の先までくまなく見ていく。そのと
きに、死後硬直の程度、死斑の特徴、
そして体温の下がり方、こういうもの
を考慮に入れて死後経過時間を見る。
そして、それぞれの死因に特徴的な所
見を見いだすということになります。

そのために、心囊穿刺、あるいは胸腔
穿刺、腹腔穿刺、あるいは膀胱穿刺と
いうような行為も使いながら外表から
死因を決めていこうということになり
ます。
　池脇　私は医療安全にかかわってお
りまして、異状死の判定はけっこう悩
ましい問題です。今回は異状死と判定
されたあとのご質問ですが、異状死は
どういうふうにして判定するのか。臨
床のほうからの取り決めというのでし
ょうか、徐々に異状死の判定を少なく
するような傾向にあるように感じるの
ですけれども、いかがでしょう。
　福永　東京都監察医務院では平成15
年の12月から「異状死の判断基準」と
いう文書を都内のすべての病院、警察
関係に配布しています。現在、東京都
監察医務院のホームページに上げてあ
りますが、ぜひ「異状死の判断基準」
という文書を参考にしていただければ
と思います。
　異状死については、法律上、定義は
なされていないものですが、すべての
外因死と内因死が疑われても死因がわ
からないもの、そういうものを異状死
として警察へ届け出てください。それ
を東京都23区の死亡の場合は東京都監
察医務院がすべて検案します。そうい
う案内を出しております。
　池脇　異状死の届け出数はどうなっ
ているのでしょうか。
　福永　現在は非常に増えています。
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か。また、穿刺困難例で何度も穿刺を
繰り返して、血液が混じった髄液が出
てきた場合に、脳内出血か損傷による
出血かの区別はどうなのでしょうかと
いうことですけれども、これはどうで
しょうか。
　福永　後頭下穿刺は髄液の性状を見
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違えますと、必ず血液が混じるものに
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メージングが活用されてきつつあると
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　池脇　次に２つ目の質問です。心筋
梗塞が疑われるときにトロポニンテス
トというものをやるのだけれども、そ
れを心臓から直接血液を採取するのか、
あるいは大腿動脈か、心臓以外か、ど
ちらがいいのだろう。あるいは、死後
何時間ぐらいまで意義があるのかとい
うことです。
　福永　トロポニンそのものは、心筋
の細胞が損傷されたときに出てくる成
分ですので、心臓穿刺で取りますと、
穿刺針が損傷した心筋から出たものを
測り込んで、擬陽性になることが多く
あります。ですから、取るとすれば末
梢血から取るべきです。そして、死後
経過時間がたっていきますと、心筋そ
のものも融解してしまいますので、お
そらく死後24時間以内のものでなけれ
ば信用することはできないと思います。
　池脇　これに関しても、最初の質問
と同様に、限界を認識する必要がある
ということですが、一方で、社会奉仕
の一環でやられているということは非
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常に頭が下がる思いです。こういった
レベルで判定をするというのが現状な
のでしょうか。
　福永　外表からの検査だけでは限界
がありますので、トロポニンを使うと
いうのは画期的な、虚血性心疾患の一
つの指標としては評価をされています。
しかし、全く信用できないような生化
学的検査もあります。例えば、電解質
を血清から測ってみても、死後のもの
はすべて高カリウムになっています。
溶血によってカリウムが出ていきます。
また、血糖値も非常に高い値になって
まいります。そういう逸脱酵素系、AST、
ALT、LDHなどは非常に高い値にな
ってきますが、逆にBUN、クレアチニ
ンは死後の検査でも非常に有効です。
Hb-A1cも死体血からでも、けっこう
生前の値を反映しますので、そういう
有用な生化学的検査も利用しながら死
体検案に役立てていただけたらと思い
ます。
　池脇　死体検案に関しては、くまな
く全身を見るとか、基本的な留意事項
があると思うのですけれども、その点
を確認させてください。
　福永　全身、裸にして、頭の先から
足の先までくまなく見ていく。そのと
きに、死後硬直の程度、死斑の特徴、
そして体温の下がり方、こういうもの
を考慮に入れて死後経過時間を見る。
そして、それぞれの死因に特徴的な所
見を見いだすということになります。

そのために、心囊穿刺、あるいは胸腔
穿刺、腹腔穿刺、あるいは膀胱穿刺と
いうような行為も使いながら外表から
死因を決めていこうということになり
ます。
　池脇　私は医療安全にかかわってお
りまして、異状死の判定はけっこう悩
ましい問題です。今回は異状死と判定
されたあとのご質問ですが、異状死は
どういうふうにして判定するのか。臨
床のほうからの取り決めというのでし
ょうか、徐々に異状死の判定を少なく
するような傾向にあるように感じるの
ですけれども、いかがでしょう。
　福永　東京都監察医務院では平成15
年の12月から「異状死の判断基準」と
いう文書を都内のすべての病院、警察
関係に配布しています。現在、東京都
監察医務院のホームページに上げてあ
りますが、ぜひ「異状死の判断基準」
という文書を参考にしていただければ
と思います。
　異状死については、法律上、定義は
なされていないものですが、すべての
外因死と内因死が疑われても死因がわ
からないもの、そういうものを異状死
として警察へ届け出てください。それ
を東京都23区の死亡の場合は東京都監
察医務院がすべて検案します。そうい
う案内を出しております。
　池脇　異状死の届け出数はどうなっ
ているのでしょうか。
　福永　現在は非常に増えています。
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昭和60年ごろはすべての死亡のうちの
１割程度といわれていましたが、現在、
全国的に異状死として届け出られるも
のはすべての死亡の12～15％に上昇し
ています。東京都23区内はすべての死
亡の20％が異状死として取り扱われて
います。
　池脇　ちなみに、海外ではもっと高
い数字だと聞いておりますけれども。
　福永　異状死として取り扱われる数
字そのものはそれほど変わりません。
やはり２割前後が異状死です。
　池脇　こういった死体検案に関して
は、かっちりしたシステムをつくって
いく必要があると思うのですけれども、
これに関しては何か話題があるのでし
ょうか。

　福永　現在、監察医制度のある場所
とない場所で死体検案の精度、あるい
はその後の解剖、死因究明のための解
剖をするという制度に非常に大きな格
差があります。そのために、監察医制
度のようなものを全国に広げていこう
という気運が、ようやく平成17年ごろ
から起こりまして、現在、平成24～25
年にかけまして全国的に死因究明制度
を広げていこうという動きがあります。
それは内閣府の中で検討会議ができま
して、死因究明等推進法というものも
平成24年６月に成立しましたので、そ
れに基づいて全国的に整備されていく
ということが期待されます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

28 （588） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　山内　佐藤先生、まず、スポーツ障
害という言葉について解説願えますか。
　佐藤　スポーツ障害とは、スポーツ
特有の繰り返し運動により生じる障害
でして、過度の使用が原因となります。
一方、スポーツ活動中のけがはスポー
ツ外傷であり、スポーツ障害とは区別
されます。しかし、１回の外力で発生
したスポーツ外傷の中には、スポーツ
障害が誘因と考えられるものもあり、
明確な線引きができないこともありま
す。
　スポーツの種類と同様、スポーツの
障害も種類は多様ですが、発生頻度が
高い部位の一つが肘関節です。そして、
肘関節に障害をきたしやすいスポーツ

には投擲競技があり、中でも競技人口
が最も多く、整形外科外来を受診する
頻度が圧倒的に高いのが野球です。野
球肘という呼称もあります。野球に限
らず、投擲動作による肘スポーツ障害
を包括した呼称が野球肘で、これは一
つの疾患ではなく、肘スポーツ障害の
多くの病態が含まれます。今回質問い
ただいた骨端離開も、肘スポーツ障害
としての野球肘を想定したものと思い
ます。
　山内　野球は非常に盛んなスポーツ
で、我々もスポーツ記事などでよく肘
の故障というのは聞きますし、いかに
も障害を受けそうですが、この野球肘
に関してもさらに細かく分類されるわ

思春期におけるスポーツ障害

慶應義塾大学整形外科専任講師
佐　藤　和　毅

（聞き手　山内俊一）

　思春期におけるスポーツ障害としての上肢、特に肘部における骨端離開に対
して
　①直ちにとるべき処置（RICE上の注意について）
　②手術適応
　についてご教示ください。

＜北海道開業医＞
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昭和60年ごろはすべての死亡のうちの
１割程度といわれていましたが、現在、
全国的に異状死として届け出られるも
のはすべての死亡の12～15％に上昇し
ています。東京都23区内はすべての死
亡の20％が異状死として取り扱われて
います。
　池脇　ちなみに、海外ではもっと高
い数字だと聞いておりますけれども。
　福永　異状死として取り扱われる数
字そのものはそれほど変わりません。
やはり２割前後が異状死です。
　池脇　こういった死体検案に関して
は、かっちりしたシステムをつくって
いく必要があると思うのですけれども、
これに関しては何か話題があるのでし
ょうか。

　福永　現在、監察医制度のある場所
とない場所で死体検案の精度、あるい
はその後の解剖、死因究明のための解
剖をするという制度に非常に大きな格
差があります。そのために、監察医制
度のようなものを全国に広げていこう
という気運が、ようやく平成17年ごろ
から起こりまして、現在、平成24～25
年にかけまして全国的に死因究明制度
を広げていこうという動きがあります。
それは内閣府の中で検討会議ができま
して、死因究明等推進法というものも
平成24年６月に成立しましたので、そ
れに基づいて全国的に整備されていく
ということが期待されます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　佐藤先生、まず、スポーツ障
害という言葉について解説願えますか。
　佐藤　スポーツ障害とは、スポーツ
特有の繰り返し運動により生じる障害
でして、過度の使用が原因となります。
一方、スポーツ活動中のけがはスポー
ツ外傷であり、スポーツ障害とは区別
されます。しかし、１回の外力で発生
したスポーツ外傷の中には、スポーツ
障害が誘因と考えられるものもあり、
明確な線引きができないこともありま
す。
　スポーツの種類と同様、スポーツの
障害も種類は多様ですが、発生頻度が
高い部位の一つが肘関節です。そして、
肘関節に障害をきたしやすいスポーツ

には投擲競技があり、中でも競技人口
が最も多く、整形外科外来を受診する
頻度が圧倒的に高いのが野球です。野
球肘という呼称もあります。野球に限
らず、投擲動作による肘スポーツ障害
を包括した呼称が野球肘で、これは一
つの疾患ではなく、肘スポーツ障害の
多くの病態が含まれます。今回質問い
ただいた骨端離開も、肘スポーツ障害
としての野球肘を想定したものと思い
ます。
　山内　野球は非常に盛んなスポーツ
で、我々もスポーツ記事などでよく肘
の故障というのは聞きますし、いかに
も障害を受けそうですが、この野球肘
に関してもさらに細かく分類されるわ

思春期におけるスポーツ障害

慶應義塾大学整形外科専任講師
佐　藤　和　毅

（聞き手　山内俊一）

　思春期におけるスポーツ障害としての上肢、特に肘部における骨端離開に対
して
　①直ちにとるべき処置（RICE上の注意について）
　②手術適応
　についてご教示ください。

＜北海道開業医＞
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けですね。
　佐藤　細かく分類があります。まず
野球肘というのは、骨軟骨、靱帯、筋
腱付着部の障害が含まれておりまして、
年齢、障害部位などによってその病態
は異なります。発症時期により、成長
期に発生する発育期型野球肘と成人に
発生する成人型野球肘に分けられます。
発育期型野球肘は、骨端線の存在と骨
軟骨が未熟であることに起因し、成長
途上の骨端、骨軟骨が障害されます。
一方、成人型野球肘は、骨端閉鎖後の
骨軟骨、筋腱付着部に障害が起こりま
す。
　山内　障害される部位もまた非常に
複雑そうにみえますが、このあたりは
いかがなのでしょう。
　佐藤　障害部位別には、内側型、外
側型、後方型、前方型に分類されます。
内側型には、上腕骨内側上顆下端別離
骨折、内側上顆骨端離開、内側側副靱
帯損傷などが、外側型には上腕骨小頭
骨軟骨障害である離断性骨軟骨炎、外
側上顆炎、外側滑膜膝障害などが、後
方型には肘頭疲労骨折、肘頭骨端離開
などが含まれます。
　質問の肘関節における骨端離開は、
発育期の肘関節の２つの部位でしばし
ば発生します。一つは上腕骨内側上顆
の骨端線、もう一つは肘頭の骨端線で
す。
　山内　いろいろと複雑に分かれるの
ですが、特に多いということですので、

まずその代表例の内側の上顆骨端離開
ですか、こちらから簡単に説明願えま
すか。
　佐藤　まず内側上顆骨端核について
説明させていただきます。内側上顆骨
端核というのは、まず生下時にはレン
トゲンでは描出されません。５～７歳
ぐらいで出現いたしまして、14～18歳
ぐらいで癒合します。
　内側上顆には屈曲回内筋群、つまり
手関節や指を屈曲したり、前腕を回内
する筋群が起始し、さらにその基部に
は内側側副靱帯が起始します。投球動
作では屈曲回内筋が強く収縮しますが、
その牽引力による疲労現象で内側上顆
骨端線が離開してしまうのが内側上顆
骨端離開です。
　内側上顆骨端離開は12～14歳ごろに
多く発生します。これは骨端線の閉鎖
する直前で、脆弱性が高いためとされ
ております。投球動作の繰り返しによ
り徐々に発症することもあれば、鈍痛
などの前駆症状のあと、１球の投球で
完全に剝離することもしばしばありま
す。
　山内　診断は簡単なのでしょうか。
　佐藤　比較的簡単ではあります。ま
ず診察においては、肘関節痛発生まで
のスポーツ歴の聴取が非常に重要です。
そして、患者さんに症状をうかがった
ときに、内側上顆骨端離開では投球動
作のコッキング後期から加速期にかけ
て、つまり上げた足を接地してからボ
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ールリリースまでの時期ですが、この
時期に疼痛を訴え、臨床的には内側上
顆前後面に圧痛を認めます。
　単純X線撮影では、発育期ではまず
患側のみならず、健側も撮影すること
が非常に重要です。スポーツ選手の成
長期骨端線は、利き手、つまり投球側
ですが、こちらが先に閉鎖することが
知られております。したがって、非利
き手の骨端線が閉鎖しているのに、投
球側の骨端線が閉鎖していない、ある
いは健側のそれよりも開大していれば、
異常と判断できます。
　山内　予後ですが、治療にもよるか
と思われますが、いかがなものでしょ
うか。
　佐藤　基本的には良好です。正しく
治療すれば、支障をきたすことはほと
んどありません。具体的な治療方針で
すけれども、転移がなく、局所の圧痛
のみ、あるいは骨端線の開大差、左右
の差ですが、それが２～３㎜以内の軽
症例では、通常４週間程度の外固定、
それに引き続く３カ月程度の投球禁止
を行います。
　治療で問題になるのは、開大がより
大きな症例です。古くは１㎝以上の転
移を手術適応とする意見が多かったの
ですが、経験的には３㎜以上の開大を
示す例は、一般に考えられているより
も保存療法での治癒が難しく、また５
㎜以上の転移例の長期フォローで、大
半は癒合しなかったという報告もあり

ます。
　この内側上顆骨片の癒合不全は、そ
こに付着する内側側副靱帯の機能不全
による肘関節不安定性が危惧されるた
め、ある程度大きな開大を示す骨端離
開は手術的に整復固定すべきという考
えが現在は主流です。
　何ミリ以上なら手術という明確な基
準はありませんけれども、５㎜以上の
転移例で、ストレス撮影という、レン
トゲンで力をかけて撮影する方法です
が、ストレス撮影を行い、動揺性があ
れば手術をするべきだと考えます。
　また、先ほどちょっと申しました疲
労状態に１回の投球が加わって発症し
た急性発症例は、一般に著明な外反動
揺性を示すことが多いため、転移が５
㎜以下であっても、ストレス撮影を行
いまして、動揺性が強ければ、５㎜以
下であっても、手術をすることが望ま
しいと考えます。
　山内　次に、もう一つ代表的なもの
として先ほどご紹介がありました肘頭
骨端離開についておうかがいしたいの
ですが。
　佐藤　肘頭骨端核について説明させ
ていただきますと、内側上顆骨端核よ
りも出現が遅く、８～10歳に出現し、
13～17歳で癒合します。投球動作では
肘関節内側の靱帯筋群だけでなく、肘
頭にも大きなストレスがかかることが
知られています。かつてこの肘頭骨端
離開は投球加速期の上腕三頭筋による

ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013） （591）  31

1308本文.indd   30-31 13/07/18   11:21



けですね。
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牽引力が原因とされていましたが、近
年は肘内側側副靱帯の緩みによる機能
不全と関連し、投球動作の加速期の外
反ストレス、およびフォロースルー期
の肘過伸展ストレスの結果、生じると
されています。好発年齢は、先ほどの
内側上顆骨端離開とほぼ同様か、やや
遅く、中学生に多く発生します。
　山内　この症状と診断はいかがでし
ょうか。
　佐藤　症状としましては、投球動作
の加速期からフォロースルー期にかけ
て、肘関節後方に疼痛が生じます。診
断は、両側のX線撮影をいたしまして、
左右を比較すれば容易です。典型的な
肘頭骨端離開では、X線側面像で関節
面側が、正面像では尺側が開大します。
　山内　そうしますと、あとは治療で
すね。
　佐藤　治療は、軽度の骨端離開であ
れば、野球を休止するか、あるいは副
子固定、副え木ですが、固定を約２カ
月行い、局所の症状、主に圧痛ですが、
圧痛が消失し、画像上、健側と同様、
すなわち離開が不明瞭になれば投球を
許可します。
　肘関節に外反ストレスが過度にかか
る、いわゆる投げ方で手投げというも
のですが、それを矯正することに加え、
ボールリリース後の減速動作とフォロ
ースルー動作を協調するように指導い
たします。治癒傾向がない例、および

離開が高度で異常可動性がある例は手
術を行います。
　山内　手術の適応に関してはお話し
いただいたのですが、質問に、直ちに
とるべき処置という１項があるのです
が、これはいかがでしょうか。
　佐藤　今回お話しさせていただいた
骨端離開のうち、オーバーユースが根
本にある急性発症例、つまり１回の投
球で急に痛みが出たような例は、一般
の骨折同様に、発症直後にいわゆる
RICE処置を行い、その後、専門医に
受診し、外固定などの適切な治療を受
けるべきだと思います。
　骨端離開の多くは慢性的な経過の中
で徐々に症状が強くなりますので、投
球時痛などの症状を慢性的に有した状
態でスポーツ・アクティビティを継続
し、プレーのためにRICE処置などを
行うのは、患部を重症化させることに
なりますので、あまりいいことではな
いと思います。これは結果的には若い
才能をつぶすことにもつながるかと思
います。投球時痛などの症状が出現し
た場合には、早期に専門医を受診する
ことを強くお勧めします。
　山内　若い方にも非常に多い障害で、
今後の人生にも大きな影響を与える問
題かと思われます。処置には十分注意
してということですね。
　ありがとうございました。
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　池田　まず、質問にあります食事性
金属アレルギー、この名前ですが、正
確な名前というのはありますか。
　高橋　全身性金属アレルギーという
のが正式な名称だと思われます。これ
は日本発の病名です。フィッシャー先
生という接触皮膚炎治療で有名な先生
が、systemic contact dermatitis、全身
性接触皮膚炎という概念を提唱された
のですけれども、それは接触アレルギ
ーがまずありまして、引き続き全身性
に拡大していくということで、接触感
作が必須なのですが、この場合の全身
性金属アレルギーと申しますのは、時
にパッチテストが陰性でも、内服テス
トが陽性の方がいらっしゃるので、厳

密にはsystemic contact dermatitisと
いうフィッシャー先生が言ったのとは
ちょっと異なるということで、日本発
と申しました。有名な兵庫県立加古川
医療センターの足立先生が、新たに病
名として全身性金属アレルギーと呼ぶ
ようにしましょうということを言った
のが始まりです。
　池田　従来のほかの一般的な慢性湿
疹であるとかアトピー性皮膚炎と違う
ということで名前がついたのでしょう
けれども、何か特徴的な皮膚症状とい
うのはありますか。
　高橋　一般的によくいわれているの
は、汗をかきやすい手掌に、異汗性湿
疹と申しまして、プツプツ、細かな丘

全身性金属アレルギー

藤沢市民病院皮膚科診療部長
高　橋　一　夫

（聞き手　池田志斈）

　食事性金属アレルギーについてご教示ください。
　皮膚科の先生が、食事よりコバルト、亜鉛等を多く摂取すると汗より分泌さ
れ、汗の中に出た金属のアレルギーで、皮膚炎を起こすことがありますと発言
されていました。私は初めて耳にする内容でした。疾患の説明、気をつけない
といけない食事、治療法等についてご教示ください。

＜岡山県勤務医＞
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牽引力が原因とされていましたが、近
年は肘内側側副靱帯の緩みによる機能
不全と関連し、投球動作の加速期の外
反ストレス、およびフォロースルー期
の肘過伸展ストレスの結果、生じると
されています。好発年齢は、先ほどの
内側上顆骨端離開とほぼ同様か、やや
遅く、中学生に多く発生します。
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の加速期からフォロースルー期にかけ
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月行い、局所の症状、主に圧痛ですが、
圧痛が消失し、画像上、健側と同様、
すなわち離開が不明瞭になれば投球を
許可します。
　肘関節に外反ストレスが過度にかか
る、いわゆる投げ方で手投げというも
のですが、それを矯正することに加え、
ボールリリース後の減速動作とフォロ
ースルー動作を協調するように指導い
たします。治癒傾向がない例、および

離開が高度で異常可動性がある例は手
術を行います。
　山内　手術の適応に関してはお話し
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RICE処置を行い、その後、専門医に
受診し、外固定などの適切な治療を受
けるべきだと思います。
　骨端離開の多くは慢性的な経過の中
で徐々に症状が強くなりますので、投
球時痛などの症状を慢性的に有した状
態でスポーツ・アクティビティを継続
し、プレーのためにRICE処置などを
行うのは、患部を重症化させることに
なりますので、あまりいいことではな
いと思います。これは結果的には若い
才能をつぶすことにもつながるかと思
います。投球時痛などの症状が出現し
た場合には、早期に専門医を受診する
ことを強くお勧めします。
　山内　若い方にも非常に多い障害で、
今後の人生にも大きな影響を与える問
題かと思われます。処置には十分注意
してということですね。
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のが始まりです。
　池田　従来のほかの一般的な慢性湿
疹であるとかアトピー性皮膚炎と違う
ということで名前がついたのでしょう
けれども、何か特徴的な皮膚症状とい
うのはありますか。
　高橋　一般的によくいわれているの
は、汗をかきやすい手掌に、異汗性湿
疹と申しまして、プツプツ、細かな丘

全身性金属アレルギー

藤沢市民病院皮膚科診療部長
高　橋　一　夫

（聞き手　池田志斈）

　食事性金属アレルギーについてご教示ください。
　皮膚科の先生が、食事よりコバルト、亜鉛等を多く摂取すると汗より分泌さ
れ、汗の中に出た金属のアレルギーで、皮膚炎を起こすことがありますと発言
されていました。私は初めて耳にする内容でした。疾患の説明、気をつけない
といけない食事、治療法等についてご教示ください。

＜岡山県勤務医＞
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疹が出て、ごく小さな水疱を伴ったよ
うな、そういう異汗性湿疹が有名です。
あと、貨幣状湿疹なども有名です。ア
トピー性皮膚炎の患者さんにそれがか
ぶさると、アトピーの増悪なのか、全
身性金属アレルギーなのかわからなく
なるような、そういうオーバーラップ
例なども知られています。
　池田　逆にいいますと、一般的なよ
くある皮膚病とこの全身性金属アレル
ギーの鑑別というのは、見た目だけで
はなかなか難しいということなのでし
ょうか。
　高橋　難しいと思います。
　池田　診断のポイントはどの辺にあ
るのでしょうか。
　高橋　例えば、汗をかいたときに発
疹がすごく悪くなるようなタイプとか、
あとは手掌、足蹠に皮疹が強く出てい
るタイプとか、他にIgEは全然高くな
いタイプのアトピー性皮膚炎と思える
ようなケースとかは要注意だと思いま
す。
　池田　逆にいうと、手のひら、足の
裏、そこにまず症状があるということ
が基本なのでしょうか。
　高橋　そういうことが診断の際には
重要かと思います。
　池田　それプラス、ほかの部位に痒
疹であるとか貨幣状湿疹であるとか、
アトピー性皮膚炎の症状があるという
方で、全身性の金属アレルギーを疑う
ということですね。先ほどありました

パッチテストで金属アレルギーがある
かどうかを見るということですけれど
も、実際に何％ぐらいの方がこの病名
を疑ってパッチテストをやったときに
陽性になるものなのでしょうか。
　高橋　そこは難しくて、母集団がな
かなか規定できない、きっちりエント
リーできないということもあると思う
のですが、ちょっと別の言い方をしま
すと、「この人、金属アレルギーが基
礎にあるかもしれない」といってパッ
チテストをやって陽性に出た中で、最
終的に全身性の金属アレルギーと診断
できる人というのは１割もいないと思
われます。ですので、パッチテストか
ら入ってそれが陽性で全身性の金属ア
レルギーというケースはすごく少ない
と考えられます。
　池田　先ほど内服テストというお話
が出ていますけれども、具体的にはど
ういう方法が行われるのですか。
　高橋　不純物などが入っております
と、非常に健康障害上、問題になりま
すので、私たちがよくやるのは、必須
金属が多量に入っているチョコレート
とかナッツとか穀類など、そういうも
のを意識的に５日間ほど負荷していた
だいて、もともとの皮膚の症状が悪化
したとか、すごくかゆみが出て、食事
と関係しているに違いないとか、そう
いう臨床的なものをもって金属アレル
ギーと診断していることが多いです。
　池田　特定の金属の純粋なものを飲
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んでいただくとか、そういうことでは
ないのですね。逆にいうと、一般的な
食品で、疑われている金属を特異的に
含んでいるものというのは少ないです
ね。
　高橋　ニッケル、クロム、コバルト
みたいなものが比較的多いものを摂っ
たときに悪くなるかどうかを見て、そ
れで内服テストの代わりにしているよ
うなところがあります。
　池田　次は除去食でしょうか。
　高橋　はい。
　池田　除去食を行うことによって症
状が緩和するといいますか、そういう
ことも一つの参考になるのでしょうか。
　高橋　はい。
　池田　質問の中で、気をつけないと
いけない食事というのが出てまいりま
すけれども、そういう意味で先ほど紹
介いただいたナッツ、チョコレート、
そのほかにはどのようなものがありま
すか。
　高橋　この病気の概念の先達をつけ
た加古川医療センターの足立先生の文
献などを見られるのが一番だと思いま
す（表）。
　池田　足立先生のまとめられた表を
拝見すると、ニッケル、コバルト、ク
ロム、マンガン、亜鉛、銅、それぞれ
で多い食物、そうでもない食物という
のが一覧になっていますね。けっこう
多いですね。例えば、豆類はすべてと
書いてあるのがニッケルであったり、

木の実、穀類、野菜、キノコ、海藻、
肉類、卵、たくさんですね。全部とい
ってもいいぐらいですね。金属の種類
にもよりますけれども。この中で、特
に重要な金属といいますと何でしょう。
やはりニッケル、コバルトなのでしょ
うか。
　高橋　ニッケル、コバルト、クロム
です。亜鉛は非常に大事なものなので、
変に除去して体調不良になっても困り
ますので積極的に除去はしません。
　池田　ニッケル、コバルト、クロム
ですね。豆類、木の実、野菜にもいっ
ぱい入っていますね。なかなか気をつ
けるといっても難しいですね。実際、
治療に際してどういった食事の指導を
されるのでしょうか。
　高橋　この表のコピーを外来に置い
ておきまして、これを見せて、例えば
クロムアレルギーがある人だったら、
こういうものにたくさん入っているの
で、こういうものはたくさん摂らない
ようにしましょうというような言い方
をします。
　例えばニッケルアレルギーがある人
が、体にいいからといって、ホウレン
ソウをいっぱい取っているような人が
いらっしゃいます。そうすると、ホウ
レンソウにはニッケルがけっこう入っ
ているものなので、体にいいからとい
って、毎食毎食、たくさん摂っていま
すと、こういうアレルギーが顕著に出
やすく、「それをやめたらどう？」と
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疹が出て、ごく小さな水疱を伴ったよ
うな、そういう異汗性湿疹が有名です。
あと、貨幣状湿疹なども有名です。ア
トピー性皮膚炎の患者さんにそれがか
ぶさると、アトピーの増悪なのか、全
身性金属アレルギーなのかわからなく
なるような、そういうオーバーラップ
例なども知られています。
　池田　逆にいいますと、一般的なよ
くある皮膚病とこの全身性金属アレル
ギーの鑑別というのは、見た目だけで
はなかなか難しいということなのでし
ょうか。
　高橋　難しいと思います。
　池田　診断のポイントはどの辺にあ
るのでしょうか。
　高橋　例えば、汗をかいたときに発
疹がすごく悪くなるようなタイプとか、
あとは手掌、足蹠に皮疹が強く出てい
るタイプとか、他にIgEは全然高くな
いタイプのアトピー性皮膚炎と思える
ようなケースとかは要注意だと思いま
す。
　池田　逆にいうと、手のひら、足の
裏、そこにまず症状があるということ
が基本なのでしょうか。
　高橋　そういうことが診断の際には
重要かと思います。
　池田　それプラス、ほかの部位に痒
疹であるとか貨幣状湿疹であるとか、
アトピー性皮膚炎の症状があるという
方で、全身性の金属アレルギーを疑う
ということですね。先ほどありました

パッチテストで金属アレルギーがある
かどうかを見るということですけれど
も、実際に何％ぐらいの方がこの病名
を疑ってパッチテストをやったときに
陽性になるものなのでしょうか。
　高橋　そこは難しくて、母集団がな
かなか規定できない、きっちりエント
リーできないということもあると思う
のですが、ちょっと別の言い方をしま
すと、「この人、金属アレルギーが基
礎にあるかもしれない」といってパッ
チテストをやって陽性に出た中で、最
終的に全身性の金属アレルギーと診断
できる人というのは１割もいないと思
われます。ですので、パッチテストか
ら入ってそれが陽性で全身性の金属ア
レルギーというケースはすごく少ない
と考えられます。
　池田　先ほど内服テストというお話
が出ていますけれども、具体的にはど
ういう方法が行われるのですか。
　高橋　不純物などが入っております
と、非常に健康障害上、問題になりま
すので、私たちがよくやるのは、必須
金属が多量に入っているチョコレート
とかナッツとか穀類など、そういうも
のを意識的に５日間ほど負荷していた
だいて、もともとの皮膚の症状が悪化
したとか、すごくかゆみが出て、食事
と関係しているに違いないとか、そう
いう臨床的なものをもって金属アレル
ギーと診断していることが多いです。
　池田　特定の金属の純粋なものを飲
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んでいただくとか、そういうことでは
ないのですね。逆にいうと、一般的な
食品で、疑われている金属を特異的に
含んでいるものというのは少ないです
ね。
　高橋　ニッケル、クロム、コバルト
みたいなものが比較的多いものを摂っ
たときに悪くなるかどうかを見て、そ
れで内服テストの代わりにしているよ
うなところがあります。
　池田　次は除去食でしょうか。
　高橋　はい。
　池田　除去食を行うことによって症
状が緩和するといいますか、そういう
ことも一つの参考になるのでしょうか。
　高橋　はい。
　池田　質問の中で、気をつけないと
いけない食事というのが出てまいりま
すけれども、そういう意味で先ほど紹
介いただいたナッツ、チョコレート、
そのほかにはどのようなものがありま
すか。
　高橋　この病気の概念の先達をつけ
た加古川医療センターの足立先生の文
献などを見られるのが一番だと思いま
す（表）。
　池田　足立先生のまとめられた表を
拝見すると、ニッケル、コバルト、ク
ロム、マンガン、亜鉛、銅、それぞれ
で多い食物、そうでもない食物という
のが一覧になっていますね。けっこう
多いですね。例えば、豆類はすべてと
書いてあるのがニッケルであったり、

木の実、穀類、野菜、キノコ、海藻、
肉類、卵、たくさんですね。全部とい
ってもいいぐらいですね。金属の種類
にもよりますけれども。この中で、特
に重要な金属といいますと何でしょう。
やはりニッケル、コバルトなのでしょ
うか。
　高橋　ニッケル、コバルト、クロム
です。亜鉛は非常に大事なものなので、
変に除去して体調不良になっても困り
ますので積極的に除去はしません。
　池田　ニッケル、コバルト、クロム
ですね。豆類、木の実、野菜にもいっ
ぱい入っていますね。なかなか気をつ
けるといっても難しいですね。実際、
治療に際してどういった食事の指導を
されるのでしょうか。
　高橋　この表のコピーを外来に置い
ておきまして、これを見せて、例えば
クロムアレルギーがある人だったら、
こういうものにたくさん入っているの
で、こういうものはたくさん摂らない
ようにしましょうというような言い方
をします。
　例えばニッケルアレルギーがある人
が、体にいいからといって、ホウレン
ソウをいっぱい取っているような人が
いらっしゃいます。そうすると、ホウ
レンソウにはニッケルがけっこう入っ
ているものなので、体にいいからとい
って、毎食毎食、たくさん摂っていま
すと、こういうアレルギーが顕著に出
やすく、「それをやめたらどう？」と
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いって、１週間後、２週間後、「何か
いい気がする」というのがうまくいく
パターンです。
　あとは、嗜好品で紅茶とココアがけ
っこう好きだといって、欠かさず毎日
２～３杯飲んでいるという方とか、チ
ョコレートが好きでいっぱい食べてい
ると言っている人が、「それをやめて
みてください」といったときに、うま

く臨床的な効果があって、「ああ、こ
れは全身性金属アレルギーの症例なん
だろう」と、逆説的にわかることが多
いと思います。
　池田　たくさん入っているのはチョ
コレートですね。チョコレートもやめ
ざるを得ないですね。
　高橋　アレルギーに甘いものはよく
ないと主張される方がいますけれども、

表　金属制限食指導表（金属を多く含む食品）

Ni Co Cr Mn Zn Cu

豆類 すべて すべて すべて すべて すべて

木の実 すべて すべて すべて すべて すべて

穀類 玄米・蕎麦
オートミール 玄米・小麦 玄米・小麦

小麦胚芽

野菜

ホウレンソウ
レタス
カボチャ
キャベツ

キャベツ 馬鈴薯
玉葱

ワラビ
パセリ
レンコン

キノコ マッシュルーム マッシュルーム 椎茸 椎茸 椎茸

海藻 すべて 海苔 海苔

肉類 レバー レバー レバー・牛肉 レバー

卵 卵黄

魚介類 カキ、サケ
ニシン ホタテ貝 カキ、カニ

タコ、干しタラ カキ、シャコ

香辛料 すべて すべて すべて すべて すべて すべて

飲み物 紅茶、ココア
ワイン

紅茶、ココア
ビール
コーヒー

紅茶
ココア

紅茶
日本茶 日本茶 紅茶

日本茶

菓子 チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート

嗜好品 タバコ

薬剤 大黄末

１．水道水は流し始めの５分間は使用しないこと。
２．缶詰食品、缶詰飲料は摂取しないこと。
３．調理器具にステンレス製品やメッキ製品の使用は避けること。
４．必須金属も含まれるため、必ず医師の指導のもとに制限食を行うこと。
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甘いものを避けると間接的に金属が除
去されていてよくなるような方もいら
っしゃいます。
　池田　それともう一つ、薬物療法で
すが、そういったことはされるのでし
ょうか。
　高橋　よく使うのはインタール、一
般名はクロモグリフェイト、腸の粘膜
保護を介して金属が吸収されないよう
にコンディショニングするという意味
なのかもしれませんが、そういうもの
を使ったり、あとはミノマイシンが効

いたという症例報告も散見されまして、
その２つでしょうか。
　池田　ミノマイシンもやはりキレー
ト作用ですか。
　高橋　キレートです。
　池田　全身性金属アレルギーという
のはなかなか難しいですね。患者さん
の生活習慣をよく聞いて、食べ物との
関連性を皮膚症状との兼ね合いで見て
診断していくということが重要という
ことですね。どうもありがとうござい
ました。
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いって、１週間後、２週間後、「何か
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っこう好きだといって、欠かさず毎日
２～３杯飲んでいるという方とか、チ
ョコレートが好きでいっぱい食べてい
ると言っている人が、「それをやめて
みてください」といったときに、うま

く臨床的な効果があって、「ああ、こ
れは全身性金属アレルギーの症例なん
だろう」と、逆説的にわかることが多
いと思います。
　池田　たくさん入っているのはチョ
コレートですね。チョコレートもやめ
ざるを得ないですね。
　高橋　アレルギーに甘いものはよく
ないと主張される方がいますけれども、

表　金属制限食指導表（金属を多く含む食品）

Ni Co Cr Mn Zn Cu

豆類 すべて すべて すべて すべて すべて

木の実 すべて すべて すべて すべて すべて

穀類 玄米・蕎麦
オートミール 玄米・小麦 玄米・小麦

小麦胚芽

野菜

ホウレンソウ
レタス
カボチャ
キャベツ

キャベツ 馬鈴薯
玉葱

ワラビ
パセリ
レンコン

キノコ マッシュルーム マッシュルーム 椎茸 椎茸 椎茸

海藻 すべて 海苔 海苔

肉類 レバー レバー レバー・牛肉 レバー

卵 卵黄

魚介類 カキ、サケ
ニシン ホタテ貝 カキ、カニ

タコ、干しタラ カキ、シャコ

香辛料 すべて すべて すべて すべて すべて すべて

飲み物 紅茶、ココア
ワイン

紅茶、ココア
ビール
コーヒー

紅茶
ココア

紅茶
日本茶 日本茶 紅茶

日本茶

菓子 チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート チョコレート

嗜好品 タバコ

薬剤 大黄末

１．水道水は流し始めの５分間は使用しないこと。
２．缶詰食品、缶詰飲料は摂取しないこと。
３．調理器具にステンレス製品やメッキ製品の使用は避けること。
４．必須金属も含まれるため、必ず医師の指導のもとに制限食を行うこと。
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甘いものを避けると間接的に金属が除
去されていてよくなるような方もいら
っしゃいます。
　池田　それともう一つ、薬物療法で
すが、そういったことはされるのでし
ょうか。
　高橋　よく使うのはインタール、一
般名はクロモグリフェイト、腸の粘膜
保護を介して金属が吸収されないよう
にコンディショニングするという意味
なのかもしれませんが、そういうもの
を使ったり、あとはミノマイシンが効

いたという症例報告も散見されまして、
その２つでしょうか。
　池田　ミノマイシンもやはりキレー
ト作用ですか。
　高橋　キレートです。
　池田　全身性金属アレルギーという
のはなかなか難しいですね。患者さん
の生活習慣をよく聞いて、食べ物との
関連性を皮膚症状との兼ね合いで見て
診断していくということが重要という
ことですね。どうもありがとうござい
ました。
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　池脇　男性の更年期ということです
が、女性の更年期に関してはずっと言
われてきて、それなりの治療エビデン
スもあると思うのですけれども、男性
の更年期、おそらくは男性ホルモンの
低下による様々な症状というイメージ
があるのですが、簡単なところから説
明をお願いします。
　井手　一般的に男性更年期というこ
とで、女性の更年期と対応する言葉で
用いられることが多いのです。最近は
加齢による男性の性腺機能低下症候群、
late onset hypogonadism syndrome、
LOH症候群ということで、ロー症候群
という呼び方もされ、社会的な認知も
広まってきています。
　病態としてはテストステロンの加齢

による低下によって起きる諸症状とい
うことです。
　池脇　女性の場合、ある時点で更年
期に入る。要するに、女性ホルモンが
低下、枯渇するというのは、避けられ
ないことですけれども、男性もどうあ
がいても年齢とともに下がっていくと
いうことでしょうか。
　井手　おっしゃるとおりです。
　池脇　女性の場合はだいたい40代、
50歳前後でしょうか。
　井手　ええ。
　池脇　男性は、そもそも男性ホルモ
ンがいつぐらいにピークになって、ど
のぐらいで低下していくのか、そのあ
たりはどうなのでしょうか。
　井手　思春期に男性ホルモンは急激

男性の更年期

帝京大学泌尿器科准教授
井　手　久　満

（聞き手　池脇克則）

　男性の更年期についてご教示ください。
　１．診断方法。検査の具体的な内容項目。これらの検査は、男性更年期の病

名で保険適応があるのか。
　２．治療方法、投薬による副作用。

＜鹿児島県開業医＞

38 （598） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

に上昇を始めるのですけれども、20代
前半をピークに、あとは下がる一方に
なります。年齢によって徐々に低下し
ていくのですが、これは非常に個人差
が大きくて、高い人と低い人の差が大
きいことがわかっています。テストス
テロンが高い人というのは、例えばス
ポーツ選手とかミュージシャンとか、
職業的にいうとものを創造したり表現
したりする職業の方が高くて、我々医
師とか教師、それから聖職者とか、社
会規範に縛られる人は低いです。また、
いろいろな社会的な状況も受けて、テ
ストステロンの高い、低いがストレス
によっても起きてくるということがい
われています。
　池脇　加齢によって、そしてストレ
スも関与して、だんだんとそういう状
況に近くなる、あるいはなってしまう
ということですね。テストステロンの
低下は、生理的なものもあれば、病的
なものも存在するのでしょうか。
　井手　これは我々のデータですけれ
ども、40代、50代の男性と60代の男性
の外来患者さんのテストステロンのレ
ベルを測ると、40代、50代の方が低か
ったという結果が出ました。ちょうど
社会的にも家庭的にもストレスがかか
っている世代というのは男性ホルモン
の落下度が激しくて、60代になってき
て少しストレスが下がってくると、あ
る程度保てている。日内変動というの
も、テストステロン、男性ホルモンに

はありますし、先生がおっしゃられる
ように、ストレスを含め、いろいろな
影響を受けているのではないかという
ことが推察されます。
　池脇　そういった男性ホルモンの年
齢別の経緯、あるいはLOH症候群とい
うことの定義をだいたいうかがいまし
たけれども、具体的にどうやって診断
していくのか。いろいろな検査がある
と思うのですけれども、このあたりは
どうなのでしょうか。
　井手　男性更年期の症状、LOH症候
群の症状というのは非常に多岐にわた
ります。例えば代表的なものでは、カ
ーッと熱くなる、ホットフラッシュの
ような症状もありますし、全身倦怠感、
やる気がなくなる、それから性欲の低
下、ED、いわゆる勃起不全といったよ
うなものがあります。そういうものを
評価するのに、我々はaging male symp-
tom score、AMSスコアというものを
スクリーニングとして用いています。
患者さんの重症度もそれによって判断
できる。診断もある程度つけることが
できます。
　「LOH症候群診療の手引」というもの
が出ておりまして、まずテストステロ
ン、男性ホルモンのレベルを測ります。
このガイドラインではフリーテストス
テロンを測ることがすすめられていま
す。フリーテストステロンが8.5pg/㎖
以下といったような場合に治療を開始
してもよいとされています。他に血算
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　池脇　男性の更年期ということです
が、女性の更年期に関してはずっと言
われてきて、それなりの治療エビデン
スもあると思うのですけれども、男性
の更年期、おそらくは男性ホルモンの
低下による様々な症状というイメージ
があるのですが、簡単なところから説
明をお願いします。
　井手　一般的に男性更年期というこ
とで、女性の更年期と対応する言葉で
用いられることが多いのです。最近は
加齢による男性の性腺機能低下症候群、
late onset hypogonadism syndrome、
LOH症候群ということで、ロー症候群
という呼び方もされ、社会的な認知も
広まってきています。
　病態としてはテストステロンの加齢

による低下によって起きる諸症状とい
うことです。
　池脇　女性の場合、ある時点で更年
期に入る。要するに、女性ホルモンが
低下、枯渇するというのは、避けられ
ないことですけれども、男性もどうあ
がいても年齢とともに下がっていくと
いうことでしょうか。
　井手　おっしゃるとおりです。
　池脇　女性の場合はだいたい40代、
50歳前後でしょうか。
　井手　ええ。
　池脇　男性は、そもそも男性ホルモ
ンがいつぐらいにピークになって、ど
のぐらいで低下していくのか、そのあ
たりはどうなのでしょうか。
　井手　思春期に男性ホルモンは急激

男性の更年期

帝京大学泌尿器科准教授
井　手　久　満

（聞き手　池脇克則）

　男性の更年期についてご教示ください。
　１．診断方法。検査の具体的な内容項目。これらの検査は、男性更年期の病

名で保険適応があるのか。
　２．治療方法、投薬による副作用。

＜鹿児島県開業医＞
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に上昇を始めるのですけれども、20代
前半をピークに、あとは下がる一方に
なります。年齢によって徐々に低下し
ていくのですが、これは非常に個人差
が大きくて、高い人と低い人の差が大
きいことがわかっています。テストス
テロンが高い人というのは、例えばス
ポーツ選手とかミュージシャンとか、
職業的にいうとものを創造したり表現
したりする職業の方が高くて、我々医
師とか教師、それから聖職者とか、社
会規範に縛られる人は低いです。また、
いろいろな社会的な状況も受けて、テ
ストステロンの高い、低いがストレス
によっても起きてくるということがい
われています。
　池脇　加齢によって、そしてストレ
スも関与して、だんだんとそういう状
況に近くなる、あるいはなってしまう
ということですね。テストステロンの
低下は、生理的なものもあれば、病的
なものも存在するのでしょうか。
　井手　これは我々のデータですけれ
ども、40代、50代の男性と60代の男性
の外来患者さんのテストステロンのレ
ベルを測ると、40代、50代の方が低か
ったという結果が出ました。ちょうど
社会的にも家庭的にもストレスがかか
っている世代というのは男性ホルモン
の落下度が激しくて、60代になってき
て少しストレスが下がってくると、あ
る程度保てている。日内変動というの
も、テストステロン、男性ホルモンに

はありますし、先生がおっしゃられる
ように、ストレスを含め、いろいろな
影響を受けているのではないかという
ことが推察されます。
　池脇　そういった男性ホルモンの年
齢別の経緯、あるいはLOH症候群とい
うことの定義をだいたいうかがいまし
たけれども、具体的にどうやって診断
していくのか。いろいろな検査がある
と思うのですけれども、このあたりは
どうなのでしょうか。
　井手　男性更年期の症状、LOH症候
群の症状というのは非常に多岐にわた
ります。例えば代表的なものでは、カ
ーッと熱くなる、ホットフラッシュの
ような症状もありますし、全身倦怠感、
やる気がなくなる、それから性欲の低
下、ED、いわゆる勃起不全といったよ
うなものがあります。そういうものを
評価するのに、我々はaging male symp-
tom score、AMSスコアというものを
スクリーニングとして用いています。
患者さんの重症度もそれによって判断
できる。診断もある程度つけることが
できます。
　「LOH症候群診療の手引」というもの
が出ておりまして、まずテストステロ
ン、男性ホルモンのレベルを測ります。
このガイドラインではフリーテストス
テロンを測ることがすすめられていま
す。フリーテストステロンが8.5pg/㎖
以下といったような場合に治療を開始
してもよいとされています。他に血算
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や生化学などの血液検査も併せて行う
ということが一般的です。
　池脇　先ほどテストステロンは日内
変動もあるということだったのですけ
れども、採血するタイミングはあるの
でしょうか。
　井手　テストステロンのレベルは朝
が一番高くて、夕方になるに従って低
くなってきます。採血をする場合には
必ず午前中に採血をするようにしてい
ます。
　池脇　高いという時間帯で低ければ、
更年期の可能性が出てくるということ
ですね。
　井手　おっしゃるとおりです。
　池脇　そうしますと、先ほどおっし
ゃったAMSスコア、それとテストステ
ロンの血中濃度、この２つを組み合わ
せるのでしょうか。あるいは、このス
コアの中に血中濃度は入っているので
すか。
　井手　スコアの中にはテストステロ
ンの血中濃度は入ってきません。17項
目の質問票がありまして、それに例え
ば症状がない、軽い、中程度である、
重いということで、１～４点の点数を
つけて、17項目の点数の合計で判断し
ます。テストステロンのレベル自体は
そのスコアには入っておりません。
　池脇　診断の進め方ですが、最初に
スコアを取って、可能性がある場合に
血中濃度を測るのでしょうか。それと
も、同時進行でしょうか。

　井手　実際のところはほぼ同時進行
で行っております。
　池脇　そのうえで、このLOH症候群
という診断がついた場合の治療ですが、
どうなっていますか。
　井手　わが国では、現在、使用可能
な治療方法としては、エナント酸テス
トステロン、商品名エナルモンデポー
というテストステロンの注射剤、徐放
剤なのですが、この注射剤だけが保険
適用になっております。欧米ではゲル
製剤があったり、パッチ製剤があるの
ですが、日本で使用できるのはこの注
射剤のみです。１回125～250㎎を２～
４週ごとに患者さんに投与していくと
いったようなことが治療として行われ
ています。
　池脇　２～４週ごとの注射でしたら、
まあいいかなとは思うのですけれども、
できれば注射以外の製剤があれば。日
本にはそういったものが導入される予
定はあるのでしょうか。
　井手　今、メンズヘルス学会という
LOH症候群を主に取り扱う学会が、働
きかけはしているのですが、なかなか
まだ具体的な話としては進んでいない
というところがあります。ただ、薬局
ではグローミンといったようなテスト
ステロンのゲル製剤が、これは医師の
処方箋なしに買うことができますので、
そういった製剤もあります。
　池脇　ホルモン製剤の場合、使うに
当たって副作用が気になるのですけれ

40 （600） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

ども、どうなのでしょうか。
　井手　男性ホルモンの補充を行うと、
一番注意しなければいけないのは多血
症になります。ヘモグロビンを定期的
に測って、多血傾向にある場合には中
止する場合もあります。それから、頻
度は少ないのですが、睡眠時無呼吸症
候群の悪化、まれではありますが、肝
障害などがあります。
　もう１点注意していただきたいのは、
前立腺がんのある患者さんに男性ホル
モンを注射すると、前立腺がんが増悪
する可能性もありますので、その場合
一般的には補充は行わない。ガイドラ
イン「診療の手引」では、PSAが２を
超える人には使わないほうがいいので
はないかと記載されております。
　池脇　男性の場合、そういう時期は
頭髪が気になる方もいらっしゃると思
うのですけれども、それに対する影響
はどうなのでしょうか。
　井手　ほとんどないと思います。
　池脇　その点に関してはあまり気に
する必要はないと。
　井手　はい。
　池脇　ホルモン補充はアンチエイジ
ングとして注目されているのではない
かと思うのですけれども、その点はど
うなのでしょう。
　井手　テストステロンというのは、
老化の予防、例えば筋肉の衰えに対し
て有効である。あとは、糖尿病の改善
にもテストステロンを同時に投与して

運動療法をすると有効であるといった
データがあります。それから、狭心症
の患者さんにおいても、例えばテスト
ステロンの低い患者さんのほうが心血
管系の予後が悪いというのがわかって
いますので、ある程度血管のアンチエ
イジングにも有効ではないかという可
能性があります。
　ただ、テストステロンの補充療法は
一生やるわけにはいきません。これに
関してはテストステロンの補充で一時
的に症状を緩和してあげて、その間に
運動療法、食事療法などを患者さんに
指導していく。それプラス、例えば補
中益気湯とか牛車腎気丸といったよう
な、人参が入っているような漢方薬を
併せて処方する。人参は男性ホルモン
を増やす作用があります。注射によら
ず、なるべく男性ホルモンを維持でき
るように持っていくということが重要
なポイントだと思います。
　池脇　そうすると、注射に頼らずに
生活習慣を改善することによってそう
いう効果を持続させることが大事だと。
　井手　はい。
　池脇　最後に確認ですけれども、男
性更年期という病名で保険適用がある
のかということですが、どうなのでし
ょう。
　井手　実際、保険病名として男性更
年期というものが認められました。こ
のような治療を行う場合には、検査も
そうですけれども、男性更年期という
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や生化学などの血液検査も併せて行う
ということが一般的です。
　池脇　先ほどテストステロンは日内
変動もあるということだったのですけ
れども、採血するタイミングはあるの
でしょうか。
　井手　テストステロンのレベルは朝
が一番高くて、夕方になるに従って低
くなってきます。採血をする場合には
必ず午前中に採血をするようにしてい
ます。
　池脇　高いという時間帯で低ければ、
更年期の可能性が出てくるということ
ですね。
　井手　おっしゃるとおりです。
　池脇　そうしますと、先ほどおっし
ゃったAMSスコア、それとテストステ
ロンの血中濃度、この２つを組み合わ
せるのでしょうか。あるいは、このス
コアの中に血中濃度は入っているので
すか。
　井手　スコアの中にはテストステロ
ンの血中濃度は入ってきません。17項
目の質問票がありまして、それに例え
ば症状がない、軽い、中程度である、
重いということで、１～４点の点数を
つけて、17項目の点数の合計で判断し
ます。テストステロンのレベル自体は
そのスコアには入っておりません。
　池脇　診断の進め方ですが、最初に
スコアを取って、可能性がある場合に
血中濃度を測るのでしょうか。それと
も、同時進行でしょうか。

　井手　実際のところはほぼ同時進行
で行っております。
　池脇　そのうえで、このLOH症候群
という診断がついた場合の治療ですが、
どうなっていますか。
　井手　わが国では、現在、使用可能
な治療方法としては、エナント酸テス
トステロン、商品名エナルモンデポー
というテストステロンの注射剤、徐放
剤なのですが、この注射剤だけが保険
適用になっております。欧米ではゲル
製剤があったり、パッチ製剤があるの
ですが、日本で使用できるのはこの注
射剤のみです。１回125～250㎎を２～
４週ごとに患者さんに投与していくと
いったようなことが治療として行われ
ています。
　池脇　２～４週ごとの注射でしたら、
まあいいかなとは思うのですけれども、
できれば注射以外の製剤があれば。日
本にはそういったものが導入される予
定はあるのでしょうか。
　井手　今、メンズヘルス学会という
LOH症候群を主に取り扱う学会が、働
きかけはしているのですが、なかなか
まだ具体的な話としては進んでいない
というところがあります。ただ、薬局
ではグローミンといったようなテスト
ステロンのゲル製剤が、これは医師の
処方箋なしに買うことができますので、
そういった製剤もあります。
　池脇　ホルモン製剤の場合、使うに
当たって副作用が気になるのですけれ
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ども、どうなのでしょうか。
　井手　男性ホルモンの補充を行うと、
一番注意しなければいけないのは多血
症になります。ヘモグロビンを定期的
に測って、多血傾向にある場合には中
止する場合もあります。それから、頻
度は少ないのですが、睡眠時無呼吸症
候群の悪化、まれではありますが、肝
障害などがあります。
　もう１点注意していただきたいのは、
前立腺がんのある患者さんに男性ホル
モンを注射すると、前立腺がんが増悪
する可能性もありますので、その場合
一般的には補充は行わない。ガイドラ
イン「診療の手引」では、PSAが２を
超える人には使わないほうがいいので
はないかと記載されております。
　池脇　男性の場合、そういう時期は
頭髪が気になる方もいらっしゃると思
うのですけれども、それに対する影響
はどうなのでしょうか。
　井手　ほとんどないと思います。
　池脇　その点に関してはあまり気に
する必要はないと。
　井手　はい。
　池脇　ホルモン補充はアンチエイジ
ングとして注目されているのではない
かと思うのですけれども、その点はど
うなのでしょう。
　井手　テストステロンというのは、
老化の予防、例えば筋肉の衰えに対し
て有効である。あとは、糖尿病の改善
にもテストステロンを同時に投与して

運動療法をすると有効であるといった
データがあります。それから、狭心症
の患者さんにおいても、例えばテスト
ステロンの低い患者さんのほうが心血
管系の予後が悪いというのがわかって
いますので、ある程度血管のアンチエ
イジングにも有効ではないかという可
能性があります。
　ただ、テストステロンの補充療法は
一生やるわけにはいきません。これに
関してはテストステロンの補充で一時
的に症状を緩和してあげて、その間に
運動療法、食事療法などを患者さんに
指導していく。それプラス、例えば補
中益気湯とか牛車腎気丸といったよう
な、人参が入っているような漢方薬を
併せて処方する。人参は男性ホルモン
を増やす作用があります。注射によら
ず、なるべく男性ホルモンを維持でき
るように持っていくということが重要
なポイントだと思います。
　池脇　そうすると、注射に頼らずに
生活習慣を改善することによってそう
いう効果を持続させることが大事だと。
　井手　はい。
　池脇　最後に確認ですけれども、男
性更年期という病名で保険適用がある
のかということですが、どうなのでし
ょう。
　井手　実際、保険病名として男性更
年期というものが認められました。こ
のような治療を行う場合には、検査も
そうですけれども、男性更年期という
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病名と、性腺機能低下症という病名を
つけていただくと、保険として各種検
査、治療ができるようになっていると

思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　中村　森先生、今回から「結核・非
結核性抗酸菌症診療の最新情報」とい
うシリーズが始まります。その冒頭で、
シリーズの概要といいましょうか、ま
とめをしていただければたいへんあり
がたいと思っておりますが、結核菌と
いうのは抗酸菌の一種ではあるわけで
すね。
　森　そうですね。抗酸菌の中のグル
ープには、非結核性の抗酸菌と、らい
菌のグループも入るのでしょうけれど
も、結核菌のグループというものがあ
って、この中のヒト型結核菌が非常に
大きな問題であるというところです。
　以前は日本全国津々浦々に結核が蔓
延していた状況で、その後、対策が奏
功して徐々に減ってきておりますが、
まだまだ油断のならない病気というこ
とで、平成23年度の統計では新規の結
核の患者さんが２万2,681名。その中で、
ヒトに感染する可能性が高い、喀痰の
塗抹で結核菌がすぐ見つかる塗抹陽性
の患者さんが8,600名以上。
　加えて、結核の死亡者数というのが

2,166名ということで、この数をほかの
感染症と比べてみますと、死亡者数の
１位、２位を争うのが感染性胃腸炎で、
この年は2,300名ぐらいが亡くなられて
いましたので、結核は２位ということ
になるのですが、その後にはいわゆる
MRSA、メチシリン耐性の黄色ブドウ
球菌の1,100名とか、インフルエンザは
多い印象ですが、567名で、それらの
中で見ますと、結核というのはいまだ
多くの方が亡くなっている難しい病気
というように思われます。
　中村　罹病率といいましょうか、罹
患率といいましょうか、それは少しず
つ増えていると見ていいのですか。
　森　全体でいうと少しずつは対策が
功を奏して減ってはきていますが、こ
このところ、ちょっとその減り方が鈍
く、本シリーズの中でも取り上げてい
ただくことになると思いますが、難し
い問題が関係していて、なかなか減ら
しきらないというところではないかと
思います。
　中村　どのような集団に多いのでし

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

慶應義塾大学保健管理センター准教授
森　　正　明

（聞き手　中村治雄）

今シリーズの概要紹介
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病名と、性腺機能低下症という病名を
つけていただくと、保険として各種検
査、治療ができるようになっていると

思います。
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　中村　森先生、今回から「結核・非
結核性抗酸菌症診療の最新情報」とい
うシリーズが始まります。その冒頭で、
シリーズの概要といいましょうか、ま
とめをしていただければたいへんあり
がたいと思っておりますが、結核菌と
いうのは抗酸菌の一種ではあるわけで
すね。
　森　そうですね。抗酸菌の中のグル
ープには、非結核性の抗酸菌と、らい
菌のグループも入るのでしょうけれど
も、結核菌のグループというものがあ
って、この中のヒト型結核菌が非常に
大きな問題であるというところです。
　以前は日本全国津々浦々に結核が蔓
延していた状況で、その後、対策が奏
功して徐々に減ってきておりますが、
まだまだ油断のならない病気というこ
とで、平成23年度の統計では新規の結
核の患者さんが２万2,681名。その中で、
ヒトに感染する可能性が高い、喀痰の
塗抹で結核菌がすぐ見つかる塗抹陽性
の患者さんが8,600名以上。
　加えて、結核の死亡者数というのが

2,166名ということで、この数をほかの
感染症と比べてみますと、死亡者数の
１位、２位を争うのが感染性胃腸炎で、
この年は2,300名ぐらいが亡くなられて
いましたので、結核は２位ということ
になるのですが、その後にはいわゆる
MRSA、メチシリン耐性の黄色ブドウ
球菌の1,100名とか、インフルエンザは
多い印象ですが、567名で、それらの
中で見ますと、結核というのはいまだ
多くの方が亡くなっている難しい病気
というように思われます。
　中村　罹病率といいましょうか、罹
患率といいましょうか、それは少しず
つ増えていると見ていいのですか。
　森　全体でいうと少しずつは対策が
功を奏して減ってはきていますが、こ
このところ、ちょっとその減り方が鈍
く、本シリーズの中でも取り上げてい
ただくことになると思いますが、難し
い問題が関係していて、なかなか減ら
しきらないというところではないかと
思います。
　中村　どのような集団に多いのでし
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ょうか。
　森　以前に感染して、年を取られて
から再燃して発症される高齢の方が多
い。それから、若年者では、都市部の
結核というのがちょっと問題になって
います。そのほかに外国籍の患者さん
の問題などがこれから課題になってく
るのではないかと思われます。
　中村　一時、ホームレスの方々とい
うのも問題になったことがありますよ
ね。
　森　今も、地域差というのでしょう
か、都市部の結核の蔓延状況というも
のに影響しているのではないかと思い
ます。
　中村　診断で何か特徴的な、あるい
は新しいことはありますか。
　森　近年、結核の検査法は非常に進
歩しておりまして、例えば細菌検査で
すと、以前は小川培地というので、随
分時間をかけて培養していたわけです
が、最近ではMGIT法という液体培地
を利用して迅速に培養ができる。ある
いは、昔は結核菌かどうかを同定する
のにナイアシンテストというものを行
っていましたが、今は遺伝子診断で分
類をするというよう開発がされてきま
した。
　また、感染を調べる、結核菌に感染
している状態を調べるというのは、昔
からツベルクリン反応検査というもの
が行われていましたが、今はインター
フェロン-γを使った検査で、日本の場

合、QFT（クオンティフェロン-TB）
これが第３世代になっていること。そ
のほかにT-スポット・TBの２種類の
IGRAと呼ばれている新しい診断法が
実用化されていて、これを取り入れた
診断手順などについてもシリーズの中
で触れていただければと思っておりま
す。
　中村　治療についてはいかがでしょ
うか。何か新しいことは。
　森　結核の治療も、法改正で、結核
予防法が感染症法に統合されて、それ
に伴って手続きなどが少し変わる点と
しては、入退院の基準とか、感染症法
に基づく届け出とかがあります。また、
標準的な治療法とその適応基準とか、
効果の評価や副作用というものもだい
ぶ知識が積み上げられてきていますの
で、このあたりは治療担当の先生にお
話しいただければと思っております。
　中村　実際には結核も、先ほども一
部お話がありましたが、耐性に対する
対応、そういったものもあるかと思い
ますが。
　森　耐性結核というのは非常に難し
い問題で、日本ではまだそれほど数は
多くないといわれていますが、海外で
は非常に多くなっており、これから日
本でも問題になっています。その中で
MDR-TB（multidrug-resis tant tuber-
culosis）、すなわち多剤耐性結核ですが、
これは標準療法の主軸であるイソニア
ジドとリファンピシンに耐性を持って

44 （604） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

いる菌で、治療が難航します。さらに
それよりも治療が難しいXDR-TB（ex-
tensively drug-resistant tuberculo sis）、
つまり超多剤耐性結核、こちらになり
ますと、二次抗結核薬にも幅広く耐性
を持っていて、治療が非常に困難にな
ります。
　耐性結核というのはあまり毒性は強
くないのではないかということが一時
期いわれましたけれども、必ずしもそ
うでもなくて、それこそ、ナチュラル
コースで亡くなってしまうというよう
な症例も見られますので、これから耐
性結核には注意していかなくてはなら
ないのではないかと思われます。
　中村　やはりそれは肺感染が多いの
ですか。
　森　基本的には結核菌は、最初に肺
に感染し、肺結核を起こします。その
後、免疫状態によっていろいろな広が
り方を示す場合があります。肺外結核
という診断がけっこう難しい問題もあ
りますので、この辺もシリーズの中で
１つ回を設けて、お話しいただこうと
思っております。
　中村　次に非結核性抗酸菌症の診療
で何かトピックスのようなものはあり
ますか。
　森　非結核性抗酸菌症というのも、
検査法が進歩したとか、またこういっ
た病気の知識が広く普及してきている
こともあって、その数あるいは菌の種
類とが急速に増えてきています。その

中でも今注目されているのは、肺MAC
症といわれる、Myco bacterium avium
（-intracellulare）complexといわれる
もので、これへの対応が課題になって
います。
　それに伴って診断基準などが改訂さ
れたり、あるいは治療をどういうふう
に進めていくか。どんな時期に治療を
始めたらいいかとか、化学療法はどう
か、あるいは外科治療の適応はどうか
ということを３回の話題として提供さ
せていただけたらと思います。
　中村　結核菌か、あるいは抗酸菌症
か、どうやって分けるのですか。
　森　今は遺伝子検査で菌の同定が昔
に比べると迅速にできるようになりま
したので、これによって診断し、治療
を計画することになるかと思います。
　中村　自覚症状として、例えば咳や
痰があって、X線写真を撮ってみて、
影があるとなると、そこで実際に痰を
取り出し、菌を培養して、今おっしゃ
った遺伝子検査という流れになります
ね。
　森　はい。
　中村　実際に、こういった問題に対
して、学校の先生、あるいは産業医、
あるいは行政の面、そういった課題も
あろうかと思いますが。
　森　シリーズの終盤の４回にわたっ
て、行政的な面から見た結核の対策、
あるいは学校医、これも児童・生徒と
いった小さいお子さんを診る場合と、
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ょうか。
　森　以前に感染して、年を取られて
から再燃して発症される高齢の方が多
い。それから、若年者では、都市部の
結核というのがちょっと問題になって
います。そのほかに外国籍の患者さん
の問題などがこれから課題になってく
るのではないかと思われます。
　中村　一時、ホームレスの方々とい
うのも問題になったことがありますよ
ね。
　森　今も、地域差というのでしょう
か、都市部の結核の蔓延状況というも
のに影響しているのではないかと思い
ます。
　中村　診断で何か特徴的な、あるい
は新しいことはありますか。
　森　近年、結核の検査法は非常に進
歩しておりまして、例えば細菌検査で
すと、以前は小川培地というので、随
分時間をかけて培養していたわけです
が、最近ではMGIT法という液体培地
を利用して迅速に培養ができる。ある
いは、昔は結核菌かどうかを同定する
のにナイアシンテストというものを行
っていましたが、今は遺伝子診断で分
類をするというよう開発がされてきま
した。
　また、感染を調べる、結核菌に感染
している状態を調べるというのは、昔
からツベルクリン反応検査というもの
が行われていましたが、今はインター
フェロン-γを使った検査で、日本の場

合、QFT（クオンティフェロン-TB）
これが第３世代になっていること。そ
のほかにT-スポット・TBの２種類の
IGRAと呼ばれている新しい診断法が
実用化されていて、これを取り入れた
診断手順などについてもシリーズの中
で触れていただければと思っておりま
す。
　中村　治療についてはいかがでしょ
うか。何か新しいことは。
　森　結核の治療も、法改正で、結核
予防法が感染症法に統合されて、それ
に伴って手続きなどが少し変わる点と
しては、入退院の基準とか、感染症法
に基づく届け出とかがあります。また、
標準的な治療法とその適応基準とか、
効果の評価や副作用というものもだい
ぶ知識が積み上げられてきていますの
で、このあたりは治療担当の先生にお
話しいただければと思っております。
　中村　実際には結核も、先ほども一
部お話がありましたが、耐性に対する
対応、そういったものもあるかと思い
ますが。
　森　耐性結核というのは非常に難し
い問題で、日本ではまだそれほど数は
多くないといわれていますが、海外で
は非常に多くなっており、これから日
本でも問題になっています。その中で
MDR-TB（multidrug-resis tant tuber-
culosis）、すなわち多剤耐性結核ですが、
これは標準療法の主軸であるイソニア
ジドとリファンピシンに耐性を持って
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いる菌で、治療が難航します。さらに
それよりも治療が難しいXDR-TB（ex-
tensively drug-resistant tuberculo sis）、
つまり超多剤耐性結核、こちらになり
ますと、二次抗結核薬にも幅広く耐性
を持っていて、治療が非常に困難にな
ります。
　耐性結核というのはあまり毒性は強
くないのではないかということが一時
期いわれましたけれども、必ずしもそ
うでもなくて、それこそ、ナチュラル
コースで亡くなってしまうというよう
な症例も見られますので、これから耐
性結核には注意していかなくてはなら
ないのではないかと思われます。
　中村　やはりそれは肺感染が多いの
ですか。
　森　基本的には結核菌は、最初に肺
に感染し、肺結核を起こします。その
後、免疫状態によっていろいろな広が
り方を示す場合があります。肺外結核
という診断がけっこう難しい問題もあ
りますので、この辺もシリーズの中で
１つ回を設けて、お話しいただこうと
思っております。
　中村　次に非結核性抗酸菌症の診療
で何かトピックスのようなものはあり
ますか。
　森　非結核性抗酸菌症というのも、
検査法が進歩したとか、またこういっ
た病気の知識が広く普及してきている
こともあって、その数あるいは菌の種
類とが急速に増えてきています。その

中でも今注目されているのは、肺MAC
症といわれる、Myco bacterium avium
（-intracellulare）complexといわれる
もので、これへの対応が課題になって
います。
　それに伴って診断基準などが改訂さ
れたり、あるいは治療をどういうふう
に進めていくか。どんな時期に治療を
始めたらいいかとか、化学療法はどう
か、あるいは外科治療の適応はどうか
ということを３回の話題として提供さ
せていただけたらと思います。
　中村　結核菌か、あるいは抗酸菌症
か、どうやって分けるのですか。
　森　今は遺伝子検査で菌の同定が昔
に比べると迅速にできるようになりま
したので、これによって診断し、治療
を計画することになるかと思います。
　中村　自覚症状として、例えば咳や
痰があって、X線写真を撮ってみて、
影があるとなると、そこで実際に痰を
取り出し、菌を培養して、今おっしゃ
った遺伝子検査という流れになります
ね。
　森　はい。
　中村　実際に、こういった問題に対
して、学校の先生、あるいは産業医、
あるいは行政の面、そういった課題も
あろうかと思いますが。
　森　シリーズの終盤の４回にわたっ
て、行政的な面から見た結核の対策、
あるいは学校医、これも児童・生徒と
いった小さいお子さんを診る場合と、
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それから大学生などを診る、あるいは
企業などの産業医をされている方はど
ういう対応策を行うのか。これも法律
が改正されて、定期健診のスタイルな
ども変わっておりますので、実践的な
話というのも詳しい先生からいただけ
ればと思っております。
　中村　結核についての将来展望とい
いましょうか、その辺はいかがですか。
　森　これは最後におまとめいただく
先生にお任せしたいところではありま
すけれども、海外の例を見ても、結核
を完全になくすというのは非常に難し
い。日本でも今後も少しずつ減らして

いくことは可能かもしれませんが、な
かなかゼロにはできず、最前線で医療
に当たっている先生方には結核という
病気をどこか心の片隅に置いて、何か
のときの診断に役立てていただければ
と思っております。
　中村　例えば、東南アジアとかアフ
リカ、サウジアラビアなども多いので
すが、やはりまだ結核は多いですね。
　森　そうですね。世界的に見ると、
結核はまだ多いうえに、耐性結核とい
うのはそういったところで非常に大き
な問題になっております。
　中村　ありがとうございました。
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　大西　山岸先生、結核の動向につい
てお話をうかがいたいと思います。
　まず、結核の疫学についてうかがい
たいのですが、世界の状況から教えて
いただけますか。
　山岸　世界中で約880万人ぐらいが
毎年、結核を発病しておりまして、145
万人が亡くなっているということです。
開発途上国や旧社会主義国が多く、地
域的にはアジア、アフリカで約85％を
占め、HIVとの重複の感染者も多いと
いうことで、それが影響して死亡率が
高いということです。
　国別にいいますと、人口が多いイン
ドと中国、罹患率も高いのですが、こ
の２つの国で世界で発生する患者の
1/3以上を占めているという状況です。
アジア、アフリカ以外で罹患率が高い
国は、先進国では１つだけありまして、
ロシアが人口10万対100を超えていま
す。
　大西　旧社会主義の国々が少し動い
ているということですね。
　山岸　そうですね。結核患者の約98

％が開発途上国や旧社会主義国で占め
られています。
　大西　それでは次に日本の結核のこ
とについてうかがいたいのですが、ま
ず患者さんの数や罹患率などの動向は
いかがでしょうか。
　山岸　一時、数年間ですけれども、
罹患率も患者数も増えた時期がありま
した。1997から99年にかけてですが、
そのときに当時の厚生大臣から結核緊
急事態宣言が発令されました（図１）。
その後は比較的順調に患者数、罹患率
とも減少してきていまして、年間の発
生患者は２万2,000人ほど、人口10万対
17.7ということで、世界の中で見ると、
罹患率の高い、高蔓延国よりはいいの
ですけれども、欧米の先進国から比べ
るとまだまだ高い。そういうような国
は人口10万対10を割るということで、
数倍高い罹患率を示しております。
　大西　依然として結核の中蔓延国と
いうか、けっこう要注意の国だという
ことですね。
　山岸　はい。欧米先進国と比較する

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

国立病院機構千葉東病院長
山　岸　文　雄
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それから大学生などを診る、あるいは
企業などの産業医をされている方はど
ういう対応策を行うのか。これも法律
が改正されて、定期健診のスタイルな
ども変わっておりますので、実践的な
話というのも詳しい先生からいただけ
ればと思っております。
　中村　結核についての将来展望とい
いましょうか、その辺はいかがですか。
　森　これは最後におまとめいただく
先生にお任せしたいところではありま
すけれども、海外の例を見ても、結核
を完全になくすというのは非常に難し
い。日本でも今後も少しずつ減らして

いくことは可能かもしれませんが、な
かなかゼロにはできず、最前線で医療
に当たっている先生方には結核という
病気をどこか心の片隅に置いて、何か
のときの診断に役立てていただければ
と思っております。
　中村　例えば、東南アジアとかアフ
リカ、サウジアラビアなども多いので
すが、やはりまだ結核は多いですね。
　森　そうですね。世界的に見ると、
結核はまだ多いうえに、耐性結核とい
うのはそういったところで非常に大き
な問題になっております。
　中村　ありがとうございました。
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　大西　山岸先生、結核の動向につい
てお話をうかがいたいと思います。
　まず、結核の疫学についてうかがい
たいのですが、世界の状況から教えて
いただけますか。
　山岸　世界中で約880万人ぐらいが
毎年、結核を発病しておりまして、145
万人が亡くなっているということです。
開発途上国や旧社会主義国が多く、地
域的にはアジア、アフリカで約85％を
占め、HIVとの重複の感染者も多いと
いうことで、それが影響して死亡率が
高いということです。
　国別にいいますと、人口が多いイン
ドと中国、罹患率も高いのですが、こ
の２つの国で世界で発生する患者の
1/3以上を占めているという状況です。
アジア、アフリカ以外で罹患率が高い
国は、先進国では１つだけありまして、
ロシアが人口10万対100を超えていま
す。
　大西　旧社会主義の国々が少し動い
ているということですね。
　山岸　そうですね。結核患者の約98

％が開発途上国や旧社会主義国で占め
られています。
　大西　それでは次に日本の結核のこ
とについてうかがいたいのですが、ま
ず患者さんの数や罹患率などの動向は
いかがでしょうか。
　山岸　一時、数年間ですけれども、
罹患率も患者数も増えた時期がありま
した。1997から99年にかけてですが、
そのときに当時の厚生大臣から結核緊
急事態宣言が発令されました（図１）。
その後は比較的順調に患者数、罹患率
とも減少してきていまして、年間の発
生患者は２万2,000人ほど、人口10万対
17.7ということで、世界の中で見ると、
罹患率の高い、高蔓延国よりはいいの
ですけれども、欧米の先進国から比べ
るとまだまだ高い。そういうような国
は人口10万対10を割るということで、
数倍高い罹患率を示しております。
　大西　依然として結核の中蔓延国と
いうか、けっこう要注意の国だという
ことですね。
　山岸　はい。欧米先進国と比較する
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と、罹患率で３～５倍高い状態です。
　大西　日本の中ですと、いろいろ地
域差もかなりあるとうかがっています
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　山岸　大都市を中心に罹患率が高い
といわれています。もう一つは、西高
東低ということで、西のほうが罹患率
が高くて、東のほう、例えば北海道、
東北地方、関東のそれほど人口の多く
ないところは罹患率が低いといわれて
います（図２）。
　一番高い罹患率を示しているのは大
阪府、一番低いのが岩手県で、その差
は大阪府が罹患率が28.0で、岩手県が
8.9ということですので、数倍高い。政
令指定都市で見ますと、大阪市は41.5
ということで、岩手県の4.7倍。大阪市
に次いで名古屋、東京23区、神戸、堺
というような大都市では罹患率が高く

なっています。
　大西　大都市に集中するような傾向
もあるようなのですが、特に関西に多
いのは何か社会的な背景もあるのでし
ょうか。
　山岸　正確な理由は不明ですが、西
のほうが人口密度が高い、大都市が多
いというのもあると思います。高齢者
はどこの県もそれほど変わらず、以前、
結核に感染していて、高齢となり、体
力・免疫力が落ちて発病する、いわゆ
る既感染発病の方が多いと思われます。
大都市では非高齢者の方が多く、人口
密度が高いので、多くの人が集まる場
所も多い。そういうところで感染して
発病する方が多いといわれております。
罹患率の低い県では結核患者に占める
高齢者の比率が高く、大都市では低い
傾向にあります。

図１　日本の結核罹患率の推移

（公益財団法人結核予防会「結核の統計2011」より）
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　大西　それでは次に、いわゆるハイ
リスク集団が最近問題かと思いますけ
れども、既感染者、かつてかかった方
の再燃など、そのあたりはいかがでし
ょうか。
　山岸　高齢者も含めた既感染者とい
うことになると思いますけれども、胸

部X線写真で結核の治癒所見のある方
であるとか、あるいは結核の治療歴の
ある方、こういう方はそうではない方
に比べて発病する可能性が高いといわ
れております（表１）。
　それと、既感染者ということでいえ
ば、最近、結核患者と接触した人、特
に喀痰塗抹陽性の患者さんと接触した
人は罹患率が高いので、この方たちに
対しては予防的に抗結核薬を投与する
ことも必要になってくると思います。
　大西　特に既往歴のある方は要注意
ということですね。
　次に、最近はいろいろな薬、免疫抑
制剤とかも出てきていまして、ステロ
イドなどもいろいろ使われますが、そ
ういう方で結核が再燃したり、発症し
たりということも増えているようです
が、そのあたりはどうでしょうか。
　山岸　これは前から指摘されている
ことですけれども、特に最近は関節リ
ウマチに対して生物学的製剤がかなり
使われるようになりまして、これらの
人たちからの発病もかなり目立ってき
ています。
　免疫抑制宿主でいえば、糖尿病を合
併する患者さんが非常に高い頻度を示
しております。全国平均では結核を発
病した人の糖尿病の合併頻度はだいた
い12～13％なのですけれども、私の病
院で入院した人だけを見ますと、20数
％います。糖尿病は結核を発病しやす
いこともありますが、結核の進展速度

図２　結核罹患率の地域格差：
　　　都道府県別罹患率（2011年）

１．岩手県 8.9
２．宮城県 9.8
３．長野県 10.1
４．群馬県 11.2
５．山形県 11.3
・・・
43．岐阜県 21.0
44．東京都 22.9
45．和歌山県 23.5
46．徳島県 23.6
47．大阪府 28.0

　　全国  17.7

大都市で高い罹患率

大阪市41.5、名古屋市28.1
東京都特別区25.6、神戸市24.6
堺市24.3、北九州市23.6
川崎市21.5、京都市20.3
（罹患率20以上の政令指定都市）

罹患率の地域格差

大阪市は岩手県の4.7倍
名古屋市は3.2倍
東京都特別区は2.9倍

（公益財団法人結核予防会
「結核の統計2011」より）
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と、罹患率で３～５倍高い状態です。
　大西　日本の中ですと、いろいろ地
域差もかなりあるとうかがっています
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　山岸　大都市を中心に罹患率が高い
といわれています。もう一つは、西高
東低ということで、西のほうが罹患率
が高くて、東のほう、例えば北海道、
東北地方、関東のそれほど人口の多く
ないところは罹患率が低いといわれて
います（図２）。
　一番高い罹患率を示しているのは大
阪府、一番低いのが岩手県で、その差
は大阪府が罹患率が28.0で、岩手県が
8.9ということですので、数倍高い。政
令指定都市で見ますと、大阪市は41.5
ということで、岩手県の4.7倍。大阪市
に次いで名古屋、東京23区、神戸、堺
というような大都市では罹患率が高く

なっています。
　大西　大都市に集中するような傾向
もあるようなのですが、特に関西に多
いのは何か社会的な背景もあるのでし
ょうか。
　山岸　正確な理由は不明ですが、西
のほうが人口密度が高い、大都市が多
いというのもあると思います。高齢者
はどこの県もそれほど変わらず、以前、
結核に感染していて、高齢となり、体
力・免疫力が落ちて発病する、いわゆ
る既感染発病の方が多いと思われます。
大都市では非高齢者の方が多く、人口
密度が高いので、多くの人が集まる場
所も多い。そういうところで感染して
発病する方が多いといわれております。
罹患率の低い県では結核患者に占める
高齢者の比率が高く、大都市では低い
傾向にあります。

図１　日本の結核罹患率の推移

（公益財団法人結核予防会「結核の統計2011」より）
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　大西　それでは次に、いわゆるハイ
リスク集団が最近問題かと思いますけ
れども、既感染者、かつてかかった方
の再燃など、そのあたりはいかがでし
ょうか。
　山岸　高齢者も含めた既感染者とい
うことになると思いますけれども、胸

部X線写真で結核の治癒所見のある方
であるとか、あるいは結核の治療歴の
ある方、こういう方はそうではない方
に比べて発病する可能性が高いといわ
れております（表１）。
　それと、既感染者ということでいえ
ば、最近、結核患者と接触した人、特
に喀痰塗抹陽性の患者さんと接触した
人は罹患率が高いので、この方たちに
対しては予防的に抗結核薬を投与する
ことも必要になってくると思います。
　大西　特に既往歴のある方は要注意
ということですね。
　次に、最近はいろいろな薬、免疫抑
制剤とかも出てきていまして、ステロ
イドなどもいろいろ使われますが、そ
ういう方で結核が再燃したり、発症し
たりということも増えているようです
が、そのあたりはどうでしょうか。
　山岸　これは前から指摘されている
ことですけれども、特に最近は関節リ
ウマチに対して生物学的製剤がかなり
使われるようになりまして、これらの
人たちからの発病もかなり目立ってき
ています。
　免疫抑制宿主でいえば、糖尿病を合
併する患者さんが非常に高い頻度を示
しております。全国平均では結核を発
病した人の糖尿病の合併頻度はだいた
い12～13％なのですけれども、私の病
院で入院した人だけを見ますと、20数
％います。糖尿病は結核を発病しやす
いこともありますが、結核の進展速度

図２　結核罹患率の地域格差：
　　　都道府県別罹患率（2011年）

１．岩手県 8.9
２．宮城県 9.8
３．長野県 10.1
４．群馬県 11.2
５．山形県 11.3
・・・
43．岐阜県 21.0
44．東京都 22.9
45．和歌山県 23.5
46．徳島県 23.6
47．大阪府 28.0

　　全国  17.7

大都市で高い罹患率

大阪市41.5、名古屋市28.1
東京都特別区25.6、神戸市24.6
堺市24.3、北九州市23.6
川崎市21.5、京都市20.3
（罹患率20以上の政令指定都市）

罹患率の地域格差

大阪市は岩手県の4.7倍
名古屋市は3.2倍
東京都特別区は2.9倍

（公益財団法人結核予防会
「結核の統計2011」より）
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が糖尿病を合併しない人に比べると早
くなる。その結果、排菌陽性者が多く
なり入院せざるを得なくなるというこ
とです。
　大西　糖尿病以外にも何か気をつけ
なければいけない病態はありますか。
　山岸　例えば、腎透析を受けていた
り、悪性腫瘍の患者さん、特に化学療
法や放射線治療を受けている患者さん
は発病しやすいかなと思います。また
悪性腫瘍などで末期になってくると、
以前感染していた結核が再燃してくる
ということがあると思います。
　大西　頭に置いておかなければいけ
ないということですね。

　次に、いわゆる社会的・経済的に弱
い方も罹患率が高いように思いますが、
そのあたりはいかがでしょうか。
　山岸　住所不定者、いわゆるホーム
レス、あるいは日雇い労働者、飯場で
働いている方は、健康診断の機会がな
かなかないということと、それからス
トレスが加わる、経済的に厳しい状況
にあるということで発病者が多いとも
いわれています。
　大西　受診もついつい遅れてしまう
ということがあるのですね。
　山岸　そうですね。本当にぐあいが
悪くなって、動けなくなってから見つ
かる方も、こういう方には多いという
ことがいわれています。
　大西　外国籍の方もだんだん増えて
きているように思いますが、そういう
方々も多いのでしょうか。
　山岸　先ほどの世界の結核というこ
とに通じるかと思うのですけれども、
結核の蔓延国から来た方は注意しなけ
ればいけないといわれています。日本
での結核の発病者の全体で見ますと、
若い方、20代、30代に占める外国人の
方が最近増えているといわれています。
　大西　次に、私たち医療従事者も非
常に危険にさらされているケースが多
いのですが、そのあたりの状況はどう
でしょうか。
　山岸　医療従事者は結核の未治療の
患者さんに接触する機会が多いわけで
す。肺炎として入院してきた患者さん

表１　結核発病のハイリスク集団

１．既感染者
　　・最近の感染曝露：患者接触者
　　・結核治療歴のある者
　　・胸部X線写真で治癒所見のある者
２．免疫抑制宿主
　　・糖尿病・腎透析・悪性腫瘍
　　・じん肺・HIV/AIDS
　　・副腎皮質ステロイド剤投与
　　・抗TNF-α製剤投与者
３．社会的・経済的弱者
　　・住所不定者・簡易宿泊所居住者
　　・臨時日雇い労働者
４．職業的な感染曝露
　　・医療従事者
５．その他
　　・胃切除・痩せ
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が、実は大量の結核菌を排菌している
ということもあります。また救急の現
場で、何もわからない状況で、例えば
挿管したりとか、そういうところで感
染してしまう。あるいは、病名もわか
らないまま亡くなってしまって、解剖
したときに感染を受けることもありま
す。逆に、結核の診断が確定してから
患者さんと接触する結核専門病院では、
N95のマスクの着用と換気の徹底等に
より、最近は医療従事者からの結核発
病は少なくなってきています。
　大西　先ほどご高齢の方にかなり増
えたというお話がありましたが、その
あたりの状況を教えていただけますか。
　山 岸　一番新しいデータですと、
2011年では結核の新規登録患者さんに
占める70歳以上の割合が50％を超えて

53.8％となりました。80歳以上の方は
32.3％ということで、最近では結核は
高齢者の疾患であるということがいわ
れるようになってきています（図３）。
　大西　これからますますご高齢の方
が増えますが、結核対策が非常に重要
になるということですね。
　山岸　はい。高齢者の結核患者の比
率の増加とともに最近問題になってい
るのが、入院期間が短くなってきてい
ることから、結核患者数自体は減少し
ていますので、結核病床の確保という
のが大きな問題になってきます。
　大西　今後、そのあたりも気をつけ
ながら対策を立てていかなければいけ
ないということですね。
　最後に、現場の先生方に何か、こう
いう点を注意したほうがいいというア

図３　新規登録結核患者に占める70歳以上の比率の推移

（公益財団法人結核予防会「結核の統計2011」より）
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が糖尿病を合併しない人に比べると早
くなる。その結果、排菌陽性者が多く
なり入院せざるを得なくなるというこ
とです。
　大西　糖尿病以外にも何か気をつけ
なければいけない病態はありますか。
　山岸　例えば、腎透析を受けていた
り、悪性腫瘍の患者さん、特に化学療
法や放射線治療を受けている患者さん
は発病しやすいかなと思います。また
悪性腫瘍などで末期になってくると、
以前感染していた結核が再燃してくる
ということがあると思います。
　大西　頭に置いておかなければいけ
ないということですね。

　次に、いわゆる社会的・経済的に弱
い方も罹患率が高いように思いますが、
そのあたりはいかがでしょうか。
　山岸　住所不定者、いわゆるホーム
レス、あるいは日雇い労働者、飯場で
働いている方は、健康診断の機会がな
かなかないということと、それからス
トレスが加わる、経済的に厳しい状況
にあるということで発病者が多いとも
いわれています。
　大西　受診もついつい遅れてしまう
ということがあるのですね。
　山岸　そうですね。本当にぐあいが
悪くなって、動けなくなってから見つ
かる方も、こういう方には多いという
ことがいわれています。
　大西　外国籍の方もだんだん増えて
きているように思いますが、そういう
方々も多いのでしょうか。
　山岸　先ほどの世界の結核というこ
とに通じるかと思うのですけれども、
結核の蔓延国から来た方は注意しなけ
ればいけないといわれています。日本
での結核の発病者の全体で見ますと、
若い方、20代、30代に占める外国人の
方が最近増えているといわれています。
　大西　次に、私たち医療従事者も非
常に危険にさらされているケースが多
いのですが、そのあたりの状況はどう
でしょうか。
　山岸　医療従事者は結核の未治療の
患者さんに接触する機会が多いわけで
す。肺炎として入院してきた患者さん

表１　結核発病のハイリスク集団

１．既感染者
　　・最近の感染曝露：患者接触者
　　・結核治療歴のある者
　　・胸部X線写真で治癒所見のある者
２．免疫抑制宿主
　　・糖尿病・腎透析・悪性腫瘍
　　・じん肺・HIV/AIDS
　　・副腎皮質ステロイド剤投与
　　・抗TNF-α製剤投与者
３．社会的・経済的弱者
　　・住所不定者・簡易宿泊所居住者
　　・臨時日雇い労働者
４．職業的な感染曝露
　　・医療従事者
５．その他
　　・胃切除・痩せ
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が、実は大量の結核菌を排菌している
ということもあります。また救急の現
場で、何もわからない状況で、例えば
挿管したりとか、そういうところで感
染してしまう。あるいは、病名もわか
らないまま亡くなってしまって、解剖
したときに感染を受けることもありま
す。逆に、結核の診断が確定してから
患者さんと接触する結核専門病院では、
N95のマスクの着用と換気の徹底等に
より、最近は医療従事者からの結核発
病は少なくなってきています。
　大西　先ほどご高齢の方にかなり増
えたというお話がありましたが、その
あたりの状況を教えていただけますか。
　山 岸　一番新しいデータですと、
2011年では結核の新規登録患者さんに
占める70歳以上の割合が50％を超えて

53.8％となりました。80歳以上の方は
32.3％ということで、最近では結核は
高齢者の疾患であるということがいわ
れるようになってきています（図３）。
　大西　これからますますご高齢の方
が増えますが、結核対策が非常に重要
になるということですね。
　山岸　はい。高齢者の結核患者の比
率の増加とともに最近問題になってい
るのが、入院期間が短くなってきてい
ることから、結核患者数自体は減少し
ていますので、結核病床の確保という
のが大きな問題になってきます。
　大西　今後、そのあたりも気をつけ
ながら対策を立てていかなければいけ
ないということですね。
　最後に、現場の先生方に何か、こう
いう点を注意したほうがいいというア

図３　新規登録結核患者に占める70歳以上の比率の推移

（公益財団法人結核予防会「結核の統計2011」より）
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ドバイスがありましたら、一つ二つ教
えていただけますか。
　山岸　先ほど申しましたが、基礎疾
患がある方で咳、痰が出るようなこと
があったら、そして少し長引くような

ことがあったら、結核を考えていただ
きたいということです。胸部X線写真
だけではなくて、痰の検査もしっかり
やっていただきたいと思います。
　大西　ありがとうございました。

52 （612） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　大西　米丸先生、本日は結核の治療
ということでうかがいたいと思います。
　初めに、かつて結核といいますと、
不治の病ということだったと思います
けれども、歴史的な経緯などそのあた
りはいかがでしょうか。
　米丸　結核は、古代エジプト時代か
ら記載がありまして、結核で亡くなっ
た証拠が骨に残っています。美人薄命
という表現は、若い女性が結核でやせ
細り、白い肌で亡くなるときにも使わ
れます。それから、ホワイト・プレー
グ、これはペスト（プレーグ、黒死病）
と対比される言葉ですが、結核で亡く
なることが非常に多かったために、疫
病（プレーグ）という名前でも呼ばれ
たと理解されます。また、シェイクス
ピアの中にも結核を意味するコンサン
プション（消耗）という言葉がありま
す。これは結核が体力を消耗させなが
ら死に至ることに由来しています。
　これらからわかるように、結核とい
うのは、助かる方も少数いたのですけ
れども、かつては多くの方が亡くなる

深刻な病気でした。よい治療法がなか
ったためサナトリウムに隔離し、転地
療養、すなわちきれいな空気、松林、
よい栄養による療法で長い期間努力し
てきました。それでも、なかなか結核
を治しきることはできなかったという
のが化学療法以前の結核治療の歴史で
す。
　大西　長い人類の歴史とともに歩ん
できたということですね。ただ、最近
はかなり治るようになってきましたけ
れども、日本の現状はどのような具合
でしょうか。
　米丸　現在では、化学療法によって
結核は根治を目指すことができるよう
になりました。1940年代からストレプ
トマイシン（SM）が使われるように
なり、1950年代になってイソニアジド
（INH）を含む複数の抗結核薬が登場
し、結核の治癒を目指すことができる
ようになりました。
　現在では、厚生労働省、結核病学会
が中心となり、結核の医療基準が作ら
れています。結核の治療としては、治

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

伊勢原協同病院副院長
米　丸　　亮

（聞き手　大西　真）

結核の治療
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ドバイスがありましたら、一つ二つ教
えていただけますか。
　山岸　先ほど申しましたが、基礎疾
患がある方で咳、痰が出るようなこと
があったら、そして少し長引くような

ことがあったら、結核を考えていただ
きたいということです。胸部X線写真
だけではなくて、痰の検査もしっかり
やっていただきたいと思います。
　大西　ありがとうございました。

52 （612） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　大西　米丸先生、本日は結核の治療
ということでうかがいたいと思います。
　初めに、かつて結核といいますと、
不治の病ということだったと思います
けれども、歴史的な経緯などそのあた
りはいかがでしょうか。
　米丸　結核は、古代エジプト時代か
ら記載がありまして、結核で亡くなっ
た証拠が骨に残っています。美人薄命
という表現は、若い女性が結核でやせ
細り、白い肌で亡くなるときにも使わ
れます。それから、ホワイト・プレー
グ、これはペスト（プレーグ、黒死病）
と対比される言葉ですが、結核で亡く
なることが非常に多かったために、疫
病（プレーグ）という名前でも呼ばれ
たと理解されます。また、シェイクス
ピアの中にも結核を意味するコンサン
プション（消耗）という言葉がありま
す。これは結核が体力を消耗させなが
ら死に至ることに由来しています。
　これらからわかるように、結核とい
うのは、助かる方も少数いたのですけ
れども、かつては多くの方が亡くなる

深刻な病気でした。よい治療法がなか
ったためサナトリウムに隔離し、転地
療養、すなわちきれいな空気、松林、
よい栄養による療法で長い期間努力し
てきました。それでも、なかなか結核
を治しきることはできなかったという
のが化学療法以前の結核治療の歴史で
す。
　大西　長い人類の歴史とともに歩ん
できたということですね。ただ、最近
はかなり治るようになってきましたけ
れども、日本の現状はどのような具合
でしょうか。
　米丸　現在では、化学療法によって
結核は根治を目指すことができるよう
になりました。1940年代からストレプ
トマイシン（SM）が使われるように
なり、1950年代になってイソニアジド
（INH）を含む複数の抗結核薬が登場
し、結核の治癒を目指すことができる
ようになりました。
　現在では、厚生労働省、結核病学会
が中心となり、結核の医療基準が作ら
れています。結核の治療としては、治

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

伊勢原協同病院副院長
米　丸　　亮

（聞き手　大西　真）

結核の治療
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癒、そして感染性の消失、さらには再
発防止や耐性化の防止が重要です。治
療の原則として、結核菌に対して感受
性のある薬剤を３剤以上併用し、服薬
確認のもとに患者さんに薬を服用して
もらいます。副作用対策をしっかり行
いつつ、治療を完遂することが非常に
重要です。
　大西　そうしますと、どういうタイ
ミングで専門医にご紹介するとか、入
院したらいいのかとか、そのあたりも
スタンダードな基準が決まっているの
でしょうか。
　米丸　治療の選択としてはいろいろ
な基準があるのですけれども、まずは
治療歴がある方は、専門医に紹介する
のがよいでしょう。これは、再治療の
患者さん方の結核菌は耐性菌率が高い
ため、簡単には治しきれないという事
情があります。また、感染源の患者さ
んの結核菌が耐性菌であるとわかって
いる患者さんも結核の専門医にゆだね
ていただきたい。
　また、肝炎や肝硬変による重度の肝
障害、80歳以上の患者さんでは治療薬
の選択に工夫が必要になってきます。
結核の化学療法には標準治療（A）と標
準治療（B）が設定されています（図）。
　原則として標準治療（A）を選択し
ます。１次抗結核薬４剤で治療を開始
するのが標準治療（A）です。薬剤名
を挙げますと、リファンピシン（RFP）、
イソニアジド（INH）、ピラジナミド

（PZA）、そして、エタンブトール（EB）
あるいはストレプトマイシン（SM）で
す。最初の２カ月間は、４剤治療を実
施し、結核菌がRFP、INHに感受性が
あると判明すれば、残りの４カ月間を
RFP、INHによる２剤で治療し、全体
で６カ月間の治療を終えます。これが
現在、世界においても標準治療法にな
っています。
　原則的には標準治療（A）を用いる
わけですけれども、標準治療（B）は
PZAが使えない患者さんに用います。
PZAは肝障害が出現する場合があり、
PZAによる肝障害は、比較的長期化、

図

♯： 初期強化のEB（SM）は、RFPおよび
INHに薬剤感受性があれば終了する

（日本結核病学会治療委員会：「結核医療
の基準」の見直し─2008年、結核83：529-
535、2008より作図）
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重症化するという傾向があります。こ
のため、PZAの投与は注意が必要です。
PZAを使わない場合は、RFP、INH、
EBもしくはSM、これらの３剤で２カ
月間治療し、残りの７カ月間をRFP、
INHで治療します。
　大西　標準治療（B）を選択する場
合は、もともと慢性肝炎や肝硬変があ
ったり、あるいはかなり高齢の方とい
った場合かと思うのですけれども、例
えば肝機能の値など、何か具体的な基
準があるのでしょうか。
　米丸　肝障害の中でも、肝不全や非
代償性の肝硬変がある場合、またAST
（GOT）やALT（GPT）が正常値の３
倍以上、もしくは100IU/ℓ以上の場合
は、PZAを投与いたしません。また、
日本では80歳以上の患者さんにはあま
り投与しません。世界の標準では、80
歳以上で使わないということは一般的
ではないのですが、わが国では80歳以
上の方にPZAを用いる専門医は多く
ありません。それから、妊婦さんには
PZAは用いません。WHOはPZAに催
奇形性はなく、したがって妊婦にも投
与してよいと勧告しているのですが、
日本では使われないのが現状です。
　あとは、SMとEBの違いですが、SM
の方が抗結核作用は強力です。ただし、
腎障害、聴力障害がありますし、注射
薬は痛いので、日本でも、世界でも経
口薬のEBが多く使われております。
　大西　実際、治療が始まりますと、

いろいろモニタリングをしていかなけ
ればいけないと思いますけれども、ど
のように経過を追っていったらよろし
いでしょうか。例えば、X線写真撮影
の頻度や、血液検査の頻度など、いろ
いろあるかと思いますけれども。
　米丸　肝障害があるかどうかが非常
に重要なことになります。RFP、INH、
PZAは肝障害を惹起し得ます。最初の
２カ月は２週間に１度採血検査により
肝障害をチェックしていただき、月に
１度胸部X線写真上の画像所見の変化
を追跡していただければよろしいと思
います。
　結核菌の感染源は喀痰が塗抹陽性の
患者さんですから、喀痰検査は欠かせ
ません。入院勧告をするのは肺結核、
咽頭結核、喉頭結核、気管支結核で、
喀痰塗抹陽性の結核患者さんです。入
院勧告による隔離入院となります。さ
らに、医師が必要と認めた結核も入院
勧告をして、隔離入院下で治療します。
月１回は喀痰の結核菌検査をして、他
者への感染性が消失することを確認す
ることが公衆衛生上も非常に重要です。
　大西　最近、潜在している結核に対
する対応もいろいろ難しいとうかがっ
ていますけれども、そのあたりについ
て教えていただけますか。
　米丸　かつては、濃厚な接触者でツ
ベルクリン反応が陽性の方に対し、結
核が発症する前に薬を服用してもらう
という考えで、予防内服といっていま
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癒、そして感染性の消失、さらには再
発防止や耐性化の防止が重要です。治
療の原則として、結核菌に対して感受
性のある薬剤を３剤以上併用し、服薬
確認のもとに患者さんに薬を服用して
もらいます。副作用対策をしっかり行
いつつ、治療を完遂することが非常に
重要です。
　大西　そうしますと、どういうタイ
ミングで専門医にご紹介するとか、入
院したらいいのかとか、そのあたりも
スタンダードな基準が決まっているの
でしょうか。
　米丸　治療の選択としてはいろいろ
な基準があるのですけれども、まずは
治療歴がある方は、専門医に紹介する
のがよいでしょう。これは、再治療の
患者さん方の結核菌は耐性菌率が高い
ため、簡単には治しきれないという事
情があります。また、感染源の患者さ
んの結核菌が耐性菌であるとわかって
いる患者さんも結核の専門医にゆだね
ていただきたい。
　また、肝炎や肝硬変による重度の肝
障害、80歳以上の患者さんでは治療薬
の選択に工夫が必要になってきます。
結核の化学療法には標準治療（A）と標
準治療（B）が設定されています（図）。
　原則として標準治療（A）を選択し
ます。１次抗結核薬４剤で治療を開始
するのが標準治療（A）です。薬剤名
を挙げますと、リファンピシン（RFP）、
イソニアジド（INH）、ピラジナミド

（PZA）、そして、エタンブトール（EB）
あるいはストレプトマイシン（SM）で
す。最初の２カ月間は、４剤治療を実
施し、結核菌がRFP、INHに感受性が
あると判明すれば、残りの４カ月間を
RFP、INHによる２剤で治療し、全体
で６カ月間の治療を終えます。これが
現在、世界においても標準治療法にな
っています。
　原則的には標準治療（A）を用いる
わけですけれども、標準治療（B）は
PZAが使えない患者さんに用います。
PZAは肝障害が出現する場合があり、
PZAによる肝障害は、比較的長期化、

図

♯： 初期強化のEB（SM）は、RFPおよび
INHに薬剤感受性があれば終了する

（日本結核病学会治療委員会：「結核医療
の基準」の見直し─2008年、結核83：529-
535、2008より作図）
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重症化するという傾向があります。こ
のため、PZAの投与は注意が必要です。
PZAを使わない場合は、RFP、INH、
EBもしくはSM、これらの３剤で２カ
月間治療し、残りの７カ月間をRFP、
INHで治療します。
　大西　標準治療（B）を選択する場
合は、もともと慢性肝炎や肝硬変があ
ったり、あるいはかなり高齢の方とい
った場合かと思うのですけれども、例
えば肝機能の値など、何か具体的な基
準があるのでしょうか。
　米丸　肝障害の中でも、肝不全や非
代償性の肝硬変がある場合、またAST
（GOT）やALT（GPT）が正常値の３
倍以上、もしくは100IU/ℓ以上の場合
は、PZAを投与いたしません。また、
日本では80歳以上の患者さんにはあま
り投与しません。世界の標準では、80
歳以上で使わないということは一般的
ではないのですが、わが国では80歳以
上の方にPZAを用いる専門医は多く
ありません。それから、妊婦さんには
PZAは用いません。WHOはPZAに催
奇形性はなく、したがって妊婦にも投
与してよいと勧告しているのですが、
日本では使われないのが現状です。
　あとは、SMとEBの違いですが、SM
の方が抗結核作用は強力です。ただし、
腎障害、聴力障害がありますし、注射
薬は痛いので、日本でも、世界でも経
口薬のEBが多く使われております。
　大西　実際、治療が始まりますと、

いろいろモニタリングをしていかなけ
ればいけないと思いますけれども、ど
のように経過を追っていったらよろし
いでしょうか。例えば、X線写真撮影
の頻度や、血液検査の頻度など、いろ
いろあるかと思いますけれども。
　米丸　肝障害があるかどうかが非常
に重要なことになります。RFP、INH、
PZAは肝障害を惹起し得ます。最初の
２カ月は２週間に１度採血検査により
肝障害をチェックしていただき、月に
１度胸部X線写真上の画像所見の変化
を追跡していただければよろしいと思
います。
　結核菌の感染源は喀痰が塗抹陽性の
患者さんですから、喀痰検査は欠かせ
ません。入院勧告をするのは肺結核、
咽頭結核、喉頭結核、気管支結核で、
喀痰塗抹陽性の結核患者さんです。入
院勧告による隔離入院となります。さ
らに、医師が必要と認めた結核も入院
勧告をして、隔離入院下で治療します。
月１回は喀痰の結核菌検査をして、他
者への感染性が消失することを確認す
ることが公衆衛生上も非常に重要です。
　大西　最近、潜在している結核に対
する対応もいろいろ難しいとうかがっ
ていますけれども、そのあたりについ
て教えていただけますか。
　米丸　かつては、濃厚な接触者でツ
ベルクリン反応が陽性の方に対し、結
核が発症する前に薬を服用してもらう
という考えで、予防内服といっていま
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した。近年では、潜在性結核感染もし
くは感染症という概念に変わってきま
した。結核症は発症していないけれど
も、結核感染を受けた方、曝露されて
感染が成立した方については、治療を
したほうが長期間の経過を見たときに
活動性結核の発症が少ないということ
がわかってきました。このため積極的
に治療しようという考え方になってい
ます。これを潜在性結核感染症の治療

と呼んでいます。
　INHによる６カ月もしくは９カ月間
の治療を行います。日本では６カ月治
療が一般的ですが、９カ月あるいは12
カ月まで期間を延ばすと、約90％の発
症を抑えられるといわれています。６
カ月治療ではおおよそ50～70％の発症
抑制率といわれています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　結核患者さんの合併症という
と、どういったものがあるのでしょう
か。
　佐々木　一番薬を使いにくい方のお
話から先にさせていただきますが、結
核の薬の代謝にかかわる肝臓の合併症
のある方に薬の制限があります。通常、
結核の治療は初回の治療で薬剤耐性を
認めない場合、イソニアジド、リファ
ンピシン、ピラジナミド、そしてエタ
ンブトールないしはストレプトマイシ
ンで、初期２カ月、後期４カ月という
６カ月治療が標準ですけれども、AST、
ALTが正常値上限３倍以上の活動性C
型肝炎の方や非代償性肝硬変の方はピ
ラジナミドは避けるようにということ
が日本結核病学会治療委員会からガイ
ドラインとして勧告されています。
　齊藤　それはピラジナミドの肝への
副作用が強く出るということでしょう
か。
　佐々木　そうです。肝細胞性の障害
が非常に強い薬剤でして、ひとたび肝
障害を起こしますと、なかなか元に戻

らない方も多いので、日本結核病学会
治療委員会、あるいは世界的にもピラ
ジナミドの使用は非代償性肝硬変を中
心とした重篤な肝障害の方には用いな
いことになっています。特に、非代償
性肝硬変の方はイソニアジドの投与に
ついても考慮を加えるということが注
釈で置かれています。
　齊藤　これは何か理由があるのでし
ょうか。
　佐々木　やはりイソニアジドも細胞
障害性の肝障害を起こしますので、重
篤になりやすいことから、注意を喚起
するということになっています。
　齊藤　そうなりますと、使える薬が
減ってしまうということでしょうか。
　佐々木　そうですね。選択肢が非常
に狭くなりますが、肝障害の少ない他
の抗結核薬、アミノグリコシド系注射
薬、エタンブトール等、日本ではまだ
認可されてはいないのですが、世界的
に用いられているレボフロキサシン等
を用いて総合的に治療することになり
ます。治療期間も延長することになっ

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

結核予防会複十字病院呼吸器内科診療主幹
佐々木　結　花

（聞き手　齊藤郁夫）

合併症を伴う結核の治療
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した。近年では、潜在性結核感染もし
くは感染症という概念に変わってきま
した。結核症は発症していないけれど
も、結核感染を受けた方、曝露されて
感染が成立した方については、治療を
したほうが長期間の経過を見たときに
活動性結核の発症が少ないということ
がわかってきました。このため積極的
に治療しようという考え方になってい
ます。これを潜在性結核感染症の治療

と呼んでいます。
　INHによる６カ月もしくは９カ月間
の治療を行います。日本では６カ月治
療が一般的ですが、９カ月あるいは12
カ月まで期間を延ばすと、約90％の発
症を抑えられるといわれています。６
カ月治療ではおおよそ50～70％の発症
抑制率といわれています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

56 （616） ドクターサロン57巻８月号（7 . 2013）

　齊藤　結核患者さんの合併症という
と、どういったものがあるのでしょう
か。
　佐々木　一番薬を使いにくい方のお
話から先にさせていただきますが、結
核の薬の代謝にかかわる肝臓の合併症
のある方に薬の制限があります。通常、
結核の治療は初回の治療で薬剤耐性を
認めない場合、イソニアジド、リファ
ンピシン、ピラジナミド、そしてエタ
ンブトールないしはストレプトマイシ
ンで、初期２カ月、後期４カ月という
６カ月治療が標準ですけれども、AST、
ALTが正常値上限３倍以上の活動性C
型肝炎の方や非代償性肝硬変の方はピ
ラジナミドは避けるようにということ
が日本結核病学会治療委員会からガイ
ドラインとして勧告されています。
　齊藤　それはピラジナミドの肝への
副作用が強く出るということでしょう
か。
　佐々木　そうです。肝細胞性の障害
が非常に強い薬剤でして、ひとたび肝
障害を起こしますと、なかなか元に戻

らない方も多いので、日本結核病学会
治療委員会、あるいは世界的にもピラ
ジナミドの使用は非代償性肝硬変を中
心とした重篤な肝障害の方には用いな
いことになっています。特に、非代償
性肝硬変の方はイソニアジドの投与に
ついても考慮を加えるということが注
釈で置かれています。
　齊藤　これは何か理由があるのでし
ょうか。
　佐々木　やはりイソニアジドも細胞
障害性の肝障害を起こしますので、重
篤になりやすいことから、注意を喚起
するということになっています。
　齊藤　そうなりますと、使える薬が
減ってしまうということでしょうか。
　佐々木　そうですね。選択肢が非常
に狭くなりますが、肝障害の少ない他
の抗結核薬、アミノグリコシド系注射
薬、エタンブトール等、日本ではまだ
認可されてはいないのですが、世界的
に用いられているレボフロキサシン等
を用いて総合的に治療することになり
ます。治療期間も延長することになっ

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅰ）

結核予防会複十字病院呼吸器内科診療主幹
佐々木　結　花

（聞き手　齊藤郁夫）

合併症を伴う結核の治療
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ております。
　齊藤　その辺が肝臓障害、肝臓がう
んと悪い方の問題点ということですね。
少し悪い程度ならば、特にいいのでし
ょうか。
　佐々木　臨床家の先生方がお気にな
さるのはアルコール多飲者の肝障害だ
と思います。この方たちは、まず禁酒
させ、肝機能が正常値に戻ったら標準
治療が開始できます。肝障害が残存し、
結核の治療を急ぐ場合は、肝臓の障害
の少ない薬剤、先ほど申しましたエタ
ンブトール、アミノグリコシド製剤、
ニューキノロン剤の中のレボフロキサ
シンから１～３剤を先行します。肝機
能が改善したところで、改めてイソニ
アジド、リファンピシン、ピラジナミ
ドの投与を考慮することで、治療に関
しては十分標準治療が導入できます。
　齊藤　以上、肝臓ということでした
けれども、そのほかはどうでしょうか。
　佐々木　次は腎臓疾患だと思います。
日本は透析患者さんが非常に多くおい
でですし、ご高齢の方にも透析導入中
の方が多くおられます。
　齊藤　透析患者さんは免疫力が落ち
るので、どうしても結核の危険が大き
いということになるのでしょうか。
　佐々木　結核発病リスクは高くなり
ます。また、やはり透析導入前後には
発病率が高くなりますので、ご注意願
えればと思います。
　齊藤　この場合の治療はどういった

注意が必要になりますか。
　佐々木　腎機能低下のある方につい
ては、日本では結核病学会が昭和60
（1985）年に出した基準がありまして、
ここではクレアチニンクリアランス50
以下でエタンブトールを48時間ごとの
投与、連日投与ではなく、48時間ごと
を推奨しています。最近のものでは、
米国の基準でピラジナミド、レボフロ
キサシンは週３回とし連日としないこ
と、透析の方は透析後に内服をすると
いうことに注意が喚起されています。
イソニアジド、リファンピシンに関し
ては、投与量、投与間隔については健
常人と同じでよろしいといわれていま
す。
　齊藤　腎臓排泄ということで、血中
濃度が高くなってしまうことを考慮す
るということでしょうか。
　佐々木　そうです。エタンブトール
は著明です。
　齊藤　腎害性はあまり考えなくてよ
いでしょうか。
　佐々木　アミノグリコシド製剤は腎
機能障害の方には用いることは勧めら
れませんが透析患者さんは別です。
　齊藤　そうですね。クレアチニンク
リアランスで50ということになります
と、けっこう頻度は高いですね。
　佐々木　幅広くなります。米国では
30㎖/minで一応区切っております。慢
性腎不全では、非常に難しいところだ
と思います。治療中、繰り返し検査値
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をチェックする必要があると思います。
　齊藤　腎臓とも多少絡みますが、糖
尿病もありますね。
　佐々木　はい。今、結核患者さんの
約10％以上の方に糖尿病の合併がある
といわれています。通常の治療期間で
すと、再発や、再発時の耐性の頻度が
高くなるという報告がありますので、
日本結核病学会治療委員会では治療期
間を３カ月延長してもよいと、勧告さ
れています。また、糖尿病の薬自体に
もリファンピシンとの相互作用があり、
血糖降下薬と他の抗結核薬に併用注意
の指示があるものもあるため、両方の
面から注意していただければと思いま
す。
　齊藤　リファンピシンは薬の代謝を
より促進するということですね。併用
している薬の効きが悪くなるというこ
とになるのですね。
　佐々木　リファンピシン自身という
よりも、相手方の薬のほうの効果を注
意していただく必要があります。場合
によっては血中濃度を測ったほうがい
い薬剤、例えば免疫抑制剤等の臓器移
植の患者さんに用いるものとかありま
すので、ご注意いただければと思いま
す。
　齊藤　糖尿病患者さんでも様々な糖
尿病薬を使っていますし、あるいは血
圧の薬もあるでしょうし、あるいは脂
質の薬もあるでしょうし、そのうちの
かなりのものがリファンピシンの影響

を受けるということですね。
　佐々木　血糖降下薬には結核の薬と
の併用のときに血糖値の上下があるか
らということを注意書きで書いてある
ものが多いです。
　齊藤　先ほど腎機能のことで、GFR
50ということでしたけれども、高齢者
のかなりの部分がそこに含まれますね。
　佐々木　高齢者の治療については、
全身状態を見て標準治療、先ほどお話
しした４種の治療を行うかどうかを考
えることが原則です。以前、80歳以上
の方に一律ピラジナマイドを使わない
というお話もありました。しかし、ご
高齢の方は全身状態に非常に幅があり
ますので、一律に使わないのではなく
て、個々に評価をして投与を行うとい
うことにだんだん変わりつつあります。
　そして、先ほどおっしゃられた腎機
能の低下は、ご高齢の方は腎機能障害
が表面上わかりにくい、データ上わか
りにくいところもありますので、やは
り注意して腎機能の確認をしながら投
与していただくというかたちが必要だ
と思います。
　齊藤　結核患者には高齢者がかなり
多いという現状があるのですね。
　佐々木　そうですね。65歳以上が約
半数ですし、70歳以上の方がかなり多
いので、ご高齢の方については綿密な
治療計画と観察が必要ではないかと思
います。
　齊藤　次はどんなところでしょうか。
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ております。
　齊藤　その辺が肝臓障害、肝臓がう
んと悪い方の問題点ということですね。
少し悪い程度ならば、特にいいのでし
ょうか。
　佐々木　臨床家の先生方がお気にな
さるのはアルコール多飲者の肝障害だ
と思います。この方たちは、まず禁酒
させ、肝機能が正常値に戻ったら標準
治療が開始できます。肝障害が残存し、
結核の治療を急ぐ場合は、肝臓の障害
の少ない薬剤、先ほど申しましたエタ
ンブトール、アミノグリコシド製剤、
ニューキノロン剤の中のレボフロキサ
シンから１～３剤を先行します。肝機
能が改善したところで、改めてイソニ
アジド、リファンピシン、ピラジナミ
ドの投与を考慮することで、治療に関
しては十分標準治療が導入できます。
　齊藤　以上、肝臓ということでした
けれども、そのほかはどうでしょうか。
　佐々木　次は腎臓疾患だと思います。
日本は透析患者さんが非常に多くおい
でですし、ご高齢の方にも透析導入中
の方が多くおられます。
　齊藤　透析患者さんは免疫力が落ち
るので、どうしても結核の危険が大き
いということになるのでしょうか。
　佐々木　結核発病リスクは高くなり
ます。また、やはり透析導入前後には
発病率が高くなりますので、ご注意願
えればと思います。
　齊藤　この場合の治療はどういった

注意が必要になりますか。
　佐々木　腎機能低下のある方につい
ては、日本では結核病学会が昭和60
（1985）年に出した基準がありまして、
ここではクレアチニンクリアランス50
以下でエタンブトールを48時間ごとの
投与、連日投与ではなく、48時間ごと
を推奨しています。最近のものでは、
米国の基準でピラジナミド、レボフロ
キサシンは週３回とし連日としないこ
と、透析の方は透析後に内服をすると
いうことに注意が喚起されています。
イソニアジド、リファンピシンに関し
ては、投与量、投与間隔については健
常人と同じでよろしいといわれていま
す。
　齊藤　腎臓排泄ということで、血中
濃度が高くなってしまうことを考慮す
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をチェックする必要があると思います。
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尿病薬を使っていますし、あるいは血
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を受けるということですね。
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ものが多いです。
　齊藤　先ほど腎機能のことで、GFR
50ということでしたけれども、高齢者
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　佐々木　高齢者の治療については、
全身状態を見て標準治療、先ほどお話
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えることが原則です。以前、80歳以上
の方に一律ピラジナマイドを使わない
というお話もありました。しかし、ご
高齢の方は全身状態に非常に幅があり
ますので、一律に使わないのではなく
て、個々に評価をして投与を行うとい
うことにだんだん変わりつつあります。
　そして、先ほどおっしゃられた腎機
能の低下は、ご高齢の方は腎機能障害
が表面上わかりにくい、データ上わか
りにくいところもありますので、やは
り注意して腎機能の確認をしながら投
与していただくというかたちが必要だ
と思います。
　齊藤　結核患者には高齢者がかなり
多いという現状があるのですね。
　佐々木　そうですね。65歳以上が約
半数ですし、70歳以上の方がかなり多
いので、ご高齢の方については綿密な
治療計画と観察が必要ではないかと思
います。
　齊藤　次はどんなところでしょうか。
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　佐々木　先ほどちょっと挙げました
けれども、日本では、副腎皮質ステロ
イド剤、免疫抑制剤を使っていらっし
ゃる方が多いので、これらの方は結核
の治療の際、リファンピシンというキ
ードラッグがその薬剤と相互作用を示
します。ですから、ここ数年の間に保
険収載されましたリファブチンに変更
したほうがいい方は専門医に相談して
いただきたく存じます。変更したほう
が薬剤相互作用が少ないということが
理由です。これはHIV患者さんたちの
抗ウイルス治療においても同じような
ことがいえると思います。
　齊藤　リファブチンは効果的にはリ
ファンピシンと近いと考えていいので
すか。
　佐々木　ほぼ同等と考えていいと思
います。ただ、ぶどう膜炎というリフ
ァブチン独特の目の副作用があります
ので、最初専門医にコンサルトしてい
ただければと思います。
　齊藤　そのうえで、酵素誘導が少な
いということですね。
　佐々木　はい、そうです。
　齊藤　そういった意味ではかなり助
かるということですね。
　佐々木　そうですね。助かります。
　齊藤　免疫抑制剤使用者の中には
HIV感染もあるのではないかと思うの
ですけれども、これはどうでしょうか。
　佐々木　日本ではHIV患者数がどん
どん増加するような状況ではないので

すが、世界的には問題となっています。
国立病院機構東京病院での調査で、東
京という地域を背景として3.2％の合併
率ということです。この場合、薬の使
い方が非常に難しいです。そして、免
疫再構築症候群という問題から、最初
から結核の薬とHIVの治療と両方併用
するのではなくて、まず結核を先行し
て治療し鎮静化したあと、抗HIV薬の
投与を開始するということが通常行わ
れています。やはりリファンピシンと
の相互作用がありますので、併用の場
合にはリファブチンのほうに変更する
べき時期もあると思っております。
　齊藤　免疫再構築症候群は、これは
HIV治療が行われて免疫がよくなると、
結核に対してその免疫が何らかの影響
を与える、そういったようなことなの
でしょうか。
　佐々木　一時的に免疫が賦活されま
して、リンパ節が腫れたり、画像が悪
化したりという病態が示されます。一
時的に患者さんが苦しまれるので、こ
のように少し時間差をもって治療する
ことになります。
　齊藤　まずは結核の治療で結核を抑
えて、その後にHIV治療をするという
ことでしょうか。
　佐々木　はい。待てない方はやむを
得ないですけれども、待てる方は結核
を先に治療することになります。
　齊藤　最後に、妊娠している方では
いかがでしょうか。
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　佐々木　妊娠の方は、以前は中絶さ
れていた方もおいでになるのですが、
ピラジナミドとアミノグリコシド系の
薬剤を使わない治療であれば、イソニ
アジド、リファンピシンを中心とした

標準治療をしていただき、無事に出産
できるし、授乳もできますので、ぜひ
担当される先生と相談していただきた
いと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

小誌をご愛読いただき誠にありがとうございます。
※第57巻８月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、９篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報」
シリーズの第１回として、４篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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