
　池脇　高橋先生、血小板減少の対処
ということで、器質的疾患のない血小
板減少というのは、理解がなかなか難
しいのですけれども、専門のお立場か
ら、これはどういうふうに解釈したら
いいのでしょうか。
　高橋　器質的疾患のないということ
は、これはちょっと解釈が難しくて、
基本的には血小板減少にはそれが起こ
るための理由がありますので、そうい
った原因が不明な血小板減少というこ
との意味なのか、ただ、血小板減少の
原因というのは明らかにされることが
多いかと思います。
　池脇　そうしましたら、器質的な疾
患のあるなしに限らず、血小板減少に
関して先生から教えていただくという
ことでよろしいですか。
　高橋　はい、よろしくお願いします。
　池脇　血液中の血小板の数が減ると

いうことになれば、単純に考えますと、
産生が低下する、あるいは破壊、消費
が亢進する、その両方が一緒に起こる
など、幾つかのパターンに分けられる
と思うのですけれども、そういうこと
をちょっと説明いただけるでしょうか。
　高橋　血小板減少が起こる大きな理
由は３つに分けられます。１つは、先
生がおっしゃられましたように、骨髄
での血小板産生の低下があります。例
えば、再生不良性貧血あるいは骨髄異
形成症候群、白血病、がんの骨髄浸潤、
ウイルス感染、あるいは薬剤による障
害、そういったことで骨髄での血小板
産生が抑えられることによって血小板
が低下します。
　もう１つは破壊あるいは消費の亢進
があります。有名なのは特発性血小板
減少性紫斑病（ITP）というものがあ
りまして、これは血小板に対する自己

血小板減少

三井記念病院血液内科部長
高　橋　強　志

（聞き手　池脇克則）

　器質的疾患のない血小板減少の対処についてご教示ください。
＜北海道開業医＞
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万～40万/μLとされています。したが
って、15万/μL以下ですと血小板減少
症ということができるかと思います。
ただし、10万/μL以上では通常は経過
観察になります。10万/μL以下の場合
には、血小板減少の原因を精査しよう
ということになります。特に５万/μL
以下ですと、出血症状が出たり、ある
いは打撲や転倒等によって重篤な脳出
血あるいは臓器出血等が起こる可能性
がありますので、積極的に調べること
が必要です。また、血小板が１万/μL
以下になりますと、重篤な自然出血が
起こる可能性も高くなりますので、そ
の場合には緊急的に入院等で対処する
ことになるかと思います。いずれにし
ましても、５万/μL以下になりました
ら、原因がわからない場合には血液専
門医のいるところを速やかに紹介して
いただくのがよいかと思います。
　池脇　そういう意味では、その原因
を探るとなった場合には、ご自身でや
るのではなくて、血液内科の専門の先
生にやっていただくのがいいのでしょ
うか。
　高橋　そうですね。特に気をつけな
くてはいけないのは、血小板が減少し
ているから、あるいはそこで出血を伴
っているからといって、血小板を入れ
てはいけないような病態が存在します。
例えば、先ほど述べましたTTP、ある
いはHIT、これらは血小板の輸血によ
ってより病態が悪化することが知られ

ています。
　また、ITPに関しましても、これは
血小板を破壊する抗体が存在していま
すので、血小板を輸注したとしても速
やかに壊されてしまいますので、通常
は適応にはなりません。ただし、ITP
の場合、もし重篤な、生命にかかわる
ような出血がある場合にはその限りで
はなくて、緊急避難的に輸血をする場
合があります。
　池脇　細かな質問になるかもしれま
せんけれども、比較的軽症の血小板減
少症、10万～15万/μLぐらいという方
の場合に、一通りITP等々のスクリー
ニングをやって、陰性という場合には、
先ほどの先生のお話でしたら経過観察
ということですか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方たちは、長い目
で見ていくと、だんだんとITPなどが
表に出てくるのでしょうか。それとも、
そのまま病的な意義のない血小板減少
が持続するのでしょうか。
　高橋　血小板がその方の正常値であ
って、10万～15万/μLの間にある方と
いうのは比較的よく見られます。そう
いった方はもちろんその後の経過で見
ても、特に血小板が減ってくることは
ありません。ただ、例えばITPですと
か、あるいは骨髄異形成症候群では、
その初期には血小板減少が軽度であっ
て、それが経過で進行していきますと、
血小板が10万/μL、５万/μLと、だんだ

抗体ができてしまうために血小板が破
壊されてしまうものです。そのほかに、
播種性血管内凝固症候群、DICと呼ば
れているものですが、これでも血小板
は破壊されます。また、血栓性血小板
減少性紫斑病、TTPと呼ばれるもの。
それから、これは医原性になるのです
が、ヘパリンを使ったことによって血
小板が減ってしまうヘパリン起因性血
小板減少症、これはHITと呼びますが、
そういったもので血小板が減ります。
その他、炎症、感染が体の中に起こり
ますと血小板が消費されることが多い
ので、場合によってはそれで血小板数
が下がることがあります。
　その他の原因としましては、例えば
肝硬変などで脾腫が起こりますと、そ
こに血小板がプールされてしまって、
血液中の血小板が減ってしまう。ある
いは、大量に輸血をされますと、それ
によって希釈されることで血小板が減
ってしまう。あるいは、これはいろい
ろな遺伝子の異常などが知られていま
すけれども、先天性あるいは家族性の
血小板減少症、大きくこの３つに分か
れるかと思います。
　池脇　最初が産生低下、次が消費・
破壊、３つ目は血小板の体の中の分布
が変わることによって血液中の数が減
って見えるということですね。質問は
血小板減少ということだけなのですけ
れども、３つの血球がいずれも減るも
の、あるいは血小板だけというもの、

そういった観点でいうと、今言われた
中で、例えば質問では血小板だけ減っ
ているのかなという感じがするのです
けれども、そういう観点ではどうでし
ょう。
　高橋　例えば、白血病とか骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血等ですと、
３系統とも血球は減少することが多い
のですが、場合によっては先行して血
小板だけが減るというような状況もあ
りうるかと思います。薬剤性の血球障
害にしても、血小板だけに起こってく
る場合もありますし、白血球減少や貧
血等が起こってくる場合もあります。
先ほど述べましたITPなどは血小板が
特異的に減少して、通常は白血球は正
常ですし、貧血も見られません。
　池脇　ITPというのは急性と慢性と
２つに分かれるのですか。
　高橋　そうですね。基本的には大人
の場合には慢性型が多いと思います。
小児では急性型のもの、特に感染症な
どを契機にして血小板が急激に低下し
まして、その後、回復するといったも
のです。それに対して慢性のITPとい
うものは、数カ月以上、血小板減少が
持続してしまうというものになります。
　池脇　血小板減少が起こる機序をお
話しいただいたのですけれども、血小
板数によって対処も変わるのではない
かと思うのですけれども、そういう観
点ではいかがでしょうか。
　高橋　通常は血小板の正常値は15
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万～40万/μLとされています。したが
って、15万/μL以下ですと血小板減少
症ということができるかと思います。
ただし、10万/μL以上では通常は経過
観察になります。10万/μL以下の場合
には、血小板減少の原因を精査しよう
ということになります。特に５万/μL
以下ですと、出血症状が出たり、ある
いは打撲や転倒等によって重篤な脳出
血あるいは臓器出血等が起こる可能性
がありますので、積極的に調べること
が必要です。また、血小板が１万/μL
以下になりますと、重篤な自然出血が
起こる可能性も高くなりますので、そ
の場合には緊急的に入院等で対処する
ことになるかと思います。いずれにし
ましても、５万/μL以下になりました
ら、原因がわからない場合には血液専
門医のいるところを速やかに紹介して
いただくのがよいかと思います。
　池脇　そういう意味では、その原因
を探るとなった場合には、ご自身でや
るのではなくて、血液内科の専門の先
生にやっていただくのがいいのでしょ
うか。
　高橋　そうですね。特に気をつけな
くてはいけないのは、血小板が減少し
ているから、あるいはそこで出血を伴
っているからといって、血小板を入れ
てはいけないような病態が存在します。
例えば、先ほど述べましたTTP、ある
いはHIT、これらは血小板の輸血によ
ってより病態が悪化することが知られ

ています。
　また、ITPに関しましても、これは
血小板を破壊する抗体が存在していま
すので、血小板を輸注したとしても速
やかに壊されてしまいますので、通常
は適応にはなりません。ただし、ITP
の場合、もし重篤な、生命にかかわる
ような出血がある場合にはその限りで
はなくて、緊急避難的に輸血をする場
合があります。
　池脇　細かな質問になるかもしれま
せんけれども、比較的軽症の血小板減
少症、10万～15万/μLぐらいという方
の場合に、一通りITP等々のスクリー
ニングをやって、陰性という場合には、
先ほどの先生のお話でしたら経過観察
ということですか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方たちは、長い目
で見ていくと、だんだんとITPなどが
表に出てくるのでしょうか。それとも、
そのまま病的な意義のない血小板減少
が持続するのでしょうか。
　高橋　血小板がその方の正常値であ
って、10万～15万/μLの間にある方と
いうのは比較的よく見られます。そう
いった方はもちろんその後の経過で見
ても、特に血小板が減ってくることは
ありません。ただ、例えばITPですと
か、あるいは骨髄異形成症候群では、
その初期には血小板減少が軽度であっ
て、それが経過で進行していきますと、
血小板が10万/μL、５万/μLと、だんだ

抗体ができてしまうために血小板が破
壊されてしまうものです。そのほかに、
播種性血管内凝固症候群、DICと呼ば
れているものですが、これでも血小板
は破壊されます。また、血栓性血小板
減少性紫斑病、TTPと呼ばれるもの。
それから、これは医原性になるのです
が、ヘパリンを使ったことによって血
小板が減ってしまうヘパリン起因性血
小板減少症、これはHITと呼びますが、
そういったもので血小板が減ります。
その他、炎症、感染が体の中に起こり
ますと血小板が消費されることが多い
ので、場合によってはそれで血小板数
が下がることがあります。
　その他の原因としましては、例えば
肝硬変などで脾腫が起こりますと、そ
こに血小板がプールされてしまって、
血液中の血小板が減ってしまう。ある
いは、大量に輸血をされますと、それ
によって希釈されることで血小板が減
ってしまう。あるいは、これはいろい
ろな遺伝子の異常などが知られていま
すけれども、先天性あるいは家族性の
血小板減少症、大きくこの３つに分か
れるかと思います。
　池脇　最初が産生低下、次が消費・
破壊、３つ目は血小板の体の中の分布
が変わることによって血液中の数が減
って見えるということですね。質問は
血小板減少ということだけなのですけ
れども、３つの血球がいずれも減るも
の、あるいは血小板だけというもの、

そういった観点でいうと、今言われた
中で、例えば質問では血小板だけ減っ
ているのかなという感じがするのです
けれども、そういう観点ではどうでし
ょう。
　高橋　例えば、白血病とか骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血等ですと、
３系統とも血球は減少することが多い
のですが、場合によっては先行して血
小板だけが減るというような状況もあ
りうるかと思います。薬剤性の血球障
害にしても、血小板だけに起こってく
る場合もありますし、白血球減少や貧
血等が起こってくる場合もあります。
先ほど述べましたITPなどは血小板が
特異的に減少して、通常は白血球は正
常ですし、貧血も見られません。
　池脇　ITPというのは急性と慢性と
２つに分かれるのですか。
　高橋　そうですね。基本的には大人
の場合には慢性型が多いと思います。
小児では急性型のもの、特に感染症な
どを契機にして血小板が急激に低下し
まして、その後、回復するといったも
のです。それに対して慢性のITPとい
うものは、数カ月以上、血小板減少が
持続してしまうというものになります。
　池脇　血小板減少が起こる機序をお
話しいただいたのですけれども、血小
板数によって対処も変わるのではない
かと思うのですけれども、そういう観
点ではいかがでしょうか。
　高橋　通常は血小板の正常値は15
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んに減っていく。そういった方という
のは一部には見られます。
　池脇　実際には血小板が十分あって、
採血のときのぐあいで凝集して少なく
なるというものも一応は除外する必要
がありますね。
　高橋　そうですね。採血のときの血
算を測るときにEDTAの容器を使いま
すが、健康な方でも、0.2～0.5％ぐらい
の方はこのEDTAによって血小板が凝
集してしまう方がいらっしゃいます。
そういった場合には、これは偽性の血

小板減少症ということになるわけで、
もちろん本人は出血傾向などはありま
せんし、実際に血液の塗抹標本を見て
みますと、そこには血小板が凝集して
見られます。そのような場合がありま
したら、ご本人にこれはEDTAによる
偽性の血小板減少症だということを伝
えておいて、本人が医療機関を受診す
るときには、EDTA以外の容器、例え
ばヘパリンあるいはクエン酸等を使っ
た採血が必要になってきます。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　宮本先生、restless legs syn-
drome（RLS）ということで、何とな
く私もイメージはあるのですけれども、
むずむず脚症候群であったり、下肢静
止不能症候群、どうなっているのだろ
うというのが正直なところです。この
疾患の背景、歴史というのでしょうか、
そのあたりから教えてください。
　宮本　本疾患は17世紀末にThomas 
Willisという、ウィリスの動脈輪を記載
した先生が最初に報告しています。そ
の後、1945年にスウェーデンのEkbom先
生が症例をまとめて疾患概念が確立さ
れて、現在に至っています。
　池脇　そうすると、けっこう古いで
すね。
　宮本　そうですね。
　池脇　日本語での呼び方ですけれど
も、幾つかあるのでしょうか。
　宮本　本疾患の呼び方は幾つかあり

まして、１つはむずむず脚症候群、こ
れは患者さんがよく訴える脚の感覚異
常からきた呼び名です。２つ目には英
語名をそのまま読んで、レストレスレ
ッグス症候群といいます。さらに、日
本神経学会の用語集に記載されている
病名として下肢静止不能症候群があり
まして、様々な呼び名があります。ま
た、最近では疾患を最初に記載したウ
ィリスと疾患概念を確立したエクボム
の名前を取って、ウィリス・エクボム
病と呼ぶようになりつつあります。
　池脇　いろいろな背景があって、ち
ょっと違う名前がついたにしても、同
じ疾患のことをいっているということ
は確かなのでしょうか。
　宮本　はい、そうです。
　池脇　これはけっこう頻度が高いと
聞きますけれども、そうなのですか。
　宮本　欧米の大規模な疫学調査によ

restless legs syndrome

獨協医科大学内科学（神経）准教授
宮　本　雅　之

（聞き手　池脇克則）

　restless legs syndromeについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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んに減っていく。そういった方という
のは一部には見られます。
　池脇　実際には血小板が十分あって、
採血のときのぐあいで凝集して少なく
なるというものも一応は除外する必要
がありますね。
　高橋　そうですね。採血のときの血
算を測るときにEDTAの容器を使いま
すが、健康な方でも、0.2～0.5％ぐらい
の方はこのEDTAによって血小板が凝
集してしまう方がいらっしゃいます。
そういった場合には、これは偽性の血

小板減少症ということになるわけで、
もちろん本人は出血傾向などはありま
せんし、実際に血液の塗抹標本を見て
みますと、そこには血小板が凝集して
見られます。そのような場合がありま
したら、ご本人にこれはEDTAによる
偽性の血小板減少症だということを伝
えておいて、本人が医療機関を受診す
るときには、EDTA以外の容器、例え
ばヘパリンあるいはクエン酸等を使っ
た採血が必要になってきます。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　宮本先生、restless legs syn-
drome（RLS）ということで、何とな
く私もイメージはあるのですけれども、
むずむず脚症候群であったり、下肢静
止不能症候群、どうなっているのだろ
うというのが正直なところです。この
疾患の背景、歴史というのでしょうか、
そのあたりから教えてください。
　宮本　本疾患は17世紀末にThomas 
Willisという、ウィリスの動脈輪を記載
した先生が最初に報告しています。そ
の後、1945年にスウェーデンのEkbom先
生が症例をまとめて疾患概念が確立さ
れて、現在に至っています。
　池脇　そうすると、けっこう古いで
すね。
　宮本　そうですね。
　池脇　日本語での呼び方ですけれど
も、幾つかあるのでしょうか。
　宮本　本疾患の呼び方は幾つかあり

まして、１つはむずむず脚症候群、こ
れは患者さんがよく訴える脚の感覚異
常からきた呼び名です。２つ目には英
語名をそのまま読んで、レストレスレ
ッグス症候群といいます。さらに、日
本神経学会の用語集に記載されている
病名として下肢静止不能症候群があり
まして、様々な呼び名があります。ま
た、最近では疾患を最初に記載したウ
ィリスと疾患概念を確立したエクボム
の名前を取って、ウィリス・エクボム
病と呼ぶようになりつつあります。
　池脇　いろいろな背景があって、ち
ょっと違う名前がついたにしても、同
じ疾患のことをいっているということ
は確かなのでしょうか。
　宮本　はい、そうです。
　池脇　これはけっこう頻度が高いと
聞きますけれども、そうなのですか。
　宮本　欧米の大規模な疫学調査によ

restless legs syndrome

獨協医科大学内科学（神経）准教授
宮　本　雅　之

（聞き手　池脇克則）

　restless legs syndromeについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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りますと、有病率は５～10％と報告さ
れていますが、日本を含むアジアでは
２～３％といわれています。
　池脇　本当に少ないというよりも、
なかなか診断まで至っていないから少
ないということもあるのですか。
　宮本　疾患自体の認知度が低いこと
もあると思われます。
　池脇　年齢層ですとか、あるいは性
別、何か特徴があるのでしょうか。
　宮本　性別では男性よりも女性に多
い傾向がありまして、年齢は小児から
高齢の方まで幅広く存在します。
　池脇　この病気の病態についてはい
かがでしょうか。
　宮本　この病気自体は、夜、下肢に
異常な感覚が生じて、このために眠れ
なくなってしまう、身体疾患に基づく
不眠症の１つです。
　病態は、３大要因がありまして、１
つは脳内のドパミン神経の機能異常が
いわれています。もう１つは、ドパミ
ン神経の機能には鉄が重要であり、脳
内の貯蔵鉄の欠乏が原因で起こること
があります。このほかに、家族歴を持
つ例があることと、遺伝子解析などに
よって遺伝的な要因が関与するものが
あります。
　池脇　夜に多いというのは、例えば
ドパミンの濃度が日内変動で夜落ちて
きて、それで症状が起こりやすいとか、
そういうことなのですか。
　宮本　そのとおりです。ドパミン神

経の機能のサーカディアンリズム、す
なわち日内変動によって、夜間、特に
ドパミン神経の機能が低下するといわ
れていますので、夕方から夜の時間帯
に起こりやすいといわれています。
　池脇　1945年に疾患の概念が確立さ
れて、ただ、診断基準というのが決め
られたのは比較的最近ですか。
　宮本　疾患概念が確立されたのちに、
2003年に国際レストレスレッグス症候
群研究グループが発表した診断基準が
あります。この診断基準では脚の感覚
異常の４つの特徴を必須項目として挙
げています。
　１つは下肢の異常感覚によって脚を
動かしたいという強い欲求に駆られる
こと。２つ目はじっとしていると感覚
異常が悪化する。３つ目は脚を動かす
ことによってこの感覚異常はやわらぐ。
４つ目は夜間になると感覚異常が悪化
するという日内変動が見られるという
ことが挙げられます。
　このほかに、診断を支持する項目と
して、家族歴があること、また治療に
もつながりますけれども、ドパミン作
動薬の投与によって症状の改善がみら
れること、そして、睡眠ポリグラフ検
査を行ったときに、周期性下肢運動と
いう下肢の異常運動を併存する例が多
いことが挙げられます。
　池脇　基本的には診断項目は患者さ
んの訴え、自覚症状で診断をしていく
ということのようですけれども、目の

前にそういう患者さんが来て、この人
はそうだと、何か具体的に、こんな患
者さんがRLSだという何か印象的な症
例があったらご紹介いただけますか。
　宮本　患者さんはたいてい、夜寝て
から脚がむずむずするなどといった感
覚異常を自覚し、さらにこれが原因で
不眠を訴えてきます。私の経験した例
では、20歳ごろから夜就寝時に脚がむ
ずむずする、動きたくなることから夜
眠れないといった症状が出ていました。
なかなか当時は疾患に対する認知度が
少なかったために、75歳になって私の
ところを受診されて、初めてレストレ
スレッグス症候群と診断して、治療に
至り症状が軽快したという症例を経験
しました。
　池脇　そういう意味では、そういう
疾患が頭の中にあるかどうかで、診断
できるかどうか、だいぶ違いますね。
　宮本　そうですね。
　池脇　治療したらすっとよくなった
ということで、治療の話もちょっと聞
きたいのですけれども、ドパミン関係
の薬ということになると、いわゆるパ
ーキンソン病の薬と重複するのでしょ
うか。
　宮本　本疾患の３大要因として、ド
パミン神経の機能異常と、脳内の鉄欠
乏と遺伝的背景が考えられていますけ
れども、治療法の１つにドパミン神経
の機能を是正するという目的で、パー
キンソン病の治療薬として用いられて

いるドパミン作動薬を少量用いること
によって効果が認められます。
　池脇　鉄剤を投与か、パーキンソン
病の薬か、順番等々はどのようにして
決めたらいいのでしょう。
　宮本　本疾患は客観的な診断法がな
いのが現状です。それで、診断的治療
の目的でまずドパミン作動薬を使うこ
とがあります。また、鉄につきまして
は貧血がなくても血清の鉄のみならず、
血清のフェリチンを測定し、貯蔵鉄の
欠乏がないかどうかをチェックします。
もし鉄欠乏性貧血など鉄欠乏状態があ
ればもちろんのこと、貧血がなくても
貯蔵鉄の欠乏がある場合には鉄剤を投
与します。
　池脇　鉄剤あるいはパーキンソン病
のドパミン作動薬等々を使うことによ
って、どのくらい効果があるのでしょ
う。
　宮本　鉄欠乏例では、鉄剤の使用に
よって改善が認められます。また、ド
パミン作動薬については、レストレス
レッグス症候群の診断が正しければ、
ほぼ100％効果がみられます。
　池脇　これは効果があっても続けて
いく治療ということなのでしょうか。
　宮本　あくまでもこの治療は対症療
法でありますので、長期的に治療して
いく必要があると思います。
　池脇　ここまでで、こういうふうに
して診断するというアイデアが、何と
なくイメージできたと思うのですけれ

6 （726） ドクターサロン57巻10月号（9 . 2013） ドクターサロン57巻10月号（9 . 2013） （727）  7

1310本文.indd   6-7 13/09/17   12:17



りますと、有病率は５～10％と報告さ
れていますが、日本を含むアジアでは
２～３％といわれています。
　池脇　本当に少ないというよりも、
なかなか診断まで至っていないから少
ないということもあるのですか。
　宮本　疾患自体の認知度が低いこと
もあると思われます。
　池脇　年齢層ですとか、あるいは性
別、何か特徴があるのでしょうか。
　宮本　性別では男性よりも女性に多
い傾向がありまして、年齢は小児から
高齢の方まで幅広く存在します。
　池脇　この病気の病態についてはい
かがでしょうか。
　宮本　この病気自体は、夜、下肢に
異常な感覚が生じて、このために眠れ
なくなってしまう、身体疾患に基づく
不眠症の１つです。
　病態は、３大要因がありまして、１
つは脳内のドパミン神経の機能異常が
いわれています。もう１つは、ドパミ
ン神経の機能には鉄が重要であり、脳
内の貯蔵鉄の欠乏が原因で起こること
があります。このほかに、家族歴を持
つ例があることと、遺伝子解析などに
よって遺伝的な要因が関与するものが
あります。
　池脇　夜に多いというのは、例えば
ドパミンの濃度が日内変動で夜落ちて
きて、それで症状が起こりやすいとか、
そういうことなのですか。
　宮本　そのとおりです。ドパミン神

経の機能のサーカディアンリズム、す
なわち日内変動によって、夜間、特に
ドパミン神経の機能が低下するといわ
れていますので、夕方から夜の時間帯
に起こりやすいといわれています。
　池脇　1945年に疾患の概念が確立さ
れて、ただ、診断基準というのが決め
られたのは比較的最近ですか。
　宮本　疾患概念が確立されたのちに、
2003年に国際レストレスレッグス症候
群研究グループが発表した診断基準が
あります。この診断基準では脚の感覚
異常の４つの特徴を必須項目として挙
げています。
　１つは下肢の異常感覚によって脚を
動かしたいという強い欲求に駆られる
こと。２つ目はじっとしていると感覚
異常が悪化する。３つ目は脚を動かす
ことによってこの感覚異常はやわらぐ。
４つ目は夜間になると感覚異常が悪化
するという日内変動が見られるという
ことが挙げられます。
　このほかに、診断を支持する項目と
して、家族歴があること、また治療に
もつながりますけれども、ドパミン作
動薬の投与によって症状の改善がみら
れること、そして、睡眠ポリグラフ検
査を行ったときに、周期性下肢運動と
いう下肢の異常運動を併存する例が多
いことが挙げられます。
　池脇　基本的には診断項目は患者さ
んの訴え、自覚症状で診断をしていく
ということのようですけれども、目の

前にそういう患者さんが来て、この人
はそうだと、何か具体的に、こんな患
者さんがRLSだという何か印象的な症
例があったらご紹介いただけますか。
　宮本　患者さんはたいてい、夜寝て
から脚がむずむずするなどといった感
覚異常を自覚し、さらにこれが原因で
不眠を訴えてきます。私の経験した例
では、20歳ごろから夜就寝時に脚がむ
ずむずする、動きたくなることから夜
眠れないといった症状が出ていました。
なかなか当時は疾患に対する認知度が
少なかったために、75歳になって私の
ところを受診されて、初めてレストレ
スレッグス症候群と診断して、治療に
至り症状が軽快したという症例を経験
しました。
　池脇　そういう意味では、そういう
疾患が頭の中にあるかどうかで、診断
できるかどうか、だいぶ違いますね。
　宮本　そうですね。
　池脇　治療したらすっとよくなった
ということで、治療の話もちょっと聞
きたいのですけれども、ドパミン関係
の薬ということになると、いわゆるパ
ーキンソン病の薬と重複するのでしょ
うか。
　宮本　本疾患の３大要因として、ド
パミン神経の機能異常と、脳内の鉄欠
乏と遺伝的背景が考えられていますけ
れども、治療法の１つにドパミン神経
の機能を是正するという目的で、パー
キンソン病の治療薬として用いられて

いるドパミン作動薬を少量用いること
によって効果が認められます。
　池脇　鉄剤を投与か、パーキンソン
病の薬か、順番等々はどのようにして
決めたらいいのでしょう。
　宮本　本疾患は客観的な診断法がな
いのが現状です。それで、診断的治療
の目的でまずドパミン作動薬を使うこ
とがあります。また、鉄につきまして
は貧血がなくても血清の鉄のみならず、
血清のフェリチンを測定し、貯蔵鉄の
欠乏がないかどうかをチェックします。
もし鉄欠乏性貧血など鉄欠乏状態があ
ればもちろんのこと、貧血がなくても
貯蔵鉄の欠乏がある場合には鉄剤を投
与します。
　池脇　鉄剤あるいはパーキンソン病
のドパミン作動薬等々を使うことによ
って、どのくらい効果があるのでしょ
う。
　宮本　鉄欠乏例では、鉄剤の使用に
よって改善が認められます。また、ド
パミン作動薬については、レストレス
レッグス症候群の診断が正しければ、
ほぼ100％効果がみられます。
　池脇　これは効果があっても続けて
いく治療ということなのでしょうか。
　宮本　あくまでもこの治療は対症療
法でありますので、長期的に治療して
いく必要があると思います。
　池脇　ここまでで、こういうふうに
して診断するというアイデアが、何と
なくイメージできたと思うのですけれ
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ども、例えばどういう取っかかりかと
いうと、もちろん脚がそうだというふ
うにおっしゃる方はそういう方向にい
くかもしれませんけれども、不眠の方
の中にけっこうこの患者さんは隠れて
いるのでしょうか。
　宮本　不眠の原因も幅広くあります
けれども、慢性の不眠を訴える患者さ
んの一部にこのような疾患の患者さん
も含まれている可能性があります。特
に、不眠の原因として夜間の下肢の異
常感覚を訴えてくるような方がいらっ
しゃれば、まず本疾患を疑います。
　池脇　症状だけではなくて、こうい
う検査をして診断できる、そういう検
査はないのかという声もあるかもしれ

ませんが、そういったいわゆる客観的
な検査というのは、この疾患に関して
はどうなのでしょう。
　宮本　残念ながら、客観的に本疾患
を診断する方法は現在のところないの
です。ただ、試みられている方法とし
ては睡眠ポリグラフ検査を応用した検
査法（Suggested immobi lization test： 
SIT）が、国内の一部の施設や海外で
行われています。
　池脇　長年我慢している患者さんが
目の前にいらっしゃる可能性が高いの
で、ぜひ先生のお話を参考にして診断
率を高めていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。

　池田　大腸癌に対する内視鏡手術の
適応、成績等についての質問ですが、
まず、内視鏡的手術の利点、欠点から
おうかがいしたいと思います。
　渡邊　内視鏡手術というのは、いわ
ゆる管腔内視鏡の胃や大腸の内視鏡と
異なりまして、腹腔内に内視鏡（腹腔
鏡）を入れて、その内視鏡で映し出さ
れたモニター上の画像を見ながら手術
をします。胸に入れるものを胸腔鏡、
腹腔内に入れるものを腹腔鏡といって
おりまして、大腸の手術においては腹
腔鏡を使うので、腹腔鏡下手術と呼ん
でいます。内視鏡外科もしくは内視鏡
手術のうち、腹腔鏡を使うものを腹腔
鏡下手術と呼んでいます。
　その利点は、まず傷が小さいことで
す。今までの開腹手術と比べて傷が小
さいので術後の痛みが軽く、現在、胆
石症の90％以上は腹腔鏡で行われてい

ます。
　また、腹腔鏡下手術では開腹と異な
って小腸を空気にさらさないで手術を
します。すなわち腸を動かしたまま手
術をしていますので、腸蠕動の回復が
早いのが特徴です。そのために食事の
開始が早く、通常、手術の翌日から経
口摂取が可能です。
　傷の痛みが軽いので、早期離床が可
能です。早期の離床が可能なので、さ
らに腸蠕動の回復が早くなります。高
齢者では長期臥床による術後のせん妄
なども少なくなります。術創が小さい
ので、手術後の創感染も激減していま
す。早期の経口摂取と早期離床は、早
期退院をもたらし、医療経済的には非
常にメリットがあります。
　腹腔鏡下手術は拡大視効果といって、
カメラで神経や血管などを拡大視する
ので、神経温存や精緻なリンパ節郭清

大腸癌内視鏡手術

北里大学外科教授
渡　邊　昌　彦

（聞き手　池田志斈）

　大腸癌の内視鏡手術の適応、成績等につきご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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ども、例えばどういう取っかかりかと
いうと、もちろん脚がそうだというふ
うにおっしゃる方はそういう方向にい
くかもしれませんけれども、不眠の方
の中にけっこうこの患者さんは隠れて
いるのでしょうか。
　宮本　不眠の原因も幅広くあります
けれども、慢性の不眠を訴える患者さ
んの一部にこのような疾患の患者さん
も含まれている可能性があります。特
に、不眠の原因として夜間の下肢の異
常感覚を訴えてくるような方がいらっ
しゃれば、まず本疾患を疑います。
　池脇　症状だけではなくて、こうい
う検査をして診断できる、そういう検
査はないのかという声もあるかもしれ

ませんが、そういったいわゆる客観的
な検査というのは、この疾患に関して
はどうなのでしょう。
　宮本　残念ながら、客観的に本疾患
を診断する方法は現在のところないの
です。ただ、試みられている方法とし
ては睡眠ポリグラフ検査を応用した検
査法（Suggested immobi lization test： 
SIT）が、国内の一部の施設や海外で
行われています。
　池脇　長年我慢している患者さんが
目の前にいらっしゃる可能性が高いの
で、ぜひ先生のお話を参考にして診断
率を高めていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。

　池田　大腸癌に対する内視鏡手術の
適応、成績等についての質問ですが、
まず、内視鏡的手術の利点、欠点から
おうかがいしたいと思います。
　渡邊　内視鏡手術というのは、いわ
ゆる管腔内視鏡の胃や大腸の内視鏡と
異なりまして、腹腔内に内視鏡（腹腔
鏡）を入れて、その内視鏡で映し出さ
れたモニター上の画像を見ながら手術
をします。胸に入れるものを胸腔鏡、
腹腔内に入れるものを腹腔鏡といって
おりまして、大腸の手術においては腹
腔鏡を使うので、腹腔鏡下手術と呼ん
でいます。内視鏡外科もしくは内視鏡
手術のうち、腹腔鏡を使うものを腹腔
鏡下手術と呼んでいます。
　その利点は、まず傷が小さいことで
す。今までの開腹手術と比べて傷が小
さいので術後の痛みが軽く、現在、胆
石症の90％以上は腹腔鏡で行われてい

ます。
　また、腹腔鏡下手術では開腹と異な
って小腸を空気にさらさないで手術を
します。すなわち腸を動かしたまま手
術をしていますので、腸蠕動の回復が
早いのが特徴です。そのために食事の
開始が早く、通常、手術の翌日から経
口摂取が可能です。
　傷の痛みが軽いので、早期離床が可
能です。早期の離床が可能なので、さ
らに腸蠕動の回復が早くなります。高
齢者では長期臥床による術後のせん妄
なども少なくなります。術創が小さい
ので、手術後の創感染も激減していま
す。早期の経口摂取と早期離床は、早
期退院をもたらし、医療経済的には非
常にメリットがあります。
　腹腔鏡下手術は拡大視効果といって、
カメラで神経や血管などを拡大視する
ので、神経温存や精緻なリンパ節郭清

大腸癌内視鏡手術

北里大学外科教授
渡　邊　昌　彦

（聞き手　池田志斈）

　大腸癌の内視鏡手術の適応、成績等につきご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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という意味で開腹手術より有利です。
　それから長期的には、早期の腸蠕動
の再開は腸の癒着を防ぎます。したが
って開腹手術に多い癒着性の腸閉塞の
発生率が激減しました。以上が内視鏡
手術のメリットです。
　池田　特に欠点といったものはあり
ますか。
　渡邊　欠点は先ほどの拡大視効果の
逆で、全体像の把握が不得意です。そ
れからひとたび出血すると、視野が悪
くなります。視野が悪くなると、さら
に止血が困難になり、悪循環に陥って
しまいます。
　それから開腹手術後の癒着に対する
剝離は、開腹のほうが簡単です。しか
し、開腹手術は容易ですが、将来の癒
着を考えると、腹腔鏡下手術で癒着・
剝離をしたほうがいいというのが私の
持論です。ただし、技術的には広範な
癒着は難しいですね。
　それから、腹腔鏡下手術は必ず全身
麻酔で行うので、全身麻酔が不可能な
患者さんには腹腔鏡下手術はできない
というデメリットがあります。
　さらに、広範に浸潤し、他の臓器と
合併切除が必要な癌では、非常に手間
がかかりますので、腹腔鏡下手術は困
難です。
　池田　逆にいいますと、高度進行癌
であるとか、あるいは手術を繰り返し
て行う場合には腹腔鏡下手術は不向き
だということですね。

　渡邊　そうですね。何度目かの手術
には非常に神経を使いますし、他の臓
器に浸潤のある癌は難しいですね。
　池田　そういう意味で適応がある程
度決まってくると思うのですけれども、
適応についておうかがいできますでし
ょうか。
　渡邊　1991年ぐらいから大腸に対し
てこの手術が始められて、海外では進
行癌や良性疾患にまず初めに導入され
ました。一方、進行癌では特有の再発
形式がみられました。それはポートと
いって、鉗子などの器具を導入する孔
の部位の再発が頻発したために、海外
では進行癌は禁忌で良性疾患がよい適
応ということになりました。本邦では
良性疾患とともに早期癌から導入し、
そして技術的に安全性が確立したうえ
で、1990年の後半から進行癌に適応を
拡大してきました。
　その間、アメリカ、ヨーロッパさら
に日本を含めまして各国で多くの開腹
手術と腹腔鏡下手術を比較する臨床試
験が行われました。その結果、術直後
の成績は腹腔鏡のほうが良好であるこ
とが証明されました。そして長期予後
に関しては開腹も腹腔鏡も差がないこ
とも相次いで報告されました。合併症
に関しても両者に大きな差がないこと
も示されました。結腸癌、上行結腸癌、
S状結腸癌、直腸S状部の進行癌は腹腔
鏡の手術の適応と考えられており、現
在では日本中で腹腔鏡下手術が行われ

ています。現在、本邦の約40％の施設
で導入され、年間１万件以上の結腸癌
に対して腹腔鏡下手術が行われていま
す。日本の独自の臨床試験の長期予後
もあと数年で出る予定です。それに先
立って短期予後の結果が出て、腹腔鏡
のほうが開腹手術よりも優位であると
いうことが証明されました。
　直腸癌に関してはいまだに十分なエ
ビデンスがありませんが、腹腔鏡の拡
大視効果はきわめて有効です。本邦を
含め、世界各国で臨床試験が行われて
おり、現在、早期直腸癌は腹腔鏡の手
術のよい適応だろうと考えられていま
す。近い将来、腹腔鏡下手術が直腸癌
の進行癌にも応用されることになるで
しょう。
　池田　日本の臨床試験も進行中で、
もうすぐ結果が出るということですが、
90年代後半から随分適応が拡大してい
ますけれども、今、行われている研究
の内容についてお話しいただけますで
しょうか。
　渡邊　現在、直腸癌に対する腹腔鏡
下手術の有用性は証明されようとして
います。それから、ステージⅣなど切
除不能の進行癌に対しても腹腔鏡の手
術は有用であること、高齢者に対して
も優れていることも証明されました。
　さらに、腹腔鏡下手術を易しくする
ためにロボットが導入されました。ロ
ボット支援手術は前立腺癌の手術が保
険収載され、本邦でもすでに100台以

上のロボットが導入されています。
　今までは二次元の画像で手術をして
おりましたので、縫合・結紮に高い技
術が必要とされました。最近は三次元
のハイビジョン内視鏡が導入され、ラ
ンニングカーブが短くなるだろうと考
えられています。
　もう一つは、遠隔地における手術で、
インターネットを利用した手術指導も
可能になりました。ロボットと光ファ
イバーを使って遠隔地から治療をする
ことも可能になる時代が来るだろうと
考えています。
　池田　近い将来は医師が動かなくて
も、その場所にロボットを用意してお
いて、インターネットで手術を行う。
　渡邊　本格的にそれを考えているの
はアメリカ軍です。医者を派遣できな
い宇宙空間において遠隔手術が可能に
なるかもしれません。
　池田　すごく夢があるお話ですね。
質問者の先生は特に成績について心配
されているというか、興味があると思
うのですけれども、成績は簡単にいえ
ば。
　渡邊　先ほど申し上げましたけれど
も、結腸癌に関してはすべての病期で、
開腹手術と変わらないという長期予後
のデータが出ています。横行結腸癌は
手術そのものが難しいので、現在、そ
れに対する臨床試験が始まっています。
　池田　ほとんどの大腸癌は内視鏡的
手術の適応になりつつあるということ
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という意味で開腹手術より有利です。
　それから長期的には、早期の腸蠕動
の再開は腸の癒着を防ぎます。したが
って開腹手術に多い癒着性の腸閉塞の
発生率が激減しました。以上が内視鏡
手術のメリットです。
　池田　特に欠点といったものはあり
ますか。
　渡邊　欠点は先ほどの拡大視効果の
逆で、全体像の把握が不得意です。そ
れからひとたび出血すると、視野が悪
くなります。視野が悪くなると、さら
に止血が困難になり、悪循環に陥って
しまいます。
　それから開腹手術後の癒着に対する
剝離は、開腹のほうが簡単です。しか
し、開腹手術は容易ですが、将来の癒
着を考えると、腹腔鏡下手術で癒着・
剝離をしたほうがいいというのが私の
持論です。ただし、技術的には広範な
癒着は難しいですね。
　それから、腹腔鏡下手術は必ず全身
麻酔で行うので、全身麻酔が不可能な
患者さんには腹腔鏡下手術はできない
というデメリットがあります。
　さらに、広範に浸潤し、他の臓器と
合併切除が必要な癌では、非常に手間
がかかりますので、腹腔鏡下手術は困
難です。
　池田　逆にいいますと、高度進行癌
であるとか、あるいは手術を繰り返し
て行う場合には腹腔鏡下手術は不向き
だということですね。

　渡邊　そうですね。何度目かの手術
には非常に神経を使いますし、他の臓
器に浸潤のある癌は難しいですね。
　池田　そういう意味で適応がある程
度決まってくると思うのですけれども、
適応についておうかがいできますでし
ょうか。
　渡邊　1991年ぐらいから大腸に対し
てこの手術が始められて、海外では進
行癌や良性疾患にまず初めに導入され
ました。一方、進行癌では特有の再発
形式がみられました。それはポートと
いって、鉗子などの器具を導入する孔
の部位の再発が頻発したために、海外
では進行癌は禁忌で良性疾患がよい適
応ということになりました。本邦では
良性疾患とともに早期癌から導入し、
そして技術的に安全性が確立したうえ
で、1990年の後半から進行癌に適応を
拡大してきました。
　その間、アメリカ、ヨーロッパさら
に日本を含めまして各国で多くの開腹
手術と腹腔鏡下手術を比較する臨床試
験が行われました。その結果、術直後
の成績は腹腔鏡のほうが良好であるこ
とが証明されました。そして長期予後
に関しては開腹も腹腔鏡も差がないこ
とも相次いで報告されました。合併症
に関しても両者に大きな差がないこと
も示されました。結腸癌、上行結腸癌、
S状結腸癌、直腸S状部の進行癌は腹腔
鏡の手術の適応と考えられており、現
在では日本中で腹腔鏡下手術が行われ

ています。現在、本邦の約40％の施設
で導入され、年間１万件以上の結腸癌
に対して腹腔鏡下手術が行われていま
す。日本の独自の臨床試験の長期予後
もあと数年で出る予定です。それに先
立って短期予後の結果が出て、腹腔鏡
のほうが開腹手術よりも優位であると
いうことが証明されました。
　直腸癌に関してはいまだに十分なエ
ビデンスがありませんが、腹腔鏡の拡
大視効果はきわめて有効です。本邦を
含め、世界各国で臨床試験が行われて
おり、現在、早期直腸癌は腹腔鏡の手
術のよい適応だろうと考えられていま
す。近い将来、腹腔鏡下手術が直腸癌
の進行癌にも応用されることになるで
しょう。
　池田　日本の臨床試験も進行中で、
もうすぐ結果が出るということですが、
90年代後半から随分適応が拡大してい
ますけれども、今、行われている研究
の内容についてお話しいただけますで
しょうか。
　渡邊　現在、直腸癌に対する腹腔鏡
下手術の有用性は証明されようとして
います。それから、ステージⅣなど切
除不能の進行癌に対しても腹腔鏡の手
術は有用であること、高齢者に対して
も優れていることも証明されました。
　さらに、腹腔鏡下手術を易しくする
ためにロボットが導入されました。ロ
ボット支援手術は前立腺癌の手術が保
険収載され、本邦でもすでに100台以

上のロボットが導入されています。
　今までは二次元の画像で手術をして
おりましたので、縫合・結紮に高い技
術が必要とされました。最近は三次元
のハイビジョン内視鏡が導入され、ラ
ンニングカーブが短くなるだろうと考
えられています。
　もう一つは、遠隔地における手術で、
インターネットを利用した手術指導も
可能になりました。ロボットと光ファ
イバーを使って遠隔地から治療をする
ことも可能になる時代が来るだろうと
考えています。
　池田　近い将来は医師が動かなくて
も、その場所にロボットを用意してお
いて、インターネットで手術を行う。
　渡邊　本格的にそれを考えているの
はアメリカ軍です。医者を派遣できな
い宇宙空間において遠隔手術が可能に
なるかもしれません。
　池田　すごく夢があるお話ですね。
質問者の先生は特に成績について心配
されているというか、興味があると思
うのですけれども、成績は簡単にいえ
ば。
　渡邊　先ほど申し上げましたけれど
も、結腸癌に関してはすべての病期で、
開腹手術と変わらないという長期予後
のデータが出ています。横行結腸癌は
手術そのものが難しいので、現在、そ
れに対する臨床試験が始まっています。
　池田　ほとんどの大腸癌は内視鏡的
手術の適応になりつつあるということ
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ですね。
　渡邊　極めて近い将来に腹腔鏡下手
術がゴールドスタンダードになるだろ
うと思います。
　池田　そういう意味では、大腸癌を
外科医に紹介するときは内視鏡的手術

をと。
　渡邊　とりあえずそれを要求してか
まわないと思いますし、患者さんも喜
ばれます。入院期間はだいたい１週間
ぐらいです。
　池田　ありがとうございました。

　池田　まず滑液囊胞についておうか
がいしたいと思います。
　黒田　滑液囊胞炎というのは、質問
の先生がおっしゃるように、膝とか肘
などの特に凸側、出っ張っているほう
にできます。そして、外傷によって起
こることもありますし、慢性的な局所
の刺激、例えば膝だったら、正座され
て長い間刺激されるとか、肘だったら、
机か何かに肘頭部、肘の頭のところを
刺激していて起こったりする。その２
つが原因としてなることが多いのです
が、ぷよぷよとしたやわらかい塊で見
つかって、なかなかそれが引かないと
いうことで患者さんは来院されること
が多いです。
　それに対する鑑別診断ですけれども、

もちろん炎症から起きていることもあ
りますけれども、炎症以外に、腫瘍の
場合も考えなければいけません。腫瘍
では軟部腫瘍を考えるのですが、まず
中身を吸引してみる。吸引して、中身
が液体であれば炎症性のものを考えま
す。この場合は黄色い液体で滑液包炎
のことが多いのです。全く引けなけれ
ば脂肪腫だとか、ほかの腫瘍を考えな
ければいけないので、腫瘤の中身を針
で刺して引いてみるということが重要
だと思います。
　ただ、針を刺すときに一番嫌な合併
症は、細菌感染ですから、それに対し
ての防御としては、手をよく消毒して、
患部もよく消毒して針を刺すといいと
思うのです。その針もできれば18ゲー

難治性の滑液包炎治療

聖路加国際病院整形外科部長
黒　田　栄　史

（聞き手　池田志斈）

　膝関節や肘関節にできる滑液囊胞は針で吸引しても数日で元の大きさに戻り
ます。たまに、うっとうしいので根治的に治してほしいという患者さんに、小
さいドレーンを入れて、常時内容を抜いて囊の閉鎖を図っていますが正しいで
しょうか。他によい方法があればご教示ください。

＜京都府開業医＞
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ですね。
　渡邊　極めて近い将来に腹腔鏡下手
術がゴールドスタンダードになるだろ
うと思います。
　池田　そういう意味では、大腸癌を
外科医に紹介するときは内視鏡的手術

をと。
　渡邊　とりあえずそれを要求してか
まわないと思いますし、患者さんも喜
ばれます。入院期間はだいたい１週間
ぐらいです。
　池田　ありがとうございました。

　池田　まず滑液囊胞についておうか
がいしたいと思います。
　黒田　滑液囊胞炎というのは、質問
の先生がおっしゃるように、膝とか肘
などの特に凸側、出っ張っているほう
にできます。そして、外傷によって起
こることもありますし、慢性的な局所
の刺激、例えば膝だったら、正座され
て長い間刺激されるとか、肘だったら、
机か何かに肘頭部、肘の頭のところを
刺激していて起こったりする。その２
つが原因としてなることが多いのです
が、ぷよぷよとしたやわらかい塊で見
つかって、なかなかそれが引かないと
いうことで患者さんは来院されること
が多いです。
　それに対する鑑別診断ですけれども、

もちろん炎症から起きていることもあ
りますけれども、炎症以外に、腫瘍の
場合も考えなければいけません。腫瘍
では軟部腫瘍を考えるのですが、まず
中身を吸引してみる。吸引して、中身
が液体であれば炎症性のものを考えま
す。この場合は黄色い液体で滑液包炎
のことが多いのです。全く引けなけれ
ば脂肪腫だとか、ほかの腫瘍を考えな
ければいけないので、腫瘤の中身を針
で刺して引いてみるということが重要
だと思います。
　ただ、針を刺すときに一番嫌な合併
症は、細菌感染ですから、それに対し
ての防御としては、手をよく消毒して、
患部もよく消毒して針を刺すといいと
思うのです。その針もできれば18ゲー

難治性の滑液包炎治療

聖路加国際病院整形外科部長
黒　田　栄　史

（聞き手　池田志斈）

　膝関節や肘関節にできる滑液囊胞は針で吸引しても数日で元の大きさに戻り
ます。たまに、うっとうしいので根治的に治してほしいという患者さんに、小
さいドレーンを入れて、常時内容を抜いて囊の閉鎖を図っていますが正しいで
しょうか。他によい方法があればご教示ください。

＜京都府開業医＞
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ジ、太いほうが中のものがよく吸えま
す。慢性の滑液囊胞だと中に滑膜が増
殖し中身が吸いにくいことがあります。
これは、皆さんが掃除機でカーテンの
そばを引くと、ぺたっとカーテンを吸
ってしまって掃除機が働かないように、
細い針だと、滑液の組織を吸って液体
を吸いにくいので、太いほうが引きや
すいし、最後まで引けると思います。
そういう処置をします。
　そして、血性の外傷であれば、１回
抜いただけで、自然と治ることがある
のですが、ほとんどの場合は慢性の炎
症で、黄色い液体が引けるのですけれ
ども、この黄色い液体が引ける場合は、
数日で元に戻ることがしばしばありま
す。数日で元に戻った場合に、その対
処としては、こちらの質問の先生はド
レーンを入れるということですが、私
は今までこれはやったことがないし、
調べたかぎりにおいては、そういう治
療はあまり普通に行われていないよう
です。
　私がやる治療というのは、18ゲージ
で内容を引くわけですけれども、吸引
したあとにステロイドを入れるのです。
ステロイドを入れるときも、18ゲージ
の針を、手でさわったりして不潔にな
ると困りますから、針の固定はペアン
だとかコッヘルみたいな器械でちゃん
とつまんでおいて、ともかくコンタミ
ネーション、感染を起こさないように
してステロイドを入れます。そのステ

ロイドとしては、デカドロンでもいい
ですし、リンデロンという薬でもいい
のですけれども、私が好きなのはケナ
コルトという懸濁液で、懸濁液のほう
が慢性化したものには効くと思ってい
ますので、それを使うことが多いです。
　その後、１日は、コンタミネーショ
ンが怖いので、シャワーもお風呂も禁
止しています。こういうことをしても、
残念ながらまた再発を繰り返すような
場合には、私は麻酔下、その麻酔は上
肢全体の局所麻酔でもいいのですけれ
ども、もし患者さんが緊張されるとい
うことであれば、軽い全身麻酔でもい
いのです。そして粘液囊胞、滑液包を
取る手術をします。慢性化した滑液包
を取るわけですが、その後に皮膚と滑
膜との間にスペースができますので、
そこのところにまたセローマ、粘液包
みたいなものができると嫌ですから、
その場合にはドレーンを入れます。１
～２日でそのドレーンは抜去しても再
発は少ないように今までは感じていま
す。
　こういう治療をしたのが今までの治
療ですが、私が調べているかぎりにお
いては、先ほど言いましたように、ド
レーンだけ入れるということはあまり
一般的には行われていませんでした。
　池田　お話から、治療のためですけ
れども、小さいドレーンを入れて常時
置いておくというのは、二次感染の可
能性を増すので、少し危険であるとい

うことですね。
　黒田　そうですね。コンタミネーシ
ョンが怖いので、コンタミネーション
をできるだけ避けたいと思いますので、
そういう治療はあまり一般的ではない
ように考えています。
　池田　あと保存的な治療の一つとし
て、ステロイドの局所注射というお話
ですけれども、これは何回か繰り返し
てやることはあるのでしょうか。
　黒田　１回やって、だめであれば、
２回目をすることもあります。ご存じ
のように、ステロイドというのは炎症
細胞のライソゾームが破裂して、中か
らケミカルメディエーターが出ないた
めの局所の治療だと思っていますので、
十分に炎症細胞に届かないときにはま
た再発すると思っています。再発した
ときには、前の薬、前にデカドロンを
使ったら次はケナコルト、ケナコルト
を前に使ったら、ステロイドをちょっ
と変えてデカドロンとかリンデロンと
か、ちょっと剤質を変えたりすること
もあります。そういう姑息的かもしれ
ませんけれども、ステロイドで治るこ
とが多いです。
　ただ、もし手術をしたくないと思っ
たら、その後、ギプスシーネみたいな
器具で固定をすると、少し炎症がおさ
まるようなことも経験していますけれ
ども、患者さんにギプスシーネなり、
シーネ、副木を当てることによる面倒
くささ、煩雑さがありますので、そこ

まで患者さんが希望することはあまり
多くありません。このような保存的治
療をします。
　先ほどちょっと言うのを忘れました
けれども、粘液包を麻酔下に、全身麻
酔か局所麻酔下に切除した場合に、そ
の後の痛みを取るために、少し副子固
定なりギプスシーネを使って、これは
１週間ぐらいで取れますけれども、使
ったりしたほうが痛みにとっては楽だ
ということは経験しています。
　ただ、最近、いい包帯、弾性包帯の
少し粘着力のある包帯がありますので、
それを厚く巻くと、ギプスシーネほど
は固くはないのですが、少し運動がで
きなくなります。それでもいいかなと
思っております。
　こういうことをやっていますが、粘
液包の膝だとか肘だとかいうところは
露出している場所ですので、コンタミ
ネーション、細菌が入るのが一番嫌な
ことですから、このドレーンだけを入
れるということは私はしていないし、
今後もあまり皆さんにはお勧めしたく
ないと思っております。
　池田　最初の粘液包炎の発生する機
序といいますか、肘とか膝の関節の外
側にできるということですから、物理
的なこすれですか、いろいろな機械的
刺激で起きるということで、先ほどシ
ーネ固定などでもある程度効果が出る
方がいらっしゃるということですけれ
ども、逆にいいますと、そういった方
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ジ、太いほうが中のものがよく吸えま
す。慢性の滑液囊胞だと中に滑膜が増
殖し中身が吸いにくいことがあります。
これは、皆さんが掃除機でカーテンの
そばを引くと、ぺたっとカーテンを吸
ってしまって掃除機が働かないように、
細い針だと、滑液の組織を吸って液体
を吸いにくいので、太いほうが引きや
すいし、最後まで引けると思います。
そういう処置をします。
　そして、血性の外傷であれば、１回
抜いただけで、自然と治ることがある
のですが、ほとんどの場合は慢性の炎
症で、黄色い液体が引けるのですけれ
ども、この黄色い液体が引ける場合は、
数日で元に戻ることがしばしばありま
す。数日で元に戻った場合に、その対
処としては、こちらの質問の先生はド
レーンを入れるということですが、私
は今までこれはやったことがないし、
調べたかぎりにおいては、そういう治
療はあまり普通に行われていないよう
です。
　私がやる治療というのは、18ゲージ
で内容を引くわけですけれども、吸引
したあとにステロイドを入れるのです。
ステロイドを入れるときも、18ゲージ
の針を、手でさわったりして不潔にな
ると困りますから、針の固定はペアン
だとかコッヘルみたいな器械でちゃん
とつまんでおいて、ともかくコンタミ
ネーション、感染を起こさないように
してステロイドを入れます。そのステ

ロイドとしては、デカドロンでもいい
ですし、リンデロンという薬でもいい
のですけれども、私が好きなのはケナ
コルトという懸濁液で、懸濁液のほう
が慢性化したものには効くと思ってい
ますので、それを使うことが多いです。
　その後、１日は、コンタミネーショ
ンが怖いので、シャワーもお風呂も禁
止しています。こういうことをしても、
残念ながらまた再発を繰り返すような
場合には、私は麻酔下、その麻酔は上
肢全体の局所麻酔でもいいのですけれ
ども、もし患者さんが緊張されるとい
うことであれば、軽い全身麻酔でもい
いのです。そして粘液囊胞、滑液包を
取る手術をします。慢性化した滑液包
を取るわけですが、その後に皮膚と滑
膜との間にスペースができますので、
そこのところにまたセローマ、粘液包
みたいなものができると嫌ですから、
その場合にはドレーンを入れます。１
～２日でそのドレーンは抜去しても再
発は少ないように今までは感じていま
す。
　こういう治療をしたのが今までの治
療ですが、私が調べているかぎりにお
いては、先ほど言いましたように、ド
レーンだけ入れるということはあまり
一般的には行われていませんでした。
　池田　お話から、治療のためですけ
れども、小さいドレーンを入れて常時
置いておくというのは、二次感染の可
能性を増すので、少し危険であるとい

うことですね。
　黒田　そうですね。コンタミネーシ
ョンが怖いので、コンタミネーション
をできるだけ避けたいと思いますので、
そういう治療はあまり一般的ではない
ように考えています。
　池田　あと保存的な治療の一つとし
て、ステロイドの局所注射というお話
ですけれども、これは何回か繰り返し
てやることはあるのでしょうか。
　黒田　１回やって、だめであれば、
２回目をすることもあります。ご存じ
のように、ステロイドというのは炎症
細胞のライソゾームが破裂して、中か
らケミカルメディエーターが出ないた
めの局所の治療だと思っていますので、
十分に炎症細胞に届かないときにはま
た再発すると思っています。再発した
ときには、前の薬、前にデカドロンを
使ったら次はケナコルト、ケナコルト
を前に使ったら、ステロイドをちょっ
と変えてデカドロンとかリンデロンと
か、ちょっと剤質を変えたりすること
もあります。そういう姑息的かもしれ
ませんけれども、ステロイドで治るこ
とが多いです。
　ただ、もし手術をしたくないと思っ
たら、その後、ギプスシーネみたいな
器具で固定をすると、少し炎症がおさ
まるようなことも経験していますけれ
ども、患者さんにギプスシーネなり、
シーネ、副木を当てることによる面倒
くささ、煩雑さがありますので、そこ

まで患者さんが希望することはあまり
多くありません。このような保存的治
療をします。
　先ほどちょっと言うのを忘れました
けれども、粘液包を麻酔下に、全身麻
酔か局所麻酔下に切除した場合に、そ
の後の痛みを取るために、少し副子固
定なりギプスシーネを使って、これは
１週間ぐらいで取れますけれども、使
ったりしたほうが痛みにとっては楽だ
ということは経験しています。
　ただ、最近、いい包帯、弾性包帯の
少し粘着力のある包帯がありますので、
それを厚く巻くと、ギプスシーネほど
は固くはないのですが、少し運動がで
きなくなります。それでもいいかなと
思っております。
　こういうことをやっていますが、粘
液包の膝だとか肘だとかいうところは
露出している場所ですので、コンタミ
ネーション、細菌が入るのが一番嫌な
ことですから、このドレーンだけを入
れるということは私はしていないし、
今後もあまり皆さんにはお勧めしたく
ないと思っております。
　池田　最初の粘液包炎の発生する機
序といいますか、肘とか膝の関節の外
側にできるということですから、物理
的なこすれですか、いろいろな機械的
刺激で起きるということで、先ほどシ
ーネ固定などでもある程度効果が出る
方がいらっしゃるということですけれ
ども、逆にいいますと、そういった方
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になりますと、一度ステロイドで治っ
たり、手術で治って、またできてしま
うということはけっこうあるのでしょ
うか。
　黒田　手術して再発する人は、今ま
で私は経験していません。ただ、もし
再発するのだったら、ほかの疾患とし
て、もともと炎症が起きやすい、例え
ば関節リウマチだとか、何か膠原病的
なものがあるのではないかとか、そう
いう炎症を起こすものがあるのではな
いかということはちょっと考えなけれ
ばいけないと思いますが、幸い今まで
経験したことはありません。
　池田　逆に、ある患者さんで肘にで
きて、次にまた反対側の肘にできたと
か、そういうことはあるのでしょうか。
　黒田　それはリウマチの患者さんで
経験したことがあります。他部位、一
度手術したところの再発は少ないので
すが、似たような、健側と患側は逆に
なるわけですけれども、それは経験し
たことがあります。それは、今まで経
験したことがあるのはほとんどゼネラ
ルな、全身的な病気がある場合だけで
す。
　ただ、そのときはステロイドは著効
します。普通の慢性炎症よりもステロ

イドが著効します。ただ、著効するの
は、液体は少ないのですが、もともと
滑液の組織が厚くなっていますので、
何かまだ軟部組織が残ったような、す
っきりとした治り方ではないのですけ
れども、ステロイドを使うと、中の液
体は本当にきれいに消えます。まだそ
の後、ぶよぶよした、リウマチ結節ま
で固くはないのですけれども、何かも
やもやしたものが触れますので、それ
が将来結節になるのかなと思ったこと
もありますけれども、その後、将来、
固くなったのは見たことがないです。
　池田　お話をうかがうと、多発する
ものであるとか、ステロイドによく反
応するもの、そういったものにはリウ
マチなどの疾患が背後に隠れている。
　黒田　隠れていることがあると思い
ますから。
　池田　容易に治療しないで、専門医
に紹介するということですね。
　黒田　そうですね。局所の治療では
なくて、全身的な治療をすることによ
って、局所の腫脹だとか炎症がよくな
ることは経験していますので、苦労さ
れたら、すぐ専門家に送っていただい
たほうがいいのではないかと思います。
　池田　ありがとうございました。

　山内　高血圧の新しい治療法という
ことで、腎交感神経除神経術、少し話
題になっていますが、これに関して、
まず詳細をうかがう前に、血圧への交
感神経の役割といったあたりを簡単に
教えていただけますか。
　熊谷　血圧調節というのは、私ども
が考えるには延髄の腹側に交感神経の
中枢の神経細胞、ニューロンが集まっ
ているところがありまして、そこの電
気活動が亢進すると心臓や末梢の血管
や腎臓へ行く末梢の交感神経活動が亢
進し、心臓へ行く交感神経が亢進する
と脈拍が増える、あるいは収縮性が増
す、contractivityがよくなります。末
梢の血管はもちろん交感神経が亢進す
ると、きゅっと締まりまして血圧を上
昇させる。
　腎臓交感神経が亢進しますと、レニ
ンという酵素ができまして、それが全

身に作用してアンジオテンシンⅡとい
う、血管を締めたり、心肥大を起こし
たりする物質をつくるということで血
圧が上がります。それから、腎臓交感
神経が亢進すると、近位尿細管に作用
しましてナトリウムを再吸収する。い
ったん尿に出たナトリウムイオンを血
管の中に再吸収するということで、こ
れも血圧上昇につながる。
　そういったことを合わせて、やはり
交感神経が中枢において亢進し、末梢
を支配する交感神経活動が亢進すると
血圧が上がるということになっていま
す（図１）。
　山内　まさに緊張状態になって血圧
が上がる典型的なものですね。
　熊谷　そうです。
　山内　さて、これは「ランセット」
に出て一躍有名になった治療法ですが、
このあたりの経緯は、もともとこれは

高血圧の新しい治療法について

防衛医科大学校腎臓内分泌内科教授
熊　谷　裕　生

（聞き手　山内俊一）

　高血圧の新しい治療法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

16 （736） ドクターサロン57巻10月号（9 . 2013） ドクターサロン57巻10月号（9 . 2013） （737）  17

1310本文.indd   16-17 13/09/17   12:17



亢進している方をちゃんと抽出して選
ぶべきだとか、こういう因子がある人
は交感神経はそんなに亢進していない
から焼いても意味がないから、そうい
う方はやってはいけないとか、そうい

う予測因子をこれから私どもも調べて
いきたい、やるべきであると思ってい
ます。
　山内　非常に楽しみな治療法ですね。
ありがとうございました。

　山内　てんかんと運転免許との関係
についてですが、まず現時点での対応
といいますか、てんかんを持っている
方に対する運転免許、主に行政サイド
の話になるかもしれませんが、こちら
のほうからお聞かせ願えますか。
　松浦　かつては、てんかんという診
断がつきますと、運転免許は絶対欠格
という時代があったのですけれども、
2002年に改正道路交通法が施行されま
して、その後は相対欠格ということに
なっています。ですから、個々の患者
さんごとに判断するということになっ
ています。てんかんであっても、４通
りの場合については運転適性があると
いうふうに考えられております。
　山内　具体的にはどんな条件なので
しょう。
　松浦　１つは５年間無発作という場
合です。２つ目は２年間無発作で、主

治医が今後数年であれば発作は起きな
いという診断書を書いた場合です。３
つ目が発作が意識障害を伴わない、あ
るいは運動障害を伴わない、いわゆる
単純部分発作に限られるという場合で
す。４つ目が発作が睡眠中に限られる。
この４通りの場合は、てんかんという
診断であっても運転適性があるという
ことになっています。
　山内　ただ、実際に診断書が必要な
ケースが多いということになりますか。
　松浦　はい。先ほどの１番目と３番
目、４番目は免許を申請する最初のと
きに診断書を出せば、その後、５年ご
との更新のときに病状申告だけでオー
ケーです。２番目の場合は数年後にも
う一回診断書を出す、そういうルール
になっています。診断書は、各都道府
県の免許センターに置いてあり、患者
さんがそれを持ってきますので、「診

てんかんと運転免許

東京医科歯科大学生命機能情報解析学教授
松　浦　雅　人

（聞き手　山内俊一）

　てんかんと運転免許との関係についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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断書を書いてください」と持ってきた
ら、ぜひ書いてあげていただきたいと
思います。
　山内　診断書を書くにあたって、専
門医である必要はないのですか。
　松浦　それは全くありません。主治
医であれば、先ほどの４通りのどれか
に該当すればオーケーということにな
ります。
　山内　ただ、現実問題として、かな
り見慣れた先生でないと、例えば睡眠
時だけだとかいったことを断定するの
はなかなか難しいような印象もありま
すね。特にこれは患者さんの申告によ
るところもありますね。このあたりに
関しては、少しあいまいなところが残
っていると見てよろしいのでしょうか。
　松浦　てんかんの患者さんは非常に
多くて、日本で100万人ぐらいといわ
れています。そのうち７割の方は発作
が止まる人たちです。この人たちに関
してはそんなに難しくないと思います。
問題は残りの３割の人たちで、適切な
薬で、適切な量を使ってようやく止ま
るという方もおられますし、あるいは
外科手術でようやく止まるという方も
おられますので、そういった方々に関
しては確かに専門医の判断が必要な場
合も出てくると思います。
　山内　非常に現実的な話で恐縮です
が、先ほどの診断書を書くにあたって、
多くの非専門の先生方は患者さんの申
告をもとにして書くということになっ

てしまうと思われますが、薬を使用し
ていない場合ですと、一応その申告を
信じて診断書を書くという、そういう
スタンスで今のところはよろしいので
しょうか。
　松浦　てんかんの治療は、薬をきち
んと服用するというのが原則でして、
先ほどの発作が止まる７割の方という
のは、薬を服用して止まるという意味
ですから、薬の服用が前提になります。
　山内　そうしますと、薬をのんでい
る場合に、薬の量とか、あるいは種類
とかの調節とか、そういったものも絡
んでくると見てよろしいのでしょうか。
すなわち、薬を増やしたらてんかん発
作は収まるのではないかとか、そうい
った話ですが。
　松浦　先ほど言った７割の人たちは、
これはある程度予後がよくて、薬を仮
に少量であっても、あるいはやめても
発作が再発しないという良好な人たち
なのですけれども、残りの３割の人た
ちは確かに適切な薬を適切な量使わな
いと止まらないということがあります。
患者さんは100万人もいるので、専門
医がすべて診るというわけにいきませ
んので、発作が年に１回でも残ってい
るという患者さんの場合には、一度セ
カンドオピニオンのようなかたちで、
今の薬が妥当かどうかということを専
門医にコンサルトする必要があるかな
と思います。
　山内　現在、日本で一番標準的な治

療薬というと何でしょうか。
　松浦　てんかんには２種類ありまし
て、いわゆる全般てんかんというのと
部分てんかんというのがありまして、
前者であればバルプロ酸ナトリウムと
いう薬を使います。後者の部分てんか
んであればカルバマゼピンという薬を
使います。これが逆になったりします
と、本来止まるべき発作が止まらない
ということになりますが、この２つの
薬が基本になります。
　山内　最初の診断は、自信がないな
らば専門医にお任せしてということが
よろしいでしょうか。
　松浦　部分てんかんと全般てんかん
の区別が基本になりますので、どちら
かわからないという場合には一度専門
医にコンサルトしたらいいと思います。
　山内　片方の薬を使って効かなかっ
たら、もう片方というわけにはいかな
いわけですね。
　松浦　そうですね。
　山内　あとは量の調節ですが、これ
はどのように行われるのが普通なので
しょうか。
　松浦　抗てんかん薬は脳に作用する
薬ですから、眠気とかの副作用が出て
きますので、すべての抗てんかん薬の
原則はゆっくりと少量から開始して、
ゆっくりと増量する。発作が止まった
段階でストップする。そういうやり方
が原則になります。
　山内　ストップというのは維持です

ね。
　松浦　維持するということになりま
す。
　山内　確かに運転免許というものが
絡みますと、少し複雑になるときもあ
るかもしれないということですね。
　松浦　そうですね。
　山内　いずれにしても、そのあたり、
行政との絡みもあると思われますが、
学問的に見た場合、学会の考え方とい
うのはまた別にあるのでしょうか。
　松浦　はい、あります。運転免許と
いうのは、医師の診断書がすべてを決
めるわけではありません。各都道府県
の免許センター、公安委員会が医師の
診断書を参考にして、その患者さんに
運転適性があるかどうかを判断して免
許を与えるわけです。あくまで医師の
診断書は参考で、実際に免許を与える
のは公安委員会であるということにな
ります。
　日本のルールは、先ほど言いました
ように、２年以上の無発作を要求して
いるという、非常に厳しいルールなの
です。ヨーロッパでは原則１年間発作
がなければ、運転適性があるという判
断です。EUに加盟している諸国はそ
ういった方針で各国の法律を整備する
ようにという通達が出ていまして、現
在、ほとんどのヨーロッパの国ではそ
のルールに従っていると思います。ア
メリカでは各州によって違うのですけ
れども、原則６カ月無発作であれば運
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断書を書いてください」と持ってきた
ら、ぜひ書いてあげていただきたいと
思います。
　山内　診断書を書くにあたって、専
門医である必要はないのですか。
　松浦　それは全くありません。主治
医であれば、先ほどの４通りのどれか
に該当すればオーケーということにな
ります。
　山内　ただ、現実問題として、かな
り見慣れた先生でないと、例えば睡眠
時だけだとかいったことを断定するの
はなかなか難しいような印象もありま
すね。特にこれは患者さんの申告によ
るところもありますね。このあたりに
関しては、少しあいまいなところが残
っていると見てよろしいのでしょうか。
　松浦　てんかんの患者さんは非常に
多くて、日本で100万人ぐらいといわ
れています。そのうち７割の方は発作
が止まる人たちです。この人たちに関
してはそんなに難しくないと思います。
問題は残りの３割の人たちで、適切な
薬で、適切な量を使ってようやく止ま
るという方もおられますし、あるいは
外科手術でようやく止まるという方も
おられますので、そういった方々に関
しては確かに専門医の判断が必要な場
合も出てくると思います。
　山内　非常に現実的な話で恐縮です
が、先ほどの診断書を書くにあたって、
多くの非専門の先生方は患者さんの申
告をもとにして書くということになっ

てしまうと思われますが、薬を使用し
ていない場合ですと、一応その申告を
信じて診断書を書くという、そういう
スタンスで今のところはよろしいので
しょうか。
　松浦　てんかんの治療は、薬をきち
んと服用するというのが原則でして、
先ほどの発作が止まる７割の方という
のは、薬を服用して止まるという意味
ですから、薬の服用が前提になります。
　山内　そうしますと、薬をのんでい
る場合に、薬の量とか、あるいは種類
とかの調節とか、そういったものも絡
んでくると見てよろしいのでしょうか。
すなわち、薬を増やしたらてんかん発
作は収まるのではないかとか、そうい
った話ですが。
　松浦　先ほど言った７割の人たちは、
これはある程度予後がよくて、薬を仮
に少量であっても、あるいはやめても
発作が再発しないという良好な人たち
なのですけれども、残りの３割の人た
ちは確かに適切な薬を適切な量使わな
いと止まらないということがあります。
患者さんは100万人もいるので、専門
医がすべて診るというわけにいきませ
んので、発作が年に１回でも残ってい
るという患者さんの場合には、一度セ
カンドオピニオンのようなかたちで、
今の薬が妥当かどうかということを専
門医にコンサルトする必要があるかな
と思います。
　山内　現在、日本で一番標準的な治

療薬というと何でしょうか。
　松浦　てんかんには２種類ありまし
て、いわゆる全般てんかんというのと
部分てんかんというのがありまして、
前者であればバルプロ酸ナトリウムと
いう薬を使います。後者の部分てんか
んであればカルバマゼピンという薬を
使います。これが逆になったりします
と、本来止まるべき発作が止まらない
ということになりますが、この２つの
薬が基本になります。
　山内　最初の診断は、自信がないな
らば専門医にお任せしてということが
よろしいでしょうか。
　松浦　部分てんかんと全般てんかん
の区別が基本になりますので、どちら
かわからないという場合には一度専門
医にコンサルトしたらいいと思います。
　山内　片方の薬を使って効かなかっ
たら、もう片方というわけにはいかな
いわけですね。
　松浦　そうですね。
　山内　あとは量の調節ですが、これ
はどのように行われるのが普通なので
しょうか。
　松浦　抗てんかん薬は脳に作用する
薬ですから、眠気とかの副作用が出て
きますので、すべての抗てんかん薬の
原則はゆっくりと少量から開始して、
ゆっくりと増量する。発作が止まった
段階でストップする。そういうやり方
が原則になります。
　山内　ストップというのは維持です

ね。
　松浦　維持するということになりま
す。
　山内　確かに運転免許というものが
絡みますと、少し複雑になるときもあ
るかもしれないということですね。
　松浦　そうですね。
　山内　いずれにしても、そのあたり、
行政との絡みもあると思われますが、
学問的に見た場合、学会の考え方とい
うのはまた別にあるのでしょうか。
　松浦　はい、あります。運転免許と
いうのは、医師の診断書がすべてを決
めるわけではありません。各都道府県
の免許センター、公安委員会が医師の
診断書を参考にして、その患者さんに
運転適性があるかどうかを判断して免
許を与えるわけです。あくまで医師の
診断書は参考で、実際に免許を与える
のは公安委員会であるということにな
ります。
　日本のルールは、先ほど言いました
ように、２年以上の無発作を要求して
いるという、非常に厳しいルールなの
です。ヨーロッパでは原則１年間発作
がなければ、運転適性があるという判
断です。EUに加盟している諸国はそ
ういった方針で各国の法律を整備する
ようにという通達が出ていまして、現
在、ほとんどのヨーロッパの国ではそ
のルールに従っていると思います。ア
メリカでは各州によって違うのですけ
れども、原則６カ月無発作であれば運
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転適性があるというルールを使ってい
る州が多いです。いずれにしても、日
本はそういう意味では非常に厳しいル
ールになっている。
　先ほどの話ですけれども、主治医は
患者さんの申告で診断書を書くわけで
すけれども、これはもちろん患者さん
の申告が正確だということが前提にな
るわけです。診断書を書いたあとから
実は発作があったということが判明し
ても、それはもちろん医師の責任には
ならない、そういうふうにいわれてい
ます。
　山内　一つには、車がないと生活で
きないところはかなり深刻な問題にな
りますから、日本でもそのあたり、地
域的なものも少し加味されてもいいか
もしれないという気もいたしますが、
実際には道路交通法が今度改正されま
すが、かなり厳しくなると見てよろし
いでしょうか。
　松浦　先ほどの運用基準のところは
変わらないのですけれども、申告をせ
ずに免許を取得したりした場合に罰則
を強化しようということがあります。
もう一つは、医師の勧告に従わずに危
険な運転をしている場合に、医師が、

任意ですけれども、当局に通報すると
いうことも可能にしようという方針の
ようです。
　さらに、刑法の改正も議論されてい
ます。従来、交通死傷事故を起こした
場合に、注意義務違反と、ある程度故
意に危険運転をした場合と、２つの刑
罰しかなかったのですけれども、その
中間の罪をつくろうという動きがあり
ます。発作があることを知っていて、
結果的に事故を起こした場合に、そう
いった中間の刑罰を適用するようにし
ようというものです。道路交通法にし
ろ、刑法にしろ、厳罰化の方向にいっ
ているわけです。
　山内　厳しいですね。
　松浦　ただ、厳罰化だけで果たして
実効性があるかというのはちょっと疑
問がありまして、厳罰化と同時に、学
会が提案しているように運用基準を緩
和するとか、あるいは関連の支援法を
整備するとかが必要と思われます。ま
た、新しい法律は何年後かに見直すと
いったような付帯決議をつける必要が
あるのではないかなと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　SJSについて、あまりご存じ
でない方もいらっしゃると思いますの
で、まず、SJSの概念、臨床症状につ
いておうかがいしたいと思います。
　狩野　Stevens-Johnson症候群、SJS
と略させていただきますけれども、SJS
は高熱を伴い皮膚粘膜移行部に重篤な
粘膜のびらんと皮膚に紅斑をもたらす
疾患です。10％未満の水疱、表皮の剝
離などの壊死性障害が認められます。
そして、その原因の大部分は薬剤性と
いわれています。
　池田　薬剤が原因ということですけ
れども、どのような薬剤が多いのでし
ょうか。
　狩野　あらゆる種類の薬剤が起こす
と考えてよろしいのですけれども、そ
の中では抗痙攣薬、消炎鎮痛薬、循環
器系治療薬、また高尿酸血症治療薬な
どが上位を占めるといわれています。

　池田　粘膜等にびらんを生じてくる
ということですけれども、病理学的に
はどのような病理を呈するのでしょう
か。
　狩野　皮膚生検をいたしまして、そ
の病理組織所見を見てみますと、SJS
では表皮細胞のアポトーシスといわれ
る所見が多数散在性に見られます。ま
た、一部では壊死性変化も認められま
す。真皮の上層を見てみますと、リン
パ球を主体とした細胞浸潤が血管周囲
に認められます。
　池田　表皮の壊死といいますと、有
名なのがTENですが、TENとSJSの関
係はどうなっているのでしょうか。
　狩野　以前、SJSとTEN、すなわち
中毒性表皮壊死症は異なる疾患という
とらえ方もあったのですけれども、最
近はSJSとTENは一連の疾患と考えら
れています。この一連の疾患の中で、

Stevens-Johnson Syndrome（SJS）

杏林大学皮膚科臨床教授
狩　野　葉　子

（聞き手　池田志斈）

　Stevens-Johnson Syndrome（SJS）の最近の知見についてご教示ください。
＜新潟県開業医＞
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ットになってリンパ球が浸潤していく。
そして、そこから放出される酵素群に
よって表皮が変性する、あるいは壊死
になるという感じですね。
　狩野　そうですね。リンパ球につい
ては、制御性T細胞の機能的な低下が
関与してエフェクターT細胞が過度に
活性化することが明らかになってきて
います。
　池田　今後の研究としては、何が表
皮の免疫ターゲットになっているかと
いうことですね。
　狩野　はい。その辺は現在研究され
ているところだと思っています。
　池田　上皮と考えますと、閉塞性汎
細気管支炎、これも上皮ですから、同
じようにリンパ球等へいって攻撃して
いるのでしょうか。
　狩野　はい、そのように思います。
皮膚粘膜がターゲットになりますけれ
ども、口腔粘膜、呼吸器系、そのほか
消化管粘膜などもターゲットになると
考えられています。
　池田　その結果、気管支上皮の変化
が起こって、その後に炎症後の梗塞性

変化が起こって、呼吸の困難さが出て
くる、そういうふうに考えられている
のでしょうか。
　狩野　SJSやTENの粘膜病変は通常
の皮膚よりも非常に治りにくい経過を
とることがあって、このため治癒が遷
延化することがあります。治りにくい
ために瘢痕形成を生じやすい傾向があ
るのではないかと思っております。
　池田　私もよくSJSを見ていまして、
あまり腸のほうとか意識したことはな
いのですけれども、腸のほうも何か検
査をされて、報告されているのでしょ
うか。
　狩野　入院した患者さんでは、便の
検査をしますと便潜血反応陽性所見な
どが見られますので、やはり消化管粘
膜もターゲットになって障害されてい
ると考えています。
　池田　最近の知見で、逆にいいます
と、皮膚粘膜のみならず、すべての臓
器の上皮が障害されうるというふうに
理解してよろしいでしょうか。
　狩野　そのように思っています。
　池田　ありがとうございました。

　池田　質問によりますと、明らかに
帯状疱疹を疑う神経痛、どのようなも
のかわかりませんけれども、そういっ
た方が受診されて、皮疹の出現を見ず
に疼痛のみ続いている場合、多くは消
炎鎮痛剤のみ処方することになると思
います。これは皮膚病変を伴わない帯
状疱疹とみていいのですかという質問
ですけれども、そういったデータのよ
うなものはありますか。
　松尾　JHIFというヘルペス感染症フ
ォーラムという研究会での2009年、コ
ンセンサスミーティングでは、発疹が
ない時期での帯状疱疹の診断について
という話題が出ています。そこでは、

発疹が見られず、片側の痛みのみの場
合には、現時点で確実に診断する方法
はないといわれています。
　ただ、どのような痛みかということ
は参考になります。帯状疱疹の場合に
は、いわゆる帯状疱疹後神経痛といわ
れる、急性期が終わった後でも長く続
く痛みがあります。それは神経障害性
疼痛といわれる神経の変性の痛みです
が、初期にもそのような痛みが見られ
ることがあります。そういった場合に
は帯状疱疹の痛みをより疑うことにな
ります。
　池田　神経障害性疼痛というのはど
のような性質のものなのでしょうか。

帯状疱疹を疑う神経痛

東京慈恵会医科大学皮膚科講師
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　明らかに帯状疱疹を疑う神経痛を訴えて来院された方が、発疹の出現を見ず
に疼痛のみ続いて鎮痛剤のみ処方するケースがありますが、
　１．これは、皮膚病変を伴わないヘルペスとみていいのか（他に何か検査方

法はないのか）。
　２．予防的にこの段階でゾビラックス等を処方してよいのか。
　ご教示ください。

＜富山県勤務医＞
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　松尾　急性期の痛みと少し違い、一
番特徴的なのはアロディニア、異痛症
です。これは風が吹いても痛いとか、
服が触れても痛いという表現をされま
す。あとは電気が走るようなとか、焼
けるような、いわゆる火とか電気を連
想させる痛みが特徴になることが多い
といわれています。
　池田　その場合の局所の感覚自体は
どうなのでしょうか。よく帯状疱疹の
患者さんで知覚鈍麻も伴っていること
もあるようなのですけれども。
　松尾　知覚鈍麻であるとか知覚過敏、
そういった感覚の変化も神経障害性疼
痛の一つの特徴だと思います。
　池田　通常の痛みよりも、何か変わ
った痛みということですね。それが長
く続くということになりますか。
　松尾　はい。
　池田　そういった特徴的なものがあ
ればいいのですけれども、質問にもあ
りますけれども、何か有用な検査はあ
りますか。
　松尾　そういった痛みが明らかでな
い場合に他の検査での診断は難しいと
思います。抗体価の変動をみる場合、
結果が出るまでに時間がかかり、すぐ
には診断できません。ただし、例えば
眼部、三叉神経第一枝領域などの特定
の部位であれば、目の擦過液であると
か涙液をPCRでDNAの増幅をし、診断
することが有用であるといわれていま
す。

　池田　耳介部、ハント症候群が疑わ
れる場合はどのあたりを検査するので
しょうか。
　松尾　ハント症候群が疑われるよう
な耳介部に痛みがある場合には、耳介
の擦過液であるとか、あとは唾液の
PCRも有用です。
　池田　唾液でも可能ということです
ね。
　松尾　はい、そうです。
　池田　そういったところを擦過して
PCRを行う、なかなか開業医の先生の
レベルだと難しいということですね。
　松尾　はい。
　池田　実際にはなかなかそこまでで
きませんので、治療をするかしないか
悩むということになるのですけれども、
その点に関しても、先ほどのJHIFでは
何か具体的なデータを出しているので
しょうか。
　松尾　帯状疱疹に関してのアンケー
ト調査を、皮膚科医2,700人ぐらいに行
っているのですけれども、発疹が出る
まで様子をみるという先生と、発疹が
出るのを待たずに処方するという先生
がいらっしゃいます。大学病院ですと、
６割ぐらいで発疹が出るまで待つとい
うふうにおっしゃっています。発疹が
出るのを待たずに開始するのは、大学
だと３割ぐらい。ただ、診療所になり
ますと、そこまで患者さんに強く言う
ことができないということもあると思
いますので、様子をみる先生が50％、

発疹が出るのを待たずに投与する先生
は40％程度というアンケート結果があ
ります。
　池田　意外と、私から見ると、たく
さんの方が処方してしまうということ
ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　この際の抗ウイルス薬の量で
すが、皆さん、通常量を投与されてい
るのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹が疑われる場合には、
ウイルスに効く量をしっかり投与する
必要があります。ゾビラックス、バル
トレックス、ファムビルとも帯状疱疹
に対する通常量を投与することになる
と思います。
　池田　また初めの質問に戻るのです
けれども、例えば経過観察をして、そ
の後本当に帯状疱疹の発疹が見られた
かという、そういった報告等はありま
すでしょうか。
　松尾　以前に、海外の報告ですけれ
ども、57人の片側性に痛みがある患者
さんをプロスペクティブにみた検討が
あります。約１カ月経過をみているの
ですが、57名中２名に帯状疱疹が見ら
れています。案外少ない人数であった
ということがわかります。
　池田　これは発疹が出現するかしな
いかで見ているわけですね。
　松尾　そうです。
　池田　2/57名ですから、ほかの55名
は本当に帯状疱疹でないかどうかは確

定はできないわけですね。
　松尾　確定はできないと思います。
ただし、他の報告で、帯状疱疹の患者
さんも含めたほかの病気で亡くなった
患者さんを剖検してその神経節を見て
みますと、明らかに帯状疱疹の既往が
あった方では神経の変性や血管炎など
の所見がありますが、帯状疱疹の既往
がないという方でも、帯状疱疹によっ
て生じたような所見が神経に見られる
ということが報告されています。そう
しますと、57名中の55名の方が本当に
帯状疱疹でなかったかというのは、発
疹が出る出ないだけではなかなか判断
ができないのではないかと考えます。
　池田　逆にいうと、帯状疱疹のウイ
ルスはほぼ全身の神経節に隠れている
にもかかわらず、部分的に症状が出る
ということにもつながっていくわけで
すね。
　松尾　そうですね。
　池田　例えば、帯状疱疹になった方
が亡くなられて、ほかの原因でも構い
ませんけれども、病理解剖をして実際
に発疹があったところ以外の神経がど
うなっているか、そういった報告はあ
りますか。
　松尾　そういう検討は難しいのです
けれども、ほかの領域においても神経
の変性がみられたという報告はあると
思います。
　池田　では、なぜ一部に帯状疱疹が
出て、ほかの神経にウイルスが隠れて
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　松尾　急性期の痛みと少し違い、一
番特徴的なのはアロディニア、異痛症
です。これは風が吹いても痛いとか、
服が触れても痛いという表現をされま
す。あとは電気が走るようなとか、焼
けるような、いわゆる火とか電気を連
想させる痛みが特徴になることが多い
といわれています。
　池田　その場合の局所の感覚自体は
どうなのでしょうか。よく帯状疱疹の
患者さんで知覚鈍麻も伴っていること
もあるようなのですけれども。
　松尾　知覚鈍麻であるとか知覚過敏、
そういった感覚の変化も神経障害性疼
痛の一つの特徴だと思います。
　池田　通常の痛みよりも、何か変わ
った痛みということですね。それが長
く続くということになりますか。
　松尾　はい。
　池田　そういった特徴的なものがあ
ればいいのですけれども、質問にもあ
りますけれども、何か有用な検査はあ
りますか。
　松尾　そういった痛みが明らかでな
い場合に他の検査での診断は難しいと
思います。抗体価の変動をみる場合、
結果が出るまでに時間がかかり、すぐ
には診断できません。ただし、例えば
眼部、三叉神経第一枝領域などの特定
の部位であれば、目の擦過液であると
か涙液をPCRでDNAの増幅をし、診断
することが有用であるといわれていま
す。

　池田　耳介部、ハント症候群が疑わ
れる場合はどのあたりを検査するので
しょうか。
　松尾　ハント症候群が疑われるよう
な耳介部に痛みがある場合には、耳介
の擦過液であるとか、あとは唾液の
PCRも有用です。
　池田　唾液でも可能ということです
ね。
　松尾　はい、そうです。
　池田　そういったところを擦過して
PCRを行う、なかなか開業医の先生の
レベルだと難しいということですね。
　松尾　はい。
　池田　実際にはなかなかそこまでで
きませんので、治療をするかしないか
悩むということになるのですけれども、
その点に関しても、先ほどのJHIFでは
何か具体的なデータを出しているので
しょうか。
　松尾　帯状疱疹に関してのアンケー
ト調査を、皮膚科医2,700人ぐらいに行
っているのですけれども、発疹が出る
まで様子をみるという先生と、発疹が
出るのを待たずに処方するという先生
がいらっしゃいます。大学病院ですと、
６割ぐらいで発疹が出るまで待つとい
うふうにおっしゃっています。発疹が
出るのを待たずに開始するのは、大学
だと３割ぐらい。ただ、診療所になり
ますと、そこまで患者さんに強く言う
ことができないということもあると思
いますので、様子をみる先生が50％、

発疹が出るのを待たずに投与する先生
は40％程度というアンケート結果があ
ります。
　池田　意外と、私から見ると、たく
さんの方が処方してしまうということ
ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　この際の抗ウイルス薬の量で
すが、皆さん、通常量を投与されてい
るのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹が疑われる場合には、
ウイルスに効く量をしっかり投与する
必要があります。ゾビラックス、バル
トレックス、ファムビルとも帯状疱疹
に対する通常量を投与することになる
と思います。
　池田　また初めの質問に戻るのです
けれども、例えば経過観察をして、そ
の後本当に帯状疱疹の発疹が見られた
かという、そういった報告等はありま
すでしょうか。
　松尾　以前に、海外の報告ですけれ
ども、57人の片側性に痛みがある患者
さんをプロスペクティブにみた検討が
あります。約１カ月経過をみているの
ですが、57名中２名に帯状疱疹が見ら
れています。案外少ない人数であった
ということがわかります。
　池田　これは発疹が出現するかしな
いかで見ているわけですね。
　松尾　そうです。
　池田　2/57名ですから、ほかの55名
は本当に帯状疱疹でないかどうかは確

定はできないわけですね。
　松尾　確定はできないと思います。
ただし、他の報告で、帯状疱疹の患者
さんも含めたほかの病気で亡くなった
患者さんを剖検してその神経節を見て
みますと、明らかに帯状疱疹の既往が
あった方では神経の変性や血管炎など
の所見がありますが、帯状疱疹の既往
がないという方でも、帯状疱疹によっ
て生じたような所見が神経に見られる
ということが報告されています。そう
しますと、57名中の55名の方が本当に
帯状疱疹でなかったかというのは、発
疹が出る出ないだけではなかなか判断
ができないのではないかと考えます。
　池田　逆にいうと、帯状疱疹のウイ
ルスはほぼ全身の神経節に隠れている
にもかかわらず、部分的に症状が出る
ということにもつながっていくわけで
すね。
　松尾　そうですね。
　池田　例えば、帯状疱疹になった方
が亡くなられて、ほかの原因でも構い
ませんけれども、病理解剖をして実際
に発疹があったところ以外の神経がど
うなっているか、そういった報告はあ
りますか。
　松尾　そういう検討は難しいのです
けれども、ほかの領域においても神経
の変性がみられたという報告はあると
思います。
　池田　では、なぜ一部に帯状疱疹が
出て、ほかの神経にウイルスが隠れて
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いるにもかかわらず出てこないのか、
そういうことに関する知見というのは
どうなのでしょうか。
　松尾　基本的に水痘・帯状疱疹ウイ
ルスは、すべての神経節に潜伏してい
ます。ただ、帯状疱疹が出やすい場所
というのは、水痘での発疹が重篤な部
位、そうすると潜伏するウイルス量が
多くなりますので、そういった場所は
帯状疱疹が出やすいといわれています。
また、その場所に対して外的な刺激、
例えばヘルニアであるとか、骨折をし
たとか、手術をしたとか、そういった
ことが重なるとウイルスが再活性化す
ることもあると考えられます。
　池田　覚えていらっしゃるかどうか
わかりませんけれども、患者さんで小
さいころに水痘の発疹が強かった場所
はどこですかというのは、瘢痕がもし
見えれば、ある程度いえるのでしょう
けれども、そういった所見から推察さ
れるのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹は三叉神経第一枝領
域、軀幹に多くみられますが、それは
水痘の皮疹が多い場所と重なることか
らの結論だと思います。
　池田　逆に、水痘に罹患して神経に
潜伏する場合は、逆行性といいますか、
神経の末端から中枢に向かってウイル
スが侵入していくということなのでし
ょうか。
　松尾　そうです。

　池田　上気道かどうかわかりません
けれども、どこか感染して、全身散布
したあと、逆行性に潜伏する。そして、
散布されたところのウイルス量が多け
れば潜伏するウイルス量も多くなる、
そういうかたちで考えてよろしいです
ね。
　松尾　はい。そういうふうに考えて
います。
　池田　神経障害性疼痛を起こすほど
の障害には、ある程度のウイルス量が
必要ということもあるのでしょうか。
　松尾　はい。ある程度のウイルス量
は必要だと思います。皮疹が重篤であ
ればあるほど、神経障害性疼痛を起こ
す頻度は上がりますので。逆にこのよ
うな痛みがあればウイルス量は多いと
考えられます。
　池田　そういうことであれば、必然
的に最終的に皮膚に到達して水疱を生
じる確率は高くなるのだろうと。
　松尾　そうだと思います。
　池田　なかなか発疹が出ない場合に
は難しい話になりますね。コンセンサ
スミーティングでは最終的な結論は得
られていないということでよろしいで
すね。
　松尾　発疹がない帯状疱疹に関して
は、今のところ、発疹が出るまで待つ
ということと、痛みの性状を見て判断
するしかないと結論づけられています。
　池田　ありがとうございました。

　齊藤　結核の診断について、尾形先
生におうかがいいたします。
　今、結核は日本ではどうなっていま
すか。
　尾形　2011年に新規発生した結核患
者数は２万2,681人でした。患者数2.2
万人の病気を診る頻度は、なかなか実
感できないと思いますが、100歳ちょ
うどの女性は全国で２万2,000人いるそ
うです。ですから結核患者を診るのは、
100歳の女性を診察室で診るのと同じ
ぐらいの頻度だとイメージしてくださ
い。
　齊藤　数は増えてきているのでしょ
うか。
　尾形　３年連続して結核患者数が増
えたために1999年に厚生労働省から結
核緊急事態宣言が出されたのですが、
2000年以降は毎年500～1,000人程度ず
つ結核患者数は減ってきています。
　齊藤　患者さんの年齢層はどうなの
ですか。
　尾形　結核は、世界的にみれば若年
者の病気なのです。ところが日本はそ

れに反して、70歳以上の高齢者が53.8
％を占める非常に特異な状況にありま
す。
　齊藤　結核の自然経過を考えると、
そうなりがちなのでしょうか。
　尾形　結核は患者が咳をして近くに
いる人に空気感染する病気です。その
菌が近くにいる人の肺胞や肺胞道に吸
い込まれると初感染します。その時期
は不特定多数の人との接触が始まる若
いころが中心になります。結核という
病気は被感染者の免疫の力によってそ
の後の経過が変わります。初感染して
２年以内に10％程度発病しますが、そ
の後は生涯を通じて少しずつ10％の人
が発病しますので、トータル20％程度
の人が発病する病気です。その発病の
形式も、個々の免疫の力によってだい
ぶ異なりまして、免疫が非常に弱い若
年者だと、一次結核症と呼ばれる肺門
リンパ節結核を発病して、さらに粟粒
結核などの致死的病変に移行すること
があります。しかしBCGで結核免疫さ
れた多くの人は一次結核症ではなく、

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

結核予防会複十字病院副院長
尾　形　英　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

結核の診断
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いるにもかかわらず出てこないのか、
そういうことに関する知見というのは
どうなのでしょうか。
　松尾　基本的に水痘・帯状疱疹ウイ
ルスは、すべての神経節に潜伏してい
ます。ただ、帯状疱疹が出やすい場所
というのは、水痘での発疹が重篤な部
位、そうすると潜伏するウイルス量が
多くなりますので、そういった場所は
帯状疱疹が出やすいといわれています。
また、その場所に対して外的な刺激、
例えばヘルニアであるとか、骨折をし
たとか、手術をしたとか、そういった
ことが重なるとウイルスが再活性化す
ることもあると考えられます。
　池田　覚えていらっしゃるかどうか
わかりませんけれども、患者さんで小
さいころに水痘の発疹が強かった場所
はどこですかというのは、瘢痕がもし
見えれば、ある程度いえるのでしょう
けれども、そういった所見から推察さ
れるのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹は三叉神経第一枝領
域、軀幹に多くみられますが、それは
水痘の皮疹が多い場所と重なることか
らの結論だと思います。
　池田　逆に、水痘に罹患して神経に
潜伏する場合は、逆行性といいますか、
神経の末端から中枢に向かってウイル
スが侵入していくということなのでし
ょうか。
　松尾　そうです。

　池田　上気道かどうかわかりません
けれども、どこか感染して、全身散布
したあと、逆行性に潜伏する。そして、
散布されたところのウイルス量が多け
れば潜伏するウイルス量も多くなる、
そういうかたちで考えてよろしいです
ね。
　松尾　はい。そういうふうに考えて
います。
　池田　神経障害性疼痛を起こすほど
の障害には、ある程度のウイルス量が
必要ということもあるのでしょうか。
　松尾　はい。ある程度のウイルス量
は必要だと思います。皮疹が重篤であ
ればあるほど、神経障害性疼痛を起こ
す頻度は上がりますので。逆にこのよ
うな痛みがあればウイルス量は多いと
考えられます。
　池田　そういうことであれば、必然
的に最終的に皮膚に到達して水疱を生
じる確率は高くなるのだろうと。
　松尾　そうだと思います。
　池田　なかなか発疹が出ない場合に
は難しい話になりますね。コンセンサ
スミーティングでは最終的な結論は得
られていないということでよろしいで
すね。
　松尾　発疹がない帯状疱疹に関して
は、今のところ、発疹が出るまで待つ
ということと、痛みの性状を見て判断
するしかないと結論づけられています。
　池田　ありがとうございました。

　齊藤　結核の診断について、尾形先
生におうかがいいたします。
　今、結核は日本ではどうなっていま
すか。
　尾形　2011年に新規発生した結核患
者数は２万2,681人でした。患者数2.2
万人の病気を診る頻度は、なかなか実
感できないと思いますが、100歳ちょ
うどの女性は全国で２万2,000人いるそ
うです。ですから結核患者を診るのは、
100歳の女性を診察室で診るのと同じ
ぐらいの頻度だとイメージしてくださ
い。
　齊藤　数は増えてきているのでしょ
うか。
　尾形　３年連続して結核患者数が増
えたために1999年に厚生労働省から結
核緊急事態宣言が出されたのですが、
2000年以降は毎年500～1,000人程度ず
つ結核患者数は減ってきています。
　齊藤　患者さんの年齢層はどうなの
ですか。
　尾形　結核は、世界的にみれば若年
者の病気なのです。ところが日本はそ

れに反して、70歳以上の高齢者が53.8
％を占める非常に特異な状況にありま
す。
　齊藤　結核の自然経過を考えると、
そうなりがちなのでしょうか。
　尾形　結核は患者が咳をして近くに
いる人に空気感染する病気です。その
菌が近くにいる人の肺胞や肺胞道に吸
い込まれると初感染します。その時期
は不特定多数の人との接触が始まる若
いころが中心になります。結核という
病気は被感染者の免疫の力によってそ
の後の経過が変わります。初感染して
２年以内に10％程度発病しますが、そ
の後は生涯を通じて少しずつ10％の人
が発病しますので、トータル20％程度
の人が発病する病気です。その発病の
形式も、個々の免疫の力によってだい
ぶ異なりまして、免疫が非常に弱い若
年者だと、一次結核症と呼ばれる肺門
リンパ節結核を発病して、さらに粟粒
結核などの致死的病変に移行すること
があります。しかしBCGで結核免疫さ
れた多くの人は一次結核症ではなく、

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

結核予防会複十字病院副院長
尾　形　英　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

結核の診断
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二次結核症と呼ばれる肺尖部を中心と
した肺結核を２年以内に発症します。
これが一般的な初感染発病です。
　初感染から２年以内に発病しなくて
も、中年以降になると、糖尿病や癌を
発病したり、胃切除を受けたり、腎透
析を受けて免疫力が低下する方がいま
す。こうした方は初感染時には発病し
なくても体内に残った結核菌によって
内因性再燃する場合があります。これ
は女性より男性により多く見られます。
さらに初感染から60～70年が経過して、
高齢化による免疫力低下から内因性再
燃によって発病します。現在の日本で
は、戦後の高蔓延期に感染した高齢者
の内因性再燃が最も大きな患者層です。
　齊藤　高齢者になると症状が出にく
いということもありますか。
　尾形　肺結核の症状は、咳、痰、発
熱とされていますが、高齢者の方はこ
うした呼吸器症状があまりなく、食欲
の低下、体重減少、倦怠感などの全身
症状が中心なので、年のせいにされて
しまいます。そのため全身衰弱してか
ら病院に運ばれて見つかるというよう
なことがしばしば起こります。高齢者
の肺結核を呼吸器症状だけで見極める
のは非常に難しいです。
　齊藤　診断としてはやはりX線検査
ということになりますけれども、これ
は撮るタイミングが難しいですね。
　尾形　そうですね。呼吸器症状があ
っても患者さんは風邪と思って医療機

関を受診します。咳や痰があるだけで
は、医師も風邪と思って胸部写真を撮
る気にならないでしょう。患者さんは
風邪薬をもらって、少し症状が軽くな
る。薬がなくなってまた症状が強くな
ると、前医の薬で治らなかったからと、
別の医療機関にかかって風邪薬をもら
うことが、当院入院患者さんの問診か
らわかります。医師が症状の始まりを
しっかり問診しない限り、風邪にして
は長すぎると思わないのです。咳や痰
が断続的でも２週間以上前から続いて
いれば、胸部写真を撮るタイミングで
す。
　齊藤　そうしますと、患者さんによ
く聞くということですか。患者さんは
あまり自分からは話してくれないこと
が多いでしょうね。
　尾形　患者さんは、別の医療機関に
かかったことを話したがらないので、
「この症状はいつごろからですか。ど
こかで薬をもらっていませんか」と具
体的に聞くことが大切です。
　齊藤　X線の見え方はどうなのでし
ょうか。
　尾形　若い方と高齢者の方で胸部X
線画像は全く異なります。若年者の結
核画像所見は、結節陰影と粒状影の集
合で、それが気管支の周辺に散らばっ
た典型的な肺結核の画像を示します。
一方、高齢者の肺結核は免疫不全とい
う状態で発病しますので、X線所見は
通常の肺炎とほとんど区別がつかない

と思います。胸部CTスキャンを撮っ
ても、結核に典型的な結節陰影と粒状
影という画像パターンを示さず、肺炎
と区別することが困難で画像診断に限
界があると思います。
　齊藤　かなり難しいということです
けれども、気管支鏡で見ないとわから
ないものもあるのでしょうか。
　尾形　胸部写真で、陰影の見える肺
結核はまだよいのですが、太い気管支
だけに結核潰瘍ができる気管支結核と
いう病態があります。この病態のとき
には、気管支の潰瘍病巣によって内腔
が狭くなって、ヒューヒュー、ゼーゼ
ーとあたかも気管支喘息のような喘鳴
が聞こえます。こうした診断の難しい
気管支結核は、咳が激しく排菌量も多
いので、感染性がとても強くて感染対
策上問題になります。診断するために
は喀痰の抗酸菌検査を出していただけ
ば、塗抹陽性になるので容易に診断が
つきます。激しい咳症状があって、レ
ントゲンで肺野に陰影がなくても、膿
性の痰があれば抗酸菌検査もぜひ加え
てください。
　齊藤　それから細菌検査ということ
ですけれども、これはどういうことを
やるのでしょうか。
　尾形　現在では、日本の肺結核の８
割は菌陽性で見つかってきています。
推奨されている菌検査方法は、連日３
回の喀痰検体を取って抗酸菌塗抹検査
と液体培養法、以前使っていた小川培

養法は時間がかかりすぎるので液体培
養検査と指定して提出してください。
これに一度はPCR法やMTD法といっ
た核酸増幅同定検査を加えると、結核
菌と非結核性抗酸菌の区別もつきます。
　齊藤　PCRは塗抹プラスの場合にや
るということですか。
　尾形　それがベストです。塗抹検査
で陽性だった検体にPCR-TBを追加し
て、それが陽性になれば結核菌とわか
るので、勧告入院させなければいけま
せん。一方で、塗抹検査が陽性でも
PCR-TBが陰性ならば、少数の例外を
除いて非結核性抗酸菌と考えていいと
思います。少数の例外というのは、菌
量が極めて少ないときです。塗抹検査
が±とか、ガフキーⅠ号といった微量
な菌量では結核と非結核性抗酸菌の区
別がつかないときがあります。
　抗酸菌の液体培養で陽性と出た場合
も、PCRやアキュプローブといった同
定検査を加えていただく必要がありま
す。そうしないと、結核菌と非結核性
抗酸菌の区別ができません。感染性の
ない非結核性抗酸菌の患者が日本では
急増していて、隔離入院の対象にはな
らないので注意が必要です。
　齊藤　これは検査を出す段階で両方
オーダーするということになるのです
か。
　尾形　検査センターから塗抹検査が
陽性でしたと連絡が入った段階では、
検査センターに検体が残っているので、
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二次結核症と呼ばれる肺尖部を中心と
した肺結核を２年以内に発症します。
これが一般的な初感染発病です。
　初感染から２年以内に発病しなくて
も、中年以降になると、糖尿病や癌を
発病したり、胃切除を受けたり、腎透
析を受けて免疫力が低下する方がいま
す。こうした方は初感染時には発病し
なくても体内に残った結核菌によって
内因性再燃する場合があります。これ
は女性より男性により多く見られます。
さらに初感染から60～70年が経過して、
高齢化による免疫力低下から内因性再
燃によって発病します。現在の日本で
は、戦後の高蔓延期に感染した高齢者
の内因性再燃が最も大きな患者層です。
　齊藤　高齢者になると症状が出にく
いということもありますか。
　尾形　肺結核の症状は、咳、痰、発
熱とされていますが、高齢者の方はこ
うした呼吸器症状があまりなく、食欲
の低下、体重減少、倦怠感などの全身
症状が中心なので、年のせいにされて
しまいます。そのため全身衰弱してか
ら病院に運ばれて見つかるというよう
なことがしばしば起こります。高齢者
の肺結核を呼吸器症状だけで見極める
のは非常に難しいです。
　齊藤　診断としてはやはりX線検査
ということになりますけれども、これ
は撮るタイミングが難しいですね。
　尾形　そうですね。呼吸器症状があ
っても患者さんは風邪と思って医療機

関を受診します。咳や痰があるだけで
は、医師も風邪と思って胸部写真を撮
る気にならないでしょう。患者さんは
風邪薬をもらって、少し症状が軽くな
る。薬がなくなってまた症状が強くな
ると、前医の薬で治らなかったからと、
別の医療機関にかかって風邪薬をもら
うことが、当院入院患者さんの問診か
らわかります。医師が症状の始まりを
しっかり問診しない限り、風邪にして
は長すぎると思わないのです。咳や痰
が断続的でも２週間以上前から続いて
いれば、胸部写真を撮るタイミングで
す。
　齊藤　そうしますと、患者さんによ
く聞くということですか。患者さんは
あまり自分からは話してくれないこと
が多いでしょうね。
　尾形　患者さんは、別の医療機関に
かかったことを話したがらないので、
「この症状はいつごろからですか。ど
こかで薬をもらっていませんか」と具
体的に聞くことが大切です。
　齊藤　X線の見え方はどうなのでし
ょうか。
　尾形　若い方と高齢者の方で胸部X
線画像は全く異なります。若年者の結
核画像所見は、結節陰影と粒状影の集
合で、それが気管支の周辺に散らばっ
た典型的な肺結核の画像を示します。
一方、高齢者の肺結核は免疫不全とい
う状態で発病しますので、X線所見は
通常の肺炎とほとんど区別がつかない

と思います。胸部CTスキャンを撮っ
ても、結核に典型的な結節陰影と粒状
影という画像パターンを示さず、肺炎
と区別することが困難で画像診断に限
界があると思います。
　齊藤　かなり難しいということです
けれども、気管支鏡で見ないとわから
ないものもあるのでしょうか。
　尾形　胸部写真で、陰影の見える肺
結核はまだよいのですが、太い気管支
だけに結核潰瘍ができる気管支結核と
いう病態があります。この病態のとき
には、気管支の潰瘍病巣によって内腔
が狭くなって、ヒューヒュー、ゼーゼ
ーとあたかも気管支喘息のような喘鳴
が聞こえます。こうした診断の難しい
気管支結核は、咳が激しく排菌量も多
いので、感染性がとても強くて感染対
策上問題になります。診断するために
は喀痰の抗酸菌検査を出していただけ
ば、塗抹陽性になるので容易に診断が
つきます。激しい咳症状があって、レ
ントゲンで肺野に陰影がなくても、膿
性の痰があれば抗酸菌検査もぜひ加え
てください。
　齊藤　それから細菌検査ということ
ですけれども、これはどういうことを
やるのでしょうか。
　尾形　現在では、日本の肺結核の８
割は菌陽性で見つかってきています。
推奨されている菌検査方法は、連日３
回の喀痰検体を取って抗酸菌塗抹検査
と液体培養法、以前使っていた小川培

養法は時間がかかりすぎるので液体培
養検査と指定して提出してください。
これに一度はPCR法やMTD法といっ
た核酸増幅同定検査を加えると、結核
菌と非結核性抗酸菌の区別もつきます。
　齊藤　PCRは塗抹プラスの場合にや
るということですか。
　尾形　それがベストです。塗抹検査
で陽性だった検体にPCR-TBを追加し
て、それが陽性になれば結核菌とわか
るので、勧告入院させなければいけま
せん。一方で、塗抹検査が陽性でも
PCR-TBが陰性ならば、少数の例外を
除いて非結核性抗酸菌と考えていいと
思います。少数の例外というのは、菌
量が極めて少ないときです。塗抹検査
が±とか、ガフキーⅠ号といった微量
な菌量では結核と非結核性抗酸菌の区
別がつかないときがあります。
　抗酸菌の液体培養で陽性と出た場合
も、PCRやアキュプローブといった同
定検査を加えていただく必要がありま
す。そうしないと、結核菌と非結核性
抗酸菌の区別ができません。感染性の
ない非結核性抗酸菌の患者が日本では
急増していて、隔離入院の対象にはな
らないので注意が必要です。
　齊藤　これは検査を出す段階で両方
オーダーするということになるのです
か。
　尾形　検査センターから塗抹検査が
陽性でしたと連絡が入った段階では、
検査センターに検体が残っているので、
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PCR-TBを追加オーダーすればよいと
思います。問題はその追加オーダーに
かかる料金を、患者さんから徴収でき
るかどうかです。そのことを除けば、
塗抹陽性なら核酸増幅同定検査を、培
養陽性なら同定依頼を検査センターに
ぜひしてください。
　齊藤　非結核性抗酸菌症は日本でも
増えてきており、非常に重要だという
ことですね。
　尾形　はい。
　齊藤　ただ、結核には感染の診断も
ありますね。これはどうでしょうか。
　尾形　感染しているだけで発病して
いない時期があります。それを診断す
る方法としては、従来はツベルクリン
反応でした。しかし日本ではBCG接種
を行っていますので、日本人のほとん
どはツベルクリン反応陽性になってい
ます。欧米のようにBCG接種をやめた
国ではツベルクリン反応を使えても、
日本では使えません。
　その代わり、クォンティフェロンや
T-SPOTという新しい感染診断の方法
があります。T-SPOTという方法は、
６～９㏄ヘパリン採血するだけで、結
核に感染しているかどうかがわかりま

す。軽症な肺結核や肺外結核で菌が検
出できない患者さん、それから本当に
結核に感染したかどうかを知りたいと
いうときには、クォンティフェロンや
T-SPOTなど保険適用になった方法を
提出すると感染診断に非常に役に立つ
と思います。
　齊藤　この方法の原理はどうなって
いるのでしょうか。
　尾形　どちらも原理は同じで、感染
している人の血液にある単球とリンパ
球は、結核菌特異タンパク抗原を与え
ると反応してインターフェロンγを産
生します。結核非感染者ではこのよう
な反応は起こらないので、インターフ
ェロンγが産生されればすでに結核菌
に感染したと判定できます。
　齊藤　ということは、ツベルクリン
の反応は出ないということですね。
　尾形　そういうことです。BCG接種
の影響を受けないという方法です。
　齊藤　クォンティフェロンやT-SPOT
を使って感染の診断を確実にするとい
うことですね。
　尾形　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　行政からみた結核対策という
ことで、森先生におうかがいいたしま
す。
　結核について公衆衛生、行政的な対
応がとても重要ということで、日本で
歴史的にどう行われてきたかをお話し
いただきます。
　森　日本で近代的な結核対策が行政
サービスとして行われるようになるの
は1951（昭和26）年、新結核予防法と
いうものが成立した、そのとき以来と
されています。ちょうどこの年に日本
でストレプトマイシンの国内製造が始
まり、この法律はこのストレプトマイ
シンを効果的に使うためにできたとい
う面もあります。この法律は、結核の
感染防止、発病予防、早期発見、医療
の提供、流行監視という疾病対策体系
を総合的にカバーしているもので、そ
の後の様々な疾病対策のモデルともな
ったといわれています。
　その後、2007（平成19）年に結核予
防法は感染症法と予防接種法という、
より一般的な感染症対策の法律に吸収

されましたけれども、これらの法律で
扱う感染症一般とは違った結核独自の
予防体系が今でもしっかり維持されて
います。
　齊藤　予防接種はどのようになって
いますか。
　森　結核の感染を受けたあとの発病
のリスクを小さくするための方法の一
つにBCGワクチンによる予防接種があ
ります。これは、結核菌の弱毒株のワ
クチンを経皮法という方法で、皮膚の
浅い層に注入する方法で、現在ではゼ
ロ歳児、基本的には生後５～８カ月の
乳児に対して行います。これによって、
この子たちが結核の感染を受けても、
受けていない場合に比べて発病率は 
４～５分の１に下がります。このワク
チンのおかげで日本の子どもの結核は、
大人の結核が多いわりには、欧米と比
較しても非常に少なくなっています。
したがいまして、全年齢の結核がもう
少し少なくなるまでは、100％に近い
今の接種率を維持する必要があると思
います。
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　齊藤　発病予防という観点から、予
防内服も行われますね。
　森　はい。BCGのほかに予防の方法
としては、最近、家族や友人が結核に
なり、そこから結核菌の感染を受けた
というような場合には、発病のリスク
を抑えるために結核の治療薬をのんで
もらう方法があります。かつては、予
防内服とか化学予防といっていました
が、今では感染を受けた状態を潜在性
結核感染症と呼び、これを治療すると
いう言い方をします。つまり、感染を
受けたならば、潜在性結核感染症とい
う病気であって、これを治療しなけれ
ばならないという積極的なコンセプト
です。
　この治療は、子どもや若者だけでは
なく、成人にも行います。若いときに
結核感染を受けた中高齢者で、例えば
副腎皮質ホルモンやTNFα阻害薬の治
療を受けるとか、あるいは透析をする
とか、結核発病のリスクが高まってい
る状態にある人に積極的に適用されま
す。
　この治療をするためには、結核感染
の診断が必要ですが、そのための診断
技術として、従来のツベルクリン反応
検査に代わって、最近、クォンティフ
ェロン（QuantiFeron-TBゴールド）、
あるいはT-SPOT（T-Spot TB）とい
った血液を用いる免疫学的な検査が導
入され、以前よりもかなり正確に結核
の感染の診断ができるようになってい

ます。
　齊藤　結核患者の早期発見は行政的
にはどういうことが行われていますか。
　森　行政サービスとして、日本では、
症状が出現して医療機関を受診して診
断されるまで待たずに、無症状のうち
に患者を見つけて治療しようという健
康診断による早期発見、これを伝統的
に重視してきました。しかし、このよ
うな方法は蔓延度がある程度低くなっ
てきますと効率が下がってしまいます。
一般住民健診では、10万人が健診を受
けても、その中から数人しか患者が見
つからないというくらいに下がってし
まいました。そのため、今では健診は
特定の人に限定して行われます。つま
り、年齢的に結核罹患率の高い65歳以
上の人々、あるいは高校や大学の入学
時、それから職業的に結核を発病する
と周囲に影響の大きい学校や病院、福
祉施設の職員などが対象です。
　最も重要な健診の対象は、最近、結
核患者と接触した人、つまり患者の家
族や職場の人々です。このような健診
は「接触者健診」といって、保健所が
行う重要な感染症対策です。その健診
の対象となった人は、健診を拒否する
ことは法的にできません。そのくらい
重要な対策です。この健診は、感染を
受けた人、そのために発病している人
を見つけるため、あるいは最初の患者
に対する感染源を見つけるために行い
ますが、そのために多くの場合、まず

クォンティフェロンやT-SPOTを行い、
それで陽性ならばX線検査を行うとい
うのが普通です。
　齊藤　職場健診は今どうなっていま
すか。
　森　結核対策としては職場健診は廃
止されてしまいましたが、労働安全衛
生法という別の法律の規定で、胸部X
線撮影検査として行われ、多くの職場
では５年おきの節目時の健診項目とし
て残っています。
　齊藤　結核の患者が実際に見つかる
きっかけはどういうことが多いのでし
ょう。
　森　咳や痰が出るとか、熱が下がら
ないといった症状をきっかけに臨床の
場で診断がつくといったケースが、す
べての新しく見つかる患者の８割近く
を占めています。この発見方法の質を
向上させる。つまり、結核患者が受診
したら、できるだけ早く診断をつける
ということが感染防止、患者の予後を
確保するために非常に重要で、そのた
めには何よりも「結核はまだある！」
という意識を医療従事者にしっかり持
っていただくこと、そのための保健所
や医師会による啓発活動が重要なサー
ビスになります。
　齊藤　患者さんはいわゆる風邪症状
がなかなか治らないというかたちで実
地医家を受診するということが多いの
でしょうか。
　森　そうですね。そういうときは、

我々は「長引く咳は赤信号」と言って
います。これは「たばこの吸い過ぎや
風邪のほかに、結核のことも思い出し
てくださいね」というメッセージです。
　齊藤　その場合はX線写真を撮って、
まずは診断をする。
　森　X線写真と結核菌検査の伝票を
切っていただく。
　齊藤　診断がつきますと、医療費負
担についての補助があるということで
すが、これはどうでしょうか。
　森　結核の治療は費用も時間もかか
りますので、経済的な理由で治療が十
分に受けられないということがないよ
うに、すべての患者の負担軽減が法令
によって図られています。入院治療の
場合には、患者さんの収入にもよりま
すが、ほとんどが無料ですし、外来治
療ではだれでも自己負担額は５％程度
です。
　このような公費負担を受けるために
は、主治医は最長で６カ月に１回、個々
の患者の診断や治療方針について保健
所での承認を受ける必要があります。
患者のX線所見や菌所見、使用する薬
剤などの治療方法など、必要事項を申
請書に記入し、X線フィルムと一緒に
保健所に提出、保健所に設置される診
査協議会の診査を受けます。特に入院
治療につきましては、目的が感染防止
のための隔離を患者に要請します。こ
れは自治体からの勧告をするという一
種の強制的な措置になりますから、診
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査も人権に配慮して、30日ごとに行い
ます。
　齊藤　結核の治療はかなり長くなる、
あるいはたくさんの薬をのまなければ
いけないということで、アドヒアラン
スが問題になるため、対策があるので
すね。
　森　患者さんが処方された薬を確実
に服用するように、主治医と保健所が
一緒になって患者を支援する方法、こ
れをDOTS（ドッツ）といっています
が、感染症法で主治医と保健所の義務
として規定されています。具体的には、
外来はもちろん、入院中も含めて、患
者の服薬を何らかの方法で確認すると
いうもので、医療職員の目の前で薬を
のんでもらう、これを毎日とか、週何
回とか、あるいは電話で確認するとか、
のんだあとの薬の空からを確認すると
か、様々な方法で患者の規則的な服薬
を確認し、必要な指導を行っています。
もともと途上国で始められた方式です
が、今や世界中で行われており、日本
でも、程度の差こそあれ、広く普及し
ています。これで治療から脱落する人
は全体の５％程度に抑えられています
が、失業中とかホームレスのような恵
まれない環境の患者が増加しているな
か、このような患者の支援は結核治療
のために非常に重要なものになってい

ます。
　齊藤　主治医と行政サイドとのコミ
ュニケーションがさらに重要というこ
とでしょうか。
　森　そうですね。そのための基礎に
なる制度が患者登録制度で、これによ
って結核患者の臨床的な事項から社
会・経済的な状況まで、すべての情報
が保健所で管理されています。これに
基づいて患者への支援が行われますが、
一方、これらの情報の一部を抽出して、
全国の保健所から国に電算機システム
を介して集め、集計・解析をして日本
の結核の発生動向や対策の効果を常時
把握するということが、流行監視、サ
ーベイランスとして行われています。
　患者支援と流行監視の入り口になる
のが結核患者の届け出です。結核患者
を診察した医師は直ちに最寄りの保健
所に届け出ることが義務づけられてい
ます。これは結核対策の基礎として欠
かすことのできない重要な制度になっ
ています。
　齊藤　届け出は難しいことなのでし
ょうか。
　森　たいしたことはありません。逆
にそれを怠ったために集団感染が起こ
り、医師が処分されたこともあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　中村　児童・生徒における結核対策
ということで、まず最初に石川先生に
おうかがいしたいのは、今、子どもた
ちの結核の現状はどういう状況でしょ
うか。
　石川　日本では結核はまだ世界的に
見て中蔓延国といわれる、先進諸国の
中では高いほうにあるわけですけれど
も、幸い子どもの結核はけっこう速い
スピードでなくなってきています。し
かし、それでも年間、結核患者として、
例えば2012年を見ると、15歳未満の子
ども84人が結核にかかっています。こ
の率は先進国の中ではアメリカより少
し低いのですけれども、まだゼロでは
ない。
　そして、子どもが結核を発症したり、
あるいは亡くなったりということがあ
るのは、大人の結核がはやっている、
あるいは大人の結核がきちんと対策が
取れていないということの表れなので
す。ですから、本来であれば子どもの
結核はゼロにしたいというのが私たち
の望みで、「子どもの結核をゼロに」

という標語でやらなければいけないの
ですが、まだ100人弱ですけれども結
核が出ているのが現状で、油断はでき
ないということです。
　特に、子どもの結核の問題は、子ど
もが結核に感染しても、すぐにはわか
りにくい、診断がつきにくい、そして
進展が早いのです。ぐあいが悪いと思
ったら、すぐに全身に広がってしまう
こともあります。それから結核に感染
した場合の発病率も高いものですから、
大人に比べて早急に対応しなければい
けないという課題が子どもの場合には
あります。そういう意味でも、日本で
子どもに結核が起こりうる環境である
ということを普通の診療の中で忘れて
はならないと思います。
　中村　なるほど、大事なことですね。
　石川　めったにないのですけれども、
昔に比べればはるかに減ったのですが、
それでもまだゼロではない。どこで起
こるかわからないという意味では、ま
だ日本の医療の課題になっています。
　中村　やはり親御さん、あるいは学
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査も人権に配慮して、30日ごとに行い
ます。
　齊藤　結核の治療はかなり長くなる、
あるいはたくさんの薬をのまなければ
いけないということで、アドヒアラン
スが問題になるため、対策があるので
すね。
　森　患者さんが処方された薬を確実
に服用するように、主治医と保健所が
一緒になって患者を支援する方法、こ
れをDOTS（ドッツ）といっています
が、感染症法で主治医と保健所の義務
として規定されています。具体的には、
外来はもちろん、入院中も含めて、患
者の服薬を何らかの方法で確認すると
いうもので、医療職員の目の前で薬を
のんでもらう、これを毎日とか、週何
回とか、あるいは電話で確認するとか、
のんだあとの薬の空からを確認すると
か、様々な方法で患者の規則的な服薬
を確認し、必要な指導を行っています。
もともと途上国で始められた方式です
が、今や世界中で行われており、日本
でも、程度の差こそあれ、広く普及し
ています。これで治療から脱落する人
は全体の５％程度に抑えられています
が、失業中とかホームレスのような恵
まれない環境の患者が増加しているな
か、このような患者の支援は結核治療
のために非常に重要なものになってい

ます。
　齊藤　主治医と行政サイドとのコミ
ュニケーションがさらに重要というこ
とでしょうか。
　森　そうですね。そのための基礎に
なる制度が患者登録制度で、これによ
って結核患者の臨床的な事項から社
会・経済的な状況まで、すべての情報
が保健所で管理されています。これに
基づいて患者への支援が行われますが、
一方、これらの情報の一部を抽出して、
全国の保健所から国に電算機システム
を介して集め、集計・解析をして日本
の結核の発生動向や対策の効果を常時
把握するということが、流行監視、サ
ーベイランスとして行われています。
　患者支援と流行監視の入り口になる
のが結核患者の届け出です。結核患者
を診察した医師は直ちに最寄りの保健
所に届け出ることが義務づけられてい
ます。これは結核対策の基礎として欠
かすことのできない重要な制度になっ
ています。
　齊藤　届け出は難しいことなのでし
ょうか。
　森　たいしたことはありません。逆
にそれを怠ったために集団感染が起こ
り、医師が処分されたこともあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　中村　児童・生徒における結核対策
ということで、まず最初に石川先生に
おうかがいしたいのは、今、子どもた
ちの結核の現状はどういう状況でしょ
うか。
　石川　日本では結核はまだ世界的に
見て中蔓延国といわれる、先進諸国の
中では高いほうにあるわけですけれど
も、幸い子どもの結核はけっこう速い
スピードでなくなってきています。し
かし、それでも年間、結核患者として、
例えば2012年を見ると、15歳未満の子
ども84人が結核にかかっています。こ
の率は先進国の中ではアメリカより少
し低いのですけれども、まだゼロでは
ない。
　そして、子どもが結核を発症したり、
あるいは亡くなったりということがあ
るのは、大人の結核がはやっている、
あるいは大人の結核がきちんと対策が
取れていないということの表れなので
す。ですから、本来であれば子どもの
結核はゼロにしたいというのが私たち
の望みで、「子どもの結核をゼロに」

という標語でやらなければいけないの
ですが、まだ100人弱ですけれども結
核が出ているのが現状で、油断はでき
ないということです。
　特に、子どもの結核の問題は、子ど
もが結核に感染しても、すぐにはわか
りにくい、診断がつきにくい、そして
進展が早いのです。ぐあいが悪いと思
ったら、すぐに全身に広がってしまう
こともあります。それから結核に感染
した場合の発病率も高いものですから、
大人に比べて早急に対応しなければい
けないという課題が子どもの場合には
あります。そういう意味でも、日本で
子どもに結核が起こりうる環境である
ということを普通の診療の中で忘れて
はならないと思います。
　中村　なるほど、大事なことですね。
　石川　めったにないのですけれども、
昔に比べればはるかに減ったのですが、
それでもまだゼロではない。どこで起
こるかわからないという意味では、ま
だ日本の医療の課題になっています。
　中村　やはり親御さん、あるいは学
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校ですか。
　石川　半分ぐらいの子どもが親から
うつっている、それから同居のおじい
ちゃん、おばあちゃんからうつってい
る子どもが多い。そのほか近所の方と
か、不特定のところでうつったという
子どももまれにはあります。だいたい
がわかっている方からうつっていると
いうことが多いので、大人の結核を早
く見つければ子どもの結核も早く見つ
けられるし、逆に子どもの結核から大
人の結核が見つかった例などもありま
す。子どもの結核というのはなかなか
診断が難しいのですが、気をつけて見
れば必ず見つけることができるし、大
人の結核をきちんと見て、接触者検診
といっていますけれども、家族検診を
きちんとやれば、かなりの子どもが見
つかるということです。
　中村　そうすると、大人の結核を早
く減らさないと子どもへの感染も減ら
ないということでしょうか。
　石川　そうですね。
　中村　実際にお子さんたちへの対策
としては、今、石川先生が接触という
言葉を言われたわけですが、実際にか
かっている大人と接触するのを防ぐ。
　石川　そうですね。大人の結核が見
つかったときというのはたいていもう
子どもたちにうつっていますから、そ
れを早く見つける。そして、その時点
で発病している子どももいますが、た
いていの場合はまだ発病していません。

その間に注意深く見守るなり、あるい
はツベルクリン検査、あるいは最近は
血液検査（クォンティフェロン検査や
T-SPOT検査）でも感染がわかるので、
感染がある子どもは積極的に予防的治
療をやってください。よく見ると小さ
な病巣があったり、あるいは小さな影
を見つけたりすることもあります。
　しかし、それ以外にも、何か全身の
状態が悪い、発熱する、咳が出るとい
うので、医療機関で見つかる子どもも
けっこういるのです。ですから、普通
の小児科の先生が、子どもがなかなか
治りにくいとか、何かおかしいという
ときには、結核も一応考えるというこ
とをしていただくと、手遅れにならな
いだろうなと思います。
　中村　迅速化ということですね。
　石川　はい。
　中村　私ども、絶えず頭の中に結核
があるということを考えに入れてみる
ということでしょうか。
　石川　そうですね。
　中村　お子さんたちの結核の治療と
いうのは、大人の治療と比べて少し特
殊なのでしょうか。
　石川　治療の中身としてはごく普通
の標準的な治療法というのはそんなに
は変わらないのです。小児科医で呼吸
器科ないしは感染症をやっている方で
したら、普通に診れば。あとは薬の副
作用に注意しながら。普通は日本では
リファンピシンという薬とヒドラジッ

ト、それからエタンブトールという薬、
ピラジナミドという薬、四者を使って、
半年程度でほとんどの患者さんが普通
に治るということです。
　中村　治りが悪いということはない
のですか。
　石川　子どもたちは比較的治りがい
いのですが、ただ、診断がちょっと遅
れると全身的な結核になりやすい。粟
粒結核とか、あるいは髄膜炎、そうい
う状態になると後遺症が残ったりする
ことがあります。
　外国から帰ってきた人たち、あるい
は外国といっても、先進諸国というよ
りは途上国、結核がはやっている国で
すが、そういう国から来た、あるいは
親がそういう国の方である場合はよけ
い結核を疑ったほうがいいと思います。
感染の機会があるということで、結核
が多い途上国からの外国人であれば、
一度は結核も考えるということが大事
だと思います。
　中村　そうしますと、接触しないよ
うな対策というと具体的には。
　石川　結核は空気感染なので、どこ
かにいる結核患者に接触しないように
するというのは、普段の生活上は難し
いです。ですから、親と一緒に海外で
生活していたとか、両親のどちらかが
途上国の方であったり、その親戚が結
核だったりということで、日常生活の
中で接するのを防ぐというのはなかな
かできない。ただ、子どもは病院など

にお見舞いに行ったりするのは避けた
ほうがいいですね。それはほかの病気
でもそうですが、絶対に接触しないと
いうのは難しい。
　そういう意味では、一番重要なのは
予防としてBCGを早く、まだまだ日本
ではBCGの価値が高いので、BCGをと
にかく接種する。BCGによる効果とい
うのは、完全ではありませんが、重症
結核を防ぐという点では世界的に認め
られています。それから、日本で子ど
もの結核がやや減っていることの理由
の一つは多分BCGをこれだけやってい
るということだろうということなので、
そういう意味でも子どもさんたちに
BCGをやっておく必要があると思いま
す。
　中村　BCGは必ず接種しておいたほ
うがいいのでしょうか。
　石川　そうですね。従来は生後６カ
月までということでしたけれども、最
近は５～８カ月ぐらいの間にすると少
し幅をもたせました。だいたい１年以
内に打っておけばいいのですが、生ま
れてすぐ感染する機会があったりする
と、効果がないわけです。ですから、
早めに接種する。ただ、子どもの免疫
力がやや弱い状態であまり早くBCGが
入ると、骨髄炎とか骨炎とか、多少副
作用があるものですから、最近は５カ
月以降８カ月までというふうに推奨し
ています。先進諸国では、やっていな
いところと、生まれてすぐやるところ
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校ですか。
　石川　半分ぐらいの子どもが親から
うつっている、それから同居のおじい
ちゃん、おばあちゃんからうつってい
る子どもが多い。そのほか近所の方と
か、不特定のところでうつったという
子どももまれにはあります。だいたい
がわかっている方からうつっていると
いうことが多いので、大人の結核を早
く見つければ子どもの結核も早く見つ
けられるし、逆に子どもの結核から大
人の結核が見つかった例などもありま
す。子どもの結核というのはなかなか
診断が難しいのですが、気をつけて見
れば必ず見つけることができるし、大
人の結核をきちんと見て、接触者検診
といっていますけれども、家族検診を
きちんとやれば、かなりの子どもが見
つかるということです。
　中村　そうすると、大人の結核を早
く減らさないと子どもへの感染も減ら
ないということでしょうか。
　石川　そうですね。
　中村　実際にお子さんたちへの対策
としては、今、石川先生が接触という
言葉を言われたわけですが、実際にか
かっている大人と接触するのを防ぐ。
　石川　そうですね。大人の結核が見
つかったときというのはたいていもう
子どもたちにうつっていますから、そ
れを早く見つける。そして、その時点
で発病している子どももいますが、た
いていの場合はまだ発病していません。

その間に注意深く見守るなり、あるい
はツベルクリン検査、あるいは最近は
血液検査（クォンティフェロン検査や
T-SPOT検査）でも感染がわかるので、
感染がある子どもは積極的に予防的治
療をやってください。よく見ると小さ
な病巣があったり、あるいは小さな影
を見つけたりすることもあります。
　しかし、それ以外にも、何か全身の
状態が悪い、発熱する、咳が出るとい
うので、医療機関で見つかる子どもも
けっこういるのです。ですから、普通
の小児科の先生が、子どもがなかなか
治りにくいとか、何かおかしいという
ときには、結核も一応考えるというこ
とをしていただくと、手遅れにならな
いだろうなと思います。
　中村　迅速化ということですね。
　石川　はい。
　中村　私ども、絶えず頭の中に結核
があるということを考えに入れてみる
ということでしょうか。
　石川　そうですね。
　中村　お子さんたちの結核の治療と
いうのは、大人の治療と比べて少し特
殊なのでしょうか。
　石川　治療の中身としてはごく普通
の標準的な治療法というのはそんなに
は変わらないのです。小児科医で呼吸
器科ないしは感染症をやっている方で
したら、普通に診れば。あとは薬の副
作用に注意しながら。普通は日本では
リファンピシンという薬とヒドラジッ

ト、それからエタンブトールという薬、
ピラジナミドという薬、四者を使って、
半年程度でほとんどの患者さんが普通
に治るということです。
　中村　治りが悪いということはない
のですか。
　石川　子どもたちは比較的治りがい
いのですが、ただ、診断がちょっと遅
れると全身的な結核になりやすい。粟
粒結核とか、あるいは髄膜炎、そうい
う状態になると後遺症が残ったりする
ことがあります。
　外国から帰ってきた人たち、あるい
は外国といっても、先進諸国というよ
りは途上国、結核がはやっている国で
すが、そういう国から来た、あるいは
親がそういう国の方である場合はよけ
い結核を疑ったほうがいいと思います。
感染の機会があるということで、結核
が多い途上国からの外国人であれば、
一度は結核も考えるということが大事
だと思います。
　中村　そうしますと、接触しないよ
うな対策というと具体的には。
　石川　結核は空気感染なので、どこ
かにいる結核患者に接触しないように
するというのは、普段の生活上は難し
いです。ですから、親と一緒に海外で
生活していたとか、両親のどちらかが
途上国の方であったり、その親戚が結
核だったりということで、日常生活の
中で接するのを防ぐというのはなかな
かできない。ただ、子どもは病院など

にお見舞いに行ったりするのは避けた
ほうがいいですね。それはほかの病気
でもそうですが、絶対に接触しないと
いうのは難しい。
　そういう意味では、一番重要なのは
予防としてBCGを早く、まだまだ日本
ではBCGの価値が高いので、BCGをと
にかく接種する。BCGによる効果とい
うのは、完全ではありませんが、重症
結核を防ぐという点では世界的に認め
られています。それから、日本で子ど
もの結核がやや減っていることの理由
の一つは多分BCGをこれだけやってい
るということだろうということなので、
そういう意味でも子どもさんたちに
BCGをやっておく必要があると思いま
す。
　中村　BCGは必ず接種しておいたほ
うがいいのでしょうか。
　石川　そうですね。従来は生後６カ
月までということでしたけれども、最
近は５～８カ月ぐらいの間にすると少
し幅をもたせました。だいたい１年以
内に打っておけばいいのですが、生ま
れてすぐ感染する機会があったりする
と、効果がないわけです。ですから、
早めに接種する。ただ、子どもの免疫
力がやや弱い状態であまり早くBCGが
入ると、骨髄炎とか骨炎とか、多少副
作用があるものですから、最近は５カ
月以降８カ月までというふうに推奨し
ています。先進諸国では、やっていな
いところと、生まれてすぐやるところ
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と、幾つかありますが、感染の機会が
多い子どもの場合はできるだけ早めに
やったほうがいいと思います。
　中村　これは国とか県とか、何か補
助があるのでしょうか。
　石川　これは国の、国というのは基
本的には地方自治体の予防接種の計画
の中で無料でやってもらえるわけです。

　中村　実際には私どもは結核がある
ということを頭に入れて診療に携わっ
ていくということですね。
　石川　少なくなっても、忘れてはな
らないということです。
　中村　たいへん重要なお話だったか
と思います。どうもありがとうござい
ました。

　齊藤　学校や事業所における結核対
策ということで、長尾先生におうかが
いいたします。
　基本的な結核対策はどういう考え方
でされているのでしょうか。
　長尾　結核にかからない、つまり予
防対策ということになりますと、当然
結核菌を吸入しなければいいのですが、
それは実際には無理な話です。では、
結核菌を吸入して感染したという場合、
今度は発病しないようにする。日本で
はBCGワクチンを乳幼児期にやってお
りますが、これはその対策の一つだと
思います。
　あとは一般的な生活で免疫を落とさ
ないような注意が必要だということ、
これは一般論ですが大事です。また、
発病した人がいた場合には、ほかに感
染させないよう早期にそれを発見して
治療してしまえば、その人がほかにう
つすようなことはない。
　一方、発病してしまって、ほかに感
染させるような、つまり塗抹陽性結核
患者になった場合、これが一番問題に

なるわけで、ここで次の感染を阻止す
れば結核が蔓延しない、結核が広がら
ない。そういった意味で、一番大事な
のは感染者が出た場合の対応というこ
とになります。
　学校、それから事業所でも、健康診
断を定期的にやっておりますので、胸
部X線検査によって、まだ咳や痰など
の症状が出ない結核が発見されること
もあります。これは結核を発病したの
だけれども、他人に感染させることは
ありません。
　一方、感染しているけれども、まだ
発病しない場合はX線写真を撮っても
しようがありません。しかし、明らか
に塗抹陽性結核患者と接触した場合に
は、その人が感染しているかどうか、
これを診断するのは非常に大事です。
結核に感染してしまったが発病してい
ない状態を潜在性結核感染症というの
ですが、これをどうやって発見するか、
これが非常に大事なことになってきま
す。
　齊藤　結核発見のために、まずはX

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

東京工業大学保健管理センター特任教授
長　尾　啓　一

（聞き手　齊藤郁夫）

学校や事業所における結核対策
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と、幾つかありますが、感染の機会が
多い子どもの場合はできるだけ早めに
やったほうがいいと思います。
　中村　これは国とか県とか、何か補
助があるのでしょうか。
　石川　これは国の、国というのは基
本的には地方自治体の予防接種の計画
の中で無料でやってもらえるわけです。

　中村　実際には私どもは結核がある
ということを頭に入れて診療に携わっ
ていくということですね。
　石川　少なくなっても、忘れてはな
らないということです。
　中村　たいへん重要なお話だったか
と思います。どうもありがとうござい
ました。

　齊藤　学校や事業所における結核対
策ということで、長尾先生におうかが
いいたします。
　基本的な結核対策はどういう考え方
でされているのでしょうか。
　長尾　結核にかからない、つまり予
防対策ということになりますと、当然
結核菌を吸入しなければいいのですが、
それは実際には無理な話です。では、
結核菌を吸入して感染したという場合、
今度は発病しないようにする。日本で
はBCGワクチンを乳幼児期にやってお
りますが、これはその対策の一つだと
思います。
　あとは一般的な生活で免疫を落とさ
ないような注意が必要だということ、
これは一般論ですが大事です。また、
発病した人がいた場合には、ほかに感
染させないよう早期にそれを発見して
治療してしまえば、その人がほかにう
つすようなことはない。
　一方、発病してしまって、ほかに感
染させるような、つまり塗抹陽性結核
患者になった場合、これが一番問題に

なるわけで、ここで次の感染を阻止す
れば結核が蔓延しない、結核が広がら
ない。そういった意味で、一番大事な
のは感染者が出た場合の対応というこ
とになります。
　学校、それから事業所でも、健康診
断を定期的にやっておりますので、胸
部X線検査によって、まだ咳や痰など
の症状が出ない結核が発見されること
もあります。これは結核を発病したの
だけれども、他人に感染させることは
ありません。
　一方、感染しているけれども、まだ
発病しない場合はX線写真を撮っても
しようがありません。しかし、明らか
に塗抹陽性結核患者と接触した場合に
は、その人が感染しているかどうか、
これを診断するのは非常に大事です。
結核に感染してしまったが発病してい
ない状態を潜在性結核感染症というの
ですが、これをどうやって発見するか、
これが非常に大事なことになってきま
す。
　齊藤　結核発見のために、まずはX

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

東京工業大学保健管理センター特任教授
長　尾　啓　一

（聞き手　齊藤郁夫）

学校や事業所における結核対策
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線検査ということでしょうか。
　長尾　ついこの間までは、結核予防
法に則り、大学生全員が毎年胸部X線
検査をやっていたのですけれども、最
近、結核の罹患率はどんどん下がって
まいりました。日本の結核罹患率が10
万対20を切るようになったときに、胸
部X線検査を一律集団で、18歳以上に
やるというのは効率も悪いし、コスト
のことを考えてもよくないということ
で、結核発病リスクの高い人に絞って
いこうということになりました。
　実際、新たに結核を発病する人たち
の年齢を見ますと、65歳以上が60％以
上を占めています。ですから、X線検
査は高齢者を対象にしなくてはいけな
いということがいえます。
　もう一つは、若い人の中でも医療関
係者等感染のリスクが高い人、さらに
は教育関係者のように結核を発病した
ら大きな影響を与える可能性の高い人、
そういう人に対しては、従来と同じよ
うに毎年X線検査をやらなくてはいけ
ないということになったわけです。
　齊藤　学校保健安全法あるいは労働
安全衛生法でX線検査が規定されてい
るということですか。
　長尾　そうです。
　齊藤　学校保健ではどういう対象に
なりますか。
　長尾　学校保健安全法というのは、
結核予防法が廃止されて、感染症法に
組み込まれたとき、これは2007（平成

19）年だったのですが、学生に関して
は高校１年生と、あとは大学に入った
とき、さらには大学院に入ったとき、
このタイミングでやればいいですよと
いうことにしたわけです。
　しかし、先ほど申し上げたように、
医療関係学部だとか、あとは教育学部、
こういった学生に関しては毎年やらな
くてはいけない。学校保健安全法でも
感染症法に準じて、こういうかたちで
運用しています。
　齊藤　社会人の労働安全衛生法では
これはどうなっていますか。
　長尾　労働安全衛生法というのは、
実際、対象になる多くの方は60歳以下
のいわゆる現役世代の人が多いわけで
す。しかし、結核予防法が感染症法に
組み込まれたときに、感染症法での結
核対策としてのX線検診の対象者は65
歳以上になってしまいました。そう考
えると、労働安全衛生法では現役労働
者のほとんどが適応になりません。
　しかし、労働安全衛生法による健診
では、健康増進法に基づいた肺がん検
診をやることになっています。このよ
うな仕組みがあるので、実際には、労
働安全衛生法では40歳以上がX線検診
の対象になっています。
　さらに、40歳より前でもある程度の
間隔で健診をやらなくてはいけないと
いうことで、35歳、30歳、25歳、20歳
に、節目健診というかたちでX線検査
をやっています。

　齊藤　たまに被曝をとても気にする
方がいらっしゃいますけれども、これ
はどう考えればいいでしょうか。
　長尾　ついこの間まではほとんどが
検診車で間接撮影をやっていたのです
けれども、間接撮影の被曝量というの
はだいたい0.1ミリシーベルト程度なの
です。ところが、最近はどんどんそれ
が改良されまして、間接撮影でも0.1ミ
リシーベルトを割るようになっていま
す。
　さらには、コンピューターラジオグ
ラフィー（CR）またはデジタルラジオ
グラフィー（DR）といいますが、こう
いったものが検診車に積まれるように
なってきています。被曝量としては0.05
ミリシーベルト程度、さらには、もっ
と低くなっているのです。
　そういった意味ではX線被曝は心配
ないと考えてよろしいかと思います。
　齊藤　さて、学校あるいは事業所で
結核発病者がいるとなった場合、その
後の対応はどうするのでしょうか。
　長尾　まずは結核発病者が塗抹陽性
かどうかということですが、一般的に
は塗抹陽性の場合が問題になりますか
ら、それをお話しいたします。
　塗抹陽性の場合には、すでにほかの
人にうつしている可能性があるわけで
す。塗抹陽性の人に対する治療はもち
ろん行うのですが、その人は入院され
ますので、そこからさらに広がること
はないのですけれども、もうすでに接

触した人に対して感染したかどうかの
検査が必要になってきます。
　その場合には、接触後、長い期間で
したらX線撮影を最初にやることがあ
ります。しかし、接触後の期間がさほ
ど長くない場合にはインターフェロン
γ遊離試験といいまして、結核に感染
しているかどうかを血液で検査するこ
とになります。ただ、接触してからの
期間が短いと検査結果が有効ではあり
ません。やる時期は接触をしてから少
なくとも６週間以降でないといけない
のです。それは結核免疫が成立するま
では時間が必要だからです。だいたい
接触してから２カ月ぐらいあとに行う
わけです。実際にはみんな心配して、
「早く検査をやってくれ」と言うので
すけれども、それは十分に医療者が説
明をしなくてはいけません。
　このインターフェロンγ遊離試験は、
今まではクォンティフェロンという検
査が主流だったのですが、最近T-SPOT 
TBというものも出てきまして、２つか
ら選択できるような状況になっている
わけです。
　齊藤　どちらも採血して試験容器で
検査をするということですね。
　長尾　そうです。
　齊藤　何か特徴はありますか。
　長尾　クォンティフェロンというの
は、結核特異抗原の入った真空試験管
に直接採血し、一定の時間にインター
フェロンγをリンパ球が放出する量を
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線検査ということでしょうか。
　長尾　ついこの間までは、結核予防
法に則り、大学生全員が毎年胸部X線
検査をやっていたのですけれども、最
近、結核の罹患率はどんどん下がって
まいりました。日本の結核罹患率が10
万対20を切るようになったときに、胸
部X線検査を一律集団で、18歳以上に
やるというのは効率も悪いし、コスト
のことを考えてもよくないということ
で、結核発病リスクの高い人に絞って
いこうということになりました。
　実際、新たに結核を発病する人たち
の年齢を見ますと、65歳以上が60％以
上を占めています。ですから、X線検
査は高齢者を対象にしなくてはいけな
いということがいえます。
　もう一つは、若い人の中でも医療関
係者等感染のリスクが高い人、さらに
は教育関係者のように結核を発病した
ら大きな影響を与える可能性の高い人、
そういう人に対しては、従来と同じよ
うに毎年X線検査をやらなくてはいけ
ないということになったわけです。
　齊藤　学校保健安全法あるいは労働
安全衛生法でX線検査が規定されてい
るということですか。
　長尾　そうです。
　齊藤　学校保健ではどういう対象に
なりますか。
　長尾　学校保健安全法というのは、
結核予防法が廃止されて、感染症法に
組み込まれたとき、これは2007（平成

19）年だったのですが、学生に関して
は高校１年生と、あとは大学に入った
とき、さらには大学院に入ったとき、
このタイミングでやればいいですよと
いうことにしたわけです。
　しかし、先ほど申し上げたように、
医療関係学部だとか、あとは教育学部、
こういった学生に関しては毎年やらな
くてはいけない。学校保健安全法でも
感染症法に準じて、こういうかたちで
運用しています。
　齊藤　社会人の労働安全衛生法では
これはどうなっていますか。
　長尾　労働安全衛生法というのは、
実際、対象になる多くの方は60歳以下
のいわゆる現役世代の人が多いわけで
す。しかし、結核予防法が感染症法に
組み込まれたときに、感染症法での結
核対策としてのX線検診の対象者は65
歳以上になってしまいました。そう考
えると、労働安全衛生法では現役労働
者のほとんどが適応になりません。
　しかし、労働安全衛生法による健診
では、健康増進法に基づいた肺がん検
診をやることになっています。このよ
うな仕組みがあるので、実際には、労
働安全衛生法では40歳以上がX線検診
の対象になっています。
　さらに、40歳より前でもある程度の
間隔で健診をやらなくてはいけないと
いうことで、35歳、30歳、25歳、20歳
に、節目健診というかたちでX線検査
をやっています。

　齊藤　たまに被曝をとても気にする
方がいらっしゃいますけれども、これ
はどう考えればいいでしょうか。
　長尾　ついこの間まではほとんどが
検診車で間接撮影をやっていたのです
けれども、間接撮影の被曝量というの
はだいたい0.1ミリシーベルト程度なの
です。ところが、最近はどんどんそれ
が改良されまして、間接撮影でも0.1ミ
リシーベルトを割るようになっていま
す。
　さらには、コンピューターラジオグ
ラフィー（CR）またはデジタルラジオ
グラフィー（DR）といいますが、こう
いったものが検診車に積まれるように
なってきています。被曝量としては0.05
ミリシーベルト程度、さらには、もっ
と低くなっているのです。
　そういった意味ではX線被曝は心配
ないと考えてよろしいかと思います。
　齊藤　さて、学校あるいは事業所で
結核発病者がいるとなった場合、その
後の対応はどうするのでしょうか。
　長尾　まずは結核発病者が塗抹陽性
かどうかということですが、一般的に
は塗抹陽性の場合が問題になりますか
ら、それをお話しいたします。
　塗抹陽性の場合には、すでにほかの
人にうつしている可能性があるわけで
す。塗抹陽性の人に対する治療はもち
ろん行うのですが、その人は入院され
ますので、そこからさらに広がること
はないのですけれども、もうすでに接

触した人に対して感染したかどうかの
検査が必要になってきます。
　その場合には、接触後、長い期間で
したらX線撮影を最初にやることがあ
ります。しかし、接触後の期間がさほ
ど長くない場合にはインターフェロン
γ遊離試験といいまして、結核に感染
しているかどうかを血液で検査するこ
とになります。ただ、接触してからの
期間が短いと検査結果が有効ではあり
ません。やる時期は接触をしてから少
なくとも６週間以降でないといけない
のです。それは結核免疫が成立するま
では時間が必要だからです。だいたい
接触してから２カ月ぐらいあとに行う
わけです。実際にはみんな心配して、
「早く検査をやってくれ」と言うので
すけれども、それは十分に医療者が説
明をしなくてはいけません。
　このインターフェロンγ遊離試験は、
今まではクォンティフェロンという検
査が主流だったのですが、最近T-SPOT 
TBというものも出てきまして、２つか
ら選択できるような状況になっている
わけです。
　齊藤　どちらも採血して試験容器で
検査をするということですね。
　長尾　そうです。
　齊藤　何か特徴はありますか。
　長尾　クォンティフェロンというの
は、結核特異抗原の入った真空試験管
に直接採血し、一定の時間にインター
フェロンγをリンパ球が放出する量を
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見ます。
　一方のT-SPOT TBというのは、さ
らに厳密にやるかたちになりますけれ
ども、採血後、リンパ球だけを抽出し
てリンパ球と結核の特異抗原を接触さ
せ、インターフェロンγの産生量をみ
るという検査です。
　その優劣に関してはまだコントラバ
ーシャルなところがありますので、ど
ちらをお勧めするということは申し上
げられません。
　齊藤　これは、陽性、陰性、それか
ら判定保留、そういう報告になるわけ
ですね。
　長尾　クォンティフェロンには陰性、
陽性、そして判定保留という３つがあ
るのですが、T-SPOT TBというのは
陰性と陽性の２つに分けるのです。
　齊藤　そうしますとクォンティフェ
ロンの「判定保留」はどういうふうに
考えますか。
　長尾　クォンティフェロンの「判定
保留」は、医療者の裁量にゆだねる部
分が大きく、その人の接触状況を聞い
て、陽性側に入れるか、陰性側に入れ
るかを決められるのです。
　つまり、濃厚な接触をしていて「判
定保留」であれば、それは陽性としま
しょう。ほとんど接触していないのに
「判定保留」だったら、それは陰性に
しましょう。そういう医療者側の裁量
権があり、ある意味メリットとも考え
られます。

　齊藤　大学では留学生が最近増えて
いますけれども、どうでしょうか。
　長尾　ご指摘のとおり、最近、あち
らこちらの大学で留学生の結核が問題
になっております。この場合の留学生
は、もちろん途上国の方ということに
なります。
　来日してだいぶたってから発病する
人もいますけれども、時々発病した状
態で大学に入ってくるということもあ
るのです。日本の医療事情がよくわか
らなくて、症状があっても我慢してし
まい、かなり進展してしまった状態で
発見されて、結果的にかなりの人に感
染させていた。場合によっては集団感
染の定義に入るほどの感染者数になる
場合もあるわけです。
　齊藤　ということは、まずは検査を
してあげるということでしょうか。
　長尾　まずは少なくとも新入学時の
大学の定期健康診断は必ず受けていた
だきたいということ。
　それから、私が千葉大にいたときに、
インフォームドコンセントを得て新し
く入ってきた留学生の方を対象として
クォンティフェロン検査をやってみま
した。そうしましたら、25％の人が明
らかな陽性になった。もちろん発病は
していないのですけれども。ですから、
1/4ぐらいの人がすでに感染を受けて
いるわけで、日本に来てからの生活も、
免疫能を落とさないような生活をして
もらいたいというのが私どもの願いで

す。
　齊藤　やはり教育も重要になるとい
うことですね。

　長尾　はい、そうです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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※〔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

1310本文.indd   50-51 13/09/17   12:17



見ます。
　一方のT-SPOT TBというのは、さ
らに厳密にやるかたちになりますけれ
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　大西　森先生、医療従事者の結核対
策というテーマでいろいろお話をうか
がいたいと思います。
　初めに、医療従事者というのは結核
のリスクが高いように思いますが、そ
のあたりから教えていただけますか。
　森　医療従事者というのは結核に感
染するリスクが高い、いわゆるハイリ
スクグループというふうにいわれると
ともに、また、ひとたび発症しますと、
多くの方に感染を広げるデインジャー
グループといわれている職種ですから、
特別な対策が求められております。
　これまでもいろいろな報告がありま
すが、看護師の発病リスクは同年代の
女性に比べると３～４倍も高い。ある
いは、結核病床がある病院の医療従事
者をクォンティフェロンで調べた感染
率は10％。一般の方ですと、同じ年代
でも１～２％程度になりますから、か
なり高い感染が存在している。また、
クォンティフェロンを使った結核の病
床がある病院での職員の方の陽転率を
調べた報告などもありますが、年間0.6

％ぐらいの方が陰性から陽性に変わる
ということですので、感染機会はそれ
なりに通常の場合に比べるとかなり高
いというふうに考えられます。
　大西　お話に出ましたクォンティフ
ェロンを簡単にご説明いただくと、ど
のようなものなのでしょうか。
　森　これはインターフェロンγの遊
離検査、IGRAsといわれるものの一つ
でして、採血をしまして、その中のリ
ンパ球を結核に特異的な抗原で刺激し
ます。結核菌に感染した既往がありま
すと、リンパ球からインターフェロン
γが出るので、その量を測定して、陽
性ならば結核に感染しているというこ
とで、従来のツベルクリン反応に比べ
ると非常に特異的に診断ができる検査
といわれています。
　大西　次に、医療従事者の方がこの
ようにリスクが高い背景にはどのよう
なものがあるのでしょうか。
　森　これは以前からずっといわれて
いることですが、まず日本においては
感染源になる塗抹陽性の結核患者、い

わゆる喀痰を染色しますと、もうすで
にそこで結核菌が検出されるというよ
うな、感染力が非常に高い方が、いま
だに年間9,000人以上いる。特に高齢の
方が多いものですから、そういった方
は医療機関を利用する機会がおのずと
多くなる。そうなりますと、その方々
が、自分は結核で排菌しているという
ことを伝えてくれるということはあま
りありませんから、どうしても周りの
人は接触してしまうということがあり
ます。また、若年の医療従事者の大半
は結核に感染したことがないというこ
とですので、いわゆる結核に対する防
御免疫が弱い世代であると考えられて
います。
　加えて、診断の遅れというのがけっ
こう目立っていて、これは一つには結
核が随分減ってきているということで
関心が下がっているということ。また、
ご高齢の方では咳が非特異的症状であ
ること。咳をしているお年寄りの方と
いうのは非常に多いものですから、咳
が長引いているからといって、結核と
はいえないということで、あまり検査
が行われないということもあるかと思
います。
　さらに、施設の構造とか設備という
意味においては、気密性が高くなって、
空調も再循環方式で、中の空気がまた
戻ってくるというようなことが、感染
を広げる背景になります。加えて咳を
誘発する処置、気管支ファイバースコ

ープの検査とか、挿管ですとか気管切
開、あるいはネブライザーによる痰の
喀出といったような処置が医療機関に
おいて行われますので、どうしても医
療従事者というのは感染する率が高い
ということになります。
　大西　リスクが増しているように思
いますが、それに対する対策はどのよ
うなものが取られていますでしょうか。
　森　基本的には厚生労働省が医療機
関に院内感染対策という通知を出して
いて、その中で結核に関係しそうなと
ころとしては、まず感染制御というも
のの組織化です。
　対策委員会を設置して、マニュアル
を整備したり、職員への指示とか教育
とか、あるいは情報の伝達が迅速に行
えるような体制をつくること、あるい
は実働する部隊として感染制御チーム
を置くとか、もちろん予防策として標
準予防策、あるいは感染経路別予防策、
結核の場合は空気感染ですので、N95
というマスクの準備が非常に重要にな
ってくるかと思います。
　大西　具体的に対策の実際について
教えていただけますでしょうか。
　森　基本的に健康診断と事後措置と
いうのがまず一つあり、胸部X線検査
というのは重要ですので、医療機関で
は従事者の受検率を高めることが必要
です。また、所見のある方に対しては
迅速に診断して、就業上の措置とか、
治療が必要であれば治療を行っていく

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅲ）

慶應義塾大学保健管理センター教授
森　　正　明
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策というテーマでいろいろお話をうか
がいたいと思います。
　初めに、医療従事者というのは結核
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というのは重要ですので、医療機関で
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ということ。あるいは、接触者健診に
おいては、先ほどお話ししましたクォ
ンティフェロン、QFTを積極的に導入
する。陽転した場合には、潜在性結核
感染症、発症前の結核という状態です
けれども、この間に治療してしまうと
いうことを考える。あるいは、雇い入
れに際しても、クォンティフェロンを
実施したり、既往歴とか接触歴を聴取
し、比較的最近、おおむね２年以内に
なりますけれども、感染が疑われる場
合には積極的に治療を行うとか、ある
いは結核病棟などハイリスクな部署で
は定期的なクォンティフェロンなどを
行う必要があるのではないかといわれ
ています。
　また、BCG、これは日本の場合、乳
幼児期にほとんど実施しますけれども、
最近、海外で小さいときを過ごしてか
ら、帰国して日本の医療に携われるよ
うになったという方も多いものですか
ら、そういう場合には、１回も打って
いない場合にはBCGの接種を考えたほ
うがいいということになります。
　大西　予防ということも非常に重要
かと思いますけれども、どのようなも
のがありますでしょうか。
　森　まず環境面という点では、先ほ
どお話しした気密性が高くなっている
という問題がありますので、空調設備
に関しては、結核病棟というのは空調
設備を独立させた構造にする。最近で
すと、そういった専門病院も多くなっ

てきました。
　それから、病室とか処置室とか気管
支鏡検査など、そこで菌が排出される
ことが想定される場所は陰圧にして、
外に菌が漏れ出てこないようにすると
か、あと検査室の設備として、細菌検
査室自体ももちろん陰圧ですし、検体
を取り扱う場所として安全キャビネッ
トというものを設置していただく必要
があると思います。
　また、個人の予防に関しては、排菌
が想定される状況ではN95マスクを着
用していただく。あるいは、喀痰の検
査などの検体操作に関しては先ほどの
安全キャビネット内で実施するという
のが必要かと思われます。
　大西　様々な結核対策に関しては、
知識の普及も重要かと思いますけれど
も、そのあたりについて教えていただ
けますでしょうか。
　森　その点では職員向けの講習会、
感染症のところで、最近ではいろいろ
な場所で実施されてきていると思いま
すけれども、その中では結核に関する
知識を普及して、みんなが結核に関心
を持っているという状態をつくるとい
うことが必要かと思います。
　また、咳エチケット、これは患者さ
んへの指導というところでも非常に重
要なのですけれども、咳をしている患
者さんにはマスクをつけていただくと
いうことを職員一人ひとりが指導でき
るような状況にする。また、もちろん

職員自身も咳が出るときにはマスクを
する。こういったことが普及しますと、
感染症というのは減るということが期
待できるかと思います。
　また、症状ですね、咳が出るとか、
熱が続くとか、こういった患者さんに
関しては胸部X線検査を積極的に実施
して、結核が疑われる所見があるとい
うときにはきちんと検査をしていただ
く。また、入院が予定されているとか、
入院時の検査などでも積極的に胸部X
線検査を実施して、院内での感染を防
いでいただくというのが必要かと思い
ます。
　また、咳のある患者さんで結核が疑
われて紹介された患者さんに関しては、
隔離スペースにおいて待機や診療を行
うというようなことが必要かと思いま
す。
　また、結核患者さんが発生したとき
にはどういうふうに対処していくかと
いうのは、これはマニュアルというこ

とになりますけれども、院内感染対策
で、委員会や感染制御チーム、あるい
は関連部門といいますと、病棟であり、
外来であり、検査室であり、いろいろ
なところが関係してきますが、そうい
ったところで会議を持って情報を共有
して対策を取っていくことが必要では
ないかと思います。
　大西　特に救急外来の現場などはど
のような方が来るかわからない面もあ
るのですけれども、対策等はあります
か。
　森　基本的には救急の場合ですと、
結核はいつもあるということを一人ひ
とりの方が念頭に置いて対応に当たっ
ていただくというのが重要ではないか
と思います。
　大西　常にその可能性を頭に置いて
おくということですね。
　森　そうですね。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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すと、そういった専門病院も多くなっ

てきました。
　それから、病室とか処置室とか気管
支鏡検査など、そこで菌が排出される
ことが想定される場所は陰圧にして、
外に菌が漏れ出てこないようにすると
か、あと検査室の設備として、細菌検
査室自体ももちろん陰圧ですし、検体
を取り扱う場所として安全キャビネッ
トというものを設置していただく必要
があると思います。
　また、個人の予防に関しては、排菌
が想定される状況ではN95マスクを着
用していただく。あるいは、喀痰の検
査などの検体操作に関しては先ほどの
安全キャビネット内で実施するという
のが必要かと思われます。
　大西　様々な結核対策に関しては、
知識の普及も重要かと思いますけれど
も、そのあたりについて教えていただ
けますでしょうか。
　森　その点では職員向けの講習会、
感染症のところで、最近ではいろいろ
な場所で実施されてきていると思いま
すけれども、その中では結核に関する
知識を普及して、みんなが結核に関心
を持っているという状態をつくるとい
うことが必要かと思います。
　また、咳エチケット、これは患者さ
んへの指導というところでも非常に重
要なのですけれども、咳をしている患
者さんにはマスクをつけていただくと
いうことを職員一人ひとりが指導でき
るような状況にする。また、もちろん

職員自身も咳が出るときにはマスクを
する。こういったことが普及しますと、
感染症というのは減るということが期
待できるかと思います。
　また、症状ですね、咳が出るとか、
熱が続くとか、こういった患者さんに
関しては胸部X線検査を積極的に実施
して、結核が疑われる所見があるとい
うときにはきちんと検査をしていただ
く。また、入院が予定されているとか、
入院時の検査などでも積極的に胸部X
線検査を実施して、院内での感染を防
いでいただくというのが必要かと思い
ます。
　また、咳のある患者さんで結核が疑
われて紹介された患者さんに関しては、
隔離スペースにおいて待機や診療を行
うというようなことが必要かと思いま
す。
　また、結核患者さんが発生したとき
にはどういうふうに対処していくかと
いうのは、これはマニュアルというこ
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　中村　このシリーズの最後としまし
て、結核診療の将来、ご専門の方から
夢を語っていただきたいなと思ってい
ますが、よろしくお願いいたします。
　石川先生、結核というのはなくすこ
とができましょうか。
　石川　これは、今おっしゃったよう
に、私たちの夢、ビジョン、結核をゼ
ロにというのが私たちが今掲げている
目標なのです。結核という病気は、原
因も結核菌がわかり、また予防も治療
も予防接種法や薬もある。診断法もか
なりしっかりしたものができてきた。
こういう中で、なんでいまどき結核が
あるのか。世界的に見ると、世界の人
口の1/3が結核に感染しているという
状況で、なかなか対策が難しい。しか
し、何とかゼロにしよう、しなければ
いけないということを目標に今いろい
ろな活動をしています。
　しかし、結核というのはしぶとい病
気でして、なかなか治りにくい、ある
いはなかなか制圧といいますか、撲滅
しにくい病気であるということも事実

なのです。その一つは、空気感染とい
いまして、空気を通して感染するもの
ですから、予防のしようがあまりない。
例えば、人込みに行って、だれかが咳
をしていた。予防しようと思っても、
予防しにくい。それから、学校や職場、
あるいは電車の中、あるいは様々な公
共施設でも、だれかが咳をしていれば
チャンスは常時あって、追放しにくい。
もう一つは、いったん感染しますと、
その菌は一生、体の中に残っていて、
最初の２年ぐらいがより発病しやすい
のですが、あとは一生発病する可能性
がある。そういう意味でもしぶとい病
気ですから、長く、じっくり相手にし
てやっていかないと、一挙には減らせ
ないという意味で時間がかかります。
　でも、世界的にも結核は確実に少し
ずつ減ってきていますし、そのための
努力はされていますので、減る方向に
は進んでいるのですけれども、そう簡
単には減らない。日本は今、戦後から
随分よくなりましたけれども、まだ先
進国の中では一番多いほうなのです。

　中村　それはなぜですか。
　石川　その理由は、日本の結核対策
が悪いのではなくて、日本の結核の蔓
延が戦時中から戦後にかけて非常にひ
どかった。その後は世界的な強力な対
策を取りましたけれども、マラソン選
手がどんなに速くても、１時間、２時
間後にスタートすれば、なかなか追い
つけないというように、先進諸国はず
っと前に結核が減り出していた。それ
に対して日本は最近まで結核がはやっ
ていたということなので、まだ時間が
かかるということなのです。
　そういう意味でも、特にお年寄りの、
例えば70歳以上の方の７割か８割はも
うすでに結核に感染しているものです
から、その方たちの中から、さらさら
さらさらと患者さんが出てくるのです。
それを一挙にゼロにするわけにはなか
なかいかないのです。そういう意味で
も時間をかけて、じっくり対応してい
かなければいけないし、いつでも患者
が出る可能性があるという意識で毎日
の診療に当たっていただかないと見過
ごしてしまうということになります。
　中村　大事なお言葉ですね。先生は
ごく最近、スイスでの結核の会議に出
席されてこられて、こういった意味も
含めて何か夢のようなものがおありで
すか。
　石川　今、世界的に強力な結核対策
が推進されてきているわけですけれど
も、意外と、思ったより早く結核はな

くならないということで、それはいっ
たい、どういうことなのかと随分議論
されました。これまでは結核患者はた
いてい症状が出るから、症状が出る人
に菌の検査をして、菌を出している人
を早く治せば、新しくうつすこともな
いでしょうし、患者もどんどん減るだ
ろうという予測だったのですけれども、
実際はあまり症状がなくて菌を出して
いる方とか、症状は多少あっても症状
を訴えない方とか、そういう方が意外
と多く社会にいるということがわかっ
てきたのです。
　WHOを中心に世界的に今、結核の
実態調査をやっていまして、今までは
表面をなでていたような見つけ方だっ
た。もっとたくさんの患者が実際はい
るということがわかってきました。そ
ういう意味ではこれからは意図的に患
者さんを見つける努力をしていかない
と、急速には減らないだろうというこ
とで、これを新しい対策の方式にして
いこうという考え方が出ているわけで
す。
　中村　具体的にはやはり健診が。
　石川　そうですね。まず最初にやら
なければいけないことは、今、症状が
あったりして来ている人の中でもけっ
こう見過ごされていますから、それを
各診療機関で見過ごしてはいけない。
これが一番大きい。その次は、症状は
あまりないのだけれども、お年寄りな
どで体の抵抗力が弱っている方の中に
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かなければいけないし、いつでも患者
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が推進されてきているわけですけれど
も、意外と、思ったより早く結核はな
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に菌の検査をして、菌を出している人
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ろうという予測だったのですけれども、
実際はあまり症状がなくて菌を出して
いる方とか、症状は多少あっても症状
を訴えない方とか、そういう方が意外
と多く社会にいるということがわかっ
てきたのです。
　WHOを中心に世界的に今、結核の
実態調査をやっていまして、今までは
表面をなでていたような見つけ方だっ
た。もっとたくさんの患者が実際はい
るということがわかってきました。そ
ういう意味ではこれからは意図的に患
者さんを見つける努力をしていかない
と、急速には減らないだろうというこ
とで、これを新しい対策の方式にして
いこうという考え方が出ているわけで
す。
　中村　具体的にはやはり健診が。
　石川　そうですね。まず最初にやら
なければいけないことは、今、症状が
あったりして来ている人の中でもけっ
こう見過ごされていますから、それを
各診療機関で見過ごしてはいけない。
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結核を併発してくる方が日本でもけっ
こう多いので、そういう方を見過ごさ
ないということです。軽い症状でも見
過ごさない。特に、お年を召されてい
る方たちは発病率が高いものですから、
できれば年に１回は健診をする。
　それからハイリスクといって、糖尿
病、胃を取ったり、あるいは昔、結核
を一度やったことがあるとか、免疫が
下がるような病気ですね、そういう方
たちの中で結核が多く出るものですか
ら、そういう方たちは定期的に健診を
して早く見つけるということをやって
いこうというのが一つの考え方です。
　中村　そうしますと、むしろ合併症
の治療をしてくださっている先生が注
意をして。
　石川　そうです。普段診ている先生
が「いつもの咳だから大丈夫だろう」
と、つい思ってしまうのですが、「こ
としはまだ一度もレントゲンを撮って
いないから撮ってみよう」とか、ちょ
っと普段より熱が高い。あまり高くな
いのだけれども、ちょっと高いという
ようなときには、結核もあるだろうな
と。
　そういう意味では、幾つかのリスク
というものがあって、先ほど申し上げ
たように、悪性腫瘍の治療や、関節リ
ウマチなども治療で免疫を少し弱くし
ますから、そこで結核をまた発病する
のです。それとか、糖尿病、あるいは
HIVなど免疫が下がっているような方

たちには積極的に結核を年に１回は調
べるということが大事だと思います。
　中村　経済的な問題もありますか。
　石川　大いにありまして、例えばホ
ームレスの方の中には結核の患者が何
十倍と高いのです。そういう方たちに
は健診を勧めて早く結核を見つけるよ
うにしないと、町の中でそういう方が
菌を出しながら生活しているというこ
ともあります。外国人、ネット難民と
いわれるような若い人たち、経済的な
弱者の中にけっこう結核を持っておら
れる方がいます。
　中村　診断の面で何か方法が、近い
将来出るでしょうか。
　石川　診断の新しい方法というのは
まだ見つかっていなくて、やはり一番
確実なのが従来のようにまずレントゲ
ン写真を撮る。それから痰の検査で結
核菌を調べる。痰の検査も、核酸増幅
（PCR）法のようなもので早く診断で
きるようになってきました。今、お年
寄りなどの検査で結核菌かなと思うと、
実際は非結核性抗酸菌が意外と多いの
です。そういう方たちにあわてて結核
の治療をしたり、隔離したりする必要
はないので、それはPCRで結核菌を同
定する検査があり、普通の診療機関で
も出せます。そういう意味では診断は
従来のレントゲンや痰検査が一番確実
です。
　治療法としては、新しい薬が今期待
されているのですけれども、それが出

てくれば、現在は半年から９カ月ぐら
いまで治療しているのですけれども、
それが４カ月ぐらいになる。でも、こ
れは５～10年ぐらい先かなと。日本発
の新しい薬なども何種類か出てきてい
ます。ワクチンも、開発途上であと20
年以上かかるでしょう。なかなか難し
いのですが、じっくり研究を進めてい
くと、確実に結核を少なくするための
方策が出てくると思います。
　中村　先行きは少し明るいのでしょ
うか。
　石川　もちろんです。とにかく私た
ちは結核をゼロにしようということで
励んでいるわけです。
　中村　何かほかに、これは言ってお
きたいということがありましたら。
　石川　最近、結核が減ったこと自体
は素晴らしいことなのですが、皆さん
の関心がなくなりすぎて、体のぐあい

が悪くても、まずお医者さんが疑わな
い。「長引く咳は赤信号」と呼吸器症
状が来たら、結核も一応頭に入れて、
見ていただくということが一番重要か
なと思います。
　中村　先生が普段おっしゃっておら
れる、絶えず頭の中に結核という病気
を入れて診療するのだということです
ね。
　石川　そうでないと、集団感染とか、
その後でたいへんな事件が起こったり
いたしますので、それを日常の中で見
過ごさないように。診断されればきち
んと治りますので、診断の遅れがない
ようにということを第一に、診断を進
めていただければと思います。
　中村　将来は明るいのだと。だけど、
道のりは少しかかるということですね。
ありがとうございました。
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