
　池脇　松本先生、WPW症候群に関
して質問をいただきました。まずWPW
症候群について基本的なことを教えて
ください。
　松本　歴史からいうと、1930年ぐら
いにさかのぼってしまうのですけれど
も、Wolff、Parkinson、Whiteという
３人の医師が、PQ間隔が短くて、右
脚ブロック型のQRSを呈した心電図で
頻脈症を起こした患者さんを報告した
のです。それがまず最初です。
　どういうことかというと、心房と心
室を直接つなぐ筋肉の束のようなもの
がありまして、非常に細いのですけれ
ども、それがあるがためにそのような

特徴的な心電図を示している。不整脈、
例えば心室性期外収縮のようなものが
出ると、その回路を逆行した興奮が正
常の回路を使って戻ってきて、頻脈が
起こるという病気です。
　池脇　いわゆる副伝導路があるため
に頻脈発作を起こすということで、心
臓の発生の段階でそういった副伝導路
が残ったままで、基本的に小さいころ
からそれをお持ちだというふうに考え
てよろしいですか。
　松本　そうですね。先天的な異常と
とらえていただいてけっこうだと思う
のですが、まれに、例えば炎症や肥大
型心筋症とかに合併することがありま
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す。ほとんどの症例は先天的なもので
す。生まれたときにできている人が比
較的多いのですけれども、だいたい９
割ぐらいは消えてしまうともいわれて
います。
　池脇　今回の質問に関連するのです
けれども、そういったものに関しては、
以前でしたら薬物治療だったと思うの
ですけれども、最近のカテーテル・ア
ブレーション（以下、アブレーション）
の恩恵を受けている疾患だと思います。
現時点ではアブレーションが標準的な
治療といってよろしいでしょうか。
　松本　全くそのとおりだと思います。
アブレーションが始まったころは合併
症も比較的多くて、成功率も30％くら
いであまり高くなかったのですけれど
も、最近の成功率は95％を超えていま
すし、合併症の率は多くて２％ぐらい
といわれています。
　池脇　質問の先生は合併症を心配さ
れています。WPW症候群のアブレー
ションの合併症に関してはどういう状
況なのでしょう。
　松本　合併症の一番の重たいものは
心破裂といいますか、心筋穿孔という
病態だと思います。それが起こります
と、血液が心臓の外に出て、心臓の外
の袋に血液がたまってしまうのです。
この状態を心タンポナーデといいます。
そうしますと心臓が動かなくなって血
圧が下がる。こういう合併症が一番怖
いわけです。その可能性がゼロではな

いということだと思います。
　池脇　脳梗塞の合併症はどうでしょ
うか。
　松本　WPW症候群のアブレーショ
ンでは脳梗塞の合併症は極めて少ない
と思います。ただし、心房細動等を合
併している場合はまた話は別ですけれ
ども。
　池脇　最近の高齢社会に伴って、心
房細動に関しては高齢者に対してアブ
レーションを盛んにやられていると思
うのですが。
　松本　そうですね。心房細動は高齢
者が多いですが、全例アブレーション
の適応になるわけではありません。
　池脇　WPW症候群のアブレーショ
ンの患者さんというのはやはり高齢化
しているのでしょうか。それとも、あ
る程度の年齢で皆さんやっておられる
のでしょうか。
　松本　WPW症候群は、最近は健診
で心電図をとりますので、比較的若い
時期に発見されることが多いです。で
すので、あまり高齢者でアブレーショ
ンをする患者さんは、最近だんだん少
なくなってきました。
　池脇　そういう意味では、心房細動
とは違う傾向があるということで、心
房細動に関しても、ここ５年ぐらいで
しょうか、だいぶアブレーションが普
及してきたと思っていますけれども、
このWPW症候群に関してはあまり施
設間の差はなくなってきつつあるので
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しょうか。
　松本　なかなかこれは難しい話かも
しれません。基本的には少ないと思っ
ていますけれども、症例数が実は心房
細動に比べて極めて少なくなってきて
いるのです。逆にいえば、心房細動が
非常に多い。ですから、若い先生方は
どちらかというと、そういうオーソド
ックスな病気に対しての知識が少し欠
けてきているところがあるのです。で
すので、比較的ロートルといいますか、
ある程度経験のある施設のほうが安心
感はあるかと思います。
　池脇　心房細動のアブレーションも
脚光を浴びていますけれども、合併症
ということに関していうと、やはり心
房細動のほうがWPW症候群に比べる
と多いといってよろしいですか。
　松本　明らかに多いと思います。先
ほど申し上げたような心筋穿孔、心タ
ンポナーデ、これが一番恐ろしいと思
います。パーセンテージからいうと、１
～２％は起こっていると思います。ほ
とんどの場合、助かるということです
けれども、これが高齢者になりますと
比較的命取りになる可能性も多くある
ということだと思います。
　池脇　心房細動のアブレーションと
いうのは、カテーテルのアプローチの
仕方、あるいは焼き方というのはだい
たい決まっているのでしょうか。
　松本　だいたいは決まっているので
すけれども、まだいろいろな方法が世

の中で行われています。基本的には心
房細動のアブレーションというのは肺
静脈を隔離するという方法です。その
理由は、肺静脈の奥のほうから、トリ
ガーといいまして、心房細動を起こす
もとになるような不整脈（排外収縮）
が出るということです。これを抑え込
んでしまうという治療法になります。
これに関してはほぼ一致した見解だと
思います。ただ、焼き方に関しては若
干の差があるということだと思います。
　池脇　またWPW症候群に話を戻し
ますけれども、心室細動の危険がある。
これはどういう状況のときにそういう
危険が出てくるのでしょうか。
　松本　副伝導路の不応期、伝導のし
やすさによります。不応期が短く伝導
性が極めて高いときが非常に危ないと
思うのです。そういう患者さんは特に
心房細動も起こしやすいので、心房細
動を合併して、かつ心房細動の伝導が
心室に副伝導路を介して伝わってしま
う（偽性心室細動）。こんなときに心
室細動、突然死ということを起こすこ
とがあるということだと思います。
　池脇　WPW症候群に心房細動を合
併した場合の薬物治療に関しては多少
気をつけなければいけないと聞いてお
りますが。
　松本　これは極めて重要です。この
ような状態での房室結節を抑制するよ
うな薬は禁忌になります。例えば、よ
く心房細動で使うジギタリスとか、発
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作性の頻拍症で使うベラパミル、ワソ
ランですが、こういった薬は逆に副伝
導路を通る伝導を相対的に促進してし
まいますので、非常に危ないと思いま
す。これは絶対やってはいけないとい
うことだと思います。
　池脇　そういう意味では、一般的な
頻脈発作で使われている薬というのは、
そういう状況においては使ってはいけ
ないという意味においては、慎重に心
電図を見ていく必要があるのでしょう
けれども、この場合には、いわゆるワ
イドQRSの頻脈症ということですか。
　松本　そうです。そういうときには
そういう薬はだめである。薬を使うと
すれば何を使うかというと、一群の抗
不整脈薬が一番よろしいかと思います。
　池脇　そういった症例ではアブレー
ションの必要性が高いと思うのですけ
れども、最近は、先ほども先生が簡単
に触れられましたけれども、健診がき
っかけで見つかるWPW症候群に関し
て、そのまますぐに循環器の先生に回
すのかどうなのか。そのあたりの管理
の仕方はいかがでしょうか。
　松本　循環器の専門家に一度診てい
ただくのがベストだと思うのですけれ

ども、我々の見方とすれば、まず副伝
導路の状態、心電図でいえばδ波とい
う波になりますが、これが果たして24
時間ずっと出っぱなしなのかどうかと
か、例えば運動をしたときにそのδ波
が消えるのかとか、消えればわりかた
予後がよろしいだろうということと、
他に家族歴とか今までの症状、ご本人
が動悸があったとか、意識がふっとな
ったとか、そういったものがあるかど
うかをよく聞いていただいて、一切そ
ういうものがない方は様子を見ていて
大丈夫だと思います。また、心臓の器
質的な疾患があるかないかも非常に重
要になってきます。心機能が非常によ
くて、以上のような状態であれば、専
門家に行かなくてもよろしいのではな
いかと思います。
　池脇　δ波が消えるかどうかという
のが一つの指標ということになります
と、一般の先生方でそれを確認するの
は、ホルター心電図ぐらいでしょうか。
　松本　そうですね。ホルター心電図
でよろしいかと思います。診療所にあ
れば一番よろしいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　岩切先生、まず逆流性食道炎
がどうして起こるのかといったあたり
から始めていただけますか。
　岩切　はい、逆流性食道炎の発症機
序を考えてみるのが一番重要かと思い
ます。
　逆流性食道炎発症に関してはメカニ
ズムがはっきりしておりまして、食道
内の過剰な酸曝露によって起きます。
健常な方でも、24時間の食道pHモニタ
リングを行いますと、24時間で最大で
４％前後の酸曝露があるのですが、軽
症でだいたい４～10％、重症食道炎で
10～30％と、その酸曝露時間が重症に
なるに従って有意に増加します。過剰
な酸逆流の曝露時間が逆流性食道炎の
原因です。
　山内　逆流を起こしやすいところが
ポイントで、そこにメカニズムが働い

ているわけですね。
　岩切　逆流が起きて、その結果、胸
やけとか呑酸が起こるわけです。胸や
けの治療におきましては、逆流がどの
ように起こるかということをまず理解
しておきますと、患者さんに対しての
生活指導においても有用かと思います。
　山内　具体的にはどういう感じなの
でしょうか。
　岩切　逆流のほとんどは一過性LES
（下部食道括約筋）弛緩に伴い起こり
ます。ちょっと難しい言葉なのですが、
簡単に言いますと、げっぷのメカニズ
ムによって胃酸逆流は起きます。げっ
ぷというのは、胃内の過剰な空気を口
から排出するためのメカニズムで、だ
れにでも起こる生理的なメカニズムで
す。胃酸逆流がどういう状況で起こる
かというと、胃が膨らんだ状態で起こ

逆流性食道炎の食生活と注意点
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　逆流性食道炎患者に対する食生活および生活上注意を要する事項についてご
教示ください。
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りますので、ほとんどは食後２～３時
間以内に、げっぷとともに酸が上がっ
てきて、胸やけを起こします。ですか
ら、げっぷを起こさないような生活指
導をすることが胸やけの予防、逆流症
状の予防になります。
　山内　今のお話から推察しますと、
食べてから２～３時間たったあたりに
起こりやすいとみてよろしいわけでし
ょうか。
　岩切　２～３時間以内に起こります。
　山内　以内ですか。
　岩切　そうです。食後、座っている
状態ですと、胃の上のほうに食べ物と
酸がたまってきます。また、人は食べ
ると同時に空気を少量のみ込んでいま
すので、どうしても胃の上のほうが膨
らんでまいります。そこで、げっぷと
して空気を逃がすわけですが、その空
気と一緒に胃の上にあった酸も上がっ
てきます。ほとんどの逆流はこういう
空気の逆流と一緒に起きます。予防と
して一番重要なのは、とにかく胃を膨
らませないことで、昔からよく８割摂
取といいますが、食べ過ぎないことが
重要です。
　そして、よく患者さんは外来で「脂
っこいものを食べると胸やけがする」
という話をするわけですが、脂肪を摂
取しますと、げっぷを起こすコレシス
トキニンというホルモンが十二指腸か
ら分泌されます。そのホルモンがげっ
ぷを起こす神経系に直接作用しまして

一過性LES弛緩を誘発するとともに、
コレシストキニンは胃排出を遅延させ
ます。胃の排出が遅延すると、食べた
内容が長時間、胃内に残りますので、
結果的に胃が伸展された状態になって、
げっぷが出やすくなります。脂肪の取
り過ぎには注意する必要があります。
　山内　脂肪が逆流性食道炎を引き起
こすかなり大きな役割を担っていると
考えてよろしいわけですね。
　岩切　そうですね。日本人の脂肪摂
取というのは、30年前ごろは10％程度
だったのですが、現在、25％ぐらいで
す。ほぼ日本人は日本食を食べていま
すので、脂肪摂取率は横ばいなのです
が、欧米の方は40％ぐらい脂肪を摂取
しています。アメリカ人の逆流性食道
炎の頻度は日本人よりも多いのですが、
脂肪摂取量も逆流性食道炎発症に大き
く影響していると思われます。脂肪摂
取は逆流に関しては本当に悪者です。
　山内　脂肪が一つあるということで
すが、脂肪摂取量をまず減らして、そ
れで実際に逆流性食道炎は減ってくる
とみてよろしいのでしょうか。
　岩切　脂肪だけではなくて、食べる
量を８分目摂取していれば、逆流自体
は抑えられる可能性が高いと思います。
それとともに、肥満の方、BMIが25を
超えているような人は腹圧がかかりま
す。腹圧がかかりますと、胃を押す感
じになり、胃が張った状況となり、逆
流が起こりやすくなります。正常な体
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重にすることも重要ですし、そのため
にも８割摂取、高脂肪食を控えるとい
うことが重要となります。
　山内　そうすると、肥満者に原則的
には多いと見てよろしいわけですね。
　岩切　肥満者は確実に逆流は増えて
います。減量すると逆流が減少すると
する報告もあります。
　山内　それ以外の要因で何かわかっ
ているもの、これは食事以外のものも
入ってくるかもしれませんけれども、
食べ方ですか。
　岩切　食べ方は、先ほどもお話しし
たのですが、嚥下時には無意識に空気
も若干のみ込んでしまいます。早く食
べると、空気をのみ込む量も増えてし
まいますので、やはり逆流が多くなり
ます。特に麺類とかのすするような感
じのときは、空気をかなりのみ込み、
げっぷが出やすくなっています。よっ
て、ゆっくり食べるということも重要
です。それが満腹感を先のばしにする
ことにもつながります。
　山内　肥満者の食事、食生活そっく
りの感じがありますね。今度は逆に酸
のサイドからいいますと、いわゆる過
剰な酸ですか、胃酸が多いか少ないか。
　岩切　逆流性食道炎というのは、50
歳過ぎから右肩上がりに増加してくる
のですが、以前ですと、日本人はピロ
リ菌感染者が多かったものですから、
50歳ぐらいになりますと胃の萎縮があ
り、酸分泌が少なくなっていたわけで、

逆流が起きても胃酸があまりなく、逆
流性食道炎が起こりにくい状況にあっ
たわけです。しかし、最近の50歳ぐら
いの方ですと、ピロリ菌陰性者もかな
り増えてきています。そして、今後さ
らにピロリ菌陰性の50歳以上の人が増
えてきます。
　ピロリ菌がもともといない方という
のは胃の粘膜の萎縮がありませんので、
50代になっても20代と同じような胃酸
が維持されています。ピロリ菌陰性の
方に関しては逆流性食道炎の好発年齢
に十分な酸を持っているということで、
それが発症の大きな原因になることは
間違いありません。
　山内　そうすると、今後増えてくる
可能性もありますね。
　岩切　増える可能性は高いと思いま
す。
　山内　中年で太っている方で、食べ
方が悪いということ、それから生活習
慣で最近、夜食みたいな感じで食べる
方がいらっしゃいますね。
　岩切　皆さん忙しいので、どうして
も疲れて食べてすぐ寝るということな
のですが、起きている間は唾液が１日
トータル１～1.5ℓ、かなりの量、出て
います。
　山内　すごい量ですね。
　岩切　唾液が出ますと、無意識にの
み込みます。嚥下を行いますので、食
道上部より一次蠕動波というものが出
て、もし逆流が起きても、無意識な嚥
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下によって起きた一次蠕動波により、
逆流した酸を数秒で食道から胃に戻し
ます。ただ、寝ているときというのは
唾液分泌が抑制されていますので、嚥
下が行われず、一次蠕動波が出現しま
せん。夜間逆流が起きますと、臥位の
状態でもありますし、なかなか食道内
の酸が食道から胃にもどりません。
　健常の方でも、食後２～３時間まで
に逆流が起こるとお話ししましたが、
もし仮に食べてすぐ寝てしまいますと、
寝ている時間が食後となり、もともと
逆流性食道炎がないような方でも確実
に寝ている間に逆流が起きます。寝て
いる間は唾液分泌がないので、長時間、
酸が食道内に残って、過剰な酸曝露の
原因となって、食道炎が起こる可能性
があります。また、夜間に逆流症状を
起こすこともあります。それが睡眠障
害の原因につながってくることもあり
ます。よって、生活習慣の改善として
一番重要なのは、就寝前の食事摂取を
控えるということだと思います。
　山内　少し話題がそれますが、逆流
性食道炎の誘因は肥満者とか糖尿病の

方に多い習慣と重なりますので、これ
による胸痛は狭心症と紛らわしい感じ
がしますね。
　岩切　よく循環器の先生から、調べ
ても異常はないので消化器を見てくれ
と。調べて、逆流性食道炎という患者
さんはかなりいますが、症状だけお聞
きすると、なかなか鑑別がつかないと
いう状況です。先ほども申しましたよ
うに、夜間は唾液分泌がありませんの
で、食道が乾いた状況となります。そ
こに逆流が起きると、かなり強い症状
が出るようです。
　特にお年寄りの場合は狭心症と逆流
性食道炎を合併していることがありま
す。一つの鑑別法として有用なのは、
枕元にお水等を置いていただいて、胸
痛があって、水を飲んで症状がやわら
げば酸逆流の可能性が高いです。これ
はかなりの鑑別の重要なポイントです。
　山内　いずれにしても、今後さらに
増えそうだということですね。
　岩切　はい。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　堀越先生、どのくらい塩分を
摂取しているのかを簡易に評価する方
法に関しての質問です。今でも日本人
というのは食塩をよく取っているのだ
ろうと思うのですけれども、そのあた
りの最近の傾向はどういう感じなので
しょうか。
　堀越　今の日本人でもおよそ11g/日
の食塩を取っているという厚生労働省
の国民栄養調査結果が報告されていま
す。厚生労働省が策定しています2010
年の「国民の栄養摂取基準」では、健
康人でも食塩摂取の目標量を、男性は
９g未満、女性は7.5g未満としています。

　例えば、American Heart Association
ではナトリウムの摂取量を1,500㎎、食
塩に換算しますと約3.8gを目標にして
います。アメリカは１日８～９gの食
塩を摂取している国ですけれども、１
日３g減らすと、年間約５万～８万人
余り心血管病が減少するという試算が
2010年の「ニューイングランド・ジャ
ーナル」に報告されました。その後、
すぐ「ウォール・ストリート・ジャー
ナル」に、これによって年間１兆円、
医療費が節減されるというニュースが
載ったのも、2010年のニュースとして、
私には印象的でした。

食塩摂取の評価

順天堂大学腎臓内科先任准教授
堀　越　　哲

（聞き手　池脇克則）

　随時尿のNa、クレアチニンを測定し食塩摂取量が評価できるが、この結果に
影響を与えるものは？　直前の食事での塩分量がたまたま多い場合はどうなる
のでしょうか。利尿剤を内服中の場合はどうなりますか。何日間くらいの食事
の影響が反映されるのでしょうか。
　また、日本高血圧学会推奨の食塩摂取量推算計算機SA-1500jpに、随時尿の
Naと起床後第２尿Naと２つのボタンがありますが、これの違いは何かあるので
しょうか。

＜埼玉県開業医＞
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　池脇　何といっても高血圧は食塩を
制限するというのが基本ですものね。
　堀越　そうですね。アメリカの農務
省の2010年のガイドラインでは、gen-
eral populationも2,300㎎、食塩にする
と１日5.8gを推奨しています。特に、
50歳以上、黒人、高血圧、糖尿病ある
いは慢性腎臓病患者では１日1,500㎎以
下を推奨しています。1,500㎎というと
3.8gで、かなり厳しい減塩になると思
います。
　池脇　日本でこういう減塩のときに
よく聞くのは、そこまで減塩するとち
ょっと味が物足りないとか、そういう
意味では欧米のほうでは先ほどの3.8g、
これは可能なのですね。
　堀越　そうですね。もちろん、そこ
までまだまだいっていないわけですけ
れども。
　池脇　１日どのくらい食塩を取って
いるのか、これを知りたいという質問
になりますが、確かにそのとおりで、
私も高血圧の治療をしていて、知りた
いと思っても、実はあまり今までこう
いうことをやってこなかったのが正直
なところなのです。
　質問の随時尿、蓄尿ではなくて随時
尿のナトリウムとクレアチニンの濃度
の測定で食塩の摂取量を評価できると
いうことですけれども、これは具体的
にどういう方法なのでしょうか。
　堀越　正常の人では食塩負荷をしま
すと、例えば生理食塩水を点滴静注し

ますと、塩分排泄量は増加しますし、
食事の蛋白質の摂取量が増えたり、あ
るいは直前に運動したりすることによ
ってクレアチニンの排泄量が増加する
ことが知られています。
　また、塩分感受性の高血圧の患者さ
んはノンディッパー型が多いといわれ
ていますが、ノンディッパー型の高血
圧では夜間のナトリウム排泄量が日中
よりも多くなるということも報告され
ています。ですから、前日の１日の食
塩摂取量をスポット尿のナトリウム濃
度とクレアチニンの濃度で推算しよう
としても、日常生活には個人差もあり
ますし、尿サンプルを取る時間によっ
てもどうしてもばらつきがあります。
　池脇　随時尿で、簡易だけれども、
それなりの制限というか、ばらつきは
どうしても伴ってしまうということで
すね。
　堀越　そうですね。日本高血圧学会
が推奨しています食塩摂取量推算計算
機では、サンプル採取時間を考慮した
計算式を使用していまして、随時尿用
と起床後第２尿用の２つのボタンがあ
ります。文献的には随時尿の中でも夕
食前の尿サンプルを使ったものが24時
間の食塩排泄量と最も相関があったと
いう報告もあります。
　いずれにしましても、スポット尿か
ら１日のナトリウムの排泄量を推算す
るのですから、前日に極端に普段と違
う食事を取った日や、食後とか、先ほ
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どお話ししましたように、運動後３～
４時間ぐらいのサンプリングは精度が
悪くなると思いますので、避けたほう
が賢明だと思います。
　池脇　朝取るのかと思ったのですが、
むしろ夕食前のほうがいいというデー
タもあるわけですか。
　堀越　そうですね。この２つ、随時
尿と起床後第２尿を採用したのは、24
時間のナトリウムの排泄量と最も相関
することからだと思います。
　池脇　細かい質問ですけれども、起
床後の採尿、これは第１尿ではなくて
第２尿というのは、要するに寝ている
間のおしっこというのはあまり当てに
ならないということですか。
　堀越　当てにならないわけではない
のですけれども、外来時随時尿の方が
検査しやすいですし、例えば先ほどの
ノンディッパー型では夜間の排泄量が
多くなったりばらつきもありますので、
24時間の全尿で調べたナトリウム排泄
量と最も相関し、検査しやすいのが第
２尿であるということだと思います。
いずれにしましても、通常の食生活で
おおよそ何g程度の食塩を摂取してい
るかを推算することを目的としていま
す。前日のおおよその食塩摂取量を知
ることで、腎臓病あるいは高血圧の治
療にかなり役立つと思います。
　池脇　質問は、まさに随時尿と第２
尿で２つボタンがあって、違いがある
のかということですけれども、そうい

う意味ではそれなりの違いはあるとい
うことですね。
　堀越　そうですね。それを考慮した
計算式を使ったプログラムが組まれて
いますので、起床後第２尿はそのボタ
ン、それ以外の随時尿を取ったときに
は随時尿用のボタンを使っていただく
と、より全尿、いわゆる蓄尿に近いと
いうことになると思います。
　池脇　幾つかほかにも質問があるの
ですけれども、これは先ほどお答えに
なりましたか、直前の食事の塩分量と
かで変わるかどうか。これはある程度
の影響は出ますよね。
　堀越　そういうことですね。塩分だ
けではなくて、当然一緒に糖質も蛋白
質も取るわけですから、蛋白質摂取量
や運動量によってクレアチニン排泄量
が変わりますので、測定値は影響を受
けると思いますが、あくまで推算食塩
摂取量ですので、何回か測っていただ
くことになると思います。
　池脇　利尿薬についてはまたあとか
らお話ししていただくとして、正直な
ところ、私はこの計算機というのは使
ったことがないのですが、先生はいか
がでしょうか。
　堀越　私も実は、大学病院でしか診
療していないのですけれども、食塩摂
取の推算の計算機はあまり使用してい
ません。
　腎機能に問題のない方の減塩指導は
生活習慣病指導として管理栄養士に任
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せてしまうことが多いです。慢性腎臓
病で、食事療法も食塩だけではなくて
蛋白制限も行っているような方は、前
日の蓄尿を持ってきていただいていま
す。蓄尿はユリンメートを使っていた
だいています。受診のたびに食塩摂取
量のほか１日の蛋白尿の量、蛋白質の
摂取量やクレアチニンクリアランスも
計算することができます。さらに、尿
酸の１日排泄量を計算することもあり
ます。これは高尿酸血症などを治療す
る際には、産生亢進型か排泄低下型か
ということの診断にもなりますので薬
剤の選択にも使っています。
　池脇　先生は塩分だけではなくて、
蛋白、尿酸、様々なものを見るという
意味では、基本的には蓄尿できちっと
計算しておられるということですね。
なかなかそれを一般の先生方にという
わけにはいかないと思うのですけれど
も、そういう意味ではもう一つ考慮す
べきところとして利尿剤のお話があり
ましたけれども、利尿剤はどうなるの
でしょうか。
　堀越　一般的に利尿剤はループ利尿
薬とサイアザイド系の利尿薬の２種類
が使われていると思います。ループ利
尿薬は尿細管のヘンレループのナトリ
ウムカリウムクロール輸送体、サイア
ザイド系利尿薬は遠位尿細管のナトリ
ウムクロール輸送体をそれぞれ阻害す
ることでナトリウムの再吸収を減らす
という薬剤ですので、服用後の尿中ナ

トリウムの排泄は増加します。
　しかし、連日服用していますと、ナ
トリウムバランスがマイナスになるの
は投与開始後数日までで、１週間もす
るとナトリウムバランスはおおよそプ
ラスマイナスゼロになります。薬の効
果で血圧が下がりますと、糸球体濾過
圧が下がり、濾過量も減少します。そ
うしますと、薬の働く部位より遠位の
尿細管でのナトリウムの負荷が増えま
す。遠位尿細管でのナトリウムの再吸
収が少し増えてきます。アルドステロ
ンやさらにHANPなどが働くことによ
って、利尿薬投与下でのナトリウムバ
ランスが取られます。それによって、
１週間もするとナトリウムのバランス
はプラスマイナスゼロになるといわれ
ています。
　池脇　今の先生のお話、私にはちょ
っと難しかったのですけれども、結論
としては利尿薬に関してもある程度き
ちんと使っていて状態が落ち着いてい
れば、あまり影響しないということで
よろしいですね。
　堀越　そうですね。投与が始まって
１週間もすればバランスがプラスマイ
ナスゼロになりますので、サイアザイ
ドは半減期が長いものが多いですので、
10日ぐらいたってから食塩摂取量推算
計算機を使うことで、わりと正確な値
が出せるのだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　Clostridium difficile infection
について、まず院内発症の原因のうち
に占める割合という質問ですけれども、
どの程度なのでしょうか。
　神谷　Clostridium difficileを、ディ
フィシル菌もしくはC. difficileと呼ば
せていただきます。また、ディフィシ
ル菌感染症をCDIと省略させていただ
きます。
　質問は、疫学的なデータが十分あり
ませんので、難しい質問だと思います。
病院内発症の下痢のうち、過半数は薬
剤や経管栄養などによる非感染性のも

のです。細菌性の下痢は約30％ぐらい
であるといわれています。また、下痢
症の患者から分離培養でディフィシル
菌を検出する率は、抗菌薬関連下痢症
で２～３割、偽膜性大腸炎の患者で95
％以上を示します。偽膜性大腸炎の患
者数は、抗菌薬関連下痢症の患者数に
比べて非常に少ないことが知られてい
ます。
　抗菌薬関連下痢症がどの程度、病院
内の下痢症に占めるのかというのは、
病院ごとによって異なると思います。
抗菌薬関連下痢症が病院内発症の細菌

CDI（Clostridium difficile infection）

杏林大学医学部感染症学教授
神　谷　　茂

（聞き手　池田志斈）

　CDI（Clostridium difficile infection）について以下の点をご教示ください。
　・病院内発症の下痢のうちに占める割合
　・高病原性株（BI/NAP1/027株）について
　・発症機序
　・新生児におけるCDの保菌率
　・トキシンと芽胞について
　・診断法（特にGDH（glutamate dehydrogenase））
　・予防法

＜岡山県開業医＞
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性下痢症の半分であったと仮定します
と、病院内発症下痢症例の３～５％程
度がディフィシル菌によるものだと計
算されます。抗菌薬関連下痢症の約半
数の症例では原因菌がわかっておりま
せんので、実際のディフィシル菌の占
める割合はもう少し高くなることと思
われます。
　池田　次に発症機序ということです
けれども、最も重要な病原因子はトキ
シンということですけれども、これに
ついてお話しいただけますか。
　神谷　ディフィシル菌は、トキシン
AとトキシンBという２つの毒素を産
生することが以前からわかっていまし
た。毒素を産生しない無毒株も存在し
ますが、CDIの発症には有毒株の感染
が基盤になっています。また、抗菌薬
を投与することによって腸内フローラ
がかく乱されるのがCDI発症の背景に
なります。すなわち、抗菌薬を投与し
て腸内フローラがかく乱されて、ディ
フィシル菌が異常増殖してトキシンA
とトキシンBという毒素が産生される
ことになります。
　トキシンAは、下痢を起こすエンテ
ロトキシン活性、トキシンBは細胞に
傷害を与える細胞傷害性を持ちます。
また、第三のトキシンであるバイナリ
ートキシンの存在も報告されています。
　トキシンA、トキシンB、いずれも
グルコシル・トランスフェレーズ活性
を持ち、GTP結合蛋白質の一種である

ロウ蛋白をグルコシル化することによ
り、上皮細胞のアクチン細胞骨格に傷
害を与え、cell roundingの形態変化や
細胞死を引き起こします。
　また、このトキシンは上皮細胞のタ
イトジャンクションを傷害することに
より、上皮細胞のバリア機能が低下し
ます。
　さらに、このトキシンは好中球の浸
潤を誘導したり、インターロイキン８、
インターロイキン６、インターフェロ
ンγ等々のサイトカインの産生を促進
させ、免疫応答を高めることによって
細胞傷害を引き起こします。すなわち、
C. difficileトキシンは多面的な作用を
生体に示すことによって多因子的に病
変を形成するといえます。
　池田　次に、新生児におけるC. dif-
ficileの保菌率についての質問です。
　神谷　驚くことに、新生児および１
歳未満の乳児のディフィシル菌分離率
は100％を示すという報告があります。
１～２歳幼児で75％、２～５歳の幼児
で30％の分離率を示すという結果が報
告され、新生児もしくは乳児、幼児で
は高い分離率を示すことになります。
しかし、C. difficile本菌が陽性でも、
新生児ではほとんどCDIは起こりませ
んし、１歳未満の新生児および乳児に
おけるCDIの発症率は、成人や高齢者
に比べて極めて低く、米国での報告で
は1,000名の入院者に対して１名程度で
あると報告されています。
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　池田　保菌率は高いけれども、ホス
ト側の調子によって、炎症も起こらな
いし、症状もないということですね。
　神谷　おっしゃるとおりです。しか
し、この点についての研究は十分進ん
でいません。トキシンに対するレセプ
ターが１歳未満の新生児、乳児では十
分発現していない、ディフィシル菌の
感染を防御するαデフェンシンの量が
関与するとか、様々な可能性が提唱さ
れていますが、完全には解明されてい
ません。
　池田　次にトキシンと芽胞について
の質問です。
　神谷　ディフィシル菌は芽胞を産生
します。芽胞というのは、酸、アルカ
リ、好気状態、高温、低栄養状態など
様々なストレス環境に対して耐性です。
私たちはすでに本菌の芽胞産生とトキ
シン産生が関連していることを実験的
に報告しています。
　CDIの患者に対して適切な治療が行
われたとしても、約５％程度で再発が
報告されています。抗菌薬に耐性を示
すディフィシル菌の芽胞が腸管内に残
存し、その後、菌の増殖がみられトキ
シンが産生されることが再発性CDIの
基盤といえます。
　池田　次に、一番メインになると思
いますけれども、診断法、特にgluta-
mate dehydrogenaseについてという質
問です。
　神谷　臨床診断が、CDIの診断には

重要であると思います。抗菌薬治療の
後に下痢、腹痛、発熱などの所見が見
られた場合にはCDIを疑うということ
が重要です。また、大腸内視鏡検査で
大腸粘膜における偽膜形成を観察する
ことも補助診断といえます。
　質問にありましたCDIの実験室内診
断について、簡単に概略を述べさせて
いただきます。現在、６種類の検査法
が報告されています。
　１つは、菌を分離培養するという方
法です。
　２つ目は、トキシンAおよびBの細
胞毒性をチェックするという細胞毒性
試験です。
　３つ目が、質問にありましたGDHと
略されるglutamate dehydrogenaseと
いうC. difficile抗原を検出する方法で
す。従来、ラテックス凝集法で検出す
る方法は低感度であることが報告され
ています。また、無毒株のディフィシ
ル菌、ボツリヌス菌、スポロジェネス
菌、ペプトストレプトコッカスなどの
細菌もGDHを産生しますので、特異性
の点で劣ります。しかし、後述のGDH
抗原とトキシンの同時検出キットでは、
イムノクロマト法が使用されているた
め、感度が増しています。
　４つ目は、C. difficileのトキシン検
出法で、トキシンAのみ、もしくはト
キシンAまたはトキシンBを検出する
キットです。本法は簡便かつ迅速であ
り、特異度が高い検査法ですけれども、
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十分な感度を持たないという点が指摘
されています。加えて、近年問題とな
っています、トキシンAを産生しない
で、トキシンBだけを産生する株の正
確な検出ができないという欠点もあり
ます。
　５つ目は、近年発売された迅速診断
キットで、GDHの抗原とトキシンAま
たはトキシンBを同時に検出するもの
です。本法はイムノクロマト法でGDH
を検出するため、高い感度を有してい
ます。また、トキシンAもしくはBを
検出することによって特異性を加える
ことを目的としています。米国の保健
疫学学会および米国感染症学会の策定
しましたクリニカル・プラクティス・
ガイドラインでは本法の使用が推奨さ
れています。
　最後の方法はPCR法で、トキシンA
またはBをターゲットとした遺伝子検出
法です。高い感度と特異性を持つため、
新たなゴールドスタンダードといわれ
ています。近いうちに、簡便なPCR法
キットが臨床的に使用することが可能
となるものと期待されています。
　池田　最後に予防法について簡単に
お話しいただきたいと思います。
　神谷　ディフィシル菌は芽胞を産生
します。したがって、過酷な環境でも
本菌は生残することが可能です。トイ
レ、ベッド、フロアなどの様々な病院
内環境に本菌芽胞は生残し、長期入院

者などへの感染源となります。これら
の病院内環境の清掃、消毒に努めるこ
とがCDIの予防に重要です。フロアや
ベッド等の病棟環境から採取されまし
た29検体中、４検体の約14％から本菌
が分離培養されたとの報告もあります。
　また、医療従事者および患者の手指
に本菌が付着している可能性がありま
すので、手洗いの励行やディスポーザ
ブル手袋を使用したふん便の衛生的処
理を行います。加えて、経管チューブ
や内視鏡の清潔管理にも留意する必要
があります。
　医師はディフィシル菌の病原性を十
分理解して、CDI発症の原因となるよ
うな不適切な抗菌薬処方を行わないこ
とが重要です。
　池田　特に、ディフィシル菌に特異
的な消毒法とか、そういったものはあ
りますか。
　神谷　本菌は芽胞を形成しますので、
アルコールでは全く消毒されません。
したがって、通常の消毒薬ではなしに、
殺菌力の強いグルタールアルデヒドや
塩素系の薬剤を使って消毒することが
大切ですし、CDI患者のふん便および
ふん便が付着した衣類、おむつなどに
関しては、ディスポーザブル手袋を使
用して衛生的処理を行うことが推奨さ
れます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　銭谷先生、質問の病気は昔か
らよく知られてはいるのですが、概念
としてどんなものかということをごく
簡単にご説明願えますか。
　銭谷　中年の女性に多く起こる肝内
胆汁うっ滞です。最終的には黄疸で胆
汁性の肝硬変になるという病気で、原
因が不明で、いまだにはっきりした治
療法がないということでいろいろ問題
になっていると思います。
　山内　私のイメージでは、これはい
ろいろな病態が、ピンキリといいます
か、非常に軽症から重症まであるなと
いう印象もあるのですが。
　銭谷　大きく分けて臨床的には無症

候性と症候性に分かれて、症候性とい
うのはかゆみがあるとか、一般的には
黄疸があるとか、あるいは生化学的に
胆道系酵素、肝機能検査が悪いという
ような病態がある人は症候性、そうで
はない方は無症候性。無症候性の方は
非常に予後がいい。無治療でも比較的
長くそのままの状態が続くということ
が知られています。
　山内　肝硬変という名前が非常にお
どろおどろしく出てくるのですが、軽
い方もいらっしゃるということですね。
　銭谷　ほとんどの症例が肝硬変では
なくて、病態の最後が肝硬変であると
いうふうにご理解いただきたいと思い

原発性胆汁性肝硬変（PBC）

東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科教授
銭　谷　幹　男

（聞き手　山内俊一）

　原発性胆汁性肝硬変（PBC）について以下の点をご教示ください。
　・AMAの感受性、特異度
　・AIHとの合併、あるいは鑑別
　・UDCAの投与開始時期、投与量、投与中止時期
　・ベザフィブレートの有効性
　・亜分類における抗セントロメア抗体測定の位置づけ

＜岡山県開業医＞
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ます。
　山内　さて、診断になってまいりま
すが、昔から有名な抗ミトコンドリア
抗体（AMA）ですね。
　銭谷　抗ミトコンドリア抗体は間接
蛍光抗体法とELISA法と２つの方法で
今測られます。ELISA法というのは、
抗ミトコンドリア抗体の抗原を精製し
てつくったもので、非常に感度がいい。
特異度は約98％。感度も90％以上です。
ですから、ELISA法で測れば抗ミトコ
ンドリア陽性の患者さんはほとんどつ
かまる。ただし、立体的に異なる抗原
を持っている人がいるので、わずかで
すが、２～３％の方はELISA法でつか
まらない。こういう場合には間接蛍光
抗体法でやる。あと、10％の症例は抗
ミトコンドリア抗体が陰性です。
　山内　非専門医の場合にはELISA法
をルーチンで使うことで構わないとみ
てよろしいわけですね。
　銭谷　はい。特異度も高いので、ま
ずELISA法をやっていただきたいと思
います。
　山内　この疾患概念に絡むのですが、
質問にあります自己免疫性肝炎（AIH）
というのがありますけれども、こうい
うものとの合併というのはあるのでし
ょうか。
　銭谷　これはけっこう多くて、以前
はオーバーラップ症候群ということで、
PBCと自己免疫性肝炎のオーバーラッ
プ症候群ということで非常に注目され

たのですけれども、最近ではオーバー
ラップというよりは、主たる病変が必
ずあるはずだ。PBCで肝細胞傷害、炎
症が強い肝炎型になるもの、自己免疫
性肝炎で胆管傷害を伴うものと考える
のが正しくなってきています。ですか
ら、今はオーバーラップというよりは、
PBCで肝炎型を呈す症例がある。肝炎
型を呈す場合には肝細胞傷害がメイン
になってくるので、自己免疫性肝炎に
準じた治療をするということが一般的
になってきています。
　山内　一種の亜分類ですね。亜分類
における抗セントロメア抗体の位置づ
けといった質問もあるのですが、この
あたりはいかがでしょうか。
　銭谷　以前、PBCは対応抗原の抗ミ
トコンドリアの格好で亜分類するとい
うことがあったのですけれども、これ
は臨床的にほとんど意味がないという
ことになっています。ただ、抗ミトコ
ンドリア陽性の患者さんの中で抗セン
トロメア抗体が陽性の人とGP-210抗体
というものが陽性になる、２つの群が
あるということが最近わかってきまし
た。
　抗セントロメア抗体が陽性の方は
PBCの中で門脈圧亢進症が強くなる。
将来、食道静脈瘤ができたり、脾機能
亢進症が強くなったりという人が多い。
GPT-210抗体が陽性の人は肝硬変にな
っていって肝不全に陥ることが多いと
いうことがあるので、この２つの抗体
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を測ることによってPBCを臨床的に２
つに分けることが可能になってきてい
ます。
　山内　この２つの抗体は、発症間も
なく出てきているものなのでしょうか。
　銭谷　セントロメア抗体は発症間も
なく出ますけれども、GPT-210抗体は
経過中に出てくることが多い。ただ、
GPT-210抗体はまだ一般的に測れない
ので、なるべく早めに測れるように計
画されています。専門医のところ、大
学とか基幹病院では測れますけれども、
一般の検査室ではまだ測れないと思い
ます。
　山内　早くわかるようになったらい
いですね。
　銭谷　そうですね。
　山内　次に治療の話ですが、王道と
してはどういったものがなされている
のでしょうか。
　銭谷　治療自体は、皆さんご存じの
ように、ウルソ（UDCA）を使うので
す。使用にあたって、ではどの人を治
療するかというのが一番問題になりま
すけれども、先ほど言いましたように、
無症候性という人がいます。PBCで抗
ミトコンドリア抗体が陽性で、組織学
的にも間違いないのだけれども、生化
学所見、胆道系酵素が全く動いていな
いという方はすぐには治療対象にはな
らないと思います。ですが、肝機能検
査で異常を認める場合には治療対象に
なる。

　一般的にはウルソを使うわけですけ
れども、このときに注意するのは、１
日、一般的に600㎎必要で、それより
少ないときはあまり効果がない。量が
問題です。体重が多い人はどうなのだ
という話もありますけれども、日本人
の一般的な方なら通常600㎎をやると
胆道系酵素の改善が見られる。もちろ
ん、これは直接的にPBCの病態を治し
ているわけではないので、あくまでも
生化学的検査の改善ですが、これを続
けることによって進行が遅れて、予後
の改善がよくなるということが日本の
全国集計でも確認されています。
　山内　治療開始の目安ですが、これ
はいかがなのでしょう。
　銭谷　まず一番問題になるのは、胆
汁うっ滞が主たる病態ですから、胆道
系酵素が1.5倍以上あった場合は必ず適
応。
　山内　正常上限の1.5倍ということで
すね。
　銭谷　はい。肝細胞傷害のGOT、
GPTが異常値になる。これも1.5倍とか
何倍とか、いろいろいわれていますけ
れども、僕はGOT、GPTが異常値なら
治療を開始したほうがいいと思ってい
ます。細胞傷害があるので、結果的に
は将来進行していく可能性が高いと思
うので、やはり治療適応だと思ってい
ます。
　山内　タイミングもかなり大事とい
うことですが、一方、フォローアップ
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していって諸酵素の値が下がってきた
ときの投与中止時期はいかがですか。
　銭谷　一般的には、原因療法ではな
いので、胆汁うっ滞はずっと続くわけ
です。ですから、UDCAは終生続ける
必要があるというふうに私は考えてい
ます。やめられない。ただ、問題は、
生化学検査を改善するのに役立つとい
われますけれども、中には効かない人
もいるわけです。そういうときにどう
するかという対応はまた問題になると
思います。
　山内　質問の一つにベザフィブレー
トの有効性というものがありますが、
これはいかがなのでしょう。
　銭谷　それが今言った話で、胆道系
酵素の改善がUDCAだけではなかなか
得られないという方がいらっしゃるわ
けです。この方に、高脂血症の治療薬
であるベザフィブレートを使いますと、
胆汁の分泌がよくなって胆道系酵素が
よく下がるということが最近わかって
きました。ですから、UDCAを使って
いて、胆道系酵素の減少あるいは正常
化があまり著明でないという方には、
ベザフィブレート400㎎、１日２回に
分けて投与していただくと、下がる方
がほとんどです。
　このベザフィブレートが出たので、
胆道系酵素の改善は以前にも増してよ
くなってきた。これはわが国で発信さ
れた治療法なのですけれども、わが国
の全国集計でベザフィブレートを使っ

て長期間見ていくと、進行も遅れるし、
予後もいいのではないかということが
わかってきています。
　山内　比較的最近始まった治療法で
すか。
　銭谷　そうですね。この５～６年で
かなり普及してきていると思います。
　山内　保険はいかがですか。
　銭谷　これが問題で、PBCに対する
ベザフィブレートは通っていないので
すけれども、高脂血症がある方が多い
ので、そういうかたちで使っている方
がほとんどだと思います。保険適用が
認められればいいのですけれども、PBC
の患者さんで二重盲検をやるとかいう
のは、患者さんのところで非常に難し
いことがあるので、臨床の多くの例を
集めたうえで、将来的には認められる
ように努力したいと考えております。
　山内　最後に、諸酵素の値、検査値
が下がるということはお聞きしたので
すが、全体としての予後、特に肝硬変
ですが、このあたりはいかがなのでし
ょうか。
　銭谷　肝硬変になってからの予後、
特に黄疸が３とか５とかに上がってき
てからの予後は非常に悪いので、その
場合はほとんど移植に頼らざるを得ま
せん。ウルソを使って安定している場
合は、病気のない方と予後はほとんど
同じであろうということが全国集計で
確認されています。
　山内　そうすると、確定するのは難

20 （820） ドクターサロン57巻11月号（10 . 2013）



しいですが、予防効果もあるのではな
いかというのはかなり高い確率でいえ
るということですね。
　銭谷　そうです。きちんと診断して、
早めに治療を開始していただければ、

予後の改善は十分得られると考えてい
ます。
　山内　非常に勇気づけられる成績か
と思います。どうもありがとうござい
ました。
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　池田　まず、漢方薬の中で特にアレ
ルギーの頻度が高いもの、あるいは何
か副作用を起こしやすいものについて
お話をうかがいたいと思います。
　花輪　一般にアレルギーというもの
を未然に知識として防げるものと、そ
れからアレルギー作用は、患者さんの
個別の反応ですので、使ってみないと
わからないという２つがあると思いま
す。事前に注意しなければいけない生
薬としましては、例えば麻黄というの
はエフェドリンが入っているから、麻
黄を使って起こしやすい血圧の高い患
者さんなどは気をつけなければいけな
いとか、そういうことはあらかじめわ
かる。ところが、例えば黄 という生
薬などは、使ってみて初めて肝障害な
どが起こる。それも、すぐに起こる場

合と、３カ月とか半年ぐらい使ってい
て、定期的にチェックしてみたらちょ
っと肝機能が上がっているというよう
なこともあります。
　池田　アレルギーにかかわらず、特
に生薬の処方で特徴的な副作用と申し
ますか、そういったものを示す代表的
な薬剤をご紹介いただけますでしょう
か。
　花輪　一番有名なのは小柴胡湯によ
る間質性肺炎というのが一時よく報道
されたのですけれども、その中に入っ
ている黄 が間質性肺炎を起こしやす
いということです。しかし、統計的に
は頻度はそんなに多くなくて、２万
5,000人に１人ぐらいといわれています
から、実際にはインターフェロンとか、
抗ガン剤などの副作用よりも少ないの

生薬と薬剤アレルギー

北里大学東洋医学総合研究所長
花　輪　壽　彦

（聞き手　池田志斈）

　漢方薬でDLST（リンパ球刺激試験）陽性の場合、生薬のどの成分に反応して
いるか調べられるのでしょうか。
　また、生薬の成分の中で薬剤アレルギーの頻度が高いものをご教示ください。

＜新潟県開業医＞

22 （822） ドクターサロン57巻11月号（10 . 2013）



ですけれども、一般にはインターフェ
ロンと小柴胡湯はそんなことで一緒に
使ってはいけないというふうになって
います。
　池田　生薬によるアレルギーを起こ
したということが疑われた場合、その
薬が本当に原因かどうかということで、
よくDLSTとかが行われるのですけれ
ども、そういった陽性、陰性というの
はかなり特異的に分けられることがあ
るのでしょうか。
　花輪　私どもの研究所でも、疑った
ときはリンパ球の幼若化試験をするの
ですけれども、実はその幼若化試験と
いうのは、コントロールに使うPHAと
か、これも植物性のヘマグルチニンで
すので、比較してどうかというときに、
いわゆる本当の陽性ではなくて、偽陽
性として、みんなS.I.（スティミュレ
ーションインデックス）が上がってし
まうということで、DLSTをやって陽
性だから直ちに真の陽性かというと、
必ずしもそうではありません。実際に
は使って変なことが起こったときに、
やめてみて症状が治まるか。理想的に
は、ごく少量をまた使ってみて、また
同じようなことが起こるということで
あれば、チャレンジテストというのも
なかなか危険な面もありますので、状
況証拠でこれが怪しいということで臨
床的に使っているというのが実際です。
　池田　DLSTはあまり信頼が置けな
いということで、陽性と判断された場

合、この質問にもあるのですけれども、
生薬のどの成分に反応しているか、細
かく調べるということも不可能なので
しょうか。
　花輪　これは理屈では生薬のどの成
分がということは当然考えられると思
うのですけれども、一つの生薬の中に
入っているいわゆる化学的な成分とい
いますと、これは無尽蔵にあります。
主要成分を幾つか調べるということは
可能で、例えばバイカリン・バイカレ
インなどがどうとかいうことはいえま
すけれども、それ以外のもので反応し
ていることも十分あるので、現実論か
らいうと、生薬の中のどの成分が反応
しているかを全部調べるということは
不可能ではないでしょうか。
　池田　簡単にいいますと、無理だと
いうことですね。何か生薬のアレルギ
ーが疑われた場合は、休薬して、その
症状がどうなるか見て、ごくまれなの
でしょうけれども、チャレンジテスト
ということで、おそらく1/3とか半分
量をのませてみてどうなのかと、そう
いう見当でよろしいでしょうか。
　花輪　私どもの研究所では、1/10ぐ
らいの濃度にして、本当にスプーン１
杯、２杯の量をのんでいただいて、経
過を見ていく。かなり慎重に、それも
多くの場合、入院して。
　池田　生薬のイメージといいますと、
あまり副作用がないということですけ
れども、生薬のアレルギーに関して、
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入院してチャレンジテストというのは
難しいような印象を受けますけれども、
実際のところ、いかがなのでしょうか。
　花輪　患者さんも、「入院してまで
そんなことするんですか。そんな危な
いんならやめます」といって、実際、
チャレンジテストをするために入院し
ていただくというのはそんなに多くは
ないのですけれども、きちっと説明し
てほしいということであれば、そうい
うことをお勧めするというのが実際で
す。
　池田　私は皮膚科ですので、よく経
験することは、私が薬を処方して、ま
れに、クロスリアクトといいますか、
交叉反応性で、違う薬なのだけれども、
例えば有効成分ではないけれども、ふ
くらし粉みたいなものでアレルギーを
起こしたりすることがあるのですけれ
ども、例えば先生がご経験されて、全
く違う漢方処方でアレルギーをクロス
リアクトで起こしてしまう、そういっ
た可能性はあるのでしょうか。
　花輪　必ずこの生薬がということで
はないのですけれども、生薬アレルギ
ーを起こしやすい体質の方というのは
あるという印象は、臨床をやっていて
感じます。
　池田　例えば、一つの生薬を処方さ
れて、それが全く違う処方、内容が違
うものでもアレルギーを起こしてしま
うという方はいらっしゃるのでしょう
か。

　花輪　例えば、先ほど言いましたよ
うに、黄 という生薬が入った処方だ
とだめだというときに、全然違う黄連
なら大丈夫かなと思ったら、やはり同
じような症状が起こってしまったとい
う経験があります。
　漢方の中では、そういうアレルギー
反応を起こしやすい人のために使うよ
うな処方も実はありまして、その代表
が香蘇散という名前の処方なのですけ
れども、それは昔の古典の中にも、薬
煩といって、薬に対するアレルギー反
応を起こしやすい人に使うという薬が
あるのです。ですから、そういう方に
はそういう薬を使うことはよくやって
います。
　池田　それはほかの生薬と併用とい
うことなのでしょうか。
　花輪　怪しい処方はやめて、香蘇散
に変えるというのが一般的です。
　池田　それはアレルギー反応を抑制
するという意味で使われるのですね。
　花輪　そうです。
　池田　基本的な質問になるのですけ
れども、私、実際には漢方薬でいわゆ
る薬疹を起こした患者さんは経験した
ことがないのですけれども、薬剤アレ
ルギーとして、例えば肝障害というの
は非常にわかりやすいと思うのですけ
れども、皮膚の症状としてはどんな症
状を起こすことが多いのでしょうか。
　花輪　私どもが見て「これは」と思
うのは、やはりじんましん様の発疹が
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多いのと、あとは、専門用語がちょっ
とわからないのですが、湿疹様の、ポ
ツポツできて困るというような、今ま
でなかった皮膚症状が出てくると、一
応悪い反応というふうに考えているの
です。これは実は難しいところがあり
まして、昔の本には瞑眩という言葉が
ありまして、体の中の毒素を漢方薬で
出す反応として、一時的に発疹などが
出て、その後、急速に症状がよくなる
ということもあるのです。
　実際、それは私も経験がありまして、
その区別はとても難しいのです。臨床
で実際診ていて感じるのは、「こんな
に先生、湿疹が出ました」と言いなが
ら、ほかのところは、「でも、胃腸の
調子は何かいいみたい」とか、悪くな
っているにもかかわらず、けっこう元
気なことを言うときには、「ちょっと
様子を見ましょうか」「ええ、私もそ
う思います」と。そうすると、皮膚の
症状もきれいになって、今までいろい
ろ辛い症状だった胃腸障害が取れたと
か、そういうこともあります。しかし、
そういう瞑眩というのを副作用の言い
わけに使ってはいけないと思いますの
で、その辺の注意は必要かなと思いま
す。

　池田　アトピー性皮膚炎の患者さん
で、漢方薬をのんで、皮膚は悪くなっ
たのだけれども、今、いわゆるデトッ
クスの状態なのでという方がけっこう
いらっしゃるのですが、理解するとし
たら、そういった昔からの漢方的な考
えがそこに一部流れているということ
なのでしょうか。
　花輪　そうだと思います。デトック
スという言葉は確かに患者さんから
時々聞くのですけれども、そういう解
毒的なことが一時的に起こってという
ことも確かに私も経験があります。た
だ、アトピー性皮膚炎の方が、さらに
ひどくなって浸出液などが出ていると
きに、それをデトックスだといって言
いわけにしてはまずいなという感じも
ありますので、その辺の注意は必要か
と思います。
　池田　非常に難しい問題をお聞きし
て恐縮ですけれども、まとめさせてい
ただくと、今、漢方薬のDLSTは偽陽
性が多い、またどの成分まで細かく調
べられるかというのは難しい状態とい
うことですね。
　花輪　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　久野先生、超高齢社会での街
づくりという質問をいただきました。
間もなく75歳以上が27％を占める社会
になります。私もちょっと調べてみた
のですが、おそらく2060年前後ですか
ら、まだちょっと時間はあります。し
かし、後期高齢者が３人に１人弱とい
うのは、どうやって社会を維持するの
か、あるいはどうやってその方たちの
健康を維持するのかが、非常に重要な
問題です。私は臨床医でもありますの
で、患者さん、あるいは家族のレベル
でいろいろな指導をしますが、そうい
った活動とは違う、もう少し違う活動
が今注目されています。それを先生は

おやりだと思うのですが、このことに
関してまず簡単に、先生自身の経験も
含めてご説明をお願いします。
　久野　私の場合は治療というよりは
疫病の予防ということで10年以上研究
活動を行ってきまして、予防活動が生
活機能を維持して健康寿命を延ばすと
いうエビデンスを出すこともできまし
た。また、医療費の適正化ということ
にも一定の貢献ができました。ただ、
残念ながら、社会にとって大きなイン
パクトとなるためには多くの方がなる
べく望ましい生活習慣になって暮らし
ていただくことが必要なのですが、こ
れがなかなかその方向に増えません。

生活習慣病予防のための健康教育

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
久　野　譜　也

（聞き手　池脇克則）

　間もなく75歳以上が27％を占める社会になります。全国各地で超高齢社会
に向けた「街づくり」が動き出しています。しかし生活習慣病には、市民一人
ひとりが「自分の健康は自分がキャプテンである」とのウエルネスマインドが
必要ですが、ウエルネスマインドの健康教育を基盤にした街づくりを行ってい
る街を教えてください。また、具体的にはどのような仕方で行われているのか
ご教示ください。

＜石川県開業医＞
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　我々のデータにおいて、私は最近、
３対７の法則と呼んでいるのですが、
望ましい生活習慣の方というのは成人
層で全体の約３割にしか満たず、７割
の方が今でも10年前と変わらないので
す。厚生労働省では「健康日本21」と
いう国民運動をしていただいたのです
が、それでも変わりません。ここを、
今先生がおっしゃっていただいたよう
な、75歳以上が増える社会をよりアク
ティブなもの、明るいものにしていく
には、もう少しこの割合を変えていく
必要があるのではないでしょうか。
　そうすると、個人のアプローチだけ
で生活を変えるためには、情報を取り
入れて、そういうものに対して知識も
上がらないと行動は多分変わらないと
思います。しかし、それにはけっこう
時間がかかるでしょう。そうすると、
もう少しマスに、公衆衛生用語でポピ
ュレーション（地域社会）・アプロー
チという言い方がありますが、もう少
しポピュレーションへの働きかけがな
いかなということを少し前から考え出
していました。
　池脇　ジョギングに関しても、ブー
ムというふうには聞いていますけれど
も、そういう意味では状況は以前と変
わっていないのでしょうか。
　久野　残念ながら、そういう統計値、
我々が5,000人ぐらいのランダム調査を
やっても、やはり３対７ですし、国の
国民栄養調査のデータを見ても、やは

りその割合は３対７です。
　池脇　フィンランドは圧倒的にスポ
ーツをされる方が多いということで、
やはり行政も含めたアプローチが日本
はちょっと足りないのかもしれません
ね。
　久野　日本に限らないと思うのです
が、我々の幸せというのは「便利であ
ること」ということで、いろいろなこ
とを発達させてきたのですが、ご存じ
のように、生活習慣病というのは逆に
いうと便利を追求し過ぎた副作用でも
あります。そういう中で、最近のデー
タは、前からわかっていたのですが、
改めて強く出てきているのは、車に依
存し過ぎた生活であるということです。
　ただ、私は全国のいろいろな地方を
回るのですが、東京ですと車で移動す
ると時間がかかるとか、あるいは駐車
場代も高いです。ですが、地方に行く
と、公共交通機関で移動しようと思っ
ても逆にできず、車でないと移動がで
きません。そういう街が実は全国にで
きてしまっています。このことが生活
習慣病の発症にかなり影響しています。
世界中でも今そういうデータが出てき
ています。
　今までは、公衆衛生領域も含めて個
人に知識を与えて変えてもらおうと思
っていたのですが、合理的な判断をす
ると、車で移動したほうが便利なので、
それを変えることは普通できないので
す。だとすれば、その街の状態を変え
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ないといけないのではないか。それを
やっていくことがこれからの高齢社会
への対応で必要だと考えています。
　池脇　確かに車は経済のため、これ
は主に輸出ですけれども、アベノミク
スのためには必要かもしれません。し
かし、健康維持という意味ではあまり
使わないほうがいいということですね。
　久野　車産業の方には怒られてしま
うのですが。車がない生活というのは
あり得ません。私自身もわが家に車は
あります。ただ、そこをうまく使い分
けるのです。よく地方で100m先のコ
ンビニまで車でとか、そういうところ
を改めていくような仕掛けが必要では
ないかなと思います。
　池脇　今回、どういうところでやっ
ているのかという質問で、先生のおっ
しゃっているようなことで、私の印象
に残っているのは、長野県が「PPKの
里」といって、ボランティアレベルで
老人のお世話をしたり、あるいは行政
も巻き込んで活動し、実際に平均寿命
も延びていますし、高齢者の就業率も
高いようです。さらに、高齢者の医療
費が一番少ない。ああいうアプローチ
は素晴らしいと思うのですが、先生が
やられているところとの違いというの
はどういうところなのでしょうか。
　久野　我々もすごく参考にさせてい
ただいていて、非常に保健活動の先進
地でいらっしゃって、個々への情報提
供とかアプローチがあり、早めに問題

を見つけて対処される。疾病対策もさ
れるので、多分ああいうよい状態がで
きているのでしょう。
　ただ、我々が次に課題として思って
いるのは、先ほど申し上げたように、
無関心な方は長野にも多分いらっしゃ
いますし、そこ以外は多分もっと多い
わけです。そういう方々にどうアプロ
ーチをかけるかといったときに、この
街に住むと自然に健康になってしまう
ような、そういう仕掛けがある街にす
べきではないか。
　それがエビデンスでわかってきたの
は、先ほど申し上げた車依存が問題だ
ということからです。今我々が一緒に
やっている複数の自治体での活動でい
うと、例えば中心市街地に車を入れな
いということです。そこで買い物とか
いろいろ街で楽しんで、そこを歩いて
いただける快適な歩行空間をつくろう。
そういう取り組みをしようとしていま
す。
　実際にヨーロッパで例がありまして、
実はヨーロッパの多くの都市がそうい
う政策を打ち出しています。ただ、ヨ
ーロッパは実は健康対策ではなくて、
CO2、環境対策でやり出したのですが、
結果的にヨーロッパも今高齢化が進ん
できて、健康対策のメリットがあると
いうことでその政策が加速しているよ
うです。
　池脇　具体的に街があったら知りた
いということなのですが、さしつかえ
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なければ、どういうところでやってお
られるのか教えていただけますでしょ
うか。
　久野　そういう街をスマート・ウエ
ルネス・シティというふうに名づけて
いるのですが、今、先進的な社会実験
を一緒にやらせていただいているのは
新潟県の新潟市、見附市、三条市、福
島県の伊達市、岐阜県の岐阜市、大阪
府の高石市、兵庫県の豊岡市、７市と
連携しています。新潟市は政令指定都
市、大都市でもありますし、見附市は
４万人ぐらいという多様なところで同
時にやっていますので、そこでモデル
がつくれると、いろいろな自治体が自
分に合わせて、まねしてもらえるかな
と思って、現在広域でやっています。
　池脇　先生が取り組んでおられるの
は街全体の環境を変えるという意味で
は、決して中高年の方たちだけがそう
いった環境にいるのではなくて、若い
方たちもそういう環境にいるというこ
となのですね。
　久野　そうですね。そういう意味で
は、子どもから中年から、全体的に街
を変えればアプローチができると思っ
ています。
　池脇　そういう意味では、若いうち
から健康的な環境に身を置き、それを
継続することが将来の大きな病気を予

防できるということですね。
　久野　市長さんたちにも、そういう
よい都市経営をして、多くの人たちが
集まってくるような街づくりを目指し
ていただきたいなと思っています。
　池脇　先生あるいは自治体がその方
向でやろうとしても、「いや、それだ
と困る」というような、利益がその方
向にいかないような方たちもいらっし
ゃるのでしょうか。
　久野　国交省などがコンパクトシテ
ィという言葉を言い出していまして、
街の機能を集約化する。その中で非常
に重要な施設である、病院とか福祉施
設なども入れた街づくりに再編しよう
ということを、私もメンバーの中に入
って、一緒にやらせていただいていま
す。ただ、問題は、郊外のほうに家を
お持ちだとか、そこで今ビジネスをさ
れている方々もいるので、集約化する
と、その方々に関してそれは不利益に
なるわけです。その辺をどのように将
来を見据えて、関係を調整しながら、
よりよい街づくりをしていくか。先生
がおっしゃるように大きな課題があり
ます。
　池脇　ぜひ推進してください。
　久野　頑張ります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　終末期医療と法ということで、
なかなか語るに重い側面もありますが、
今の時代、これは語らずにはいられな
いところだと思いますので、いろいろ
な話をお聞きしたいと思います。まず
終末期医療における治療の差し控え、
中止、安楽死等々、いろいろな問題が
入ってくると思われますが、基本的な
刑法上の定めとなりますと、どうなの
でしょうか。
　井上　刑法上の定めとしては、殺人
罪とか、それから自殺関与罪とか同意
殺人罪、こういう言葉でいわれます。
大きく分けて、殺人罪、自殺関与罪・
同意殺人罪の２つあります。
　山内　おのおのに関して、イメージ
はわからなくもないのですが、もう少
し詳しくご説明願えますか。
　井上　殺人罪というのは、終末期医
療の治療の差し控えとか中止でいいま

すと、理論的なお話なのですけれども、
例えば家族の要請とか同意があったと
しましても、患者さん本人の要請とか
同意がない場合は、それだけで殺人罪
ということになってしまいかねないも
のです。これは刑法の199条に規定さ
れています。単純に「人を殺した者は」
という表記だけですけれども。
　山内　ほかの自殺関与罪・同意殺人
罪、このあたりはいかがなのでしょう
か。
　井上　自殺関与とか同意殺人という
のはあまり聞き慣れないかもしれませ
んけれども、理論的にいいますと、殺
人とは逆に、たとえ患者さん本人の同
意とか要請とか、そういうものがあっ
ても、他人の死亡ということに対して、
それに積極的に関与するとか、同意を
得ていても人を殺してはいけないとい
うことになっています。これは刑法で

終末期医療と法

井上法律事務所弁護士
井　上　清　成

（聞き手　山内俊一）

　終末期医療と法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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いいますと、殺人罪の199条の少しあ
とに202条というものがありまして、
ちょっと言い回しは難しいのですけれ
ども、「人を教唆し、もしくは幇助し
て自殺させ、またはその嘱託を受け、
もしくはその承諾を得て殺した者」、
こういう規定になっていまして、嘱託
殺人とか承諾殺人という言い方もする
ようなところで、非常に言葉としては
仰々しくなっています。
　山内　患者さんご自身の意思が非常
に大事ということになりますから、こ
のあたりが少し不明確な状態になって
こられた方に関しては、ましてや非常
に慎重にならざるを得ないということ
ですね。
　井上　そうなのです。患者さんご本
人の意思が特に不明確な場合とか、同
意を得ていたはずなのに不明確になっ
てしまう場合に、トラブル─私は弁護
士ですので、トラブルという言葉で表
現させていただきますけれども─にな
ってしまうということがあり得ます。
　山内　さて、実際に治療の差し控え
問題、あるいは中止してしまったとい
うケースも時々耳にします。患者さん
ご本人の同意、ご家族の同意がある場
合、こういったものに分かれると思わ
れますが、具体的にどういった問題な
のでしょうか。
　井上　きちんと同意が患者さんご本
人とかご家族全員にあったとしました
ら、実際上の問題、実務上の問題とし

ては、例えば先ほどの殺人罪だとか自
殺関与罪などで警察が介入してくると
いうことは特にないところです。
　ただ、先ほども申しましたが、多少
どちらかの同意があいまいだったり、
それからいい悪いはともかく、医療機
関内の医療関係者が、内部告発として
警察に通報したりしますと、それで事
件になってしまいます。そうすると、
警察は捜査を開始するということがあ
ります。
　山内　同意ですが、どういうかたち
にすることが一番望ましいのでしょう
か。
　井上　同意ですけれども、口頭での
やり取りは、その場はいいのですけれ
ども、あとになって見返してみたとき
に、いわゆる証拠がありません。そこ
で、今リビングウィルとか事前指示書
とか、いろいろな方法で書面化するこ
とが提示されています。現に、少し公
的なものですと、公正証書というもの
もありまして、尊厳死宣言公正証書と
いう標題がついています。
　山内　尊厳死宣言公正証書、ちょっ
と聞き慣れないのですが、もう少し詳
しく説明願えますか。
　井上　公証役場とか公証人役場とい
うのはあまり聞き慣れないかもしれま
せんけれども、公正証書というものが
あります。
　それを取り扱うのが公証人ですが、
日本公証人連合会が公正証書のモデル
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を示していまして、公証人役場で公証
人が作成する。それで尊厳死宣言公正
証書というものがあります。
　モデルの文例、条文だけ引用させて
いただきますと、患者さん本人が、自
分が将来病気にかかって、それが不治
であって、かつ死期が迫っている場合
に備えて、自分の家族および医療にか
かわっている方々に要望を宣言すると
いうものになっています。
　項目としては、普通のモデルでは、
「私の疾病が現在の医学では不治の状
態に陥り、すでに死期が迫っていると
担当医を含む２名以上の医師により診
断された場合には、死期を延ばすため
だけの延命措置は一切行わないでくだ
さい」と明言します。
　続けて、「しかし、私の苦痛をやわ
らげる処置は最大限実施してください。
そのために麻薬などの副作用により死
亡時期が早まったとしてもかまいませ
ん」。いわゆる緩和ですね。それから、
この証書の作成にあたっては、あらか
じめ自分の家族の了承をみんな得てお
ります、このようなことを尊重してく
ださいというかたちで宣言をする公正
証書です。
　山内　実際、実務運用する際の限界
といいますと、どうなりますか。
　井上　先ほど申しましたとおり、実
務運用で警察が捜査を開始するという
ようなことは、何らかのトラブル、同
意が不明確だとか内部告発とか、そう

いうものがなければ発生しません。実
務運用でも、仮に捜査が開始されても、
最終的な起訴、刑事的な起訴まではさ
れずに、不起訴で終わるのがほとんど
です。ただ、実務運用上、事情聴取と
か一連の捜査手続きがきちんと行われ
ることになってしまい、非常に厳しい
ところがあります。最終的には不起訴
になったとしても、実際、理論的には
犯罪が成立しているという前提で事が
進んでいますので、正直、かなりしん
どいお話だと思います。
　山内　これに対して新しい動き、立
法の動きといったものはいかがなので
しょう。
　井上　比較的前から尊厳死法という
かたちで制定しては、ということでず
っと続いていまして、一番近いところ
で申しますと、2012年の７月31日です
が、超党派で「尊厳死法制化を考える
議員連盟」というのがありまして、参
議院議員の増子輝彦議員が現在、会長
になっています。
　そこで尊厳死法、正式な名称は「終
末期の医療における患者の意志の尊重
に関する法律案」というものを発表し
ました。
　山内　ただし、まだ国会に提出され
るという段階ではないということです
ね。
　井上　いろいろな意見があります。
もちろん反対意見も多くありまして、
まだ国会に提出されるには至っていま
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せん。
　山内　いろいろな要件といいますか、
条件もあるのでしょうけれども、主だ
ったものはどういったものなのでしょ
う。
　井上　尊厳死法の今現在の案になっ
ているものの構成は、対象を延命措置
を開始しないという不開始だけに限る
か、延命措置を行っている際の中止と
いうものも対象にするかという２つの
案が出ています。この両案の併記、並
列になっています。ただ、それらの前
提は共通の要件がありまして、ちょっ
と定義には争いがありますけれども、
いわゆる終末期であることをきちんと
認定すること。その認定の仕方も、１
人の医師だけだと、あとでいろいろな
問題が起きるといけませんので、２人
以上の医師とか、家族からの反対がな
いこと、こういうものが要件になって
います。
　山内　こういったものに対しまして、
現場のほうで何かガイドライン的なも
のが出てきているという動きはあるの
でしょうか。
　井上　現場も当然この問題は深刻で
すので、最初は2006年ぐらいからなの
ですけれども、各学会と厚生労働省も
ガイドラインを出しております。この
１～２年も積み重ねてきています。
　山内　これからというところなので
しょうけれども、今の段階で現行法の
もとの運用の仕方とか現状とか、こう

いったあたりを簡単にお話し願えます
か。
　井上　先ほどのガイドラインですけ
れども、ガイドライン自体は残念なが
ら法律的な効力はありません。そうい
うことで、ガイドラインに従った終末
期医療を行ったとしても、理論的には
現行法上、違法性がなくなる、ゼロに
なるということではありません。ただ、
まとめますと、告訴とか告発がないか
ぎり、警察も検察も実情はわかってい
ますので、捜査は開始しません。しか
し、いずれか不明瞭なことが起こると、
捜査だけは行われるということがまま
あります。
　重要なポイントは、患者さんご本人
とかご家族とか、どなたか一人でも延
命治療の中止について反対される方が
いますと、残念ながら今の時点で延命
治療の中止はできません。全くしては
いけないということでしょうし、あと
で争いが起こらないように、家族の同
意にしても、医療者の認定にしても、
複数人がそれぞれ介入して行うべきこ
とということになっています。
　それから、絶対的に注意していただ
きたいことは、法律家の観点からいい
ますと、単に延命治療を中止するとい
うことのみならず、死期を早める積極
的な何らかの行為があると、そこの点
だけを取って、この延命の中止はおか
しいではないかということがいわれか
ねませんので、何らかの積極的な、前
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向きな死に近づける行為ととられるも
のがあってはいけないというところが、
医療者にとって特に注意すべき点だと

思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　落合先生、われわれ部外者に
は耳慣れない用語なのですが、具体的
にはどういったものなのでしょうか。
　落合　cervical motion tendernessと
いうのは、日本語に訳すと、子宮頸部
移動痛とされているのですけれども、
もともと内診をするときに、内診指で
子宮頸部を動かすと骨盤の中に痛みが
発生するといったもので、これを子宮
頸部移動痛、cervical motion tender-
nessというふうに呼んでいます。
　山内　何となく痛そうな気もします
けれども、かなりひどい痛みとみてよ
ろしいですか。
　落合　そうですね。通常は子宮頸部
を動かしても、特に問題がなければ痛
みはないのです。
　山内　そうしますと、特別な痛みと
みてよいのでしょうが、例えば普通の

実生活ではなかなか気がつかれないも
のなのでしょうか。
　落合　そうですね。ただ、性交痛を
主訴として来られる方がいるのですが、
性交痛の中には子宮頸部の移動痛が痛
みの主体となっている場合もあります
ので、実生活でも、ご本人はなんで痛
いのかわかりませんけれども、よく診
察をしてみると、子宮頸部移動痛と同
じだという方がいらっしゃいます。
　山内　横文字なのですが、概念とし
ては昔から日本にもあったものだと考
えてよろしいわけですね。
　落合　はい。かなり昔から知られて
いることです。
　山内　この質問ですが、鑑別診断を
ご教示くださいということです。これ
はいかがなのでしょうか。
　落合　子宮頸部を動かして痛いとい

cervical motion tenderness

東京慈恵会医科大学婦人科教授
落　合　和　徳

（聞き手　山内俊一）

　cervical motion tendernessとは何か、陽性の場合の鑑別診断をご教示くだ
さい。

＜新潟県開業医＞
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うのは、大ざっぱに分けて、炎症によ
るものですとか、最近多くなっていま
す子宮内膜症、それから腫瘍によるも
のがあります。
　山内　いろいろあるということです
ね。
　落合　そうですね。婦人科の疾患す
べてに関連するといえば関連する症状
かもしれないです。
　山内　比較的多いのは炎症関係とか、
最近ですと性感染症とか、そういった
ものも多いのでしょうか。
　落合　やはり炎症によるものが多い
と思います。
　山内　具体的にそのあたりをもう少
し細かく教えていただけますか。
　落合　子宮頸部を動かすと痛いとい
うことで、頸部に炎症がありますと当
然痛みが起こります。頸部の炎症で多
いのは子宮頸管炎です。淋菌とか、ク
ラミジアによるものですとか、そうい
うものが多いです。ただ、子宮体部の
ほうの炎症、これは内膜炎とよくいわ
れますけれども、頸部を動かしても痛
がるというよりも、子宮体部を圧迫し
て痛いというほうが多いので、今回話
題となっているcervical motion tender-
nessということでいいますと、頸部の
炎症をわれわれはすぐ考えます。
　山内　これがつながっている場合も
当然あるということですね。
　落合　そうですね。骨盤の中の炎症
というのは、上行性に炎症が波及しま

して、子宮頸管に炎症があると、子宮
体部の炎症、内膜炎を起こし、やがて
卵管炎、卵巣炎、さらには骨盤腹膜炎
という状態になります。
　山内　そうしますと、これは鑑別と
いうより、一連の流れでありうるとみ
てよろしいわけですね。
　落合　そうですね。
　山内　それ以外のものに、腫瘍性の
ものですか、これはいかがでしょうか。
　落合　例えば、子宮頸部の腫瘍とい
うと、すぐ子宮頸癌を思い浮かべます
けれども、頸癌というのは初期病変で
はほとんど痛みがありません。むしろ
頸部を動かして痛いというのは、周囲
に癌が浸潤したようなもの、特に基靱
帯といいまして、子宮の頸部を支えて
いる靱帯に癌が浸潤したところを動か
すと、やはり痛みが出るということが
あります。
　山内　あるいは、ほかの癌の転移と
か、そういったものもありうるという
ことですか。
　落合　そうですね。ただ、子宮に関
連するといいますか、骨盤に転移して
くるのは、例えば胃癌のクルーケンベ
ルグみたいなものがありますが、これ
は卵巣に転移すれば卵巣腫瘍になりま
すが、ちょうどダグラス窩のあたりに
転移をしてくるようなものもあります
し、そのような腹膜転移のときに頸部
を動かすと痛いということを言われる
方がいらっしゃいます。
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　山内　先ほど話が出ました子宮内膜
症ですが、これも当然痛みを感じるわ
けですね。
　落合　子宮内膜症の痛みそのものは、
月経随伴症状として起こっていること
が多くて、月経のないときにはほとん
ど痛みを感じないことが多いのです。
ただ、子宮内膜症というのは癒着を起
こしやすく、骨盤の中の仙骨子宮靱帯
とか、周辺の靱帯に子宮内膜症が波及
しますと、子宮頸部を動かすことでけ
っこう痛みが出ることがあります。
　山内　実際にかなり進行してからで
ないとわからないものなのでしょうか。
それとも、比較的早期からこのサイン
は出るのでしょうか。
　落合　それは病態と原因によると思
います。比較的早い時期に出るのは炎
症性のものだと思います。
　山内　腫瘍性のものは少し遅れるか
なという感じですね。
　落合　そうですね。
　山内　実際に鑑別する場合には、通
常の診断手順にのっとっていくという
ことでよろしいわけですか。
　落合　そうですね。まず内診をして、
周辺に腫瘍性病変がないか、硬結がな
いか、ただ頸部だけを動かして痛いよ
うな場合は炎症を考えますし、周辺の
組織に硬結があるという場合には腫瘍
あるいは子宮内膜症を考えるというこ
とになると思います。
　山内　順を追っていきますと、画像

診断とか超音波とか、そういったもの
になっていくわけですね。
　落合　そうですね。炎症を除外し、
なおかつ婦人科的には子宮頸管の培養、
帯下の培養ですとか、頸管のクラミジ
ア検査などをしてまいります。
　山内　このcervical motion tender-
ness自体が、例えば偽陽性というので
すか、非常に痛みに敏感な方で過剰に
出るとか、そういったことはあまりな
いのでしょうか。
　落合　婦人科的な診察に慣れるとい
っても、これはものすごく難しいとい
いますか、患者さんの協力も必要なの
です。やはり精神的に婦人科的な診察
に、特に内診に恐怖感を覚えていらっ
しゃると、内診指を少し動かしただけ
でも痛みを感じたりする方もいらっし
ゃいますので、なるべくリラックスし
て診察をお受けいただくようにわれわ
れも工夫して、不安感を取り除くこと
が非常に診察上は大切です。
　山内　そのうえで、痛みがちょっと
強いなといった場合に精密検査を行う
ということですね。
　落合　そうですね。
　山内　先ほどいろいろな種類の病気
が鑑別で出てきましたが、治療として
どういった方針になるのでしょうか。
　落合　原因疾患の究明がまず第一だ
と思います。それに合わせた治療とい
うことになると思います。炎症であれ
ば、当然抗生物質です。かなり膿がた
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まっている膿瘍形成を起こしているよ
うなものですと、これは外科的に排膿
しなければいけないということになる
と思います。
　山内　抗生物質をかなり強力に使用
する、点滴も含めて行うということで
しょうね。
　落合　そうですね。中途半端に行う
と、結果としてはよくないと思います。
　山内　次の内膜症ですが、これもな
かなか治療が難しいようですが、これ
はいかがでしょう。
　落合　最近、内膜症に対するいろい
ろな治療が進んでまいりまして、特に
ホルモン療法は新たな展開を示してい
ます。従来行われています偽閉経療法、
これはゴナドトロピンのリリーシング
ホルモンのアゴニストなどを使うので
すが、そういうものから、今度はプロ
ゲスチン、プロゲステロンの合成のも
のを使って行うようになってきました。
かなり長期間、ホルモン療法を行って
も副作用が少ないということで、これ
もうまく行われるようになってきまし
た。
　山内　痛みに対しての対症療法とし
てはかなり進んだ印象があるのですが、
もともと子宮内膜症というのは不妊症
の原因でかなり有名ですね。そこにま
た偽閉経療法といったかたちになりま
すと、患者さんの心中は穏やかではな
いところがありませんか。
　落合　そうですね。一方を立てても、

全然原因の治療にはつながらないとい
うところで、なかなか難しいところが
あります。
　山内　不妊症の発見にも比較的つな
がる手技であるということもいえます
ね。
　落合　そうですね。不妊症の原因と
なっている子宮内膜症ですとか、感染
に伴う炎症性の疾患ですとか、そうい
うものを見つけ出す一つの初期症状で
あるというふうにも考えられます。
　山内　基本的にはこの手技は欧米で
すとプライマリーケアに入ってくるか
なと思われますが、このあたり日本で
はいかがなのでしょう。
　落合　アメリカ産婦人科学会、アメ
リカのファミリーメディスン、家庭医
の協会などでは、内診を家庭医にもき
ちんと教えようということで、それを
することで種々の鑑別診断の一つのツ
ールにつながると考えているようです。
　日本ではなかなか初期研修医に内診
まで教えるというのはちょっと難しい
と思います。
　山内　かなり習練が必要な手技だと
いうことになりますか。
　落合　そういうところだと思います。
　山内　簡単ではないということです
か。
　落合　実際には簡単です。きちんと
やれば問題はないと思うのですが。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　海老原先生はアレルギー性結
膜疾患のガイドライン委員をされてい
ます。まずは一般的なところから、ア
レルギー性結膜疾患とはどういう疾患、
どういう種類があるかというあたりか
ら教えてください。
　海老原　アレルギー性結膜炎は、大
きく分けて増殖性と非増殖性に分ける
ことができます。非増殖性には季節性・ 
通年性のアレルギー性結膜炎とアトピ
ー性結膜炎があります。増殖性のもの
には、春季カタルとコンタクトレンズ
装用によって生じる巨大乳頭性結膜炎
があります。
　池脇　そうすると、重症というのは
増殖性といっていいのでしょうか。
　海老原　はい、そうです。
　池脇　季節性、通年性、そのあたり、

ぼんやりとは理解しているのですけれ
ども、もう少し詳しくお願いします。
　海老原　季節性の場合は植物性の抗
原が原因のことが多いです。日本の場
合は80％以上がスギ花粉による季節性
アレルギー性結膜炎といわれています。
通年性の場合は、通年性の抗原である
ダニやハウスダスト、カビなどによる
結膜炎が多いといわれています。
　池脇　ちょっと前後しますけれども、
アレルギー性結膜炎全体として、どの
ぐらいの頻度で、何が一番多いのでし
ょうか。
　海老原　やはり花粉性の結膜炎、要
するに花粉症は国民の約３割近くが罹
患する病気ですので、それに伴う結膜
炎が一番多いということになるわけで
す。

アレルギー性結膜炎の診断と治療

順天堂大学医学部附属浦安病院眼科教授
海老原　伸　行

（聞き手　池脇克則）

　以前、涙によってアレルギー性結膜炎の急変応答を調べ、それに適合した薬
剤を用いるという論文を読んだことがありますが、最近の知見はどうでしょう
か、ご教示ください。

＜愛媛県開業医＞
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　池脇　種類を説明してもらいました
ので、次にどういうふうにして診断を
していくか。検査も含めてどうでしょ
うか。
　海老原　まず問診で既往歴をお聞き
します。毎年、花粉の季節に発症して
いるようならば花粉性結膜炎の可能性
が高くなるということです。あと自覚
症状としては、一番多いのはかゆみで
す。他覚所見としましては、結膜の充
血、浮腫、濾胞、微小乳頭、そのよう
なものを認めた場合には季節性アレル
ギー性結膜炎と診断することができま
す。
　ただ、ウイルス性結膜炎の初期や、
それ以外の結膜炎との鑑別診断をつけ
たいときには、最近、涙液中のIgEを
定性的に測るキットが出てきました。
正常の涙液にはIgEはありませんので、
涙液中にIgEが検出でき、かつそのよ
うな自覚・他覚所見、既往歴があった
場合には、アレルギー性結膜炎と診断
することができると思います。
　池脇　質問は、涙によってアレルギ
ー性結膜炎の急変応答を調べて、それ
を診断に結びつけるということだった
のですけれども、まさに今先生が言わ
れた涙の中のIgEの定性というのがそ
れに当たるということですね。
　海老原　そうですね。コマーシャル
に測れるのはそうです。ただ、研究的
には涙液中の好酸球顆粒蛋白とか、い
ろいろなサイトカインとかケモカイン

を測って重症度を見るということをや
られている研究施設もあります。
　池脇　私はそういう検査があるのを
初めて知ったのですけれども、専門医
の先生方の間では比較的汎用されてい
る検査なのですか。
　海老原　そうですね。眼科のクリニ
ックにそういうキットが置いてあるこ
とが多いと思います。
　池脇　これは侵襲性もないですし、
一般の臨床実地の先生も使えるような
検査だと思うのですけれども。
　海老原　そうですね。
　池脇　まだまだこれから普及してい
くという感じなのでしょうか。
　海老原　そうですね。診断に苦慮す
るときとか、治療効果があまり上がら
ないときには、一度試してもいい検査
だと思います。
　池脇　先ほどの自覚症状でかゆみを
挙げられましたが、それ以外にアレル
ギー性結膜炎の自覚症状はどういう症
状がありますか。
　海老原　充血、眼脂などがあります。
それから、異物感、あと流涙、涙が出
てしまう。そのようなものが代表的な
自覚症状です。
　池脇　異物感というのは、ゴロゴロ
するという感じなのでしょうか。
　海老原　そういうことです。
　池脇　これはどういう機序でゴロゴ
ロというふうに自覚するのでしょう。
　海老原　なかなか難しいのですが、
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炎症が強いと角結膜上皮障害が起きる
ので、上皮障害によるゴロゴロ感とい
うふうに考えています。
　池脇　臨床実地の先生が診るのか、
あるいは先生のような専門家が診るの
かで、検査が違ってくると思うのです
けれども、専門家である先生方という
のは、そういったときに何かほかの検
査もされるのですか。
　海老原　あまりひどい場合は、血液
を取って、どういうものにアレルギー
があるかというのをしっかり調べて、
原因抗原を近づけないというような治
療をします。
　池脇　アレルギー性結膜炎の鑑別と
して感染性結膜炎がありますが、どの
ようにして鑑別するのでしょうか。
　海老原　自覚症状や他覚所見や眼脂
の成状だけで完全に分けることはでき
ません。ですから、先ほどの涙液中の
IgEを測るというのは非常に有効だと
思います。
　池脇　増殖性結膜炎について、診断
も含めて、どういう特徴があるのでし
ょう。
　海老原　上眼瞼結膜に石垣状乳頭や
角膜輪郭に充血・肥厚・トランタス斑
などの、増殖性の変化が出るものが春
季カタルという病気です。最近、ステ
ロイド点眼薬以外に、免疫抑制薬、例
えばシクロスポリンとかタクロリムス
の点眼薬が出てきまして、そういう重
症な疾患も今は効果的に治療ができる

ようになっています。
　池脇　これは小児、特に男の子に多
いと聞いていますけれども。
　海老原　そうです。年少の男子に多
い病気です。
　池脇　最近はコンタクトレンズを装
着されている方もいて、そういったこ
とが起因する結膜炎もあると聞いたの
ですけれども、それはいかがでしょう
か。
　海老原　それはコンタクトレンズに
よるアレルギー性結膜炎ということで、
一番ひどいのは巨大乳頭性結膜炎とい
います。ただ、それは単なるアレルギ
ーだけではなくて、コンタクトレンズ
と結膜上皮の接触によって起こるとい
われています。
　池脇　アレルギー性結膜炎を起こし
て、コンタクトレンズをされている方
もいると思うのですけれども、こうい
う方の場合には、コンタクトレンズは
症状を増悪するほうに働くのでしょう
か。
　海老原　そうです。コンタクトレン
ズをしていますと、涙の量が減ってき
ますので、花粉が目の中に入っても、
ウォッシュアウトできないということ。
それから、汚れてきますと、そういう
花粉抗原がコンタクトレンズに吸着し
て、より結膜内に停留してしまうとい
うことで、やはり重症例はコンタクト
レンズを外す、花粉の極期にはコンタ
クトレンズを外したほうがよろしいと
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思います。
　池脇　治療に関してですけれども、
点眼薬から治療を開始すると思うので
すけれども、このあたり、どういった
点眼薬があるのか教えてください。
　海老原　日本で今手に入る点眼薬は
全部で９種類あります。大きく分けて、
肥満細胞の膜安定化薬とヒスタミン受
容体拮抗薬があります。かゆみに対し
ては、どちらかというとヒスタミン受
容体拮抗点眼薬のほうが即効性があり
ます。
　池脇　確認ですけれども、今、先生
がおっしゃった肥満細胞の膜の安定化
というのは、別の言い方をすると、メ
ディエーターの遊離を抑制するという
ことですね。
　海老原　そういうことです。メディ
エーター遊離抑制薬です。
　池脇　まずは症状に合わせてどちら
かを使って、それで収まればいいので
しょうけれども、これで収まらないと
いったときの次の手というのは何なの
でしょうか。
　海老原　やはりステロイドの点眼薬
を使うということです。
　池脇　そして、先ほど先生が春季カ
タルのときにちょっと触れられました

けれども、免疫抑制薬の点眼薬という
ことですね。これは春季カタルに特化
した点眼薬なのですか。
　海老原　そうです。オーファンドラ
ッグで、春季カタル以外は使うことが
保険上できません。
　池脇　まずは肥満細胞膜安定化点眼
薬、あるいはヒスタミン受容体拮抗点
眼薬、だめだったらステロイド点眼薬、
そういうかたちで治療を深入りすると
いうのでしょうか、ここまで来たら専
門家へ回すという区切りはどこでしょ
う。
　海老原　ステロイド点眼薬というの
は多くの副作用があります。最も気を
つけなくてはいけない副作用は眼圧の
上昇です。特に10歳以下の子どもにス
テロイド点眼薬を使う場合は、低力価
のフルオロメトロン点眼薬でさえ眼圧
上昇を惹起します。ですから、小児に
対してステロイド点眼薬を処方すると
いうことは非常にリスクのあることで
す。抗アレルギー点眼薬で十分コント
ロールできない花粉性結膜炎に関して
は、ステロイド点眼薬を使う前にぜひ
専門の眼科医に紹介していただきたい
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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　中村　本号から、「消化管疾患診療
の最新情報」というシリーズが藤城先
生の企画で始まるわけです。今回は特
にその冒頭のテーマとしまして、トピ
ックスといいましょうか、最近の進歩
をかいつまんでお話をいただきたいと
思います。その前にちょっと先生にお
うかがいしたいのは、先生が主宰され
ておられます光学医療診療部は、ほか
の医療機関にはないところもあると思
うのですが、どういう領域が入ってく
るのですか。
　藤城　光学医療診療部というのは、
ほとんどの大学で今設置されている中
央診療部門の一つなのです。光学医療
機器と申しまして、内視鏡を扱う部署
になります。東大病院の場合は、消化
器の内視鏡のみならず、呼吸器領域、
耳鼻科領域、婦人科領域、それらの軟
性の内視鏡を扱うというところです。
これは大学によりまして、消化器だけ
を扱うところもありますし、消化器と
呼吸器のみを扱うところもあります。
　中村　横文字にしますと。

　藤城　私どものところはDepartment 
of Endoscopy and Endoscopic Surgery
となっております。
　中村　必ずしもopticalという言葉で
はないわけですね。
　藤城　そうですね。おっしゃるとお
りです。opticalは付いていません。
　中村　わかりました。それでは本論
に入り、まずこの領域のトピックスに
ついてお話をいただきます。上部消化
管、下部消化管に分けたほうがいいの
かとも思いますけれども、まず上のほ
うでというか、oralに近いほうでどう
いったトピックスがありますか。
　藤城　消化管全般にいえることだと
思うのですけれども、私が専門にして
いる内視鏡診療がかなり発達してきて
います。内視鏡を用いて診断をし、さ
らに早期に診断したことによって内視
鏡で治療することができるようになっ
てきています。ですので、最新機器を
用いた内視鏡診断と内視鏡治療という
ものがトピックスであろうと考えてい
ます。

消化管疾患診療の最新情報（Ⅰ）

東京大学医学部附属病院光学医療診療部長
藤　城　光　弘

（聞き手　中村治雄）

消化管疾患診療の最近の進歩
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　中村　全般的にはそういうことだと
いうことで、個々の部位については。
　藤城　内視鏡とはちょっと外れて機
能性疾患の話をしますと、食道におい
ては、胃食道逆流症（gastroesophageal 
reflux disease：GERD）が一つトピッ
クスとしてあろうかと思います。胃に
おきましては、機能性ディスペプシア
という、今まで慢性胃炎といわれてい
たものの一部が明確な疾患単位として
認められてきています。
　大腸におきましても、慢性便秘症、
過敏性腸症候群に対する新薬が出てき
ていますので、食道、胃、大腸、いず
れにおきましても機能性疾患に対する
理解が多少進んできているのかなと思
います。
　中村　最初に先生がおっしゃられた
GERDでしょうか、それは内視鏡では
どういったことで診断をしていくので
すか。
　藤城　GERDは胸やけや呑酸といっ
た酸逆流症状で診断するのですが、内
視鏡を用いますと、食道と胃の接合部
にびらん面がある場合は逆流性食道炎
になりますし、びらん面がない場合は
非びらん性胃食道逆流症ということに
なります。ですので、内視鏡を診断に
用いるという点に違いはありません。
　中村　次に胃でしょうか。
　藤城　機能性ディスペプシアという
概念が出てきています。
　中村　それは保険病名でもあるので

すか。
　藤城　そうなのです。慢性胃炎とい
うものがかなり漠然として用いられて
いますね。組織学的な胃炎のみならず、
内視鏡的にちょっと荒れていると「胃
炎ですね」と言ったりとか、心身症の
身体症状としても慢性胃炎という適応
を持っている薬があると思うのですが、
それですと病気の概念がどういうもの
かわからないということで、機能性デ
ィスペプシアといいまして、潰瘍など
の器質的な疾患がないにもかかわらず、
食後のもたれ感、早期飽満感、心窩部
痛、心窩部灼熱感などの症状を有する
方に対して用いていこうということに
なっています。それに対する薬も最近
発売されています。
　中村　どういったものですか。
　藤城　アコチアミドという新しい薬
です。これは末梢のアセチルコリンエ
ステラーゼを阻害してアセチルコリン
を増やすということで、胃蠕動を促進
して胃内容物の排泄を促し、腹部膨満
感を改善するものです。
　中村　頭へも行きそうな、血中に入
りそうな感じの薬ですね。
　藤城　そうですね。おっしゃるとお
りです。まだ使い始めたばかりの薬で
すので、十分なデータがありませんけ
れども。副作用はそんなにないといわ
れています。
　中村　では、大腸、小腸、その辺で
は。

44 （844） ドクターサロン57巻11月号（10 . 2013）



　藤城　小腸に関しては、昔はX線透
視で見るというような診断しかできな
かったのが、内視鏡が届くようになり
ました。カプセル内視鏡を用いて診断
をしたり、あとはバルーン内視鏡とい
いまして、内視鏡の先端に付いたバル
ーンで小腸壁をホールドすることによ
って、蛇腹をぐうっとたぐり寄せて、
どんどん小腸を進んでいくというもの
ができています。小腸は６mぐらいあ
るといわれているのですが、それを全
部、口から、もしくはおしりから内視
鏡で見るということができるようにな
ってきています。
　中村　かなりくねっているわけです
が、引っ張ることで見えていくわけで
すね。
　藤城　そうなのです。腸間膜でつな
がっていますので、たぐり寄せるとど
んどん短くなっていきます。
　中村　たぐるわけですね。
　藤城　そうですね。これは日本発の
技術なのです。
　中村　あと、大腸のほうでは。
　藤城　大腸は早期がんに対する内視
鏡治療が外科手術をどんどん置き換え
るようになってきているというのが一
つ大きなトピックスなのですが、先ほ
ど申し上げた機能性疾患の分野では、
慢性便秘症に対する薬が新しく発売さ
れ、また、ストレス社会では過敏性腸
症候群（Irritable bowel syndorome：
IBS）の患者さんがどんどん増えてい

るところかと思います。高齢になって
きますと、便秘で悩まれている方はす
ごく多いと思うのです。昔は緩下剤を
使ってとか、刺激性の下剤を使って便
を出すというのが一般的だったのです
が、新しく発売されたルビプロストン
に関して言いますと、小腸壁のクロラ
イドイオンチャンネルを活性化するこ
とによってクロライドイオンが腸管内
に分泌され、それで水を引いて便秘を
解消します。
　中村　マグネシウムにクロライドを
くっつけたような。
　藤城　そうですね。酸化マグネシウ
ムみたいな従来の緩下剤に、こういう
薬を使うことによってより強力に便秘
の解消が図れる可能性があると思って
います。
　中村　あとはIBSでしょうか。
　藤城　そうですね。IBSは下痢型と
便秘型、それが交代するような方がい
ますけれども、IBSに対する薬で、ポ
リカルボフィルカルシウムという薬が
あります。この薬は腸内でいわゆるゼ
リー状の便の核となり、そこに保湿性
があって、便がスムーズに出る。便秘
型の方であっても、下痢型の方であっ
ても、有用であるといわれています。
最近は下痢型の男性に対してラモセト
ロンというセロトニン受容体拮抗薬も
発売されています。
　中村　いいですね。ただ、私ども素
人から考えまして、例えばsurgeryに、
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それでresectionをするとかいうことに
なると、少し視野が狭いかなという気
がしなくもないのですけれども、そう
いったことはないのでしょうか。
　藤城　内視鏡治療のお話ですね。内
視鏡治療を歴史的にみると、胃から発
展してきて、それが食道に、さらに大
腸に広がっています。大腸は管腔が狭
いのと屈曲していますので、非常に治
療が難しいといわれています。平成24
年４月から大腸の内視鏡的粘膜下層剝
離術（Endoscopic submucosal dissec-

tion：ESD）が保険収載されています
が、その前は先進医療として扱われて
いました。
　中村　そうすると、肛門から入って
いく。
　藤城　そうなのです。ESDはかなり
高度な技術が必要だと考えています。
ただ、早い段階のものであれば、外科
手術をしなくても大腸がんが根治する
時代になっています。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　急性腹症ということで今枝先
生におうかがいいたします。
　急性腹症とはどういうものをいうの
でしょうか。
　今枝　腹痛自体、いろいろな原因で
起こりますけれども、その中で緊急手
術の適応を早急に判断する必要のある
激しい腹痛症状を急性腹症といいます。
　齊藤　腹痛が非常にひどい、場合に
よっては手術になるということですね。
どんな疾患がありますか。
　今枝　特に消化管のほうでは消化性
潰瘍（AGML）などもありますし、あ
とはイレウス、消化管穿孔、急性虫垂
炎、大腸憩室炎、虚血性腸炎、感染性
胃腸炎、炎症性腸疾患などもあります
（表）。また、胆囊炎、胆管炎、急性膵
炎もありますし、頻度は少ないのです
けれども、高齢の方ですと血管性の病
変、すなわち動脈瘤の破裂とか解離性
大動脈瘤、腸間膜動脈塞栓症などもあ
ります。それ以外にも、内科の疾患だ
けではなく、泌尿器科的な尿路結石や
腎盂腎炎などもありますし、女性の場

合には子宮外妊娠破裂や卵巣腫瘍の茎
捻転、腫瘍破裂、卵巣出血、骨盤腹膜
炎などもあります。
　ただ、実際には上腹部痛をきたすよ
うな場合というのは、頭の片隅に入れ
なければいけないのは心筋梗塞です。
動脈硬化性の疾患があるような方にみ
られると思われますが、特に下壁の心
筋梗塞ですと心窩部痛を伴うこともあ
ります。
　齊藤　さらに、痛みがひどくて、シ
ョックになってしまうこともありうる
わけですが、この対策が必要なのでし
ょうか。
　今枝　問診から身体所見をとります
が、実は血圧が下がっていたり、頻脈
になっていたり、ふらつき、冷汗、蒼
白、意識レベル低下、頻呼吸をきたし
ていることもありますので、まずバイ
タルサインをチェックしまして、ショ
ック状態やプレショック状態の場合に
はそれを優先して治療することが大事
で、バイタルサインを安定させながら
診察から検査を行っていくことが重要

消化管疾患診療の最新情報（Ⅰ）

埼玉医科大学病院総合診療内科教授
今　枝　博　之

（聞き手　齊藤郁夫）

急性腹症の診療
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かと思います。
　齊藤　まずはそういう対処からです
ね。ただ、順番としては医療面接にな
っていきますが、どういった点を注意
したらいいのでしょう。
　今枝　まず患者さんの年齢や性別と
いうところが重要でして、そこからあ
る程度多い疾患を絞り込みます。例え
ば高齢者の方ですと、多いのはイレウ
スや胆囊炎、胆管炎、ヘルニアの嵌頓
などで、まれですが血管性の病変など
もあります。一方で、高齢の方で、特
にやせた女性の方ですと、閉鎖孔ヘル
ニアによるイレウスということもあり
ますし、また女性の方ですと、子宮外
妊娠とか卵巣腫瘍の茎捻転、卵巣出血、
骨盤腹膜炎などもあります。
　ある程度年齢、性別から類推しまし
て、次に腹痛の部位や性状、急性発症
か徐々に発症か、激しい痛みか鈍痛、
さすような痛み、また間欠的か持続的
かを問診します。そして腹痛の増悪因
子や寛解因子は何か、例えば食後に増
悪する場合には胃潰瘍、膵炎、胆囊炎、
食後に軽快する場合には十二指腸潰瘍、
生魚の摂取後ですと胃アニサキス症、
前屈位で症状が改善する場合には膵炎
を考慮します。時間経過による腹痛の
変化も重要で、虫垂炎は初めは心窩部
痛または臍周囲痛ですが、その後右下
腹部に移動します。また、関連痛、放
散痛によってもある程度疾患を絞り込
んでいけます。腹痛に伴う随伴症状、

吐下血や黄疸、便通異常、血尿、女性
の場合には月経異常、不正出血なども、
問診することによって疾患を絞り込ん
でいくことが重要かと思います。
　齊藤　既往歴もその中に入ってきま
すか。
　今枝　既往歴も重要でして、特に消
化性潰瘍やイレウス、尿路結石などは
繰り返します。また、イレウスの原因
で、特に癒着性イレウスの場合にはお
なかの手術歴がありますし、それ以外
の動脈硬化性の疾患や心房細動の不整

表　急性腹症（acute abdomen）の
　　主な原因疾患

・ 消化管：消化管穿孔、イレウス、急
性虫垂炎、胃十二指腸潰瘍、AGML、
アニサキス、腸重積、ヘルニア嵌頓、
大腸憩室炎、虚血性腸炎、S状結腸
軸捻転症、感染性胃腸炎、炎症性腸
疾患

・ 肝胆膵：胆囊炎、胆管炎、肝膿瘍、肝
癌破裂、急性膵炎

・ 血管：腹部大動脈瘤破裂、解離性大
動脈瘤、腸間膜動脈塞栓症

・ 腹膜：汎発性腹膜炎
・ 泌尿器：尿路結石、腎盂腎炎、腎梗塞
・ 婦人科：子宮外妊娠破裂、卵巣腫瘍
茎捻転、卵巣腫瘍破裂、卵巣出血、
骨盤腹膜炎

・ 心臓：心筋梗塞、心筋炎、心外膜炎
・ 筋骨格神経：帯状疱疹、肋間神経痛
・ 精神科：ヒステリー、うつ状態
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脈がある場合には塞栓症を考慮します。
あとは、普段のんでいらっしゃる薬剤、
特にNSAIDや、最近多い抗血栓薬など
も問診でよく問いただすことが重要で
す。女性の場合には当然月経歴も重要
で、常に妊娠の可能性を念頭におく必
要があります。
　齊藤　症状が症状ですから、迅速に
その辺を済ませて、今度は身体診察で
しょうか。
　今枝　はい。
　齊藤　どういう点がポイントですか。
　今枝　身体診察は順番に診察をして
いくわけですが、最初は視診で、おな
かが腹水やイレウスなどで膨隆してい
ないか、また、腫瘍とか動脈瘤などで
限局性に隆起をしていないか。気をつ
けなければいけないのは、鼠径ヘルニ
ア、大腿ヘルニアなどは、ズボンを脱
いでいただければ一目瞭然ということ
もあります。おなかに手術痕がないか、
また、帯状疱疹では先に痛みがかなり
激烈に来るのですが、その数日後に水
疱なり湿疹がみられます。
　次に聴診して、おなかのグル音が亢
進している場合には単純性イレウスな
ど、減弱していると絞扼性イレウスや
麻痺性イレウス、腹膜炎などを考慮し
ます。まれには腹部大動脈瘤や、腎動
脈狭窄、腫瘍の動脈浸潤などで血管雑
音が聴取されることもあります。
　そしておなかの触診を行います。ま
ず少し浅い触診により腹壁を診ます。

その後に腹腔内の深い触診ですが、患
者さんの訴える痛みの部位を最初から
診るのではなくて、少し遠まきに診て
いって、最後に痛いところを診察しま
す。患者さんに腹筋の緊張をとっても
らって診察することが大事と思います。
それに伴って腹膜刺激症状がないか、
肝腫大や腫瘤がないかどうかも診ます。
また、叩打痛も重要で、右季肋部では
胆囊炎、胆管炎、肝膿瘍、十二指腸潰
瘍穿孔など、左季肋部では脾梗塞など、
CVA叩打痛は腎盂腎炎、尿路結石、膵
炎などがあります。
　齊藤　腹膜刺激症状はどういうとこ
ろがポイントになりますか。
　今枝　一般的には筋性防御、板状硬
といって、明らかに固い状態で、ただ、
患者さんがけっこう緊張していて、お
なかに力を入れていると固い感じがし
ますので、なるべくリラックスしてい
ただいて診察をする。あとは、反跳痛
といって、おなかを押したあとにすば
やく手を放したときにかなり痛みが強
くて跳び上がるような症状がないかど
うかを診ます。しかし、腹痛が強いわ
りには腹膜刺激症状がない場合には血
管性の病変を絶えず念頭に入れておく
必要があります。
　齊藤　原疾患としてはかなり重要な
ものがいっぱいありますね。
　今枝　腹膜炎を起こしているという
ことで、消化管の穿孔の可能性もあり
ますし、絞扼性イレウスで腸管への循
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環障害を起こしてくると腹膜刺激症状
が出てきます。中には急性膵炎の場合
にも腹膜刺激症状が出てきますし、憩
室炎や虚血性腸炎などでも起こります。
また、虫垂炎や腹腔内出血、婦人科疾
患などでもみられます。それは重症化
してきている一つの目安になるかと思
います。
　齊藤　もう少しあるでしょうが、検
査にいきますと、どういう検査をしま
すか。
　今枝　最近は一般の開業医の先生方
でもその場で緊急の血液検査などがで
きるところも多くなってきていますの
で、末梢血、凝固系、生化学、血清の
CRPなどをチェックしていきます。ま
た、尿路系が疑われる場合には検尿を、
女性の場合は絶えず妊娠を疑っていく
必要がありますので、必要な場合には
妊娠反応もチェックします。
　そのうえで、腹部のレントゲン、で
きれば臥位と立位を両方撮りますが、
どうしても痛みが強くて立位が撮れな
い場合には左側臥位で撮ったり、腹腔
内の遊離ガス像を見るにはかえって胸
部のレントゲン、特に立位、場合によ
っては座位で撮っていただくほうが遊
離ガス像がよく見えます。ほかに心臓
の疾患を疑った場合には心電図をチェ
ックします。

　齊藤　X線とともに超音波もよく使
われますね。
　今枝　最近、超音波も簡便に行えま
すし、侵襲が少ないこと、被ばくがな
いところから、先生方もよく検査を行
っていらっしゃるかと思います。特に
腹痛の場合には痛みの部位にプローブ
を当てることによって、その周辺もよ
く見ていくことで原因がわかってくる
ことも多いかと思います。また、ドプ
ラーの機能がある場合には血管病変も
詳細にわかります。ただし、超音波検
査の場合にはトレーニングが必要です。
　齊藤　病院では、さらにCT、MRIと
いうことになりますか。
　今枝　はい。最近ではCTは簡便に
検査が可能となり、造影することによ
り血管性病変の評価が可能となります。
ただし、被ばくの問題があります。
　齊藤　そういうことで確定ができれ
ば、今度は外科などに紹介でしょうか。
　今枝　疾患やその重症度によります
が、外科的な手術が必要になる症例も
多いかと思います。中には婦人科の疾
患とか泌尿器科的な疾患もあります。
早い段階から疑われる疾患に関して専
門の科の先生と相談していくことが重
要と思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　下痢について一般的なお話を
最初にお聞かせください。
　鈴木　下痢は、医学的には便重量の
増加、つまり１日当たり200～250g以
上と定義されているのですが、実際に
は便の軟化や液状化や排便回数の増加
という患者さんの自覚症状をもってと
らえることが多いわけです。
　下痢の患者さんを診るときに、まず
は急性、つまり２週間以内なのか、慢
性、つまり１カ月以上続くのか、ある
いはその中間の遷延性なのかを区別し
ます。下痢の性状と持続時間を把握す
ることで診断の方向性は格段に異なり
ます。
　そして、下痢の鑑別診断のためにあ
りとあらゆる検査をすべて行うという
のは避けるべきです。まずは、よくあ
る疾患を念頭に置き、病歴と身体診察
によって検査前の確率を高めてから検
査を行うことが重要です。一方で、た
とえ検査前確率は低くても、緊急性が
ある進行性の疾患や、治療時期を逸す
ることができないような疾患は見落と

してはなりません。
　さらに、患者さんの最終的な転帰や
予後の重篤性を考慮した診断も必要に
なってきます。これらを同時に考えて
診断を進めることが重要です。
　大西　そうしますと、下痢をみたら、
まずどのように対処したらよろしいで
しょうか。
　鈴木　まず、下痢の持続時間にかか
わらず、まず重症かどうかを判断しま
す。大量の水様性の下痢が続いて、血
圧が低下し、脈が速くなり、口が渇き、
皮膚や粘膜が乾燥するなどの所見を認
めれば、脱水を考えるべきです。脱水
の所見として特徴的なのは、皮膚のツ
ルゴール（turgor）の低下といわれる
もので、これは皮膚をつまみ上げ、指
を離すと直ちに元の平らな状態に戻ら
ず、しばらくしわになっている状態を
いいます。このような場合は、原因診
断をする前に脱水の対策をしなければ
なりません。
　脱水を補正するための十分な水分や
電解質の経口摂取が可能な状態かどう

消化管疾患診療の最新情報（Ⅰ）

慶應義塾大学内科学（消化器）准教授
鈴　木　秀　和

（聞き手　大西　真）

下痢をみたら
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かを判断して、可能であれば、電解質
あるいは糖質を含む経口補水液の摂取
をすすめます。この場合、広く飲用さ
れているスポーツドリンクは、電解質
濃度が低く、糖質が多い組成になって
いますので、下痢による脱水にはふさ
わしいとはいえません。また、水分の
みでは電解質の異常、つまり低ナトリ
ウム血症や低カリウム血症が起こるの
で、それも注意が必要です。
　下痢の患者さんは、水分を摂取する
とトイレが近くなるといって水分摂取
をむしろ控える方が少なくないのです
が、脱水症の危険性を十分に説明して、
少量の水分を頻回に摂取するように説
得しなければなりません。また、この
とき摂取する液体は冷やし過ぎないよ
うにすべきです。
　一方、経口摂取ができない場合、こ
れは経静脈的に補液をします。喪失す
る腸液は細胞外液に近いものですから、
ナトリウム、カリウム、重炭酸イオン
を多く含みますので、高クロール性代
謝性アシドーシスや低カリウム血症に
注意して、カリウムや重炭酸を補充し
ます。
　また、激しい腹痛や腹部の異常所見
あるいは高熱があれば、それぞれの症
状に対する対応も必要になり、場合に
よっては入院を考えたほうがよいわけ
です。例えば、急性の下痢で最も頻度
が高いウイルス性腸炎では、悪心・嘔
吐などの上部消化管症状を伴うことが

多く、そのために経口摂取ができなく
なってしまうわけです。この場合は、
補液とともに制吐薬の投与も行い、症
状の緩和をします。
　また、下痢の場合、一般的には腸蠕
動が亢進していて、腹痛が起こること
が少なくありません。激しい場合には
抗コリン薬の経静脈的投与なども行い
ます。ただし、蠕動運動に伴う腹痛と
局所の炎症による腹痛は投薬前に十分
に鑑別するべきで、薬剤を投与してし
まうと症状が軽減するために、腹膜炎
などの重大な基礎疾患の診断が遅れる
こともあります。
　大西　それでは、急性の下痢につい
てお話しいただけますか。
　鈴木　急性の下痢の多くは感染性腸
炎ですが、その大部分は自然に治りま
す。この場合、適度の対症療法という
のがすべてといっても過言ではありま
せん。診断的な検査はほとんど不要と
もいえます。
　下痢の原因となる細菌性腸炎の原因
として高頻度に検出されるのは、サル
モネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバク
ター、病原性大腸菌です。食中毒統計
による届け出件数の多い順では、１位
がノロウイルス、２位がカンピロバク
ター、３位がサルモネラ、４位が腸炎
ビブリオ、５位が腸管出血性大腸菌と
なっています。このほかにも、結核や
エルシニアも考えなくてはいけません。
抗菌薬投与中の場合には、クロストリ
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ジウム・ディフィシルも重要な原因菌
です。
　病原体の毒素によって、主として小
腸での分泌異常をきたす分泌性下痢と、
侵襲細菌による大腸粘膜異常に基づく
侵襲性下痢とでは、病態の差異が明白
で、治療法も違うので、鑑別が重要で
す（図１）。つまり、多量の水様性下
痢と脱水症状があり、便検査で便中白
血球が認められなければ、コレラや腸
管毒素原性大腸菌などによる分泌性下
痢と考えます。
　この分泌性の下痢は、消化管ホルモ
ンやエンテロトキシンの作用による消
化管粘膜の分泌亢進や、吸収されない

溶質の腸管内過剰残留による水分の吸
収障害で起こります。カルチノイド、
VIP産生腫瘍、ロタウイルス、アデノ
ウイルス、ノロウイルス、コレラ、ラ
ンブル鞭毛虫などの感染症、それから
糖質の消化吸収障害、顕微鏡的大腸炎、
重金属中毒などでも起こるわけです。
　一方、頻回で少量の下痢、粘血便、
腹痛があって、便検査で便中の白血球
が認められれば、赤痢や腸管出血性大
腸菌、カンピロバクター、サルモネラ
などの感染症、偽膜性腸炎などの抗生
物質起因性大腸炎、アメーバ赤痢など
による侵襲性の下痢を考える必要があ
ります。このような感染症の下痢の場

図１　急性下痢の診断アルゴリズム

medicina 49 ⑵：203～206より
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合でも、すぐに経験的に抗菌薬を投与
するのはよくありません。多くは自然
に治るものだからです。
　大西　食中毒がいろいろ問題になる
かと思いますけれども、どのように原
因を診断していけばよろしいでしょう
か。
　鈴木　細菌性食中毒による下痢の場
合は、家族や同一集団内での下痢の発
生について聞き取り、潜伏期と原因と
なった食物によって原因菌を予想して
いきます。例えば、潜伏期が短いもの
では30分～６時間ぐらいで起こるブド
ウ球菌による毒素性の下痢、それから
魚介類などを摂取したあとに５～24時
間で起こる腸炎ビブリオ、それから 
８～20時間で起こるウェルシュ菌によ
る下痢を考えます。
　一方、カンピロバクターの場合は鶏
肉や卵、こういうものを摂取したあと
に２～５日間、それからサルモネラの
場合は卵や肉を摂取後に７時間～３日
で起こってきます（表１）。
　大西　それでは次に、慢性の下痢に
ついてお話をうかがえますでしょうか。
　鈴木　急性とは異なり、自然には治
りにくいので、治療介入が必要になる
ことが多くなります。原因疾患は多岐
にわたり、それぞれ治療法が異なるた
め、鑑別診断が重要になります。鑑別
診断を考えるうえで、慢性下痢をきた
す代表的な疾患を知っておく必要があ
ります。つまり、感染であればクロス

トリジウム・ディフィシル、結核、ア
メーバ赤痢、炎症であれば潰瘍性大腸
炎やクローン病、顕微鏡的大腸炎、放
射線腸炎などを考えます。
　また、最近頻繁に遭遇するのが薬剤
起因性のものです。昨今のような超高
齢社会では多剤を併用している患者さ
んが多いですが、下痢を起こす薬剤は
数多く存在します。薬剤による下痢を
考える場合、該当薬を中止することが
第一歩です。薬剤として、マグネシウ
ム含有製剤やプロトンポンプ阻害薬、
H2ブロッカー、緩下剤、胆汁酸製剤、
５-アミノサリチル酸、プロスタグラン
ジン製剤、ACE阻害薬、βブロッカー、
ジギタリス、フロセミド、メトホルミ
ン、NSAIDs、コルヒチン、抗菌薬な
どは下痢の原因として念頭に入れてお

表１　細菌性食中毒

潜伏期 原因食

感染性

サルモネラ ７～72時間 肉・卵

カンピロバクター ２～５日 肉・卵

病原性大腸菌 １～３日 牛肉

腸炎ビブリオ ５～24時間 魚介類

ウェルシュ菌 ８～20時間 肉・魚介類

毒素性

ブドウ球菌 0.5～６時間 おにぎり

ボツリヌス菌 ２時間～８日 キャビア

「レジデントコンパス消化器病」編   
第３版（ライフサイエンス社）pp32より
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かなければなりません。
　さらに、胃切除、胆囊摘出、あるい
は短腸症候群などのような手術後の例、
大腸がんや膵がんに伴う下痢、甲状腺
機能亢進症に伴う下痢、糖尿病による
腸内細菌の異常増殖に伴う下痢、ルー
プスなどの膠原病に伴う下痢、食物ア
レルギーなどによる下痢も考えなけれ
ばいけません。さらに、過敏性腸症候
群や機能性下痢も頻度の高いものとし
て念頭に置くべきです（表２）。
　大西　慢性の下痢はどのように診断
を進めたらよろしいでしょうか。
　鈴木　慢性の下痢においても、急性
と同様に、病歴と身体診察だけでわか
る情報は多いといえます。まずは重症
度を判断します（図２）。薬剤歴、手
術歴、海外渡航歴、過去に同様の下痢
があったかどうか、増悪因子となる食
べ物について聴取するだけで多くの特
異的疾患を予測できます。血便や粘血
便があれば腸の炎症性疾患を考えます。
内分泌疾患や膠原病を疑うこともでき
ます。器質的疾患が除外できれば、機
能性消化管障害を考えるわけです。こ
れらを考えたうえで検査を行っていく
ことになります。甲状腺機能亢進症や
糖尿病などの疾患を疑っていれば、先
に血液検査で診断を確定できますので、
消化器の画像検査をたくさんやらなく
ても済みます。
　言うまでもありませんが、下痢の診
断では便を見ることがたいへん重要で

す。粘血便であれば炎症性、大量の水
様便では分泌性、脂肪便では脂肪性の
下痢となります。便を顕微鏡で見るこ
とで、電解質のデータによりさらに分
類することができるわけです。
　さて、炎症性の下痢では大腸内視鏡

表２　慢性下痢をきたす代表的疾患

●炎症性疾患
　・ 炎症性腸疾患（IBD）：潰瘍性大腸
炎、クローン病

　・ 感染：C. difficile、腸結核、アメー
バ赤痢、寄生虫、AIDSに伴う感染
など

　・ そのほか：顕微鏡的大腸炎、放射
線性腸炎など

●機能性疾患
　・ 機能性下痢、過敏性腸症候群（IBS）
●薬剤起因性
　・ マグネシウム含有製剤、プロトン
ポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬、
緩下剤、UDCA、５-ASA製剤、プ
ロスタグランジン製剤、ACE阻害
薬、β拮抗薬、ジギタリス、フロセ
ミド、メトフォルミン、NSAIDs、
コルヒチン、各種抗菌薬など

●手術後
　・ 胃切除、胆囊摘出、短腸症候群
●そのほかの異常
　・ 膵疾患：外分泌機能低下、内分泌

腫瘍
　・ 大腸腫瘍：狭窄によるparadoxical 

diarrhea、絨毛腺腫
　・ 甲状腺機能亢進症、糖尿病、膠原病
　・ 食物アレルギー、乳糖不耐症、詐病

medicina 49 ⑵：203～206より
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検査で診断する必要もあります。分泌
性の下痢では感染症の有無を確認した
うえで、必要があれば画像検査やホル
モンの測定なども考慮します。脂肪性
の下痢は慢性膵炎や吸収不良症候群な
どで小腸での脂肪の吸収が障害された
場合に見られますが、小腸病変を想定
して各種画像検査に加え、膵外分泌能
の検査も必要になります。また、大腸
がんでも下痢のような症状が起こるこ
とがあります。
　大西　最後に、話題の機能性の下痢
について簡単に触れていただけますで
しょうか。
　鈴木　これまでお話ししたプロセス

で、いわゆる器質性の下痢が否定され
た場合には、機能性消化管障害を考え
ます。その中でも最も頻度が高いのが
過敏性腸症候群（IBS：Irritable bowel 
syndrome）といわれるものです。この
IBSというのは、国際的定義、RomeⅢ
によれば、「過去３カ月間、週に３日
以上にわたって腹痛や腹部不快が繰り
返し起こり、１）排便によって症状が
軽減する、２）排便頻度の変化が起こ
る、３）便性状の変化が同時に起こる」
のうちの２つ以上があるものとされて
います。
　さらに、IBSは便の形状とその割合
によって４つのサブタイプ、便秘型、

図２　慢性下痢の診断アルゴリズム

medicina 49 ⑵：203～206より
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下痢型、混合型、分類不能型に分類さ
れ、下痢型IBS、混合型IBSで下痢が起
こります。
　IBSの治療は、食事や排便習慣など
の生活習慣の見直しをしたうえで便秘

や下痢をコントロールすることになり
ますが、さらに内臓知覚やストレス、
腸内細菌叢のコントロールということ
も重要になってきます。
　大西　ありがとうございました。
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　齊藤　感染性胃腸炎ということで中
島先生におうかがいいたします。
　感染性胃腸炎とはどういうものなの
でしょうか。
　中島　一般に２週間以内の下痢とい
うのは急性下痢症とわれわれは言って
いますけれども、４週間過ぎますと慢
性下痢となります。感染性胃腸炎と申
しますのは急性の２週間以内の下痢の
症状で、嘔吐とか腹痛などの腹部症状
を伴いまして、発熱などの感染徴候を
呈する場合を感染性胃腸炎と指してい
ます。
　急性の下痢症の９割以上は感染症な
のですが、１割ぐらい、最近では特に
薬剤性とか、虚血性の腸炎などの循環
性、あるいはある種の中毒、鉛などの
方も時々いらっしゃいます。こういう
ものがありますので、全部が全部感染
ではないということで、ごく一部、感
染症以外もあるということで注意が必
要だと思っています。
　齊藤　感染性胃腸炎にはどういった
ものがありますか。

　中島　大きく分けるとだいたい５つ
ぐらい分類がありまして、１つは食事
です。特定の汚染した食事による場合。
最近、特に海外旅行が多くて、旅行者
の下痢症が非常に増えています。ほか
には入院や、特に高齢者の施設、こう
いうところで発症したりする方。それ
から、小児になりますけれども、保育
園とか託児所。最後に、先進国の中で
まだ日本ではHIV感染症が増えていま
すので、こういう免疫不全の方、ある
いはがんの方、そういうコンプロマイ
ズドホストなどに起こる感染性胃腸炎
があります。
　簡単に言いますと、夏は細菌感染、
冬場はノロウイルスに代表されるウイ
ルス感染が多い傾向があります。最近
では細菌感染、大腸菌とかカンピロバ
クター、サルモネラ、赤痢、ウイルス
性の胃腸炎に関しましてはノロウイル
スとロタウイルス、これが二大巨頭で
す。年間通して最も頻度が高いのは圧
倒的にノロウイルスの感染が多いとい
うのが現状です。

消化管疾患診療の最新情報（Ⅰ）

横浜市立大学病院消化器内科教授
中　島　　淳

（聞き手　齊藤郁夫）

感染性胃腸炎の診療
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　齊藤　ノロウイルスは集団で起こる
こともありますね。
　中島　ノロウイルスというのは生の
貝などにいて集団発生するのですけれ
ども、一般的に酸とか塩素系の消毒薬、
こういうものに抵抗性で、一般に我々
医療機関で使うようなマスクなども通
ってしまいますので、非常に厄介です。
しかしながら、健康な方はだいたい 
２～３日で治りますので、症状も軽い
方が多いです。問題は、高齢者とか体
力が弱い患者さん、こういう方が死亡
してしまうということで注意しなけれ
ばいけません。
　齊藤　さて、感染性胃腸炎の診断の
基本はどういうことになりますか。
　中島　診断そのものはなかなか確定
診断が難しいのですが、たいていは結
果を待つまでに健康な方ですと治って
しまいます。ですから、問診、どうい
うものを食べたかとか、周囲に同じよ
うな下痢症状、胃腸炎症状の方がいな
いかどうか。あるいは、最近では常に
国立感染症研究所などが感染症情報を
出していますので、そういうものに注
意しながら、どういうものが今はやっ
ているかということで、類推して対症
療法をするというのが主です。
　夏でしたら大腸菌、鶏肉ならサルモ
ネラとかカンピロバクター、海産物で
したら腸炎ビブリオ、最近減りました
けれどもA型肝炎など、こういうもの
を考えるのがいいのではないかと思い

ます。
　あと、最近は、牛乳ですが、乳製品
が加熱殺菌をしないで低温殺菌をする
ことが増えていまして、こういう場合
ですと、リステリアなどが感染するこ
とが知られています。何を食べたかと
いうので、ある程度原因菌が推測され
ますし、先生もご存じだと思いますけ
れども、生の牛肉、ユッケなど、こう
いう病原性の大腸菌などが記憶に新し
いものかと思います。
　齊藤　ウイルス性と細菌性の区別は
なかなか難しいかと。
　中島　夏場であれば細菌で、冬にな
ればウイルスというふうに考えていい
と思うのですけれども、検査できると
ころですと、便を調べますと、便の中
に白血球が多いのが細菌性ということ
で区別できますが、なかなか実地診療
ではそこまでできないのが現状です。
疑ったら便の培養を出すというのが最
低限必要かなという感じです。
　最近、ロタウイルスとか、特にノロ
ウイルスが問題になっていまして、ノ
ロウイスルはこの数年来、迅速キット
が開発されていますので、臨床現場や
検査会社で短時間で診断できるように
なり、ノロウイスルを疑った場合は比
較的早く確定診断ができるようになり
ました。
　それから、老健施設とか入院患者さ
んなど、特に高齢者は、抗生物質の投
与後における偽膜性腸炎などがあるの
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ですが、これも便のCDトキシンとい
うことで調べられます。これでほぼ
100％診断がつくと思います。
　齊藤　病原性大腸菌はどういうもの
なのでしょうか。
　中島　これがこの数年、臨床現場で
も非常に問題になっていまして、大腸
菌というのはそもそも我々の大腸の中
に多量にいるグラム陰性桿菌で、常在
菌ですので、通常は病原性がほとんど
ないと考えていいのですけれども、一
部の大腸菌の中では病原性のあるもの
が知られています。
　まず非常に重要なのが腸管出血性大
腸菌、この英語の頭文字を取ってEHEC
とも呼ばれますが、その他、毒素原性
の大腸菌、腸管病原性大腸菌など、幾
つかの病原性を示す大腸菌が知られて
います。
　特に腸管出血性大腸菌は非常に問題
になり、一般の方も患者さんもご存じ
で、心配される方が多く、もともとは
牛の腸におりまして、牛のふん便に汚
染された食物、生肉などで感染して、
ベロ毒素という毒素を産生します。こ
のベロ毒素を出すことが特徴で、腸管
上皮の壊死を引き起こし、非常に激し
い腹痛や嘔吐、下痢や血便を呈します。
この血便を呈するというのが特徴で、
注意しないといけないと考えています。
　齊藤　全身にも影響を及ぼすわけで
すね。
　中島　おっしゃるとおりで、注意し

なくてはいけないのは、血便が出てく
るような患者さんがいらっしゃったと
きに、この病気を疑う場合は、合併症
として数％ですけれども、溶血性の尿
毒症症候群（HUS）というのを起こし
ます。また、HUSの発症より前、ある
いはあとですけれども、この感染症に
よる脳症を起こすことがあって、患者
さんは頭が痛いという方もいれば、ち
ょっとぼーっとするとか、そういう症
状、下痢の脱水症による症状と勘違い
しがちなのですが、脳症を起こすと治
らないというか、死亡のリスクが非常
に高くなってまいります。
　また、HUSは破壊赤血球を伴う貧血
と血小板減少、腎機能障害を特徴とし
ます。乳幼児や高齢者はこれで亡くな
ってしまう方も非常に多いということ
が新聞紙上で報告されました。予防と
しては、75℃・１分以上の加熱でこの
大腸菌は死滅しますので、加熱調理が
必要だと考えられています。
　齊藤　治療はどうするのでしょうか。
　中島　早期でしたら抗菌薬の治療が
有効です。ホスホマイシン系やニュー
キノロン系が有効です。ただし、HUS
合併の場合は透析などの血液浄化療法
が必要ですので、このような病気が疑
われる場合は、特に血性の下痢、血便
の場合は本症を念頭に置いて治療を開
始するとともに、患者さんにHUSの合
併症の可能性があるということを説明
して、専門機関への搬送のタイミング
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を遅れないようにしないといけないと
思っています。
　齊藤　それから、旅行者下痢症はど
ういうものでしょうか。
　中島　これは最近非常に増えていま
して、海外に行く方が非常に多く、寒
いところではあまり問題ないのですけ
れども、アジアやアフリカ、ラテンア
メリカ、こういう熱帯・亜熱帯地方に
行かれた方、２週間以上こういうとこ
ろに滞在した方は２～６割、かなりの
方が感染するという報告があります。
旅行者下痢症を疑った場合、起炎菌は
ほとんど先ほど言いました病原性の大
腸菌、カンピロバクター、こういうも
のが主であるということですので、こ
ういうものを念頭に置いて治療すれば
よろしいのではないかと考えています。
　齊藤　旅行者に対して予防として生
活の注意も重要ということですね。
　中島　特に、加熱してない食品を食
べないことと、あと水ですね。水は買
って飲むのだけれども、氷はそこに置
いてあるものを使うというのでは全く
意味がなくなってしまいますので、行
く前の注意が重要ではないかと思いま
す。
　齊藤　カンピロバクターはどうでし
ょうか。

　中島　カンピロバクターは、大腸菌
に次いで感染源としては非常に多い菌
です。カンピロバクターというのはだ
いたい水様性の下痢で始まるのですけ
れども、遅れて血便を出す方がいまし
て、大腸でいうと回盲部に潰瘍をつく
ったりという特徴があります。
　齊藤　治療はどうでしょうか。
　中島　治療は一般的には先ほど言い
ましたような抗菌薬が重要ですが、最
近ではニューキノロンとかホスミシン
などの耐性菌が出てきていまして、そ
の場合はマクロライド系などを使うと
いうことが行われています。
　齊藤　感染性胃腸炎も非常に重要な
課題の一つということですね。
　中島　一般に実地診療をやっていま
すと、夏から冬どころか一年中、これ
を疑う患者さんが来ます。治療は基本
的には対症療法、脱水の補正と抗生物
質ですけれども、そういうことが重要
ではないかと思います。
　ただ、短期間の治療で治らない方に
は、ほかの重篤な疾患が隠れていると
いうことは常に念頭に置いて、治療で
反応しない方はひょっとしたらほかの
病気が鑑別されるのではないかを疑う
ことが重要ではないかと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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　齊藤　消化管出血にはどういうもの
があるのでしょうか。
　熊井　消化管出血の顕性出血には、
吐血（hematemesis）と下血（melena）、
それと血便（hematochezia）がありま
す。下血は、血液が混じったねっとり
した黒い便で、これは上部消化管出血
を疑う徴候です。血便は、血液が混じ
った赤い便で、下部消化管、主に大腸
からの出血を疑う徴候です。
　今申し上げた下血と血便を混同され
ている方がしばしばおられますので、
ご注意いただきたいと思います。と言
いますのは、吐血、下血は上部消化管
出血を疑うわけですから、当然、上部
消化管から出血源検索を始める。血便
の場合は下部消化管の検索から始める
ということになります。
　現在は上部消化管出血、下部消化管
出血ともに、内視鏡による出血源検索
がファーストチョイスになることが多
いのですが、もちろん全身状態が優先
されまして、循環動態が変動している
とかショック状態の場合はそちらの対

策を優先し、ショック状態を脱してか
ら内視鏡に進むということになります。
　齊藤　ただ、最近はなるべくその辺
を、許せば内視鏡をやっていこうとい
うことでしょうか。
　熊井　吐血の場合は、しばしば緊急
内視鏡ということになりますが、多少
の循環動態の変動であれば内視鏡的検
索がファーストチョイスになります。
出血源、出血状況を確認し、そのまま
内視鏡的止血に移行できるからです。
　齊藤　いろいろ器具も進歩して、や
りやすくなっているということでしょ
うか。
　熊井　はい。かつて1965年ごろまで
は吐血や下血の患者さんに内視鏡検査
を行うこと自体禁忌とされていました
が、その後の内視鏡スコープおよび周
辺機器の進歩により、現在では全身状
態が許せば直ちに緊急内視鏡に移行す
るということです。
　内視鏡を挿入したときに現に出血し
ている、あるいは凝血がたまっている
ということがありますので、ウォータ

消化管疾患診療の最新情報（Ⅰ）

日野市立病院名誉院長
熊　井　浩一郎

（聞き手　齊藤郁夫）

消化管出血の診療
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ージェット付きの内視鏡を用い、噴射
水流で血液、凝血を洗い飛ばしながら
出血点、出血状況を診断していきます。
凝血が多量にあるときには処置用のス
コープと申しまして、鉗子口の大きい
スコープを使って凝血をできるだけ吸
引除去して診断していくという方法も
あります。あるいは、スコープの先端
に透明フードを装着し、血液や凝血を
排除しながら視野を確保していくとい
う方法も非常に有効です。
　齊藤　上部消化管の出血は、具体的
にはどのように分類されますか。
　熊井　上部消化管出血は、静脈瘤性
の出血と非静脈瘤性の出血に大別して
取り扱うことになります。静脈瘤性の
出血は、食道・胃静脈瘤からの出血で、
これは肝硬変が背景にあるため常に肝
機能障害の程度を考えながらの対応と
なります。
　一方、非静脈瘤性出血というのは、
胃・十二指腸潰瘍からの出血の頻度が
高いわけですが、今日ではHelicobacter 
pylori、いわゆるピロリ菌の除菌時代
を迎えていまして、出血性潰瘍症例は
減少傾向にあります。
　齊藤　まず非静脈瘤性のほうの治療
ですけれども、これはどういうことに
なりますか。
　熊井　非静脈瘤性出血は、胃・十二
指腸潰瘍出血が多いわけで、内視鏡的
止血法のよい適応になります。
　出血状況の評価にはForrest分類（表）

がよく使われています。Forrest分類
のIaは噴出性出血で、動脈が破綻し拍
動性出血がある場合、Ibは泉が湧き出
るような湧出性出血で、これは静脈や
毛細血管からの出血ですが、現に出血
しているわけですから、当然止血の対
象になります。
　IIaは露出血管で、内視鏡観察時には
一時止血しているが破綻血管が露出し
ているもの、IIbは凝血や血餅が付着し
た状態で止血しているものです。IIa、
IIbの場合は、内視鏡的止血に自信のあ
る先生であれば止血操作の適応にする
でしょうが、技術的にまだ不慣れな先
生であるとか、夜間・休日の時間外の
緊急内視鏡で人手不足であるとかいう
ときには、あわてて止血操作に向かう
とかえって大量再出血を誘発してしま
うということもありますので、露出血
管が再出血の危険性が高いのかどうか
など少し状況判断がいるかと思います。
　齊藤　止血の方法も進歩してきてい

表　Forrestの内視鏡的出血像分類 ※

Active bleeding
　Ia spurting bleeding
　Ib oozing bleeding
Recent bleeding
　IIa non-bleeding visible vessel
　IIb adherent blood clot black base
No bleeding
　III lesion without stigmata of  
 recent bleeding
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るわけですね。
　熊井　内視鏡的な止血方法は非常に
進歩していまして、よく用いられる３
種類があります。
　ひとつ目は機械的止血法と言いまし
て、出血している血管を遮断して止血
する方法です。クリップ止血法が非常
に使い勝手がよくなって最も多用され
ています。出血源の状況に合ったクリ
ップの種類を選ぶことができ、クリッ
プの向きが回転でき破綻血管に対する
狙撃性が向上しています。
　二つ目は、局注法でベッドサイドで
も簡便に実施できるのが利点です。純
エタノール局注法は、純エタノールの
脱水凝固作用で血管を収縮させ、血栓
形成を行って止血する方法です。それ
から、高張食塩水にエピネフリンを混
ぜたHSEという局注剤ができていまし
て、これはエピネフリンの血管収縮作
用と、高張食塩水による組織の膨化、
血管壁のフィブリノイド変性で血栓を
形成し止血する方法です。
　両方法ともかなりの効果があるわけ
ですが、純エタノール局注法は、局注
量が限られていまして、止血に手間取
って大量に局注してしまうとそこに大
きな潰瘍をつくる危険性がありますの
で、HSEのほうが使い勝手はいいとい
うことがあります。
　三つ目は、熱凝固法です。これは高
周波凝固のデバイスが非常に改良され
てきていまして、最近はアルゴンプラ

ズマ凝固法（argon plasma coagula-
tion：APC）、APCという方法が広く
使われるようになってきています。こ
れはアルゴンガスの放出と高周波電流
の放電で、組織を浅く広く凝固すると
いう方法で、静脈性あるいは毛細血管
性の出血に非常に有効です。
　最近、早期胃がんの内視鏡治療が非
常に進歩・普及していますが、その技
術開発の中で改良、工夫された高周波
止血鉗子が消化管出血の止血によく使
われるようになっています。細い血管、
静脈、動脈などに合わせたきめ細かい
条件設定ができ、非常に止血効果がよ
くなっています。
　齊藤　非常に進歩しているというこ
とですね。血便のほうは、高齢化時代
でだいぶ増えているということですが。
　熊井　これはぜひ先生方に注目して
いただきたいことですが、消化管出血
の中で最近血便を呈する大腸出血例が
増加しています。2013年５月に行われ
た消化器内視鏡学会総会でも大きな話
題となったわけですが、大腸出血とし
て、憩室出血例と虚血性大腸炎出血例
が非常に増加しているということが報
告されました。高齢化社会を迎えて、
大腸憩室保有例と虚血性大腸炎例が増
加してきているという背景があります。
　齊藤　こちらの診断はどうしていく
のでしょうか。
　熊井　大腸憩室は、盲腸から上行結
腸とS状結腸が好発部位で、憩室の壁
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が薄くなって血管が破綻し、いきなり
血便で発症します。一方、虚血性大腸
炎は腹痛を伴った血便で発症するとい
うことで、臨床像がかなり特徴的です。
虚血性大腸炎は原因的にまだはっきり
しないところがありますが、太い主幹
動脈の閉塞は伴わない粘膜の血流障害
という病理像です。虚血性大腸炎は便
秘症を伴う高齢者で左側結腸に好発し
てきます。女性に多いのも特徴です。
それから、高齢者の方は抗凝固薬ある
いは抗血小板薬を服用している方が多
いわけで、これも関係しているのでは
ないかといわれています。
　齊藤　診断には造影CTがよいので
すか。
　熊井　はい。先ほど申し上げました
ように吐血、下血の上部消化管出血に
対しては内視鏡がファーストチョイス
であり、その有用性も高いのですが、
血便に関しては、造影CTが行える施
設であれば、造影CTをファーストチ
ョイスにすべきであるとの意見が増え
つつあります。
　と申しますのは、血便症例での緊急
大腸鏡の適応が最近は増えてきている
との学会報告もありましたが、吐血、
下血例ほど緊急性がないものや自然止
血例が結構ありますし、緊急大腸鏡の
術前腸洗浄をどうするのかの問題もあ
ります。最近はまず造影CTを行い、憩
室出血の出血部位が同定できたり、虚
血性大腸炎の所見である結腸壁の肥厚

所見が診断されれば、それらの所見と
血便排出状況、全身状態を勘案してか
ら、内視鏡的止血法の適応判断をする
という手順になってきています。虚血
性大腸炎の場合は、内視鏡的止血法の
適応となることは少ないです。
　齊藤　内視鏡を行う場合はどのよう
になりますか。
　熊井　循環動態が変動していて緊急
大腸鏡となった場合、腸管洗浄をどう
するかということですが、全身状態が
許されるなら、PEG（ポリエチレング
リコール）の内服を行ったほうが、視
野がよく、診断とその後の内視鏡的止
血にも有効です。
　憩室出血の止血方法は、内視鏡的止
血が第一選択となり、クリップ止血法
が多用されています。スコープ先端に
透明フードを付け視野を確保するとと
もに、出血源の憩室をフード内に吸引
し、責任血管を見極めてクリッピング
したり、憩室を透明フード内に反転さ
せてクリップで縫縮するのも有効です。
　内視鏡的止血後の経過ですが、造影
CTで血管外漏出像が認められたり、大
腸鏡で憩室からの活動性出血があった
り、血圧低下やショック状態を伴って
いた例では、再出血のリスクが高いと
いうことがあります。そのような場合
は、バリウム充塡法が再出血予防に結
構有効であるとの学会報告がありまし
た。これから追試がされていくと思わ
れます。
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　最後に、今回は省かせていただきま
したが、吐血、下血、血便など消化管
出血の診療で、内視鏡的止血が困難で
あったり止血不能の場合は、適切な時
期にinterventional radio logy（IVR）や
外科手術へのコンバートが重要である
ことを申し添えさせていただきます。
　齊藤　ありがとうございました。

文献
※ Heldwein W, Schreiner J, Pedrazzoli 

J, et al. : Is the Forrest classification 
an useful tool for planning endoscopic 
therapy of bleeding peptic ulcers? 
Endoscopy 1989 ; 21 : 258～262より
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第57巻11月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「消化管疾患診療の最新情報」シリーズの
第１回目として、５篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２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。
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