
　山内　森先生、結核感染の診断とい
いますと、ツベルクリン反応が長らく
用いられたのですが、この問題点、あ
るいはいろいろ不十分なところが出て
きていると思われますが、このあたり
を簡単にご解説願えますか。
　森　まず結核感染の診断の意義につ
いて申し上げます。結核の患者さんが
発生しますと、その家族や会社で患者
さんの近くにいた人が感染を受けてい
ないかという感染の診断検査を行いま
す。もしその結果、陽性であれば、発
病していないか精密検査をする。また、
発病していなければ、将来の発病予防
のために予防内服を行います。

　臨床の場面では、X線上、結核か肺
がんかという診断の迷いのある方の場
合に、感染診断でもし陰性に出れば、
これは結核ではなくて、肺がんの可能
性が強くなるというように、診断の補
助に使われます。
　山内　そうしますと、基本的には、
例えば発熱があったときなどにこうい
ったものを使っていって、陽性だった
ら順次精密検査のほうに持っていくの
ですね。
　森　はい。
　山内　ツベルクリンが使われなくな
りつつある理由はなんでしょうか。
　森　結核感染の診断の手段といえば、
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はなくて、血液検査でツベルクリン検
査をやることになったのです。牛から
血液を取って、それにPPDを作用さ
せ、それによって免疫反応としてイン
ターフェロン-γが放出されます。こ
れを定量する。しかも、簡易に測定す
るELISAという方法を応用したのです。
　牛のツベルクリン反応が正確にでき
ることになったのですが、もちろんこ
の場合は抗原としてPPDを使っていま
すから、BCG接種による免疫と自然感
染の区別はまだできなかったのです。
　山内　ここで出てくるのが、最近よ
く出てくるクォンティフェロン（QFT）
とかT-スポットとか、そういったもの
のご先祖様と考えてよいのでしょうね。
　森　そうですね。オーストラリアの
人たちがPPDの代わりにデンマークで
発見された結核菌特異蛋白を抗原とし
て使ったらどうかということでやって
みたら、非常にうまくいくことがわか
りまして、これがクォンティフェロン
第２世代だったわけです。ESAT６と
CFP10という蛋白を抗原として使って
やってみた。最初に私どもが日本でや
ったのですけれども、けっこううまく
いくことがわかりました。結核の患者
さん118人、感染を受けていないと思
われる新入学の看護学生200人に行い
ました。そうしますと、結核の患者さ
んでは89％が陽性に出ました。看護学
生では98％が陰性に出ました。これで
いけるのではないかということになっ

たのです。
　山内　従来のツベルクリン反応など
に比べてもかなりいい成績と考えてよ
ろしいのですね。
　森　そうですね。BCG接種した人で
は、50～60％がツベルクリンだと陽性
に出てしまいます。クォンティフェロ
ンの場合は陽性に出るのは１～２％し
かいないので、BCGの影響はほとんど
受けていないことになります。
　山内　ツベルクリン反応との使い分
けはあるのでしょうか。
　森　特異抗原の発見と試験管内免疫
反応の定量化という新しい技術の組み
合わせを使ったクォンティフェロン第
２世代は、まずアメリカで承認され、
2005年から日本で承認されました。今
では結核感染の診断ではこの検査がフ
ァーストチョイスになっていますが、
乳幼児の場合はちょっとパフォーマン
スがはっきりしないので、要注意とな
っています。
　山内　T-スポットとクォンティフェ
ロン、この２つ、比較するとどういっ
た違いがあるのでしょう。
　森　クォンティフェロンに続いてT-
スポットという方法が開発されたので
すが、これはインターフェロン-γそ
のものを測定するのではなくて、イン
ターフェロン-γを産生する細胞に着
色して、その細胞が何個あるかを数え
る方法です。だいたい性能はクォンテ
ィフェロンもT-スポットも同じと考え

伝統的にもっぱら、コッホ以来、ツベ
ルクリンだったのです。しかし、これ
は優れた検査ではあるのですけれども、
最大の問題はBCG接種を過去に受けた
人では、感染を受けていなくても陽性
に出る、偽の陽性になる問題があった
のです。つまり、結核感染による免疫
とBCG接種による免疫が区別できない
ということです。
　山内　多少それに対する工夫もあっ
たのでしょうね。
　森　私どもは何とかそれでも、接触
者や若者などで結核の感染を受けたと
思われる人を選別して化学予防を行い
たいという熱意のもとに、BCG既接種
でもツベルクリン反応が特に強ければ
感染の可能性が大きいという確率論的
な考え方で感染を診断しようとしてき
たわけです。
　しかし、いずれにしましても、この
方法では読み過ぎとか読み落としが多
くなってしまうことは免れませんでし
た。
　山内　そこで登場したのが質問の
IGRAなのですが、IGRAといわれても
ちょっとピンと来ませんが、これはど
ういったものなのでしょうか。
　森　BCGがどうしてうまくいかない
かというその原因は、ツベルクリン反
応検査に用いる抗原、これはPPDとい
いますが、その成分に対してBCG接種
による免疫がクロスして反応してしま
う。つまり、PPD蛋白がBCGにも共通

して存在していることから来ています。
結核菌とBCG菌のDNAはその塩基配
列の99％以上が共通だといわれること
からすれば、まあしょうがないのかと
いうことになります。
　そこで、そのちょっとしたわずかな
ところ、１％以下のわずかな違いのと
ころを見つける。つまり、結核菌だけ
にあってBCG菌にはない、結核菌特異
的な蛋白を見つけられないかが課題に
なっていました。やっと1990年代に入
ってから、デンマークの研究者たちが
結核菌と比較してBCGのゲノムに欠落
しているわずかな領域の中にある塩基
配列、それが蛋白をコードしているこ
とを見つけたのです。ESAT６、CFP10、
さらにTB7.7などと呼ばれる蛋白質が
結核菌特異蛋白質になります。
　こういう蛋白質を抗原として使うこ
とによって、結核菌特異的な診断がで
きるのではないかということになりま
す。
　山内　伝えられるところでは、医学
以外の領域からもこういった研究がな
されてきたという話ですが。
　森　もう一方の開発が実は人間の医
学よりは、酪農業界からもたらされた
のです。酪農業界では牛の結核予防が
問題になります。そのために牛のツベ
ルクリン検査をやってきたのですけれ
ども、想像がつくように、大ざっぱな
検査しかできない。これをもっと正確
にできないかと、牛の皮膚を使うので
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はなくて、血液検査でツベルクリン検
査をやることになったのです。牛から
血液を取って、それにPPDを作用さ
せ、それによって免疫反応としてイン
ターフェロン-γが放出されます。こ
れを定量する。しかも、簡易に測定す
るELISAという方法を応用したのです。
　牛のツベルクリン反応が正確にでき
ることになったのですが、もちろんこ
の場合は抗原としてPPDを使っていま
すから、BCG接種による免疫と自然感
染の区別はまだできなかったのです。
　山内　ここで出てくるのが、最近よ
く出てくるクォンティフェロン（QFT）
とかT-スポットとか、そういったもの
のご先祖様と考えてよいのでしょうね。
　森　そうですね。オーストラリアの
人たちがPPDの代わりにデンマークで
発見された結核菌特異蛋白を抗原とし
て使ったらどうかということでやって
みたら、非常にうまくいくことがわか
りまして、これがクォンティフェロン
第２世代だったわけです。ESAT６と
CFP10という蛋白を抗原として使って
やってみた。最初に私どもが日本でや
ったのですけれども、けっこううまく
いくことがわかりました。結核の患者
さん118人、感染を受けていないと思
われる新入学の看護学生200人に行い
ました。そうしますと、結核の患者さ
んでは89％が陽性に出ました。看護学
生では98％が陰性に出ました。これで
いけるのではないかということになっ

たのです。
　山内　従来のツベルクリン反応など
に比べてもかなりいい成績と考えてよ
ろしいのですね。
　森　そうですね。BCG接種した人で
は、50～60％がツベルクリンだと陽性
に出てしまいます。クォンティフェロ
ンの場合は陽性に出るのは１～２％し
かいないので、BCGの影響はほとんど
受けていないことになります。
　山内　ツベルクリン反応との使い分
けはあるのでしょうか。
　森　特異抗原の発見と試験管内免疫
反応の定量化という新しい技術の組み
合わせを使ったクォンティフェロン第
２世代は、まずアメリカで承認され、
2005年から日本で承認されました。今
では結核感染の診断ではこの検査がフ
ァーストチョイスになっていますが、
乳幼児の場合はちょっとパフォーマン
スがはっきりしないので、要注意とな
っています。
　山内　T-スポットとクォンティフェ
ロン、この２つ、比較するとどういっ
た違いがあるのでしょう。
　森　クォンティフェロンに続いてT-
スポットという方法が開発されたので
すが、これはインターフェロン-γそ
のものを測定するのではなくて、イン
ターフェロン-γを産生する細胞に着
色して、その細胞が何個あるかを数え
る方法です。だいたい性能はクォンテ
ィフェロンもT-スポットも同じと考え

伝統的にもっぱら、コッホ以来、ツベ
ルクリンだったのです。しかし、これ
は優れた検査ではあるのですけれども、
最大の問題はBCG接種を過去に受けた
人では、感染を受けていなくても陽性
に出る、偽の陽性になる問題があった
のです。つまり、結核感染による免疫
とBCG接種による免疫が区別できない
ということです。
　山内　多少それに対する工夫もあっ
たのでしょうね。
　森　私どもは何とかそれでも、接触
者や若者などで結核の感染を受けたと
思われる人を選別して化学予防を行い
たいという熱意のもとに、BCG既接種
でもツベルクリン反応が特に強ければ
感染の可能性が大きいという確率論的
な考え方で感染を診断しようとしてき
たわけです。
　しかし、いずれにしましても、この
方法では読み過ぎとか読み落としが多
くなってしまうことは免れませんでし
た。
　山内　そこで登場したのが質問の
IGRAなのですが、IGRAといわれても
ちょっとピンと来ませんが、これはど
ういったものなのでしょうか。
　森　BCGがどうしてうまくいかない
かというその原因は、ツベルクリン反
応検査に用いる抗原、これはPPDとい
いますが、その成分に対してBCG接種
による免疫がクロスして反応してしま
う。つまり、PPD蛋白がBCGにも共通

して存在していることから来ています。
結核菌とBCG菌のDNAはその塩基配
列の99％以上が共通だといわれること
からすれば、まあしょうがないのかと
いうことになります。
　そこで、そのちょっとしたわずかな
ところ、１％以下のわずかな違いのと
ころを見つける。つまり、結核菌だけ
にあってBCG菌にはない、結核菌特異
的な蛋白を見つけられないかが課題に
なっていました。やっと1990年代に入
ってから、デンマークの研究者たちが
結核菌と比較してBCGのゲノムに欠落
しているわずかな領域の中にある塩基
配列、それが蛋白をコードしているこ
とを見つけたのです。ESAT６、CFP10、
さらにTB7.7などと呼ばれる蛋白質が
結核菌特異蛋白質になります。
　こういう蛋白質を抗原として使うこ
とによって、結核菌特異的な診断がで
きるのではないかということになりま
す。
　山内　伝えられるところでは、医学
以外の領域からもこういった研究がな
されてきたという話ですが。
　森　もう一方の開発が実は人間の医
学よりは、酪農業界からもたらされた
のです。酪農業界では牛の結核予防が
問題になります。そのために牛のツベ
ルクリン検査をやってきたのですけれ
ども、想像がつくように、大ざっぱな
検査しかできない。これをもっと正確
にできないかと、牛の皮膚を使うので
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ます。繰り返しの確認の検査ですから、
IGRAは時間がたつとかなり変化しま
すので、本当のことがわからなくなっ

てしまう問題があります。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ています。
　山内　どちらも保険で測定可能とい
うことですね。
　森　T-スポットは新しいのですが、
同じように保険点数が適用されます。
　山内　それ以外にツベルクリン反応
検査と違う点というのはあるのでしょ
うか。
　森　先ほど申し上げましたように、
子どもでは感染を受けているはずなの
だけれども陽性に出ないことがあるの
が一つ。
　それから、高齢になると少し出にく
くなることがあります。これはツベル
クリンでも同じですけれども、ツベル
クリンのほうはもっと年齢の影響を受
けてしまいます。それに比べIGRAの
場合にはその影響が少ないことになり
ます。
　山内　乳幼児に関しては慎重に判断
したほうがいいということですね。
　森　はい。
　山内　検査のタイミングはなかなか
難しいところだと思うのですが、いか
がでしょう。
　森　これもだいたいツベルクリンと
同じなのですが、感染を受け、菌を吸
い込んでからどのくらいたつと陽性に
なるかというと、だいたい８週間と考
えています。
　山内　あまり早くてもだめというこ
とですね。
　森　そうですね。２カ月間見てから

ということです。
　山内　その後の経過などはいかがで
しょう。
　森　これもまたツベルクリンと違う
ところなのですが、この検査は結核の
患者さんで治療した場合に、治療がう
まくいくと、この反応も陰性になって
しまうことがしばしばあります。
　山内　そうすると、治療効果も見れ
るといえば見れるのですね。
　森　そのように期待したいのですけ
れども、それほど敏感ではないという
ことで、一応「参考所見」になります。
　山内　長期にわたってはどうなので
しょうか。
　森　治療しなくても、長い間、発病
しないでいると、じわじわと陰性にな
っていくことが知られています。
　山内　最後の質問ですが、判定保留
の取り扱いはいかがでしょう。
　森　クォンティフェロンの場合もT-
スポットの場合も、「判定不可」とい
う領域を決めていて、それぞれ該当の
人は再検査をするとか、それに基づい
て薬をのませるとかの判断を慎重にし
ましょうとしています。
　山内　あくまでこれは再検査という
ことですね。
　森　そうです。
　山内　どのぐらいの間隔で再検査し
たらよいのでしょうか。
　森　再検査をするときはなるべく早
くやっていただいたほうがいいと思い
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ます。繰り返しの確認の検査ですから、
IGRAは時間がたつとかなり変化しま
すので、本当のことがわからなくなっ

てしまう問題があります。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ています。
　山内　どちらも保険で測定可能とい
うことですね。
　森　T-スポットは新しいのですが、
同じように保険点数が適用されます。
　山内　それ以外にツベルクリン反応
検査と違う点というのはあるのでしょ
うか。
　森　先ほど申し上げましたように、
子どもでは感染を受けているはずなの
だけれども陽性に出ないことがあるの
が一つ。
　それから、高齢になると少し出にく
くなることがあります。これはツベル
クリンでも同じですけれども、ツベル
クリンのほうはもっと年齢の影響を受
けてしまいます。それに比べIGRAの
場合にはその影響が少ないことになり
ます。
　山内　乳幼児に関しては慎重に判断
したほうがいいということですね。
　森　はい。
　山内　検査のタイミングはなかなか
難しいところだと思うのですが、いか
がでしょう。
　森　これもだいたいツベルクリンと
同じなのですが、感染を受け、菌を吸
い込んでからどのくらいたつと陽性に
なるかというと、だいたい８週間と考
えています。
　山内　あまり早くてもだめというこ
とですね。
　森　そうですね。２カ月間見てから

ということです。
　山内　その後の経過などはいかがで
しょう。
　森　これもまたツベルクリンと違う
ところなのですが、この検査は結核の
患者さんで治療した場合に、治療がう
まくいくと、この反応も陰性になって
しまうことがしばしばあります。
　山内　そうすると、治療効果も見れ
るといえば見れるのですね。
　森　そのように期待したいのですけ
れども、それほど敏感ではないという
ことで、一応「参考所見」になります。
　山内　長期にわたってはどうなので
しょうか。
　森　治療しなくても、長い間、発病
しないでいると、じわじわと陰性にな
っていくことが知られています。
　山内　最後の質問ですが、判定保留
の取り扱いはいかがでしょう。
　森　クォンティフェロンの場合もT-
スポットの場合も、「判定不可」とい
う領域を決めていて、それぞれ該当の
人は再検査をするとか、それに基づい
て薬をのませるとかの判断を慎重にし
ましょうとしています。
　山内　あくまでこれは再検査という
ことですね。
　森　そうです。
　山内　どのぐらいの間隔で再検査し
たらよいのでしょうか。
　森　再検査をするときはなるべく早
くやっていただいたほうがいいと思い
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　山内　磯崎先生、まず無痛性甲状腺
炎ですが、これは頻度的には高いもの
なのでしょうか。
　磯崎　無痛性甲状腺炎、以前はかな
り少ないといわれていまして、例えば
甲状腺専門病院ですと10％以下なので
すけれども、厳密に調べるとけっこう
多くて、テクネシウム摂取率で調べた
上條甲状腺研究所では、図に示すよう
に甲状腺中毒症、甲状腺ホルモンが高
い患者さんの３割強いるそうです 1）。
たまたま甲状腺ホルモンが高くて発見
されるので、注意が必要になります。
　山内　以前少なかったというのは、

例えばバセドウ病と誤診されていたと
いう感じでしょうか。
　磯崎　軽症のバセドウ病と治療され
ていた可能性が高いと思います。けっ
こうホルモンが高い患者さんですと鑑
別診断をしっかりするのですが、例え
ば私のところでも、受診して１回目は
バセドウ病で治療して良くなったもの
の、再発して検査所見が少しおかしい
ということから、無痛性甲状腺炎と診
断がつくこともあります。
　山内　次に、無痛性甲状腺炎の診断
方法ないし診断基準ですが、これはガ
イドラインはあるのでしょうか。

　磯崎　表に示しますように無痛性甲
状腺炎の診断ガイドライン、診断基準
は学会でも作成されています。ホルモ
ンが高い病気といいますと、バセドウ
病が代表的なホルモンの合成が盛んな
病気、あと甲状腺が壊れてホルモンが
高くなる病気があります。大きな鑑別
点としては、理論的には放射性ヨウ素
（ヨード）摂取率ですが、すべての患
者さんに放射性ヨウ素摂取率を調べる
ことはできませんし、また、実際的で
ない。うちのような病院でも、放射性
ヨウ素摂取率を検査する患者さんは、
バセドウ病と診断がついた患者さんで
も５％以下です。
　なぜかといいますと、TSH受容体抗

体（TRAb）の測定精度が良くなって
いまして、陰性でしたら無痛性甲状腺
炎の可能性が高い。陽性でしたらバセ
ドウ病で、バセドウ病の診断ガイドラ
インでもホルモンが高値であることと、
TRAbが陽性ならば、確からしいバセ
ドウ病となります。反対に、TRAbが
陰性ならば、無痛性の甲状腺炎の疑い
が強く、確定診断は現在ではテクネシ
ウムまたは放射性ヨウ素の取り込みで
行うことが多いのですが、全員にはで
きないので、TRAbを参考にするのが
一般的になっています2）。
　山内　アイソトープを使った診断は
普通のところではなかなかできないと
思われますので、一応抗体をまず見て

無痛性甲状腺炎の診断

東京女子医科大学第二内科准教授
磯　崎　　収

（聞き手　山内俊一）

　無痛性甲状腺炎の特徴とその診断方法についてご教示ください。
　以前掲載された無痛性甲状腺炎の内容（2014年11月号冊子掲載）には、診
断方法が欠けていました。一般医家が、甲状腺腫に接したとき、気をつけるこ
とはなんでしょうか。また症状の特徴はありますか。
　有痛性甲状腺腫となれば、急性・亜急性甲状腺炎で経過・治療法が違います。
また、橋本病の前駆状態なら長いタイムスパンで経過観察が必要ですが、いか
がでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

図　甲状腺中毒症の原疾患

上條桂一　無痛性甲状腺炎　甲状腺疾患ガイド　上條甲状腺研究所　札幌　2007　87-95
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　山内　磯崎先生、まず無痛性甲状腺
炎ですが、これは頻度的には高いもの
なのでしょうか。
　磯崎　無痛性甲状腺炎、以前はかな
り少ないといわれていまして、例えば
甲状腺専門病院ですと10％以下なので
すけれども、厳密に調べるとけっこう
多くて、テクネシウム摂取率で調べた
上條甲状腺研究所では、図に示すよう
に甲状腺中毒症、甲状腺ホルモンが高
い患者さんの３割強いるそうです 1）。
たまたま甲状腺ホルモンが高くて発見
されるので、注意が必要になります。
　山内　以前少なかったというのは、

例えばバセドウ病と誤診されていたと
いう感じでしょうか。
　磯崎　軽症のバセドウ病と治療され
ていた可能性が高いと思います。けっ
こうホルモンが高い患者さんですと鑑
別診断をしっかりするのですが、例え
ば私のところでも、受診して１回目は
バセドウ病で治療して良くなったもの
の、再発して検査所見が少しおかしい
ということから、無痛性甲状腺炎と診
断がつくこともあります。
　山内　次に、無痛性甲状腺炎の診断
方法ないし診断基準ですが、これはガ
イドラインはあるのでしょうか。

　磯崎　表に示しますように無痛性甲
状腺炎の診断ガイドライン、診断基準
は学会でも作成されています。ホルモ
ンが高い病気といいますと、バセドウ
病が代表的なホルモンの合成が盛んな
病気、あと甲状腺が壊れてホルモンが
高くなる病気があります。大きな鑑別
点としては、理論的には放射性ヨウ素
（ヨード）摂取率ですが、すべての患
者さんに放射性ヨウ素摂取率を調べる
ことはできませんし、また、実際的で
ない。うちのような病院でも、放射性
ヨウ素摂取率を検査する患者さんは、
バセドウ病と診断がついた患者さんで
も５％以下です。
　なぜかといいますと、TSH受容体抗

体（TRAb）の測定精度が良くなって
いまして、陰性でしたら無痛性甲状腺
炎の可能性が高い。陽性でしたらバセ
ドウ病で、バセドウ病の診断ガイドラ
インでもホルモンが高値であることと、
TRAbが陽性ならば、確からしいバセ
ドウ病となります。反対に、TRAbが
陰性ならば、無痛性の甲状腺炎の疑い
が強く、確定診断は現在ではテクネシ
ウムまたは放射性ヨウ素の取り込みで
行うことが多いのですが、全員にはで
きないので、TRAbを参考にするのが
一般的になっています2）。
　山内　アイソトープを使った診断は
普通のところではなかなかできないと
思われますので、一応抗体をまず見て

無痛性甲状腺炎の診断

東京女子医科大学第二内科准教授
磯　崎　　収

（聞き手　山内俊一）

　無痛性甲状腺炎の特徴とその診断方法についてご教示ください。
　以前掲載された無痛性甲状腺炎の内容（2014年11月号冊子掲載）には、診
断方法が欠けていました。一般医家が、甲状腺腫に接したとき、気をつけるこ
とはなんでしょうか。また症状の特徴はありますか。
　有痛性甲状腺腫となれば、急性・亜急性甲状腺炎で経過・治療法が違います。
また、橋本病の前駆状態なら長いタイムスパンで経過観察が必要ですが、いか
がでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

図　甲状腺中毒症の原疾患

上條桂一　無痛性甲状腺炎　甲状腺疾患ガイド　上條甲状腺研究所　札幌　2007　87-95
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いただいく。それからfree（遊離）T４
などが非常に高値、TSHが比較的低値
といったあたりを参考にすることでよ
ろしいわけですね。
　磯崎　そうです。その場合、TRAb
が陰性ならば無痛性甲状腺炎を疑うこ
とになります。
　山内　症状を伴ってきた場合ですが、
この場合、どのぐらいの間隔でホルモ
ンの高値がおさまっていくのをみるの
がよいのでしょうか。
　磯崎　実際には、症状があまりない
患者さんですと１カ月後に再検ですけ
れども、反対にホルモンが振り切れる
ぐらい高い患者さんも時々いらっしゃ
って、それが無痛性ということもある
のですが、そういう患者さんですと、
free T４のみでもいいのですが、２週
間後に測ってみて、どんどん高くなっ
てくるか、ちょっと低下傾向があるか
様子を見ることがあります。検査は、
健康保険の査定のこともありますので、
あまり頻回にはできません。
　山内　その間、症状に対してはどの
ような加療をしたらよいのでしょう。
　磯崎　ホルモンが高くて症状が強い
方は、βブロッカーで心拍数などを抑
えて、自覚症状をなるべくとることで
す。
　山内　次の質問ですが、一般医家が
甲状腺腫に接したとき気をつけること
は何でしょうか。これもなかなか突き
詰めると難しい問題も入るかと思うの

ですが、甲状腺腫でホルモン値異常を
伴っている場合ですとまだいいのです
が、ないか、あるいは非常にわずかな
場合、次にどうしたらいいかのアプロ
ーチについて教えていただけますか。
　磯崎　甲状腺が大きいのでしたら、

まず触診とかいろいろなことをするの
ですが、甲状腺腫というだけで原疾患
を同定するのはかなり難しいので、そ
の中でもびまん性のもの、びまん性と
思われても、中に結節があって、甲状
腺乳頭がんもありますので、甲状腺腫
を見たら、甲状腺腫がどのような性状
か、１回は超音波検査をやっていただ
く。ホルモンを測っていただいて、正
常なら正常。低下症でしたら甲状腺自
己抗体（TRAb）を測っていただきま
す。
　山内　超音波が最近非常に活躍して
いるのは確かですが、一方でいろいろ
な結節像が報告されてくると、次はど
うしようかけっこう難しいケースがあ
るのですが、もう少し詳しく教えてい
ただけますか。
　磯崎　結節は、例えば囊胞で、内容
物があまりない場合は経過観察。あと、
１㎝とか２㎝と大きくて充実性で不整
形ならば甲状腺乳頭がんの可能性があ
るので精査を行う。今、１㎝未満のも
のですと、悪性と思われるものでも、
外科の先生は経過観察をする人がけっ
こう多いのです。例えば甲状腺ですと、
正常人の甲状腺を病理で調べてみると、
20％ぐらいの患者さんに小さながん細
胞が見つかるので、そういう意味では
小さいものは積極的にすぐ手術とは今
あまりないことになっています。
　山内　ごく普通の甲状腺がんは非常
に経過観察期間が長いということは事

実としていいわけですね。
　磯崎　そうですね。通常の甲状腺が
んの経過は長いので、例えば未分化が
んとか、そういうものでなければ、ち
ょっと様子を見ても生命予後にはあま
り影響しないことになっています。
　山内　１㎝未満のサイズであれば経
過観察でいいだろうと。
　磯崎　経過観察でよいかと思います。
　山内　それを超えてくると外科とい
う話ですが、なかなか甲状腺に習熟し
た外科医は多くありませんね。
　磯崎　２㎝を超えますと、悪性が所
見から疑われれば細胞診をしてみる。
しかし、細胞診をやって陰性でも、必
ずしも悪性を否定はできない。その辺
がちょっと難しくて、結局は経過観察
で、半年とか１年に１回様子を見るパ
ターンが多くなってしまいます。
　山内　近くに専門病院、あるいは甲
状腺に習熟された先生がいらっしゃる
と問題ないのですが、経過観察もそれ
なりに難しいところもありますね。だ
いたい半年か１年に一度ぐらい経過を
見るということですね。
　磯崎　大きさだけでも見ていただけ
れば。大きくなってこないようなもの
はあまり心配ありません。
　山内　最近の技術の進歩で、そうい
う結節のより詳しい内容がわかること
はあるのでしょうか。
　磯崎　エラストグラフィーとか、い
ろいろ超音波で出てきましたけれども、

表　無痛性甲状腺炎の診断ガイドライン

a）臨床所見
1.   甲状腺痛を伴わない甲状腺中毒症
2.   甲状腺中毒症の自然改善（通常３カ
月以内）

b）検査所見
1.   遊離T４高値
2.   TSH低値（0.1μU/㎖以下）
3.   抗TSH受容体抗体陰性
4.   放射性ヨード（またはテクネシウム）
甲状腺摂取率低値

1）無痛性甲状腺炎
　　a）およびb）の全てを有するもの
2）無痛性甲状腺炎の疑い
　　a）の全てとb）の１～３を有するもの
除外規定
甲状腺ホルモンの過剰摂取例を除く。

【付記】
1.   慢性甲状腺炎（橋本病）や寛解バセ
ドウ病の経過中発症するものである。

2.   出産後数カ月でしばしば発症する。
3.   甲状腺中毒症状は軽度の場合が多い。
4.   病初期の甲状腺中毒症が見逃され、
その後一過性の甲状腺機能低下症で
気付かれることがある。

5.   抗TSH受容体抗体陽性例が稀にある。

日本甲状腺学会ホームページより
（http://www.japanthyroid.jp/doctor/

guideline/japanese.html#mutsuu）
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いただいく。それからfree（遊離）T４
などが非常に高値、TSHが比較的低値
といったあたりを参考にすることでよ
ろしいわけですね。
　磯崎　そうです。その場合、TRAb
が陰性ならば無痛性甲状腺炎を疑うこ
とになります。
　山内　症状を伴ってきた場合ですが、
この場合、どのぐらいの間隔でホルモ
ンの高値がおさまっていくのをみるの
がよいのでしょうか。
　磯崎　実際には、症状があまりない
患者さんですと１カ月後に再検ですけ
れども、反対にホルモンが振り切れる
ぐらい高い患者さんも時々いらっしゃ
って、それが無痛性ということもある
のですが、そういう患者さんですと、
free T４のみでもいいのですが、２週
間後に測ってみて、どんどん高くなっ
てくるか、ちょっと低下傾向があるか
様子を見ることがあります。検査は、
健康保険の査定のこともありますので、
あまり頻回にはできません。
　山内　その間、症状に対してはどの
ような加療をしたらよいのでしょう。
　磯崎　ホルモンが高くて症状が強い
方は、βブロッカーで心拍数などを抑
えて、自覚症状をなるべくとることで
す。
　山内　次の質問ですが、一般医家が
甲状腺腫に接したとき気をつけること
は何でしょうか。これもなかなか突き
詰めると難しい問題も入るかと思うの

ですが、甲状腺腫でホルモン値異常を
伴っている場合ですとまだいいのです
が、ないか、あるいは非常にわずかな
場合、次にどうしたらいいかのアプロ
ーチについて教えていただけますか。
　磯崎　甲状腺が大きいのでしたら、

まず触診とかいろいろなことをするの
ですが、甲状腺腫というだけで原疾患
を同定するのはかなり難しいので、そ
の中でもびまん性のもの、びまん性と
思われても、中に結節があって、甲状
腺乳頭がんもありますので、甲状腺腫
を見たら、甲状腺腫がどのような性状
か、１回は超音波検査をやっていただ
く。ホルモンを測っていただいて、正
常なら正常。低下症でしたら甲状腺自
己抗体（TRAb）を測っていただきま
す。
　山内　超音波が最近非常に活躍して
いるのは確かですが、一方でいろいろ
な結節像が報告されてくると、次はど
うしようかけっこう難しいケースがあ
るのですが、もう少し詳しく教えてい
ただけますか。
　磯崎　結節は、例えば囊胞で、内容
物があまりない場合は経過観察。あと、
１㎝とか２㎝と大きくて充実性で不整
形ならば甲状腺乳頭がんの可能性があ
るので精査を行う。今、１㎝未満のも
のですと、悪性と思われるものでも、
外科の先生は経過観察をする人がけっ
こう多いのです。例えば甲状腺ですと、
正常人の甲状腺を病理で調べてみると、
20％ぐらいの患者さんに小さながん細
胞が見つかるので、そういう意味では
小さいものは積極的にすぐ手術とは今
あまりないことになっています。
　山内　ごく普通の甲状腺がんは非常
に経過観察期間が長いということは事

実としていいわけですね。
　磯崎　そうですね。通常の甲状腺が
んの経過は長いので、例えば未分化が
んとか、そういうものでなければ、ち
ょっと様子を見ても生命予後にはあま
り影響しないことになっています。
　山内　１㎝未満のサイズであれば経
過観察でいいだろうと。
　磯崎　経過観察でよいかと思います。
　山内　それを超えてくると外科とい
う話ですが、なかなか甲状腺に習熟し
た外科医は多くありませんね。
　磯崎　２㎝を超えますと、悪性が所
見から疑われれば細胞診をしてみる。
しかし、細胞診をやって陰性でも、必
ずしも悪性を否定はできない。その辺
がちょっと難しくて、結局は経過観察
で、半年とか１年に１回様子を見るパ
ターンが多くなってしまいます。
　山内　近くに専門病院、あるいは甲
状腺に習熟された先生がいらっしゃる
と問題ないのですが、経過観察もそれ
なりに難しいところもありますね。だ
いたい半年か１年に一度ぐらい経過を
見るということですね。
　磯崎　大きさだけでも見ていただけ
れば。大きくなってこないようなもの
はあまり心配ありません。
　山内　最近の技術の進歩で、そうい
う結節のより詳しい内容がわかること
はあるのでしょうか。
　磯崎　エラストグラフィーとか、い
ろいろ超音波で出てきましたけれども、

表　無痛性甲状腺炎の診断ガイドライン

a）臨床所見
1.   甲状腺痛を伴わない甲状腺中毒症
2.   甲状腺中毒症の自然改善（通常３カ
月以内）

b）検査所見
1.   遊離T４高値
2.   TSH低値（0.1μU/㎖以下）
3.   抗TSH受容体抗体陰性
4.   放射性ヨード（またはテクネシウム）
甲状腺摂取率低値

1）無痛性甲状腺炎
　　a）およびb）の全てを有するもの
2）無痛性甲状腺炎の疑い
　　a）の全てとb）の１～３を有するもの
除外規定
甲状腺ホルモンの過剰摂取例を除く。

【付記】
1.   慢性甲状腺炎（橋本病）や寛解バセ
ドウ病の経過中発症するものである。

2.   出産後数カ月でしばしば発症する。
3.   甲状腺中毒症状は軽度の場合が多い。
4.   病初期の甲状腺中毒症が見逃され、
その後一過性の甲状腺機能低下症で
気付かれることがある。

5.   抗TSH受容体抗体陽性例が稀にある。

日本甲状腺学会ホームページより
（http://www.japanthyroid.jp/doctor/

guideline/japanese.html#mutsuu）
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完全にわかることはないので、大きさ、
性状などで様子を見ることになってい
ます。
　山内　あと、橋本病が似たようなパ
ターンを取ることがあることも知られ
ていますが、こちらも経過観察は長く
続けていったほうがよいのでしょうか。
　磯崎　橋本病は徐々にホルモンが下
がる患者さんもいらっしゃるので、１～ 
２年に１回はホルモン測定をするとい
うことと、あと橋本病とわかっても、
超音波検査を１回はやっていただいた
ほうがよいかと思います。
　山内　超音波検査で異常が出てくる
率はけっこう高いのでしょうか。
　磯崎　甲状腺がんの合併は５％ぐら
いあります。必ずしも全員手術という

わけではありませんが、ちょっと気を
つけていただくことになります。
　山内　日常生活としては、有名な海
藻、このあたりを気をつける程度でよ
いのでしょうか。
　磯崎　多量に意識的に食べないこと
ぐらいで、普通の食事だったら問題な
いと思います。
　山内　ありがとうございました。

参考文献
１）  上條桂一　無痛性甲状腺炎　甲状腺
疾患ガイド　上條甲状腺研究所（札
幌）   87-95頁   2007年

２）  磯崎 収　甲状腺中毒症をきたす疾患   
日本医師会雑誌   141（11）   2413-
2418頁   2013年

　山内　内潟先生、昔から、血中イン
スリン値が高いと動脈硬化が進む、い
や進まないといった議論はずっと続い
てきましたね。
　内潟　そのとおりです。もともと、
インスリンというホルモンは血管内皮
細胞に作用しますとNO（一酸化窒素）
を産生し、動脈硬化を起こさないほう
に作用する、つまり抗動脈硬化に作用
するのですが、平滑筋細胞にも働いて
炎症性のサイトカインを誘導し、結果
的には動脈硬化を促進する方向に働く
ことが実験レベルでは知られているも
のですから、高インスリン血症を進ま
せる、いや、進ませないと昔から言わ
れていました。
　内因性の高インスリン血症、外因性
の高インスリン血症の弊害を動脈硬化
から考えてみます。質問にある弊害と
いうのは多分動脈硬化のことだろうと

解釈して両者一緒に考えてみたいと思
います。内因性の血中インスリン高値
は、よく我々が臨床の場で出会う患者
さんを考えてみますと、肥満でメタボ
っぽい人となります。20μU/㎖どころ
か、40、80、どうかすると100を超え
るような高インスリン血症があります。
高インスリン血症として一番問題とな
るのがこれです。もう一つインスリノ
ーマも内因性高インスリン血症を起こ
します。インスリノーマでも動脈硬化
を起こすのか。これも今回考える一つ
のポイントかと思います。
　それから外因性、つまり外からの要
因による高インスリン血症の代表とし
て、インスリン注射による高インスリ
ン血症がこれに当たります。
　山内　まず我々がよく論文などで目
にするのは、外因性のインスリンです
ね。インスリン注射をやった場合に動

高インスリン血症の弊害

東京女子医科大学糖尿病センター長
内　潟　安　子

（聞き手　山内俊一）

　内因性および外因性高インスリン血症の弊害についてご教示ください。
＜山形県開業医＞
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完全にわかることはないので、大きさ、
性状などで様子を見ることになってい
ます。
　山内　あと、橋本病が似たようなパ
ターンを取ることがあることも知られ
ていますが、こちらも経過観察は長く
続けていったほうがよいのでしょうか。
　磯崎　橋本病は徐々にホルモンが下
がる患者さんもいらっしゃるので、１～ 
２年に１回はホルモン測定をするとい
うことと、あと橋本病とわかっても、
超音波検査を１回はやっていただいた
ほうがよいかと思います。
　山内　超音波検査で異常が出てくる
率はけっこう高いのでしょうか。
　磯崎　甲状腺がんの合併は５％ぐら
いあります。必ずしも全員手術という

わけではありませんが、ちょっと気を
つけていただくことになります。
　山内　日常生活としては、有名な海
藻、このあたりを気をつける程度でよ
いのでしょうか。
　磯崎　多量に意識的に食べないこと
ぐらいで、普通の食事だったら問題な
いと思います。
　山内　ありがとうございました。

参考文献
１）  上條桂一　無痛性甲状腺炎　甲状腺
疾患ガイド　上條甲状腺研究所（札
幌）   87-95頁   2007年

２）  磯崎 収　甲状腺中毒症をきたす疾患   
日本医師会雑誌   141（11）   2413-
2418頁   2013年

　山内　内潟先生、昔から、血中イン
スリン値が高いと動脈硬化が進む、い
や進まないといった議論はずっと続い
てきましたね。
　内潟　そのとおりです。もともと、
インスリンというホルモンは血管内皮
細胞に作用しますとNO（一酸化窒素）
を産生し、動脈硬化を起こさないほう
に作用する、つまり抗動脈硬化に作用
するのですが、平滑筋細胞にも働いて
炎症性のサイトカインを誘導し、結果
的には動脈硬化を促進する方向に働く
ことが実験レベルでは知られているも
のですから、高インスリン血症を進ま
せる、いや、進ませないと昔から言わ
れていました。
　内因性の高インスリン血症、外因性
の高インスリン血症の弊害を動脈硬化
から考えてみます。質問にある弊害と
いうのは多分動脈硬化のことだろうと

解釈して両者一緒に考えてみたいと思
います。内因性の血中インスリン高値
は、よく我々が臨床の場で出会う患者
さんを考えてみますと、肥満でメタボ
っぽい人となります。20μU/㎖どころ
か、40、80、どうかすると100を超え
るような高インスリン血症があります。
高インスリン血症として一番問題とな
るのがこれです。もう一つインスリノ
ーマも内因性高インスリン血症を起こ
します。インスリノーマでも動脈硬化
を起こすのか。これも今回考える一つ
のポイントかと思います。
　それから外因性、つまり外からの要
因による高インスリン血症の代表とし
て、インスリン注射による高インスリ
ン血症がこれに当たります。
　山内　まず我々がよく論文などで目
にするのは、外因性のインスリンです
ね。インスリン注射をやった場合に動

高インスリン血症の弊害

東京女子医科大学糖尿病センター長
内　潟　安　子

（聞き手　山内俊一）

　内因性および外因性高インスリン血症の弊害についてご教示ください。
＜山形県開業医＞
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脈硬化が進むのかどうかといったあた
りいろいろな議論がありましたけれど
もどうでしょう。
　内潟　1970年代の有名な研究で、
UGDP研究というものがあります。
University Group of Diabetes Pro gram
です。UGDPは今では「何の研究？」
というぐらい、少し古い研究ですが、
1970年代の代表的研究といえます。
　UGDPはどういう研究かというと、
２型糖尿病の患者さん、発症してそん
なに経過していない方にトルブタマイ
ドというSU薬治療とインスリン注射
治療の２通りを行う。そして５年間ほ
ど観察し、死亡率とか心血管イベント
がどうかを調査するものです。
　その結果、SU薬治療群の心血管死
亡率が高値、インスリン注射群でも死
亡率や心血管イベントの抑制効果はな
かった。SU薬治療もインスリン注射
治療もあまり糖尿病の患者さんによく
ないのではないかと、疑問符を投げか
けた研究でした。
　山内　あの当時はいったんSU薬は
随分売り上げが落ちましたね。
　内潟　その後、方法に少し問題があ
る、つまり患者さんの割り付けに不均
等性があるのではないか、ランダム化
がうまくなされていなかったなど、方
法論における問題が指摘され、新たな
臨床試験が待ち望まれていたわけです。
そこで出てきたのが２型の患者さんを
対象としたUKPDSであったり、１型

の患者さんを対象としたDCCTでした。
　１型の患者さん対象のDCCTは、強
化インスリン療法群とインスリン治療
従来群の２群にランダムに分けて、そ
の後の糖尿病性細小血管障害の発症頻
度を比較調査したものです。結果は前
者群が後者群より良好な血糖管理がで
きて、細小血管障害の発症、進展が有
意に抑制されました。DCCT終了後ほ
とんど全員が、EDICというゆるやか
ながらも強化インスリン療法に移行し
て観察研究がなされています。EDIC
時代に入ってHbA1cが１％上昇してい
るのですが、DCCT時代の強化インス
リン療法群で、依然として糖尿病性細
小血管障害発症が抑えられ、EDIC10
年後には大血管障害発症も抑制されま
した。DCCT強化インスリン療法群は
従来群より多くインスリンを使用して
います。そのせいか体重も増えていま
す。しかし、良好な血糖管理をした群
（つまり強化インスリン療法群）のほ
うが、細小血管障害も大血管障害も抑
制されている。つまり、１型の患者さ
んにおいては、インスリンをたくさん
注射したからといって、心血管イベン
トが増加したことはなかった。もちろ
ん細小血管障害も。
　２型の患者さんを対象とした、イギ
リスを中心に行われた臨床研究である
UKPDSにおいても同様で、とにかく
治療内容にかかわらず血糖管理を良く
すれば、細小血管障害は発症しにくく

なるし、進展もしにくくなる。大血管
障害の結果はUKPDSが終了した10年
後、post UKPDS研究の結果として発
表され、やはり抑制されていました。
大血管障害は長い時間がかからないと
結果が出てこないようですね。とにか
く良好な血糖管理を長くし続ければ、
SU薬を使おうが、インスリンを使お
うが、厳格に血糖コントロールすれば
心血管障害は抑制される、死亡率も抑
制されることが明らかになりました。
　これを解釈すると、血中のインスリ
ンは少し高めであっても、そんなに悪
さはしないことがうかがえます。
　山内　いずれのスタディも、私もよ
く引用しますが、まず一つにバックス
ポンサーがついていないというバイア
スのないスタディであることは大きい
ですね。
　内潟　先生がおっしゃるように、
DCCTはアメリカのNIH（米国衛生研
究所）が中心だし、UKPDSもバック
が公的機関ですから、我々は今もって
信頼して「こうですよ」ということが
言えますね。
　山内　もう一つの意義ある特徴とし
て、長期スタディでよくありがちな、
単に相関係数を出したというだけでは
ないことが挙げられますね。長期間に
わたる因果関係が示されています。こ
の２点でいまだにこの２つのスタディ
を凌駕する研究がなかなかないようで
すね。

　内潟　ないですね。DCCT/EDICも
2014年で30年経過しましたが、今でも
新たな結果が報告されています。
　山内　そういった点で、現時点で非
常に信頼度が高い臨床研究から見ると、
血中インスリン高値は動脈硬化を促進
するというエビデンスはそんなにない
とみてよいですね。
　内潟　そのようですね。それから、
DCCT、これは１型の患者さんを対象
にした研究ですが、強化インスリン療
法群の場合はポンプを使ったり、頻回
注射しているせいか、体重がけっこう
従来群よりも増えています。増えてい
るけれど、その方たちが早く亡くなり
やすいとか、心臓が悪くなりやすいな
どのデータはないのです。
　山内　外因性インスリンに関しては、
そのあたりは非常に大きなエビデンス
だと思います。その次の内因性の問題
はいかがでしょう。
　内潟　内因性の高インスリン血症の、
インスリノーマをまず考えてみます。
これも血中のIRIは非常に高いです。
３桁ぐらいはざらにあります。インス
リノーマはもちろん血糖値は上がらず、
低血糖が起こり、そして遷延すること
が問題となります。いわゆるインスリ
ン抵抗性のない高インスリン血症とな
ります。インスリン抵抗性については、
あとでちょっとお話しします。
　1993年にメイヨークリニックから報
告されているインスリノーマの論文を

ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015） （813）  1312 （812） ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015）

1511本文.indd   12-13 15/10/15   9:46



脈硬化が進むのかどうかといったあた
りいろいろな議論がありましたけれど
もどうでしょう。
　内潟　1970年代の有名な研究で、
UGDP研究というものがあります。
University Group of Diabetes Pro gram
です。UGDPは今では「何の研究？」
というぐらい、少し古い研究ですが、
1970年代の代表的研究といえます。
　UGDPはどういう研究かというと、
２型糖尿病の患者さん、発症してそん
なに経過していない方にトルブタマイ
ドというSU薬治療とインスリン注射
治療の２通りを行う。そして５年間ほ
ど観察し、死亡率とか心血管イベント
がどうかを調査するものです。
　その結果、SU薬治療群の心血管死
亡率が高値、インスリン注射群でも死
亡率や心血管イベントの抑制効果はな
かった。SU薬治療もインスリン注射
治療もあまり糖尿病の患者さんによく
ないのではないかと、疑問符を投げか
けた研究でした。
　山内　あの当時はいったんSU薬は
随分売り上げが落ちましたね。
　内潟　その後、方法に少し問題があ
る、つまり患者さんの割り付けに不均
等性があるのではないか、ランダム化
がうまくなされていなかったなど、方
法論における問題が指摘され、新たな
臨床試験が待ち望まれていたわけです。
そこで出てきたのが２型の患者さんを
対象としたUKPDSであったり、１型

の患者さんを対象としたDCCTでした。
　１型の患者さん対象のDCCTは、強
化インスリン療法群とインスリン治療
従来群の２群にランダムに分けて、そ
の後の糖尿病性細小血管障害の発症頻
度を比較調査したものです。結果は前
者群が後者群より良好な血糖管理がで
きて、細小血管障害の発症、進展が有
意に抑制されました。DCCT終了後ほ
とんど全員が、EDICというゆるやか
ながらも強化インスリン療法に移行し
て観察研究がなされています。EDIC
時代に入ってHbA1cが１％上昇してい
るのですが、DCCT時代の強化インス
リン療法群で、依然として糖尿病性細
小血管障害発症が抑えられ、EDIC10
年後には大血管障害発症も抑制されま
した。DCCT強化インスリン療法群は
従来群より多くインスリンを使用して
います。そのせいか体重も増えていま
す。しかし、良好な血糖管理をした群
（つまり強化インスリン療法群）のほ
うが、細小血管障害も大血管障害も抑
制されている。つまり、１型の患者さ
んにおいては、インスリンをたくさん
注射したからといって、心血管イベン
トが増加したことはなかった。もちろ
ん細小血管障害も。
　２型の患者さんを対象とした、イギ
リスを中心に行われた臨床研究である
UKPDSにおいても同様で、とにかく
治療内容にかかわらず血糖管理を良く
すれば、細小血管障害は発症しにくく

なるし、進展もしにくくなる。大血管
障害の結果はUKPDSが終了した10年
後、post UKPDS研究の結果として発
表され、やはり抑制されていました。
大血管障害は長い時間がかからないと
結果が出てこないようですね。とにか
く良好な血糖管理を長くし続ければ、
SU薬を使おうが、インスリンを使お
うが、厳格に血糖コントロールすれば
心血管障害は抑制される、死亡率も抑
制されることが明らかになりました。
　これを解釈すると、血中のインスリ
ンは少し高めであっても、そんなに悪
さはしないことがうかがえます。
　山内　いずれのスタディも、私もよ
く引用しますが、まず一つにバックス
ポンサーがついていないというバイア
スのないスタディであることは大きい
ですね。
　内潟　先生がおっしゃるように、
DCCTはアメリカのNIH（米国衛生研
究所）が中心だし、UKPDSもバック
が公的機関ですから、我々は今もって
信頼して「こうですよ」ということが
言えますね。
　山内　もう一つの意義ある特徴とし
て、長期スタディでよくありがちな、
単に相関係数を出したというだけでは
ないことが挙げられますね。長期間に
わたる因果関係が示されています。こ
の２点でいまだにこの２つのスタディ
を凌駕する研究がなかなかないようで
すね。

　内潟　ないですね。DCCT/EDICも
2014年で30年経過しましたが、今でも
新たな結果が報告されています。
　山内　そういった点で、現時点で非
常に信頼度が高い臨床研究から見ると、
血中インスリン高値は動脈硬化を促進
するというエビデンスはそんなにない
とみてよいですね。
　内潟　そのようですね。それから、
DCCT、これは１型の患者さんを対象
にした研究ですが、強化インスリン療
法群の場合はポンプを使ったり、頻回
注射しているせいか、体重がけっこう
従来群よりも増えています。増えてい
るけれど、その方たちが早く亡くなり
やすいとか、心臓が悪くなりやすいな
どのデータはないのです。
　山内　外因性インスリンに関しては、
そのあたりは非常に大きなエビデンス
だと思います。その次の内因性の問題
はいかがでしょう。
　内潟　内因性の高インスリン血症の、
インスリノーマをまず考えてみます。
これも血中のIRIは非常に高いです。
３桁ぐらいはざらにあります。インス
リノーマはもちろん血糖値は上がらず、
低血糖が起こり、そして遷延すること
が問題となります。いわゆるインスリ
ン抵抗性のない高インスリン血症とな
ります。インスリン抵抗性については、
あとでちょっとお話しします。
　1993年にメイヨークリニックから報
告されているインスリノーマの論文を
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紹介します。インスリノーマの患者さ
ん70人が対象です。その方たちは血中
のインスリン値は高いのですが、実際
心血管イベントを発症していないので、
心血管イベント発症リスク因子との関
連を見ています。血中インスリン値は
非常に高いのですが、動脈硬化、心血
管イベントを起こすような発症リスク
因子との関係はないという報告です。
　山内　少し特殊な病態ですが、非常
に参考になるかと思います。次に一般
的なものですね。
　内潟　一般的に私たちは肥満で、ち
ょっと食後血糖が高い、食前血糖もち
ょっと高めになってきたというメタボ
の患者さんをよく拝見しますが、たい
てい高インスリン血症をきたしていま
す。よくいわれるように、動脈硬化疾
患を発症しやすい、心血管イベントを
起こしやすいわけです。
　では、高インスリン血症自体が悪い
のか。高インスリン血症を起こすよう
な、もっと根元の原因が何かあるのか
ということが問題になります。結論か
ら言いますと、高インスリン血症自体
ではなく、もっと以前の原因がある。
それは何かというと、肥満した患者さ
んの肥満した脂肪細胞、ここからいろ
いろな動脈硬化を起こす悪玉の因子が
出ることがわかっています。そこに運
動不足や過食があったりすると、さら
に動脈硬化を促進させます。悪玉因子

が増加しますと、骨格筋のIRS-１の機
能障害や肝臓のIRS-２の機能障害が起
こり、インスリンがインスリンレセプ
ターに付着しても、その後のシグナル
伝達がうまくいかなくなることが知ら
れています。つまり、インスリンが血
中に多くあっても、インスリンが細胞
表面のインスリンレセプターにくっつ
いたあとの細胞内のシグナル伝達はう
まくいかない。要は、インスリンのシ
グナルが細胞の中に伝わっていかない。
これを称してインスリン抵抗性といっ
ています。
　細胞の中にシグナル伝達障害が起こ
っているので、インスリン不足と勘違
いしてインスリンを増やしていくこと
になります。つまり、血中のインスリ
ンが高値になる。
　山内　代償性にどんどん増えるわけ
ですね。
　内潟　そういうことですね。TNFα
だの、レジスチンとかfree fatty acid、
こういう悪玉因子がインスリン抵抗性
を起こしている。この現象が実は動脈
硬化も一緒に起こすだろうことが今は
わかっています。
　山内　高インスリン血症というのは、
そういう意味ではノンスペシフィック
（信頼できない）なマーカーかもしれ
ないのですね。
　内潟　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　健診での尿検査の異常という
ことですが、尿潜血陽性の方が来られ
て、さあどうしたものかという質問な
のですけれども、どうしたらいいので
しょうか。
　山縣　まず、尿検査が陽性の場合に、
最初に気をつけなければいけないのは、
本当に血尿があるかどうか。これを確
認するためには、来ていただいた尿検
査で、尿沈渣中の赤血球の有無を確認
して、血尿なのか、あるいは単に尿潜
血反応が陽性なのか、この鑑別をする
必要があるかと思います。
　池脇　健診では一般的に沈渣までは
なかなか取っていないように思うので
すけれども、それは再検査で沈渣も併
せてということですか。
　山縣　どうしても健診では試験紙を

使っての反応で尿潜血陽性ということ
で、これを血尿だろうと紹介されてく
ることが多いかと思いますが、沈渣で
確認する必要があるかと思います。
　池脇　私の印象ですが、けっこう尿
潜血陽性の方は多いように思うのです
けれども、どうでしょうか。
　山縣　実はかなり多いとよく言われ
ていまして、特に中高齢者の女性です
と、多い統計では健診受診者の15～20
％が陽性です。一方、お子さんですと、
学校健診ではあまり男女差はないので
すが、中学生、高校生ぐらいになると、
若干女性のほうが陽性率が高い。これ
は月経血の混入などが理由と考えられ
ます。
　池脇　中高年の女性で同年代の男性
よりも多いというのは、どういう理由

尿潜血の原因とフォロー

筑波大学医学医療系腎臓内科学教授
山　縣　邦　弘

（聞き手　池脇克則）

　健診等の尿検査にて、潜血あるいは赤血球陽性を指摘され、病院にて精密検
査の結果、異常なしといわれる患者（女性に多い）が時々見受けられます。そ
の場合の原因とその後のフォローはどうすべきでしょうか。ご教示ください。
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紹介します。インスリノーマの患者さ
ん70人が対象です。その方たちは血中
のインスリン値は高いのですが、実際
心血管イベントを発症していないので、
心血管イベント発症リスク因子との関
連を見ています。血中インスリン値は
非常に高いのですが、動脈硬化、心血
管イベントを起こすような発症リスク
因子との関係はないという報告です。
　山内　少し特殊な病態ですが、非常
に参考になるかと思います。次に一般
的なものですね。
　内潟　一般的に私たちは肥満で、ち
ょっと食後血糖が高い、食前血糖もち
ょっと高めになってきたというメタボ
の患者さんをよく拝見しますが、たい
てい高インスリン血症をきたしていま
す。よくいわれるように、動脈硬化疾
患を発症しやすい、心血管イベントを
起こしやすいわけです。
　では、高インスリン血症自体が悪い
のか。高インスリン血症を起こすよう
な、もっと根元の原因が何かあるのか
ということが問題になります。結論か
ら言いますと、高インスリン血症自体
ではなく、もっと以前の原因がある。
それは何かというと、肥満した患者さ
んの肥満した脂肪細胞、ここからいろ
いろな動脈硬化を起こす悪玉の因子が
出ることがわかっています。そこに運
動不足や過食があったりすると、さら
に動脈硬化を促進させます。悪玉因子

が増加しますと、骨格筋のIRS-１の機
能障害や肝臓のIRS-２の機能障害が起
こり、インスリンがインスリンレセプ
ターに付着しても、その後のシグナル
伝達がうまくいかなくなることが知ら
れています。つまり、インスリンが血
中に多くあっても、インスリンが細胞
表面のインスリンレセプターにくっつ
いたあとの細胞内のシグナル伝達はう
まくいかない。要は、インスリンのシ
グナルが細胞の中に伝わっていかない。
これを称してインスリン抵抗性といっ
ています。
　細胞の中にシグナル伝達障害が起こ
っているので、インスリン不足と勘違
いしてインスリンを増やしていくこと
になります。つまり、血中のインスリ
ンが高値になる。
　山内　代償性にどんどん増えるわけ
ですね。
　内潟　そういうことですね。TNFα
だの、レジスチンとかfree fatty acid、
こういう悪玉因子がインスリン抵抗性
を起こしている。この現象が実は動脈
硬化も一緒に起こすだろうことが今は
わかっています。
　山内　高インスリン血症というのは、
そういう意味ではノンスペシフィック
（信頼できない）なマーカーかもしれ
ないのですね。
　内潟　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　健診での尿検査の異常という
ことですが、尿潜血陽性の方が来られ
て、さあどうしたものかという質問な
のですけれども、どうしたらいいので
しょうか。
　山縣　まず、尿検査が陽性の場合に、
最初に気をつけなければいけないのは、
本当に血尿があるかどうか。これを確
認するためには、来ていただいた尿検
査で、尿沈渣中の赤血球の有無を確認
して、血尿なのか、あるいは単に尿潜
血反応が陽性なのか、この鑑別をする
必要があるかと思います。
　池脇　健診では一般的に沈渣までは
なかなか取っていないように思うので
すけれども、それは再検査で沈渣も併
せてということですか。
　山縣　どうしても健診では試験紙を

使っての反応で尿潜血陽性ということ
で、これを血尿だろうと紹介されてく
ることが多いかと思いますが、沈渣で
確認する必要があるかと思います。
　池脇　私の印象ですが、けっこう尿
潜血陽性の方は多いように思うのです
けれども、どうでしょうか。
　山縣　実はかなり多いとよく言われ
ていまして、特に中高齢者の女性です
と、多い統計では健診受診者の15～20
％が陽性です。一方、お子さんですと、
学校健診ではあまり男女差はないので
すが、中学生、高校生ぐらいになると、
若干女性のほうが陽性率が高い。これ
は月経血の混入などが理由と考えられ
ます。
　池脇　中高年の女性で同年代の男性
よりも多いというのは、どういう理由

尿潜血の原因とフォロー

筑波大学医学医療系腎臓内科学教授
山　縣　邦　弘

（聞き手　池脇克則）

　健診等の尿検査にて、潜血あるいは赤血球陽性を指摘され、病院にて精密検
査の結果、異常なしといわれる患者（女性に多い）が時々見受けられます。そ
の場合の原因とその後のフォローはどうすべきでしょうか。ご教示ください。

＜京都府開業医＞
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でしょうか。
　山縣　女性の場合には解剖学的に尿
道が短く、膀胱炎などの尿路感染症の
発症が多いことも理由だと思います。
さらに高齢になってきますと、男性も
陽性率が上がってきますので、その差
は縮んできます。これも前立腺肥大な
どで、男性も尿路感染が増えてくるこ
とが一因と思いますが、いずれにしろ、
一般に女性は陽性率が高いといわれて
います。
　池脇　確かに私の経験でも圧倒的に
女性の方で、それをどうするのか。泌
尿器科で相談しなさいと言うことが多
いのですけれども、その場合、その後
の精密検査は、どのように進められて
いくのでしょう。
　山縣　まず、潜血反応が一過性のも
のなのか、持続的なのかということが
ありますので、複数回の尿検査が必要
だと思います。先ほど沈渣で確認する
ということもあったのですが、例えば
早朝尿と随時尿で尿検査を確認するこ
と。そのうえで、尿路での出血部位を
ある程度絞り込む。そのためには、一
つは沈渣の中での尿の赤血球の形態を
確認することです。ほぼ同じような均
一の形態の赤血球であると膀胱などの
下部尿路からの出血を示唆しますし、
腎糸球体からの血尿ですと、赤血球の
大小の差が大きくなるとか、変形が強
くなった赤血球が認められるようにな
ります。

　池脇　沈渣での赤血球の形態だけで
もだいぶ情報が得られるのですね。
　山縣　そうですね。
　池脇　沈渣も含めた尿の再検査です
けれども、それで終わらない場合、次
にどういう検査になっていくのでしょ
うか。
　山縣　基本的に図のフローチャート
に従い、検査を進めます。例えば、今
申し上げましたように、変形赤血球が
強くて、これは糸球体などの上部尿路
からの出血による血尿の場合には内科
系の疾患を念頭において、精密検査を
することになるでしょうし、一定の形
の均一な赤血球が出てくるような下部
尿路からの血尿であれば、泌尿器系の
疾患を念頭において精査をすることに
なってきます。
　ただ、このように肉眼的血尿でなく、
尿検査で初めてわかる顕微鏡的血尿で
泌尿器科の検査を行う場合には、考え
方としては尿路悪性腫瘍のリスクファ
クターがあるかないかでだいぶ違って
きます。具体的にはこのようなリスク
ファクターというのは、例えば40歳以
上の男性であるとか、喫煙歴をお持ち
だとか、たばこはかなり悪いです。あ
るいは、化学薬品への曝露、もう一つ
重要なことは過去に肉眼的血尿が出た
ことがあるか。見た目に赤いお小水で
すね。それと、泌尿器系の疾患をお持
ちだとか、さらには膀胱刺激症状とか、
症状が出てきているようなもの。それ
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でしょうか。
　山縣　女性の場合には解剖学的に尿
道が短く、膀胱炎などの尿路感染症の
発症が多いことも理由だと思います。
さらに高齢になってきますと、男性も
陽性率が上がってきますので、その差
は縮んできます。これも前立腺肥大な
どで、男性も尿路感染が増えてくるこ
とが一因と思いますが、いずれにしろ、
一般に女性は陽性率が高いといわれて
います。
　池脇　確かに私の経験でも圧倒的に
女性の方で、それをどうするのか。泌
尿器科で相談しなさいと言うことが多
いのですけれども、その場合、その後
の精密検査は、どのように進められて
いくのでしょう。
　山縣　まず、潜血反応が一過性のも
のなのか、持続的なのかということが
ありますので、複数回の尿検査が必要
だと思います。先ほど沈渣で確認する
ということもあったのですが、例えば
早朝尿と随時尿で尿検査を確認するこ
と。そのうえで、尿路での出血部位を
ある程度絞り込む。そのためには、一
つは沈渣の中での尿の赤血球の形態を
確認することです。ほぼ同じような均
一の形態の赤血球であると膀胱などの
下部尿路からの出血を示唆しますし、
腎糸球体からの血尿ですと、赤血球の
大小の差が大きくなるとか、変形が強
くなった赤血球が認められるようにな
ります。

　池脇　沈渣での赤血球の形態だけで
もだいぶ情報が得られるのですね。
　山縣　そうですね。
　池脇　沈渣も含めた尿の再検査です
けれども、それで終わらない場合、次
にどういう検査になっていくのでしょ
うか。
　山縣　基本的に図のフローチャート
に従い、検査を進めます。例えば、今
申し上げましたように、変形赤血球が
強くて、これは糸球体などの上部尿路
からの出血による血尿の場合には内科
系の疾患を念頭において、精密検査を
することになるでしょうし、一定の形
の均一な赤血球が出てくるような下部
尿路からの血尿であれば、泌尿器系の
疾患を念頭において精査をすることに
なってきます。
　ただ、このように肉眼的血尿でなく、
尿検査で初めてわかる顕微鏡的血尿で
泌尿器科の検査を行う場合には、考え
方としては尿路悪性腫瘍のリスクファ
クターがあるかないかでだいぶ違って
きます。具体的にはこのようなリスク
ファクターというのは、例えば40歳以
上の男性であるとか、喫煙歴をお持ち
だとか、たばこはかなり悪いです。あ
るいは、化学薬品への曝露、もう一つ
重要なことは過去に肉眼的血尿が出た
ことがあるか。見た目に赤いお小水で
すね。それと、泌尿器系の疾患をお持
ちだとか、さらには膀胱刺激症状とか、
症状が出てきているようなもの。それ
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と何回か尿路感染症の既往があるとか、
あるいは鎮痛剤、フェナセチンという
薬が昔ありましたが、あるいは、シク
ロホスファミドという免疫抑制剤。こ
ういう薬の服用歴がある方は、実は尿
路系の悪性腫瘍の危険性が高いことか
ら、尿潜血があった段階で画像診断を
中心に、膀胱鏡などの検査を勧めるこ
とになると思います。
　池脇　今先生がおっしゃったことは、
問診レベルで得られる情報ですが、健
診を担当した方がそういったことが念
頭にあれば、ある程度のスクリーニン
グはできるということでしょうか。
　山縣　そういうことが言えると思い
ます。もしそういう話がすでにあれば、
おそらく、特に免疫抑制剤などをおの
みになっている、あるいは服用された
方であれば、使用された段階でそうい
うリスクの話を聞いているかと思いま
す。
　池脇　確認ですけれども、そういっ
たがんも含めたリスクが高いと判断さ
れたら、膀胱鏡と、あとは画像検査で
すか。
　山縣　まずは超音波ですね。比較的
侵襲が少ないという意味では、膀胱や
腎臓の超音波の検査で腎・膀胱の形態
異常や腫瘍の有無はかなり確認するこ
とができます。それ以外に、尿の細胞
診で悪性腫瘍の有無がある程度は診断
が可能になるかと思います。そして、
リスクありと判断された場合には、さ

らに膀胱鏡まで実施してもいいと考え
られています。
　池脇　細胞診というと、１回では見
つからないこともあるのでしょうか。
何回かやったほうがいいのでしょうか。
　山縣　通常は数回、３回ぐらい繰り
返す場合があるのですが、なかなか３
回行うのも難しいところがあります。
　池脇　今先生が言われたリスクファ
クターの中で、過去に肉眼的な血尿が
あったかどうか以外にどういうものに、
がんを念頭におくべきなのでしょうか。
　山縣　がんがある方は肉眼的血尿が
出現し、しかも一過性の場合も多いの
で注意が必要です。それ以外にも、例
えば尿路結石なども考えられます。
　池脇　がんも含めた重篤な疾患、血
尿そのものは圧倒的に女性に多いとし
ても、そういった疾患は基本は男女差
はないのですか。
　山縣　40歳以上の男性が尿路の悪性
腫瘍の頻度が高いものですから、男性
がリスクになるのです。
　池脇　そういった深刻なものは女性
よりも男性なのですね。
　山縣　はい。一般には喫煙率も男性
のほうが高いですから、男性のほうが
尿潜血は気をつけなければいけないこ
とが多いです。
　池脇　ちょっと単純すぎる解釈かも
しれませんけれども、男性で血尿であ
ればちょっと気をつけたほうがいいと。
　山縣　いずれにしろ、リスクがなく

ても尿細胞診と超音波の検査を、リス
クがあればさらに深い検査をしておく
ことが重要なのかと思います。
　池脇　質問の例では、そういった精
密検査をした結果、異常なしと言われ
た。そういった患者さんをどうフォロ
ーしていくのかということですが。
　山縣　その方に蛋白尿が出ていれば、
だいぶ話が違ってきます。この場合に
は糸球体腎炎、腎臓内科的疾患の可能
性が非常に高くなってきますので、特
に将来的に腎不全へ進展する危険性が
上がってきます。尿潜血陽性の方でも、
数年から10年ぐらいの経過で10％ぐら
いの方で蛋白尿陽性になることがあり
ますので、経過観察中に蛋白尿が陽性
になるかどうかをみていくことが重要
になってきます。
　もう一つは、経過観察中に尿路刺激
症状などが出てくることがあるのです。
症状が出たときには放っておいてはい
けないことを、はっきり言っておかな
いといけない。
　池脇　確認ですけれども、症状とい
うのは具体的にどのようなものでしょ
う。
　山縣　尿路刺激症状としては排尿時
痛であったり、頻尿、残尿感などが挙
げられると思います。
　３つ目に重要なことは肉眼的血尿で
す。そうなったら必ず医療機関に行く
ようにと注意を与えたうえで、フォロ

ーアップしていただければよいと思い
ます。
　池脇　確かに、今先生が言われた、
見逃してはいけないような患者さんが
いると思うのですけれども、例えば潜
血だけで、精密検査を受けたけれども
異常がない。こういう方は、単純すぎ
るかもしれませんけれども、１回精密
検査を行っておけば、その後は引っか
かっても「まあいいや」とはならない
のですか。
　山縣　尿路の悪性腫瘍について１回
精密検査を行っていれば、その後無症
状のまま尿路の悪性腫瘍が新たに発見
される可能性は低く、定期的な画像検
査などは不要です。10代後半の尿潜血
陽性者を20年、30年経過観察した研究
では、血尿だけでも腎不全のリスクだ
といわれています。先ほど申し上げた
ように、10％ぐらいの方に蛋白尿が出
たりしますから、将来的には気をつけ
なければいけないといえると思います。
　池脇　異常は、蛋白よりも潜血のほ
うが多いと考えてよいのですね。
　山縣　血尿の方を20年間フォローア
ップして、一般よりも末期腎不全症リ
スクが高いとした報告は、経過中の蛋
白尿出現については言及していません。
一般に頻度としてはどうしても血尿の
陽性者が健診の中では多いのです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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と何回か尿路感染症の既往があるとか、
あるいは鎮痛剤、フェナセチンという
薬が昔ありましたが、あるいは、シク
ロホスファミドという免疫抑制剤。こ
ういう薬の服用歴がある方は、実は尿
路系の悪性腫瘍の危険性が高いことか
ら、尿潜血があった段階で画像診断を
中心に、膀胱鏡などの検査を勧めるこ
とになると思います。
　池脇　今先生がおっしゃったことは、
問診レベルで得られる情報ですが、健
診を担当した方がそういったことが念
頭にあれば、ある程度のスクリーニン
グはできるということでしょうか。
　山縣　そういうことが言えると思い
ます。もしそういう話がすでにあれば、
おそらく、特に免疫抑制剤などをおの
みになっている、あるいは服用された
方であれば、使用された段階でそうい
うリスクの話を聞いているかと思いま
す。
　池脇　確認ですけれども、そういっ
たがんも含めたリスクが高いと判断さ
れたら、膀胱鏡と、あとは画像検査で
すか。
　山縣　まずは超音波ですね。比較的
侵襲が少ないという意味では、膀胱や
腎臓の超音波の検査で腎・膀胱の形態
異常や腫瘍の有無はかなり確認するこ
とができます。それ以外に、尿の細胞
診で悪性腫瘍の有無がある程度は診断
が可能になるかと思います。そして、
リスクありと判断された場合には、さ

らに膀胱鏡まで実施してもいいと考え
られています。
　池脇　細胞診というと、１回では見
つからないこともあるのでしょうか。
何回かやったほうがいいのでしょうか。
　山縣　通常は数回、３回ぐらい繰り
返す場合があるのですが、なかなか３
回行うのも難しいところがあります。
　池脇　今先生が言われたリスクファ
クターの中で、過去に肉眼的な血尿が
あったかどうか以外にどういうものに、
がんを念頭におくべきなのでしょうか。
　山縣　がんがある方は肉眼的血尿が
出現し、しかも一過性の場合も多いの
で注意が必要です。それ以外にも、例
えば尿路結石なども考えられます。
　池脇　がんも含めた重篤な疾患、血
尿そのものは圧倒的に女性に多いとし
ても、そういった疾患は基本は男女差
はないのですか。
　山縣　40歳以上の男性が尿路の悪性
腫瘍の頻度が高いものですから、男性
がリスクになるのです。
　池脇　そういった深刻なものは女性
よりも男性なのですね。
　山縣　はい。一般には喫煙率も男性
のほうが高いですから、男性のほうが
尿潜血は気をつけなければいけないこ
とが多いです。
　池脇　ちょっと単純すぎる解釈かも
しれませんけれども、男性で血尿であ
ればちょっと気をつけたほうがいいと。
　山縣　いずれにしろ、リスクがなく

ても尿細胞診と超音波の検査を、リス
クがあればさらに深い検査をしておく
ことが重要なのかと思います。
　池脇　質問の例では、そういった精
密検査をした結果、異常なしと言われ
た。そういった患者さんをどうフォロ
ーしていくのかということですが。
　山縣　その方に蛋白尿が出ていれば、
だいぶ話が違ってきます。この場合に
は糸球体腎炎、腎臓内科的疾患の可能
性が非常に高くなってきますので、特
に将来的に腎不全へ進展する危険性が
上がってきます。尿潜血陽性の方でも、
数年から10年ぐらいの経過で10％ぐら
いの方で蛋白尿陽性になることがあり
ますので、経過観察中に蛋白尿が陽性
になるかどうかをみていくことが重要
になってきます。
　もう一つは、経過観察中に尿路刺激
症状などが出てくることがあるのです。
症状が出たときには放っておいてはい
けないことを、はっきり言っておかな
いといけない。
　池脇　確認ですけれども、症状とい
うのは具体的にどのようなものでしょ
う。
　山縣　尿路刺激症状としては排尿時
痛であったり、頻尿、残尿感などが挙
げられると思います。
　３つ目に重要なことは肉眼的血尿で
す。そうなったら必ず医療機関に行く
ようにと注意を与えたうえで、フォロ

ーアップしていただければよいと思い
ます。
　池脇　確かに、今先生が言われた、
見逃してはいけないような患者さんが
いると思うのですけれども、例えば潜
血だけで、精密検査を受けたけれども
異常がない。こういう方は、単純すぎ
るかもしれませんけれども、１回精密
検査を行っておけば、その後は引っか
かっても「まあいいや」とはならない
のですか。
　山縣　尿路の悪性腫瘍について１回
精密検査を行っていれば、その後無症
状のまま尿路の悪性腫瘍が新たに発見
される可能性は低く、定期的な画像検
査などは不要です。10代後半の尿潜血
陽性者を20年、30年経過観察した研究
では、血尿だけでも腎不全のリスクだ
といわれています。先ほど申し上げた
ように、10％ぐらいの方に蛋白尿が出
たりしますから、将来的には気をつけ
なければいけないといえると思います。
　池脇　異常は、蛋白よりも潜血のほ
うが多いと考えてよいのですね。
　山縣　血尿の方を20年間フォローア
ップして、一般よりも末期腎不全症リ
スクが高いとした報告は、経過中の蛋
白尿出現については言及していません。
一般に頻度としてはどうしても血尿の
陽性者が健診の中では多いのです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　発達障害、特に「大人の」と
いうのがついているのですけれども、
おそらく発達障害というのは、学童期
ぐらいからの発達障害もあれば、この
ように大人になって顕在化してくる発
達障害もあるような印象を受けていま
す。まず最初に発達障害とはどのよう
なものなのか、簡単なところから教え
てください。
　牛島　一般に発達障害というときに
は、いわゆる自閉症が基盤にある。そ
して、注意欠陥多動性障害（ADHD）
が混じっている。そういうケースをい
うことが多いです。したがって、これ
は子どものときから起こっている病気
ですけれども、大人の発達障害という
ときは、子どものころはその程度が軽
くて、本人はもちろんのこと、周囲も
それとは気づかないまま大人になって、
そこである課題にぶつかって破綻をき

たした。そこで精神科を受診する、問
題が表面に出てくるというかたちのも
のが多くあります。
　池脇　子どものころも人とのつなが
り、コミュニケーションが学校である
わけですが、大人で出てくるというの
は、社会人として会社で働き始めて、
おかしいと感じるのが大きいのでしょ
うか。
　牛島　よくよく見ますと、子どもの
ころから人とのコミュニケーションの
つくり方とか関係のつくり方に少し特
徴があります。非常に特徴があるがゆ
えに、かえってそれがものすごい才能
として世に認められるぐらいのものに
なっている人も決して少なくありませ
ん。ノーベル賞受賞者でも少なくあり
ませんし、スポーツ選手、芸能人の中
にもそういう発達障害を持った人はい
ると我々は見ています。しかしながら、

問題になってくるのは適応を失敗した
人たちということになります。
　池脇　そうすると、先ほど先生が自
閉症、ADHD、大きく２つ言われまし
たけれども、主に大人で出てくる発達
障害は、やや疾患構成が違ってくるの
でしょうか。
　牛島　最近、注目されるようになっ
てからは、自分はADHDではないかと
訴えてくる20代、30代の男女が増えま
した。これは一つはいろいろ宣伝され
るようになったことと関係しています。
　普通、何かに集中しなければいけな
い。例えば、期限を限られた仕事、一
気にやってしまわねばならないとなっ
たときに、注意集中ができないので混
乱をきたし、うつになったり、引きこ
もったり、時には１週間ぐらい行方不
明になったというケースもあります。
　池脇　私は内科の立場であまり存じ
上げませんけれども、統合失調症とい
うのは幻覚、幻聴があって、おそらく
自分からおかしいと思って来ることは
ないのと対照的に、この疾患の場合は
自分自身でそれを自覚できるという特
徴があるのですか。
　牛島　ADHDといわれる注意欠陥多
動性障害が中心のときはそれもありま
す。しかし、一般に企業でも学校でも、
その他一般社会においても、発達障害
といわれるときは、本人も周囲もそれ
と気づかないままに、精神医学的に問
題があるというかたちで出てくること

もあります。そういう人たちは基本に
自閉症、つまりアスペルガー症候群と
いわれるものを持っていることが多い
ような気がします。
　池脇　アスペルガー症候群は有名な
疾患ですが、自閉症ということなので
すか。
　牛島　自閉症というのは、幼児自閉
症といって３歳前後で出てくる症例で
３つの特徴があります。コミュニケー
ション能力がない。お互いに情緒的な
触れ合いがない。非常に特殊なことに
興味を持っている。そういうものがあ
りますけれども、その中でコミュニケ
ーション能力、つまり言葉の発達がな
いケースを特にアスペルガー症候群と
呼びます。
　池脇　今までのところをまとめます
と、大人の発達障害とは、いろいろな
発達障害の中でもADHDと、いわゆる
自閉症の中のアスペルガー症候群が主
と。
　牛島　そういうことです。
　池脇　場合によっては自分自身がそ
の病気ではないかと精神科を受診され
る。
　牛島　受診するけれども、本人も家
族も、時と場合によっては医師のほう
も、それと気づかないまま治療してい
ることは決して少なくありません。
　池脇　そういう方たちは、社会に出
て環境への適応がうまくいかないこと
がきっかけで受診される。

大人の発達障害

東京慈恵会医科大学客員教授
牛　島　定　信

（聞き手　池脇克則）

　大人の発達障害についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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　池脇　発達障害、特に「大人の」と
いうのがついているのですけれども、
おそらく発達障害というのは、学童期
ぐらいからの発達障害もあれば、この
ように大人になって顕在化してくる発
達障害もあるような印象を受けていま
す。まず最初に発達障害とはどのよう
なものなのか、簡単なところから教え
てください。
　牛島　一般に発達障害というときに
は、いわゆる自閉症が基盤にある。そ
して、注意欠陥多動性障害（ADHD）
が混じっている。そういうケースをい
うことが多いです。したがって、これ
は子どものときから起こっている病気
ですけれども、大人の発達障害という
ときは、子どものころはその程度が軽
くて、本人はもちろんのこと、周囲も
それとは気づかないまま大人になって、
そこである課題にぶつかって破綻をき

たした。そこで精神科を受診する、問
題が表面に出てくるというかたちのも
のが多くあります。
　池脇　子どものころも人とのつなが
り、コミュニケーションが学校である
わけですが、大人で出てくるというの
は、社会人として会社で働き始めて、
おかしいと感じるのが大きいのでしょ
うか。
　牛島　よくよく見ますと、子どもの
ころから人とのコミュニケーションの
つくり方とか関係のつくり方に少し特
徴があります。非常に特徴があるがゆ
えに、かえってそれがものすごい才能
として世に認められるぐらいのものに
なっている人も決して少なくありませ
ん。ノーベル賞受賞者でも少なくあり
ませんし、スポーツ選手、芸能人の中
にもそういう発達障害を持った人はい
ると我々は見ています。しかしながら、

問題になってくるのは適応を失敗した
人たちということになります。
　池脇　そうすると、先ほど先生が自
閉症、ADHD、大きく２つ言われまし
たけれども、主に大人で出てくる発達
障害は、やや疾患構成が違ってくるの
でしょうか。
　牛島　最近、注目されるようになっ
てからは、自分はADHDではないかと
訴えてくる20代、30代の男女が増えま
した。これは一つはいろいろ宣伝され
るようになったことと関係しています。
　普通、何かに集中しなければいけな
い。例えば、期限を限られた仕事、一
気にやってしまわねばならないとなっ
たときに、注意集中ができないので混
乱をきたし、うつになったり、引きこ
もったり、時には１週間ぐらい行方不
明になったというケースもあります。
　池脇　私は内科の立場であまり存じ
上げませんけれども、統合失調症とい
うのは幻覚、幻聴があって、おそらく
自分からおかしいと思って来ることは
ないのと対照的に、この疾患の場合は
自分自身でそれを自覚できるという特
徴があるのですか。
　牛島　ADHDといわれる注意欠陥多
動性障害が中心のときはそれもありま
す。しかし、一般に企業でも学校でも、
その他一般社会においても、発達障害
といわれるときは、本人も周囲もそれ
と気づかないままに、精神医学的に問
題があるというかたちで出てくること

もあります。そういう人たちは基本に
自閉症、つまりアスペルガー症候群と
いわれるものを持っていることが多い
ような気がします。
　池脇　アスペルガー症候群は有名な
疾患ですが、自閉症ということなので
すか。
　牛島　自閉症というのは、幼児自閉
症といって３歳前後で出てくる症例で
３つの特徴があります。コミュニケー
ション能力がない。お互いに情緒的な
触れ合いがない。非常に特殊なことに
興味を持っている。そういうものがあ
りますけれども、その中でコミュニケ
ーション能力、つまり言葉の発達がな
いケースを特にアスペルガー症候群と
呼びます。
　池脇　今までのところをまとめます
と、大人の発達障害とは、いろいろな
発達障害の中でもADHDと、いわゆる
自閉症の中のアスペルガー症候群が主
と。
　牛島　そういうことです。
　池脇　場合によっては自分自身がそ
の病気ではないかと精神科を受診され
る。
　牛島　受診するけれども、本人も家
族も、時と場合によっては医師のほう
も、それと気づかないまま治療してい
ることは決して少なくありません。
　池脇　そういう方たちは、社会に出
て環境への適応がうまくいかないこと
がきっかけで受診される。

大人の発達障害

東京慈恵会医科大学客員教授
牛　島　定　信

（聞き手　池脇克則）

　大人の発達障害についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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　牛島　はい。
　池脇　実際にそういう方が来られて、
場合によってはいろいろな要素が重複
しているときもあるのかもしれません
けれども、先生たちはどういうふうに
アプローチして、疾患の診断を行われ
ているのでしょうか。
　牛島　先ほど申し上げましたように、
ありとあらゆる精神医学的問題を持っ
ていることが多いのです。ただ、その
人たちの特徴を大まかにまとめると３
つぐらいあるような気がします。
　一つは、大学を卒業して就職して、
事がうまく運ばない。知的には非常に
能力があるのだけれども、要領が悪い
とか、しゃくし定規に過ぎているとか。
それで注意されると反発するという感
じ。やっさもっさの末に連れてこられ
る感じの人が一つです。
　もう一つは、妙なこだわりがあって、
ちょっと変わっているという気がしま
す。例えば、一般社会で節電を訴えた
とします。そうすると、片っ端から各
部屋の電気を消してしまわないと気が
済まない、そういう行動に出る人がい
ます。やっぱり「変わってる」という
見方をされて連れてこられる方ももち
ろんいます。
　一番多いのは衝動行為。どういうこ
とかというと、自傷、それから暴力、
自殺行為ももちろんあります。それか
ら、アルコール依存とかネット依存と
いう、いわゆる依存症のような感じの

かたち。それから、少なくないのは過
食症を呈してくる人がいます。
　もちろん、これはパーソナリティの
障害とか、ほかの病気でもたくさん出
てきますけれども、よくよく見ている
と、非常に幼児的な振る舞いが強くて、
その退行の仕方に特徴があります。空
想が現実的に見えてくるのです。例え
ば、退行ですから、何か事が起こって
しまって、お母さんのことを思い出す。
そうしたら、子どものときのお母さん
の姿がありありと迫ってくるとか、飛
行機が落ちるのではないかと心配した
ら、本当に自分に向かって落ちてくる
とか、そういう特異な経験がある。タ
イムスリップ現象といわれます。
　もう一つは、奇妙なこだわりがあり
ます。規則を守らなければいけない。
先ほど言いましたこととつながります
けれども、時には喫煙禁止領域だとい
われるところで老人がたばこを吸って
いたとすると、それは殴りつけなけれ
ばいけないとか、警察に連れていかな
ければ気が済まないとか、そういう非
常に独特の行為があります。
　池脇　どういうかたちで、いわゆる
症状として出るか。その疾患そのもの
の症状であったり、あるいは自傷行為、
アルコール依存、場合によってはうつ
ですとか、いろいろな合併症として出
るという意味では本当に多彩な症状で
すね。
　牛島　そうです。精神病の状態と診

断されていることもあるし、パーソナ
リティ障害と診断されていることもあ
るし、強迫神経症と診断されているこ
ともあるのです。しかしながら、ずっ
と見ているとわかってくる。ひどいと
きは10年ぐらいかかって初めて気づく
こともあります。「ああ、やっぱりこ
の人は発達障害だったな」といった、
さっき申し上げた特徴を持っているこ
とが少なくありません。
　池脇　就職が一つのきっかけで発症
するとなると、企業の側としては人的
な損失につながる。何とか治してほし
いという要望が強いのではないかと思
うのですけれども、どうやって治療し
ていくのか、どうでしょうか。
　牛島　なかなか難しいのですけれど
も、もちろん一気呵成にはまいりませ
ん。しかし、一般に薬をよく使います。
使わねばなりません。こういうときに
普通、抗不安薬や、うつには抗うつ薬
を使いますけれども、忘れてはならな
いのは抗精神病薬といわれている種類、
リスペリドンとかクエチアピンとかブ
ロナンセリンとか、抗精神病薬を使わ

ざるを得ないし、使ったほうがいいこ
とが多いのです。
　池脇　確認ですけれども、抗精神病
薬というのは、例えばADHD、あるい
はアスペルガーそのものに効果をきた
すのではなくて、それによる合併症に
対してですか。
　牛島　そうです。もちろん、アスペ
ルガーに効く薬はありません。ただ、
ADHDには特効薬が今２つ出てきてい
ます。一つはメチルフェニデートとい
って、覚醒剤の一つなのですが、しば
らくはリタリンとして使われていたも
のです。これが社会的問題を起こしま
して、使用中止となり、現在、徐放剤
のコンサータ錠というものが出ました。
もう一つはアトモキセチンといって、
これも覚醒剤の範疇のものですが、出
てきました。第３の薬として、現在、
アンフェタミンが登場の準備がなされ
ていると聞きます。
　池脇　ADHDに対しては効果が期待
できる薬が使えるということですね。
　牛島　そういうことです。
　池脇　ありがとうございました。
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　牛島　はい。
　池脇　実際にそういう方が来られて、
場合によってはいろいろな要素が重複
しているときもあるのかもしれません
けれども、先生たちはどういうふうに
アプローチして、疾患の診断を行われ
ているのでしょうか。
　牛島　先ほど申し上げましたように、
ありとあらゆる精神医学的問題を持っ
ていることが多いのです。ただ、その
人たちの特徴を大まかにまとめると３
つぐらいあるような気がします。
　一つは、大学を卒業して就職して、
事がうまく運ばない。知的には非常に
能力があるのだけれども、要領が悪い
とか、しゃくし定規に過ぎているとか。
それで注意されると反発するという感
じ。やっさもっさの末に連れてこられ
る感じの人が一つです。
　もう一つは、妙なこだわりがあって、
ちょっと変わっているという気がしま
す。例えば、一般社会で節電を訴えた
とします。そうすると、片っ端から各
部屋の電気を消してしまわないと気が
済まない、そういう行動に出る人がい
ます。やっぱり「変わってる」という
見方をされて連れてこられる方ももち
ろんいます。
　一番多いのは衝動行為。どういうこ
とかというと、自傷、それから暴力、
自殺行為ももちろんあります。それか
ら、アルコール依存とかネット依存と
いう、いわゆる依存症のような感じの

かたち。それから、少なくないのは過
食症を呈してくる人がいます。
　もちろん、これはパーソナリティの
障害とか、ほかの病気でもたくさん出
てきますけれども、よくよく見ている
と、非常に幼児的な振る舞いが強くて、
その退行の仕方に特徴があります。空
想が現実的に見えてくるのです。例え
ば、退行ですから、何か事が起こって
しまって、お母さんのことを思い出す。
そうしたら、子どものときのお母さん
の姿がありありと迫ってくるとか、飛
行機が落ちるのではないかと心配した
ら、本当に自分に向かって落ちてくる
とか、そういう特異な経験がある。タ
イムスリップ現象といわれます。
　もう一つは、奇妙なこだわりがあり
ます。規則を守らなければいけない。
先ほど言いましたこととつながります
けれども、時には喫煙禁止領域だとい
われるところで老人がたばこを吸って
いたとすると、それは殴りつけなけれ
ばいけないとか、警察に連れていかな
ければ気が済まないとか、そういう非
常に独特の行為があります。
　池脇　どういうかたちで、いわゆる
症状として出るか。その疾患そのもの
の症状であったり、あるいは自傷行為、
アルコール依存、場合によってはうつ
ですとか、いろいろな合併症として出
るという意味では本当に多彩な症状で
すね。
　牛島　そうです。精神病の状態と診

断されていることもあるし、パーソナ
リティ障害と診断されていることもあ
るし、強迫神経症と診断されているこ
ともあるのです。しかしながら、ずっ
と見ているとわかってくる。ひどいと
きは10年ぐらいかかって初めて気づく
こともあります。「ああ、やっぱりこ
の人は発達障害だったな」といった、
さっき申し上げた特徴を持っているこ
とが少なくありません。
　池脇　就職が一つのきっかけで発症
するとなると、企業の側としては人的
な損失につながる。何とか治してほし
いという要望が強いのではないかと思
うのですけれども、どうやって治療し
ていくのか、どうでしょうか。
　牛島　なかなか難しいのですけれど
も、もちろん一気呵成にはまいりませ
ん。しかし、一般に薬をよく使います。
使わねばなりません。こういうときに
普通、抗不安薬や、うつには抗うつ薬
を使いますけれども、忘れてはならな
いのは抗精神病薬といわれている種類、
リスペリドンとかクエチアピンとかブ
ロナンセリンとか、抗精神病薬を使わ

ざるを得ないし、使ったほうがいいこ
とが多いのです。
　池脇　確認ですけれども、抗精神病
薬というのは、例えばADHD、あるい
はアスペルガーそのものに効果をきた
すのではなくて、それによる合併症に
対してですか。
　牛島　そうです。もちろん、アスペ
ルガーに効く薬はありません。ただ、
ADHDには特効薬が今２つ出てきてい
ます。一つはメチルフェニデートとい
って、覚醒剤の一つなのですが、しば
らくはリタリンとして使われていたも
のです。これが社会的問題を起こしま
して、使用中止となり、現在、徐放剤
のコンサータ錠というものが出ました。
もう一つはアトモキセチンといって、
これも覚醒剤の範疇のものですが、出
てきました。第３の薬として、現在、
アンフェタミンが登場の準備がなされ
ていると聞きます。
　池脇　ADHDに対しては効果が期待
できる薬が使えるということですね。
　牛島　そういうことです。
　池脇　ありがとうございました。
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　山内　島田先生、超音波検査が出て
きて以来、このような隆起性病変があ
らゆる臓器で問題になることが多くな
りました。特に胆囊では比較的多い印
象がありますが、実際、隆起性病変の
多い臓器と考えてよいのでしょうか。
　島田　今、先生がおっしゃったよう
に、一般の検診では３～６％の方に隆
起性病変が発見されますので、当然そ
れがすべて悪性疾患であるわけではな
くて、コレステロールポリープのよう
な良性のポリープのほうが数は多いと
報告されています。しかしながら、万
が一悪性疾患を見逃すと非常にたいへ
んなことになってきます。そこで一つ
は胆囊隆起性病変の大きさ、それと形
状、要するにポリープ状に茎が長くて
有茎性のものであるのか、広茎性のも
のであるのか、そういうものを判断す
ることによって悪性の可能性を推定、

診断していくことが重要かと思います。
　山内　今、３％という数字が出てき
ましたが、この中にまれではあっても
悪性があるというのは、現場では一番
やっかいな印象がありますね。胆囊の
超音波を施行した場合、偽陽性、実際
には何もないのにほかのものがそうい
う隆起性病変に見えてしまうなどの問
題はいかがでしょうか。
　島田　胆囊ポリープも非常にたくさ
ん検出されるようになってきましたけ
れども、それ以上に、無症状胆石とい
いまして、小さな石を持っている方は
非常に多いのです。10％近くあるとい
われていますので、まずは胆囊ポリー
プ、そういう腫瘍性あるいは良性のも
のと石とを鑑別することが非常に大事
かと思います。ですから、何かあるか
ら全部胆囊隆起性病変だというわけで
はなくて、石との鑑別は大事です。

　ただし、超音波の慣れた先生がおや
りになれば、体位を変えることによっ
て、石であるか、あるいは形状に関し
ても診断ができますので、そういう意
味では超音波は胆囊の中のものを診断
するのに一番いいツールだと思ってい
ただいてよいと思います。
　山内　テクニカル的には、まず体位
を変えてみて、石などを除外するとこ
ろから始まるわけですね。
　島田　そうですね。
　山内　悪性を示唆するような所見を、
もう一度詳しくおうかがいしたいので
すが、まず大きさ、これはいかがでし
ょうか。
　島田　特に有茎性、茎があるもので
10㎜以上の大きさでは早期の胆囊がん
が混じってきます。ただ、有茎性なの
で、深く進行していることはあまりな
く、がんであっても、比較的早期なも
のが混じってきます。もちろん、10㎜
以上だから絶対がんだというわけでは
ないので、ある程度様子を見ることも
可能だと思いますが、10㎜以上を取っ
てみると、けっこうな頻度で早期のが
んが発見されますので、少なくとも切
除を希望されなくても、特に初めて見
つかった場合は厳重に様子を見ること
をお勧めしたいと思います。
　山内　次に、形になりますが、有茎
性あるいは広茎性、ここも大きなポイ
ントになりますね。
　島田　そうですね。特に有茎性の場

合は、先ほど申しましたとおり、それ
ほど進行していない場合も多い。早期
のものが多いのですけれども、広茎性
といって、茎がなくて、胆囊の壁が厚
くなっていて、それが盛り上がるよう
な格好の腫瘍はがんの可能性が非常に
高くなってきます。ですから、広茎性
の場合は、大きさがどうこうよりも、
小さくてもちょっと注意して見ていく
必要があると考えています。なぜなら、
有茎性ですと早期のものが、広茎性で
すと、漿膜下層という胆囊の壁深くま
でがんが進行している場合があるから
です。ただ、超音波で見つかる広茎性
の隆起性病変もだいたい10㎜程度のも
のなので、そこはCTを追加して、さ
らに詳しく見るか、あるいは超音波で
は非常に見にくい場合は、超音波内視
鏡のような、さらに精密な検査をする
ことをお勧めしたいと考えています。
　山内　超音波診断の一番のネックに
もなるわけですが、内視鏡のようにそ
の場でかき取ってというわけにはいき
ませんので、そこのフォローアップの
ところは実は非常に大きなポイントに
なるかと思われます。原則としてはど
のぐらいの間隔でのフォローアップが
望まれるのでしょうか。
　島田　胆囊がんを多少とも否定でき
ない場合には、初めて発見された場合
で、例えば７㎜、８㎜、あるいは10㎜
近い場合は、１年間ぐらいは緊密に、
３カ月、６カ月ぐらいで見ておくほう

胆囊隆起性病変の手術適応

国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科科長
島　田　和　明

（聞き手　山内俊一）

　胆囊隆起性病変の手術適応についてご教示ください。
＜新潟県開業医＞
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　山内　島田先生、超音波検査が出て
きて以来、このような隆起性病変があ
らゆる臓器で問題になることが多くな
りました。特に胆囊では比較的多い印
象がありますが、実際、隆起性病変の
多い臓器と考えてよいのでしょうか。
　島田　今、先生がおっしゃったよう
に、一般の検診では３～６％の方に隆
起性病変が発見されますので、当然そ
れがすべて悪性疾患であるわけではな
くて、コレステロールポリープのよう
な良性のポリープのほうが数は多いと
報告されています。しかしながら、万
が一悪性疾患を見逃すと非常にたいへ
んなことになってきます。そこで一つ
は胆囊隆起性病変の大きさ、それと形
状、要するにポリープ状に茎が長くて
有茎性のものであるのか、広茎性のも
のであるのか、そういうものを判断す
ることによって悪性の可能性を推定、

診断していくことが重要かと思います。
　山内　今、３％という数字が出てき
ましたが、この中にまれではあっても
悪性があるというのは、現場では一番
やっかいな印象がありますね。胆囊の
超音波を施行した場合、偽陽性、実際
には何もないのにほかのものがそうい
う隆起性病変に見えてしまうなどの問
題はいかがでしょうか。
　島田　胆囊ポリープも非常にたくさ
ん検出されるようになってきましたけ
れども、それ以上に、無症状胆石とい
いまして、小さな石を持っている方は
非常に多いのです。10％近くあるとい
われていますので、まずは胆囊ポリー
プ、そういう腫瘍性あるいは良性のも
のと石とを鑑別することが非常に大事
かと思います。ですから、何かあるか
ら全部胆囊隆起性病変だというわけで
はなくて、石との鑑別は大事です。

　ただし、超音波の慣れた先生がおや
りになれば、体位を変えることによっ
て、石であるか、あるいは形状に関し
ても診断ができますので、そういう意
味では超音波は胆囊の中のものを診断
するのに一番いいツールだと思ってい
ただいてよいと思います。
　山内　テクニカル的には、まず体位
を変えてみて、石などを除外するとこ
ろから始まるわけですね。
　島田　そうですね。
　山内　悪性を示唆するような所見を、
もう一度詳しくおうかがいしたいので
すが、まず大きさ、これはいかがでし
ょうか。
　島田　特に有茎性、茎があるもので
10㎜以上の大きさでは早期の胆囊がん
が混じってきます。ただ、有茎性なの
で、深く進行していることはあまりな
く、がんであっても、比較的早期なも
のが混じってきます。もちろん、10㎜
以上だから絶対がんだというわけでは
ないので、ある程度様子を見ることも
可能だと思いますが、10㎜以上を取っ
てみると、けっこうな頻度で早期のが
んが発見されますので、少なくとも切
除を希望されなくても、特に初めて見
つかった場合は厳重に様子を見ること
をお勧めしたいと思います。
　山内　次に、形になりますが、有茎
性あるいは広茎性、ここも大きなポイ
ントになりますね。
　島田　そうですね。特に有茎性の場

合は、先ほど申しましたとおり、それ
ほど進行していない場合も多い。早期
のものが多いのですけれども、広茎性
といって、茎がなくて、胆囊の壁が厚
くなっていて、それが盛り上がるよう
な格好の腫瘍はがんの可能性が非常に
高くなってきます。ですから、広茎性
の場合は、大きさがどうこうよりも、
小さくてもちょっと注意して見ていく
必要があると考えています。なぜなら、
有茎性ですと早期のものが、広茎性で
すと、漿膜下層という胆囊の壁深くま
でがんが進行している場合があるから
です。ただ、超音波で見つかる広茎性
の隆起性病変もだいたい10㎜程度のも
のなので、そこはCTを追加して、さ
らに詳しく見るか、あるいは超音波で
は非常に見にくい場合は、超音波内視
鏡のような、さらに精密な検査をする
ことをお勧めしたいと考えています。
　山内　超音波診断の一番のネックに
もなるわけですが、内視鏡のようにそ
の場でかき取ってというわけにはいき
ませんので、そこのフォローアップの
ところは実は非常に大きなポイントに
なるかと思われます。原則としてはど
のぐらいの間隔でのフォローアップが
望まれるのでしょうか。
　島田　胆囊がんを多少とも否定でき
ない場合には、初めて発見された場合
で、例えば７㎜、８㎜、あるいは10㎜
近い場合は、１年間ぐらいは緊密に、
３カ月、６カ月ぐらいで見ておくほう

胆囊隆起性病変の手術適応

国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科科長
島　田　和　明

（聞き手　山内俊一）

　胆囊隆起性病変の手術適応についてご教示ください。
＜新潟県開業医＞
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が、やはり安全だと思います。カメラ
と違いまして、検査自身はそれほど患
者さんに苦痛を与える、侵襲のある検
査ではありませんので、そういう間隔
で見て、ある程度「大きくならないな、
これは動かないな」ということになれ
ば、間隔を１年とかに延ばすことは可
能だと思います。様子を見ることによ
って腫瘍の動きを観察するという時間
的な診断が一つ、病理診断できない部
分をそれで補おうという考え方になる
かと思います。
　山内　胆囊がんの中にも比較的急速
に大きくなったり、あるいは悪化が進
むものもあるのですね。
　島田　そうですね。先ほど申し上げ
ました広茎性のものは、すでにある程
度深くなっている可能性があるので急
速に大きくなってしまうように見える
のです。やはり画像診断、超音波がよ
く見えるようになったといいましても、
有茎性のものはよく見えるのですが、
壁がちょっと肥厚していたりとか、そ
ういうものは膵臓がんのように診断が
非常に難しい形状もあります。これに
関しては、急に大きくなったように思
われる場合もありますので注意が必要
かと思います。ただ、圧倒的に隆起性
病変として発見されるのはポリープ状、
要するに有茎性のものが多いと思いま
す。
　山内　ほかの臓器ですと、超音波が
とりあえずスクリーニングになって、

次の段階でMRIなりCTなりで精密検
査するケースが多いわけですね。一方、
胆囊の場合、超音波検査が主体といっ
たイメージが強いのですが、最近では
そのあたりも変化してきているのでし
ょうか。
　島田　超音波自身が胆囊の中の腫瘍
の性状を非常に見やすいので、次の検
査は何をするかといいますと、やはり
血流状態や深さ、壁の肥厚がどうであ
るかを見ます。空間分解能が高いCT、
MD-CTで行うとよいかと思います。
今までは水平断しか見られなかったも
のが、３Dに再構成することも可能な
ため、超音波のようにいろいろな方向
からポリープを見ることも可能なので、
壁の肥厚像なども精密に見ることがで
きます。ある程度がんを疑った場合は
そういう検査をすることが一つです。
　もう一つ、MRIのお話が今出ました
けれども、胆囊の胆道系の画像診断を、
昔は造影剤でやっていたERCPのよう
な検査を、MRCPでとらえることがで
きます。胆囊がんの一つの危険因子と
しまして、合流異常という病気があり
ます。胆囊がんを疑ったときに、合流
異常がないかどうかの検索をMRIで診
断することができます。ただ、それは
直接の診断ではありませんので、ちょ
っと付随的に、特にがんを疑ったとき
に考慮していただければと思います。
　山内　最近、専門の先生方の間で内
視鏡超音波といったものもあるようで

すけれども、これは威力は発揮できて
いるのでしょうか。
　島田　膵臓がんの場合に内視鏡超音
波は非常に普及してきました。なぜか
といいますと、胃カメラのように細い
針を穿刺して質的診断、病理診断を行
うことが可能になってきたからです。
ただ、胆囊の場合は画像をよく見ると
いうレベルで、直接病理組織を取るこ
とは不可能なので、BMIが非常に高い
方だとか、体重100㎏以上の非常にお
なかの超音波が見づらい方などが対象
です。そういう検査をやることによっ
て、より正確な画像診断を得ることが
重要だと思います。
　山内　あと、胆囊という臓器自体の
特性なのですが、胆囊全摘がよく行わ
れているように、ほかの臓器に比べる
と、取ってしまっても比較的問題が少
ない臓器ということもありますので、
疑わしきは取ってしまえという発想も
ありかなと思われますが、いかがなの
でしょうか。
　島田　先生のような方からそう言っ
ていただけると、外科医も心強くどん
どん手術を勧めるようなことになりま
すが、臓器といいましても、心配だか
ら全部取ってしまっていいということ

は絶対あり得ません。特に、石にして
も、無症状胆石は経過を見ていいとな
っていますので、胆囊ポリープもほと
んどの場合は切除不要、コレステロー
ルポリープであった場合では切除する
必要はありません。ただ、強くがんを
疑う場合には、どうしても手術して切
除して診断する、診断的切除というの
も一つの重要な方法かと思います。
　胆囊がんは有名人の方がなられて世
間にもいろいろと知識が広まってきた
と思いますし、進行がんになってしま
うと致命的ながんで、予後も不良です。
そういう意味では専門家が「これはほ
うっておくと、がんで危険ではないか」
というときは、一つの方法として診断
的に切除することも考えていただきた
いと思います。
　ただし、これは一概に言える問題で
はありません。患者さんの状況、診断、
先ほど言いました危険因子があるのか
ないのか、そういうことを含めてよく
相談しながら考えるべきことかと思い
ますので、ぜひ専門の先生と相談され
て決めることで、安易に切除してはい
けないというのが基本です。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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が、やはり安全だと思います。カメラ
と違いまして、検査自身はそれほど患
者さんに苦痛を与える、侵襲のある検
査ではありませんので、そういう間隔
で見て、ある程度「大きくならないな、
これは動かないな」ということになれ
ば、間隔を１年とかに延ばすことは可
能だと思います。様子を見ることによ
って腫瘍の動きを観察するという時間
的な診断が一つ、病理診断できない部
分をそれで補おうという考え方になる
かと思います。
　山内　胆囊がんの中にも比較的急速
に大きくなったり、あるいは悪化が進
むものもあるのですね。
　島田　そうですね。先ほど申し上げ
ました広茎性のものは、すでにある程
度深くなっている可能性があるので急
速に大きくなってしまうように見える
のです。やはり画像診断、超音波がよ
く見えるようになったといいましても、
有茎性のものはよく見えるのですが、
壁がちょっと肥厚していたりとか、そ
ういうものは膵臓がんのように診断が
非常に難しい形状もあります。これに
関しては、急に大きくなったように思
われる場合もありますので注意が必要
かと思います。ただ、圧倒的に隆起性
病変として発見されるのはポリープ状、
要するに有茎性のものが多いと思いま
す。
　山内　ほかの臓器ですと、超音波が
とりあえずスクリーニングになって、

次の段階でMRIなりCTなりで精密検
査するケースが多いわけですね。一方、
胆囊の場合、超音波検査が主体といっ
たイメージが強いのですが、最近では
そのあたりも変化してきているのでし
ょうか。
　島田　超音波自身が胆囊の中の腫瘍
の性状を非常に見やすいので、次の検
査は何をするかといいますと、やはり
血流状態や深さ、壁の肥厚がどうであ
るかを見ます。空間分解能が高いCT、
MD-CTで行うとよいかと思います。
今までは水平断しか見られなかったも
のが、３Dに再構成することも可能な
ため、超音波のようにいろいろな方向
からポリープを見ることも可能なので、
壁の肥厚像なども精密に見ることがで
きます。ある程度がんを疑った場合は
そういう検査をすることが一つです。
　もう一つ、MRIのお話が今出ました
けれども、胆囊の胆道系の画像診断を、
昔は造影剤でやっていたERCPのよう
な検査を、MRCPでとらえることがで
きます。胆囊がんの一つの危険因子と
しまして、合流異常という病気があり
ます。胆囊がんを疑ったときに、合流
異常がないかどうかの検索をMRIで診
断することができます。ただ、それは
直接の診断ではありませんので、ちょ
っと付随的に、特にがんを疑ったとき
に考慮していただければと思います。
　山内　最近、専門の先生方の間で内
視鏡超音波といったものもあるようで

すけれども、これは威力は発揮できて
いるのでしょうか。
　島田　膵臓がんの場合に内視鏡超音
波は非常に普及してきました。なぜか
といいますと、胃カメラのように細い
針を穿刺して質的診断、病理診断を行
うことが可能になってきたからです。
ただ、胆囊の場合は画像をよく見ると
いうレベルで、直接病理組織を取るこ
とは不可能なので、BMIが非常に高い
方だとか、体重100㎏以上の非常にお
なかの超音波が見づらい方などが対象
です。そういう検査をやることによっ
て、より正確な画像診断を得ることが
重要だと思います。
　山内　あと、胆囊という臓器自体の
特性なのですが、胆囊全摘がよく行わ
れているように、ほかの臓器に比べる
と、取ってしまっても比較的問題が少
ない臓器ということもありますので、
疑わしきは取ってしまえという発想も
ありかなと思われますが、いかがなの
でしょうか。
　島田　先生のような方からそう言っ
ていただけると、外科医も心強くどん
どん手術を勧めるようなことになりま
すが、臓器といいましても、心配だか
ら全部取ってしまっていいということ

は絶対あり得ません。特に、石にして
も、無症状胆石は経過を見ていいとな
っていますので、胆囊ポリープもほと
んどの場合は切除不要、コレステロー
ルポリープであった場合では切除する
必要はありません。ただ、強くがんを
疑う場合には、どうしても手術して切
除して診断する、診断的切除というの
も一つの重要な方法かと思います。
　胆囊がんは有名人の方がなられて世
間にもいろいろと知識が広まってきた
と思いますし、進行がんになってしま
うと致命的ながんで、予後も不良です。
そういう意味では専門家が「これはほ
うっておくと、がんで危険ではないか」
というときは、一つの方法として診断
的に切除することも考えていただきた
いと思います。
　ただし、これは一概に言える問題で
はありません。患者さんの状況、診断、
先ほど言いました危険因子があるのか
ないのか、そういうことを含めてよく
相談しながら考えるべきことかと思い
ますので、ぜひ専門の先生と相談され
て決めることで、安易に切除してはい
けないというのが基本です。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　前立腺がんのトモセラピーと
いうことで、放射線を使った治療のよ
うなのですけれども、そもそもトモセ
ラピーとは何なのでしょう。
　浜　商品名と言ってもいいのかもし
れないのですけれども、特殊な放射線
治療の機械の名前です。ただ、最近で
はこれが非常に普及しまして、一般的
な名前として使われるようになってい
るのです。
　池脇　なかなか珍しい背景ですね。
商品名が治療を示すことばとして、通
用しているのですね。
　浜　そうですね。
　池脇　従来の放射線治療とこのトモ
セラピー、どこが違うのでしょう。
　浜　従来の放射線治療とは、コバル
トを二次元的に広く当てる。そういう
放射線治療器がありまして、それと似
たような放射線治療で、リニアックと

いう放射線治療器があります。これは
日本全国、世界中で非常に普及してい
る一般的な放射線治療器なのですが、
二次元的にビームが出ます。つまり、
ビームから離れるに従って照射野が広
くなっていく。二次元的に照射するに
は非常にいい放射線治療器ですが、体
の中の部分にピンポイントで当ててい
く、あるいはメリハリをつけて当てる
のは非常に難しい。技術を要するので
す。
　しかし、トモセラピーは360度、い
ろいろな方向からくるくると回転しな
がら放射線を当てられる。しかも、照
射する強さ、強度を瞬時に変えること
ができるのです。つまり、前から打つ
ときには強くしたりとか、横から打つ
ときには弱くしたりとか、瞬時に変え
ながら、くるくる回転して、さらにベ
ッドが動くので、患者さん自身から見

るとらせん状に放射線が当たる。そう
いう非常に特殊な構造をしているので
す。ヘリカルCTをご存じだと思うの
ですけれども、まさにヘリカルCTそ
のままの形をしています。
　ただし、普通のCTの場合ですと、診
断を目的とした放射線を使いますので、
とてつもない放射線を出すわけにいき
ません。一般的な放射線なのですが、
トモセラピーの放射線はCTで使って
いるX線をリニアックに変更した構造
になっています。
　池脇　ちょっと単純すぎる言い方か
もしれませんけれども、いわゆる最先
端のCT装置に、放射線を照射するも
のも一緒につけて、それがコンピュー
タ制御で、ぐるぐる回って、ある特定
の部位に集中的に放射線を当てられる
と。
　浜　そうですね。しかも、形状を変
えることができるのです。例えば、ろ
くろで物を作るような、そういうイメ
ージをしていただくとわかりやすいと
思うのですけれども、小さいものから
大きなものまで、非常に細かい照射野
を作ることができるのです。ですから、
頭のてっぺんからお尻まで、メリハリ
をつけた照射が可能です。もちろん、
肺がんや前立腺がんのように、非常に
限局した悪性腫瘍に対して集中的に放
射線を当てることも可能です。
　池脇　従来の放射線治療の場合は、
放射線照射の場所を非常に気にして、

ちょっとずれたりするとたいへんなこ
とでしたけれども、CTも同時につい
ているとすれば、場所の確認も瞬時に
できるということでしょうか。
　浜　従来から、皮膚に、例えばマジ
ックでここら辺という×印をつけて、
その皮膚を目がけて照射が行われてい
ますが、皮膚の位置と体の中の臓器は
必ずしも同一ではないのです。皮膚に
はきちんと当たっているかもしれない
けれども、体の中の臓器にはきちっと
当たっていない可能性があるのです。
　このトモセラピーは、放射線を出す
ビームもあるのですけれども、スイッ
チを切り換えると、診断のための微量
のX線を出せます。つまり、患者さん
が治療の台に乗ったあとに、微量の放
射線を使ってヘリカルCTを撮るので
す。そして、画像を用いて、今のがん
の位置、今打たなければいけない位置
を三次元的に計測して、位置を確認し
て、あらかじめオーダーメイドで作っ
ておいた照射野をそこに当てはめる。
そういう操作を行うのです。
　池脇　先ほど、簡単すぎるかもと言
いましたけれども、まさにCTの機能
もあるのですね。
　浜　そうです。
　池脇　トモセラピーは特に前立腺が
んで効果的だということですけれども、
どうしてなのでしょう。
　浜　まず前立腺の臓器の位置関係で
すが、前立腺のすぐ後ろには直腸とい

前立腺がんのトモセラピー

江戸川病院放射線科部長
浜　　幸　寛

（聞き手　池脇克則）

　前立腺がんのトモセラピーについてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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　池脇　前立腺がんのトモセラピーと
いうことで、放射線を使った治療のよ
うなのですけれども、そもそもトモセ
ラピーとは何なのでしょう。
　浜　商品名と言ってもいいのかもし
れないのですけれども、特殊な放射線
治療の機械の名前です。ただ、最近で
はこれが非常に普及しまして、一般的
な名前として使われるようになってい
るのです。
　池脇　なかなか珍しい背景ですね。
商品名が治療を示すことばとして、通
用しているのですね。
　浜　そうですね。
　池脇　従来の放射線治療とこのトモ
セラピー、どこが違うのでしょう。
　浜　従来の放射線治療とは、コバル
トを二次元的に広く当てる。そういう
放射線治療器がありまして、それと似
たような放射線治療で、リニアックと

いう放射線治療器があります。これは
日本全国、世界中で非常に普及してい
る一般的な放射線治療器なのですが、
二次元的にビームが出ます。つまり、
ビームから離れるに従って照射野が広
くなっていく。二次元的に照射するに
は非常にいい放射線治療器ですが、体
の中の部分にピンポイントで当ててい
く、あるいはメリハリをつけて当てる
のは非常に難しい。技術を要するので
す。
　しかし、トモセラピーは360度、い
ろいろな方向からくるくると回転しな
がら放射線を当てられる。しかも、照
射する強さ、強度を瞬時に変えること
ができるのです。つまり、前から打つ
ときには強くしたりとか、横から打つ
ときには弱くしたりとか、瞬時に変え
ながら、くるくる回転して、さらにベ
ッドが動くので、患者さん自身から見

るとらせん状に放射線が当たる。そう
いう非常に特殊な構造をしているので
す。ヘリカルCTをご存じだと思うの
ですけれども、まさにヘリカルCTそ
のままの形をしています。
　ただし、普通のCTの場合ですと、診
断を目的とした放射線を使いますので、
とてつもない放射線を出すわけにいき
ません。一般的な放射線なのですが、
トモセラピーの放射線はCTで使って
いるX線をリニアックに変更した構造
になっています。
　池脇　ちょっと単純すぎる言い方か
もしれませんけれども、いわゆる最先
端のCT装置に、放射線を照射するも
のも一緒につけて、それがコンピュー
タ制御で、ぐるぐる回って、ある特定
の部位に集中的に放射線を当てられる
と。
　浜　そうですね。しかも、形状を変
えることができるのです。例えば、ろ
くろで物を作るような、そういうイメ
ージをしていただくとわかりやすいと
思うのですけれども、小さいものから
大きなものまで、非常に細かい照射野
を作ることができるのです。ですから、
頭のてっぺんからお尻まで、メリハリ
をつけた照射が可能です。もちろん、
肺がんや前立腺がんのように、非常に
限局した悪性腫瘍に対して集中的に放
射線を当てることも可能です。
　池脇　従来の放射線治療の場合は、
放射線照射の場所を非常に気にして、

ちょっとずれたりするとたいへんなこ
とでしたけれども、CTも同時につい
ているとすれば、場所の確認も瞬時に
できるということでしょうか。
　浜　従来から、皮膚に、例えばマジ
ックでここら辺という×印をつけて、
その皮膚を目がけて照射が行われてい
ますが、皮膚の位置と体の中の臓器は
必ずしも同一ではないのです。皮膚に
はきちんと当たっているかもしれない
けれども、体の中の臓器にはきちっと
当たっていない可能性があるのです。
　このトモセラピーは、放射線を出す
ビームもあるのですけれども、スイッ
チを切り換えると、診断のための微量
のX線を出せます。つまり、患者さん
が治療の台に乗ったあとに、微量の放
射線を使ってヘリカルCTを撮るので
す。そして、画像を用いて、今のがん
の位置、今打たなければいけない位置
を三次元的に計測して、位置を確認し
て、あらかじめオーダーメイドで作っ
ておいた照射野をそこに当てはめる。
そういう操作を行うのです。
　池脇　先ほど、簡単すぎるかもと言
いましたけれども、まさにCTの機能
もあるのですね。
　浜　そうです。
　池脇　トモセラピーは特に前立腺が
んで効果的だということですけれども、
どうしてなのでしょう。
　浜　まず前立腺の臓器の位置関係で
すが、前立腺のすぐ後ろには直腸とい

前立腺がんのトモセラピー

江戸川病院放射線科部長
浜　　幸　寛

（聞き手　池脇克則）

　前立腺がんのトモセラピーについてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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う非常に大事な臓器がありまして、こ
れは放射線に非常に弱いのです。たく
さん当ててしまうと、放射線による障
害、例えば放射線直腸炎とか、そうい
うものが起こってしまいます。また、
前側には膀胱がありまして、それにた
くさん当たってしまうと、放射線膀胱
炎が起きる場合があります。
　ですから、周りに重要な臓器がない
場合には従来型の放射線でもいいのか
もしれないけれども、前立腺に関して
言いますと、周りに大事な臓器があり
ますので、そこを外しながらも、前立
腺に必要な線量を投与する必要がある
のです。トモセラピーではそれらの臓
器を外しながら前立腺に適切な必要な
線量を照射することが可能なのです。
　池脇　今の先生のご説明で、前立腺
というロケーションからトモセラピー
が効果を発揮するのはわかりました。
今度は、前立腺もいろいろなステージ
がありますけれども、基本的にどうい
うステージの前立腺がんに対して適応
になるのでしょう。
　浜　基本的に遠隔転移のない前立腺
がんになります。だいたい３期ぐらい
までの前立腺がんでしたら適応します。
ただ、骨とかいろいろなところに転移
している方の場合には、前立腺の原発
巣だけを治療しても、あまり意味がな
いといいますか、効果が半減してしま
いますので、そういう方に関しては適
応外になります。

　池脇　患者さんの負担はどうなので
しょう。
　浜　幸い保険が通っています。毎日
通わなければいけない点はたいへんな
のですけれども、保険が適用になって
いますので、経済的にはおそらく問題
ないかと思います。
　池脇　１回の照射はどのくらいの時
間なのでしょうか。
　浜　だいたい照射時間は２分です。
位置合わせを毎日行うので、その位置
合わせに約５分ぐらい時間を取ってい
ます。
　池脇　短いですね。
　浜　そうですね。あっけなく終わっ
てしまいます。
　池脇　治療されたのかという気持ち
さえするぐらいに短い。
　浜　そういうことをおっしゃる方も
いらっしゃいます。
　池脇　これは週５日ぐらいですか。
　浜　そうです。
　池脇　それをトータルでどのくらい
の回数行うのでしょう。
　浜　当院では38回、76Gyという放射
線の量を投与しています。
　池脇　連日来るという負担はあって
も、１回がそのくらいの照射でしたら
仕事をしながらでも行える治療という
ことですか。
　浜　そうですね。最近では仕事をし
ながら、仕事帰りに１回寄って帰る方
もけっこうおられます。従来型の放射

線ですと、いろいろなところに放射線
が当たってしまうので、障害が多く出
る方もいらっしゃるのです。そういう
方の場合にはなかなか仕事との両立が
難しい部分もあったのですけれども、
体力的にそれほど放射線による障害が
出ませんので、通常どおりの生活を送
って、治療もきちんと行えます。
　池脇　素晴らしいですね。適応をき
ちんと見極めたうえで治療した場合、
どういう効果があるのでしょう。
　浜　ある一定の量以上、放射線を当
てた場合は、手術と同等か、それ以上
の治療効果があるというデータがあり
ます。ただし、それ以下の放射線の量
でしたら、手術で取ったほうが治療成
績がいいというデータもあります。従
来型の放射線ですと、手術と同等ぐら
いの効果の線量を与えてしまうと、障
害のほうがかなり出てしまうので、使
うのはあまりよくないと、ガイドライ
ン上も手術が第一選択となっていたの
ですけれども、適切な線量が安全に投
与できる場合には、ファーストチョイ
スの治療になっています。
　池脇　患者さんに対しての治療のオ
プションが増えたと考えてよろしいで
すね。
　浜　そうですね。
　池脇　前立腺に関してだいぶお話を
いただきましたけれども、トモセラピ

ーはそれ以外のがんに対してはどうい
う状況なのでしょうか。
　浜　今、入院の方が多いのですけれ
ども、当院では乳がん、脳腫瘍、あと
最近増えているのが肝胆膵のがん、特
に膵臓がんの方の場合には非常に痛み
があったりとか、体力的にかなりたい
へんな方もいらっしゃるのですけれど
も、そうではない方は通常、通院で治
療できますので、膵臓がんも非常にい
い適応となっています。
　池脇　適応が広がっていると。
　浜　そうですね。
　池脇　今のお話に肺がんは入ってい
なかったようですが。
　浜　肺がんもけっこう多いです。肺
がんは、早期の場合は放射線単独で、
だいたい８回ぐらいで終わるのですけ
れども、化学療法と同時併用すること
もありますので、そういう方は入院し
て、同時に抗がん剤を投与しながらト
モセラピーを行うかたちで治療を行っ
ています。
　池脇　現在、日本で、どの程度普及
しているのでしょうか。
　浜　40台ぐらい導入されていると聞
いていますけれども、病院の数でした
ら、だいたい30施設ぐらいとうかがっ
ています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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う非常に大事な臓器がありまして、こ
れは放射線に非常に弱いのです。たく
さん当ててしまうと、放射線による障
害、例えば放射線直腸炎とか、そうい
うものが起こってしまいます。また、
前側には膀胱がありまして、それにた
くさん当たってしまうと、放射線膀胱
炎が起きる場合があります。
　ですから、周りに重要な臓器がない
場合には従来型の放射線でもいいのか
もしれないけれども、前立腺に関して
言いますと、周りに大事な臓器があり
ますので、そこを外しながらも、前立
腺に必要な線量を投与する必要がある
のです。トモセラピーではそれらの臓
器を外しながら前立腺に適切な必要な
線量を照射することが可能なのです。
　池脇　今の先生のご説明で、前立腺
というロケーションからトモセラピー
が効果を発揮するのはわかりました。
今度は、前立腺もいろいろなステージ
がありますけれども、基本的にどうい
うステージの前立腺がんに対して適応
になるのでしょう。
　浜　基本的に遠隔転移のない前立腺
がんになります。だいたい３期ぐらい
までの前立腺がんでしたら適応します。
ただ、骨とかいろいろなところに転移
している方の場合には、前立腺の原発
巣だけを治療しても、あまり意味がな
いといいますか、効果が半減してしま
いますので、そういう方に関しては適
応外になります。

　池脇　患者さんの負担はどうなので
しょう。
　浜　幸い保険が通っています。毎日
通わなければいけない点はたいへんな
のですけれども、保険が適用になって
いますので、経済的にはおそらく問題
ないかと思います。
　池脇　１回の照射はどのくらいの時
間なのでしょうか。
　浜　だいたい照射時間は２分です。
位置合わせを毎日行うので、その位置
合わせに約５分ぐらい時間を取ってい
ます。
　池脇　短いですね。
　浜　そうですね。あっけなく終わっ
てしまいます。
　池脇　治療されたのかという気持ち
さえするぐらいに短い。
　浜　そういうことをおっしゃる方も
いらっしゃいます。
　池脇　これは週５日ぐらいですか。
　浜　そうです。
　池脇　それをトータルでどのくらい
の回数行うのでしょう。
　浜　当院では38回、76Gyという放射
線の量を投与しています。
　池脇　連日来るという負担はあって
も、１回がそのくらいの照射でしたら
仕事をしながらでも行える治療という
ことですか。
　浜　そうですね。最近では仕事をし
ながら、仕事帰りに１回寄って帰る方
もけっこうおられます。従来型の放射

線ですと、いろいろなところに放射線
が当たってしまうので、障害が多く出
る方もいらっしゃるのです。そういう
方の場合にはなかなか仕事との両立が
難しい部分もあったのですけれども、
体力的にそれほど放射線による障害が
出ませんので、通常どおりの生活を送
って、治療もきちんと行えます。
　池脇　素晴らしいですね。適応をき
ちんと見極めたうえで治療した場合、
どういう効果があるのでしょう。
　浜　ある一定の量以上、放射線を当
てた場合は、手術と同等か、それ以上
の治療効果があるというデータがあり
ます。ただし、それ以下の放射線の量
でしたら、手術で取ったほうが治療成
績がいいというデータもあります。従
来型の放射線ですと、手術と同等ぐら
いの効果の線量を与えてしまうと、障
害のほうがかなり出てしまうので、使
うのはあまりよくないと、ガイドライ
ン上も手術が第一選択となっていたの
ですけれども、適切な線量が安全に投
与できる場合には、ファーストチョイ
スの治療になっています。
　池脇　患者さんに対しての治療のオ
プションが増えたと考えてよろしいで
すね。
　浜　そうですね。
　池脇　前立腺に関してだいぶお話を
いただきましたけれども、トモセラピ

ーはそれ以外のがんに対してはどうい
う状況なのでしょうか。
　浜　今、入院の方が多いのですけれ
ども、当院では乳がん、脳腫瘍、あと
最近増えているのが肝胆膵のがん、特
に膵臓がんの方の場合には非常に痛み
があったりとか、体力的にかなりたい
へんな方もいらっしゃるのですけれど
も、そうではない方は通常、通院で治
療できますので、膵臓がんも非常にい
い適応となっています。
　池脇　適応が広がっていると。
　浜　そうですね。
　池脇　今のお話に肺がんは入ってい
なかったようですが。
　浜　肺がんもけっこう多いです。肺
がんは、早期の場合は放射線単独で、
だいたい８回ぐらいで終わるのですけ
れども、化学療法と同時併用すること
もありますので、そういう方は入院し
て、同時に抗がん剤を投与しながらト
モセラピーを行うかたちで治療を行っ
ています。
　池脇　現在、日本で、どの程度普及
しているのでしょうか。
　浜　40台ぐらい導入されていると聞
いていますけれども、病院の数でした
ら、だいたい30施設ぐらいとうかがっ
ています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　佐々木先生、まずこのような
症例、実際にあるのか、多いのかとい
ったあたりからお話し願いたいのです
が。
　佐々木　高齢男性になると、包茎は
確かに多くなるのですけれども、その
包茎が原因で尿路感染をきたす頻度が
どうかといわれますと、さほど大きい
頻度ではないと思います。
　山内　そうすると、必ずしも見逃し
が多いとか、あるいは一種のピットフ
ォールとか、そういうものではないと。
　佐々木　そうではないと思います。
　山内　質問のもう一つのポイントで、
男性の尿路感染ですが、女性ですと 
「ああ、また膀胱炎」のような感じで
すが、男性の場合は尿道が長いことも
あって、従来はあまり膀胱炎とは無縁

とされていたように思います。ところ
が、最近時々見かける気もしますが、
どういった原因なのでしょうか。
　佐々木　先生がおっしゃるように、
最近、中高年の方の膀胱炎ではなくて、
急性前立腺炎を合併する方が多くなっ
ています。それはおそらく洗浄型便座
がありますが、排便後に肛門の水が尿
道に付着したり、洗浄したあとに、そ
の水をぬぐうときに、その水が外尿道
口に付着することによって、逆行性の
感染を起こす頻度が高くなるのではな
いかと思います。実際に私たちのとこ
ろでも患者さんが増えていまして、そ
ういう方は尿培養と血液培養で大腸菌
が検出されることがほとんどです。
　山内　大腸菌ですか。
　佐々木　大腸菌です。

　山内　そうしますと、男性でも女性
と全く同様に水分摂取を盛んにすると
いうのは必要なのですね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　一方で、特養などの入居者に
なりますと、寝たきりでおむつという
方も多いかと思われますが、こちらで
も不潔になることがあり得ますね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。こ
ういう特殊な、普段あまり歩かない状
態の患者さんは、尿路感染症の場合は
必ず残尿をチェックしていただくこと
が大事かと思います。
　山内　高齢者では残尿は多いかと思
われますが、それで尿路感染が起こる
のでしょうか。
　佐々木　残尿が多いと、どうしても
尿の中に、膀胱の中の浮遊物が溜まり
ます。その尿を普通に排尿して検査に
出しますと、白血球多数という結果に
なって出てきますので、伝票の結果を
見ると、尿路感染という言い方になる
かもしれません。
　山内　必ずしも感染ではないことも
あるわけですね。
　佐々木　そうです。
　山内　残尿の検査は必要と考えてよ
ろしいわけですね。
　佐々木　はい。
　山内　それらの原因以外に、まれな
ものはあるのでしょうか。
　佐々木　おむつで、どうしても陰茎
の包皮がいつも汚れた状態、湿った状

態でいますと、陰茎の包皮が徐々に固
くなっていきます。徐々に固くなって
いって、いわゆるピンホールのような
状態になり、患者さんは「おしっこが
出にくい」という言い方をします。お
しっこが出にくいから、高齢男性なの
で前立腺肥大症の薬を出そうというこ
とにつながるのですけれども、よくよ
く観察していただきますと、外尿道口
がピンホールのようになって、陰茎包
皮が固くなっている場合には、閉塞性
乾燥性亀頭炎という特殊な病態になっ
ている場合があります。この場合は陰
茎包皮が固くなって、広がらなくなっ
ていますから、手術適応になります。
　山内　この質問に少し近いパターン
と考えてよろしいですね。
　佐々木　そうですね。
　山内　そうしますと、高齢に限らな
いかもしれませんが、特に高齢の方の
場合の包茎に関しては、現実問題とし
てあまり大きなトラブルはないと考え
てよいのでしょうか。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　手術適応に至ることもあまり
ないと考えてよいのですね。
　佐々木　ないと思います。
　山内　質問のもう一つのポイントと
して、高齢者で、尿路感染なのか、も
しくは尿路に白血球が多いだけなのか
といった点が挙がってきたように思わ
れます。先ほどの話ですが、残尿で、
尿のおりみたいなものが溜まる場合は、

高齢者の包茎手術の適応

昭和大学藤が丘病院泌尿器科教授
佐々木　春　明

（聞き手　山内俊一）

　特別養護老人ホームの嘱託医を任され、高齢入居者の健康管理を行っていま
す。高齢入居者に包茎の方がおられ、時に尿路感染をきたす場合があります。
高齢男性の包茎の手術適応についてご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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　山内　佐々木先生、まずこのような
症例、実際にあるのか、多いのかとい
ったあたりからお話し願いたいのです
が。
　佐々木　高齢男性になると、包茎は
確かに多くなるのですけれども、その
包茎が原因で尿路感染をきたす頻度が
どうかといわれますと、さほど大きい
頻度ではないと思います。
　山内　そうすると、必ずしも見逃し
が多いとか、あるいは一種のピットフ
ォールとか、そういうものではないと。
　佐々木　そうではないと思います。
　山内　質問のもう一つのポイントで、
男性の尿路感染ですが、女性ですと 
「ああ、また膀胱炎」のような感じで
すが、男性の場合は尿道が長いことも
あって、従来はあまり膀胱炎とは無縁

とされていたように思います。ところ
が、最近時々見かける気もしますが、
どういった原因なのでしょうか。
　佐々木　先生がおっしゃるように、
最近、中高年の方の膀胱炎ではなくて、
急性前立腺炎を合併する方が多くなっ
ています。それはおそらく洗浄型便座
がありますが、排便後に肛門の水が尿
道に付着したり、洗浄したあとに、そ
の水をぬぐうときに、その水が外尿道
口に付着することによって、逆行性の
感染を起こす頻度が高くなるのではな
いかと思います。実際に私たちのとこ
ろでも患者さんが増えていまして、そ
ういう方は尿培養と血液培養で大腸菌
が検出されることがほとんどです。
　山内　大腸菌ですか。
　佐々木　大腸菌です。

　山内　そうしますと、男性でも女性
と全く同様に水分摂取を盛んにすると
いうのは必要なのですね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　一方で、特養などの入居者に
なりますと、寝たきりでおむつという
方も多いかと思われますが、こちらで
も不潔になることがあり得ますね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。こ
ういう特殊な、普段あまり歩かない状
態の患者さんは、尿路感染症の場合は
必ず残尿をチェックしていただくこと
が大事かと思います。
　山内　高齢者では残尿は多いかと思
われますが、それで尿路感染が起こる
のでしょうか。
　佐々木　残尿が多いと、どうしても
尿の中に、膀胱の中の浮遊物が溜まり
ます。その尿を普通に排尿して検査に
出しますと、白血球多数という結果に
なって出てきますので、伝票の結果を
見ると、尿路感染という言い方になる
かもしれません。
　山内　必ずしも感染ではないことも
あるわけですね。
　佐々木　そうです。
　山内　残尿の検査は必要と考えてよ
ろしいわけですね。
　佐々木　はい。
　山内　それらの原因以外に、まれな
ものはあるのでしょうか。
　佐々木　おむつで、どうしても陰茎
の包皮がいつも汚れた状態、湿った状

態でいますと、陰茎の包皮が徐々に固
くなっていきます。徐々に固くなって
いって、いわゆるピンホールのような
状態になり、患者さんは「おしっこが
出にくい」という言い方をします。お
しっこが出にくいから、高齢男性なの
で前立腺肥大症の薬を出そうというこ
とにつながるのですけれども、よくよ
く観察していただきますと、外尿道口
がピンホールのようになって、陰茎包
皮が固くなっている場合には、閉塞性
乾燥性亀頭炎という特殊な病態になっ
ている場合があります。この場合は陰
茎包皮が固くなって、広がらなくなっ
ていますから、手術適応になります。
　山内　この質問に少し近いパターン
と考えてよろしいですね。
　佐々木　そうですね。
　山内　そうしますと、高齢に限らな
いかもしれませんが、特に高齢の方の
場合の包茎に関しては、現実問題とし
てあまり大きなトラブルはないと考え
てよいのでしょうか。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　手術適応に至ることもあまり
ないと考えてよいのですね。
　佐々木　ないと思います。
　山内　質問のもう一つのポイントと
して、高齢者で、尿路感染なのか、も
しくは尿路に白血球が多いだけなのか
といった点が挙がってきたように思わ
れます。先ほどの話ですが、残尿で、
尿のおりみたいなものが溜まる場合は、

高齢者の包茎手術の適応

昭和大学藤が丘病院泌尿器科教授
佐々木　春　明

（聞き手　山内俊一）

　特別養護老人ホームの嘱託医を任され、高齢入居者の健康管理を行っていま
す。高齢入居者に包茎の方がおられ、時に尿路感染をきたす場合があります。
高齢男性の包茎の手術適応についてご教示ください。

＜兵庫県開業医＞

ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015） （833）  3332 （832） ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015）

1511本文.indd   32-33 15/10/15   9:46



感染ではないとみてよいのですか。
　佐々木　感染ではありません。
　山内　治療としては、原則的にはあ
まりない、行う必要もないとみてよい
ですか。
　佐々木　ただ残尿が多いと、そこに
感染を起こしやすくなります。尿はち
ょうど37度で、pHもいいので、細菌の
培養地としては非常に優れている媒体
です。ですから、一度感染を起こすと、
残尿があるとなかなか治りにくいこと
がありますので、もし残尿があること
がわかりましたら、残尿を減らすため
に、例えばα1ブロッカーを投与すると
か、あとはウブレチドみたいなコリン
作動薬を少し使ってみるとか考えられ
たらどうでしょうか。
　山内　現在、残尿は簡単に調べるこ
とができるのでしょうか。
　佐々木　ポータブル型の超音波機械
があります。それを恥骨の上部、下腹
部に当てますと、残尿があると、いわ
ゆる囊胞のように、エコーフリースペ
ースとして、真っ黒い状態として見え
ます。排尿後に残尿がなければ、それ
は全くなくて、白い画面しか見えませ
んので、簡単に調べられます。
　山内　男性でも尿路感染が増えてい
るということですが、この場合の尿路
感染は基本的にはどこからの感染なの
でしょうか。
　佐々木　男性の増えてきた感染症と
しては、急性前立腺炎、あとは急性精

巣上体炎を起こすことがあります。
　山内　痛みなどもあるのでしょうね。
　佐々木　急性前立腺炎と急性精巣上
体炎に関しては、腎盂腎炎と並んで泌
尿器科の発熱の３つの大きな感染部位
になっています。
　山内　そうしますと、発熱があるか
ないかで膀胱炎か前立腺炎かといった
鑑別はだいたいできるのですね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　治療は当然抗菌薬になると思
いますが、抗菌薬の使い方を教えてい
ただけますか。
　佐々木　尿路感染の場合、かつては
長期間処方していたこともありますけ
れども、最近は耐性菌の問題もありま
して、短期間で投与するのが原則にな
っています。長くても１週間です。
　山内　原則的には先生方はどういっ
た薬剤をどの程度の期間使われるので
しょうか。
　佐々木　私たちはニューキノロンを
５～７日間投与します。
　山内　よくあるのですが、抗菌薬を
使って、いったんは白血球もなくなっ
た。でも、また出てきたケースがあり
ますが、こういった場合はどうすれば
よろしいですか。
　佐々木　症状として残っていても、
尿中の白血球が増えていなかったり、
培養の検査が陰性であったりした場合
には、漢方薬ですとか、抗菌薬以外の
ものを考えられたほうがいいと思いま

す。
　山内　漢方薬としてはどういったも
のでしょう。
　佐々木　私たちが好んで使っている
のは猪苓湯や牛車腎気丸です。
　山内　そういったものを混ぜながら
対応していくことと、先ほどの特に洗
浄型便座などの生活習慣、こういった
ものの見直しですか。

　佐々木　はい。
　山内　洗浄型便座はつい勧めてしま
うのですが、意外に、それこそピット
フォールの原因があったということで
すね。
　佐々木　泌尿器科的には洗浄型便座
はあまりお勧めできないものだと思っ
ています。
　山内　ありがとうございました。
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感染ではないとみてよいのですか。
　佐々木　感染ではありません。
　山内　治療としては、原則的にはあ
まりない、行う必要もないとみてよい
ですか。
　佐々木　ただ残尿が多いと、そこに
感染を起こしやすくなります。尿はち
ょうど37度で、pHもいいので、細菌の
培養地としては非常に優れている媒体
です。ですから、一度感染を起こすと、
残尿があるとなかなか治りにくいこと
がありますので、もし残尿があること
がわかりましたら、残尿を減らすため
に、例えばα1ブロッカーを投与すると
か、あとはウブレチドみたいなコリン
作動薬を少し使ってみるとか考えられ
たらどうでしょうか。
　山内　現在、残尿は簡単に調べるこ
とができるのでしょうか。
　佐々木　ポータブル型の超音波機械
があります。それを恥骨の上部、下腹
部に当てますと、残尿があると、いわ
ゆる囊胞のように、エコーフリースペ
ースとして、真っ黒い状態として見え
ます。排尿後に残尿がなければ、それ
は全くなくて、白い画面しか見えませ
んので、簡単に調べられます。
　山内　男性でも尿路感染が増えてい
るということですが、この場合の尿路
感染は基本的にはどこからの感染なの
でしょうか。
　佐々木　男性の増えてきた感染症と
しては、急性前立腺炎、あとは急性精

巣上体炎を起こすことがあります。
　山内　痛みなどもあるのでしょうね。
　佐々木　急性前立腺炎と急性精巣上
体炎に関しては、腎盂腎炎と並んで泌
尿器科の発熱の３つの大きな感染部位
になっています。
　山内　そうしますと、発熱があるか
ないかで膀胱炎か前立腺炎かといった
鑑別はだいたいできるのですね。
　佐々木　おっしゃるとおりです。
　山内　治療は当然抗菌薬になると思
いますが、抗菌薬の使い方を教えてい
ただけますか。
　佐々木　尿路感染の場合、かつては
長期間処方していたこともありますけ
れども、最近は耐性菌の問題もありま
して、短期間で投与するのが原則にな
っています。長くても１週間です。
　山内　原則的には先生方はどういっ
た薬剤をどの程度の期間使われるので
しょうか。
　佐々木　私たちはニューキノロンを
５～７日間投与します。
　山内　よくあるのですが、抗菌薬を
使って、いったんは白血球もなくなっ
た。でも、また出てきたケースがあり
ますが、こういった場合はどうすれば
よろしいですか。
　佐々木　症状として残っていても、
尿中の白血球が増えていなかったり、
培養の検査が陰性であったりした場合
には、漢方薬ですとか、抗菌薬以外の
ものを考えられたほうがいいと思いま

す。
　山内　漢方薬としてはどういったも
のでしょう。
　佐々木　私たちが好んで使っている
のは猪苓湯や牛車腎気丸です。
　山内　そういったものを混ぜながら
対応していくことと、先ほどの特に洗
浄型便座などの生活習慣、こういった
ものの見直しですか。

　佐々木　はい。
　山内　洗浄型便座はつい勧めてしま
うのですが、意外に、それこそピット
フォールの原因があったということで
すね。
　佐々木　泌尿器科的には洗浄型便座
はあまりお勧めできないものだと思っ
ています。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　住友先生、小学校１年、中学
校１年、高校１年で心臓健診を行うこ
とになっていますが、そこでの異常に
関しての質問をいただきました。その
異常は房室解離ということです。房室
解離とは何でしょうか。
　住友　まず、正常な洞調律から説明
させていただきます。心臓は４つの部
屋からできています。心臓の上の部屋
を心房、下の部屋を心室といいます。
正常な心房、心室は左右に分かれてい
ます。右心房にある洞結節というのが
心臓の中で最も早く興奮を出す場所で
す。ですから、この場所を生理学的ペ
ースメーカーと呼びます。その洞結節
から出た興奮は心房を通って房室結節
を通り、心室の中に存在する刺激伝導

系を通って心室に伝導します。
　洞結節から出た興奮は心房筋にまず
広がりますので、そのときに心房が収
縮します。そうすると、心電図ではP
波という小さい波が記録されます。ま
た、房室結節を通って心室に興奮を伝
導した波は心室の収縮を起こします。
その心室の収縮はQRSという大きく鋭
い波を形成します。ですから、正常な
洞調律の場合には最初にP波が、その
次にQRS波という順番で心電図が記録
されることになります（図１左）。
　池脇　心臓が動くときのペースメー
カーは洞結節ということになりますね。
　住友　はい、そうです。
　池脇　一方で、房室解離というのは
ちょっと状況が違うのですね。

　住友　例えば、洞結節の興奮が遅く
なってしまうと、洞結節の次に興奮を
早く出す場所は房室結節になります。
ですから、洞結節からの興奮が来ない
うちに、房室結節が興奮を始めてしま
います。房室結節から出た興奮は心室
に伝わりますので、それで心室が収縮
し、QRS波が出現します。ところが、
洞結節がそれより遅い周期で興奮する
ことになると、心房と心室が同時に、
あるいは心室が先に、心房があとに興
奮することになります。こういった状
態を房室解離と呼んでいます（図１右）。
　池脇　洞結節のリズムをつくるペー
スが遅くなるというのが、一つの条件
ということなのでしょうか。
　住友　ほとんどの房室解離と呼ばれ
るものはそのような状態になっていま
す。ですから、だいたいは洞結節の興
奮が遅い、洞徐脈という状態と、房室

結節からの興奮が起こっている接合部
調律を合併していることがほとんどで
す（図２）。
　池脇　房室解離の原因はいろいろな
ものがあるのでしょうか。
　住友　房室解離の種類を何種類かお
話しします。心房と心室が別々な調律
で動いているのを房室解離といいます
が、この定義の中に心房から心室へ伝
導しない状態、これを房室ブロックと
いいます。房室ブロックは房室解離に
は一般的には含めないことになってい
ます。ですから、心房の興奮のほうが
心室から出る興奮より遅ければ、すべ
て房室解離を呈することになります。
　池脇　刺激を起こす頻度がちょっと
遅くなることはあっても、いわゆる伝
導障害は原則含めないのですね。
　住友　そういうことになります。
　池脇　そういった遅くなることに関

小児の房室解離

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授
住　友　直　方

（聞き手　池脇克則）

　小児の房室解離についてご教示ください。
　７歳の男児で生来、心症状はなく、定期健診などでも異常の指摘はありませ
んでした。最近、小学１年時の定期心臓健診で上記を指摘されました。原因や
今後の治療方針などを含めご教示ください。

＜大阪府開業医＞

図１
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　池脇　住友先生、小学校１年、中学
校１年、高校１年で心臓健診を行うこ
とになっていますが、そこでの異常に
関しての質問をいただきました。その
異常は房室解離ということです。房室
解離とは何でしょうか。
　住友　まず、正常な洞調律から説明
させていただきます。心臓は４つの部
屋からできています。心臓の上の部屋
を心房、下の部屋を心室といいます。
正常な心房、心室は左右に分かれてい
ます。右心房にある洞結節というのが
心臓の中で最も早く興奮を出す場所で
す。ですから、この場所を生理学的ペ
ースメーカーと呼びます。その洞結節
から出た興奮は心房を通って房室結節
を通り、心室の中に存在する刺激伝導

系を通って心室に伝導します。
　洞結節から出た興奮は心房筋にまず
広がりますので、そのときに心房が収
縮します。そうすると、心電図ではP
波という小さい波が記録されます。ま
た、房室結節を通って心室に興奮を伝
導した波は心室の収縮を起こします。
その心室の収縮はQRSという大きく鋭
い波を形成します。ですから、正常な
洞調律の場合には最初にP波が、その
次にQRS波という順番で心電図が記録
されることになります（図１左）。
　池脇　心臓が動くときのペースメー
カーは洞結節ということになりますね。
　住友　はい、そうです。
　池脇　一方で、房室解離というのは
ちょっと状況が違うのですね。

　住友　例えば、洞結節の興奮が遅く
なってしまうと、洞結節の次に興奮を
早く出す場所は房室結節になります。
ですから、洞結節からの興奮が来ない
うちに、房室結節が興奮を始めてしま
います。房室結節から出た興奮は心室
に伝わりますので、それで心室が収縮
し、QRS波が出現します。ところが、
洞結節がそれより遅い周期で興奮する
ことになると、心房と心室が同時に、
あるいは心室が先に、心房があとに興
奮することになります。こういった状
態を房室解離と呼んでいます（図１右）。
　池脇　洞結節のリズムをつくるペー
スが遅くなるというのが、一つの条件
ということなのでしょうか。
　住友　ほとんどの房室解離と呼ばれ
るものはそのような状態になっていま
す。ですから、だいたいは洞結節の興
奮が遅い、洞徐脈という状態と、房室

結節からの興奮が起こっている接合部
調律を合併していることがほとんどで
す（図２）。
　池脇　房室解離の原因はいろいろな
ものがあるのでしょうか。
　住友　房室解離の種類を何種類かお
話しします。心房と心室が別々な調律
で動いているのを房室解離といいます
が、この定義の中に心房から心室へ伝
導しない状態、これを房室ブロックと
いいます。房室ブロックは房室解離に
は一般的には含めないことになってい
ます。ですから、心房の興奮のほうが
心室から出る興奮より遅ければ、すべ
て房室解離を呈することになります。
　池脇　刺激を起こす頻度がちょっと
遅くなることはあっても、いわゆる伝
導障害は原則含めないのですね。
　住友　そういうことになります。
　池脇　そういった遅くなることに関

小児の房室解離

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授
住　友　直　方

（聞き手　池脇克則）

　小児の房室解離についてご教示ください。
　７歳の男児で生来、心症状はなく、定期健診などでも異常の指摘はありませ
んでした。最近、小学１年時の定期心臓健診で上記を指摘されました。原因や
今後の治療方針などを含めご教示ください。

＜大阪府開業医＞

図１
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して、病的なものも、そうではないも
のも、いろいろなものがあって、それ
をどのように鑑別していくのでしょう
か。
　住友　先ほどお話しした房室解離＋
接合部調律、これが一番多い房室解離
の原因ですが、房室結節の興奮より、
それより下の心室の興奮が早い場合に
は、房室解離に加えて固有心室調律と
いう調律を呈することがあります。こ
の場合の心電図の違いは、接合部調律

ではQRSの幅が非常に狭いのですが、
固有心室調律ではQRSの幅が広いとい
う違いがあります（図３）。
　池脇　どこから心室のリズムが出て
いるか、今先生がおっしゃった接合部
なのか、固有の心室なのか。こういっ
たものが病的な意義ですとか、あるい
は管理にも何か関連してくるのでしょ
うか。
　住友　若干関連してきます。ただ、
これらの調律に加えて、病的な房室解

離もあります。最もよく知られている
のは、心室の興奮が速くなってしまう
状態、つまり心室頻拍に房室解離を合
併した場合です。これは心室が心房よ
り速く動いてしまう状態で心臓からの
拍出量が低下し、かなり危険な状態で
す（図４）。ですから、早期に治療が
必要なことになります。
　それから、接合部調律も、異所性接
合部頻拍という状態を呈する場合があ
ります。これは接合部頻拍といって、
房室結節から非常に速い頻度で興奮が
出てしまうものです（図５）。その場
合にも房室解離を呈します。接合部頻

拍も治療が必要になります。
　３つ目に、洞結節の興奮の頻度が非
常に少ない場合、これは洞結節機能不
全あるいは洞機能不全症候群と呼ばれ
ますが、洞結節の興奮頻度が非常に低
いために、房室結節あるいは接合部か
らの調律が出てしまう。これも脈が遅
いという異常で、治療が必要になる病
態です（図６）。
　池脇　今、先生がおっしゃったもの
に関しては、非常に病的で、リスクが
あるということですが、健診で見つか
るかというと、そんなには見つからな
いと考えてよろしいですか。

図２　房室解離 図４　心室頻拍、房室解離

図３　房室解離、固有心室調律
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して、病的なものも、そうではないも
のも、いろいろなものがあって、それ
をどのように鑑別していくのでしょう
か。
　住友　先ほどお話しした房室解離＋
接合部調律、これが一番多い房室解離
の原因ですが、房室結節の興奮より、
それより下の心室の興奮が早い場合に
は、房室解離に加えて固有心室調律と
いう調律を呈することがあります。こ
の場合の心電図の違いは、接合部調律

ではQRSの幅が非常に狭いのですが、
固有心室調律ではQRSの幅が広いとい
う違いがあります（図３）。
　池脇　どこから心室のリズムが出て
いるか、今先生がおっしゃった接合部
なのか、固有の心室なのか。こういっ
たものが病的な意義ですとか、あるい
は管理にも何か関連してくるのでしょ
うか。
　住友　若干関連してきます。ただ、
これらの調律に加えて、病的な房室解

離もあります。最もよく知られている
のは、心室の興奮が速くなってしまう
状態、つまり心室頻拍に房室解離を合
併した場合です。これは心室が心房よ
り速く動いてしまう状態で心臓からの
拍出量が低下し、かなり危険な状態で
す（図４）。ですから、早期に治療が
必要なことになります。
　それから、接合部調律も、異所性接
合部頻拍という状態を呈する場合があ
ります。これは接合部頻拍といって、
房室結節から非常に速い頻度で興奮が
出てしまうものです（図５）。その場
合にも房室解離を呈します。接合部頻

拍も治療が必要になります。
　３つ目に、洞結節の興奮の頻度が非
常に少ない場合、これは洞結節機能不
全あるいは洞機能不全症候群と呼ばれ
ますが、洞結節の興奮頻度が非常に低
いために、房室結節あるいは接合部か
らの調律が出てしまう。これも脈が遅
いという異常で、治療が必要になる病
態です（図６）。
　池脇　今、先生がおっしゃったもの
に関しては、非常に病的で、リスクが
あるということですが、健診で見つか
るかというと、そんなには見つからな
いと考えてよろしいですか。

図２　房室解離 図４　心室頻拍、房室解離

図３　房室解離、固有心室調律
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　住友　これは非常にまれな状態だと
思います。
　池脇　そうしますと、質問のように、
今まで何も異常が指摘されていない。
本人自身も心臓に関しての何の既往も
ない。おそらく何も自覚症状がないの
だろうと思いますけれども、たまたま
小学校１年の心臓健診で房室解離を指
摘されたということですと、先ほど先
生が言われた接合部調律か、あるいは
固有心室調律かになると思うのですけ
れども、どういうふうに管理していく
のでしょうか。
　住友　今お話しした房室解離に接合
部調律もしくは固有心室調律を合併し
ている病態が学校健診で発見される房
室解離のほとんどになると思います。
この３つの病態はほぼ一つの調律とし
て、管理あるいは指導を行うことにな
っています。ただ、こういったものが
最初に見つかった場合には、必ず二次
以降の検診を行って、病的なものかど
うかを判断する必要があります（表１）。
　池脇　具体的にはどういう検査をし
ていくのでしょうか。
　住友　まず心室の拍数を観察します。
その病態に応じて、運動負荷心電図や
ホルター心電図を記録することになっ
ています。管理の条件としては、安静
時の心室拍数が80/分未満の場合には
運動負荷試験を行います。運動負荷試
験で洞調律となって、心室拍数が増加
する場合には管理は必要ありません。

心室拍数が80/分以上の場合には、上
室頻拍という不整脈に準じて管理およ
び治療を行うことになっています。
　それから、運動負荷をかけても洞性
心拍数の増加が非常に悪い場合には、
洞結節機能不全に準じて治療および管
理を行っていただくことになります
（表２）。
　池脇　学校で運動もしますでしょう
し、そういったときのリスクを評価し
ていくことになりますね。
　住友　そうです。
　池脇　今のが接合部調律なのでしょ
うか。
　住友　接合部調律に合併した房室解
離の場合です。これは固有心室調律に
関してもほぼ同様の管理を行います。
　池脇　発見時にはこういった精査を
したうえできちんと評価をするわけで
すが、一般的に小児の房室解離は、学
校での生活の制限などはあまり必要な
いのでしょうか。
　住友　運動負荷で正常な心拍になる

図５　異所性接合部頻拍、房室解離

図６　房室解離、洞機能不全症候群

表１　一次検診での判定の目安

調　　律
房室解離 順向性伝導障

害がなく、心
房と心室が別
の調律中枢に
支配されてい
る状態（房室
解離）および
類縁調律異常

二次以降
の検診を
行う

接合部調律

固有心室調律
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　住友　これは非常にまれな状態だと
思います。
　池脇　そうしますと、質問のように、
今まで何も異常が指摘されていない。
本人自身も心臓に関しての何の既往も
ない。おそらく何も自覚症状がないの
だろうと思いますけれども、たまたま
小学校１年の心臓健診で房室解離を指
摘されたということですと、先ほど先
生が言われた接合部調律か、あるいは
固有心室調律かになると思うのですけ
れども、どういうふうに管理していく
のでしょうか。
　住友　今お話しした房室解離に接合
部調律もしくは固有心室調律を合併し
ている病態が学校健診で発見される房
室解離のほとんどになると思います。
この３つの病態はほぼ一つの調律とし
て、管理あるいは指導を行うことにな
っています。ただ、こういったものが
最初に見つかった場合には、必ず二次
以降の検診を行って、病的なものかど
うかを判断する必要があります（表１）。
　池脇　具体的にはどういう検査をし
ていくのでしょうか。
　住友　まず心室の拍数を観察します。
その病態に応じて、運動負荷心電図や
ホルター心電図を記録することになっ
ています。管理の条件としては、安静
時の心室拍数が80/分未満の場合には
運動負荷試験を行います。運動負荷試
験で洞調律となって、心室拍数が増加
する場合には管理は必要ありません。

心室拍数が80/分以上の場合には、上
室頻拍という不整脈に準じて管理およ
び治療を行うことになっています。
　それから、運動負荷をかけても洞性
心拍数の増加が非常に悪い場合には、
洞結節機能不全に準じて治療および管
理を行っていただくことになります
（表２）。
　池脇　学校で運動もしますでしょう
し、そういったときのリスクを評価し
ていくことになりますね。
　住友　そうです。
　池脇　今のが接合部調律なのでしょ
うか。
　住友　接合部調律に合併した房室解
離の場合です。これは固有心室調律に
関してもほぼ同様の管理を行います。
　池脇　発見時にはこういった精査を
したうえできちんと評価をするわけで
すが、一般的に小児の房室解離は、学
校での生活の制限などはあまり必要な
いのでしょうか。
　住友　運動負荷で正常な心拍になる

図５　異所性接合部頻拍、房室解離

図６　房室解離、洞機能不全症候群

表１　一次検診での判定の目安

調　　律
房室解離 順向性伝導障

害がなく、心
房と心室が別
の調律中枢に
支配されてい
る状態（房室
解離）および
類縁調律異常

二次以降
の検診を
行う

接合部調律

固有心室調律
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ものは管理不要なことがほとんどです。
　池脇　治療方針を教えてくださいと
いうことですけれども、治療は不要と
考えてよろしいですか。
　住友　きちんと二次検診を行い、ま

た正常な洞調律に運動で戻ることが確
認できれば、治療は必要ないことがほ
とんどだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

表２　接合部調律

房室接合部の刺激発生頻度は30～60/分であり、小児では睡眠時、運動
選手、迷走神経緊張状態などで出現することがある。運動負荷試験にて
洞調律に復する。

１．管理指導区分決定のための取り扱い
　　 心室拍数を観察し、必要に応じて運動負荷試験やホルター心電図記
録を行う。

２．管理指導区分の条件と観察間隔
（1）  安静時心室拍数80/分未満で運動負荷にて洞調律となり心室拍数の

増加が良い場合：管理不要
（2）安静時心室拍数80/分以上の場合：上室頻拍に準ずる。
（3）運動により洞性心拍数の増加が悪い場合：洞結節機能不全に準ずる。

吉永正夫、他：器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導
ガイドライン（平成24年度改訂）、日小循環器会誌29：277-290、2013

　山内　乾先生、まず初めの質問で、
唾液等で水平感染することもあります
かということです。本来は垂直感染が
有名だったのですが、水平感染という
概念も出てきているとみてよろしいの
でしょうか。
　乾　以前から厚生労働省、ウイルス
肝炎研究財団、日本医師会感染危機管
理対策室では、「乳幼児に口移しで食
べ物を与えないようにする」と指導し
てきました。それはおそらく乳幼児の
口腔内に見えない傷があって、そこか
ら血液を介して感染することがあると
いう意味だと解釈できます。私どもは、
唾液以外に涙とか汗の中にも、感染性
ウイルス粒子が存在することを2012年

に報告させていただきました。すなわ
ち、小さい見えない傷などがあります
と涙や汗から感染する可能性はあると
思います。
　山内　そうしますと、汗などに至っ
ては普通にかいていますし、唾液も、
非常に濃厚な接触でなくても、普通の
会話でも出てくるでしょうし、赤ちゃ
んなどは泣いていると唾液が飛び散っ
ている可能性もありますね。そのあた
り、全部気をつけなければだめですか。
　乾　いいえ、そういう意味ではあり
ません。握手とか、ちょっと涙をさわ
ったら感染するというのではなく、お
そらく見えない小さな傷から血液を介
して感染するのだと思います。例えば、

乳幼児のB型肝炎ウイルス

済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科部長
乾　　あやの

（聞き手　山内俊一）

　乳幼児のB型肝炎ウイルスによる感染の危険性についてご教示ください。
　１．唾液等で水平感染することもあるか。
　２．現在ワクチン接種は母親がキャリアの場合を除いて実費ですが、いつご

ろまでに何回するのがよいか。
　３．使用可能な２種のワクチンに効力の差はあるか。

＜広島県開業医＞
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ものは管理不要なことがほとんどです。
　池脇　治療方針を教えてくださいと
いうことですけれども、治療は不要と
考えてよろしいですか。
　住友　きちんと二次検診を行い、ま

た正常な洞調律に運動で戻ることが確
認できれば、治療は必要ないことがほ
とんどだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

表２　接合部調律

房室接合部の刺激発生頻度は30～60/分であり、小児では睡眠時、運動
選手、迷走神経緊張状態などで出現することがある。運動負荷試験にて
洞調律に復する。

１．管理指導区分決定のための取り扱い
　　 心室拍数を観察し、必要に応じて運動負荷試験やホルター心電図記
録を行う。

２．管理指導区分の条件と観察間隔
（1）  安静時心室拍数80/分未満で運動負荷にて洞調律となり心室拍数の

増加が良い場合：管理不要
（2）安静時心室拍数80/分以上の場合：上室頻拍に準ずる。
（3）運動により洞性心拍数の増加が悪い場合：洞結節機能不全に準ずる。

吉永正夫、他：器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導
ガイドライン（平成24年度改訂）、日小循環器会誌29：277-290、2013

　山内　乾先生、まず初めの質問で、
唾液等で水平感染することもあります
かということです。本来は垂直感染が
有名だったのですが、水平感染という
概念も出てきているとみてよろしいの
でしょうか。
　乾　以前から厚生労働省、ウイルス
肝炎研究財団、日本医師会感染危機管
理対策室では、「乳幼児に口移しで食
べ物を与えないようにする」と指導し
てきました。それはおそらく乳幼児の
口腔内に見えない傷があって、そこか
ら血液を介して感染することがあると
いう意味だと解釈できます。私どもは、
唾液以外に涙とか汗の中にも、感染性
ウイルス粒子が存在することを2012年

に報告させていただきました。すなわ
ち、小さい見えない傷などがあります
と涙や汗から感染する可能性はあると
思います。
　山内　そうしますと、汗などに至っ
ては普通にかいていますし、唾液も、
非常に濃厚な接触でなくても、普通の
会話でも出てくるでしょうし、赤ちゃ
んなどは泣いていると唾液が飛び散っ
ている可能性もありますね。そのあた
り、全部気をつけなければだめですか。
　乾　いいえ、そういう意味ではあり
ません。握手とか、ちょっと涙をさわ
ったら感染するというのではなく、お
そらく見えない小さな傷から血液を介
して感染するのだと思います。例えば、

乳幼児のB型肝炎ウイルス

済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科部長
乾　　あやの

（聞き手　山内俊一）

　乳幼児のB型肝炎ウイルスによる感染の危険性についてご教示ください。
　１．唾液等で水平感染することもあるか。
　２．現在ワクチン接種は母親がキャリアの場合を除いて実費ですが、いつご

ろまでに何回するのがよいか。
　３．使用可能な２種のワクチンに効力の差はあるか。

＜広島県開業医＞
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保育園の集団感染などでの事例を見ま
すと、アトピー性皮膚炎があったり、
水痘の治りかけだったり、やけどの跡
など、完全治癒をしなくて保育園に出
さざるを得ないような状況下で集団感
染が起こっています。見えない傷とい
うのは、特に小さい子どもたちはわか
りにくいと思います。
　山内　ただ、念頭には置いておきま
しょうということですね。過剰な反応
に陥らないようにしながらですね。
　乾　そうですね。
　山内　２番目の質問ですが、現在、
ワクチン接種は母親がキャリアの場合
を除いて実費ですが、これはいつごろ
無料化するのかという話と、何回ぐら
い接種するのかという話です。このあ
たり、少し進捗はあるのでしょうか。
　乾　実はWHOに加盟している193カ
国の中の183カ国、約95％の国と地域
では出生児全員にHBワクチンを接種
しています。
　特に３歳以下にうつりますと、90％
がキャリア化します。すなわち、今内
科の先生方が診ている慢性肝炎、肝硬
変、肝がんの患者さんは、実は３歳以
下でB型肝炎ウイルスに感染したので
す。すなわち、３歳以下で３回HBワ
クチンを接種しますと肝硬変、肝がん
の予防にもなります。また、すでに肺
炎球菌ワクチンで効果が出てきていま
すが、小児期に集団での肺炎球菌ワク
チン接種をすることにより、成人の肺

炎の罹患率が低下してきています。い
わゆる集団免疫効果です。同様にHB
ワクチンも乳幼児に定期接種すること
により、現在急増している成人の急性
肝炎の罹患率を下げる効果が期待でき
ます。
　このような経緯もあり、早ければ
2016年度から０歳児に限って定期接種
化が開始されることが、2015年１月の
厚生労働省の予防接種・ワクチン分科
会で決定しました。
　山内　かなり安い費用でできると考
えてよろしいでしょうか。
　乾　はい、そう思います。
　山内　いつごろまでに何回接種する
のがよいのかということですが、その
前に、０歳児でも例えば未熟児の場合
もありますが、こういったケースへの
対応はどうなのでしょう。
　乾　2,000g未満の低出生体重児に対
する予防について、今まで日本小児科
学会は説明文を出していなかったので
すが、2014年３月16日付で方針を出し
ました。詳細は、日本小児科学会のホ
ームページを参照いただければと存じ
ます。簡単に申し上げますと、出生体
重2,000g未満の低出生体重児はHBワク
チンに対する免疫応答の未熟性から、
４回接種を推奨しています。一歩前進
したと思います。
　山内　一般の赤ちゃんの場合は何回
接種ですか。
　乾　３回です。B型肝炎キャリアの

お母さんから生まれた児たちは、生ま
れてすぐ12時間以内と生後１カ月、６
カ月です。それ以外のお子さんたちに
関しては、生後２カ月、３カ月、７～８
カ月で打ちます。低出生体重児で出生
されても、お母さんがB型肝炎キャリ
アでなければ生後２カ月からでもいい
と思いますが、４回接種したほうがよ
いと思います。
　山内　これらで予防効果はかなり期
待できるわけですね。
　乾　一歩前進だと思います。しかし、
お話しした通り、３歳までに感染する
とキャリアになりやすいので、０歳児
だけに限定して定期接種化しても不十
分だというご意見はたくさんうかがっ
ています。３歳児まで３回接種をやっ
てもらえないかという要望は、日本小
児科医会等から出てきているようです。
　山内　もう少しlong actingなものが
できればいいのですけれども、なかな
か難しいですね。
　乾　おっしゃるとおりだと思います。
　山内　３番目の質問ですが、使用可
能なワクチンは現在２種類ということ
で、効力の差、あるいはほかにいろい
ろな差異はあるのでしょうか。
　乾　一つは国産ワクチンのビームゲ
ンで、これは我々がずっと日本人とし
て持っているウイルスからつくられた
ものです。もう一つ、ヘプタバックス- 
Ⅱというのはアメリカでつくられたも
のです。

　実は、B型肝炎というのは８種類の
遺伝子型があります。ヘプタバックス
という欧米でつくられているものは、
欧米人由来ですので、効果があるのか
心配される方もおられると思いますが、
ヘプタバックス-Ⅱについては世界で
54カ国・地域、6,200万人、いろいろな
遺伝子型に使われていますので、効果
に問題はないと思います。
　国産のビームゲンについては、1980
年代の開発時代から日本国民には接種
されているので、安心して使っていた
だけます。欧米由来の遺伝子型Aがビ
ームゲンで予防できるというデータは、
私どもの４例での検討では証明されて
いますが、たくさんの症例での検討は
ありません。しかし、B型肝炎の免疫
原性は抗原決定基Aで決定されており、
これはビームゲンもヘプタバックス-Ⅱ
も共通です。すなわち、どのHBワク
チンでも効果があると考えられていま
す。
　山内　基本的には大きな差はないと
考えてよいわけですね。
　乾　そうです。大丈夫だと思います。
　山内　日本人からつくられたという
意味ではビームゲンのほうが一見よさ
そうなのですが、欧米型がまだあると
いうのは、それが必要な理由もあるの
でしょうか。
　乾　実は成人でB型肝炎の急性肝炎
が今増えているのですが、それは主に
性感染症で蔓延していますが、遺伝子
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保育園の集団感染などでの事例を見ま
すと、アトピー性皮膚炎があったり、
水痘の治りかけだったり、やけどの跡
など、完全治癒をしなくて保育園に出
さざるを得ないような状況下で集団感
染が起こっています。見えない傷とい
うのは、特に小さい子どもたちはわか
りにくいと思います。
　山内　ただ、念頭には置いておきま
しょうということですね。過剰な反応
に陥らないようにしながらですね。
　乾　そうですね。
　山内　２番目の質問ですが、現在、
ワクチン接種は母親がキャリアの場合
を除いて実費ですが、これはいつごろ
無料化するのかという話と、何回ぐら
い接種するのかという話です。このあ
たり、少し進捗はあるのでしょうか。
　乾　実はWHOに加盟している193カ
国の中の183カ国、約95％の国と地域
では出生児全員にHBワクチンを接種
しています。
　特に３歳以下にうつりますと、90％
がキャリア化します。すなわち、今内
科の先生方が診ている慢性肝炎、肝硬
変、肝がんの患者さんは、実は３歳以
下でB型肝炎ウイルスに感染したので
す。すなわち、３歳以下で３回HBワ
クチンを接種しますと肝硬変、肝がん
の予防にもなります。また、すでに肺
炎球菌ワクチンで効果が出てきていま
すが、小児期に集団での肺炎球菌ワク
チン接種をすることにより、成人の肺

炎の罹患率が低下してきています。い
わゆる集団免疫効果です。同様にHB
ワクチンも乳幼児に定期接種すること
により、現在急増している成人の急性
肝炎の罹患率を下げる効果が期待でき
ます。
　このような経緯もあり、早ければ
2016年度から０歳児に限って定期接種
化が開始されることが、2015年１月の
厚生労働省の予防接種・ワクチン分科
会で決定しました。
　山内　かなり安い費用でできると考
えてよろしいでしょうか。
　乾　はい、そう思います。
　山内　いつごろまでに何回接種する
のがよいのかということですが、その
前に、０歳児でも例えば未熟児の場合
もありますが、こういったケースへの
対応はどうなのでしょう。
　乾　2,000g未満の低出生体重児に対
する予防について、今まで日本小児科
学会は説明文を出していなかったので
すが、2014年３月16日付で方針を出し
ました。詳細は、日本小児科学会のホ
ームページを参照いただければと存じ
ます。簡単に申し上げますと、出生体
重2,000g未満の低出生体重児はHBワク
チンに対する免疫応答の未熟性から、
４回接種を推奨しています。一歩前進
したと思います。
　山内　一般の赤ちゃんの場合は何回
接種ですか。
　乾　３回です。B型肝炎キャリアの

お母さんから生まれた児たちは、生ま
れてすぐ12時間以内と生後１カ月、６
カ月です。それ以外のお子さんたちに
関しては、生後２カ月、３カ月、７～８
カ月で打ちます。低出生体重児で出生
されても、お母さんがB型肝炎キャリ
アでなければ生後２カ月からでもいい
と思いますが、４回接種したほうがよ
いと思います。
　山内　これらで予防効果はかなり期
待できるわけですね。
　乾　一歩前進だと思います。しかし、
お話しした通り、３歳までに感染する
とキャリアになりやすいので、０歳児
だけに限定して定期接種化しても不十
分だというご意見はたくさんうかがっ
ています。３歳児まで３回接種をやっ
てもらえないかという要望は、日本小
児科医会等から出てきているようです。
　山内　もう少しlong actingなものが
できればいいのですけれども、なかな
か難しいですね。
　乾　おっしゃるとおりだと思います。
　山内　３番目の質問ですが、使用可
能なワクチンは現在２種類ということ
で、効力の差、あるいはほかにいろい
ろな差異はあるのでしょうか。
　乾　一つは国産ワクチンのビームゲ
ンで、これは我々がずっと日本人とし
て持っているウイルスからつくられた
ものです。もう一つ、ヘプタバックス- 
Ⅱというのはアメリカでつくられたも
のです。

　実は、B型肝炎というのは８種類の
遺伝子型があります。ヘプタバックス
という欧米でつくられているものは、
欧米人由来ですので、効果があるのか
心配される方もおられると思いますが、
ヘプタバックス-Ⅱについては世界で
54カ国・地域、6,200万人、いろいろな
遺伝子型に使われていますので、効果
に問題はないと思います。
　国産のビームゲンについては、1980
年代の開発時代から日本国民には接種
されているので、安心して使っていた
だけます。欧米由来の遺伝子型Aがビ
ームゲンで予防できるというデータは、
私どもの４例での検討では証明されて
いますが、たくさんの症例での検討は
ありません。しかし、B型肝炎の免疫
原性は抗原決定基Aで決定されており、
これはビームゲンもヘプタバックス-Ⅱ
も共通です。すなわち、どのHBワク
チンでも効果があると考えられていま
す。
　山内　基本的には大きな差はないと
考えてよいわけですね。
　乾　そうです。大丈夫だと思います。
　山内　日本人からつくられたという
意味ではビームゲンのほうが一見よさ
そうなのですが、欧米型がまだあると
いうのは、それが必要な理由もあるの
でしょうか。
　乾　実は成人でB型肝炎の急性肝炎
が今増えているのですが、それは主に
性感染症で蔓延していますが、遺伝子
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型Aによる感染が大きくかかわってい
ます。我々の国は母子感染予防のみ行
い、水平感染予防を行っていなかった
ので、ワクチンを打っていない世代で
の主に性感染による感染拡大が問題に
なっています。
　そうすると、このような感染が母子
感染予防のために主に使用されてきた
遺伝子型C由来のワクチンで感染が防
御できるかということが、特に成人を
診ている内科の先生方は心配になると
思います。現在は動物実験でも感染防
御が可能であると証明されていますし、
先にも述べましたように、私どもも４
症例ですけれども、遺伝子型Aのお母
さんから生まれた赤ちゃんにビームゲ
ンを接種して、きちんとHBs抗体がつ

いていますので、大丈夫だと思います。
　山内　少し横道にそれますが、今の
話ですと、性感染症ということと、唾
液等での感染もあるとなりますと、お
父さんからの感染もあるということで
すね。
　乾　あります。近ごろはお父さんも
育児に積極的に参加されています。先
生がおっしゃるように、お父さんから
の感染は全く今野放しですので、そう
いう意味からも早期にワクチンが必要
かと思います。
　山内　啓発活動が大事だということ
ですね。
　乾　はい、大事だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　レジオネラ症ということでう
かがいます。レジオネラ症は、比較的
最近わかったものですね。
　比嘉　レジオネラ症は、1976年の米
国フィラデルフィアでの集団発生を契
機に発見されたものです。
　齊藤　どんなことが起こったのです
か。
　比嘉　フィラデルフィアのホテルで
在郷軍人の集会があり、そのときにた
くさんの方が原因不明の肺炎にかかっ
て亡くなられました。具体的には221
名の方が肺炎になって、34名の方が亡
くなったという、非常に大きなアウト
ブレイクを起こしました。
　齊藤　相当死亡率が高いということ
で、現代のエボラ出血熱とかMERS 
（中東呼吸器症候群）のように、かな
りパニックになったのでしょうね。
　比嘉　米国ではそのようになったと
思います。
　齊藤　死亡率が高かったのは、通常
の治療をやっても、うまくいかなかっ
たのでしょうか。

　比嘉　通常、肺炎に対してはペニシ
リン、セフェム系など、βラクタム系
の抗菌薬が使われますが、あとからわ
かってきたのですが、このレジオネラ
症は、βラクタム系薬が効かなかった
のです。
　齊藤　ホテルでの集会で起こったと
いうことで、感染経路に特徴的なこと
があったのですか。
　比嘉　環境調査をすると、近くの冷
却塔水の中にレジオネラ菌が検出され
ました。多分様々な空調設備などを介
して、レジオネラ菌を含むエアロゾル
が環境中に広がったのではないかと推
測されています。
　齊藤　水の中にすんでいるというこ
とでしょうか。
　比嘉　レジオネラ菌は水の中を好ん
で生息しています。
　齊藤　サーベイランスが行われてい
るということですが、日本ではどのよ
うになっているのでしょうか。
　比嘉　日本では、感染症法に基づい
て、４類感染症に指定されています。

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

国立病院機構沖縄病院呼吸器内科部長
比　嘉　　太

（聞き手　齊藤郁夫）

レジオネラ症
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型Aによる感染が大きくかかわってい
ます。我々の国は母子感染予防のみ行
い、水平感染予防を行っていなかった
ので、ワクチンを打っていない世代で
の主に性感染による感染拡大が問題に
なっています。
　そうすると、このような感染が母子
感染予防のために主に使用されてきた
遺伝子型C由来のワクチンで感染が防
御できるかということが、特に成人を
診ている内科の先生方は心配になると
思います。現在は動物実験でも感染防
御が可能であると証明されていますし、
先にも述べましたように、私どもも４
症例ですけれども、遺伝子型Aのお母
さんから生まれた赤ちゃんにビームゲ
ンを接種して、きちんとHBs抗体がつ

いていますので、大丈夫だと思います。
　山内　少し横道にそれますが、今の
話ですと、性感染症ということと、唾
液等での感染もあるとなりますと、お
父さんからの感染もあるということで
すね。
　乾　あります。近ごろはお父さんも
育児に積極的に参加されています。先
生がおっしゃるように、お父さんから
の感染は全く今野放しですので、そう
いう意味からも早期にワクチンが必要
かと思います。
　山内　啓発活動が大事だということ
ですね。
　乾　はい、大事だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　レジオネラ症ということでう
かがいます。レジオネラ症は、比較的
最近わかったものですね。
　比嘉　レジオネラ症は、1976年の米
国フィラデルフィアでの集団発生を契
機に発見されたものです。
　齊藤　どんなことが起こったのです
か。
　比嘉　フィラデルフィアのホテルで
在郷軍人の集会があり、そのときにた
くさんの方が原因不明の肺炎にかかっ
て亡くなられました。具体的には221
名の方が肺炎になって、34名の方が亡
くなったという、非常に大きなアウト
ブレイクを起こしました。
　齊藤　相当死亡率が高いということ
で、現代のエボラ出血熱とかMERS 
（中東呼吸器症候群）のように、かな
りパニックになったのでしょうね。
　比嘉　米国ではそのようになったと
思います。
　齊藤　死亡率が高かったのは、通常
の治療をやっても、うまくいかなかっ
たのでしょうか。

　比嘉　通常、肺炎に対してはペニシ
リン、セフェム系など、βラクタム系
の抗菌薬が使われますが、あとからわ
かってきたのですが、このレジオネラ
症は、βラクタム系薬が効かなかった
のです。
　齊藤　ホテルでの集会で起こったと
いうことで、感染経路に特徴的なこと
があったのですか。
　比嘉　環境調査をすると、近くの冷
却塔水の中にレジオネラ菌が検出され
ました。多分様々な空調設備などを介
して、レジオネラ菌を含むエアロゾル
が環境中に広がったのではないかと推
測されています。
　齊藤　水の中にすんでいるというこ
とでしょうか。
　比嘉　レジオネラ菌は水の中を好ん
で生息しています。
　齊藤　サーベイランスが行われてい
るということですが、日本ではどのよ
うになっているのでしょうか。
　比嘉　日本では、感染症法に基づい
て、４類感染症に指定されています。

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

国立病院機構沖縄病院呼吸器内科部長
比　嘉　　太

（聞き手　齊藤郁夫）

レジオネラ症
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1999年から全国的なサーベイランスが
継続的に行われ、2014年には1,200名余
りの患者さんが報告されています。
　齊藤　どんな人がかかりやすいので
すか。
　比嘉　これまでの検討ですと、50代
を中心とした男性の方、社会的に活動
されている方々と、70代以上の高齢者、
高齢者では性差がないのですけれども、
そうした患者さんが多いようです。
　齊藤　感染源が水ということですけ
れども、具体的にはどんなことになり
ますか。
　比嘉　日本でも、2000年代初めには
幾つかの集団発生がありました。その
多くは循環式の入浴設備と関連してい
ます。これは一つの大きなリスクにな
ると思われます。
　齊藤　24時間風呂ですか。
　比嘉　当時使用されていた24時間風
呂も、循環式のお風呂の中にレジオネ
ラがすみついてしまうことがリスクの
要因であったと考えられています。
　齊藤　そうしますと、ご自宅に持っ
ている人もそういうことがあり得たと
いうことですね。
　比嘉　かつてはありました。
　齊藤　今はどうですか。
　比嘉　現在はそうしたリスクが十分
認識されていますので、入浴施設ある
いは個人のお風呂でも、こうしたこと
が起こらないような安全対策が原則と
して取られています。

　齊藤　しかし、まだ1,000名を超える
患者数ということは、一部にそういう
ところがあるのですね。
　比嘉　レジオネラ菌は実際には環境
中に広く生息していますので、ちょっ
としたことで増えてしまう場所があり
ますし、レジオネラ菌の曝露を完全に
防ぐのは難しいということだと思いま
す。
　齊藤　プール、海水浴はどうですか。
　比嘉　プールの場合には、塩素濃度
が十分に維持されていますので発生す
ることはありません。また、海水中に
もレジオネラ菌はいませんので、海水
浴も心配は全くありません。
　齊藤　具体的に症状はどういったこ
とが起こりますか。
　比嘉　レジオネラ症は、レジオネラ
菌を吸入することで肺炎を起こします。
肺炎の症状が出てくるということです
が、発熱、咳、呼吸困難などが主な症
状になります。普通の肺炎と少し違っ
て、消化器症状、下痢とか腹痛、ある
いは神経症状、意識障害などが比較的
見られることが多い点が、レジオネラ
症の特徴といわれています。
　齊藤　比較的全身症状を起こしやす
いのですね。
　比嘉　そうです。
　齊藤　どういった診断過程になりま
すか。
　比嘉　肺炎の患者さんに関して、レ
ジオネラ症も鑑別に挙げて診断するわ

けですけれども、現在、最も広く使わ
れているのは尿中抗原検査です。これ
はレジオネラ菌の菌体成分が患者さん
の尿中に排泄されますので、これを検
出する方法で、ベッドサイドで比較的
高感度に簡便に診断できる方法です。
　齊藤　検尿で診るとは、どうやるの
でしょうか。
　比嘉　インフルエンザの迅速検査を
思い浮かべていただければよいかと思
います。あの場合には鼻腔の粘液を綿
棒で取りますが、同じように尿に綿棒
を浸して、それを検体として免疫クロ
マト法で検査する、非常に簡便にでき
るものです。
　齊藤　15分ほどで陽性反応が出てく
るのですね。
　比嘉　そうです。
　齊藤　そのほかに、肺炎関連の通常
検査を行うのですね。
　比嘉　通常の検査を行うことと、レ
ジオネラ症診断のゴールドスタンダー
ドは培養検査です。レジオネラ属菌に
はたくさんの菌種があるわけですけれ
ども、培養検査では尿中抗原検査で検
出できないような菌種のレジオネラを、
診断できるということです。さらに、
疫学調査に使えます。尿中抗原検査は
臨床上非常に有用ですが、培養検査も
併せて行うことが推奨されています。
　齊藤　培養するのは痰とか気管支か
らの分泌物ですか。
　比嘉　肺炎の検体なので、喀痰ある

いは肺内から直接採取した材料になり
ます。
　齊藤　血液の培養はあまりしないの
ですか。
　比嘉　血液培養から分離されたとい
う報告もあります。ですので、血液培
養を使う方法もあるのですが、レジオ
ネラ専用の培地が必要で、通常の血液
培養では検出できません。呼吸器検体
の場合も血液培養の場合もレジオネラ
を最初から想定して、専用の培地を用
いた培養検査が必要です。
　齊藤　ただ、尿中抗原検査で陽性に
なれば、治療に進むのですね。
　比嘉　はい。
　齊藤　どういった治療になりますか。
　比嘉　レジオネラ症に対する治療は、
抗菌薬の中でもキノロン系の抗菌薬、
アザライド、マクロライドといった薬
剤が特効薬として知られています。レ
ジオネラ症と診断した場合、あるいは
疑いが強い場合には、こうした薬剤を
使います。
　齊藤　最初のフィラデルフィアのと
きにかなり死亡したというのは、通常
の肺炎の治療で使う薬ではうまくいか
なかったのですね。
　比嘉　通常、肺炎に対してはペニシ
リン系やセフェム系といったβラクタ
ム系の薬が使われていますが、レジオ
ネラ症に対してはβラクタムが全く効
かないことが知られています。
　齊藤　何かメカニズムはわかってい
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1999年から全国的なサーベイランスが
継続的に行われ、2014年には1,200名余
りの患者さんが報告されています。
　齊藤　どんな人がかかりやすいので
すか。
　比嘉　これまでの検討ですと、50代
を中心とした男性の方、社会的に活動
されている方々と、70代以上の高齢者、
高齢者では性差がないのですけれども、
そうした患者さんが多いようです。
　齊藤　感染源が水ということですけ
れども、具体的にはどんなことになり
ますか。
　比嘉　日本でも、2000年代初めには
幾つかの集団発生がありました。その
多くは循環式の入浴設備と関連してい
ます。これは一つの大きなリスクにな
ると思われます。
　齊藤　24時間風呂ですか。
　比嘉　当時使用されていた24時間風
呂も、循環式のお風呂の中にレジオネ
ラがすみついてしまうことがリスクの
要因であったと考えられています。
　齊藤　そうしますと、ご自宅に持っ
ている人もそういうことがあり得たと
いうことですね。
　比嘉　かつてはありました。
　齊藤　今はどうですか。
　比嘉　現在はそうしたリスクが十分
認識されていますので、入浴施設ある
いは個人のお風呂でも、こうしたこと
が起こらないような安全対策が原則と
して取られています。

　齊藤　しかし、まだ1,000名を超える
患者数ということは、一部にそういう
ところがあるのですね。
　比嘉　レジオネラ菌は実際には環境
中に広く生息していますので、ちょっ
としたことで増えてしまう場所があり
ますし、レジオネラ菌の曝露を完全に
防ぐのは難しいということだと思いま
す。
　齊藤　プール、海水浴はどうですか。
　比嘉　プールの場合には、塩素濃度
が十分に維持されていますので発生す
ることはありません。また、海水中に
もレジオネラ菌はいませんので、海水
浴も心配は全くありません。
　齊藤　具体的に症状はどういったこ
とが起こりますか。
　比嘉　レジオネラ症は、レジオネラ
菌を吸入することで肺炎を起こします。
肺炎の症状が出てくるということです
が、発熱、咳、呼吸困難などが主な症
状になります。普通の肺炎と少し違っ
て、消化器症状、下痢とか腹痛、ある
いは神経症状、意識障害などが比較的
見られることが多い点が、レジオネラ
症の特徴といわれています。
　齊藤　比較的全身症状を起こしやす
いのですね。
　比嘉　そうです。
　齊藤　どういった診断過程になりま
すか。
　比嘉　肺炎の患者さんに関して、レ
ジオネラ症も鑑別に挙げて診断するわ

けですけれども、現在、最も広く使わ
れているのは尿中抗原検査です。これ
はレジオネラ菌の菌体成分が患者さん
の尿中に排泄されますので、これを検
出する方法で、ベッドサイドで比較的
高感度に簡便に診断できる方法です。
　齊藤　検尿で診るとは、どうやるの
でしょうか。
　比嘉　インフルエンザの迅速検査を
思い浮かべていただければよいかと思
います。あの場合には鼻腔の粘液を綿
棒で取りますが、同じように尿に綿棒
を浸して、それを検体として免疫クロ
マト法で検査する、非常に簡便にでき
るものです。
　齊藤　15分ほどで陽性反応が出てく
るのですね。
　比嘉　そうです。
　齊藤　そのほかに、肺炎関連の通常
検査を行うのですね。
　比嘉　通常の検査を行うことと、レ
ジオネラ症診断のゴールドスタンダー
ドは培養検査です。レジオネラ属菌に
はたくさんの菌種があるわけですけれ
ども、培養検査では尿中抗原検査で検
出できないような菌種のレジオネラを、
診断できるということです。さらに、
疫学調査に使えます。尿中抗原検査は
臨床上非常に有用ですが、培養検査も
併せて行うことが推奨されています。
　齊藤　培養するのは痰とか気管支か
らの分泌物ですか。
　比嘉　肺炎の検体なので、喀痰ある

いは肺内から直接採取した材料になり
ます。
　齊藤　血液の培養はあまりしないの
ですか。
　比嘉　血液培養から分離されたとい
う報告もあります。ですので、血液培
養を使う方法もあるのですが、レジオ
ネラ専用の培地が必要で、通常の血液
培養では検出できません。呼吸器検体
の場合も血液培養の場合もレジオネラ
を最初から想定して、専用の培地を用
いた培養検査が必要です。
　齊藤　ただ、尿中抗原検査で陽性に
なれば、治療に進むのですね。
　比嘉　はい。
　齊藤　どういった治療になりますか。
　比嘉　レジオネラ症に対する治療は、
抗菌薬の中でもキノロン系の抗菌薬、
アザライド、マクロライドといった薬
剤が特効薬として知られています。レ
ジオネラ症と診断した場合、あるいは
疑いが強い場合には、こうした薬剤を
使います。
　齊藤　最初のフィラデルフィアのと
きにかなり死亡したというのは、通常
の肺炎の治療で使う薬ではうまくいか
なかったのですね。
　比嘉　通常、肺炎に対してはペニシ
リン系やセフェム系といったβラクタ
ム系の薬が使われていますが、レジオ
ネラ症に対してはβラクタムが全く効
かないことが知られています。
　齊藤　何かメカニズムはわかってい
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るのですか。
　比嘉　レジオネラという菌は実はヒ
トのマクロファージなどの細胞内で増
殖することが知られています。そうす
ると、抗菌薬としてはヒトのマクロフ
ァージの中、細胞の中に入っていくこ
と、細胞内移行性がいいことが必要で
す。βラクタムというのは細胞内移行
がよくない。そのために臨床効果が得
られないのです。逆に、キノロン、あ
るいはマクロライド、アザライドは細
胞内への移行が優れていて、細胞内の
レジオネラを殺菌できることになりま
す。
　齊藤　抗菌薬の投与量、期間はどう
ですか。
　比嘉　投与量に関しては、通常量を
用いて行われますが、投与期間は通常
の肺炎が１週間ぐらいで効果がある場
合でも、レジオネラ症の場合には２週
間あるいは３週間使いましょうと推奨
されています。

　齊藤　効果があると熱が下がるとか、
肺炎症状が良くなっていくということ
ですか。
　比嘉　患者さんの自覚症状、あるい
は検査所見が３～５日あたりから改善
してくるかたちで臨床効果が表れてき
ます。
　齊藤　通常の肺炎よりは少し長く治
療して、入院することが多いですか。
　比嘉　レジオネラ症の場合には、肺
炎の中でも重症化することが多いので、
入院される方が多いです。
　齊藤　全体の肺炎の中ではどのぐら
いの比率になりますか。
　比嘉　市中肺炎のサーベイランスで
すと、だいたい１％から数％程度の報
告になっています。
　齊藤　肺炎の患者さんをみるときは、
これも忘れずに診断していくというこ
とですね。
　比嘉　そうですね。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　中東呼吸器症候群、MERSと
いうことでうかがいます。このMERS
とはどういうものなのでしょうか。
　大曲　名前は中東呼吸器症候群、文
字どおり中東で流行している病気です。
ただ、一部はヨーロッパ、アジア、北
米にも飛び火しています。もともとの
病原体自体はコロナウイルスといいま
して、急性ウイルス性上気道炎の代表
的なウイルスなのですけれども、実は
2003年に世界的に流行したSARSの原
因微生物も同じコロナウイルスである
ことがわかっています。
　齊藤　いつごろからあるのでしょう
か。
　大曲　最初の報告が2012年の後半で
す。それからじわりじわりと広がって
きていまして、現在ではサウジアラビ
アを中心に流行している状況です。ま
た、2015年６月には韓国でアウトブレ
イクが起こりました。
　齊藤　中東からヨーロッパ、場合に
よってはアメリカ、そういったところ
でしょうか。

　大曲　中東が多いのですが、ヨーロ
ッパやアメリカに行かれる方が旅行先
で発症することもあります。
　齊藤　動物との関係があるのでしょ
うか。
　大曲　最初はどこから来ているかわ
からなかったのですけれども、調べて
いくと、どうも１コブラクダが感染し
て、ラクダを育てる方やラクダに接し
た方が罹患していることがわかってき
ました。今ではラクダがかなり媒介し
ているのではないかといわれています。
　齊藤　中東出身者、あるいは中東へ
の旅行者がまずはハイリスクというこ
とですか。
　大曲　そのあたりの方がハイリスク
だと思います。
　齊藤　入院するとその病院内でも問
題になりますか。
　大曲　この感染症が非常に特徴的だ
ったのは、先生が今おっしゃったとお
りで、院内感染で広がったのです。特
にサウジアラビアですね。病院の中で
も、特に基礎疾患を持っていらっしゃ

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

中東呼吸器症候群（MERS）
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るのですか。
　比嘉　レジオネラという菌は実はヒ
トのマクロファージなどの細胞内で増
殖することが知られています。そうす
ると、抗菌薬としてはヒトのマクロフ
ァージの中、細胞の中に入っていくこ
と、細胞内移行性がいいことが必要で
す。βラクタムというのは細胞内移行
がよくない。そのために臨床効果が得
られないのです。逆に、キノロン、あ
るいはマクロライド、アザライドは細
胞内への移行が優れていて、細胞内の
レジオネラを殺菌できることになりま
す。
　齊藤　抗菌薬の投与量、期間はどう
ですか。
　比嘉　投与量に関しては、通常量を
用いて行われますが、投与期間は通常
の肺炎が１週間ぐらいで効果がある場
合でも、レジオネラ症の場合には２週
間あるいは３週間使いましょうと推奨
されています。

　齊藤　効果があると熱が下がるとか、
肺炎症状が良くなっていくということ
ですか。
　比嘉　患者さんの自覚症状、あるい
は検査所見が３～５日あたりから改善
してくるかたちで臨床効果が表れてき
ます。
　齊藤　通常の肺炎よりは少し長く治
療して、入院することが多いですか。
　比嘉　レジオネラ症の場合には、肺
炎の中でも重症化することが多いので、
入院される方が多いです。
　齊藤　全体の肺炎の中ではどのぐら
いの比率になりますか。
　比嘉　市中肺炎のサーベイランスで
すと、だいたい１％から数％程度の報
告になっています。
　齊藤　肺炎の患者さんをみるときは、
これも忘れずに診断していくというこ
とですね。
　比嘉　そうですね。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　中東呼吸器症候群、MERSと
いうことでうかがいます。このMERS
とはどういうものなのでしょうか。
　大曲　名前は中東呼吸器症候群、文
字どおり中東で流行している病気です。
ただ、一部はヨーロッパ、アジア、北
米にも飛び火しています。もともとの
病原体自体はコロナウイルスといいま
して、急性ウイルス性上気道炎の代表
的なウイルスなのですけれども、実は
2003年に世界的に流行したSARSの原
因微生物も同じコロナウイルスである
ことがわかっています。
　齊藤　いつごろからあるのでしょう
か。
　大曲　最初の報告が2012年の後半で
す。それからじわりじわりと広がって
きていまして、現在ではサウジアラビ
アを中心に流行している状況です。ま
た、2015年６月には韓国でアウトブレ
イクが起こりました。
　齊藤　中東からヨーロッパ、場合に
よってはアメリカ、そういったところ
でしょうか。

　大曲　中東が多いのですが、ヨーロ
ッパやアメリカに行かれる方が旅行先
で発症することもあります。
　齊藤　動物との関係があるのでしょ
うか。
　大曲　最初はどこから来ているかわ
からなかったのですけれども、調べて
いくと、どうも１コブラクダが感染し
て、ラクダを育てる方やラクダに接し
た方が罹患していることがわかってき
ました。今ではラクダがかなり媒介し
ているのではないかといわれています。
　齊藤　中東出身者、あるいは中東へ
の旅行者がまずはハイリスクというこ
とですか。
　大曲　そのあたりの方がハイリスク
だと思います。
　齊藤　入院するとその病院内でも問
題になりますか。
　大曲　この感染症が非常に特徴的だ
ったのは、先生が今おっしゃったとお
りで、院内感染で広がったのです。特
にサウジアラビアですね。病院の中で
も、特に基礎疾患を持っていらっしゃ

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

中東呼吸器症候群（MERS）
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る方がこの病気にかかると重症化する
こともありましたし、病院の中で医療
者がかかって、その医療者が患者さん
にうつして、また重症化することがあ
って、かなり患者数が増えてしまった
のがこのMERSの特徴だと思います。
　齊藤　最近まででどのぐらいの患者
さんがいるのですか。
　大曲　2014年の終わりごろまでの統
計ですが、900人強の方がすでに検査
で陽性と報告されています。そのうち
400人近い方が亡くなっています。
　齊藤　呼吸器の症状がメインなので
すか。
　大曲　そうですね。本来コロナウイ
ルスは上気道炎を起こすウイルスなの
ですけれども、MERSの場合は下気道
感染、平たくいえば肺炎ですが、肺炎
を起こして重症化するのが一つの特徴
です。あとは、ウイルス性の全身疾患
ですので、下痢を起こすこともあるよ
うです。
　齊藤　肺炎症状と背景があって、最
終的な確定診断はどう行うのでしょう
か。
　大曲　確定診断は、現在では、まだ
迅速キットがなく、PCR法で検査を行
います。中でも、患者さんの呼吸器の
分泌物を使ってPCR法をするのが一番
の診断法といわれています。
　齊藤　日本でも可能なわけですね。
　大曲　日本でも可能になっています。
感染症法で２類の感染症に指定されま

して、拾い上げから行政への報告、検
査まで、流れはひと通り出来上がって
います。
　齊藤　全身状態がかなり悪いという
ことで、治療していくのでしょうが、
どういった治療があるのでしょうか。
　大曲　進行呼吸器感染症はみんなそ
うなのですけれども、基本的には支持
療法で回復を待つ。呼吸不全に対して
は例えば酸素療法や人工呼吸、循環動
態不全が起これば循環をサポートし、
本人の免疫能で自己回復するのを待つ
のが治療になると思います。
　齊藤　抗体を注射するとか、抗ウイ
ルス薬を注射するとかは、まだないの
ですね。
　大曲　SARSのときもありましたが、
一部の抗ウイルス薬、リバビリンとか、
そういったものが効くのではないかと
いわれているのですけれども、まとま
った知見はまだありませんし、治療法
に関してもこれからではないかと思い
ます。
　齊藤　ということは、地道に全身状
態をキープしていくということですね。
　大曲　はい。
　齊藤　その際には院内感染がありう
るのですね。
　大曲　そうですね。特に病院の中で
起こった場合には、もともと基礎疾患
の多い方も多いですし、重症化もしま
す。そうすると、当然人工呼吸を行っ
たりしますが、今度は人工呼吸器が原

因の肺炎が起こったりしますので、そ
のあたりの注意も必要だと思います。
　齊藤　医療者もかなり注意しないと
いけないのですか。
　大曲　医療者は必ずしも重症化する
わけではないのですが、次の患者さん
にうつしてしまうリスクがありますの
で、罹らないようにする必要性は高い
と思います。
　齊藤　エボラ出血熱ではたくさんガ
ウンを着込んでいるのを見ましたけれ
ども、あのようなこともありうるので
すか。
　大曲　あそこまでは必要ないです。
マスクですとか、ガウンですとか、手
袋を適切に着用することが大事なので
すが、それがなかなかできないことも
現実にはありまして、広がった一因と
もいわれています。
　齊藤　医療者もそういったことには
慣れていないのですね。
　大曲　中東という地域の特殊性もあ
るのかもしれないですが、例えば日本
で一般的にやっている院内感染対策
等々が同じようにできるかというと、
なかなか現状ではできない面もあるよ
うです。そのあたりが広がった要因で
はないかといわれています。
　齊藤　重症例にステロイドという話
はあるのですか。
　大曲　重症呼吸器不全には常にステ
ロイドの議論は出てくるのですけれど
も、MERSに関しては、ステロイドは

まだ良いとも悪いともいえないのが現
実だと思います。
　齊藤　さて、最初にMERSになった
のはどんな人なのでしょうか。
　大曲　非常に若い方だったと思いま
す。その方が罹患された。この方はど
こから来たかはっきりわからなかった
と思うのです。
　齊藤　新たな病気が発覚していく過
程は、重症度、広がり方が通常の風邪
とは明らかに違うのでしょうか。
　大曲　新しいウイルス感染症を見つ
けた先生方は、普段、自分が見知った
病気とは経過が違うということをよく
おっしゃっているように思います。中
国ではやっているH7N9の鳥インフル
エンザを見つけた先生もおっしゃって
いました。そこで気づいたところで、
いかに従来の検査法で拾い上げをする
かになると思います。とはいっても、
従来の検査法で拾えるものは限られて
いますので、自分の知っている検査で
拾えるものを全部拾ったうえで、それ
でも引っかかってこないときに新規の
病原体を疑って、どこまで調べていく
かという話ではないかと思います。
　齊藤　そこがコツなのですね。
　大曲　そうですね。
　齊藤　通常の風邪のウイルスは、上
気道までですね。それがこの場合には
下気道までいってしまうのですか。
　大曲　そうですね。特に重症化する
方は下気道までいくと思います。ただ、
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る方がこの病気にかかると重症化する
こともありましたし、病院の中で医療
者がかかって、その医療者が患者さん
にうつして、また重症化することがあ
って、かなり患者数が増えてしまった
のがこのMERSの特徴だと思います。
　齊藤　最近まででどのぐらいの患者
さんがいるのですか。
　大曲　2014年の終わりごろまでの統
計ですが、900人強の方がすでに検査
で陽性と報告されています。そのうち
400人近い方が亡くなっています。
　齊藤　呼吸器の症状がメインなので
すか。
　大曲　そうですね。本来コロナウイ
ルスは上気道炎を起こすウイルスなの
ですけれども、MERSの場合は下気道
感染、平たくいえば肺炎ですが、肺炎
を起こして重症化するのが一つの特徴
です。あとは、ウイルス性の全身疾患
ですので、下痢を起こすこともあるよ
うです。
　齊藤　肺炎症状と背景があって、最
終的な確定診断はどう行うのでしょう
か。
　大曲　確定診断は、現在では、まだ
迅速キットがなく、PCR法で検査を行
います。中でも、患者さんの呼吸器の
分泌物を使ってPCR法をするのが一番
の診断法といわれています。
　齊藤　日本でも可能なわけですね。
　大曲　日本でも可能になっています。
感染症法で２類の感染症に指定されま

して、拾い上げから行政への報告、検
査まで、流れはひと通り出来上がって
います。
　齊藤　全身状態がかなり悪いという
ことで、治療していくのでしょうが、
どういった治療があるのでしょうか。
　大曲　進行呼吸器感染症はみんなそ
うなのですけれども、基本的には支持
療法で回復を待つ。呼吸不全に対して
は例えば酸素療法や人工呼吸、循環動
態不全が起これば循環をサポートし、
本人の免疫能で自己回復するのを待つ
のが治療になると思います。
　齊藤　抗体を注射するとか、抗ウイ
ルス薬を注射するとかは、まだないの
ですね。
　大曲　SARSのときもありましたが、
一部の抗ウイルス薬、リバビリンとか、
そういったものが効くのではないかと
いわれているのですけれども、まとま
った知見はまだありませんし、治療法
に関してもこれからではないかと思い
ます。
　齊藤　ということは、地道に全身状
態をキープしていくということですね。
　大曲　はい。
　齊藤　その際には院内感染がありう
るのですね。
　大曲　そうですね。特に病院の中で
起こった場合には、もともと基礎疾患
の多い方も多いですし、重症化もしま
す。そうすると、当然人工呼吸を行っ
たりしますが、今度は人工呼吸器が原

因の肺炎が起こったりしますので、そ
のあたりの注意も必要だと思います。
　齊藤　医療者もかなり注意しないと
いけないのですか。
　大曲　医療者は必ずしも重症化する
わけではないのですが、次の患者さん
にうつしてしまうリスクがありますの
で、罹らないようにする必要性は高い
と思います。
　齊藤　エボラ出血熱ではたくさんガ
ウンを着込んでいるのを見ましたけれ
ども、あのようなこともありうるので
すか。
　大曲　あそこまでは必要ないです。
マスクですとか、ガウンですとか、手
袋を適切に着用することが大事なので
すが、それがなかなかできないことも
現実にはありまして、広がった一因と
もいわれています。
　齊藤　医療者もそういったことには
慣れていないのですね。
　大曲　中東という地域の特殊性もあ
るのかもしれないですが、例えば日本
で一般的にやっている院内感染対策
等々が同じようにできるかというと、
なかなか現状ではできない面もあるよ
うです。そのあたりが広がった要因で
はないかといわれています。
　齊藤　重症例にステロイドという話
はあるのですか。
　大曲　重症呼吸器不全には常にステ
ロイドの議論は出てくるのですけれど
も、MERSに関しては、ステロイドは

まだ良いとも悪いともいえないのが現
実だと思います。
　齊藤　さて、最初にMERSになった
のはどんな人なのでしょうか。
　大曲　非常に若い方だったと思いま
す。その方が罹患された。この方はど
こから来たかはっきりわからなかった
と思うのです。
　齊藤　新たな病気が発覚していく過
程は、重症度、広がり方が通常の風邪
とは明らかに違うのでしょうか。
　大曲　新しいウイルス感染症を見つ
けた先生方は、普段、自分が見知った
病気とは経過が違うということをよく
おっしゃっているように思います。中
国ではやっているH7N9の鳥インフル
エンザを見つけた先生もおっしゃって
いました。そこで気づいたところで、
いかに従来の検査法で拾い上げをする
かになると思います。とはいっても、
従来の検査法で拾えるものは限られて
いますので、自分の知っている検査で
拾えるものを全部拾ったうえで、それ
でも引っかかってこないときに新規の
病原体を疑って、どこまで調べていく
かという話ではないかと思います。
　齊藤　そこがコツなのですね。
　大曲　そうですね。
　齊藤　通常の風邪のウイルスは、上
気道までですね。それがこの場合には
下気道までいってしまうのですか。
　大曲　そうですね。特に重症化する
方は下気道までいくと思います。ただ、
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かなり無症候に近い方もいるようです
ので、本人の免疫次第では、軽く済ん
でしまう、あるいは無症状で済んでし
まうこともあるのかもしれません。
　齊藤　上気道炎と下気道炎の境目と
はウイルスの違い、変異があることな
のでしょうか。
　大曲　下気道に付着しやすいといい
ますか、ウイルスの状態が変わること
によって下気道にくっつきやすい状態
になることはあると思います。今回の
コロナウイルス、MERSの場合はそう
なっている可能性はあると思います。
　齊藤　SARSの場合は１人の人から
ものすごくたくさんの人にうつったよ
うで、スーパースプレッダーというか、
そういう話がありましたね。飛行機の
中で、みんなが罹ってしまったみたい
な。
　大曲　ありました。
　齊藤　このMERSではそういうこと
はありましたか。
　大曲　MERSでは、それほどまでい
われていないようです。かなり濃厚な
接触がないとうつらないことはわかっ
てきています。ただ、状況がそろうと、
例えば病院の中ですと、非常にうつり
やすい状況がそろってしまいますので、
そういったところでは注意が必要とい
われています。
　齊藤　院内で糖尿病がある方とか、

呼吸器が悪い方とか、免疫機能が悪い
方には非常に注意が必要ですね。
　大曲　そうですね。特にサウジアラ
ビアの院内感染の報告を見ますと、実
は透析の患者さんを介して広がってい
るのです。透析の患者さんがとある病
院で診療を受けて、また次の病院に行
って、そこで広げたこともありました。
もちろん、透析を受けている患者さん
は免疫能が落ちていますので、そうい
った方々も含めて注意が必要だと思い
ます。
　齊藤　まだ日本には来ていないので
すね。
　大曲　来ていないです。
　齊藤　しかし、これだけ世界への旅
行が多くなった時代では、いつ来ても
不思議はないと。
　大曲　不思議ではないと思って準備
しています。
　齊藤　実地臨床で、こういった地域
出身の方、あるいは旅行者等で非常に
症状が強い場合には注意しないといけ
ないのでしょうか。
　大曲　そうですね。特に肺炎で来ら
れた方の場合は、日本における届け出
基準に合致する可能性がありますので、
注意していただいたほうがいいと思い
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　鳥インフルエンザについてう
かがいます。
　鳥インフルエンザというのは、いつ
ごろから問題になってきたのでしょう
か。
　川名　インフルエンザウイルスは非
常に宿主域が広く、鳥、馬、豚などヒ
ト以外にもいろいろな動物が感染しま
すが、一般的には種の壁があって、動
物からヒトへは簡単にはうつらないと
考えられていたのです。ところが1997
年に香港で、そのときは鳥インフルエ
ンザのH5N1というサブタイプのもの
ですけれども、それが初めてヒトに感
染して、その中の何人かの方がお亡く
なりになりました。そのときから鳥イ
ンフルエンザも、まれにではあるけれ
ども、ヒトに感染するのだと認識され
たのです。
　大西　今H5N1の話が出ましたけれ
ども、今回のテーマであるH7N9はど
ういったものなのでしょうか。
　川名　H7N9は、これも基本的には
鳥のインフルエンザと考えられていま

す。最初に出てきたのは2013年の３月
ですので、まだそんなに昔のことでは
ありません。2013年の３月に上海、中
国の東部のほうでヒト感染例が初めて
報告されて、その後、中国の東部を中
心として、アウトブレイクが起こりま
した。そのときは130～140人ぐらいの
感染者が出ましたが、間もなく終息し
ました。2013年の冬に、中国で再び流
行が起こりましたが、それもまた暖か
くなると終息して、今度は2014年の暮
れから2015年の春にかけて第３波の流
行が起こっています。現在は、第３波
がほぼ終わりかけている、そんな状況
だと思います。
　大西　世界の状況からいいますと、
やはり中国が中心なのでしょうか。
　川名　これまでに出ているケースは
ほとんどが中国で、しかも中国の東部
のほうに限定されています。中国を旅
行して感染し、国外に出て発症したケ
ースは、マレーシアやカナダなどで数
名報告されていますが、流行はほぼ中
国に限定されていると考えてよいと思

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

防衛医科大学校感染症・呼吸器内科教授
川　名　明　彦

（聞き手　大西　真）

鳥インフルエンザA（H7N9）
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かなり無症候に近い方もいるようです
ので、本人の免疫次第では、軽く済ん
でしまう、あるいは無症状で済んでし
まうこともあるのかもしれません。
　齊藤　上気道炎と下気道炎の境目と
はウイルスの違い、変異があることな
のでしょうか。
　大曲　下気道に付着しやすいといい
ますか、ウイルスの状態が変わること
によって下気道にくっつきやすい状態
になることはあると思います。今回の
コロナウイルス、MERSの場合はそう
なっている可能性はあると思います。
　齊藤　SARSの場合は１人の人から
ものすごくたくさんの人にうつったよ
うで、スーパースプレッダーというか、
そういう話がありましたね。飛行機の
中で、みんなが罹ってしまったみたい
な。
　大曲　ありました。
　齊藤　このMERSではそういうこと
はありましたか。
　大曲　MERSでは、それほどまでい
われていないようです。かなり濃厚な
接触がないとうつらないことはわかっ
てきています。ただ、状況がそろうと、
例えば病院の中ですと、非常にうつり
やすい状況がそろってしまいますので、
そういったところでは注意が必要とい
われています。
　齊藤　院内で糖尿病がある方とか、

呼吸器が悪い方とか、免疫機能が悪い
方には非常に注意が必要ですね。
　大曲　そうですね。特にサウジアラ
ビアの院内感染の報告を見ますと、実
は透析の患者さんを介して広がってい
るのです。透析の患者さんがとある病
院で診療を受けて、また次の病院に行
って、そこで広げたこともありました。
もちろん、透析を受けている患者さん
は免疫能が落ちていますので、そうい
った方々も含めて注意が必要だと思い
ます。
　齊藤　まだ日本には来ていないので
すね。
　大曲　来ていないです。
　齊藤　しかし、これだけ世界への旅
行が多くなった時代では、いつ来ても
不思議はないと。
　大曲　不思議ではないと思って準備
しています。
　齊藤　実地臨床で、こういった地域
出身の方、あるいは旅行者等で非常に
症状が強い場合には注意しないといけ
ないのでしょうか。
　大曲　そうですね。特に肺炎で来ら
れた方の場合は、日本における届け出
基準に合致する可能性がありますので、
注意していただいたほうがいいと思い
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　鳥インフルエンザについてう
かがいます。
　鳥インフルエンザというのは、いつ
ごろから問題になってきたのでしょう
か。
　川名　インフルエンザウイルスは非
常に宿主域が広く、鳥、馬、豚などヒ
ト以外にもいろいろな動物が感染しま
すが、一般的には種の壁があって、動
物からヒトへは簡単にはうつらないと
考えられていたのです。ところが1997
年に香港で、そのときは鳥インフルエ
ンザのH5N1というサブタイプのもの
ですけれども、それが初めてヒトに感
染して、その中の何人かの方がお亡く
なりになりました。そのときから鳥イ
ンフルエンザも、まれにではあるけれ
ども、ヒトに感染するのだと認識され
たのです。
　大西　今H5N1の話が出ましたけれ
ども、今回のテーマであるH7N9はど
ういったものなのでしょうか。
　川名　H7N9は、これも基本的には
鳥のインフルエンザと考えられていま

す。最初に出てきたのは2013年の３月
ですので、まだそんなに昔のことでは
ありません。2013年の３月に上海、中
国の東部のほうでヒト感染例が初めて
報告されて、その後、中国の東部を中
心として、アウトブレイクが起こりま
した。そのときは130～140人ぐらいの
感染者が出ましたが、間もなく終息し
ました。2013年の冬に、中国で再び流
行が起こりましたが、それもまた暖か
くなると終息して、今度は2014年の暮
れから2015年の春にかけて第３波の流
行が起こっています。現在は、第３波
がほぼ終わりかけている、そんな状況
だと思います。
　大西　世界の状況からいいますと、
やはり中国が中心なのでしょうか。
　川名　これまでに出ているケースは
ほとんどが中国で、しかも中国の東部
のほうに限定されています。中国を旅
行して感染し、国外に出て発症したケ
ースは、マレーシアやカナダなどで数
名報告されていますが、流行はほぼ中
国に限定されていると考えてよいと思

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

防衛医科大学校感染症・呼吸器内科教授
川　名　明　彦

（聞き手　大西　真）

鳥インフルエンザA（H7N9）
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います。
　大西　それはどんな背景があるので
しょうか。
　川名　なぜ最初に中国から出てきた
かというのは非常に難しい問題ですが、
鳥インフルエンザの人感染例は鳥と人
間とが非常に近いところで、密接な生
活をしているところで出現しやすいと
考えられますので、中国にはそのよう
な背景があるといえるのかもしれませ
ん。例えば動物のライブマーケットと
いいまして、生きた鳥や家畜をそのま
ま売って、そのまま買って、自宅に帰
って調理する、そういう文化のあると
ころで広がりやすいという背景がある
かと思います。
　大西　このウイルスは、普通に鳥が
持っているウイルスなのでしょうか。
　川名　そうでもないですが、中国で
９万羽近い鳥を調べたところ、0.02％
がH7N9ウイルスを保有していたとい
うデータがあります。
　大西　これにかかった場合の症状は、
普通のインフルエンザとあまり変わら
ないのでしょうか。あるいは、すごく
重症化しやすいとか。
　川名　人間は基本的にはめったに感
染しないという理解でよいと思います。
まれに感染してしまうと、初発症状は
発熱、筋肉痛、倦怠感など、普通のイ
ンフルエンザとあまり変わらないとい
われています。しかし、70％ぐらいが
重症肺炎から急性呼吸不全を起こすと

いわれています。
　大西　かなり頻度は高いのですね。
　川名　発病すると、かなりのケース
で重症化するといわれています。
　大西　そうしますと、予防は鳥にさ
わらない、近寄らないことが重要なの
でしょうか。
　川名　今の段階ではヒト-ヒト感染
は非常にまれと考えられています。基
本的にはウイルスを持った家禽類、鶏
ですとか、野鳥類との濃厚な接触が直
接の感染につながってくるといわれて
いますので、ライブマーケットのよう
なところに行かないこととか、病気の
鳥や死んだ鳥に不用意にさわらないこ
とが重要です。特に流行地域ではそう
いった注意をすることで、現段階では
予防できると考えます。
　大西　日本では特に検出されたこと
はないのですか。
　川名　日本ではH7N9型のインフル
エンザはまだ報告例がないです。
　大西　次に治療ですけれども、従来
のインフルエンザの薬は効くのでしょ
うか。
　川名　今、日本国内で使われている
抗インフルエンザウイルス薬であるノ
イラミニダーゼ阻害薬は、ウイルス学
的には有効と考えられています。です
ので、オセルタミビル（タミフル）、ザ
ナミビル（リレンザ）、ペラミビル（ラ
ピアクタ）ならびにラニナミビル（イ
ナビル）は、いずれもH7N9にも有効

と考えられます。しかし、臨床的には
どの薬剤が最も有効なのか、あるいは
適切な使用量や投与期間なども含め、
よくわかっていない部分も多いのです。
ただし、H7N9は非常に重症化するケ
ースが多いので、疑ったら早期にノイ
ラミニダーゼ阻害薬を使用することは
世界の共通認識です。
　大西　重症化した場合はなかなか救
命はたいへんなのでしょうか。
　川名　これまで世界で、ほとんど中
国ですけれども、だいたい660人ぐら
いが感染して、260人ぐらいが亡くな
っています。そういう意味からいうと
非常に致死率が高い疾患です。
　大西　呼吸不全のようになるのです
か。
　川名　そうです。人工呼吸器を装着
し、ICUに入室せざるを得なかったケ
ースが７割近くあったと報告されてい
ます。
　大西　ワクチンなどは今開発されつ
つあるのでしょうか。
　川名　最初に問題になった鳥インフ
ルエンザA（H5N1）につきましては、
世界的流行（パンデミック）を起こす
のではないかと危惧され、ワクチンが
開発・実用化されました。これはプレ
パンデミックワクチンといいます。わ
が国でも毎年1,000万人分ずつ備蓄され
ています。ところが、H7N9は比較的
最近出てきたものであり、そのワクチ
ンはすでに開発はされていますが、現

在まだ治験段階とうかがっています。
　大西　鳥インフルエンザといっても、
様々なタイプがあって、少し混乱する
のですけれども、このタイプはどうい
う位置づけと考えたらよいのでしょう
か。
　川名　先ほどお話ししたH5N1とい
うタイプが人類にとって脅威だと最初
に注目されました。
　大西　だいぶ騒ぎになりましたね。
　川名　それが最初に出てきてから18
年ほどたちますが、それほど世界的に
拡大してはいません。一方、H7N9は
2013年に出てきたばかりですが、もう
すでに700人近い感染者が出て、しかも
毎年、冬になると出現してくるという、
通常のインフルエンザと似た振る舞い
を示してきています。また、ウイルス
学的にも鳥ばかりでなく人間にも親和
性を持ってきているといわれています
ので、H5N1よりも人間の間で流行し
やすいかたちに変異している蓋然性
（パンデミック・ポテンシャル）は高
いかもしれません。
　大西　そうしますと、これから少し
注意を払っていかなければいけません
ね。
　川名　現段階ではヒト-ヒト感染は
ほとんどないという認識でいいと思い
ますが、インフルエンザウイルスは変
異しやすいという特徴もありますので、
人間への感染力、感染性が高まる形質
を獲得してくる可能性も考えて、注意
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います。
　大西　それはどんな背景があるので
しょうか。
　川名　なぜ最初に中国から出てきた
かというのは非常に難しい問題ですが、
鳥インフルエンザの人感染例は鳥と人
間とが非常に近いところで、密接な生
活をしているところで出現しやすいと
考えられますので、中国にはそのよう
な背景があるといえるのかもしれませ
ん。例えば動物のライブマーケットと
いいまして、生きた鳥や家畜をそのま
ま売って、そのまま買って、自宅に帰
って調理する、そういう文化のあると
ころで広がりやすいという背景がある
かと思います。
　大西　このウイルスは、普通に鳥が
持っているウイルスなのでしょうか。
　川名　そうでもないですが、中国で
９万羽近い鳥を調べたところ、0.02％
がH7N9ウイルスを保有していたとい
うデータがあります。
　大西　これにかかった場合の症状は、
普通のインフルエンザとあまり変わら
ないのでしょうか。あるいは、すごく
重症化しやすいとか。
　川名　人間は基本的にはめったに感
染しないという理解でよいと思います。
まれに感染してしまうと、初発症状は
発熱、筋肉痛、倦怠感など、普通のイ
ンフルエンザとあまり変わらないとい
われています。しかし、70％ぐらいが
重症肺炎から急性呼吸不全を起こすと

いわれています。
　大西　かなり頻度は高いのですね。
　川名　発病すると、かなりのケース
で重症化するといわれています。
　大西　そうしますと、予防は鳥にさ
わらない、近寄らないことが重要なの
でしょうか。
　川名　今の段階ではヒト-ヒト感染
は非常にまれと考えられています。基
本的にはウイルスを持った家禽類、鶏
ですとか、野鳥類との濃厚な接触が直
接の感染につながってくるといわれて
いますので、ライブマーケットのよう
なところに行かないこととか、病気の
鳥や死んだ鳥に不用意にさわらないこ
とが重要です。特に流行地域ではそう
いった注意をすることで、現段階では
予防できると考えます。
　大西　日本では特に検出されたこと
はないのですか。
　川名　日本ではH7N9型のインフル
エンザはまだ報告例がないです。
　大西　次に治療ですけれども、従来
のインフルエンザの薬は効くのでしょ
うか。
　川名　今、日本国内で使われている
抗インフルエンザウイルス薬であるノ
イラミニダーゼ阻害薬は、ウイルス学
的には有効と考えられています。です
ので、オセルタミビル（タミフル）、ザ
ナミビル（リレンザ）、ペラミビル（ラ
ピアクタ）ならびにラニナミビル（イ
ナビル）は、いずれもH7N9にも有効

と考えられます。しかし、臨床的には
どの薬剤が最も有効なのか、あるいは
適切な使用量や投与期間なども含め、
よくわかっていない部分も多いのです。
ただし、H7N9は非常に重症化するケ
ースが多いので、疑ったら早期にノイ
ラミニダーゼ阻害薬を使用することは
世界の共通認識です。
　大西　重症化した場合はなかなか救
命はたいへんなのでしょうか。
　川名　これまで世界で、ほとんど中
国ですけれども、だいたい660人ぐら
いが感染して、260人ぐらいが亡くな
っています。そういう意味からいうと
非常に致死率が高い疾患です。
　大西　呼吸不全のようになるのです
か。
　川名　そうです。人工呼吸器を装着
し、ICUに入室せざるを得なかったケ
ースが７割近くあったと報告されてい
ます。
　大西　ワクチンなどは今開発されつ
つあるのでしょうか。
　川名　最初に問題になった鳥インフ
ルエンザA（H5N1）につきましては、
世界的流行（パンデミック）を起こす
のではないかと危惧され、ワクチンが
開発・実用化されました。これはプレ
パンデミックワクチンといいます。わ
が国でも毎年1,000万人分ずつ備蓄され
ています。ところが、H7N9は比較的
最近出てきたものであり、そのワクチ
ンはすでに開発はされていますが、現

在まだ治験段階とうかがっています。
　大西　鳥インフルエンザといっても、
様々なタイプがあって、少し混乱する
のですけれども、このタイプはどうい
う位置づけと考えたらよいのでしょう
か。
　川名　先ほどお話ししたH5N1とい
うタイプが人類にとって脅威だと最初
に注目されました。
　大西　だいぶ騒ぎになりましたね。
　川名　それが最初に出てきてから18
年ほどたちますが、それほど世界的に
拡大してはいません。一方、H7N9は
2013年に出てきたばかりですが、もう
すでに700人近い感染者が出て、しかも
毎年、冬になると出現してくるという、
通常のインフルエンザと似た振る舞い
を示してきています。また、ウイルス
学的にも鳥ばかりでなく人間にも親和
性を持ってきているといわれています
ので、H5N1よりも人間の間で流行し
やすいかたちに変異している蓋然性
（パンデミック・ポテンシャル）は高
いかもしれません。
　大西　そうしますと、これから少し
注意を払っていかなければいけません
ね。
　川名　現段階ではヒト-ヒト感染は
ほとんどないという認識でいいと思い
ますが、インフルエンザウイルスは変
異しやすいという特徴もありますので、
人間への感染力、感染性が高まる形質
を獲得してくる可能性も考えて、注意

ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015） （857）  5756 （856） ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015）

1511本文.indd   56-57 15/10/15   9:46



し観察していく必要があると思います。
　大西　先ほどお話があった最初の
H5N1は現在どんな状況になっている
のでしょうか。
　川名　H5N1も中国から出てきたも
のですが、その後、ベトナム、インド
ネシア、カンボジアなど、主に東南ア
ジアを中心に流行してきました。実は
最近はエジプトで多くの患者さんが出

ています。エジプトでの流行は、これ
までの流行の中で最も大きい規模です
ので、気をつけて見ておく必要がある
と思います。
　大西　これからそういったことも念
頭に置いて診療に当たるということで
すね。
　川名　はい。
　大西　ありがとうございました。

　大西　結核についてお話をうかがい
たいと思います。
　まずは、日本の現状ですけれども、
結核は今減ってきているのでしょうか。
　佐々木　数としては減ってきている
のですけれども、実際に菌が出ている
方、あるいは喀痰塗抹陽性という感染
性のある方については減ってはいませ
ん。また、患者数の減り方も、1980年
代、90年代のスピードよりさらに緩い
スピードになっていまして、もっと急
速に患者さんの数が減っていってもい
い時代なのですが、減り方は鈍くなっ
ています。
　大西　高齢の方も増えているのです
か。
　佐々木　今、高齢の方を定義するの
は難しいのですが、70歳以上の方が57
％と過半数に達していますので、やは
り高齢の方の割合が増えていることに
なります。
　大西　そうしますと、在宅での治療
や介護、いろいろな施設に入るなど、
そういうところでも結核は問題になっ

ているのでしょうか。
　佐々木　問題になりつつあるといい
ますか、どうしても症状から患者さん
が発見されるわけで、在宅の患者さん
の場合、初期の発熱や食欲不振という
判断しにくい症状だけではなかなか発
見しにくいと思います。呼吸困難や意
識消失という重篤な症状に至って初め
て発見されるなどの症例を経験してい
ます。
　大西　かなり重くなってから見つか
るのですね。
　佐々木　そうですね。私は「いきな
り重症結核」と仮に定義していますが、
施設の場合は、施設の方に観察してい
ただいているのですが、結核の症状が、
高齢の方は呼吸器症状ではなくて、全
身的な症状、食欲がない、だるいなど
から少し様子をみようと経過観察され、
長期間みてしまう場合がありますので、
いきなり重症になってしまうことがあ
ります。
　大西　そこが非常に問題なのですね。
　佐々木　そうですね。

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

複十字病院呼吸器センター副センター長
佐々木　結　花

（聞き手　大西　真）

結核（多剤耐性結核を含む）
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し観察していく必要があると思います。
　大西　先ほどお話があった最初の
H5N1は現在どんな状況になっている
のでしょうか。
　川名　H5N1も中国から出てきたも
のですが、その後、ベトナム、インド
ネシア、カンボジアなど、主に東南ア
ジアを中心に流行してきました。実は
最近はエジプトで多くの患者さんが出

ています。エジプトでの流行は、これ
までの流行の中で最も大きい規模です
ので、気をつけて見ておく必要がある
と思います。
　大西　これからそういったことも念
頭に置いて診療に当たるということで
すね。
　川名　はい。
　大西　ありがとうございました。

　大西　結核についてお話をうかがい
たいと思います。
　まずは、日本の現状ですけれども、
結核は今減ってきているのでしょうか。
　佐々木　数としては減ってきている
のですけれども、実際に菌が出ている
方、あるいは喀痰塗抹陽性という感染
性のある方については減ってはいませ
ん。また、患者数の減り方も、1980年
代、90年代のスピードよりさらに緩い
スピードになっていまして、もっと急
速に患者さんの数が減っていってもい
い時代なのですが、減り方は鈍くなっ
ています。
　大西　高齢の方も増えているのです
か。
　佐々木　今、高齢の方を定義するの
は難しいのですが、70歳以上の方が57
％と過半数に達していますので、やは
り高齢の方の割合が増えていることに
なります。
　大西　そうしますと、在宅での治療
や介護、いろいろな施設に入るなど、
そういうところでも結核は問題になっ

ているのでしょうか。
　佐々木　問題になりつつあるといい
ますか、どうしても症状から患者さん
が発見されるわけで、在宅の患者さん
の場合、初期の発熱や食欲不振という
判断しにくい症状だけではなかなか発
見しにくいと思います。呼吸困難や意
識消失という重篤な症状に至って初め
て発見されるなどの症例を経験してい
ます。
　大西　かなり重くなってから見つか
るのですね。
　佐々木　そうですね。私は「いきな
り重症結核」と仮に定義していますが、
施設の場合は、施設の方に観察してい
ただいているのですが、結核の症状が、
高齢の方は呼吸器症状ではなくて、全
身的な症状、食欲がない、だるいなど
から少し様子をみようと経過観察され、
長期間みてしまう場合がありますので、
いきなり重症になってしまうことがあ
ります。
　大西　そこが非常に問題なのですね。
　佐々木　そうですね。

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

複十字病院呼吸器センター副センター長
佐々木　結　花

（聞き手　大西　真）

結核（多剤耐性結核を含む）
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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59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、「感染症診療の最前線2015」シリーズの第

３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。
…………………………………………………………………………………………
【ご質問の受付についてのお知らせ】
　日頃、読者の皆様からハガキでいただいておりますご質問を、ラジオNIKKEI
ホームページ（http://medical.radionikkei.jp/dr_salon/）からもお送りいただ
けるようになりました。

後記にかえて
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　大西　先ほど患者さんの減り方が鈍
くなってきて、大きな問題だというお
話がありましたけれども、その背景や
要因など、何か想定されているのでし
ょうか。
　佐々木　高齢の方の多病性ですね。
いろいろな病気を持って、そして加齢
で免疫能が下がってきて発病されるの
で、既感染率の高い集団がまだ日本に
は存在していることが背景となります。
これは第二次世界大戦から経済的発展
を遂げるまでの過去の負債と思われま
す。保健所は新規発生の方への対応は
非常に頑張っているので、若い方の発
症は増加傾向にはないのですけれども、
過去の感染を受けた方からの発症が問
題になります。
　大西　そうしますと、例えば糖尿病
など、そういう病気をお持ちの方は結
核を合併したりすることも多いのでし
ょうか。
　佐々木　現行で結核患者さんの中に
14～15％、糖尿病合併患者さんがおら
れるのですが、日本の人口における糖
尿病の患者さん、あるいは疑われる方
の数も非常に多いので、結核にだけ極
端に多いのか、なかなか判断は難しい
のです。しかし糖尿病の方で、指摘さ
れても糖尿病を放置する、あるいは糖
尿病治療を中断してしまう、そういう
方々が結核既感染であって免疫が低下
し発病してくる方は今でも見受けられ
ます。

　大西　免疫不全状態の方もかなりリ
スクがあると聞いていますけれども、
状況はいかがでしょうか。
　佐々木　関節リウマチの患者さんは
平均年齢として高齢の方が多いので、
その患者さんたちがリウマチを長く患
い、いろいろな薬を使って免疫能が低
下し結核を発病してくる場合がありま
す。今は、ガイドラインができていて、
リウマチ科の先生方も非常に気をつけ
てくださっているのですが、プレドニ
ン少量長期投与例の中からの発病は今
でも続いています。また臓器移植後の
症例など免疫抑制剤、副腎皮質ステロ
イド剤を大量投与されることが明らか
な場合は、専門領域の先生方にご理解
いただいて、予防措置として、結核感
染の診断をしていただいています。
　大西　最近、生物学的製剤なども盛
んに使われるようになっていますが、
そのときもかなり気をつけたほうがい
いのでしょうか。
　佐々木　薬剤の添付文書に使用前に
は必ず結核感染の有無を確認するとい
う記載があります。また、ガイドライ
ンがありますので、それに準じて検査
していただきたいと思います。
　大西　次に診断についてうかがいま
す。診断に苦慮する場合もあるかと思
いますけれども、どのようなぐあいで
しょうか。
　佐々木　まず喀痰検査を早期にする
そのタイミングです。私どもは２週間

以上咳のある方や、市販薬を内服後、
再び悪くなられた方に喀痰検査を施行
してほしいと申しています。今、喘息
の患者さんが非常に増えていまして、
咳で鑑別しにくいとうかがいます。し
かし、２週間以上の呼吸器症状、ない
しは、いったん治療して改善せずに、
悪くなった方、喘息の治療に抵抗する
症状を有する方は、結核だけではなく
て、呼吸器疾患合併について精査する
べきだと思います。画像ないしは喀痰
検査は結核だけでなく、いろいろな疾
患を鑑別する手法として、行っていた
だければと思います。
　大西　培養もけっこう時間がかかっ
たりしますね。１カ月ぐらい。
　佐々木　現在、核酸増幅法が用いら
れています。これは保険上同一検体で
は１回認められています。検体から直
接診断できますので、迅速診断が可能
です。
　大西　PCR法ですか。
　佐々木　そうですね。ほかのメーカ
ーも様々な検査法を開発しています。
　大西　感度はどんなものなのでしょ
うか。
　佐々木　塗抹陰性であっても、培養
陽性の場合に関しては感度は高く、70
％以上と考えています。
　大西　昔から使われているツベルク
リン反応の意義とはどういうものでし
ょうか。
　佐々木　現行ではツベルクリン反応

は非常に行われる範囲が狭くなってい
ます。日本でも健康保険で認められ 
ていますInterferon releasing assay、
QFT-3GないしはTSPOT. TBを現在で
は感染の診断に用いています。新生児、
乳幼児に関しては、ツベルクリン反応
と併用、ないしは大きな集団で感染を
疑って検査をする場合、小児まではツ
ベルクリン反応を行うことがあります。
　大西　次に治療のことをうかがいま
す。以前、多剤耐性結核なども問題に
なっていたと思うのですけれども、い
かがでしょうか。
　佐々木　日本で作られた薬で、デル
ティバという薬が40年ぶりに販売され
まして、多剤耐性結核治療薬として保
険承認されています。この薬剤に対し
て新たに耐性菌を作ってはいけないの
で、メーカーおよび日本結核病学会治
療委員会が、厳格に患者さんの適応を
決定しています。多剤耐性の患者さん
にとっては、今までなかった薬ですの
で、非常にいいニュースと考えていま
す。欧米ではもう１剤ありますが、ま
だこちらは本邦では治験中です。
　大西　これらの薬はかなり有効なの
でしょうか。
　佐々木　欧米の報告では菌陰性化率
は有意に高く、早期に菌が陰性化して
くるので、患者さんたちのQOLを上げ
ることになると思います。
　大西　多剤耐性の結核の率は多いの
でしょうか。
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　大西　先ほど患者さんの減り方が鈍
くなってきて、大きな問題だというお
話がありましたけれども、その背景や
要因など、何か想定されているのでし
ょうか。
　佐々木　高齢の方の多病性ですね。
いろいろな病気を持って、そして加齢
で免疫能が下がってきて発病されるの
で、既感染率の高い集団がまだ日本に
は存在していることが背景となります。
これは第二次世界大戦から経済的発展
を遂げるまでの過去の負債と思われま
す。保健所は新規発生の方への対応は
非常に頑張っているので、若い方の発
症は増加傾向にはないのですけれども、
過去の感染を受けた方からの発症が問
題になります。
　大西　そうしますと、例えば糖尿病
など、そういう病気をお持ちの方は結
核を合併したりすることも多いのでし
ょうか。
　佐々木　現行で結核患者さんの中に
14～15％、糖尿病合併患者さんがおら
れるのですが、日本の人口における糖
尿病の患者さん、あるいは疑われる方
の数も非常に多いので、結核にだけ極
端に多いのか、なかなか判断は難しい
のです。しかし糖尿病の方で、指摘さ
れても糖尿病を放置する、あるいは糖
尿病治療を中断してしまう、そういう
方々が結核既感染であって免疫が低下
し発病してくる方は今でも見受けられ
ます。

　大西　免疫不全状態の方もかなりリ
スクがあると聞いていますけれども、
状況はいかがでしょうか。
　佐々木　関節リウマチの患者さんは
平均年齢として高齢の方が多いので、
その患者さんたちがリウマチを長く患
い、いろいろな薬を使って免疫能が低
下し結核を発病してくる場合がありま
す。今は、ガイドラインができていて、
リウマチ科の先生方も非常に気をつけ
てくださっているのですが、プレドニ
ン少量長期投与例の中からの発病は今
でも続いています。また臓器移植後の
症例など免疫抑制剤、副腎皮質ステロ
イド剤を大量投与されることが明らか
な場合は、専門領域の先生方にご理解
いただいて、予防措置として、結核感
染の診断をしていただいています。
　大西　最近、生物学的製剤なども盛
んに使われるようになっていますが、
そのときもかなり気をつけたほうがい
いのでしょうか。
　佐々木　薬剤の添付文書に使用前に
は必ず結核感染の有無を確認するとい
う記載があります。また、ガイドライ
ンがありますので、それに準じて検査
していただきたいと思います。
　大西　次に診断についてうかがいま
す。診断に苦慮する場合もあるかと思
いますけれども、どのようなぐあいで
しょうか。
　佐々木　まず喀痰検査を早期にする
そのタイミングです。私どもは２週間

以上咳のある方や、市販薬を内服後、
再び悪くなられた方に喀痰検査を施行
してほしいと申しています。今、喘息
の患者さんが非常に増えていまして、
咳で鑑別しにくいとうかがいます。し
かし、２週間以上の呼吸器症状、ない
しは、いったん治療して改善せずに、
悪くなった方、喘息の治療に抵抗する
症状を有する方は、結核だけではなく
て、呼吸器疾患合併について精査する
べきだと思います。画像ないしは喀痰
検査は結核だけでなく、いろいろな疾
患を鑑別する手法として、行っていた
だければと思います。
　大西　培養もけっこう時間がかかっ
たりしますね。１カ月ぐらい。
　佐々木　現在、核酸増幅法が用いら
れています。これは保険上同一検体で
は１回認められています。検体から直
接診断できますので、迅速診断が可能
です。
　大西　PCR法ですか。
　佐々木　そうですね。ほかのメーカ
ーも様々な検査法を開発しています。
　大西　感度はどんなものなのでしょ
うか。
　佐々木　塗抹陰性であっても、培養
陽性の場合に関しては感度は高く、70
％以上と考えています。
　大西　昔から使われているツベルク
リン反応の意義とはどういうものでし
ょうか。
　佐々木　現行ではツベルクリン反応

は非常に行われる範囲が狭くなってい
ます。日本でも健康保険で認められ 
ていますInterferon releasing assay、
QFT-3GないしはTSPOT. TBを現在で
は感染の診断に用いています。新生児、
乳幼児に関しては、ツベルクリン反応
と併用、ないしは大きな集団で感染を
疑って検査をする場合、小児まではツ
ベルクリン反応を行うことがあります。
　大西　次に治療のことをうかがいま
す。以前、多剤耐性結核なども問題に
なっていたと思うのですけれども、い
かがでしょうか。
　佐々木　日本で作られた薬で、デル
ティバという薬が40年ぶりに販売され
まして、多剤耐性結核治療薬として保
険承認されています。この薬剤に対し
て新たに耐性菌を作ってはいけないの
で、メーカーおよび日本結核病学会治
療委員会が、厳格に患者さんの適応を
決定しています。多剤耐性の患者さん
にとっては、今までなかった薬ですの
で、非常にいいニュースと考えていま
す。欧米ではもう１剤ありますが、ま
だこちらは本邦では治験中です。
　大西　これらの薬はかなり有効なの
でしょうか。
　佐々木　欧米の報告では菌陰性化率
は有意に高く、早期に菌が陰性化して
くるので、患者さんたちのQOLを上げ
ることになると思います。
　大西　多剤耐性の結核の率は多いの
でしょうか。
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　佐々木　現在では新登録の0.6％程度
ですが、毎年必ず新登録患者さんとし
て出てくること、それから欧米で問題
になっているのですけれども、新興国
から多剤耐性結核菌に感染した方が入
国し、本邦で発病するなど、様々な問
題がこれからも出てくると思います。
　大西　普通、結核の患者さんに対し
ては、いわゆる標準的な治療法を行う
のですね。
　佐々木　標準治療が世界で統一され
ていますので、ほとんどの患者さんに
標準治療法が用いられます。
　大西　そのあたりは少し最近変わっ
たことはないのでしょうか。
　佐々木　日本結核病学会が2014年、
医療の基準の見直しを出しまして、そ
ちらが最新版になっています。例えば
腎臓の悪い方への投薬について刷新さ
れました。
　大西　以前より長期間入院するよう
なケースは減ってきているように思う
のですけれども、その辺の目安は。
　佐々木　自宅に帰られる方は、喀痰
塗抹３回陰性で退院ということでよい
かと思いますが、乳幼児、新生児が家
族にいるとか、呼吸器症状がなかなか
とれないとか、あるいは治療になかな
か理解が得られない方に関しては、保
健所と相談して少し延長を図ることが
行われています。

　大西　ちょっと別なトピックスなの
ですが、肺炎以外の肺外結核、そのあ
たりの現状はいかがなのでしょうか。
　佐々木　患者さんの数が減り、診断
が難しくなっています。直接組織から
検体を採取しないと菌の確保が難しい
ために、診断に苦慮する例も多いです。
結核性髄膜炎など、重症例もあります
が、診断にかなり難渋することがあり
ます。
　大西　そうしますと、最初の話に戻
って、少し減少傾向が緩やかになって
きているということですが、今後、日
本の結核をさらに撲滅していくために
はどんな対策が有効なのでしょうか。
　佐々木　やはり現在続けています、
皆さん方へのご理解をいただくという
地道な啓発活動、それから感染症の鑑
別診断として、結核を必ず挙げること
を若い先生方に伝えること。診断が難
しい、あるいは難渋することは多々あ
りますけれども、症例を一人ひとり見
直していって、次に役立てていくこと
が重要ではないかと思われます。
　大西　常に結核のことを頭に置いて、
きちっと鑑別していく。そういう地道
なことが重要なのですね。
　佐々木　そういうことになると思い
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　カルバペネム耐性腸内細菌科
細菌感染症ということでうかがいます。
まず、この菌はどういったものなので
しょうか。
　早川　カルバペネムとは抗生剤の名
前で、比較的いろいろな種類の菌に効
く抗生剤です。これに耐性を示す菌な
のですけれども、特に腸内細菌科細菌
といいまして、おなかの中に常在して
いる菌を中心にこのカルバペネム耐性
を持つ菌が今増えてきており、カルバ
ペネム耐性腸内細菌科細菌と呼ばれる
ことが多いです。
　齊藤　いつごろからたいへんだとい
われるようになってきたのですか。
　早川　欧米では1990年代の後半ぐら
いから問題になってきていまして、日
本ではここ数年、特に大きく問題にな
る事例が増えてきました。それを受け
て、2014年の９月から第５類の全数届
け出疾患にも指定されていますので、
これほど問題視されるようになったの
はここ数年というところかと思います。
　齊藤　2014年９月ならば、まだ１年

ぐらいですね。
　早川　そうですね。
　齊藤　日本での届け出状況はわかっ
ているのですか。
　早川　2015年度、例えば６月の第１
週ぐらいまでの状況ですと、累計で544
例ぐらい届け出があるという情報があ
ったと思います。
　齊藤　感染症が起こったという方で
すね。
　早川　そうですね。厚生労働省への
届け出の基準としては、痰とか尿とか、
菌がいてもいい場所から出てしまった
場合に感染を起こしているサインがあ
る場合、もしくは本来菌がいてはいけ
ない血液などから出た場合という２つ
のカテゴリーがあります。全体として
感染を起こしている例と判断されたも
のがこれぐらいあるということです。
　齊藤　日本の数は外国と比較して何
か言えますか。
　早川　アメリカでは、2013年にCDC
が出している報告ですと、検出例が年
間9,000ぐらい、死亡例が600ぐらいで

感染症診療の最前線2015（Ⅲ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター
早　川　佳代子

（聞き手　齊藤郁夫）

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症

ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015） （863）  6362 （862） ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015）

1511本文.indd   62-63 15/10/15   9:46



　佐々木　現在では新登録の0.6％程度
ですが、毎年必ず新登録患者さんとし
て出てくること、それから欧米で問題
になっているのですけれども、新興国
から多剤耐性結核菌に感染した方が入
国し、本邦で発病するなど、様々な問
題がこれからも出てくると思います。
　大西　普通、結核の患者さんに対し
ては、いわゆる標準的な治療法を行う
のですね。
　佐々木　標準治療が世界で統一され
ていますので、ほとんどの患者さんに
標準治療法が用いられます。
　大西　そのあたりは少し最近変わっ
たことはないのでしょうか。
　佐々木　日本結核病学会が2014年、
医療の基準の見直しを出しまして、そ
ちらが最新版になっています。例えば
腎臓の悪い方への投薬について刷新さ
れました。
　大西　以前より長期間入院するよう
なケースは減ってきているように思う
のですけれども、その辺の目安は。
　佐々木　自宅に帰られる方は、喀痰
塗抹３回陰性で退院ということでよい
かと思いますが、乳幼児、新生児が家
族にいるとか、呼吸器症状がなかなか
とれないとか、あるいは治療になかな
か理解が得られない方に関しては、保
健所と相談して少し延長を図ることが
行われています。

　大西　ちょっと別なトピックスなの
ですが、肺炎以外の肺外結核、そのあ
たりの現状はいかがなのでしょうか。
　佐々木　患者さんの数が減り、診断
が難しくなっています。直接組織から
検体を採取しないと菌の確保が難しい
ために、診断に苦慮する例も多いです。
結核性髄膜炎など、重症例もあります
が、診断にかなり難渋することがあり
ます。
　大西　そうしますと、最初の話に戻
って、少し減少傾向が緩やかになって
きているということですが、今後、日
本の結核をさらに撲滅していくために
はどんな対策が有効なのでしょうか。
　佐々木　やはり現在続けています、
皆さん方へのご理解をいただくという
地道な啓発活動、それから感染症の鑑
別診断として、結核を必ず挙げること
を若い先生方に伝えること。診断が難
しい、あるいは難渋することは多々あ
りますけれども、症例を一人ひとり見
直していって、次に役立てていくこと
が重要ではないかと思われます。
　大西　常に結核のことを頭に置いて、
きちっと鑑別していく。そういう地道
なことが重要なのですね。
　佐々木　そういうことになると思い
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　カルバペネム耐性腸内細菌科
細菌感染症ということでうかがいます。
まず、この菌はどういったものなので
しょうか。
　早川　カルバペネムとは抗生剤の名
前で、比較的いろいろな種類の菌に効
く抗生剤です。これに耐性を示す菌な
のですけれども、特に腸内細菌科細菌
といいまして、おなかの中に常在して
いる菌を中心にこのカルバペネム耐性
を持つ菌が今増えてきており、カルバ
ペネム耐性腸内細菌科細菌と呼ばれる
ことが多いです。
　齊藤　いつごろからたいへんだとい
われるようになってきたのですか。
　早川　欧米では1990年代の後半ぐら
いから問題になってきていまして、日
本ではここ数年、特に大きく問題にな
る事例が増えてきました。それを受け
て、2014年の９月から第５類の全数届
け出疾患にも指定されていますので、
これほど問題視されるようになったの
はここ数年というところかと思います。
　齊藤　2014年９月ならば、まだ１年

ぐらいですね。
　早川　そうですね。
　齊藤　日本での届け出状況はわかっ
ているのですか。
　早川　2015年度、例えば６月の第１
週ぐらいまでの状況ですと、累計で544
例ぐらい届け出があるという情報があ
ったと思います。
　齊藤　感染症が起こったという方で
すね。
　早川　そうですね。厚生労働省への
届け出の基準としては、痰とか尿とか、
菌がいてもいい場所から出てしまった
場合に感染を起こしているサインがあ
る場合、もしくは本来菌がいてはいけ
ない血液などから出た場合という２つ
のカテゴリーがあります。全体として
感染を起こしている例と判断されたも
のがこれぐらいあるということです。
　齊藤　日本の数は外国と比較して何
か言えますか。
　早川　アメリカでは、2013年にCDC
が出している報告ですと、検出例が年
間9,000ぐらい、死亡例が600ぐらいで
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はないかということなので、それに比
べると少ないといえば少ないのですけ
れども、ただ、アジアの諸国できちん
と数字を出してきている国がまだ少な
いのです。また、国や地域によりカル
バペネム耐性菌の中でも頻度の多い遺
伝子型が異なることもあり、比較がち
ょっと難しいところはあります。
　齊藤　そもそもこういうものが問題
になってきた背景はどういうことなの
でしょうか。
　早川　カルバペネムという薬がそも
そもよく使われるようになってきたこ
とが１つあると思います。例えば、
ESBL産生菌という、これまた別の耐
性菌なのですけれども、ペニシリンだ
ったり、セフェム系の抗生剤だったり、
私たちが普段よく使う抗生剤に耐性を
示す菌が近年非常に増えてきています。
これは1980年代ぐらいから報告があっ
て、どんどん増えて、今では日本の例
えば大腸菌ですと、地域にもよります
が10％以上、このESBL産生菌という
ところもあると思います。このESBL
産生菌の治療薬は非常に限られていて、
カルバペネムはその限られた薬の中の
一つで、いわば最後の切り札的な薬だ
ったのです。ほかの耐性菌が増えてし
まったので、これを使っていたら、こ
の耐性菌も増えてきてしまったという
状況が理由の一つとしてあるかと思い
ます。
　齊藤　この感染症が起こる患者さん

とはどういう人が多いのですか。
　早川　今まで多く報告されているも
のですと、市中で普通に暮らしている
方がいきなりかかるインフルエンザみ
たいなものとはちょっと違いまして、
基本的には、病院に長く入院されて医
療行為を受けていて、体に医療器具を
使用している方、尿路カテーテルや手
術のあとにつけたドレーン、そういっ
たものがある方で、日本の2014年度の
統計ですと、比較的高齢の方に多いと
いうデータもあります。
　齊藤　これは腸内細菌ということで、
無症状で菌を持っている人もいるので
すか。
　早川　そのとおりです。おなかの中
にもともと普通にすんでいるような菌
が、たまたまカルバペネムに耐性にな
る力を獲得して、カルバペネム耐性菌
に変わるという感じなので、全然無症
状で保菌しているだけの人もいると考
えられています。
　齊藤　そういう人が長期入院になっ
て、カテーテル等が入ると、それが関
係するのですか。
　早川　一つは、そういった方が長く
入院していると、病院の中でいわゆる
感染症の問題をどうしても起こしてし
まう。例えば、入院中に尿路感染症に
なったり、肺炎になったり、そして抗
生剤が使われて、だんだんご自身の持
っている菌に選択がかかり、耐性菌が
生き残っていったり、あとはドレーン

などを使っているので、どうしても医
療従事者に触れられる機会も増えるわ
けですから、そういったところで耐性
菌の感染を受けやすくなります。
　齊藤　具体的にどんな感染症になる
のですか。
　早川　理論的には何でも起こし得ま
す。報告されているものでも、髄膜炎、
肺炎、菌血症、尿路感染症、腹腔内感
染症などがあります。ただ、例えば髄
膜炎菌のように、いきなり髄膜炎を起
こすというのではなく、例えばドレー
ンが入っているから、それに関連して
髄膜炎を起こすとか、尿路カテーテル
が入っているので尿路感染症を起こす
など、医療行為などに関連したものが
多いのが特徴です。特に多いのは尿路、
腹腔内、また肺炎です。
　齊藤　診断の流れとしては、このよ
うな背景の患者さんが感染症を起こし
て、なかなか抗菌剤が効きにくい場合
に、こういったことを考えていくので
すか。
　早川　診断に関しては、細菌検査室
の力が非常に大きいと思います。普通、
私たちは病院で培養検体が出たら、そ
れを細菌検査室に送って、細菌検査室
でその菌の名前を見つけ出して、どう
いう抗生剤が効くか、MICテストとい
うものをやってくれるのですけれども、
その過程で「ちょっとカルバペネムが
効きにくい菌だな」と引っかかる場合
もあります。あとは最近よく言われて

いますが、カルバペネムがはっきり効
きにくくは見えないのですけれども、
ほかの薬がちょっと効きにくいパター
ンから疑って、検査をして調べるとい
う場合もあるかと思います。
　齊藤　具体的にはどういった検査で
見つけていくのですか。
　早川　カルバペネムが効かなくなっ
ているということで、例えば培地の上
にこの菌を塗ってカルバペネムを置い
たとしても、生えてきてしまいます。
そこに例えばメルカプト酢酸のような、
カルバペネマーゼという酵素を阻害す
るものを置くと、カルバペネムが効き
出すという現象が見られます。これで
この酵素が原因になっている耐性だと
いうことがわかります。あとは進んで
いるところですと、PCR検査などをす
れば診断はできます。
　齊藤　そういう患者さんが出た場合
にはどうしていくのですか。
　早川　一つは、感染対策と治療とを
分けて考える必要があると思います。
増えてきているとはいえ、それほど多
くの患者さんに見られる菌ではないで
すし、治療もたいへんなので、院内で
の拡散は防ぎたいということから、接
触予防策、その患者さんのケアをする
ときは手袋、エプロンをつけて、あと
手指衛生、ケアの前、ケアのあと、き
ちんとアルコール性の手指衛生剤で手
指衛生をすることが一つ。
　もう一つ、治療に関しては、いわゆ

ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015） （865）  6564 （864） ドクターサロン59巻11月号（10 . 2015）

1511本文.indd   64-65 15/10/15   9:46



はないかということなので、それに比
べると少ないといえば少ないのですけ
れども、ただ、アジアの諸国できちん
と数字を出してきている国がまだ少な
いのです。また、国や地域によりカル
バペネム耐性菌の中でも頻度の多い遺
伝子型が異なることもあり、比較がち
ょっと難しいところはあります。
　齊藤　そもそもこういうものが問題
になってきた背景はどういうことなの
でしょうか。
　早川　カルバペネムという薬がそも
そもよく使われるようになってきたこ
とが１つあると思います。例えば、
ESBL産生菌という、これまた別の耐
性菌なのですけれども、ペニシリンだ
ったり、セフェム系の抗生剤だったり、
私たちが普段よく使う抗生剤に耐性を
示す菌が近年非常に増えてきています。
これは1980年代ぐらいから報告があっ
て、どんどん増えて、今では日本の例
えば大腸菌ですと、地域にもよります
が10％以上、このESBL産生菌という
ところもあると思います。このESBL
産生菌の治療薬は非常に限られていて、
カルバペネムはその限られた薬の中の
一つで、いわば最後の切り札的な薬だ
ったのです。ほかの耐性菌が増えてし
まったので、これを使っていたら、こ
の耐性菌も増えてきてしまったという
状況が理由の一つとしてあるかと思い
ます。
　齊藤　この感染症が起こる患者さん

とはどういう人が多いのですか。
　早川　今まで多く報告されているも
のですと、市中で普通に暮らしている
方がいきなりかかるインフルエンザみ
たいなものとはちょっと違いまして、
基本的には、病院に長く入院されて医
療行為を受けていて、体に医療器具を
使用している方、尿路カテーテルや手
術のあとにつけたドレーン、そういっ
たものがある方で、日本の2014年度の
統計ですと、比較的高齢の方に多いと
いうデータもあります。
　齊藤　これは腸内細菌ということで、
無症状で菌を持っている人もいるので
すか。
　早川　そのとおりです。おなかの中
にもともと普通にすんでいるような菌
が、たまたまカルバペネムに耐性にな
る力を獲得して、カルバペネム耐性菌
に変わるという感じなので、全然無症
状で保菌しているだけの人もいると考
えられています。
　齊藤　そういう人が長期入院になっ
て、カテーテル等が入ると、それが関
係するのですか。
　早川　一つは、そういった方が長く
入院していると、病院の中でいわゆる
感染症の問題をどうしても起こしてし
まう。例えば、入院中に尿路感染症に
なったり、肺炎になったり、そして抗
生剤が使われて、だんだんご自身の持
っている菌に選択がかかり、耐性菌が
生き残っていったり、あとはドレーン

などを使っているので、どうしても医
療従事者に触れられる機会も増えるわ
けですから、そういったところで耐性
菌の感染を受けやすくなります。
　齊藤　具体的にどんな感染症になる
のですか。
　早川　理論的には何でも起こし得ま
す。報告されているものでも、髄膜炎、
肺炎、菌血症、尿路感染症、腹腔内感
染症などがあります。ただ、例えば髄
膜炎菌のように、いきなり髄膜炎を起
こすというのではなく、例えばドレー
ンが入っているから、それに関連して
髄膜炎を起こすとか、尿路カテーテル
が入っているので尿路感染症を起こす
など、医療行為などに関連したものが
多いのが特徴です。特に多いのは尿路、
腹腔内、また肺炎です。
　齊藤　診断の流れとしては、このよ
うな背景の患者さんが感染症を起こし
て、なかなか抗菌剤が効きにくい場合
に、こういったことを考えていくので
すか。
　早川　診断に関しては、細菌検査室
の力が非常に大きいと思います。普通、
私たちは病院で培養検体が出たら、そ
れを細菌検査室に送って、細菌検査室
でその菌の名前を見つけ出して、どう
いう抗生剤が効くか、MICテストとい
うものをやってくれるのですけれども、
その過程で「ちょっとカルバペネムが
効きにくい菌だな」と引っかかる場合
もあります。あとは最近よく言われて

いますが、カルバペネムがはっきり効
きにくくは見えないのですけれども、
ほかの薬がちょっと効きにくいパター
ンから疑って、検査をして調べるとい
う場合もあるかと思います。
　齊藤　具体的にはどういった検査で
見つけていくのですか。
　早川　カルバペネムが効かなくなっ
ているということで、例えば培地の上
にこの菌を塗ってカルバペネムを置い
たとしても、生えてきてしまいます。
そこに例えばメルカプト酢酸のような、
カルバペネマーゼという酵素を阻害す
るものを置くと、カルバペネムが効き
出すという現象が見られます。これで
この酵素が原因になっている耐性だと
いうことがわかります。あとは進んで
いるところですと、PCR検査などをす
れば診断はできます。
　齊藤　そういう患者さんが出た場合
にはどうしていくのですか。
　早川　一つは、感染対策と治療とを
分けて考える必要があると思います。
増えてきているとはいえ、それほど多
くの患者さんに見られる菌ではないで
すし、治療もたいへんなので、院内で
の拡散は防ぎたいということから、接
触予防策、その患者さんのケアをする
ときは手袋、エプロンをつけて、あと
手指衛生、ケアの前、ケアのあと、き
ちんとアルコール性の手指衛生剤で手
指衛生をすることが一つ。
　もう一つ、治療に関しては、いわゆ
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るβラクタム系の薬は全体的に効かな
くなっています。つまりペニシリンや
セフェム、カルバペネムは効きにくい
と考えられるので、それ以外の薬の中
で効くものを見つけて使うのが主な治
療になります。
　齊藤　薬は、経験的に使っていくの
ですか。
　早川　この菌だと判断された時点か
ら１～２日ぐらいでだいたい感受性は
わかってくるものですから、感受性を
待つか、もしくは待たないで、かなり
患者さんの状態が悪いときには、例え
ばアミノグリコシド系の薬や、キノロ
ン系の薬であったり、これも耐性にな
る場合もあるのですけれども、あとは
最近日本でも承認されたコリスチンと
いう耐性菌用の薬を使用するのが、今
できるアプローチかと思います。
　齊藤　あとは全身状態に対するサポ

ートになりますか。
　早川　そうですね。
　齊藤　何か特別なことはありますか。
　早川　いえ、サポートに関していう
と、一般的な細菌感染症と同じです。
　齊藤　死亡率はかなり高いものなの
ですか。
　早川　アメリカで報告されているも
のですと、血流感染を起こした場合は
だいたい４割ぐらい亡くなってしまう。
日本で、自験例ですけれども、保菌し
ているだけであれば、普通の方と致死
率は変わらない。ただ、菌血症という
血液にまで入っていくような場合です
と、４割ぐらいの方が亡くなっている
データが過去にありまして、感染して
しまうと、やはり致死率は問題になる
かなと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Sugarintakeisassociatedwithprogressionfromisletautoimmunity
totype1diabetes:theDiabetesAutoimmunityStudyintheYoung.
　LambMM,FrederiksenB,SeifertJA,KroehlM,RewersM,NorrisJM.
　Diabetologia.58(9):2027〜2034,2015.

　目的／仮説：食事性砂糖の摂取はインスリン産生を刺激し、β細胞にストレスを
与え、膵島自己免疫（IA）およびその結果の１型糖尿病を増加させるかもしれない。
　方法：1993年以来、Diabetes Autoimmunity Study in the Young（DAISY）
は１型糖尿病の遺伝的リスクの高い小児のIA（インスリン、GADまたはprotein 
tyrosine phosphatase-like protein［IA2］に対する抗体が連続して２回以上陽性）
と１型糖尿病への進展を観察した。果糖、蔗糖、総糖質、砂糖添加飲料、人工甘
味料飲料、ジュースなどの摂取の情報を、食品頻度質問表（food frequency 
questionnaires［FFQs］）によって小児期を通して前向きに収集した。1,893人の
小児の食事記録を分析した（追跡終了時の平均年齢は10.2年）：142人がIAを生じ、
42人が１型糖尿病を発症した。HLA遺伝子型はハイリスク（HLA-DR3/4、DQB1＊
0302）と非ハイリスクに２分された。全コックス回帰モデルを総エネルギー、
FFQタイプ、１型糖尿病家族歴、HLA遺伝子型、人種によって調整した。
　結果：IA小児において、１型糖尿病への進展は砂糖の総摂取量と有意に関連し
た（ハザード比1.75、95％ CI 1.07～2.85）。また、１型糖尿病への進展はハイリス
クHLA遺伝子型保有の小児で砂糖添加飲料の摂取量増加と関連した（ハザード比
1.84、95％ CI 1.25～2.71）が、リスクのない小児では関連しなかった（interaction 
p value＝0.02）。糖質の変数はIAリスクと関連しなかった。
　結論／解釈：砂糖摂取は１型糖尿病発症の最終段階を悪化させるかもしれない： 
砂糖添加飲料は１型糖尿病発症の遺伝リスクが最も高い小児にとって特に有害と
思われる。

糖尿病シリーズ（493）

NTT東日本東北病院院長

佐　藤　　譲
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1511本文.indd   66-67 15/10/15   9:46


	01-1511本文_00001
	02-1511本文_00001-1
	02-1511本文_00001-2
	02-1511本文_00002-1
	02-1511本文_00002-2
	02-1511本文_00003-1
	02-1511本文_00003-2
	02-1511本文_00004-1
	02-1511本文_00004-2
	02-1511本文_00005-1
	02-1511本文_00005-2
	02-1511本文_00006-1
	02-1511本文_00006-2
	02-1511本文_00007-1
	02-1511本文_00007-2
	02-1511本文_00008-1
	02-1511本文_00008-2
	02-1511本文_00009-1
	02-1511本文_00009-2
	02-1511本文_00010-1
	02-1511本文_00010-2
	02-1511本文_00011-1
	02-1511本文_00011-2
	02-1511本文_00012-1
	02-1511本文_00012-2
	02-1511本文_00013-1
	02-1511本文_00013-2
	02-1511本文_00014-1
	02-1511本文_00014-2
	02-1511本文_00015-1
	02-1511本文_00015-2
	02-1511本文_00016-1
	02-1511本文_00016-2
	02-1511本文_00017-1
	02-1511本文_00017-2
	02-1511本文_00018-1
	02-1511本文_00018-2
	02-1511本文_00019-1
	02-1511本文_00019-2
	02-1511本文_00020-1
	02-1511本文_00020-2
	02-1511本文_00021-1
	02-1511本文_00021-2
	02-1511本文_00022-1
	02-1511本文_00022-2
	02-1511本文_00023-1
	02-1511本文_00023-2
	02-1511本文_00024-1
	02-1511本文_00024-2
	02-1511本文_00025-1
	02-1511本文_00025-2
	02-1511本文_00026-1
	02-1511本文_00026-2
	02-1511本文_00027-1
	02-1511本文_00027-2
	02-1511本文_00028-1
	02-1511本文_00028-2
	02-1511本文_00029-1
	02-1511本文_00029-2
	02-1511本文_00030-1
	02-1511本文_00030-2
	02-1511本文_00031-1
	02-1511本文_00031-2
	02-1511本文_00032-1
	02-1511本文_00032-2
	02-1511本文_00033-1



