
　池田　感染症治癒証明書を発行する
にあたり、何を基準にすべきかという
質問です。どういった内容なのでしょ
うか。
　和田　溶連菌感染症というのは比較
的狭い空間、いわゆる学校などの場所
で流行することが非常に多い疾患で、
感染性がないかどうかを確認して登校
しなくてはいけないことが義務づけら
れています。
　ただ、本症に対しての抗菌薬は極め
て効果的で、抗菌薬が適正に開始され
れば、通常、24～48時間経過すれば解
熱し、臨床症状も軽快するといわれて
います。この時期になると、患者が本
菌を伝播しない、つまり他への感染力
が消失するようになり、そのような状
態で、全身状態が良好であれば医師の
裁量のもとで治癒証明書を書けるよう

になる。つまり、登校可能といえます。
　池田　感染症治癒証明書とは、一義
的には他人へ感染する可能性が少ない
ことをまず証明しているのですね。
　和田　はい。
　池田　勘違いしやすいような名前の
証明書ですけれども、24～48時間して、
全身状態も含めて大丈夫なら、これを
先生たちが書かれて、登園、登校でき
るようになる。これがいわゆる目安と
いうか、基準なのですね。
　和田　治癒証明という言葉で、先生
もおっしゃったように、解釈がちょっ
と難しいかと思うのですけど、実際に
は他の児童に感染させないことを証明
すると理解いただければよいと思いま
す。
　池田　一般的な治療では何日ぐらい
抗菌薬を内服する必要があるのですか。

　和田　感染されたお子さんに確実な
除菌を行うには10日間の治療期間が必
要といわれています。これは確実に除
菌をするということで、症状の緩和と
はあまり関係ないようです。ここのと
ころをご家族によく理解していただく
ことも必要かと思われます。
　池田　「もう登校していいよ」と言
われても、薬をやめてはだめで、10日
間は続けなければいけない。
　和田　そういうことです。
　池田　証明書という言葉があります
ので、混乱する感じですが。
　和田　全くそのとおりだと思います。
　池田　抗菌薬を内服するわけですけ
れども、目的は何なのでしょうか。
　和田　一般的にいわれているのは、
昔からあるリウマチ熱という合併症の
予防、それから化膿性合併症の予防、
お子さんの臨床症状と徴候の改善、先
ほどお話ししたような本菌の他への伝
播の防止などがいわれています。
　池田　リウマチ熱、あるいは急性糸
球体腎炎などがありますけれども、こ
れらは感染症になった後、どのくらい
で通常起こることが多いでしょうか。
　和田　いわゆる溶連菌の咽頭炎から
続発症出現までの期間は、リウマチ熱
の場合では平均18日、急性糸球体腎炎
では平均10日間といわれています。
　池田　内服すればだいたい大丈夫と
いうことですね。
　和田　そうだと思います。10日でリ

ウマチ熱の場合は確実に予防ができる
ことが明らかになっています。急性糸
球体腎炎に関しては、抗菌薬を用いれ
ば必ず予防できるというエビデンスは、
今のところはっきりしていません。
　池田　逆に言いますと、10日内服が
終了しても、もう少し定期的に通院し
て、腎臓病の合併症の有無などを調べ
ている。
　和田　調べている病院もあります。
　池田　３段階目ですね。最初は感染
性を抑えて、次は抗菌薬を10日のんで、
次は合併症の検索ですね。
　和田　はい。
　池田　親御さんにも理解していただ
いての３段階治療になるのでしょうか。
どのような抗菌薬をお使いになるので
しょうか。
　和田　第一選択剤はペニシリンです。
その理由としては、リウマチ熱を予防
できることが確立している点と、古く
からペニシリンが使用されているにも
かかわらず、感受性の低下がなく、耐
性株が出現していない。安全に使用で
きる。抗菌スペクトルが狭い。安価で
あるなどです。安いということも含め
て、わが国ではアモキシシリンが最も
多く使われています。
　池田　その他の薬剤はどのようなも
のが使われるのでしょうか。
　和田　数年前から、欧米ではセフェ
ム系の薬剤が臨床的な有効率、細菌学
的な有効率が優れているのではないか

学童の溶連菌感染症

東京慈恵会医科大学附属柏病院小児科教授
和　田　靖　之

（聞き手　池田志斈）

　学童が溶連菌感染症に罹患して治療を開始後、感染症治癒証明書を発行する
にあたり、何を基準にすべきかご教示ください。
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　池田　感染症治癒証明書を発行する
にあたり、何を基準にすべきかという
質問です。どういった内容なのでしょ
うか。
　和田　溶連菌感染症というのは比較
的狭い空間、いわゆる学校などの場所
で流行することが非常に多い疾患で、
感染性がないかどうかを確認して登校
しなくてはいけないことが義務づけら
れています。
　ただ、本症に対しての抗菌薬は極め
て効果的で、抗菌薬が適正に開始され
れば、通常、24～48時間経過すれば解
熱し、臨床症状も軽快するといわれて
います。この時期になると、患者が本
菌を伝播しない、つまり他への感染力
が消失するようになり、そのような状
態で、全身状態が良好であれば医師の
裁量のもとで治癒証明書を書けるよう

になる。つまり、登校可能といえます。
　池田　感染症治癒証明書とは、一義
的には他人へ感染する可能性が少ない
ことをまず証明しているのですね。
　和田　はい。
　池田　勘違いしやすいような名前の
証明書ですけれども、24～48時間して、
全身状態も含めて大丈夫なら、これを
先生たちが書かれて、登園、登校でき
るようになる。これがいわゆる目安と
いうか、基準なのですね。
　和田　治癒証明という言葉で、先生
もおっしゃったように、解釈がちょっ
と難しいかと思うのですけど、実際に
は他の児童に感染させないことを証明
すると理解いただければよいと思いま
す。
　池田　一般的な治療では何日ぐらい
抗菌薬を内服する必要があるのですか。

　和田　感染されたお子さんに確実な
除菌を行うには10日間の治療期間が必
要といわれています。これは確実に除
菌をするということで、症状の緩和と
はあまり関係ないようです。ここのと
ころをご家族によく理解していただく
ことも必要かと思われます。
　池田　「もう登校していいよ」と言
われても、薬をやめてはだめで、10日
間は続けなければいけない。
　和田　そういうことです。
　池田　証明書という言葉があります
ので、混乱する感じですが。
　和田　全くそのとおりだと思います。
　池田　抗菌薬を内服するわけですけ
れども、目的は何なのでしょうか。
　和田　一般的にいわれているのは、
昔からあるリウマチ熱という合併症の
予防、それから化膿性合併症の予防、
お子さんの臨床症状と徴候の改善、先
ほどお話ししたような本菌の他への伝
播の防止などがいわれています。
　池田　リウマチ熱、あるいは急性糸
球体腎炎などがありますけれども、こ
れらは感染症になった後、どのくらい
で通常起こることが多いでしょうか。
　和田　いわゆる溶連菌の咽頭炎から
続発症出現までの期間は、リウマチ熱
の場合では平均18日、急性糸球体腎炎
では平均10日間といわれています。
　池田　内服すればだいたい大丈夫と
いうことですね。
　和田　そうだと思います。10日でリ

ウマチ熱の場合は確実に予防ができる
ことが明らかになっています。急性糸
球体腎炎に関しては、抗菌薬を用いれ
ば必ず予防できるというエビデンスは、
今のところはっきりしていません。
　池田　逆に言いますと、10日内服が
終了しても、もう少し定期的に通院し
て、腎臓病の合併症の有無などを調べ
ている。
　和田　調べている病院もあります。
　池田　３段階目ですね。最初は感染
性を抑えて、次は抗菌薬を10日のんで、
次は合併症の検索ですね。
　和田　はい。
　池田　親御さんにも理解していただ
いての３段階治療になるのでしょうか。
どのような抗菌薬をお使いになるので
しょうか。
　和田　第一選択剤はペニシリンです。
その理由としては、リウマチ熱を予防
できることが確立している点と、古く
からペニシリンが使用されているにも
かかわらず、感受性の低下がなく、耐
性株が出現していない。安全に使用で
きる。抗菌スペクトルが狭い。安価で
あるなどです。安いということも含め
て、わが国ではアモキシシリンが最も
多く使われています。
　池田　その他の薬剤はどのようなも
のが使われるのでしょうか。
　和田　数年前から、欧米ではセフェ
ム系の薬剤が臨床的な有効率、細菌学
的な有効率が優れているのではないか

学童の溶連菌感染症

東京慈恵会医科大学附属柏病院小児科教授
和　田　靖　之

（聞き手　池田志斈）

　学童が溶連菌感染症に罹患して治療を開始後、感染症治癒証明書を発行する
にあたり、何を基準にすべきかご教示ください。

＜愛知県開業医＞
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という報告が出ており、わが国でもセ
フジニル、セフカペンピボキシル、セ
フテラムピボキシル、セフジトレンピ
ボキセルの５日間療法も行われていま
す。セフェム系は非常に味もいいので、
服薬性とか投薬量、投与期間から考え
た服薬コンプライアンスのうえでは優
位であるとも考えられています。
　池田　おいしくないものを10日間子
どもさんにのんでもらうのは難しいと
思います。個々の患者さんによっては、
何か薬剤アレルギーのようなものがあ
る場合がありますけれども、その場合
は例えばペニシリン、セフェム系の代
わりに何が使われるのでしょうか。
　和田　昔からペニシリンアレルギー
という言葉は使われていたと思います
が、この場合にはマクロライド系の抗
菌薬が使用されていました。近年の溶
連菌ではマクロライド系薬剤への耐性
菌が増加傾向にあり、日本でも15～20
％見られています。そこで、ペニシリ
ンアレルギーの可能性のある患者さん
の場合は、一般に溶連菌では培養のみ
行いますが、あまり行われない薬剤感
受性試験を行い、適切な抗菌薬を検索
するほうがよいともいわれています。
　池田　そういったことから、耐性も
今後、増えつつあるかもしれないので
すね。
　和田　そういうことかと思います。
　池田　次に、何か別のことで検査し
たら溶連菌が陽性になってしまったと

いう、症状はない患児がいます。それ
はどう対処されるのでしょうか。
　和田　小児の場合、５～20％ぐらい
は溶連菌をのどに保菌している健常者
がいます。無症状の保菌者の場合は伝
播することがほとんどなく、リウマチ
熱の発症も見られたことがないことか
ら、治療の必要はないと考えられてい
ます。
　池田　例えば、キャリアといいます
か、ほかの状態、あるいは病気、薬を
内服したということから溶連菌感染に
なってしまう危険性はないのでしょう
か。
　和田　保菌者への治療については一
般にリウマチ熱や急性糸球体腎炎の罹
患頻度が高い場合、リウマチ熱の家族
歴の存在、劇症型のA群連鎖球菌感染
症の既往などの場合に行われています。
また、集団内でアウトブレイクがある
ような場合には除菌したほうがいいの
ではということも検討されていると思
います。
　池田　そこはまだ結論が得られてい
ないのですね。
　和田　そうです。ケース・バイ・ケ
ースで考えていかれたほうがよいかと
思います。
　池田　10日間の内服治療が終わり、
その後、菌が消失したかどうかは検査
されるのでしょうか。
　和田　通常は10日間でほぼ確実に除
菌されると考えられていますので、臨

床症状がなければ除菌の確認をする必
要はないと考えられています。
　池田　一応それで症状がおさまれば
よしということですね。
　和田　そういうことだと思います。
　池田　溶連菌感染の診断で、まずキ
ットがあることと、従来の咽頭培養と
２つあるのですけれども、どう使い分
けをされているのでしょうか。
　和田　本感染症に関しては、まずリ
ウマチ熱を予防することが重要な点で
す。リウマチ熱は咽頭炎を発症してか
ら９日目までに治療を開始すると予防
できると一般にいわれているために、
早期に抗生剤の投与を考えなければな
りません。そのため、細菌培養ではち
ょっと日数を要してしまうことがある
ので、迅速診断キットが行われていま
す。通常の感度は70～90％、特異度は
90～100％で、比較的優れているので
すけれども、やはり咽頭培養のほうが
検出感度は高いといわれています。
　池田　スピードと特異性ということ
になりますが、逆に言いますと、強く
リウマチ熱あるいは溶連菌感染が疑わ
れた場合は両方行ってしまうのでしょ
うか。
　和田　ただ、２つの検査を行うと保
険が通らないことがあるので、どちら
かを選択することになると思います。
　池田　ちょっと悩ましいですね。例
えば、１日目に来られて、どちらかや
って、あと数日たってもう１回来られ

て、片方をやるとか。
　和田　それもちょっと難しいと思い
ます。また、迅速診断キットの適用に
はもう一つ利点があります。それは抗
菌薬投与がされている場合で、本症は
抗菌薬に非常に感受性が高いものです
から、抗菌薬の投与開始により、菌量
が減ってしまう。このような場合には
死菌でも検出される迅速診断キットを
用いたほうがよく、迅速診断キットの
適用になるともいわれています。
　ただ、迅速診断キットがすべていい
かというと、そういうわけでもなくて、
溶連菌以外にA群の多糖体抗原を持っ
ている菌もあり、例えばC群溶連菌、
G群連鎖球菌、ナイセリア属の一部な
どにはA群の多糖体抗原を有している
場合もあります。このような菌を咽頭
に保有している場合には、迅速診断キ
ットが陽性に出てしまうこともありま
す。そのために、やはりうまく使い分
けることが臨床の場では重要かと思わ
れます。
　池田　同じ抗原を持ったほかの菌と
いうこともありますし、どこか前医で
処方された抗生物質によって、ある程
度菌数が減ってしまうこともあります
し、なかなか悩ましい問題ですね。
　和田　そうですね。
　池田　これは臨床家の勘も含めた臨
床能力によるということですね。
　和田　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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という報告が出ており、わが国でもセ
フジニル、セフカペンピボキシル、セ
フテラムピボキシル、セフジトレンピ
ボキセルの５日間療法も行われていま
す。セフェム系は非常に味もいいので、
服薬性とか投薬量、投与期間から考え
た服薬コンプライアンスのうえでは優
位であるとも考えられています。
　池田　おいしくないものを10日間子
どもさんにのんでもらうのは難しいと
思います。個々の患者さんによっては、
何か薬剤アレルギーのようなものがあ
る場合がありますけれども、その場合
は例えばペニシリン、セフェム系の代
わりに何が使われるのでしょうか。
　和田　昔からペニシリンアレルギー
という言葉は使われていたと思います
が、この場合にはマクロライド系の抗
菌薬が使用されていました。近年の溶
連菌ではマクロライド系薬剤への耐性
菌が増加傾向にあり、日本でも15～20
％見られています。そこで、ペニシリ
ンアレルギーの可能性のある患者さん
の場合は、一般に溶連菌では培養のみ
行いますが、あまり行われない薬剤感
受性試験を行い、適切な抗菌薬を検索
するほうがよいともいわれています。
　池田　そういったことから、耐性も
今後、増えつつあるかもしれないので
すね。
　和田　そういうことかと思います。
　池田　次に、何か別のことで検査し
たら溶連菌が陽性になってしまったと

いう、症状はない患児がいます。それ
はどう対処されるのでしょうか。
　和田　小児の場合、５～20％ぐらい
は溶連菌をのどに保菌している健常者
がいます。無症状の保菌者の場合は伝
播することがほとんどなく、リウマチ
熱の発症も見られたことがないことか
ら、治療の必要はないと考えられてい
ます。
　池田　例えば、キャリアといいます
か、ほかの状態、あるいは病気、薬を
内服したということから溶連菌感染に
なってしまう危険性はないのでしょう
か。
　和田　保菌者への治療については一
般にリウマチ熱や急性糸球体腎炎の罹
患頻度が高い場合、リウマチ熱の家族
歴の存在、劇症型のA群連鎖球菌感染
症の既往などの場合に行われています。
また、集団内でアウトブレイクがある
ような場合には除菌したほうがいいの
ではということも検討されていると思
います。
　池田　そこはまだ結論が得られてい
ないのですね。
　和田　そうです。ケース・バイ・ケ
ースで考えていかれたほうがよいかと
思います。
　池田　10日間の内服治療が終わり、
その後、菌が消失したかどうかは検査
されるのでしょうか。
　和田　通常は10日間でほぼ確実に除
菌されると考えられていますので、臨

床症状がなければ除菌の確認をする必
要はないと考えられています。
　池田　一応それで症状がおさまれば
よしということですね。
　和田　そういうことだと思います。
　池田　溶連菌感染の診断で、まずキ
ットがあることと、従来の咽頭培養と
２つあるのですけれども、どう使い分
けをされているのでしょうか。
　和田　本感染症に関しては、まずリ
ウマチ熱を予防することが重要な点で
す。リウマチ熱は咽頭炎を発症してか
ら９日目までに治療を開始すると予防
できると一般にいわれているために、
早期に抗生剤の投与を考えなければな
りません。そのため、細菌培養ではち
ょっと日数を要してしまうことがある
ので、迅速診断キットが行われていま
す。通常の感度は70～90％、特異度は
90～100％で、比較的優れているので
すけれども、やはり咽頭培養のほうが
検出感度は高いといわれています。
　池田　スピードと特異性ということ
になりますが、逆に言いますと、強く
リウマチ熱あるいは溶連菌感染が疑わ
れた場合は両方行ってしまうのでしょ
うか。
　和田　ただ、２つの検査を行うと保
険が通らないことがあるので、どちら
かを選択することになると思います。
　池田　ちょっと悩ましいですね。例
えば、１日目に来られて、どちらかや
って、あと数日たってもう１回来られ

て、片方をやるとか。
　和田　それもちょっと難しいと思い
ます。また、迅速診断キットの適用に
はもう一つ利点があります。それは抗
菌薬投与がされている場合で、本症は
抗菌薬に非常に感受性が高いものです
から、抗菌薬の投与開始により、菌量
が減ってしまう。このような場合には
死菌でも検出される迅速診断キットを
用いたほうがよく、迅速診断キットの
適用になるともいわれています。
　ただ、迅速診断キットがすべていい
かというと、そういうわけでもなくて、
溶連菌以外にA群の多糖体抗原を持っ
ている菌もあり、例えばC群溶連菌、
G群連鎖球菌、ナイセリア属の一部な
どにはA群の多糖体抗原を有している
場合もあります。このような菌を咽頭
に保有している場合には、迅速診断キ
ットが陽性に出てしまうこともありま
す。そのために、やはりうまく使い分
けることが臨床の場では重要かと思わ
れます。
　池田　同じ抗原を持ったほかの菌と
いうこともありますし、どこか前医で
処方された抗生物質によって、ある程
度菌数が減ってしまうこともあります
し、なかなか悩ましい問題ですね。
　和田　そうですね。
　池田　これは臨床家の勘も含めた臨
床能力によるということですね。
　和田　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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