
が効きますので、最初からICS/LABA
をやってしまうと、原因がどれかわか
らなくなってしまう。もちろん、コス
トも合剤のほうが高いですから、そう
いうデメリットはあるので、早く咳を
止めてあげたいのか、診断をはっきり
したほうがよいのかというのは、ケー
ス・バイ・ケースだと思うのです。私
は患者さんの症状を早くとってあげる
意味で、ICS/LABAで始めていく方法
は決して間違いではないと思います。
ただ、症状が安定していったら、もち
ろん減量していって、ICS単独に持っ
ていけるものは、減量していくことが
大事だろうと思います。
　池脇　どちらを使うべきかというよ
りも、患者さんの症状に合わせて、患
者さんが辛いようなら合剤でもいいと、
そういう考え方ですね。
　松瀬　はい。
　池脇　長期的にはLABAを併用して
いても、ICS単独にするような方向と
いうことですけれども、その次の疑問
として、どのくらい治療したらいいの
かについてはいかがでしょう。
　松瀬　これも非常に難しい問題で、
喘息はやめられないということになっ
ています。咳喘息は、一応ガイドライ
ンにもやめ方が書いてあって、症状が
落ち着いてくれば減量や中止をいった

ん考えてみてもいいことになっていま
す。ただし、咳喘息の３人に１人とい
う頻度で、抗炎症治療をしっかりしな
いと典型的な喘息に移行してしまう人
がいる。しかも、その移行は発症の１
年目に多いといわれているので、初診
の方に対しては、できれば１年、少な
くとも一冬越えるまでは、咳が止まっ
ても治療したほうがいい。１年以上、
同じような薬でいって、最低限の薬で
症状が落ち着いていれば、試しに一回
やめてみるのも悪くないかもしれませ
ん。
　池脇　咳喘息でも気道の炎症が起こ
っているのだから、それを吸入を中心
とした治療ですっかり解消させるのは
思った以上に時間がかかるという理解
でよいでしょうか。
　松瀬　完璧に炎症を取って気道の過
敏性をゼロにすることはできませんの
で、できるだけ長く続けたほうがいい
のは間違いないのですが、咳が止まっ
てしまった人に吸入を続けろというの
もなかなか難しいかと思いますので、
試しにやめてみる。ただ、やめるとき
には、もしかしたらぶり返すので、そ
のときには早く来院してくださいとい
う一言を必ず言うようにしています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　花房先生、まず、フォン・ヴ
ィレブランド病という病名ですが、昔
はフォン・ヴィルブランド病という名
前だったのですが、用語としてはこち
らのほうになったのでしょうか。
　花房　数年前に「フォン・ヴィルブ
ランドはいったいどこの国の人だろう」
という話になり、実はフィンランド出
身の人だということがわかり、フィン
ランドの人に正式な発音は何かと聞く
と、フォン・ヴィルではなくて、フォ
ン・ヴィレブランドという発音だとわ
かり、専門医が修正したという経緯が
あります。
　山内　正式にはこちらということで
すね。
　花房　はい。フォン・ヴィレブラン
ド病といいます。

　山内　このあたり、国家試験でたい
へんに有名でかつ難解な領域ですが、
そのわりにはあまり患者さんを見ない
なという印象があります。いかがでし
ょう。
　花房　まず、凝固カスケードといっ
た途端、ほとんどの医師がどん引き状
態になってしまう傾向があります。私
はよく血液内科の先生方にも話をする
のですが、血液内科の先生方から、凝
固は別だということを前提に話をして
くれと必ず言われます。
　皆さん凝固カスケードそのものに、
アレルギー状態になってしまっている
場合もあると思いますが、ほとんどの
先生方は必ず術前とかにAPTTやPT
は測ると思われます。そこで、APTT
が少しでも延びている、あるいはPT

血友病

荻窪病院理事長
花　房　秀　次

（聞き手　山内俊一）

　血友病の最新の知見についてご教示ください。
　特に、フォン・ヴィレブランド病との鑑別診断のポイントや日常生活におけ
る注意点の差異についてご教示ください。

＜東京都勤務医＞
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の延長があれば、凝固系に何らかの異
常があると考えていただきたいのです。
　血友病、あるいはフォン・ヴィレブ
ランド病は遺伝性の病気ですから、誰
もがしっかりと小児期に診断がついて
いると考えがちですが、全くそうでは
ないことも理解していただきたいので
す。
　山内　ということは、比較的軽症も
多いということですか。
　花房　そうです。血友病の人は、男
子5,000人に１人の割合で発症すると
いわれており、わが国の人口を考えた
ら、8,000～9,000人ぐらいいてもおか
しくないのですが、診断がついている
のは6,000人もいないのです。この診断
率というのは、OECD加盟国の中でも
発展途上国並みです。いかにわが国の
凝固の診断能力が低い状態にあるかと
いうことを示しています。
　それと、血友病の中には先天性の血
友病だけではなくて、後天性血友病と
いう自己免疫異常による血友病もあり
ます。例えば女性であれば、出産を契
機に急に出血症状が悪化するとか、あ
るいは高齢者で自己免疫疾患を合併し
た人などで、急に重度の皮下出血を生
じてくるとか、生まれて初めて出血症
状が出てきたということもあり、注意
する必要があると思います。
　山内　成人発症があるということで
すね。
　花房　そうです。もっと恐ろしいの

はフォン・ヴィレブランド病です。フ
ォン・ヴィレブランド病がどんな病気
かというと、フォン・ヴィレブランド
因子というものが遺伝的に少ないため
に、第Ⅷ因子が安定化せずに、血友病
と似たような病気になります。症状と
しては、血友病は関節出血とか筋肉出
血とか皮下出血などが多いのに比べて、
フォン・ヴィレブランド病は粘膜出血
が多い特徴があります。
　フォン・ヴィレブランド病は常染色
体優性遺伝の病気ですので、わが国に
は約10万人いると推測されているのに、
診断がついているのはわずか900人し
かいないのが実態です。ほとんどの方
が見過ごされているという状況なので
す。
　特に、最も強調したいのは、皆さん
が女性の貧血を診たとき、必ず誰しも
が月経過多等による貧血を考えるでし
ょうが、その中に何万人ものフォン・
ヴィレブランド病が見過ごされている
可能性をぜひとも理解していただきた
いと思います。
　女性で貧血があって、月経過多を認
めるとか、あるいはフォン・ヴィレブ
ランド病の場合、排卵時に腹腔内出血
を起こすこともあるので、重い排卵痛
があるとか、そういう人を診た場合に
は、必ずAPTTを測っていただきたい
のです。しかし、産婦人科の教科書を
いろいろ見ても、あるいは内科や小児
科の先生に聞いても、鑑別診断にフォ

ン・ヴィレブランド病が１行も出てい
ません。そこが今大きな問題になって
きています。
　山内　正直なところ、凝固系の異常
の疾患といいますと、内科レベルに上
がってくることはまれだろうという思
い込みがけっこうありますね。
　花房　そうですね。当然遺伝性疾患
なので、小児期から診断がついている
だろうと、ほとんどの方が思われるか
もしれませんが、全くそうではないの
です。血友病の診断にしても、軽症な
血友病は出血症状がほとんどないので、
かなり見過ごされているでしょうし、
フォン・ヴィレブランド病などは特に
女性の場合、生理が始まってから出血
症状が初めて出てくることも多いので、
気をつけなければいけないのです。
　ただ、当然出血症状は生まれてから
ずっとあるので、まず気をつけていた
だきたいのは鼻血が止まりにくいとか、
頻繁に出るわけではないが、どうも止
まりにくいとか、歯を抜いたときに少
し血が止まりにくいとか、たんこぶと
かあざができたのに普通よりも治りが
悪いとか、何らかのそういう症状を見
たときに疑ってかかることが大事です。
こんな病気が世の中にあるということ
を頭の隅に入れておいていただいて、
まず疑うことをしていただきたいので
す。
　私たちの病院でも、外科系の先生方
は必ず術前にAPTTを測ります。血友

病の人はAPTTがすごく延長しますが、
フォン・ヴィレブランド病の人たちの
APTTはわずかに１～２秒しか動いて
いない場合や、月経周期によっては正
常の場合もあるので、APTTがちょっ
とでも異常で、出血症状があった場合、
こんな病気かもしれないということを
まず疑っていただきたいのです。皆さ
ん、国家試験であれだけ凝固カスケー
ドは勉強されたと思うので、「そうい
えば、こんな病気、聞いたことがあっ
たな」ということを思い出していただ
ければと思います。
　山内　ついつい成人になりますと、
貧血があると、すぐにがんの精査とか、
子宮筋腫の精査とか、そちらのほうに
走ってしまって、考えたら、一番肝心
の凝固系をつい見過ごすというか、測
り忘れてしまうところがあるのですね。
　花房　フォン・ヴィレブランド病の
診断率が非常に低いのは世界共通で、
専門医はみんなに呼びかけています。
　これは医学教育の問題にも通じると
思います。今、血友病は凝固因子製剤
の定期投与による予防医療が可能にな
ってきており、半減期を延長した製剤
の開発で注射回数も少なくなっていま
す。その他にも遺伝子治療をはじめと
していろいろな治療法が開発されつつ
あり、血友病患者は専門医のところに
どんどん集まってくるような時代にな
ってきています。そうすると、当院や
他の専門病院に集まってくるために、
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の延長があれば、凝固系に何らかの異
常があると考えていただきたいのです。
　血友病、あるいはフォン・ヴィレブ
ランド病は遺伝性の病気ですから、誰
もがしっかりと小児期に診断がついて
いると考えがちですが、全くそうでは
ないことも理解していただきたいので
す。
　山内　ということは、比較的軽症も
多いということですか。
　花房　そうです。血友病の人は、男
子5,000人に１人の割合で発症すると
いわれており、わが国の人口を考えた
ら、8,000～9,000人ぐらいいてもおか
しくないのですが、診断がついている
のは6,000人もいないのです。この診断
率というのは、OECD加盟国の中でも
発展途上国並みです。いかにわが国の
凝固の診断能力が低い状態にあるかと
いうことを示しています。
　それと、血友病の中には先天性の血
友病だけではなくて、後天性血友病と
いう自己免疫異常による血友病もあり
ます。例えば女性であれば、出産を契
機に急に出血症状が悪化するとか、あ
るいは高齢者で自己免疫疾患を合併し
た人などで、急に重度の皮下出血を生
じてくるとか、生まれて初めて出血症
状が出てきたということもあり、注意
する必要があると思います。
　山内　成人発症があるということで
すね。
　花房　そうです。もっと恐ろしいの

はフォン・ヴィレブランド病です。フ
ォン・ヴィレブランド病がどんな病気
かというと、フォン・ヴィレブランド
因子というものが遺伝的に少ないため
に、第Ⅷ因子が安定化せずに、血友病
と似たような病気になります。症状と
しては、血友病は関節出血とか筋肉出
血とか皮下出血などが多いのに比べて、
フォン・ヴィレブランド病は粘膜出血
が多い特徴があります。
　フォン・ヴィレブランド病は常染色
体優性遺伝の病気ですので、わが国に
は約10万人いると推測されているのに、
診断がついているのはわずか900人し
かいないのが実態です。ほとんどの方
が見過ごされているという状況なので
す。
　特に、最も強調したいのは、皆さん
が女性の貧血を診たとき、必ず誰しも
が月経過多等による貧血を考えるでし
ょうが、その中に何万人ものフォン・
ヴィレブランド病が見過ごされている
可能性をぜひとも理解していただきた
いと思います。
　女性で貧血があって、月経過多を認
めるとか、あるいはフォン・ヴィレブ
ランド病の場合、排卵時に腹腔内出血
を起こすこともあるので、重い排卵痛
があるとか、そういう人を診た場合に
は、必ずAPTTを測っていただきたい
のです。しかし、産婦人科の教科書を
いろいろ見ても、あるいは内科や小児
科の先生に聞いても、鑑別診断にフォ

ン・ヴィレブランド病が１行も出てい
ません。そこが今大きな問題になって
きています。
　山内　正直なところ、凝固系の異常
の疾患といいますと、内科レベルに上
がってくることはまれだろうという思
い込みがけっこうありますね。
　花房　そうですね。当然遺伝性疾患
なので、小児期から診断がついている
だろうと、ほとんどの方が思われるか
もしれませんが、全くそうではないの
です。血友病の診断にしても、軽症な
血友病は出血症状がほとんどないので、
かなり見過ごされているでしょうし、
フォン・ヴィレブランド病などは特に
女性の場合、生理が始まってから出血
症状が初めて出てくることも多いので、
気をつけなければいけないのです。
　ただ、当然出血症状は生まれてから
ずっとあるので、まず気をつけていた
だきたいのは鼻血が止まりにくいとか、
頻繁に出るわけではないが、どうも止
まりにくいとか、歯を抜いたときに少
し血が止まりにくいとか、たんこぶと
かあざができたのに普通よりも治りが
悪いとか、何らかのそういう症状を見
たときに疑ってかかることが大事です。
こんな病気が世の中にあるということ
を頭の隅に入れておいていただいて、
まず疑うことをしていただきたいので
す。
　私たちの病院でも、外科系の先生方
は必ず術前にAPTTを測ります。血友

病の人はAPTTがすごく延長しますが、
フォン・ヴィレブランド病の人たちの
APTTはわずかに１～２秒しか動いて
いない場合や、月経周期によっては正
常の場合もあるので、APTTがちょっ
とでも異常で、出血症状があった場合、
こんな病気かもしれないということを
まず疑っていただきたいのです。皆さ
ん、国家試験であれだけ凝固カスケー
ドは勉強されたと思うので、「そうい
えば、こんな病気、聞いたことがあっ
たな」ということを思い出していただ
ければと思います。
　山内　ついつい成人になりますと、
貧血があると、すぐにがんの精査とか、
子宮筋腫の精査とか、そちらのほうに
走ってしまって、考えたら、一番肝心
の凝固系をつい見過ごすというか、測
り忘れてしまうところがあるのですね。
　花房　フォン・ヴィレブランド病の
診断率が非常に低いのは世界共通で、
専門医はみんなに呼びかけています。
　これは医学教育の問題にも通じると
思います。今、血友病は凝固因子製剤
の定期投与による予防医療が可能にな
ってきており、半減期を延長した製剤
の開発で注射回数も少なくなっていま
す。その他にも遺伝子治療をはじめと
していろいろな治療法が開発されつつ
あり、血友病患者は専門医のところに
どんどん集まってくるような時代にな
ってきています。そうすると、当院や
他の専門病院に集まってくるために、
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普通の大学病院では血友病や出血性疾
患を経験する可能性が非常に少なくな
ってきています。そのため、いくら教
科書で凝固カスケードを見て覚えても、
実際の臨床の場で診察する機会がなく
なり、凝固がわからなくなってしまう
という悪循環になっています。
　山内　みんなで見過ごしてしまう。
国家試験が終わったら、みんな忘れて
しまうということですね。今のお話を
まとめますと、とにかく出血傾向があ
りそうだという、特に女性をマークし
て、まずルーチンでそういう方に関し
てはAPTTを測るということですね。
　花房　そうですね。
　山内　これが例えば軽度でも延長し
ていた場合、次のステップとして専門
医に送るということでよいでしょうか。
　花房　はい。ただ、もう一つ注意し
ていただきたいのは、フォン・ヴィレ
ブランド病の中には、APTTが正常に
もかかわらず、フォン・ヴィレブラン
ド因子が低い、血小板凝集能が低いと
いうケースがあります。難しい検査は
いいので、まずは出血症状があって、
どうもホルモン異常とか子宮内膜症と
か、ほかの疾患では説明がつかないと
なったときに、鑑別診断としてこの病
気を考えていただいて、専門医にコン
サルトしていただくことがとても重要
だと思います。
　山内　最後に、最近の治療の進歩に

ついて簡単に説明願えますか。
　花房　先ほど簡単に触れましたが、
今、血友病は出血が予防できるような
時代になってきています。昔は血友病
というと、出血を頻回に繰り返して、
運動もできない、関節障害が多いとい
うイメージでしたが、今は週に１回と
か２回の注射によって出血が予防でき
る時代になってきています。そして、
半減期を延長した製剤が次々と開発さ
れていて、２週間に１回とか３週間に
１回の注射で出血を予防できるように
なり、血友病の子どもたちは今、スポ
ーツは何でもできる時代になってきて
います。フォン・ヴィレブランド病の
場合も予防可能な時代になっています。
　山内　そうしますと、先生方のとこ
ろにコンサルトした後、先生方が加療
されて、実地医家のところでフォロー
アップすることが現実に行われている
のですね。
　花房　日常生活においては、特に神
経質になることは全くないので、普通
の患者さんと同じように診療していた
だいて、何かあって困ったときにだけ
専門医にコンサルトすればよいと思い
ます。あるいは、日常の出血症状があ
る場合等は自己注射による予防も可能
なのだということを理解していただけ
ればと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　永田先生、感染性腸炎、おそ
らくいろいろなものが入ってくると思
うのですけれども、実地の先生が最初
に診られたとき、どのように判断する
のでしょうか。
　永田　感染性腸炎の中には、大きく
分けて小腸型の症状を示す疾患と大腸
型の症状を示す疾患があります。
　池田　小腸型、大腸型は臨床的にど
のような差異があるのでしょうか。
　永田　主に小腸型ですと、ウイルス
性の腸炎とか、いわゆる、おなかの風
邪が典型になると思うのですけれども、
水溶性の下痢、すなわち水便がかなり
大量に出るとか、嘔吐をきたす、その
辺が特徴になってきます。
　池田　小腸はどちらかというと細菌
性のものではなく、ウイルス性なども

たくさんあるということですね。
　永田　そうですね。
　池田　一方、大腸型はどのような原
因と症状なのでしょうか。
　永田　大腸型は主に細菌性の腸炎が
多く、細菌が粘膜の中に入って浸潤し
増殖して、そこからいろいろな症状を
起こすものですから、血便が出たり、
粘膜が脱落して下痢をしたり、それか
らおなかの痛み、熱も出るというよう
なことです。小腸型の場合はわりと大
量な下痢ですけれども、大腸型の場合
は下痢の回数が多く、少量だけれども
またすぐ行きたくなる。いわゆるしぶ
り腹が大腸型の特徴で、その中に抗菌
薬を使ったほうがいい疾患が含まれま
す。小腸型はほとんどいらないと思い
ますけれども。

感染性腸炎での抗菌薬投与

けいゆう病院院長
永　田　博　司

（聞き手　池田志斈）

　感染性腸炎で抗菌薬の投与が必要な場合、実地臨床での使い方を教えてくだ
さい。また、検便（健康診断で施行した場合）でサルモネラ保菌の場合の対応
についてもご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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