
薬ですので、むやみに炎症があるから
だらだら使うということではなくて、
やはり適応量を選んで使っていただく
ことが基本だろうと思います。
　山内　ただし、従来非常に難治性だ

ったものに関しては著効を呈すること
はまず間違いないと見てよいのですね。
　吾妻　そうだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

結核予防会複十字病院呼吸器センター長
佐々木　結　花

（聞き手　山内俊一）

　結核感染診断のQFT検査、Tスポットについてご教示ください。
　例えば、結核接触者検診の際、QFT試験を行うことが多いようですが、Tス
ポットで代用して差し支えないのでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

結核感染診断の方法

　山内　佐々木先生、今はQFT、Tス
ポットのいずれもよく用いられるよう
になった試験法だと思われますが、ま
ずこの両者の関係についてうかがいた
いのですが。
　佐々木　QFTのほうが先に市場に出
て、日本でも保険収載はQFT検査のほ
うが早く行われています。エリスポッ
ト法という測定法を用いるTスポット
は、2012年に日本で上市され保険収載
になったので、先生方にはQFTの印象
のほうが強いと思われますが、実際に
は同等の検査です。
　山内　この２つの違いというと、具
体的にいえば測定法が違う、そういっ
たものなのでしょうか。
　佐々木　そうです。Tスポットは、
エリスポット法という開発がありまし

て、そちらを用いた判定法です。QFT
のほうはもともとELISA法ですので、
先行してQFTのほうが市場に上ったと
思われます。
　山内　どちらを選択すべきかという
問題ではなくて、どちらでもいいと考
えてよいのでしょうか。
　佐々木　どちらでもよいかと思いま
すし、同等の重さを持つ検査であると
思います。
　山内　ただ、両者の間には、どちら
かに何らかの優位性があったりとか、
問題点があったりとかもあるのでしょ
うね。
　佐々木　いろいろ分けて考えますと、
まず採血時のことですが、QFTは試験
管３本に正しい量を分注しなくてはな
りません。Tスポットは１本の採血管
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場で考えていかなければならないと考
えています。
　山内　端的にいうと、高齢者、70歳
以上ぐらいになると、これの判定には
ある程度慎重さが求められると考えて
よいでしょうか。
　佐々木　はい、そう思います。
　山内　次の質問になります。これは
非専門医的な立場からなのですが、
QFTやTスポットで陽性になった場合、
次にどういった対応をしたらよいので
しょうか。
　佐々木　患者さんを、免疫抑制の要
因を持っていらっしゃる方とそうでな
い方、いわゆる通常の疾患で病院にお
いでになる方と二手に分けたほうがい
いと思われます。簡易なので通常の患
者さんについて先に述べますが、さほ
ど免疫が落ちる疾患を持っておらず陽
性が判明した場合は、その方に問診を
して、２年以内に結核感染したことが
あると判定した場合には、事後処置と
して治療を進めてもよいかと思います。
感染後２年以内の発病率が最も高いと
いわれています。
　一方、免疫が抑制されている患者さ
んに関しては、日本結核病学会の予防
委員会で、積極的に内服を勧めたほう
がいい疾患について、状況に応じて考
慮するという危険度が示されています。
特にHIV、移植等の免疫を抑制するよ
うな疾患に関しては、陽性であれば積
極的に治療を行っていく必要があると

述べられています。しかし、胃切除な
ど、過去に結核の発病率が高いといわ
れた疾患では、周囲の状況、発病率を
考えて、事後措置としての治療を行う
か観察を行うか決定するということに
なっています。
　山内　観察を行うということですが、
免疫が落ちていない一般の患者さんの
場合、次のステップとして、よく画像
診断、X線検査やCTなどが出てくると
思われますが、これでも何もない場合
はどうしたらよいのでしょうか。
　佐々木　まず患者さんに「あなたは
結核菌に感染しているけれども、現在、
発病率はあまり高い状況ではない。た
だ、何か疾患を持たれた場合や、免疫
抑制の素因が加わった場合には発病す
る可能性が高いことを自覚しておいて
ください」という内容の、健康管理に
ついての教育を先生方にお願いするこ
とになります。
　山内　例えば培養ですが、胃液培養
とか、そういったものまでやらなけれ
ばならないのかとか、そのあたりはい
かがでしょう。
　佐々木　特殊な気管支結核も、CT
で細かく観察すると疑うことができま
す。症状がある場合や治療接触であっ
た場合は、一応画像診断を優先してい
ただいて、それで何もなければ経過観
察していただきたいと思います。後々
に症状が出たときには、症状に応じて
画像検査を行い、検体を取る検査に進

で済みます。それから、QFTのほうは
採血して分注した後、５秒間または10
回振って混合して、抗血管内表面の試
薬と血液を接触させなければなりませ
んが、その適切さが要求されます。採
血に関していえば、Tスポットのほう
が安易です。
　その後の検査の方法においては、入
り組んでいますので説明はしませんが、
エリスポット法のほうがやや煩雑とい
うことで、検査会社さんにとっては測
定手順に注意を要する検査法であると
いえます。
　山内　どちらに関しても、精度やそ
のほかの問題を総合的に鑑みてなので
すけれども、現状ではQFTのほうが日
本では多いのでしょうか。
　佐々木　行政の指導で保健所がどち
らを採用しているかは、何とも申し上
げられないのですが、一番大事なのは
測定する施設が採血をした施設から非
常に近いこと、それから運搬上の問題
が解決されていること、その２点で選
択され、今のような結果になっている
と思われます。
　山内　むしろそういった社会的な問
題で決まっていると考えてよいのです
ね。
　佐々木　今、２つの検査方式を様々
なことで比較している論文が上がって
います。ただ、欧米の以前からのデー
タを見ますと、どちらの検査もおのお
の特徴があって、例えばTスポットの

ほうが免疫抑制宿主では陽性率が高い
という報告もあれば、いや、実はほと
んど有意差がないという報告もありま
す。結核の蔓延している開発途上国で
行った場合と結核患者の少ない先進国
で行った場合でも結果が違ってきます
ので、なかなか判断が難しいと思いま
すが、ほぼ同等と日本では考えていま
す。
　山内　感染症に特化したところでは
ない普通の一般外来でも、最近咳が長
く続いてたまらないという方について
時々これらを測定するのですが、陽性
率というものは一体どのぐらいなので
しょうか。
　佐々木　日本では推定結核既感染率
というものが示されています。日本は
過去に流行年がありましたので、高齢
の方ほど以前に結核に感染している率
が高い。特に70歳以上の方は高いと報
告されています。感染した時期から検
査をする時期までの期間が長いと、反
応が減弱して正しい値、すなわち既感
染率からの陽性率と検査の結果が等し
くないということがあります。
　肺結核の診断上、高齢者に肺結核患
者さんが多い日本では、画像所見とか
喀痰検査で判定がつかない、あるいは
検体が取りにくい場合に、参考として
よいという補助検査ではあるものの、
既感染者が結核を発病していなくても
存在していることがありますので、陽
性ということの解釈は、その場、その

ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017） （407）  76 （406） ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017）

1706本文.indd   7 17/05/12   9:44



場で考えていかなければならないと考
えています。
　山内　端的にいうと、高齢者、70歳
以上ぐらいになると、これの判定には
ある程度慎重さが求められると考えて
よいでしょうか。
　佐々木　はい、そう思います。
　山内　次の質問になります。これは
非専門医的な立場からなのですが、
QFTやTスポットで陽性になった場合、
次にどういった対応をしたらよいので
しょうか。
　佐々木　患者さんを、免疫抑制の要
因を持っていらっしゃる方とそうでな
い方、いわゆる通常の疾患で病院にお
いでになる方と二手に分けたほうがい
いと思われます。簡易なので通常の患
者さんについて先に述べますが、さほ
ど免疫が落ちる疾患を持っておらず陽
性が判明した場合は、その方に問診を
して、２年以内に結核感染したことが
あると判定した場合には、事後処置と
して治療を進めてもよいかと思います。
感染後２年以内の発病率が最も高いと
いわれています。
　一方、免疫が抑制されている患者さ
んに関しては、日本結核病学会の予防
委員会で、積極的に内服を勧めたほう
がいい疾患について、状況に応じて考
慮するという危険度が示されています。
特にHIV、移植等の免疫を抑制するよ
うな疾患に関しては、陽性であれば積
極的に治療を行っていく必要があると

述べられています。しかし、胃切除な
ど、過去に結核の発病率が高いといわ
れた疾患では、周囲の状況、発病率を
考えて、事後措置としての治療を行う
か観察を行うか決定するということに
なっています。
　山内　観察を行うということですが、
免疫が落ちていない一般の患者さんの
場合、次のステップとして、よく画像
診断、X線検査やCTなどが出てくると
思われますが、これでも何もない場合
はどうしたらよいのでしょうか。
　佐々木　まず患者さんに「あなたは
結核菌に感染しているけれども、現在、
発病率はあまり高い状況ではない。た
だ、何か疾患を持たれた場合や、免疫
抑制の素因が加わった場合には発病す
る可能性が高いことを自覚しておいて
ください」という内容の、健康管理に
ついての教育を先生方にお願いするこ
とになります。
　山内　例えば培養ですが、胃液培養
とか、そういったものまでやらなけれ
ばならないのかとか、そのあたりはい
かがでしょう。
　佐々木　特殊な気管支結核も、CT
で細かく観察すると疑うことができま
す。症状がある場合や治療接触であっ
た場合は、一応画像診断を優先してい
ただいて、それで何もなければ経過観
察していただきたいと思います。後々
に症状が出たときには、症状に応じて
画像検査を行い、検体を取る検査に進

で済みます。それから、QFTのほうは
採血して分注した後、５秒間または10
回振って混合して、抗血管内表面の試
薬と血液を接触させなければなりませ
んが、その適切さが要求されます。採
血に関していえば、Tスポットのほう
が安易です。
　その後の検査の方法においては、入
り組んでいますので説明はしませんが、
エリスポット法のほうがやや煩雑とい
うことで、検査会社さんにとっては測
定手順に注意を要する検査法であると
いえます。
　山内　どちらに関しても、精度やそ
のほかの問題を総合的に鑑みてなので
すけれども、現状ではQFTのほうが日
本では多いのでしょうか。
　佐々木　行政の指導で保健所がどち
らを採用しているかは、何とも申し上
げられないのですが、一番大事なのは
測定する施設が採血をした施設から非
常に近いこと、それから運搬上の問題
が解決されていること、その２点で選
択され、今のような結果になっている
と思われます。
　山内　むしろそういった社会的な問
題で決まっていると考えてよいのです
ね。
　佐々木　今、２つの検査方式を様々
なことで比較している論文が上がって
います。ただ、欧米の以前からのデー
タを見ますと、どちらの検査もおのお
の特徴があって、例えばTスポットの

ほうが免疫抑制宿主では陽性率が高い
という報告もあれば、いや、実はほと
んど有意差がないという報告もありま
す。結核の蔓延している開発途上国で
行った場合と結核患者の少ない先進国
で行った場合でも結果が違ってきます
ので、なかなか判断が難しいと思いま
すが、ほぼ同等と日本では考えていま
す。
　山内　感染症に特化したところでは
ない普通の一般外来でも、最近咳が長
く続いてたまらないという方について
時々これらを測定するのですが、陽性
率というものは一体どのぐらいなので
しょうか。
　佐々木　日本では推定結核既感染率
というものが示されています。日本は
過去に流行年がありましたので、高齢
の方ほど以前に結核に感染している率
が高い。特に70歳以上の方は高いと報
告されています。感染した時期から検
査をする時期までの期間が長いと、反
応が減弱して正しい値、すなわち既感
染率からの陽性率と検査の結果が等し
くないということがあります。
　肺結核の診断上、高齢者に肺結核患
者さんが多い日本では、画像所見とか
喀痰検査で判定がつかない、あるいは
検体が取りにくい場合に、参考として
よいという補助検査ではあるものの、
既感染者が結核を発病していなくても
存在していることがありますので、陽
性ということの解釈は、その場、その
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んでいくかどうかを判断することにな
ります。
　山内　画像等で何もない場合の経過
観察ですが、どのぐらいの期間が要求
されているのでしょう。
　佐々木　あまり正確な数字は出てい
ません。そのため定期の健康診断はき
ちんと受診しましょうという説明にな
ります。ただ、これは若年者の方はX
線検査は積極的に行っていませんので、
IGRA検査が陽性であった場合は、ま
ず感染の機会があったかなかったかを
きちんと問診することが重要です。周
囲に同様の方がいたら、保健所に相談
するなど対応を練っていく必要があり
ます。
　山内　どちらの検査も時を経るにつ
れて陰性化していって、これでおしま
いといったことはあまりないのでしょ

うか。
　佐々木　あると思います。長い年月
が経つと徐々に反応は減弱していくと
されています。
　山内　これらの検査法はフォローア
ップすることはあまりないのですね。
　佐々木　一度陽性になると、治療を
しても陰性化しない方が多いので、陽
性は継続します。IGRA検査ではしば
らくは経過観察を行わないほうがよい
かと思います。
　山内　最後に、届けは出すべきもの
なのでしょうか。
　佐々木　先ほど申しましたが積極的
に治療される方については届けを出す
べきだと思いますが、それ以外の方は
出さず、ご本人に提言するのみとして
います。
　山内　ありがとうございました。

国立がん研究センター中央病院内視鏡センター長
斎　藤　　豊

（聞き手　山内俊一）

　大腸内視鏡検査時の色素散布法についてご教示ください。
＜兵庫県開業医＞

大腸内視鏡検査時の色素散布法

　山内　斎藤先生、色素散布法という
のをよく耳にします。イメージ的には
よくわかるのですが、実際、これは何
の目的で行われているかという、根本
的なところから教えていただきたいの
ですが。
　斎藤　まずは、大腸の色素散布法で
最も用いられているのがインジゴカル
ミンという食用の色素です。それを散
布することで、コントラスト法といっ
て病変の境界が明瞭になるのです。で
すので、ポリープなどの病変があった
ときに、その範囲や境界を明瞭にする
目的で行います。
　山内　まずはコントラストがついて
よくわかる。これは確かに目で見て診
断するうえで非常に有力な武器になり
ますね。
　斎藤　そうですね。
　山内　次に、どのようなものがある

のでしょうか。
　斎藤　次に病変を発見して、その 
範囲を診断する。その次には病変の
characterizationといって、その性質を
見るのです。その際に大腸では、工藤
進英先生、鶴田先生らが開発されたピ
ットパターンというものが非常に有用
です。これは色素を散布して病変の表
面の、腺管開口部であるピットパター
ン、その模様を診断することで病変が
腫瘍なのか、非腫瘍なのか、腫瘍であ
った場合には、それががんなのかどう
かの診断をしていきます。さらに、が
んであった場合には、深達度診断とい
って、そのがんが粘膜内にとどまって
いるのか、あるいは粘膜下層まで深く
浸潤しているのかを診断し、内視鏡で
治療できるのか、あるいは外科手術が
必要なのか、そういった治療方針の判
断までをします。
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