
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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あり、90～95％ぐらいの診断率まで上
がることがわかってきています。
　山内　それは大きいですね。逆に、
問題点は特別ないのでしょうか。例え
ば副作用とか安全性、そういったもの
に関しては。
　斎藤　インジゴカルミンに関しては
食用色素ですので、安全性は確立され
ているかと思います。クリスタルバイ
オレットに関しても、がんを疑う非常
に狭い領域に限局的にスプレーします
し、しかも診断した後は病変は内視鏡
的に切除したり、外科手術をすること
になるので、今までそういったことで
何か問題があったことはありません。
　山内　これは引き続き発展しそうな
領域でもあるのですが、例えば次の新
しい染色法、広い意味での染色法も出
てくるかもしれませんけれども、どの
ようなものがあるのでしょうか。
　斎藤　インジゴカルミンとかクリス
タルバイオレットは非常に使いやすく
て、しかも診断精度が上がることから、
日本では古くから利用されていますが、
一方、欧米ではなかなかそういう色素
が自由に使えないという問題点があり
ました。そこで、国立がん研究センタ
ーと民間企業とで共同開発したNBI、
これは特殊なフィルターを使うことで
長い波長の光をシャットアウトし、短
い波長の光を管腔に当てることで腫瘍
表面の微細血管構造を強調表示するシ
ステムが出てきていまして、それを使

うことで色素内視鏡検査と同等、ある
いはそれ以上の診断が可能になってい
ます。
　山内　いかにも日本ならではという
感じの、非常に精度の高そうな診断法
がだんだん確立されてきているのです
ね。
　斎藤　そうですね。NBI、これは他
の民間企業でも同様にBLIといって、
今度は短いレーザーの光を当てるシス
テムが確立されて、発売されています。
このNBI、BLIというのは日本だけで
はなく、今世界中でかなり普及してき
ています。消化管がん、咽頭がんも含
めて早期発見に非常に貢献しています。
　山内　食道がんや咽頭がんはかなり
早期発見しにくい領域のがんですね。
　斎藤　そうですね。今までは食道が
んというと、消化管がんの中でも最も
早期発見が難しいとされていたがんで、
その中でも咽頭がんは今まで早期で発
見されることはまずなかったのです。
それがNBIを使うことで非常に早期の
段階で発見できて、内視鏡で治療まで
できるようになってきました。これは
画期的な技術だと思います。
　山内　ほかにも、利用できそうなが
んはあるのでしょうか。
　斎藤　あります。例えば、同じ扁平
上皮がんでいうと、肛門の扁平上皮が
んとか、あとは子宮頸がんです。子宮
頸がんの診断は今まで婦人科のコルポ
スコピー、かなり解像度が悪いもので、

　山内　表面をただ見ているよりも、
さらに深いところもわかるようになる
のですね。
　斎藤　表面の模様を拡大観察するの
です。拡大内視鏡の光学ズームで100
倍ぐらい拡大してその模様を見ること
で病変の深さを推測するといったほう
が正確かもしれないですね。
　山内　染色液による一種の病理診断
的なものに少し近いかたちになると思
うのですが、こういう染色液は比較的
短時間で中にしみ込んでいくものなの
でしょうか。
　斎藤　インジゴカルミンはコントラ
スト法ですので、時間はかからず散布
したらすぐに診断できます。一方、ピ
ットパターン、特にがんの診断をする
場合、Ⅴ型ピットというのががんの診
断に重要となってくるのですけれども、
Ⅴ型のピットパターンの不整の程度を
見るには、もう少し精密に検査する必
要があります。その場合、クリスタル
バイオレットといって、核まで染色で
きる溶液を散布して精密な診断をしま
す。これは、核染色なので、散布した
後にだいたい１分ぐらい待って、その
後に溶液を洗い流して診断します。
　山内　溶液を洗い流すことができる
ということになると、例えば連続して
別の染色を行うことも通常あるのでし
ょうか。
　斎藤　はい。ただ、クリスタルバイ
オレットは染色した後に余分な粘液な

どを洗い流しますが、核染色ですから、
それが洗い流されることはないのです。
ですので、最終的にがんの診断の場合
はクリスタルバイオレットまでいく。
その前にインジゴカルミンは表面に乗
っているだけですので、インジゴカル
ミンで診断して、そこでⅢL型ピット
とかⅣ型ピット、良性の腺腫の場合は
インジゴカルミンまでで診断が終了し
ます。さらにⅤ型ピットを診断した場
合には、がんの診断になるので、さら
にインジゴカルミンを洗い流して、ク
リスタルバイオレットの染色まで進む
という感じです。
　山内　ほぼ現場ではルーチン化して
いるのですね。
　斎藤　そうですね。クリスタルバイ
オレットの拡大染色までを全国津々
浦々のクリニックで行っているかとい
うと、そこまではいってないと思うの
ですけれども、大学病院やがんセンタ
ー、そういった施設ではそこまでの診
断がルーチン化していると思います。
　山内　実際、これによってがんの診
断、いろいろ含めてになりますけれど
も、正診率などは上がっているのでし
ょうか。
　斎藤　我々の今まで行ってきた検討
でも、拡大内視鏡を使わない、通常、
白色光だけの診断ですと、がんの深達
度診断の精度は80～85％、それが色素
散布法を行って、拡大内視鏡を使うこ
とでプラス５％ぐらいの上乗せ効果が
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あり、90～95％ぐらいの診断率まで上
がることがわかってきています。
　山内　それは大きいですね。逆に、
問題点は特別ないのでしょうか。例え
ば副作用とか安全性、そういったもの
に関しては。
　斎藤　インジゴカルミンに関しては
食用色素ですので、安全性は確立され
ているかと思います。クリスタルバイ
オレットに関しても、がんを疑う非常
に狭い領域に限局的にスプレーします
し、しかも診断した後は病変は内視鏡
的に切除したり、外科手術をすること
になるので、今までそういったことで
何か問題があったことはありません。
　山内　これは引き続き発展しそうな
領域でもあるのですが、例えば次の新
しい染色法、広い意味での染色法も出
てくるかもしれませんけれども、どの
ようなものがあるのでしょうか。
　斎藤　インジゴカルミンとかクリス
タルバイオレットは非常に使いやすく
て、しかも診断精度が上がることから、
日本では古くから利用されていますが、
一方、欧米ではなかなかそういう色素
が自由に使えないという問題点があり
ました。そこで、国立がん研究センタ
ーと民間企業とで共同開発したNBI、
これは特殊なフィルターを使うことで
長い波長の光をシャットアウトし、短
い波長の光を管腔に当てることで腫瘍
表面の微細血管構造を強調表示するシ
ステムが出てきていまして、それを使

うことで色素内視鏡検査と同等、ある
いはそれ以上の診断が可能になってい
ます。
　山内　いかにも日本ならではという
感じの、非常に精度の高そうな診断法
がだんだん確立されてきているのです
ね。
　斎藤　そうですね。NBI、これは他
の民間企業でも同様にBLIといって、
今度は短いレーザーの光を当てるシス
テムが確立されて、発売されています。
このNBI、BLIというのは日本だけで
はなく、今世界中でかなり普及してき
ています。消化管がん、咽頭がんも含
めて早期発見に非常に貢献しています。
　山内　食道がんや咽頭がんはかなり
早期発見しにくい領域のがんですね。
　斎藤　そうですね。今までは食道が
んというと、消化管がんの中でも最も
早期発見が難しいとされていたがんで、
その中でも咽頭がんは今まで早期で発
見されることはまずなかったのです。
それがNBIを使うことで非常に早期の
段階で発見できて、内視鏡で治療まで
できるようになってきました。これは
画期的な技術だと思います。
　山内　ほかにも、利用できそうなが
んはあるのでしょうか。
　斎藤　あります。例えば、同じ扁平
上皮がんでいうと、肛門の扁平上皮が
んとか、あとは子宮頸がんです。子宮
頸がんの診断は今まで婦人科のコルポ
スコピー、かなり解像度が悪いもので、

　山内　表面をただ見ているよりも、
さらに深いところもわかるようになる
のですね。
　斎藤　表面の模様を拡大観察するの
です。拡大内視鏡の光学ズームで100
倍ぐらい拡大してその模様を見ること
で病変の深さを推測するといったほう
が正確かもしれないですね。
　山内　染色液による一種の病理診断
的なものに少し近いかたちになると思
うのですが、こういう染色液は比較的
短時間で中にしみ込んでいくものなの
でしょうか。
　斎藤　インジゴカルミンはコントラ
スト法ですので、時間はかからず散布
したらすぐに診断できます。一方、ピ
ットパターン、特にがんの診断をする
場合、Ⅴ型ピットというのががんの診
断に重要となってくるのですけれども、
Ⅴ型のピットパターンの不整の程度を
見るには、もう少し精密に検査する必
要があります。その場合、クリスタル
バイオレットといって、核まで染色で
きる溶液を散布して精密な診断をしま
す。これは、核染色なので、散布した
後にだいたい１分ぐらい待って、その
後に溶液を洗い流して診断します。
　山内　溶液を洗い流すことができる
ということになると、例えば連続して
別の染色を行うことも通常あるのでし
ょうか。
　斎藤　はい。ただ、クリスタルバイ
オレットは染色した後に余分な粘液な

どを洗い流しますが、核染色ですから、
それが洗い流されることはないのです。
ですので、最終的にがんの診断の場合
はクリスタルバイオレットまでいく。
その前にインジゴカルミンは表面に乗
っているだけですので、インジゴカル
ミンで診断して、そこでⅢL型ピット
とかⅣ型ピット、良性の腺腫の場合は
インジゴカルミンまでで診断が終了し
ます。さらにⅤ型ピットを診断した場
合には、がんの診断になるので、さら
にインジゴカルミンを洗い流して、ク
リスタルバイオレットの染色まで進む
という感じです。
　山内　ほぼ現場ではルーチン化して
いるのですね。
　斎藤　そうですね。クリスタルバイ
オレットの拡大染色までを全国津々
浦々のクリニックで行っているかとい
うと、そこまではいってないと思うの
ですけれども、大学病院やがんセンタ
ー、そういった施設ではそこまでの診
断がルーチン化していると思います。
　山内　実際、これによってがんの診
断、いろいろ含めてになりますけれど
も、正診率などは上がっているのでし
ょうか。
　斎藤　我々の今まで行ってきた検討
でも、拡大内視鏡を使わない、通常、
白色光だけの診断ですと、がんの深達
度診断の精度は80～85％、それが色素
散布法を行って、拡大内視鏡を使うこ
とでプラス５％ぐらいの上乗せ効果が
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なかなかこれも早期発見が難しかった
のですが、これを例えばハイビジョン
のNBIで見ると、同じ扁平上皮がんな
ので、非常に明瞭に診断できることが
わかってきました。最近、消化管のNBI
の技術を婦人科のコルポスコピーにも
応用しているのではないかと思います。
　山内　現時点ではとりあえず、内視
鏡的には少しサイズの大きい内視鏡を
使って、視野も大きくないと実際の利
用は難しいかもしれないですが、今後

はさらにミクロのレベルで進んでいく
可能性もあるのでしょうか。
　斎藤　そうですね。NBIと拡大内視
鏡自体は従来の通常の内視鏡とほとん
ど大きさは変わらないものに搭載でき
ます。例えば経鼻内視鏡とかでもNBI
やBLIが使用できますから、今後ます
ますほかの領域、例えば胆道とか、そ
ういったところにも臨床応用できるの
ではないかと期待しています。
　山内　ありがとうございました。

国立国際医療研究センター研究所病原微生物学研究室特任研究部長
秋　山　　徹

（聞き手　池田志斈）

　人食いバクテリアについてご教示ください。
＜京都府開業医＞

人食いバクテリア

　池田　秋山先生、人食いバクテリア
とは、どきっとするような名前なので
すが、どのようなバクテリアなのでし
ょうか。
　秋山　よく原因菌になるものはA群
連鎖球菌とか、あとは血清型でG群連
鎖球菌などによって発症する感染症で
す。
　池田　いわゆる溶連菌ということで
すが、よくお子さんなどは咽頭に常在
菌としてついていますよね。なぜその
ようなありきたりの菌がそれほどの猛
威を振るうかということですけれども、
例えばどのような方が発症してしまう
のでしょうか。
　秋山　基本的に発症される方は高齢
者が多いです。それから、基礎疾患が
ある方などが、この感染症を起こしや
すいと疫学的にいわれています。
　池田　結局は、高齢であること自体

もそうですけれども、何らかの免疫が
落ちてきている人が感染する菌とイメ
ージしてよいでしょうか。
　秋山　そう考えてよいと思います。
　池田　がんとか糖尿病、そのほか何
かリスクファクターとして知られてい
るのでしょうか。
　秋山　報告されているものでは、男
性であることとか、あとは飲酒、そう
いうものもリスク因子になるといわれ
ています。
　池田　お酒もですか。ちょっと気に
なるところですね。男の人で、お酒。
女の人は少ないのでしょうか。
　秋山　女性のほうが若干ですけれど
も少ないとなっています。
　池田　例えば症例数は近年どういう
推移をしているのでしょうか。
　秋山　感染症研究所の統計によると
年々増えているということで、2015年
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