
　馬場　そうです。
　池田　IgEラストとプリックテスト
を比較した場合の臨床上のメリット、
デメリットという質問が来ているので
すけれども、これはいかがですか。
　馬場　まずIgE抗体の検査と比較し
たときのプリックテストの利点（表参
照）ですけれども、簡便で迅速で安価
であるということです。乳幼児の採血
は手技がやや困難ですが、プリックテ
ストは簡単です。また、15分で結果が
得られますし、コストが安いです。
　それから、抗原液を選ばないという
利点があります。例えば魚のアレルギ
ーなどは魚の種類によって反応が異な
りますが、種類によってはIgEキャプ
ラストなどの検査項目がない場合があ
ります。
　また、果物、野菜のような、加熱や
加工によって抗原性が変わってしまう
ような不安定な抗原の場合には、生の
食品そのものでプリック・プリックテ
ストというものを行うことができます。
　それから、感度が高いという利点も
あります。血液中の特異的IgE抗体が
陽性化しにくい乳幼児、早期でもプリ

ックテストは陽性で、食物アレルギー
を示唆するという場合もあります。し
かし、感度が高いだけに偽陽性も出や
すいので、注意が必要です。
　池田　プリック・プリックテストと
いうのは、イメージとしてはどのよう
にするのでしょうか。
　馬場　プリック・プリックテストと
いうのは、食品そのものに針を刺して、
そのままその針を皮膚に刺すというテ
ストです。
　池田　まさにその原液。
　馬場　抗原そのものです。
　池田　抗原そのものをそのまま移し
ていくということなのですね。
　馬場　そうです。それを使えば何で
もできるということになります。
　池田　それは便利ですね。問題は偽
陽性もありうるかもしれないというこ
とですね。特にプリック・プリックな
どをしますと、プリックして移したも
の自体に酵素活性があるものとか、ヒ
スタミンがあったり、いろいろありま
すね。
　馬場　そうですね。
　池田　ありがとうございました。

杏林大学アイセンター教授
平　形　明　人

（聞き手　山内俊一）

　38歳女性です。両眼とも進行した増殖糖尿病網膜症を認めた場合、急激に血
糖の是正を行うと網膜症が進行するのはなぜかご教示ください。

＜香川県開業医＞

増殖糖尿病網膜症

　山内　網膜症で、特に失明がらみの
ものですが、最近の趨勢としてはどう
なのでしょうか。緑内障が失明原因と
して非常に増えてきたということなの
ですが、治療の進行に伴って網膜症は
だいぶ減ってきているのでしょうか。
　平形　糖尿病網膜症は以前からわが
国の失明原因の第１位でした。ただ、
最近の統計によると、原因としては緑
内障が１位になって、糖尿病網膜症は
２位になっています。失明原因として
は２位になったとはいえ、糖尿病の患
者さんの母数は増えていますので、数
自体はそれほど変わっていないのです。
ただ、最近の疫学調査では増殖糖尿病
網膜症という、網膜症の中で進んだタ
イプになる率は減ってきていることが、
久山町スタディや舟形町スタディを中
心にサジェストされるようになりまし

た。内科の先生、眼科の先生の努力で、
早くに治療して網膜症に注意する患者
さんが増えたのだと思います。
　山内　高度なもの、非常に悪いパタ
ーンのものはだいぶ減ってきたという
ことですね。
　平形　減っている傾向にあります。
　山内　さて、質問に移りますが、こ
れは古くから言われていて、また議論
も多いところですが、急速な血糖コン
トロールを図った場合、かえって目に
は悪いのではないかという話がありま
す。まず軽いレベルの糖尿病の網膜症
にとどまっているあたりだと、こうい
った現象はそんなに多くないとみてよ
いのでしょうか。
　平形　糖尿病の方で、網膜症がない、
あるいは網膜症の初期の方で、一番勧
められるのは早期の血糖コントロール
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れは治療をしたからだと誤解されるこ
とがありますが、これは眼科の先生と
よくコミュニケーションを取っていた
だいて、増殖糖尿病網膜症はもしかし
たら明日、硝子体出血が起きるかもし
れない。それは血糖のコントロールの
是非にかかわらず起きるかもしれない。
そういうことを患者さんに理解してい
ただくことが大切です。なるべく早く
外科的治療を行うことになったとして
も、その結果、炎症などを少なくする
ためには、血糖のコントロールをして
いただいたほうがいいと思います。
　山内　まず一つには増殖糖尿病網膜
症は本当に進行した状況であるので、
これは放っておくと突然失明ないし急
激な視力低下がありうる。したがって、
治療を開始して悪化したかどうか。た
またまその時期が重なってしまったか。
そのあたりはよくわからない。一つに
はそれが言えるのですね。
　平形　はい、そうだと思います。
　山内　もう一つは、眼科の先生のサ
イドからも、増殖糖尿病網膜症に対し
てはいろいろな治療が出てきています
ので、それをスムーズに行うためには、
ある程度のスピードで血糖コントロー
ルをしてもらったほうが助かると。こ
れも実際にある話なのですね。
　平形　はい、そうです。手術とか網
膜光凝固が適応の時期ですので、全身
の状態がいいほど手術後の炎症も合併
症も少ないと思います。

　山内　少し戻りますが、眼科のこう
いう急速な症状の悪化ないし網膜症の
悪化というものを見た大規模スタディ
というのは、実際問題としてあるので
しょうか。
　平形　血糖コントロールに関しては、
非常に古いスタディであるDCCTでも
言われています。エビデンスの高いも
のとして厳格な血糖コントロール、血圧
のコントロールも病態進行の抑制に重
要であることは、KUMAMOTO study
も含めて、いろいろな疫学調査で知ら
れています。ただ、一部の症例で一時
的な視力低下が生じることもいわれて
います。それが先ほどお話しした黄斑
浮腫の出現によるのかもしれません。
しかし、最終的な長期予後にとっては
早く厳格に血糖をコントロールするの
が現在のエビデンスだと思います。
　ただし、そのときに低血糖発作や高
血圧の変化など、そういう多因子が加
わってくるので、どういう症例で一時
的な視力低下が起きるのか、それが黄
斑浮腫によるものかどうか、どういう
ものに関係するかは、まだはっきりと
分析が出ていないと思います。
　山内　私は何十年、糖尿病の患者さ
んを見てきましたけれども、急速な血
糖コントロールによって実際に網膜症
が急速に悪化した症例というのはあま
り見たことがないというのが実感です。
この先生の質問は、メカニズムはどう
なのかということなのですが、これも

を目指し、目安としてHbA1cを７％未
満に落ち着かせることが、網膜症の進
展あるいは発症を抑制するというエビ
デンスがかなり出ています。それでは
その時期に急激に落としたからいけな
いかというと、明らかなエビデンスは
なさそうです。
　山内　海外からの報告も含めて、こ
のあたりは少なくともエビデンスがな
いように私も思っています。問題は進
んだ増殖網膜症、このあたりになって
くると、またいろいろなパターンが出
てくるかもしれないので、少し詳しく
うかがいたいのですが。
　平形　先生が言われるように、急激
な血糖コントロールが一部の方に影響
する可能性はあると思います。なぜか
というと、糖尿病網膜症で視力が落ち
る一番の原因は、黄斑部という網膜の
一番真ん中、視力に関係するところが
浮腫になる。その血管の透過性亢進が
起きる。それは単純型の中期ぐらいで
も、あるいは前増殖型でも、増殖型で
も起き得て、病期が進んだ増殖型のほ
うが起きやすい。そういう黄斑浮腫と
いう病態があると視力が落ちるので、
患者さん自身は急激に進んだと感じま
す。それが血圧とか血糖コントロール
に影響する可能性はあると思います。
　ただ、質問にあった増殖糖尿病網膜
症、これは新生血管というものが発生
すると、すべて病態が増殖糖尿病網膜
症です。糖尿病網膜症の中でも増殖の

病態というのは、自覚症状が全くない
ものもあれば、硝子体出血などを合併
して、非常に視力が下がっているもの
もあります。網膜剝離、あるいは血管
新生緑内障を合併していると、これを
放置すれば必ず失明します。つまり増
殖糖尿病網膜症にはいろいろな病態が
あるので、この患者さんがどのぐらい
の病態であるか。また、増殖糖尿病網
膜症に網膜光凝固をしていないと、か
なりの病態で、いつ病気が悪くなって
もおかしくない。そういう眼科的な治
療をしているかどうか、病態の進行は
それにもよるわけで、必ずしも血糖コ
ントロールだけで、患者さんの自覚症
状あるいは病期、あるいは視力が変化
したかというと、それはなかなか難し
いのです。
　この患者さんが初診のときにすでに
眼科の治療が始まって、そちらが落ち
着いているかどうか、この進行に血糖
コントロールが関係するかどうか、非
常に考えなくてはいけないところです。
もし網膜剝離や血管新生緑内障があれ
ば、外科的な治療が必要になるので、
むしろしっかりとコントロールしても
らって、いつ手術をしてもいいような
状態に持っていかないと悪くなってし
まう。
　ただ、患者さん自体は黄斑部がやら
れないと自覚症状がないので、それが、
治療が始まってから黄斑浮腫が出たり、
あるいは硝子体出血が出た場合に、こ
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れは治療をしたからだと誤解されるこ
とがありますが、これは眼科の先生と
よくコミュニケーションを取っていた
だいて、増殖糖尿病網膜症はもしかし
たら明日、硝子体出血が起きるかもし
れない。それは血糖のコントロールの
是非にかかわらず起きるかもしれない。
そういうことを患者さんに理解してい
ただくことが大切です。なるべく早く
外科的治療を行うことになったとして
も、その結果、炎症などを少なくする
ためには、血糖のコントロールをして
いただいたほうがいいと思います。
　山内　まず一つには増殖糖尿病網膜
症は本当に進行した状況であるので、
これは放っておくと突然失明ないし急
激な視力低下がありうる。したがって、
治療を開始して悪化したかどうか。た
またまその時期が重なってしまったか。
そのあたりはよくわからない。一つに
はそれが言えるのですね。
　平形　はい、そうだと思います。
　山内　もう一つは、眼科の先生のサ
イドからも、増殖糖尿病網膜症に対し
てはいろいろな治療が出てきています
ので、それをスムーズに行うためには、
ある程度のスピードで血糖コントロー
ルをしてもらったほうが助かると。こ
れも実際にある話なのですね。
　平形　はい、そうです。手術とか網
膜光凝固が適応の時期ですので、全身
の状態がいいほど手術後の炎症も合併
症も少ないと思います。

　山内　少し戻りますが、眼科のこう
いう急速な症状の悪化ないし網膜症の
悪化というものを見た大規模スタディ
というのは、実際問題としてあるので
しょうか。
　平形　血糖コントロールに関しては、
非常に古いスタディであるDCCTでも
言われています。エビデンスの高いも
のとして厳格な血糖コントロール、血圧
のコントロールも病態進行の抑制に重
要であることは、KUMAMOTO study
も含めて、いろいろな疫学調査で知ら
れています。ただ、一部の症例で一時
的な視力低下が生じることもいわれて
います。それが先ほどお話しした黄斑
浮腫の出現によるのかもしれません。
しかし、最終的な長期予後にとっては
早く厳格に血糖をコントロールするの
が現在のエビデンスだと思います。
　ただし、そのときに低血糖発作や高
血圧の変化など、そういう多因子が加
わってくるので、どういう症例で一時
的な視力低下が起きるのか、それが黄
斑浮腫によるものかどうか、どういう
ものに関係するかは、まだはっきりと
分析が出ていないと思います。
　山内　私は何十年、糖尿病の患者さ
んを見てきましたけれども、急速な血
糖コントロールによって実際に網膜症
が急速に悪化した症例というのはあま
り見たことがないというのが実感です。
この先生の質問は、メカニズムはどう
なのかということなのですが、これも

を目指し、目安としてHbA1cを７％未
満に落ち着かせることが、網膜症の進
展あるいは発症を抑制するというエビ
デンスがかなり出ています。それでは
その時期に急激に落としたからいけな
いかというと、明らかなエビデンスは
なさそうです。
　山内　海外からの報告も含めて、こ
のあたりは少なくともエビデンスがな
いように私も思っています。問題は進
んだ増殖網膜症、このあたりになって
くると、またいろいろなパターンが出
てくるかもしれないので、少し詳しく
うかがいたいのですが。
　平形　先生が言われるように、急激
な血糖コントロールが一部の方に影響
する可能性はあると思います。なぜか
というと、糖尿病網膜症で視力が落ち
る一番の原因は、黄斑部という網膜の
一番真ん中、視力に関係するところが
浮腫になる。その血管の透過性亢進が
起きる。それは単純型の中期ぐらいで
も、あるいは前増殖型でも、増殖型で
も起き得て、病期が進んだ増殖型のほ
うが起きやすい。そういう黄斑浮腫と
いう病態があると視力が落ちるので、
患者さん自身は急激に進んだと感じま
す。それが血圧とか血糖コントロール
に影響する可能性はあると思います。
　ただ、質問にあった増殖糖尿病網膜
症、これは新生血管というものが発生
すると、すべて病態が増殖糖尿病網膜
症です。糖尿病網膜症の中でも増殖の

病態というのは、自覚症状が全くない
ものもあれば、硝子体出血などを合併
して、非常に視力が下がっているもの
もあります。網膜剝離、あるいは血管
新生緑内障を合併していると、これを
放置すれば必ず失明します。つまり増
殖糖尿病網膜症にはいろいろな病態が
あるので、この患者さんがどのぐらい
の病態であるか。また、増殖糖尿病網
膜症に網膜光凝固をしていないと、か
なりの病態で、いつ病気が悪くなって
もおかしくない。そういう眼科的な治
療をしているかどうか、病態の進行は
それにもよるわけで、必ずしも血糖コ
ントロールだけで、患者さんの自覚症
状あるいは病期、あるいは視力が変化
したかというと、それはなかなか難し
いのです。
　この患者さんが初診のときにすでに
眼科の治療が始まって、そちらが落ち
着いているかどうか、この進行に血糖
コントロールが関係するかどうか、非
常に考えなくてはいけないところです。
もし網膜剝離や血管新生緑内障があれ
ば、外科的な治療が必要になるので、
むしろしっかりとコントロールしても
らって、いつ手術をしてもいいような
状態に持っていかないと悪くなってし
まう。
　ただ、患者さん自体は黄斑部がやら
れないと自覚症状がないので、それが、
治療が始まってから黄斑浮腫が出たり、
あるいは硝子体出血が出た場合に、こ
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まだわかっていないのですね。
　平形　わかっていないですね。網膜
症の進行は、特に増殖糖尿病網膜症は
先ほど話したように、目の中の構造、
特に目の中の硝子体という液体に新生
血管が絡んでいるため、全身に関係な
く、目の所見によって進行することが
十分ありうるのです。とにかく患者さ
んに自覚症状がなく急に変化する。そ
れが治療時期に一致する人がいるので
す。やはり病態の説明をして、眼科の
意見を必ず確認しておく。眼科の先生
から患者さんにもよく病態を理解して
いただいておくことが一番大切だと思
います。
　山内　最後に、黄斑浮腫に対して、
近年、抗VEGF薬が用いられることが
多くなりましたが、現在、こちらに関
する評価としてはいかがなのでしょう
か。
　平形　抗VEGF療法というものは、
現在、黄斑浮腫の治療の第一選択とな
っています。黄斑浮腫といっても、先
ほど話したように、比較的網膜症が軽

いものから発症しうる。増殖期になれ
ば、その頻度が上がる。黄斑浮腫にも
いろいろな病態がありますが、黄斑領
域の局所的な血管の瘤から限局して浮
腫が起きるタイプがあります。そうい
うものに対しては、限定したところへ
のレーザー光凝固ということで、かな
り早く治療ができます。一方、黄斑部
の全体的にどことなく、すべての血管
からびまん性に血液成分が漏出してい
るびまん性の黄斑浮腫に対しては、神
経の環境をよくするという意味におい
ては、今は抗VEGF療法が第一選択で
す。それは血管の透過性亢進にVEGF
がかなり関与していることがわかった
からです。
　ただ、どうしてもほかの因子の関与
で抗VEGF療法に反応が悪いものに対
してはステロイドの局所投与を行いま
す。線維の膜を伴っているような黄斑
浮腫に対しては硝子体手術が選択肢に
なっています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅳ）

東京医科歯科大学ゲノム病理学分野教授
石　川　俊　平

（聞き手　齊藤郁夫）

AIのヘルスケアへの応用

　齊藤　人工知能、AIと略すことにな
ると思いますが、AIの医療・介護、ヘ
ルスケア領域への応用ということでう
かがいます。
　まず、人工知能、これはどういうも
のなのでしょうか。
　石川　人工知能というと、人のよう
なかたちをして、人のようなことを考
えて、人と同じようなことをするよう
なイメージをお持ちの方が多いと思う
のですが、今応用されつつある人工知
能というのは、どちらかというと人そ
のものというよりも、人が考えること、
人がやりたいと思うようなことをいろ
いろなプログラムを使ってやるという
ような何かの目的に特化した、そうい
う人工知能のほうが今は使われている
と思います。
　齊藤　人工知能というのは、その知
能が勉強しないといけないのでしょう
か。
　石川　そうですね。
　齊藤　これはディープラーニングと
いうことなのですか。

　石川　同じようにディープラーニン
グという言葉もよく聞かれるようにな
ってきたのですが、これは特に最近の
人工知能ブームの火つけ役になった非
常に重要な手法の一つです。簡単にい
うとニューラルネットワークといって、
人の脳がものを考えるように、例えば
ニューロンやシナプスを仮定し、たく
さんの画像を見せたり、たくさんの分
子を見せたり、音声を聞かせたりと、
柔軟に学習していく、そういうプログ
ラムのことをいいます。
　非常に柔軟性が高くて、いろいろな
状況に応用できることが最近よくわか
るようになってきました。医療分野で
あると主に画像ですね。CTの画像や
病理の画像など、こういうものに幅広
く応用できるようになってきました。
　齊藤　今、医療への応用で画像が出
てきましたけれども、病理あるいはCT
はそれぞれの専門の先生がこれまで診
断していたわけです。そこにAIを使っ
ていくということですか。
　石川　AIでよく使われているディー
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