
順天堂大学呼吸器内科教授
高　橋　和　久

（聞き手　池脇克則）

　間質性肺炎の病勢把握と治療経過についてご教示ください。
＜北海道開業医＞

間質性肺炎

　池脇　間質性肺炎といっても、例え
ば特発性といわれるもの、あるいは薬
剤や膠原病による二次性のもの、さら
には特発性の中にもいろいろなものが
あるかと思います。まず基本的なとこ
ろから説明をお願いできますか。
　高橋　間質性肺炎というのは非常に
ヘテロな集団で、複雑な分類になって
います。その中でも、原因がまだはっ
きりしない、同定されていない特発性
の間質性肺炎というものがあり、それ
が一番多いといわれています。それ以
外に、二次性の間質性肺炎として環境
因子、例えば過敏性肺炎、あるいはア
スベストの吸入など塵肺関連のもの、
それから膠原病などに伴うような間質
性肺炎が知られています。
　池脇　間質ということですから、肺
の中の間質に病態の主座がある、具体
的にはどういう細胞の傷害に起因する

のでしょうか。
　高橋　肺の実質というのは、肺の一
番奥深くでガス交換する、いわゆる肺
胞でして、その壁を構成するのが肺胞
上皮細胞です。それが何らかの原因で
傷害を受けて、間質と呼ばれる肺胞と
肺胞の間にある非常に狭い組織に炎症
あるいは線維化が起き、ガス交換が障
害されるのが間質性肺炎の病態です。
　池脇　肺の疾患だと喫煙がリスクに
なるといわれていますが、間質性肺炎
にも喫煙は関与しているのでしょうか。
　高橋　間質性肺炎の中でも、特発性
肺線維症と呼ばれる、最も頻度が多く
て予後の悪いタイプについては、喫煙
の関与が非常に多いといわれています。
喫煙というと、一番よく知られている
のは肺気腫、COPDですが、これは喫
煙によって破壊が進行するものです。
その結果として組織の過剰な修復が起
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　血液でKL-６とかSP-Dといわれてい
るようなマーカーが、病勢の把握にも
重要だといわれていますが、これはあ
くまでも補助診断です。
　池脇　基本的に特発性の肺線維症に
関しては、徐々に進行していく慢性の
経過をとる病気ということでしょうか。
　高橋　そうですね。いわゆる慢性 
の間質性肺炎といわれているように、
徐々に病勢が進行するタイプがほとん
どですが、一部、いわゆる急性増悪と
いう、１カ月以内に呼吸不全が進行し
て、かなり多く死亡に至るような、そ
ういう急性進行のタイプも知られてい
ます。
　池脇　慢性だと、今言われた労作時
の息切れや咳という自覚症状について
は本人もなかなか判断が難しいように
思うのですが、どの時点で医療機関に
行かれるのか、個人差はあるのでしょ
うか。
　高橋　個人差がかなりあると思いま
す。一般的には普段と違う息切れが続
いていること、それから激しい咳が出
ること、そのようなことで医療機関を
受診される方が多いようです。間質性
肺炎を疑うのは聴診所見が非常に重 
要で、捻髪音といわれているような、
Velcro rale、マンシェットをはがすと
きのような音が聴取されると間質性肺
炎を疑います。
　池脇　なかなか自分で診断できる疾
患ではないので、医療機関で聴診して

もらうというのが何よりも大事ですね。
　高橋　聴診と、あと少なくともX線
写真を撮ることがポイントだと思いま
す。
　池脇　最近はKL-６が線維化の指標
でよく使われているように思うのです
が、そういう意味で病勢の把握に関し
て、こういった血清のマーカーという
のはどういう位置づけなのでしょうか。
　高橋　基本的にKL-６は、もともと
は肺がんのマーカー、腫瘍マーカーだ
ったのですが、その後、間質性肺炎の
重症度は反映しませんが、進行度の一
つのよいバイオマーカーであることが
報告されました。
　また、それと似たようなもので、
SP-Dというものがあります。それは
Surfactant proteinの蛋白ですが、膠原
病に伴う間質性肺炎の非常に重要な診
断マーカーであることも知られていま
す。
　気をつけなければいけないのは、KL-
６は肺がんのマーカーなのですが、間
質性肺炎は経過の途中で約20％の人が
肺がんを合併するのです。そうすると、
全く間質性肺炎は進んでいないにもか
かわらず、KL-６が上がってきた。CT
を撮ってよく調べると、実は肺がんが
あったということもあります。KL-６
については注意が必要だと思います。
　池脇　さて、間質性肺炎は治療抵抗
性で予後が悪いという印象なのですが、
治療に関して、最近何か新たな進歩は

きて線維化が起きたものが肺線維症、
間質性肺炎といわれますので、もとも
とは喫煙が大きな原因の一つではある
と思います。
　池脇　特発性は原因がはっきりしな
いということですが、遺伝的な背景の
研究知見の現状はいかがでしょうか。
　高橋　一部の間質性肺炎については、
遺伝子の異常によって発症する家族性
の間質性肺炎という報告もあり、その
原因遺伝子も報告されています。ただ、
現在、我々が遭遇する多くの特発性肺
線維症、間質性肺炎については、家系
や遺伝子の異常は同定されていません。
いまだに原因不明ということです。
　池脇　特発性の肺線維症が最も多い
というのは、日本でも海外でも基本的
には同じなのでしょうか。
　高橋　基本的には日本でも海外でも
同じような疫学の結果が出ています。
だいたい特発性の肺線維症の場合には
10万人当たりの発症率は２～３人、有
病率としては10万人当たり約10人とい
うのが北海道の疫学調査で報告されて
います。
　池脇　間質性肺炎に関して、どのよ
うにして病勢を把握したらいいのか。
冒頭、先生が間質性肺炎は非常にヘテ
ロな病気だとおっしゃっていましたし、
基本的には特発性の肺線維症に関して、
どのようにしてその病勢を把握するの
でしょうか。
　高橋　まず、間質性肺炎自体がガス

交換が障害されて、息切れ、あるいは
咳が出る疾患ですので、そのような症
状が進行していないかどうかが１つ重
要な病勢の把握です。
　２つ目は画像診断です。通常はレン
トゲン写真を撮ると、間質性肺炎は下
肺野を中心に網状影が出ます。それが
進んでいくと、だんだん肺が縮んでき
ます。肺容量の減少、それが２つ目の
病勢把握のポイントです。
　３つ目は呼吸機能です。スパイロメ
トリーを行うことによって、VCある
いはFVCといわれる、いわゆる肺活量
が、どのくらいのスピードで落ちてい
るのかによって病勢の把握ができると
思います。

図　特発性肺線維症
　　胸部X線写真とCT所見
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くまでも補助診断です。
　池脇　基本的に特発性の肺線維症に
関しては、徐々に進行していく慢性の
経過をとる病気ということでしょうか。
　高橋　そうですね。いわゆる慢性 
の間質性肺炎といわれているように、
徐々に病勢が進行するタイプがほとん
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て、かなり多く死亡に至るような、そ
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ます。
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は肺がんのマーカー、腫瘍マーカーだ
ったのですが、その後、間質性肺炎の
重症度は反映しませんが、進行度の一
つのよいバイオマーカーであることが
報告されました。
　また、それと似たようなもので、
SP-Dというものがあります。それは
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病に伴う間質性肺炎の非常に重要な診
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す。
　気をつけなければいけないのは、KL-
６は肺がんのマーカーなのですが、間
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を撮ってよく調べると、実は肺がんが
あったということもあります。KL-６
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　池脇　さて、間質性肺炎は治療抵抗
性で予後が悪いという印象なのですが、
治療に関して、最近何か新たな進歩は
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とは喫煙が大きな原因の一つではある
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いということですが、遺伝的な背景の
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遺伝子の異常によって発症する家族性
の間質性肺炎という報告もあり、その
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同じような疫学の結果が出ています。
だいたい特発性の肺線維症の場合には
10万人当たりの発症率は２～３人、有
病率としては10万人当たり約10人とい
うのが北海道の疫学調査で報告されて
います。
　池脇　間質性肺炎に関して、どのよ
うにして病勢を把握したらいいのか。
冒頭、先生が間質性肺炎は非常にヘテ
ロな病気だとおっしゃっていましたし、
基本的には特発性の肺線維症に関して、
どのようにしてその病勢を把握するの
でしょうか。
　高橋　まず、間質性肺炎自体がガス

交換が障害されて、息切れ、あるいは
咳が出る疾患ですので、そのような症
状が進行していないかどうかが１つ重
要な病勢の把握です。
　２つ目は画像診断です。通常はレン
トゲン写真を撮ると、間質性肺炎は下
肺野を中心に網状影が出ます。それが
進んでいくと、だんだん肺が縮んでき
ます。肺容量の減少、それが２つ目の
病勢把握のポイントです。
　３つ目は呼吸機能です。スパイロメ
トリーを行うことによって、VCある
いはFVCといわれる、いわゆる肺活量
が、どのくらいのスピードで落ちてい
るのかによって病勢の把握ができると
思います。
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ありますか。
　高橋　特発性の肺線維症に対しては、
従来、有効な治療は全くありませんで
した。ところが、最近、２つの線維化
を抑える薬が日本でも使用可能になり
ました。１つがピルフェニドンといわ
れている抗線維化薬、もう一つはニン
テダニブといわれる、従来のいわゆる
抗がん剤、分子標的治療薬だったので
すが、抗線維化作用があるということ
で、特発性肺線維症に対し、医療保険
のもとで使用可能になりました。多く
の患者さんにとって福音になっていま
す。
　池脇　この２つの薬剤は基本的に同
じ機序で線維化を抑えているのでしょ
うか。あるいは、違う機序なのでしょ
うか。
　高橋　機序は違うといわれています。
ニンテダニブの場合には３つのキナー
ゼを抑えるトリプルキナーゼインヒビ
ターで、VEGF、PDGF、FGFのいわ
ゆるgrowth factorを抑えるのです。一
方、ピルフェニドンに関しては、TGF
βの産生を抑えることによって、いわ
ゆる線維化を抑えることが知られてい
ます。両剤ともに線維化を抑えますが、
機序は若干異なると思います。そのた
め、現在では単剤でそれぞれ使われる
ことが多いのですが、その併用療法の
臨床試験も現在進行中です。
　池脇　これらの抗線維化剤は、病気

の比較的早期から使っていくものなの
でしょうか。
　高橋　基本的に、いわゆる治験に入
っている患者さんは比較的軽症例から
中等症例で、重症例については入って
いませんでした。したがって、両方の
薬とも有効な患者集団というのは軽症
から中等症ということになります。
　池脇　こういった薬は特発性の間質
性肺炎の中のいわゆる肺線維症に最も
適応と考えてよいのでしょうか。
　高橋　そうですね。あくまでも線維
化を抑えるということで、抗炎症効果
はありません。肺の線維化を抑えるこ
とによって肺活量の低下を抑えるのが
作用機序です。
　池脇　ステロイドや免疫抑制剤の治
療での位置づけはどうでしょうか。
　高橋　現在、慢性期においてはステ
ロイドは基本的に使うことはありませ
ん。ただ、急性増悪と呼ばれる一気に
病態が進行する場合、ステロイドのパ
ルス療法、あるいはそれに免疫抑制剤
を併用することは現在も実地診療のう
えでは行われています。
　池脇　こういう治療薬の登場によっ
て、予後不良といわれている間質性肺
炎の予後も改善することは十分期待で
きるのでしょうか。
　高橋　それを期待したいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

獨協医科大学越谷病院呼吸器・アレルギー内科准教授
平　田　博　国

（聞き手　池田志斈）

　スズメバチによる虫刺症についてご教示ください。
　最近、都会でもスズメバチの飛来、巣作りを見かけることが多くなりました。
初療としての対処法についてご教示ください。

＜神奈川県開業医＞

スズメバチによる刺傷への対処法

　池田　スズメバチに刺されるとどう
なるのかという質問が来ています。有
名なのはスズメバチですが、ハチの虫
刺されというのはほかにもあるのです
ね。
　平田　日本において、人体に影響を
及ぼすハチとして、スズメバチ以外に、
アシナガバチとミツバチが存在します。
　池田　アシナガバチやミツバチも刺
されてアレルギーを起こすことがある
のでしょうか。
　平田　報道などではスズメバチに注
目されがちですが、アシナガバチやミ
ツバチでもハチ毒によるアレルギーを
起こす可能性が十分にあります。
　池田　こういったハチの生息してい
るところ、あるいはハチを飼っている
養蜂業者の方がいらっしゃると思うの

ですけれども、職種的な刺されやすさ
というのはあるのでしょうか。
　平田　スズメバチとアシナガバチで
は、職種に関連してアナフィラキシー
を発症した人は50％以上存在します。
一方、ミツバチではほぼ全例の人が職
種に関連しています。
　スズメバチとアシナガバチに刺され
る職種として多いのは、森林組合の方、
農業の方、ゴルフ場管理業の方、建設
業の方です。そしてミツバチでは、92
％以上がイチゴ農家の方々です（図
１）。なぜなら、イチゴを栽培すると
きにハウス内で受粉させるためにミツ
バチを使用するからです。
　池田　かなり職種に関係していると
いうことですが、我々のイメージです
と、虫に何回か刺されていて、それで
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