
めています。実はてんかんの有病率、
発症率は、小児期ももちろん高いので
すが、その後、高齢者、50歳、65歳と、
だんだん発症率が上がってくるという
ことがあり、高齢者のてんかんという
のも近年、非常に重要な社会的なトピ
ックになっています。
　といいますのは、けいれんを起こさ
ないため、なかなか気づかれないので
す。ただぼうっとしているだけの、非
常に見づらいというか、わかりづらい
てんかん発作であるため、時に認知症
と間違えられたり、脳卒中と間違えら
れたりするケースもあります。こうい
った高齢者てんかんもあることを、社
会の中でも認識していく必要があるの
ではないかと思います。
　池脇　今、先生のお話を聞いて、ち
ょっと自分自身も自信がなくなりまし
たが、ちょっとぼうっとしているか、
やや認知症ぎみというと、私の患者さ
んの中にもいそうな気がします。その
あたりを診断に結びつけるとなると、
どうなるのでしょうか。
　久保田　非常に診断は難しいと思い
ます。といいますのは、通常の脳波検
査でもなかなか異常が見つかりません。
もちろん、MRIを撮っても異常がない
方、脳の軽度萎縮がある方がほとんど
で、明らかな病変とかスパイク、棘波、
鋭波というのは検出できません。

　私が思うに、一緒に同居している家
族からの聴取は非常に重要で、何か違
うと家族が連れてくることが多いので
す。ですので、認知症との鑑別が難し
いのです。一つのポイントは症状がい
いときと悪いときがある。いいときは
普通に接することができるが、何か違
うときは、例えばテレビを見ていて、
ちょっとぼうっとして、呼びかけても
反応がないとか、あとは冷蔵庫の前で
扉を開けっ放しで立っているとか、こ
ういったちょっとしたことで、わずか
な時間、すなわち数十秒から１分、長
くて２分間、反応がまったくない。こ
ういったものが高齢者てんかんの特徴
です。
　池脇　常に本人に接している家族の
方が、ちょっとこれはおかしいぞ、と。
そうしたら、高齢者のてんかんも考え
て、診断に関しては先生方のような専
門の方にお願いするということでよい
でしょうか。
　久保田　そうですね。特に開業医の
先生方は、こういった疾患があること
を頭の片隅に置いて診療に当たってい
ただければ。実際、高齢者てんかんの
場合は薬で治りますので、認知症と違
って、決して諦める必要はないため、
患者さんに幸福をもたらすことがある
と思います。
　池脇　ありがとうございました。

国立感染症研究所感染症疫学センター室長
砂　川　富　正

（聞き手　山内俊一）

　鶏肉、牛肉、豚肉の生食、加熱不十分時の寄生虫疾患、感染性胃腸炎発症の
病態、診断、治療、Up To Date、予後についてご教示ください。

＜青森県開業医＞

生肉食における寄生虫および感染性疾患

　山内　最近はグルメブームもあって、
海外からもいろいろなものが入ってき
ています。日本全体として生肉の消費
は増えているのでしょうか。
　砂川　いろいろな食材が今、巷にあ
ふれている中で、日本人のもともとの
嗜好、例えば刺身とか、そういったも
のを食べていたこともあるのか、生の
動物の肉などにしても、あまり抵抗な
く食べる方が比較的多いように聞いて
います。そういった影響が食中毒や食
品媒介性の感染症の中で一つインパク
トを持ったかたちで出てきていると思
っています。
　山内　ただ、対象となるものは寄生
虫まで入れるとものすごく広いと思わ
れますので、実際に臨床現場で頻度的
に多いもの、あるいは特に注意すべき
ものを中心にして、少し詳しくお話を

うかがいたいと思います。先生として
は例えばどのようなものを挙げられま
すか。
　砂川　厚生労働省が集めている食中
毒の情報がいろいろありますが、それ
の上位のものを見てみると、一番多い
のはノロウイルスです。その次にカン
ピロバクター。第３位にアニサキスが
あります。なので、今回はカンピロバ
クターと、動物というより魚ですが、
アニサキスを挙げさせていただきます。
あと、動物の肉の生食というか、そこ
に関係してくる感染症として注目を浴
びていると私が認識しているものがE
型肝炎です。これについてもちょっと
触れさせていただきます。
　山内　では、まずカンピロバクター
ですが、その前に、我々が生肉といい
ますと、昔からサルモネラがありまし
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人口動態統計の中ではカンピロバクタ
ーによる死亡が報告されているようで
す。こういった死亡数は大概過小評価
だったりすることがあるので、本当は
もっと被害があるのではないかと思い
ます。
　山内　通常、最近はあまり積極的な
治療はしないで、どちらかというと、
絶食し水分補給をしてというかたちで
やり過ごす。だんだん主流になってき
ていますが、おおむねそういった治療
法でよいのでしょうか。
　砂川　治療はなかなか難しいところ
だと思います。多くの場合は、通常の
症状、下痢とか、感染性胃腸炎の症状
でよいと思うのですが、中にはギラン
バレー症候群を発症される方もあって、
そういった方の症状が非常にひどいと、
手足が麻痺したり、場合によっては呼
吸器をつけないと呼吸ができない状況
になって、その間、数週間、非常に苦
しむ。場合によっては死亡するような
状況もあるので、カンピロバクターの
感染症自体は決して軽症なものばかり
ではないと思っています。
　山内　特に出血するようなものなど
に関しては、場合によっては入院加療
も必要なのですね。
　砂川　そういうことだと思います。
　山内　次に肝炎ウイルスですが、こ
れはいかがでしょう。
　砂川　E型肝炎というと、例えばA
型肝炎との違いもありますが、比較的

最近、検査ができるようになってきた
ウイルスの一つです。A型ではない、
でも食品に関係する点では、大きな健
康被害を及ぼすものになっています。
最近は検査がどんどんできるようにな
ってきたので、それに伴って患者さん
として報告される数が増えてきている
という状況があります。
　山内　抗体検査か何かできるように
なったのですか。
　砂川　2012年ごろからIgAで、E型
肝炎の特異的IgAを測定する系が随分
一般化してきていまして、それで診断
されている方が非常に多いです。
　山内　症状は通常の肝炎なのですか。
　砂川　そうです。基本的に一般の急
性肝炎で、症状はA型肝炎と基本的に
一緒なのですが、特徴的なのが、特に
途上国で多いことなのです。妊婦さん
がE型肝炎に感染した場合の死亡率が
高いということがいわれていて、例え
ばアフリカの東側で時々大流行するの
ですが、発生したときには妊婦さんを
どうやって守るかがいつも大きな問題
になっています。
　山内　これも潜伏期間はあるのでし
ょうね。
　砂川　潜伏期間は、A型肝炎がだい
たい４週間ぐらいなのですが、E型肝
炎の場合にはもうちょっと長くて、６
週間ぐらいかかるので、だいたい何を
食べたか覚えていない場合が多いです。
ただ、豚の生レバーとか、ジビエの肉

た。これは最近はあまり多くはないの
でしょうか。
　砂川　例えば、集団感染のようなこ
とも時々発生しますし、患者さんの数
でいきますと、カンピロバクターにし
ても、サルモネラにしても、腸炎ビブ
リオにしても、全般的に数は減ってい
ます。しかし、あとでお話しするカン
ピロバクターは例えば年間に数百万人
ぐらいの患者さんが出ているという推
定もあります。サルモネラの場合は百 
万人を超えるぐらいの患者数ではない
かと推定されることもありますので、
数としてはカンピロバクターよりは少
ないけれども、健康被害としてはある
程度起きているということになります。
　山内　質問と少し違うのですが、サ
ルモネラ菌は卵というイメージもある
のですが、やはり多いのでしょうか。
　砂川　以前は生卵が原因となったサ
ルモネラの感染症が随分あったといわ
れていますが、ここ最近は生卵の衛生
管理が随分発達した状況を受けて、生
卵によるサルモネラの感染症は随分減
ったといわれていると思います。
　山内　サルモネラやカンピロバクタ
ーでは、何日ぐらい前に食べたもので
発症するか、潜伏期間はいかがでしょ
う。
　砂川　サルモネラの場合には比較的
短くて、例えば半日ぐらいで発症され
る方もあるようですが、多くの場合に
は１～２日ぐらい。これがサルモネラ

のエンテリティディスになると、もう
ちょっと長いようなこともあるようで
す。ところが、カンピロバクターにな
ると、潜伏期間としてだいたい２日～ 
１週間ぐらいといわれることが多いの
で、症状が出たときに、これはいった
い何の食品を食べたことでこの症状が
起きたのかということが、なかなか調
査が難しいといったことがあると思い
ます。
　山内　なかなか推定するのが難しい
というのも食中毒の一つの大きな問題
点だと思いますね。カンピロバクター
に話を戻しますが、これは罹患者が何
百万人と、たいへんな数ですが、比較
的一年中起こっているものなのでしょ
うか。
　砂川　有名なところではよく鶏肉に
カンピロバクターがついているような
ことがあり、基本的にはどの季節でも
カンピロバクターの食中毒は発生して
いると思います。特に、2016年は、鶏
の刺身を鮨のようなかたちで食べた方
が非常にたくさん、600人ぐらい食中
毒を起こしてしまったという事例もあ
り、どの季節でも起こりうると思いま
す。
　山内　死亡例などもあるのでしょう
か。
　砂川　食中毒統計の中での死亡例は
報告はされていないようですが、ちょ
っと気になり、死亡統計のようなもの
を確認してみたら、年間に数人ほど、

ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018） （167）  76 （166） ドクターサロン62巻３月号（2 . 2018）

1803本文.indd   7 2018/02/14   15:41



人口動態統計の中ではカンピロバクタ
ーによる死亡が報告されているようで
す。こういった死亡数は大概過小評価
だったりすることがあるので、本当は
もっと被害があるのではないかと思い
ます。
　山内　通常、最近はあまり積極的な
治療はしないで、どちらかというと、
絶食し水分補給をしてというかたちで
やり過ごす。だんだん主流になってき
ていますが、おおむねそういった治療
法でよいのでしょうか。
　砂川　治療はなかなか難しいところ
だと思います。多くの場合は、通常の
症状、下痢とか、感染性胃腸炎の症状
でよいと思うのですが、中にはギラン
バレー症候群を発症される方もあって、
そういった方の症状が非常にひどいと、
手足が麻痺したり、場合によっては呼
吸器をつけないと呼吸ができない状況
になって、その間、数週間、非常に苦
しむ。場合によっては死亡するような
状況もあるので、カンピロバクターの
感染症自体は決して軽症なものばかり
ではないと思っています。
　山内　特に出血するようなものなど
に関しては、場合によっては入院加療
も必要なのですね。
　砂川　そういうことだと思います。
　山内　次に肝炎ウイルスですが、こ
れはいかがでしょう。
　砂川　E型肝炎というと、例えばA
型肝炎との違いもありますが、比較的

最近、検査ができるようになってきた
ウイルスの一つです。A型ではない、
でも食品に関係する点では、大きな健
康被害を及ぼすものになっています。
最近は検査がどんどんできるようにな
ってきたので、それに伴って患者さん
として報告される数が増えてきている
という状況があります。
　山内　抗体検査か何かできるように
なったのですか。
　砂川　2012年ごろからIgAで、E型
肝炎の特異的IgAを測定する系が随分
一般化してきていまして、それで診断
されている方が非常に多いです。
　山内　症状は通常の肝炎なのですか。
　砂川　そうです。基本的に一般の急
性肝炎で、症状はA型肝炎と基本的に
一緒なのですが、特徴的なのが、特に
途上国で多いことなのです。妊婦さん
がE型肝炎に感染した場合の死亡率が
高いということがいわれていて、例え
ばアフリカの東側で時々大流行するの
ですが、発生したときには妊婦さんを
どうやって守るかがいつも大きな問題
になっています。
　山内　これも潜伏期間はあるのでし
ょうね。
　砂川　潜伏期間は、A型肝炎がだい
たい４週間ぐらいなのですが、E型肝
炎の場合にはもうちょっと長くて、６
週間ぐらいかかるので、だいたい何を
食べたか覚えていない場合が多いです。
ただ、豚の生レバーとか、ジビエの肉

た。これは最近はあまり多くはないの
でしょうか。
　砂川　例えば、集団感染のようなこ
とも時々発生しますし、患者さんの数
でいきますと、カンピロバクターにし
ても、サルモネラにしても、腸炎ビブ
リオにしても、全般的に数は減ってい
ます。しかし、あとでお話しするカン
ピロバクターは例えば年間に数百万人
ぐらいの患者さんが出ているという推
定もあります。サルモネラの場合は百 
万人を超えるぐらいの患者数ではない
かと推定されることもありますので、
数としてはカンピロバクターよりは少
ないけれども、健康被害としてはある
程度起きているということになります。
　山内　質問と少し違うのですが、サ
ルモネラ菌は卵というイメージもある
のですが、やはり多いのでしょうか。
　砂川　以前は生卵が原因となったサ
ルモネラの感染症が随分あったといわ
れていますが、ここ最近は生卵の衛生
管理が随分発達した状況を受けて、生
卵によるサルモネラの感染症は随分減
ったといわれていると思います。
　山内　サルモネラやカンピロバクタ
ーでは、何日ぐらい前に食べたもので
発症するか、潜伏期間はいかがでしょ
う。
　砂川　サルモネラの場合には比較的
短くて、例えば半日ぐらいで発症され
る方もあるようですが、多くの場合に
は１～２日ぐらい。これがサルモネラ

のエンテリティディスになると、もう
ちょっと長いようなこともあるようで
す。ところが、カンピロバクターにな
ると、潜伏期間としてだいたい２日～ 
１週間ぐらいといわれることが多いの
で、症状が出たときに、これはいった
い何の食品を食べたことでこの症状が
起きたのかということが、なかなか調
査が難しいといったことがあると思い
ます。
　山内　なかなか推定するのが難しい
というのも食中毒の一つの大きな問題
点だと思いますね。カンピロバクター
に話を戻しますが、これは罹患者が何
百万人と、たいへんな数ですが、比較
的一年中起こっているものなのでしょ
うか。
　砂川　有名なところではよく鶏肉に
カンピロバクターがついているような
ことがあり、基本的にはどの季節でも
カンピロバクターの食中毒は発生して
いると思います。特に、2016年は、鶏
の刺身を鮨のようなかたちで食べた方
が非常にたくさん、600人ぐらい食中
毒を起こしてしまったという事例もあ
り、どの季節でも起こりうると思いま
す。
　山内　死亡例などもあるのでしょう
か。
　砂川　食中毒統計の中での死亡例は
報告はされていないようですが、ちょ
っと気になり、死亡統計のようなもの
を確認してみたら、年間に数人ほど、
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とか、こういったものを食べた方では
比較的報告が多いという状況もあるの
で、このようなものを食していなかっ
たかというあたりを聞くことが多いと
思います。
　山内　あと、肉ではないですけれど
も、アニサキス、これはどちらかとい
うとサバというイメージが強いですが。
　砂川　そうですね。例えばシメサバ
とか、こういったものの中に比較的ア
ニサキスの虫体が観察されることがあ
り、専門的に研究されている先生方が
おられます。市中で売られているそう
いったものを取って調べてみると、例
えば７％とか10％とか、そのぐらいの
確率で虫体が見つかったことがあると
いう情報もあります。
　ただ、そういった情報を聞くと、刺
身とか寿司が怖くなってしまうことも
あるかもしれませんが、例えば冷凍さ
れたものは基本的には安全ですし、非

常に慣れた調理をされる方は、そうい
ったものが混ざらないように、また、
最近は処理をきっちり行うことで、感
染を起こりにくくしていると思います。
　山内　一般的に生肉は、冷凍すると
かなり感染率が違ってくると考えてよ
いですね。
　砂川　そうですね。先ほど話が出ま
したカンピロバクターなども、例えば
2014年の厚生労働省の調査を見ると、
町中で売られている生の鶏肉などに、
多いところでは半分ぐらいに感染が見
つかる例があるのですが、輸入された
肉で見ると、これが２割ぐらいに減っ
たりするのです。その理由の一つとし
ては、海外で少ないのではなくて、お
そらく冷凍された状況で入ってきて、
いったん解凍しているので、そこで確
率が減ったのだろうといわれたりして
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肝炎免疫研究センター
肝炎情報センター肝疾患研修室長

是　永　匡　紹
（聞き手　山内俊一）

　脂肪性肝障害と考えられる73歳女性のヒアルロン酸の上昇についてご教示く
ださい。BMI 24.6、臍周囲径90.6㎝、20年以上糖尿病でエクア50㎎：メトグル
コ1,000㎎/白で、A1cは6.2％、FBS 116㎎/dLです。AST/ALTは25/36〜43/63と
体重が1.0〜３㎏増減すると並行してAST/ALTが上下します。γ-GTPは42、ALP 
173、A1b 4.2、ウイルス性肝疾患はHBC抗体、HCVともに陰性です。その他、
併存疾患としては、高脂血症あり、リバロ２㎎で加療中です。４型コラーゲン
７Sが4.9（＜6.0）でしたが、ヒアルロン酸が126.6（＜50）と高値でした。ヒ
アルロン酸上昇に対してのご考察と今後経過をみるうえでの注意点をご教示く
ださい。

＜京都府開業医＞

脂肪性肝炎のヒアルロン酸上昇

　山内　是永先生、ヒアルロン酸とい
いますと、一般的には関節に絡むよう
なものというイメージがあるのですが、
肝臓に関してはどういった位置づけに
なっているのでしょうか。
　是永　ヒアルロン酸は、関節の潤滑
油的な役目や、しわを伸ばすといった、
どちらかというと、健康にいいような
イメージがあると思うのですが、ヒア
ルロン酸は線維をつくる細胞、肝臓で
いうと伊東細胞が分泌するとされ、肝
細胞の間（細胞外マトリックスと呼ば

れる）に存在します。ですので肝硬変
といって肝臓が硬くなってくると、ヒ
アルロン酸が伊東細胞から多く分泌さ
れるようになります。通常であると肝
臓が取り込んでくれて、分解・代謝し
てくれるのですが、肝硬変では肝臓が
傷んだ状態で十分に分解できないので、
血中に流れてくる。そういった意味で、
ヒアルロン酸が高くなると、肝臓が硬
くなっているのではということを疑う
一つのマーカーです。
　山内　肝硬変自体の病態といいます
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