
　池田　まず最初に、質問にあります
状態、これはどのような状態が考えら
れるか、お話しいただきたいと思いま
す。
　松尾　性器ヘルペスは、初感染の場
合は症状がひどくなり、再発は症状が
ほとんど出ない傾向があります。ただ、
再発で症状がそれほど強くなくても、
10％前後には下肢の痛みや違和感が出
るといわれていますので、性器ヘルペ
スの可能性はあるとは思います。
　池田　この場合、排尿障害まできて
いますので、初感染であれば理解でき
るということですが、再発でもこうい
った強い排尿障害などは出るのでしょ
うか。
　松尾　帯状疱疹や、性器ヘルペスの
初感染の場合には排尿障害がくること

は少なからずあると思います。再発で
もまれに、Elsberg症候群といわれる
無菌性の髄膜炎に伴う排尿障害があり
ますので、全くゼロではないと思いま
す。
　池田　その場合、無菌性髄膜炎の症
状といいますと、排尿障害以外にはど
のような点に注意したらよろしいでし
ょうか。
　松尾　髄膜炎ですので、発熱である
とか頭痛などの症状が、軽度なものも
含めてみられます。
　池田　その際は、症状を察知して、
入院、点滴ということになるのでしょ
うか。
　松尾　そうですね。
　池田　神経痛とヘルペスといいます
と、帯状疱疹との鑑別が必要ですが、

性器ヘルペスの初感染、再感染を含め
てどのように行っていけばよいでしょ
うか。
　松尾　性器ヘルペスの初感染の場合
では、口唇ヘルペスなどの先行する感
染がない場合、抗体検査で上昇がみら
れますので、可能だと思います。ただ、
再発ですと、抗体価がほとんど動かな
いことも多いので、やはりその場所か
ら水疱・帯状疱疹ウイルス（VZV）や
単純ヘルペスウイルス（HSV）自体を
検出する抗原検査が有用だと思います。
　池田　抗原検査の方法は、通常の
SRLなどの検査会社に依頼しても可能
でしょうか。
　松尾　抗原検査自体は、VZV、HSV、
両方でできます。あとは自分でモノク
ローナル抗体により、ウイルス抗原を
蛍光抗体法で染色する施設もあると思
います。
　池田　その際は、水疱のスメアを採
取して抗原を染色するのでしょうか。
　松尾　そうです。
　池田　そのほか、PCRなどの核酸増
幅法なども行われるのでしょうか。
　松尾　PCRもSRL等でコマーシャル
ベースにされていますし、もちろん自
分の施設でやられることもあると思い
ます。
　池田　具体的にPCRで検査する場合
は、スメアで取ったサンプルをSRLに
送るということは可能なのでしょうか。
　松尾　はい。SRLではPCR専用の容

器がありますので、スメアを取ってい
ただき、提出すれば可能です。
　池田　性器ヘルペスが原因というお
話なのですけれども、神経症状の激し
い症例に関しては、帯状疱疹で使われ
ているような鎮痛剤などは使われるの
でしょうか。
　松尾　痛みが続く場合に一番有用な
のは抗ウイルス剤になりますが、痛み
が持続する場合、再発を多く繰り返す
場合では再発抑制療法も効果があると
思います。先生のご質問の帯状疱疹に
使用される、例えば抗てんかん薬のリ
リカなどを用いて効果のみられた症例
も経験しています。
　池田　実際、そういった症例という
のは何％ぐらいの単純疱疹の方にある
のでしょうか。
　松尾　初発の場合には、下肢の痛み
であるとか違和感はだいたい３割程度
に出現します。再発の場合には１割程
度に出るといわれています。
　池田　繰り返す際の臨床症状と、免
疫状態などとの関連性は報告されてい
るのでしょうか。
　松尾　例えば、HIV感染症や免疫不
全症候群の患者さんでは症状が激しく、
深い潰瘍を形成するといったことはあ
ると思います。ただ、正常な免疫状態
の方で臨床症状との関連性を見いだす
ことは難しいと思います。
　池田　性器ヘルペスを繰り返してい
る方が、何か他の疾患で免疫抑制薬を
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　池田　まず最初に、質問にあります
状態、これはどのような状態が考えら
れるか、お話しいただきたいと思いま
す。
　松尾　性器ヘルペスは、初感染の場
合は症状がひどくなり、再発は症状が
ほとんど出ない傾向があります。ただ、
再発で症状がそれほど強くなくても、
10％前後には下肢の痛みや違和感が出
るといわれていますので、性器ヘルペ
スの可能性はあるとは思います。
　池田　この場合、排尿障害まできて
いますので、初感染であれば理解でき
るということですが、再発でもこうい
った強い排尿障害などは出るのでしょ
うか。
　松尾　帯状疱疹や、性器ヘルペスの
初感染の場合には排尿障害がくること

は少なからずあると思います。再発で
もまれに、Elsberg症候群といわれる
無菌性の髄膜炎に伴う排尿障害があり
ますので、全くゼロではないと思いま
す。
　池田　その場合、無菌性髄膜炎の症
状といいますと、排尿障害以外にはど
のような点に注意したらよろしいでし
ょうか。
　松尾　髄膜炎ですので、発熱である
とか頭痛などの症状が、軽度なものも
含めてみられます。
　池田　その際は、症状を察知して、
入院、点滴ということになるのでしょ
うか。
　松尾　そうですね。
　池田　神経痛とヘルペスといいます
と、帯状疱疹との鑑別が必要ですが、

性器ヘルペスの初感染、再感染を含め
てどのように行っていけばよいでしょ
うか。
　松尾　性器ヘルペスの初感染の場合
では、口唇ヘルペスなどの先行する感
染がない場合、抗体検査で上昇がみら
れますので、可能だと思います。ただ、
再発ですと、抗体価がほとんど動かな
いことも多いので、やはりその場所か
ら水疱・帯状疱疹ウイルス（VZV）や
単純ヘルペスウイルス（HSV）自体を
検出する抗原検査が有用だと思います。
　池田　抗原検査の方法は、通常の
SRLなどの検査会社に依頼しても可能
でしょうか。
　松尾　抗原検査自体は、VZV、HSV、
両方でできます。あとは自分でモノク
ローナル抗体により、ウイルス抗原を
蛍光抗体法で染色する施設もあると思
います。
　池田　その際は、水疱のスメアを採
取して抗原を染色するのでしょうか。
　松尾　そうです。
　池田　そのほか、PCRなどの核酸増
幅法なども行われるのでしょうか。
　松尾　PCRもSRL等でコマーシャル
ベースにされていますし、もちろん自
分の施設でやられることもあると思い
ます。
　池田　具体的にPCRで検査する場合
は、スメアで取ったサンプルをSRLに
送るということは可能なのでしょうか。
　松尾　はい。SRLではPCR専用の容

器がありますので、スメアを取ってい
ただき、提出すれば可能です。
　池田　性器ヘルペスが原因というお
話なのですけれども、神経症状の激し
い症例に関しては、帯状疱疹で使われ
ているような鎮痛剤などは使われるの
でしょうか。
　松尾　痛みが続く場合に一番有用な
のは抗ウイルス剤になりますが、痛み
が持続する場合、再発を多く繰り返す
場合では再発抑制療法も効果があると
思います。先生のご質問の帯状疱疹に
使用される、例えば抗てんかん薬のリ
リカなどを用いて効果のみられた症例
も経験しています。
　池田　実際、そういった症例という
のは何％ぐらいの単純疱疹の方にある
のでしょうか。
　松尾　初発の場合には、下肢の痛み
であるとか違和感はだいたい３割程度
に出現します。再発の場合には１割程
度に出るといわれています。
　池田　繰り返す際の臨床症状と、免
疫状態などとの関連性は報告されてい
るのでしょうか。
　松尾　例えば、HIV感染症や免疫不
全症候群の患者さんでは症状が激しく、
深い潰瘍を形成するといったことはあ
ると思います。ただ、正常な免疫状態
の方で臨床症状との関連性を見いだす
ことは難しいと思います。
　池田　性器ヘルペスを繰り返してい
る方が、何か他の疾患で免疫抑制薬を
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　性器ヘルペスが原因で排尿障害、下肢の神経症状が出現しているのに外陰部
の皮膚・粘膜の所見が軽度の症例を経験しました。性器ヘルペスでの神経症状
などご教示ください。
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内服したり、最近使用されることの多
い、生物学的製剤を用いることによっ
て繰り返す頻度が増す、症状が強くな
るという報告はありますか。
　松尾　あると思います。例えば、膠
原病でプレドニンをずっと内服されて
いる患者さんや、免疫抑制剤を用いて
いる患者さん、生物製剤に関してはあ
まり経験がないのですが、やはり免疫
抑制状態にある患者さんでは再発を繰
り返すことが多いという傾向はありま
す。
　池田　それから、性器ヘルペスが繰
り返す際に、神経症状や皮膚・粘膜症
状というのは異なるのでしょうか。
　松尾　多くの患者さんは一定した症
状を呈すると思いますが、先ほどお話
に出た免疫抑制状態では症状が強くな
ります。
　池田　ほかに、例えば風邪を引いて
免疫が落ちたとかいう場合に、通常の
繰り返す性器ヘルペスと症状が異なる
ことはあるのでしょうか。
　松尾　その程度であればまずないと
思います。性器ヘルペスで抑制療法さ
れている方での再発の症状をみても異
なる症状を呈する方はかなり少ないで
す。
　池田　話は変わりますが、今、性器
ヘルペスのお話をうかがいましたが、
口唇ヘルペスでも強い神経症状を訴え
る方というのはいらっしゃるのでしょ
うか。

　松尾　性器の場合ですと、下肢の痺
れや、腰痛などの症状が出やすいので
すが、口腔では症状を強く訴える方は
少ないと思います。
　池田　特に、顔面神経麻痺が強く出
てしまうような方はまずいらっしゃら
ないと。
　松尾　まずいらっしゃらないと思い
ます。
　池田　あと、臀部のヘルペスではい
かがでしょうか。例えば、排尿障害と
か下肢の神経症状が出るとか、そうい
ったことはあるのでしょうか。
　松尾　臀部のヘルペスの場合は、性
器に罹患後、長期間を経て出る方が多
いのです。そのため、臀部ヘルペスは
ご高齢の方に多く、再発型がほとんど
ですので、そのような症状は出にくい
と思います。
　池田　それは神経領域の関係ですか。
　松尾　神経領域というよりは、再発
型が多いということだと思います。
　池田　臀部ヘルペスの方で性器ヘル
ペスも起こすという方はまずいらっし
ゃらないのですか。
　松尾　性器と臀部の症状が一緒に出
ることは少ないと思います。性器から
だんだん臀部に移っていくということ
がほとんどです。
　池田　逆にいいますと、高齢者で臀
部ヘルペスのある方は、まず最初に性
器ヘルペスがあって、徐々に臀部のほ
うに移行していったと考えてよいです

か。
　松尾　そうだと思います。
　池田　その年数とかは具体的にわか
るのでしょうか。
　松尾　私が診ている臀部の患者さん
は、60代、70代の方が多いです。感染
はだいたい20～30代にしている方が多
いので、10年、20年という単位でそう
いうかたちに移行していくのではない
かと考えます。
　池田　ほかに、例えば最初に性器ヘ
ルペスがあって、すごく苦しんでおら
れる方で、抑制療法を続けられて、よ
く「いつまでのんだらいいですか」と
いうお話がありますね。そういうとき、
先生はどういうふうにお話しされてい
るのでしょうか。
　松尾　再発抑制療法を開始して、１
年経過を見てという話がありますけれ
ども、１年でやめるとまず再発がみら
れます。ですので、我々の施設では、
５年、10年という、けっこう長期に内
服されている方が多いです。健常人で
あれば耐性ウイルスの出現というのも
ほぼ問題になりませんので、患者さん
の希望があれば続けるというかたちを
取っています。
　池田　今の性器ヘルペスから臀部ヘ
ルペスへという話をうかがうと、40年
も続くという話もないことはないわけ
ですね。

　松尾　そう思います。
　池田　患者さんたちは、いつまでた
っても続けなければいけないのかとい
う、非常に不安感を持っていらっしゃ
る方が多いですね。そのときに、あま
り安易なことは言えないのですけれど
も、臀部のヘルペスに変わってくるこ
とも多いですよ、ということになれば、
少しは安心といいますか。
　松尾　そうですね。ただ、性器ヘル
ペスもずっと同じような回数再発する
わけではありません。だんだん歳をと
るごとに少なくなってきますから、そ
ういうこともお話ししてあげると、安
心してくれると思います。
　池田　それは具体的なデータが出て
いるのでしょうか。
　松尾　はい、あります。
　池田　それは安心ですね。こういっ
たヘルペスで排尿障害、下肢の神経症
状というのは、単純に考えますと、帯
状疱疹の鑑別が必要だというところで
すね。
　松尾　そうです。
　池田　そういう意味では、皮膚科の
専門医におかかりになって、PCRも含
めた抗原検査を受けたほうがいいとい
うことですね。
　松尾　大事だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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内服したり、最近使用されることの多
い、生物学的製剤を用いることによっ
て繰り返す頻度が増す、症状が強くな
るという報告はありますか。
　松尾　あると思います。例えば、膠
原病でプレドニンをずっと内服されて
いる患者さんや、免疫抑制剤を用いて
いる患者さん、生物製剤に関してはあ
まり経験がないのですが、やはり免疫
抑制状態にある患者さんでは再発を繰
り返すことが多いという傾向はありま
す。
　池田　それから、性器ヘルペスが繰
り返す際に、神経症状や皮膚・粘膜症
状というのは異なるのでしょうか。
　松尾　多くの患者さんは一定した症
状を呈すると思いますが、先ほどお話
に出た免疫抑制状態では症状が強くな
ります。
　池田　ほかに、例えば風邪を引いて
免疫が落ちたとかいう場合に、通常の
繰り返す性器ヘルペスと症状が異なる
ことはあるのでしょうか。
　松尾　その程度であればまずないと
思います。性器ヘルペスで抑制療法さ
れている方での再発の症状をみても異
なる症状を呈する方はかなり少ないで
す。
　池田　話は変わりますが、今、性器
ヘルペスのお話をうかがいましたが、
口唇ヘルペスでも強い神経症状を訴え
る方というのはいらっしゃるのでしょ
うか。

　松尾　性器の場合ですと、下肢の痺
れや、腰痛などの症状が出やすいので
すが、口腔では症状を強く訴える方は
少ないと思います。
　池田　特に、顔面神経麻痺が強く出
てしまうような方はまずいらっしゃら
ないと。
　松尾　まずいらっしゃらないと思い
ます。
　池田　あと、臀部のヘルペスではい
かがでしょうか。例えば、排尿障害と
か下肢の神経症状が出るとか、そうい
ったことはあるのでしょうか。
　松尾　臀部のヘルペスの場合は、性
器に罹患後、長期間を経て出る方が多
いのです。そのため、臀部ヘルペスは
ご高齢の方に多く、再発型がほとんど
ですので、そのような症状は出にくい
と思います。
　池田　それは神経領域の関係ですか。
　松尾　神経領域というよりは、再発
型が多いということだと思います。
　池田　臀部ヘルペスの方で性器ヘル
ペスも起こすという方はまずいらっし
ゃらないのですか。
　松尾　性器と臀部の症状が一緒に出
ることは少ないと思います。性器から
だんだん臀部に移っていくということ
がほとんどです。
　池田　逆にいいますと、高齢者で臀
部ヘルペスのある方は、まず最初に性
器ヘルペスがあって、徐々に臀部のほ
うに移行していったと考えてよいです

か。
　松尾　そうだと思います。
　池田　その年数とかは具体的にわか
るのでしょうか。
　松尾　私が診ている臀部の患者さん
は、60代、70代の方が多いです。感染
はだいたい20～30代にしている方が多
いので、10年、20年という単位でそう
いうかたちに移行していくのではない
かと考えます。
　池田　ほかに、例えば最初に性器ヘ
ルペスがあって、すごく苦しんでおら
れる方で、抑制療法を続けられて、よ
く「いつまでのんだらいいですか」と
いうお話がありますね。そういうとき、
先生はどういうふうにお話しされてい
るのでしょうか。
　松尾　再発抑制療法を開始して、１
年経過を見てという話がありますけれ
ども、１年でやめるとまず再発がみら
れます。ですので、我々の施設では、
５年、10年という、けっこう長期に内
服されている方が多いです。健常人で
あれば耐性ウイルスの出現というのも
ほぼ問題になりませんので、患者さん
の希望があれば続けるというかたちを
取っています。
　池田　今の性器ヘルペスから臀部ヘ
ルペスへという話をうかがうと、40年
も続くという話もないことはないわけ
ですね。

　松尾　そう思います。
　池田　患者さんたちは、いつまでた
っても続けなければいけないのかとい
う、非常に不安感を持っていらっしゃ
る方が多いですね。そのときに、あま
り安易なことは言えないのですけれど
も、臀部のヘルペスに変わってくるこ
とも多いですよ、ということになれば、
少しは安心といいますか。
　松尾　そうですね。ただ、性器ヘル
ペスもずっと同じような回数再発する
わけではありません。だんだん歳をと
るごとに少なくなってきますから、そ
ういうこともお話ししてあげると、安
心してくれると思います。
　池田　それは具体的なデータが出て
いるのでしょうか。
　松尾　はい、あります。
　池田　それは安心ですね。こういっ
たヘルペスで排尿障害、下肢の神経症
状というのは、単純に考えますと、帯
状疱疹の鑑別が必要だというところで
すね。
　松尾　そうです。
　池田　そういう意味では、皮膚科の
専門医におかかりになって、PCRも含
めた抗原検査を受けたほうがいいとい
うことですね。
　松尾　大事だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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