
　池脇　下川先生、2011年３月11日の
東日本大震災に関連した震災関連疾患
ということで、先生は東北大学の循環
器内科にお勤めで、当時、ご自分の教
室ばかりでなく、全体を管理するとい
う非常にたいへんなお立場で、ご苦労
されたと思うのですけれども、簡単に
当時のことを振り返っていただけます
か。
　下川　2011年３月11日からもう２年
以上が経過いたしました。まだ東北地
方は復興の兆しが十分ではなくて、い
ろいろな問題が指摘されているのです

が、私は当時、自分の部屋にいまして、
それまで経験したことがないような非
常に強い地震を経験いたしました。東
北地方の中でも、宮城県、特に仙台市
が被災の中心になりまして、私どもは
大学病院のいろいろな機能を１～２日
で回復させて、直ちに市内の病院の応
援、そして県内、特に沿岸地域の病院
の応援に全力を挙げました。教室員と
ともに全力で被災地支援を行いまして、
やっと精神的な余裕が出てきたのが 
７～８月ぐらいだったでしょうか。そ
れまでは教室員と全力で被災地支援を
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　災害関連疾患についてご教示ください。
　１．「津波肺」とは。
　２．心不全、急性冠症候群、脳卒中は有意に増加するか。増加するとすれば

その機序は。
　３．消化管出血・穿孔の頻度は変化するか。
　４．誤嚥性・粉塵性肺炎の特徴。
　５．深部静脈血栓症、肺塞栓症の発症について。
　６．その他の身体機能低下はあるか。
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　下川　まず、震災で心不全が増加し
たというのは世界で初めての知見なの
です。それで注目されたわけですけれ
ども、我々は被災現場におりまして考
えますに、急性期から慢性期と、次々
に違う要因が連続関与して心不全の増
加が遷延していったのではないかと考
えています。
　この背景には、東北地方、これは日
本全体でもいえますが、高齢者が多か
ったということです。それから、スト
レスに比較的敏感である虚血性心不全
が増えていたという背景があります。
実際に震災が起きた急性期には、薬を
津波で流されたことによる薬剤の不足
で、結果的に血圧が上がり、不整脈が
起こり、血栓症が起こる。あるいは、
当時は非常に寒い、寒冷の環境でした
し、停電とか断水、あるいは津波で海
水を飲み込んだことによる誤嚥性の肺
炎、こういうもので心不全が一気に増
えたのだと思います。亜急性期になり
ますと、避難所で配られる保存食の塩
分が高いので、塩分摂取の増加による
心不全の遷延というか、そういう機序
を考えています。
　慢性期になりますと、避難所とか仮
設住宅での精神的・肉体的なストレス
ですとか、あるいは睡眠不足、運動不
足、こういったものが経時的に次々と
連続して関与して、心不全の増加が遷
延したのではないかと考えています。
　池脇　高齢者が多いということは、

慢性疾患で薬をのまれている方がいて、
薬が流されて、その後しばらく薬が入
ってこないということが、今先生が言
われた発症の要因になっているとすれ
ば、これは将来的には何とかなるので
しょうか。
　下川　今回の経験を踏まえまして、
宮城県では宮城県医療福祉情報ネット
ワークというものが立ち上がっており
ます。全県民を対象にして、服薬の情
報だけではなくて、検査所見とか、も
ちろん個人情報をきちんと保護したう
えですけれども、薬剤手帳が万が一、
流されても、お名前をうかがうと、そ
の方がどういう薬をのんで、どういう
状態で経過していたかということがわ
かるように、県医師会と宮城県と東北
大学が三位一体でこれを推進していま
す。全国のモデルケースとしてそうい
う県単位での対策が進んでいるところ
です。
　池脇　もう１点、ストレス心筋症と
いいますと、たこつぼ心筋症が、今回
はあまり増えなかったと聞いたのです
けれども。
　下川　これは、先ほどの救急車の出
動記録の調査だけではなく、沿岸の10
病院の循環器内科専門医による調査研
究でも調べましたけれども、過去の阪
神・淡路大震災とか中越地震で増加し
たと報告されているたこつぼ心筋症の
増加が確認できませんでした。これは
どうしてだろうと考えているのですが、

行ったということが記憶にあります。
　池脇　本当にたいへんだったと思い
ます。地震、津波による直接的な死亡
以外に、その後のいわゆる過酷な避難
生活の中で、ストレスにさらされて、
あるいは十分な医療が届けられないと
いうことで、いろいろな疾患が起こっ
てきた。それが今回のテーマの災害関
連疾患ということですけれども、先生
は昨年来、そういったことをまとめて
おられるというふうに聞いております
けれども。
　下川　私も実際に避難所を回りまし
て、その状況の悲惨さ、過酷さには驚
きましたが、そういう中で今回の大震
災で、どのような循環器疾患が増加し
たかということを少し落ち着いてきた
秋口ぐらいから調査を始めました。
　まず行いました調査が、宮城県内の
すべての救急車の出動記録を入手すれ
ば、県全体としての救急医療の実態が
わかるのではないかということで行っ
た調査です。これは2012年のヨーロッ
パ心臓病学会のホットラインセッショ
ンで発表いたしまして、論文としても
同時に同学会誌に掲載されました。
我々の調査によりますと、最も増加が
目立ったのが心不全と肺炎でした。そ
の前の３年間と比べて２倍以上に増え
るという顕著な増加の程度に加えて、
その増加が非常に遷延するという、心
不全は元に戻るのに約２カ月、肺炎に
至っては元のレベルに戻るのに３カ月

ぐらいかかる、ということを見いだし
ました。
　続いて、脳卒中と心肺停止も増えて
いました。これも約２倍ぐらいに増え
たのです。けれども、比較的遷延せず
に戻りつつあったときに、４月７日に
非常に大きな余震が起こると、それに
一致してまた第２のピークを示すとい
うのが脳卒中と心肺停止でした。
　第３のパターンの増え方が急性冠症
候群です。不安定狭心症と急性心筋梗
塞を合わせた呼称ですが、前の３年に
比べると有意に増えまして、その後に
減りました。驚いたことに、震災後３
カ月ぐらいの時点では前よりも有意に
減少しました。つまり、前倒しで急性
冠症候群が起こったことを示唆するよ
うな経時的な変化が認められました。
　池脇　県全体の救急車の出動レベル
からきちっと把握をされて、しかも、
私が聞いた範囲では、比較的長い間、
モニターをされたという意味では、非
常に貴重なデータだと思いますけれど
も。
　下川　そうですね。2012年のヨーロ
ッパ心臓病学会で発表いたしましたあ
とに、非常に反響も大きくて、いろい
ろな国の報道機関から質問をいただき
ました。
　池脇　発生数については、ぐっと上
がって、すっと下がるものと、上がっ
て、なかなか下がってこないものもあ
る。どうしてでしょうか。
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　下川　まず、震災で心不全が増加し
たというのは世界で初めての知見なの
です。それで注目されたわけですけれ
ども、我々は被災現場におりまして考
えますに、急性期から慢性期と、次々
に違う要因が連続関与して心不全の増
加が遷延していったのではないかと考
えています。
　この背景には、東北地方、これは日
本全体でもいえますが、高齢者が多か
ったということです。それから、スト
レスに比較的敏感である虚血性心不全
が増えていたという背景があります。
実際に震災が起きた急性期には、薬を
津波で流されたことによる薬剤の不足
で、結果的に血圧が上がり、不整脈が
起こり、血栓症が起こる。あるいは、
当時は非常に寒い、寒冷の環境でした
し、停電とか断水、あるいは津波で海
水を飲み込んだことによる誤嚥性の肺
炎、こういうもので心不全が一気に増
えたのだと思います。亜急性期になり
ますと、避難所で配られる保存食の塩
分が高いので、塩分摂取の増加による
心不全の遷延というか、そういう機序
を考えています。
　慢性期になりますと、避難所とか仮
設住宅での精神的・肉体的なストレス
ですとか、あるいは睡眠不足、運動不
足、こういったものが経時的に次々と
連続して関与して、心不全の増加が遷
延したのではないかと考えています。
　池脇　高齢者が多いということは、

慢性疾患で薬をのまれている方がいて、
薬が流されて、その後しばらく薬が入
ってこないということが、今先生が言
われた発症の要因になっているとすれ
ば、これは将来的には何とかなるので
しょうか。
　下川　今回の経験を踏まえまして、
宮城県では宮城県医療福祉情報ネット
ワークというものが立ち上がっており
ます。全県民を対象にして、服薬の情
報だけではなくて、検査所見とか、も
ちろん個人情報をきちんと保護したう
えですけれども、薬剤手帳が万が一、
流されても、お名前をうかがうと、そ
の方がどういう薬をのんで、どういう
状態で経過していたかということがわ
かるように、県医師会と宮城県と東北
大学が三位一体でこれを推進していま
す。全国のモデルケースとしてそうい
う県単位での対策が進んでいるところ
です。
　池脇　もう１点、ストレス心筋症と
いいますと、たこつぼ心筋症が、今回
はあまり増えなかったと聞いたのです
けれども。
　下川　これは、先ほどの救急車の出
動記録の調査だけではなく、沿岸の10
病院の循環器内科専門医による調査研
究でも調べましたけれども、過去の阪
神・淡路大震災とか中越地震で増加し
たと報告されているたこつぼ心筋症の
増加が確認できませんでした。これは
どうしてだろうと考えているのですが、

行ったということが記憶にあります。
　池脇　本当にたいへんだったと思い
ます。地震、津波による直接的な死亡
以外に、その後のいわゆる過酷な避難
生活の中で、ストレスにさらされて、
あるいは十分な医療が届けられないと
いうことで、いろいろな疾患が起こっ
てきた。それが今回のテーマの災害関
連疾患ということですけれども、先生
は昨年来、そういったことをまとめて
おられるというふうに聞いております
けれども。
　下川　私も実際に避難所を回りまし
て、その状況の悲惨さ、過酷さには驚
きましたが、そういう中で今回の大震
災で、どのような循環器疾患が増加し
たかということを少し落ち着いてきた
秋口ぐらいから調査を始めました。
　まず行いました調査が、宮城県内の
すべての救急車の出動記録を入手すれ
ば、県全体としての救急医療の実態が
わかるのではないかということで行っ
た調査です。これは2012年のヨーロッ
パ心臓病学会のホットラインセッショ
ンで発表いたしまして、論文としても
同時に同学会誌に掲載されました。
我々の調査によりますと、最も増加が
目立ったのが心不全と肺炎でした。そ
の前の３年間と比べて２倍以上に増え
るという顕著な増加の程度に加えて、
その増加が非常に遷延するという、心
不全は元に戻るのに約２カ月、肺炎に
至っては元のレベルに戻るのに３カ月

ぐらいかかる、ということを見いだし
ました。
　続いて、脳卒中と心肺停止も増えて
いました。これも約２倍ぐらいに増え
たのです。けれども、比較的遷延せず
に戻りつつあったときに、４月７日に
非常に大きな余震が起こると、それに
一致してまた第２のピークを示すとい
うのが脳卒中と心肺停止でした。
　第３のパターンの増え方が急性冠症
候群です。不安定狭心症と急性心筋梗
塞を合わせた呼称ですが、前の３年に
比べると有意に増えまして、その後に
減りました。驚いたことに、震災後３
カ月ぐらいの時点では前よりも有意に
減少しました。つまり、前倒しで急性
冠症候群が起こったことを示唆するよ
うな経時的な変化が認められました。
　池脇　県全体の救急車の出動レベル
からきちっと把握をされて、しかも、
私が聞いた範囲では、比較的長い間、
モニターをされたという意味では、非
常に貴重なデータだと思いますけれど
も。
　下川　そうですね。2012年のヨーロ
ッパ心臓病学会で発表いたしましたあ
とに、非常に反響も大きくて、いろい
ろな国の報道機関から質問をいただき
ました。
　池脇　発生数については、ぐっと上
がって、すっと下がるものと、上がっ
て、なかなか下がってこないものもあ
る。どうしてでしょうか。
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す。それから保存食は減塩化が必要だ
と思いますし、避難所も非常に環境が
劣悪でしたので、保温・加湿とか、簡
易のディスポーザブルのトイレとか、
水分補給、運動、こうした環境整備を
行政的に図る必要があるのではないか

と思っています。
　池脇　そういった現場からの声は貴
重ですので、それが将来に生かされる
ことを期待しています。ありがとうご
ざいました。

前の２つの地震、阪神・淡路とか中越
は直下型地震で、崩壊した家の下に 
１～２日、閉じ込められている、そう
いうストレスのパターンに対しまして、
今回は海溝型の大地震で、津波に流さ
れるか流されないかという、トリアー
ジでいいますと、緑か黒の患者さんが
多く発生しました。わかりやすく言い
ますと、阪神・淡路大震災とか中越地
震が外科医の先生が忙しくなる地震だ
ったのに対して、今回の東日本大震災
は内科医の先生の出番が多かった、そ
ういう違いもあるのではないかと考え
ています。
　池脇　深部静脈血栓症あるいはそれ
による肺塞栓症、これはいかがだった
のでしょうか。
　下川　当然これまでそういう報告が
多くありましたので、私どもは深部静
脈血栓症や肺の血栓塞栓症を予防する
パンフレットを作成して避難所で配り
ましたし、弾性ストッキングを配布し
たり、いろいろな啓発活動を行いまし
た。しかし、それでも結果としては前
の３年に比べると有意に増えました。
あるいは、ワーファリンを服用してお
られて、PT-INRが測定できなくなっ
たような患者さんには、配給された薬
の中から、例えばPT-INRの測定が不
要なダビガトランとか、そういうもの
を投与して、できるだけ予防に努めた
のですけれども、結果的には有意に増
えてしまいました。しかし、こういう

啓発活動をしなければ、もっと増えて
いたと思いますし、そういった意味で
はある程度の予防効果があったのでは
ないかと考えています。
　池脇　肺炎の話に戻るのですけれど
も、確か先生が論文を発表されたとき
には沿岸部のほうが内陸部よりも増え
たと。
　下川　はい、肺炎だけが。
　池脇　これはいわゆる津波肺という
ものに関係するのでしょうか。
　下川　今回は誤嚥性肺炎が特徴で、
非常に抗生物質に反応が悪い遷延する
肺炎を経験しました。こういうものが
津波肺といわれているのだと思います
けれども、患者さんは石油とかヘドロ
とか、そういうものが混じった海水を
飲み込まれていますから、通常の痰な
どを誤嚥する肺炎とはかなり薬剤に対
する反応が違っていました。
　池脇　あれから２年たって、まだま
だ元には戻っていない状況で、循環器
の領域では今何が問題になっているの
でしょうか。
　下川　今後南海トラフ大地震とか東
京直下型大地震が起こるかもしれない
ということがいわれている状況で、今
回の東日本大震災からの教訓としては、
薬剤と薬剤手帳はぜひ自己管理してい
ただき、加えて、災害時パックとして、
食料、飲料水、薬剤などを入れて、い
つでもそれだけは持って逃げられるよ
うな用意をしていただきたいと思いま
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す。それから保存食は減塩化が必要だ
と思いますし、避難所も非常に環境が
劣悪でしたので、保温・加湿とか、簡
易のディスポーザブルのトイレとか、
水分補給、運動、こうした環境整備を
行政的に図る必要があるのではないか

と思っています。
　池脇　そういった現場からの声は貴
重ですので、それが将来に生かされる
ことを期待しています。ありがとうご
ざいました。

前の２つの地震、阪神・淡路とか中越
は直下型地震で、崩壊した家の下に 
１～２日、閉じ込められている、そう
いうストレスのパターンに対しまして、
今回は海溝型の大地震で、津波に流さ
れるか流されないかという、トリアー
ジでいいますと、緑か黒の患者さんが
多く発生しました。わかりやすく言い
ますと、阪神・淡路大震災とか中越地
震が外科医の先生が忙しくなる地震だ
ったのに対して、今回の東日本大震災
は内科医の先生の出番が多かった、そ
ういう違いもあるのではないかと考え
ています。
　池脇　深部静脈血栓症あるいはそれ
による肺塞栓症、これはいかがだった
のでしょうか。
　下川　当然これまでそういう報告が
多くありましたので、私どもは深部静
脈血栓症や肺の血栓塞栓症を予防する
パンフレットを作成して避難所で配り
ましたし、弾性ストッキングを配布し
たり、いろいろな啓発活動を行いまし
た。しかし、それでも結果としては前
の３年に比べると有意に増えました。
あるいは、ワーファリンを服用してお
られて、PT-INRが測定できなくなっ
たような患者さんには、配給された薬
の中から、例えばPT-INRの測定が不
要なダビガトランとか、そういうもの
を投与して、できるだけ予防に努めた
のですけれども、結果的には有意に増
えてしまいました。しかし、こういう

啓発活動をしなければ、もっと増えて
いたと思いますし、そういった意味で
はある程度の予防効果があったのでは
ないかと考えています。
　池脇　肺炎の話に戻るのですけれど
も、確か先生が論文を発表されたとき
には沿岸部のほうが内陸部よりも増え
たと。
　下川　はい、肺炎だけが。
　池脇　これはいわゆる津波肺という
ものに関係するのでしょうか。
　下川　今回は誤嚥性肺炎が特徴で、
非常に抗生物質に反応が悪い遷延する
肺炎を経験しました。こういうものが
津波肺といわれているのだと思います
けれども、患者さんは石油とかヘドロ
とか、そういうものが混じった海水を
飲み込まれていますから、通常の痰な
どを誤嚥する肺炎とはかなり薬剤に対
する反応が違っていました。
　池脇　あれから２年たって、まだま
だ元には戻っていない状況で、循環器
の領域では今何が問題になっているの
でしょうか。
　下川　今後南海トラフ大地震とか東
京直下型大地震が起こるかもしれない
ということがいわれている状況で、今
回の東日本大震災からの教訓としては、
薬剤と薬剤手帳はぜひ自己管理してい
ただき、加えて、災害時パックとして、
食料、飲料水、薬剤などを入れて、い
つでもそれだけは持って逃げられるよ
うな用意をしていただきたいと思いま
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　山内　佐藤先生、特発性血小板減少
症は難病的なものとしてよく知られて
いますが、最近、ピロリ菌治療という
のが脚光を浴びておりますね。もとも
といつごろに提唱されたものなのでし
ょうか。
　佐藤　ピロリ菌の除菌が血小板減少
性紫斑病（ITP）に関して有効である
という報告は、1998年にイタリアのグ
ループから報告されて、各国で追試を
されて認定されたという経緯がありま
す。
　山内　日本でこの治療法が用いられ
る頻度はどのぐらいのものなのでしょ
う。
　佐藤　2012年、ITPの治療の参照ガ
イドが改訂されました。それによると、
日本ではピロリ菌の除菌はファースト
チョイスになっています。ピロリ菌を
お持ちの方でITPと診断された場合に

は、よほど血小板の数が少なくなって
いる場合を除き、除菌治療を行います。
　山内　時々、血小板が少し下がりぎ
みの方がいらっしゃいますけれども、
もしピロリ菌が見つかった場合には除
菌してみるというのも一つの手かもし
れないですね。
　佐藤　そうですね。ピロリ菌はITP
以外にもいろいろな疾患に関係してい
ますので、除菌して悪いことはないの
ではないかと思います。
　山内　今、日本ではというお話でし
たが、海外では違うところもあるので
しょうか。
　佐藤　アメリカの学会でもITPの診
療のガイドラインが出ているのですけ
れども、そちらではピロリ菌の除菌療
法はファーストチョイスにはなってい
なくて、だいぶ位置づけは後ろのほう
になっています。理由としては、除菌

療法によって血小板が回復する反応率
が国によってかなり違っていることが
あります。欧米でもイタリアは比較的
反応がいいようなのですけれども、ほ
かの国ではそれほど有効率が高くない
ということで、ガイドライン上あまり
優遇されていません。
　山内　ピロリ菌を退治して、どうし
て血小板減少症が治るのかというメカ
ニズム、これはITPの原因自体とも絡
むかもしれませんが、このあたり、ど
こまでわかっているのでしょうか。
　佐藤　ITP自体が実はまだあまりよ
くわかっていない疾患で、昔からいわ
れているのは自己抗体によるものとい
うことです。抗原としては、血小板の
表面にある糖蛋白質、GPⅡbⅢaなどが
代表的なものですけれども、それに対
する自己抗体ができて、自己抗体が結
合した血小板が網内系で貪食されて消
費されるというのが一番のメカニズム
といわれています。では、それとピロ
リ菌がどう絡んでくるかということに
関しては、はっきり確認されたものは
ないようです。
　ただ、ピロリ菌が持っているCagA
やウレアーゼなどに対する抗体が血小
板の表面抗原と交叉反応して、血小板
の破壊が導かれるという報告はありま
す。
　山内　なかなか多彩な働きをすると
いうことが最近知られてきている菌で
すので、まだこれからの研究が期待さ

れるところですが、ITPを治療する場
合、通常、消化管のピロリ菌退治と同
じような治療内容でよろしいのでしょ
うか。
　佐藤　治療の内容としては全く同じ
です。プロトンポンプ阻害薬とアモキ
シリンとクラリスロマイシンを７日間
内服していただくという治療になって
います。
　山内　一度この除菌をやった場合の
効果はいかほどのものなのでしょう。
　佐藤　日本ではプロスペクティブス
タディの報告があります。例数として
は50例に満たないぐらいの報告なので
すけれども、それによると、ピロリ菌
を持っているITPの患者さんに関して
は、約2/3ぐらいの症例がピロリ菌除
菌後に血小板が増加しています。
　山内　寛解したという状況ですね。
　佐藤　そうですね。ピロリ菌の除菌
に反応して血小板が増えた方というの
は、ほとんどがそのまま維持できてい
ることが多いような印象です。
　山内　回復の基準はどのあたりで判
断されていますか。
　佐藤　ITPの治療効果の基準として
は、数でいうと、10万以上に増えれば
完全に反応があった。３万以上で部分
奏効という基準があります。
　山内　あと、抗体がありますね。こ
れもなくなるのでしょうか。
　佐藤　それも報告がありますけれど
も、抗体がすぐなくなるかというと、
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防衛医科大学校血液内科講師
佐　藤　　謙

（聞き手　山内俊一）

　特発性血小板減少症のピロリ菌治療についてご教示ください。
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　山内　佐藤先生、特発性血小板減少
症は難病的なものとしてよく知られて
いますが、最近、ピロリ菌治療という
のが脚光を浴びておりますね。もとも
といつごろに提唱されたものなのでし
ょうか。
　佐藤　ピロリ菌の除菌が血小板減少
性紫斑病（ITP）に関して有効である
という報告は、1998年にイタリアのグ
ループから報告されて、各国で追試を
されて認定されたという経緯がありま
す。
　山内　日本でこの治療法が用いられ
る頻度はどのぐらいのものなのでしょ
う。
　佐藤　2012年、ITPの治療の参照ガ
イドが改訂されました。それによると、
日本ではピロリ菌の除菌はファースト
チョイスになっています。ピロリ菌を
お持ちの方でITPと診断された場合に

は、よほど血小板の数が少なくなって
いる場合を除き、除菌治療を行います。
　山内　時々、血小板が少し下がりぎ
みの方がいらっしゃいますけれども、
もしピロリ菌が見つかった場合には除
菌してみるというのも一つの手かもし
れないですね。
　佐藤　そうですね。ピロリ菌はITP
以外にもいろいろな疾患に関係してい
ますので、除菌して悪いことはないの
ではないかと思います。
　山内　今、日本ではというお話でし
たが、海外では違うところもあるので
しょうか。
　佐藤　アメリカの学会でもITPの診
療のガイドラインが出ているのですけ
れども、そちらではピロリ菌の除菌療
法はファーストチョイスにはなってい
なくて、だいぶ位置づけは後ろのほう
になっています。理由としては、除菌

療法によって血小板が回復する反応率
が国によってかなり違っていることが
あります。欧米でもイタリアは比較的
反応がいいようなのですけれども、ほ
かの国ではそれほど有効率が高くない
ということで、ガイドライン上あまり
優遇されていません。
　山内　ピロリ菌を退治して、どうし
て血小板減少症が治るのかというメカ
ニズム、これはITPの原因自体とも絡
むかもしれませんが、このあたり、ど
こまでわかっているのでしょうか。
　佐藤　ITP自体が実はまだあまりよ
くわかっていない疾患で、昔からいわ
れているのは自己抗体によるものとい
うことです。抗原としては、血小板の
表面にある糖蛋白質、GPⅡbⅢaなどが
代表的なものですけれども、それに対
する自己抗体ができて、自己抗体が結
合した血小板が網内系で貪食されて消
費されるというのが一番のメカニズム
といわれています。では、それとピロ
リ菌がどう絡んでくるかということに
関しては、はっきり確認されたものは
ないようです。
　ただ、ピロリ菌が持っているCagA
やウレアーゼなどに対する抗体が血小
板の表面抗原と交叉反応して、血小板
の破壊が導かれるという報告はありま
す。
　山内　なかなか多彩な働きをすると
いうことが最近知られてきている菌で
すので、まだこれからの研究が期待さ

れるところですが、ITPを治療する場
合、通常、消化管のピロリ菌退治と同
じような治療内容でよろしいのでしょ
うか。
　佐藤　治療の内容としては全く同じ
です。プロトンポンプ阻害薬とアモキ
シリンとクラリスロマイシンを７日間
内服していただくという治療になって
います。
　山内　一度この除菌をやった場合の
効果はいかほどのものなのでしょう。
　佐藤　日本ではプロスペクティブス
タディの報告があります。例数として
は50例に満たないぐらいの報告なので
すけれども、それによると、ピロリ菌
を持っているITPの患者さんに関して
は、約2/3ぐらいの症例がピロリ菌除
菌後に血小板が増加しています。
　山内　寛解したという状況ですね。
　佐藤　そうですね。ピロリ菌の除菌
に反応して血小板が増えた方というの
は、ほとんどがそのまま維持できてい
ることが多いような印象です。
　山内　回復の基準はどのあたりで判
断されていますか。
　佐藤　ITPの治療効果の基準として
は、数でいうと、10万以上に増えれば
完全に反応があった。３万以上で部分
奏効という基準があります。
　山内　あと、抗体がありますね。こ
れもなくなるのでしょうか。
　佐藤　それも報告がありますけれど
も、抗体がすぐなくなるかというと、
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どうもそういうわけではないようで、
抗体量の変化と血小板数の変化が必ず
しも相関しているわけではない印象が
あります。そこのところはまだよくわ
かりません。
　山内　2/3がよく効くということは、
逆に1/3はノンレスポンダーというか、
あまり効果がないということですね。
両者間でどこが違うかといったものは
まだわかっていないのでしょうか。
　佐藤　そこがわかれば非常に僕らも
やりやすいのですけれども、それにつ
いても報告はあるのですが、実際のと
ころは、どういう症例が効いて、どう
いう症例が効かないかというのを予測
する因子はないということに今のとこ
ろはなっています。
　山内　むろん遺伝子などもみられて
いると思いますし、家族性などの要因
も調べられていると思われますが、こ
れといったものもないわけですね。
　佐藤　ピロリ菌があってITPを発症
する人もいるし、発症しない人もいる。
またピロリ菌の感染で、ITP以外にも
いろいろな疾患を発症するので、ピロ
リ菌だけではなくて、ホストの因子と
いうのも重要なのだろうと思います。
それが国によっての反応性の違いにも
関係してくるのではないかと考えられ
ています。
　山内　確かに、ピロリ菌を持ってお
られる方の頻度から比べると、ITPは
だいぶ少ないということですね。

　佐藤　少ないですね。
　山内　あまり除菌が有効でない方に
対してはどういう治療がなされるので
しょうか。
　佐藤　日本の診療ガイドでは、今ま
ではプレドニゾロンを体重１㎏当たり
0.5～１㎎を連日内服するというのが標
準的な治療ですけれども、ピロリ菌の
除菌が有効だという報告が出てからは、
ピロリ菌をお持ちの方はファーストチ
ョイスは除菌療法です。ピロリ菌をお
持ちではない方、あるいは除菌療法に
反応しない方については、プレドニゾ
ロンを使った治療ということになりま
す。
　山内　両者を併用するというパター
ンもあるのでしょうか。
　佐藤　ピロリ菌の除菌に関しては、
血小板が増えてくるまでにちょっと時
間がかかる可能性があるので、血小板
の数が例えば１万未満で出血傾向が明
らかにあるような場合というのは、ス
テロイド療法を先行させる、あるいは
併用するということが多いかと思いま
す。
　山内　あと、寛解という表現でした
が、その後、長期にわたって再発する
可能性はいかがなのでしょう。
　佐藤　ステロイドでの治療の場合に
は時々再発したり、あるいは何らかの
感染症が起こったときに一過性にぽん
と血小板が減ることはあるのですけれ
ども、除菌療法に反応した例に関して

は、かなりの症例でずっと血小板数が
維持できているようです。
　山内　ピロリ菌除菌療法が著効を呈
するという血液関連の疾患で有名なも
のは、ほかにも何かあるのでしょうか。
　佐藤　ほかには、胃の非ホジキンリ
ンパ腫であるMALTリンパ腫に関して
はピロリ菌の除菌が非常に有効である
ということが言われています。これも
抗がん剤による治療とか放射線治療の
前にピロリ菌の除菌がファーストチョ
イスになっています。
　山内　最後に、ITPの最近の動き、ピ
ロリ菌治療も十分最近なのですが、1/3
の方がまだ治らないということもあり
ますので、最近のほかの治療法なり考
え方もご紹介願いたいのですが。
　佐藤　ITPについては、冒頭でお話
ししたように、自己免疫性の疾患とい
うふうに考えられていて、抗体を介し
た血小板の破壊がメインだと考えられ
ていたのですけれども、最近の報告で
は血小板の産生にかかわっているサイ
トカインであるトロンボポエチンも重
要な働きをしていると考えられてきて
います。それはどういうことかという

と、血小板が少なくなれば、当然血小
板を増やすように体は反応するので、
トロンボポエチンの血中濃度は通常よ
りも高くなる可能性があります。実際
に、再生不良性貧血とか骨髄異形成症
候群の大部分ではトロンボポエチンの
血中濃度は増えているのです。ところ
が、ITPの患者さんの場合には、血小
板の数と比較してトロンボポエチンの
血中濃度が低いということが最近わか
りました。それが血小板減少が起こっ
ている機序の一つと考えられています。
　そこでトロンボポエチンを投与すれ
ば当然血小板が増えるだろうというこ
とが考えられます。実際、トロンボポ
エチンを使ったスタディが最初に行わ
れたのですが、いろいろ問題が起こっ
て、今はトロンボポエチンの受容体に
直接作用する化合物、トロンボポエチ
ン受容体作動薬が治療に使われていま
す。経口薬であるエルトロンボパグと、
注射薬のロミプロスチムの２種類です。
治療抵抗性のITPの患者さんには非常
に有効率が高くて、僕らとしては助か
っています。
　山内　ありがとうございました。
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どうもそういうわけではないようで、
抗体量の変化と血小板数の変化が必ず
しも相関しているわけではない印象が
あります。そこのところはまだよくわ
かりません。
　山内　2/3がよく効くということは、
逆に1/3はノンレスポンダーというか、
あまり効果がないということですね。
両者間でどこが違うかといったものは
まだわかっていないのでしょうか。
　佐藤　そこがわかれば非常に僕らも
やりやすいのですけれども、それにつ
いても報告はあるのですが、実際のと
ころは、どういう症例が効いて、どう
いう症例が効かないかというのを予測
する因子はないということに今のとこ
ろはなっています。
　山内　むろん遺伝子などもみられて
いると思いますし、家族性などの要因
も調べられていると思われますが、こ
れといったものもないわけですね。
　佐藤　ピロリ菌があってITPを発症
する人もいるし、発症しない人もいる。
またピロリ菌の感染で、ITP以外にも
いろいろな疾患を発症するので、ピロ
リ菌だけではなくて、ホストの因子と
いうのも重要なのだろうと思います。
それが国によっての反応性の違いにも
関係してくるのではないかと考えられ
ています。
　山内　確かに、ピロリ菌を持ってお
られる方の頻度から比べると、ITPは
だいぶ少ないということですね。

　佐藤　少ないですね。
　山内　あまり除菌が有効でない方に
対してはどういう治療がなされるので
しょうか。
　佐藤　日本の診療ガイドでは、今ま
ではプレドニゾロンを体重１㎏当たり
0.5～１㎎を連日内服するというのが標
準的な治療ですけれども、ピロリ菌の
除菌が有効だという報告が出てからは、
ピロリ菌をお持ちの方はファーストチ
ョイスは除菌療法です。ピロリ菌をお
持ちではない方、あるいは除菌療法に
反応しない方については、プレドニゾ
ロンを使った治療ということになりま
す。
　山内　両者を併用するというパター
ンもあるのでしょうか。
　佐藤　ピロリ菌の除菌に関しては、
血小板が増えてくるまでにちょっと時
間がかかる可能性があるので、血小板
の数が例えば１万未満で出血傾向が明
らかにあるような場合というのは、ス
テロイド療法を先行させる、あるいは
併用するということが多いかと思いま
す。
　山内　あと、寛解という表現でした
が、その後、長期にわたって再発する
可能性はいかがなのでしょう。
　佐藤　ステロイドでの治療の場合に
は時々再発したり、あるいは何らかの
感染症が起こったときに一過性にぽん
と血小板が減ることはあるのですけれ
ども、除菌療法に反応した例に関して

は、かなりの症例でずっと血小板数が
維持できているようです。
　山内　ピロリ菌除菌療法が著効を呈
するという血液関連の疾患で有名なも
のは、ほかにも何かあるのでしょうか。
　佐藤　ほかには、胃の非ホジキンリ
ンパ腫であるMALTリンパ腫に関して
はピロリ菌の除菌が非常に有効である
ということが言われています。これも
抗がん剤による治療とか放射線治療の
前にピロリ菌の除菌がファーストチョ
イスになっています。
　山内　最後に、ITPの最近の動き、ピ
ロリ菌治療も十分最近なのですが、1/3
の方がまだ治らないということもあり
ますので、最近のほかの治療法なり考
え方もご紹介願いたいのですが。
　佐藤　ITPについては、冒頭でお話
ししたように、自己免疫性の疾患とい
うふうに考えられていて、抗体を介し
た血小板の破壊がメインだと考えられ
ていたのですけれども、最近の報告で
は血小板の産生にかかわっているサイ
トカインであるトロンボポエチンも重
要な働きをしていると考えられてきて
います。それはどういうことかという

と、血小板が少なくなれば、当然血小
板を増やすように体は反応するので、
トロンボポエチンの血中濃度は通常よ
りも高くなる可能性があります。実際
に、再生不良性貧血とか骨髄異形成症
候群の大部分ではトロンボポエチンの
血中濃度は増えているのです。ところ
が、ITPの患者さんの場合には、血小
板の数と比較してトロンボポエチンの
血中濃度が低いということが最近わか
りました。それが血小板減少が起こっ
ている機序の一つと考えられています。
　そこでトロンボポエチンを投与すれ
ば当然血小板が増えるだろうというこ
とが考えられます。実際、トロンボポ
エチンを使ったスタディが最初に行わ
れたのですが、いろいろ問題が起こっ
て、今はトロンボポエチンの受容体に
直接作用する化合物、トロンボポエチ
ン受容体作動薬が治療に使われていま
す。経口薬であるエルトロンボパグと、
注射薬のロミプロスチムの２種類です。
治療抵抗性のITPの患者さんには非常
に有効率が高くて、僕らとしては助か
っています。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　河合先生、高齢者のsepsisと
いうことですけれども、これに対して
どのような対処が必要かということで
すが、いかがでしょうか。
　河合　後期高齢者、75歳以上という
ことになりますけれども、その方が家
庭内にいらっしゃるのか、それとも施
設にいらっしゃるのか、あるいは病院
に入院されているのかというところで、
状況が変わってくるだろうと思います。
　まず家庭内にいらっしゃる場合で、
糖尿病があって、若干免疫低下がある
という状態ですと、敗血症になるとし
たら、どこかに感染巣、例えば褥瘡が
あるとか、糖尿病性の壊疽があるとか、
そういうものがあって、そこから細菌
が入るというようなことはありうると
思います。そのような状況を考えると、

抗菌療法のターゲットになる菌は黄色
ブドウ球菌あるいは表皮ブドウ球菌な
どになると思われます。
　次に、入院されているか、あるいは
施設へ入られている場合です。例えば
入院して中心静脈にカテーテルが入っ
ているというようなケースでは、敗血
症になった場合はおおよそ半数ぐらい
が緑膿菌かMRSAなのです。もちろん、
大腸菌だとか、肺炎桿菌だとか、嫌気
性菌とか、原因菌はいろいろあるので
すけれども、耐性菌のほうが多くなっ
てくることから、家庭内で発症された
場合とは若干抗菌薬の使い方が違って
くるかと思います。
　池脇　確かに、先生がおっしゃった
ように、その患者さんがどこにいるか
によって原因菌が違うということで、

質問の前半のところは、そういった患
者さんに対して抗生剤が必要かという
ことですけれども、これはどうでしょ
うか。
　河合　敗血症のような症状があるわ
けですね。すなわち高熱があって、悪
寒があるとか、そういう敗血症症状が
あった場合は抗菌薬を早めに使うのが
一般的だろうと思います。
　池脇　起炎菌が不明というのは、な
かなか病院でのアプローチのように培
養して特定できない。その状況でどう
いうふうにして抗生剤で対応していっ
たらいいかということですけれども、
これはどうでしょうか。
　河合　家庭あるいは市中において感
染巣から菌が侵入した場合は、あまり
耐性菌をターゲットにしなくてもいい
と思います。黄色ブドウ球菌に効く、
一番ベーシックなセファメジン（CEZ）
とか、ペニシリン系でもABPCとかで
もいいだろうと思います。もしおむつ
などされているような方、あるいは寝
たきりの状態の方ですと、菌が便や尿
のほうから入ってくる可能性があるの
で、大腸菌とかクレブシエラ菌あるい
は緑膿菌にも効くようなものを選択す
ることも必要となります。CEZではな
くて、上の世代、第二世代あるいは第
三世代のセフェムとか、あるいはペニ
シリンでもピペラシリンのような緑膿
菌にも効果が期待できる薬剤を使用す
るほうがよろしいかと思われます。

　一方、院内発症の場合は最初から
MRSAと緑膿菌を視野に入れて治療す
べきです。そうしますと選択される薬
剤としてバンコマイシンが挙げられま
す。これはもちろんMRSAにも効くし、
普通の黄色ブドウ球菌にも効果があり
ますので、第一選択と考えられます。
次に広域スペクトルの抗菌薬、それこ
そカルバペネム系とか第三世代セフェ
ム以上の薬剤で、嫌気性菌とか緑膿菌
にも効果があるような薬剤を選んで、
それをバンコマイシンに加えて併用す
るというのがいいだろうと思います。
　2008年にサーバイビング・ゼプシス・ 
キャンペーンガイドラインというのが
ヨーロッパとアメリカの集中治療学会
が中心となって発表されました。その
ガイドラインでは、敗血症に対して抗
菌薬投与が１時間遅れると７％死亡率
が上昇するというデータを示していま
す。これはかなりドラスティックなデ
ータですけれども、敗血症に対しては
それぐらい早く抗菌薬を投与しないと
予後が悲観的になるということです。
　池脇　今の先生のコメントに関して
の印象としては、まず最初に自宅か入
院かによって、全くといっていいほど
抗生剤の使い方が違う。自宅の場合に
は、こういう言い方が正しいかどうか
わかりませんけれども、いわゆる昔な
がらの、それほど世代の新しいもので
なくても対応できる可能性が高い。一
方で、入院患者さんの場合にはバンコ

後期高齢者の抗生剤治療

杏林大学感染症科教授
河　合　　伸

（聞き手　池脇克則）

　白血球減少はないが、DM、低栄養のある後期高齢者の起因菌不明のsepsis 
（敗血症）に対してどのような抗生剤の使用が必要か。またその場合、抗生剤

の使用によって予後はどう変わるのか。ご教示ください。
＜兵庫県開業医＞
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　池脇　河合先生、高齢者のsepsisと
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　河合　後期高齢者、75歳以上という
ことになりますけれども、その方が家
庭内にいらっしゃるのか、それとも施
設にいらっしゃるのか、あるいは病院
に入院されているのかというところで、
状況が変わってくるだろうと思います。
　まず家庭内にいらっしゃる場合で、
糖尿病があって、若干免疫低下がある
という状態ですと、敗血症になるとし
たら、どこかに感染巣、例えば褥瘡が
あるとか、糖尿病性の壊疽があるとか、
そういうものがあって、そこから細菌
が入るというようなことはありうると
思います。そのような状況を考えると、

抗菌療法のターゲットになる菌は黄色
ブドウ球菌あるいは表皮ブドウ球菌な
どになると思われます。
　次に、入院されているか、あるいは
施設へ入られている場合です。例えば
入院して中心静脈にカテーテルが入っ
ているというようなケースでは、敗血
症になった場合はおおよそ半数ぐらい
が緑膿菌かMRSAなのです。もちろん、
大腸菌だとか、肺炎桿菌だとか、嫌気
性菌とか、原因菌はいろいろあるので
すけれども、耐性菌のほうが多くなっ
てくることから、家庭内で発症された
場合とは若干抗菌薬の使い方が違って
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　池脇　確かに、先生がおっしゃった
ように、その患者さんがどこにいるか
によって原因菌が違うということで、

質問の前半のところは、そういった患
者さんに対して抗生剤が必要かという
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うか。
　河合　敗血症のような症状があるわ
けですね。すなわち高熱があって、悪
寒があるとか、そういう敗血症症状が
あった場合は抗菌薬を早めに使うのが
一般的だろうと思います。
　池脇　起炎菌が不明というのは、な
かなか病院でのアプローチのように培
養して特定できない。その状況でどう
いうふうにして抗生剤で対応していっ
たらいいかということですけれども、
これはどうでしょうか。
　河合　家庭あるいは市中において感
染巣から菌が侵入した場合は、あまり
耐性菌をターゲットにしなくてもいい
と思います。黄色ブドウ球菌に効く、
一番ベーシックなセファメジン（CEZ）
とか、ペニシリン系でもABPCとかで
もいいだろうと思います。もしおむつ
などされているような方、あるいは寝
たきりの状態の方ですと、菌が便や尿
のほうから入ってくる可能性があるの
で、大腸菌とかクレブシエラ菌あるい
は緑膿菌にも効くようなものを選択す
ることも必要となります。CEZではな
くて、上の世代、第二世代あるいは第
三世代のセフェムとか、あるいはペニ
シリンでもピペラシリンのような緑膿
菌にも効果が期待できる薬剤を使用す
るほうがよろしいかと思われます。

　一方、院内発症の場合は最初から
MRSAと緑膿菌を視野に入れて治療す
べきです。そうしますと選択される薬
剤としてバンコマイシンが挙げられま
す。これはもちろんMRSAにも効くし、
普通の黄色ブドウ球菌にも効果があり
ますので、第一選択と考えられます。
次に広域スペクトルの抗菌薬、それこ
そカルバペネム系とか第三世代セフェ
ム以上の薬剤で、嫌気性菌とか緑膿菌
にも効果があるような薬剤を選んで、
それをバンコマイシンに加えて併用す
るというのがいいだろうと思います。
　2008年にサーバイビング・ゼプシス・ 
キャンペーンガイドラインというのが
ヨーロッパとアメリカの集中治療学会
が中心となって発表されました。その
ガイドラインでは、敗血症に対して抗
菌薬投与が１時間遅れると７％死亡率
が上昇するというデータを示していま
す。これはかなりドラスティックなデ
ータですけれども、敗血症に対しては
それぐらい早く抗菌薬を投与しないと
予後が悲観的になるということです。
　池脇　今の先生のコメントに関して
の印象としては、まず最初に自宅か入
院かによって、全くといっていいほど
抗生剤の使い方が違う。自宅の場合に
は、こういう言い方が正しいかどうか
わかりませんけれども、いわゆる昔な
がらの、それほど世代の新しいもので
なくても対応できる可能性が高い。一
方で、入院患者さんの場合にはバンコ

後期高齢者の抗生剤治療

杏林大学感染症科教授
河　合　　伸

（聞き手　池脇克則）

　白血球減少はないが、DM、低栄養のある後期高齢者の起因菌不明のsepsis 
（敗血症）に対してどのような抗生剤の使用が必要か。またその場合、抗生剤

の使用によって予後はどう変わるのか。ご教示ください。
＜兵庫県開業医＞
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マイシンあるいはカルバペネム系とい
った、なかなかこれも医療費というこ
とを考えると高価な治療になるのです
けれども、そういう対極がある。それ
と同時に、あるいはそれ以上に大事な
のは、いかに早く治療するかというこ
とですね。
　河合　院内の場合は、その後、培養
結果が出てきますので、それに沿って
抗菌薬を変更いたします。バンコマイ
シンとカルバペネム系のような抗菌薬
を投与した場合ですと、３日後の培養
結果において、通常の黄色ブドウ球菌
だったらセファメジンへ抗菌薬を変更
するというような考え方をするのが一
番いいように思います。これをde-es-
calationの考え方と申します。
　池脇　一般的な話で恐縮ですけれど
も、後期高齢者、しかも糖尿病で栄養
状態もよくない、こういった患者さん
というのは予後的にはどうなのでしょ
うか。そうではない方に比べると、抗
生剤の使い方によって多少予後は変わ
るかもしれませんけれども、厳しいの
でしょうか。
　河合　やはり普通の健常な人とは異
なり、予後はちょっと厳しいかもしれ
ないですね。
　池脇　そういう悲観的な印象がご質
問の先生におありなのかどうかわかり
ませんが、抗生剤によって予後が変わ
るかどうか。本当にやる意味があるの
かどうか。そういう質問のようにも聞

こえるのですけれども、これに関して
はどういうふうに。
　河合　例えば、家庭医の先生がその
患者さんについて、どのような方針で
考えていらっしゃるかにもよると思い
ますが、基本的に医療としてとらえる
ならば、抗菌薬を投与すれば一時的に
でも状態は改善すると考えられます。
ですから、感染症が存在する場合に患
者さんの年齢や基礎疾患、あるいはご
本人やご家族の考え方などにより、抗
菌治療を行わないというのはまた別次
元の話かなと思います。治療に関して
はこれまでにお話ししたことでよろし
いかと思います。
　池脇　その患者さんを随時いろいろ
な情報をモニターしながら治療できる
という環境ばかりではないにしても、
後期高齢者、糖尿病といいますと、や
はり薬の副作用も心配になるのですけ
れども、ある程度腎機能、最低限でも
そういった情報は押さえたうえで薬の
調整というのは必要なのでしょうか。
　河合　そうですね。糖尿病があると、
糖尿病性腎症がある可能性が高いです
から、データを数カ月に１回でも取っ
てあれば、それに沿って投与量を考え
るべきと思います。
　池脇　今のことに関連して、最近、
日本人の死因で肺炎が３位に上がった
ということで、そのほとんどが高齢者
と聞いています。そういう意味でも高
齢者の抗菌治療は難しいような気もす

るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　河合　肺炎が３位に上がったのは当
然だと思うのです。様々な疾患の最終
死因は肺炎のことが多いので、それを
肺炎として最終死因にすれば、かなり
上位に上がってくると思います。そう
いう意味では死因として挙がっている
のが本当に純粋な肺炎だけというわけ
ではないのではないかと思います。
　後期高齢者の人でも、基礎疾患があ
まりない方が肺炎を起こした場合は、
かなりの確率でよくなると思います。
ところが、糖尿病がかなり悪いとか、
あるいは栄養状態がすごく悪いとか、
または担癌患者であるとか、そういう
ようなケースになってくると、一時的
によくなっても、また同じ敗血症にな
ったり、肺炎を繰り返すことになるか
と思います。その辺は今後、肺炎の予
防や患者さんのケアに関しても、我々
は、患者さんと一緒に考えていかなけ
ればいけないと思います。
　池脇　最近は抗菌薬に関してはPK-
PD理論というものがあって、クラビ
ットは以前250㎎だったのが最近500㎎、
抗生剤によってはきちんとした血中濃
度を保つほうがいい薬もあれば、ある
程度の回数を保つほうがいいものもあ

ります。高齢者あるいは後期高齢者に
そのまま当てはめていいかどうか。
　河合　それはちょっと難しいところ
かもしれないですね。クラビットのよ
うなニューキノロン製剤や、アミノ配
糖体などを投薬する場合も、高齢者に
おいては腎機能を見ながらやっていく
のが大切だろうと思います。ただそう
いう背景がなくて、高齢者であるとい
うだけであれば、一般の人と同じよう
に考えていいと思います。基本的に抗
菌薬は効かなければだめなのです。抗
菌療法の基礎的考え方としては、まず
効果があること。次に副作用がなるべ
く少ないこと。もう一つは耐性菌を出
さないこと。この３つがポイントと考
えられます。副作用を恐れるあまり、
少ない量をほどほどにというような使
い方は絶対しないことです。
　池脇　そういう使い方をしないよう
にはどうするか、というのもまた逆に
難しいのですけれども、そのあたり、
考えながらやっていくということでし
ょうか。
　河合　実際の抗菌薬においてはなか
なか難しいところですけれども、３つ
の抗菌療法の原則を考えて治療を行う
のがいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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マイシンあるいはカルバペネム系とい
った、なかなかこれも医療費というこ
とを考えると高価な治療になるのです
けれども、そういう対極がある。それ
と同時に、あるいはそれ以上に大事な
のは、いかに早く治療するかというこ
とですね。
　河合　院内の場合は、その後、培養
結果が出てきますので、それに沿って
抗菌薬を変更いたします。バンコマイ
シンとカルバペネム系のような抗菌薬
を投与した場合ですと、３日後の培養
結果において、通常の黄色ブドウ球菌
だったらセファメジンへ抗菌薬を変更
するというような考え方をするのが一
番いいように思います。これをde-es-
calationの考え方と申します。
　池脇　一般的な話で恐縮ですけれど
も、後期高齢者、しかも糖尿病で栄養
状態もよくない、こういった患者さん
というのは予後的にはどうなのでしょ
うか。そうではない方に比べると、抗
生剤の使い方によって多少予後は変わ
るかもしれませんけれども、厳しいの
でしょうか。
　河合　やはり普通の健常な人とは異
なり、予後はちょっと厳しいかもしれ
ないですね。
　池脇　そういう悲観的な印象がご質
問の先生におありなのかどうかわかり
ませんが、抗生剤によって予後が変わ
るかどうか。本当にやる意味があるの
かどうか。そういう質問のようにも聞

こえるのですけれども、これに関して
はどういうふうに。
　河合　例えば、家庭医の先生がその
患者さんについて、どのような方針で
考えていらっしゃるかにもよると思い
ますが、基本的に医療としてとらえる
ならば、抗菌薬を投与すれば一時的に
でも状態は改善すると考えられます。
ですから、感染症が存在する場合に患
者さんの年齢や基礎疾患、あるいはご
本人やご家族の考え方などにより、抗
菌治療を行わないというのはまた別次
元の話かなと思います。治療に関して
はこれまでにお話ししたことでよろし
いかと思います。
　池脇　その患者さんを随時いろいろ
な情報をモニターしながら治療できる
という環境ばかりではないにしても、
後期高齢者、糖尿病といいますと、や
はり薬の副作用も心配になるのですけ
れども、ある程度腎機能、最低限でも
そういった情報は押さえたうえで薬の
調整というのは必要なのでしょうか。
　河合　そうですね。糖尿病があると、
糖尿病性腎症がある可能性が高いです
から、データを数カ月に１回でも取っ
てあれば、それに沿って投与量を考え
るべきと思います。
　池脇　今のことに関連して、最近、
日本人の死因で肺炎が３位に上がった
ということで、そのほとんどが高齢者
と聞いています。そういう意味でも高
齢者の抗菌治療は難しいような気もす

るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　河合　肺炎が３位に上がったのは当
然だと思うのです。様々な疾患の最終
死因は肺炎のことが多いので、それを
肺炎として最終死因にすれば、かなり
上位に上がってくると思います。そう
いう意味では死因として挙がっている
のが本当に純粋な肺炎だけというわけ
ではないのではないかと思います。
　後期高齢者の人でも、基礎疾患があ
まりない方が肺炎を起こした場合は、
かなりの確率でよくなると思います。
ところが、糖尿病がかなり悪いとか、
あるいは栄養状態がすごく悪いとか、
または担癌患者であるとか、そういう
ようなケースになってくると、一時的
によくなっても、また同じ敗血症にな
ったり、肺炎を繰り返すことになるか
と思います。その辺は今後、肺炎の予
防や患者さんのケアに関しても、我々
は、患者さんと一緒に考えていかなけ
ればいけないと思います。
　池脇　最近は抗菌薬に関してはPK-
PD理論というものがあって、クラビ
ットは以前250㎎だったのが最近500㎎、
抗生剤によってはきちんとした血中濃
度を保つほうがいい薬もあれば、ある
程度の回数を保つほうがいいものもあ

ります。高齢者あるいは後期高齢者に
そのまま当てはめていいかどうか。
　河合　それはちょっと難しいところ
かもしれないですね。クラビットのよ
うなニューキノロン製剤や、アミノ配
糖体などを投薬する場合も、高齢者に
おいては腎機能を見ながらやっていく
のが大切だろうと思います。ただそう
いう背景がなくて、高齢者であるとい
うだけであれば、一般の人と同じよう
に考えていいと思います。基本的に抗
菌薬は効かなければだめなのです。抗
菌療法の基礎的考え方としては、まず
効果があること。次に副作用がなるべ
く少ないこと。もう一つは耐性菌を出
さないこと。この３つがポイントと考
えられます。副作用を恐れるあまり、
少ない量をほどほどにというような使
い方は絶対しないことです。
　池脇　そういう使い方をしないよう
にはどうするか、というのもまた逆に
難しいのですけれども、そのあたり、
考えながらやっていくということでし
ょうか。
　河合　実際の抗菌薬においてはなか
なか難しいところですけれども、３つ
の抗菌療法の原則を考えて治療を行う
のがいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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　池脇　高血圧といいますと、臨床実
地の先生方が最も多く見られる生活習
慣病ということで、ほとんどが本態性
の高血圧、二次性は少ないと考えられ
ていたのが、質問のアルドステロン症、
厳密には原発性アルドステロン症です
が、予想以上に多いということがわか
ってきました。二次性高血圧の中のア
ルドステロン症の頻度はどのくらいと
考えられているのでしょうか。
　石川　初めて原発性アルドステロン
症を言い出したのはConnという先生な
のですけれども、その当時は20％ぐら

いというふうにConn先生は言っていま
した。その後、よく調べてみると、さ
ほどではないという説がずっと続いて
いまして、ここ10年間ぐらいに、わが
国で高血圧の患者さんで原発性アルド
ステロン症があるかないかを調べてみ
ましたところ、これを最もよくやって
いるのは横浜労災病院の西川先生のグ
ループですけれども、５～６％あると
いわれています。
　池脇　むしろConn先生による当初の
報告の20％というと、やけに多いです
ね。

　石川　そうですね。
　池脇　こういったものは、本態性の
ものに比べると、治療抵抗性というの
でしょうか、その傾向はあるのでしょ
うか。
　石川　必ずしもそういうことはない
と思います。原発性アルドステロン症
は、古典的には高血圧と低カリウム血
症の組み合わせがあると本症として調
べることが多かったのですけれども、
最近調べてみますと、低カリウム血症
を起こす原発性アルドステロン症はだ
いたい20％ぐらいで、残りの80％は低
カリウム血症を起こさない原発性アル
ドステロン症。そうすると、高血圧し
か前面に出ないわけですから、普通の
段階では考えない。しかし、高血圧の
うちの５～６％あるということになり
ますと、特に若い方、中年以前の方で
はレニン、アルドステロンを一緒に測
るということが流れになってきている
と思います。
　池脇　話を進める前に確認ですけれ
ども、いわゆる二次性高血圧の中で、
アルドステロン症は大半を占めるとい
うふうに考えてよろしいのでしょうか。
　石川　二次性高血圧は、いろいろな
原因がありますけれども、今の頻度か
らいいますと、大部分の二次性高血圧
というのはアルドステロン症であると
考えても過言ではないように思います。
　池脇　性差あるいは好発する年齢は
明らかになっているのでしょうか。

　石川　性差は特にないと思います。
好発年齢も、20～70歳代までありまし
て、特にピークはないというふうに考
えます。
　池脇　２番目の質問は、必ずしもア
ルドステロン症ということに限った質
問ではないような感じもするのですけ
れども、高血圧の罹病期間と臓器障害
合併率との関連ということに関しては
どうなのでしょうか。
　石川　高血圧は、どんな原因であっ
ても、あるいは本態性であっても、罹
病期間が長くなれば臓器障害を起こす
のが一般的だと思います。原発性アル
ドステロン症に関しては、臓器障害は
特に心血管系に問題が多くなる。例え
ば、脳出血であるとか脳梗塞、あるい
は心筋梗塞であるとか心房細動である
とか、そういう心・脳への負荷が多い
ように思います。
　池脇　これはただ単に血圧が高いと
いう以外に、アルドステロン固有の臓
器障害、心臓ではリモデリング、線維
化を進めるというデータがありますけ
れども、プラスアルファの臓器障害が
あるのでしょうか。
　石川　おっしゃるとおりだと思いま
す。血圧が高いということが大きいと
思いますが、同時にアルドステロンが
血管に直接作用してリモデリングをす
る、あるいは線維化を促進する、そう
いうことが関係しているのではないか
と考えられています。

アルドステロン症

自治医科大学さいたま医療センター内分泌代謝科教授
石　川　三　衛

（聞き手　池脇克則）

　アルドステロン症についてご教示ください。
　１．高血圧患者に占める割合。
　２．高血圧罹病期間と臓器障害合併率との関連。
　３．早期診断に必要なポイント。
　４．どのようなタイプでの高血圧患者を、積極的にスクリーニング検査の対

象とすべきか。
　５．メタボリックシンドローム、睡眠時無呼吸、心房細動との関連の有無。
　６．血漿アルドステロン濃度測定上の注意点。

＜岡山県開業医＞
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　池脇　高血圧といいますと、臨床実
地の先生方が最も多く見られる生活習
慣病ということで、ほとんどが本態性
の高血圧、二次性は少ないと考えられ
ていたのが、質問のアルドステロン症、
厳密には原発性アルドステロン症です
が、予想以上に多いということがわか
ってきました。二次性高血圧の中のア
ルドステロン症の頻度はどのくらいと
考えられているのでしょうか。
　石川　初めて原発性アルドステロン
症を言い出したのはConnという先生な
のですけれども、その当時は20％ぐら

いというふうにConn先生は言っていま
した。その後、よく調べてみると、さ
ほどではないという説がずっと続いて
いまして、ここ10年間ぐらいに、わが
国で高血圧の患者さんで原発性アルド
ステロン症があるかないかを調べてみ
ましたところ、これを最もよくやって
いるのは横浜労災病院の西川先生のグ
ループですけれども、５～６％あると
いわれています。
　池脇　むしろConn先生による当初の
報告の20％というと、やけに多いです
ね。

　石川　そうですね。
　池脇　こういったものは、本態性の
ものに比べると、治療抵抗性というの
でしょうか、その傾向はあるのでしょ
うか。
　石川　必ずしもそういうことはない
と思います。原発性アルドステロン症
は、古典的には高血圧と低カリウム血
症の組み合わせがあると本症として調
べることが多かったのですけれども、
最近調べてみますと、低カリウム血症
を起こす原発性アルドステロン症はだ
いたい20％ぐらいで、残りの80％は低
カリウム血症を起こさない原発性アル
ドステロン症。そうすると、高血圧し
か前面に出ないわけですから、普通の
段階では考えない。しかし、高血圧の
うちの５～６％あるということになり
ますと、特に若い方、中年以前の方で
はレニン、アルドステロンを一緒に測
るということが流れになってきている
と思います。
　池脇　話を進める前に確認ですけれ
ども、いわゆる二次性高血圧の中で、
アルドステロン症は大半を占めるとい
うふうに考えてよろしいのでしょうか。
　石川　二次性高血圧は、いろいろな
原因がありますけれども、今の頻度か
らいいますと、大部分の二次性高血圧
というのはアルドステロン症であると
考えても過言ではないように思います。
　池脇　性差あるいは好発する年齢は
明らかになっているのでしょうか。

　石川　性差は特にないと思います。
好発年齢も、20～70歳代までありまし
て、特にピークはないというふうに考
えます。
　池脇　２番目の質問は、必ずしもア
ルドステロン症ということに限った質
問ではないような感じもするのですけ
れども、高血圧の罹病期間と臓器障害
合併率との関連ということに関しては
どうなのでしょうか。
　石川　高血圧は、どんな原因であっ
ても、あるいは本態性であっても、罹
病期間が長くなれば臓器障害を起こす
のが一般的だと思います。原発性アル
ドステロン症に関しては、臓器障害は
特に心血管系に問題が多くなる。例え
ば、脳出血であるとか脳梗塞、あるい
は心筋梗塞であるとか心房細動である
とか、そういう心・脳への負荷が多い
ように思います。
　池脇　これはただ単に血圧が高いと
いう以外に、アルドステロン固有の臓
器障害、心臓ではリモデリング、線維
化を進めるというデータがありますけ
れども、プラスアルファの臓器障害が
あるのでしょうか。
　石川　おっしゃるとおりだと思いま
す。血圧が高いということが大きいと
思いますが、同時にアルドステロンが
血管に直接作用してリモデリングをす
る、あるいは線維化を促進する、そう
いうことが関係しているのではないか
と考えられています。

アルドステロン症

自治医科大学さいたま医療センター内分泌代謝科教授
石　川　三　衛

（聞き手　池脇克則）

　アルドステロン症についてご教示ください。
　１．高血圧患者に占める割合。
　２．高血圧罹病期間と臓器障害合併率との関連。
　３．早期診断に必要なポイント。
　４．どのようなタイプでの高血圧患者を、積極的にスクリーニング検査の対

象とすべきか。
　５．メタボリックシンドローム、睡眠時無呼吸、心房細動との関連の有無。
　６．血漿アルドステロン濃度測定上の注意点。

＜岡山県開業医＞
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　池脇　そういう意味では、臓器障害
をきたしやすいアルドステロン症をで
きるだけ早期に見つけ出すということ
が必要ですけれども、早期にどういう
ふうに診断していくのか、これに関し
てはいかがですか。
　石川　先ほど申し上げたように、高
血圧・低カリウム血症のかたちでない
高血圧の患者から見つけるということ
になりますから、やはり基本は安静時
のレニン活性とアルドステロン濃度を
測るということになると思います。今、
一般的にいわれているのは、アルドス
テロン・レニン比というものがありま
して、これが200を超えるとこの病気
を疑いなさいということで出発点にな
るというふうに考えています。
　池脇　これは一番最後の質問のアル
ドステロンの濃度測定上の注意点とも
関係するかもしれないのですけれども、
私自身も日常の診療で経験するのです
が、もう薬が入っている患者さんにア
ルドステロン症かどうかということを
見ようとすると、その薬によってこの
比が影響を受けるということにもなり
ます。すぱっと薬を切ればいいのでし
ょうけれども、血圧のことを考えると
なかなか難しいですし、何かこのあた
りの工夫というのはありますか。
　石川　おっしゃるとおり、ほとんど
の患者さんは今、ARBあるいはACE-I
あるいはβブロッカーを使っている。
こういう薬剤はレニン、アルドステロ

ン系にすごく影響いたしますので、こ
れを切った状態で検査をするというの
が基本になると思います。我々が最初
に疑うときには、飲んだままでもいい
から調べてみなさい。それで異常値が
あったら専門家にお渡しして、ARB、
ACE-I、あるいはβブロッカーをやめ
て、別の薬剤に代えて検査をしましょ
うというふうにしています。代えると
きには、カルシウム拮抗薬あるいはα
ブロッカーを使うことを基本にしてい
ます。
　池脇　そうしますと、早期診断に必
要なポイントというのは、何といって
もアルドステロンとレニンの比を取る
ということ。
　石川　そうですね。
　池脇　それ以外には、もちろんカリ
ウムに変化があればいいのでしょうけ
れども、それ以外に何か診断のポイン
トはありますか。
　石川　レニンとアルドステロンの比
を取ると、例えば高齢になりますとレ
ニン活性が落ちてくることが多いわけ
です。そうすると、容易に200を超え
ることになってきます。ですから、こ
ういう高齢者も考えますと、アルドス
テロンの濃度がどれぐらい高いか。だ
いたい120pg/㎖以上であれば、その組
み合わせ比でいいだろうというふうに
考えていただくのがよろしいと思って
います。
　池脇　次に、どのようなタイプの高

血圧の患者さんでアルドステロンを積
極的にスクリーニングしていくのかと
いうことに関してはどうでしょう。
　石川　やはり血圧が高いということ
しかありませんので、医師が積極的に
レニン、アルドステロン系を調べるこ
とから次の病気が見つかるかどうかに
なってくると思うのです。ですから、
ある程度先生方が積極的に調べていく
ということが、先ほどの西川先生たち
の調査の結果、５～６％が高血圧の中
にあるということとつながっているの
ではないかと思っております。
　池脇　こういう考え方はいかがなの
でしょうか。２剤、３剤やっても、な
かなか血圧がコントロールできない。
いわゆる難治性の高血圧というのは、
アルドステロンを調べる対象患者の一
つだろうと思うのですけれども、ある
程度管理できる患者さんでも、どこか
で調べたほうがいいという考え方でよ
ろしいのでしょうか。
　石川　５～６％頻度があるというこ
とになりますと、初診時あるいは早い
うちに確認しておくべきということに
なると思います。
　池脇　確かにそうですね。いろいろ
と薬が入ってしまったあとですと、な
かなか難しいですからね。
　石川　ただ、調べるのは１回だけで
よろしいと思います。
　池脇　アルドステロン症というのは、
メタボリックシンドローム、睡眠時無

呼吸症候群、あるいは心房細動と何か
関係あるのですかということですけれ
ども、どうでしょうか。
　石川　高血圧を起こす副腎の病気は、
ほかにはクッシング症候群とか、ある
いは褐色細胞腫というものがあります。
こういうものは血糖の問題や脂質の問
題と関連してくることが多いのですけ
れども、原発性アルドステロン症の場
合には脂質、血糖との関係はあまりな
いので、メタボリックシンドロームと
の関係は薄いように思います。
　それから、睡眠時無呼吸ですけれど
も、これを直接証明した方はなかなか
おられません。睡眠時無呼吸のある方
は冠動脈疾患とか脳血管障害が多いと
いうことはよく知られていることであ
りますし、またアルドステロン症も、
先ほど申し上げたように、心血管障害
の多い病気だということですから、何
らかの関係があるかもしれませんけれ
ども、直接の証明は今のところないよ
うに考えております。
　ただ、心負荷ということであります
と、先ほどの虚血性心疾患と同時に、
心房細動などは起きやすいと思います
ので、心房細動は関係あるのではない
かと思っております。
　池脇　血漿のアルドステロン濃度を
測定する場合の注意点、これはいかが
でしょうか。
　石川　これは一番プリミティブな問
題だと思います。アルドステロンとか
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レニンを測るときには、立って測るの
か、あるいは座位で測るのか、あるい
は安静、臥床で測るのかという問題が
あります。多くの場合は安静、臥床で
30分以上、それから採血をするという
ことが大事ではないかと思います。例
えば、立位にして、１時間、２時間立
っていますと、３倍ぐらい高くなるこ
とが考えられます。
　それから、薬剤の問題がもう一つあ
ります。先ほど申し上げたように、レ
ニン、アルドステロン系に影響するよ
うな薬剤、アンジオテンシン受容体拮
抗薬、あるいはangiotensin converting 
enzyme inhibitor、こういうものは使
わないほうがいい。あるいは、βブロ
ッカーもレニン活性に影響しますので、
使わないほうがいいと思います。
　また、食塩量についても影響があり
ますが、これは日常の生活の中で測る
ことですから、食塩は特に考えないで
採血をするということになると思いま
す。
　池脇　ちょっと話を戻しますけれど
も、アルドステロン、レニンを測って、
どうもそれらしいという疑いレベルか

ら最終的な診断は副腎静脈のサンプリ
ングになりますが、これは臨床実地の
先生方には無理だと思います。どこま
でやって専門医に渡すのか、臨床実地
の先生方の役割というのはどうお考え
ですか。
　石川　それはとても重要なことだと
思います。先ほどの基礎値のレニン、
アルドステロンを調べる。そして、低
レニンで高アルドステロンであった場
合には、その次のステップで負荷試験
を行うということが一番です。一番簡
単な負荷試験は、カプトプリル負荷試
験をやって、60分、90分にレニン活性
とアルドステロンの比率が、動かない
か、200以上であるかどうかというこ
とであります。もう一つは、立位フロ
セミド負荷試験をやって、それでレニ
ン活性が上がらないということを確認
したら、専門家に渡すのが一番よろし
いと思います。
　池脇　負荷試験ぐらいまでは先生方
でお願いしますということですね。
　石川　そこまではできるのではない
かと思います。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　牧田先生、私、臨床は循環器
なのですけれども、今はやりのDESと
いうのはいろいろなところでやられて
いるのですけれども、確かに再狭窄は
防ぐけれども、あまり予後が改善しな
い。ただ、予後を改善するDESという
のがもう一つあるのだと。最初のDが
ダイエット。Eがエクササイズ。Sがス
トップ・スモーキング。ということで、
運動、すなわちリハビリというのがと
ても大事だと知りました。今回の質問
は、心大血管障害後のリハビリについ
てということですが、心大血管障害後
のリハビリ、具体的にどういう疾患の
ことでしょうか。
　牧田　わかりやすくいえば、今まで
の心臓リハビリテーション“Cardiac 
Re habilitation”、これは世界的に使わ
れている言葉ですけれども、それに大
血管疾患も入れようということで、そ

れで心大血管リハという言葉があるの
ですけれども、一番メインなのはやは
り冠動脈疾患、すなわち狭心症、心筋
梗塞ですね。それと心不全、この２つ
が内科系の先生が主に使われる、メイ
ンの心臓リハビリテーションの対象疾
患です。
　そのほかに、外科の術後で、冠動脈
バイパス術後、弁形成、弁置換術後の
患者さん。そして大動脈解離、大動脈
瘤、そういった患者さんに対するリハ
ビリも最近非常に増えてきております。
あとは、末梢のいわゆるPDA、末梢動
脈疾患ですが、そういったリハビリも
エビデンスが最近出てきていて、運動
療法が非常に重要だということをいわ
れていて、心臓リハビリといっても非
常に幅広くあります。
　池脇　すべての疾患に関してのリハ
ビリをお聞きできれば一番いいのです

心大血管障害後のリハビリ

埼玉医科大学国際医療センター心臓リハビリテーション科教授
牧　田　　茂

（聞き手　池脇克則）

　心大血管障害後のリハビリについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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ります。先ほど申し上げたように、レ
ニン、アルドステロン系に影響するよ
うな薬剤、アンジオテンシン受容体拮
抗薬、あるいはangiotensin converting 
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れている言葉ですけれども、それに大
血管疾患も入れようということで、そ

れで心大血管リハという言葉があるの
ですけれども、一番メインなのはやは
り冠動脈疾患、すなわち狭心症、心筋
梗塞ですね。それと心不全、この２つ
が内科系の先生が主に使われる、メイ
ンの心臓リハビリテーションの対象疾
患です。
　そのほかに、外科の術後で、冠動脈
バイパス術後、弁形成、弁置換術後の
患者さん。そして大動脈解離、大動脈
瘤、そういった患者さんに対するリハ
ビリも最近非常に増えてきております。
あとは、末梢のいわゆるPDA、末梢動
脈疾患ですが、そういったリハビリも
エビデンスが最近出てきていて、運動
療法が非常に重要だということをいわ
れていて、心臓リハビリといっても非
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ビリをお聞きできれば一番いいのです
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けれども、時間的に厳しそうですので、
まずは虚血、心筋梗塞、そして心不全
を中心に先生にお聞きしますが、心筋
梗塞でいいのでしょうか、狭心症とい
うよりも、主には心筋梗塞だと思いま
すけれども、そのリハビリについて具
体的に教えてください。
　牧田　わが国では、いわゆるPCI、
カテーテル治療が盛んに行われていま
すので、急性期はそういったカテーテ
ル治療の行える専門施設にまず患者さ
んが入院します。そこで直ちにPCI、
インターベンションがされると思いま
す。その後、患者さんは集中治療室に
入るわけですけれども、循環動態が落
ち着きましたら、直ちに離床が開始さ
れると思います。要するにベッドサイ
ドのリハビリというのが、早ければカ
テーテル治療後翌日から始まります。
これは看護師もしくは理学療法士がベ
ッドサイドに赴いて、患者さんを座ら
せて、立たせて、歩かせるというとこ
ろからリハビリが始まります。
　池脇　そんなに早くからですか。
　牧田　寝かせている必要はありませ
んので、PCIをしっかりやり、状態が
落ち着けば、早ければ翌日からリハビ
リが始まるというふうに考えていただ
いてけっこうです。
　池脇　そして、時間経過とともにリ
ハビリの種類も変わっていくわけです
ね。
　牧田　そうですね。廊下歩行がある

程度できるようになり、だいたい300～
500mぐらい歩けるようになれば、リハ
ビリ訓練室、いわゆるジムに来ていた
だいて、運動負荷試験をやって、その
患者さんに合った運動強度を設定して、
有酸素トレーニングである自転車こぎ
とかトレッドミル歩行、これを退院ま
で毎日行うというのがスタンダードに
なっています。運動療法はもちろんそ
うですけれども、その間に冠動脈疾患
の危険因子についてしっかりと患者指
導、患者教育を看護師を中心にして行
う。これらを退院後も続けるというこ
とが非常に重要になってきます。
　池脇　最近は急性心筋梗塞といって
も、比較的短い期間で退院される方も
多くなって、そんなにすぐに退院させ
ると、十分なリハビリができないので
はないでしょうか。
　牧田　そこが重要なところです。最
近は、在院日数が非常に短くなってき
て、急性期病院ということで、早い方
だったら１週間から10日で帰ってしま
う。そうすると、ではリハビリはどう
するのかということなのですが、そこ
で大事になってくるのが回復期のリハ
ビリということで、自宅に帰ったあと
も患者指導とか運動療法をぜひ続けて
いただきたいのです。今注目されてい
るのは、外来に通院しながらリハビリ
をする。週に１～２回、患者さんに病
院に来ていただいて、そのときに看護
師による患者指導、それと運動療法を

一緒に行い、自宅へ帰ったあとも歩行
を中心とした運動療法を続けていただ
く。そういったことが非常に重要だと
いう考え方になっています。
　池脇　比較的若い方でのリハビリと、
高齢者、特に後期高齢者の方のリハビ
リは多少違うわけですか。
　牧田　おっしゃるとおりです。若い
方はPCI、きちんと広げて、DESを入
れて、それでEFも低くならずに済んだ
というような方は、通常のいわゆる患
者教育、運動療法中心のリハビリをす
ればいいわけですけれども、一方で高
齢の患者さん、特に合併疾患を持って
いたりとか、もともと虚弱である、そ
ういった心不全がらみの患者さんが増
えてきておりますので、こういった方
は運動療法といっても、そんなに積極
的にできるわけではありません。こう
いった方は家族指導も含めて、再入院
を防ぐ指導を行います。それと、ADL
の自立、日常の身の回りの動作、これ
が自分でできるということが高齢者に
とっては一番大事なので、これに向け
て集中的にリハビリをするということ
が重要になってくると思います。
　池脇　確かに入院前よりも元気にな
ればうれしいですけれども、少なくと
も高齢者の場合には、ある程度自立で
きるということが周りの方の負担もだ
いぶ違いますよね。
　牧田　はい。
　池脇　心筋梗塞で先生のお話をいた

だきましたが、心不全の場合はどうな
のでしょうか。
　牧田　心臓リハビリテーションの領
域で心不全というのが今トピックにな
っていまして、心不全の患者さんにむ
しろ積極的に運動療法をすることによ
って予後が改善するというメタ解析と
か、多施設参加前向き研究の論文も出
てきています。心不全の患者さんにも
運動療法を中心とする心臓リハビリテ
ーションが非常に重要だということが
世界的なエビデンスとして確立されて
きています（図１）。したがって、わが
国でも心不全の患者さんにも積極的に
こういった取り組み、特に日本の場合
は疾病管理という立場、それとADLを
自立させるという観点から、高齢の心
不全の患者さんに積極的にこういった
リハビリをしていく必要があると思っ
ています。
　池脇　高齢の心不全の患者さんは入
退院を繰り返す方が多いのですけれど
も、リハビリによって入退院をある程
度少なくすることが可能でしょうか。
　牧田　なかなか難しいのですけれど
も、特に管理をしっかりしないといけ
ませんので、周りがそれをサポートす
るとか、在宅での指導とか、あと病診
連携とか、まだ日本ではそういったシ
ステムが十分構築されていないので、
それも含めて考えていけば、再入院予
防は十分期待できると思っています。
　池脇　ほかの疾患として、先ほど出
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けれども、時間的に厳しそうですので、
まずは虚血、心筋梗塞、そして心不全
を中心に先生にお聞きしますが、心筋
梗塞でいいのでしょうか、狭心症とい
うよりも、主には心筋梗塞だと思いま
すけれども、そのリハビリについて具
体的に教えてください。
　牧田　わが国では、いわゆるPCI、
カテーテル治療が盛んに行われていま
すので、急性期はそういったカテーテ
ル治療の行える専門施設にまず患者さ
んが入院します。そこで直ちにPCI、
インターベンションがされると思いま
す。その後、患者さんは集中治療室に
入るわけですけれども、循環動態が落
ち着きましたら、直ちに離床が開始さ
れると思います。要するにベッドサイ
ドのリハビリというのが、早ければカ
テーテル治療後翌日から始まります。
これは看護師もしくは理学療法士がベ
ッドサイドに赴いて、患者さんを座ら
せて、立たせて、歩かせるというとこ
ろからリハビリが始まります。
　池脇　そんなに早くからですか。
　牧田　寝かせている必要はありませ
んので、PCIをしっかりやり、状態が
落ち着けば、早ければ翌日からリハビ
リが始まるというふうに考えていただ
いてけっこうです。
　池脇　そして、時間経過とともにリ
ハビリの種類も変わっていくわけです
ね。
　牧田　そうですね。廊下歩行がある

程度できるようになり、だいたい300～
500mぐらい歩けるようになれば、リハ
ビリ訓練室、いわゆるジムに来ていた
だいて、運動負荷試験をやって、その
患者さんに合った運動強度を設定して、
有酸素トレーニングである自転車こぎ
とかトレッドミル歩行、これを退院ま
で毎日行うというのがスタンダードに
なっています。運動療法はもちろんそ
うですけれども、その間に冠動脈疾患
の危険因子についてしっかりと患者指
導、患者教育を看護師を中心にして行
う。これらを退院後も続けるというこ
とが非常に重要になってきます。
　池脇　最近は急性心筋梗塞といって
も、比較的短い期間で退院される方も
多くなって、そんなにすぐに退院させ
ると、十分なリハビリができないので
はないでしょうか。
　牧田　そこが重要なところです。最
近は、在院日数が非常に短くなってき
て、急性期病院ということで、早い方
だったら１週間から10日で帰ってしま
う。そうすると、ではリハビリはどう
するのかということなのですが、そこ
で大事になってくるのが回復期のリハ
ビリということで、自宅に帰ったあと
も患者指導とか運動療法をぜひ続けて
いただきたいのです。今注目されてい
るのは、外来に通院しながらリハビリ
をする。週に１～２回、患者さんに病
院に来ていただいて、そのときに看護
師による患者指導、それと運動療法を

一緒に行い、自宅へ帰ったあとも歩行
を中心とした運動療法を続けていただ
く。そういったことが非常に重要だと
いう考え方になっています。
　池脇　比較的若い方でのリハビリと、
高齢者、特に後期高齢者の方のリハビ
リは多少違うわけですか。
　牧田　おっしゃるとおりです。若い
方はPCI、きちんと広げて、DESを入
れて、それでEFも低くならずに済んだ
というような方は、通常のいわゆる患
者教育、運動療法中心のリハビリをす
ればいいわけですけれども、一方で高
齢の患者さん、特に合併疾患を持って
いたりとか、もともと虚弱である、そ
ういった心不全がらみの患者さんが増
えてきておりますので、こういった方
は運動療法といっても、そんなに積極
的にできるわけではありません。こう
いった方は家族指導も含めて、再入院
を防ぐ指導を行います。それと、ADL
の自立、日常の身の回りの動作、これ
が自分でできるということが高齢者に
とっては一番大事なので、これに向け
て集中的にリハビリをするということ
が重要になってくると思います。
　池脇　確かに入院前よりも元気にな
ればうれしいですけれども、少なくと
も高齢者の場合には、ある程度自立で
きるということが周りの方の負担もだ
いぶ違いますよね。
　牧田　はい。
　池脇　心筋梗塞で先生のお話をいた

だきましたが、心不全の場合はどうな
のでしょうか。
　牧田　心臓リハビリテーションの領
域で心不全というのが今トピックにな
っていまして、心不全の患者さんにむ
しろ積極的に運動療法をすることによ
って予後が改善するというメタ解析と
か、多施設参加前向き研究の論文も出
てきています。心不全の患者さんにも
運動療法を中心とする心臓リハビリテ
ーションが非常に重要だということが
世界的なエビデンスとして確立されて
きています（図１）。したがって、わが
国でも心不全の患者さんにも積極的に
こういった取り組み、特に日本の場合
は疾病管理という立場、それとADLを
自立させるという観点から、高齢の心
不全の患者さんに積極的にこういった
リハビリをしていく必要があると思っ
ています。
　池脇　高齢の心不全の患者さんは入
退院を繰り返す方が多いのですけれど
も、リハビリによって入退院をある程
度少なくすることが可能でしょうか。
　牧田　なかなか難しいのですけれど
も、特に管理をしっかりしないといけ
ませんので、周りがそれをサポートす
るとか、在宅での指導とか、あと病診
連携とか、まだ日本ではそういったシ
ステムが十分構築されていないので、
それも含めて考えていけば、再入院予
防は十分期待できると思っています。
　池脇　ほかの疾患として、先ほど出
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図１　慢性心不全に対する運動療法の大規模無作為比較対照試験（HF-ACTION研究）

運動療法群（exercise）はコントロール群（usual care）に比べ、事故率（総死亡）が有
意ではなく４％低かった（p=0.70）。しかし、予後に影響を与える背景因子で調整後、心
血管系死亡ならびに入院のリスク減少率は15％となり統計学的に有意であった（p=0.03）。
（JAMA 301：1439～1450、2009）
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図１　慢性心不全に対する運動療法の大規模無作為比較対照試験（HF-ACTION研究）

運動療法群（exercise）はコントロール群（usual care）に比べ、事故率（総死亡）が有
意ではなく４％低かった（p=0.70）。しかし、予後に影響を与える背景因子で調整後、心
血管系死亡ならびに入院のリスク減少率は15％となり統計学的に有意であった（p=0.03）。
（JAMA 301：1439～1450、2009）
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てきた外科、冠動脈のバイパス術後、
あるいは弁形成、弁置換術後、あるい
は大動脈解離、大動脈瘤、残ったこの
疾患に関して解説願いたいのですが。
　牧田　冠動脈バイパス術は、いわゆ
る冠動脈疾患です。完全血行再建を外
科の先生はされますので、それは通常
の心臓リハビリテーションと同じよう
なコースに乗せて、心筋梗塞、狭心症
と同じように患者指導をやっていくこ
とになります（図２）。
　弁膜症手術に関しても、これも最近
増えていますので、手術前は心不全症
状がありますが、術後は弁機能が改善
するということで、これも耐容能を高
めるために心臓リハビリテーションが
重要です。
　大動脈解離に関しては、外科と内科
で対応が違うと思います。いわゆる外
科手術のほうになれば、術後は同じよ

うにリハビリを進めていく。内科の保
存的治療になっても、ずっと寝かせて
おくわけにはいきませんので、これも、
安全性を確認しながらリハビリをやっ
ていくことが重要だと思います。
　池脇　心不全で入退院を繰り返す方
のリハビリとは対照的に、CABGや弁
膜症手術のあとは心臓そのものがよく
なっていますので、リハビリの効果も
より期待できるのでしょうか。
　牧田　それは十分期待できます。心
臓を自動車のエンジンにたとえると、
エンジンを直しても、足回りがよくな
らないと、自動車としての機能が全然
伴いません。足回りである足腰をしっ
かり鍛える。要するにしっかり歩くこ
とが必要になってきますので、心臓リ
ハビリテーションを併せてやる必要が
あると思います。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　下山先生、今回の話題はけっ
こう深刻な問題かなという気がいたし
ますが、一般的に痛み止めといいます
と、今NSAIDsが一番多く使用されて
いると思われますが、腎機能悪化の副
作用も有名ですので、さあどうするか
というところになるかと思われます。
まず具体的に痛み止めとなると、現在、
NSAIDsが経口薬としては最も強いと
見てよろしいでしょうか。
　下山　そうですね。一般的には、痛
みがあるとすると、多くの場合、炎症
性の変化による痛みであることも多い
ということから、やはりNSAIDsを中
心とした痛みの治療が始められると思
います。
　山内　NSAIDsを用いるときの問題
点として、腎機能が悪い方に対して使
う場合、２つ考えられます。一つは血

中濃度が上がるということと、もう一
つは腎機能自体を悪化させるというこ
とがあると思われます。血中濃度が上
がることに関しては大きな問題はない
と見てよろしいのでしょうか。
　下山　もともと胃潰瘍とか、それか
ら凝固障害を持つ患者さんにおいては、
NSAIDsの血中濃度が上がると、それ
らの疾患に対する影響は多少あるかも
しれませんが、通常は血中濃度の上昇
という観点ではあまり気になさらない
でいいように思います。
　山内　そうしますと、やはり腎機能
の悪化ということですね。
　下山　はい。
　山内　このメカニズムないし、原因
というのは何かわかっているのでしょ
うか。
　下山　NSAIDsの作用機序は、体内

腎機能障害の疼痛治療

東京慈恵会医科大学麻酔科学講座教授
下　山　直　人

（聞き手　山内俊一）

　腎機能障害者の非がん性疼痛治療について。何をどのくらいの量で使い分け
るかご教示ください。

＜群馬県開業医＞
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てきた外科、冠動脈のバイパス術後、
あるいは弁形成、弁置換術後、あるい
は大動脈解離、大動脈瘤、残ったこの
疾患に関して解説願いたいのですが。
　牧田　冠動脈バイパス術は、いわゆ
る冠動脈疾患です。完全血行再建を外
科の先生はされますので、それは通常
の心臓リハビリテーションと同じよう
なコースに乗せて、心筋梗塞、狭心症
と同じように患者指導をやっていくこ
とになります（図２）。
　弁膜症手術に関しても、これも最近
増えていますので、手術前は心不全症
状がありますが、術後は弁機能が改善
するということで、これも耐容能を高
めるために心臓リハビリテーションが
重要です。
　大動脈解離に関しては、外科と内科
で対応が違うと思います。いわゆる外
科手術のほうになれば、術後は同じよ

うにリハビリを進めていく。内科の保
存的治療になっても、ずっと寝かせて
おくわけにはいきませんので、これも、
安全性を確認しながらリハビリをやっ
ていくことが重要だと思います。
　池脇　心不全で入退院を繰り返す方
のリハビリとは対照的に、CABGや弁
膜症手術のあとは心臓そのものがよく
なっていますので、リハビリの効果も
より期待できるのでしょうか。
　牧田　それは十分期待できます。心
臓を自動車のエンジンにたとえると、
エンジンを直しても、足回りがよくな
らないと、自動車としての機能が全然
伴いません。足回りである足腰をしっ
かり鍛える。要するにしっかり歩くこ
とが必要になってきますので、心臓リ
ハビリテーションを併せてやる必要が
あると思います。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　下山先生、今回の話題はけっ
こう深刻な問題かなという気がいたし
ますが、一般的に痛み止めといいます
と、今NSAIDsが一番多く使用されて
いると思われますが、腎機能悪化の副
作用も有名ですので、さあどうするか
というところになるかと思われます。
まず具体的に痛み止めとなると、現在、
NSAIDsが経口薬としては最も強いと
見てよろしいでしょうか。
　下山　そうですね。一般的には、痛
みがあるとすると、多くの場合、炎症
性の変化による痛みであることも多い
ということから、やはりNSAIDsを中
心とした痛みの治療が始められると思
います。
　山内　NSAIDsを用いるときの問題
点として、腎機能が悪い方に対して使
う場合、２つ考えられます。一つは血

中濃度が上がるということと、もう一
つは腎機能自体を悪化させるというこ
とがあると思われます。血中濃度が上
がることに関しては大きな問題はない
と見てよろしいのでしょうか。
　下山　もともと胃潰瘍とか、それか
ら凝固障害を持つ患者さんにおいては、
NSAIDsの血中濃度が上がると、それ
らの疾患に対する影響は多少あるかも
しれませんが、通常は血中濃度の上昇
という観点ではあまり気になさらない
でいいように思います。
　山内　そうしますと、やはり腎機能
の悪化ということですね。
　下山　はい。
　山内　このメカニズムないし、原因
というのは何かわかっているのでしょ
うか。
　下山　NSAIDsの作用機序は、体内

腎機能障害の疼痛治療

東京慈恵会医科大学麻酔科学講座教授
下　山　直　人

（聞き手　山内俊一）

　腎機能障害者の非がん性疼痛治療について。何をどのくらいの量で使い分け
るかご教示ください。

＜群馬県開業医＞
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にあるサイクロオキシゲナーゼ、いわ
ゆるアラキドンカスケードを介してプ
ロスタグランジンを産生していく過程
で働く酵素に関連しています。プロス
タグランジンは、発痛物質として作用
し痛みを起こします。つまり、NSAIDs
はサイクロオキシゲナーゼという酵素
の阻害を起こして、プロスタグランジ
ン産生、つまり発痛物質の産生を抑え
ることが機序と考えられます。
　しかし、プロスタグランジンの中に
は、いわゆる体を維持する作用、例え
ば腎機能を維持する作用を持ったもの
があり、プロスタグランジンのE２とか
I２などがこれに該当します。NSAIDs
は痛みを取るという点ではよい作用を
持っていますが、サイクロオキシゲナ
ーゼをブロックすることによって、血
流を維持するためのプロスタグランジ
ンの産生をも抑えてしまい腎機能を悪
化させるため、患者さんにとっては負
の作用を持っていることになります。
痛みを取ろうとすることによって、腎
機能を維持する血流を阻害してしまい、
痛み止めが腎機能の障害を起こすとい
う結果を引き起こすことになります。
　山内　そうしますと、NSAIDsで腎
機能が悪化しやすい例、こういったケ
ースもそのあたりに絡みそうですね。
　下山　そうですね。いわゆる腎血流
への影響の問題と考えられます。ベー
スに脱水があったり、発熱があること
で、高齢者の方とか、もともと循環血

液量が減っているような状況のときに
NSAIDsが投与されると、腎機能障害
を少し加速するような因子になるとい
うようにも思われます。
　山内　すでに腎機能が悪いとわかっ
ているようなケースですと、どういっ
たものを使われますか。
　下山　もちろん腎機能の程度により
ますけれども、まず炎症で起こってい
る痛みに対しての対策としては、やは
りNSAIDsを使うということが必要に
なる場合が多くみられます。
　炎症が強くない痛みに対しては、ア
セトアミノフェンを使ったりというこ
とで対応できると思います。ただ、鎮
痛効果が不十分であることも多く、炎
症痛に関してはNSAIDsを、検査をし
て影響を見ながら使っていくというこ
とが必要なのではないかと思います。
　山内　腎機能の検査になりますが、
急速に悪化する急性腎不全のケースも
あると思われますので、使い始めてか
らどのぐらいの頻度、間隔でこういっ
たものを見ていったらよろしいのでし
ょうか。
　下山　NSAIDsの影響としては、数
日で腎機能障害が発生するということ
を考えると、急性期において影響を見
るうえでは２～３日に１回、施行する
のが好ましいと思いますし、ある程度
使い続けた中で、腎機能が安定してい
る場合には１週間に１回でもよいと思
います。

　山内　それにしても、ある程度の頻
度でモニターしていかないと、しばら
く経ってから急に悪化するということ
もあるということですね。
　下山　先ほど申し上げた循環血液量
の変動によってNSAIDsが及ぼす影響
として、腎機能を悪化させるという要
素も出てくると思います。そういう意
味で使っている間は定期的に測って、
腎機能に障害が出現した場合には、減
量もしくは中止ということを考えたほ
うがいいと思います。
　山内　クレアチニンクリアランス、
腎機能の数値ですが、これの程度によ
って量を使い分ける、あるいは調節す
るということはどうなのでしょうか。
　下山　一般的にはクレアチニンクリ
アランス60㎖/minというような値が
NSAIDs使用にあたっての検討要素に
はなっておりますので、60㎖/min以下
のときには量を減量するということが
最初の基準として成書に書かれていま
す。ただ、それ以外の細かい基準とい
うのは実際にはありませんので、これ
は患者さん個々に個人差があるなかで、
使った反応によって投与量を調節する
ということになるのではないかと思い
ます。
　山内　そうしますと、特に外来など
ですと、クレアチニンなり、eGFRな
りを見て、それで量を調節というのも
なかなか難しいのではないでしょうか。
　下山　難しいと思います。そうい

う意味でいうと、腎機能障害の方に
NSAIDsを使うことを避けられる場合
には避けるということです。最近は特
にサイクロオキシゲナーゼの１、２
（COX-１、COX-２）という酵素の中
で、COX-１のほうが体の機能の維持
に使われるもので、COX-２というも
のがいわゆる炎症のときに発生するも
のであることがわかってきましたので、
サイクロオキシゲナーゼ２の選択的な
阻害剤を使うことによって、NSAIDs
の腎機能などに対する悪い影響を考え
ないでも痛みを取れるような時代には
なってきていると思います。
　山内　具体的にはどういった薬を使
われていますか。
　下山　基本的にはエトドラクという
薬、あとセレコキシブですね。セレコ
キシブが、多分一番質的には選択的サ
イクロオキシゲナーゼ２のインヒビタ
ーとして評価できるのではないかと思
います。
　山内　このあたり、使用量としては
通常量から始めてかまわないのでしょ
うか。
　下山　理論的には、セレコキシブの
場合には選択性がかなり高いと思われ
ますので、そういう点では通常量から
始めてよいと思いますが、投与した結
果としての血液検査は必ずやられたほ
うがいいと思います。
　山内　除痛効果は、NSAIDsと比べ
ていかがですか。
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にあるサイクロオキシゲナーゼ、いわ
ゆるアラキドンカスケードを介してプ
ロスタグランジンを産生していく過程
で働く酵素に関連しています。プロス
タグランジンは、発痛物質として作用
し痛みを起こします。つまり、NSAIDs
はサイクロオキシゲナーゼという酵素
の阻害を起こして、プロスタグランジ
ン産生、つまり発痛物質の産生を抑え
ることが機序と考えられます。
　しかし、プロスタグランジンの中に
は、いわゆる体を維持する作用、例え
ば腎機能を維持する作用を持ったもの
があり、プロスタグランジンのE２とか
I２などがこれに該当します。NSAIDs
は痛みを取るという点ではよい作用を
持っていますが、サイクロオキシゲナ
ーゼをブロックすることによって、血
流を維持するためのプロスタグランジ
ンの産生をも抑えてしまい腎機能を悪
化させるため、患者さんにとっては負
の作用を持っていることになります。
痛みを取ろうとすることによって、腎
機能を維持する血流を阻害してしまい、
痛み止めが腎機能の障害を起こすとい
う結果を引き起こすことになります。
　山内　そうしますと、NSAIDsで腎
機能が悪化しやすい例、こういったケ
ースもそのあたりに絡みそうですね。
　下山　そうですね。いわゆる腎血流
への影響の問題と考えられます。ベー
スに脱水があったり、発熱があること
で、高齢者の方とか、もともと循環血

液量が減っているような状況のときに
NSAIDsが投与されると、腎機能障害
を少し加速するような因子になるとい
うようにも思われます。
　山内　すでに腎機能が悪いとわかっ
ているようなケースですと、どういっ
たものを使われますか。
　下山　もちろん腎機能の程度により
ますけれども、まず炎症で起こってい
る痛みに対しての対策としては、やは
りNSAIDsを使うということが必要に
なる場合が多くみられます。
　炎症が強くない痛みに対しては、ア
セトアミノフェンを使ったりというこ
とで対応できると思います。ただ、鎮
痛効果が不十分であることも多く、炎
症痛に関してはNSAIDsを、検査をし
て影響を見ながら使っていくというこ
とが必要なのではないかと思います。
　山内　腎機能の検査になりますが、
急速に悪化する急性腎不全のケースも
あると思われますので、使い始めてか
らどのぐらいの頻度、間隔でこういっ
たものを見ていったらよろしいのでし
ょうか。
　下山　NSAIDsの影響としては、数
日で腎機能障害が発生するということ
を考えると、急性期において影響を見
るうえでは２～３日に１回、施行する
のが好ましいと思いますし、ある程度
使い続けた中で、腎機能が安定してい
る場合には１週間に１回でもよいと思
います。

　山内　それにしても、ある程度の頻
度でモニターしていかないと、しばら
く経ってから急に悪化するということ
もあるということですね。
　下山　先ほど申し上げた循環血液量
の変動によってNSAIDsが及ぼす影響
として、腎機能を悪化させるという要
素も出てくると思います。そういう意
味で使っている間は定期的に測って、
腎機能に障害が出現した場合には、減
量もしくは中止ということを考えたほ
うがいいと思います。
　山内　クレアチニンクリアランス、
腎機能の数値ですが、これの程度によ
って量を使い分ける、あるいは調節す
るということはどうなのでしょうか。
　下山　一般的にはクレアチニンクリ
アランス60㎖/minというような値が
NSAIDs使用にあたっての検討要素に
はなっておりますので、60㎖/min以下
のときには量を減量するということが
最初の基準として成書に書かれていま
す。ただ、それ以外の細かい基準とい
うのは実際にはありませんので、これ
は患者さん個々に個人差があるなかで、
使った反応によって投与量を調節する
ということになるのではないかと思い
ます。
　山内　そうしますと、特に外来など
ですと、クレアチニンなり、eGFRな
りを見て、それで量を調節というのも
なかなか難しいのではないでしょうか。
　下山　難しいと思います。そうい

う意味でいうと、腎機能障害の方に
NSAIDsを使うことを避けられる場合
には避けるということです。最近は特
にサイクロオキシゲナーゼの１、２
（COX-１、COX-２）という酵素の中
で、COX-１のほうが体の機能の維持
に使われるもので、COX-２というも
のがいわゆる炎症のときに発生するも
のであることがわかってきましたので、
サイクロオキシゲナーゼ２の選択的な
阻害剤を使うことによって、NSAIDs
の腎機能などに対する悪い影響を考え
ないでも痛みを取れるような時代には
なってきていると思います。
　山内　具体的にはどういった薬を使
われていますか。
　下山　基本的にはエトドラクという
薬、あとセレコキシブですね。セレコ
キシブが、多分一番質的には選択的サ
イクロオキシゲナーゼ２のインヒビタ
ーとして評価できるのではないかと思
います。
　山内　このあたり、使用量としては
通常量から始めてかまわないのでしょ
うか。
　下山　理論的には、セレコキシブの
場合には選択性がかなり高いと思われ
ますので、そういう点では通常量から
始めてよいと思いますが、投与した結
果としての血液検査は必ずやられたほ
うがいいと思います。
　山内　除痛効果は、NSAIDsと比べ
ていかがですか。
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　下山　これは経験的な印象ですけれ
ども、セレコキシブ系で鎮痛が不十分
なときに、通常のNSAIDsに代えると
鎮痛効果が上がったということがあり
ました。その点からいうと少し弱めか
なという印象はあります。ただ、腎機
能障害に関していうと、副作用として
は少ない可能性がありますので、そう
いう点では腎機能が関連するときには
セレコキシブ系のほうがよいと思いま
す。
　山内　質問では、癌性の痛みは除く
ということですが、実際には癌性の痛
みは非常に強いものが多いので、現場
としてむしろ困るのはこちらのほうか
なという気もいたしますが。
　下山　そう思います。癌性疼痛に関
しまして、アセトアミノフェンなどで
補える部分の痛みでしたらいいのです
けれども、癌性痛には、骨転移痛など
も多く、骨の痛みは基本的に炎症性の
痛みが中心ですので、NSAIDsが必要
となります。また、骨転移の痛み、骨
の痛みはオピオイドが効きにくいタイ
プといわれていますので、骨転移痛を
取るためにはNSAIDsを何とか使って

いきたいというふうに考える場合が多
いと思います。
　山内　ただし、不幸にしてうまくい
かない場合、腎機能が悪化していくよ
うなケースですが、この場合で痛みが
強い場合、一般論としては最終的には
どういったものを使うのでしょうか。
　下山　強い痛みに対しては、強オピ
オイドといわれるモルヒネ、オキシコ
ドン、フェンタニルという薬が、もち
ろん全く効かないわけではありません
し、もともと鎮痛作用としては強いも
のです。そういう点ではNSAIDsを使
わない状態で、強オピオイドに加えて、
アセトアミノフェンを加えるというか
たちでの対応がその時点では一番いい
方法かなと思います。また放射線療法、
ビスフォスフォネート製剤も早期に検
討すべきと思います。
　山内　いずれにしても、腎機能障害
のある方に痛み止めを出すときには、
実際は風邪薬などでけっこう出されて
しまうときも多いのですが、十分注意
しましょうということですね。
　下山　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　山内　小川先生、このトリコフィト
ントンズランスですが、あまり耳慣れ
ない感じもいたしますが、どういった
ものなのでしょうか。
　小川　トリコフィトントンズランス
とは、通常のタムシ、シラクモと呼ば
れる白癬の原因菌です。一般の足水虫
の原因菌とは種類が異なります。この
菌はもともと中南米の土着の菌でした
が、2000年ごろより格闘技選手の国際
交流試合を通じて日本に持ち込まれ、
格闘技選手、学校内、家族、友人の間
で流行するようになり、真菌症新興感
染症の一つとして社会問題となってい
ます。

　山内　実際にどのぐらいの頻度で見
られるものなのでしょうか。
　小川　一般家庭ではまだわからない
のですが、本感染症の報告は日本では
2001年ごろより急増しています。当初
は大学生、高校生の格闘技選手での感
染が主でした。2005年には中学生の競
技者にも感染が拡大していることが確
認されました。同時期より競技者から
家族への感染や、中学生、小学生など
の低年齢層の競技者での感染が報告さ
れるようになりました。また、感染経
路が不明の患者の報告も見られ、一般
社会への拡大が危惧されるようになり
ました。現在でも格闘技クラブ内での

トリコフィトントンズランス感染症

順天堂大学皮膚科講師
小　川　祐　美

（聞き手　山内俊一）

　トリコフィトントンズランス感染症について以下の点をご教示ください。
　１．格闘技競技者を中心に報告例が続いていると聞くがその真偽。
　２．症状、治療、予後。
　３．競技者における保菌率。
　４．小・中・高校生のいずれにも見られるのか。
　５．予防法。

＜岡山県開業医＞

28 （668） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） （669）  29

1309本文.indd   28-29 13/08/12   16:26



　下山　これは経験的な印象ですけれ
ども、セレコキシブ系で鎮痛が不十分
なときに、通常のNSAIDsに代えると
鎮痛効果が上がったということがあり
ました。その点からいうと少し弱めか
なという印象はあります。ただ、腎機
能障害に関していうと、副作用として
は少ない可能性がありますので、そう
いう点では腎機能が関連するときには
セレコキシブ系のほうがよいと思いま
す。
　山内　質問では、癌性の痛みは除く
ということですが、実際には癌性の痛
みは非常に強いものが多いので、現場
としてむしろ困るのはこちらのほうか
なという気もいたしますが。
　下山　そう思います。癌性疼痛に関
しまして、アセトアミノフェンなどで
補える部分の痛みでしたらいいのです
けれども、癌性痛には、骨転移痛など
も多く、骨の痛みは基本的に炎症性の
痛みが中心ですので、NSAIDsが必要
となります。また、骨転移の痛み、骨
の痛みはオピオイドが効きにくいタイ
プといわれていますので、骨転移痛を
取るためにはNSAIDsを何とか使って

いきたいというふうに考える場合が多
いと思います。
　山内　ただし、不幸にしてうまくい
かない場合、腎機能が悪化していくよ
うなケースですが、この場合で痛みが
強い場合、一般論としては最終的には
どういったものを使うのでしょうか。
　下山　強い痛みに対しては、強オピ
オイドといわれるモルヒネ、オキシコ
ドン、フェンタニルという薬が、もち
ろん全く効かないわけではありません
し、もともと鎮痛作用としては強いも
のです。そういう点ではNSAIDsを使
わない状態で、強オピオイドに加えて、
アセトアミノフェンを加えるというか
たちでの対応がその時点では一番いい
方法かなと思います。また放射線療法、
ビスフォスフォネート製剤も早期に検
討すべきと思います。
　山内　いずれにしても、腎機能障害
のある方に痛み止めを出すときには、
実際は風邪薬などでけっこう出されて
しまうときも多いのですが、十分注意
しましょうということですね。
　下山　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　山内　小川先生、このトリコフィト
ントンズランスですが、あまり耳慣れ
ない感じもいたしますが、どういった
ものなのでしょうか。
　小川　トリコフィトントンズランス
とは、通常のタムシ、シラクモと呼ば
れる白癬の原因菌です。一般の足水虫
の原因菌とは種類が異なります。この
菌はもともと中南米の土着の菌でした
が、2000年ごろより格闘技選手の国際
交流試合を通じて日本に持ち込まれ、
格闘技選手、学校内、家族、友人の間
で流行するようになり、真菌症新興感
染症の一つとして社会問題となってい
ます。

　山内　実際にどのぐらいの頻度で見
られるものなのでしょうか。
　小川　一般家庭ではまだわからない
のですが、本感染症の報告は日本では
2001年ごろより急増しています。当初
は大学生、高校生の格闘技選手での感
染が主でした。2005年には中学生の競
技者にも感染が拡大していることが確
認されました。同時期より競技者から
家族への感染や、中学生、小学生など
の低年齢層の競技者での感染が報告さ
れるようになりました。また、感染経
路が不明の患者の報告も見られ、一般
社会への拡大が危惧されるようになり
ました。現在でも格闘技クラブ内での

トリコフィトントンズランス感染症

順天堂大学皮膚科講師
小　川　祐　美

（聞き手　山内俊一）

　トリコフィトントンズランス感染症について以下の点をご教示ください。
　１．格闘技競技者を中心に報告例が続いていると聞くがその真偽。
　２．症状、治療、予後。
　３．競技者における保菌率。
　４．小・中・高校生のいずれにも見られるのか。
　５．予防法。

＜岡山県開業医＞
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集団発生、兄弟での感染例、一例報告
などが学会や論文など、様々なかたち
で数多く報告されており、本感染症が
終息したとは考えにくいのが現状です。
　山内　競技者に多いということです
が、競技者の保菌率などはわかってい
るのでしょうか。
　小川　最初に我々が調査を行ったの
は2004年です。日本全国の大学、高校、
49施設の柔道部員、1,000名の検診結果
では、頭部の菌陽性者は11.5％でした。
そのうち、タムシ症状がない無症候性
キャリアは10％でした。2005年には全
国中学校柔道大会の出場選手を調査し、
９％が菌陽性でした。その後は日本柔
道連盟の大学生を対象に簡易調査を続
けています。
　最近の過去５年間では、平均1,200名
が調査に参加しています。そのうち頭
部から菌が検出される割合は、2008年
度は11％、2009年度は６％と半分に減
少しました。その後も、2010年は６％、
2011年は5.4％と、緩やかに減少傾向を
示していましたが、2012年度は6.7％と
再び増加傾向になりました。
　山内　無症候性のキャリアもけっこ
う多いとみてよろしいわけでしょうか。
　小川　そうですね。ブラシ検査陽性
者のうち、本人の自覚症状がないのが
無症候性キャリアですが、2008年度は
86％、2009年度は92％、2010年度は90
％と、陽性者の大部分でした。2011年
度では未回答の１名を除く全員が無症

候で、2012年度も94.6％と極めて高率
でした。また、検査を受けた全対象者
の60％以上が過去に白癬の既往を自覚
していました。これは競技現場におけ
る本感染症の感染拡大がいまだに広範
囲にわたっていることを示していると
考えます。
　山内　小学校、中学校、あるいは高
校生、こういったあたりにも広がって
いるのでしょうか。
　小川　小学生の集団検診や大規模調
査の報告はまだありません。学会や論
文報告などから推察すると、競技で感
染する例もありますが、家族内感染に
おいては中・高生より多い印象があり
ます。中学生に関しては、集団検診は
2005年以降、実施できておりませんが、
その時点で中学生の柔道選手にも感染
が拡大していることが確認されていま
す。高校生の競技者では初期から感染
が見られています。また、2012年度の
大学生の調査で学年別の感染率を見る
と、１年生が14.2％、２年生が７％、
３年生が2.4％、４年生以上は３％と、
平均6.7％でした。１年生ではほかの学
年より陽性率が高いことから、入学前
の高校時代から感染していることが予
想されます。
　山内　先ほどタムシ、シラクモとい
う古くから有名な病気の原因菌という
ことで非常にわかりやすかったのです
が、疾患の具体的な症状の特徴を少し
解説していただけますか。

　小川　体部白癬は、競技で触れ合う
露出部である顔、首、上半身に単発あ
るいは多発する直径１～２㎝の鱗屑を
伴う淡い紅斑で、中心治癒傾向が見ら
れます。典型的な体部白癬とは異なる
症状を呈することも多く、白癬を疑う
ことが重要です。
　頭部白癬は３つの病型に分類され、
鱗屑や痂皮が少しできる脂漏性皮膚炎
型、黒点が生じ、自覚症状に乏しい黒
点状白癬、強い炎症を生じるケルスス
禿瘡です。特に重要なのは無症候性キ
ャリアで、かゆみや脱毛など頭部白癬
の症状は認めないにもかかわらず、ブ
ラシ検査で陽性となる保菌者です。周
囲への感染源となります。
　山内　診断はどのようにしてなされ
るわけでしょうか。
　小川　通常の白癬の診断と同じで、
鏡検と真菌培養が必要です。培養する
ことによって原因菌を分離・同定し、
トリコフィトントンズランスなのか、
それ以外の白癬菌か判断できます。し
かし、本感染症では注意深く観察しな
いと皮疹を確認することが困難な例も
多く、皮膚科専門医でも誤診してしま
うことが多いです。
　特に、無症候性キャリアの診断には
洗髪用の丸型シャンプーブラシを用い
た検査が必要です。頭部全体をブラシ
でこすり、平板培地に押しつけるよう
に接種し培養します。頭部に軽いかゆ
みや薄毛を訴える場合、その部位をよ

く見ると、毛根に一致して黒点を見つ
けることができます。この黒点をピン
セットで押し出して顕微鏡で見ると、
毛内に大型の胞子を観察することがで
きます。
　山内　これは慣れた皮膚科の専門の
先生ですと形態学的に鑑別が可能とみ
てよろしいわけでしょうか。
　小川　そうですね。ただ、白癬を疑
わないと全く診断がつかないという点
と、自覚症状に乏しいというのが特徴
なので、その辺をまず疑ってかかるこ
とが本当に重要だと思います。
　山内　格闘技の競技者だと、特に疑
ったほうがいいということですね。
　小川　そうですね。可能性は高いと
思います。
　山内　さて、治療ですが、これはい
かがでしょう。
　小川　治療は、抗真菌剤の内服と外
用が基本です。ガイドラインの治療は、
体部白癬のみの場合と、頭部白癬およ
び頭部のブラシ検査陽性者で分けてい
ます。頭部白癬の場合、早期にきちん
と治しておくことが重要です。放置す
ると菌が毛髪に入ってしまい、保菌者
になってしまいます。診察時に症状が
普通の白癬と違うと感じたときには、
必ず「柔道やレスリングなどの格闘技
をやっていますか」と聞くことが大切
です。「何か変だな、とりあえず外用
ステロイドで様子を見よう」と考える
ことは間違いです。
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集団発生、兄弟での感染例、一例報告
などが学会や論文など、様々なかたち
で数多く報告されており、本感染症が
終息したとは考えにくいのが現状です。
　山内　競技者に多いということです
が、競技者の保菌率などはわかってい
るのでしょうか。
　小川　最初に我々が調査を行ったの
は2004年です。日本全国の大学、高校、
49施設の柔道部員、1,000名の検診結果
では、頭部の菌陽性者は11.5％でした。
そのうち、タムシ症状がない無症候性
キャリアは10％でした。2005年には全
国中学校柔道大会の出場選手を調査し、
９％が菌陽性でした。その後は日本柔
道連盟の大学生を対象に簡易調査を続
けています。
　最近の過去５年間では、平均1,200名
が調査に参加しています。そのうち頭
部から菌が検出される割合は、2008年
度は11％、2009年度は６％と半分に減
少しました。その後も、2010年は６％、
2011年は5.4％と、緩やかに減少傾向を
示していましたが、2012年度は6.7％と
再び増加傾向になりました。
　山内　無症候性のキャリアもけっこ
う多いとみてよろしいわけでしょうか。
　小川　そうですね。ブラシ検査陽性
者のうち、本人の自覚症状がないのが
無症候性キャリアですが、2008年度は
86％、2009年度は92％、2010年度は90
％と、陽性者の大部分でした。2011年
度では未回答の１名を除く全員が無症

候で、2012年度も94.6％と極めて高率
でした。また、検査を受けた全対象者
の60％以上が過去に白癬の既往を自覚
していました。これは競技現場におけ
る本感染症の感染拡大がいまだに広範
囲にわたっていることを示していると
考えます。
　山内　小学校、中学校、あるいは高
校生、こういったあたりにも広がって
いるのでしょうか。
　小川　小学生の集団検診や大規模調
査の報告はまだありません。学会や論
文報告などから推察すると、競技で感
染する例もありますが、家族内感染に
おいては中・高生より多い印象があり
ます。中学生に関しては、集団検診は
2005年以降、実施できておりませんが、
その時点で中学生の柔道選手にも感染
が拡大していることが確認されていま
す。高校生の競技者では初期から感染
が見られています。また、2012年度の
大学生の調査で学年別の感染率を見る
と、１年生が14.2％、２年生が７％、
３年生が2.4％、４年生以上は３％と、
平均6.7％でした。１年生ではほかの学
年より陽性率が高いことから、入学前
の高校時代から感染していることが予
想されます。
　山内　先ほどタムシ、シラクモとい
う古くから有名な病気の原因菌という
ことで非常にわかりやすかったのです
が、疾患の具体的な症状の特徴を少し
解説していただけますか。

　小川　体部白癬は、競技で触れ合う
露出部である顔、首、上半身に単発あ
るいは多発する直径１～２㎝の鱗屑を
伴う淡い紅斑で、中心治癒傾向が見ら
れます。典型的な体部白癬とは異なる
症状を呈することも多く、白癬を疑う
ことが重要です。
　頭部白癬は３つの病型に分類され、
鱗屑や痂皮が少しできる脂漏性皮膚炎
型、黒点が生じ、自覚症状に乏しい黒
点状白癬、強い炎症を生じるケルスス
禿瘡です。特に重要なのは無症候性キ
ャリアで、かゆみや脱毛など頭部白癬
の症状は認めないにもかかわらず、ブ
ラシ検査で陽性となる保菌者です。周
囲への感染源となります。
　山内　診断はどのようにしてなされ
るわけでしょうか。
　小川　通常の白癬の診断と同じで、
鏡検と真菌培養が必要です。培養する
ことによって原因菌を分離・同定し、
トリコフィトントンズランスなのか、
それ以外の白癬菌か判断できます。し
かし、本感染症では注意深く観察しな
いと皮疹を確認することが困難な例も
多く、皮膚科専門医でも誤診してしま
うことが多いです。
　特に、無症候性キャリアの診断には
洗髪用の丸型シャンプーブラシを用い
た検査が必要です。頭部全体をブラシ
でこすり、平板培地に押しつけるよう
に接種し培養します。頭部に軽いかゆ
みや薄毛を訴える場合、その部位をよ

く見ると、毛根に一致して黒点を見つ
けることができます。この黒点をピン
セットで押し出して顕微鏡で見ると、
毛内に大型の胞子を観察することがで
きます。
　山内　これは慣れた皮膚科の専門の
先生ですと形態学的に鑑別が可能とみ
てよろしいわけでしょうか。
　小川　そうですね。ただ、白癬を疑
わないと全く診断がつかないという点
と、自覚症状に乏しいというのが特徴
なので、その辺をまず疑ってかかるこ
とが本当に重要だと思います。
　山内　格闘技の競技者だと、特に疑
ったほうがいいということですね。
　小川　そうですね。可能性は高いと
思います。
　山内　さて、治療ですが、これはい
かがでしょう。
　小川　治療は、抗真菌剤の内服と外
用が基本です。ガイドラインの治療は、
体部白癬のみの場合と、頭部白癬およ
び頭部のブラシ検査陽性者で分けてい
ます。頭部白癬の場合、早期にきちん
と治しておくことが重要です。放置す
ると菌が毛髪に入ってしまい、保菌者
になってしまいます。診察時に症状が
普通の白癬と違うと感じたときには、
必ず「柔道やレスリングなどの格闘技
をやっていますか」と聞くことが大切
です。「何か変だな、とりあえず外用
ステロイドで様子を見よう」と考える
ことは間違いです。
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　山内　これが一番大きな問題ですね。
ステロイドをつい使用してしまうと、
非常に危ないということですね。
　小川　そうですね。ケルスス禿瘡に
なってしまう方はほとんどステロイド
を外用しています。また、対象が集団
ですので、早期に治療する必要があり
ます。外用抗真菌剤の使用法は、患者
さんには「１週間ぐらいで症状は消失
しますが、途中でやめないで、１カ月
間塗ってください。途中でやめると必
ず再発します」と念を押すことが大切
です。外用薬の効果が遅い、再発する
などの場合は、内服抗真菌薬を併用し
ます。
　山内　内服というのが最近は多いよ
うですが、内服の適応になるのはどう
いった方なのでしょうか。
　小川　まず、頭部に菌がある場合、
これは内服治療が必要です。また、頭
部白癬と診断されなくても、ブラシ検
査陽性という無症候性キャリアも内服
治療が必要です。具体的には、イトラ
コナゾール、または塩酸テルビナフィ
ンのパルス投与、２回内服すれば菌は
８割、陰性化します。菌が消えたかど
うか、３カ月後にブラシの検査を施行
しています。クラブ内では全員で検査、
治療を行わないと意味がないので、全
員で以上の治療方針を理解するように
指導しています。また、ヘアブラシ検
査で２集落以下と菌量が少ない人では、
抗真菌剤含有ミコナゾールシャンプー

を１日おきぐらいの頻度で３カ月間使
用し、様子を見る場合もあります。
　山内　これは予防もできそうな感じ
もいたしますが、いかがでしょうか。
　小川　一番大事なのは、それを理解
してもらうことです。本感染症は、格
闘技選手だけではなく、一般家庭にも
蔓延している可能性が高く、より厳し
い対策が必要です。予防法としては、
次のような生活指導を行っています。
練習場および自分の部屋の掃除、練習
着の洗濯は毎日すること、練習直後に
シャワーや入浴をして頭や体をよく洗
うこと、部員や家族、友人に疑わしい
症状があれば治療を勧める。練習前に
ボディチェックをして、皮疹がある人
は練習を休んでもらう。また、頭髪の
保菌者は必ず内服治療を受けるように
と説明しています。
　現在、全国の柔道連盟では定期的な
ブラシ検査を行っています。十分に指
導することで、競技を継続しながらチ
ーム全体の感染コントロールも可能で
す。
　山内　これも接触感染になるのです
が、比較的容易に感染すると見てよろ
しいのでしょうか。
　小川　そうですね。トリコフィトン
トンズランスという菌自体がヒト好性
菌に分類され、ヒトからヒトにうつり
やすいという菌の種類ですので、動物
好性菌、すなわち通常動物に寄生して
いる菌よりも症状が軽く、容易にヒト

からヒトにと感染するという特徴を示
します。
　山内　治療に関するネットワークも
必要かなと思われますが、いかがでし
ょうか。
　小川　一番の問題は、無症候性キャ
リアが社会に出て行き広がっていると
考えられますので、無症候性キャリア
を発見して治療することが本当に必要

だと思っています。そのためには、診
断・治療ネットワークの構築が必要で
すが、我々は学会などで宣伝するだけ
ではなく、トンズランス感染症研究会
専用ホームページを開設しています。
検索用語は、トンズランス感染症研究
会、またはアルファベットでtonsurans.
jpです。ご参照いただければ幸いです。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　これが一番大きな問題ですね。
ステロイドをつい使用してしまうと、
非常に危ないということですね。
　小川　そうですね。ケルスス禿瘡に
なってしまう方はほとんどステロイド
を外用しています。また、対象が集団
ですので、早期に治療する必要があり
ます。外用抗真菌剤の使用法は、患者
さんには「１週間ぐらいで症状は消失
しますが、途中でやめないで、１カ月
間塗ってください。途中でやめると必
ず再発します」と念を押すことが大切
です。外用薬の効果が遅い、再発する
などの場合は、内服抗真菌薬を併用し
ます。
　山内　内服というのが最近は多いよ
うですが、内服の適応になるのはどう
いった方なのでしょうか。
　小川　まず、頭部に菌がある場合、
これは内服治療が必要です。また、頭
部白癬と診断されなくても、ブラシ検
査陽性という無症候性キャリアも内服
治療が必要です。具体的には、イトラ
コナゾール、または塩酸テルビナフィ
ンのパルス投与、２回内服すれば菌は
８割、陰性化します。菌が消えたかど
うか、３カ月後にブラシの検査を施行
しています。クラブ内では全員で検査、
治療を行わないと意味がないので、全
員で以上の治療方針を理解するように
指導しています。また、ヘアブラシ検
査で２集落以下と菌量が少ない人では、
抗真菌剤含有ミコナゾールシャンプー

を１日おきぐらいの頻度で３カ月間使
用し、様子を見る場合もあります。
　山内　これは予防もできそうな感じ
もいたしますが、いかがでしょうか。
　小川　一番大事なのは、それを理解
してもらうことです。本感染症は、格
闘技選手だけではなく、一般家庭にも
蔓延している可能性が高く、より厳し
い対策が必要です。予防法としては、
次のような生活指導を行っています。
練習場および自分の部屋の掃除、練習
着の洗濯は毎日すること、練習直後に
シャワーや入浴をして頭や体をよく洗
うこと、部員や家族、友人に疑わしい
症状があれば治療を勧める。練習前に
ボディチェックをして、皮疹がある人
は練習を休んでもらう。また、頭髪の
保菌者は必ず内服治療を受けるように
と説明しています。
　現在、全国の柔道連盟では定期的な
ブラシ検査を行っています。十分に指
導することで、競技を継続しながらチ
ーム全体の感染コントロールも可能で
す。
　山内　これも接触感染になるのです
が、比較的容易に感染すると見てよろ
しいのでしょうか。
　小川　そうですね。トリコフィトン
トンズランスという菌自体がヒト好性
菌に分類され、ヒトからヒトにうつり
やすいという菌の種類ですので、動物
好性菌、すなわち通常動物に寄生して
いる菌よりも症状が軽く、容易にヒト

からヒトにと感染するという特徴を示
します。
　山内　治療に関するネットワークも
必要かなと思われますが、いかがでし
ょうか。
　小川　一番の問題は、無症候性キャ
リアが社会に出て行き広がっていると
考えられますので、無症候性キャリア
を発見して治療することが本当に必要

だと思っています。そのためには、診
断・治療ネットワークの構築が必要で
すが、我々は学会などで宣伝するだけ
ではなく、トンズランス感染症研究会
専用ホームページを開設しています。
検索用語は、トンズランス感染症研究
会、またはアルファベットでtonsurans.
jpです。ご参照いただければ幸いです。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　朝倉先生、まず過活動膀胱で
すが、最近非常に話題になっています
が、これの病態などについて、また、
老人でよくみられる神経因性膀胱、こ
のあたりとの兼ね合いについて教えて
いただけますか。
　朝倉　過活動膀胱というのは、尿意
切迫感、病的な「おしっこをしたくな
る」という症状があればつけていいと
いう、症状を基準にした症候群なので
す。ですから、当然膀胱固有の膀胱炎
だとか膀胱結石とか、そういうものを
除外して、おしっこがしたくなる症状
があればとりあえず使っていい病名に
なります。ですから、先生がおっしゃ
った神経因性膀胱も、症状があれば、
一応はそういう過活動膀胱という病名
をつけていいということになります。

　山内　症状が主体となったというこ
とですね。
　朝倉　はい。
　山内　そうしますと、私もそうなの
ですが、年をとってくるとだんだんト
イレが近くなりますよね。これは原則
的にはみんなこの症候群に入ってきて
しまうと見てよろしいのでしょうか。
　朝倉　一応そういう考えでいいと思
います。ただ、注意しなければいけな
いことがありまして、昔から膀胱とい
うのは「心の鏡」といわれていますよ
うに、私などは昔、怖い先生のところ
に行く前にトイレへ行くといったこと
がありましたし、今、水を飲むことが
比較的健康にいいといわれていますの
で、すごく水を飲む方がいらっしゃい
ます。そういった心因性のもの、ある

いはやたら水を飲むということは除外
しなければならないのですが、とりあ
えずはおしっこをしたくなる症状があ
れば、一応考えていい疾患ということ
になっております。
　山内　神経質でトイレが近いという
のも、一応加えておいてもかまわない
ということですね。
　朝倉　そうですね。
　山内　そうしますと、非常に高い頻
度になると思いますので、実際に薬を
介入させるかどうか。全例でやってい
たら、とんでもないかなという感じに
なってしまうのですが。
　朝倉　実際、どういう患者さんに使
うかというのは非常に難しいところだ
と思うのですが、初期治療として薬物
療法を開始してもよいことになります。
先ほど申し上げたような、明らかに精
神的に緊張する方とか、お水をいっぱ
い飲む方、もちろん、膀胱炎とか、検
尿でわかりますけれども、膀胱固有の
疾患を除外することが大事だと思いま
す。
　それと、もちろん副作用はあるので
すが、薬を投与すると治るのは過活動
膀胱で、治らないのはそれ以外に要因
がある。そういう考え方も実際あるの
です。
　山内　治療的診断ができるほど有効
性が高い薬と見てよろしいわけですね。
　朝倉　そうですね。
　山内　ただ、薬剤を投与するときの

判断は結局は患者さんのQOLというこ
とになりますか。
　朝倉　そのとおりです。
　山内　従来はどういった薬剤が使わ
れていたのでしょうか。
　朝倉　いわゆる抗コリン剤が過活動
膀胱に関しては一番大事な薬でして、
膀胱をリラックスさせる。ただ、抗コ
リン剤というのは膀胱をリラックスさ
せる代わりに収縮力を落としますので、
いわゆる尿が出なくなる状況を起こす
こともありますし、あとはムスカリン
受容体というもの、膀胱だけでなくて、
唾液腺とか消化管にもありますので、
口内乾燥症、唾液が出なくなるとか、
便秘という副作用もあります。副作用
には注意しなくてはならないと思いま
す。
　一応抗コリン剤は、昔からある薬剤
で、第１から第４、５世代まであるの
ですけれども、現在は、副作用が少な
いものが開発されてきています。抗コ
リン剤が、過活動膀胱治療のスタンダ
ードであることには変わりはないと思
います。
　山内　それとまた別系統で、イミダ
フェナシン、あるいはその類似薬とい
いますか、こういったものが出てきた
と見てよろしいのでしょうか。
　朝倉　今回質問のイミダフェナシン
は抗コリン剤に入るのですが、最近、
β3刺激剤というものが出てきまして、
これは副作用が少ない。ただ、抗コリ

過活動膀胱治療薬の作用機序

埼玉医科大学病院泌尿器科教授
朝　倉　博　孝

（聞き手　山内俊一）

　過活動膀胱の治療薬のイミダフェナシン（ウリトス、ステーブラ）は膀胱容
量を増大するだけでなく腎での尿の産生を抑制する作用がC線維を介してある
とのこと。作用機序についてご教示ください。

＜埼玉県開業医＞

34 （674） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） （675）  35

1309本文.indd   34-35 13/08/12   16:26



　山内　朝倉先生、まず過活動膀胱で
すが、最近非常に話題になっています
が、これの病態などについて、また、
老人でよくみられる神経因性膀胱、こ
のあたりとの兼ね合いについて教えて
いただけますか。
　朝倉　過活動膀胱というのは、尿意
切迫感、病的な「おしっこをしたくな
る」という症状があればつけていいと
いう、症状を基準にした症候群なので
す。ですから、当然膀胱固有の膀胱炎
だとか膀胱結石とか、そういうものを
除外して、おしっこがしたくなる症状
があればとりあえず使っていい病名に
なります。ですから、先生がおっしゃ
った神経因性膀胱も、症状があれば、
一応はそういう過活動膀胱という病名
をつけていいということになります。

　山内　症状が主体となったというこ
とですね。
　朝倉　はい。
　山内　そうしますと、私もそうなの
ですが、年をとってくるとだんだんト
イレが近くなりますよね。これは原則
的にはみんなこの症候群に入ってきて
しまうと見てよろしいのでしょうか。
　朝倉　一応そういう考えでいいと思
います。ただ、注意しなければいけな
いことがありまして、昔から膀胱とい
うのは「心の鏡」といわれていますよ
うに、私などは昔、怖い先生のところ
に行く前にトイレへ行くといったこと
がありましたし、今、水を飲むことが
比較的健康にいいといわれていますの
で、すごく水を飲む方がいらっしゃい
ます。そういった心因性のもの、ある

いはやたら水を飲むということは除外
しなければならないのですが、とりあ
えずはおしっこをしたくなる症状があ
れば、一応考えていい疾患ということ
になっております。
　山内　神経質でトイレが近いという
のも、一応加えておいてもかまわない
ということですね。
　朝倉　そうですね。
　山内　そうしますと、非常に高い頻
度になると思いますので、実際に薬を
介入させるかどうか。全例でやってい
たら、とんでもないかなという感じに
なってしまうのですが。
　朝倉　実際、どういう患者さんに使
うかというのは非常に難しいところだ
と思うのですが、初期治療として薬物
療法を開始してもよいことになります。
先ほど申し上げたような、明らかに精
神的に緊張する方とか、お水をいっぱ
い飲む方、もちろん、膀胱炎とか、検
尿でわかりますけれども、膀胱固有の
疾患を除外することが大事だと思いま
す。
　それと、もちろん副作用はあるので
すが、薬を投与すると治るのは過活動
膀胱で、治らないのはそれ以外に要因
がある。そういう考え方も実際あるの
です。
　山内　治療的診断ができるほど有効
性が高い薬と見てよろしいわけですね。
　朝倉　そうですね。
　山内　ただ、薬剤を投与するときの

判断は結局は患者さんのQOLというこ
とになりますか。
　朝倉　そのとおりです。
　山内　従来はどういった薬剤が使わ
れていたのでしょうか。
　朝倉　いわゆる抗コリン剤が過活動
膀胱に関しては一番大事な薬でして、
膀胱をリラックスさせる。ただ、抗コ
リン剤というのは膀胱をリラックスさ
せる代わりに収縮力を落としますので、
いわゆる尿が出なくなる状況を起こす
こともありますし、あとはムスカリン
受容体というもの、膀胱だけでなくて、
唾液腺とか消化管にもありますので、
口内乾燥症、唾液が出なくなるとか、
便秘という副作用もあります。副作用
には注意しなくてはならないと思いま
す。
　一応抗コリン剤は、昔からある薬剤
で、第１から第４、５世代まであるの
ですけれども、現在は、副作用が少な
いものが開発されてきています。抗コ
リン剤が、過活動膀胱治療のスタンダ
ードであることには変わりはないと思
います。
　山内　それとまた別系統で、イミダ
フェナシン、あるいはその類似薬とい
いますか、こういったものが出てきた
と見てよろしいのでしょうか。
　朝倉　今回質問のイミダフェナシン
は抗コリン剤に入るのですが、最近、
β3刺激剤というものが出てきまして、
これは副作用が少ない。ただ、抗コリ

過活動膀胱治療薬の作用機序

埼玉医科大学病院泌尿器科教授
朝　倉　博　孝

（聞き手　山内俊一）

　過活動膀胱の治療薬のイミダフェナシン（ウリトス、ステーブラ）は膀胱容
量を増大するだけでなく腎での尿の産生を抑制する作用がC線維を介してある
とのこと。作用機序についてご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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ン剤が主要なものであることに変わり
はないわけです。
　山内　イミダフェナシンは現時点で
は比較的脚光を浴びている薬だと思わ
れますが、従来の抗コリン剤に比べて
優れたところはどういったところなの
でしょうか。
　朝倉　最近の抗コリン剤というのは
基本的には１日１回なのです。イミダ
フェナシンは１日２回。つまり、作用
時間が短いから、１日２回内服しなけ
ればいけないということになります。
一つの考え方として、半日しか効きま
せんので、例えば夜だけ、いわゆる過
活動膀胱症状を抑える。要するに、夜
間頻尿には夜だけのませるというのが
理屈のうえではいいので、そういう使
い方もできる。逆に、コンプライアン
スという意味では１日１回のほうがい
いのですけれども、作用時間が短いの
を利用して、昼間は投与せず、夜だけ
投与し、夜だけ効くということになり、
副作用も回避できるというのは、一つ
特徴にはなると思います。
　山内　確かに、夜、トイレが近くて、
あまり寝られない、しばしば起きるご
老人がけっこう多いですから、そうい
った方々には非常に朗報になりますね。
　朝倉　夜間頻尿は１日１回でも起き
れば、最近の定義では夜間頻尿という
ことになるのですけれども、２つメカ
ニズムがありまして、一つは今の過活
動膀胱と関係がある、膀胱が勝手に収

縮してしまう、不安定な状況で膀胱容
量が小さくなってしまうというのが一
つ。もう一つは、夜間尿量、産生され
る量が増える。夜間多尿というのです
けれども、この２つのメカニズムがあ
るのです。
　従来は抗コリン剤というのは、最初
に申し上げましたけれども、膀胱をリ
ラックスさせる。ですから、夜の過活
動膀胱症状というか、そういうものを
抑えるという意味では非常によかった
のですけれども、古いものですと夜間
多尿に関して効かないというデータが
あったのです。ところが、最近開発さ
れたイミダフェナシンだとかトルテロ
ジンは尿量産生も抑えるので、膀胱も
リラックスさせるし、夜間の尿の産生
量も抑えるということで効果があると
いわれています。そこが大きな魅力に
はなると思います。
　山内　質問にあります膀胱容量を増
やすということが一つは期待できると
いうことですね。
　朝倉　はい。
　山内　もう一つ、尿の産生を抑制す
るというところで、C線維を介してと
いう言葉が出てくるのですが、このあ
たりは少しわかりにくい話ですが。
　朝倉　実は、膀胱の知覚を支配する
線維には、Aδ線維とC線維の２つが
あるのです。通常の膀胱の知覚をつか
さどるものはAδ線維といわれており、
病的な状況、今回の過活動膀胱や膀胱

炎ではC線維に関係があるといわれて
います。ですから、病的状況の求心性
の知覚を制御するにはC線維を抑える
ような薬を使うというのは利にかなっ
ています。多少細かくなりますが、マ
ウスの動物実験で水負荷による尿産生
は、イミダフェナシンにより抑制され、
C線維を脱感作すると、その抑制効果
が消失するので、尿産生抑制効果はC
線維が関与するといわれております。
　山内　理論上はすきがない、非常に
完璧な感じはいたしますが、実際に臨
床で使われた場合の有効率、これは母
数をどうするかにもよると思われます
が、いかがでしょうか。
　朝倉　抗コリン剤全般では、ざっく
り過活動膀胱患者さんの６割ぐらいは
効くと思うので、それで効かない場合
が実はけっこうたいへんなのです。
　山内　一方、これをずっと使ってい
って、例えば薬をだんだん減らしたり、
中止をしても、症状が治ってしまう、
いってみれば緩解ですね、こういった
現象は知られているのでしょうか。
　朝倉　緩解という現象は知られてお
ります。これには実はおもしろい論文
がありまして、トルテロジンという抗
コリン薬を２年間使っていて有効な人
に、１回薬をぽんとやめてしまうので
す。そこで、もう一回使いたいという
希望があるかどうか調べたところ、６～
７割がもう一回再投与を希望するとい
うことなので、これは使用すべきだと

いう考えがあるのです。逆に、３～ 
４割の人はそれを希望しない。のまな
くてもいいということを主張している
わけです。ですから、そのくらいの頻
度で、実際は３～４割ぐらいで緩解と
いうか、少なくとも患者さん自身は 
「のまなくていい」という状況にはな
っている。緩解といえる状況かもしれ
ません。
　山内　そうしますと、投薬上のノウ
ハウになりますが、一定期間以上使っ
て、患者さんがあまり不具合を言わな
くなってきたころで、時々、間欠投与
することも今後はあるということでし
ょうか。
　朝倉　そうだと思います。要するに、
QOL diseaseですので、患者さん自身
がお困りになることがなければ、１回
中断して様子を見るのもよいと思いま
す。
　山内　注意点ですが、副作用、先ほ
ど少し出てまいりましたが、便秘や口
渇感、これはやはりあるのでしょうか。
　朝倉　最近のものに関しては、口内
乾燥症あるいは便秘というのは少なく
はなってきていますけれども、もちろ
ん注意しなければいけません。最近は
抗コリン剤が認知症を起こすことが知
られておりますので、それも注意しな
ければなりません。ただ、最近の薬は
その辺のところも回避されつつあると
思います。
　山内　ありがとうございました。
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ン剤が主要なものであることに変わり
はないわけです。
　山内　イミダフェナシンは現時点で
は比較的脚光を浴びている薬だと思わ
れますが、従来の抗コリン剤に比べて
優れたところはどういったところなの
でしょうか。
　朝倉　最近の抗コリン剤というのは
基本的には１日１回なのです。イミダ
フェナシンは１日２回。つまり、作用
時間が短いから、１日２回内服しなけ
ればいけないということになります。
一つの考え方として、半日しか効きま
せんので、例えば夜だけ、いわゆる過
活動膀胱症状を抑える。要するに、夜
間頻尿には夜だけのませるというのが
理屈のうえではいいので、そういう使
い方もできる。逆に、コンプライアン
スという意味では１日１回のほうがい
いのですけれども、作用時間が短いの
を利用して、昼間は投与せず、夜だけ
投与し、夜だけ効くということになり、
副作用も回避できるというのは、一つ
特徴にはなると思います。
　山内　確かに、夜、トイレが近くて、
あまり寝られない、しばしば起きるご
老人がけっこう多いですから、そうい
った方々には非常に朗報になりますね。
　朝倉　夜間頻尿は１日１回でも起き
れば、最近の定義では夜間頻尿という
ことになるのですけれども、２つメカ
ニズムがありまして、一つは今の過活
動膀胱と関係がある、膀胱が勝手に収

縮してしまう、不安定な状況で膀胱容
量が小さくなってしまうというのが一
つ。もう一つは、夜間尿量、産生され
る量が増える。夜間多尿というのです
けれども、この２つのメカニズムがあ
るのです。
　従来は抗コリン剤というのは、最初
に申し上げましたけれども、膀胱をリ
ラックスさせる。ですから、夜の過活
動膀胱症状というか、そういうものを
抑えるという意味では非常によかった
のですけれども、古いものですと夜間
多尿に関して効かないというデータが
あったのです。ところが、最近開発さ
れたイミダフェナシンだとかトルテロ
ジンは尿量産生も抑えるので、膀胱も
リラックスさせるし、夜間の尿の産生
量も抑えるということで効果があると
いわれています。そこが大きな魅力に
はなると思います。
　山内　質問にあります膀胱容量を増
やすということが一つは期待できると
いうことですね。
　朝倉　はい。
　山内　もう一つ、尿の産生を抑制す
るというところで、C線維を介してと
いう言葉が出てくるのですが、このあ
たりは少しわかりにくい話ですが。
　朝倉　実は、膀胱の知覚を支配する
線維には、Aδ線維とC線維の２つが
あるのです。通常の膀胱の知覚をつか
さどるものはAδ線維といわれており、
病的な状況、今回の過活動膀胱や膀胱

炎ではC線維に関係があるといわれて
います。ですから、病的状況の求心性
の知覚を制御するにはC線維を抑える
ような薬を使うというのは利にかなっ
ています。多少細かくなりますが、マ
ウスの動物実験で水負荷による尿産生
は、イミダフェナシンにより抑制され、
C線維を脱感作すると、その抑制効果
が消失するので、尿産生抑制効果はC
線維が関与するといわれております。
　山内　理論上はすきがない、非常に
完璧な感じはいたしますが、実際に臨
床で使われた場合の有効率、これは母
数をどうするかにもよると思われます
が、いかがでしょうか。
　朝倉　抗コリン剤全般では、ざっく
り過活動膀胱患者さんの６割ぐらいは
効くと思うので、それで効かない場合
が実はけっこうたいへんなのです。
　山内　一方、これをずっと使ってい
って、例えば薬をだんだん減らしたり、
中止をしても、症状が治ってしまう、
いってみれば緩解ですね、こういった
現象は知られているのでしょうか。
　朝倉　緩解という現象は知られてお
ります。これには実はおもしろい論文
がありまして、トルテロジンという抗
コリン薬を２年間使っていて有効な人
に、１回薬をぽんとやめてしまうので
す。そこで、もう一回使いたいという
希望があるかどうか調べたところ、６～
７割がもう一回再投与を希望するとい
うことなので、これは使用すべきだと

いう考えがあるのです。逆に、３～ 
４割の人はそれを希望しない。のまな
くてもいいということを主張している
わけです。ですから、そのくらいの頻
度で、実際は３～４割ぐらいで緩解と
いうか、少なくとも患者さん自身は 
「のまなくていい」という状況にはな
っている。緩解といえる状況かもしれ
ません。
　山内　そうしますと、投薬上のノウ
ハウになりますが、一定期間以上使っ
て、患者さんがあまり不具合を言わな
くなってきたころで、時々、間欠投与
することも今後はあるということでし
ょうか。
　朝倉　そうだと思います。要するに、
QOL diseaseですので、患者さん自身
がお困りになることがなければ、１回
中断して様子を見るのもよいと思いま
す。
　山内　注意点ですが、副作用、先ほ
ど少し出てまいりましたが、便秘や口
渇感、これはやはりあるのでしょうか。
　朝倉　最近のものに関しては、口内
乾燥症あるいは便秘というのは少なく
はなってきていますけれども、もちろ
ん注意しなければいけません。最近は
抗コリン剤が認知症を起こすことが知
られておりますので、それも注意しな
ければなりません。ただ、最近の薬は
その辺のところも回避されつつあると
思います。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　中井先生、小児の夜尿症は、
お母さん方もたいへんだということは
よくわかるのですが、実際に病的なも
のかどうかの線引きというのは難しい
かもしれませんが、どういったあたり
でなされるのでしょうか。
　中井　一つは、年単位で観察して、
子どもさんの発達に応じた夜尿症の頻
度の改善あるいは変化というものが、
あるのかどうか。例えば、小学校１年
生で毎晩、夜尿症があるというお子さ
んが、２年生になったら半分になった
ということであれば、その後も推して
知るべし、だんだん減ってくるという
可能性はあると思うのですが、ただ、
相変わらず、２年生、３年生になって
も毎晩続いているというようなことで
あれば、自然に治る発達過程に何か抑
制をかけるような病的な因子がある可
能性があるということで、診療の対象

になってくるのだと思います。
　それ以外は、あとは昼間の尿失禁で
す。これが小学校に入った時点でまだ
ありますと、もちろん小学校生活でも
支障が出るかとも思いますけれども、
そのお子さんの夜尿症も含めた排尿の
機能の働きなりが少し発達が遅すぎる
のではないかということで、病的な因
子も考えなければいけなくなるという
ふうに考えられます。
　山内　そのあたりになりますと、専
門医へということになりますが、ちな
みにそういったものを引き起こす代表
的な疾患、基礎疾患はどのようなもの
があるのでしょうか。
　中井　昔からよくいわれているのが
潜在性二分脊椎症、いわゆる腰仙部の
先天奇形です。脂肪腫が皮下にあった
りというのが、これが顕在性であれば
赤ちゃんのときに見つけられますけれ

ども、皮下の小さな脂肪腫とかいうこ
とでありますと、見過ごされて、排尿
の症状として見つかってくることがあ
ります。あとは、尿路の奇形としての
尿道の先天的な軽度の狭窄があるお子
さんなども、そういった排尿の機能発
達、夜尿症の治癒というものが阻害さ
れるということがわかっています。
　山内　そのあたりは専門医の先生に
お願いすることになりますね。プライ
マリーケアのレベルになりますが、だ
いたい小学校前後ぐらいでお母さんが
連れてくることが多いかなという気も
いたします。このあたりのところで、
だんだんよくなってくるようだったら、
頻度が減ってくるようだったら、様子
を見てもいいかなということですが、
お子さんの例えば性格の特徴とか、そ
ういったものも何かあるのでしょうか。
　中井　子どもさんのパーソナリティ
とか、あるいは家庭環境、しつけとか、
特別な関係をそこまで最初に考慮する
ことはないと思います。
　山内　ストレスと関係するのかなと
いうイメージもあるのですが、このあ
たりはいかがでしょうか。
　中井　よくお母様方、子どもさんを
一緒に連れてこられて、何かストレス
があるのでしょうかということでご心
配なさっているのですが、実際は心因
的な原因が排尿の異常までつながると
いうこと、それほどのストレスという
のはめったにない。ものすごい大きな

精神的なトラウマ、家族との死別とか、
ご自宅の火事とか、こういった大きな、
想像を絶するようなストレスとでも申
しますか、そのレベルでの子どもさん
の心理的な反応として夜尿症が出るこ
と、あるいは続くことがあるというこ
とはわかっていますけれども、全体か
ら見ると、夜尿症のお子さんの中では
本当に少ないと考えていいと思います。
　むしろ小学校高学年でだんだん自意
識が高まってきているときに、なかな
か治らない夜尿症に対してストレスを
感じているというお子さんが出てきて
いるというほうを重視すべきだと考え
られております。
　山内　そのあたりは、あまり親子関
係などを詮索する必要はないというこ
とになりますか。
　中井　そう思います。夜尿症との直
接の関係はないと思います。ただ、子
どもさんの精神的な衛生状況、これを
いい状態に保つためには、おじいちゃ
ん、おばあちゃんに叱られるとかいう
ことから子どもさんを守ってあげる。
古いしきたりでは、おねしょは性格が
問題だとか、しつけの問題だとかいわ
れることに対して、無用の非難が子ど
もさんに向けられないようにというこ
とで、その辺の配慮はよくご両親にし
ていただかなければいけないかなと考
えています。
　山内　プライマリーの医師がまず第
一になすべきことは、今先生がおっし

小児の夜尿症

自治医科大学小児泌尿器科教授
中　井　秀　郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の夜尿症の治療と指導についてご教示ください。
＜北海道開業医＞

38 （678） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） （679）  39

1309本文.indd   38-39 13/08/12   16:26



　山内　中井先生、小児の夜尿症は、
お母さん方もたいへんだということは
よくわかるのですが、実際に病的なも
のかどうかの線引きというのは難しい
かもしれませんが、どういったあたり
でなされるのでしょうか。
　中井　一つは、年単位で観察して、
子どもさんの発達に応じた夜尿症の頻
度の改善あるいは変化というものが、
あるのかどうか。例えば、小学校１年
生で毎晩、夜尿症があるというお子さ
んが、２年生になったら半分になった
ということであれば、その後も推して
知るべし、だんだん減ってくるという
可能性はあると思うのですが、ただ、
相変わらず、２年生、３年生になって
も毎晩続いているというようなことで
あれば、自然に治る発達過程に何か抑
制をかけるような病的な因子がある可
能性があるということで、診療の対象

になってくるのだと思います。
　それ以外は、あとは昼間の尿失禁で
す。これが小学校に入った時点でまだ
ありますと、もちろん小学校生活でも
支障が出るかとも思いますけれども、
そのお子さんの夜尿症も含めた排尿の
機能の働きなりが少し発達が遅すぎる
のではないかということで、病的な因
子も考えなければいけなくなるという
ふうに考えられます。
　山内　そのあたりになりますと、専
門医へということになりますが、ちな
みにそういったものを引き起こす代表
的な疾患、基礎疾患はどのようなもの
があるのでしょうか。
　中井　昔からよくいわれているのが
潜在性二分脊椎症、いわゆる腰仙部の
先天奇形です。脂肪腫が皮下にあった
りというのが、これが顕在性であれば
赤ちゃんのときに見つけられますけれ

ども、皮下の小さな脂肪腫とかいうこ
とでありますと、見過ごされて、排尿
の症状として見つかってくることがあ
ります。あとは、尿路の奇形としての
尿道の先天的な軽度の狭窄があるお子
さんなども、そういった排尿の機能発
達、夜尿症の治癒というものが阻害さ
れるということがわかっています。
　山内　そのあたりは専門医の先生に
お願いすることになりますね。プライ
マリーケアのレベルになりますが、だ
いたい小学校前後ぐらいでお母さんが
連れてくることが多いかなという気も
いたします。このあたりのところで、
だんだんよくなってくるようだったら、
頻度が減ってくるようだったら、様子
を見てもいいかなということですが、
お子さんの例えば性格の特徴とか、そ
ういったものも何かあるのでしょうか。
　中井　子どもさんのパーソナリティ
とか、あるいは家庭環境、しつけとか、
特別な関係をそこまで最初に考慮する
ことはないと思います。
　山内　ストレスと関係するのかなと
いうイメージもあるのですが、このあ
たりはいかがでしょうか。
　中井　よくお母様方、子どもさんを
一緒に連れてこられて、何かストレス
があるのでしょうかということでご心
配なさっているのですが、実際は心因
的な原因が排尿の異常までつながると
いうこと、それほどのストレスという
のはめったにない。ものすごい大きな

精神的なトラウマ、家族との死別とか、
ご自宅の火事とか、こういった大きな、
想像を絶するようなストレスとでも申
しますか、そのレベルでの子どもさん
の心理的な反応として夜尿症が出るこ
と、あるいは続くことがあるというこ
とはわかっていますけれども、全体か
ら見ると、夜尿症のお子さんの中では
本当に少ないと考えていいと思います。
　むしろ小学校高学年でだんだん自意
識が高まってきているときに、なかな
か治らない夜尿症に対してストレスを
感じているというお子さんが出てきて
いるというほうを重視すべきだと考え
られております。
　山内　そのあたりは、あまり親子関
係などを詮索する必要はないというこ
とになりますか。
　中井　そう思います。夜尿症との直
接の関係はないと思います。ただ、子
どもさんの精神的な衛生状況、これを
いい状態に保つためには、おじいちゃ
ん、おばあちゃんに叱られるとかいう
ことから子どもさんを守ってあげる。
古いしきたりでは、おねしょは性格が
問題だとか、しつけの問題だとかいわ
れることに対して、無用の非難が子ど
もさんに向けられないようにというこ
とで、その辺の配慮はよくご両親にし
ていただかなければいけないかなと考
えています。
　山内　プライマリーの医師がまず第
一になすべきことは、今先生がおっし

小児の夜尿症

自治医科大学小児泌尿器科教授
中　井　秀　郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の夜尿症の治療と指導についてご教示ください。
＜北海道開業医＞
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ゃったことですね。
　中井　そうですね。
　山内　２番目になすべきことは、い
ろいろな指導があるかもしれませんが、
どういったものになるでしょうか。
　中井　まずは、夜尿症の原因として、
そのお子さんの夜間の膀胱の大きさ、
膀胱容量と我々は言っていますけれど
も、膀胱容量とそのお子さんの夜間の
尿量、そのアンバランスが夜尿症につ
ながっていると考えてよかろうと思い
ます。夜間の膀胱の大きさを大きくす
るというのはなかなか治療方法的に難
しいところがあって、薬物的には難し
いです。そこで、夜間の尿量を少なく
するというのが手始めということにな
りますと、夕方６時以降からの水分摂
取を控えるという方向性の指導がもの
すごく大事です。
　もちろん、夜間の食事が遅すぎるの
は問題で、低学年のお子さんであれば
７時ぐらいまでには済ませてあげる。
夕食後、寝るまでの間は一切飲み食い
しないというのが原則で、「おねしょ
を治すために頑張ろうね」ということ
で、親御さんが協力して取り組んでい
ただけるようにご指導いただければと
いうふうに考えます。
　山内　ただ、最近のちびっ子の生活
様式もだんだん夜型になっているとい
う感じですね。
　中井　そうですね。そう珍しくない
事例ですけれども、塾とか、塾のみな

らず、最近はスイミングだ、剣道だ、
卓球だ、サッカーだと、意外と夜７時
ぐらいまでは特別なコーチについて、
一種の英才教育で頑張っているお子さ
んもいらして、当然夕食が遅くなるの
ですね。汗もかいてきますから、水分
も帰宅後にたくさん取ります。食事も
たくさん取って、疲れているから、バ
タンキューという感じでおやすみにな
るということになる。夜間の尿量を減
らすということとは正反対の生活で、
そういった子どもさんを取り巻く社会
環境の面からも、夜尿症を治療するプ
ライマリーの先生方にはちょっとご苦
労があるところです。子どもさんが好
きでやっている場合もありますし、中
にはあまり好きではなくてやっている
子もいるので、そういうときは積極的
に「おねしょを治すために習いごとを
やめたほうがいいんじゃないの」とい
うようなアドバイスをすることもあっ
てもいいのかなと思います。
　山内　最後に薬になりますが、まず、
使用すべきかどうかということも問題
になるのかもしれませんが、具体的に
はいかがでしょうか。
　中井　ワールドスタンダードで、今、
抗利尿ホルモン製剤、鼻腔内のスプレ
ー、もしくは最近市販されています口
腔内崩壊錠というか、舌下錠ですね。
舌下に入れて、水なしで、どちらも夜
寝る前に投与するということで、水中
毒に注意してこれをお使いになれば、

夜間尿量を減らすことが容易にできま
すので、積極的に治療を希望される方
に関しては、夜間、眠前１時間以内に
水分を摂取しない状況であればこれを
使っていいよという、水中毒の防止事
項を十分ご指導なさったうえでこの薬
をトライすることは、かなり安全に治
療できる方法だと思います。
　山内　抗利尿ホルモン製剤以外の治
療法となりますと、どんなものがある
のでしょう。
　中井　これは薬剤ではありませんが、
アラーム療法というのがあります。濡
れるとブザーが鳴るセンサーを外陰部
にクリップ状にくっつけるタイプで、
市販されています。これとコードで結
ばれたアラームの本体がパジャマの襟
元にクリップでつきます。濡れるとブ
ザーが鳴るのですが、ブザーが鳴った
ときに起きる訓練、しっかり覚醒する。
しっかり覚醒して、トイレに行って排
尿する。おねしょで全部出てしまうわ
けではないので、残った尿はトイレで
排尿するということを親御さんのご助

力を得てやっていただく。
　これはかなりドロップアウト、つま
りこの治療方法に耐えきれないという
低学年のお子さんも比較的多いのです
が、３・４年生以降であれば、最初は
特にお母さんの起こしてあげるという
助力を得て、うまく一人で起きて、最
終的には一人で起きてトイレに行って
排尿して、その後はアラームをつけず
に寝るということで、だんだんとそれ
をしているうちに、アラームの鳴る時
間、つまりおねしょがちょっと出る時
間が明け方近くにシフトしていって、
最終的には朝までもつというような状
況になり、オーバーオールでいうと、
７割ぐらいに有効であるということも
わかっています。
　山内　有効率は高いわけですね。
　中井　高いです。ただ、けっこう親
御さんの協力、本人のモチベーション
がないと難しい治療だということがわ
かっております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

40 （680） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） （681）  41

1309本文.indd   40-41 13/08/12   16:26



ゃったことですね。
　中井　そうですね。
　山内　２番目になすべきことは、い
ろいろな指導があるかもしれませんが、
どういったものになるでしょうか。
　中井　まずは、夜尿症の原因として、
そのお子さんの夜間の膀胱の大きさ、
膀胱容量と我々は言っていますけれど
も、膀胱容量とそのお子さんの夜間の
尿量、そのアンバランスが夜尿症につ
ながっていると考えてよかろうと思い
ます。夜間の膀胱の大きさを大きくす
るというのはなかなか治療方法的に難
しいところがあって、薬物的には難し
いです。そこで、夜間の尿量を少なく
するというのが手始めということにな
りますと、夕方６時以降からの水分摂
取を控えるという方向性の指導がもの
すごく大事です。
　もちろん、夜間の食事が遅すぎるの
は問題で、低学年のお子さんであれば
７時ぐらいまでには済ませてあげる。
夕食後、寝るまでの間は一切飲み食い
しないというのが原則で、「おねしょ
を治すために頑張ろうね」ということ
で、親御さんが協力して取り組んでい
ただけるようにご指導いただければと
いうふうに考えます。
　山内　ただ、最近のちびっ子の生活
様式もだんだん夜型になっているとい
う感じですね。
　中井　そうですね。そう珍しくない
事例ですけれども、塾とか、塾のみな

らず、最近はスイミングだ、剣道だ、
卓球だ、サッカーだと、意外と夜７時
ぐらいまでは特別なコーチについて、
一種の英才教育で頑張っているお子さ
んもいらして、当然夕食が遅くなるの
ですね。汗もかいてきますから、水分
も帰宅後にたくさん取ります。食事も
たくさん取って、疲れているから、バ
タンキューという感じでおやすみにな
るということになる。夜間の尿量を減
らすということとは正反対の生活で、
そういった子どもさんを取り巻く社会
環境の面からも、夜尿症を治療するプ
ライマリーの先生方にはちょっとご苦
労があるところです。子どもさんが好
きでやっている場合もありますし、中
にはあまり好きではなくてやっている
子もいるので、そういうときは積極的
に「おねしょを治すために習いごとを
やめたほうがいいんじゃないの」とい
うようなアドバイスをすることもあっ
てもいいのかなと思います。
　山内　最後に薬になりますが、まず、
使用すべきかどうかということも問題
になるのかもしれませんが、具体的に
はいかがでしょうか。
　中井　ワールドスタンダードで、今、
抗利尿ホルモン製剤、鼻腔内のスプレ
ー、もしくは最近市販されています口
腔内崩壊錠というか、舌下錠ですね。
舌下に入れて、水なしで、どちらも夜
寝る前に投与するということで、水中
毒に注意してこれをお使いになれば、

夜間尿量を減らすことが容易にできま
すので、積極的に治療を希望される方
に関しては、夜間、眠前１時間以内に
水分を摂取しない状況であればこれを
使っていいよという、水中毒の防止事
項を十分ご指導なさったうえでこの薬
をトライすることは、かなり安全に治
療できる方法だと思います。
　山内　抗利尿ホルモン製剤以外の治
療法となりますと、どんなものがある
のでしょう。
　中井　これは薬剤ではありませんが、
アラーム療法というのがあります。濡
れるとブザーが鳴るセンサーを外陰部
にクリップ状にくっつけるタイプで、
市販されています。これとコードで結
ばれたアラームの本体がパジャマの襟
元にクリップでつきます。濡れるとブ
ザーが鳴るのですが、ブザーが鳴った
ときに起きる訓練、しっかり覚醒する。
しっかり覚醒して、トイレに行って排
尿する。おねしょで全部出てしまうわ
けではないので、残った尿はトイレで
排尿するということを親御さんのご助

力を得てやっていただく。
　これはかなりドロップアウト、つま
りこの治療方法に耐えきれないという
低学年のお子さんも比較的多いのです
が、３・４年生以降であれば、最初は
特にお母さんの起こしてあげるという
助力を得て、うまく一人で起きて、最
終的には一人で起きてトイレに行って
排尿して、その後はアラームをつけず
に寝るということで、だんだんとそれ
をしているうちに、アラームの鳴る時
間、つまりおねしょがちょっと出る時
間が明け方近くにシフトしていって、
最終的には朝までもつというような状
況になり、オーバーオールでいうと、
７割ぐらいに有効であるということも
わかっています。
　山内　有効率は高いわけですね。
　中井　高いです。ただ、けっこう親
御さんの協力、本人のモチベーション
がないと難しい治療だということがわ
かっております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　杤久保先生、今、緑内障によ
る失明が日本でも非常に増えていると
いうことで、このあたり、注目されて
いますが、まず正常眼圧緑内障という
病気の定義ですが、これはどういった
ものなのでしょうか。
　杤久保　普通一般には、眼圧が正常
域を超えて視神経を障害する緑内障が
一般的なのですけれども、実際は眼圧
が正常域、これは10～21㎜Hgの範囲で
正常範囲というのですけれども、その
範囲でも緑内障の方がいるということ
が疫学調査でわかって、それが圧倒的
に多いということがわかりました。そ
の原因として明らかなのは、眼圧が関
係して視神経障害が起こるということ
です。
　アメリカの正常眼圧緑内障研究グル
ープが、治療した群と治療しない群の

約５年間の長期フォローで、治療した
群が有意に進行を食い止められている
ということがわかったものですから、
それが今、治療推進のもとになってい
ます。
　山内　日本にはどのぐらいの頻度、
数でいるものなのでしょうか。
　杤久保　40歳以上の人の５～６％は
緑内障があるといわれています。その
うちの８割はいわゆる原発開放隅角緑
内障という慢性によるタイプの緑内障
で、今問題になっている正常眼圧緑内
障というのは、慢性緑内障の90％を占
めているといわれています。
　山内　病態ですが、眼圧が高いから
緑内障、というイメージがあまりに強
すぎるので、なかなか理解しにくいと
ころがあります。このあたり、もう少
し詳しくご説明いただけますか。

　杤久保　眼圧が関係して視神経障害
を起こす高眼圧群と、正常眼圧群に分
けますと、その違いは眼球壁の強膜を
貫いていく視神経乳頭部の篩状板部と
いうところがあるのですが、そこので
き方がちょっと貧弱だという表現なの
ですけれども、そういわれています。
そのほかに、加齢的な変化で視神経線
維の通っている周りのグリア組織とか、
ほかの細胞外マトリックスと呼ばれて
いるものの構築が変化してくる、そう
いうこともいわれています。ですから、
低くても圧の影響を受けやすい状態に
なっているということでしょうか。
　山内　加齢といいますか、老化も一
つの要因にはなりうるわけですね。
　杤久保　そうですね。疫学でも40歳
以上。若い人には起こりにくいという
ことが日常診療の中でもわかっていま
す。
　山内　これは失明につながりますの
で、非常に重要な病気ですが、発見に
関連した何か兆候はあるのでしょうか。
　杤久保　自覚症状は全くないです。
自覚症状で、例えば視野が欠けている
とか、見えなくなってきたという状態
は、かなり進行した状態と考えていい
と思います。ですから、緑内障がそれ
だけ有名になっているので、40歳以上
の人は会社の健診とか地域の健康診断
とか、そういうものを定期的に受けて、
眼底、特に視神経に異常があったりし
た場合には専門外来を受診する。そう

いう対処法しかないのではないでしょ
うか。
　山内　一定年齢以上になりますと、
人間ドックでも眼底の検査をしたほう
がいいということになりますね。
　杤久保　そうですね。これは必ずや
られたほうがいいと思います。
　山内　実際にこの検査あるいは確定
診断、これはどういった手順でなされ
るのでしょうか。
　杤久保　眼圧レベルは関係ないとい
いましても、やはり眼圧が基本ですの
で、まず眼圧を測ってレベルを見て、
それで眼底検査。正常眼圧の場合は散
瞳しても問題ありませんので、散瞳し
て、しっかりスチール写真を撮ったり
して、じっくり眼底の変化を観察する
ということになります。
　山内　眼底の変化といいますと、代
表的なのはどんなものなのでしょう。
　杤久保　視神経乳頭部が白っぽくな
って、へこんでくるのです。そのへこ
みがだんだん大きくなってきます。よ
く見ると、へこんだ状態が均一ではな
くて、例えば下耳側というか、耳側の
下のほうに大きくなっていく。そこに
来ている視神経線維が脱落して、網膜
上の反射がちょっと暗っぽく見える。
そんな所見までわかります。
　山内　視野の欠損といったものには
特徴的なものはあるのですか。
　杤久保　まず最初は視神経乳頭部が
大きくなります。これは、ザイデル暗

正常眼圧緑内障

東邦大学医療センター大森病院眼科教授
杤久保　哲　男

（聞き手　山内俊一）

　失明のメカニズム（正常眼圧緑内障）についてご教示ください。
　（東邦大学医療センター大森病院　杤久保哲男教授に）

＜新潟県開業医＞
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　山内　杤久保先生、今、緑内障によ
る失明が日本でも非常に増えていると
いうことで、このあたり、注目されて
いますが、まず正常眼圧緑内障という
病気の定義ですが、これはどういった
ものなのでしょうか。
　杤久保　普通一般には、眼圧が正常
域を超えて視神経を障害する緑内障が
一般的なのですけれども、実際は眼圧
が正常域、これは10～21㎜Hgの範囲で
正常範囲というのですけれども、その
範囲でも緑内障の方がいるということ
が疫学調査でわかって、それが圧倒的
に多いということがわかりました。そ
の原因として明らかなのは、眼圧が関
係して視神経障害が起こるということ
です。
　アメリカの正常眼圧緑内障研究グル
ープが、治療した群と治療しない群の

約５年間の長期フォローで、治療した
群が有意に進行を食い止められている
ということがわかったものですから、
それが今、治療推進のもとになってい
ます。
　山内　日本にはどのぐらいの頻度、
数でいるものなのでしょうか。
　杤久保　40歳以上の人の５～６％は
緑内障があるといわれています。その
うちの８割はいわゆる原発開放隅角緑
内障という慢性によるタイプの緑内障
で、今問題になっている正常眼圧緑内
障というのは、慢性緑内障の90％を占
めているといわれています。
　山内　病態ですが、眼圧が高いから
緑内障、というイメージがあまりに強
すぎるので、なかなか理解しにくいと
ころがあります。このあたり、もう少
し詳しくご説明いただけますか。

　杤久保　眼圧が関係して視神経障害
を起こす高眼圧群と、正常眼圧群に分
けますと、その違いは眼球壁の強膜を
貫いていく視神経乳頭部の篩状板部と
いうところがあるのですが、そこので
き方がちょっと貧弱だという表現なの
ですけれども、そういわれています。
そのほかに、加齢的な変化で視神経線
維の通っている周りのグリア組織とか、
ほかの細胞外マトリックスと呼ばれて
いるものの構築が変化してくる、そう
いうこともいわれています。ですから、
低くても圧の影響を受けやすい状態に
なっているということでしょうか。
　山内　加齢といいますか、老化も一
つの要因にはなりうるわけですね。
　杤久保　そうですね。疫学でも40歳
以上。若い人には起こりにくいという
ことが日常診療の中でもわかっていま
す。
　山内　これは失明につながりますの
で、非常に重要な病気ですが、発見に
関連した何か兆候はあるのでしょうか。
　杤久保　自覚症状は全くないです。
自覚症状で、例えば視野が欠けている
とか、見えなくなってきたという状態
は、かなり進行した状態と考えていい
と思います。ですから、緑内障がそれ
だけ有名になっているので、40歳以上
の人は会社の健診とか地域の健康診断
とか、そういうものを定期的に受けて、
眼底、特に視神経に異常があったりし
た場合には専門外来を受診する。そう

いう対処法しかないのではないでしょ
うか。
　山内　一定年齢以上になりますと、
人間ドックでも眼底の検査をしたほう
がいいということになりますね。
　杤久保　そうですね。これは必ずや
られたほうがいいと思います。
　山内　実際にこの検査あるいは確定
診断、これはどういった手順でなされ
るのでしょうか。
　杤久保　眼圧レベルは関係ないとい
いましても、やはり眼圧が基本ですの
で、まず眼圧を測ってレベルを見て、
それで眼底検査。正常眼圧の場合は散
瞳しても問題ありませんので、散瞳し
て、しっかりスチール写真を撮ったり
して、じっくり眼底の変化を観察する
ということになります。
　山内　眼底の変化といいますと、代
表的なのはどんなものなのでしょう。
　杤久保　視神経乳頭部が白っぽくな
って、へこんでくるのです。そのへこ
みがだんだん大きくなってきます。よ
く見ると、へこんだ状態が均一ではな
くて、例えば下耳側というか、耳側の
下のほうに大きくなっていく。そこに
来ている視神経線維が脱落して、網膜
上の反射がちょっと暗っぽく見える。
そんな所見までわかります。
　山内　視野の欠損といったものには
特徴的なものはあるのですか。
　杤久保　まず最初は視神経乳頭部が
大きくなります。これは、ザイデル暗

正常眼圧緑内障

東邦大学医療センター大森病院眼科教授
杤久保　哲　男

（聞き手　山内俊一）

　失明のメカニズム（正常眼圧緑内障）についてご教示ください。
　（東邦大学医療センター大森病院　杤久保哲男教授に）

＜新潟県開業医＞
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点とか、そういう専門的な名前になっ
ていますけれども、上下方向に伸びる
暗点、マリオット盲点が大きくなると
いうこと。それから中心部のやや上の
ほう、10度か20度のところに感度の低
下が起こってくる。そうこうしている
うちに、鼻側の上のほうの視野欠損、
狭窄が始まってくる。そんな進行パタ
ーンです。
　山内　最近、眼科のほうでもいろい
ろ新しいデバイスが出てきているよう
ですが、こちらのほうでも何かわかる
ことはあるのでしょうか。
　杤久保　幾つかあります。今、もっ
ぱら使われているのはOCT、光干渉断
層計というのですが、これはレーザー
光を使って網膜の厚さを測ることがで
きるのです。視神経というのは網膜表
面を伝わってきた各方面からの視神経
線維の束なものですから、一番視神経
の周りが厚いので、まずそこを測りま
す。それから視神経線維のもとになっ
ている神経節細胞層は黄斑乳頭、後極
を中心に、神経節細胞層、これは100
ミクロンの厚さを持っているのですが、
その厚さを調べて、どのくらい減って
いるかを、視野の出方とタイアップし
て経過を見ていくことになります。
　山内　最後に治療ですが、これは失
明してしまうと、残念ながら元に戻ら

ないわけですね。
　杤久保　そうです。
　山内　そうしますと、その前の段階
で治療といいますと、どういったもの
になるのでしょうか。
　杤久保　薬物療法が治療の基本にな
りまして、幾つか点眼があります。皆
さんよく使われているのは交感神経遮
断薬のβブロッカー、あるいは、プロ
スタグランジン製剤のラタノプロスト
とか、そういったたぐいの薬です。
　山内　眼圧に関してはコントロール
すべきなのでしょうか。
　杤久保　はい。低くてもやるべきだ
ということはいわれています。手術す
るかどうかというのはいろいろ論があ
るのですけれども、まず目標眼圧を定
めて、これは薬を使っていない眼圧の
レベルをベースライン眼圧と称しまし
て、そこから先ほど申しました疫学調
査で30％下げてやると進行が食い止め
られる、あるいは遅くすることができ
るということがエビデンスとしてあり
ますので、まずそれを目指してやりま
す。
　山内　正常内でも、より低めにする
ということですね。
　杤久保　そうです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　大西　吉山先生、「耐性結核の治療
と対策」ということでお話をうかがい
たいと思います。
　まず、耐性結核ですが、多剤耐性結
核ということなのでしょうけれども、
どのように考えたらよろしいのでしょ
うか。
　吉山　結核の標準治療というものが
ありまして、イソニコチン酸ヒドラジ
ド、リファンピシン、ピラジナミドに、
ストレプトマイシンかエタンブトール、
この４つの薬を使った治療というもの
が結核の標準的な治療です。このうち、
イソニコチン酸ヒドラジドとリファン
ピシンはかぎとなる薬なのですけれど
も、この両方に耐性の結核、両方が効
かなくなっている結核を多剤耐性結核
といいます。
　大西　今、日本においてはこういう
多剤耐性結核の比率は増えてきている
のでしょうか。
　吉山　全国的な調査が５年ごとに行
われていまして、最後の調査は2007年
に行われています。結核の治療歴のあ

る方と結核の治療歴のない方では耐性
の割合はかなり異なります。結核の治
療歴がない方については、イソニコチ
ン酸ヒドラジド耐性の結核はだいたい
３％程度、リファンピシン耐性の結核
が１％弱、結核の治療歴のある方につ
いては、イソニコチン酸ヒドラジド、
リファンピシン耐性の頻度は、それぞ
れだいたい10％前後となります。多剤
耐性結核の割合は、結核の治療歴がな
い方では0.4％程度、結核の治療歴のあ
る方は４％程度です。これは先進国の
中ではごく普通の割合です。
　途上国におきましては、この割合は
もう少し高くなりまして、先進国はど
こもそうなのですけれども、外国人の
結核がだんだん増えてきています。日
本ですと、日本の周囲、中国、韓国、
フィリピン出身の方がだんだん増えて
きておりますけれども、こういった国
では多剤耐性の結核の割合は少し高く
なっています。
　大西　すでに治療された方のほうが
頻度が高い。日本はいわゆる先進国の

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅱ）

結核予防会複十字病院呼吸器内科診療主幹
吉　山　　崇

（聞き手　大西　真）

耐性結核の治療と対策
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点とか、そういう専門的な名前になっ
ていますけれども、上下方向に伸びる
暗点、マリオット盲点が大きくなると
いうこと。それから中心部のやや上の
ほう、10度か20度のところに感度の低
下が起こってくる。そうこうしている
うちに、鼻側の上のほうの視野欠損、
狭窄が始まってくる。そんな進行パタ
ーンです。
　山内　最近、眼科のほうでもいろい
ろ新しいデバイスが出てきているよう
ですが、こちらのほうでも何かわかる
ことはあるのでしょうか。
　杤久保　幾つかあります。今、もっ
ぱら使われているのはOCT、光干渉断
層計というのですが、これはレーザー
光を使って網膜の厚さを測ることがで
きるのです。視神経というのは網膜表
面を伝わってきた各方面からの視神経
線維の束なものですから、一番視神経
の周りが厚いので、まずそこを測りま
す。それから視神経線維のもとになっ
ている神経節細胞層は黄斑乳頭、後極
を中心に、神経節細胞層、これは100
ミクロンの厚さを持っているのですが、
その厚さを調べて、どのくらい減って
いるかを、視野の出方とタイアップし
て経過を見ていくことになります。
　山内　最後に治療ですが、これは失
明してしまうと、残念ながら元に戻ら

ないわけですね。
　杤久保　そうです。
　山内　そうしますと、その前の段階
で治療といいますと、どういったもの
になるのでしょうか。
　杤久保　薬物療法が治療の基本にな
りまして、幾つか点眼があります。皆
さんよく使われているのは交感神経遮
断薬のβブロッカー、あるいは、プロ
スタグランジン製剤のラタノプロスト
とか、そういったたぐいの薬です。
　山内　眼圧に関してはコントロール
すべきなのでしょうか。
　杤久保　はい。低くてもやるべきだ
ということはいわれています。手術す
るかどうかというのはいろいろ論があ
るのですけれども、まず目標眼圧を定
めて、これは薬を使っていない眼圧の
レベルをベースライン眼圧と称しまし
て、そこから先ほど申しました疫学調
査で30％下げてやると進行が食い止め
られる、あるいは遅くすることができ
るということがエビデンスとしてあり
ますので、まずそれを目指してやりま
す。
　山内　正常内でも、より低めにする
ということですね。
　杤久保　そうです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　大西　吉山先生、「耐性結核の治療
と対策」ということでお話をうかがい
たいと思います。
　まず、耐性結核ですが、多剤耐性結
核ということなのでしょうけれども、
どのように考えたらよろしいのでしょ
うか。
　吉山　結核の標準治療というものが
ありまして、イソニコチン酸ヒドラジ
ド、リファンピシン、ピラジナミドに、
ストレプトマイシンかエタンブトール、
この４つの薬を使った治療というもの
が結核の標準的な治療です。このうち、
イソニコチン酸ヒドラジドとリファン
ピシンはかぎとなる薬なのですけれど
も、この両方に耐性の結核、両方が効
かなくなっている結核を多剤耐性結核
といいます。
　大西　今、日本においてはこういう
多剤耐性結核の比率は増えてきている
のでしょうか。
　吉山　全国的な調査が５年ごとに行
われていまして、最後の調査は2007年
に行われています。結核の治療歴のあ

る方と結核の治療歴のない方では耐性
の割合はかなり異なります。結核の治
療歴がない方については、イソニコチ
ン酸ヒドラジド耐性の結核はだいたい
３％程度、リファンピシン耐性の結核
が１％弱、結核の治療歴のある方につ
いては、イソニコチン酸ヒドラジド、
リファンピシン耐性の頻度は、それぞ
れだいたい10％前後となります。多剤
耐性結核の割合は、結核の治療歴がな
い方では0.4％程度、結核の治療歴のあ
る方は４％程度です。これは先進国の
中ではごく普通の割合です。
　途上国におきましては、この割合は
もう少し高くなりまして、先進国はど
こもそうなのですけれども、外国人の
結核がだんだん増えてきています。日
本ですと、日本の周囲、中国、韓国、
フィリピン出身の方がだんだん増えて
きておりますけれども、こういった国
では多剤耐性の結核の割合は少し高く
なっています。
　大西　すでに治療された方のほうが
頻度が高い。日本はいわゆる先進国の
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中ではあまり変わらないけれども。
　吉山　先進国の中では平均的な数値
です。
　大西　世界でも特に日本は高いのか
と思ったのですが、そういうことでは
ないのですね。
　吉山　そうではないですね。多剤耐
性の結核というのは、以前に比べてそ
んなに増えているわけではない。少し
ずつ減っているという報告もあります。
　大西　一般的に考えると、抗生剤な
どいろいろな治療をされている患者さ
んほど耐性菌が出るのかと。また、日
本の周辺国で多いというのは何か理由
があるのでしょうか。
　吉山　結核は、適切な治療を行わな
いと治療に失敗します。特に、治療を
中断したり再開した場合が問題です。
または結核の治療は普通４種類の薬で
治療を行います。このうち、もしも３
種類の薬が効いていなくて、１種類だ
けの薬が効いているような結核菌を持
っているとすると、治療中に効いてい
る１種類の薬も効かなくなってしまい
ます。ですので、結核の治療において
は、治療を始める時点でどの薬が効い
ていて、どの薬が効いていないかとい
うことを知って、効いている薬を少な
くとも２種類以上、通常は３種類以上
使わないと治療に失敗することがよく
あります。
　日本では伝統的に薬剤感受性検査と
いって、それぞれの結核菌に薬が効く

かどうかという検査を行って、それに
応じた治療を行ってきました。ですか
ら、治療が失敗することも少ないです
し、耐性を増やすことも少なかったの
ですけれども、途上国においては薬剤
感受性検査などを行わずに治療をして
きたということもあって、多剤耐性結
核の場合が日本よりも多いという結果
になっています。
　大西　やはり適切な検査と適切な治
療が重要であるということですね。
　吉山　そうですね。
　大西　そうしますと、診療の現場で
はまず耐性があるかどうか、薬剤の感
受性検査をすることが非常に重要にな
ってくるということですか。
　吉山　結核の治療を始める前に、患
者さんの痰とか、そのほかの検体を取
って、そこから培養で結核菌を増やし、
増えた結核菌に対して薬剤感受性検査
を行って、それぞれの薬が効くかどう
かを確認します。この培養、薬剤感受
性検査というのは、以前、1990年代ま
では培養に１カ月、薬剤感受性検査に
１カ月と、２カ月以上時間がかかって
いました。しかし、その２カ月の間も
結核治療をしなければいけませんので、
その間は仮の治療、薬剤感受性がわか
るまで、つなぎの治療というかたちで
治療を始めていました。
　最近では、培養検査、薬剤感受性検
査がより早くわかるようになりました。
培養も、液体培地を使いますと１～２

週間で結果が出ますし、薬剤感受性検
査も液体培地を使いますと２週間程度
で結果を得ることができます。以前と
違って、仮の治療ではなくて、薬剤感
受性を知った上で治療をより早く行え
るようになってきました。これが耐性
結核対策のうえでは重要なことだと思
います。
　さらに、遺伝子を調べることによっ
て、治療を始める時点で薬に対する耐
性がないかということを知ることがで
きます。残念ながら、現在、保険で認
められているのはリファンピシンに対
する遺伝子の検査方法しかありません。
また、この検査方法は手順が複雑なこ
ともあって、それほど広く行われてい
るわけではありません。しかしながら、
世界的にはより簡便なリファンピシン
の遺伝子の検査、あるいはリファンピ
シンのみならず、イソニコチン酸ヒド
ラジド、その他に対する薬剤耐性遺伝
子を調べる検査の研究開発が進められ
ていまして、これらが日本でも承認さ
れ、広く行われるようになると、耐性
結核に対する対応もより迅速に進むの
ではないかと思われます。
　大西　そうしますと、検査法も随分
進歩して、迅速かつ正確になってきて、
それを踏まえて治療をすれば的確に対
応できるということですね。
　吉山　そういうことです。
　大西　次に、実際の治療の、薬を確
保したり、どう選択するかというのは

なかなか難しい問題だと思いますけれ
ども、その検査結果によっていろいろ
選択していくのでしょうか。
　吉山　はい。
　大西　そのあたりのコツを教えてい
ただけますでしょうか。
　吉山　イソニコチン酸ヒドラジドが
耐性で、リファンピシンが感受性であ
る結核の場合、通常の治療方法として
はリファンピシン、ピラジナミド、エ
タンブトールもしくはストレプトマイ
シン、これらは標準的な治療方法で使
われている薬、３種類ですけれども、
これにもう１種類の薬を加えて治療を
するのが普通です。例えばリファンピ
シン、ピラジナミド、ストレプトマイ
シン、およびエタンブトールの４剤を
使った治療、あるいは結核薬として承
認はされておりませんけれども、ニュ
ーキノロン系の薬、例えばレボフロキ
サシンは結核薬としても有効ですので、
これらの薬がエタンブトールもしくは
ストレプトマイシンの代わりとして使
われることもあります。
　大西　コツがいろいろあって、なか
なか難しそうですけれども、新しい薬
も開発されているのでしょうか。
　吉山　イソニコチン酸ヒドラジド耐
性、リファンピシン感受性の結核です
と、現在の薬でも何とか治療はうまく
いくのですけれども、イソニコチン酸
ヒドラジド、リファンピシン、両方耐
性の多剤耐性結核につきましては、残

46 （686） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） ドクターサロン57巻９月号（8 . 2013） （687）  47

1309本文.indd   46-47 13/08/12   16:26



中ではあまり変わらないけれども。
　吉山　先進国の中では平均的な数値
です。
　大西　世界でも特に日本は高いのか
と思ったのですが、そういうことでは
ないのですね。
　吉山　そうではないですね。多剤耐
性の結核というのは、以前に比べてそ
んなに増えているわけではない。少し
ずつ減っているという報告もあります。
　大西　一般的に考えると、抗生剤な
どいろいろな治療をされている患者さ
んほど耐性菌が出るのかと。また、日
本の周辺国で多いというのは何か理由
があるのでしょうか。
　吉山　結核は、適切な治療を行わな
いと治療に失敗します。特に、治療を
中断したり再開した場合が問題です。
または結核の治療は普通４種類の薬で
治療を行います。このうち、もしも３
種類の薬が効いていなくて、１種類だ
けの薬が効いているような結核菌を持
っているとすると、治療中に効いてい
る１種類の薬も効かなくなってしまい
ます。ですので、結核の治療において
は、治療を始める時点でどの薬が効い
ていて、どの薬が効いていないかとい
うことを知って、効いている薬を少な
くとも２種類以上、通常は３種類以上
使わないと治療に失敗することがよく
あります。
　日本では伝統的に薬剤感受性検査と
いって、それぞれの結核菌に薬が効く

かどうかという検査を行って、それに
応じた治療を行ってきました。ですか
ら、治療が失敗することも少ないです
し、耐性を増やすことも少なかったの
ですけれども、途上国においては薬剤
感受性検査などを行わずに治療をして
きたということもあって、多剤耐性結
核の場合が日本よりも多いという結果
になっています。
　大西　やはり適切な検査と適切な治
療が重要であるということですね。
　吉山　そうですね。
　大西　そうしますと、診療の現場で
はまず耐性があるかどうか、薬剤の感
受性検査をすることが非常に重要にな
ってくるということですか。
　吉山　結核の治療を始める前に、患
者さんの痰とか、そのほかの検体を取
って、そこから培養で結核菌を増やし、
増えた結核菌に対して薬剤感受性検査
を行って、それぞれの薬が効くかどう
かを確認します。この培養、薬剤感受
性検査というのは、以前、1990年代ま
では培養に１カ月、薬剤感受性検査に
１カ月と、２カ月以上時間がかかって
いました。しかし、その２カ月の間も
結核治療をしなければいけませんので、
その間は仮の治療、薬剤感受性がわか
るまで、つなぎの治療というかたちで
治療を始めていました。
　最近では、培養検査、薬剤感受性検
査がより早くわかるようになりました。
培養も、液体培地を使いますと１～２

週間で結果が出ますし、薬剤感受性検
査も液体培地を使いますと２週間程度
で結果を得ることができます。以前と
違って、仮の治療ではなくて、薬剤感
受性を知った上で治療をより早く行え
るようになってきました。これが耐性
結核対策のうえでは重要なことだと思
います。
　さらに、遺伝子を調べることによっ
て、治療を始める時点で薬に対する耐
性がないかということを知ることがで
きます。残念ながら、現在、保険で認
められているのはリファンピシンに対
する遺伝子の検査方法しかありません。
また、この検査方法は手順が複雑なこ
ともあって、それほど広く行われてい
るわけではありません。しかしながら、
世界的にはより簡便なリファンピシン
の遺伝子の検査、あるいはリファンピ
シンのみならず、イソニコチン酸ヒド
ラジド、その他に対する薬剤耐性遺伝
子を調べる検査の研究開発が進められ
ていまして、これらが日本でも承認さ
れ、広く行われるようになると、耐性
結核に対する対応もより迅速に進むの
ではないかと思われます。
　大西　そうしますと、検査法も随分
進歩して、迅速かつ正確になってきて、
それを踏まえて治療をすれば的確に対
応できるということですね。
　吉山　そういうことです。
　大西　次に、実際の治療の、薬を確
保したり、どう選択するかというのは

なかなか難しい問題だと思いますけれ
ども、その検査結果によっていろいろ
選択していくのでしょうか。
　吉山　はい。
　大西　そのあたりのコツを教えてい
ただけますでしょうか。
　吉山　イソニコチン酸ヒドラジドが
耐性で、リファンピシンが感受性であ
る結核の場合、通常の治療方法として
はリファンピシン、ピラジナミド、エ
タンブトールもしくはストレプトマイ
シン、これらは標準的な治療方法で使
われている薬、３種類ですけれども、
これにもう１種類の薬を加えて治療を
するのが普通です。例えばリファンピ
シン、ピラジナミド、ストレプトマイ
シン、およびエタンブトールの４剤を
使った治療、あるいは結核薬として承
認はされておりませんけれども、ニュ
ーキノロン系の薬、例えばレボフロキ
サシンは結核薬としても有効ですので、
これらの薬がエタンブトールもしくは
ストレプトマイシンの代わりとして使
われることもあります。
　大西　コツがいろいろあって、なか
なか難しそうですけれども、新しい薬
も開発されているのでしょうか。
　吉山　イソニコチン酸ヒドラジド耐
性、リファンピシン感受性の結核です
と、現在の薬でも何とか治療はうまく
いくのですけれども、イソニコチン酸
ヒドラジド、リファンピシン、両方耐
性の多剤耐性結核につきましては、残
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っている薬がどれだけあるか。ピラジ
ナミド、ストレプトマイシン、エタン
ブトール、ニューキノロン系のほかに、
エチオナミドとかパスサイクロセリン
などの薬も結核薬として有効ですけれ
ども、これらの薬のうち幾つ使うこと
ができるかということによって、治療
がうまくいく場合とうまくいかない場
合があります。
　内科的な治療のみではうまくいかな
い場合、手術、肺葉切除、あるいは片
肺の全切除、あるいは胸郭成形などの
手術を併用することもよくあります。
　しかしながら、これらの手段をとっ
ても治療がうまくいかず、慢性排菌、
ずっと菌を出し続けてしまう、うまく
治らないという患者さんも日本で何十
人かいます。こういった方の治癒には、
新しい薬の登場が期待されます。ただ、
１種類だけ新しい薬が出てきても、１

種類だけですと耐性化してしまいます
ので、２種類以上、できれば３種類以
上の新しい薬が必要となります。
　1970年代にリファンピシンが登場し
て以来、約30年にわたって新しく結核
薬として使われる薬は登場しませんで
した。それを問題だと考えたWHOな
どで、新しい薬の開発を促進しようす
る動きがありまして、そのために近い
うちに新しい薬が出てくるかと思いま
す。
　そういった薬の登場によって、慢性
排菌の患者さん、これは日本でもいる
のですけれども、世界的には多剤耐性
結核は途上国によりたくさんいます。
そういった国での慢性排菌の患者さん
にとっても新しい薬の登場は非常に有
用なことだと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　肺外結核の治療と対策をおう
かがいいたします。肺外結核にはどん
なものがあるのでしょうか。診断でど
ういったところに注意したらよいので
しょうか。
　永井　読んで字のごとしで、肺以外
のところに結核病巣ができた状態です。
肺結核を合併している場合も多いので、
純粋に肺外結核だけというのは多くあ
りません。結核は肺だけに病変を起こ
すわけではなくて、全身、あらゆる臓
器に、血行散布であったり、リンパ行
性であったり、管の中を通って広がっ
ていきます。したがって、肺外に常に
目を光らせながら診察していかなけれ
ばなりません。
　齊藤　診断で間違いやすいような状
況はありますか。
　永井　例えば、骨関節結核はお年の
せい、骨粗鬆症といわれたり、腸結核
もまれながらありますが、腸炎、大腸
の腫瘍、クローン病などに間違えられ
ます。ほかには、脳結核が脳腫瘍と間
違えられたり、女性性器結核が卵巣・

子宮の腫瘍、頸部リンパ節結核に関し
ても転移性腫瘍というふうに、それぞ
れの結核がほかの病気と間違えられて、
診断が遅れる場合が多々あります。
　齊藤　喘息のような症状もあるので
すか。
　永井　気管と気管支だけに特化した
結核、気管結核、気管支結核というも
のがあります。その場合は気管・気管
支が炎症で狭くなりますので、そこを
空気が通るときに喘鳴が聞こえること
があります。そのため喘息と間違われ
ることがあります。うちに紹介された
患者さんで、他院で喘息として数カ月
治療を受けて、ようやく診断がついた
例もあります。そういう方もいらっし
ゃるということを念頭に置いて臨床さ
れたほうがいいと思います。
　齊藤　頻度の高い部分からおうかが
いしますと、まずリンパ節ということ
になりますか。
　永井　そうですね。特に頸部のリン
パ節が腫れてきましたと来院される場
合が多いです。先ほど申しましたよう
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に、鑑別はいろいろ挙がるので、穿刺
して細胞を見たり、膿があれば、そこ
から菌を見つけるという努力をします。
結核菌がつかまり、結核の診断がつい
て、ようやく治療を始めるということ
になります。
　治療に関しては、型どおり、標準療
法でけっこうです。ただ、リンパ節結
核では治療がうまくいっているにもか
かわらず、再び大きくなってきたり、
治療が終わった直後に急に腫れてきた
りという、おかしな経過をたどる場合
があります。それは結核菌に対するア
レルギー反応といわれていまして、リ
ンパ節結核は経過の段階で注意が必要
ということになります。
　齊藤　結核性胸膜炎はどうですか。
　永井　胸水がたまる病気としては肺
がんもありますし、肺炎に随伴する胸
水もありますし、いろいろな原因で胸
水がたまるのですが、その中に結核性
胸膜炎が含まれます。診断は、胸水を
抜いて調べるのですが、なかなか結核
菌がつかまらない場合があります。そ
の場合、補助診断としてアデノシンデ
アミナーゼ、ADAが用いられます。
ADAが50を超えれば、結核らしいと
いえます。ただ、現在では胸腔鏡で胸
腔内をのぞいて結核性病変があるかど
うかを確認するという作業をしていま
す。以前に比べてだいぶ診断の精度は
上がってきています。
　胸水がたくさんたまっていると、息

苦しくなりますので、管を入れて水を
抜くこともあるのですが、延々と入れ
っぱなしにしておくわけにはいかない。
苦しいときだけ水を抜くというかたち
がおそらく一番いいと思います。管を
入れたからといって胸膜の肥厚が抑え
られるというデータもありませんので、
とりあえず水を抜くという意味で管を
入れる。苦しいから管を入れる。ただ
し管を入れなくても、標準的な治療で
十分治っていきます。
　齊藤　粟粒結核もありますね。
　永井　粟粒結核は肺外結核の代表で
す。肺にも病変が出るのですが、粟粒
結核は肺外結核として扱われます。な
ぜかというと、結核菌が血液に乗って
全身に回ることで起こる病気だからで
す。したがって、あらゆるところに結
核病巣をつくりますので、いろいろな
臓器に結核性病変が見つかる。少なく
とも２つ以上の臓器に結核性病変が見
つかって、それぞれの臓器にいわゆる
粟粒状の結核病変がたくさんできる状
態を粟粒結核と定義しています。血行
散布性結核という場合もあります。治
療は標準療法でいいのですが、呼吸不
全・ARDSになったり、DICを合併し
たりということで、非常にたいへんな
経過をたどる場合が多いです。
　齊藤　これは免疫状態が悪い患者さ
んに多いのですか。
　永井　そうです。一般的には免疫が
何らかの原因で落ちている人に起こり

やすい病態です。最近はいろいろな病
気で免疫抑制剤や抗がん剤など免疫が
落ちる薬を使っていますので、結核の
罹患率の高いわが国では結核を発病し
てくる可能性があるということを知っ
ておかないと、診断が遅れる場合があ
ります。
　齊藤　治療は通常治療ということで
しょうか。
　永井　そうです。通常の治療でけっ
こうです。ただ、重症である場合は治
療期間を延長しないといけない場合も
出てきます。
　齊藤　これは髄膜炎にもなるという
ことですね。
　永井　髄膜炎はしばしば粟粒結核に
合併します。つまり、血行的に散布し
て髄膜にも結核菌が行きます。意識障
害を起こしたり、痙攣を起こしたりと
いうことで、極めて重篤な状態になり
ます。意識レベルが落ちている場合、
予後が悪いので、ステロイドを投与し
ます。
　結核の治療でステロイドを併用すべ
き疾患は、髄膜炎と心膜炎、この２つ
です。これらを合併した場合ではステ
ロイドを使って対応しないと予後不良
になります。
　齊藤　薬が髄液中に行きにくいとい
うこともあるのですか。
　永井　そうですね。ただ、炎症があ
る時期には標準療法の薬はみんな髄液
中に行きますので、標準療法の薬で大

丈夫です。
　齊藤　消化器についてはどうでしょ
うか。
　永井　基本的に、消化器結核自体は
少ないのですが、その中では腸結核が
一番多いと思います。かつて治療がう
まくいかなかった時代、いい薬がない
時代は、腸結核でほとんどの方は亡く
なられました。今は逆に、腸結核での
死はほとんど経験しなくなりました。
ただ、腸結核を合併すると腸管の狭窄
とか、穿孔して腹膜炎を起こすような
ことも起こりますので、ひとたび腸結
核が見つかった場合は慎重に対応しな
いといけません。
　齊藤　骨関節もあるということです
ね。
　永井　骨関節結核も時にめぐり合い
ますが、しばしばお年のせいで腰が痛
いのだろうとかで、見過ごされてしま
います。脊椎カリエスという言葉を聞
いたことがあると思いますが、結核性
の脊椎炎です。そこから膿が腸腰筋の
中を通って下のほうまで垂れ込んで、
冷膿瘍というものを起こす場合があり
ます。筋肉の中に膿が入っていってし
まうので治療に難渋します。そのほか、
いろいろな骨関節に結核病変が起こっ
てきます。軽いものは標準的な治療で
おさまってしまうのですが、膿瘍とか
をしっかりつくってしまいますと、な
かなか薬だけでは治りませんので、外
科的な処置が必要になります。整形外
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全・ARDSになったり、DICを合併し
たりということで、非常にたいへんな
経過をたどる場合が多いです。
　齊藤　これは免疫状態が悪い患者さ
んに多いのですか。
　永井　そうです。一般的には免疫が
何らかの原因で落ちている人に起こり

やすい病態です。最近はいろいろな病
気で免疫抑制剤や抗がん剤など免疫が
落ちる薬を使っていますので、結核の
罹患率の高いわが国では結核を発病し
てくる可能性があるということを知っ
ておかないと、診断が遅れる場合があ
ります。
　齊藤　治療は通常治療ということで
しょうか。
　永井　そうです。通常の治療でけっ
こうです。ただ、重症である場合は治
療期間を延長しないといけない場合も
出てきます。
　齊藤　これは髄膜炎にもなるという
ことですね。
　永井　髄膜炎はしばしば粟粒結核に
合併します。つまり、血行的に散布し
て髄膜にも結核菌が行きます。意識障
害を起こしたり、痙攣を起こしたりと
いうことで、極めて重篤な状態になり
ます。意識レベルが落ちている場合、
予後が悪いので、ステロイドを投与し
ます。
　結核の治療でステロイドを併用すべ
き疾患は、髄膜炎と心膜炎、この２つ
です。これらを合併した場合ではステ
ロイドを使って対応しないと予後不良
になります。
　齊藤　薬が髄液中に行きにくいとい
うこともあるのですか。
　永井　そうですね。ただ、炎症があ
る時期には標準療法の薬はみんな髄液
中に行きますので、標準療法の薬で大

丈夫です。
　齊藤　消化器についてはどうでしょ
うか。
　永井　基本的に、消化器結核自体は
少ないのですが、その中では腸結核が
一番多いと思います。かつて治療がう
まくいかなかった時代、いい薬がない
時代は、腸結核でほとんどの方は亡く
なられました。今は逆に、腸結核での
死はほとんど経験しなくなりました。
ただ、腸結核を合併すると腸管の狭窄
とか、穿孔して腹膜炎を起こすような
ことも起こりますので、ひとたび腸結
核が見つかった場合は慎重に対応しな
いといけません。
　齊藤　骨関節もあるということです
ね。
　永井　骨関節結核も時にめぐり合い
ますが、しばしばお年のせいで腰が痛
いのだろうとかで、見過ごされてしま
います。脊椎カリエスという言葉を聞
いたことがあると思いますが、結核性
の脊椎炎です。そこから膿が腸腰筋の
中を通って下のほうまで垂れ込んで、
冷膿瘍というものを起こす場合があり
ます。筋肉の中に膿が入っていってし
まうので治療に難渋します。そのほか、
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科の先生にお願いすることになります。
　齊藤　気管、気管支などにもあるの
ですか。
　永井　最初にちょっとお話ししまし
たが、喘息と間違えられたりして、見
つかるのが遅くなります。そういう場
合は気管や気管支に狭窄を起こし、肺
機能が落ちたり、閉塞性肺炎を起こし
たりすることがありますので、経過観

察が非常に大事です。
　齊藤　あらゆる臓器に起こりうると
いうことでしょうか。
　永井　そうですね。診断がつかない
病気があったら、もしかしたら結核か
もしれないと疑っていただいたほうが
よろしいと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　長谷川先生、非結核性抗酸菌
症の疫学ということで、疫学的なお話
をうかがいたいと思います。
　初めに、非結核性抗酸菌症と結核と
では、どのように違うのでしょうか。
　長谷川　もともと抗酸菌には２種類
が存在します。結核はヒトを宿主にし
て、ヒトからヒトに感染してゆく代表
的な菌ですが、非結核性抗酸菌は、環
境中、特に水系や土壌などに常在して
いる環境菌です。この菌による呼吸器
系の感染症が肺非結核性抗酸菌症にな
りますけれども、この菌は結核菌と異
なりヒトからヒトにうつらないといわ
れています。
　大西　かなり大きな違いがあるわけ
ですね。
　長谷川　はい。
　大西　この菌には様々な菌種がある
とうかがっているのですが、たくさん
あるのでしょうか。
　長谷川　現在、遺伝子配列の解析等
で新しい菌種も次々に見つかっていま
すが、だいたい150種類ぐらいが知ら

れています。
　大西　たくさんあるのですね。それ
では、現在の国際的な状況は、どうな
っているのでしょうか。
　長谷川　この150種類のうち、ヒト
に病原性を示すことが明らかになって
いるものはそれほど多くなくて、主要
なものは約20種類ぐらいと思われます。
日本および北米大陸では、一番多いの
がマイコバクテリウムアビウムコンプ
レックス（MAC）といわれる菌種で、
その次がマイコバクテリウムカンサシ
（カンサシ）という菌になります。最
近マイコバクテリウムアブセッサス
（アブセッサス）という名前の菌が増
えているといわれています。これらの
中でも、MAC菌が肺の非結核性抗酸
菌症の原因菌の約７割を占め、約２割
がカンサシ菌、残りがアブセッサス菌
となります。
　この原因菌の傾向は日本と北米は非
常に似ていますが、東アジア、東南ア
ジアも同じような傾向を示します。一
方、ヨーロッパに行くと、一番多いの

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅱ）
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科の先生にお願いすることになります。
　齊藤　気管、気管支などにもあるの
ですか。
　永井　最初にちょっとお話ししまし
たが、喘息と間違えられたりして、見
つかるのが遅くなります。そういう場
合は気管や気管支に狭窄を起こし、肺
機能が落ちたり、閉塞性肺炎を起こし
たりすることがありますので、経過観

察が非常に大事です。
　齊藤　あらゆる臓器に起こりうると
いうことでしょうか。
　永井　そうですね。診断がつかない
病気があったら、もしかしたら結核か
もしれないと疑っていただいたほうが
よろしいと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　長谷川先生、非結核性抗酸菌
症の疫学ということで、疫学的なお話
をうかがいたいと思います。
　初めに、非結核性抗酸菌症と結核と
では、どのように違うのでしょうか。
　長谷川　もともと抗酸菌には２種類
が存在します。結核はヒトを宿主にし
て、ヒトからヒトに感染してゆく代表
的な菌ですが、非結核性抗酸菌は、環
境中、特に水系や土壌などに常在して
いる環境菌です。この菌による呼吸器
系の感染症が肺非結核性抗酸菌症にな
りますけれども、この菌は結核菌と異
なりヒトからヒトにうつらないといわ
れています。
　大西　かなり大きな違いがあるわけ
ですね。
　長谷川　はい。
　大西　この菌には様々な菌種がある
とうかがっているのですが、たくさん
あるのでしょうか。
　長谷川　現在、遺伝子配列の解析等
で新しい菌種も次々に見つかっていま
すが、だいたい150種類ぐらいが知ら

れています。
　大西　たくさんあるのですね。それ
では、現在の国際的な状況は、どうな
っているのでしょうか。
　長谷川　この150種類のうち、ヒト
に病原性を示すことが明らかになって
いるものはそれほど多くなくて、主要
なものは約20種類ぐらいと思われます。
日本および北米大陸では、一番多いの
がマイコバクテリウムアビウムコンプ
レックス（MAC）といわれる菌種で、
その次がマイコバクテリウムカンサシ
（カンサシ）という菌になります。最
近マイコバクテリウムアブセッサス
（アブセッサス）という名前の菌が増
えているといわれています。これらの
中でも、MAC菌が肺の非結核性抗酸
菌症の原因菌の約７割を占め、約２割
がカンサシ菌、残りがアブセッサス菌
となります。
　この原因菌の傾向は日本と北米は非
常に似ていますが、東アジア、東南ア
ジアも同じような傾向を示します。一
方、ヨーロッパに行くと、一番多いの
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はやはりMAC菌なのですが、日本で
はあまり認めない、例えばマイコバク
テリウムXenopiとかマイコバクテリウ
ムUlceransなどの、日本ではまれな菌
種による感染症が多いことが知られて
います。
　大西　日本では最近患者さんがかな
り増えてきているようにうかがってい
るのですが、状況はいかがでしょうか。
　長谷川　昔は肺非結核性抗酸菌症は
結核にかかった人に二次的に合併する
病気だといわれていたのですが、最近
は基礎疾患のない、もともとはっきり
した呼吸器系の疾患がない人にこの病
気が増えてきているといわれています。
増加の理由の一つは、この疾患のわが
国の診断基準が2008年に変わり、簡便
になったことが挙げられます。その診
断基準の特徴としては症状の有無を問
わなくなったことが挙げられます。ま
た、日本ではCTを含めて画像検査が
非常に進んでいますので、画像でこの
病気に合致する軽微な所見が発見され
やすくなったと思われます。また、培
養検査では菌量は問われず、喀痰から
複数回培養されれば、基準を満たすこ
とになりました。このように診断基準
が非常に簡便になったことも患者さん
の増加に関連している可能性がありま
す。
　実際、わが国には本疾患に関する十
分な疫学的な検討は実施されていませ
んので不明な点も多いのですが、15～ 

20年前に比べると次第に増加しており、
現在の人口10万対だいたい７～10ぐら
いで増加していると考えられています。
また、新しい診断基準に当てはめると、
だいたい年間8,000人前後が新たに診断
されているのではないかといわれてい
ます。病型は大きく２つに分かれるの
ですが、肺に空洞病変を呈し、結核と
区別がつきにくい病型があります。こ
ういう方は男性に多いのですが、全体
の約２～３割だと思います。
　大西　そういう方はすぐ治療しなけ
ればいけない方ですね。
　長谷川　残りの約７割ぐらいの患者
さんが、中年以降、高齢の女性に多く、
中葉舌区に小隆状影、気管支拡張を伴
う像を呈します。
　大西　そういう方が50～70代ぐらい
の比較的お元気な女性に多いのでしょ
うか。
　長谷川　おそらく健診で胸部の異常
陰影を指摘されて、医療機関を紹介さ
れて調べると、この病気だと判明する
方が明らかに増えているということは
臨床の現場で多くの先生方が実感され
ていると思います。
　大西　そういう方々は比較的予後は
よいと考えてよろしいのでしょうか。
　長谷川　長期的な予後については、
基礎疾患の問題や、あとはどの程度の
病状で見つかるかということも関係す
ると思いますので、予後について正確
に言及はできないのです。旧国立療養

所の研究等では、だいたい20年で半分
ぐらいの方が亡くなるという報告もあ
りますが、はっきりしたことはわかっ
ていません。しかし空洞を認める場合
には予後が悪いことは確かだと思いま
す。
　大西　若い方も時々いらっしゃるよ
うに思うのですが。
　長谷川　確かに、頻度は少ないと思
いますけれども、30代、40代でこの病
気が見つかる方も増えていると思いま
す。
　大西　この菌は環境中にいるという
ことで、何か注意しなければいけない
環境というのはありますか。
　長谷川　環境にもともといる菌です
ので、ヒトからヒトにうつらないとい
うことも考え合わせると、環境に感染
源があると考えることは至極当然です。
最近は菌株の遺伝子解析によって、患
者さんから検出された菌が環境中のど
こにいるのかがわかってきました。例
えば、お風呂だとか、シャワーヘッド
だとか、あとは土壌、そういったとこ
ろにいる菌と同じ遺伝子パターンの菌
が患者さんからも検出される場合があ
ることから、環境の中でも特に、感染
源となりやすい場所が次第に明らかに
なってきました。
　大西　日常生活でいろいろ気をつけ
なければいけない点もあるということ
でしょうか。何かアドバイスはありま
すか。

　長谷川　例えば患者さんの水回り、
お風呂やシャワーヘッドなどですね。
　大西　お風呂の水が流れるところと
か。
　長谷川　そうですね。そういうとこ
ろのいわゆるバイオフィルムといわれ
るようなぬめりの中に菌がすみついて
感染源になることもあるようですので、
そういったところの掃除をしていただ
くことも大切と思います。あとは土と
の接触機会になりますが、例えばガー
デニングなどの趣味があるかというこ
とですね。
　大西　家庭菜園などありますね。
　長谷川　そういったことがお好きな
方には、少し控えられるといいかもし
れませんというようなお話をすること
はあります。
　大西　そういうことが必要だという
ことですね。最近の研究で、どういう
方がこの病気にかかりやすいかといっ
たこともかなり研究が進んでいるよう
にうかがっているのですが、そのあた
りはいかがでしょうか。
　長谷川　中高年の女性で、レントゲ
ン画像上に特徴的な所見を示しますの
で、患者さんたちには共通する何らか
の因子が潜んでいるだろうということ
は指摘されています。最近は多数の患
者さんを対象にして、病気と関連する
先天的あるいは後天的な共通因子があ
るのではないかということを調べる研
究も進められているようです。
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はやはりMAC菌なのですが、日本で
はあまり認めない、例えばマイコバク
テリウムXenopiとかマイコバクテリウ
ムUlceransなどの、日本ではまれな菌
種による感染症が多いことが知られて
います。
　大西　日本では最近患者さんがかな
り増えてきているようにうかがってい
るのですが、状況はいかがでしょうか。
　長谷川　昔は肺非結核性抗酸菌症は
結核にかかった人に二次的に合併する
病気だといわれていたのですが、最近
は基礎疾患のない、もともとはっきり
した呼吸器系の疾患がない人にこの病
気が増えてきているといわれています。
増加の理由の一つは、この疾患のわが
国の診断基準が2008年に変わり、簡便
になったことが挙げられます。その診
断基準の特徴としては症状の有無を問
わなくなったことが挙げられます。ま
た、日本ではCTを含めて画像検査が
非常に進んでいますので、画像でこの
病気に合致する軽微な所見が発見され
やすくなったと思われます。また、培
養検査では菌量は問われず、喀痰から
複数回培養されれば、基準を満たすこ
とになりました。このように診断基準
が非常に簡便になったことも患者さん
の増加に関連している可能性がありま
す。
　実際、わが国には本疾患に関する十
分な疫学的な検討は実施されていませ
んので不明な点も多いのですが、15～ 

20年前に比べると次第に増加しており、
現在の人口10万対だいたい７～10ぐら
いで増加していると考えられています。
また、新しい診断基準に当てはめると、
だいたい年間8,000人前後が新たに診断
されているのではないかといわれてい
ます。病型は大きく２つに分かれるの
ですが、肺に空洞病変を呈し、結核と
区別がつきにくい病型があります。こ
ういう方は男性に多いのですが、全体
の約２～３割だと思います。
　大西　そういう方はすぐ治療しなけ
ればいけない方ですね。
　長谷川　残りの約７割ぐらいの患者
さんが、中年以降、高齢の女性に多く、
中葉舌区に小隆状影、気管支拡張を伴
う像を呈します。
　大西　そういう方が50～70代ぐらい
の比較的お元気な女性に多いのでしょ
うか。
　長谷川　おそらく健診で胸部の異常
陰影を指摘されて、医療機関を紹介さ
れて調べると、この病気だと判明する
方が明らかに増えているということは
臨床の現場で多くの先生方が実感され
ていると思います。
　大西　そういう方々は比較的予後は
よいと考えてよろしいのでしょうか。
　長谷川　長期的な予後については、
基礎疾患の問題や、あとはどの程度の
病状で見つかるかということも関係す
ると思いますので、予後について正確
に言及はできないのです。旧国立療養

所の研究等では、だいたい20年で半分
ぐらいの方が亡くなるという報告もあ
りますが、はっきりしたことはわかっ
ていません。しかし空洞を認める場合
には予後が悪いことは確かだと思いま
す。
　大西　若い方も時々いらっしゃるよ
うに思うのですが。
　長谷川　確かに、頻度は少ないと思
いますけれども、30代、40代でこの病
気が見つかる方も増えていると思いま
す。
　大西　この菌は環境中にいるという
ことで、何か注意しなければいけない
環境というのはありますか。
　長谷川　環境にもともといる菌です
ので、ヒトからヒトにうつらないとい
うことも考え合わせると、環境に感染
源があると考えることは至極当然です。
最近は菌株の遺伝子解析によって、患
者さんから検出された菌が環境中のど
こにいるのかがわかってきました。例
えば、お風呂だとか、シャワーヘッド
だとか、あとは土壌、そういったとこ
ろにいる菌と同じ遺伝子パターンの菌
が患者さんからも検出される場合があ
ることから、環境の中でも特に、感染
源となりやすい場所が次第に明らかに
なってきました。
　大西　日常生活でいろいろ気をつけ
なければいけない点もあるということ
でしょうか。何かアドバイスはありま
すか。

　長谷川　例えば患者さんの水回り、
お風呂やシャワーヘッドなどですね。
　大西　お風呂の水が流れるところと
か。
　長谷川　そうですね。そういうとこ
ろのいわゆるバイオフィルムといわれ
るようなぬめりの中に菌がすみついて
感染源になることもあるようですので、
そういったところの掃除をしていただ
くことも大切と思います。あとは土と
の接触機会になりますが、例えばガー
デニングなどの趣味があるかというこ
とですね。
　大西　家庭菜園などありますね。
　長谷川　そういったことがお好きな
方には、少し控えられるといいかもし
れませんというようなお話をすること
はあります。
　大西　そういうことが必要だという
ことですね。最近の研究で、どういう
方がこの病気にかかりやすいかといっ
たこともかなり研究が進んでいるよう
にうかがっているのですが、そのあた
りはいかがでしょうか。
　長谷川　中高年の女性で、レントゲ
ン画像上に特徴的な所見を示しますの
で、患者さんたちには共通する何らか
の因子が潜んでいるだろうということ
は指摘されています。最近は多数の患
者さんを対象にして、病気と関連する
先天的あるいは後天的な共通因子があ
るのではないかということを調べる研
究も進められているようです。
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　大西　今後、ますます日本は元気な
お年寄りも多くなってくると思います
けれども、この病気も、診断技術の進
歩もあるのでしょうけれども、増えて
くるように思われます。今後の対応や
対策はどのようにしたらよろしいでし
ょうか。
　長谷川　診断しても、すぐに治療に
結びつくというわけではないのですけ
れども、定期的な受診をして、病気が
悪化しないかどうかに気をつけていた
だくことが必要だと思います。慢性の
経過をとりますが、例えば半年、１年、
２年と受診の間隔が延びると、病気が
かなり悪化してから見つかる方もいる
ので、いったん診断をされたら、定期
的な受診をして、変化がない、あるい
はどの程度の変化があるかということ
を見ながら経過を観察することが必要
だと思います。
　大西　医療現場の医師にとって、注
意しなければいけない点はありますか。
例えば、この病気を診断、あるいは見
つけるにあたって、あるいは今後フォ
ローするにあたって、何か注意点があ
りましたら。
　長谷川　喀痰の検査を含む定期的な
検査をしっかり受けることも大事でし

ょうし、あとは抗酸菌でない他の一般
菌が共存すると悪化するということも
いわれていますので、この疾患と診断
されたら、抗酸菌の検査だけではなく、
一般菌の検査も時々併用することも必
要かもしれません。あと画像に関して
は、単純X線写真を少なくとも半年に
１回は撮って、前のレントゲンとの比
較をできるかぎり行うことが必要だと
思います。
　大西　きちんとしたフォローアップ
がいるということですね。そうします
と、予後はまだわからない面もあるか
と思いますけれども、少し重い方もい
るけれども、あまり変化しないで、定
期的なチェックで進んでいく方もいる。
いろいろな病型があると考えてよろし
いでしょうか。
　長谷川　そうですね。
　大西　それに合った対応策を取って
いくことが必要だということですね。
　長谷川　そうですね。あとは、この
疾患とある程度診断がついたり、疑わ
れたときはこの疾患を多数診ている先
生に、今後の方針について一度相談さ
れるのもいいかもしれません。
　大西　そういうことも重要だという
ことですね。ありがとうございました。

　齊藤　非結核性抗酸菌症の診断とい
うことで、倉島先生におうかがいいた
します。
　これはどういう病気なのでしょうか。
　倉島　この病気は、以前はあまり注
目されていなかったのですけれども、
最近は、どういうわけか、特に中高年
女性に多く広まっているということで、
次第に注目されている疾患です。
　この病気を起こす菌ですけれども、
結核菌はご存じのようにヒトからヒト
へうつるのですが、環境中にはいない
菌です。しかし、この非結核性抗酸菌
は環境中によく見つかる菌です。結核
菌は細かく分けても数種類しかないの
ですが、この菌は150菌種以上もあり
ます。
　その中でも、世界じゅうで一番よく
見つかる菌がマイコバクテリウムアビ
ウムコンプレックスという菌でして、
日本のこの病気の約８割はこの菌によ
って起きています。それ以外に、例え
ばマイコバクテリウムカンサシとかア
ブセサスとかいう菌もありますが、圧

倒的に多いのはこのマイコバクテリウ
ムアビウムコンプレックス、略して
MACという菌でして、温水とか、土壌、
そういうものの中にあり、ヒトに感染
すると考えられています。
　齊藤　環境といいますと、土と水で
すか。
　倉島　そうです。
　齊藤　水も温水ということになりま
すか。
　倉島　そうですね。温水のほうが多
い。
　齊藤　お風呂などになりますか。
　倉島　そうですね。お風呂でも、明
らかに危険とわかっているのは24時間
風呂でして、このフィルターの中には
非常にたくさんいるということがわか
っています。しかもそれがヒトにうつ
り疾患を引き起こすということもわか
っています。
　齊藤　患者さんの数はどういう状況
になっているのでしょうか。
　倉島　結核と違って正確な疫学統計
がないので、推定数字ですが、日本で
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　大西　今後、ますます日本は元気な
お年寄りも多くなってくると思います
けれども、この病気も、診断技術の進
歩もあるのでしょうけれども、増えて
くるように思われます。今後の対応や
対策はどのようにしたらよろしいでし
ょうか。
　長谷川　診断しても、すぐに治療に
結びつくというわけではないのですけ
れども、定期的な受診をして、病気が
悪化しないかどうかに気をつけていた
だくことが必要だと思います。慢性の
経過をとりますが、例えば半年、１年、
２年と受診の間隔が延びると、病気が
かなり悪化してから見つかる方もいる
ので、いったん診断をされたら、定期
的な受診をして、変化がない、あるい
はどの程度の変化があるかということ
を見ながら経過を観察することが必要
だと思います。
　大西　医療現場の医師にとって、注
意しなければいけない点はありますか。
例えば、この病気を診断、あるいは見
つけるにあたって、あるいは今後フォ
ローするにあたって、何か注意点があ
りましたら。
　長谷川　喀痰の検査を含む定期的な
検査をしっかり受けることも大事でし

ょうし、あとは抗酸菌でない他の一般
菌が共存すると悪化するということも
いわれていますので、この疾患と診断
されたら、抗酸菌の検査だけではなく、
一般菌の検査も時々併用することも必
要かもしれません。あと画像に関して
は、単純X線写真を少なくとも半年に
１回は撮って、前のレントゲンとの比
較をできるかぎり行うことが必要だと
思います。
　大西　きちんとしたフォローアップ
がいるということですね。そうします
と、予後はまだわからない面もあるか
と思いますけれども、少し重い方もい
るけれども、あまり変化しないで、定
期的なチェックで進んでいく方もいる。
いろいろな病型があると考えてよろし
いでしょうか。
　長谷川　そうですね。
　大西　それに合った対応策を取って
いくことが必要だということですね。
　長谷川　そうですね。あとは、この
疾患とある程度診断がついたり、疑わ
れたときはこの疾患を多数診ている先
生に、今後の方針について一度相談さ
れるのもいいかもしれません。
　大西　そういうことも重要だという
ことですね。ありがとうございました。

　齊藤　非結核性抗酸菌症の診断とい
うことで、倉島先生におうかがいいた
します。
　これはどういう病気なのでしょうか。
　倉島　この病気は、以前はあまり注
目されていなかったのですけれども、
最近は、どういうわけか、特に中高年
女性に多く広まっているということで、
次第に注目されている疾患です。
　この病気を起こす菌ですけれども、
結核菌はご存じのようにヒトからヒト
へうつるのですが、環境中にはいない
菌です。しかし、この非結核性抗酸菌
は環境中によく見つかる菌です。結核
菌は細かく分けても数種類しかないの
ですが、この菌は150菌種以上もあり
ます。
　その中でも、世界じゅうで一番よく
見つかる菌がマイコバクテリウムアビ
ウムコンプレックスという菌でして、
日本のこの病気の約８割はこの菌によ
って起きています。それ以外に、例え
ばマイコバクテリウムカンサシとかア
ブセサスとかいう菌もありますが、圧

倒的に多いのはこのマイコバクテリウ
ムアビウムコンプレックス、略して
MACという菌でして、温水とか、土壌、
そういうものの中にあり、ヒトに感染
すると考えられています。
　齊藤　環境といいますと、土と水で
すか。
　倉島　そうです。
　齊藤　水も温水ということになりま
すか。
　倉島　そうですね。温水のほうが多
い。
　齊藤　お風呂などになりますか。
　倉島　そうですね。お風呂でも、明
らかに危険とわかっているのは24時間
風呂でして、このフィルターの中には
非常にたくさんいるということがわか
っています。しかもそれがヒトにうつ
り疾患を引き起こすということもわか
っています。
　齊藤　患者さんの数はどういう状況
になっているのでしょうか。
　倉島　結核と違って正確な疫学統計
がないので、推定数字ですが、日本で
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は1970年代に罹患率で人口10万対１程
度しかいなかったのですけれども、現
在では人口10万対９とか10のレベルま
でおそらく上昇している。つまり、こ
の間に約10倍に増えているわけです。
ほかの国でもこの10年間で倍以上増え
ている国が多いのですが、日本ほど増
えている国はないというのが今の状況
です。
　齊藤　先進国で増えているというこ
とですか。
　倉島　そうですね。
　齊藤　結核は減ってきているという
ことでしょうか。
　倉島　結核は、全世界的にはまだ減
っていないのですが、日本では人口10
万対、塗抹陽性結核の罹患率は6.5くら
いになっていますから、今どこの病院
でも呼吸器外来に訪れる抗酸菌塗抹陽
性の患者の中で結核よりもこの病気の
患者さんのほうが多くなっているとい
うのが実情だと思います。
　齊藤　診断はどのようにするのでし
ょうか。
　倉島　これがちょっと結核菌と違う
ところがあります。結核菌の場合は環
境中には全くいない菌ですから、その
人の痰から１回でも見つかれば、それ
で確定診断ですが、この病気の場合は
環境中に時々見つかる菌ですから、ヒ
トのサンプルからこの菌が１回出たか
らといって、この病気として確定診断
するのはかなり問題があります。した

がって、日本で2008年につくられた診
断基準でいきますと、喀痰だったら２
回、この菌が検出されないと、確かに
この病気とはいえませんよということ
になっています。
　それから、例えば気管支鏡を使って、
この病気を疑われている病巣から材料
を取ってきて菌が見つかった場合は１
回でもいいですよという診断基準にな
っています。
　齊藤　細菌学的な手技としては、培
養ですか。
　倉島　そうです。培養で確認すると
いうことを条件にしています。
　齊藤　DNAの検査はどうですか。
　倉島　DNAは菌種を同定するうえで
は非常に役立つのですが、生きた菌が
その人の体の中にいるということを証
明することは、DNAだけではできませ
ん。死菌でもDNAだったら出ます。
　齊藤　画像はどうなのでしょうか。
　倉島　この病気の画像も、ある特定
のパターンが多い。結核とはいろいろ
な点で違うところがある。例えば、一
般的結核は肺の上のほう、肺尖部とか
そういうところに多いのですけれども、
この病気は圧倒的に肺の真ん中、中葉
とか舌区に多いのです。ですから、結
核とは部位も違うし、病巣のパターン
も、結核の場合、いきなり空洞が写る
こともけっこうありますけれども、こ
の病気は細気管支の分岐状の陰影と限
局性の気管支拡張という独特なパター

ンが写ることが圧倒的に多いので、CT
画像上でこの病気を強く疑われるとい
うことがしばしばあります。
　齊藤　日本では今CT健診もかなり
行われていますけれども、そこで見つ
かる方がいらっしゃるのでしょうか。
　倉島　日本はCTの台数が世界で最
も密度が高い国ですから、CT健診と
か人間ドックとか、ほかの国ではまず
行われないような診断アプローチが日
本はかなり普及していまして、それで
見つかる例はかなり多いわけです。健
診で画像所見が見つかって、本人は何
も症状がないにもかかわらず、気管支
鏡でこの菌が見つかって、確定診断ま
で至るという例数がかなり日本は多い
といえます。
　齊藤　日本の特徴として、早期に無
症状の段階で見つかってしまう患者さ
んが多いということですね。これは気
管支鏡までいくことが多いでしょうか。
　倉島　本人も自覚症状がないし、病
変も非常に微細、微小な場合は、もち
ろん３～４カ月に１回とか半年に１回、
ずっと観察を重ねていく、そういう例
もかなり見られます。
　齊藤　治療をするかどうかの判断は

どうするのでしょうか。
　倉島　日本のように、無自覚症状で
確定診断までいく人がかなりいて、し
かもこの病気の治療は一種独特で、100
％殺菌的な効果がある薬剤はなく、静
菌的な作用しかない薬を３つぐらい組
み合わせて、長期投与を行うというの
が治療の国際的なスタンダードですか
ら、これをすべての患者さんに、例え
ば80歳ぐらいでそのような病気が見つ
かった人に３種類もの薬剤を大量に長
期に使っていいのか。いろいろ副作用
も出てくるかもしれない。
　それに、この病気は結核と違ってヒ
トからヒトへ伝染する可能性はないわ
けですから、迷惑もかけない。また、
この病気自体の進行は非常にゆっくり
で、５年とか10年単位で進行していく
ような病気ですから、80歳くらいの方
にすべてその多剤併用療法をしなけれ
ばいけないかというと、臨床の現場で
は様々な判断があり得ます。ですから、
診断基準の中でも、診断がついたから
といって、すべてにすぐ治療をする必
要はないということになっています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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は1970年代に罹患率で人口10万対１程
度しかいなかったのですけれども、現
在では人口10万対９とか10のレベルま
でおそらく上昇している。つまり、こ
の間に約10倍に増えているわけです。
ほかの国でもこの10年間で倍以上増え
ている国が多いのですが、日本ほど増
えている国はないというのが今の状況
です。
　齊藤　先進国で増えているというこ
とですか。
　倉島　そうですね。
　齊藤　結核は減ってきているという
ことでしょうか。
　倉島　結核は、全世界的にはまだ減
っていないのですが、日本では人口10
万対、塗抹陽性結核の罹患率は6.5くら
いになっていますから、今どこの病院
でも呼吸器外来に訪れる抗酸菌塗抹陽
性の患者の中で結核よりもこの病気の
患者さんのほうが多くなっているとい
うのが実情だと思います。
　齊藤　診断はどのようにするのでし
ょうか。
　倉島　これがちょっと結核菌と違う
ところがあります。結核菌の場合は環
境中には全くいない菌ですから、その
人の痰から１回でも見つかれば、それ
で確定診断ですが、この病気の場合は
環境中に時々見つかる菌ですから、ヒ
トのサンプルからこの菌が１回出たか
らといって、この病気として確定診断
するのはかなり問題があります。した

がって、日本で2008年につくられた診
断基準でいきますと、喀痰だったら２
回、この菌が検出されないと、確かに
この病気とはいえませんよということ
になっています。
　それから、例えば気管支鏡を使って、
この病気を疑われている病巣から材料
を取ってきて菌が見つかった場合は１
回でもいいですよという診断基準にな
っています。
　齊藤　細菌学的な手技としては、培
養ですか。
　倉島　そうです。培養で確認すると
いうことを条件にしています。
　齊藤　DNAの検査はどうですか。
　倉島　DNAは菌種を同定するうえで
は非常に役立つのですが、生きた菌が
その人の体の中にいるということを証
明することは、DNAだけではできませ
ん。死菌でもDNAだったら出ます。
　齊藤　画像はどうなのでしょうか。
　倉島　この病気の画像も、ある特定
のパターンが多い。結核とはいろいろ
な点で違うところがある。例えば、一
般的結核は肺の上のほう、肺尖部とか
そういうところに多いのですけれども、
この病気は圧倒的に肺の真ん中、中葉
とか舌区に多いのです。ですから、結
核とは部位も違うし、病巣のパターン
も、結核の場合、いきなり空洞が写る
こともけっこうありますけれども、こ
の病気は細気管支の分岐状の陰影と限
局性の気管支拡張という独特なパター

ンが写ることが圧倒的に多いので、CT
画像上でこの病気を強く疑われるとい
うことがしばしばあります。
　齊藤　日本では今CT健診もかなり
行われていますけれども、そこで見つ
かる方がいらっしゃるのでしょうか。
　倉島　日本はCTの台数が世界で最
も密度が高い国ですから、CT健診と
か人間ドックとか、ほかの国ではまず
行われないような診断アプローチが日
本はかなり普及していまして、それで
見つかる例はかなり多いわけです。健
診で画像所見が見つかって、本人は何
も症状がないにもかかわらず、気管支
鏡でこの菌が見つかって、確定診断ま
で至るという例数がかなり日本は多い
といえます。
　齊藤　日本の特徴として、早期に無
症状の段階で見つかってしまう患者さ
んが多いということですね。これは気
管支鏡までいくことが多いでしょうか。
　倉島　本人も自覚症状がないし、病
変も非常に微細、微小な場合は、もち
ろん３～４カ月に１回とか半年に１回、
ずっと観察を重ねていく、そういう例
もかなり見られます。
　齊藤　治療をするかどうかの判断は

どうするのでしょうか。
　倉島　日本のように、無自覚症状で
確定診断までいく人がかなりいて、し
かもこの病気の治療は一種独特で、100
％殺菌的な効果がある薬剤はなく、静
菌的な作用しかない薬を３つぐらい組
み合わせて、長期投与を行うというの
が治療の国際的なスタンダードですか
ら、これをすべての患者さんに、例え
ば80歳ぐらいでそのような病気が見つ
かった人に３種類もの薬剤を大量に長
期に使っていいのか。いろいろ副作用
も出てくるかもしれない。
　それに、この病気は結核と違ってヒ
トからヒトへ伝染する可能性はないわ
けですから、迷惑もかけない。また、
この病気自体の進行は非常にゆっくり
で、５年とか10年単位で進行していく
ような病気ですから、80歳くらいの方
にすべてその多剤併用療法をしなけれ
ばいけないかというと、臨床の現場で
は様々な判断があり得ます。ですから、
診断基準の中でも、診断がついたから
といって、すべてにすぐ治療をする必
要はないということになっています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　小川先生、本日は非結核性抗
酸菌症の治療ということでお話をうか
がいたいと思います。
　初めに、疫学的なことからおうかが
いしたいのですが、この病気は随分増
えているようなこともうかがったので
すが、そのあたりの現状を教えていた
だけますか。
　小川　私がこの病気に取り組み出し
たのが1980年代の後半なのですけれど
も、その当時はまだ肺結核の後遺症と
いうような位置づけで、結核が治った
後の壊れた肺の中に菌が定着するとい
うことで、さほど進行することもなく、
比較的穏やかなものだという考えだっ
たのです。ただ、1990年以降になりま
すと、急速に、特にもともと肺が悪く
ない中高年女性を中心に相当増えてき
ています。
　罹患率というのは推定的なものしか
ないのですけれども、1990年当初と比
べると、今では倍とか３倍近い罹患率
になっていて、特にデータとしてはっ
きりあるのが死亡統計による死亡者数

ですけれども、1980年は30人、1990年
は158人、そして2010年には1,121人と
急激な増え方になっています。そうい
った点をふまえて、今後、この病気を
しっかりとフォローして治すような方
法を考えないと、たいへんなことにな
るのではないかと考えております。
　大西　非常に患者さんも増えて、重
要な疾患になってきたということです
ね。
　小川　そうですね。
　大西　それでは、本日のテーマであ
ります治療のお話をうかがいたいので
すが、この患者さんを治療するべきか
どうか、治療するとしたらいつごろか
ら始めたらいいのか、現場では迷うこ
ともあるかと思いますが、そのあたり
の考え方を教えていただけますでしょ
うか。
　小川　ここからは、非結核性抗酸菌
症の約80％を占める肺MAC症に関す
るお話をさせていただきます。以前、
多くの先生たちが、あまり進行しない
疾患という認識のもとに、この菌が出

ても様子を見ればいいよというような
時代がけっこう長かったのですが、こ
こ10年ぐらいで考え方が変わってきま
して、この病気を発見したときに、放
置しては絶対いけない。仮にすぐ治療
しないにしても、３～６カ月の厳重な
経過フォローをしながら、もし悪化す
るようなら、すぐ治療介入しなさいと
いう考え方に変わってきております。
　では、いったいいつが治療開始時期
かということですけれども、この病気
には大きく分けて２つの病型がありま
す。空洞を伴う結核類似型と呼ばれる
ような病型と、もう一つは肺の中葉と
か舌区と呼ばれる小さな部分なのです
けれども、そこに気管支拡張症を伴っ
て病変を形成するという中葉舌区型、
その２つのタイプがあります。
　空洞を形成するタイプ、結核類似型
は予後がよくないということがはっき
りしてきまして、空洞を形成するタイ
プは見つけた時点ですぐに治療介入す
べきであるということがいわれていま
す。
　もう一つ、中葉舌区型、いわゆる気
管支拡張を伴う型ですけれども、この
病型ですぐに治療介入すべきというの
は、血痰や喀血のような症状が出る場
合です。それから菌を大量に排菌して
いる場合、例えば喀痰塗抹が連続して
（２＋）以上の場合はすぐに治療を開
始したほうがよい。それから、病変の
範囲が広い場合も治療介入しましょう

ということで、空洞タイプと、中葉舌
区型でも症状が強くて、排菌量が多く
て、そして範囲が広い場合はすぐに治
療を開始しましょうということがいわ
れています。
　治療を開始せずに経過を見るという
ケースですけれども、一つはまず病変
の範囲が小さくて、自覚症状が乏しい。
空洞はもちろんなく、気管支拡張があ
ったとしても軽いものは、すぐに治療
を開始しなくてもよくて、少し経過を
見てもいい。経過を見る場合は３～６
カ月に１回のレントゲンもしくはCTフ
ォローということが重要な点になって
きます。
　大西　むしろ積極的に治療するよう
な考え方に変わってきたということで
すね。
　小川　そうです。悪化させないとい
うことが重要な疾患になってきていま
す。
　大西　そうしますと、治療薬をどの
ように選択したらよろしいのでしょう
か。
　小川　基本的には、アメリカでも日
本でも同じなのですけれども、今、３
種類の治療標準薬がありまして、リフ
ァンピシンとエタンブトールとクラリ
スロマイシン、この３剤併用が標準治
療法になっています。また、中等症以
上、重症のような方にはストレプトマ
イシンまたはカナマイシンを加えて４
剤治療を行うというのが基本的な考え

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅱ）

国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科臨床研究部長
小　川　賢　二

（聞き手　大西　真）
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　大西　小川先生、本日は非結核性抗
酸菌症の治療ということでお話をうか
がいたいと思います。
　初めに、疫学的なことからおうかが
いしたいのですが、この病気は随分増
えているようなこともうかがったので
すが、そのあたりの現状を教えていた
だけますか。
　小川　私がこの病気に取り組み出し
たのが1980年代の後半なのですけれど
も、その当時はまだ肺結核の後遺症と
いうような位置づけで、結核が治った
後の壊れた肺の中に菌が定着するとい
うことで、さほど進行することもなく、
比較的穏やかなものだという考えだっ
たのです。ただ、1990年以降になりま
すと、急速に、特にもともと肺が悪く
ない中高年女性を中心に相当増えてき
ています。
　罹患率というのは推定的なものしか
ないのですけれども、1990年当初と比
べると、今では倍とか３倍近い罹患率
になっていて、特にデータとしてはっ
きりあるのが死亡統計による死亡者数

ですけれども、1980年は30人、1990年
は158人、そして2010年には1,121人と
急激な増え方になっています。そうい
った点をふまえて、今後、この病気を
しっかりとフォローして治すような方
法を考えないと、たいへんなことにな
るのではないかと考えております。
　大西　非常に患者さんも増えて、重
要な疾患になってきたということです
ね。
　小川　そうですね。
　大西　それでは、本日のテーマであ
ります治療のお話をうかがいたいので
すが、この患者さんを治療するべきか
どうか、治療するとしたらいつごろか
ら始めたらいいのか、現場では迷うこ
ともあるかと思いますが、そのあたり
の考え方を教えていただけますでしょ
うか。
　小川　ここからは、非結核性抗酸菌
症の約80％を占める肺MAC症に関す
るお話をさせていただきます。以前、
多くの先生たちが、あまり進行しない
疾患という認識のもとに、この菌が出

ても様子を見ればいいよというような
時代がけっこう長かったのですが、こ
こ10年ぐらいで考え方が変わってきま
して、この病気を発見したときに、放
置しては絶対いけない。仮にすぐ治療
しないにしても、３～６カ月の厳重な
経過フォローをしながら、もし悪化す
るようなら、すぐ治療介入しなさいと
いう考え方に変わってきております。
　では、いったいいつが治療開始時期
かということですけれども、この病気
には大きく分けて２つの病型がありま
す。空洞を伴う結核類似型と呼ばれる
ような病型と、もう一つは肺の中葉と
か舌区と呼ばれる小さな部分なのです
けれども、そこに気管支拡張症を伴っ
て病変を形成するという中葉舌区型、
その２つのタイプがあります。
　空洞を形成するタイプ、結核類似型
は予後がよくないということがはっき
りしてきまして、空洞を形成するタイ
プは見つけた時点ですぐに治療介入す
べきであるということがいわれていま
す。
　もう一つ、中葉舌区型、いわゆる気
管支拡張を伴う型ですけれども、この
病型ですぐに治療介入すべきというの
は、血痰や喀血のような症状が出る場
合です。それから菌を大量に排菌して
いる場合、例えば喀痰塗抹が連続して
（２＋）以上の場合はすぐに治療を開
始したほうがよい。それから、病変の
範囲が広い場合も治療介入しましょう

ということで、空洞タイプと、中葉舌
区型でも症状が強くて、排菌量が多く
て、そして範囲が広い場合はすぐに治
療を開始しましょうということがいわ
れています。
　治療を開始せずに経過を見るという
ケースですけれども、一つはまず病変
の範囲が小さくて、自覚症状が乏しい。
空洞はもちろんなく、気管支拡張があ
ったとしても軽いものは、すぐに治療
を開始しなくてもよくて、少し経過を
見てもいい。経過を見る場合は３～６
カ月に１回のレントゲンもしくはCTフ
ォローということが重要な点になって
きます。
　大西　むしろ積極的に治療するよう
な考え方に変わってきたということで
すね。
　小川　そうです。悪化させないとい
うことが重要な疾患になってきていま
す。
　大西　そうしますと、治療薬をどの
ように選択したらよろしいのでしょう
か。
　小川　基本的には、アメリカでも日
本でも同じなのですけれども、今、３
種類の治療標準薬がありまして、リフ
ァンピシンとエタンブトールとクラリ
スロマイシン、この３剤併用が標準治
療法になっています。また、中等症以
上、重症のような方にはストレプトマ
イシンまたはカナマイシンを加えて４
剤治療を行うというのが基本的な考え

結核・非結核性抗酸菌症診療の最新情報（Ⅱ）

国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科臨床研究部長
小　川　賢　二

（聞き手　大西　真）
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方となっています。
　大西　基本的な３剤の有効性はかな
り高いと考えてよろしいのでしょうか。
　小川　そうですね。初回治療の場合
は80％以上の人がレスポンスして改善
するということは、皆さんよく経験さ
れていることだと思います。ただ、こ
の治療薬が効くということで、短期間
治療でやめてしまうと早期再燃が問題
になります。
　大西　この治療薬を使うにあたって
気をつけなければいけない点や、一般
的な副作用もいろいろあろうかと思い
ますけれども。
　小川　リファンピシンという薬は非
常に副作用の多い薬です。特に気をつ
けなければいけない副作用は血球減少
や血小板減少といった血液障害を引き
起こすことです。また、肝機能障害が
起こりやすいということや、胃腸障害
も少なからず起こる可能性があります
ので、リファンピシンを使う場合は気
をつけなければいけません。
　もう１点、リファンピシンが問題な
のは、薬剤相互作用が非常に多くて、
併用薬が効かなくなってしまうという
ことがあることです。特にステロイド
を使っているような方は気をつけない
と、いわゆるステロイド離脱症状を起
こしてしまうことがあります。
　エタンブトールは目の障害、視神経
障害を起こしやすい薬です。これは内
服中に気がついて中止すれば戻るので

すけれども、知らずに継続すると、場
合によっては失明するということもあ
りうるので、注意しなくてはいけませ
ん。
　大西　副作用を見つけるためのフォ
ローの期間やタイミングなどは、何か
ありますか。
　小川　毎月１回、必ず視神経に関す
る目の検査を行って、その数値が下が
ってくるようでしたら、いったんエタ
ンブトールを中止します。眼科で精査
していただき、薬剤の目への影響がな
いかをきちんと評価してからのちに再
開する。もしこの薬による目の障害が
出ているとすれば、以後使わないほう
がよいということになります。
　大西　先ほど出ました治療の期間の
問題がまた大きいかと思いますけれど
も、そのあたりの現在の考え方はどの
ようになっていますでしょうか。
　小川　これはわが国、アメリカとも
に、菌陰性化後１年という期間が推奨
されているのですけれども、そうしま
すとだいたい１年半から、長い人で２
年ぐらいになります。ところが、最近
いろいろな研究の結果、空洞を形成す
るようなタイプはそれでは短すぎるの
で、プラス９カ月が妥当ではないかと
いわれています。したがって、治療期
間は長いと３年弱ぐらいになります。
それぐらいかけたほうが再発率に関し
ては低下するといわれています。
　一般的に軽いタイプですと、１年半

から２年でもそんなに大きな差は出な
いというふうに考えられています。
　大西　適切な治療薬の選択と期間の
選択により、予後はかなり改善されて
きているのでしょうか。
　小川　きちんと治療することによっ
て、いったん改善するということがあ
りますので、それで治療を終了して、
ある程度の期間、再発しない期間を得
られるということになりますと、明ら
かにその期間は病気の進行がないわけ
です。例えば治療して安定している期
間が５年あったとして、それに対し未
治療で見ていて、もし進行しますと、
広範な病変ができて、場合によっては
呼吸不全に陥ることもあります。した
がって治療により、長期的な予後は改
善されているのではないかと考えてお
ります。
　大西　お若い方でもそうなることも
ありうるということですか。
　小川　症状の進行には大きく分けて
３つのパターンがあります。１つは最
初の５年間ぐらいは陰影がよくなった
り悪くなったりを繰り返すパターン。
一見、自然軽快するような場面もある
のですけれども、それでも10年経過す
ると、最初よりは必ず悪くなっていま
す。このケースは比較的進行がゆっく
りのケースです。
　我々がよく診療するのは、最初の２
年ぐらいはあまり進行しないのですけ
れども、そこからかなりの勢いで悪化

していくというケース。
　そして頻度は低いのですが、一番困
難なケースで、最初見たときは軽症で
すが２年後には両方の肺に空洞が多発
し、もう治療を行っても効かない、手
術もできない、こういうケースが非常
に困ったケースです。
　大西　手術になるケースというのは
どのようなケースなのでしょうか。
　小川　空洞を形成するタイプで、範
囲がある程度限局していれば、それは
取ってしまったほうがいいという考え
です。結局、内科治療をしても、空洞
は最終的に残存してしまうことが多い
ので、そこからまた再発してくること
がよく見られます。したがって空洞を
形成したタイプは可能なかぎり手術し
たほうがよいと考えています。
　もう一つ、中葉舌区型でも気管支拡
張が高度な方の場合、できれば気管支
拡張部分を主病巣として切除したほう
がよいと考えています。この際、他葉
に小病変が残存していたとしても、主
病巣の切除により、現行の治療でも効
果が望めるようになりますので、そう
いった意味で外科治療併用というのも
予後に関係してくると我々は考えてい
ます。
　大西　有効な場合もあるということ
ですね。
　小川　有効な場合がかなりあります。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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方となっています。
　大西　基本的な３剤の有効性はかな
り高いと考えてよろしいのでしょうか。
　小川　そうですね。初回治療の場合
は80％以上の人がレスポンスして改善
するということは、皆さんよく経験さ
れていることだと思います。ただ、こ
の治療薬が効くということで、短期間
治療でやめてしまうと早期再燃が問題
になります。
　大西　この治療薬を使うにあたって
気をつけなければいけない点や、一般
的な副作用もいろいろあろうかと思い
ますけれども。
　小川　リファンピシンという薬は非
常に副作用の多い薬です。特に気をつ
けなければいけない副作用は血球減少
や血小板減少といった血液障害を引き
起こすことです。また、肝機能障害が
起こりやすいということや、胃腸障害
も少なからず起こる可能性があります
ので、リファンピシンを使う場合は気
をつけなければいけません。
　もう１点、リファンピシンが問題な
のは、薬剤相互作用が非常に多くて、
併用薬が効かなくなってしまうという
ことがあることです。特にステロイド
を使っているような方は気をつけない
と、いわゆるステロイド離脱症状を起
こしてしまうことがあります。
　エタンブトールは目の障害、視神経
障害を起こしやすい薬です。これは内
服中に気がついて中止すれば戻るので

すけれども、知らずに継続すると、場
合によっては失明するということもあ
りうるので、注意しなくてはいけませ
ん。
　大西　副作用を見つけるためのフォ
ローの期間やタイミングなどは、何か
ありますか。
　小川　毎月１回、必ず視神経に関す
る目の検査を行って、その数値が下が
ってくるようでしたら、いったんエタ
ンブトールを中止します。眼科で精査
していただき、薬剤の目への影響がな
いかをきちんと評価してからのちに再
開する。もしこの薬による目の障害が
出ているとすれば、以後使わないほう
がよいということになります。
　大西　先ほど出ました治療の期間の
問題がまた大きいかと思いますけれど
も、そのあたりの現在の考え方はどの
ようになっていますでしょうか。
　小川　これはわが国、アメリカとも
に、菌陰性化後１年という期間が推奨
されているのですけれども、そうしま
すとだいたい１年半から、長い人で２
年ぐらいになります。ところが、最近
いろいろな研究の結果、空洞を形成す
るようなタイプはそれでは短すぎるの
で、プラス９カ月が妥当ではないかと
いわれています。したがって、治療期
間は長いと３年弱ぐらいになります。
それぐらいかけたほうが再発率に関し
ては低下するといわれています。
　一般的に軽いタイプですと、１年半

から２年でもそんなに大きな差は出な
いというふうに考えられています。
　大西　適切な治療薬の選択と期間の
選択により、予後はかなり改善されて
きているのでしょうか。
　小川　きちんと治療することによっ
て、いったん改善するということがあ
りますので、それで治療を終了して、
ある程度の期間、再発しない期間を得
られるということになりますと、明ら
かにその期間は病気の進行がないわけ
です。例えば治療して安定している期
間が５年あったとして、それに対し未
治療で見ていて、もし進行しますと、
広範な病変ができて、場合によっては
呼吸不全に陥ることもあります。した
がって治療により、長期的な予後は改
善されているのではないかと考えてお
ります。
　大西　お若い方でもそうなることも
ありうるということですか。
　小川　症状の進行には大きく分けて
３つのパターンがあります。１つは最
初の５年間ぐらいは陰影がよくなった
り悪くなったりを繰り返すパターン。
一見、自然軽快するような場面もある
のですけれども、それでも10年経過す
ると、最初よりは必ず悪くなっていま
す。このケースは比較的進行がゆっく
りのケースです。
　我々がよく診療するのは、最初の２
年ぐらいはあまり進行しないのですけ
れども、そこからかなりの勢いで悪化

していくというケース。
　そして頻度は低いのですが、一番困
難なケースで、最初見たときは軽症で
すが２年後には両方の肺に空洞が多発
し、もう治療を行っても効かない、手
術もできない、こういうケースが非常
に困ったケースです。
　大西　手術になるケースというのは
どのようなケースなのでしょうか。
　小川　空洞を形成するタイプで、範
囲がある程度限局していれば、それは
取ってしまったほうがいいという考え
です。結局、内科治療をしても、空洞
は最終的に残存してしまうことが多い
ので、そこからまた再発してくること
がよく見られます。したがって空洞を
形成したタイプは可能なかぎり手術し
たほうがよいと考えています。
　もう一つ、中葉舌区型でも気管支拡
張が高度な方の場合、できれば気管支
拡張部分を主病巣として切除したほう
がよいと考えています。この際、他葉
に小病変が残存していたとしても、主
病巣の切除により、現行の治療でも効
果が望めるようになりますので、そう
いった意味で外科治療併用というのも
予後に関係してくると我々は考えてい
ます。
　大西　有効な場合もあるということ
ですね。
　小川　有効な場合がかなりあります。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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