
ろで本当に起こっているかどうかを見
る技術が今のところありません。その
理論値を用いて、このくらい発症して
いるので危険ではないかと推定してい
ます。ただ、それは行政などが対応す
るための数値であって、決して個々の
方々のがんが増えるという意味ではあ
りません。
　山内　ただ、不必要な検査が少し多
い。例えば、MRIを撮っているのにCT
をまた撮るとか、CTを撮ったうえで
造影を忘れたから造影を行うとか、そ
んなことばかりやっているのは論外で
すね。
　笹井　それはだめです。MRIで代用
できるものであればMRIで、超音波で
代用できるものであれば超音波断層を
やればいいことであって、不必要なX
線など被ばくする検査は行ってはいけ
ないと思います。

　山内　最後に、この質問にあります
が、お子さんの場合、親御さんはかな
り心配される。これは医師ではありま
せんから、やむを得ないところもある
のですが、この場合、先ほどの先生の
お話ですと、発がんの恐れがないと言
い切ると、かえって話としてはおかし
くなるのですね。
　笹井　そう思います。ただ、リスク
は上がるけれども、ほんのちょっとし
か上がらない。ですから、検査によっ
て得られる利益のほうがリスクよりも
ずっと多いですよとご説明いただくと
いいと思います。
　山内　実際問題として、お子さんの
場合にはあまりいろいろな造影などは
ないとは思われますが、本当に必要な
ものに絞って行うことになりますね。
　笹井　そういうことです。
　山内　ありがとうございました。

　池田　蜂刺されの治療について、ま
ず初めに、日本でどのような蜂がいて、
どのような季節に、どんな場所で刺さ
れるのでしょうか。
　谷口　蜂の種類としては、皆様ご存
じのスズメバチ、アシナガバチ、ミツ
バチの種類のどれかに刺されていると
思うのですけれども、時期的にはいず
れも７～10月の間が一番多くなってい
ます。アシナガバチは普通の家のそば
などにいて、洗濯物の中に紛れ込んで
いることが多いといわれています。ス
ズメバチはもっと山のほうなどにいる
ものだと思います。ミツバチの場合は
町なかの家の近くにもいますが、よく
刺されるのは農業関係の方とか、ハウ
ス農家の方などが多いのではないかと
思います。
　池田　我々のイメージですと、スズ
メバチは凶暴で、逃げても追いかけて

くるということですけれども、実際に
そうなのでしょうか。
　谷口　スズメバチは一番凶暴ですし、
固体も大きいです。ミツバチなどは積
極的にかまわなければあまり刺してこ
ないといわれていますが、蜂のアレル
ギーに関していえば、どの蜂も同じよ
うに危険ではあります。ただ、スズメ
バチとアシナガバチはセロトニンが毒
の中に多く含まれているために痛みが
強いといわれています。
　池田　シーンとして、スズメバチで
すとどこか郊外、森などに入っていっ
て刺される。アシナガバチは逆に家の
そばに巣があって、干している洗濯物
の中に入ってきて、洗濯物を取り込も
うとしたときに刺されてしまう。そう
いうパターンですね。
　谷口　そういうことが多いと思いま
す。ただ、スズメバチも近年は山林の

蜂刺されの治療

九段坂病院皮膚科部長
谷　口　裕　子

（聞き手　池田志斈）

　蜂刺されの治療について状態別にご教示ください。
＜北海道開業医＞
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開発などにより住宅地に進出してきて、
巣をつくって問題になってきています
ので、注意が必要です。
　池田　ミツバチはアウトドアの人た
ち、例えば造園業とか、いわゆる家庭
菜園もはやっていますので、そういっ
た作業中に刺される可能性はあるので
すね。
　谷口　はい。
　池田　ミツバチの場合は、受粉とい
う行為がありますので、花が咲いてい
たりすると刺されやすくなってしまう
のですね。
　谷口　そうだと思います。
　池田　先ほど毒として、セロトニン
のお話が出ましたけれども、スズメバ
チとかアシナガバチは痛みが強いです
ね。これはセロトニンによるものなの
でしょうか。
　谷口　セロトニンが一番関係してい
るといわれているのですけれども、ほ
かにヒスタミンとかキニンなどの痛み
を起こす物質が含まれているそうです。
　池田　私はミツバチに刺されたこと
はないのですが、痛みはあまり強くな
いのですか。
　谷口　患者さんは痛かったとおっし
ゃいますので、痛みの成分は入ってい
ると思うのですけれども、量が違うの
だろうと思います。
　池田　質問で、症状別に治療法は変
わるのかということですが、一般的に、
刺されると、局所の発赤、腫脹、疼痛

が生じますが、どのようにコントロー
ルされるのでしょうか。
　谷口　局所の症状は普通の虫刺され
と同じで、まずステロイド外用剤など
を塗ったり、場合によっては抗ヒスタ
ミン薬や痛み止めののみ薬を使ってい
ただくと思うのですけれども、例えば
手の甲を刺されて腕全体が腫れたとか、
そういう大きな腫れがあった場合など
はステロイドの内服をすることもあり
ます。
　全身症状は即時型の反応と少し遅れ
て10日後ぐらいに現れる反応がありま
す。即時型の場合は、皆様ご存じのよ
うに、じんましんであるとか、それが
悪化するとアナフィラキシーショック
に至ることがありますので、ショック
の治療が必要になってくる場合もあり
ます。
　池田　ショックの場合はどのような
治療をされるのでしょうか。
　谷口　ショックの場合は、アドレナ
リンを投与することが最も大事です。
ショックの場合は数分から10分で起こ
るといわれているのですけれども、30
分以内にアドレナリンを投与するかし
ないかで致命的になるかどうかが分か
れるといわれています。なるべく早く
アドレナリンを投与する必要がありま
す。
　池田　30分以内ということですね。
最も簡便な投与法はどういうものがあ
るのでしょうか。

　谷口　簡便な投与法は、食物アレル
ギーなどでも使われているエピペンが
一番必要になってきます。
　池田　エピペンについてうかがいた
いのですが、どのような注射なのでし
ょうか。
　谷口　エピペンは、名前のごとくペ
ン型になっていまして、キャップを外
して、大腿の外側に押しつけて注射す
るようにできているものです。大人用
と子ども用の用量の薬がありまして、
それをアナフィラキシーショックの危
険がある方は常に携帯していただくと
いうものです。
　池田　緊急性のあるものですから、
洋服の上から打ってしまうのですね。
　谷口　普通のジーンズの上からでも
刺せるようにできているといわれてい
ます。
　池田　比較的厚めの下着あるいは衣
類の上からでも打てるのですね。
　谷口　はい。
　池田　危険を感じたら先に打ってし
まうのですか。
　谷口　前駆症状があったらと説明書
きにはあるのですけれども、待ってい
る間にどんどんぐあいが悪くなるとい
けないので、アナフィラキシーの既往
がある方はハチに刺されたと思ったら
すぐに打ったほうがいいと思います。
　池田　それと、遅発性といいますか、
10日ぐらい遅れて出てくる症状はどの
ようなものなのでしょうか。

　谷口　これは２型とか３型のアレル
ギーといわれているのですけれども、
全身倦怠感ですとか、神経炎や腎炎の
症状、すごく大きな皮膚潰瘍などが生
じることがあるといわれています。た
だ、実際には神経炎や腎炎に遭遇する
ことは少なくて、多数の蜂に刺された
のちに、10日とか２週間経ってから倦
怠感が現れるのがわりとよく見られま
す。
　池田　刺されて、２～３日問題ない
いから大丈夫だと思わないで、ちょっ
と長めに様子を見ておいたほうがいい
のですね。
　谷口　そうですね。患者さんに、た
くさん刺された方にはそういうことが
ありますと最初にお話ししておかれる
とよいのではないかと思います。
　池田　反応として一番怖いのはショ
ックなのですけれども、ショックを起
こすか、起こさないか。何か検査等で
ある程度判断できるのでしょうか。
　谷口　これはすごく難しくて、特異
的IgE抗体が、ミツバチとかアシナガ
バチ、スズメバチ、それぞれ測ること
ができるので、それをまず測ってみて、
クラス２以上であれば陽性と考えるの
が目安にはなります。でも実際には以
前に全身症状を起こしたことがある方
で、職業上、蜂に遭遇することが多い
方をリスクがある人ととらえるのがい
いのではないかと思います。
　池田　陽性になった場合にはいつも
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開発などにより住宅地に進出してきて、
巣をつくって問題になってきています
ので、注意が必要です。
　池田　ミツバチはアウトドアの人た
ち、例えば造園業とか、いわゆる家庭
菜園もはやっていますので、そういっ
た作業中に刺される可能性はあるので
すね。
　谷口　はい。
　池田　ミツバチの場合は、受粉とい
う行為がありますので、花が咲いてい
たりすると刺されやすくなってしまう
のですね。
　谷口　そうだと思います。
　池田　先ほど毒として、セロトニン
のお話が出ましたけれども、スズメバ
チとかアシナガバチは痛みが強いです
ね。これはセロトニンによるものなの
でしょうか。
　谷口　セロトニンが一番関係してい
るといわれているのですけれども、ほ
かにヒスタミンとかキニンなどの痛み
を起こす物質が含まれているそうです。
　池田　私はミツバチに刺されたこと
はないのですが、痛みはあまり強くな
いのですか。
　谷口　患者さんは痛かったとおっし
ゃいますので、痛みの成分は入ってい
ると思うのですけれども、量が違うの
だろうと思います。
　池田　質問で、症状別に治療法は変
わるのかということですが、一般的に、
刺されると、局所の発赤、腫脹、疼痛

が生じますが、どのようにコントロー
ルされるのでしょうか。
　谷口　局所の症状は普通の虫刺され
と同じで、まずステロイド外用剤など
を塗ったり、場合によっては抗ヒスタ
ミン薬や痛み止めののみ薬を使ってい
ただくと思うのですけれども、例えば
手の甲を刺されて腕全体が腫れたとか、
そういう大きな腫れがあった場合など
はステロイドの内服をすることもあり
ます。
　全身症状は即時型の反応と少し遅れ
て10日後ぐらいに現れる反応がありま
す。即時型の場合は、皆様ご存じのよ
うに、じんましんであるとか、それが
悪化するとアナフィラキシーショック
に至ることがありますので、ショック
の治療が必要になってくる場合もあり
ます。
　池田　ショックの場合はどのような
治療をされるのでしょうか。
　谷口　ショックの場合は、アドレナ
リンを投与することが最も大事です。
ショックの場合は数分から10分で起こ
るといわれているのですけれども、30
分以内にアドレナリンを投与するかし
ないかで致命的になるかどうかが分か
れるといわれています。なるべく早く
アドレナリンを投与する必要がありま
す。
　池田　30分以内ということですね。
最も簡便な投与法はどういうものがあ
るのでしょうか。

　谷口　簡便な投与法は、食物アレル
ギーなどでも使われているエピペンが
一番必要になってきます。
　池田　エピペンについてうかがいた
いのですが、どのような注射なのでし
ょうか。
　谷口　エピペンは、名前のごとくペ
ン型になっていまして、キャップを外
して、大腿の外側に押しつけて注射す
るようにできているものです。大人用
と子ども用の用量の薬がありまして、
それをアナフィラキシーショックの危
険がある方は常に携帯していただくと
いうものです。
　池田　緊急性のあるものですから、
洋服の上から打ってしまうのですね。
　谷口　普通のジーンズの上からでも
刺せるようにできているといわれてい
ます。
　池田　比較的厚めの下着あるいは衣
類の上からでも打てるのですね。
　谷口　はい。
　池田　危険を感じたら先に打ってし
まうのですか。
　谷口　前駆症状があったらと説明書
きにはあるのですけれども、待ってい
る間にどんどんぐあいが悪くなるとい
けないので、アナフィラキシーの既往
がある方はハチに刺されたと思ったら
すぐに打ったほうがいいと思います。
　池田　それと、遅発性といいますか、
10日ぐらい遅れて出てくる症状はどの
ようなものなのでしょうか。

　谷口　これは２型とか３型のアレル
ギーといわれているのですけれども、
全身倦怠感ですとか、神経炎や腎炎の
症状、すごく大きな皮膚潰瘍などが生
じることがあるといわれています。た
だ、実際には神経炎や腎炎に遭遇する
ことは少なくて、多数の蜂に刺された
のちに、10日とか２週間経ってから倦
怠感が現れるのがわりとよく見られま
す。
　池田　刺されて、２～３日問題ない
いから大丈夫だと思わないで、ちょっ
と長めに様子を見ておいたほうがいい
のですね。
　谷口　そうですね。患者さんに、た
くさん刺された方にはそういうことが
ありますと最初にお話ししておかれる
とよいのではないかと思います。
　池田　反応として一番怖いのはショ
ックなのですけれども、ショックを起
こすか、起こさないか。何か検査等で
ある程度判断できるのでしょうか。
　谷口　これはすごく難しくて、特異
的IgE抗体が、ミツバチとかアシナガ
バチ、スズメバチ、それぞれ測ること
ができるので、それをまず測ってみて、
クラス２以上であれば陽性と考えるの
が目安にはなります。でも実際には以
前に全身症状を起こしたことがある方
で、職業上、蜂に遭遇することが多い
方をリスクがある人ととらえるのがい
いのではないかと思います。
　池田　陽性になった場合にはいつも
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エピペンを携帯して作業をすることに
なるのですけれども、もっと進んで、
減感作療法のようなものはあるのでし
ょうか。
　谷口　危険度が高い方で、時間的に
可能な方は減感作療法が一番の根本治
療ですので、それを行っていただくの
が望ましいです。減感作療法は２週間
ほど入院して、毎日、１日に４回ぐら
い注射を受けていただいて、退院後は
月１回、５年以上それを続けたほうが
いいという治療ですので、時間的にも
費用的にも非常に制約がある治療にな
ります。
　池田　例えば、最初の注射を始めて、
その後月１回、これで年間費用は幾ら
ぐらいかかるものなのでしょうか。
　谷口　入院のときに使う治療薬がだ
いたい４万～６万円になるのと、入院
費用が一般的に10万円ぐらいになると
思うのです。その後、年間４万～６万
円の治療薬の代金がかかってきます。
それは治療薬が国内にはなくて輸入薬
になるのと、保険が通っていませんの
で、そのような費用がかかってきます。
　池田　なかなか難しいですね。結局
は、刺されない努力をすることになる
かと思いますけれども、例えば服装な
どで、刺されにくいものはわかってい
るのでしょうか。
　谷口　スズメバチは黒いものに向か
ってくるということがよくいわれてい
まして、蜂一般に黒とか赤とか青に反

応するといわれています。それと、ヒ
ラヒラしたものに寄ってくることがあ
るので、防御としては、白いぴったり
した洋服ですとか、白い帽子などをか
ぶるのがいい。逆に黒とか花柄とか毛
皮とか、そういうものは避けたほうが
いいといわれています。
　池田　虫ですので、においにも反応
するかと思うのですけれども、例えば
化粧品とか、そういうものはどうなの
でしょうか。
　谷口　香水とか、お花に近いような
においはよくない、あとジュースなど
の甘くて、においがするようなものも、
蜂のそばで飲食するのは避けたほうが
いいといわれています。
　池田　最後に、IgEを介さないよう
なアナフィラキシー症状を起こすこと
があるとうかがったのですけれども、
これはいかがですか。
　谷口　蜂に刺されて亡くなった方を
検討すると、一度も蜂に刺されたこと
がなく、初めて刺されて亡くなってい
たり、もしくは直前のIgEの検査で陰
性だった方が亡くなられていることが
ありまして、IgEを介さないアナフィ
ラキシー様反応で亡くなることがある
といわれています。
　池田　そういった方は検査でも陰性
ですので、原因はわからないわけです
から、簡単にいえば、蜂に刺されやす
い方はエピペンを携帯しておいたほう
が無難ということになるのでしょうか。

　谷口　予防的な投与は認められては
いないのですけれども、場合によって
はそのほうがいいのかもしれません。
　池田　ご自身で作業をされているう
ちに刺されて、意識がなくなるという
ことですから、ご家族の方もたいへん
ですね。アウトドアで働く方とか造園
業の方、それから蜂の研究者は受診さ

れているのですか。
　谷口　蜂の研究者の方で減感作療法
を受けている方もいらっしゃいます。
　池田　そういう方はエピペンを携帯
しておいたほうがいいということです
ね。
　谷口　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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エピペンを携帯して作業をすることに
なるのですけれども、もっと進んで、
減感作療法のようなものはあるのでし
ょうか。
　谷口　危険度が高い方で、時間的に
可能な方は減感作療法が一番の根本治
療ですので、それを行っていただくの
が望ましいです。減感作療法は２週間
ほど入院して、毎日、１日に４回ぐら
い注射を受けていただいて、退院後は
月１回、５年以上それを続けたほうが
いいという治療ですので、時間的にも
費用的にも非常に制約がある治療にな
ります。
　池田　例えば、最初の注射を始めて、
その後月１回、これで年間費用は幾ら
ぐらいかかるものなのでしょうか。
　谷口　入院のときに使う治療薬がだ
いたい４万～６万円になるのと、入院
費用が一般的に10万円ぐらいになると
思うのです。その後、年間４万～６万
円の治療薬の代金がかかってきます。
それは治療薬が国内にはなくて輸入薬
になるのと、保険が通っていませんの
で、そのような費用がかかってきます。
　池田　なかなか難しいですね。結局
は、刺されない努力をすることになる
かと思いますけれども、例えば服装な
どで、刺されにくいものはわかってい
るのでしょうか。
　谷口　スズメバチは黒いものに向か
ってくるということがよくいわれてい
まして、蜂一般に黒とか赤とか青に反

応するといわれています。それと、ヒ
ラヒラしたものに寄ってくることがあ
るので、防御としては、白いぴったり
した洋服ですとか、白い帽子などをか
ぶるのがいい。逆に黒とか花柄とか毛
皮とか、そういうものは避けたほうが
いいといわれています。
　池田　虫ですので、においにも反応
するかと思うのですけれども、例えば
化粧品とか、そういうものはどうなの
でしょうか。
　谷口　香水とか、お花に近いような
においはよくない、あとジュースなど
の甘くて、においがするようなものも、
蜂のそばで飲食するのは避けたほうが
いいといわれています。
　池田　最後に、IgEを介さないよう
なアナフィラキシー症状を起こすこと
があるとうかがったのですけれども、
これはいかがですか。
　谷口　蜂に刺されて亡くなった方を
検討すると、一度も蜂に刺されたこと
がなく、初めて刺されて亡くなってい
たり、もしくは直前のIgEの検査で陰
性だった方が亡くなられていることが
ありまして、IgEを介さないアナフィ
ラキシー様反応で亡くなることがある
といわれています。
　池田　そういった方は検査でも陰性
ですので、原因はわからないわけです
から、簡単にいえば、蜂に刺されやす
い方はエピペンを携帯しておいたほう
が無難ということになるのでしょうか。

　谷口　予防的な投与は認められては
いないのですけれども、場合によって
はそのほうがいいのかもしれません。
　池田　ご自身で作業をされているう
ちに刺されて、意識がなくなるという
ことですから、ご家族の方もたいへん
ですね。アウトドアで働く方とか造園
業の方、それから蜂の研究者は受診さ

れているのですか。
　谷口　蜂の研究者の方で減感作療法
を受けている方もいらっしゃいます。
　池田　そういう方はエピペンを携帯
しておいたほうがいいということです
ね。
　谷口　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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