
普通の大学病院では血友病や出血性疾
患を経験する可能性が非常に少なくな
ってきています。そのため、いくら教
科書で凝固カスケードを見て覚えても、
実際の臨床の場で診察する機会がなく
なり、凝固がわからなくなってしまう
という悪循環になっています。
　山内　みんなで見過ごしてしまう。
国家試験が終わったら、みんな忘れて
しまうということですね。今のお話を
まとめますと、とにかく出血傾向があ
りそうだという、特に女性をマークし
て、まずルーチンでそういう方に関し
てはAPTTを測るということですね。
　花房　そうですね。
　山内　これが例えば軽度でも延長し
ていた場合、次のステップとして専門
医に送るということでよいでしょうか。
　花房　はい。ただ、もう一つ注意し
ていただきたいのは、フォン・ヴィレ
ブランド病の中には、APTTが正常に
もかかわらず、フォン・ヴィレブラン
ド因子が低い、血小板凝集能が低いと
いうケースがあります。難しい検査は
いいので、まずは出血症状があって、
どうもホルモン異常とか子宮内膜症と
か、ほかの疾患では説明がつかないと
なったときに、鑑別診断としてこの病
気を考えていただいて、専門医にコン
サルトしていただくことがとても重要
だと思います。
　山内　最後に、最近の治療の進歩に

ついて簡単に説明願えますか。
　花房　先ほど簡単に触れましたが、
今、血友病は出血が予防できるような
時代になってきています。昔は血友病
というと、出血を頻回に繰り返して、
運動もできない、関節障害が多いとい
うイメージでしたが、今は週に１回と
か２回の注射によって出血が予防でき
る時代になってきています。そして、
半減期を延長した製剤が次々と開発さ
れていて、２週間に１回とか３週間に
１回の注射で出血を予防できるように
なり、血友病の子どもたちは今、スポ
ーツは何でもできる時代になってきて
います。フォン・ヴィレブランド病の
場合も予防可能な時代になっています。
　山内　そうしますと、先生方のとこ
ろにコンサルトした後、先生方が加療
されて、実地医家のところでフォロー
アップすることが現実に行われている
のですね。
　花房　日常生活においては、特に神
経質になることは全くないので、普通
の患者さんと同じように診療していた
だいて、何かあって困ったときにだけ
専門医にコンサルトすればよいと思い
ます。あるいは、日常の出血症状があ
る場合等は自己注射による予防も可能
なのだということを理解していただけ
ればと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　永田先生、感染性腸炎、おそ
らくいろいろなものが入ってくると思
うのですけれども、実地の先生が最初
に診られたとき、どのように判断する
のでしょうか。
　永田　感染性腸炎の中には、大きく
分けて小腸型の症状を示す疾患と大腸
型の症状を示す疾患があります。
　池田　小腸型、大腸型は臨床的にど
のような差異があるのでしょうか。
　永田　主に小腸型ですと、ウイルス
性の腸炎とか、いわゆる、おなかの風
邪が典型になると思うのですけれども、
水溶性の下痢、すなわち水便がかなり
大量に出るとか、嘔吐をきたす、その
辺が特徴になってきます。
　池田　小腸はどちらかというと細菌
性のものではなく、ウイルス性なども

たくさんあるということですね。
　永田　そうですね。
　池田　一方、大腸型はどのような原
因と症状なのでしょうか。
　永田　大腸型は主に細菌性の腸炎が
多く、細菌が粘膜の中に入って浸潤し
増殖して、そこからいろいろな症状を
起こすものですから、血便が出たり、
粘膜が脱落して下痢をしたり、それか
らおなかの痛み、熱も出るというよう
なことです。小腸型の場合はわりと大
量な下痢ですけれども、大腸型の場合
は下痢の回数が多く、少量だけれども
またすぐ行きたくなる。いわゆるしぶ
り腹が大腸型の特徴で、その中に抗菌
薬を使ったほうがいい疾患が含まれま
す。小腸型はほとんどいらないと思い
ますけれども。

感染性腸炎での抗菌薬投与

けいゆう病院院長
永　田　博　司

（聞き手　池田志斈）

　感染性腸炎で抗菌薬の投与が必要な場合、実地臨床での使い方を教えてくだ
さい。また、検便（健康診断で施行した場合）でサルモネラ保菌の場合の対応
についてもご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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　池田　小腸型は使う可能性が低くて、
大腸型のほうが使う頻度が多いものが
含まれているということですけれども、
診断のとき、どんなものを食べたとか、
あるいはどこに旅行したとか、いろい
ろ問診があると思うのですけれども、
これもある程度参考になるのでしょう
か。
　永田　病気になる前に生ものを食べ
たとか、調理の不十分なものを食べた
ということは、感染性腸炎を疑う重要
なポイントになると思いますし、一番
大切なことは、発症前に海外の渡航歴
があるかないかです。特に、熱帯、亜
熱帯、あるいは衛生状態の悪いアジア、
アフリカ、南米、そのあたりへ旅行さ
れて帰ってきた後であるかどうかは非
常に大きなポイントになると思います。
　池田　逆に、例えばノロウイルスが
はやっているような季節であれば、日
本で食事をしたというと、そっちのほ
うが可能性が高くなりますね。
　永田　ノロウイルスは冬ですよね。
冬で、家族の中で感染があったという
ことですと、ノロウイルスは診断でき
ますけれども、夏はむしろ細菌性の大
腸型の食中毒が多く、その中に抗菌薬
が必要となる限られた疾患があるとい
うことです。
　池田　急性期の疾患ですので、なか
なか実地では、これは抗菌薬を出して
いいのか、出さなくていいのかという
判断が難しいと思います。本当に出し

ていいか悪いかは、おそらく培養など
で判断されると思うのですけれども、
実際、培養はされるのでしょうか。
　永田　先ほど申し上げた大腸型の人
とか、海外渡航歴がある非常にリスク
の高い方、そういう方には便の培養結
果をみて、それで抗菌薬をどうしよう
かということになると思うのですけれ
ども、一般的には症状の強い方は治療
の対象になる。腹痛が非常に強い、熱
が高い、あるいは菌血症の症状が前面
に出ている、そういう方は抗菌薬の対
象となります。例えば、細菌性赤痢で
すとか、腸チフスとか、パラチフスと
か、そういうものが疑われる場合もあ
るのです。そこは抗菌薬を投与するこ
とになると思います。
　池田　抗菌薬を投与ということにな
りますと、腸チフス、パラチフス、赤
痢、いろいろなものがあると思うので
すけれども、一般的にどのようなもの
を処方されるのでしょうか。
　永田　一般的にはニューキノロンや
マクロライド、あるいはホスホマイシ
ン、そういったものを投与することに
なると思います。
　池田　抗菌薬のセレクションは、ど
のようにされるのでしょうか。
　永田　日本で多いのは腸炎ビブリオ、
非チフス性サルモネラ、これが1900年
代に多かったのです。最近ではキャン
ピロバクターと先ほど申し上げたノロ
ウイルスですけれども、こういう疾患

の中で、腸炎ビブリオはまず抗菌薬の
対象にならない。もちろん、ウイルス
性のノロウイルスも抗菌薬の対象には
なりません。したがって、チフスでな
い、非チフス性サルモネラ、キャンピ
ロバクター、これらが比較的日本で多
い疾患の中で抗菌薬を投与する対象に
なるのですけれども、ほとんどの患者
さんには抗菌薬の投与は不要です。
　池田　あるいは、一時問題になりま
したけれども、生の牛肉を食べてO157
に感染したとか、この場合はどのよう
な抗菌薬を使われるのでしょうか。
　永田　O157で有名な腸管出血性大
腸炎ですけれども、この場合、抗生物
質を使うかどうかについては、早期に
使えば有効だという説もありますし、
あるいは少しタイミングが遅れて抗菌
薬を使うと、溶血性尿毒症性症候群と
いう合併症を悪化させるので使わない
ほうがいいという説もありますので、
議論が分かれるところです。
　池田　それはなぜそういうことが起
こるのでしょうか。例えば、菌が少な
い状態のときに使えば大丈夫だと思う
のですけれども、菌がたくさんあると
きに使うと何か不都合なものが出てく
るのでしょうか。
　永田　菌の中に含まれている毒素が
放出されて、そういう合併症を悪化さ
せることが想定されます。
　池田　菌の中に毒素があって、それ
が溶血を誘導したりということでしょ

うか。
　永田　そうですね。ベロ毒素という
毒素が有名ですけれども。
　池田　そういう意味で、治療の種類
とそのタイミングが非常に重要になる
のですね。
　永田　そうですね。先ほど抗菌薬が
必要だと申し上げた非チフス性サルモ
ネラ、すなわち腸チフスでないサルモ
ネラとキャンピロバクターの治療につ
いては、年齢の要素が大事です。乳児
と老人は抗菌薬投与の対象となります。
それに対し、一般の健康人は投与する
必要はありません。また、細胞性免疫
が落ちた人、例えば臓器移植を受けた
方ですとか、HIVの感染者、そういう
ごく特殊な方が抗菌薬の対象になると
いうことです。あとは、体の中に異物、
人工骨頭、人工関節、人工血管、そう
いうものがあるようなごく特殊なケー
スに抗菌薬を投与すべきであって、そ
ういうものがない、免疫が正常で、特
に合併症のない成人には抗菌薬を投与
すべきではないとされています。
　池田　次に、検便でサルモネラ保菌
者ということがわかった場合にはどの
ように対処したらいいかという質問で
すけれども、けっこうあることなので
しょうか。
　永田　日本人はいろいろなものを食
べます。生ものも食べますし、肉も鶏
刺しみたいなものを食べることもあり
ますので、我々の誰もが保菌者になり
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　池田　小腸型は使う可能性が低くて、
大腸型のほうが使う頻度が多いものが
含まれているということですけれども、
診断のとき、どんなものを食べたとか、
あるいはどこに旅行したとか、いろい
ろ問診があると思うのですけれども、
これもある程度参考になるのでしょう
か。
　永田　病気になる前に生ものを食べ
たとか、調理の不十分なものを食べた
ということは、感染性腸炎を疑う重要
なポイントになると思いますし、一番
大切なことは、発症前に海外の渡航歴
があるかないかです。特に、熱帯、亜
熱帯、あるいは衛生状態の悪いアジア、
アフリカ、南米、そのあたりへ旅行さ
れて帰ってきた後であるかどうかは非
常に大きなポイントになると思います。
　池田　逆に、例えばノロウイルスが
はやっているような季節であれば、日
本で食事をしたというと、そっちのほ
うが可能性が高くなりますね。
　永田　ノロウイルスは冬ですよね。
冬で、家族の中で感染があったという
ことですと、ノロウイルスは診断でき
ますけれども、夏はむしろ細菌性の大
腸型の食中毒が多く、その中に抗菌薬
が必要となる限られた疾患があるとい
うことです。
　池田　急性期の疾患ですので、なか
なか実地では、これは抗菌薬を出して
いいのか、出さなくていいのかという
判断が難しいと思います。本当に出し

ていいか悪いかは、おそらく培養など
で判断されると思うのですけれども、
実際、培養はされるのでしょうか。
　永田　先ほど申し上げた大腸型の人
とか、海外渡航歴がある非常にリスク
の高い方、そういう方には便の培養結
果をみて、それで抗菌薬をどうしよう
かということになると思うのですけれ
ども、一般的には症状の強い方は治療
の対象になる。腹痛が非常に強い、熱
が高い、あるいは菌血症の症状が前面
に出ている、そういう方は抗菌薬の対
象となります。例えば、細菌性赤痢で
すとか、腸チフスとか、パラチフスと
か、そういうものが疑われる場合もあ
るのです。そこは抗菌薬を投与するこ
とになると思います。
　池田　抗菌薬を投与ということにな
りますと、腸チフス、パラチフス、赤
痢、いろいろなものがあると思うので
すけれども、一般的にどのようなもの
を処方されるのでしょうか。
　永田　一般的にはニューキノロンや
マクロライド、あるいはホスホマイシ
ン、そういったものを投与することに
なると思います。
　池田　抗菌薬のセレクションは、ど
のようにされるのでしょうか。
　永田　日本で多いのは腸炎ビブリオ、
非チフス性サルモネラ、これが1900年
代に多かったのです。最近ではキャン
ピロバクターと先ほど申し上げたノロ
ウイルスですけれども、こういう疾患

の中で、腸炎ビブリオはまず抗菌薬の
対象にならない。もちろん、ウイルス
性のノロウイルスも抗菌薬の対象には
なりません。したがって、チフスでな
い、非チフス性サルモネラ、キャンピ
ロバクター、これらが比較的日本で多
い疾患の中で抗菌薬を投与する対象に
なるのですけれども、ほとんどの患者
さんには抗菌薬の投与は不要です。
　池田　あるいは、一時問題になりま
したけれども、生の牛肉を食べてO157
に感染したとか、この場合はどのよう
な抗菌薬を使われるのでしょうか。
　永田　O157で有名な腸管出血性大
腸炎ですけれども、この場合、抗生物
質を使うかどうかについては、早期に
使えば有効だという説もありますし、
あるいは少しタイミングが遅れて抗菌
薬を使うと、溶血性尿毒症性症候群と
いう合併症を悪化させるので使わない
ほうがいいという説もありますので、
議論が分かれるところです。
　池田　それはなぜそういうことが起
こるのでしょうか。例えば、菌が少な
い状態のときに使えば大丈夫だと思う
のですけれども、菌がたくさんあると
きに使うと何か不都合なものが出てく
るのでしょうか。
　永田　菌の中に含まれている毒素が
放出されて、そういう合併症を悪化さ
せることが想定されます。
　池田　菌の中に毒素があって、それ
が溶血を誘導したりということでしょ

うか。
　永田　そうですね。ベロ毒素という
毒素が有名ですけれども。
　池田　そういう意味で、治療の種類
とそのタイミングが非常に重要になる
のですね。
　永田　そうですね。先ほど抗菌薬が
必要だと申し上げた非チフス性サルモ
ネラ、すなわち腸チフスでないサルモ
ネラとキャンピロバクターの治療につ
いては、年齢の要素が大事です。乳児
と老人は抗菌薬投与の対象となります。
それに対し、一般の健康人は投与する
必要はありません。また、細胞性免疫
が落ちた人、例えば臓器移植を受けた
方ですとか、HIVの感染者、そういう
ごく特殊な方が抗菌薬の対象になると
いうことです。あとは、体の中に異物、
人工骨頭、人工関節、人工血管、そう
いうものがあるようなごく特殊なケー
スに抗菌薬を投与すべきであって、そ
ういうものがない、免疫が正常で、特
に合併症のない成人には抗菌薬を投与
すべきではないとされています。
　池田　次に、検便でサルモネラ保菌
者ということがわかった場合にはどの
ように対処したらいいかという質問で
すけれども、けっこうあることなので
しょうか。
　永田　日本人はいろいろなものを食
べます。生ものも食べますし、肉も鶏
刺しみたいなものを食べることもあり
ますので、我々の誰もが保菌者になり
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うる可能性があるし、気がつかないう
ちに保菌者になって、気がつかないう
ちに菌が消えてなくなっているのかも
しれません。ですから、検便で非チフ
ス性のサルモネラが引っかかることは
それほどまれなことではないと思いま
す。
　ただ、サルモネラ菌は平均１カ月、
多くは３カ月以内に自然消失します。
遅くとも６カ月～１年以内に自然消失
しますので、保菌者に対する抗菌療法
は原則として行わないことになってい
ます。
　池田　保菌者が調理関係とか介護関
係とか、その場合、１年間はその対象
の方たちと接触しないという原則なの
でしょうか。
　永田　それが一番問題でして、そう
いう調理師、また食品を扱う方々とか、
老人施設の介護者、そういう方は菌が
出ているうちは就業制限でお仕事がで
きないわけです。
　池田　たいへんなことですね。
　永田　それを１カ月、あるいは３カ
月、検便をしながら陰性になるのを待
つのは、保菌者の方にとってはかなり
ストレスになりますし、また経済的に
も問題をきたすことがあるのです。
　池田　その場合は治療してしまうの
ですか。
　永田　一番の問題は、二次感染で集
団発生を起こすような職種の方には、
抗菌薬を使って保菌者の状態ではなく

してしまうことを、せざるを得ないと
いうことです。
　池田　この場合は治療してしまうの
ですけれども、どのような治療をどの
くらい行って、サルモネラ菌が陰性で
あるというのはどのように評価される
のでしょうか。
　永田　一般的にはニューキノロン系
の薬を７日間投与し、それから10～14
日以上たってからの検便で、２回連続
陰性であれば、菌がなくなったと判定
して就業を許可することになります。
　池田　最短ですと、７＋14ですから、
３週間ぐらいで一応判定できるので、
それで陰性の場合は、また仕事を始め
られるのですね。
　永田　そういうことです。
　池田　そういった関係の仕事の方に
はストレスが減りますね。
　永田　これは非チフス性のサルモネ
ラ菌の場合でして、腸チフスの保菌者
は、かなり感染力が強いので危険です。
１年以上陽性の人もいるのです。そん
なに多くはないのですけれども、この
方々はニューキノロン、アモキシシリ
ン、あるいはST合剤をがっちり４～ 
６週間投与して完全に除菌しないと、
非常に重篤な全身症状を起こす腸チフ
スの感染源となる可能性があります。
　腸チフス菌は、腸管以外に胆囊内に
保菌されていることが多いのです。で
すから、胆石を持っている方とか、慢
性胆囊炎を合併している方は、先に胆

囊を取って、外科的に手術してから、
さらに２週間抗菌薬を投与することが
原則になっています。非チフス性に比
べるとたいへん数は少ないと思います
けれども、原則として知っておいたほ
うがよいかと思います。
　池田　一口に感染性腸炎といっても、
非常にたくさんのものが包括されてい
て、非常に長期の治療が必要な方も、
そうでない方もいるということで、な
かなか専門家でないと難しい面がある
かもしれませんね。
　永田　そうですね。ただ、実地臨床

の場合では、まず治療としては補液、
電解質の補給が主体です。その中で抗
菌薬が必要な疾患、なかには三類感染
症といって、直ちに保健所に届け出を
しなければいけないような疾患が含ま
れているため、その辺の疾患名を記憶
しておいたほうがいいということです。
それが抗菌薬投与の対象になります。
実地臨床では海外渡航者、非常に症状
が強い方はよく病歴を聞いて、便の培
養をしてから予防的に抗菌薬を投与す
ることになると思います。
　池田　ありがとうございました。
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