
聖マリアンナ医科大学感染症学教授
國　島　広　之

（聞き手　池田志斈）

　インフルエンザ検査キットについてご教示ください。
　インフルエンザワクチンはA、Bの型がたくさんあり、毎年ワクチン株を決
めるのがたいへんですが、検査試験紙は毎年同じものでよいのでしょうか。

＜東京都開業医＞

インフルエンザ検査キット

　池田　先生、インフルエンザはA、B、
たくさんの型があって、毎年、株を決
めるのもたいへんですが、そのわりに
は検査キットは毎年同じものを使って
いるのではないかという質問なのです
が、これはどうして毎年同じものが使
えるのですか。
　國島　基本的にはインフルエンザの
診断には迅速診断キットをよくお使い
いただいていると思うのですが、日本
では約20社からインフルエンザの迅速
診断キットが開発、発売されています。
多くはA型のインフルエンザとB型の
インフルエンザを鑑別する、どちらか
を見分けられます。インフルエンザに
は、例えばA型であればH1N1やH3N2、
また、山形株、ニューカレドニアなど、
様々なインフルエンザの呼び方があり

ますが、基本的にはAかBかのみを判
定できます。毎年、若干の違いはある
ものの、インフルエンザの診断で臨床
的な違いは大きくはないと考えていま
す。
　池田　約20種類もありますが、品質
は保証されているのでしょうか。
　國島　日本のキットは、先生方が非
常によく使い慣れていることもありま
すが、PCR法と比較して感度はそんな
に悪くない。少なくとも感度は85～95
％ぐらい。特異度は95％以上あるとい
われていますので、そういう検査では
臨床的にそこそこお使いいただけると
思っています。
　ただ、ご存じのように、インフルエ
ンザは発症してすぐは抗原量があまり
多くないです。キットの感度は抗原が

多いか少ないかですので、発症の早期
は陽性率が低くなることが若干ありま
す。
　池田　例えば、発症して１日目に来
られて、検査をやって陰性だと、次は
いつ来てください、という話になるの
ですか。
　國島　そういう話もしばしばうかが
います。しかしながら、インフルエン
ザの診断は必ずしも抗原検査がなけれ
ばできないということではないと思い
ます。例えば１月の流行期で、インフ
ルエンザ様の症状が確実にあって、発
熱、急激な症状の転帰や咳嗽、それ以
外にもインフルエンザの方が家族にお
られるとか、家族の感染率は通常、全
体では10％ぐらいといわれていますが、
小児ではもう少し高くなります。その
ような疫学的な状況、事前確率等を総
合的に勘案していただければ、インフ
ルエンザの診断は絶対迅速診断キット
がなければならないことはないと思い
ます。
　池田　それはそうですね。発熱して
すぐ来られたら、ウイルス量が十分検
査で検出されることはないのですね。
　國島　そうです。
　池田　２日目に来てくださいといっ
たら、２回行うことになりますね。
　國島　そうですね。もしかしたらイ
ンフルエンザの症状の方で、そのとき
は例えばコロナウイルスやほかのウイ
ルス、メタニューモウイルスなど、そ

れ以外のウイルスにかかっている方か
もしれません。何回も医療機関に来る
と、逆にインフルエンザをもらってし
まうとか、そういうことになるといけ
ないので、ぜひ臨床的な判断もしてい
ただければと思っています。
　池田　どれもだいたい同じようなキ
ットとのことですが、どのような原理
のキットなのでしょうか。
　國島　基本的にはイムノクロマト法
を用いているので、抗原量が多ければ
抗体に反応してラインが出るというの
が基本的な原理です。抗原量に依存す
るため、抗原量が多ければ多いほど陽
性になるので、臨床的なポイントは、
綿棒を鼻の奥に当ててから少し待って
いただくと、毛細管現象でそれが吸わ
れてきます。その時間に、例えばオー
ダリングをする、カルテを書く、話を
聞くなどして時間を稼いで行うと、け
っこう陽性率が高くなる印象がありま
す。
　池田　その辺がコツですね。患者さ
んが苦しまない程度に置いておくので
すね。
　國島　押し込む必要は全くありませ
んので、痛くないようにしてあげてく
ださい。
　池田　特に子どもは嫌がると思うの
ですが。
　國島　迅速診断キットによっては、
はなかみ液とか、子どもではそういう
採取法もあると聞きますが、成人の場
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聖マリアンナ医科大学感染症学教授
國　島　広　之

（聞き手　池田志斈）

　インフルエンザ検査キットについてご教示ください。
　インフルエンザワクチンはA、Bの型がたくさんあり、毎年ワクチン株を決
めるのがたいへんですが、検査試験紙は毎年同じものでよいのでしょうか。

＜東京都開業医＞

インフルエンザ検査キット

　池田　先生、インフルエンザはA、B、
たくさんの型があって、毎年、株を決
めるのもたいへんですが、そのわりに
は検査キットは毎年同じものを使って
いるのではないかという質問なのです
が、これはどうして毎年同じものが使
えるのですか。
　國島　基本的にはインフルエンザの
診断には迅速診断キットをよくお使い
いただいていると思うのですが、日本
では約20社からインフルエンザの迅速
診断キットが開発、発売されています。
多くはA型のインフルエンザとB型の
インフルエンザを鑑別する、どちらか
を見分けられます。インフルエンザに
は、例えばA型であればH1N1やH3N2、
また、山形株、ニューカレドニアなど、
様々なインフルエンザの呼び方があり

ますが、基本的にはAかBかのみを判
定できます。毎年、若干の違いはある
ものの、インフルエンザの診断で臨床
的な違いは大きくはないと考えていま
す。
　池田　約20種類もありますが、品質
は保証されているのでしょうか。
　國島　日本のキットは、先生方が非
常によく使い慣れていることもありま
すが、PCR法と比較して感度はそんな
に悪くない。少なくとも感度は85～95
％ぐらい。特異度は95％以上あるとい
われていますので、そういう検査では
臨床的にそこそこお使いいただけると
思っています。
　ただ、ご存じのように、インフルエ
ンザは発症してすぐは抗原量があまり
多くないです。キットの感度は抗原が

多いか少ないかですので、発症の早期
は陽性率が低くなることが若干ありま
す。
　池田　例えば、発症して１日目に来
られて、検査をやって陰性だと、次は
いつ来てください、という話になるの
ですか。
　國島　そういう話もしばしばうかが
います。しかしながら、インフルエン
ザの診断は必ずしも抗原検査がなけれ
ばできないということではないと思い
ます。例えば１月の流行期で、インフ
ルエンザ様の症状が確実にあって、発
熱、急激な症状の転帰や咳嗽、それ以
外にもインフルエンザの方が家族にお
られるとか、家族の感染率は通常、全
体では10％ぐらいといわれていますが、
小児ではもう少し高くなります。その
ような疫学的な状況、事前確率等を総
合的に勘案していただければ、インフ
ルエンザの診断は絶対迅速診断キット
がなければならないことはないと思い
ます。
　池田　それはそうですね。発熱して
すぐ来られたら、ウイルス量が十分検
査で検出されることはないのですね。
　國島　そうです。
　池田　２日目に来てくださいといっ
たら、２回行うことになりますね。
　國島　そうですね。もしかしたらイ
ンフルエンザの症状の方で、そのとき
は例えばコロナウイルスやほかのウイ
ルス、メタニューモウイルスなど、そ

れ以外のウイルスにかかっている方か
もしれません。何回も医療機関に来る
と、逆にインフルエンザをもらってし
まうとか、そういうことになるといけ
ないので、ぜひ臨床的な判断もしてい
ただければと思っています。
　池田　どれもだいたい同じようなキ
ットとのことですが、どのような原理
のキットなのでしょうか。
　國島　基本的にはイムノクロマト法
を用いているので、抗原量が多ければ
抗体に反応してラインが出るというの
が基本的な原理です。抗原量に依存す
るため、抗原量が多ければ多いほど陽
性になるので、臨床的なポイントは、
綿棒を鼻の奥に当ててから少し待って
いただくと、毛細管現象でそれが吸わ
れてきます。その時間に、例えばオー
ダリングをする、カルテを書く、話を
聞くなどして時間を稼いで行うと、け
っこう陽性率が高くなる印象がありま
す。
　池田　その辺がコツですね。患者さ
んが苦しまない程度に置いておくので
すね。
　國島　押し込む必要は全くありませ
んので、痛くないようにしてあげてく
ださい。
　池田　特に子どもは嫌がると思うの
ですが。
　國島　迅速診断キットによっては、
はなかみ液とか、子どもではそういう
採取法もあると聞きますが、成人の場

ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018） （821）  2120 （820） ドクターサロン62巻11月号（10 . 2018）

1811本文.indd   21 2018/10/26   10:21



合は通常、鼻腔の後壁のところの抗原
検査が一般的に用いられると思います。
　池田　キット自体、毎年使えるとの
ことなので、キットの中に使われてい
る抗体は、インフルエンザA、Bのあ
まり変異に関係ないところを認識して
いるということですか。
　國島　一部、この検査キットはH3N2
にいいとか、そのような報告がないわ
けではありませんが、先ほど申し上げ
たように、感度が85～95％ぐらいの検
査ですので、臨床的に変異が問題にな
ることはないと思います。
　池田　毎年同じキットで構わないの
ですね。
　國島　そうです。
　池田　お話に出ましたが、H3N2な
ど、特異的に検出するというキットは
あるのでしょうか。
　國島　一部あります。なので、医師
が例えば今年はワクチンは効くのかを
検討をされたいとか、ワクチンの接種
歴と罹患歴のようなテストネガティブ
スタディなど、いろいろ検討されたい
という方がおられれば、日本臨床内科
医会等でも開業医を中心に検討されて
いますので、H1N1、H3N2を鑑別でき
るキットもお試しいただいてもいいか
もしれません。キットによっては判定
までの時間が短いものとか、あとは使
いやすさとか、各社、いろいろな工夫
をしていますから、そこはよく吟味し
ていただければと思います。

　池田　一方、毎年毎年、インフルエ
ンザのワクチンを打っていますね。こ
れは多分すごく変異を持ってくるのだ
ろうと思うのですが、毎年やる理由と
は逆に何なのでしょう。
　國島　一般的にインフルエンザは
H1N1、H3N2、B型、それぞれ幾つか
株による相違があります。昨シーズン
はB型が多かったのですが、年によっ
て、H1N1は若干ワクチンが効きやす
いとか、そういう多少のデータはあり
ますが、交互に流行することがしばし
ばあります。そういう意味では、ワク
チンは半年ぐらいは効いているだろう
と推測できますが、免疫としてはもう
少し長い期間残るかもしれません。
　ただ、いずれにしても、必ずしも現
行のワクチンに100％の予防効果はあ
りません。ただ、また別の話になりま
すが、肺炎球菌ワクチンと一緒に打っ
ていただくと、高齢者やハイリスクの
方では重症化の防止になるという報告
も多いので、ワクチンによる予防効果
は決して100％ではありませんが、こ
れがマストな感染症対策ということは
いえると思います。
　池田　若い人までワクチンを打つと
いうのは、全体的な感染を抑えて、リ
スクのある方たちの重症化を防ぐとい
う意味もあるのでしょうか。
　國島　ワクチンによる予防効果は年
によって異なりますが、だいたい平均
して４割ぐらいの発症予防効果になっ

ています。そういう意味ではきちんと
した効果はあるということになります。
　池田　また少し話が戻りますが、イ
ンフルエンザ検査キットで、インフル
エンザAかBかが決まった場合、これ
によって何か変わることはありますか。
　國島　基本的には、いずれにしても
同様のインフルエンザ様症状がありま
す。B型のほうが少し下痢が多いとか、
あとは熱が出にくいとか、若干の違い
はありますが、基本的にはインフルエ
ンザです。抗インフルエンザ薬は現在、
日本では広く使われるようになってい
ますし、新規の薬剤も発売されている
ので、その有効性については日本から
きちんと検証してエビデンスを出す、
ということなると思いますが、基本的
にはウイルス量を下げる、解熱が早い
等の効果が期待できる、高齢者では二
次感染の発症防止効果がある、という
ことになります。
　池田　逆に、この検査が陰性だった
ら抗ウイルス薬を出せないとか、そう
いうことはないのですね。
　國島　全くありません。臨床判断で
ぜひ診断をしていただきたいのと、注
意していただきたい点は、保険給付上
は発症48時間以内でしか抗原検査は認
められていませんので、重なって検査
をすることは控えていただいたほうが
いいかもしれません。
　池田　逆にこの検査をもって、イン
フルエンザは治りましたという証明に

も使えないということですね。
　國島　使えません。
　池田　よく会社で治ったかどうかの
証明書を書いてもらうように、という
ことがありますが、そのときは臨床症
状あるいは経過で判断するのですね。
　國島　学校保健法では解熱後２日間
もしくは５日間ということになると思
います。
　池田　となると、この検査キットが
あるから何が変わるのかと思いまして。
　國島　少なくとも、よくなったか悪
くなったかはあくまでも臨床判断にな
ると思いますし、診断については、イ
ンフルエンザがあまりはやっていない
ときや、鑑別診断がつきにくいときと
かには、逆にわかりやすい検査になる
だろうと思います。
　池田　もう一つ疑問に思っていたの
は、例えばインフルエンザ様の症状が
あるのだけれども、このキットで陰性
になった場合、ウイルス量が少ないだ
けなのですか。ほかに何か別の病気が
あるという可能性はありませんか。
　國島　冬季、PCRの検査等をします
と、メタニューモウイルスやコロナウ
イルス、パラインフルエンザウイルス、
ライノもありますが、様々なウイルス
感染症があります。米国では今、呼吸
器系のウイルス感染症はだいたいPCR
で検査をすると、ほかのウイルス感染
症がけっこう多いという報告もありま
す。インフルエンザと臨床判断するの
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合は通常、鼻腔の後壁のところの抗原
検査が一般的に用いられると思います。
　池田　キット自体、毎年使えるとの
ことなので、キットの中に使われてい
る抗体は、インフルエンザA、Bのあ
まり変異に関係ないところを認識して
いるということですか。
　國島　一部、この検査キットはH3N2
にいいとか、そのような報告がないわ
けではありませんが、先ほど申し上げ
たように、感度が85～95％ぐらいの検
査ですので、臨床的に変異が問題にな
ることはないと思います。
　池田　毎年同じキットで構わないの
ですね。
　國島　そうです。
　池田　お話に出ましたが、H3N2な
ど、特異的に検出するというキットは
あるのでしょうか。
　國島　一部あります。なので、医師
が例えば今年はワクチンは効くのかを
検討をされたいとか、ワクチンの接種
歴と罹患歴のようなテストネガティブ
スタディなど、いろいろ検討されたい
という方がおられれば、日本臨床内科
医会等でも開業医を中心に検討されて
いますので、H1N1、H3N2を鑑別でき
るキットもお試しいただいてもいいか
もしれません。キットによっては判定
までの時間が短いものとか、あとは使
いやすさとか、各社、いろいろな工夫
をしていますから、そこはよく吟味し
ていただければと思います。

　池田　一方、毎年毎年、インフルエ
ンザのワクチンを打っていますね。こ
れは多分すごく変異を持ってくるのだ
ろうと思うのですが、毎年やる理由と
は逆に何なのでしょう。
　國島　一般的にインフルエンザは
H1N1、H3N2、B型、それぞれ幾つか
株による相違があります。昨シーズン
はB型が多かったのですが、年によっ
て、H1N1は若干ワクチンが効きやす
いとか、そういう多少のデータはあり
ますが、交互に流行することがしばし
ばあります。そういう意味では、ワク
チンは半年ぐらいは効いているだろう
と推測できますが、免疫としてはもう
少し長い期間残るかもしれません。
　ただ、いずれにしても、必ずしも現
行のワクチンに100％の予防効果はあ
りません。ただ、また別の話になりま
すが、肺炎球菌ワクチンと一緒に打っ
ていただくと、高齢者やハイリスクの
方では重症化の防止になるという報告
も多いので、ワクチンによる予防効果
は決して100％ではありませんが、こ
れがマストな感染症対策ということは
いえると思います。
　池田　若い人までワクチンを打つと
いうのは、全体的な感染を抑えて、リ
スクのある方たちの重症化を防ぐとい
う意味もあるのでしょうか。
　國島　ワクチンによる予防効果は年
によって異なりますが、だいたい平均
して４割ぐらいの発症予防効果になっ

ています。そういう意味ではきちんと
した効果はあるということになります。
　池田　また少し話が戻りますが、イ
ンフルエンザ検査キットで、インフル
エンザAかBかが決まった場合、これ
によって何か変わることはありますか。
　國島　基本的には、いずれにしても
同様のインフルエンザ様症状がありま
す。B型のほうが少し下痢が多いとか、
あとは熱が出にくいとか、若干の違い
はありますが、基本的にはインフルエ
ンザです。抗インフルエンザ薬は現在、
日本では広く使われるようになってい
ますし、新規の薬剤も発売されている
ので、その有効性については日本から
きちんと検証してエビデンスを出す、
ということなると思いますが、基本的
にはウイルス量を下げる、解熱が早い
等の効果が期待できる、高齢者では二
次感染の発症防止効果がある、という
ことになります。
　池田　逆に、この検査が陰性だった
ら抗ウイルス薬を出せないとか、そう
いうことはないのですね。
　國島　全くありません。臨床判断で
ぜひ診断をしていただきたいのと、注
意していただきたい点は、保険給付上
は発症48時間以内でしか抗原検査は認
められていませんので、重なって検査
をすることは控えていただいたほうが
いいかもしれません。
　池田　逆にこの検査をもって、イン
フルエンザは治りましたという証明に

も使えないということですね。
　國島　使えません。
　池田　よく会社で治ったかどうかの
証明書を書いてもらうように、という
ことがありますが、そのときは臨床症
状あるいは経過で判断するのですね。
　國島　学校保健法では解熱後２日間
もしくは５日間ということになると思
います。
　池田　となると、この検査キットが
あるから何が変わるのかと思いまして。
　國島　少なくとも、よくなったか悪
くなったかはあくまでも臨床判断にな
ると思いますし、診断については、イ
ンフルエンザがあまりはやっていない
ときや、鑑別診断がつきにくいときと
かには、逆にわかりやすい検査になる
だろうと思います。
　池田　もう一つ疑問に思っていたの
は、例えばインフルエンザ様の症状が
あるのだけれども、このキットで陰性
になった場合、ウイルス量が少ないだ
けなのですか。ほかに何か別の病気が
あるという可能性はありませんか。
　國島　冬季、PCRの検査等をします
と、メタニューモウイルスやコロナウ
イルス、パラインフルエンザウイルス、
ライノもありますが、様々なウイルス
感染症があります。米国では今、呼吸
器系のウイルス感染症はだいたいPCR
で検査をすると、ほかのウイルス感染
症がけっこう多いという報告もありま
す。インフルエンザと臨床判断するの
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はもちろんけっこうだと思いますが、
実はインフルエンザ以外のウイルス感
染症が多いということも、実際にはあ
ります。それは検査診断の進歩が今後

あると思いますので、そこで日本の疫
学が明らかになっていくと思います。
　池田　なかなか簡単ではありません
ね。ありがとうございました。

東京女子医科大学第四内科教授
新　田　孝　作

（聞き手　山内俊一）

　腎障害末期や透析時にみられる頑固な瘙痒の原因と対応についてご教示くだ
さい。

＜千葉県勤務医＞

腎障害末期や透析時の搔痒

　山内　新田先生、腎障害末期、透析
時にもたまに見ますが、非常に高率に
かゆみ、特に頑固なかゆみを訴える方
が多いです。実際、かなり多いものな
のでしょうか。
　新田　いわゆるCKDのG４、G５に
なってきますと、どうしても腎臓から
濾過できないような物質が体にだんだ
んたまってきます。尿毒素といわれて
いるものの中にはかゆみを引き起こす
ものがあり、保存期腎不全の患者さん
はよく活性炭を飲んで物質を吸着して
便に出すこともしているのですが、な
かなか効果がないのが現状で、かゆみ
は非常に大きな問題となっています。
　血液透析、腹膜透析等の透析を導入
すると、８割以上の方がかゆみを訴え
るのが現状です。当然汗をかきにくく
なるので、皮脂腺から出る分泌物が少

ないこともあって、皮脂が少なく、真
皮から表皮が薄くなっているため、ど
うしても乾燥しやすいという特徴があ
り、外的な刺激を受けやすいというこ
ともあります。
　山内　透析のときに除き切れない物
質にもまだ解明されていないものがた
くさんあると見てよいでしょうか。
　新田　ご指摘のとおりです。末期の
腎不全で、まだ透析導入前も尿毒素と
いわれているものがあるのですが、透
析が始まった場合には、血液透析の膜
自体が血液と接することでアレルギー
反応を起こす物質を発生させることも
ありますし、透析で抜けないような物
質、特に中分子といわれている物質が
除き切れないといわれています。末期
腎不全の状態、透析導入前から始まる
リンとカルシウム、それから副甲状腺
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