
　池田　バレット食道の面積にもよる
のでしょうか。
　山道　これはlong segmentとshort 
segmentに分類しますが、long segment
のバレット食道はリスクが高いと考え
られています。long segmentは３㎝以
上のバレット上皮を言いますが、これ
は特に危ないと考えられていますので、
厳重フォローするのが今のスタンダー
ドになりつつあります。

　池田　３㎝いかなければ、例えば２
年に１回とかですか。
　山道　バレット食道が短い方が安全
かどうかは、実はまだ意見が分かれて
いて、結論は医学的にもついていませ
ん。
　池田　なかなか難しいですね。今後
の疫学調査によることになるのですね。
ありがとうございました。

埼玉医科大学腎臓内科教授
岡　田　浩　一

（聞き手　池脇克則）

　職場健診で検尿は必須ですが、その検尿で軽微な血尿、あるいは尿潜血のみ
陽性の方は割合多く見られます。専門医受診でも異常なし、体質的血尿、菲薄
基底膜症候群などで経過観察でよいと言われます。多くはその後も血尿、尿潜
血は持続するため、再度の受診チェックを勧めても、どうせ「異常なし」と言
われるとのことで、なかなか受診してもらえません。この場合、血尿の増強や
蛋白尿出現のない限り、検診での経過観察継続でよいのかどうかご教示くださ
い。
 ＜奈良県勤務医＞

血尿・尿潜血陽性者への対応

　池脇　血尿の質問をいただきました。
どういう状況かといいますと、健診で
尿潜血のみの陽性を多く見ますと。こ
ういう状況、いわゆるチャンス血尿は
健診での頻度は高いように思うのです
が、どうなのでしょうか。
　岡田　女性は特に多いですし、高齢
女性だと、ある報告では30％近くの方
が何らかのかたちで尿潜血陽性を指摘
されるといわれています。その方々が
皆さん、何か腎臓や尿路系に病気を持
っているというわけではないので、適
切に病気をお持ちの方をスクリーニン
グしていくプロセスが重要だと思いま

す。
　池脇　多くないにしても、一部の方
は尿路系に疾患をお持ちなので、それ
をいかに効率よく見つけ出すか。チャ
ンス血尿に対する健診での対処の仕方
という話になるかと思うのですが、ガ
イドラインでも目安はあるのでしょう
か。
　岡田　多くの健診では検尿は試験紙
法によって検査されますので、血尿と
いっても潜血反応です。ですので、本
当に赤血球が尿中に出ているかどうか
を再検査する必要があります。なので、
健診で尿潜血陽性という指摘を受けた
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血尿が陽性の方に関して、もし尿路系
のがんリスク因子を持っている場合、
超音波検査や尿細胞診だけではなく、
膀胱鏡の検査が推奨されます。先ほど
おっしゃったように、膀胱がんのリス
ク因子は、男性でいうと40歳以上、あ
とは喫煙、発がん性のある有機溶剤の
使用歴や化学療法を受けた既往がある
方、そういった方は膀胱がんのリスク
があるので、膀胱鏡を一度は受けるこ
とが重要になります。
　池脇　ちょっと話が戻ってしまうの
ですが、尿潜血反応は女性に多いとい
うことですが、女性は生理があります。
月経血が混入したために陽性、あるい
は特に若い人では健診前に激しい運動
をして、陽性になるという方もいるの
でしょうか。
　岡田　その通りです。そのため、再
検査でもし血尿そのものが陰性であれ
ば、それ以上の精査は不要です。
　池脇　再検査で、潜血が陽性で、な
おかつ赤血球が認められた。一度泌尿
器科に診てもらったほうがいいという
ことですが、泌尿器科ではどのような
検査で進めていくのでしょうか。
　岡田　リスクのない方に関しては尿
細胞診と超音波検査です。先ほど申し
上げたような膀胱がんのリスクのある
方に関しては、膀胱鏡を行うことが推
奨されています。
　池脇　今回の質問では、そうやって
専門医を受診して異常がなかった。そ

こで、体質的血尿あるいは菲薄基底膜
症候群で経過観察でいいのではないか
といわれているということで、何か器
質的なものを除外されてつく疾患と考
えてよいのでしょうか。
　岡田　体質的血尿と菲薄基底膜症候
群というのは、実は尿沈渣上の赤血球
の形態が異なっているので、どこまで
精査を受けているのかは明らかではな
いのです。先ほど申し上げましたよう
な腎臓内科的、もしくは泌尿器科的な
精査をして異常がないならば、年１回
の健診における検尿を受けていただき、
何か新たな変化がなければ、それ以上
の精査を繰り返す必要はないとされて
います。変化とは、繰り返しになりま
すが、蛋白尿が出てくるような場合に
は腎臓内科的な病気に進展している可
能性がありますし、肉眼的血尿が出た
り、尿排泄の際に痛みなどの自覚症状
を伴うような場合には泌尿器科的な疾
患に進展してきた可能性がありますの
で、その際には改めて精査をする必要
があります。
　池脇　非糸球体性の尿路系の血尿で
一番怖いのはがんだと思うのです。突
然肉眼的な血尿で始まるものだけでは
なくて、顕微鏡的なもので無症候性で
始まることもけっこうあるのでしょう
か。
　岡田　肉眼的血尿をきっかけに尿路
系の悪性腫瘍が見つかる確率は高いの
ですが、顕微鏡的な血尿レベルで早期

場合には、なるべく二次検査として尿
沈渣を受けていただきたいと思います。
尿沈渣で赤血球が出ているならば血尿
ですし、その血尿のタイプ、赤血球の
形を見れば、その血液がどこから混入
したかがある程度わかります。例えば、
昔は変形赤血球といったのですが、今
は糸球体型赤血球と呼ばれる、形が崩
れた赤血球が主体の血尿の場合には、
糸球体の病変から血尿が起こっていま
す。いわゆる糸球体腎炎と呼ばれる病
気の可能性が高く、腎臓内科の先生に
ご紹介いただく必要があります。糸球
体性血尿ではなくて、糸球体を通って
いないような、形が崩れていない赤血
球が混入している場合には、泌尿器系
の病気である可能性がありますので、
一度は画像診断等の検査をしていただ
く必要があると思います。
　池脇　その方がどういうところで健
診を受けたかにもよると思うのです。
私自身は産業医をやっていますが、健
診で引っかかった人を会社のレベルで
見たときに、尿検査の再検査と沈渣は、
その職場レベルで行ってもいいのでし
ょうか。
　岡田　二次検査をどこで行うかは特
別ガイドラインでも推奨はありません。
ガイドラインで推奨しているのは、二
次検査は尿沈渣を調べること。尿潜血
反応を繰り返していても、それから先
に進まないのです。ですので、尿沈渣
を適切に調べて、腎臓内科的な病気な

のか、泌尿器科的な病気なのかをまず
見分けることが重要になります。
　池脇　そうすると、再検査をして尿
潜血が陰性である、あるいは沈渣で赤
血球が見られないというか、正常は一
視野に５個未満などの場合には、そこ
で、それ以上の精査は必要なしと考え
てよいのですか。
　岡田　その場合は、１年後の健診で
の再検でよいわけです。もし赤血球が
認められた場合には一度はやはり検査
をしておくべきだと思います。それも
侵襲の高い検査ではなくて、尿細胞診
と超音波の検査を一度しておき、そこ
で何か異常が見つからなければ、あと
は年１回の健診を受けていただき、同
程度の血尿ならば精査は必要ない。そ
れ以降は、肉眼的な血尿が出るとか、
泌尿器系に痛みや頻尿といった何か自
覚症状を認めるとか、もしくは蛋白尿
が出てくるといった変化がない限りは、
年１回の健診をしていただくだけでよ
いとガイドラインに示されています。
　池脇　尿潜血のありなしが一番大き
いとは思うのですが、健診の場合には
本人の自覚症状のありなしとか、例え
ば高血圧が合併しているかどうか、喫
煙があるかどうか、このあたりの積算
値を見ると、膀胱がんのリスクがある
かどうか、多少考慮に入れたほうがい
いのでしょうか。
　岡田　糸球体型ではない、正常な形
をした赤血球が混入しているタイプの
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血尿が陽性の方に関して、もし尿路系
のがんリスク因子を持っている場合、
超音波検査や尿細胞診だけではなく、
膀胱鏡の検査が推奨されます。先ほど
おっしゃったように、膀胱がんのリス
ク因子は、男性でいうと40歳以上、あ
とは喫煙、発がん性のある有機溶剤の
使用歴や化学療法を受けた既往がある
方、そういった方は膀胱がんのリスク
があるので、膀胱鏡を一度は受けるこ
とが重要になります。
　池脇　ちょっと話が戻ってしまうの
ですが、尿潜血反応は女性に多いとい
うことですが、女性は生理があります。
月経血が混入したために陽性、あるい
は特に若い人では健診前に激しい運動
をして、陽性になるという方もいるの
でしょうか。
　岡田　その通りです。そのため、再
検査でもし血尿そのものが陰性であれ
ば、それ以上の精査は不要です。
　池脇　再検査で、潜血が陽性で、な
おかつ赤血球が認められた。一度泌尿
器科に診てもらったほうがいいという
ことですが、泌尿器科ではどのような
検査で進めていくのでしょうか。
　岡田　リスクのない方に関しては尿
細胞診と超音波検査です。先ほど申し
上げたような膀胱がんのリスクのある
方に関しては、膀胱鏡を行うことが推
奨されています。
　池脇　今回の質問では、そうやって
専門医を受診して異常がなかった。そ

こで、体質的血尿あるいは菲薄基底膜
症候群で経過観察でいいのではないか
といわれているということで、何か器
質的なものを除外されてつく疾患と考
えてよいのでしょうか。
　岡田　体質的血尿と菲薄基底膜症候
群というのは、実は尿沈渣上の赤血球
の形態が異なっているので、どこまで
精査を受けているのかは明らかではな
いのです。先ほど申し上げましたよう
な腎臓内科的、もしくは泌尿器科的な
精査をして異常がないならば、年１回
の健診における検尿を受けていただき、
何か新たな変化がなければ、それ以上
の精査を繰り返す必要はないとされて
います。変化とは、繰り返しになりま
すが、蛋白尿が出てくるような場合に
は腎臓内科的な病気に進展している可
能性がありますし、肉眼的血尿が出た
り、尿排泄の際に痛みなどの自覚症状
を伴うような場合には泌尿器科的な疾
患に進展してきた可能性がありますの
で、その際には改めて精査をする必要
があります。
　池脇　非糸球体性の尿路系の血尿で
一番怖いのはがんだと思うのです。突
然肉眼的な血尿で始まるものだけでは
なくて、顕微鏡的なもので無症候性で
始まることもけっこうあるのでしょう
か。
　岡田　肉眼的血尿をきっかけに尿路
系の悪性腫瘍が見つかる確率は高いの
ですが、顕微鏡的な血尿レベルで早期

場合には、なるべく二次検査として尿
沈渣を受けていただきたいと思います。
尿沈渣で赤血球が出ているならば血尿
ですし、その血尿のタイプ、赤血球の
形を見れば、その血液がどこから混入
したかがある程度わかります。例えば、
昔は変形赤血球といったのですが、今
は糸球体型赤血球と呼ばれる、形が崩
れた赤血球が主体の血尿の場合には、
糸球体の病変から血尿が起こっていま
す。いわゆる糸球体腎炎と呼ばれる病
気の可能性が高く、腎臓内科の先生に
ご紹介いただく必要があります。糸球
体性血尿ではなくて、糸球体を通って
いないような、形が崩れていない赤血
球が混入している場合には、泌尿器系
の病気である可能性がありますので、
一度は画像診断等の検査をしていただ
く必要があると思います。
　池脇　その方がどういうところで健
診を受けたかにもよると思うのです。
私自身は産業医をやっていますが、健
診で引っかかった人を会社のレベルで
見たときに、尿検査の再検査と沈渣は、
その職場レベルで行ってもいいのでし
ょうか。
　岡田　二次検査をどこで行うかは特
別ガイドラインでも推奨はありません。
ガイドラインで推奨しているのは、二
次検査は尿沈渣を調べること。尿潜血
反応を繰り返していても、それから先
に進まないのです。ですので、尿沈渣
を適切に調べて、腎臓内科的な病気な

のか、泌尿器科的な病気なのかをまず
見分けることが重要になります。
　池脇　そうすると、再検査をして尿
潜血が陰性である、あるいは沈渣で赤
血球が見られないというか、正常は一
視野に５個未満などの場合には、そこ
で、それ以上の精査は必要なしと考え
てよいのですか。
　岡田　その場合は、１年後の健診で
の再検でよいわけです。もし赤血球が
認められた場合には一度はやはり検査
をしておくべきだと思います。それも
侵襲の高い検査ではなくて、尿細胞診
と超音波の検査を一度しておき、そこ
で何か異常が見つからなければ、あと
は年１回の健診を受けていただき、同
程度の血尿ならば精査は必要ない。そ
れ以降は、肉眼的な血尿が出るとか、
泌尿器系に痛みや頻尿といった何か自
覚症状を認めるとか、もしくは蛋白尿
が出てくるといった変化がない限りは、
年１回の健診をしていただくだけでよ
いとガイドラインに示されています。
　池脇　尿潜血のありなしが一番大き
いとは思うのですが、健診の場合には
本人の自覚症状のありなしとか、例え
ば高血圧が合併しているかどうか、喫
煙があるかどうか、このあたりの積算
値を見ると、膀胱がんのリスクがある
かどうか、多少考慮に入れたほうがい
いのでしょうか。
　岡田　糸球体型ではない、正常な形
をした赤血球が混入しているタイプの
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の泌尿器系のがんが見つかることもあ
ります。一度は精査をすることが重要
かと思います。
　池脇　質問では、異常がなくて経過
を見ているけれども、再検査がおろそ
かになりがちだということなのです。
確かにそういう気持ちになるのはわか
るのですが、異常がなくても、定期的
に再検査、経過観察を行ったほうがい
いのですね。
　岡田　一度きちんと精査を受けて、
その時点で何も病的なものが見つから
ない血尿に関しては、年に１回の健診
の際の検尿によるフォローアップでよ
いとガイドライン上で示されています。
もちろん、かかりつけ医のところで検

尿をされる場合も、年に１回行えばい
いです。
　池脇　悪性腫瘍由来の場合には、最
初は軽微でも、だんだん症状が強くな
ってきますので、経過中に発展する可
能性が高いのでしょうか。
　岡田　はい。ですから、蛋白尿が出
るか、肉眼的血尿が出るか、そのどち
らかが次の精査を行うきっかけになる
ことが多いと思います。
　池脇　血尿は本当に頻度が高くて、
すべて専門医に投げても、専門医も困
るだろうし、かといって、まあまあい
いでしょうというわけにもいかないと
いう意味で、今回のお話は役に立ちま
した。ありがとうございました。

飯塚病院感染症科部長
的　野　多加志

（聞き手　池田志斈）

　食品製造、および給食関係者が定期的な便検査でサルモネラ菌陽性といわれ
たと来院されます。感受性検査などはしておらず、陽性では仕事ができないと
のことですが、本院で再検査、培養するには１週間ほど時間がかかります。と
りあえず内服治療を希望される患者さんに投与すべき第一選択の抗生剤は、何
がいいのかご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

サルモネラ菌陽性患者の治療

　池田　的野先生、食品製造、および
給食関係者が定期的な検査を受けて、
サルモネラ菌が陽性になったというこ
とですけれども、定期的な検査という
のはどういうことなのでしょうか。
　的野　これは食品衛生法に記載があ
りまして、食品取扱者が定期的に検便
といわれる便培養検査を行っている状
況と推察します。食品衛生法には、頻
度や対象者の明記等はないですが、各
種指針やマニュアル、基準等がありま
す。例えば「食品事業者が実施すべき
管理運営基準に関する指針」では、保
健所から検便を受けるべき旨の指示が
あった場合、食品取扱者は必ず検便を
受けることという指針があります。ま

た、「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」は、１回300食以上、もしくは１
日750食以上を提供するような食品取
扱者に対するマニュアルですけれども、
月１回以上の検便検査、必要に応じて
10～３月にはノロウイルスの検査など
も含めるというようなものもあります。
「学校給食衛生管理の基準」では、月
２回以上の便培養という記載がありま
す。
　原則、条例や企業間の取り決めなど
もありますが、細菌性赤痢やサルモネ
ラ属菌、腸管出血性大腸菌などを検査
されていることが多いようです。
　池田　マニュアルによって、月１回
か、あるいは月２回検査しているわけ
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