
国立療養所多磨全生園園長
石　井　則　久

（聞き手　池田志斈）

　ハンセン病についてご教示ください。
　１．診断方法（鑑別も含めて）
　２．最近の治療（薬剤など）
　３．経過、薬剤の継続などの判定
 ＜岡山県開業医＞

ハンセン病

　池田　最近の日本におけるハンセン
病の動向はいかがでしょうか。
　石井　最近は、日本人については数
年に１人の割合で新しい患者さんが出
ています。ほとんどの方が沖縄県出身
で高齢の方です。むしろ外国人、外国
出身の方で日本に働きに来ている方が
年間３～５人、新患として登録されて
います。
　池田　どの国の方が多いのでしょう
か。
　石井　フィリピン、ブラジル、ネパ
ールの方が多いです。
　池田　ブラジルというと日系人なの
でしょうか。
　石井　そうですね。多くはサンパウ
ロ出身です。大きな日系人の社会があ

りますので。
　池田　それはいわゆる有期雇用で働
きに来られるのですか。
　石井　日系人は日本での就職が非常
に有利にできていますので、それもあ
って日系ブラジル人が多いということ
です。
　池田　年齢的に20代、30代なのでし
ょうか。
　石井　2000年代では20代、30代の方
が多かったのですが、最近は40代とか
50代と高齢化の傾向があります。おそ
らくハンセン病がだんだん終息に近づ
くと、若い方が減り、高齢化してくる
ことがあり、ブラジルでもその傾向が
あるのではないかと思います。
　池田　それは発症して随分時間がた

っていると考えるのですか。それとも、
高齢になって発症するという考えなの
ですか。
　石井　普通は赤ちゃんのときに感染
が成立（菌が定着）し、それがずっと
潜伏していて、免疫能が低下すると発
病するといわれています。途上国など
では若いときに発症しますが、ある程
度衛生状態や栄養状態がよくなってく
ると高齢化してくるといわれており、
それと同じような現象が起きているの
ではないかと思います。
　池田　いわゆる発展途上国で若い人
が発症していましたが、今はだんだん
発症が遅くなってきているのでしょう
か。
　石井　そうですね。
　池田　やはり栄養状態ということで
すか。
　石井　栄養状態あるいは衛生状態が
よくなってくることです。
　池田　今、皮膚科医以外、それから
若い医師はハンセン病を見たことがな
いと思うのです。どのような症状なの
でしょうか。
　石井　注意していただきたいのは、
いつも同じ場所にやけどをする、ある
いはけがをするということがあります。
これはハンセン病として末梢神経が侵
され、痛みとか温度感覚が低下し、そ
のために同じ場所にやけどやけがをし
ます。特に手足が侵されやすいですか
ら、そういうところにけがをすること

があります。あとは、病名がわかりに
くい、ステロイドでも治りにくい皮膚
症状なども参考になると思います。
　池田　皮膚症状と神経症状ですね。
　石井　そうですね。
　池田　外国の方が来日後、日本の医
師が「これはそうじゃないか」と疑っ
た場合、どのようにして専門医にたど
り着くのでしょうか。
　石井　多くの場合は皮膚科以外の医
師が診て、ちょっとおかしいと皮膚科
に回していただくことが多いです。そ
して皮膚科医は、治りにくい皮膚症状
ということで、病理検査をすることに
なります。病理検査をすると、見たこ
ともない病理組織で、鑑別の中にハン
セン病があり、私に問い合わせが来る
ことが多いです。
　池田　石井先生のところと、ほかに
連絡するところはあるのでしょうか。
　石井　私以外では、ある程度ハンセ
ン病の患者さんがいる琉球大学の皮膚
科に問い合わせることがあります。
　池田　大まかにいって２カ所ですか。
　石井　そうですね。
　池田　患者さんは日本のいろいろな
場所に散らばっていますよね。先生が
そこへ全部行かれるのですか。
　石井　なるべくその場所に行って患
者さんを主治医とともに診て診断し、
治療する方向を示しています。
　池田　先生の施設は先生以外にもど
なたか専門医はいらっしゃるのでしょ
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うか。
　石井　皮膚科専門医の山﨑正視先生
もハンセン病をきちんと診ています。
ですから、私と山﨑先生と２人体制に
なっています。
　池田　そのほか全国ではどのような
先生がいらっしゃいますか。
　石井　琉球大学には山口さやか先生、
そして横浜西口菅原皮膚科の三上万理
子先生、WHOの四津里英先生がハン
セン病をよく勉強していますし、診断
もできます。
　池田　たいへんな仕事だと思います。
先ほど診断のために病理を取るという
ことでしたけれども、確定診断はどの
ようにされるのでしょうか。
　石井　確定診断は、知覚がない、痛
みがない、温度感覚がない皮膚症状が
一つ。それと神経が腫れているとか、
知覚がない、あるいは運動障害を起こ
しているという神経症状です。それと
もう一つが、らい菌の証明で、その中
には病理組織の抗酸菌染色でのらい菌
の検出、あるいはらい菌特異的DNA
を見つけるためのPCR検査や皮膚スメ
ア検査の、３つの方法があります。皮
膚症状、神経症状、らい菌検出、そし
て病理組織検査の４つを総合してハン
セン病の診断をします。
　池田　PCRはわかりやすいのですが、
病理は何か特殊な染色をするのですか。
　石井　病理はらい菌あるいは抗酸菌
を染めるチール・ネールゼン染色、そ

の変法でファイト法を用いると、らい
菌の染色性は向上します。この方法は
多磨全生園のホームページに載ってい
ます。
　池田　染色ですね。皮膚スメア検査
とはどうやるのですか。
　石井　皮膚の真皮のところにらい菌
がいますので、そこにメスを刺して真
皮の組織液をメス刃で取って、スライ
ドグラスにスメアというかたちで塗り、
染色してらい菌を証明しようというこ
とです。
　池田　では痛くないところなのです
ね。
　石井　病気だと知覚がなく痛くない
のでメスで刺します。ですから、痛い
となると、この方はもしかしたらハン
セン病ではないのかなと、鑑別にもな
ります。
　池田　なるほど。原則痛くないとこ
ろを切って浸出液を取るのですね。
　石井　そういうことです。
　池田　それでチール・ネールゼン染
色などで染めるのですね。
　石井　そうです。
　池田　診断がついたときの治療です
が、最近何か新しい治療などはあるの
でしょうか。
　石井　1980年頃から現在まで同じ治
療で、サルファ剤系のDDS、色素系の
クロファジミン、そして結核でも使う
リファンピシン、この３剤を治療薬と
して用いています。

　池田　これは確立されているのです
ね。
　石井　そうです。
　池田　どのくらいの期間のむのか、
あるいはここまでは治療しようという
何か目安はあるのでしょうか。
　石井　菌が非常に少ないかたちの場
合では、半年間のめばいいことになっ
ています。菌が多い方については１～ 
３年ぐらいになっていますが、それは
皮膚の症状とか、あるいは皮膚スメア
検査での菌の数などによって幅を持た
せて治療しています。長くても３年間
です。
　池田　３年ですか。イメージよりも
随分短いですね。
　石井　そうですね。
　池田　例えば神経が侵されていた方
の症状は戻るのでしょうか。
　石井　残念ながら神経症状はなかな
か戻りません。それもあって、早めに
治療し、神経のシュワン細胞にいるら
い菌を上手に殺していくことが必要に
なってきます。場合によっては、神経
炎などを起こしますので、ステロイド
の内服も考えて治療していきます。
　池田　らい菌を激しく殺してしまう
と、かえって炎症が起きてしまうので
すか。
　石井　そうですね。神経炎の症状が
悪くなることがありますので。
　池田　それは心配ですね。ある意味
で自分で炎症を起こしているようなか

たちになるのですが、それをカバーす
るような薬はあるのでしょうか。
　石井　あまりひどくなると、らい反
応といわれていますが、その場合、ス
テロイドが第一選択です。そのほかに
サリドマイドが効くことがあります。
神経炎がひどくなるときにはサリドマ
イドも考慮していただくといいかと思
います。
　池田　第一選択はステロイド、そし
て第二選択というか、ステロイドが使
いづらいというときにサリドマイド。
　石井　そうですね。
　池田　サリドマイドはちょっと日本
人にとっては悪名高い感じなのですが、
使い方によっては安全な薬なのでしょ
うか。
　石井　そうです。ただし、使用につ
いてはレギュレーションがかかってい
ますので、使用の方法をきちんと確認
してください。
　池田　こういった治療薬は普通の医
師でも処方できるのですか。
　石井　できます。ただし、経験がな
いと使い方が難しいので、必要でした
ら私から助言もできますので、問い合
わせしてください。
　池田　長ければ３年とおっしゃいま
したが、やめる時期はどのように決定
するのでしょうか。
　石井　皮膚症状が落ち着いていて、
菌の数もゼロまではいかないかもしれ
ないけれども、非常に減っている。そ
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うか。
　石井　皮膚科専門医の山﨑正視先生
もハンセン病をきちんと診ています。
ですから、私と山﨑先生と２人体制に
なっています。
　池田　そのほか全国ではどのような
先生がいらっしゃいますか。
　石井　琉球大学には山口さやか先生、
そして横浜西口菅原皮膚科の三上万理
子先生、WHOの四津里英先生がハン
セン病をよく勉強していますし、診断
もできます。
　池田　たいへんな仕事だと思います。
先ほど診断のために病理を取るという
ことでしたけれども、確定診断はどの
ようにされるのでしょうか。
　石井　確定診断は、知覚がない、痛
みがない、温度感覚がない皮膚症状が
一つ。それと神経が腫れているとか、
知覚がない、あるいは運動障害を起こ
しているという神経症状です。それと
もう一つが、らい菌の証明で、その中
には病理組織の抗酸菌染色でのらい菌
の検出、あるいはらい菌特異的DNA
を見つけるためのPCR検査や皮膚スメ
ア検査の、３つの方法があります。皮
膚症状、神経症状、らい菌検出、そし
て病理組織検査の４つを総合してハン
セン病の診断をします。
　池田　PCRはわかりやすいのですが、
病理は何か特殊な染色をするのですか。
　石井　病理はらい菌あるいは抗酸菌
を染めるチール・ネールゼン染色、そ

の変法でファイト法を用いると、らい
菌の染色性は向上します。この方法は
多磨全生園のホームページに載ってい
ます。
　池田　染色ですね。皮膚スメア検査
とはどうやるのですか。
　石井　皮膚の真皮のところにらい菌
がいますので、そこにメスを刺して真
皮の組織液をメス刃で取って、スライ
ドグラスにスメアというかたちで塗り、
染色してらい菌を証明しようというこ
とです。
　池田　では痛くないところなのです
ね。
　石井　病気だと知覚がなく痛くない
のでメスで刺します。ですから、痛い
となると、この方はもしかしたらハン
セン病ではないのかなと、鑑別にもな
ります。
　池田　なるほど。原則痛くないとこ
ろを切って浸出液を取るのですね。
　石井　そういうことです。
　池田　それでチール・ネールゼン染
色などで染めるのですね。
　石井　そうです。
　池田　診断がついたときの治療です
が、最近何か新しい治療などはあるの
でしょうか。
　石井　1980年頃から現在まで同じ治
療で、サルファ剤系のDDS、色素系の
クロファジミン、そして結核でも使う
リファンピシン、この３剤を治療薬と
して用いています。

　池田　これは確立されているのです
ね。
　石井　そうです。
　池田　どのくらいの期間のむのか、
あるいはここまでは治療しようという
何か目安はあるのでしょうか。
　石井　菌が非常に少ないかたちの場
合では、半年間のめばいいことになっ
ています。菌が多い方については１～ 
３年ぐらいになっていますが、それは
皮膚の症状とか、あるいは皮膚スメア
検査での菌の数などによって幅を持た
せて治療しています。長くても３年間
です。
　池田　３年ですか。イメージよりも
随分短いですね。
　石井　そうですね。
　池田　例えば神経が侵されていた方
の症状は戻るのでしょうか。
　石井　残念ながら神経症状はなかな
か戻りません。それもあって、早めに
治療し、神経のシュワン細胞にいるら
い菌を上手に殺していくことが必要に
なってきます。場合によっては、神経
炎などを起こしますので、ステロイド
の内服も考えて治療していきます。
　池田　らい菌を激しく殺してしまう
と、かえって炎症が起きてしまうので
すか。
　石井　そうですね。神経炎の症状が
悪くなることがありますので。
　池田　それは心配ですね。ある意味
で自分で炎症を起こしているようなか

たちになるのですが、それをカバーす
るような薬はあるのでしょうか。
　石井　あまりひどくなると、らい反
応といわれていますが、その場合、ス
テロイドが第一選択です。そのほかに
サリドマイドが効くことがあります。
神経炎がひどくなるときにはサリドマ
イドも考慮していただくといいかと思
います。
　池田　第一選択はステロイド、そし
て第二選択というか、ステロイドが使
いづらいというときにサリドマイド。
　石井　そうですね。
　池田　サリドマイドはちょっと日本
人にとっては悪名高い感じなのですが、
使い方によっては安全な薬なのでしょ
うか。
　石井　そうです。ただし、使用につ
いてはレギュレーションがかかってい
ますので、使用の方法をきちんと確認
してください。
　池田　こういった治療薬は普通の医
師でも処方できるのですか。
　石井　できます。ただし、経験がな
いと使い方が難しいので、必要でした
ら私から助言もできますので、問い合
わせしてください。
　池田　長ければ３年とおっしゃいま
したが、やめる時期はどのように決定
するのでしょうか。
　石井　皮膚症状が落ち着いていて、
菌の数もゼロまではいかないかもしれ
ないけれども、非常に減っている。そ
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うすればまず大丈夫だと判断します。
　池田　なかなか患者さんとしては菌
が見えているとやめづらいですよね。
　石井　それはいえますが、感染症は
ずっと内服するものではないですから、
３年ぐらいということで患者さんに説
明しています。
　池田　ずっとのみ続けることによっ
て何か不都合なことがあるのですか。
　石井　今のところ不都合なことはな
いです。
　池田　では比較的続けやすいという
か、患者さんとしても続けたいという
方は多くいらっしゃるのでしょうね。
　石井　そうですね。ただ、クロファ
ジミンという薬は色素系の薬で皮膚の
色が黒くなってしまいます。それが気
になるかもしれません。
　池田　でも、例えば男の方でもとも

と色が黒い方はあまり気にされないか
もしれませんね。
　石井　内服をやめれば１～２年で元
の色に戻ります。
　池田　そうですか。それなら検査で
菌が見えているとどうしてものんでし
まいそうな気もしますが。
　石井　菌が見えていても、実際は死
んだ菌で、消えるまでに時間が長引く
のです。
　池田　菌にはもう活性はないのだけ
れども見えてしまうのですね。
　石井　そうです。死んだ菌でも染ま
ってしまうのです。
　池田　なかなか判断が難しいところ
ですね。
　石井　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学健康推進歯学分野助教
財　津　　崇

（聞き手　山内俊一）

　口臭に対する最近の診断、治療、予防法などについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

口臭

　山内　財津先生、まず口臭が本当に
あるのかないのか、客観的に患者さん
に説明しなければならないということ
で、このあたりからお話し願えますか。
　財津　口臭というのは自己評価が非
常に難しいものでして、あくまで専門
のところで口臭を測定する必要があり
ます。一般的に口臭の原因といわれる
のがvolatile sulfur compounds（VSC）
という揮発性硫黄化合物、硫黄のガス
といわれていまして、そういったもの
を測定するガスクロマトグラフィやガ
スセンサーなどの機械による測定。こ
れ以外に、直接人間の鼻で口臭を感知
して測定するような官能検査といった
もので客観的に口臭を評価しています。
　山内　VSCが非常に大事だというこ
とですね。
　財津　はい。
　山内　後ほどこれを絡めながらお話

をうかがいたいと思いますが、まずは
我々、飲食物、ニンニクだとか、ある
いはお酒を飲んだ後、翌日、口臭が出
てくることがあります。これは当たり
前といってしまえば当たり前とみてよ
いのでしょうね。
　財津　飲食物による口臭というのは
通常、これまでの口臭症の国際分類に
おいては生理的口臭からも外れるよう
な内容でした。新しい分類ではまたち
ょっと考え方が変わっているのですが、
基本的には食べ物による口臭というの
は、それを食べたときには誰でも出て
しまうものだし、それはしかたがない
と考えています。基本的に先ほどいっ
たようなVSCに注目し、何が原因であ
るのか、どうやったらターゲットして
減少させることができるのかを考えて
行っています。
　山内　ちなみにですが、俗に牛乳な
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