
NTT東日本関東病院血液内科部長
臼　杵　憲　祐

（聞き手　池脇克則）

　75歳、女性、４～５年来貧血（＋）RBC３×106前後、MCV 100前後、骨髄性
といわれています。
　骨髄異形成症候群の病態・診断・治療、再生不良性貧血との比較についてご
教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

骨髄異形成症候群

　池脇　高齢者の貧血について質問を
いただきました。最終的には骨髄異形
成症候群（MDS）のようなのですが、
皆さん高齢者を中心に診療されていて、
特に女性の場合には貧血の方は多いと
思うのです。まずは高齢者の貧血に関
して、どういう疾患が多いのかを教え
てください。
　臼杵　貧血は、ヘモグロビンが男性
だと13以下、女性だと12以下ですが、
高齢者になりますと臓器予備能が低下
することから、高齢者ではヘモグロビ
ン11未満の場合を貧血と呼ぶことが多
いようです。60歳以上の高齢者の貧血
については様々な原因がありますが、
悪性腫瘍、感染症、消化管出血、この
３つが高齢者の貧血の半数を占めると

いう統計があります。残りの半数のう
ちの半分、つまり全体の1/4を腎疾患、
いわゆる腎性貧血、あるいは肝臓、肝
硬変などによるもの、それから内分泌
疾患、例えば甲状腺機能低下症など、
それからリウマチや骨折、そのほかに
造血器疾患、血液疾患、MDSなどが占
めるといわれています。そして、残り
の1/4がその他という統計があり、60
歳以上の高齢者における造血器疾患が
占める割合は全体の５％ぐらいで、決
して多いものではありません。
　池脇　悪性腫瘍から感染症、消化管
出血、そして内分泌疾患と、原因が非
常に多岐にわたっていて、何が原因か
を一通り調べるとなると、けっこうた
いへんですね。
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となっています。根本的な異常はそこ
だけれども、多少の多様性があるとい
うことですか。
　臼杵　原因は造血幹細胞の異常では
あるものの、様々なものがあるもので
すから、単一の疾患ではないという意
味で症候群になっています。
　池脇　比較的経過観察でいいタイプ
もあれば、白血病化するタイプもある
のですか。
　臼杵　おっしゃるとおりです。
　池脇　MDSで一番怖いのは急性白
血病に移っていってしまうことでしょ
うか。
　臼杵　予後スコアというものがあり
まして、血算と骨髄検査の結果を基に
いろいろ計算します。その予後スコア
で、白血病に移行しやすい高リスク群
と、そうでない低リスク群に分けます。
いずれの群になるかでだいぶ予後が違
いますので、正確に診断をすることが
重要だと思います。
　池脇　白血病化したときには基本的
には白血病の治療になると思うのです
が、MDSの治療に関して造血幹細胞移
植は比較的新しい治療と考えてよいで
すか。
　臼杵　そうですね。造血幹細胞移植
は以前からありますが、唯一MDSを治
癒させる治療であり、非常に強力な治
療です。治療に関連する合併症による
致死率が高く、若年者でなければ耐え
られないような治療ですので、高齢者

が多いMDSでは実際に移植が適用に
なる患者さんは少ないです。
　池脇　何となく造血幹細胞移植は体
に優しい治療かと思ったら、全く違う
のですね。
　臼杵　かなりたいへんです。
　池脇　高齢者の場合には貧血があれ
ば輸血をしたりといった補充療法を主
にやって、白血病化したときには白血
病の抗がん剤治療という流れなのでし
ょうか。
　臼杵　10年ほど前に、生存期間を延
長させることができるアザシチジンと
いう薬剤が登場しました。ですので、
早く診断をつけて、必要になればその
薬剤による治療を行うことが重要かと
思います。
　池脇　白血病化するかしないかにか
かわらず、MDSと診断したら早期に治
療するような、そういうオプションな
のでしょうか。
　臼杵　白血病化しやすい高リスク群
でのオプションとなります。低リスク
群、もともと生存期間が長く予後がよ
いものでは、貧血に対してダルベボエ
チン治療が適応となり、その治療に抵
抗性で輸血依存性にならない限りはア
ザシチジンの治療は必要ないかと思い
ます。
　池脇　最後に、再生不良性貧血との
鑑別について教えてください。確かに
両方とも汎血球減少症ですが、専門医
はどのようにして鑑別されるのでしょ

　臼杵　たいへんですが、高齢者はい
ろいろ基礎疾患を持っていることが多
いので、貧血はその基礎疾患によるこ
とが多いかと思います。
　池脇　確かに高齢者で悪性腫瘍の場
合は早めに見つけて診断しないといけ
ないこともあって、様子を見ようかと
いうわけにもいかないのでしょうか。
　臼杵　おっしゃるとおりかと思いま
す。
　池脇　高齢者の貧血を考える疾患は
たくさんあるにしても、そんなに多く
はないもののその５％を占める、造血
器の、いわゆる血液疾患による貧血、
MDSは、高齢者に多い疾患なのでしょ
うか。
　臼杵　高齢者には多いのですが、比
較的まれな疾患です。MDSは有病率が
10万人当たり３人ということですから、
決して多い疾患ではありません。年齢
の中央値が70歳ですが、75歳以上の有
病率は急に増加し、10万人当たり10人
以上となり、高齢者に多いです。
　池脇　疾患そのものはまれだけれど
も、年齢分布からいうと比較的高齢の
ほうにシフトしていることから、頻度
は高くなくても、一応頭の片隅に置い
ておいたほうがいい病気ということで
しょうか。
　臼杵　はい、おっしゃるとおりかと
思います。
　池脇　診断するとなると、実地の医
師ができるレベルというのが多分ある

と思うのですが、一般的にこのMDSは
どういう病態なのでしょうか。
　臼杵　MDSというのは、末梢血に汎
血球減少がみられることと、骨髄で無
効造血と骨髄異形成という形態異常が
あること、急性骨髄性白血病への移行
のリスクが高いこと、の３つを特徴と
する疾患で、病態としては造血幹細胞
のクローン性の異常です。ですから、
病態としては腫瘍に近いようなもので
す。
　池脇　造血幹細胞、３系統にすべて
行く、そこの根元の異常で、それが
pancytopenia、汎血球減少症になるの
ですね。
　臼杵　そうです。
　池脇　おそらく臨床実地の医師もそ
れで貧血の検査で血液像をオーダーし
て、ちょっとした芽球もあるようなこ
とになると、このMDSも考えないとい
けないのですね。
　臼杵　はい。実地診療では血算を取
った際に、貧血だけではなくて、ほか
の白血球や血小板も少なくなっている
場合に、まず再生不良性貧血や骨髄異
形成症候群などの血液疾患を疑うとよ
いと思います。もちろん、肝硬変の場
合でも汎血球減少を呈することもあり
ますので、そういう合併症がある場合
にはことさら疑う必要もないのですが。
　池脇　先ほどMDSは造血幹細胞の
腫瘍性変化で起こる病気とおっしゃい
ましたが、MDSの名前の最後は症候群
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となっています。根本的な異常はそこ
だけれども、多少の多様性があるとい
うことですか。
　臼杵　原因は造血幹細胞の異常では
あるものの、様々なものがあるもので
すから、単一の疾患ではないという意
味で症候群になっています。
　池脇　比較的経過観察でいいタイプ
もあれば、白血病化するタイプもある
のですか。
　臼杵　おっしゃるとおりです。
　池脇　MDSで一番怖いのは急性白
血病に移っていってしまうことでしょ
うか。
　臼杵　予後スコアというものがあり
まして、血算と骨髄検査の結果を基に
いろいろ計算します。その予後スコア
で、白血病に移行しやすい高リスク群
と、そうでない低リスク群に分けます。
いずれの群になるかでだいぶ予後が違
いますので、正確に診断をすることが
重要だと思います。
　池脇　白血病化したときには基本的
には白血病の治療になると思うのです
が、MDSの治療に関して造血幹細胞移
植は比較的新しい治療と考えてよいで
すか。
　臼杵　そうですね。造血幹細胞移植
は以前からありますが、唯一MDSを治
癒させる治療であり、非常に強力な治
療です。治療に関連する合併症による
致死率が高く、若年者でなければ耐え
られないような治療ですので、高齢者

が多いMDSでは実際に移植が適用に
なる患者さんは少ないです。
　池脇　何となく造血幹細胞移植は体
に優しい治療かと思ったら、全く違う
のですね。
　臼杵　かなりたいへんです。
　池脇　高齢者の場合には貧血があれ
ば輸血をしたりといった補充療法を主
にやって、白血病化したときには白血
病の抗がん剤治療という流れなのでし
ょうか。
　臼杵　10年ほど前に、生存期間を延
長させることができるアザシチジンと
いう薬剤が登場しました。ですので、
早く診断をつけて、必要になればその
薬剤による治療を行うことが重要かと
思います。
　池脇　白血病化するかしないかにか
かわらず、MDSと診断したら早期に治
療するような、そういうオプションな
のでしょうか。
　臼杵　白血病化しやすい高リスク群
でのオプションとなります。低リスク
群、もともと生存期間が長く予後がよ
いものでは、貧血に対してダルベボエ
チン治療が適応となり、その治療に抵
抗性で輸血依存性にならない限りはア
ザシチジンの治療は必要ないかと思い
ます。
　池脇　最後に、再生不良性貧血との
鑑別について教えてください。確かに
両方とも汎血球減少症ですが、専門医
はどのようにして鑑別されるのでしょ

　臼杵　たいへんですが、高齢者はい
ろいろ基礎疾患を持っていることが多
いので、貧血はその基礎疾患によるこ
とが多いかと思います。
　池脇　確かに高齢者で悪性腫瘍の場
合は早めに見つけて診断しないといけ
ないこともあって、様子を見ようかと
いうわけにもいかないのでしょうか。
　臼杵　おっしゃるとおりかと思いま
す。
　池脇　高齢者の貧血を考える疾患は
たくさんあるにしても、そんなに多く
はないもののその５％を占める、造血
器の、いわゆる血液疾患による貧血、
MDSは、高齢者に多い疾患なのでしょ
うか。
　臼杵　高齢者には多いのですが、比
較的まれな疾患です。MDSは有病率が
10万人当たり３人ということですから、
決して多い疾患ではありません。年齢
の中央値が70歳ですが、75歳以上の有
病率は急に増加し、10万人当たり10人
以上となり、高齢者に多いです。
　池脇　疾患そのものはまれだけれど
も、年齢分布からいうと比較的高齢の
ほうにシフトしていることから、頻度
は高くなくても、一応頭の片隅に置い
ておいたほうがいい病気ということで
しょうか。
　臼杵　はい、おっしゃるとおりかと
思います。
　池脇　診断するとなると、実地の医
師ができるレベルというのが多分ある

と思うのですが、一般的にこのMDSは
どういう病態なのでしょうか。
　臼杵　MDSというのは、末梢血に汎
血球減少がみられることと、骨髄で無
効造血と骨髄異形成という形態異常が
あること、急性骨髄性白血病への移行
のリスクが高いこと、の３つを特徴と
する疾患で、病態としては造血幹細胞
のクローン性の異常です。ですから、
病態としては腫瘍に近いようなもので
す。
　池脇　造血幹細胞、３系統にすべて
行く、そこの根元の異常で、それが
pancytopenia、汎血球減少症になるの
ですね。
　臼杵　そうです。
　池脇　おそらく臨床実地の医師もそ
れで貧血の検査で血液像をオーダーし
て、ちょっとした芽球もあるようなこ
とになると、このMDSも考えないとい
けないのですね。
　臼杵　はい。実地診療では血算を取
った際に、貧血だけではなくて、ほか
の白血球や血小板も少なくなっている
場合に、まず再生不良性貧血や骨髄異
形成症候群などの血液疾患を疑うとよ
いと思います。もちろん、肝硬変の場
合でも汎血球減少を呈することもあり
ますので、そういう合併症がある場合
にはことさら疑う必要もないのですが。
　池脇　先ほどMDSは造血幹細胞の
腫瘍性変化で起こる病気とおっしゃい
ましたが、MDSの名前の最後は症候群
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うか。
　臼杵　非常に難しいところです。骨
髄異形成症候群も再生不良性貧血もい
ずれも汎血球減少を呈するのですが、
骨髄異形成症候群は無効造血と骨髄の
異形成の形態異常がみられます。それ
に対して再生不良性貧血は骨髄が低形
成を呈します。一見、簡単そうですが、
再生不良性貧血での骨髄検査で再生結
節に当たると骨髄が低形成に見られま
せんし、逆に骨髄異形成症候群で骨髄
が低形成の場合があって、そういう症
例では再生不良性貧血の治療が効いた
りするのです。
　ですので、この鑑別自体は非常に困

難なのですが、厳密に鑑別をするより
も、この疾患は再生不良性貧血に使う
免疫抑制療法が効くタイプかどうかの
診断になり、治療選択の観点が重要で
す。例えば骨髄が低形成で、トリソミー
８などの染色体異常があるとか、血小
板がわりと少ないタイプだとか、少々
専門的になりますが、発作性夜間ヘモ
グロビン尿症の表現形質を呈するPNH
血球が検出されるものなどでは、免疫
抑制療法が効果があると考えられます。
　池脇　専門医でも難しいということ
がわかりました。ありがとうございま
した。

獨協医科大学総合診療医学助教
勝　倉　真　一

（聞き手　池脇克則）

　リウマチ反応陰性、XPで骨に異常がない場合など、中高年にみられる両手の
こわばりの鑑別診断や経過についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

中高年の両手のこわばり

　池脇　勝倉先生は総合診療医学にい
らして、手のこわばりで受診される方
はけっこういらっしゃいますか。
　勝倉　私は大学病院で働いています
ので、今回の症例のように近くの開業
医からの紹介でリウマチの検査が陰性
でしたと手のこわばりを訴える患者さ
んをよくみています。
　池脇　リウマチ反応がどういう検査
の陰性かは別にしても、血液学的には
リウマチっぽくないこわばりについて、
何を考えたらいいのだろうとお困りに
なるのですね。
　勝倉　そのとおりかと思います。
　池脇　まず解説いただく前に確認で
すが、リウマチ反応陰性という場合に
はリウマチ因子以外の何か血液学的な
検査も陰性と考えたほうがよいのです
か。

　勝倉　おそらくこの質問の意図とし
ては、リウマトイド因子以外に抗CCP
抗体とかCRPとか血沈といった炎症反
応がほとんど陰性で、原因がわかりま
せんという意図かと思っています。
　池脇　もしそれが陽性であれば、関
節リウマチを考えないといけないと思
って検査に出したら、陰性だったと。
レントゲンを撮っても、骨にはびらん
といった変化がない。では何を考える
のかが問題です。先生方は日常的にこ
ういう症例で鑑別を進めているのです
ね。
　勝倉　はい。そういうことになりま
す。
　池脇　具体的にそういう症例ではど
ういう疾患を考えて鑑別されているの
ですか。
　勝倉　私は手のこわばりを診るとき
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うか。
　臼杵　非常に難しいところです。骨
髄異形成症候群も再生不良性貧血もい
ずれも汎血球減少を呈するのですが、
骨髄異形成症候群は無効造血と骨髄の
異形成の形態異常がみられます。それ
に対して再生不良性貧血は骨髄が低形
成を呈します。一見、簡単そうですが、
再生不良性貧血での骨髄検査で再生結
節に当たると骨髄が低形成に見られま
せんし、逆に骨髄異形成症候群で骨髄
が低形成の場合があって、そういう症
例では再生不良性貧血の治療が効いた
りするのです。
　ですので、この鑑別自体は非常に困

難なのですが、厳密に鑑別をするより
も、この疾患は再生不良性貧血に使う
免疫抑制療法が効くタイプかどうかの
診断になり、治療選択の観点が重要で
す。例えば骨髄が低形成で、トリソミー
８などの染色体異常があるとか、血小
板がわりと少ないタイプだとか、少々
専門的になりますが、発作性夜間ヘモ
グロビン尿症の表現形質を呈するPNH
血球が検出されるものなどでは、免疫
抑制療法が効果があると考えられます。
　池脇　専門医でも難しいということ
がわかりました。ありがとうございま
した。

獨協医科大学総合診療医学助教
勝　倉　真　一

（聞き手　池脇克則）

　リウマチ反応陰性、XPで骨に異常がない場合など、中高年にみられる両手の
こわばりの鑑別診断や経過についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

中高年の両手のこわばり

　池脇　勝倉先生は総合診療医学にい
らして、手のこわばりで受診される方
はけっこういらっしゃいますか。
　勝倉　私は大学病院で働いています
ので、今回の症例のように近くの開業
医からの紹介でリウマチの検査が陰性
でしたと手のこわばりを訴える患者さ
んをよくみています。
　池脇　リウマチ反応がどういう検査
の陰性かは別にしても、血液学的には
リウマチっぽくないこわばりについて、
何を考えたらいいのだろうとお困りに
なるのですね。
　勝倉　そのとおりかと思います。
　池脇　まず解説いただく前に確認で
すが、リウマチ反応陰性という場合に
はリウマチ因子以外の何か血液学的な
検査も陰性と考えたほうがよいのです
か。

　勝倉　おそらくこの質問の意図とし
ては、リウマトイド因子以外に抗CCP
抗体とかCRPとか血沈といった炎症反
応がほとんど陰性で、原因がわかりま
せんという意図かと思っています。
　池脇　もしそれが陽性であれば、関
節リウマチを考えないといけないと思
って検査に出したら、陰性だったと。
レントゲンを撮っても、骨にはびらん
といった変化がない。では何を考える
のかが問題です。先生方は日常的にこ
ういう症例で鑑別を進めているのです
ね。
　勝倉　はい。そういうことになりま
す。
　池脇　具体的にそういう症例ではど
ういう疾患を考えて鑑別されているの
ですか。
　勝倉　私は手のこわばりを診るとき
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どからある程度は否定できるのでしょ
うか。
　勝倉　完全に否定するというのは、
特に早期のリウマチでは難しいのです。
ただ、最近のトピックとして、明らか
に手の関節が腫れるなどの所見がなく
ても、関節のエコーをしたり、手の造
影MRIを撮ると、画像的に滑膜炎、つ
まり炎症が写ることがあります。関節
リウマチの分類基準では、実は画像的
な炎症も罹患関節としてカウントして
いいことになっているので、画像を撮
ってみると、実はかなり炎症があって、
関節リウマチの可能性が高い、または
将来関節リウマチに進展するリスクが
高い、と判断することもできます。
　池脇　今はいい治療もありますので、
初期のリウマチを早く見つけて適正な
治療をすることから、そういった画像
診断も大事ですね。
　勝倉　手の関節が幾つか腫れていて、
ほかの疾患もある程度除外されて、鑑
別としてどうしても関節リウマチが残
ってしまうときは、そういった画像検
査に頼るのも一つの手かと思います。
　池脇　２番目は整形外科的なものと
いうことですが、これは整形外科に依
頼するよりも、先生ご自身がチェック
されるのですか。
　勝倉　ある程度はこちらの診察やレ
ントゲンの所見で判断していくことが
多く、鑑別を絞ってから整形外科に紹
介するようにしています。

　池脇　あとは代謝内分泌疾患ですね。
甲状腺ホルモンはチェックできますが、
更年期はそういったものによるこわば
りを考えたほうがいいという考えも、
先生の中にはあるのですね。
　勝倉　こういう検査で異常のない手
のこわばりを主訴に病院を受診される
方は、中高年の女性が多いのです。更
年期障害といわれる方は日本人だと 
45～55歳ぐらいなのですが、関節リウ
マチの好発年齢も同じぐらいなので、
検査陰性の場合はどうしても更年期障
害が鑑別上位になってしまうのです。
　池脇　更年期障害のこわばりは私も
あまり経験したことがないのですが、
更年期障害にはいろいろな訴えがあり
そうな気がします。こわばりだけが出
てくるような場合もあるのでしょうか。
　勝倉　更年期障害だと、月経の異常
に加えて、ほてる、のぼせる、イライ
ラ、不安、抑うつ症状などの精神的な
症状も出るのですが、自分からそれを
言ってくれるとは限らないというか、
純粋に手のこわばりだけで来る人はあ
まりおらず、こちらからそういう話を
聞いていくと、精神症状やほてり、そ
ういえば最近すごく汗をかくとか、そ
ういう情報が出てくることがあります。
問診がとても重要だと思います。
　池脇　後半のほうで、症状が急に出
てきた場合にはウイルス性のものを鑑
別に挙げるということですが、こわば
りは一般的には徐々に進んでくること

には５つぐらいの疾患グループに鑑別
診断をグルーピングして考えています。
１番は、患者さん側も医師側も関節リ
ウマチをすごく心配されていると思う
のですが、こういったリウマチ反応と
いうのが陰性な関節リウマチも１～２
割、関節リウマチの患者さんでいます。
リウマチ反応が陰性の場合でも、まず
本当に関節リウマチではないかどうか、
もう一度診察して除外することが必要
です。
　それ以外に多いのは整形外科的な疾
患、いわゆる変形性関節症や手根管症
候群、あとは腱鞘炎です。こういった
ものも手のこわばりを訴えます。それ
から代謝内分泌疾患です。更年期障害
も一応エストロゲンというホルモンが
関係している疾患なので、こちらのグ
ループに入れているのですが、これが
けっこう多いですね。ほかには甲状腺
機能異常症でもこういった非特異的な
痛みやこわばりを訴える方がいます。
　あと、特に急性発症になると、ウイ
ルス感染症でも手の痛みを訴える方が
います。一番有名なのはヒトパルボウ
イルスB19感染症、子どもだとリンゴ
病といわれるものですが、大人がかか
ると手足の痛みの症状がけっこう強く
出るので、必ず鑑別に挙げます。
　そういったものが全部違うとなると、
あくまで除外診断ですが、最終的には、
いわゆるうつ病とか精神的なもので痛
みを感じてしまっている人も、いると

思います。
　池脇　いろいろな鑑別診断を出され
て、びっくりしました。私は患者さん
から「こわばる」という訴えがあった
ときには簡単な問診ぐらいで終わって
しまうのですが、先ほども言われたよ
うに、整形外科的な疾患も鑑別に上が
ってくるとなると、実際に手の関節の
状況、腫れとか痛みとか、詳しくチェ
ックされるのでしょうか。
　勝倉　関節リウマチを診断するため
の分類基準があるのですが、結局、リ
ウマチ反応が陰性でも、11カ所以上の
関節に圧痛や腫れがあると関節リウマ
チと分類できるのです。この分類基準
を満たせば、治療を開始することもで
きるので、もう一度きちんと関節一つ
一つの所見を取っていくのはとても大
事なことだと思います。
　池脇　確かにご本人が訴えていなく
ても、そういう検査をするときに痛い
ことに気づくことも場合によってはあ
りますね。
　勝倉　本人があまり気づいていなく
ても、こちらがきちんと関節を押すと
「ああ、痛い」と、そのとき初めて気
づくこともありますので、それは非常
に重要なことかと思います。
　池脇　リウマチは必ず考えながらも、
場合によってはそれを否定するのもと
ても大事だということでしょうか。血
液学的な検査が陰性で、それを否定す
るとなると、いろいろな関節の状況な
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どからある程度は否定できるのでしょ
うか。
　勝倉　完全に否定するというのは、
特に早期のリウマチでは難しいのです。
ただ、最近のトピックとして、明らか
に手の関節が腫れるなどの所見がなく
ても、関節のエコーをしたり、手の造
影MRIを撮ると、画像的に滑膜炎、つ
まり炎症が写ることがあります。関節
リウマチの分類基準では、実は画像的
な炎症も罹患関節としてカウントして
いいことになっているので、画像を撮
ってみると、実はかなり炎症があって、
関節リウマチの可能性が高い、または
将来関節リウマチに進展するリスクが
高い、と判断することもできます。
　池脇　今はいい治療もありますので、
初期のリウマチを早く見つけて適正な
治療をすることから、そういった画像
診断も大事ですね。
　勝倉　手の関節が幾つか腫れていて、
ほかの疾患もある程度除外されて、鑑
別としてどうしても関節リウマチが残
ってしまうときは、そういった画像検
査に頼るのも一つの手かと思います。
　池脇　２番目は整形外科的なものと
いうことですが、これは整形外科に依
頼するよりも、先生ご自身がチェック
されるのですか。
　勝倉　ある程度はこちらの診察やレ
ントゲンの所見で判断していくことが
多く、鑑別を絞ってから整形外科に紹
介するようにしています。

　池脇　あとは代謝内分泌疾患ですね。
甲状腺ホルモンはチェックできますが、
更年期はそういったものによるこわば
りを考えたほうがいいという考えも、
先生の中にはあるのですね。
　勝倉　こういう検査で異常のない手
のこわばりを主訴に病院を受診される
方は、中高年の女性が多いのです。更
年期障害といわれる方は日本人だと 
45～55歳ぐらいなのですが、関節リウ
マチの好発年齢も同じぐらいなので、
検査陰性の場合はどうしても更年期障
害が鑑別上位になってしまうのです。
　池脇　更年期障害のこわばりは私も
あまり経験したことがないのですが、
更年期障害にはいろいろな訴えがあり
そうな気がします。こわばりだけが出
てくるような場合もあるのでしょうか。
　勝倉　更年期障害だと、月経の異常
に加えて、ほてる、のぼせる、イライ
ラ、不安、抑うつ症状などの精神的な
症状も出るのですが、自分からそれを
言ってくれるとは限らないというか、
純粋に手のこわばりだけで来る人はあ
まりおらず、こちらからそういう話を
聞いていくと、精神症状やほてり、そ
ういえば最近すごく汗をかくとか、そ
ういう情報が出てくることがあります。
問診がとても重要だと思います。
　池脇　後半のほうで、症状が急に出
てきた場合にはウイルス性のものを鑑
別に挙げるということですが、こわば
りは一般的には徐々に進んでくること

には５つぐらいの疾患グループに鑑別
診断をグルーピングして考えています。
１番は、患者さん側も医師側も関節リ
ウマチをすごく心配されていると思う
のですが、こういったリウマチ反応と
いうのが陰性な関節リウマチも１～２
割、関節リウマチの患者さんでいます。
リウマチ反応が陰性の場合でも、まず
本当に関節リウマチではないかどうか、
もう一度診察して除外することが必要
です。
　それ以外に多いのは整形外科的な疾
患、いわゆる変形性関節症や手根管症
候群、あとは腱鞘炎です。こういった
ものも手のこわばりを訴えます。それ
から代謝内分泌疾患です。更年期障害
も一応エストロゲンというホルモンが
関係している疾患なので、こちらのグ
ループに入れているのですが、これが
けっこう多いですね。ほかには甲状腺
機能異常症でもこういった非特異的な
痛みやこわばりを訴える方がいます。
　あと、特に急性発症になると、ウイ
ルス感染症でも手の痛みを訴える方が
います。一番有名なのはヒトパルボウ
イルスB19感染症、子どもだとリンゴ
病といわれるものですが、大人がかか
ると手足の痛みの症状がけっこう強く
出るので、必ず鑑別に挙げます。
　そういったものが全部違うとなると、
あくまで除外診断ですが、最終的には、
いわゆるうつ病とか精神的なもので痛
みを感じてしまっている人も、いると

思います。
　池脇　いろいろな鑑別診断を出され
て、びっくりしました。私は患者さん
から「こわばる」という訴えがあった
ときには簡単な問診ぐらいで終わって
しまうのですが、先ほども言われたよ
うに、整形外科的な疾患も鑑別に上が
ってくるとなると、実際に手の関節の
状況、腫れとか痛みとか、詳しくチェ
ックされるのでしょうか。
　勝倉　関節リウマチを診断するため
の分類基準があるのですが、結局、リ
ウマチ反応が陰性でも、11カ所以上の
関節に圧痛や腫れがあると関節リウマ
チと分類できるのです。この分類基準
を満たせば、治療を開始することもで
きるので、もう一度きちんと関節一つ
一つの所見を取っていくのはとても大
事なことだと思います。
　池脇　確かにご本人が訴えていなく
ても、そういう検査をするときに痛い
ことに気づくことも場合によってはあ
りますね。
　勝倉　本人があまり気づいていなく
ても、こちらがきちんと関節を押すと
「ああ、痛い」と、そのとき初めて気
づくこともありますので、それは非常
に重要なことかと思います。
　池脇　リウマチは必ず考えながらも、
場合によってはそれを否定するのもと
ても大事だということでしょうか。血
液学的な検査が陰性で、それを否定す
るとなると、いろいろな関節の状況な
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が多いのですか。
　勝倉　一番問題となる関節リウマチ
ですと、基本的には慢性経過をたどる
ことが多いと思いますので、最初は一
つ二つの関節だったものがだんだん増
えていきます。ウイルス感染だと本当
に突然、ある日、熱や上気道症状とと
もに手が腫れて、数週間で消えていく
という経過が一般的ですので、そこは
鑑別のポイントだと思います。
　池脇　先生が挙げられた鑑別診断で、
どれにも「これだ」というのがない、
あるいは関節リウマチも否定はできな
い、というはっきりしない症例があっ
た場合は経時的にフォローしていくの
ですか。
　勝倉　先ほどお話ししたように、関
節リウマチの可能性がちょっとあるか
な、見た目には関節が腫れていて、ほ
かの疾患がある程度除外されて、ただ、
リウマチの分類基準には当てはまらな
い、でもやっぱり怪しいという患者さ
んは、わりと早めに膠原病の先生に紹

介したりすることもあります。しかし、
そうでもないとき、例えばただ本人が
自覚的にこわばっていると言っている
だけで、実際に手を診察しても所見が
はっきりしないときは、経過を見てい
くしかありません。そういう場合には、
手をよく使うような仕事や、趣味で編
み物をしている人が意外にいて、そう
いう作業をちょっとやめてもらいます。
そして、NSAIDsなどの鎮痛薬を処方
して、２週間なり１カ月なりでもう一
度再診していただくと、意外にこれだ
けで治る人もいるのです。逆にこれで、
１～２カ月後に来てもらったときに、
腫れている関節の数が増えていたり、
熱が出てきたり、皮疹が出てきたり、
そういった随伴症状がいろいろ出てく
ることもあります。そのような場合に
は改めて診察、検査を繰り返し、再評
価すると原因が特定できることもあり
ます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

明治薬科大学臨床漢方研究室教授
矢久保　修　嗣

（聞き手　山内俊一）

　手足の指先（のみ）が冷える、という方の診断や対処についてご教示くださ
い。
 ＜千葉県勤務医＞

手足の指先の冷え

　山内　実臨床の場で手足の冷えの訴
えは非常に多いのですが、なかなか今
の医学ではとらえどころがありません。
まず原因として、どういったものが多
いかはわかっているのでしょうか。
　矢久保　今の医学でも末梢血流が明
らかに低下しているような血管性の病
変や膠原病などにも見られます。甲状
腺機能低下症なども冷えの原因にはな
ります。実臨床では本当に患者さんが
ただ「冷える」という症状として訴え
る方は多いです。実際、私たちも患者
さんの手を触れてみて、ああ、本当に
手が冷たい、足が冷たいという方はた
くさんいます。
　山内　非常に複雑かついろいろな因
子が絡んでいるという感触をお持ちで
すか。
　矢久保　確かにストレスなどで冷え

る方もいますし、むくむことで血流が
悪くなる、あるいは貧血、または筋肉
量の少ないやせた人、代謝のよくない
人もいます。いろいろな因子が絡んで
複雑な病態を作っているという印象は
ありますね。
　山内　原因が一つの疾患であること
はごく一部のケースでしかない、と考
えてよいのでしょうね。
　矢久保　そうですね。実際、冷えを
訴える方は、20歳を中心とした女性の
半分ぐらい、あるいは55歳以上の高齢
者の男女などに見られます。50％以上
に見られ、かなり頻度は高いです。そ
のすべての方に疾患があるかといわれ
た場合、疾患という概念に当てはめる
のは難しいですね。
　山内　確かにそうですね。例えば貧
血があるというと、いかにも冷えが来
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が多いのですか。
　勝倉　一番問題となる関節リウマチ
ですと、基本的には慢性経過をたどる
ことが多いと思いますので、最初は一
つ二つの関節だったものがだんだん増
えていきます。ウイルス感染だと本当
に突然、ある日、熱や上気道症状とと
もに手が腫れて、数週間で消えていく
という経過が一般的ですので、そこは
鑑別のポイントだと思います。
　池脇　先生が挙げられた鑑別診断で、
どれにも「これだ」というのがない、
あるいは関節リウマチも否定はできな
い、というはっきりしない症例があっ
た場合は経時的にフォローしていくの
ですか。
　勝倉　先ほどお話ししたように、関
節リウマチの可能性がちょっとあるか
な、見た目には関節が腫れていて、ほ
かの疾患がある程度除外されて、ただ、
リウマチの分類基準には当てはまらな
い、でもやっぱり怪しいという患者さ
んは、わりと早めに膠原病の先生に紹

介したりすることもあります。しかし、
そうでもないとき、例えばただ本人が
自覚的にこわばっていると言っている
だけで、実際に手を診察しても所見が
はっきりしないときは、経過を見てい
くしかありません。そういう場合には、
手をよく使うような仕事や、趣味で編
み物をしている人が意外にいて、そう
いう作業をちょっとやめてもらいます。
そして、NSAIDsなどの鎮痛薬を処方
して、２週間なり１カ月なりでもう一
度再診していただくと、意外にこれだ
けで治る人もいるのです。逆にこれで、
１～２カ月後に来てもらったときに、
腫れている関節の数が増えていたり、
熱が出てきたり、皮疹が出てきたり、
そういった随伴症状がいろいろ出てく
ることもあります。そのような場合に
は改めて診察、検査を繰り返し、再評
価すると原因が特定できることもあり
ます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

明治薬科大学臨床漢方研究室教授
矢久保　修　嗣

（聞き手　山内俊一）

　手足の指先（のみ）が冷える、という方の診断や対処についてご教示くださ
い。
 ＜千葉県勤務医＞

手足の指先の冷え

　山内　実臨床の場で手足の冷えの訴
えは非常に多いのですが、なかなか今
の医学ではとらえどころがありません。
まず原因として、どういったものが多
いかはわかっているのでしょうか。
　矢久保　今の医学でも末梢血流が明
らかに低下しているような血管性の病
変や膠原病などにも見られます。甲状
腺機能低下症なども冷えの原因にはな
ります。実臨床では本当に患者さんが
ただ「冷える」という症状として訴え
る方は多いです。実際、私たちも患者
さんの手を触れてみて、ああ、本当に
手が冷たい、足が冷たいという方はた
くさんいます。
　山内　非常に複雑かついろいろな因
子が絡んでいるという感触をお持ちで
すか。
　矢久保　確かにストレスなどで冷え

る方もいますし、むくむことで血流が
悪くなる、あるいは貧血、または筋肉
量の少ないやせた人、代謝のよくない
人もいます。いろいろな因子が絡んで
複雑な病態を作っているという印象は
ありますね。
　山内　原因が一つの疾患であること
はごく一部のケースでしかない、と考
えてよいのでしょうね。
　矢久保　そうですね。実際、冷えを
訴える方は、20歳を中心とした女性の
半分ぐらい、あるいは55歳以上の高齢
者の男女などに見られます。50％以上
に見られ、かなり頻度は高いです。そ
のすべての方に疾患があるかといわれ
た場合、疾患という概念に当てはめる
のは難しいですね。
　山内　確かにそうですね。例えば貧
血があるというと、いかにも冷えが来
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姜
きょう

湯
とう

という長い名前の薬です。これが
よく使われていますし、私たちも最初
にこれを考えます。
　山内　一度聞いてもすぐに出てこな
いので、番号でいいますと何番になり
ますか。
　矢久保　38番です。
　山内　どういった方々が有効例にな
るのでしょうか。
　矢久保　いわゆるきゃしゃという表
現をするのですけれども、あまり筋肉
量が多くない方の四肢末端の冷えです
ね。そういったときによく使います。
　山内　筋肉が少ない方ということで
すが、必ずしもきゃしゃでなくても、
少しでっぷりはされているけれども筋
肉はあまり多くなさそうだという女性
によくあるタイプにも使ってよいので
しょうか。
　矢久保　そうですね。冷えの原因と
して筋肉量が少ないのは大事なことだ
と思います。
　山内　実際に使ってみたときの感触
ですが、漢方ですので３週間ぐらい続
けて使ったほうがいいと考えてよいの
でしょうか。
　矢久保　わりあいこれは効果が早い
です。実は私自身、１日分、３包を１
回でのんでみたのです。そうすると、
１～２時間すると体じゅう、特に手足
がぽかぽかしてきて、これはすごい薬
だというのを実感した覚えがあります。
患者さんに聞いても、１包のむだけで

もだいぶ違うという感想をいただいて
います。
　山内　即効性があるということです
ね。
　矢久保　はい。
　山内　なかなか優れた薬剤ですね。
　矢久保　ただ、患者さんによっては
時間がかかるケースがありますので、
最低８週間はのんでくださいという話
はしています。
　山内　それ以外の薬剤としてはどう
いったものが知られていますか。
　矢久保　四肢の冷えがあって、関節
の痛みなどの関節痛があるケースでは
桂
けい

枝
し

加
か

朮
じゅつ

附
ぶ

湯
とう

をよく使いますし、四肢
の冷えに加えて排尿障害や腰痛、膝関
節痛、下肢の痛み、しびれを伴うよう
なケースに関しては八

はち

味
み

地
じ

黄
おう

丸
がん

がよく
使われます。そのほか、女性で月経障
害を伴う方で、ちょっとむくみっぽい
方には当

とう

帰
き

芍
しゃく

薬
やく

散
さん

などがよく使われて
います。
　山内　西洋医学で冷え性というのは、
残念ながらほとんど放置される可能性
の高い状況があり得るような印象があ
ります。あるいは気のせいだといって
片付けられるケースも多いと思われま
すので、こういった薬剤があるのは患
者さんにとっては救いになりますね。
　矢久保　冷えに関して、現代医学か
らどうとらえるか、非常に難しいとこ
ろがあります。不定愁訴とか、気のせ
いとかとよく言われてしまって、患者

そうですが、貧血の方がみんな冷えを
訴えるかというと、決してそうでもあ
りませんし、たまたま貧血があったか
ら原因は貧血でしょうというのも言い
過ぎかもしれないというところがあり
ますね。
　矢久保　そうですね。
　山内　さて、そうなると、こういっ
た冷えを訴える方が来たとき、先生は
どのようなアプローチをされますか。
　矢久保　まず冷えの方は女性が多い
ので、服装などもけっこう問題になる
のですが、体を締めつけないようにす
る、腹部を冷やさないようにするなど
の対処もあります。あるいは、食事な
どでも体を冷やすような食材、特に生
野菜だとか南国のフルーツ、牛乳など
も身体を冷やすので、そういったもの
を避けていただく。あと、身体がきゃ
しゃな方が多いです。ですから、蛋白
質を十分に取って、運動をして、筋肉
をつけていく。そういった生活の指導
もしています。
　山内　その前に本当に冷えているか
どうかという問題もありますね。
　矢久保　そうですね。私たち漢方の
診察では必ず手足を触れてみて、実際
に冷たいのかどうかを確認しています。
やはり多くの方は手足が冷たいですね。
　山内　わざわざサーモグラフィ、血
流計を使わなくても、とりあえずは触
れてみる。触診でこのあたりはわかる
という感じでしょうか。

　矢久保　そうですね。最近、いろい
ろいい機械が出てきました。サーモグ
ラフィや、ドプラー血流を使って客観
的に評価することもできるようになり
ました。でも、実臨床では患者さんの
手足を触れることで、十分所見を取れ
ると思います。
　山内　サーモグラフィで指先の血流
が悪いといったことが証明されるケー
スはあるのでしょうね。
　矢久保　冷えのグラデーションとい
う表現があります。温かい温度を赤色、
冷たい温度を青色にすると、末梢側の
指先のほうが青くて、だんだん中枢側
になるに従って赤くなってくるといっ
たケースが見られます。
　山内　そういった裏付け的な、例え
ば血流が減っているといったことが確
認できても、原因は非常にとらえどこ
ろがないケースが多いと考えてよいの
でしょうね。
　矢久保　そうですね。
　山内　膠原病などについてはそちら
の治療をするとして、特定の疾患に帰
することができない大多数のケースに
関しては、どういったアプローチがあ
るのでしょうか。
　矢久保　現代医学でもなかなか治療
が難しいケースに私たちは漢方薬によ
る治療を考えます。その際には、日本
漢方では口

く

訣
けつ

という先人の経験をまと
めたものがあります。その中で一番よ
く使われるものが当

とう

帰
き

四
し

逆
ぎゃく

加
か

呉
ご

茱
しゅ

萸
ゆ

生
しょう
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姜
きょう

湯
とう

という長い名前の薬です。これが
よく使われていますし、私たちも最初
にこれを考えます。
　山内　一度聞いてもすぐに出てこな
いので、番号でいいますと何番になり
ますか。
　矢久保　38番です。
　山内　どういった方々が有効例にな
るのでしょうか。
　矢久保　いわゆるきゃしゃという表
現をするのですけれども、あまり筋肉
量が多くない方の四肢末端の冷えです
ね。そういったときによく使います。
　山内　筋肉が少ない方ということで
すが、必ずしもきゃしゃでなくても、
少しでっぷりはされているけれども筋
肉はあまり多くなさそうだという女性
によくあるタイプにも使ってよいので
しょうか。
　矢久保　そうですね。冷えの原因と
して筋肉量が少ないのは大事なことだ
と思います。
　山内　実際に使ってみたときの感触
ですが、漢方ですので３週間ぐらい続
けて使ったほうがいいと考えてよいの
でしょうか。
　矢久保　わりあいこれは効果が早い
です。実は私自身、１日分、３包を１
回でのんでみたのです。そうすると、
１～２時間すると体じゅう、特に手足
がぽかぽかしてきて、これはすごい薬
だというのを実感した覚えがあります。
患者さんに聞いても、１包のむだけで

もだいぶ違うという感想をいただいて
います。
　山内　即効性があるということです
ね。
　矢久保　はい。
　山内　なかなか優れた薬剤ですね。
　矢久保　ただ、患者さんによっては
時間がかかるケースがありますので、
最低８週間はのんでくださいという話
はしています。
　山内　それ以外の薬剤としてはどう
いったものが知られていますか。
　矢久保　四肢の冷えがあって、関節
の痛みなどの関節痛があるケースでは
桂
けい

枝
し

加
か

朮
じゅつ

附
ぶ

湯
とう

をよく使いますし、四肢
の冷えに加えて排尿障害や腰痛、膝関
節痛、下肢の痛み、しびれを伴うよう
なケースに関しては八

はち

味
み

地
じ

黄
おう

丸
がん

がよく
使われます。そのほか、女性で月経障
害を伴う方で、ちょっとむくみっぽい
方には当

とう

帰
き

芍
しゃく

薬
やく

散
さん

などがよく使われて
います。
　山内　西洋医学で冷え性というのは、
残念ながらほとんど放置される可能性
の高い状況があり得るような印象があ
ります。あるいは気のせいだといって
片付けられるケースも多いと思われま
すので、こういった薬剤があるのは患
者さんにとっては救いになりますね。
　矢久保　冷えに関して、現代医学か
らどうとらえるか、非常に難しいとこ
ろがあります。不定愁訴とか、気のせ
いとかとよく言われてしまって、患者

そうですが、貧血の方がみんな冷えを
訴えるかというと、決してそうでもあ
りませんし、たまたま貧血があったか
ら原因は貧血でしょうというのも言い
過ぎかもしれないというところがあり
ますね。
　矢久保　そうですね。
　山内　さて、そうなると、こういっ
た冷えを訴える方が来たとき、先生は
どのようなアプローチをされますか。
　矢久保　まず冷えの方は女性が多い
ので、服装などもけっこう問題になる
のですが、体を締めつけないようにす
る、腹部を冷やさないようにするなど
の対処もあります。あるいは、食事な
どでも体を冷やすような食材、特に生
野菜だとか南国のフルーツ、牛乳など
も身体を冷やすので、そういったもの
を避けていただく。あと、身体がきゃ
しゃな方が多いです。ですから、蛋白
質を十分に取って、運動をして、筋肉
をつけていく。そういった生活の指導
もしています。
　山内　その前に本当に冷えているか
どうかという問題もありますね。
　矢久保　そうですね。私たち漢方の
診察では必ず手足を触れてみて、実際
に冷たいのかどうかを確認しています。
やはり多くの方は手足が冷たいですね。
　山内　わざわざサーモグラフィ、血
流計を使わなくても、とりあえずは触
れてみる。触診でこのあたりはわかる
という感じでしょうか。

　矢久保　そうですね。最近、いろい
ろいい機械が出てきました。サーモグ
ラフィや、ドプラー血流を使って客観
的に評価することもできるようになり
ました。でも、実臨床では患者さんの
手足を触れることで、十分所見を取れ
ると思います。
　山内　サーモグラフィで指先の血流
が悪いといったことが証明されるケー
スはあるのでしょうね。
　矢久保　冷えのグラデーションとい
う表現があります。温かい温度を赤色、
冷たい温度を青色にすると、末梢側の
指先のほうが青くて、だんだん中枢側
になるに従って赤くなってくるといっ
たケースが見られます。
　山内　そういった裏付け的な、例え
ば血流が減っているといったことが確
認できても、原因は非常にとらえどこ
ろがないケースが多いと考えてよいの
でしょうね。
　矢久保　そうですね。
　山内　膠原病などについてはそちら
の治療をするとして、特定の疾患に帰
することができない大多数のケースに
関しては、どういったアプローチがあ
るのでしょうか。
　矢久保　現代医学でもなかなか治療
が難しいケースに私たちは漢方薬によ
る治療を考えます。その際には、日本
漢方では口

く

訣
けつ

という先人の経験をまと
めたものがあります。その中で一番よ
く使われるものが当

とう

帰
き

四
し

逆
ぎゃく

加
か

呉
ご

茱
しゅ

萸
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さんご自身は困っているのだけれども
十分に対応してもらえないという話を
私たちはよく聞きます。
　山内　最後に生活指導ですが、先ほ
ど食事の話が出ました。少し面白かっ
たのは、南国のフルーツといったもの
に関してもう少しうかがいたいのです
が。
　矢久保　この辺はよくわからないこ
ともあるのですが、南国のもの、パパ
イヤ、パイナップルなどは体を冷やし
ます。第二次世界大戦の後に日本では
生野菜を食べるようになりました。こ
の野菜サラダは体を冷やします。野菜
の食べ方でも、夏には大根のサラダな
どは体を冷やしてよいのですが、冬に

はおでんにしてよく火を通すと身体を
温めます。こういった面白い性質があ
る食物もあります。
　山内　トウガラシがピンと来ますが、
いかがでしょうか。
　矢久保　トウガラシは難しいですね。
体の芯から温めるのも事実ですが、汗
をかいて冷えてしまうケースがありま
す。なかなか難しい食材だと思ってい
ます。
　山内　確かにそうですね。北の寒い
ところでも、南のほうでも、どちらで
も使われますから、二面性を持ったス
パイスかもしれませんね。
　矢久保　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

峯小児科院長
峯　　眞　人

（聞き手　池田志斈）

　筋肉内注射、特に三角筋部への正しい注射法をご教示ください。
 ＜福島県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　なぜ新型コロナウイルスワクチンは筋肉注射なのでしょうか。ワルファリン
やエドキサバン等を服用中の患者さんに筋肉注射をしたくないのですが、皮下
注射でもいいでしょうか。
 ＜香川県開業医＞

筋肉注射

　池田　新型コロナウイルスの予防接
種、特に筋肉内注射についての質問で
すが、三角筋部への正しい注射法はど
のように行うのでしょうか。
　峯　まず筋肉内注射の接種の部位と
いうのは、筋肉があるところだったら
どこでもいいわけではなく、新型コロ
ナウイルスのワクチンについては上腕
の三角筋に接種することがほぼ決めら
れています。それ以外の筋肉の部分に
は基本的には注射をしないという考え
方です。そしてその三角筋の中央部、
真ん中の部分が接種の部位に当たりま
す。
　中央部をどうやって見分けるかです

が、それは肩峰、肩の先端のところか
ら真下にだいたい３横指ぐらい下の部
分が目安になる。ただ、３横指といい
ましても、指の太さが細い方もいれば、
太い方もいます。特に今回の新型コロ
ナウイルスのワクチンは看護師さんが
接種されるケースが非常に多く、看護
師さんの多くは指が細い女性ですので、
女性が接種する場合には４横指ぐらい
下が三角筋の中央部に当たると考えら
れています。
　池田　その部位が上すぎる、あるい
は下すぎるとどうなるのでしょうか。
　峯　上すぎると、針の先が三角筋の
下の滑液包というところに入ってしま
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さんご自身は困っているのだけれども
十分に対応してもらえないという話を
私たちはよく聞きます。
　山内　最後に生活指導ですが、先ほ
ど食事の話が出ました。少し面白かっ
たのは、南国のフルーツといったもの
に関してもう少しうかがいたいのです
が。
　矢久保　この辺はよくわからないこ
ともあるのですが、南国のもの、パパ
イヤ、パイナップルなどは体を冷やし
ます。第二次世界大戦の後に日本では
生野菜を食べるようになりました。こ
の野菜サラダは体を冷やします。野菜
の食べ方でも、夏には大根のサラダな
どは体を冷やしてよいのですが、冬に

はおでんにしてよく火を通すと身体を
温めます。こういった面白い性質があ
る食物もあります。
　山内　トウガラシがピンと来ますが、
いかがでしょうか。
　矢久保　トウガラシは難しいですね。
体の芯から温めるのも事実ですが、汗
をかいて冷えてしまうケースがありま
す。なかなか難しい食材だと思ってい
ます。
　山内　確かにそうですね。北の寒い
ところでも、南のほうでも、どちらで
も使われますから、二面性を持ったス
パイスかもしれませんね。
　矢久保　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

峯小児科院長
峯　　眞　人

（聞き手　池田志斈）

　筋肉内注射、特に三角筋部への正しい注射法をご教示ください。
 ＜福島県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　なぜ新型コロナウイルスワクチンは筋肉注射なのでしょうか。ワルファリン
やエドキサバン等を服用中の患者さんに筋肉注射をしたくないのですが、皮下
注射でもいいでしょうか。
 ＜香川県開業医＞

筋肉注射

　池田　新型コロナウイルスの予防接
種、特に筋肉内注射についての質問で
すが、三角筋部への正しい注射法はど
のように行うのでしょうか。
　峯　まず筋肉内注射の接種の部位と
いうのは、筋肉があるところだったら
どこでもいいわけではなく、新型コロ
ナウイルスのワクチンについては上腕
の三角筋に接種することがほぼ決めら
れています。それ以外の筋肉の部分に
は基本的には注射をしないという考え
方です。そしてその三角筋の中央部、
真ん中の部分が接種の部位に当たりま
す。
　中央部をどうやって見分けるかです

が、それは肩峰、肩の先端のところか
ら真下にだいたい３横指ぐらい下の部
分が目安になる。ただ、３横指といい
ましても、指の太さが細い方もいれば、
太い方もいます。特に今回の新型コロ
ナウイルスのワクチンは看護師さんが
接種されるケースが非常に多く、看護
師さんの多くは指が細い女性ですので、
女性が接種する場合には４横指ぐらい
下が三角筋の中央部に当たると考えら
れています。
　池田　その部位が上すぎる、あるい
は下すぎるとどうなるのでしょうか。
　峯　上すぎると、針の先が三角筋の
下の滑液包というところに入ってしま
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しても、筋肉量がけっこう多い筋肉内
の中央部に針の先端が位置できること
になります。非常にやせている方、筋
肉量が極めて少ない方は、25㎜で根元
まで入れると間違いなく骨に当たって
しまいますので、その場合は、実は 
２～３㎜ぐらい、そこから抜き戻して
接種をすると筋肉注射ができます。た
だ、明らかに見た目から非常にやせて
いて筋肉量が少ない方は、もっと短い
16㎜の針を使って筋肉注射をしていた
だく。それだと通常は根元まで押して
いただいても大丈夫です。
　刺す角度も、通常の皮下注射ですと
斜め下から上に向かって45度の角度で
接種をするのが一般的なのですが、筋
肉注射は真っすぐ下に、90度の角度で
皮膚に向かって垂直に刺していく。そ
ういう状況が一般的なやり方です。
　池田　皮膚表面に直角ですね。
　峯　そうです。直角に刺すという考
え方です。
　池田　よく血管に入っていないかと
陰圧をかけて逆流を確認するのですが、
これは必要なのでしょうか。
　峯　実は筋肉内に太い血管はありま
せんし、当然のことながら神経も通常
ありませんので、血液の逆流を確認す
るために陰圧をかける必要はないとい
われています。ただ、看護師さんを含
めた多くの方は、刺した後に陰圧を確
認するという習慣が根づいてしまって
いて、陰圧をかけて引いてみる方も多

く見受けますが、実際に引く必要は全
くありません。
　池田　抜いた後、例えばよく手でも
んでしまう方がいるのですが、いけな
いのでしょうか。
　峯　基本的に筋肉の中に注射をした
場合、針を抜く、抜針した後は押さえ
るだけで、もむ必要はないといわれて
います。理由は幾つかあるようですが、
例えば一つはこのワクチンについても
アナフィラキシーが一定の数出ると報
道などでも流れています。アナフィラ
キシーを起こしやすい体質の方がもん
だりすると、一気に薬液が筋肉内の血
液の中に広がり、アナフィラキシーを
起こす時間がさらに短くなる可能性が
あります。
　あともう一つは、例えば血栓症を起
こしたことがある方は血液をさらさら
にする治療を普段から予防的にずっと
受けています。そういう方の場合には
接種をして、針を抜いた後にそこをも
みますと、そこからさらに内出血をす
る可能性があるといわれています。基
本はしっかり押さえていただく。特に
血液をさらさらにするような抗凝固薬
療法や血栓療法を受けている方に関し
ては、最低２分間、しっかり上から押
さえていただくことが基本で、できる
だけそこはもまないことが大前提にな
っています。
　池田　それは２つ目の質問のワルフ
ァリンやエドキサバン等を内服してい

う可能性があり、そうするとワクチン
の成分が滑液包の中にある関節の部分
に流れていく可能性があります。する
と、一つの病名としても確立されてい
ます、ワクチン関連関節障害といわれ
るものが起こってしまう可能性があり
ます。
　池田　滑液包の中の炎症ということ
ですね。
　峯　そうですね。そこに異物が入っ
てしまうと、関節の中の異物が異物反
応を起こして、腕が動かなくなるなど
の状況が起こってきます。そこは絶対
に入ってはいけない場所で明らかに接
種の間違いになるので、それより少し
下ということになると、３横指ないし
４横指という部分になるのです。
　池田　下に行き過ぎるとどうなるの
ですか。
　峯　下は、あと数センチ下までは特
別な神経はありません。ただし、三角
筋は、座った状態で真下に腕を下ろし
たときには三角筋の中央部、肩峰から
３～４横指下ということで比較的わか
りやすいのですが、少し腕を内旋、内
側に回してしまうと、三角筋の外側、
後ろ側を走っている橈骨神経が内側に
引っ張られ、うっかり触れてしまう可
能性がある。橈骨神経に触れて、橈骨
神経麻痺を起こしてしまい、運動障害
まで起こってしまうので、これも絶対
接種によって起こしてはいけない間違
いです。橈骨神経に触れる可能性が全

くなく、滑液包にも入らないというこ
とになりますと、三角筋の中央部が一
番安全な場所になるかと思います。
　池田　手を腰に当てず、ただぶらっ
と下げておくということですね。
　峯　はい。
　池田　場所が決まったら、そこの消
毒や、注射器等は、どのようにするの
でしょうか。
　峯　まず消毒に関しては、通常アル
コール消毒をするわけですが、接種す
るポイントをだいたい目安として決め
たら、その真ん中から外側に向かって
ぐるぐると、直径だいたい５㎝ぐらい
の範囲を消毒し、アルコールが乾くま
で待ってから接種をする。ただ、時に
アルコールに対してのアレルギーを持
っている方がいますので、そういう方
に対してはアルコール以外の消毒液を
使って消毒することが一般的には用い
られています。
　池田　通常の針を使うのでしょうか。
　峯　2021年１月の後半ぐらいから、
１つのバイアルで６人分のワクチンを
取れる特殊なシリンジが用意され、そ
こに25㎜という針をつけて、接種をす
ることになりました。
　池田　刺す深さはシリンジの頭がぷ
っと皮膚にくっついて、さらに押すの
でしょうか。
　峯　25㎜ですと、日本人には極端に
体重の多い方はあまり多くないので、
通常の方では、針の根元の部分まで刺
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しても、筋肉量がけっこう多い筋肉内
の中央部に針の先端が位置できること
になります。非常にやせている方、筋
肉量が極めて少ない方は、25㎜で根元
まで入れると間違いなく骨に当たって
しまいますので、その場合は、実は 
２～３㎜ぐらい、そこから抜き戻して
接種をすると筋肉注射ができます。た
だ、明らかに見た目から非常にやせて
いて筋肉量が少ない方は、もっと短い
16㎜の針を使って筋肉注射をしていた
だく。それだと通常は根元まで押して
いただいても大丈夫です。
　刺す角度も、通常の皮下注射ですと
斜め下から上に向かって45度の角度で
接種をするのが一般的なのですが、筋
肉注射は真っすぐ下に、90度の角度で
皮膚に向かって垂直に刺していく。そ
ういう状況が一般的なやり方です。
　池田　皮膚表面に直角ですね。
　峯　そうです。直角に刺すという考
え方です。
　池田　よく血管に入っていないかと
陰圧をかけて逆流を確認するのですが、
これは必要なのでしょうか。
　峯　実は筋肉内に太い血管はありま
せんし、当然のことながら神経も通常
ありませんので、血液の逆流を確認す
るために陰圧をかける必要はないとい
われています。ただ、看護師さんを含
めた多くの方は、刺した後に陰圧を確
認するという習慣が根づいてしまって
いて、陰圧をかけて引いてみる方も多

く見受けますが、実際に引く必要は全
くありません。
　池田　抜いた後、例えばよく手でも
んでしまう方がいるのですが、いけな
いのでしょうか。
　峯　基本的に筋肉の中に注射をした
場合、針を抜く、抜針した後は押さえ
るだけで、もむ必要はないといわれて
います。理由は幾つかあるようですが、
例えば一つはこのワクチンについても
アナフィラキシーが一定の数出ると報
道などでも流れています。アナフィラ
キシーを起こしやすい体質の方がもん
だりすると、一気に薬液が筋肉内の血
液の中に広がり、アナフィラキシーを
起こす時間がさらに短くなる可能性が
あります。
　あともう一つは、例えば血栓症を起
こしたことがある方は血液をさらさら
にする治療を普段から予防的にずっと
受けています。そういう方の場合には
接種をして、針を抜いた後にそこをも
みますと、そこからさらに内出血をす
る可能性があるといわれています。基
本はしっかり押さえていただく。特に
血液をさらさらにするような抗凝固薬
療法や血栓療法を受けている方に関し
ては、最低２分間、しっかり上から押
さえていただくことが基本で、できる
だけそこはもまないことが大前提にな
っています。
　池田　それは２つ目の質問のワルフ
ァリンやエドキサバン等を内服してい

う可能性があり、そうするとワクチン
の成分が滑液包の中にある関節の部分
に流れていく可能性があります。する
と、一つの病名としても確立されてい
ます、ワクチン関連関節障害といわれ
るものが起こってしまう可能性があり
ます。
　池田　滑液包の中の炎症ということ
ですね。
　峯　そうですね。そこに異物が入っ
てしまうと、関節の中の異物が異物反
応を起こして、腕が動かなくなるなど
の状況が起こってきます。そこは絶対
に入ってはいけない場所で明らかに接
種の間違いになるので、それより少し
下ということになると、３横指ないし
４横指という部分になるのです。
　池田　下に行き過ぎるとどうなるの
ですか。
　峯　下は、あと数センチ下までは特
別な神経はありません。ただし、三角
筋は、座った状態で真下に腕を下ろし
たときには三角筋の中央部、肩峰から
３～４横指下ということで比較的わか
りやすいのですが、少し腕を内旋、内
側に回してしまうと、三角筋の外側、
後ろ側を走っている橈骨神経が内側に
引っ張られ、うっかり触れてしまう可
能性がある。橈骨神経に触れて、橈骨
神経麻痺を起こしてしまい、運動障害
まで起こってしまうので、これも絶対
接種によって起こしてはいけない間違
いです。橈骨神経に触れる可能性が全

くなく、滑液包にも入らないというこ
とになりますと、三角筋の中央部が一
番安全な場所になるかと思います。
　池田　手を腰に当てず、ただぶらっ
と下げておくということですね。
　峯　はい。
　池田　場所が決まったら、そこの消
毒や、注射器等は、どのようにするの
でしょうか。
　峯　まず消毒に関しては、通常アル
コール消毒をするわけですが、接種す
るポイントをだいたい目安として決め
たら、その真ん中から外側に向かって
ぐるぐると、直径だいたい５㎝ぐらい
の範囲を消毒し、アルコールが乾くま
で待ってから接種をする。ただ、時に
アルコールに対してのアレルギーを持
っている方がいますので、そういう方
に対してはアルコール以外の消毒液を
使って消毒することが一般的には用い
られています。
　池田　通常の針を使うのでしょうか。
　峯　2021年１月の後半ぐらいから、
１つのバイアルで６人分のワクチンを
取れる特殊なシリンジが用意され、そ
こに25㎜という針をつけて、接種をす
ることになりました。
　池田　刺す深さはシリンジの頭がぷ
っと皮膚にくっついて、さらに押すの
でしょうか。
　峯　25㎜ですと、日本人には極端に
体重の多い方はあまり多くないので、
通常の方では、針の根元の部分まで刺
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って、筋肉注射をされていなかった。
それが実態です。ですから、ワクチン
は安全だということになります。
　池田　そうした文化がずっと根づい
ているのですね。
　峯　はい、そのとおりです。
　池田　心配なのは、ワクチンを打つ
のですから、筋肉注射と同等の効果が
皮下注射で得られるのかは、わかって
いるのでしょうか。
　峯　実はこの新型コロナウイルスワ
クチンも含めて諸外国で作られたワク
チンに関して、不活化ワクチンはすべ
て筋肉注射で臨床試験をやっているの
です。そうしますと、それによって得
られたデータに基づいてワクチンの効
果と安全性によってワクチンが承認さ
れるので、それ以外の接種手技でやっ

てしまうと、臨床試験と違う接種方法
でやったものに関しては、その効果も
安全性ももう一度データを取り直さな
ければいけない。諸外国では通常どお
り接種されているワクチンが、日本に
入ってきたらしばらくの間、一般の
我々の市場に出てこないのは、多くは
接種の手技が違ったために、もう一回
日本のデータを取り直していたためだ
ったのです。今回はその時間がありま
せんので、接種の手技として筋肉注射
以外のものはやってはいけないという
判断になりました。
　池田　歴史的なことも踏まえてうか
がうと、日本の特殊性、新型コロナウ
イルスワクチンは特別ではないという
ことがよくわかりました。ありがとう
ございました。

る患者さんですね。
　峯　はい。それとも関連します。
　池田　２番目の質問は、なぜ新型コ
ロナウイルスワクチンは筋注なのでし
ょうかという、すごく根源的な話にな
っているのですが、どうしてなのでし
ょうか。
　峯　実は諸外国では、例えば麻疹風
疹混合ワクチン、おたふく風邪のワク
チン、水痘のワクチンなどの生ワクチ
ンの注射は、基本的には皮下注射をす
るのが一般的です。しかし不活化ワク
チンは以前からすべて筋肉注射が大原
則でした。ですから新型コロナウイル
スのワクチンが特別に筋注になったの
は日本だけの現象です。日本の場合、
実はある理由がありまして、ワクチン
に関してはすべて基本は皮下注射とい
う時代が20年、30年続いていたために、
これだけが接種の手技が違うように目
立ちますが、実は外国ではこれがスタ
ンダードになっています。
　池田　日本だけ特殊なのですね。
　峯　そのとおりです。
　池田　それはなぜなのですか。
　峯　私は小児科医ですが、昭和40年
代後半に特に大腿四頭筋に筋肉注射を
受けた子どもたちが、その後、大腿四
頭筋拘縮症という障害が一生残るよう
な子どもたちが三千数百名出たという
報告がありました。これは筋肉内に注
射したからこういう症状が起こったの
だろうといろいろなところから指摘さ

れ、もしかすると筋肉注射という手技
が悪いのではないか、そういうイメー
ジが日本ではずっと残ってしまってい
たのです。
　ところが、あとでいろいろと調べて
みると、筋肉注射そのものが悪いので
はなくて、注射した薬液の問題である
ことがわかりました。例えば抗菌薬や
解熱薬、あるいはそれを同時に合わせ
て混注といわれる注射が、昭和40年代
前半ぐらいから頻繁に子どもたちに行
われていました。今では、もしそうい
う注射をやる場合には静脈注射になり
ますが、当時は静脈注射をきちんと小
さい子どもたちにやれるような、ちょ
うどいい針等がなかったものですから、
それを皆、筋肉注射でやっていました。
しかし、この薬液のpHが４など非常
に低い、酸性の強い薬液であったとか、
あるいはpHが９を超えるような強ア
ルカリの薬剤だったとか、あるいは30
を超える非常に高い浸透圧の薬剤が筋
肉内に注射されていたので、そのpH
や浸透圧によって筋肉の組織が傷害を
受け、結局その部位が後々拘縮を起こ
してしまったと今は指摘されています。
　ですから、ワクチンに関してはpH
はほぼ中性で、浸透圧も生理的なもの
に近いので、諸外国を含めて当時から
ワクチンは拘縮症の原因としての記載
は全くされていません。日本の場合だ
け、ワクチンを含めた安全なものに関
しても筋拘縮症の対象と判断してしま
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って、筋肉注射をされていなかった。
それが実態です。ですから、ワクチン
は安全だということになります。
　池田　そうした文化がずっと根づい
ているのですね。
　峯　はい、そのとおりです。
　池田　心配なのは、ワクチンを打つ
のですから、筋肉注射と同等の効果が
皮下注射で得られるのかは、わかって
いるのでしょうか。
　峯　実はこの新型コロナウイルスワ
クチンも含めて諸外国で作られたワク
チンに関して、不活化ワクチンはすべ
て筋肉注射で臨床試験をやっているの
です。そうしますと、それによって得
られたデータに基づいてワクチンの効
果と安全性によってワクチンが承認さ
れるので、それ以外の接種手技でやっ

てしまうと、臨床試験と違う接種方法
でやったものに関しては、その効果も
安全性ももう一度データを取り直さな
ければいけない。諸外国では通常どお
り接種されているワクチンが、日本に
入ってきたらしばらくの間、一般の
我々の市場に出てこないのは、多くは
接種の手技が違ったために、もう一回
日本のデータを取り直していたためだ
ったのです。今回はその時間がありま
せんので、接種の手技として筋肉注射
以外のものはやってはいけないという
判断になりました。
　池田　歴史的なことも踏まえてうか
がうと、日本の特殊性、新型コロナウ
イルスワクチンは特別ではないという
ことがよくわかりました。ありがとう
ございました。

る患者さんですね。
　峯　はい。それとも関連します。
　池田　２番目の質問は、なぜ新型コ
ロナウイルスワクチンは筋注なのでし
ょうかという、すごく根源的な話にな
っているのですが、どうしてなのでし
ょうか。
　峯　実は諸外国では、例えば麻疹風
疹混合ワクチン、おたふく風邪のワク
チン、水痘のワクチンなどの生ワクチ
ンの注射は、基本的には皮下注射をす
るのが一般的です。しかし不活化ワク
チンは以前からすべて筋肉注射が大原
則でした。ですから新型コロナウイル
スのワクチンが特別に筋注になったの
は日本だけの現象です。日本の場合、
実はある理由がありまして、ワクチン
に関してはすべて基本は皮下注射とい
う時代が20年、30年続いていたために、
これだけが接種の手技が違うように目
立ちますが、実は外国ではこれがスタ
ンダードになっています。
　池田　日本だけ特殊なのですね。
　峯　そのとおりです。
　池田　それはなぜなのですか。
　峯　私は小児科医ですが、昭和40年
代後半に特に大腿四頭筋に筋肉注射を
受けた子どもたちが、その後、大腿四
頭筋拘縮症という障害が一生残るよう
な子どもたちが三千数百名出たという
報告がありました。これは筋肉内に注
射したからこういう症状が起こったの
だろうといろいろなところから指摘さ

れ、もしかすると筋肉注射という手技
が悪いのではないか、そういうイメー
ジが日本ではずっと残ってしまってい
たのです。
　ところが、あとでいろいろと調べて
みると、筋肉注射そのものが悪いので
はなくて、注射した薬液の問題である
ことがわかりました。例えば抗菌薬や
解熱薬、あるいはそれを同時に合わせ
て混注といわれる注射が、昭和40年代
前半ぐらいから頻繁に子どもたちに行
われていました。今では、もしそうい
う注射をやる場合には静脈注射になり
ますが、当時は静脈注射をきちんと小
さい子どもたちにやれるような、ちょ
うどいい針等がなかったものですから、
それを皆、筋肉注射でやっていました。
しかし、この薬液のpHが４など非常
に低い、酸性の強い薬液であったとか、
あるいはpHが９を超えるような強ア
ルカリの薬剤だったとか、あるいは30
を超える非常に高い浸透圧の薬剤が筋
肉内に注射されていたので、そのpH
や浸透圧によって筋肉の組織が傷害を
受け、結局その部位が後々拘縮を起こ
してしまったと今は指摘されています。
　ですから、ワクチンに関してはpH
はほぼ中性で、浸透圧も生理的なもの
に近いので、諸外国を含めて当時から
ワクチンは拘縮症の原因としての記載
は全くされていません。日本の場合だ
け、ワクチンを含めた安全なものに関
しても筋拘縮症の対象と判断してしま
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東京女子医科大学東医療センター皮膚科教授
田　中　　勝

（聞き手　池田志斈）

　口唇の紅斑についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

口唇の紅斑

　池田　口唇の紅斑という質問なので
す。唇はもともと赤いので、なかなか
紅斑というイメージがないのですが、
どのような病気が隠れているのでしょ
うか。
　田中　まず、赤くなるというのは、
唇を越えて赤くなる場合や、唇だけが
変化した場合は、赤みがこの場合褐色
調に変化するのではないかと考えられ
ます。例えば口紅による接触性皮膚炎、
つまりかぶれの場合は、唇を越えた少
し広い範囲が赤くなることがあると思
います。それから、扁平苔癬とか固定
薬疹などでは唇だけに起こることがあ
ります。さらに、光線性口唇炎、ある
いはactinic cheilitis、これは有棘細胞
癌の上皮内病変ですが、悪性病変なの
で、これの除外が最も大切だと思いま
す。
　池田　今うかがっただけでも４種類

ぐらいは鑑別しなければいけないので
すね。
　田中　すぐに思いつくだけでもこの
４つは重要かと思います。
　池田　まず、接触性皮膚炎は上下の
唇と、その周囲も赤くなってくるので
すね。
　田中　少し唇の範囲を越えて赤くな
るのが特徴で、例えばリップクリーム
や口紅など唇全体に使うものにかぶれ
る場合が多く、全体に出現するのが特
徴だと思います。
　池田　上下左右対称、そしてその周
囲も赤くなるのですね。
　田中　はい。
　池田　患者さんはかゆみなどを訴え
ることはあるのでしょうか。
　田中　かゆみを訴える方もいると思
います。
　池田　そういった特徴的な紅斑が見

られたら、診断が難しいと思うのです。
たくさんの種類の口紅やリップを使っ
ていますよね。どれが合わないかとい
うのはどうやって調べるのでしょうか。
　田中　まずパッチテストをします。
口紅やリップで一番多い抗原はリシノ
レイン酸といって、ひまし油の成分に
なる不飽和脂肪酸ですが、比較的共通
に含まれているものです。ですから、
何を使ってもかぶれてしまい、ずっと
使っていて大丈夫だったのに、最近か
ゆくなってきたというヒストリーが多
いように思います。
　池田　共通したものが入っていて、
それにかぶれるのですね。
　田中　そうですね。
　池田　すると、一つにかぶれると、
ほかにもどんどんかぶれてしまうので
すね。
　田中　香料や色素のほか、まれなも
のもたくさんありますが、共通に含ま
れているリシノレイン酸が多いといわ
れています。
　池田　何種類かパッチテストして、
全部に反応するようであれば共通のも
のということですね。
　田中　はい、そう思います。
　池田　その際、治療はどうされるの
でしょうか。
　田中　これはなかなか難しいのです
が、リシノレイン酸を含まない口紅を
ある化粧品会社に作ってもらうことも
考えられます。アレルゲンコントロー

ルシステムみたいなシステムを導入し
ている化粧品会社に依頼する際も、共
通成分については考えなければならな
いと思います。
　池田　当座としては、化粧品以外の、
例えばワセリンなどを塗っていただく
のですね。
　田中　そうですね。そうなりますね。
特別な化粧品を作ってもらうのは、地
方だとなかなか難しいですね。
　池田　次に、固定薬疹の診断はどう
するのでしょうか。
　田中　固定薬疹はちょっと黒っぽく
なっているのが特徴です。黒ずんでい
るところが１カ所に見られて、それが
かゆくなったり、落ち着いてきたりを
繰り返すうちに、だんだん黒くなって
いくというのが特徴です。それで詳細
にアナムネを聞いて、風邪薬や特に消
炎鎮痛剤のたぐい、風邪によく出てい
るカルボシステイン、チペピジンヒベ
ンズ酸塩の報告が多くありますので、
まずこれを使っていないかを確認しま
す。
　池田　特にNSAIDsですとアスピリ
ンとかいろいろ入ってますからね。そ
れをのむと、茶色いところに何か変化
があるのでしょうか。
　田中　茶色いところが少し腫れぼっ
たくなるとか、かゆくなる、少し赤み
が増すことがあります。
　池田　日頃から少し常備薬でのんで
いるような方はわからないですね。
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東京女子医科大学東医療センター皮膚科教授
田　中　　勝

（聞き手　池田志斈）

　口唇の紅斑についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

口唇の紅斑

　池田　口唇の紅斑という質問なので
す。唇はもともと赤いので、なかなか
紅斑というイメージがないのですが、
どのような病気が隠れているのでしょ
うか。
　田中　まず、赤くなるというのは、
唇を越えて赤くなる場合や、唇だけが
変化した場合は、赤みがこの場合褐色
調に変化するのではないかと考えられ
ます。例えば口紅による接触性皮膚炎、
つまりかぶれの場合は、唇を越えた少
し広い範囲が赤くなることがあると思
います。それから、扁平苔癬とか固定
薬疹などでは唇だけに起こることがあ
ります。さらに、光線性口唇炎、ある
いはactinic cheilitis、これは有棘細胞
癌の上皮内病変ですが、悪性病変なの
で、これの除外が最も大切だと思いま
す。
　池田　今うかがっただけでも４種類

ぐらいは鑑別しなければいけないので
すね。
　田中　すぐに思いつくだけでもこの
４つは重要かと思います。
　池田　まず、接触性皮膚炎は上下の
唇と、その周囲も赤くなってくるので
すね。
　田中　少し唇の範囲を越えて赤くな
るのが特徴で、例えばリップクリーム
や口紅など唇全体に使うものにかぶれ
る場合が多く、全体に出現するのが特
徴だと思います。
　池田　上下左右対称、そしてその周
囲も赤くなるのですね。
　田中　はい。
　池田　患者さんはかゆみなどを訴え
ることはあるのでしょうか。
　田中　かゆみを訴える方もいると思
います。
　池田　そういった特徴的な紅斑が見

られたら、診断が難しいと思うのです。
たくさんの種類の口紅やリップを使っ
ていますよね。どれが合わないかとい
うのはどうやって調べるのでしょうか。
　田中　まずパッチテストをします。
口紅やリップで一番多い抗原はリシノ
レイン酸といって、ひまし油の成分に
なる不飽和脂肪酸ですが、比較的共通
に含まれているものです。ですから、
何を使ってもかぶれてしまい、ずっと
使っていて大丈夫だったのに、最近か
ゆくなってきたというヒストリーが多
いように思います。
　池田　共通したものが入っていて、
それにかぶれるのですね。
　田中　そうですね。
　池田　すると、一つにかぶれると、
ほかにもどんどんかぶれてしまうので
すね。
　田中　香料や色素のほか、まれなも
のもたくさんありますが、共通に含ま
れているリシノレイン酸が多いといわ
れています。
　池田　何種類かパッチテストして、
全部に反応するようであれば共通のも
のということですね。
　田中　はい、そう思います。
　池田　その際、治療はどうされるの
でしょうか。
　田中　これはなかなか難しいのです
が、リシノレイン酸を含まない口紅を
ある化粧品会社に作ってもらうことも
考えられます。アレルゲンコントロー

ルシステムみたいなシステムを導入し
ている化粧品会社に依頼する際も、共
通成分については考えなければならな
いと思います。
　池田　当座としては、化粧品以外の、
例えばワセリンなどを塗っていただく
のですね。
　田中　そうですね。そうなりますね。
特別な化粧品を作ってもらうのは、地
方だとなかなか難しいですね。
　池田　次に、固定薬疹の診断はどう
するのでしょうか。
　田中　固定薬疹はちょっと黒っぽく
なっているのが特徴です。黒ずんでい
るところが１カ所に見られて、それが
かゆくなったり、落ち着いてきたりを
繰り返すうちに、だんだん黒くなって
いくというのが特徴です。それで詳細
にアナムネを聞いて、風邪薬や特に消
炎鎮痛剤のたぐい、風邪によく出てい
るカルボシステイン、チペピジンヒベ
ンズ酸塩の報告が多くありますので、
まずこれを使っていないかを確認しま
す。
　池田　特にNSAIDsですとアスピリ
ンとかいろいろ入ってますからね。そ
れをのむと、茶色いところに何か変化
があるのでしょうか。
　田中　茶色いところが少し腫れぼっ
たくなるとか、かゆくなる、少し赤み
が増すことがあります。
　池田　日頃から少し常備薬でのんで
いるような方はわからないですね。
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　田中　わからないです。今まで大丈
夫だったものが急に合わなくなるのが
アレルギーの特徴ですので、むしろ患
者さんがこれは大丈夫と思って使って
いる中に原因が潜んでいることになり
ます。
　池田　では症状とアナムネで探って
いくのですね。
　田中　はい。
　池田　その次の扁平苔癬とはどのよ
うなものなのでしょうか。
　田中　扁平苔癬は体のいろいろなと
ころに起こり、粘膜が一つの好発部位
で、口腔内と口唇にも生ずることがあ
ります。原因としては、薬剤性、金属
アレルギー、またC型肝炎なども原因
になることがあります。ですから、こ
れらを順番に除外していくことが大切
だと思います。
　池田　口唇の症状はどのようなもの
でしょうか。
　田中　１カ所、ちょっとただれてい
るような症状があって、しみるとか痛
いということもありますし、皮がちょ
っとむけてくることもあります。
　池田　広範囲に上下左右の口唇がや
られるのではなくて、１カ所なのです
ね。
　田中　広範囲にただれる方もいます
し、口腔内も連続性にただれる方もい
ます。
　池田　一般の医師ですと、口唇のア
フタを疑いますよね。

　田中　アフタよりも少し広い範囲に
白っぽくなって線状に広がるのが特徴
かもしれません。口唇の場合にも、ダ
ーモスコピーなどでよく見ると、ウィ
ッカム線条のように白いすじ（条）が
見える部分がありますので、それで疑
わしいと考えることもあります。
　池田　アフタなどに比べて何か表面
に角質のようなものが見られるのでし
ょうか。
　田中　そうですね。浸軟した白い角
質が見られることが多いようです。
　池田　見分けは難しいですね。
　田中　そうですね。けっこう難しい
です。
　池田　確定診断はどうされるのです
か。
　田中　扁平苔癬はやはり生検が必要
だと思います。というのは、扁平苔癬
を疑う症状のときには、先ほど言いま
したactinic cheilitis、つまり有棘細胞
癌の上皮内病変の除外が必要になりま
すので、扁平苔癬との鑑別のためには
生検が大事になると思います。
　池田　これは専門医に診ていただく
ことになりますね。最後に日光角化症
でしょうか。
　田中　口唇部の日光角化症に相当し
ます。
　池田　その場合はどのような症状に
なるのでしょうか。
　田中　この場合も、長年にわたって
がさがさするという症状が続いた後に、

だんだんと荒れた状態が広がって、も
のがしみるということも起こりますし、
痛みとして感じられることもあると思
います。
　池田　何かざらざら感があるのです
ね。
　田中　そうですね。この場合、下口
唇に多いという特徴があり、どちらか
というと上を向いているというか、日
光に当たりやすい下口唇に生じやすい
のも特徴です。下口唇の中央部がただ
れているときに、この日光性の口唇炎
は非常に重要な鑑別疾患になります。
　池田　日光性口唇炎という名前だけ
れども、SCC（squamous cell carcino-
ma）の前段階みたいなものですね。
　田中　そうですね。
　池田　ちょっと怖いですね。
　田中　そう思います。
　池田　やはり生検が必要ということ
ですが、地方の患者さんですと、いき
なり専門医に行って生検しろといって
もなかなか難しいと思います。悪性の
変化ですが、それとの鑑別のために何
か軟膏を塗ったりすることはあるので
しょうか。
　田中　実は扁平苔癬と日光性の口唇
炎、有棘細胞癌の上皮内病変は、生検
をしても紛らわしい場合があります。
扁平苔癬でも、偽癌性増殖という所見
が見られて、それが皮膚病で診断上も
問題となることがあります。そうする
と、例えば扁平苔癬と仮定して、ステ

ロイドを塗るという治療も推奨される
と思います。
　池田　逆にいうと、扁平苔癬であれ
ばステロイド外用にある程度反応する。
　田中　そうですね。クロベタゾール
のような強いステロイドを塗ることで、
改善すれば扁平苔癬ではないか。それ
でも改善しなければ有棘細胞癌を除外
する必要があると思います。
　池田　そうすれば患者さんも納得で
きますよね。
　田中　そうですね。その場合は是が
非でも専門病院に紹介することが必要
だと思います。
　池田　例えば、日光性口唇炎、日光
角化症の仲間みたいなものをほうって
おくとどうなるのでしょうか。
　田中　だんだんと硬さが増して、浸
潤が強くなって、唇が変形していきま
す。
　池田　一般のSCCの範疇になって、
どんどん浸潤していく。
　田中　そうですね。口唇癌、いわゆ
る扁平上皮癌という状態になっていき
ます。
　池田　取るのが遅れると、そこで増
殖、浸潤していくだけではなくて、や
はり転移もしてくるのですか。
　田中　はい、転移も起こします。
　池田　そうなると遅いですね。
　田中　そうですね。あまり進行しな
いうちに治療が必要かと思います。
　池田　口唇に角化性病変のようなも
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　田中　わからないです。今まで大丈
夫だったものが急に合わなくなるのが
アレルギーの特徴ですので、むしろ患
者さんがこれは大丈夫と思って使って
いる中に原因が潜んでいることになり
ます。
　池田　では症状とアナムネで探って
いくのですね。
　田中　はい。
　池田　その次の扁平苔癬とはどのよ
うなものなのでしょうか。
　田中　扁平苔癬は体のいろいろなと
ころに起こり、粘膜が一つの好発部位
で、口腔内と口唇にも生ずることがあ
ります。原因としては、薬剤性、金属
アレルギー、またC型肝炎なども原因
になることがあります。ですから、こ
れらを順番に除外していくことが大切
だと思います。
　池田　口唇の症状はどのようなもの
でしょうか。
　田中　１カ所、ちょっとただれてい
るような症状があって、しみるとか痛
いということもありますし、皮がちょ
っとむけてくることもあります。
　池田　広範囲に上下左右の口唇がや
られるのではなくて、１カ所なのです
ね。
　田中　広範囲にただれる方もいます
し、口腔内も連続性にただれる方もい
ます。
　池田　一般の医師ですと、口唇のア
フタを疑いますよね。

　田中　アフタよりも少し広い範囲に
白っぽくなって線状に広がるのが特徴
かもしれません。口唇の場合にも、ダ
ーモスコピーなどでよく見ると、ウィ
ッカム線条のように白いすじ（条）が
見える部分がありますので、それで疑
わしいと考えることもあります。
　池田　アフタなどに比べて何か表面
に角質のようなものが見られるのでし
ょうか。
　田中　そうですね。浸軟した白い角
質が見られることが多いようです。
　池田　見分けは難しいですね。
　田中　そうですね。けっこう難しい
です。
　池田　確定診断はどうされるのです
か。
　田中　扁平苔癬はやはり生検が必要
だと思います。というのは、扁平苔癬
を疑う症状のときには、先ほど言いま
したactinic cheilitis、つまり有棘細胞
癌の上皮内病変の除外が必要になりま
すので、扁平苔癬との鑑別のためには
生検が大事になると思います。
　池田　これは専門医に診ていただく
ことになりますね。最後に日光角化症
でしょうか。
　田中　口唇部の日光角化症に相当し
ます。
　池田　その場合はどのような症状に
なるのでしょうか。
　田中　この場合も、長年にわたって
がさがさするという症状が続いた後に、

だんだんと荒れた状態が広がって、も
のがしみるということも起こりますし、
痛みとして感じられることもあると思
います。
　池田　何かざらざら感があるのです
ね。
　田中　そうですね。この場合、下口
唇に多いという特徴があり、どちらか
というと上を向いているというか、日
光に当たりやすい下口唇に生じやすい
のも特徴です。下口唇の中央部がただ
れているときに、この日光性の口唇炎
は非常に重要な鑑別疾患になります。
　池田　日光性口唇炎という名前だけ
れども、SCC（squamous cell carcino-
ma）の前段階みたいなものですね。
　田中　そうですね。
　池田　ちょっと怖いですね。
　田中　そう思います。
　池田　やはり生検が必要ということ
ですが、地方の患者さんですと、いき
なり専門医に行って生検しろといって
もなかなか難しいと思います。悪性の
変化ですが、それとの鑑別のために何
か軟膏を塗ったりすることはあるので
しょうか。
　田中　実は扁平苔癬と日光性の口唇
炎、有棘細胞癌の上皮内病変は、生検
をしても紛らわしい場合があります。
扁平苔癬でも、偽癌性増殖という所見
が見られて、それが皮膚病で診断上も
問題となることがあります。そうする
と、例えば扁平苔癬と仮定して、ステ

ロイドを塗るという治療も推奨される
と思います。
　池田　逆にいうと、扁平苔癬であれ
ばステロイド外用にある程度反応する。
　田中　そうですね。クロベタゾール
のような強いステロイドを塗ることで、
改善すれば扁平苔癬ではないか。それ
でも改善しなければ有棘細胞癌を除外
する必要があると思います。
　池田　そうすれば患者さんも納得で
きますよね。
　田中　そうですね。その場合は是が
非でも専門病院に紹介することが必要
だと思います。
　池田　例えば、日光性口唇炎、日光
角化症の仲間みたいなものをほうって
おくとどうなるのでしょうか。
　田中　だんだんと硬さが増して、浸
潤が強くなって、唇が変形していきま
す。
　池田　一般のSCCの範疇になって、
どんどん浸潤していく。
　田中　そうですね。口唇癌、いわゆ
る扁平上皮癌という状態になっていき
ます。
　池田　取るのが遅れると、そこで増
殖、浸潤していくだけではなくて、や
はり転移もしてくるのですか。
　田中　はい、転移も起こします。
　池田　そうなると遅いですね。
　田中　そうですね。あまり進行しな
いうちに治療が必要かと思います。
　池田　口唇に角化性病変のようなも
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のができると、どうしてもの場合はク
ロベタゾールでも塗って様子を見るけ
れども、そういった病変は専門医に紹
介しなければいけないということです
ね。

　田中　そうですね。硬さが増すとか、
治りにくい場合には、紹介する必要が
あると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

埼玉県済生会川口総合病院皮膚科主任部長
高　山　かおる

（聞き手　池田志斈）

　口腔アレルギー症候群や食物アレルギー診断のためのプリックテストについ
て、実施方法と評価法をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

プリックテスト

　池田　質問には口腔アレルギー症候
群、食物アレルギーと書いてあるので
すが、プリックテストはアレルギーの
何型を調べる検査なのでしょうか。
　高山　アレルギーのⅠ型、いわゆる
即時型のアレルギーを調べるテストに
なります。
　池田　ということは、じんましんの
急性期などでも行うのでしょうか。
　高山　そうですね。じんましんの急
性期、それから薬疹ですね。薬疹の中
でも急性に起こる症状があるとき。あ
と、アナフィラキシーを起こしたとき
などに行います。
　池田　Ⅰ型アレルギーということで
すが、プリックテストというのは一般
の医師にはちょっとなじみがないと思
います。実際、どのように行っていく
のでしょうか。

　高山　実際には、まず前段階で準備
が必要です。簡単に言いますと、プリ
ックテストは針で皮膚に小さな穴を開
けて、その穴のところに抗原を乗せる
テストです。穴を通して皮膚に抗原が
吸収され反応が生じます。患者さんの
もともとの症状が非常に強かった場合
は、テストによってアナフィラキシー
を起こすこともあるので、テストを始
める前に血管の確保をして、エピネフ
リンなどを用意したうえで行う必要が
あります。
　検査には皮膚に小さな穴を開ける針
と、それから陰性のコントロールとし
て生理食塩水か蒸留水、そして陽性の
コントロールとしてヒスタミンが必要
になります。そのほかに抗原液を用意
します。
　池田　その作業はけっこうたいへん
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のができると、どうしてもの場合はク
ロベタゾールでも塗って様子を見るけ
れども、そういった病変は専門医に紹
介しなければいけないということです
ね。

　田中　そうですね。硬さが増すとか、
治りにくい場合には、紹介する必要が
あると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

埼玉県済生会川口総合病院皮膚科主任部長
高　山　かおる

（聞き手　池田志斈）

　口腔アレルギー症候群や食物アレルギー診断のためのプリックテストについ
て、実施方法と評価法をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

プリックテスト

　池田　質問には口腔アレルギー症候
群、食物アレルギーと書いてあるので
すが、プリックテストはアレルギーの
何型を調べる検査なのでしょうか。
　高山　アレルギーのⅠ型、いわゆる
即時型のアレルギーを調べるテストに
なります。
　池田　ということは、じんましんの
急性期などでも行うのでしょうか。
　高山　そうですね。じんましんの急
性期、それから薬疹ですね。薬疹の中
でも急性に起こる症状があるとき。あ
と、アナフィラキシーを起こしたとき
などに行います。
　池田　Ⅰ型アレルギーということで
すが、プリックテストというのは一般
の医師にはちょっとなじみがないと思
います。実際、どのように行っていく
のでしょうか。

　高山　実際には、まず前段階で準備
が必要です。簡単に言いますと、プリ
ックテストは針で皮膚に小さな穴を開
けて、その穴のところに抗原を乗せる
テストです。穴を通して皮膚に抗原が
吸収され反応が生じます。患者さんの
もともとの症状が非常に強かった場合
は、テストによってアナフィラキシー
を起こすこともあるので、テストを始
める前に血管の確保をして、エピネフ
リンなどを用意したうえで行う必要が
あります。
　検査には皮膚に小さな穴を開ける針
と、それから陰性のコントロールとし
て生理食塩水か蒸留水、そして陽性の
コントロールとしてヒスタミンが必要
になります。そのほかに抗原液を用意
します。
　池田　その作業はけっこうたいへん
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膨疹ですね。ヒスタミンを乗せると必
ず何らかの反応が出ますが、膨疹とい
って、蚊に刺されたように膨らむ、皮
膚の中に水がたまって膨らむところと、
周りに紅斑が出てきます。その紅斑に
は目を向けず、膨疹の大きさに目を向
けます。この膨疹の大きさを測って、
ヒスタミンの出た膨疹の1/2以上が出
ると陽性、と判断します。
　池田　赤みではなくて、盛り上がり
のほうを見るのですね。
　高山　はい。盛り上がりを測ってい
ただくことが大切です。
　池田　その辺がポイントになるので
すね。先ほどおっしゃった、ただの生
理食塩水等でネガティブ・コントロー
ルだけれども盛り上がる人がいるので
すか。
　高山　はい、そうです。それを膨疹
と間違わないようにしないといけませ
ん。
　池田　例えば、じんましんのある方
は、いろいろな刺激で膨疹ができます
よね。プリックのコントロールでもそ
うなる方がいるということですね。
　高山　そうですね。陰性コントロー
ルで膨疹ができる方もいますので、必
ず陽性コントロールを置く必要があり
ます。
　池田　この質問ですと口腔アレルギ
ー症候群等ではプリックテストで診断
がつくのではないかというイメージが
あるようですが、実際に口腔アレルギ

ー症候群の診断はどのようにされるの
でしょうか。
　高山　口腔アレルギー症候群の場合、
まずは食物のRASTを測るのが手順で
はないかと思います。それから、花粉
症を合併している方が多いですので、
花粉症の有無と、反応が出ていると思
われる食物のRASTをまず測ります。
その後で、花粉と果物や野菜がどうい
う組み合わせで陽性になるかによって
アレルギー・コンポーネントというも
のを調べられるので、それが陽性に出
れば口腔アレルギー症候群であると診
断されます。プリックは必ず行います
が、一つ食物アレルギーがあるかない
かの判断にはなると思いますが、それ
で口腔アレルギー症候群であると決定
するのは難しいかもしれません。
　池田　IgE RASTでアレルギーの有
無を見るのはよく行われていると思う
のですが、今のお話ですと、最初に花
粉症になって、引き続きほかの果物等
に反応していく、そういう図式なので
しょうか。
　高山　花粉と果物・野菜に共通抗原
があって、ともに反応するという病態
ですので、つながりは当然あります。
　池田　単純に食べ物だけで起こって
いるのではなく、そういう流れがある
のですね。
　高山　そうです。食べ物だけでは、
食物アレルギーということで、じんま
しんとして出たり、アナフィラキシー

ですね。薬剤の場合ですと、溶液等に
溶かせばいいと思うのですが、食物、
特に果物などはどのように行うのでし
ょうか。
　高山　疑っている果物に針を刺しま
す。そうしますと、針の先端に果物の
液や果肉が少しつきます。そのままそ
れを皮膚に刺して、皮膚の中に抗原を
入れるという方法で行います。
　池田　プリックしてプリックする。
　高山　まさしくプリック・ツー・プ
リックといわれている手技になります。
　池田　これは特別な針があるのでし
ょうか。
　高山　プリックランセットといって、
縦に刺すとちょうどよく入る太さと長
さのものがあります。手に入りにくい
場合、私などは出血時間を測るときの
ランセットを用いていますが、27ゲー
ジの針を使われる医師も多いと思いま
す。
　池田　プリック針は、針の部分が短
かったですよね。27ゲージだと、どの
角度でどのくらいの深さにいくのかな
どはどうやって調節するのでしょうか。
　高山　わずかに出血するかしないか
ぐらいに刺したいので、皮膚の表面を
斜めにこするぐらいで、少し引っかけ
て、ちょっと角質をむくようなイメー
ジで傷をつけていきます。幾つかの穴
を開けるときに一定にしていかなけれ
ばならないので、少し手技に慣れが必
要かと思います。

　池田　では刺すというよりも、どち
らかというと表面をこする、そんなイ
メージなのでしょうか。
　高山　そうですね。ブスッと刺すと
いうよりは、どちらかというと、こす
り取る。27ゲージだと、そういう手技
のほうがいいと思います。
　池田　これは慣れた医師でないとち
ょっと難しいですね。
　高山　そうですね。あまり刺し過ぎ
て出血してしまうとそれだけ抗原の量
が多く入ってしまったり、逆に少なす
ぎると、穴が小さすぎるとうまく入ら
なかったりすると思います。一定の深
さで、ある程度皮膚の表皮に届くぐら
いで穴を開けていくことが大切です。
　池田　やはり専門医以外にできませ
んね。
　高山　手技として、その後の判定も
なかなか難しいので、アレルギーの診
断に手慣れている医師にお願いするの
がよいと思います。
　池田　こするように穴を開けるとい
うことですが、判定はどのようにする
のでしょうか。
　高山　判定は、陰性のコントロール
と陽性のコントロールを基準に行いま
す。陰性のコントロールは反応を起こ
さないのが条件になります。ただ、体
質的に針を刺すと少し膨らむという方
もいますので、その膨らんだのを陰性
コントロールとします。陽性コントロ
ールは、ヒスタミンを乗せたところの
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膨疹ですね。ヒスタミンを乗せると必
ず何らかの反応が出ますが、膨疹とい
って、蚊に刺されたように膨らむ、皮
膚の中に水がたまって膨らむところと、
周りに紅斑が出てきます。その紅斑に
は目を向けず、膨疹の大きさに目を向
けます。この膨疹の大きさを測って、
ヒスタミンの出た膨疹の1/2以上が出
ると陽性、と判断します。
　池田　赤みではなくて、盛り上がり
のほうを見るのですね。
　高山　はい。盛り上がりを測ってい
ただくことが大切です。
　池田　その辺がポイントになるので
すね。先ほどおっしゃった、ただの生
理食塩水等でネガティブ・コントロー
ルだけれども盛り上がる人がいるので
すか。
　高山　はい、そうです。それを膨疹
と間違わないようにしないといけませ
ん。
　池田　例えば、じんましんのある方
は、いろいろな刺激で膨疹ができます
よね。プリックのコントロールでもそ
うなる方がいるということですね。
　高山　そうですね。陰性コントロー
ルで膨疹ができる方もいますので、必
ず陽性コントロールを置く必要があり
ます。
　池田　この質問ですと口腔アレルギ
ー症候群等ではプリックテストで診断
がつくのではないかというイメージが
あるようですが、実際に口腔アレルギ

ー症候群の診断はどのようにされるの
でしょうか。
　高山　口腔アレルギー症候群の場合、
まずは食物のRASTを測るのが手順で
はないかと思います。それから、花粉
症を合併している方が多いですので、
花粉症の有無と、反応が出ていると思
われる食物のRASTをまず測ります。
その後で、花粉と果物や野菜がどうい
う組み合わせで陽性になるかによって
アレルギー・コンポーネントというも
のを調べられるので、それが陽性に出
れば口腔アレルギー症候群であると診
断されます。プリックは必ず行います
が、一つ食物アレルギーがあるかない
かの判断にはなると思いますが、それ
で口腔アレルギー症候群であると決定
するのは難しいかもしれません。
　池田　IgE RASTでアレルギーの有
無を見るのはよく行われていると思う
のですが、今のお話ですと、最初に花
粉症になって、引き続きほかの果物等
に反応していく、そういう図式なので
しょうか。
　高山　花粉と果物・野菜に共通抗原
があって、ともに反応するという病態
ですので、つながりは当然あります。
　池田　単純に食べ物だけで起こって
いるのではなく、そういう流れがある
のですね。
　高山　そうです。食べ物だけでは、
食物アレルギーということで、じんま
しんとして出たり、アナフィラキシー

ですね。薬剤の場合ですと、溶液等に
溶かせばいいと思うのですが、食物、
特に果物などはどのように行うのでし
ょうか。
　高山　疑っている果物に針を刺しま
す。そうしますと、針の先端に果物の
液や果肉が少しつきます。そのままそ
れを皮膚に刺して、皮膚の中に抗原を
入れるという方法で行います。
　池田　プリックしてプリックする。
　高山　まさしくプリック・ツー・プ
リックといわれている手技になります。
　池田　これは特別な針があるのでし
ょうか。
　高山　プリックランセットといって、
縦に刺すとちょうどよく入る太さと長
さのものがあります。手に入りにくい
場合、私などは出血時間を測るときの
ランセットを用いていますが、27ゲー
ジの針を使われる医師も多いと思いま
す。
　池田　プリック針は、針の部分が短
かったですよね。27ゲージだと、どの
角度でどのくらいの深さにいくのかな
どはどうやって調節するのでしょうか。
　高山　わずかに出血するかしないか
ぐらいに刺したいので、皮膚の表面を
斜めにこするぐらいで、少し引っかけ
て、ちょっと角質をむくようなイメー
ジで傷をつけていきます。幾つかの穴
を開けるときに一定にしていかなけれ
ばならないので、少し手技に慣れが必
要かと思います。

　池田　では刺すというよりも、どち
らかというと表面をこする、そんなイ
メージなのでしょうか。
　高山　そうですね。ブスッと刺すと
いうよりは、どちらかというと、こす
り取る。27ゲージだと、そういう手技
のほうがいいと思います。
　池田　これは慣れた医師でないとち
ょっと難しいですね。
　高山　そうですね。あまり刺し過ぎ
て出血してしまうとそれだけ抗原の量
が多く入ってしまったり、逆に少なす
ぎると、穴が小さすぎるとうまく入ら
なかったりすると思います。一定の深
さで、ある程度皮膚の表皮に届くぐら
いで穴を開けていくことが大切です。
　池田　やはり専門医以外にできませ
んね。
　高山　手技として、その後の判定も
なかなか難しいので、アレルギーの診
断に手慣れている医師にお願いするの
がよいと思います。
　池田　こするように穴を開けるとい
うことですが、判定はどのようにする
のでしょうか。
　高山　判定は、陰性のコントロール
と陽性のコントロールを基準に行いま
す。陰性のコントロールは反応を起こ
さないのが条件になります。ただ、体
質的に針を刺すと少し膨らむという方
もいますので、その膨らんだのを陰性
コントロールとします。陽性コントロ
ールは、ヒスタミンを乗せたところの
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白の構造物で、各構造によって名前と
ナンバーがついています。それをスク
リーニングすることができるので、血
液を用いて調べることが可能です。
　池田　オーダーするときは口腔アレ
ルギー症候群で、この果物とこの果物
が反応するという伝え方をすると、検
査会社でどの蛋白質に当たるか調べて

くれるのでしょうか。
　高山　そうですね。ある程度当たり
をつけて、だいたいこの果物だとこの
コンポーネントだということがわかっ
ているので、そのパターンで調べてい
きます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

になったりという方もいると思います
が、口腔アレルギー症候群となると、
花粉と果物・野菜とセットでの診断に
なると思います。
　池田　口腔アレルギー症候群の場合、
スギ花粉から抗原が広がっていくとい
う考えかと思うのですが、どのような
食物が口腔アレルギー症候群を起こす
のでしょうか。
　高山　桃とかリンゴなどがよく反応
するものとして知られていると思いま
す。あと、サクランボやバナナで出る
方もいると思います。
　池田　それは例えばスギ花粉の抗原
と同じようなものが含まれているとい
う考えなのでしょうか。
　高山　そうですね。同じアレルギー・ 
コンポーネントが含まれているものが
グループになっています。だいたいの
蛋白は食道と胃を通ると消化されてし
まうのですが、桃やリンゴに含まれる
一部の蛋白は熱や酸に強くて、そうい
うものを食べたりするとアナフィラキ
シーにつながることもあります。通常
の口腔アレルギー症候群は、のどのイ
ガイガやかゆみが症状で、食道を通っ
た後は症状を強く起こさないといわれ
ていますが、熱や酸に強いものはおな
かまで入ってしまって、腹痛とか下痢、
アナフィラキシーにつながる方もいま
す。
　池田　逆にいうと、口やのどまでで
はなくて、中にはわずかだけれども、

アナフィラキシーにまでなるような症
例もいるのですね。
　高山　そうですね。
　池田　そういう人たちをプリックす
る場合はどのように行うのでしょうか。
　高山　最初に言ったように、アナフ
ィラキシーを起こす可能性があるもの
になるので、アナフィラキシーに備え
た点滴をしながらラインを確保し、エ
ピネフリンを用意して、プリック・ツ
ー・プリックを行うことが必要になり
ます。
　池田　技術的なことも合わせて、ア
ナフィラキシーの可能性もあるという
ことですから、安易に一般の医師はで
きないですね。
　高山　やはり手技が安定しないと診
断が難しいことと、ヒスタミンの陽性
をきちんと陽性と取れるかなどもある
かと思います。陰性を陽性と取ってし
まうことがあると、患者さんの人生に
関わったりしますので、陰性は陰性と
判断すること、陽性は陽性ときちんと
判断できることが必要です。手技に慣
れた医師にお願いするのがよいかと思
います。
　池田　先ほど共通するコンポーネン
トという話があったのですが、これは
調べることはできるのでしょうか。
　高山　外注検査でできると思います。
　池田　コンポーネントはどのような
ものですか。
　高山　コンポーネントはいわゆる蛋
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白の構造物で、各構造によって名前と
ナンバーがついています。それをスク
リーニングすることができるので、血
液を用いて調べることが可能です。
　池田　オーダーするときは口腔アレ
ルギー症候群で、この果物とこの果物
が反応するという伝え方をすると、検
査会社でどの蛋白質に当たるか調べて

くれるのでしょうか。
　高山　そうですね。ある程度当たり
をつけて、だいたいこの果物だとこの
コンポーネントだということがわかっ
ているので、そのパターンで調べてい
きます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

になったりという方もいると思います
が、口腔アレルギー症候群となると、
花粉と果物・野菜とセットでの診断に
なると思います。
　池田　口腔アレルギー症候群の場合、
スギ花粉から抗原が広がっていくとい
う考えかと思うのですが、どのような
食物が口腔アレルギー症候群を起こす
のでしょうか。
　高山　桃とかリンゴなどがよく反応
するものとして知られていると思いま
す。あと、サクランボやバナナで出る
方もいると思います。
　池田　それは例えばスギ花粉の抗原
と同じようなものが含まれているとい
う考えなのでしょうか。
　高山　そうですね。同じアレルギー・ 
コンポーネントが含まれているものが
グループになっています。だいたいの
蛋白は食道と胃を通ると消化されてし
まうのですが、桃やリンゴに含まれる
一部の蛋白は熱や酸に強くて、そうい
うものを食べたりするとアナフィラキ
シーにつながることもあります。通常
の口腔アレルギー症候群は、のどのイ
ガイガやかゆみが症状で、食道を通っ
た後は症状を強く起こさないといわれ
ていますが、熱や酸に強いものはおな
かまで入ってしまって、腹痛とか下痢、
アナフィラキシーにつながる方もいま
す。
　池田　逆にいうと、口やのどまでで
はなくて、中にはわずかだけれども、

アナフィラキシーにまでなるような症
例もいるのですね。
　高山　そうですね。
　池田　そういう人たちをプリックす
る場合はどのように行うのでしょうか。
　高山　最初に言ったように、アナフ
ィラキシーを起こす可能性があるもの
になるので、アナフィラキシーに備え
た点滴をしながらラインを確保し、エ
ピネフリンを用意して、プリック・ツ
ー・プリックを行うことが必要になり
ます。
　池田　技術的なことも合わせて、ア
ナフィラキシーの可能性もあるという
ことですから、安易に一般の医師はで
きないですね。
　高山　やはり手技が安定しないと診
断が難しいことと、ヒスタミンの陽性
をきちんと陽性と取れるかなどもある
かと思います。陰性を陽性と取ってし
まうことがあると、患者さんの人生に
関わったりしますので、陰性は陰性と
判断すること、陽性は陽性ときちんと
判断できることが必要です。手技に慣
れた医師にお願いするのがよいかと思
います。
　池田　先ほど共通するコンポーネン
トという話があったのですが、これは
調べることはできるのでしょうか。
　高山　外注検査でできると思います。
　池田　コンポーネントはどのような
ものですか。
　高山　コンポーネントはいわゆる蛋
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東京大学泌尿器科講師
秋　山　佳　之

（聞き手　山内俊一）

　間質性膀胱炎についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

間質性膀胱炎

　山内　秋山先生、まず最初にどうい
った病気かといったあたりをお話し願
えますか。
　秋山　ここで言う間質性膀胱炎は、
現在、間質性膀胱炎、膀胱痛症候群と
いう名称で包括的に扱われている症状
症候群のことを指します。名称からわ
かるように、この症候群は大きく分け
て、間質性膀胱炎と膀胱痛症候群とい
う２つのタイプに分類されます。この
２つは全く別の病態で、間質性膀胱炎
は膀胱の内視鏡で膀胱の中に特有の発
赤病変を認めるものを指します。2015
年の調査では国内の患者数は2,000人。
特に症状の強いものは厚生労働省の指
定難病になっています。一方で、膀胱
痛症候群というもう一つのタイプは、
膀胱の内視鏡で一切の異常所見を認め
ることがありません。しかし、臨床的
には間質性膀胱炎に類似した症状を呈

するため、臨床症状だけでこの２つを
峻別することは困難であることが多い
です。
　山内　そうしますと、よく我々の感
覚では、トイレが近くなる、過活動膀
胱とか前立腺肥大症と紛らわしいと思
ってしまいます。むしろそういったも
のとはかなり症状の面から違いがある
と見てよいのですね。
　秋山　そうですね。症状の面の違い
というよりは、特有の症状を有する、
そして多くの症状はオーバーラップす
ると考えたほうがわかりやすいかもし
れません。すなわち、尿意亢進や頻尿
といった、いわゆる下部尿路症状に関
してはかなり前立腺肥大症や過活動膀
胱とオーバーラップしますが、間質性
膀胱炎、膀胱痛症候群には特徴的な膀
胱痛という痛みが出てきます。この痛
みという症状が極めて重要で、過活動

膀胱や前立腺肥大症の方には認められ
ません。膀胱不快感というニュアンス
で言えば、過活動膀胱の方にも時折認
められるのですが、いわゆる針を刺す
ような鋭い痛みとか、塩をすり込まれ
るような痛み、こういった強い痛みが
過活動膀胱の患者さんに生じることは
一般的にはありません。
　山内　そうですね。ただ、痛みの性
状は先ほどの膀胱痛症候群のほうも同
じようなものなのでしょうか。
　秋山　間質性膀胱炎の痛みは針を刺
したり、塩をすり込まれるような強い
痛み、いわゆる侵害受容性の疼痛を特
徴としますが、膀胱痛症候群は、痛み
の程度、質は間質性膀胱炎よりも軽く、
どちらかというと強い不快感と言った
ほうが、より適切かと思います。
　山内　その２つ、痛みが相当違いそ
うですが、痛みというくくりになって
しまっているというところもあるので
すか。
　秋山　そうなのです。この症候群は
基本的には海外から発生した概念で、
特に欧米の方々はdiscomfort、不快感
であってもpain、痛みと表現すること
が多く、病名としては膀胱痛症候群と
されましたが、実際には詳しく問診を
してみると、多くの方では明らかに痛
みの程度の質が間質性膀胱炎のそれと
は異なることがわかっています。
　山内　似たような、似ていないよう
なところもあるのですが、先ほどお話

がありましたようにこの２つ、間質性
膀胱炎と膀胱痛症候群は基本的には全
く別のものと考えてよいのですね。
　秋山　おっしゃるとおりです。ゲノ
ム病理学的な知見をベースに考えれば、
この２つの疾患は完全に別の病態であ
ると考えています。昨今ではこの２つ
を別のものと考えようという世界的な
流れになってきていますので、ほぼ間
違いないと思います。
　山内　病態的な違いをもう少し解説
していただけますか。
　秋山　間質性膀胱炎、膀胱の中にハ
ンナ病変を認めるものは、膀胱の器質
的な慢性炎症性疾患で、膀胱の粘膜上
皮の剝離とリンパ球を中心とする炎症
細胞浸潤を特徴とする炎症性疾患です。
一方で膀胱痛症候群は、膀胱の組織に
組織学的な変化をほとんど認めない。
そして、膀胱の容量も保たれる。要は、
膀胱にパソロジーがないというもので、
最近の学説では機能性身体症状症、過
敏性腸症候群、片頭痛、そういったも
のと類似した病態なのではないかと考
えられています。
　山内　そうしますと、メンタルが少
し絡むと考えてもよいのでしょうか。
　秋山　おっしゃるとおりです。膀胱
痛症候群の方にはいわゆる心理的な問
題をかかえることが多く、精神的なケ
アが必要になる方が多数います。
　山内　間質性膀胱炎に関しては、先
ほどリンパ球が多く出るとの話でした
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東京大学泌尿器科講師
秋　山　佳　之

（聞き手　山内俊一）

　間質性膀胱炎についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

間質性膀胱炎

　山内　秋山先生、まず最初にどうい
った病気かといったあたりをお話し願
えますか。
　秋山　ここで言う間質性膀胱炎は、
現在、間質性膀胱炎、膀胱痛症候群と
いう名称で包括的に扱われている症状
症候群のことを指します。名称からわ
かるように、この症候群は大きく分け
て、間質性膀胱炎と膀胱痛症候群とい
う２つのタイプに分類されます。この
２つは全く別の病態で、間質性膀胱炎
は膀胱の内視鏡で膀胱の中に特有の発
赤病変を認めるものを指します。2015
年の調査では国内の患者数は2,000人。
特に症状の強いものは厚生労働省の指
定難病になっています。一方で、膀胱
痛症候群というもう一つのタイプは、
膀胱の内視鏡で一切の異常所見を認め
ることがありません。しかし、臨床的
には間質性膀胱炎に類似した症状を呈

するため、臨床症状だけでこの２つを
峻別することは困難であることが多い
です。
　山内　そうしますと、よく我々の感
覚では、トイレが近くなる、過活動膀
胱とか前立腺肥大症と紛らわしいと思
ってしまいます。むしろそういったも
のとはかなり症状の面から違いがある
と見てよいのですね。
　秋山　そうですね。症状の面の違い
というよりは、特有の症状を有する、
そして多くの症状はオーバーラップす
ると考えたほうがわかりやすいかもし
れません。すなわち、尿意亢進や頻尿
といった、いわゆる下部尿路症状に関
してはかなり前立腺肥大症や過活動膀
胱とオーバーラップしますが、間質性
膀胱炎、膀胱痛症候群には特徴的な膀
胱痛という痛みが出てきます。この痛
みという症状が極めて重要で、過活動

膀胱や前立腺肥大症の方には認められ
ません。膀胱不快感というニュアンス
で言えば、過活動膀胱の方にも時折認
められるのですが、いわゆる針を刺す
ような鋭い痛みとか、塩をすり込まれ
るような痛み、こういった強い痛みが
過活動膀胱の患者さんに生じることは
一般的にはありません。
　山内　そうですね。ただ、痛みの性
状は先ほどの膀胱痛症候群のほうも同
じようなものなのでしょうか。
　秋山　間質性膀胱炎の痛みは針を刺
したり、塩をすり込まれるような強い
痛み、いわゆる侵害受容性の疼痛を特
徴としますが、膀胱痛症候群は、痛み
の程度、質は間質性膀胱炎よりも軽く、
どちらかというと強い不快感と言った
ほうが、より適切かと思います。
　山内　その２つ、痛みが相当違いそ
うですが、痛みというくくりになって
しまっているというところもあるので
すか。
　秋山　そうなのです。この症候群は
基本的には海外から発生した概念で、
特に欧米の方々はdiscomfort、不快感
であってもpain、痛みと表現すること
が多く、病名としては膀胱痛症候群と
されましたが、実際には詳しく問診を
してみると、多くの方では明らかに痛
みの程度の質が間質性膀胱炎のそれと
は異なることがわかっています。
　山内　似たような、似ていないよう
なところもあるのですが、先ほどお話

がありましたようにこの２つ、間質性
膀胱炎と膀胱痛症候群は基本的には全
く別のものと考えてよいのですね。
　秋山　おっしゃるとおりです。ゲノ
ム病理学的な知見をベースに考えれば、
この２つの疾患は完全に別の病態であ
ると考えています。昨今ではこの２つ
を別のものと考えようという世界的な
流れになってきていますので、ほぼ間
違いないと思います。
　山内　病態的な違いをもう少し解説
していただけますか。
　秋山　間質性膀胱炎、膀胱の中にハ
ンナ病変を認めるものは、膀胱の器質
的な慢性炎症性疾患で、膀胱の粘膜上
皮の剝離とリンパ球を中心とする炎症
細胞浸潤を特徴とする炎症性疾患です。
一方で膀胱痛症候群は、膀胱の組織に
組織学的な変化をほとんど認めない。
そして、膀胱の容量も保たれる。要は、
膀胱にパソロジーがないというもので、
最近の学説では機能性身体症状症、過
敏性腸症候群、片頭痛、そういったも
のと類似した病態なのではないかと考
えられています。
　山内　そうしますと、メンタルが少
し絡むと考えてもよいのでしょうか。
　秋山　おっしゃるとおりです。膀胱
痛症候群の方にはいわゆる心理的な問
題をかかえることが多く、精神的なケ
アが必要になる方が多数います。
　山内　間質性膀胱炎に関しては、先
ほどリンパ球が多く出るとの話でした
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が、少し免疫異常といった印象はある
のでしょうか。
　秋山　おっしゃるとおりです。まず
疫学的な側面から見ますと、間質性膀
胱炎の８割は女性で、発症年齢は閉経
前後。そして、シェーグレン症候群や
関節リウマチ、全身性エリテマトーデ
スといった他の自己免疫疾患を高頻度
に合併するという疫学的特徴がありま
す。そして、膀胱組織に浸潤するリン
パ球もかなりclonarityが高くなってい
る。つまり、何か特定の抗原に対して
いわゆるクローン拡大を起こしている
ことが、私どもの研究でわかっていま
す。おそらくは免疫異常を伴う膀胱の
免疫性炎症性疾患であろうと現時点で
言ってもさしつかえないものだと考え
ています。
　山内　確定診断はどうされているの
でしょうか。
　秋山　確定診断に関しては非常に難
しくて、客観的な診断基準やクライテ
リアは現在存在しません。ですので、
基本的にこの病気は膀胱の内視鏡での
特徴的な所見と、それに加えた除外診
断、いわゆる類似症状を呈する膀胱結
石、膀胱がん、細菌性膀胱炎、そうい
ったものがすべて否定されれば、（ハ
ンナ型）間質性膀胱炎、膀胱に内視鏡
所見がなくて、膀胱に関連した痛みが
ある。そして一切ほかに異常を認めな
ければ膀胱痛症候群となります。非常
にあいまいな診断基準になっていて、

医師の主観的判断にかなり依存するこ
とになります。
　山内　診断はなかなか難しいのです
ね。
　秋山　そうですね。泌尿器科の専門
医であっても診断に戸惑うことは珍し
いことではありません。膀胱内視鏡所
見や特徴的な症状は、経験によって判
断する精度が上がっていきますので、
それなりに診療経験のある泌尿器科専
門医師によって比較的正確な診断がな
されると考えてもらってさしつかえな
いと思います。
　山内　そこまで難しくなると、泌尿
器科医の中でもさらに一部の医師に限
られるかもしれないとなると、例えば
どういった医師が患者さんを受けてい
ただけるか、このあたりの情報はどこ
にあるのでしょうか。
　秋山　日本間質性膀胱炎研究会とい
う団体のホームページがあります。そ
ちらのホームページに間質性膀胱炎の
診療可能な医師のリストが載っていま
すので、それを参考に近隣の医師、診
療に応じる医師を紹介していただけれ
ばと思います。
　山内　最後に治療ですが、いかがな
のでしょうか。
　秋山　間質性膀胱炎は、ハンナ病変
といわれる膀胱の発赤部位、ここは組
織学的に尿路上皮が完全に剝離してし
まって、上皮化組織がむきだしになっ
ている状況です。そこに尿が浸透して

痛みが起きますので、第一選択として
は入院して経尿道的にハンナ病変を切
除するという経尿道的手術で、私ども
の施設では９割以上で２年以上の奏効
率があります。ただし難点は、繰り返
して再発しますので、繰り返し手術が
必要ということです。手術以外の治療
法では膀胱内にジメチルスルホキシド
という薬剤を注入します。

　一方、膀胱痛症候群に関しては、膀
胱の器質的疾患ではありませんので、
骨盤底筋の機能改善を理学療法士とと
もに、メンタルケアを心療内科と連携
し、さらにはペインクリニック、泌尿
器科で集学的に治療を行っていくこと
が肝要かと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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日本ワクチン学会理事長
岡　田　賢　司

（聞き手　池田志斈）

　ワクチン接種の年齢と間隔についてご教示ください。
　①  B型肝炎、Hibワクチンは生後２カ月から、BCGは生後５カ月からですが、

種類によって接種年齢が違うのはなぜでしょうか。
　②  追加接種が必要なワクチンも種類によって追加時期が違うのはなぜでしょ

うか。
　③  狂犬病ワクチンで２つあるワクチンを交互接種できないのはなぜでしょう

か。
 ＜千葉県開業医＞

ワクチン接種の年齢と間隔

　池田　岡田先生、ワクチンの月齢・
年齢と間隔についての質問です。B型
肝炎とHibワクチンが生後２カ月から、
BCGは生後５カ月から接種ということ
になっているのですが、種類によって
どうして接種月齢が違うのでしょうか。
　岡田　基本的には防げる病気がいつ
頃から一番起こってくるか。それまで
にワクチン接種を終えたいということ
があって、接種開始年齢・月齢がワク
チンによって少しずつ違っているのだ
と思います。例えば、Hibワクチンで防
げる病気というのはインフルエンザ菌
による化膿性髄膜炎です。インフルエ

ンザ菌による化膿性髄膜炎は生後５～ 
６カ月ぐらいから増えてきます。この
ため、生後５～６カ月までにHibワクチ
ンを３回まで接種するには、生後２～ 
３カ月から１カ月ごとに接種しないと
終わりません。そういう意味でHibワ
クチンあるいは小児用の肺炎球菌ワク
チンも同じく、生後２カ月からという
ことになっています。
　BCGは標準的には生後５カ月から
になっています。BCGの目的は重症
の結核である粟粒結核や結核性髄膜炎
の予防で、多くの医師がご存じのよう
に、それらは乳児に多いものですから、

BCGは生まれてすぐやっている国々が
多いのです。日本は、まだ中蔓延国で
すが、以前に比べると乳児のリスクが
少し減ってきていることもあって、ほ
かのワクチンがある程度終わった時期
の生後５カ月からぐらいがいいのでは
ないかとなっています。これらが接種
開始月齢や年齢がワクチンによって違
う理由だと思います。
　池田　特にBCGに関しては将来変わ
り得るということですね。
　岡田　そうですね。だんだん結核が
減ってきて、BCGをやめている国々は
先進国の中でもあります。ただ、日本
ではまだBCGをやめるまでには結核の
患者さんが減っていないこともあって、
まだしばらく続けられると思います。
　池田　よくわかりました。次の質問
は、追加接種が必要なワクチンも種類
によって追加時期が違うのはなぜでし
ょうかというものです。
　岡田　これも①の質問と同じように、
病気によって接種の開始月齢が少しず
つ違いますよね。例えばHibワクチン
では生後２カ月から３回やって、１歳
過ぎて、追加接種が必要となります。
ワクチン接種にも時間が経つとだんだ
ん獲得抗体が減ってきます。それがワ
クチンによって比較的長く続くワクチ
ンもあれば、すぐに抗体が消えてしま
うワクチンもあります。病気によって
も、ワクチンによっても、必要な追加
接種の時期というのは少しずつ違って

きていると思います。
　池田　これは逆にワクチン開発時に
そういった疾患の発生月齢・年齢、そ
してワクチンによる抗体の獲得と喪失
時期を加味してプロトコールを決めら
れているのでしょうか。
　岡田　そうですね。開発治験のとき
に初回免疫をいつから、どのくらいの
間隔で何回やる。追加接種も、例えば
１年空けて追加接種をやるなどの開発
治験のプロトコールが最初に組まれま
す。原則は治験で行われたとおりのプ
ロトコールで承認されます。その後、
定期接種がうまく進んでいって、その
病気が減ってくれば追加接種はもしか
したらもう少し遅くしたほうがいいか
もしれないとか、少し早くしないとい
けないかもしれないというのが、少し
ずつまた変わってくると思います。
　池田　そういう場合には、例えばワ
クチン接種後の抗体検査とか、定期的
にやらなければいけないのですが、実
際には行われているのでしょうか。
　岡田　行われています。ワクチン対
象疾患の定期的なサーベイランスは感
染研が流行予測調査で、一般住民の
方々の抗体保有率を定期的に公開して
います。
　池田　そういったデータもプロトコ
ールの更新や、新しい接種時期の決定
にも役に立つのですね。
　岡田　それを基にプロトコールが決
められていると思います。またプロト
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コールを改訂するときも、患者さんの
発生状況や抗体保有状況を見ていると
思います。
　池田　私は皮膚科医なのですが、最
近、帯状疱疹になる方が増えていると
いうことで、小児の水痘が減ってしま
って、ブースター効果がなくなってい
るということですね。同じワクチンを
接種するにしても、年々の背景で変わ
ってきているのだなとすごく思いまし
た。
　岡田　本当にそうですね。帯状疱疹
に関していえば、年々増えてきている
というのが学会などでは報告されてい
ますよね。けれども、全国的に帯状疱
疹だけを収集するシステムは今のとこ
ろないので、先生もご存じのように、
例えば宮崎スタディとか、幾つかの地
域で帯状疱疹が増えているとする報告
は見られます。水痘はワクチンのおか
げでかなり減っているということが、
わかっていますが、帯状疱疹は全国で
集めるところまではまだいっていませ
ん。帯状疱疹が全国的に増えてきてい
るかどうかは正確なところはまだよく
わからないというところです。
　池田　一部の統計だけでは全国レベ
ルのことは言えないのですね。
　岡田　そうですね。
　池田　３つ目の質問は、２種類ある
狂犬病ワクチンを交互に接種できない
のはどうしてかという話です。最近の
新型コロナウイルスのワクチンでも同

じことがディスカッションされている
ようですが、いかがでしょうか。
　岡田　原則は同じメーカーのワクチ
ンは同じように使うとされています。
ワクチンの中には、例えば国内で使わ
れているインフルエンザワクチンなど
はほぼ作り方が同じですから、別のメ
ーカーを使っても問題はないとなって
います。一方、狂犬病ワクチンや新型
コロナウイルスのワクチンなどは、メ
ーカーによって作り方がだいぶ違いま
す。接種スケジュールも少しずつ違い
ます。種類も作り方も違うワクチンを
交互接種するのは、今のところ国内外
ともになかなか難しいと思います。国
内でも、例えば４種混合ワクチンは作
り方もほぼ同じですし、接種間隔も、
接種開始月齢もほぼ同じですから、メ
ーカーを問いません。作り方が違うワ
クチンに関していえば、互換性を確認
した基礎的なデータがないため同じメ
ーカーで完結することが原則となって
います。
　池田　以前も話題になったのですが、
狂犬病ワクチンを打たないで海外に行
って、かまれたときに、そこで打った
ワクチンがわからないと、日本に帰っ
てきてどうするのかという話がありま
した。これはわからないと問題になる
のでしょうか。
　岡田　狂犬病の場合は問題にはなり
ませんが、海外で接種されたワクチン
のメーカーがわからなければ国内にあ

るワクチンで続きをやるのが一般的で
す。海外のワクチンが必ずしも日本国
内のどこの施設でもあるとは限りませ
んが、海外で接種されたワクチンが手
元にあれば、その続きを行っていただ
くのがいいと思います。日本と海外で
は間隔も回数も国によって違いますし、
メーカーによっても回数が違います。
原則はエビデンスがあるやり方で接種
するのが一般的な考え方かと思います。
　池田　狂犬病の場合は、海外でもし
１回打ったとしても、日本のプロトコ
ールになってしまうと、それはなかっ
たことになるのでしょうか。

　岡田　おそらく、なかったこととし
てやってもいいと思います。特に狂犬
病ワクチンは安全性というよりは、打
たないと亡くなります。ワクチンに合
った接種方法でやれば確実に防げるこ
とはわかっていますが、もし違うメー
カーのワクチンとなった場合でもその
接種方法にしたがって接種をしていた
だくのがいいと思います。
　池田　救命のためにはそんなことは
言っていられないということですね。
　岡田　狂犬病ワクチンに関しては、
そう言えると思います。
　池田　ありがとうございました。
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東京女子医科大学脳神経外科准教授
藍　原　康　雄

（聞き手　池脇克則）

　乳児の頭蓋骨の変形について、加療すべき症例の選び方とその年齢と治療方
法についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

乳児の頭蓋骨の変形

　池脇　藍原先生、今回は珍しい質問
をいただきました。私の考え方は古い
のかもしれませんが、一般的に日本で
は多少頭が変形していても、自然と治
るという考え方が根強かったように思
います。先生が2001年にアメリカのシ
カゴに留学された際に、向こうの考え
方の違いに愕然とされたと聞きました
が、まず留学の経験から教えてくださ
い。
　藍原　私は現在、脳神経外科の中で
も小児を専門にしています。基本的に
我々が学ぶ頭の変形というのは外科的
な治療を要するような先天性の奇形の
頭蓋変形であり、また外科的な治療で
変形を再構築してあげるような早期癒
合症、そういった病気がメインです。
それはアメリカに渡る前から自分も学
んでいましたし、そういった技術をさ

らに磨きをかけるという思いではあり
ました。今の日本では随分当たり前に
なってきましたが、乳幼児の頭蓋変形
だけを集中的に診る、そういった外来
が海外には2001年の段階でしっかりと
あり、赤ちゃんたちがいろいろな装具
を頭につけて外来に来る、または健診
に来る、そういった体制がしっかり整
っていた。まずそこに驚きを覚えまし
た。
　こういった外来の存在自体が私にと
っては驚きだっただけに、また病的な、
外科的な治療を必要としないそういっ
た変形の乳幼児に対しても、矯正器具、
具体的にいうと頭蓋矯正ヘルメットが
海外では当たり前のように使われてい
たという現状に、すべて目からうろこ
だったのが2001年の私の体験でした。
　池脇　脳外科医として先天的な早期

癒合症に関しては日本でも経験があり
ましたが、おそらくそれが最も症例と
しては多いのだろうけれども、そうで
はない変形に対してアメリカでは赤ち
ゃんがヘルメットをかぶっているとい
う、日本ではない光景をそこで目撃さ
れたのですね。
　藍原　そうです。
　池脇　そして帰国して、日本でそれ
をやっていくのはけっこうたいへんだ
ったのではないですか。
　藍原　私が帰国したのは2004年でし
たが、自分が知らないだけで、日本国
内にもすでに海外同様の赤ちゃんの頭

をしっかりと健診する体制、その健診
の結果に伴う必要な矯正治療は、しっ
かりと確立していると思っていました。
しかし、実際のところ日本全国どこを
探してもそういった頭蓋健診外来はな
く、また当然ながらそれに伴う頭蓋変
形に対しての矯正治療という概念その
ものも存在していなかったでしょうね。
　池脇　おそらく先生一人が頑張って
も、こういったものが大きな動きとな
っていくのはなかなか難しいと思うの
ですが、先生が帰国されて日本でも、
2012年ぐらいから成育医療センター
等々でそういったヘルメットの治療が

図　頭蓋変形率・分類

１：─側の後頭部扁平のみ、もしくはごく軽度の同側耳介変位を伴う（変位＜１㎝）。
２：─側の後頭部扁平に伴って、同側の耳介変位を大きく認める（変位＞１㎝）。ただし、
前額部、顔面骨の変形は認めない。

３：─側の後頭部変位に伴い、耳介変位も大きく認める（変位＞１㎝）。さらに、同側
前額部の突出に伴った、顔面骨の変形を認める。

４：─側の後頭部変位に伴い、耳介変位も大きく認める（変位＞１㎝）。さらに、同側
前額部の突出に伴った、顔面骨の変形によって、眼窩骨の変形および頰部、下顎骨
の変位を認める。

１ ２ ３ ４
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始まったと聞いています。ただ、やは
りちょっと時間がかかっていますね。
　藍原　そうですね。私が今勤めてい
る東京女子医科大学で院内の倫理委員
会を通して、初めて日本の赤ちゃんに
アメリカ製のヘルメットを装着するこ
とが許されたのが2007年でした。当院
は2007年から開始して、最初は病的な
赤ちゃんを中心に、今ではある程度コ
ンセンサスが得られてきて、病的では
ない、いわゆる健常児であっても、寝
る体勢等々の原因で起こるポジショナ
ルの頭蓋変形に関しての矯正治療も始
まった歴史があります。
　池脇　たいへん失礼しました。東京
女子医科大学がまさに日本で初めてそ
れを導入したのですね。基本的には、
手術でなければ、そういった矯正のヘ
ルメットを使うのでしょうか。質問に
もあるのですが、どこから、あるいは
いつから使うなど、やり方があるので
しょうか。
　藍原　先ほど申し上げましたように、
病的疾患がベースにある赤ちゃんに対
しては使用基準は非常に明確です。例
えば、海外でいえば、我々脳外科医が
主としてやる早期癒合症という手術に
関しては、手術直後から手術効果をよ
り効果的に出すように装着しますし、
水頭症、どんどん頭が大きくなってい
ってしまう病気に関しては、手術前後
でアレンジしてつけることもあります。
いわゆる治療目的だけではなく変形予

防目的でも、装着基準などが海外では
かなりクリアだったと思います。
　池脇　素人目からの印象ですと、骨
はやわらかいうちに矯正したほうが矯
正効果があるのではないか。でも、ま
だ首がすわらない赤ちゃんに重たそう
なヘルメットもどうなのか、いつがい
いタイミングなのか、よくわからない
のですが、どうでしょう。
　藍原　まず、そもそも頭蓋骨を矯正
する。今ここは話が混同しないように、
病的なものがない、単なる寝癖によっ
ての変形に対する矯正の適応として考
えますと、そういった矯正ヘルメット
によって頭蓋骨を矯正できる条件は２
つ必要です。一つは先ほど先生がご指
摘されたように骨年齢が若いこと、も
う一つ大切なのは頭が大きくなること
です。我々の頭蓋は年齢が２歳もしく
は３歳児までに、成人の80～90％まで
大きくなるとされています。しかし、
２歳・３歳児はまだ頭囲拡大は引き続
きありますが、頭蓋骨はかなり硬くな
ってきている。そうなると、早い子は
月齢３～４カ月で大泉門は閉じるので、
その時点でも矯正は難しくなってきて
しまう。
　海外はある程度基準が明確化されて
いて、首がすわった後、月齢５～６カ
月が装着にふさわしいとしていました
が、アメリカ製のヘルメットは非常に
重量が重いことと、あとは意外と医師
がずっと見なくて、専門的な技術を持

ったいわゆる装具士が行うことから、
やや安全性を担保して月齢５カ月開始
でした。今は日本製ヘルメットの軽量
化を実現したものに関しては、首がす
わる前の２～３カ月齢ぐらいで矯正の
導入というのが理想的な印象がありま
す。
　首がすわる、すわらないが、赤ちゃ
んの首に影響するかということですが、
何も首をぶらさげたような状態でヘル
メットをかぶせるわけではなく、赤ち
ゃんを抱き上げるときはもちろんヘル
メットごと抱き上げるので、きちんと
専門医が見ていくうえで２～３カ月齢
で開始しても、そういったことに関し
てのリスクは、特にないと考えていま
す。
　池脇　逆に言いますと、生まれて 
２～３カ月の時点で介入すべきかどう
か。日本では現状、そういう赤ちゃん
をどうやって拾い上げられるのだろう
かと思うと、生まれたときの小児科医、
産婦人科医が一応体をチェックして、
次の１カ月健診あたりで拾い上げるシ
ステムでしょうか。
　藍原　脳神経外科医は乳児健診に携
わることはありませんので、日本の今
の現状では赤ちゃんの健康状態を健診
として行うのは小児科医です。もちろ
ん、周産期では産科医、新生児科医、
そして助産師、保健師、そういったい
わゆるメディカルスタッフの介入もあ
りますが、赤ちゃんをトータルに健診

するのは小児科医なのです。ところが、
それほど首から上の頭蓋変形を親身に、
もしくは重きを置いて健診をされると
いう歴史的な背景は、かなり少ないと
いうのが私の印象です。矯正治療あり
きではなく、いわゆる変形率をしっか
りとスクリーニングをするという目的
で、今の日本のシステムの中でキーポ
イントとなる時期というのは、私は１
カ月健診と考えています。
　池脇　いろいろな体の測定に関して
は成長曲線みたいなものがありますが、
頭にはあるのですか。
　藍原　母子手帳の中に標準曲線とし
て、いわゆる診断の基準となっている
ものは４つしかなく、身長と体重と頭
囲、胸囲曲線のみです。そういった曲
線上にいろいろな現状で、頭囲などそ
れらを測ってプロットするから、小児
科医は「頭が大きいね」「ちょっと小
さいね」「まだ体が小さいね」という
かたちで、健診の基準となります。し
かし、日本の母子手帳の中には頭蓋変
形を診断する基準値となり得る早見表
といわれるものはありません。１カ月
健診のコメント欄の質問事項の中に頭
蓋変形に対しての質問項目もなく、現
場のお母さんたちは医師たちに聞くに
聞けなかった。そういった項目があれ
ばもう少し質問しやすかったという声
はよく聞かせていただきます。
　池脇　そこのタイミングを逃してし
まうと、次は３～４カ月、場合によっ
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始まったと聞いています。ただ、やは
りちょっと時間がかかっていますね。
　藍原　そうですね。私が今勤めてい
る東京女子医科大学で院内の倫理委員
会を通して、初めて日本の赤ちゃんに
アメリカ製のヘルメットを装着するこ
とが許されたのが2007年でした。当院
は2007年から開始して、最初は病的な
赤ちゃんを中心に、今ではある程度コ
ンセンサスが得られてきて、病的では
ない、いわゆる健常児であっても、寝
る体勢等々の原因で起こるポジショナ
ルの頭蓋変形に関しての矯正治療も始
まった歴史があります。
　池脇　たいへん失礼しました。東京
女子医科大学がまさに日本で初めてそ
れを導入したのですね。基本的には、
手術でなければ、そういった矯正のヘ
ルメットを使うのでしょうか。質問に
もあるのですが、どこから、あるいは
いつから使うなど、やり方があるので
しょうか。
　藍原　先ほど申し上げましたように、
病的疾患がベースにある赤ちゃんに対
しては使用基準は非常に明確です。例
えば、海外でいえば、我々脳外科医が
主としてやる早期癒合症という手術に
関しては、手術直後から手術効果をよ
り効果的に出すように装着しますし、
水頭症、どんどん頭が大きくなってい
ってしまう病気に関しては、手術前後
でアレンジしてつけることもあります。
いわゆる治療目的だけではなく変形予

防目的でも、装着基準などが海外では
かなりクリアだったと思います。
　池脇　素人目からの印象ですと、骨
はやわらかいうちに矯正したほうが矯
正効果があるのではないか。でも、ま
だ首がすわらない赤ちゃんに重たそう
なヘルメットもどうなのか、いつがい
いタイミングなのか、よくわからない
のですが、どうでしょう。
　藍原　まず、そもそも頭蓋骨を矯正
する。今ここは話が混同しないように、
病的なものがない、単なる寝癖によっ
ての変形に対する矯正の適応として考
えますと、そういった矯正ヘルメット
によって頭蓋骨を矯正できる条件は２
つ必要です。一つは先ほど先生がご指
摘されたように骨年齢が若いこと、も
う一つ大切なのは頭が大きくなること
です。我々の頭蓋は年齢が２歳もしく
は３歳児までに、成人の80～90％まで
大きくなるとされています。しかし、
２歳・３歳児はまだ頭囲拡大は引き続
きありますが、頭蓋骨はかなり硬くな
ってきている。そうなると、早い子は
月齢３～４カ月で大泉門は閉じるので、
その時点でも矯正は難しくなってきて
しまう。
　海外はある程度基準が明確化されて
いて、首がすわった後、月齢５～６カ
月が装着にふさわしいとしていました
が、アメリカ製のヘルメットは非常に
重量が重いことと、あとは意外と医師
がずっと見なくて、専門的な技術を持

ったいわゆる装具士が行うことから、
やや安全性を担保して月齢５カ月開始
でした。今は日本製ヘルメットの軽量
化を実現したものに関しては、首がす
わる前の２～３カ月齢ぐらいで矯正の
導入というのが理想的な印象がありま
す。
　首がすわる、すわらないが、赤ちゃ
んの首に影響するかということですが、
何も首をぶらさげたような状態でヘル
メットをかぶせるわけではなく、赤ち
ゃんを抱き上げるときはもちろんヘル
メットごと抱き上げるので、きちんと
専門医が見ていくうえで２～３カ月齢
で開始しても、そういったことに関し
てのリスクは、特にないと考えていま
す。
　池脇　逆に言いますと、生まれて 
２～３カ月の時点で介入すべきかどう
か。日本では現状、そういう赤ちゃん
をどうやって拾い上げられるのだろう
かと思うと、生まれたときの小児科医、
産婦人科医が一応体をチェックして、
次の１カ月健診あたりで拾い上げるシ
ステムでしょうか。
　藍原　脳神経外科医は乳児健診に携
わることはありませんので、日本の今
の現状では赤ちゃんの健康状態を健診
として行うのは小児科医です。もちろ
ん、周産期では産科医、新生児科医、
そして助産師、保健師、そういったい
わゆるメディカルスタッフの介入もあ
りますが、赤ちゃんをトータルに健診

するのは小児科医なのです。ところが、
それほど首から上の頭蓋変形を親身に、
もしくは重きを置いて健診をされると
いう歴史的な背景は、かなり少ないと
いうのが私の印象です。矯正治療あり
きではなく、いわゆる変形率をしっか
りとスクリーニングをするという目的
で、今の日本のシステムの中でキーポ
イントとなる時期というのは、私は１
カ月健診と考えています。
　池脇　いろいろな体の測定に関して
は成長曲線みたいなものがありますが、
頭にはあるのですか。
　藍原　母子手帳の中に標準曲線とし
て、いわゆる診断の基準となっている
ものは４つしかなく、身長と体重と頭
囲、胸囲曲線のみです。そういった曲
線上にいろいろな現状で、頭囲などそ
れらを測ってプロットするから、小児
科医は「頭が大きいね」「ちょっと小
さいね」「まだ体が小さいね」という
かたちで、健診の基準となります。し
かし、日本の母子手帳の中には頭蓋変
形を診断する基準値となり得る早見表
といわれるものはありません。１カ月
健診のコメント欄の質問事項の中に頭
蓋変形に対しての質問項目もなく、現
場のお母さんたちは医師たちに聞くに
聞けなかった。そういった項目があれ
ばもう少し質問しやすかったという声
はよく聞かせていただきます。
　池脇　そこのタイミングを逃してし
まうと、次は３～４カ月、場合によっ
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ては６カ月というと、先ほど先生が言
われたタイミングも過ぎてしまいます
ね。
　藍原　そのとおりです。よくご両親
にお伝えするのは、縦抱きして「どう
ですかね」と連れてくるときはもう遅
い可能性がある。まだ固定されていな
い首を恐る恐る抱きかかえながら見せ
てくれるような月齢、そのときこそが
頭蓋健診においては最も適切な月年齢
だと伝えています。
　池脇　先生が望むようなかたちに持
っていくため、先生は研究会を立ち上
げたりして頑張っておられるのでしょ
うね。
　藍原　ありがとうございます。先ほ
ど先生にご指摘いただきましたように、

私一人が声を上げても、この大きな国
の中での、また長い歴史の中での乳児
健診の中での頭蓋健診というのは、な
かなか広がりを持たないことから、小
児科医にそういった声をかけさせてい
ただき、2020年から日本頭蓋健診治療
研究会というものを発足しました。こ
の中で学術集会を通して、先ほど言っ
た小児科医以外の多職種の医療スタッ
フの方々と、頭蓋変形という病態をし
っかりと共有して、未来の日本の子ど
もたちの治療につながるようなことを
みんなと協議していければいいと今、
進めています。
　池脇　たいへんだと思いますが、日
本の赤ちゃんの頭を守ってあげてくだ
さい。ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

感染症対策の最近の話題

　中村　大曲先生、新型コロナウイル
ス感染症の最新情報、特にその対策の
最近の話題ということでお話をいただ
きたいと思っています。
　2019年12月でしょうか、中国の武漢
における発症以来、１年余りたってい
ます。現在でも世界的な流行をしてい
るこの感染症について、先生は長らく
この患者さんをご覧になっていたり、
あるいは東京都の対策についてご苦労
されているわけですが、まず最初にこ
の感染症の特徴を簡単にまとめていた
だけるでしょうか。
　大曲　この新型コロナウイルスの感
染症、原因となる微生物は名前のとお
りコロナウイルスです。コロナウイル
ス自体はもともと人間に、いわゆる風
邪、感冒を起こすウイルスですが、こ
の病原性が高くなったものが今回の新
型コロナウイルスです。それによる感
染症が今起こっているのです。
　ではもともと風邪のウイルスなのだ
から軽くて済むだろうという印象を
我々は持ちがちです。確かにそれはそ

うでして、実際に検査で陽性になる方
のうち80％以上の方は無症状に近いか、
非常に軽い症状で済むことがわかって
います。症状も、微熱とか、のどが痛
いとか、そういったものが出てくるの
ですが、では普通の感冒と全く一緒か
というと、ちょっと違う印象を持って
います。普通の感冒はだいたい発症か
ら３～４日目で症状が一番強くなって、
その後は回復しておおむね10日前後で
よくなるのですが、新型コロナの場合
は発症してから治るまでに２週間ちょ
っとかかるという印象を持っています。
　全体の患者さんのうち最大２割程度
の方が急に悪くなって酸素が必要な肺
炎になるというのが、この病気の一つ
の大きな特徴ではないかと思います。
普通の風邪のウイルス感染症だとなか
なかこうはなりません。中でも、陽性
になった方のうち、東京だと約100人
に１人の方が非常に重症の呼吸不全を
起こして人工呼吸が必要になるぐらい
重症化するのがこの病気の大きな特徴
だと思います。
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ては６カ月というと、先ほど先生が言
われたタイミングも過ぎてしまいます
ね。
　藍原　そのとおりです。よくご両親
にお伝えするのは、縦抱きして「どう
ですかね」と連れてくるときはもう遅
い可能性がある。まだ固定されていな
い首を恐る恐る抱きかかえながら見せ
てくれるような月齢、そのときこそが
頭蓋健診においては最も適切な月年齢
だと伝えています。
　池脇　先生が望むようなかたちに持
っていくため、先生は研究会を立ち上
げたりして頑張っておられるのでしょ
うね。
　藍原　ありがとうございます。先ほ
ど先生にご指摘いただきましたように、

私一人が声を上げても、この大きな国
の中での、また長い歴史の中での乳児
健診の中での頭蓋健診というのは、な
かなか広がりを持たないことから、小
児科医にそういった声をかけさせてい
ただき、2020年から日本頭蓋健診治療
研究会というものを発足しました。こ
の中で学術集会を通して、先ほど言っ
た小児科医以外の多職種の医療スタッ
フの方々と、頭蓋変形という病態をし
っかりと共有して、未来の日本の子ど
もたちの治療につながるようなことを
みんなと協議していければいいと今、
進めています。
　池脇　たいへんだと思いますが、日
本の赤ちゃんの頭を守ってあげてくだ
さい。ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

感染症対策の最近の話題

　中村　大曲先生、新型コロナウイル
ス感染症の最新情報、特にその対策の
最近の話題ということでお話をいただ
きたいと思っています。
　2019年12月でしょうか、中国の武漢
における発症以来、１年余りたってい
ます。現在でも世界的な流行をしてい
るこの感染症について、先生は長らく
この患者さんをご覧になっていたり、
あるいは東京都の対策についてご苦労
されているわけですが、まず最初にこ
の感染症の特徴を簡単にまとめていた
だけるでしょうか。
　大曲　この新型コロナウイルスの感
染症、原因となる微生物は名前のとお
りコロナウイルスです。コロナウイル
ス自体はもともと人間に、いわゆる風
邪、感冒を起こすウイルスですが、こ
の病原性が高くなったものが今回の新
型コロナウイルスです。それによる感
染症が今起こっているのです。
　ではもともと風邪のウイルスなのだ
から軽くて済むだろうという印象を
我々は持ちがちです。確かにそれはそ

うでして、実際に検査で陽性になる方
のうち80％以上の方は無症状に近いか、
非常に軽い症状で済むことがわかって
います。症状も、微熱とか、のどが痛
いとか、そういったものが出てくるの
ですが、では普通の感冒と全く一緒か
というと、ちょっと違う印象を持って
います。普通の感冒はだいたい発症か
ら３～４日目で症状が一番強くなって、
その後は回復しておおむね10日前後で
よくなるのですが、新型コロナの場合
は発症してから治るまでに２週間ちょ
っとかかるという印象を持っています。
　全体の患者さんのうち最大２割程度
の方が急に悪くなって酸素が必要な肺
炎になるというのが、この病気の一つ
の大きな特徴ではないかと思います。
普通の風邪のウイルス感染症だとなか
なかこうはなりません。中でも、陽性
になった方のうち、東京だと約100人
に１人の方が非常に重症の呼吸不全を
起こして人工呼吸が必要になるぐらい
重症化するのがこの病気の大きな特徴
だと思います。
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のですが、具体的にはいわゆる抗体製
剤を軽症か中等症の方ぐらいに使うと、
その後の重症化や入院を防げるといっ
たような治験が海外から出始めました。
そういったアプローチが日本でも近々
できるようになるのではないかと期待
しています。
　中村　先生のところでも具体的に行
っているのでしょうか。
　大曲　重症化予防という意味では一
つ、いわゆる回復者血漿ですね、回復
された方から血液をいただいて血漿を
取って、その中でも非常に中和抗体価
が高いものだけを選りだし、それを軽
症か中等症ぐらいの方に投与する。そ
れをきちんとランダマイズド・コント
ロール・トライアルでやるかたちで今、
特定臨床研究を行っています。
　中村　次に社会的な、あるいは公衆
衛生面からの対策もたくさんあるかと
思います。簡単にまとめていただける
とありがたいと思いますが、まず入国
あるいは検疫ではどうでしょうか。
　大曲　どの国がどうこうというのは
ないのですが、ただ、一般的には海外
でもこの病気は非常に流行しています。
日本より流行の度合いが厳しいところ
もあるので、海外から来られる方が新
型コロナを持ってくることは十分あり
得る話です。ですので、入国する前に
PCR検査を受けていただくとか、入国
してきたときも日本で検査をするとか、
入国後も、いろいろ条件はありますが、

健康観察の対象とする。発症しないか
どうかを見るという意味ですね。そう
いうかたちで厳しく監視が行われてい
ます。
　中村　次に検査ですが、PCRあるい
は抗原についてお話しいただけるとあ
りがたいのですが。
　大曲　まずは症状がある方に対して
しっかり検査をすることが日本でも徹
底されるようになってきました。もと
もとPCR検査が非常にいいということ
で広まってきたのですが、一方で抗原
検査も15分とか30分とか非常に早く結
果が出る、簡単にできることから、日
本では使われるようになってきていま
す。PCR検査のほうが少し感度が高い、
やや拾いやすいという意味では好まれ
ることが多いようですが、抗原検査は
そうはいっても簡便ですので、使い道
でやり方はいろいろあると思います。
　中村　感染症を見つけるのに下水と
いうサンプルを使ったらどうかという
案がありますが、いかがですか。
　大曲　下水は個別の患者さんを探せ
るわけではないのですが、地域に新型
コロナのウイルスが入り込んでいるか
どうかを見るという意味で非常にいい
のではないかと思います。実際に日本
でも幾つかの地域で検討が行われてい
て、実際にウイルスゲノム自体をPCR
検査で拾うことに成功していると聞い
ています。いわゆる公衆衛生的なサー
ベイランスの一つの手段として期待し

　中村　それでは対策面での話をいた
だきたいと思います。まず個人的な対
策として、感染ルートから考えれば、
やはりマスクとか手洗いとか、密を避
けるとか、会話を慎むということなの
でしょうか。
　大曲　ほかの風邪のウイルスと一緒
で、口から飛ぶしぶき、飛沫、あるい
はそれよりもうちょっと小さいマイク
ロ飛沫といったものでうつるのがこの
病気の特徴です。ですので、よく日本
でも３密といいますけれども、かから
ないようにするには、飛沫、あるいは
マイクロ飛沫からいかに自分を避ける
かが重要かと思います。お互い距離を
取るとか、閉鎖した空間にいると飛沫
を浴びるので、そういったところを避
ける。あるいは、しゃべっている時や
歌っている時にマスクをしていないと、
飛沫やマイクロ飛沫が飛んで相手にか
かる、あるいは自分がもらうので、そ
れをマスクをして防ぐのが一番重要か
と思います。
　ただ、このウイルス自体は環境でも
一定の期間生きているといいますか、
増える能力を持ったままでいることが
わかっています。ですので、そこに接
触して、例えば自分の目をさわったり
するとうつるということもわかってい
るので、そういうことを起こさないよ
うに手指衛生をすることも非常に重要
だと思います。
　中村　インフルエンザのときにはう

がいとか手洗いが強調され、マスクは
少し重要視されていなかったという気
がするのですが。
　大曲　先生のおっしゃるとおりだと
思います。インフルエンザのときはど
ちらかというと、症状がある方にマス
クをしてもらうという考え方だったと
思います。インフルエンザは症状があ
る方が人にうつしやすいということが
わかっているからです。ただ、新型コ
ロナがちょっと違うのは、症状がある
ときだけではなく、症状がないときで
も人にうつすということです。特に発
症する２日前ぐらいからそういう状況
になるといわれています。ですので、
そうした無症状の方も人にうつさない
ように、とにかくマスクをつけること
がこの病気では強調されていると思い
ます。
　中村　先生のお話にあった重症化に
ついてですが、まず重症化の防止対策
というのはあるのですか。
　大曲　これは実は議論になっている
というか、なかなかまだ確立したもの
はないのですが、高齢者あるいは持病
のある方が重症化しやすいことはわか
っています。今、一つの考え方として
出てきているのは、そういう重症化リ
スクの高い方々に対して発症してから
比較的早い軽い段階で治療をする。そ
うすると重症化が防げる可能性がある
ことが少しずつわかってきています。
これは残念ながら欧米が先行している
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のですが、具体的にはいわゆる抗体製
剤を軽症か中等症の方ぐらいに使うと、
その後の重症化や入院を防げるといっ
たような治験が海外から出始めました。
そういったアプローチが日本でも近々
できるようになるのではないかと期待
しています。
　中村　先生のところでも具体的に行
っているのでしょうか。
　大曲　重症化予防という意味では一
つ、いわゆる回復者血漿ですね、回復
された方から血液をいただいて血漿を
取って、その中でも非常に中和抗体価
が高いものだけを選りだし、それを軽
症か中等症ぐらいの方に投与する。そ
れをきちんとランダマイズド・コント
ロール・トライアルでやるかたちで今、
特定臨床研究を行っています。
　中村　次に社会的な、あるいは公衆
衛生面からの対策もたくさんあるかと
思います。簡単にまとめていただける
とありがたいと思いますが、まず入国
あるいは検疫ではどうでしょうか。
　大曲　どの国がどうこうというのは
ないのですが、ただ、一般的には海外
でもこの病気は非常に流行しています。
日本より流行の度合いが厳しいところ
もあるので、海外から来られる方が新
型コロナを持ってくることは十分あり
得る話です。ですので、入国する前に
PCR検査を受けていただくとか、入国
してきたときも日本で検査をするとか、
入国後も、いろいろ条件はありますが、

健康観察の対象とする。発症しないか
どうかを見るという意味ですね。そう
いうかたちで厳しく監視が行われてい
ます。
　中村　次に検査ですが、PCRあるい
は抗原についてお話しいただけるとあ
りがたいのですが。
　大曲　まずは症状がある方に対して
しっかり検査をすることが日本でも徹
底されるようになってきました。もと
もとPCR検査が非常にいいということ
で広まってきたのですが、一方で抗原
検査も15分とか30分とか非常に早く結
果が出る、簡単にできることから、日
本では使われるようになってきていま
す。PCR検査のほうが少し感度が高い、
やや拾いやすいという意味では好まれ
ることが多いようですが、抗原検査は
そうはいっても簡便ですので、使い道
でやり方はいろいろあると思います。
　中村　感染症を見つけるのに下水と
いうサンプルを使ったらどうかという
案がありますが、いかがですか。
　大曲　下水は個別の患者さんを探せ
るわけではないのですが、地域に新型
コロナのウイルスが入り込んでいるか
どうかを見るという意味で非常にいい
のではないかと思います。実際に日本
でも幾つかの地域で検討が行われてい
て、実際にウイルスゲノム自体をPCR
検査で拾うことに成功していると聞い
ています。いわゆる公衆衛生的なサー
ベイランスの一つの手段として期待し

　中村　それでは対策面での話をいた
だきたいと思います。まず個人的な対
策として、感染ルートから考えれば、
やはりマスクとか手洗いとか、密を避
けるとか、会話を慎むということなの
でしょうか。
　大曲　ほかの風邪のウイルスと一緒
で、口から飛ぶしぶき、飛沫、あるい
はそれよりもうちょっと小さいマイク
ロ飛沫といったものでうつるのがこの
病気の特徴です。ですので、よく日本
でも３密といいますけれども、かから
ないようにするには、飛沫、あるいは
マイクロ飛沫からいかに自分を避ける
かが重要かと思います。お互い距離を
取るとか、閉鎖した空間にいると飛沫
を浴びるので、そういったところを避
ける。あるいは、しゃべっている時や
歌っている時にマスクをしていないと、
飛沫やマイクロ飛沫が飛んで相手にか
かる、あるいは自分がもらうので、そ
れをマスクをして防ぐのが一番重要か
と思います。
　ただ、このウイルス自体は環境でも
一定の期間生きているといいますか、
増える能力を持ったままでいることが
わかっています。ですので、そこに接
触して、例えば自分の目をさわったり
するとうつるということもわかってい
るので、そういうことを起こさないよ
うに手指衛生をすることも非常に重要
だと思います。
　中村　インフルエンザのときにはう

がいとか手洗いが強調され、マスクは
少し重要視されていなかったという気
がするのですが。
　大曲　先生のおっしゃるとおりだと
思います。インフルエンザのときはど
ちらかというと、症状がある方にマス
クをしてもらうという考え方だったと
思います。インフルエンザは症状があ
る方が人にうつしやすいということが
わかっているからです。ただ、新型コ
ロナがちょっと違うのは、症状がある
ときだけではなく、症状がないときで
も人にうつすということです。特に発
症する２日前ぐらいからそういう状況
になるといわれています。ですので、
そうした無症状の方も人にうつさない
ように、とにかくマスクをつけること
がこの病気では強調されていると思い
ます。
　中村　先生のお話にあった重症化に
ついてですが、まず重症化の防止対策
というのはあるのですか。
　大曲　これは実は議論になっている
というか、なかなかまだ確立したもの
はないのですが、高齢者あるいは持病
のある方が重症化しやすいことはわか
っています。今、一つの考え方として
出てきているのは、そういう重症化リ
スクの高い方々に対して発症してから
比較的早い軽い段階で治療をする。そ
うすると重症化が防げる可能性がある
ことが少しずつわかってきています。
これは残念ながら欧米が先行している
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ています。
　中村　薬はまだできませんか。
　大曲　薬はまだ発展途上かと思って
います。一つはウイルスが体で増え過
ぎると細胞死がたくさん起こって、そ
のせいで免疫がかく乱されるというこ
とが問題だといわれていますので、ウ
イルスを抑える抗ウイルス薬が今試さ
れています。レムデシビルという薬は
多国籍の、いわゆる国際共同試験で症
状が改善するまでの期間を短くするこ
とは示したのですが、亡くなるリスク、
致命率を下げるというところには至っ
ていないということです。あとはデキ
サメサゾン、つまりウイルスがすごく
増えて細胞死が起こって、免疫がかく
乱された段階では強い炎症が起こるの
で、それを抑えるいわゆるステロイド、
デキサメサゾンが使われるようになり
ました。これもイギリスで行われた大
規模試験で効果がある、特に亡くなる
リスクを下げることが示されて使われ
ています。これはすごく効果があって、
意味があったと思っています。ただ、
一度悪くなってしまうと、これらの薬
でもなかなか病勢を抑えるのは苦労し
ますので、医療としてはまだまだかな
と思っています。

　中村　最後にワクチンの話ですが、
日本でもやっと始まったわけですが、
核酸のワクチン、mRNAとかDNA、あ
るいはウイルスの蛋白質を使うとか、
幾つかあるかと思います。先生も打た
れたかと思いますが。
　大曲　はい、打ちました。
　中村　１回目と２回目で違いますか。
　大曲　実は僕はまだ２回目は打てて
いないのです。ただ、自分の仲間で２
回目を打った者から話を聞くと、やは
り２回目のほうが１回目よりも強く局
所の痛みが出たり、あるいはちょっと
熱が出る頻度が高いということがある
ようです。ただ、これは先行してこの
ワクチンが米国や日本で承認されると
きに、治験が行われてデータが出てい
ますが、そのデータが語っていたこと、
そこで示されていたこととほぼ同じな
のです。つまり、ほぼ予想されていた
ことが予想どおり起こっているという
状況ですので、それはこういうものだ
ということを、皆さんに伝えるのが大
事ではないかと思います。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

 （2020年４月19日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科教授
中　島　一　敏

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の疫学

　齊藤　新型コロナウイルスの疫学に
ついてうかがいます。2021年４月で約
１年たちましたが、この１年間の対策
を振り返って、先生の評価はいかがで
しょうか。
　中島　日本はこの約１年の間に第１
波、第２波、第３波と経験して、今４
つ目の波を迎えている非常に難しいと
ころだと思います。１年を振り返りま
すと、日本はタイに続いて２人目の中
国からの輸入感染症が発見された国で
すから、世界の中でも最初に新型コロ
ナの経験をした国といえます。欧米先
進国に比べて先に対策を開始し、その
中での詳しい調査によって対策の柱の
構築がいち早く進んだのが日本の特徴
だと思います。国民、市民の協力もあ
って、欧米と比べると少ない患者数と
少ない死者で新型コロナを乗り越えて
きた事実があろうかと思います。
　齊藤　対策として日本がよかった点
はどうでしょうか。
　中島　何といっても有名になった３
密、密集・密接・密閉ですね、こうい

う状況によってウイルスが広がりやす
いことを世界でいち早く見つけ、対策
の骨格ができた点だと思います。その
ベースになるのは、もちろんマスク、
手指衛生、フィジカルディスタンスで
すが、それに加えてどういうところで
広がるのかという場面がわかった。そ
れも日本は約１年前にわかったことが
大きな成果だと思います。
　齊藤　もう少しできた点はあります
か。
　中島　１年を通した日本の課題と考
えますと、第１波、第２波、第３波と
いくに従って波が大きくなっています。
そして、第１波を抑えて、第２波を抑
えて、第３波の後ですが、あとにいけ
ばいくほど患者数が高止まりするのは
大きな課題だと思います。対策をした
後、波を十分に抑えきれていない、高
止まりした状況から次の波が起こって
います。感染者はより広いところで、
多様な年齢層で、そして多くの地域で
広がっていく、あとの波ほど対策が難
しくなっているのが現状だと思います。
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ています。
　中村　薬はまだできませんか。
　大曲　薬はまだ発展途上かと思って
います。一つはウイルスが体で増え過
ぎると細胞死がたくさん起こって、そ
のせいで免疫がかく乱されるというこ
とが問題だといわれていますので、ウ
イルスを抑える抗ウイルス薬が今試さ
れています。レムデシビルという薬は
多国籍の、いわゆる国際共同試験で症
状が改善するまでの期間を短くするこ
とは示したのですが、亡くなるリスク、
致命率を下げるというところには至っ
ていないということです。あとはデキ
サメサゾン、つまりウイルスがすごく
増えて細胞死が起こって、免疫がかく
乱された段階では強い炎症が起こるの
で、それを抑えるいわゆるステロイド、
デキサメサゾンが使われるようになり
ました。これもイギリスで行われた大
規模試験で効果がある、特に亡くなる
リスクを下げることが示されて使われ
ています。これはすごく効果があって、
意味があったと思っています。ただ、
一度悪くなってしまうと、これらの薬
でもなかなか病勢を抑えるのは苦労し
ますので、医療としてはまだまだかな
と思っています。

　中村　最後にワクチンの話ですが、
日本でもやっと始まったわけですが、
核酸のワクチン、mRNAとかDNA、あ
るいはウイルスの蛋白質を使うとか、
幾つかあるかと思います。先生も打た
れたかと思いますが。
　大曲　はい、打ちました。
　中村　１回目と２回目で違いますか。
　大曲　実は僕はまだ２回目は打てて
いないのです。ただ、自分の仲間で２
回目を打った者から話を聞くと、やは
り２回目のほうが１回目よりも強く局
所の痛みが出たり、あるいはちょっと
熱が出る頻度が高いということがある
ようです。ただ、これは先行してこの
ワクチンが米国や日本で承認されると
きに、治験が行われてデータが出てい
ますが、そのデータが語っていたこと、
そこで示されていたこととほぼ同じな
のです。つまり、ほぼ予想されていた
ことが予想どおり起こっているという
状況ですので、それはこういうものだ
ということを、皆さんに伝えるのが大
事ではないかと思います。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

 （2020年４月19日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科教授
中　島　一　敏

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の疫学

　齊藤　新型コロナウイルスの疫学に
ついてうかがいます。2021年４月で約
１年たちましたが、この１年間の対策
を振り返って、先生の評価はいかがで
しょうか。
　中島　日本はこの約１年の間に第１
波、第２波、第３波と経験して、今４
つ目の波を迎えている非常に難しいと
ころだと思います。１年を振り返りま
すと、日本はタイに続いて２人目の中
国からの輸入感染症が発見された国で
すから、世界の中でも最初に新型コロ
ナの経験をした国といえます。欧米先
進国に比べて先に対策を開始し、その
中での詳しい調査によって対策の柱の
構築がいち早く進んだのが日本の特徴
だと思います。国民、市民の協力もあ
って、欧米と比べると少ない患者数と
少ない死者で新型コロナを乗り越えて
きた事実があろうかと思います。
　齊藤　対策として日本がよかった点
はどうでしょうか。
　中島　何といっても有名になった３
密、密集・密接・密閉ですね、こうい

う状況によってウイルスが広がりやす
いことを世界でいち早く見つけ、対策
の骨格ができた点だと思います。その
ベースになるのは、もちろんマスク、
手指衛生、フィジカルディスタンスで
すが、それに加えてどういうところで
広がるのかという場面がわかった。そ
れも日本は約１年前にわかったことが
大きな成果だと思います。
　齊藤　もう少しできた点はあります
か。
　中島　１年を通した日本の課題と考
えますと、第１波、第２波、第３波と
いくに従って波が大きくなっています。
そして、第１波を抑えて、第２波を抑
えて、第３波の後ですが、あとにいけ
ばいくほど患者数が高止まりするのは
大きな課題だと思います。対策をした
後、波を十分に抑えきれていない、高
止まりした状況から次の波が起こって
います。感染者はより広いところで、
多様な年齢層で、そして多くの地域で
広がっていく、あとの波ほど対策が難
しくなっているのが現状だと思います。
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　齊藤　最近のニュースですと、ある
程度供給の見通しが立ったということ
でしょうか。
　中島　河野ワクチン接種推進担当大
臣も発言されているように、2021年５
月以降、週に1,000万ドースぐらい入っ
てくる算段がついたと聞いています。
このペースで入ってくれば、週に1,000
万ドースですから、単純に日にちで割
っても１日100万人以上の接種を行う
ことが可能になるだけの量が出てくる。
逆の言い方をすれば、それだけ接種が
進まないとストックがどんどんたまっ
ていくわけですから、速やかな接種を
いかに進めるかという段階に入ると思
います。これまでワクチン接種は輸入
量が少ないことがボトルネックでした
が、今後は実際、現場での接種がいか
に進んでいくかを推進する時期になる
と思います。
　齊藤　一部でワクチンは打ちたくな
いという人がいると聞いていますが、
その辺に対してはどうお考えになりま
すか。
　中島　大きなワクチンヘジタントが
あるとは聞いていませんが、一方でこ
のワクチンの有効性、安全性を含めて
十分にお伝えできているのかというと、
そういう状況でもなく、まだ現場には
いろいろ不安があると思います。断片
的に聞く情報では、医療関係者の中に
も、しばらくワクチン接種は様子を見
ておこうという人がいるとも聞いてい

ます。ですので、このワクチンの副反
応とか効果も含めてきちんとお伝えし
ていくコミュニケーションがとても大
事だと思います。
　齊藤　ワクチン接種が進んでいると
いわれているイスラエルでは、その効
果が見えているのでしょうか。
　中島　１回接種を優先して進め、人
口の半分以上の１回接種が終わるに従
いパラレルに患者数も減っていると聞
いています。そのようにワクチン接種
を進めていくことが、この感染対策に
すごく重要な働きをすると思います。
　齊藤　ワクチンが広く行き渡るまで、
どういったシナリオが考えられるので
しょうか。
　中島　ワクチンの輸入のスピードが
上がるとはいっても、現場で接種して
いくには一定の期間がかかると思いま
す。医療関係者と高齢者の接種が終わ
る頃には、医療機関や高齢者施設の集
団発生も、おそらく減ってくるのだろ
うと思います。併せて重症者や死者の
数も減ってくるとなると、この病気の
見え方が少し変わってくるかもしれま
せん。
　一方で今問題になっている変異ウイ
ルスの問題や、65歳以下の方に対する
Long COVID、後遺症の問題、あと少
なからず関西では重症者が出ていると
聞こえてきています。その後もなかな
かこの新型コロナは油断ならないとい
うことが続くのかと思います。そう考

　齊藤　台湾、ニュージーランドなど
ではかなりうまくいっていると聞いて
いますが、日本との違いはどういった
点にあったのでしょうか。
　中島　まずは明確な目標設定が違っ
ていたと思います。よく例として挙げ
られるオーストラリア、ニュージーラ
ンド、台湾は徹底した感染者ゼロを目
指していった。それが達成できた背景
には、３つとも島であったことと、人
口規模、大都市の人口密度が日本より
ずっと小さかったことがあると思いま
す。地理的もしくは都市構造も日本よ
りはよりコントロールがしやすい環境
にあったと思いますが、何といっても
ゼロにするという目標を掲げて徹底的
な対策が波を抑えるまでできることが
大きく違うと思います。
　齊藤　同じ島国でも日本とは事情が
違ったということですね。その中でス
ウェーデンは比較的自由にやらせると
聞いていますが、何か評価はあります
か。
　中島　スウェーデンの話を考えると
きに、同時に英国のことも考える必要
があるかと思います。最初英国は若者
を中心にある程度感染を許して、それ
によって集団免疫を成立させて高齢者
を守ることを一時戦略として取ったの
です。ところが、英国の状況にあって
はこの流行をコントロールできるもの
ではない。結果的に被害が大きくなり、
すぐに対策を切り替えました。スウェ

ーデンと日本と英国を考える場合、感
染症は大都市、それも人口密度が高い
ところでは非常に感染が起こりやすく
広がりやすい。一方、日本国内でも地
方は違う感染リスクがあります。この
ように、人口規模や人口構成、それと
都市の人口密度などを考えないと、同
じような戦略は取れないのです。スウ
ェーデンも結果的には高齢者の感染が
起こったときの重症度のインパクトは
高いことが示されていますから、やは
りほかの国と同じような戦略を全く同
じようにできるものではないと考えま
す。
　齊藤　これからワクチンを打ってい
くことになっていますが、ワクチンに
ついて先生はどう評価されていますか。
　中島　今わかっている状況では、
mRNAワクチン、特にファイザー、モ
デルナのワクチンは非常に素晴らしい
というのが正直な感想です。呼吸器感
染症で生ワクチンではないワクチンが
これだけの高い感染予防効果を示して
いる。安全性も高い。確かにアナフィ
ラキシーの報告はありますが、十分対
応が可能であるという意味においては、
非常に有効性が高いワクチンが出てい
て、それが使えるようになっているの
は大きな成果だと思います。これを使
うことによって重症者、感染者を減ら
していくことは、この病気のリスク評
価が随分変わってくることにつながる
と思います。

ドクターサロン66巻２月号（1 . 2022） （111）  4746 （110） ドクターサロン66巻２月号（1 . 2022）

2202_HONBUN.indd   47 2022/01/12   9:34



　齊藤　最近のニュースですと、ある
程度供給の見通しが立ったということ
でしょうか。
　中島　河野ワクチン接種推進担当大
臣も発言されているように、2021年５
月以降、週に1,000万ドースぐらい入っ
てくる算段がついたと聞いています。
このペースで入ってくれば、週に1,000
万ドースですから、単純に日にちで割
っても１日100万人以上の接種を行う
ことが可能になるだけの量が出てくる。
逆の言い方をすれば、それだけ接種が
進まないとストックがどんどんたまっ
ていくわけですから、速やかな接種を
いかに進めるかという段階に入ると思
います。これまでワクチン接種は輸入
量が少ないことがボトルネックでした
が、今後は実際、現場での接種がいか
に進んでいくかを推進する時期になる
と思います。
　齊藤　一部でワクチンは打ちたくな
いという人がいると聞いていますが、
その辺に対してはどうお考えになりま
すか。
　中島　大きなワクチンヘジタントが
あるとは聞いていませんが、一方でこ
のワクチンの有効性、安全性を含めて
十分にお伝えできているのかというと、
そういう状況でもなく、まだ現場には
いろいろ不安があると思います。断片
的に聞く情報では、医療関係者の中に
も、しばらくワクチン接種は様子を見
ておこうという人がいるとも聞いてい

ます。ですので、このワクチンの副反
応とか効果も含めてきちんとお伝えし
ていくコミュニケーションがとても大
事だと思います。
　齊藤　ワクチン接種が進んでいると
いわれているイスラエルでは、その効
果が見えているのでしょうか。
　中島　１回接種を優先して進め、人
口の半分以上の１回接種が終わるに従
いパラレルに患者数も減っていると聞
いています。そのようにワクチン接種
を進めていくことが、この感染対策に
すごく重要な働きをすると思います。
　齊藤　ワクチンが広く行き渡るまで、
どういったシナリオが考えられるので
しょうか。
　中島　ワクチンの輸入のスピードが
上がるとはいっても、現場で接種して
いくには一定の期間がかかると思いま
す。医療関係者と高齢者の接種が終わ
る頃には、医療機関や高齢者施設の集
団発生も、おそらく減ってくるのだろ
うと思います。併せて重症者や死者の
数も減ってくるとなると、この病気の
見え方が少し変わってくるかもしれま
せん。
　一方で今問題になっている変異ウイ
ルスの問題や、65歳以下の方に対する
Long COVID、後遺症の問題、あと少
なからず関西では重症者が出ていると
聞こえてきています。その後もなかな
かこの新型コロナは油断ならないとい
うことが続くのかと思います。そう考

　齊藤　台湾、ニュージーランドなど
ではかなりうまくいっていると聞いて
いますが、日本との違いはどういった
点にあったのでしょうか。
　中島　まずは明確な目標設定が違っ
ていたと思います。よく例として挙げ
られるオーストラリア、ニュージーラ
ンド、台湾は徹底した感染者ゼロを目
指していった。それが達成できた背景
には、３つとも島であったことと、人
口規模、大都市の人口密度が日本より
ずっと小さかったことがあると思いま
す。地理的もしくは都市構造も日本よ
りはよりコントロールがしやすい環境
にあったと思いますが、何といっても
ゼロにするという目標を掲げて徹底的
な対策が波を抑えるまでできることが
大きく違うと思います。
　齊藤　同じ島国でも日本とは事情が
違ったということですね。その中でス
ウェーデンは比較的自由にやらせると
聞いていますが、何か評価はあります
か。
　中島　スウェーデンの話を考えると
きに、同時に英国のことも考える必要
があるかと思います。最初英国は若者
を中心にある程度感染を許して、それ
によって集団免疫を成立させて高齢者
を守ることを一時戦略として取ったの
です。ところが、英国の状況にあって
はこの流行をコントロールできるもの
ではない。結果的に被害が大きくなり、
すぐに対策を切り替えました。スウェ

ーデンと日本と英国を考える場合、感
染症は大都市、それも人口密度が高い
ところでは非常に感染が起こりやすく
広がりやすい。一方、日本国内でも地
方は違う感染リスクがあります。この
ように、人口規模や人口構成、それと
都市の人口密度などを考えないと、同
じような戦略は取れないのです。スウ
ェーデンも結果的には高齢者の感染が
起こったときの重症度のインパクトは
高いことが示されていますから、やは
りほかの国と同じような戦略を全く同
じようにできるものではないと考えま
す。
　齊藤　これからワクチンを打ってい
くことになっていますが、ワクチンに
ついて先生はどう評価されていますか。
　中島　今わかっている状況では、
mRNAワクチン、特にファイザー、モ
デルナのワクチンは非常に素晴らしい
というのが正直な感想です。呼吸器感
染症で生ワクチンではないワクチンが
これだけの高い感染予防効果を示して
いる。安全性も高い。確かにアナフィ
ラキシーの報告はありますが、十分対
応が可能であるという意味においては、
非常に有効性が高いワクチンが出てい
て、それが使えるようになっているの
は大きな成果だと思います。これを使
うことによって重症者、感染者を減ら
していくことは、この病気のリスク評
価が随分変わってくることにつながる
と思います。
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えると、一つの節目は医療関係者と高
齢者のワクチン接種が終わる頃、その
後は国民に広くワクチンが行き渡るこ
とを考えると、一定期間、少なくとも
今年はワクチン接種を進めながら新型
コロナの蔓延防止を一緒に図っていく

ことを同時並行で進める必要があると
思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

 （2020年４月26日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター医長
忽　那　賢　志

（聞き手　大西　真）

COVID-19の臨床像

　大西　忽那先生、新型コロナウイル
スの臨床像についてうかがいます。
　まず、この新型コロナウイルスは発
症前後に感染のピークがあるところが
厄介な特徴だと聞いているのですが、
そのあたりの感染力のことから教えて
いただけますか。
　忽那　先生がおっしゃるとおり、こ
の新型コロナウイルス感染症は発症す
る前後が一番感染性が強いといわれて
います。つまり、症状がない方も会話
とか大声を出したり、あるいは歌った
りするときに発生する飛沫によって周
囲に感染を広げていることがわかって
います。ですので、症状がない人も含
めてマスクをつけましょうというのは、
そういう感染性の特徴によるところが
大きいということになります。
　大西　特に当初は口の中に多いので
すよね。
　忽那　そうですね。唾液の中にもウ
イルスはいるといわれています。
　大西　いよいよ発症して発熱外来等
に患者さんがいらっしゃいますが、そ

の症状は、いわゆる感冒様症状とか、
インフルエンザに似た症状とかいろい
ろあって、最初の症状だけではあまり
区別がつかないような場合もあろうか
と思います。何かそのあたりでご意見
はありますか。
　忽那　おっしゃるとおりで、風邪や、
あるいはインフルエンザと非常に症状
がよく似ているといわれています。例
えば、咳、息切れ、呼吸苦、発熱や寒
け、あるいは筋肉痛、関節痛、頭痛、
そして時に消化器症状として吐き気と
か下痢が見られることがあります。こ
れらはインフルエンザと共通している
症状ですので、症状だけではなかなか
区別が難しいのですが、時に嗅覚異常、
においがわからないとか、あるいは味
覚異常、味がわからなくなると訴えら
れる方がいます。これはインフルエン
ザでは見られることが比較的少ない、
新型コロナウイルス感染症に特徴的な
症状と言えるかと思います。
　大西　多くの方は１週間ぐらいでけ
っこうよくなっているような感じがす
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えると、一つの節目は医療関係者と高
齢者のワクチン接種が終わる頃、その
後は国民に広くワクチンが行き渡るこ
とを考えると、一定期間、少なくとも
今年はワクチン接種を進めながら新型
コロナの蔓延防止を一緒に図っていく

ことを同時並行で進める必要があると
思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

 （2020年４月26日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター医長
忽　那　賢　志

（聞き手　大西　真）

COVID-19の臨床像

　大西　忽那先生、新型コロナウイル
スの臨床像についてうかがいます。
　まず、この新型コロナウイルスは発
症前後に感染のピークがあるところが
厄介な特徴だと聞いているのですが、
そのあたりの感染力のことから教えて
いただけますか。
　忽那　先生がおっしゃるとおり、こ
の新型コロナウイルス感染症は発症す
る前後が一番感染性が強いといわれて
います。つまり、症状がない方も会話
とか大声を出したり、あるいは歌った
りするときに発生する飛沫によって周
囲に感染を広げていることがわかって
います。ですので、症状がない人も含
めてマスクをつけましょうというのは、
そういう感染性の特徴によるところが
大きいということになります。
　大西　特に当初は口の中に多いので
すよね。
　忽那　そうですね。唾液の中にもウ
イルスはいるといわれています。
　大西　いよいよ発症して発熱外来等
に患者さんがいらっしゃいますが、そ

の症状は、いわゆる感冒様症状とか、
インフルエンザに似た症状とかいろい
ろあって、最初の症状だけではあまり
区別がつかないような場合もあろうか
と思います。何かそのあたりでご意見
はありますか。
　忽那　おっしゃるとおりで、風邪や、
あるいはインフルエンザと非常に症状
がよく似ているといわれています。例
えば、咳、息切れ、呼吸苦、発熱や寒
け、あるいは筋肉痛、関節痛、頭痛、
そして時に消化器症状として吐き気と
か下痢が見られることがあります。こ
れらはインフルエンザと共通している
症状ですので、症状だけではなかなか
区別が難しいのですが、時に嗅覚異常、
においがわからないとか、あるいは味
覚異常、味がわからなくなると訴えら
れる方がいます。これはインフルエン
ザでは見られることが比較的少ない、
新型コロナウイルス感染症に特徴的な
症状と言えるかと思います。
　大西　多くの方は１週間ぐらいでけ
っこうよくなっているような感じがす
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し出ましたが、年齢とかいろいろな持
病、その辺がリスクになると聞いてい
ます。特にどういったリスクが大きい
とお考えでしょうか。
　忽那　まず重症化のリスクとして最
初に挙げられるのは年齢です。特に60
代以降、60代、70代、80代と、年齢が
高くなるにつれて重症化リスクが高く
なるといわれています。それ以外にも、
性別でいいますと男性のほうが女性よ
りも致死率が高いのですが、なぜかと
いうことに関して、まだはっきりとわ
かっていませんが、性ホルモンなどが
関連しているのではないかといわれて
います。
　それ以外には、基礎疾患として慢性
閉塞性肺疾患（COPD）や、慢性腎臓
病、２型糖尿病、高血圧、心血管疾患、
あるいは肥満、喫煙、固形臓器移植後
の免疫不全、これらの基礎疾患や習慣
がある方は、そうでない方と比べると
重症化リスクが高いといわれています。
あとは妊婦さん、特に後期の妊娠期の
方は、例えば人工呼吸器を使う頻度が
増える、あるいは死亡リスクが高くな
るといわれています。
　大西　小児の場合はいかがでしょう
か。
　忽那　小児は基本的には成人と比べ
て重症化リスクが低いといわれていま
す。特に10代未満の小児に関しては、
成人と比べると、重症化する頻度は低
いといわれています。ただ、小児の場

合は一時期、川崎病のような、発熱や
発疹、あるいは心原性ショックのよう
な重症化の病態になることがあるとい
われていて、これは国内でも事例が報
告されています。小児の場合は基本的
に重症化することはまれですが、新型
コロナウイルス感染症の急性期が過ぎ
た後にそうした重症の病態に発展する
ことがあるので、慎重な経過観察が必
要になると思います。
　大西　いろいろデータの取り方によ
っても違うのかもしれませんが、現時
点で致死率はどのようになっているの
でしょうか。
　忽那　現在、日本国内での致死率は
およそ２％、1.9～２％ほどになってい
ます。世界の致死率もだいたい2.1％、
2.2％ぐらいですので、おおむね世界と
比べて日本もほぼ同じぐらい、あるい
は少し低いぐらいの致死率になってい
ます。
　大西　死亡者数で見ると、世界より
日本はかなり少ないような印象がある
のですが、いかがでしょうか。
　忽那　これは私の考えですが、基本
的には感染者が世界、例えば欧米と比
べて低く抑えられていることで、全体
としての死者数が低く抑えられている
と思います。致死率自体はそれほど世
界と大きく変わりはありません。感染
が抑えられているために死者数も低く
抑えられているということだと思いま
す。

るのですが、一部の方は悪くなる。そ
の場合、ぐずぐずしているうちに急に
悪くなるようなイメージがあるのです
が、重症化するきっかけの症状はどう
いう点に注目したらよいでしょうか。
　忽那　おおむね発症から１週間ぐら
いは風邪のような、インフルエンザの
ような症状がだらだらと続きます。こ
の時期は、発症後数日ぐらい、体の中
でウイルスが増殖していくのですが、
そこからだんだんとウイルスは減って
いきます。このウイルスが減っていく
のとあわせて、８割ぐらいの人はその
ままよくなっていくといわれています
が、だいたい２割弱ぐらいの人で発症
後１週間、７日目ぐらいを前後に呼吸
苦、いわゆる肺炎の症状が強くなって
症状が悪化、増悪してくる人がいると
いわれています。そこから10日目ぐら
いにかけてさらに重症化していく。場
合によっては人工呼吸器まで必要にな
る方がいるということで、この発症 
７～10日目ぐらいが特に注意を要する
期間になります。
　大西　そうしますと、１週間ぐらい
ぐずぐず症状が続いている人は要注意
ということになるのですね。
　忽那　そうですね。特に重症化のリ
スクが高い方、高齢者や基礎疾患のあ
る方はこの発症から７日目以降は特に
注意が必要かと思います。
　大西　いよいよ重症化した場合はど
ういったことが起きてくるのでしょう

か。
　忽那　重症化してくる場合には、ま
ず酸素飽和度が低下してきます。です
ので、酸素投与が必要になってくるの
ですが、通常の酸素投与でも体の中の
酸素が十分足りないということになれ
ば、例えばネーザルハイフローである
とか、NPPV、非侵襲性の陽圧換気、
それでも難しければ人工呼吸器管理が
必要になります。NPPVに関しては陰
圧室であれば比較的安全に行えるとい
われていますが、陰圧室ではない通常
の個室の場合には感染対策上もまだ十
分に安全が確立されているわけではあ
りませんので、避けたほうがいいとい
う意見もあります。
　大西　重症化してきた場合、血栓が
できたり、脳卒中のような症状が起き
ると聞いているのですが、そういうこ
とも起きてくるのでしょうか。
　忽那　新型コロナウイルス感染症の
病態の一つに凝固異常というものがあ
ります。重症化する患者さんの中でも
血栓、例えば脳梗塞であるとか深部静
脈血栓症などが見られることもありま
すし、軽症の方でもまれにこうした症
状が見られることがあります。ですの
で、治療で抗凝固薬、例えばヘパリン
などを使うことによって予後を改善す
ることができるのではないかという知
見がこの数カ月ぐらいで集まりつつあ
ります。
　大西　先ほど重症化リスクの話が少
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し出ましたが、年齢とかいろいろな持
病、その辺がリスクになると聞いてい
ます。特にどういったリスクが大きい
とお考えでしょうか。
　忽那　まず重症化のリスクとして最
初に挙げられるのは年齢です。特に60
代以降、60代、70代、80代と、年齢が
高くなるにつれて重症化リスクが高く
なるといわれています。それ以外にも、
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りも致死率が高いのですが、なぜかと
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あとは妊婦さん、特に後期の妊娠期の
方は、例えば人工呼吸器を使う頻度が
増える、あるいは死亡リスクが高くな
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す。

るのですが、一部の方は悪くなる。そ
の場合、ぐずぐずしているうちに急に
悪くなるようなイメージがあるのです
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スクが高い方、高齢者や基礎疾患のあ
る方はこの発症から７日目以降は特に
注意が必要かと思います。
　大西　いよいよ重症化した場合はど
ういったことが起きてくるのでしょう

か。
　忽那　重症化してくる場合には、ま
ず酸素飽和度が低下してきます。です
ので、酸素投与が必要になってくるの
ですが、通常の酸素投与でも体の中の
酸素が十分足りないということになれ
ば、例えばネーザルハイフローである
とか、NPPV、非侵襲性の陽圧換気、
それでも難しければ人工呼吸器管理が
必要になります。NPPVに関しては陰
圧室であれば比較的安全に行えるとい
われていますが、陰圧室ではない通常
の個室の場合には感染対策上もまだ十
分に安全が確立されているわけではあ
りませんので、避けたほうがいいとい
う意見もあります。
　大西　重症化してきた場合、血栓が
できたり、脳卒中のような症状が起き
ると聞いているのですが、そういうこ
とも起きてくるのでしょうか。
　忽那　新型コロナウイルス感染症の
病態の一つに凝固異常というものがあ
ります。重症化する患者さんの中でも
血栓、例えば脳梗塞であるとか深部静
脈血栓症などが見られることもありま
すし、軽症の方でもまれにこうした症
状が見られることがあります。ですの
で、治療で抗凝固薬、例えばヘパリン
などを使うことによって予後を改善す
ることができるのではないかという知
見がこの数カ月ぐらいで集まりつつあ
ります。
　大西　先ほど重症化リスクの話が少
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　大西　あと、先生方が後遺症の報告
をされました。後遺症というのはかな
り出るものなのでしょうか。
　忽那　基本的には重症であった人の
ほうが後遺症は見られやすい傾向には
あるようですが、軽症の方も含めて、
発症してから急性期が過ぎた後も何ら
かの症状が続く、いわゆる後遺症と呼
ばれるような病態が見られることがあ
るといわれています。私たちの調査で
は、国立国際医療研究センターで新型
コロナウイルス感染症と診断されて、
その後、退院された方にアンケート調
査を行ったところ、発症した後、２カ
月たっても２割ぐらいの人が何らかの
症状を持っている。さらに、４カ月た
った後も１割ぐらいの人が何らかの症
状があった。さらに、急性期にはあま
り症状がはっきりしなかった脱毛とい
う症状が、発症してだいたい２カ月ぐ
らいから顕在化し、それが４カ月ぐら
いまで続くことがわかりました。急性

期を過ぎた後も後遺症に悩まされる
方々が多くいるという、公衆衛生的に
も非常に大きな問題ではないかと思い
ます。
　大西　最近、変異ウイルスが問題に
なっていますが、何か臨床像に違いが
あるのでしょうか。
　忽那　変異ウイルスに感染した方が
従来のウイルスと臨床像が違うかにつ
いては、まだ十分わかっていないとこ
ろがありますが、変異ウイルスのほう
が、例えばイギリスから見つかったい
わゆるイギリス変異ウイルス株に感染
した方はウイルス量が多くなり重症化
しやすいのではないかと思っています。
60％ぐらい重症化しやすいのではない
かといわれています。そういう意味で、
症状自体は変わらなくても重症度が変
わる可能性が指摘されています。
　大西　ありがとうございました。

 （2020年５月３日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

亀田総合病院臨床検査部部長
大　塚　喜　人

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の微生物学的検査

　齊藤　COVID-19の微生物学的検査
ということですが、抗原検査と抗体検
査とPCR法とあるのですね。発熱患者
にどう対応をしていくかから、お話し
いただけますか。
　大塚　検査について我々はこれまで、
常に精度、感度、特異度を中心に考え
てきたのですが、現状、開業医で検査
ができなければ意味がないということ
になります。そうすると簡便性や入手
しやすさ、検体の採取のしやすさなど
も考えると、開業医向けには抗原検査
の中でも、いわゆる定性検査と呼ばれ
ているイムノクロマトグラフィ法を使
うのがいいと考えています。
　齊藤　具体的にはどういう手順にな
るのでしょうか。
　大塚　鼻咽頭ぬぐい液を採取するも
のと、一部は唾液を使うものもありま
すが、唾液を使った場合にはPBSで希
釈をして遠心処理をする手間が増えた
り、幾つかキットによって異なるので、
自身の適切なやりやすい方法を選択す
ればいいと思います。通常その先は、

いわゆるインフルエンザの検査と同じ
ようにイムノクロマトグラフィ法でや
りますので、極めて簡便な方法である
と思います。
　齊藤　我々はインフルエンザの検査
で慣れていますが、それと同じような
流れになりますか。
　大塚　そうですね。インフルエンザ
の場合には採取する側がマスクと手袋、
ゴーグルをする程度で大丈夫だと思う
のですが、今回のSARS-CoV-２に関
してはかなりフルPPEで対応しなけれ
ばならないことを考えると、開業医か
らすると少し負担が大きいかもしれま
せん。ただ、患者さんがたくさん来る
ところだと、専任の看護師や医師がこ
ういったPPEを常に準備して採取して
いるところもありますので、地域の感
染状況に応じて対応されるとよいと思
っています。
　齊藤　患者さんが自分で鼻腔をぬぐ
う方法はどうなのでしょうか。
　大塚　検査前確率の高い人、要する
にかなり疑わしい人であれば自身で綿
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　大西　あと、先生方が後遺症の報告
をされました。後遺症というのはかな
り出るものなのでしょうか。
　忽那　基本的には重症であった人の
ほうが後遺症は見られやすい傾向には
あるようですが、軽症の方も含めて、
発症してから急性期が過ぎた後も何ら
かの症状が続く、いわゆる後遺症と呼
ばれるような病態が見られることがあ
るといわれています。私たちの調査で
は、国立国際医療研究センターで新型
コロナウイルス感染症と診断されて、
その後、退院された方にアンケート調
査を行ったところ、発症した後、２カ
月たっても２割ぐらいの人が何らかの
症状を持っている。さらに、４カ月た
った後も１割ぐらいの人が何らかの症
状があった。さらに、急性期にはあま
り症状がはっきりしなかった脱毛とい
う症状が、発症してだいたい２カ月ぐ
らいから顕在化し、それが４カ月ぐら
いまで続くことがわかりました。急性

期を過ぎた後も後遺症に悩まされる
方々が多くいるという、公衆衛生的に
も非常に大きな問題ではないかと思い
ます。
　大西　最近、変異ウイルスが問題に
なっていますが、何か臨床像に違いが
あるのでしょうか。
　忽那　変異ウイルスに感染した方が
従来のウイルスと臨床像が違うかにつ
いては、まだ十分わかっていないとこ
ろがありますが、変異ウイルスのほう
が、例えばイギリスから見つかったい
わゆるイギリス変異ウイルス株に感染
した方はウイルス量が多くなり重症化
しやすいのではないかと思っています。
60％ぐらい重症化しやすいのではない
かといわれています。そういう意味で、
症状自体は変わらなくても重症度が変
わる可能性が指摘されています。
　大西　ありがとうございました。

 （2020年５月３日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

亀田総合病院臨床検査部部長
大　塚　喜　人

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の微生物学的検査

　齊藤　COVID-19の微生物学的検査
ということですが、抗原検査と抗体検
査とPCR法とあるのですね。発熱患者
にどう対応をしていくかから、お話し
いただけますか。
　大塚　検査について我々はこれまで、
常に精度、感度、特異度を中心に考え
てきたのですが、現状、開業医で検査
ができなければ意味がないということ
になります。そうすると簡便性や入手
しやすさ、検体の採取のしやすさなど
も考えると、開業医向けには抗原検査
の中でも、いわゆる定性検査と呼ばれ
ているイムノクロマトグラフィ法を使
うのがいいと考えています。
　齊藤　具体的にはどういう手順にな
るのでしょうか。
　大塚　鼻咽頭ぬぐい液を採取するも
のと、一部は唾液を使うものもありま
すが、唾液を使った場合にはPBSで希
釈をして遠心処理をする手間が増えた
り、幾つかキットによって異なるので、
自身の適切なやりやすい方法を選択す
ればいいと思います。通常その先は、

いわゆるインフルエンザの検査と同じ
ようにイムノクロマトグラフィ法でや
りますので、極めて簡便な方法である
と思います。
　齊藤　我々はインフルエンザの検査
で慣れていますが、それと同じような
流れになりますか。
　大塚　そうですね。インフルエンザ
の場合には採取する側がマスクと手袋、
ゴーグルをする程度で大丈夫だと思う
のですが、今回のSARS-CoV-２に関
してはかなりフルPPEで対応しなけれ
ばならないことを考えると、開業医か
らすると少し負担が大きいかもしれま
せん。ただ、患者さんがたくさん来る
ところだと、専任の看護師や医師がこ
ういったPPEを常に準備して採取して
いるところもありますので、地域の感
染状況に応じて対応されるとよいと思
っています。
　齊藤　患者さんが自分で鼻腔をぬぐ
う方法はどうなのでしょうか。
　大塚　検査前確率の高い人、要する
にかなり疑わしい人であれば自身で綿
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確率が低ければなるべく感度の高い方
法を選択されることを望んでいます。
　齊藤　具体的に、これは唾液と鼻咽
頭ぬぐい液と鼻腔液ですか。
　大塚　そうですね。基本的に鼻咽頭
ぬぐい液が一番感度が高いと思うので
すが、唾液だとそこから５～10％ぐら
い感度が落ちる。鼻腔液だとさらに 
５～10％ぐらい感度が落ちることを承
知したうえで、検査を実施するのがよ
いかと思います。
　齊藤　具体的な検査の流れや時間は
どのぐらいなものでしょうか。
　大塚　最近では簡易法というものも
ありまして、早いものだと30分から１
時間ぐらいで出てくるものもあります
し、従来のリアルタイムRT-PCR法で
もかなり抽出操作が簡便になって、自
動化されてきたことを考えると、大量
処理をしたとしても２時間から２時間
半ぐらいあれば出てくるものもあるの
です。それを考えると、リアルタイム
RT-PCR法だと１日に最大400件ぐら
い、簡便法だと20～30件が容易にでき
るような状況です。開業医だと、簡便
なPCR法がありますので、そういった
ものを選ばれるのがいいかと思ってい
ます。
　齊藤　一時日本では検査処理能力が
外国に比べて非常に劣っているといわ
れていましたが、かなり改善している
ということでしょうか。
　大塚　現状では大きく改善している

と思います。従来、病院の中で遺伝子
検査をやるという習慣がなかったので
す。これは保険診療の問題だと思うの
です。核酸検出検査、いわゆる遺伝子
検査というのは検査センターや大学の
研究室がやるものみたいなところがあ
ったのですが、今回の新型コロナで各
病院にいろいろな核酸検出検査の機械
が入りましたので、これから先はその
ようなことはないと思っています。
　齊藤　ワクチン注射が始まって、 
１～２カ月で抗体ができるということ
ですが、抗体検査はどういった位置づ
けになりますか。
　大塚　2020年２月、３月頃に最初に
抗体検査が出てきたのです。そのとき
イムノクロマトグラフィ法が世界各国
の100社ぐらいから出てきました。た
だ、その中で使えるものはほとんどな
く、実際には抗体が通常だとIgMが最
初に、あとからIgGが上がって、IgMが
消失していくような流れがあると思う
のですが、COVID-19に関してはIgM
とIgGがかなりたってほぼ同時ぐらい
に上がってくるという、ちょっと特殊
な例があったのです。そこで早期の診
断には役に立たない、あくまでも疫学
的な部分だろうということになりまし
た。
　現在では抗体検査に関してはIgGと
IgM、その中でもS抗原に対する抗体、
またN抗原に対する抗体が測定できる
ようになってきています。すべてでは

棒を鼻の中に入れて鼻腔をぬぐう方法
で、少し湿った状態で出てくれば有効
かと思っています。
　齊藤　15分ぐらいでわかるのですか。
　大塚　キットによって多少異なりま
すが、早ければ15分で結果が得られま
す。
　齊藤　これがまず抗原の定性検査と
いうことですね。抗原検査には定量検
査もあるといわれていますね。
　大塚　定量検査は化学発光酵素免疫
測定法というものになりますが、今３
社から試薬が出ています。その中の１
社だけ唾液でもできますが、それ以外
は基本的には鼻咽頭ぬぐい液を用いる
ことになります。これもインフルエン
ザの検査と同じように、抽出液に入れ
たら、あとは機械にセットして化学発
光酵素免疫測定法で測定します。
　そうすると、20分ぐらいで結果が得
られるのですが、定量といっても数値
化されているだけで、本当にウイルス
の量を反映しているかというと、もと
もと材料そのものが定量性のないもの
ですから、例えば血液の中にある物質
がどのぐらいあるかは定量することが
できるものの、鼻咽頭ぬぐい液や唾液
１mL当たりの中にウイルス量がどの
くらいあるかは定量性としては不十分
です。ですから、私は定量という呼び
方は実は正直反対で、高感度法や精密
測定法というかたちであればいいと思
っています。実際これはイムノクロマ

トグラフィ法に比べると100～1,000倍
ぐらいの感度のよさがあるので、PCR
法に匹敵すると言っても過言ではない
ほどの高感度な方法だと思います。
　齊藤　空港の水際対策でもこれが用
いられているのですね。
　大塚　そうですね。空港ではこの中
で唾液を用いることができる試薬を使
って行っているとうかがっています。
　齊藤　時間はどのぐらいですか。
　大塚　基本的には20分ぐらいですが、
唾液を使うと前処理が必要になってく
るので、30～40分は見ないといけない
と思います。
　齊藤　それからPCR法がありますが、
これはどういうことでしょうか。
　大塚　PCR法というのは古典的な言
い方で、最近は核酸増幅法とか核酸検
出検査という言い方をします。これは
従来のPCR法から発展したリアルタイ
ムRT-PCR法という方法が主体となる
のですが、現状ではそれ以外にもLAMP
法やTMA法、TRC法など、いろいろ
な方法があります。その中でベストな
方法はリアルタイムRT-PCR法だと私
たちは考えていますが、現状で日本の
検査の数を増やすことを考えると、各
社のいろいろな方法を用いて、最低限
この検出感度があればいいというもの
をクリアしていれば、どのような方法
を使ってもいいと思っています。あく
までもこれは疑わしい患者さんを検査
する場合であって、基本的には検査前
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確率が低ければなるべく感度の高い方
法を選択されることを望んでいます。
　齊藤　具体的に、これは唾液と鼻咽
頭ぬぐい液と鼻腔液ですか。
　大塚　そうですね。基本的に鼻咽頭
ぬぐい液が一番感度が高いと思うので
すが、唾液だとそこから５～10％ぐら
い感度が落ちる。鼻腔液だとさらに 
５～10％ぐらい感度が落ちることを承
知したうえで、検査を実施するのがよ
いかと思います。
　齊藤　具体的な検査の流れや時間は
どのぐらいなものでしょうか。
　大塚　最近では簡易法というものも
ありまして、早いものだと30分から１
時間ぐらいで出てくるものもあります
し、従来のリアルタイムRT-PCR法で
もかなり抽出操作が簡便になって、自
動化されてきたことを考えると、大量
処理をしたとしても２時間から２時間
半ぐらいあれば出てくるものもあるの
です。それを考えると、リアルタイム
RT-PCR法だと１日に最大400件ぐら
い、簡便法だと20～30件が容易にでき
るような状況です。開業医だと、簡便
なPCR法がありますので、そういった
ものを選ばれるのがいいかと思ってい
ます。
　齊藤　一時日本では検査処理能力が
外国に比べて非常に劣っているといわ
れていましたが、かなり改善している
ということでしょうか。
　大塚　現状では大きく改善している

と思います。従来、病院の中で遺伝子
検査をやるという習慣がなかったので
す。これは保険診療の問題だと思うの
です。核酸検出検査、いわゆる遺伝子
検査というのは検査センターや大学の
研究室がやるものみたいなところがあ
ったのですが、今回の新型コロナで各
病院にいろいろな核酸検出検査の機械
が入りましたので、これから先はその
ようなことはないと思っています。
　齊藤　ワクチン注射が始まって、 
１～２カ月で抗体ができるということ
ですが、抗体検査はどういった位置づ
けになりますか。
　大塚　2020年２月、３月頃に最初に
抗体検査が出てきたのです。そのとき
イムノクロマトグラフィ法が世界各国
の100社ぐらいから出てきました。た
だ、その中で使えるものはほとんどな
く、実際には抗体が通常だとIgMが最
初に、あとからIgGが上がって、IgMが
消失していくような流れがあると思う
のですが、COVID-19に関してはIgM
とIgGがかなりたってほぼ同時ぐらい
に上がってくるという、ちょっと特殊
な例があったのです。そこで早期の診
断には役に立たない、あくまでも疫学
的な部分だろうということになりまし
た。
　現在では抗体検査に関してはIgGと
IgM、その中でもS抗原に対する抗体、
またN抗原に対する抗体が測定できる
ようになってきています。すべてでは

棒を鼻の中に入れて鼻腔をぬぐう方法
で、少し湿った状態で出てくれば有効
かと思っています。
　齊藤　15分ぐらいでわかるのですか。
　大塚　キットによって多少異なりま
すが、早ければ15分で結果が得られま
す。
　齊藤　これがまず抗原の定性検査と
いうことですね。抗原検査には定量検
査もあるといわれていますね。
　大塚　定量検査は化学発光酵素免疫
測定法というものになりますが、今３
社から試薬が出ています。その中の１
社だけ唾液でもできますが、それ以外
は基本的には鼻咽頭ぬぐい液を用いる
ことになります。これもインフルエン
ザの検査と同じように、抽出液に入れ
たら、あとは機械にセットして化学発
光酵素免疫測定法で測定します。
　そうすると、20分ぐらいで結果が得
られるのですが、定量といっても数値
化されているだけで、本当にウイルス
の量を反映しているかというと、もと
もと材料そのものが定量性のないもの
ですから、例えば血液の中にある物質
がどのぐらいあるかは定量することが
できるものの、鼻咽頭ぬぐい液や唾液
１mL当たりの中にウイルス量がどの
くらいあるかは定量性としては不十分
です。ですから、私は定量という呼び
方は実は正直反対で、高感度法や精密
測定法というかたちであればいいと思
っています。実際これはイムノクロマ

トグラフィ法に比べると100～1,000倍
ぐらいの感度のよさがあるので、PCR
法に匹敵すると言っても過言ではない
ほどの高感度な方法だと思います。
　齊藤　空港の水際対策でもこれが用
いられているのですね。
　大塚　そうですね。空港ではこの中
で唾液を用いることができる試薬を使
って行っているとうかがっています。
　齊藤　時間はどのぐらいですか。
　大塚　基本的には20分ぐらいですが、
唾液を使うと前処理が必要になってく
るので、30～40分は見ないといけない
と思います。
　齊藤　それからPCR法がありますが、
これはどういうことでしょうか。
　大塚　PCR法というのは古典的な言
い方で、最近は核酸増幅法とか核酸検
出検査という言い方をします。これは
従来のPCR法から発展したリアルタイ
ムRT-PCR法という方法が主体となる
のですが、現状ではそれ以外にもLAMP
法やTMA法、TRC法など、いろいろ
な方法があります。その中でベストな
方法はリアルタイムRT-PCR法だと私
たちは考えていますが、現状で日本の
検査の数を増やすことを考えると、各
社のいろいろな方法を用いて、最低限
この検出感度があればいいというもの
をクリアしていれば、どのような方法
を使ってもいいと思っています。あく
までもこれは疑わしい患者さんを検査
する場合であって、基本的には検査前
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ないですが、一部そういうものが出て
きました。そうなると今後、ワクチン
による抗体ができているのか、もしく
は既感染によって抗体ができているの
か、こういったものを分けることがで
きるようになってくると思うのです。
そこで疫学的なデータをきちんと集積
して今後のワクチン対策に役立てるこ
とができるかと考えています。
　齊藤　今のワクチンはS蛋白に対す
るものということですね。
　大塚　そうですね。
　齊藤　最後に変異株が非常に話題に

なっていますが、この扱いはどうなる
でしょうか。
　大塚　変異株であっても、医療機関
で取る対策、そして治療方法は変わり
ませんので、基本的には行政に疫学的
な調査はお任せする。医療機関では実
施する必要はないと考えています。
　齊藤　行政から研究所、あるいは検
査センターに依頼してやっているとい
うことですね。ありがとうございまし
た。

 （2020年５月10日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院予防接種支援センター長
氏　家　無　限

（聞き手　大西　真）

COVID-19のワクチン

　大西　今、ワクチンの主なものは
mRNAのワクチンとかいろいろあると
思うのですが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　氏家　昨年から新型コロナウイルス
の流行が始まって、これに対するワク
チンの開発が始まったわけです。現在、
日本で唯一承認されているファイザー、
バイオエヌテック社の製造するmRNA
ワクチンは、従来のワクチンの作り方
と全く異なるようなかたちで、RNAと
いう遺伝子の一部、ウイルスの蛋白を
作る設計図を体の中に打ち込んで、ヒ
トの体内の中でウイルスの抗原を生成
し、それで免疫を誘導するという非常
に新しい画期的なワクチンです。これ
は、実際の臨床でも非常に高い有効率
と安全性が報告されていて、この新型
コロナウイルス対策に非常に重要な武
器になっていると考えています。
　大西　日本でも高齢者の接種が始ま
ってきましたが、そのあたりの状況を
教えていただけますか。
　氏家　ファイザーのワクチンが世界

的な供給を増やすために、工場の改築
が行われていて、その間ワクチンの製
造がしばらく止まっていたわけですが、
やっとワクチンが潤沢に供給されるよ
うになり、オリンピックも控えている
ということで、政府も2021年７月末を
めどに医療従事者と高齢者の接種を優
先的に急いで実施する方針となってい
ます。全国各地でいろいろ予約の問題
などもあるようですが、接種が開始さ
れて、これでワクチンによる対策が広
がっていくことで重症化しやすい高齢
者の方の予防が進むと、感染対策とし
ても非常に効果が出てくるかと考えて
います。
　大西　死亡者数が減ったり、病床に
も少し余裕ができる、そういう効果が
期待されるということでしょうか。
　氏家　そうですね。ワクチンの効果
は、死亡とか重症化を予防するだけで
なく、発症を予防するので医療機関を
受診しなくて済むとか、周囲への二次
感染を防ぐ効果も報告されています。
医療機関の負担が減るという以外にも、
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ないですが、一部そういうものが出て
きました。そうなると今後、ワクチン
による抗体ができているのか、もしく
は既感染によって抗体ができているの
か、こういったものを分けることがで
きるようになってくると思うのです。
そこで疫学的なデータをきちんと集積
して今後のワクチン対策に役立てるこ
とができるかと考えています。
　齊藤　今のワクチンはS蛋白に対す
るものということですね。
　大塚　そうですね。
　齊藤　最後に変異株が非常に話題に

なっていますが、この扱いはどうなる
でしょうか。
　大塚　変異株であっても、医療機関
で取る対策、そして治療方法は変わり
ませんので、基本的には行政に疫学的
な調査はお任せする。医療機関では実
施する必要はないと考えています。
　齊藤　行政から研究所、あるいは検
査センターに依頼してやっているとい
うことですね。ありがとうございまし
た。

 （2020年５月10日放送）

新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題（Ⅰ）

国立国際医療研究センター病院予防接種支援センター長
氏　家　無　限

（聞き手　大西　真）

COVID-19のワクチン

　大西　今、ワクチンの主なものは
mRNAのワクチンとかいろいろあると
思うのですが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　氏家　昨年から新型コロナウイルス
の流行が始まって、これに対するワク
チンの開発が始まったわけです。現在、
日本で唯一承認されているファイザー、
バイオエヌテック社の製造するmRNA
ワクチンは、従来のワクチンの作り方
と全く異なるようなかたちで、RNAと
いう遺伝子の一部、ウイルスの蛋白を
作る設計図を体の中に打ち込んで、ヒ
トの体内の中でウイルスの抗原を生成
し、それで免疫を誘導するという非常
に新しい画期的なワクチンです。これ
は、実際の臨床でも非常に高い有効率
と安全性が報告されていて、この新型
コロナウイルス対策に非常に重要な武
器になっていると考えています。
　大西　日本でも高齢者の接種が始ま
ってきましたが、そのあたりの状況を
教えていただけますか。
　氏家　ファイザーのワクチンが世界

的な供給を増やすために、工場の改築
が行われていて、その間ワクチンの製
造がしばらく止まっていたわけですが、
やっとワクチンが潤沢に供給されるよ
うになり、オリンピックも控えている
ということで、政府も2021年７月末を
めどに医療従事者と高齢者の接種を優
先的に急いで実施する方針となってい
ます。全国各地でいろいろ予約の問題
などもあるようですが、接種が開始さ
れて、これでワクチンによる対策が広
がっていくことで重症化しやすい高齢
者の方の予防が進むと、感染対策とし
ても非常に効果が出てくるかと考えて
います。
　大西　死亡者数が減ったり、病床に
も少し余裕ができる、そういう効果が
期待されるということでしょうか。
　氏家　そうですね。ワクチンの効果
は、死亡とか重症化を予防するだけで
なく、発症を予防するので医療機関を
受診しなくて済むとか、周囲への二次
感染を防ぐ効果も報告されています。
医療機関の負担が減るという以外にも、
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きりはしていないのでしょうか。
　氏家　先ほどお話しした厚生労働省
の審議会の中で死亡事例も評価されて
いるところですが、現在28人か29人ぐ
らい、接種後の死亡事例が報告されて
いるのですが、非常に多くの人が接種
を受けている事実を考え合わせる必要
があります。また、高齢者の接種も始
まりましたから、もともと高齢の方と
いうのはいろいろ病気を持っていたり、
急な病気で亡くなる方がいて、何十万
人、何百万人とこれから接種をしてい
くと、たまたま接種を受けた後に病態
が悪化して亡くなるというような方も
出てきますので、今後も報告は増えて
くるだろうと思います。評価の方法と
しては、海外の報告頻度と比べて、一
定期間の中のトレンドで何かおかしな
ことが起こっていないかを見ていく必
要があると思います。現時点では特に
変わった徴候は見られていないと評価
されています。
　大西　ワクチン接種のメリットとデ
メリットの評価について教えていただ
けますか。
　氏家　当然ワクチン接種を受けるこ
とで、先ほどお話ししたように、病気
にかからなくて済む。周りの人にうつ
さないで済みますから、打った人が予
防されるという以外に、その周囲の方、
家族や同僚など、自分の周囲の人を守
れるということがいえます。また、病
気になってしまうと、医療機関の受診

や入院が必要になります。今、かなり
医療機関で負担が増えていますから、
そういった負担を軽減したりとか、社
会的に大きな問題になっている医療費
の軽減にもつながるということで、社
会的にも非常に費用対効果の高い感染
症対策だといえると思います。
　デメリットに関してですが、先ほど
ご指摘いただいたような、接種を受け
ることによって、免疫を誘導していく
反応の過程で熱や痛みが出たり、そう
いった副反応も起こる。また、非常に
まれですが、アナフィラキシー反応の
ように体内に取り入れたものに対する
Ⅰ型のアレルギー反応が起こることも
あります。mRNAではあまり報告はな
いですが、今後、日本でも審議される
ようなアストラゼネカ社のウイルスベ
クターワクチンなどでは、その免疫反
応の副作用として、接種からだいたい
１～３週間で、血小板が下がってきた
り、それに伴い命に関わる血栓症のよ
うな合併症が起こる可能性があったり
するところは、デメリットであるとい
えるだろうと思います。
　大西　今、変異株が大きな問題にな
っていますが、その影響はいかがでし
ょうか。
　氏家　現在、WHOは社会的に医療
上の脅威になるかもしれない、感染力
が高くなったり、場合によっては重症
化率が上がったりのような悪影響が懸
念される変異体を４種類、評価の対象

社会全体の感染対策としても非常に効
果が認められることが、海外では報告
されています。
　大西　それでは次に副反応、これは
皆さんけっこう気にされる方が多いの
ですが、どのような状況なのでしょう
か。
　氏家　mRNAワクチンで特に注目さ
れているのがアナフィラキシー反応と
いう副反応で、急性のⅠ型のアレルギ
ー反応が比較的多く見られることが注
目されています。実際の報告について
は、日本でも定期的に審議会で発生頻
度などが検討されているところですが、
海外の報告と比べて著しく高いような
ものではありませんし、アレルギー反
応があっても、本当に重篤な状態とな
るアナフィラキシーの分類に当てはま
るものは、頻度としては比較的少ない
ということです。ただ、こういったこ
とが起こるということが事前にわかっ
ていますから、きちんと接種会場で対
応できる態勢を準備して、接種の実施
に臨むことが大事だろうと思っていま
す。
　また、２回目のワクチンの際に発熱
を生じるような方が比較的多く、国立
国際医療研究センターでも調査してみ
るとかなり多くの方が熱を出して半日
とか１日とか休まれたりすることが想
定されました。そこで、当センターで
は週末の金曜日など休日前に集団接種
を実施したり、一度に多くの職員が接

種を受けてしまうと、たくさん休んで
しまうようなことが起こるので、少し
２回目の接種までの間隔を広く取って
接種者数を分散させて、平日にも休み
を取れる部署には勤務調整をしていた
だいて、体調不良で仕事を休んでも業
務に支障をきたさないような工夫をし
て接種を行っていました。
　大西　若い方のほうが熱が高いよう
な印象を持っているのですが、やはり
少し反応が強いのでしょうか。
　氏家　そうですね。これまでの臨床
治験でも高齢の方、55歳以上の方と比
べると、やはり若い方のほうがそうい
った反応が多く見られることが報告さ
れていると思います。
　大西　筋肉痛が強いといいますね。
　氏家　そうですね。ほかのワクチン
と比べても、局所反応、打った接種部
位の痛みとか、発赤、腫れの発現頻度
は高く、７～８割ぐらい見られるので
すが、だいたい接種から１日ぐらいで
出てきて、１～２日でまた自然によく
なってしまうものがほとんどです。そ
れで獲得できる免疫と比べれば、ほと
んどが自然によくなるものですから、
そんなに怖いものでもないです。また、
もし症状がひどければ対症療法で症状
を緩和して経過を観察することになる
かと思います。
　大西　因果関係があるかどうかわか
らないのですが、多少死亡例も報告さ
れているようです。この辺はまだはっ
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きりはしていないのでしょうか。
　氏家　先ほどお話しした厚生労働省
の審議会の中で死亡事例も評価されて
いるところですが、現在28人か29人ぐ
らい、接種後の死亡事例が報告されて
いるのですが、非常に多くの人が接種
を受けている事実を考え合わせる必要
があります。また、高齢者の接種も始
まりましたから、もともと高齢の方と
いうのはいろいろ病気を持っていたり、
急な病気で亡くなる方がいて、何十万
人、何百万人とこれから接種をしてい
くと、たまたま接種を受けた後に病態
が悪化して亡くなるというような方も
出てきますので、今後も報告は増えて
くるだろうと思います。評価の方法と
しては、海外の報告頻度と比べて、一
定期間の中のトレンドで何かおかしな
ことが起こっていないかを見ていく必
要があると思います。現時点では特に
変わった徴候は見られていないと評価
されています。
　大西　ワクチン接種のメリットとデ
メリットの評価について教えていただ
けますか。
　氏家　当然ワクチン接種を受けるこ
とで、先ほどお話ししたように、病気
にかからなくて済む。周りの人にうつ
さないで済みますから、打った人が予
防されるという以外に、その周囲の方、
家族や同僚など、自分の周囲の人を守
れるということがいえます。また、病
気になってしまうと、医療機関の受診

や入院が必要になります。今、かなり
医療機関で負担が増えていますから、
そういった負担を軽減したりとか、社
会的に大きな問題になっている医療費
の軽減にもつながるということで、社
会的にも非常に費用対効果の高い感染
症対策だといえると思います。
　デメリットに関してですが、先ほど
ご指摘いただいたような、接種を受け
ることによって、免疫を誘導していく
反応の過程で熱や痛みが出たり、そう
いった副反応も起こる。また、非常に
まれですが、アナフィラキシー反応の
ように体内に取り入れたものに対する
Ⅰ型のアレルギー反応が起こることも
あります。mRNAではあまり報告はな
いですが、今後、日本でも審議される
ようなアストラゼネカ社のウイルスベ
クターワクチンなどでは、その免疫反
応の副作用として、接種からだいたい
１～３週間で、血小板が下がってきた
り、それに伴い命に関わる血栓症のよ
うな合併症が起こる可能性があったり
するところは、デメリットであるとい
えるだろうと思います。
　大西　今、変異株が大きな問題にな
っていますが、その影響はいかがでし
ょうか。
　氏家　現在、WHOは社会的に医療
上の脅威になるかもしれない、感染力
が高くなったり、場合によっては重症
化率が上がったりのような悪影響が懸
念される変異体を４種類、評価の対象

社会全体の感染対策としても非常に効
果が認められることが、海外では報告
されています。
　大西　それでは次に副反応、これは
皆さんけっこう気にされる方が多いの
ですが、どのような状況なのでしょう
か。
　氏家　mRNAワクチンで特に注目さ
れているのがアナフィラキシー反応と
いう副反応で、急性のⅠ型のアレルギ
ー反応が比較的多く見られることが注
目されています。実際の報告について
は、日本でも定期的に審議会で発生頻
度などが検討されているところですが、
海外の報告と比べて著しく高いような
ものではありませんし、アレルギー反
応があっても、本当に重篤な状態とな
るアナフィラキシーの分類に当てはま
るものは、頻度としては比較的少ない
ということです。ただ、こういったこ
とが起こるということが事前にわかっ
ていますから、きちんと接種会場で対
応できる態勢を準備して、接種の実施
に臨むことが大事だろうと思っていま
す。
　また、２回目のワクチンの際に発熱
を生じるような方が比較的多く、国立
国際医療研究センターでも調査してみ
るとかなり多くの方が熱を出して半日
とか１日とか休まれたりすることが想
定されました。そこで、当センターで
は週末の金曜日など休日前に集団接種
を実施したり、一度に多くの職員が接

種を受けてしまうと、たくさん休んで
しまうようなことが起こるので、少し
２回目の接種までの間隔を広く取って
接種者数を分散させて、平日にも休み
を取れる部署には勤務調整をしていた
だいて、体調不良で仕事を休んでも業
務に支障をきたさないような工夫をし
て接種を行っていました。
　大西　若い方のほうが熱が高いよう
な印象を持っているのですが、やはり
少し反応が強いのでしょうか。
　氏家　そうですね。これまでの臨床
治験でも高齢の方、55歳以上の方と比
べると、やはり若い方のほうがそうい
った反応が多く見られることが報告さ
れていると思います。
　大西　筋肉痛が強いといいますね。
　氏家　そうですね。ほかのワクチン
と比べても、局所反応、打った接種部
位の痛みとか、発赤、腫れの発現頻度
は高く、７～８割ぐらい見られるので
すが、だいたい接種から１日ぐらいで
出てきて、１～２日でまた自然によく
なってしまうものがほとんどです。そ
れで獲得できる免疫と比べれば、ほと
んどが自然によくなるものですから、
そんなに怖いものでもないです。また、
もし症状がひどければ対症療法で症状
を緩和して経過を観察することになる
かと思います。
　大西　因果関係があるかどうかわか
らないのですが、多少死亡例も報告さ
れているようです。この辺はまだはっ
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としているところです。日本で使用し
ているファイザーのワクチンに関して
も、感染予防の有効性自体は下がるこ
とがいわれているのですが、全く効か
ないわけではない。最終的なウイルス
の中和ができるということで、重症化
の予防という観点では非常に高い効果
を維持していると報告されていますの
で、できるだけ早くたくさんの人にこ
のワクチンを打っていただくことが変
異株の対策としても非常に有効であろ
うと思います。
　加えて、これからもさらに変異した
ようなウイルスが出てきて、今後、こ
のワクチンの有効性などに影響を与え
ることも懸念されるわけですから、し
っかりとサーベイランスの中で新たな
ウイルス変異が生じていないかなど、
ワクチンの有効性への影響といった疫
学的なトレンドが変化をきたしていな
いかをしっかりと評価していくことも
加えて大事になってくるだろうと思い
ます。
　大西　毎日のようにメディア等で
様々な情報が伝えられていますが、そ
の辺の報道とか情報の伝え方、リス
ク・コミュニケーションなど、いかが
でしょうか。
　氏家　いいワクチンが開発されて、
入手しても、それだけでは対策につな

がりません。たくさんの人に効率よく
接種していただくためには、予防接種
の必要性をしっかりと理解していただ
くというアプローチが大切になってく
るだろうと思います。今回、使用され
ているワクチンは新しい種類のもので
すし、副反応の可能性もあって怖いと
いう考え方は理解できます。また、ワ
クチン接種は予防ですから、病気にな
って仕方なく薬をのむ治療とは違って、
元気な人が熱が出るかもしれない注射
を受けるので、それに対して少し足が
すくむことも理解できます。一方で、
これによってもたらされる予防の効果、
そして社会全体の経済効果や、これま
での生活に近づくための対策など、な
かなか実感しにくく目には見えないの
ですが、そういったプラスの効果をし
っかりと伝えて、理解していただいて、
広くこのワクチンの接種が進みやすい
環境を構築していくことが大切だと思
います。医療従事者やマスメディアと
いった、一般の方に対して医学的な情
報を伝えることのできる立場の方々の
役割は今後も非常に大事になってくる
のだろうと考えています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

 （2020年５月17日放送）

「ドクターサロン」および「杏林シンポジア」は、ラジオNIKKEIで放送
している医師向け番組「ドクターサロン」・「杏林シンポジア」の放送内容

を紙面にて紹介するコーナーです。ラジオ放送番組の「ドクターサロン」

は、全国の一般医師より、日常診療に関してよせられた質問に対して、 
「杏林シンポジア」は編集委員が選出したテーマに対して、各分野の専門

医がゲスト出演し、解説を行うものです。また番組で取り上げる質問や

解説ゲストについては、編集委員が医学的かつ科学的に公平な立場から、

決定しています。紹介内容には、ゲストの知識、経験、方針に基づく 
私見が含まれている場合があります。薬剤の使用にあたっては、各薬剤

の添付文書をご参照ください。

ドクターサロン編集委員　　

 葵会柏たなか病院糖尿病センター長　山内俊一

 防衛医科大学校教授　池脇克則

 順天堂大学教授　池田志斈

杏林シンポジア編集委員　　

 三越厚生事業財団顧問　中村治雄

 慶應義塾大学名誉教授　齊藤郁夫

 国際医療研究センター病院名誉院長　大西　真

 東京大学教授　南学正臣

杏林製薬株式会社は、作成に関する費用負担のみ関与しております。

本資材は医療関係者からの求めに応じて提供するものです。

ドクターサロン編集方針について

ドクターサロン66巻２月号（1 . 2022） （125）  6160 （124） ドクターサロン66巻２月号（1 . 2022）

2202_HONBUN.indd   60-61 2022/01/12   9:34


	01-0001
	02-0001-1
	02-0001-2
	02-0002-1
	02-0002-2
	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1
	02-0004-2
	02-0005-1
	02-0005-2
	02-0006-1
	02-0006-2
	02-0007-1
	02-0007-2
	02-0008-1
	02-0008-2
	02-0009-1
	02-0009-2
	02-0010-1
	02-0010-2
	02-0011-1
	02-0011-2
	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1
	02-0013-2
	02-0014-1
	02-0014-2
	02-0015-1
	02-0015-2
	02-0016-1
	02-0016-2
	02-0017-1
	02-0017-2
	02-0018-1
	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2
	02-0020-1
	02-0020-2
	02-0021-1
	02-0021-2
	02-0022-1
	02-0022-2
	02-0023-1
	02-0023-2
	02-0024-1
	02-0024-2
	02-0025-1
	02-0025-2
	02-0026-1
	02-0026-2
	02-0027-1
	02-0027-2
	02-0028-1
	02-0028-2
	02-0029-1
	02-0029-2
	02-0030-1



