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森　岡　慎一郎

（聞き手　池田志斈）

　新型コロナウイルスの行政検査（PCR検査）や発熱相談センターからの紹介
を受けていますが、最近、long COVIDと呼ばれるCOVID-19の後遺症と思われ
る方の紹介が増え、通常の診療が圧迫されています。このようなケースはすで
に感染性はなく、かかりつけ医の受診で良いと思われますがいかがでしょうか。
 ＜神奈川県開業医＞

COVID-19の後遺症

　池田　最近、long COVIDと呼ばれ
るCOVID-19の後遺症と思われる症例
が増えて、通常の診療が圧迫されて困
っているということです。このような
ケースはすでに感染性がないのでしょ
うか。再度PCR検査などをする必要は
あるのでしょうか。
　森岡　その質問はしばしばいただき
ますが、基本的に感染性はないと判断
していい場合がほとんどだと思います。
厚生労働省から出ている退院基準、10
日を満たしている方がほとんどだと思
いますから、基本的にはPCR検査をし
ていただくことはなく、普通の標準予
防策で診療に臨んでいただければいい
と思います。
　ただお一人、過去に急性期、COVID- 

19を発症されてまだ１週間ぐらいだっ
たにもかかわらず、「私は後遺症を発
症するのかしら」と不安になられて、
後遺症の外来を予約されたという方が
いました。まだコロナ対応として自宅
隔離中だった方でしたので、そのよう
なことはないように確認したほうがい
いと思います。
　池田　勘違いされて、厚生労働省の
基準を満たしていないのに予約すると
いうことですね。心配な方はそうかも
しれませんね。質問には、long COVID
と呼ばれるものと書いてあるのですが、
後遺症というのは発症したときの症状
がそのまま続くのでしょうか。それと
も、ある程度発症してから時間がたっ
て、それから新しい症状が出て、それ
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　ただし、それ以外にも、サイトカイ
ンストーム、サイトカインの影響があ
るとか、例えば生きたウイルスそのも
のが腸にずっと生き残っていて、それ
らが悪さをするとか、抗体価が低いた
めに後遺症の症状が抑えきれていない
のではないかとか、幾つか説はありま
す。しかし、現在のところは明確にこ
れといったものはわかっていないのが
現状と思っています。
　池田　まだまだ症例の蓄積がいると
いうことですが、例えば最初の誤って
予約を取った方などもそうですが、発
症早期あるいは中期ぐらいで、このよ
うな症状があるので、この人はこうい
う後遺症が残りやすいとか、そういう
相関は見られているのでしょうか。
　森岡　そこはかなり患者さんが心配
になるところかと思っています。現段
階で世界各国から報告があるもので、
後遺症全般が発症しやすいリスクは女
性、重症者、高齢です。そして初期症
状、急性期の症状が５つ以上というの
が後遺症が出現するリスクだといわれ
ています。キーとして、重症というの
はわかりますが、重症化因子はむしろ
女性より男性です。しかし、どの報告
を見ても後遺症の発症リスクは男性よ
り女性なのです。ですので、そのあた
りは今後、メカニズムをつかんでいく
うえで大事な点かと思います。
　そして、症状別でもそろそろ出てき
ていて、例えば倦怠感や筋力低下のリ

スク因子はやはり女性と重症の２つで
した。2021年１月に「The Lancet」か
ら出た1,700人を対象とした中国のスタ
ディでは、症状別に分けて、どういう
ことがリスクなのかもそろそろ報告さ
れてきています。日本人に関しては、
現在、当院で約530人の患者さんに協
力をいただいて解析をしているところ
です。
　池田　女性で後遺症が残りやすいと
いうのは何か不思議ですね。なりにく
いのは女性ですものね。
　森岡　そうですね。重症化しやすい
のは男性のはずなのですが、例えばレ
ポートバイアスというのですか、女性
のほうがこういう症状が気になって、
報告したり、あと美容に関係する症状
が幾つかあると思うのです。脱毛とか、
そういうものは、どちらかというと、
男性よりも女性のほうが気になったり
するかもしれません。そういう点も女
性からのほうが報告が多いということ
と関連している可能性があるのではな
いかと個人的には考えています。
　池田　そこで気になるのは治療法で
すが、ある程度確立されているのでし
ょうか。
　森岡　確立はされていないと思いま
す。まだ病態も原因もわかっていませ
んので、対症療法で何とかやっている
ところです。
　池田　例えば慢性の咳が続いてしま
うときはどうされるのでしょうか。

が続くのでしょうか。これは何を意味
しているのでしょうか。
　森岡　COVID-19後遺症の明確な定
義というのは今、世界中で作られてい
るところだと思いますが、概念として
は急性期から遷延する症状、そして急
性期が終わってから新たに出てくる症
状、この２つがあるといわれています。
　池田　それはどのような症状なので
すか。
　森岡　多くは急性期から遷延する症
状になります。長期間遷延する傾向が
あるといわれている症状で、最も多い
のは倦怠感です。続いて呼吸器の症状
が多いといわれています。具体的には、
呼吸苦や咳嗽ですね。それ以外にも味
覚・嗅覚障害、特に嗅覚障害などは何
カ月も続くことが報告されています。
　池田　味覚・嗅覚障害は非常に有名
ですね。long COVIDとはどのような
ものを指すのでしょうか。
　森岡　long COVIDという概念は2020
年の秋頃にイギリスから出た概念です。
４つに分けられていて、急性期から続
く症状、そして途中から出てくるpost 
viral fatigue syn dromeと呼ばれたり
する症状、残り２つが集中治療後症候
群です。集中治療室に入院後、発症す
るような身体的、そして精神的症状に
なります。先ほど申し上げたpost viral 
fatigue syndromeというのが途中から
出てくる症状ですが、具体的には脱毛、
うつ、記憶障害、記銘力低下、そして

集中力低下の５つがいわれています。
このような症状があることがフランス
から報告されています。
　池田　日本の症例でもこの long 
COVIDというのはけっこう観察され
るのでしょうか。
　森岡　当院が2020年８月に行った調
査ですと、途中から出てくる症状とし
ては脱毛があることがわかりました。
具体的には24％の方に脱毛が認められ、
ざっくり発症してから２カ月ぐらいで
出てきて、２カ月半ほど続くという結
果になりました。それがどの程度なの
か、円形脱毛症なのか、もしくは全体
的に薄くなるのか、このような性状に
関してはわからなかったので、追加の
調査で今調べているところです。
　池田　かなりあるということですね。
発症早期からある症状、途中から出て
くる症状、含めておそらく後遺症とい
うことでしょうが、なぜこういう多彩
な症状が起こるのかはわかっているの
でしょうか。
　森岡　明確にはまだわかっていませ
ん。その機序に関して一番有力な説が、
ACE２受容体を介した説です。コロナ
ウイルスはACE２受容体にくっついて、
そこから細胞内に侵入して増殖し、組
織を破壊するといわれています。この
受容体は脳、鼻腔、咽頭、肺、そして
腸、消化管にもあり、それらのところ
から侵入して多様な症状を呈するとい
われており、それが最も有力な説です。
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　ただし、それ以外にも、サイトカイ
ンストーム、サイトカインの影響があ
るとか、例えば生きたウイルスそのも
のが腸にずっと生き残っていて、それ
らが悪さをするとか、抗体価が低いた
めに後遺症の症状が抑えきれていない
のではないかとか、幾つか説はありま
す。しかし、現在のところは明確にこ
れといったものはわかっていないのが
現状と思っています。
　池田　まだまだ症例の蓄積がいると
いうことですが、例えば最初の誤って
予約を取った方などもそうですが、発
症早期あるいは中期ぐらいで、このよ
うな症状があるので、この人はこうい
う後遺症が残りやすいとか、そういう
相関は見られているのでしょうか。
　森岡　そこはかなり患者さんが心配
になるところかと思っています。現段
階で世界各国から報告があるもので、
後遺症全般が発症しやすいリスクは女
性、重症者、高齢です。そして初期症
状、急性期の症状が５つ以上というの
が後遺症が出現するリスクだといわれ
ています。キーとして、重症というの
はわかりますが、重症化因子はむしろ
女性より男性です。しかし、どの報告
を見ても後遺症の発症リスクは男性よ
り女性なのです。ですので、そのあた
りは今後、メカニズムをつかんでいく
うえで大事な点かと思います。
　そして、症状別でもそろそろ出てき
ていて、例えば倦怠感や筋力低下のリ

スク因子はやはり女性と重症の２つで
した。2021年１月に「The Lancet」か
ら出た1,700人を対象とした中国のスタ
ディでは、症状別に分けて、どういう
ことがリスクなのかもそろそろ報告さ
れてきています。日本人に関しては、
現在、当院で約530人の患者さんに協
力をいただいて解析をしているところ
です。
　池田　女性で後遺症が残りやすいと
いうのは何か不思議ですね。なりにく
いのは女性ですものね。
　森岡　そうですね。重症化しやすい
のは男性のはずなのですが、例えばレ
ポートバイアスというのですか、女性
のほうがこういう症状が気になって、
報告したり、あと美容に関係する症状
が幾つかあると思うのです。脱毛とか、
そういうものは、どちらかというと、
男性よりも女性のほうが気になったり
するかもしれません。そういう点も女
性からのほうが報告が多いということ
と関連している可能性があるのではな
いかと個人的には考えています。
　池田　そこで気になるのは治療法で
すが、ある程度確立されているのでし
ょうか。
　森岡　確立はされていないと思いま
す。まだ病態も原因もわかっていませ
んので、対症療法で何とかやっている
ところです。
　池田　例えば慢性の咳が続いてしま
うときはどうされるのでしょうか。

が続くのでしょうか。これは何を意味
しているのでしょうか。
　森岡　COVID-19後遺症の明確な定
義というのは今、世界中で作られてい
るところだと思いますが、概念として
は急性期から遷延する症状、そして急
性期が終わってから新たに出てくる症
状、この２つがあるといわれています。
　池田　それはどのような症状なので
すか。
　森岡　多くは急性期から遷延する症
状になります。長期間遷延する傾向が
あるといわれている症状で、最も多い
のは倦怠感です。続いて呼吸器の症状
が多いといわれています。具体的には、
呼吸苦や咳嗽ですね。それ以外にも味
覚・嗅覚障害、特に嗅覚障害などは何
カ月も続くことが報告されています。
　池田　味覚・嗅覚障害は非常に有名
ですね。long COVIDとはどのような
ものを指すのでしょうか。
　森岡　long COVIDという概念は2020
年の秋頃にイギリスから出た概念です。
４つに分けられていて、急性期から続
く症状、そして途中から出てくるpost 
viral fatigue syn dromeと呼ばれたり
する症状、残り２つが集中治療後症候
群です。集中治療室に入院後、発症す
るような身体的、そして精神的症状に
なります。先ほど申し上げたpost viral 
fatigue syndromeというのが途中から
出てくる症状ですが、具体的には脱毛、
うつ、記憶障害、記銘力低下、そして

集中力低下の５つがいわれています。
このような症状があることがフランス
から報告されています。
　池田　日本の症例でもこの long 
COVIDというのはけっこう観察され
るのでしょうか。
　森岡　当院が2020年８月に行った調
査ですと、途中から出てくる症状とし
ては脱毛があることがわかりました。
具体的には24％の方に脱毛が認められ、
ざっくり発症してから２カ月ぐらいで
出てきて、２カ月半ほど続くという結
果になりました。それがどの程度なの
か、円形脱毛症なのか、もしくは全体
的に薄くなるのか、このような性状に
関してはわからなかったので、追加の
調査で今調べているところです。
　池田　かなりあるということですね。
発症早期からある症状、途中から出て
くる症状、含めておそらく後遺症とい
うことでしょうが、なぜこういう多彩
な症状が起こるのかはわかっているの
でしょうか。
　森岡　明確にはまだわかっていませ
ん。その機序に関して一番有力な説が、
ACE２受容体を介した説です。コロナ
ウイルスはACE２受容体にくっついて、
そこから細胞内に侵入して増殖し、組
織を破壊するといわれています。この
受容体は脳、鼻腔、咽頭、肺、そして
腸、消化管にもあり、それらのところ
から侵入して多様な症状を呈するとい
われており、それが最も有力な説です。
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　森岡　鎮咳薬を処方したり、どうし
ても労作時の呼吸困難感が強い方に対
してはリハビリテーションをしていま
す。
　池田　いわゆる対症療法でやってい
くのですね。例えば体のだるさが慢性
的に続く方にはどういう対症療法をす
るのでしょうか。
　森岡　そこは難しい質問ですね。今
回まだ話に上がっていないのですが、
慢性疲労症候群に似たような病態の方
がCOVID-19後遺症でいることをうか
がっています。私自身はそういう患者
さんはまだ診ていないのですが、そう
いう方に対しては安静にしていること
が治療らしいのです。動くと病状が悪
くなるようです。ですので、だるいこ
とに関しては、休んで治療することに

なります。
　一方で、先ほど私が申し上げたよう
に、働き盛りの方で、COVID-19の感
染を契機に労作時の息切れが強くなっ
て、リハビリをすれば良くなる方もい
ます。どういう方が動くこと、つまり
リハビリをすることでだるさが良くな
って、どういう方が動くことでだるさ
が悪くなるのかが、今わかっていない
状況かと思います。ここは今後の大き
な課題だと考えています。
　池田　今先生方がされている約530
人の調査は、そういったものを含めて、
まだ少し時間がかかるのでしょうか。
　森岡　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

帝京大学医学部内科学講座教授
藤　垣　嘉　秀

（聞き手　池脇克則）

　造影CTによる造影剤腎症のリスクは従来考えられていたよりもかなり低いと
考えられているようですが、造影剤腎症のリスクとなる腎機能の基準や造影剤
腎症の予防法についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

造影CTによる造影剤腎症

　池脇　造影CTによる造影剤腎症に
関しての質問をいただきました。確か
に私も病棟で主治医から「この患者さ
ん、腎機能が悪いので造影CTはでき
ませんでした」と言われて非常に困る
ことがあります。まず造影剤が腎症を
起こす機序ですが、どういうことなの
でしょう。
　藤垣　造影剤自体に尿細管細胞のア
ポトーシスを起こしたり、壊死を起こ
すという、直接的な障害の機序が明ら
かにあります。それ以外に、血管作動
性物質をいろいろと障害し、腎臓の中
の血流を悪くすることで糸球体の血流
が悪くなり、活性酸素が出て、それが
さらに障害を増悪させることが大きな
基本的な機序になっています。最近、
脱水が起こると尿細管細胞が非常に造

影剤を取り込みやすくなってしまって、
さらに悪さをしているのではないかと
いう動物実験の報告も出ています。こ
のような機序で障害が起こることがわ
かっています。
　池脇　ヨードの造影剤には腎毒性が
あることははっきりしているのですね。
腎症があるから造影CTはだめという
ように、はなから造影CTはやれない
と思ってしまうぐらい、造影剤腎症に
対しての恐怖心が現場の医師には少な
からずあるように思います。ただ、質
問にもあるのですが、実際のリスクは
それほどでもないことがわかってきた
のでしょうか。
　藤垣　10年ぐらい前まで、GFRとい
う概念があまり浸透していない時期で
は、血清クレアチニン値が２㎎/dL以
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　森岡　鎮咳薬を処方したり、どうし
ても労作時の呼吸困難感が強い方に対
してはリハビリテーションをしていま
す。
　池田　いわゆる対症療法でやってい
くのですね。例えば体のだるさが慢性
的に続く方にはどういう対症療法をす
るのでしょうか。
　森岡　そこは難しい質問ですね。今
回まだ話に上がっていないのですが、
慢性疲労症候群に似たような病態の方
がCOVID-19後遺症でいることをうか
がっています。私自身はそういう患者
さんはまだ診ていないのですが、そう
いう方に対しては安静にしていること
が治療らしいのです。動くと病状が悪
くなるようです。ですので、だるいこ
とに関しては、休んで治療することに

なります。
　一方で、先ほど私が申し上げたよう
に、働き盛りの方で、COVID-19の感
染を契機に労作時の息切れが強くなっ
て、リハビリをすれば良くなる方もい
ます。どういう方が動くこと、つまり
リハビリをすることでだるさが良くな
って、どういう方が動くことでだるさ
が悪くなるのかが、今わかっていない
状況かと思います。ここは今後の大き
な課題だと考えています。
　池田　今先生方がされている約530
人の調査は、そういったものを含めて、
まだ少し時間がかかるのでしょうか。
　森岡　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

帝京大学医学部内科学講座教授
藤　垣　嘉　秀

（聞き手　池脇克則）

　造影CTによる造影剤腎症のリスクは従来考えられていたよりもかなり低いと
考えられているようですが、造影剤腎症のリスクとなる腎機能の基準や造影剤
腎症の予防法についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

造影CTによる造影剤腎症

　池脇　造影CTによる造影剤腎症に
関しての質問をいただきました。確か
に私も病棟で主治医から「この患者さ
ん、腎機能が悪いので造影CTはでき
ませんでした」と言われて非常に困る
ことがあります。まず造影剤が腎症を
起こす機序ですが、どういうことなの
でしょう。
　藤垣　造影剤自体に尿細管細胞のア
ポトーシスを起こしたり、壊死を起こ
すという、直接的な障害の機序が明ら
かにあります。それ以外に、血管作動
性物質をいろいろと障害し、腎臓の中
の血流を悪くすることで糸球体の血流
が悪くなり、活性酸素が出て、それが
さらに障害を増悪させることが大きな
基本的な機序になっています。最近、
脱水が起こると尿細管細胞が非常に造

影剤を取り込みやすくなってしまって、
さらに悪さをしているのではないかと
いう動物実験の報告も出ています。こ
のような機序で障害が起こることがわ
かっています。
　池脇　ヨードの造影剤には腎毒性が
あることははっきりしているのですね。
腎症があるから造影CTはだめという
ように、はなから造影CTはやれない
と思ってしまうぐらい、造影剤腎症に
対しての恐怖心が現場の医師には少な
からずあるように思います。ただ、質
問にもあるのですが、実際のリスクは
それほどでもないことがわかってきた
のでしょうか。
　藤垣　10年ぐらい前まで、GFRとい
う概念があまり浸透していない時期で
は、血清クレアチニン値が２㎎/dL以

ドクターサロン66巻３月号（2 . 2022） （133）  54 （132） ドクターサロン66巻３月号（2 . 2022）

2203_HONBUN.indd   4-5 2022/02/08   9:38



講じたかどうかもあまり考えられてい
ません。このような背景から、一応2018
年のガイドラインではGFR 30mL/min
未満はやはりリスクとして考えて予防
策を講じましょうということになって
います。
　池脇　造影剤に対する人体への影響
というのは、日本人でも、そうでなく
ても、基本同じと考えてよいのでしょ
うか。
　藤垣　同じと考えていいと思います。
もう一つお話ししておかなければいけ
ないのは、今は静脈経由の造影CTの話
なのです。一方で、経動脈的に造影剤
を投与することがあります。Coronary
のPCIとか、Coronary造影ですね。そ
うした場合は、2018年のガイドライン
でもGFR 60mL/min未満はリスクがあ
るとしています。ただ、これもいろい
ろ国内、国外のスタディがあって、動
脈に造影剤を入れても、回り回って希
釈されるため、静脈経由と一緒ではな
いか。そして、経動脈的であってもリ
スクはないというデータを出している
ところもあります。ただ、腎動脈直上
の大動脈に直接造影をする大動脈造影
の場合、リスクは明らかに高いという
考え方があります。今後、この辺は変
わってくるかもしれませんが、わが国
のガイドラインの最新版では、静脈投
与ではGFR 30mL/min未満、動脈投与
では60mL/min未満がリスクであると
考えられています。

　池脇　今ではGFRよりeGFRを使う
ことが多いにしても、こういったGFR
の数字だけではなくて、例えばその方
の年齢のほかに糖尿病等があるかどう
か、それ以外の要因も一応加味すると
いうことですね。
　藤垣　もちろんそうです。表に造影
剤腎症のリスク因子を示します。造影
CTを行うのは高齢者が多いのです。

表　造影剤腎症のリスク因子

患者関連リスク因子
　高齢
　腎機能低下あるいは慢性腎臓病
　糖尿病および糖尿病性腎症
　治療が必要な高血圧
　メタボリックシンドローム
　高カルシウム血症
　高尿酸血症
　多発性骨髄腫
　腎灌流量低下状態
　　脱水
　　うっ血性心不全
　　肝硬変
　　ネフローゼ症候群
　血行動態不安定
　併用薬
　　予防的利尿薬投与
　　非ステロイド性消炎鎮痛薬

造影剤あるいは造影手技関連リスク因子
　高浸透圧性造影剤
　高用量造影剤投与
　経動脈性造影剤投与
　短期間での頻回造影剤投与

上では造影剤腎症が高頻度で発生する
からと、造影CTを含めて避けられて
きました。禁忌ではないかとまでいわ
れた時期があったのです。ですから、
今それを踏襲しているとすると、その
辺の腎機能の患者には造影CTをやら
ないという医師もいるかと思うのです。
　この辺が、新しいガイドラインを含
めていろいろな変遷で変わってきたの
ですが、わが国では関連ガイドライン
として、「腎障害患者におけるヨード
造影剤使用に関するガイドライン」が
あります。最新版は2018年版ですが、
2012年に初めてガイドラインができて、
このときの腎臓の機能、すなわち推算
GFRが60mL/minよりも低いときには
造影CTはリスクがあるだろうとうた
われています。特にGFRが45mL/min
を切ったときには、患者さんへのリス
クの説明や、造影剤腎症を起こさない
ような補液などの十分な対策が必要で
あると、2012年のガイドラインではう
たわれていました。
　それが2018年の新しいガイドライン
では、GFRが30mL/min以上のCKDす
なわち慢性腎臓病の患者さんでは、ほ
ぼリスクがないだろうということにな
っています。しかしながら、腎機能以
外に、高齢など、いろいろなリスク因
子があるので、その辺を加味した対処
が必要であるとうたわれています。一
方で、GFRが30mL/min未満の慢性腎
臓病の方にはやはりリスクがあると考

えて、患者さんへの説明および適切な
予防策を講じることが推奨されていま
す。
　池脇　2012～18年、eGFRだと思い
ますが、60mL/min、45mL/minが30 
mL/minまで落ちてきたのは、30mL/
min以上だったら大丈夫というような
臨床のエビデンスが出てきたからなの
でしょうか。
　藤垣　そうなのです。改訂されてき
た理由は２つあって、GFRというのが
広く認識されて、スタディにも腎機能
別のリスクの層別化が極めて簡単にで
きるようになってきたことが一つです。
　もう一つは従来、造影剤腎症に関す
るコントロールスタディがありません
でした。しかし、ここ10年間に、後ろ
向きの研究ではありますが、造影剤を
使う造影CT群と、使わない非造影CT
群をコントロールに置いた傾向スコ
ア・マッチング解析での患者背景をそ
ろえたスタディの報告が多数なされま
した。この報告のすべてで推算GFRが
30mL/min以上では急性腎障害の発生
率に差がないという結果だったのです。
一部の報告ではGFRが30mL/min未満
でも差がないという報告まであったの
です。
　しかしながら、GFRが30mL/min未
満というのはあまり症例数がないので
す。やはり造影剤投与を避けていると
いう可能性があり、スタディでも少な
いことが弱点の一つでもあり、予防を
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講じたかどうかもあまり考えられてい
ません。このような背景から、一応2018
年のガイドラインではGFR 30mL/min
未満はやはりリスクとして考えて予防
策を講じましょうということになって
います。
　池脇　造影剤に対する人体への影響
というのは、日本人でも、そうでなく
ても、基本同じと考えてよいのでしょ
うか。
　藤垣　同じと考えていいと思います。
もう一つお話ししておかなければいけ
ないのは、今は静脈経由の造影CTの話
なのです。一方で、経動脈的に造影剤
を投与することがあります。Coronary
のPCIとか、Coronary造影ですね。そ
うした場合は、2018年のガイドライン
でもGFR 60mL/min未満はリスクがあ
るとしています。ただ、これもいろい
ろ国内、国外のスタディがあって、動
脈に造影剤を入れても、回り回って希
釈されるため、静脈経由と一緒ではな
いか。そして、経動脈的であってもリ
スクはないというデータを出している
ところもあります。ただ、腎動脈直上
の大動脈に直接造影をする大動脈造影
の場合、リスクは明らかに高いという
考え方があります。今後、この辺は変
わってくるかもしれませんが、わが国
のガイドラインの最新版では、静脈投
与ではGFR 30mL/min未満、動脈投与
では60mL/min未満がリスクであると
考えられています。

　池脇　今ではGFRよりeGFRを使う
ことが多いにしても、こういったGFR
の数字だけではなくて、例えばその方
の年齢のほかに糖尿病等があるかどう
か、それ以外の要因も一応加味すると
いうことですね。
　藤垣　もちろんそうです。表に造影
剤腎症のリスク因子を示します。造影
CTを行うのは高齢者が多いのです。

表　造影剤腎症のリスク因子

患者関連リスク因子
　高齢
　腎機能低下あるいは慢性腎臓病
　糖尿病および糖尿病性腎症
　治療が必要な高血圧
　メタボリックシンドローム
　高カルシウム血症
　高尿酸血症
　多発性骨髄腫
　腎灌流量低下状態
　　脱水
　　うっ血性心不全
　　肝硬変
　　ネフローゼ症候群
　血行動態不安定
　併用薬
　　予防的利尿薬投与
　　非ステロイド性消炎鎮痛薬

造影剤あるいは造影手技関連リスク因子
　高浸透圧性造影剤
　高用量造影剤投与
　経動脈性造影剤投与
　短期間での頻回造影剤投与

上では造影剤腎症が高頻度で発生する
からと、造影CTを含めて避けられて
きました。禁忌ではないかとまでいわ
れた時期があったのです。ですから、
今それを踏襲しているとすると、その
辺の腎機能の患者には造影CTをやら
ないという医師もいるかと思うのです。
　この辺が、新しいガイドラインを含
めていろいろな変遷で変わってきたの
ですが、わが国では関連ガイドライン
として、「腎障害患者におけるヨード
造影剤使用に関するガイドライン」が
あります。最新版は2018年版ですが、
2012年に初めてガイドラインができて、
このときの腎臓の機能、すなわち推算
GFRが60mL/minよりも低いときには
造影CTはリスクがあるだろうとうた
われています。特にGFRが45mL/min
を切ったときには、患者さんへのリス
クの説明や、造影剤腎症を起こさない
ような補液などの十分な対策が必要で
あると、2012年のガイドラインではう
たわれていました。
　それが2018年の新しいガイドライン
では、GFRが30mL/min以上のCKDす
なわち慢性腎臓病の患者さんでは、ほ
ぼリスクがないだろうということにな
っています。しかしながら、腎機能以
外に、高齢など、いろいろなリスク因
子があるので、その辺を加味した対処
が必要であるとうたわれています。一
方で、GFRが30mL/min未満の慢性腎
臓病の方にはやはりリスクがあると考

えて、患者さんへの説明および適切な
予防策を講じることが推奨されていま
す。
　池脇　2012～18年、eGFRだと思い
ますが、60mL/min、45mL/minが30 
mL/minまで落ちてきたのは、30mL/
min以上だったら大丈夫というような
臨床のエビデンスが出てきたからなの
でしょうか。
　藤垣　そうなのです。改訂されてき
た理由は２つあって、GFRというのが
広く認識されて、スタディにも腎機能
別のリスクの層別化が極めて簡単にで
きるようになってきたことが一つです。
　もう一つは従来、造影剤腎症に関す
るコントロールスタディがありません
でした。しかし、ここ10年間に、後ろ
向きの研究ではありますが、造影剤を
使う造影CT群と、使わない非造影CT
群をコントロールに置いた傾向スコ
ア・マッチング解析での患者背景をそ
ろえたスタディの報告が多数なされま
した。この報告のすべてで推算GFRが
30mL/min以上では急性腎障害の発生
率に差がないという結果だったのです。
一部の報告ではGFRが30mL/min未満
でも差がないという報告まであったの
です。
　しかしながら、GFRが30mL/min未
満というのはあまり症例数がないので
す。やはり造影剤投与を避けていると
いう可能性があり、スタディでも少な
いことが弱点の一つでもあり、予防を
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ぐらいの濃度の重炭酸ナトリウム液が
あります。これを使用するのですが、
１時間前から時間体重当たり約３mL
ぐらい投与し、造影後に６時間、１mL/
㎏/hの投与が勧められています。
　池脇　生理食塩液というのは私もあ
らかじめ情報はありましたが、重炭酸
ナトリウムを使うというのは、尿を例
えばアルカリ化するということでしょ
うか。
　藤垣　そうですね。それと、あとは
ボリュームを増やすということです。
ここで蘇生のときの７％の重炭酸ナト
リウムを使うと、危なくなってしまい、
事故が報告されています。重炭酸ナト
リウム液1.26％、152mEq/Lのものが
ありますので、これを使うということ
です。
　池脇　そうしますと、患者さんの
GFRを中心にして、様々な要因に配慮

する。ただ、あまり以前ほど怖がって
CTを諦めるのではなく、今はむしろ
積極的にやる方向に変わってきたとい
うことでよいでしょうか。
　藤垣　先生の言われるとおりです。
萎縮診療にならないように、検査が必
要なものは十分な検査をして、ただ、
リスクを避け、予防策を講じることが
必要になります。それからもう一つ、
昔はクレアチニン２㎎/dL以上はほぼ
禁忌とされていましたが、これをGFR
に直すと、男性50歳以上では、クレア
チニン２㎎/dL以上がGFR 30mL/min
未満になります。女性では全年齢、ク
レアチニン２㎎/dL以上がGFR 30mL/ 
min未満になります。クレアチニン２
㎎/dLをリスクと考えるのは今までど
おりでいいと思いますが、禁忌ではな
いということです。
　池脇　ありがとうございました。

高齢、すなわち年齢が60～70歳以上は
リスクが多少あるだろうということ。
それから、今お話しされた糖尿病性腎
症があるとか、そういうものもリスク
である。それから、腎灌流が悪いよう
な状態、すなわち脱水、低血圧、うっ
血性心不全があるような場合もリスク
があることになっています。
　今まで造影剤腎症を抑制するために、
マンニトールや利尿薬などを投与しま
しょうという時期がありましたが、こ
れらはむしろ腎灌流を悪くするという
ことで、あまり勧めません。むしろ予
防的な利尿薬投与はやめましょうとな
っています。それからNSAIDsですが、
これも腎血流を阻害するので、中止し
ましょうという考え方です。
　池脇　一番注目しないといけないの
はGFRですが、それ以外の患者さん側
の要因も見極めたうえで、基本はリス
クがないから普通にやってよい場合、
あるいはその間というのでしょうか、
少々リスクがあるけれども、やはり検
査をすべきときには、できるだけ造影
剤腎症を起こさせないようにする。そ
の予防法ですが、どうなのでしょう。
　藤垣　患者側の要因と、そうではな
い要因があると思いますが、後者に関
しては、造影剤自体の問題です。昔は
高浸透圧性の非イオン性の造影剤が使
われていました。これは高頻度に腎障
害を起こします。しかし今は使われて
おらず、低浸透圧性の造影剤が使われ

ています。ただ、等張性の造影剤もあ
るのです。これに関して、腎機能が悪
い人には等張性のほうがいいか、低浸
透圧でいいかは結論が出ていません。
日常臨床ではごく普通に低浸透圧性が
使われると思います。あとは、２～３
日以内に繰り返して造影剤を使うのは
リスクと考えられていますので、そこ
は避けていただきたいです。
　今度は患者側の要因として、避けら
れないものとしては高齢や糖尿病です
が、先ほどの腎灌流が悪いような状況
を避けるために補液が必要となります。
当然心不全などがないことを確認して
補液を十分にしていただきたい。一応
スタディとしてデータがあるのは、造
影を行う６時間前から造影後６時間ま
での12時間、時間体重当たり１～1.5 
mLの生理食塩液を補液しましょう。
おおよそ６時間の間に500mL、造影前
後に500mLぐらいずつの生理食塩液を
投与することが勧められています。こ
れによって尿流量が増える。そうする
と、造影剤が尿細管で希釈されるとか、
糸球体の還流量が良くなることで酸化
ストレスが減るということが一応機序
として考えられています。
　もう一つ、緊急的にPCRを行わなけ
ればいけないことがあります。そうい
うときは生理食塩液を６時間投与する
ことはできませんので、１時間ぐらい
前からの重炭酸ナトリウム液投与が勧
められています。日本では152mEq/L
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ぐらいの濃度の重炭酸ナトリウム液が
あります。これを使用するのですが、
１時間前から時間体重当たり約３mL
ぐらい投与し、造影後に６時間、１mL/
㎏/hの投与が勧められています。
　池脇　生理食塩液というのは私もあ
らかじめ情報はありましたが、重炭酸
ナトリウムを使うというのは、尿を例
えばアルカリ化するということでしょ
うか。
　藤垣　そうですね。それと、あとは
ボリュームを増やすということです。
ここで蘇生のときの７％の重炭酸ナト
リウムを使うと、危なくなってしまい、
事故が報告されています。重炭酸ナト
リウム液1.26％、152mEq/Lのものが
ありますので、これを使うということ
です。
　池脇　そうしますと、患者さんの
GFRを中心にして、様々な要因に配慮

する。ただ、あまり以前ほど怖がって
CTを諦めるのではなく、今はむしろ
積極的にやる方向に変わってきたとい
うことでよいでしょうか。
　藤垣　先生の言われるとおりです。
萎縮診療にならないように、検査が必
要なものは十分な検査をして、ただ、
リスクを避け、予防策を講じることが
必要になります。それからもう一つ、
昔はクレアチニン２㎎/dL以上はほぼ
禁忌とされていましたが、これをGFR
に直すと、男性50歳以上では、クレア
チニン２㎎/dL以上がGFR 30mL/min
未満になります。女性では全年齢、ク
レアチニン２㎎/dL以上がGFR 30mL/ 
min未満になります。クレアチニン２
㎎/dLをリスクと考えるのは今までど
おりでいいと思いますが、禁忌ではな
いということです。
　池脇　ありがとうございました。

高齢、すなわち年齢が60～70歳以上は
リスクが多少あるだろうということ。
それから、今お話しされた糖尿病性腎
症があるとか、そういうものもリスク
である。それから、腎灌流が悪いよう
な状態、すなわち脱水、低血圧、うっ
血性心不全があるような場合もリスク
があることになっています。
　今まで造影剤腎症を抑制するために、
マンニトールや利尿薬などを投与しま
しょうという時期がありましたが、こ
れらはむしろ腎灌流を悪くするという
ことで、あまり勧めません。むしろ予
防的な利尿薬投与はやめましょうとな
っています。それからNSAIDsですが、
これも腎血流を阻害するので、中止し
ましょうという考え方です。
　池脇　一番注目しないといけないの
はGFRですが、それ以外の患者さん側
の要因も見極めたうえで、基本はリス
クがないから普通にやってよい場合、
あるいはその間というのでしょうか、
少々リスクがあるけれども、やはり検
査をすべきときには、できるだけ造影
剤腎症を起こさせないようにする。そ
の予防法ですが、どうなのでしょう。
　藤垣　患者側の要因と、そうではな
い要因があると思いますが、後者に関
しては、造影剤自体の問題です。昔は
高浸透圧性の非イオン性の造影剤が使
われていました。これは高頻度に腎障
害を起こします。しかし今は使われて
おらず、低浸透圧性の造影剤が使われ

ています。ただ、等張性の造影剤もあ
るのです。これに関して、腎機能が悪
い人には等張性のほうがいいか、低浸
透圧でいいかは結論が出ていません。
日常臨床ではごく普通に低浸透圧性が
使われると思います。あとは、２～３
日以内に繰り返して造影剤を使うのは
リスクと考えられていますので、そこ
は避けていただきたいです。
　今度は患者側の要因として、避けら
れないものとしては高齢や糖尿病です
が、先ほどの腎灌流が悪いような状況
を避けるために補液が必要となります。
当然心不全などがないことを確認して
補液を十分にしていただきたい。一応
スタディとしてデータがあるのは、造
影を行う６時間前から造影後６時間ま
での12時間、時間体重当たり１～1.5 
mLの生理食塩液を補液しましょう。
おおよそ６時間の間に500mL、造影前
後に500mLぐらいずつの生理食塩液を
投与することが勧められています。こ
れによって尿流量が増える。そうする
と、造影剤が尿細管で希釈されるとか、
糸球体の還流量が良くなることで酸化
ストレスが減るということが一応機序
として考えられています。
　もう一つ、緊急的にPCRを行わなけ
ればいけないことがあります。そうい
うときは生理食塩液を６時間投与する
ことはできませんので、１時間ぐらい
前からの重炭酸ナトリウム液投与が勧
められています。日本では152mEq/L
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国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室室長
坊　内　良太郎

（聞き手　山内俊一）

　膵臓部分切除後の糖尿病発症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

膵臓部分切除後の糖尿病発症

　山内　坊内先生は、膵臓部分切除後
の糖尿病発症に関して非常に魅力的な
研究をされていますので、いろいろお
話をうかがいたいと思います。
　まず膵臓切除、これは昨今は膵臓が
んの早期発見も増えてきたこともあっ
て、多くなってまいりました。膵臓を
切ってしまうと、β細胞がもちろんな
くなりますが、α細胞もなくなるとい
うことで、１型糖尿病に近いかといえ
ば、それはまた非常に微妙なところが
あるという、複雑な病態だろうと思い
ます。まずこのあたりの病態について
どういったことが考えられますか。
　坊内　先生がご指摘のとおりで、特
に膵臓全摘の場合は内分泌細胞がすべ
てなくなります。すなわち、インスリ
ンを出すβ細胞も、グルカゴンを出す
α細胞もすべてなくなるのですから、
血糖を下げるアクセルであるインスリ

ンと血糖が下がり過ぎたときにそれを
止めてくれるブレーキであるグルカゴ
ン、この両方が同時になくなります。
外からインスリンを補うような治療を
行った場合に、インスリンが過剰に働
いて血糖が下がり過ぎるときにブレー
キがない状態になるというのが１型糖
尿病と大きく異なります。すなわち、
重症の低血糖なども起こすリスクが高
いのが、膵全摘後の糖尿病の特徴だと
いわれています。
　山内　それに対してこの部分切除は、
もう少し違った側面があるのですね。
　坊内　膵部分切除をご理解いただく
には、まず術式をご理解いただく必要
があります。大きく分けると２つあり
まして、１つは膵体尾部切除、これは
ざっくり言うと膵臓の真ん中からしっ
ぽ側、後ろ半分を取る術式で、多くの
場合は脾臓を合併切除します。もう１

つは膵頭十二指腸切除、名前のとおり、
膵頭と十二指腸を一塊にして取り出す。
多くの場合、胆囊も一緒に取って、そ
れで十二指腸を取りますので、胃から
遠位の小腸にバイパスを行う術式があ
ります。先ほどの膵全摘とは違い、β
細胞もα細胞もある程度残っています
ので、グルカゴンの分泌などは保たれ
ています。インスリンの分泌に関して
は、取った膵臓の分だけβ細胞が少な
くなるので、一般的には分泌が落ちる
だろうと考えられていました。そのあ
たりが全摘と部分切除の違いとして、
まずあるのではないかと考えられます。
　山内　先生がお調べになったところ
で非常に興味深いのは、今お話があり
ました２つの切除方法では、かなり様
相が違ったということですね。
　坊内　我々も非常に驚いたのですが、
どちらの術式もだいたい体積にすると
半分ずつ膵臓を取るのですが、その２
つの術式の患者さんを見ていきますと、
術後の糖尿病の発症率がおよそ10倍ぐ
らい違うことが我々の検討で明らかに
なったのです。膵切除後の糖尿病とい
うのは古くからいわれていますが、な
かなか詳細な病態がわかっていなかっ
たので、我々はもともと糖尿病がない
人を対象に定期的に経口ブドウ糖負荷
試験を半年に１回、繰り返して行って
いくというコホートを作りました。そ
の中で糖尿病の発症を追跡したところ、
だいたい術後２年ぐらいで膵体尾部切

除、しっぽ側を取る術式だとおよそ50
％糖尿病を発症するのですが、膵頭
十二指腸切除の場合はおよそ５％しか
糖尿病を発症しない。それぐらいの開
きがあることが見えてきたのです。
　山内　昔から膵体尾部にβ細胞が多
いのが判明していますが、これでより
β細胞が少なくなるという気もします。
実際のメカニズムはそうでもないので
しょうか。
　坊内　確かに先生がおっしゃるとお
り、膵体尾部にはβ細胞は膵頭部より
も多くあるということは今までの数々
のヒトのデータで示されていて、実際、
剖検例で見ても膵体尾部のほうが多い
とする報告が多いのは事実です。ただ、
一方で実はあまり変わらないという報
告もあったりします。先ほど申し上げ
た発症率が10倍違うことを説明しうる
ほどβ細胞の分布に違いがあるかとい
うと、我々の検討で見ても、そこまで
の差はありませんでした。膵体尾部に
も、もちろん膵頭部にもβ細胞があり
ますので、体積が同じぐらい取れてい
て、例えば1.2倍ぐらい差があったとし
ても、果たしてそれだけでそれぐらい
の糖尿病の発症率の違いを説明しうる
かという疑問が、我々として湧いてき
たのです。
　山内　確かにそうですね。ただ、そ
れから先を詰めるのは非常に難しいか
と思いますが、先生の仮説ではどうい
ったものが挙げられるのでしょうか。
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国立国際医療研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室室長
坊　内　良太郎

（聞き手　山内俊一）

　膵臓部分切除後の糖尿病発症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

膵臓部分切除後の糖尿病発症

　山内　坊内先生は、膵臓部分切除後
の糖尿病発症に関して非常に魅力的な
研究をされていますので、いろいろお
話をうかがいたいと思います。
　まず膵臓切除、これは昨今は膵臓が
んの早期発見も増えてきたこともあっ
て、多くなってまいりました。膵臓を
切ってしまうと、β細胞がもちろんな
くなりますが、α細胞もなくなるとい
うことで、１型糖尿病に近いかといえ
ば、それはまた非常に微妙なところが
あるという、複雑な病態だろうと思い
ます。まずこのあたりの病態について
どういったことが考えられますか。
　坊内　先生がご指摘のとおりで、特
に膵臓全摘の場合は内分泌細胞がすべ
てなくなります。すなわち、インスリ
ンを出すβ細胞も、グルカゴンを出す
α細胞もすべてなくなるのですから、
血糖を下げるアクセルであるインスリ

ンと血糖が下がり過ぎたときにそれを
止めてくれるブレーキであるグルカゴ
ン、この両方が同時になくなります。
外からインスリンを補うような治療を
行った場合に、インスリンが過剰に働
いて血糖が下がり過ぎるときにブレー
キがない状態になるというのが１型糖
尿病と大きく異なります。すなわち、
重症の低血糖なども起こすリスクが高
いのが、膵全摘後の糖尿病の特徴だと
いわれています。
　山内　それに対してこの部分切除は、
もう少し違った側面があるのですね。
　坊内　膵部分切除をご理解いただく
には、まず術式をご理解いただく必要
があります。大きく分けると２つあり
まして、１つは膵体尾部切除、これは
ざっくり言うと膵臓の真ん中からしっ
ぽ側、後ろ半分を取る術式で、多くの
場合は脾臓を合併切除します。もう１

つは膵頭十二指腸切除、名前のとおり、
膵頭と十二指腸を一塊にして取り出す。
多くの場合、胆囊も一緒に取って、そ
れで十二指腸を取りますので、胃から
遠位の小腸にバイパスを行う術式があ
ります。先ほどの膵全摘とは違い、β
細胞もα細胞もある程度残っています
ので、グルカゴンの分泌などは保たれ
ています。インスリンの分泌に関して
は、取った膵臓の分だけβ細胞が少な
くなるので、一般的には分泌が落ちる
だろうと考えられていました。そのあ
たりが全摘と部分切除の違いとして、
まずあるのではないかと考えられます。
　山内　先生がお調べになったところ
で非常に興味深いのは、今お話があり
ました２つの切除方法では、かなり様
相が違ったということですね。
　坊内　我々も非常に驚いたのですが、
どちらの術式もだいたい体積にすると
半分ずつ膵臓を取るのですが、その２
つの術式の患者さんを見ていきますと、
術後の糖尿病の発症率がおよそ10倍ぐ
らい違うことが我々の検討で明らかに
なったのです。膵切除後の糖尿病とい
うのは古くからいわれていますが、な
かなか詳細な病態がわかっていなかっ
たので、我々はもともと糖尿病がない
人を対象に定期的に経口ブドウ糖負荷
試験を半年に１回、繰り返して行って
いくというコホートを作りました。そ
の中で糖尿病の発症を追跡したところ、
だいたい術後２年ぐらいで膵体尾部切

除、しっぽ側を取る術式だとおよそ50
％糖尿病を発症するのですが、膵頭
十二指腸切除の場合はおよそ５％しか
糖尿病を発症しない。それぐらいの開
きがあることが見えてきたのです。
　山内　昔から膵体尾部にβ細胞が多
いのが判明していますが、これでより
β細胞が少なくなるという気もします。
実際のメカニズムはそうでもないので
しょうか。
　坊内　確かに先生がおっしゃるとお
り、膵体尾部にはβ細胞は膵頭部より
も多くあるということは今までの数々
のヒトのデータで示されていて、実際、
剖検例で見ても膵体尾部のほうが多い
とする報告が多いのは事実です。ただ、
一方で実はあまり変わらないという報
告もあったりします。先ほど申し上げ
た発症率が10倍違うことを説明しうる
ほどβ細胞の分布に違いがあるかとい
うと、我々の検討で見ても、そこまで
の差はありませんでした。膵体尾部に
も、もちろん膵頭部にもβ細胞があり
ますので、体積が同じぐらい取れてい
て、例えば1.2倍ぐらい差があったとし
ても、果たしてそれだけでそれぐらい
の糖尿病の発症率の違いを説明しうる
かという疑問が、我々として湧いてき
たのです。
　山内　確かにそうですね。ただ、そ
れから先を詰めるのは非常に難しいか
と思いますが、先生の仮説ではどうい
ったものが挙げられるのでしょうか。
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　坊内　先ほど術式の説明をしました
が、膵頭十二指腸切除というのは十二
指腸も取って、小腸をバイパスします。
通常であればかなり消化、分解された
ものが遠位小腸に流れていくのが、ダ
イレクトに食べ物が未消化の状態で流
れ込むという、術式間の極めて大きな
違いとしてあると思います。そのとき
に遠位小腸は何をやっているかという
と、いろいろな栄養素の吸収をもちろ
ん行いますが、腸管の内分泌細胞もけ
っこういるエリアになるのです。代表
的なところでいくと、インクレチンを
分泌するL細胞などが多くありますが、
その中でインクレチンの分泌が増える
のではないかという仮説を立て、その
検証を行いました。
　実際測ってみると、経口ブドウ糖負
荷試験の負荷後のGLP-１の分泌は、膵
頭十二指腸切除のみ上昇することが明
らかになりました。ですから、少なく
とも術式が違うことで腸管のインクレ
チン分泌に差が出ているという明確な
答えが出て、ではなぜそれが出るのか
を詳しく調べてみたのです。
　山内　直接食物が行くことで、腸内
細菌にも影響が出るのでしょうね。
　坊内　そこは非常に重要なポイント
です。食べ物を消化、吸収していく過
程の中で腸内細菌は非常に重要な役割
を果たします。ヒトのエネルギー吸収
の10％ぐらいは腸内細菌がつかさどっ
ているのではないかというぐらい、実

は腸内細菌は重要な役割を果たしてい
ることがわかっています。実際、我々
も腸内細菌に違いがないのか菌叢の解
析を行ったのです。すると予想どおり
といいますか、腸内細菌の変化が起こ
ったのは膵頭十二指腸切除の術前後の
みでした。膵臓の頭側を取る術式だけ
で腸内細菌叢の変化が起こっていて、
先ほど申し上げましたインクレチン、
特に今、受容体作動薬が製剤にもなっ
ているGLP-１の分泌に関わるような、
腸内細菌から産生される短鎖脂肪酸の
糞便中の量も、膵頭十二指腸切除のみ
で増加することが明らかになったので
す。
　山内　そういった非常に複雑なとこ
ろが一斉に働くと考えてよいのですね。
　坊内　そうですね。
　山内　詳しいことはまだこれからだ
と思いますが、一つ言えることは、従
来は切除率について、40％残っていれ
ば大丈夫とされていましたが、むしろ
切除率よりも術式が大事だという非常
に大きなことがわかったのですね。
　坊内　そうですね。
　山内　あと、先ほどのお話ですが、
膵体尾部の切除でおよそ50％が糖尿病
になるというところ、逆にならない方
もいるのですね。
　坊内　そうなのです。非常に興味深
いのですが、糖尿病になる方は手術し
た直後ぐらいから急に高血糖を呈する
方で、術後半年から１年ぐらいで糖尿

病になる人が半分ぐらいです。一方で、
定期的に経口ブドウ糖負荷試験で追跡
していましたが、ならない人はそのま
まずっと、何年たってもならないので
す。
　これはなぜだろうと私らも非常に興
味を持ちました。膵臓をもちろん取っ
ていますので、腫瘍の組織もあります
が、それ以外の部分の組織解析ができ
るので、そういう組織を見て、残って
いる膵島を観察したのです。術後に糖
尿病になる人は膵島の腫大が起こって
いました。いわゆる代謝ストレスがか
かったときに膵島は腫大します。一番
典型的なのはインスリン抵抗性で、そ
ういった状態が起こったときに膵島は
腫大すると糖尿病領域では一般的にい
われていますが、実はそういう変化が
起こっている。加えて、β細胞とか膵
臓の内分泌細胞はそういうストレスが
かかったときに、例えばインスリンを
産生するβ細胞に分化していく過程で
いろいろな過程を経るのですが、可塑
性といって、成熟した最終的なβ細胞
から少し未分化の状態に戻る、そうい
った細胞が多く認められることが、膵
臓を取った後に糖尿病になる方の特徴
であることがわかってきました。
　山内　そうしますと、摘出した膵臓
の病理所見も予後の参考になるかもし
れないのですね。
　坊内　本当にそのとおりで、術後に

糖尿病になるか、ならないかを考えた
ときに、患者さんにとっては非常に大
きな問題です。というのも、膵臓を取
った後の糖尿病の治療は原則インスリ
ンを含めた治療ということで、今は注
射の治療が主流になり、患者さんの負
担も大きくなります。その中で、糖尿
病になるのか、ならないのかは患者さ
んの関心事としてはけっこう大きいの
です。膵臓の組織を見ることで術前に
予測が可能だということもクリニカル
には大きな、重要な知見だったのでは
ないかと私どもは考えています。
　山内　実際の治療法の開発はこれか
らですが、今のお話をうかがいますと、
例えばGLP-１受容体作動薬も、一つ
の有力な治療法になる可能性もあるの
ですね。
　坊内　そうですね。マウスの実験で
はβ細胞の保護効果があるとか、そう
いったことも報告されていますので、
ヒトのデータで見てもその可能性はあ
るかもしれません。ただ、ヒトの場合
はβ細胞の再生や増殖がすごくしにく
いという特性がありますので、ヒトで
はマウスのように単純にはいかないか
もしれません。ただ、メカニズムを考
えると、保護に働く可能性は捨てきれ
ないのではないかと今でも私は思って
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン66巻３月号（2 . 2022） （141）  1312 （140） ドクターサロン66巻３月号（2 . 2022）

2203_HONBUN.indd   12-13 2022/02/08   9:38



　坊内　先ほど術式の説明をしました
が、膵頭十二指腸切除というのは十二
指腸も取って、小腸をバイパスします。
通常であればかなり消化、分解された
ものが遠位小腸に流れていくのが、ダ
イレクトに食べ物が未消化の状態で流
れ込むという、術式間の極めて大きな
違いとしてあると思います。そのとき
に遠位小腸は何をやっているかという
と、いろいろな栄養素の吸収をもちろ
ん行いますが、腸管の内分泌細胞もけ
っこういるエリアになるのです。代表
的なところでいくと、インクレチンを
分泌するL細胞などが多くありますが、
その中でインクレチンの分泌が増える
のではないかという仮説を立て、その
検証を行いました。
　実際測ってみると、経口ブドウ糖負
荷試験の負荷後のGLP-１の分泌は、膵
頭十二指腸切除のみ上昇することが明
らかになりました。ですから、少なく
とも術式が違うことで腸管のインクレ
チン分泌に差が出ているという明確な
答えが出て、ではなぜそれが出るのか
を詳しく調べてみたのです。
　山内　直接食物が行くことで、腸内
細菌にも影響が出るのでしょうね。
　坊内　そこは非常に重要なポイント
です。食べ物を消化、吸収していく過
程の中で腸内細菌は非常に重要な役割
を果たします。ヒトのエネルギー吸収
の10％ぐらいは腸内細菌がつかさどっ
ているのではないかというぐらい、実

は腸内細菌は重要な役割を果たしてい
ることがわかっています。実際、我々
も腸内細菌に違いがないのか菌叢の解
析を行ったのです。すると予想どおり
といいますか、腸内細菌の変化が起こ
ったのは膵頭十二指腸切除の術前後の
みでした。膵臓の頭側を取る術式だけ
で腸内細菌叢の変化が起こっていて、
先ほど申し上げましたインクレチン、
特に今、受容体作動薬が製剤にもなっ
ているGLP-１の分泌に関わるような、
腸内細菌から産生される短鎖脂肪酸の
糞便中の量も、膵頭十二指腸切除のみ
で増加することが明らかになったので
す。
　山内　そういった非常に複雑なとこ
ろが一斉に働くと考えてよいのですね。
　坊内　そうですね。
　山内　詳しいことはまだこれからだ
と思いますが、一つ言えることは、従
来は切除率について、40％残っていれ
ば大丈夫とされていましたが、むしろ
切除率よりも術式が大事だという非常
に大きなことがわかったのですね。
　坊内　そうですね。
　山内　あと、先ほどのお話ですが、
膵体尾部の切除でおよそ50％が糖尿病
になるというところ、逆にならない方
もいるのですね。
　坊内　そうなのです。非常に興味深
いのですが、糖尿病になる方は手術し
た直後ぐらいから急に高血糖を呈する
方で、術後半年から１年ぐらいで糖尿

病になる人が半分ぐらいです。一方で、
定期的に経口ブドウ糖負荷試験で追跡
していましたが、ならない人はそのま
まずっと、何年たってもならないので
す。
　これはなぜだろうと私らも非常に興
味を持ちました。膵臓をもちろん取っ
ていますので、腫瘍の組織もあります
が、それ以外の部分の組織解析ができ
るので、そういう組織を見て、残って
いる膵島を観察したのです。術後に糖
尿病になる人は膵島の腫大が起こって
いました。いわゆる代謝ストレスがか
かったときに膵島は腫大します。一番
典型的なのはインスリン抵抗性で、そ
ういった状態が起こったときに膵島は
腫大すると糖尿病領域では一般的にい
われていますが、実はそういう変化が
起こっている。加えて、β細胞とか膵
臓の内分泌細胞はそういうストレスが
かかったときに、例えばインスリンを
産生するβ細胞に分化していく過程で
いろいろな過程を経るのですが、可塑
性といって、成熟した最終的なβ細胞
から少し未分化の状態に戻る、そうい
った細胞が多く認められることが、膵
臓を取った後に糖尿病になる方の特徴
であることがわかってきました。
　山内　そうしますと、摘出した膵臓
の病理所見も予後の参考になるかもし
れないのですね。
　坊内　本当にそのとおりで、術後に

糖尿病になるか、ならないかを考えた
ときに、患者さんにとっては非常に大
きな問題です。というのも、膵臓を取
った後の糖尿病の治療は原則インスリ
ンを含めた治療ということで、今は注
射の治療が主流になり、患者さんの負
担も大きくなります。その中で、糖尿
病になるのか、ならないのかは患者さ
んの関心事としてはけっこう大きいの
です。膵臓の組織を見ることで術前に
予測が可能だということもクリニカル
には大きな、重要な知見だったのでは
ないかと私どもは考えています。
　山内　実際の治療法の開発はこれか
らですが、今のお話をうかがいますと、
例えばGLP-１受容体作動薬も、一つ
の有力な治療法になる可能性もあるの
ですね。
　坊内　そうですね。マウスの実験で
はβ細胞の保護効果があるとか、そう
いったことも報告されていますので、
ヒトのデータで見てもその可能性はあ
るかもしれません。ただ、ヒトの場合
はβ細胞の再生や増殖がすごくしにく
いという特性がありますので、ヒトで
はマウスのように単純にはいかないか
もしれません。ただ、メカニズムを考
えると、保護に働く可能性は捨てきれ
ないのではないかと今でも私は思って
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学助教
鈴　木　猛　司

（聞き手　池脇克則）

　長引く咳の症例では胃食道逆流症を合併しているケースがありますが、一般
的に多いのでしょうか。メカニズムと併せてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

胃食道逆流症による咳嗽

　池脇　長引く咳についての質問です。
咳は短期間のものから長引くものまで、
それぞれ咳の持続の期間によって名称
が変わってきますよね。そのあたりか
ら確認させてください。
　鈴木　咳嗽は持続期間により、３週
間未満の急性咳嗽、３週間以上８週間
未満の遷延性咳嗽、８週間以上の慢性
咳嗽に分類されます。このような持続
期間を設けることで咳嗽の原因疾患を
ある程度推測することができます。
　池脇　一般的に風邪の後の咳という
と、せいぜい１～２週間ぐらいでしょ
うか、もちろん風邪だけが咳の原因で
はありませんが、一般的に持続が長く
なればなるほど呼吸器以外の原因での
咳の頻度が高くなってくるのでしょう
か。
　鈴木　おっしゃるとおりです。急性

咳嗽の多くは感冒を含む気道の感染症
であり、その持続期間が長くなるにつ
れて感染症に起因する疾患は低下し、
それ以外の咳が多くなってきます。
　池脇　今回の質問の長引く咳という
のは、少なくとも遷延性あるいは慢性
の咳で、胃食道逆流症を合併している、
あるいはそれによる咳というケースが
あるそうですが、胃食道逆流症とはど
ういう疾患なのでしょう。
　鈴木　胃食道逆流症は、胃の内容物
が食道に逆流することによって何らか
の症状や合併症が引き起こされた状態
です。典型的な症状は、皆さんご存じ
のとおり、胸やけや呑酸ですが、これ
は食道症状といいます。それに対して
胃食道逆流症の食道外症状は幾つか定
義されていて、その中で明確なエビデ
ンスがあるものとして咳嗽が挙げられ

ています。
　池脇　私も時々げっぷをしますし、
必ずしも逆流があるから異常というわ
けではないのでしょうが、逆流はどの
ようにして起こるのでしょう。
　鈴木　胃と食道の間には横隔膜があ
り、また下部食道括約筋というものが
あって、圧が高くなっています。通常
ではそれがあるので胃から食道への逆
流が防止されている状態です。ただ、
嚥下時にはその下部食道括約筋が弛緩
して、食べ物や飲み物が食道から胃に
落ちていきます。これとは別に、嚥下
とは関係なく、迷走神経を介する反射
により下部食道括約筋が一過性に弛緩
する生理的な現象があります。例えば、
先ほどおっしゃられたように、食べ過
ぎたときのげっぷもその一つです。一
過性の下部食道括約筋の弛緩というの
は比較的時間が長いので、胃の内容物
の逆流を伴うことがあります。この現
象は正常の人でも起こる普通のことで
すが、この頻度が多くなりますと、症
状が伴い、胃食道逆流症となってきま
す。
　池脇　それがどうやって咳につなが
るのかというメカニズムはあとでお聞
きするとして、長引く咳というのは、
遷延性、慢性の咳嗽の中でどのぐらい
の割合なのでしょうか。
　鈴木　８週間以上続く慢性咳嗽で見
ますと、まず胸部レントゲンや胸部聴
診を行い、その異常があるものはその

治療をすればいいのですが、正常であ
る場合、それを分類しますと、咳喘息
がわが国では最も頻度が高く、４割以
上と考えられています。一方で胃食道
逆流症に起因するものはわが国では１
割程度とされ、欧米の４割程度といわ
れているものとかなり報告が異なって
います。これは胃食道逆流症の原因と
なる食生活の違いや肥満率の違いに原
因があるのではないかと考えられてい
ます。
　池脇　確かに欧米の４割は多いです
が、それでも日本で１割というのは、
これは慢性の咳嗽で、見逃してはいけ
ない疾患の一つと考えなければいけな
いですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　池脇　どうして食道への逆流が咳に
なるのでしょうか。
　鈴木　胃食道逆流症が咳嗽を誘発す
るメカニズムは大きく分けて２つあり
ます。reflex theoryとreflux theoryで
す。１つ目のreflex theoryは、胃の内
容物の逆流が下部食道に到達し、そこ
に存在する迷走神経の受容体を刺激し
て、中枢を介し反射的に咳嗽を誘発し
ます。ですので、reflex theoryといい
ます。もう一つはreflux theoryといい、
胃内容物の逆流が下部食道を通り越し
て、ずっと上昇し、咽喉頭まで到達し
て咳嗽を誘発します。お酢を誤嚥した
ときにものすごく咳き込んだ経験が誰
しもあると思います。胃酸の逆流は唾
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千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学助教
鈴　木　猛　司

（聞き手　池脇克則）

　長引く咳の症例では胃食道逆流症を合併しているケースがありますが、一般
的に多いのでしょうか。メカニズムと併せてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

胃食道逆流症による咳嗽

　池脇　長引く咳についての質問です。
咳は短期間のものから長引くものまで、
それぞれ咳の持続の期間によって名称
が変わってきますよね。そのあたりか
ら確認させてください。
　鈴木　咳嗽は持続期間により、３週
間未満の急性咳嗽、３週間以上８週間
未満の遷延性咳嗽、８週間以上の慢性
咳嗽に分類されます。このような持続
期間を設けることで咳嗽の原因疾患を
ある程度推測することができます。
　池脇　一般的に風邪の後の咳という
と、せいぜい１～２週間ぐらいでしょ
うか、もちろん風邪だけが咳の原因で
はありませんが、一般的に持続が長く
なればなるほど呼吸器以外の原因での
咳の頻度が高くなってくるのでしょう
か。
　鈴木　おっしゃるとおりです。急性

咳嗽の多くは感冒を含む気道の感染症
であり、その持続期間が長くなるにつ
れて感染症に起因する疾患は低下し、
それ以外の咳が多くなってきます。
　池脇　今回の質問の長引く咳という
のは、少なくとも遷延性あるいは慢性
の咳で、胃食道逆流症を合併している、
あるいはそれによる咳というケースが
あるそうですが、胃食道逆流症とはど
ういう疾患なのでしょう。
　鈴木　胃食道逆流症は、胃の内容物
が食道に逆流することによって何らか
の症状や合併症が引き起こされた状態
です。典型的な症状は、皆さんご存じ
のとおり、胸やけや呑酸ですが、これ
は食道症状といいます。それに対して
胃食道逆流症の食道外症状は幾つか定
義されていて、その中で明確なエビデ
ンスがあるものとして咳嗽が挙げられ

ています。
　池脇　私も時々げっぷをしますし、
必ずしも逆流があるから異常というわ
けではないのでしょうが、逆流はどの
ようにして起こるのでしょう。
　鈴木　胃と食道の間には横隔膜があ
り、また下部食道括約筋というものが
あって、圧が高くなっています。通常
ではそれがあるので胃から食道への逆
流が防止されている状態です。ただ、
嚥下時にはその下部食道括約筋が弛緩
して、食べ物や飲み物が食道から胃に
落ちていきます。これとは別に、嚥下
とは関係なく、迷走神経を介する反射
により下部食道括約筋が一過性に弛緩
する生理的な現象があります。例えば、
先ほどおっしゃられたように、食べ過
ぎたときのげっぷもその一つです。一
過性の下部食道括約筋の弛緩というの
は比較的時間が長いので、胃の内容物
の逆流を伴うことがあります。この現
象は正常の人でも起こる普通のことで
すが、この頻度が多くなりますと、症
状が伴い、胃食道逆流症となってきま
す。
　池脇　それがどうやって咳につなが
るのかというメカニズムはあとでお聞
きするとして、長引く咳というのは、
遷延性、慢性の咳嗽の中でどのぐらい
の割合なのでしょうか。
　鈴木　８週間以上続く慢性咳嗽で見
ますと、まず胸部レントゲンや胸部聴
診を行い、その異常があるものはその

治療をすればいいのですが、正常であ
る場合、それを分類しますと、咳喘息
がわが国では最も頻度が高く、４割以
上と考えられています。一方で胃食道
逆流症に起因するものはわが国では１
割程度とされ、欧米の４割程度といわ
れているものとかなり報告が異なって
います。これは胃食道逆流症の原因と
なる食生活の違いや肥満率の違いに原
因があるのではないかと考えられてい
ます。
　池脇　確かに欧米の４割は多いです
が、それでも日本で１割というのは、
これは慢性の咳嗽で、見逃してはいけ
ない疾患の一つと考えなければいけな
いですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　池脇　どうして食道への逆流が咳に
なるのでしょうか。
　鈴木　胃食道逆流症が咳嗽を誘発す
るメカニズムは大きく分けて２つあり
ます。reflex theoryとreflux theoryで
す。１つ目のreflex theoryは、胃の内
容物の逆流が下部食道に到達し、そこ
に存在する迷走神経の受容体を刺激し
て、中枢を介し反射的に咳嗽を誘発し
ます。ですので、reflex theoryといい
ます。もう一つはreflux theoryといい、
胃内容物の逆流が下部食道を通り越し
て、ずっと上昇し、咽喉頭まで到達し
て咳嗽を誘発します。お酢を誤嚥した
ときにものすごく咳き込んだ経験が誰
しもあると思います。胃酸の逆流は唾
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液によってある程度中和されています
ので、ここまでとは言いませんが、同
じような状況であるとお考えいただけ
ればわかりやすいと思います。
　池脇　胃液が多少食道に逆流するの
はまああるかなと思いますが、咽頭ぐ
らいまでいってしまうのはけっこうな
逆流ですね。
　鈴木　そうですね。
　池脇　でも、それも起こりうる。そ
れによって咳の原因になる。その２つ
のメカニズムがあるということですか。
　鈴木　はい。
　池脇　そこまで逆流しているかどう
か、耳鼻科医でないとなかなかわから
ないということですか。
　鈴木　これは耳鼻科医でもなかなか
診断が容易ではありません。なぜかと
いいますと、耳鼻科では外来ですぐ喉
頭内視鏡で咽喉頭を観察することがで
きるのですが、典型的な所見がないと
いわれており、なかなか診断は難しい
ことになります。
　池脇　胃食道逆流による咳かと思っ
て検査をして、こういう所見があるか
ら診断というようには、なかなかスト
レートにいかないのですね。例えば
PPIを使った治療的診断になるのでし
ょうか。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まず
はPPIを投与して咳嗽が改善するのか
というところから判断することになる
と思います。しかしながら、咽喉頭は

非常に過敏な臓器ですので、逆流が咽
喉頭まで到達しますと、PPIを使用し
て弱酸性になった逆流であっても咳嗽
を引き起こしてしまうことがあり、そ
ういった意味で診断が難しくなるかと
思います。
　池脇　確認ですが、先ほどの咳のメ
カニズムのreflex theoryに関しては胃
酸を中和することによって多少効果が
あるけれども、もう一つの咽喉頭まで
いくreflux theoryに関してはPPIの効
果も保証されていないということでし
ょうか。
　鈴木　そのとおりです。
　池脇　基本はPPIを投与してやって
いくのでしょうが、治療は必ずしも薬
物だけではなくて、生活指導もされる
のでしょうか。
　鈴木　胃食道逆流症といいますと、
PPIを投与する先生が多いと思うので
すが、生活指導は非常に重要なことだ
と思っています。具体的には就寝前２
時間は食事を控えるとか、食後すぐに
横にならないとか、あとは腹圧が高く
なると逆流してきますので、そういっ
た体勢は避けるべきです。草むしりな
どの前屈みの姿勢、カラオケなどで大
きな声を出すこと、ベルトや腹部をき
つく締めるような服装、あと重いもの
を持ち上げる、こういう行動が腹圧を
高くして逆流を誘発するといわれてい
ます。
　池脇　日常生活の細かいところにま

で気をつけないといけないですね。
　鈴木　そうですね。
　池脇　先ほど欧米では頻度が高い一
つの原因が肥満ということでしたが、
日本人でも肥満の方でそういうことに
なれば、やはり肥満の是正も重要でし
ょうか。
　鈴木　肥満は内臓脂肪によって腹圧
を上げますので、やはり体重を落とす
ことは重要だと思います。また、それ
に関連して食べ物で逆流が起こること
もあります。先ほど申し上げたように、
一過性に下部食道括約筋が弛緩して逆
流が起こるのですが、それを誘発する
ようなもの、例えば胃を拡張させるこ
とになる食べ過ぎ、早食い、炭酸飲料、
こういったものは避けるようにしなけ
ればいけません。また下部食道括約筋
の圧を低下させる脂っこいもの、チョ
コレート、アルコール、そういった食
べ物も避けるべきだと考えています。
　池脇　薬についても下部食道括約筋
に影響があるかどうかも一応チェック

されるのでしょうか。
　鈴木　特にCa拮抗薬、テオフィリン、
こういった薬剤が下部食道括約筋の圧
を低下させますので、使用歴を聞いて、
使用している場合は薬剤の変更を考え
られるかどうか検討します。
　池脇　治療的診断でPPIを投与する
ということでしたが、どのくらいの間
投与して、判断するのでしょうか。
　鈴木　咽喉頭逆流症、つまり、のど
まで到達する逆流があった場合、なか
なか治りづらくなります。ですから、
PPIも高用量、しかも３カ月間投与す
る。そして咳嗽が改善してくるかが重
要だと考えています。
　池脇　長引く咳は、必ずしも呼吸器
だけではなく、胃食道逆流症による咳
で、生活習慣を改善することによって、
もし生活習慣病をお持ちであれば、そ
ちらも一緒に改善できそうだという印
象を持ちました。ありがとうございま
した。
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液によってある程度中和されています
ので、ここまでとは言いませんが、同
じような状況であるとお考えいただけ
ればわかりやすいと思います。
　池脇　胃液が多少食道に逆流するの
はまああるかなと思いますが、咽頭ぐ
らいまでいってしまうのはけっこうな
逆流ですね。
　鈴木　そうですね。
　池脇　でも、それも起こりうる。そ
れによって咳の原因になる。その２つ
のメカニズムがあるということですか。
　鈴木　はい。
　池脇　そこまで逆流しているかどう
か、耳鼻科医でないとなかなかわから
ないということですか。
　鈴木　これは耳鼻科医でもなかなか
診断が容易ではありません。なぜかと
いいますと、耳鼻科では外来ですぐ喉
頭内視鏡で咽喉頭を観察することがで
きるのですが、典型的な所見がないと
いわれており、なかなか診断は難しい
ことになります。
　池脇　胃食道逆流による咳かと思っ
て検査をして、こういう所見があるか
ら診断というようには、なかなかスト
レートにいかないのですね。例えば
PPIを使った治療的診断になるのでし
ょうか。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まず
はPPIを投与して咳嗽が改善するのか
というところから判断することになる
と思います。しかしながら、咽喉頭は

非常に過敏な臓器ですので、逆流が咽
喉頭まで到達しますと、PPIを使用し
て弱酸性になった逆流であっても咳嗽
を引き起こしてしまうことがあり、そ
ういった意味で診断が難しくなるかと
思います。
　池脇　確認ですが、先ほどの咳のメ
カニズムのreflex theoryに関しては胃
酸を中和することによって多少効果が
あるけれども、もう一つの咽喉頭まで
いくreflux theoryに関してはPPIの効
果も保証されていないということでし
ょうか。
　鈴木　そのとおりです。
　池脇　基本はPPIを投与してやって
いくのでしょうが、治療は必ずしも薬
物だけではなくて、生活指導もされる
のでしょうか。
　鈴木　胃食道逆流症といいますと、
PPIを投与する先生が多いと思うので
すが、生活指導は非常に重要なことだ
と思っています。具体的には就寝前２
時間は食事を控えるとか、食後すぐに
横にならないとか、あとは腹圧が高く
なると逆流してきますので、そういっ
た体勢は避けるべきです。草むしりな
どの前屈みの姿勢、カラオケなどで大
きな声を出すこと、ベルトや腹部をき
つく締めるような服装、あと重いもの
を持ち上げる、こういう行動が腹圧を
高くして逆流を誘発するといわれてい
ます。
　池脇　日常生活の細かいところにま

で気をつけないといけないですね。
　鈴木　そうですね。
　池脇　先ほど欧米では頻度が高い一
つの原因が肥満ということでしたが、
日本人でも肥満の方でそういうことに
なれば、やはり肥満の是正も重要でし
ょうか。
　鈴木　肥満は内臓脂肪によって腹圧
を上げますので、やはり体重を落とす
ことは重要だと思います。また、それ
に関連して食べ物で逆流が起こること
もあります。先ほど申し上げたように、
一過性に下部食道括約筋が弛緩して逆
流が起こるのですが、それを誘発する
ようなもの、例えば胃を拡張させるこ
とになる食べ過ぎ、早食い、炭酸飲料、
こういったものは避けるようにしなけ
ればいけません。また下部食道括約筋
の圧を低下させる脂っこいもの、チョ
コレート、アルコール、そういった食
べ物も避けるべきだと考えています。
　池脇　薬についても下部食道括約筋
に影響があるかどうかも一応チェック

されるのでしょうか。
　鈴木　特にCa拮抗薬、テオフィリン、
こういった薬剤が下部食道括約筋の圧
を低下させますので、使用歴を聞いて、
使用している場合は薬剤の変更を考え
られるかどうか検討します。
　池脇　治療的診断でPPIを投与する
ということでしたが、どのくらいの間
投与して、判断するのでしょうか。
　鈴木　咽喉頭逆流症、つまり、のど
まで到達する逆流があった場合、なか
なか治りづらくなります。ですから、
PPIも高用量、しかも３カ月間投与す
る。そして咳嗽が改善してくるかが重
要だと考えています。
　池脇　長引く咳は、必ずしも呼吸器
だけではなく、胃食道逆流症による咳
で、生活習慣を改善することによって、
もし生活習慣病をお持ちであれば、そ
ちらも一緒に改善できそうだという印
象を持ちました。ありがとうございま
した。
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埼玉医科大学国際医療センター消化器内科教授
良　沢　昭　銘

（聞き手　山内俊一）

　胆石の最新の治療法、特にUDCAの使用やESWLおよび摘出手術の適応につい
てご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

胆石の治療

　山内　胆石は昨今、超音波が進歩し
たので、健診などでもすぐ出てきます。
これをどうしようかというのは我々も
頭が痛いところであります。まず先生
方の判断として、治療するかしないか
はどういったところで決められるので
しょうか。
　良沢　ざっくり言いますと、症状が
あるかないかです。症状がなければ治
療する必要はありません。症状がある、
つまり痛み、腹痛があったり、何か違
和感があったりする患者さんが治療の
対象となります。
　山内　極端にいえば、症状が出るま
ではウルソデオキシコール酸も含めて
積極的な治療はないと考えてよいので
しょうか。
　良沢　普通はないですね。患者さん
から石があって気持ちが悪い、何か治

療がないかと言われれば、ではウルソ
デオキシコール酸でものんでみますか
ということになるかと思います。
　山内　石があるだけですと、例えば
がんができるとか、そういったことは
まずないのでしょうね。
　良沢　以前は胆石があると胆囊がん
のリスクになるといわれていたことも
あって、それを理由に胆囊摘出術を勧
めていた医師もいたかと思いますが、
今、そういうことはエビデンスとして
ないです。
　山内　ただ例外的に、例えば先生方
が画像を見て、この方はがんと紛らわ
しいからとか、そういった理由で摘出
するケースはあるのでしょうか。
　良沢　おっしゃるとおりです。胆囊
壁が厚くなっている方はがんとの区別
が難しいことがありますし、胆石が胆

囊の中にたくさんできている方は、エ
コーで見ても胆囊の中の評価、胆囊の
壁の評価がなかなか難しいので、そう
いった患者さんは胆囊を摘出する適応
となると思います。
　山内　非常にシンプルなのでよくわ
かりました。
　さて、それでは症状があるケースに
移ってまいります。そもそも現在エコ
ーで無症状の方がたくさん出ています
が、症状が出る方の比率はわかってい
るのでしょうか。
　良沢　なかなか難しいですね。先生
もご存じのように、今、健診で一般的
にエコー検査をされることが多いかと
思いますが、胆石を指摘される方はた
くさんいます。しかし、その中で症状
がある方はむしろ比率として少ないの
ではないかと思います。無症状の方が
ほとんどかと思います。
　山内　大半の方は無症状ということ
で、治療の対象にはならないと考えて
よいのですね。
　良沢　一般的には治療を勧めること
はないです。
　山内　実際に症状がある方に対して
なされるものとして、ウルソデオキシ
コール酸の投与、あるいはESWL、そ
れから普通の胆囊摘出ですね。この３
つに関して、その選択はどういうかた
ちでなされるのでしょうか。
　良沢　まず一番に勧めるのが外科的
な胆囊摘出術です。そして溶解療法、

すなわち薬剤で胆石を溶かす治療、適
応としましては直径15㎜未満の胆囊の
中で浮かんでいる石、そしてX線で写
ってこない、CP値60未満の、いわゆ
る石灰化がない石です。なおかつ、胆
囊の機能が正常に働いている。大きく
なったり、小さくなったりという機能
が残されている患者さん、これが薬剤
による溶解療法の対象となります。
　そしてESWL、破砕治療につきまし
ては直径20㎜未満の単発の結石が適応
となります。胆石の性状としては、先
ほどと同じようにX線に写らない石、
純コレステロール結石です。CP値50未
満です。なおかつ胆囊の機能が正常で
ある患者さん。こういった条件を満た
す人がESWL、破砕治療の対象となり
ます。
　山内　今の条件をすべて満たした患
者さんですね。
　良沢　はい。
　山内　今の条件の中に、我々がよく
使っている超音波での診断がありませ
んでしたが、なかなかCTがない施設
も多いかと思います。超音波で代用と
いうわけにはならないのでしょうか。
　良沢　超音波ではなかなかわかりづ
らいですね。
　山内　逆に言いますと、溶解療法に
しろ、ESWLにしろ、かなり適応は限
られていると見てよいのですね。
　良沢　限られてきますね。
　山内　ちなみに、ウルソデオキシコ
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埼玉医科大学国際医療センター消化器内科教授
良　沢　昭　銘

（聞き手　山内俊一）

　胆石の最新の治療法、特にUDCAの使用やESWLおよび摘出手術の適応につい
てご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

胆石の治療

　山内　胆石は昨今、超音波が進歩し
たので、健診などでもすぐ出てきます。
これをどうしようかというのは我々も
頭が痛いところであります。まず先生
方の判断として、治療するかしないか
はどういったところで決められるので
しょうか。
　良沢　ざっくり言いますと、症状が
あるかないかです。症状がなければ治
療する必要はありません。症状がある、
つまり痛み、腹痛があったり、何か違
和感があったりする患者さんが治療の
対象となります。
　山内　極端にいえば、症状が出るま
ではウルソデオキシコール酸も含めて
積極的な治療はないと考えてよいので
しょうか。
　良沢　普通はないですね。患者さん
から石があって気持ちが悪い、何か治

療がないかと言われれば、ではウルソ
デオキシコール酸でものんでみますか
ということになるかと思います。
　山内　石があるだけですと、例えば
がんができるとか、そういったことは
まずないのでしょうね。
　良沢　以前は胆石があると胆囊がん
のリスクになるといわれていたことも
あって、それを理由に胆囊摘出術を勧
めていた医師もいたかと思いますが、
今、そういうことはエビデンスとして
ないです。
　山内　ただ例外的に、例えば先生方
が画像を見て、この方はがんと紛らわ
しいからとか、そういった理由で摘出
するケースはあるのでしょうか。
　良沢　おっしゃるとおりです。胆囊
壁が厚くなっている方はがんとの区別
が難しいことがありますし、胆石が胆

囊の中にたくさんできている方は、エ
コーで見ても胆囊の中の評価、胆囊の
壁の評価がなかなか難しいので、そう
いった患者さんは胆囊を摘出する適応
となると思います。
　山内　非常にシンプルなのでよくわ
かりました。
　さて、それでは症状があるケースに
移ってまいります。そもそも現在エコ
ーで無症状の方がたくさん出ています
が、症状が出る方の比率はわかってい
るのでしょうか。
　良沢　なかなか難しいですね。先生
もご存じのように、今、健診で一般的
にエコー検査をされることが多いかと
思いますが、胆石を指摘される方はた
くさんいます。しかし、その中で症状
がある方はむしろ比率として少ないの
ではないかと思います。無症状の方が
ほとんどかと思います。
　山内　大半の方は無症状ということ
で、治療の対象にはならないと考えて
よいのですね。
　良沢　一般的には治療を勧めること
はないです。
　山内　実際に症状がある方に対して
なされるものとして、ウルソデオキシ
コール酸の投与、あるいはESWL、そ
れから普通の胆囊摘出ですね。この３
つに関して、その選択はどういうかた
ちでなされるのでしょうか。
　良沢　まず一番に勧めるのが外科的
な胆囊摘出術です。そして溶解療法、

すなわち薬剤で胆石を溶かす治療、適
応としましては直径15㎜未満の胆囊の
中で浮かんでいる石、そしてX線で写
ってこない、CP値60未満の、いわゆ
る石灰化がない石です。なおかつ、胆
囊の機能が正常に働いている。大きく
なったり、小さくなったりという機能
が残されている患者さん、これが薬剤
による溶解療法の対象となります。
　そしてESWL、破砕治療につきまし
ては直径20㎜未満の単発の結石が適応
となります。胆石の性状としては、先
ほどと同じようにX線に写らない石、
純コレステロール結石です。CP値50未
満です。なおかつ胆囊の機能が正常で
ある患者さん。こういった条件を満た
す人がESWL、破砕治療の対象となり
ます。
　山内　今の条件をすべて満たした患
者さんですね。
　良沢　はい。
　山内　今の条件の中に、我々がよく
使っている超音波での診断がありませ
んでしたが、なかなかCTがない施設
も多いかと思います。超音波で代用と
いうわけにはならないのでしょうか。
　良沢　超音波ではなかなかわかりづ
らいですね。
　山内　逆に言いますと、溶解療法に
しろ、ESWLにしろ、かなり適応は限
られていると見てよいのですね。
　良沢　限られてきますね。
　山内　ちなみに、ウルソデオキシコ
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ール酸は昔からよく使われていました
が、溶解するないし小さくなることは
あるのでしょうか。
　良沢　小さくなることはあります。
完全になくなってしまう人もいて、そ
の確率として、完全に石がなくなる患
者さんは24～38％といわれています。
　山内　そうしますと、ダメ元で使う
という発想はあるような気もしますが、
そうでもないのでしょうか。
　良沢　溶けてしまう確率が24～38％
と申し上げましたが、いったん溶けた
後、なくなった後に再発する確率も実
は高いのです。溶解後、12年間追跡し
た結果では、累積で再発してくる確率
が60％といわれています。
　山内　ESWLもまた同じなのですね。
　良沢　そうですね。ESWLの場合、
完全消失率は60～90％あると報告され
ていますが、一方で10年間で、55～60
％の患者さんは再発してしまうといわ
れています。
　山内　ただ、理屈では著効した患者
さんに関しては、ウルソデオキシコー
ル酸でつなぐとか、ESWLでつなぐこ
ともあるような感じですか。
　良沢　ないわけではないですが、そ
うなりますと、いったんのむと、ずっ
とのんでいただくことになりますね。
　山内　胆石があるから、はい、ウル
ソデオキシコール酸というわけでは決
してないのですね。
　良沢　そうですね。

　山内　そうなりますと、予防も大事
となりますが、こちらはいかがでしょ
うか。
　良沢　これまでいろいろいわれてい
た時代もあるのですが、今は、きちん
としたエビデンスを持って、食事でこ
れを気をつけたらいいといった、はっ
きりしたものはないのが現状です。
　山内　食事は昔からよくいわれてい
たと思うのですが、このあたりのエビ
デンスはないということでしょうか。
　良沢　今のところエビデンスのある
食事はないですね。先ほどの再発を見
ましてもむしろなりやすい人というの
は、どんなに気をつけていても、いっ
たんなくなっても、再発することがけ
っこうあるので、むしろ体質的な問題
かと我々は考えています。
　山内　以前、糖尿病の方がなりやす
いといった説もありましたが、これも
今のところ証明されていないのでしょ
うか。
　良沢　今のところエビデンスはあり
ません。
　山内　コレステロールが高い方に多
いというわけでもないのでしょうか。
　良沢　そうでもないですね。
　山内　本当に体質で、原因に関して
は今のところほとんどわかっていない
のですね。
　良沢　残念ながらそうなのです。ほ
とんどわかっていないのです。
　山内　そうしますと、予防、あるい

は再発予防は全体的にかなり難しいこ
とになりますね。
　良沢　難しいですね。
　山内　最後になりますが、結局胆囊
を取るのがベストウェイと考えてよい
でしょうか。
　良沢　そうですね。一番簡単にすっ
きりする方法ではないかと個人的には
思っています。
　山内　胆囊を取ってしまって何か引
き起こされること、例えば下痢が多く
なるとか、そういったものはないでし
ょうか。

　良沢　通常はありません。胆囊を取
ったとしても、今度は胆管が胆囊の役
割をしますので、上手に胆汁をためて、
必要なときに出してくれるという働き
をします。一般的には胆囊を取ったか
らといって何か症状が出るとか、そう
いったことはありません。まれに胆囊
摘出術後症候群といって、胆囊を取っ
たはずなのに、取る前と同じような痛
みが出てくるという方は例外的にはい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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ール酸は昔からよく使われていました
が、溶解するないし小さくなることは
あるのでしょうか。
　良沢　小さくなることはあります。
完全になくなってしまう人もいて、そ
の確率として、完全に石がなくなる患
者さんは24～38％といわれています。
　山内　そうしますと、ダメ元で使う
という発想はあるような気もしますが、
そうでもないのでしょうか。
　良沢　溶けてしまう確率が24～38％
と申し上げましたが、いったん溶けた
後、なくなった後に再発する確率も実
は高いのです。溶解後、12年間追跡し
た結果では、累積で再発してくる確率
が60％といわれています。
　山内　ESWLもまた同じなのですね。
　良沢　そうですね。ESWLの場合、
完全消失率は60～90％あると報告され
ていますが、一方で10年間で、55～60
％の患者さんは再発してしまうといわ
れています。
　山内　ただ、理屈では著効した患者
さんに関しては、ウルソデオキシコー
ル酸でつなぐとか、ESWLでつなぐこ
ともあるような感じですか。
　良沢　ないわけではないですが、そ
うなりますと、いったんのむと、ずっ
とのんでいただくことになりますね。
　山内　胆石があるから、はい、ウル
ソデオキシコール酸というわけでは決
してないのですね。
　良沢　そうですね。

　山内　そうなりますと、予防も大事
となりますが、こちらはいかがでしょ
うか。
　良沢　これまでいろいろいわれてい
た時代もあるのですが、今は、きちん
としたエビデンスを持って、食事でこ
れを気をつけたらいいといった、はっ
きりしたものはないのが現状です。
　山内　食事は昔からよくいわれてい
たと思うのですが、このあたりのエビ
デンスはないということでしょうか。
　良沢　今のところエビデンスのある
食事はないですね。先ほどの再発を見
ましてもむしろなりやすい人というの
は、どんなに気をつけていても、いっ
たんなくなっても、再発することがけ
っこうあるので、むしろ体質的な問題
かと我々は考えています。
　山内　以前、糖尿病の方がなりやす
いといった説もありましたが、これも
今のところ証明されていないのでしょ
うか。
　良沢　今のところエビデンスはあり
ません。
　山内　コレステロールが高い方に多
いというわけでもないのでしょうか。
　良沢　そうでもないですね。
　山内　本当に体質で、原因に関して
は今のところほとんどわかっていない
のですね。
　良沢　残念ながらそうなのです。ほ
とんどわかっていないのです。
　山内　そうしますと、予防、あるい

は再発予防は全体的にかなり難しいこ
とになりますね。
　良沢　難しいですね。
　山内　最後になりますが、結局胆囊
を取るのがベストウェイと考えてよい
でしょうか。
　良沢　そうですね。一番簡単にすっ
きりする方法ではないかと個人的には
思っています。
　山内　胆囊を取ってしまって何か引
き起こされること、例えば下痢が多く
なるとか、そういったものはないでし
ょうか。

　良沢　通常はありません。胆囊を取
ったとしても、今度は胆管が胆囊の役
割をしますので、上手に胆汁をためて、
必要なときに出してくれるという働き
をします。一般的には胆囊を取ったか
らといって何か症状が出るとか、そう
いったことはありません。まれに胆囊
摘出術後症候群といって、胆囊を取っ
たはずなのに、取る前と同じような痛
みが出てくるという方は例外的にはい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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富永病院副院長
竹　島　多賀夫

（聞き手　池田志斈）

　片頭痛予防の三叉神経刺激装置についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

片頭痛予防

　池田　片頭痛予防の三叉神経刺激装
置についての質問ですが、その前に片
頭痛とはどういう機序で起こるとされ
ているのでしょうか。
　竹島　片頭痛の痛みは三叉神経血管
説という学説が有力でして、三叉神経
が何らかの刺激を受けて、CGRP、カ
ルシトニン遺伝子関連ペプタイドとい
う物質を放出して、血管の周囲で炎症
が起こります。炎症が起こって血管が
拡張すると、三叉神経をまた刺激する。
その刺激した三叉神経からまたCGRP
が出て、神経原性の炎症が広がった状
態が片頭痛の発作であると考えられて
います。
　池田　三叉神経と血管とCGRPの悪
い循環になっているのですね。
　竹島　はい。脳の表面、硬膜の三叉
神経と血管系でそういった現象が起こ
っていると考えられています。

　池田　ある程度発作的に起こると思
うのですが、刺激としてはどのような
ものがあるのでしょうか。
　竹島　いろいろなものが刺激になる
のですが、外的なものとしては例えば
強いにおいや光などといったものもあ
りますし、あるいはストレスやホルモ
ンの影響もあります。分子レベルでい
えばイオンの濃度の変化とか、あるい
は興奮性アミノ酸、グルタミン酸のよ
うなものが、そういった刺激の最初の
トリガーになるといわれています。
　池田　なぜか三叉神経がそういう
CGRPを出す準備状態になっていて、
そういった刺激によって出してしまう
のですね。
　竹島　はい。それが連鎖反応的に広
がったものが片頭痛の発作なのです。
　池田　CGRPに対して最近抗体製剤
ができたとうかがったのですが、どの

ようなものなのでしょうか。
　竹島　CGRPに対する抗体、あるい
はCGRPの受容体に対する抗体が薬と
して開発されました。月に１回注射し
ておくとCGRPの作用がブロックされ
ますので、CGRPが引き起こす三叉神
経血管系の炎症を抑制することで片頭
痛発作を抑制する、非常に期待されて
いる薬です。
　池田　2021年４月下旬に１つ認可さ

れたとうかがっています。
　竹島　４月下旬にガルカネズマブと
いう薬が承認されました。日本では今
ちょうど使い始めたところで、５月の
連休明けに使った患者さんが、月に１
回ですから、ちょうど１カ月目で２回
目の注射に帰ってこられているような
状況でした。効果のあった方は本当に
片頭痛の発作が少なくなって、こんな
に症状が軽くなったのは初めてという

図　三叉神経血管説

出典：竹島多賀夫『迷わない！見逃さない！頭痛診療の極意』、丸善出版、2014、P121
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富永病院副院長
竹　島　多賀夫

（聞き手　池田志斈）

　片頭痛予防の三叉神経刺激装置についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

片頭痛予防

　池田　片頭痛予防の三叉神経刺激装
置についての質問ですが、その前に片
頭痛とはどういう機序で起こるとされ
ているのでしょうか。
　竹島　片頭痛の痛みは三叉神経血管
説という学説が有力でして、三叉神経
が何らかの刺激を受けて、CGRP、カ
ルシトニン遺伝子関連ペプタイドとい
う物質を放出して、血管の周囲で炎症
が起こります。炎症が起こって血管が
拡張すると、三叉神経をまた刺激する。
その刺激した三叉神経からまたCGRP
が出て、神経原性の炎症が広がった状
態が片頭痛の発作であると考えられて
います。
　池田　三叉神経と血管とCGRPの悪
い循環になっているのですね。
　竹島　はい。脳の表面、硬膜の三叉
神経と血管系でそういった現象が起こ
っていると考えられています。

　池田　ある程度発作的に起こると思
うのですが、刺激としてはどのような
ものがあるのでしょうか。
　竹島　いろいろなものが刺激になる
のですが、外的なものとしては例えば
強いにおいや光などといったものもあ
りますし、あるいはストレスやホルモ
ンの影響もあります。分子レベルでい
えばイオンの濃度の変化とか、あるい
は興奮性アミノ酸、グルタミン酸のよ
うなものが、そういった刺激の最初の
トリガーになるといわれています。
　池田　なぜか三叉神経がそういう
CGRPを出す準備状態になっていて、
そういった刺激によって出してしまう
のですね。
　竹島　はい。それが連鎖反応的に広
がったものが片頭痛の発作なのです。
　池田　CGRPに対して最近抗体製剤
ができたとうかがったのですが、どの

ようなものなのでしょうか。
　竹島　CGRPに対する抗体、あるい
はCGRPの受容体に対する抗体が薬と
して開発されました。月に１回注射し
ておくとCGRPの作用がブロックされ
ますので、CGRPが引き起こす三叉神
経血管系の炎症を抑制することで片頭
痛発作を抑制する、非常に期待されて
いる薬です。
　池田　2021年４月下旬に１つ認可さ

れたとうかがっています。
　竹島　４月下旬にガルカネズマブと
いう薬が承認されました。日本では今
ちょうど使い始めたところで、５月の
連休明けに使った患者さんが、月に１
回ですから、ちょうど１カ月目で２回
目の注射に帰ってこられているような
状況でした。効果のあった方は本当に
片頭痛の発作が少なくなって、こんな
に症状が軽くなったのは初めてという

図　三叉神経血管説

出典：竹島多賀夫『迷わない！見逃さない！頭痛診療の極意』、丸善出版、2014、P121
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ようなことをおっしゃる方もいます。
　池田　こういった抗体製剤の適応は
どのような方になるのでしょうか。
　竹島　既存の治療でなかなかうまく
いかないことで、既存の片頭痛の予防
薬の効果がない、あるいは忍容性が悪
くて使えないというのが一つ。あと、
片頭痛の日数が月に４日以上あること
が条件になっています。そういう方に
使いましょうという保険適用になって
います。
　池田　先生もおそらく治験に参加さ
れたと思うのですが、先生の感じられ
ている手ごたえといいますか、どのく
らいの方で有効なのでしょうか。
　竹島　有効性はかなり高くて、どの
薬も片頭痛日数が半分以下になる人が
だいたい50％以上います。1/4以下に
なる人が25％ぐらいで、１割ぐらいの
方はほとんど頭痛がなくなるようなか
たちです。半数以上の方が明らかに有
効で、QOLが良くなっていて、１割ぐ
らいの人がほとんどhead ache free、全
く頭痛がなくなってしまう薬と理解し
ています。
　池田　その方のライフチェンジング
になる、そういう薬なのですね。
　竹島　はい。片頭痛というのは直接
命にはかかわらない疾患ですが、生活
の支障がすごく大きいのです。月に何
回も片頭痛の発作が起こると、そのた
めに日常生活への支障が大きい。日常
生活の積み重ねが人生ですので、私は

片頭痛というのは人生を破壊する疾患
だと思っています。
　例えば職場でも時々片頭痛が起こる
ことで予定が立たなかったり、スケジ
ュールどおりに仕事が進まなかったり、
プロモーションの機会を失ったりする
ようなこともあります。それがコント
ロールできて半分以下になると、例え
ば職場でも積極的になったり、プロモ
ーションもできるようになって、本当
に人生を変えるような可能性のある薬
だと思います。
　池田　そうですね。本当に変わって
くると思いますが、逆に50％の方たち
はあまり効かないのですか。
　竹島　はい。おっしゃるとおり、半
分ぐらいの人は頭痛が半分ぐらいにし
かならないということですが、それで
もQOLの阻害としてはかなり改善して
いる。全く効果がない方は多分１～２
割だと思うのですが、今までの予防薬
はだいたい30％ぐらい、頭痛が1/3減
ると、ある程度有効、有意差がついて
いる薬が多かったのですが、この新し
いCGRP抗体に関しては50％以上効く
人が半分以上いるということで、今ま
での予防薬と比べるとかなり効果が大
きいと判断できます。あるいは、頭痛
の回数や日数はあまり変わらなくても、
１回、１回の発作が軽くなっている方
もいますので、そういう意味で全般的
なQOLの改善はかなり期待できると思
っているところです。

　池田　発作の回数は変わらなくても、
１回の頭痛症状が軽くなってくるので
すね。
　竹島　おっしゃるとおりです。
　池田　質問に三叉神経刺激装置とい
うのがありますが、どういったものな
のでしょうか。
　竹島　三叉神経の１枝は眼窩の上か
ら出てくるのですが、このあたりに電
気刺激を加えることで三叉神経に刺激
を与えて、三叉神経の疼痛閾値を上昇
させて、痛み発作を起こしにくくする
ことで片頭痛を予防する装置です。
CEFALYという名前で海外では販売さ
れているのですが、まだ残念ながら日
本では承認されていないので使用でき
ません。
　池田　この器械自体は以前からある

ものなのでしょうか。
　竹島　海外では随分以前から使用さ
れています。日本でも承認してもらお
うとある会社が申請をしたのですが、
海外のデータが日本のGCPの基準に合
わないということで、ブリッジングの
データとしては厚生労働省が認めてく
れなかった。そういった事情があり、
まだ日本では承認されていません。
　池田　近年、抗CGRP抗体が出てき
たということで、この三叉神経刺激装
置の立ち位置はどのようになっている
のでしょうか。
　竹島　三叉神経刺激装置、CEFALY
も含めて、Neuromodulation、いろい
ろな刺激装置が今幾つか開発されてい
るのですが、薬を使うことに少し抵抗
があるような方などはこういったもの

CEFALY
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ようなことをおっしゃる方もいます。
　池田　こういった抗体製剤の適応は
どのような方になるのでしょうか。
　竹島　既存の治療でなかなかうまく
いかないことで、既存の片頭痛の予防
薬の効果がない、あるいは忍容性が悪
くて使えないというのが一つ。あと、
片頭痛の日数が月に４日以上あること
が条件になっています。そういう方に
使いましょうという保険適用になって
います。
　池田　先生もおそらく治験に参加さ
れたと思うのですが、先生の感じられ
ている手ごたえといいますか、どのく
らいの方で有効なのでしょうか。
　竹島　有効性はかなり高くて、どの
薬も片頭痛日数が半分以下になる人が
だいたい50％以上います。1/4以下に
なる人が25％ぐらいで、１割ぐらいの
方はほとんど頭痛がなくなるようなか
たちです。半数以上の方が明らかに有
効で、QOLが良くなっていて、１割ぐ
らいの人がほとんどhead ache free、全
く頭痛がなくなってしまう薬と理解し
ています。
　池田　その方のライフチェンジング
になる、そういう薬なのですね。
　竹島　はい。片頭痛というのは直接
命にはかかわらない疾患ですが、生活
の支障がすごく大きいのです。月に何
回も片頭痛の発作が起こると、そのた
めに日常生活への支障が大きい。日常
生活の積み重ねが人生ですので、私は

片頭痛というのは人生を破壊する疾患
だと思っています。
　例えば職場でも時々片頭痛が起こる
ことで予定が立たなかったり、スケジ
ュールどおりに仕事が進まなかったり、
プロモーションの機会を失ったりする
ようなこともあります。それがコント
ロールできて半分以下になると、例え
ば職場でも積極的になったり、プロモ
ーションもできるようになって、本当
に人生を変えるような可能性のある薬
だと思います。
　池田　そうですね。本当に変わって
くると思いますが、逆に50％の方たち
はあまり効かないのですか。
　竹島　はい。おっしゃるとおり、半
分ぐらいの人は頭痛が半分ぐらいにし
かならないということですが、それで
もQOLの阻害としてはかなり改善して
いる。全く効果がない方は多分１～２
割だと思うのですが、今までの予防薬
はだいたい30％ぐらい、頭痛が1/3減
ると、ある程度有効、有意差がついて
いる薬が多かったのですが、この新し
いCGRP抗体に関しては50％以上効く
人が半分以上いるということで、今ま
での予防薬と比べるとかなり効果が大
きいと判断できます。あるいは、頭痛
の回数や日数はあまり変わらなくても、
１回、１回の発作が軽くなっている方
もいますので、そういう意味で全般的
なQOLの改善はかなり期待できると思
っているところです。

　池田　発作の回数は変わらなくても、
１回の頭痛症状が軽くなってくるので
すね。
　竹島　おっしゃるとおりです。
　池田　質問に三叉神経刺激装置とい
うのがありますが、どういったものな
のでしょうか。
　竹島　三叉神経の１枝は眼窩の上か
ら出てくるのですが、このあたりに電
気刺激を加えることで三叉神経に刺激
を与えて、三叉神経の疼痛閾値を上昇
させて、痛み発作を起こしにくくする
ことで片頭痛を予防する装置です。
CEFALYという名前で海外では販売さ
れているのですが、まだ残念ながら日
本では承認されていないので使用でき
ません。
　池田　この器械自体は以前からある

ものなのでしょうか。
　竹島　海外では随分以前から使用さ
れています。日本でも承認してもらお
うとある会社が申請をしたのですが、
海外のデータが日本のGCPの基準に合
わないということで、ブリッジングの
データとしては厚生労働省が認めてく
れなかった。そういった事情があり、
まだ日本では承認されていません。
　池田　近年、抗CGRP抗体が出てき
たということで、この三叉神経刺激装
置の立ち位置はどのようになっている
のでしょうか。
　竹島　三叉神経刺激装置、CEFALY
も含めて、Neuromodulation、いろい
ろな刺激装置が今幾つか開発されてい
るのですが、薬を使うことに少し抵抗
があるような方などはこういったもの

CEFALY
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が選択肢になるというのが一つ。それ
から一つの治療で薬だけでは不十分な
方の補助的な治療として、神経刺激装
置が位置づけられると思っています。
　池田　抗CGRP抗体を使って患者さ
んはだいぶ良くなったのだけれども、
もう少し何とかならないかという感じ
で、一緒に刺激装置も使うとか、そん
なことが想定されているのですか。
　竹島　そうですね。そういった使い
方も可能だと思います。
　池田　説明は難しいと思うのですが、
その装置はどのようなものですか。
　竹島　おでこにあるティアラをイメ
ージしていただくといいですね。
　池田　ティアラですね。よく皇室の
方がつけていらっしゃるような。
　竹島　はい。
　池田　眉間をちょっと圧迫するよう
なかたちでつける。
　竹島　おっしゃるとおりです。
CEFALYの２というのはティアラ型で
はなくて、ボタン型みたいになってい
て、おでこの眉間のところにぽこっと
小さな刺激装置を貼りつけるようなイ
メージで、充電式のものが使用できる
ものもあります。
　池田　非常にコンパクトになってい
るのですね。
　竹島　そうですね。
　池田　どのような使い方をされるの
でしょうか。毎日やるのでしょうか。
　竹島　予防的な使い方が原則で、毎

日20分程度、時間を決めて使うと片頭
痛が起こりにくくなるとされています。
ただ、条件によっては発作時に使って
も効果があるというデータもあるので
すが、実際に日本で使えるようになっ
たときにどういうかたちになるかは、
もう少し検討が必要かもしれません。
　池田　先生がおっしゃったとおり、
片頭痛の方は非常に発作を心配されて
いて、外出もままならない、旅行も何
もままならないという感じです。もし
この三叉神経刺激装置がポータブルで
持ち運べれば、患者さんの生活の質も
また変わってくるのではないかと思い
ます。
　竹島　おっしゃるとおりだと思いま
す。選択肢がたくさんあることは患者
さんにとっていいことだと思います。
　池田　抗CGRP抗体を定期的に打ち
つつ、もし発作にもこの装置が効くの
であれば、それを持ち運んでいて、ち
ょっとおかしいかなと思ったら、そこ
でちょっと刺激する。そういった使い
方の広がりも考えられますね。
　竹島　おっしゃるとおりだと思いま
す。患者さんそれぞれのライフスタイ
ルに合わせていろいろな使い方がされ
ていくのではないかと思います。
　池田　そして患者さんの生活の質を
変えて行動範囲が広がるということで、
本当に素晴らしいと思ってうかがって
おりました。どうもありがとうござい
ました。

東京学芸大学大学院教育学研究科教授
藤　野　　博

（聞き手　山内俊一）

　最近は若者たちの間で「コミュ障」「アスペ」という単語がカジュアルに用
いられ、自身がそうであると思い込んでいるケースも少なくありません。コミ
ュニケーション障害、アスペルガー症候群の診断基準についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

コミュニケーション障害

　山内　コミュ障という言葉ですが、
我々も耳になじむぐらいになっていま
す。一方、これと医学的な診断が一緒
になると非常に影響も大きいと思いま
すので、そのあたりに関して教えてい
ただきたいと思います。まず俗に言う
コミュ障ですが、この違いといったあ
たりから始めていただけますか。
　藤野　先生が言われたように、コミ
ュ障とかアスペという言葉が、若者た
ちを中心によく使われていることは存
じています。ネットなどでもそういっ
た言葉が乱立していて、あまりいい意
味で使われることはないように思いま
す。自分はコミュニケーション障害を
専門にしていまして、コミュ障も気に
なるワードなので、以前に調べたこと
がありました。当然ながら一般の辞書

には載っていませんし、医学や心理学
の辞典にも載っていません。
　ニコニコ大百科というインターネッ
トの百科事典があるのですが、コミュ
障という用語がそのインターネット事
典でこのように定義されていました。
「コミュ障とは、他人とのたわいもな
い雑談が非常に苦手な人のこと。学校
生活や仕事上でどうしても必要な会話、
事務的な応対についてはわりと可能」、
そんなふうに説明されています。若者
の間で使われている一種のスラング、
俗語ですね。これは一時期はやったい
わゆるKY、つまり空気が読めない、
そういった言葉もコミュ障とかアスペ
とかと同じような意味合いでよく使わ
れているのではないかと思います。い
ずれにしても、いい意味ではなくて、
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が選択肢になるというのが一つ。それ
から一つの治療で薬だけでは不十分な
方の補助的な治療として、神経刺激装
置が位置づけられると思っています。
　池田　抗CGRP抗体を使って患者さ
んはだいぶ良くなったのだけれども、
もう少し何とかならないかという感じ
で、一緒に刺激装置も使うとか、そん
なことが想定されているのですか。
　竹島　そうですね。そういった使い
方も可能だと思います。
　池田　説明は難しいと思うのですが、
その装置はどのようなものですか。
　竹島　おでこにあるティアラをイメ
ージしていただくといいですね。
　池田　ティアラですね。よく皇室の
方がつけていらっしゃるような。
　竹島　はい。
　池田　眉間をちょっと圧迫するよう
なかたちでつける。
　竹島　おっしゃるとおりです。
CEFALYの２というのはティアラ型で
はなくて、ボタン型みたいになってい
て、おでこの眉間のところにぽこっと
小さな刺激装置を貼りつけるようなイ
メージで、充電式のものが使用できる
ものもあります。
　池田　非常にコンパクトになってい
るのですね。
　竹島　そうですね。
　池田　どのような使い方をされるの
でしょうか。毎日やるのでしょうか。
　竹島　予防的な使い方が原則で、毎

日20分程度、時間を決めて使うと片頭
痛が起こりにくくなるとされています。
ただ、条件によっては発作時に使って
も効果があるというデータもあるので
すが、実際に日本で使えるようになっ
たときにどういうかたちになるかは、
もう少し検討が必要かもしれません。
　池田　先生がおっしゃったとおり、
片頭痛の方は非常に発作を心配されて
いて、外出もままならない、旅行も何
もままならないという感じです。もし
この三叉神経刺激装置がポータブルで
持ち運べれば、患者さんの生活の質も
また変わってくるのではないかと思い
ます。
　竹島　おっしゃるとおりだと思いま
す。選択肢がたくさんあることは患者
さんにとっていいことだと思います。
　池田　抗CGRP抗体を定期的に打ち
つつ、もし発作にもこの装置が効くの
であれば、それを持ち運んでいて、ち
ょっとおかしいかなと思ったら、そこ
でちょっと刺激する。そういった使い
方の広がりも考えられますね。
　竹島　おっしゃるとおりだと思いま
す。患者さんそれぞれのライフスタイ
ルに合わせていろいろな使い方がされ
ていくのではないかと思います。
　池田　そして患者さんの生活の質を
変えて行動範囲が広がるということで、
本当に素晴らしいと思ってうかがって
おりました。どうもありがとうござい
ました。

東京学芸大学大学院教育学研究科教授
藤　野　　博

（聞き手　山内俊一）

　最近は若者たちの間で「コミュ障」「アスペ」という単語がカジュアルに用
いられ、自身がそうであると思い込んでいるケースも少なくありません。コミ
ュニケーション障害、アスペルガー症候群の診断基準についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

コミュニケーション障害

　山内　コミュ障という言葉ですが、
我々も耳になじむぐらいになっていま
す。一方、これと医学的な診断が一緒
になると非常に影響も大きいと思いま
すので、そのあたりに関して教えてい
ただきたいと思います。まず俗に言う
コミュ障ですが、この違いといったあ
たりから始めていただけますか。
　藤野　先生が言われたように、コミ
ュ障とかアスペという言葉が、若者た
ちを中心によく使われていることは存
じています。ネットなどでもそういっ
た言葉が乱立していて、あまりいい意
味で使われることはないように思いま
す。自分はコミュニケーション障害を
専門にしていまして、コミュ障も気に
なるワードなので、以前に調べたこと
がありました。当然ながら一般の辞書

には載っていませんし、医学や心理学
の辞典にも載っていません。
　ニコニコ大百科というインターネッ
トの百科事典があるのですが、コミュ
障という用語がそのインターネット事
典でこのように定義されていました。
「コミュ障とは、他人とのたわいもな
い雑談が非常に苦手な人のこと。学校
生活や仕事上でどうしても必要な会話、
事務的な応対についてはわりと可能」、
そんなふうに説明されています。若者
の間で使われている一種のスラング、
俗語ですね。これは一時期はやったい
わゆるKY、つまり空気が読めない、
そういった言葉もコミュ障とかアスペ
とかと同じような意味合いでよく使わ
れているのではないかと思います。い
ずれにしても、いい意味ではなくて、
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いう俗称が残って、ひとり歩きしてい
るという状況になっていると思います。
　山内　アスペルガー症候群、これは
俗説的には何となく攻撃性が強いとか、
性格が悪いイメージ。ただし、頭はい
い、こういったイメージなのですが、
こういった方もコミュニケーション障
害としてとらえられるのですか。
　藤野　そうですね。一つは、まず頭
がいいというイメージですが、診断の
中に知的な遅れとか言葉の遅れがあり
ませんので、相対的には知的には高い
グループが際立ちます。そのため、頭
がいいといったイメージが生まれるの
ではないかと思います。
　もう一つ、性格が悪いといったイメ
ージですが、アスペルガー症候群とさ
れてきた人を含む自閉スペクトラム症
の人たちに共通して、他人の心が直感
的に理解しにくいという問題がありま
す。相手の立場に立てないとか、相手
の視点に立てないので、自分がこう言
ったら相手はどう思うかといったこと
を想像しながらコミュニケーションを
しにくいことがあります。ですので、
悪意はないけれども、人が嫌がること
をさらっと言ってしまう。そういうこ
とがたびたびあるものですから、性格
が悪いと思われてしまうのではないか
と考えられます。しかしそれは性格の
問題ではなくて、障害の特徴から来て
いる問題なのです。
　山内　いわゆる空気が読めないとい

う感じのイメージですが。
　藤野　まさにそうかと思います。
　山内　ただ、これはあくまでも俗称
のほうで、医学的となりますと、何が
加わるのでしょうか。
　藤野　先ほど名前を出しましたDSM、
今は、DSM-５（ファイブ）といいま
して、第５版なのですが、その診断基
準によりますと、大きく二つの特徴が
あります。一つは、複数の状況で社会
的コミュニケーションおよび対人的相
互反応における持続的な欠陥、要する
に特徴の一つは人との関わり合いの障
害ということです。もう一つが、行動、
興味、または活動の限定された反復的
な様式。切り替えが難しくて非常にこ
だわりが強い。この二つの特徴は必須
で、両方がはっきり見られないと診断
はつきません。
　そしてもう一つは、そういった症状
は発達早期に存在していなければなら
ないということです。赤ちゃんのとき
からの発達を事細かく調べて、何歳ぐ
らいにどういう特徴があったか、そう
いうことも含めて診断がなされます。
　さらにもう一つは、社会的・職業的、
または他の重要な領域における現在の
機能に臨床的に意味のある障害を引き
起こしているか。要するに、日常生活
に支障があるくらいそれらの特徴が強
いかどうかです。そういったことをす
べて、客観的な診断ツールなども用い、
総合的に臨床的な判断によって医師が

人を見下すようなニュアンスがあって、
あまり感心しない言葉遣いではないか
と思っています。
　山内　小さな社会の中で、少し変わ
り者としてはじき出すような感じで使
われていることが多い言葉ですね。
　藤野　そうなのです。コミュ障を、
自分自身もそうだと思い込んでいる人
もけっこう多いようです。どうしてか
といいますと、先ほど申しましたよう
に、コミュ障というキーワードでイン
ターネット検索してみますと、関連ワ
ードといいまして、ある言葉を入れる
と、一緒に検索されることの多い言葉
が自動的に出てくる仕組みがあるので
すが、コミュ障と一緒に検索される言
葉にはこんなものがありました。チェ
ック、診断、バイト、克服、仕事、改
善、就職、就活、それから治すとか治
し方。こういった状況を見ますと、自
分がコミュ障ではないかと悩んで、特
にアルバイトとか就活などに不安を抱
えたり、苦戦したりして、お医者さん
に行ってみようかと、そういった悩み
を持っている人は少なくなさそうです。
　山内　これと医学的なコミュニケー
ション障害はかなり違うだろうという
のは、私ども、イメージ的にはわかる
のですが、一般の方にもわかりやすい、
明確に一線を画すものとしてはどうい
ったものが挙げられるのでしょうか。
　藤野　医学的にですが、特にこのあ
たりは精神医学領域の中で発達障害の

カテゴリーに含まれると思います。診
断基準は、国際的によく使われている
ものとして、一つはDSM、これは日
本語では精神疾患の診断統計マニュア
ルと訳されています。もう一つはICD
といい、WHOが公表している国際疾
病分類です。それらの中でコミュ障と
かアスペに近い概念として、コミュニ
ケーション障害や、アスペルガー症候
群などが診断名として入っています。
　ただ、アスペルガー症候群に関して、
最近この名前は使われなくなっていま
す。最近では、自閉スペクトラム症、
Autism Spectrum Disorder、略して
ASDという診断名に包括されるよう
になりました。以前は自閉症とアスペ
ルガー症候群は、大きなくくりでは一
緒だけれども、別な障害種として定義
されていました。アスペルガー症候群
は自閉の特徴はありますが、言葉の遅
れや知的な遅れがないグループとして
分けていたのですが、最近の考えでは
そのように分けることはせず、そうい
う自閉症の特徴を持つ人たちはすべて
自閉スペクトラム症という大きなくく
りで診断されるようになっています。
　山内　アスペルガー症候群というの
は診断名としては消えつつあると考え
てよいのでしょうか。
　藤野　そのとおりです。ただ、その
中で、アスペルガー症候群の特徴の一
部がいわゆるアスペと呼ばれる人たち
に見られたりすることから、アスペと
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いう俗称が残って、ひとり歩きしてい
るという状況になっていると思います。
　山内　アスペルガー症候群、これは
俗説的には何となく攻撃性が強いとか、
性格が悪いイメージ。ただし、頭はい
い、こういったイメージなのですが、
こういった方もコミュニケーション障
害としてとらえられるのですか。
　藤野　そうですね。一つは、まず頭
がいいというイメージですが、診断の
中に知的な遅れとか言葉の遅れがあり
ませんので、相対的には知的には高い
グループが際立ちます。そのため、頭
がいいといったイメージが生まれるの
ではないかと思います。
　もう一つ、性格が悪いといったイメ
ージですが、アスペルガー症候群とさ
れてきた人を含む自閉スペクトラム症
の人たちに共通して、他人の心が直感
的に理解しにくいという問題がありま
す。相手の立場に立てないとか、相手
の視点に立てないので、自分がこう言
ったら相手はどう思うかといったこと
を想像しながらコミュニケーションを
しにくいことがあります。ですので、
悪意はないけれども、人が嫌がること
をさらっと言ってしまう。そういうこ
とがたびたびあるものですから、性格
が悪いと思われてしまうのではないか
と考えられます。しかしそれは性格の
問題ではなくて、障害の特徴から来て
いる問題なのです。
　山内　いわゆる空気が読めないとい

う感じのイメージですが。
　藤野　まさにそうかと思います。
　山内　ただ、これはあくまでも俗称
のほうで、医学的となりますと、何が
加わるのでしょうか。
　藤野　先ほど名前を出しましたDSM、
今は、DSM-５（ファイブ）といいま
して、第５版なのですが、その診断基
準によりますと、大きく二つの特徴が
あります。一つは、複数の状況で社会
的コミュニケーションおよび対人的相
互反応における持続的な欠陥、要する
に特徴の一つは人との関わり合いの障
害ということです。もう一つが、行動、
興味、または活動の限定された反復的
な様式。切り替えが難しくて非常にこ
だわりが強い。この二つの特徴は必須
で、両方がはっきり見られないと診断
はつきません。
　そしてもう一つは、そういった症状
は発達早期に存在していなければなら
ないということです。赤ちゃんのとき
からの発達を事細かく調べて、何歳ぐ
らいにどういう特徴があったか、そう
いうことも含めて診断がなされます。
　さらにもう一つは、社会的・職業的、
または他の重要な領域における現在の
機能に臨床的に意味のある障害を引き
起こしているか。要するに、日常生活
に支障があるくらいそれらの特徴が強
いかどうかです。そういったことをす
べて、客観的な診断ツールなども用い、
総合的に臨床的な判断によって医師が

人を見下すようなニュアンスがあって、
あまり感心しない言葉遣いではないか
と思っています。
　山内　小さな社会の中で、少し変わ
り者としてはじき出すような感じで使
われていることが多い言葉ですね。
　藤野　そうなのです。コミュ障を、
自分自身もそうだと思い込んでいる人
もけっこう多いようです。どうしてか
といいますと、先ほど申しましたよう
に、コミュ障というキーワードでイン
ターネット検索してみますと、関連ワ
ードといいまして、ある言葉を入れる
と、一緒に検索されることの多い言葉
が自動的に出てくる仕組みがあるので
すが、コミュ障と一緒に検索される言
葉にはこんなものがありました。チェ
ック、診断、バイト、克服、仕事、改
善、就職、就活、それから治すとか治
し方。こういった状況を見ますと、自
分がコミュ障ではないかと悩んで、特
にアルバイトとか就活などに不安を抱
えたり、苦戦したりして、お医者さん
に行ってみようかと、そういった悩み
を持っている人は少なくなさそうです。
　山内　これと医学的なコミュニケー
ション障害はかなり違うだろうという
のは、私ども、イメージ的にはわかる
のですが、一般の方にもわかりやすい、
明確に一線を画すものとしてはどうい
ったものが挙げられるのでしょうか。
　藤野　医学的にですが、特にこのあ
たりは精神医学領域の中で発達障害の

カテゴリーに含まれると思います。診
断基準は、国際的によく使われている
ものとして、一つはDSM、これは日
本語では精神疾患の診断統計マニュア
ルと訳されています。もう一つはICD
といい、WHOが公表している国際疾
病分類です。それらの中でコミュ障と
かアスペに近い概念として、コミュニ
ケーション障害や、アスペルガー症候
群などが診断名として入っています。
　ただ、アスペルガー症候群に関して、
最近この名前は使われなくなっていま
す。最近では、自閉スペクトラム症、
Autism Spectrum Disorder、略して
ASDという診断名に包括されるよう
になりました。以前は自閉症とアスペ
ルガー症候群は、大きなくくりでは一
緒だけれども、別な障害種として定義
されていました。アスペルガー症候群
は自閉の特徴はありますが、言葉の遅
れや知的な遅れがないグループとして
分けていたのですが、最近の考えでは
そのように分けることはせず、そうい
う自閉症の特徴を持つ人たちはすべて
自閉スペクトラム症という大きなくく
りで診断されるようになっています。
　山内　アスペルガー症候群というの
は診断名としては消えつつあると考え
てよいのでしょうか。
　藤野　そのとおりです。ただ、その
中で、アスペルガー症候群の特徴の一
部がいわゆるアスペと呼ばれる人たち
に見られたりすることから、アスペと
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診断します。
　先ほどのコミュ障とかアスペという
のは、自閉スペクトラム症の特徴の一
部を持つかもしれませんが、診断基準
と全く一致しているわけではありませ
ん。
　あともう一つ、説明しておきたいこ
とがあります。コミュ障というのはコ
ミュニケーション障害の略だと思いま
すが、医学的にコミュニケーション障
害という場合、DSMですと、コミュニ
ケーション症群、コミュニケーション
障害群という一つの大きなくくりがあ
り、医学的にコミュニケーション障害
という概念が意味するものと、若者た
ちがコミュ障という言葉で意味するも
のとは一致しないように思います。
　と申しますのは、医学的な診断概念
としてのコミュニケーション障害は、
言葉の発達の遅れと、発音の障害や吃
音症などの話し方の問題も入ってくる

のです。先ほどのコミュ障というのは、
アスペとかKYなどと近くて、自閉症
の特徴が強調されていると思われます
けれども、それとは異なるタイプの問
題です。ですので、コミュ障を医学的
な概念としてのコミュニケーション障
害と同一視することはできないと思い
ます。
　山内　まとめますと、一つは独特の
こだわりのような行動の反復があると
いうことと、発達、小児期から少しそ
ういったものがあるということ、それ
から言語系のシステムで適切な言葉が
出てきにくいような、そういったもの
がある。そういったあたりでいわゆる
俗称とは切り離されると考えてよいの
ですね。
　藤野　はい、そのとおりかと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

藤田医科大学皮膚科教授
杉　浦　一　充

（聞き手　池田志斈）

　アトピー性皮膚炎に対するデルゴシチニブ療法についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アトピー性皮膚炎のデルゴシチニブ療法

　池田　アトピー性皮膚炎に対するデ
ルゴシチニブ療法とは何なのでしょう
か。
　杉浦　これは１年ぐらい前に発売さ
れたアトピー性皮膚炎に適用のある新
しい作用機序のJAK（ジャック）阻害
薬という薬で、アトピーにおいてはと
ても重要な機能をする蛋白を阻害する
塗り薬です。
　池田　塗るだけでオーケーなのです
ね。
　杉浦　そうなのです。塗るだけで効
果を発揮します。
　池田　JAKとは何なのですか。
　杉浦　JAKはサイトカインと関係が
あります。アトピー性皮膚炎に関係す
るIL-４、IL-13、IL-31というのがあり
まして、そのレセプターと会合する蛋
白としてJAKというものがあります。
JAKはリン酸化蛋白ですが、それが活

性化されると、IL-４、13、31などの
シグナルが入るのです。ですから、ア
トピーの重要なTh２サイトカインで
あるそれ以外のサイトカインもシグナ
ルを抑えることから、アトピー性皮膚
炎に対しては本質的な治療になります。
　池田　しばらく前からデュピルマブ
というものが売られていますよね。い
わゆる生物学的製剤ですが、あれはレ
セプターに対する抗体でしたね。
　杉浦　そうです。IL-４レセプター
αです。IL-４レセプターαというの
はIL-４と13と両方抑えます。それは
JAKのちょっと上にレセプターがあり、
JAKはレセプターにくっついています
ので、IL-４レセプターα抗体はJAK
と似たようなところがあります。
　池田　抗体がくっつくのがレセプタ
ーで、JAKというのはそのレセプター
のちょっと下流にあるということです
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診断します。
　先ほどのコミュ障とかアスペという
のは、自閉スペクトラム症の特徴の一
部を持つかもしれませんが、診断基準
と全く一致しているわけではありませ
ん。
　あともう一つ、説明しておきたいこ
とがあります。コミュ障というのはコ
ミュニケーション障害の略だと思いま
すが、医学的にコミュニケーション障
害という場合、DSMですと、コミュニ
ケーション症群、コミュニケーション
障害群という一つの大きなくくりがあ
り、医学的にコミュニケーション障害
という概念が意味するものと、若者た
ちがコミュ障という言葉で意味するも
のとは一致しないように思います。
　と申しますのは、医学的な診断概念
としてのコミュニケーション障害は、
言葉の発達の遅れと、発音の障害や吃
音症などの話し方の問題も入ってくる

のです。先ほどのコミュ障というのは、
アスペとかKYなどと近くて、自閉症
の特徴が強調されていると思われます
けれども、それとは異なるタイプの問
題です。ですので、コミュ障を医学的
な概念としてのコミュニケーション障
害と同一視することはできないと思い
ます。
　山内　まとめますと、一つは独特の
こだわりのような行動の反復があると
いうことと、発達、小児期から少しそ
ういったものがあるということ、それ
から言語系のシステムで適切な言葉が
出てきにくいような、そういったもの
がある。そういったあたりでいわゆる
俗称とは切り離されると考えてよいの
ですね。
　藤野　はい、そのとおりかと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

藤田医科大学皮膚科教授
杉　浦　一　充

（聞き手　池田志斈）

　アトピー性皮膚炎に対するデルゴシチニブ療法についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アトピー性皮膚炎のデルゴシチニブ療法

　池田　アトピー性皮膚炎に対するデ
ルゴシチニブ療法とは何なのでしょう
か。
　杉浦　これは１年ぐらい前に発売さ
れたアトピー性皮膚炎に適用のある新
しい作用機序のJAK（ジャック）阻害
薬という薬で、アトピーにおいてはと
ても重要な機能をする蛋白を阻害する
塗り薬です。
　池田　塗るだけでオーケーなのです
ね。
　杉浦　そうなのです。塗るだけで効
果を発揮します。
　池田　JAKとは何なのですか。
　杉浦　JAKはサイトカインと関係が
あります。アトピー性皮膚炎に関係す
るIL-４、IL-13、IL-31というのがあり
まして、そのレセプターと会合する蛋
白としてJAKというものがあります。
JAKはリン酸化蛋白ですが、それが活

性化されると、IL-４、13、31などの
シグナルが入るのです。ですから、ア
トピーの重要なTh２サイトカインで
あるそれ以外のサイトカインもシグナ
ルを抑えることから、アトピー性皮膚
炎に対しては本質的な治療になります。
　池田　しばらく前からデュピルマブ
というものが売られていますよね。い
わゆる生物学的製剤ですが、あれはレ
セプターに対する抗体でしたね。
　杉浦　そうです。IL-４レセプター
αです。IL-４レセプターαというの
はIL-４と13と両方抑えます。それは
JAKのちょっと上にレセプターがあり、
JAKはレセプターにくっついています
ので、IL-４レセプターα抗体はJAK
と似たようなところがあります。
　池田　抗体がくっつくのがレセプタ
ーで、JAKというのはそのレセプター
のちょっと下流にあるということです
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　池田　10gだと、もし全身に塗るこ
とになると難しいと思うのですが、先
生はどのように指導されているのでし
ょうか。
　杉浦　特に顔が多いのですが、顔で
は、だいぶ良くなった後は保湿剤に替
え、体の場合は症状がある程度良くな
ったところを中心に塗ります。プロア
クティブ療法に変更できた場合は特に
症状が出やすい部位、関節部や手など、
個人にとって気になるところを中心に
塗っていただきます。
　池田　ある程度部位限定になってく
るのですね。
　杉浦　そうですね。最大使用量を超
えてはいけませんので、使用できる範
囲内で塗っていただくようにしていま
す。
　池田　一方、タクロリムスのときに
問題になった刺激感というのがありま
したね。デルゴシチニブ軟膏は刺激感
など、副作用はないのでしょうか。
　杉浦　一応添付文書には刺激がある
こともあると書いていますが、実際、
患者さんに使っていただいていて、タ
クロリムスよりは刺激を感じない人が
多い印象です。私見ですが、例えば、
タクロリムスではちょっと刺激があっ
て使えないという人でも、デルゴシチ
ニブであれば大丈夫という方もいるの
で、刺激感という意味ではタクロリム
スより優るのではないかと思います。
　池田　タクロリムスもそういう話が

あったのですが、どういう状態になっ
たら一応やめる、あるいは保湿剤だけ
にしていくとか、先生はどういう目安
で処方されているのでしょうか。
　杉浦　自分で手でさわって、平たく
なったり、色素沈着になったら抗炎症
をする必要は特にないので、そういう
場合は保湿すればよいかと思います。
紅斑ではなくて、立体的に発疹をさわ
れなくなってから、やめていくべきか
と思っています。
　池田　さわって平坦化したというこ
とは、おそらく表皮の厚みがなくなっ
ているということでしょうか。
　杉浦　そのとおりです。
　池田　さわった感じが大切なのです
ね。それと、まだ結論は何も出ていな
いと思うのですが、タクロリムスも、
ほかのワセリンなどで半分に割って量
を増やすということをされていました
が、先生はデルゴシチニブ軟膏でそう
いう経験はありますか。
　杉浦　以前勤めていた施設では半分
に割っていたのですが、当院に移って
からは割ることがもともとできないこ
とになっていますので、残念ながらそ
の経験はありません。今のところ割る
というエビデンスはあまり出てきてい
ないので、割らないでやったほうがい
いのではないかと思っています。
　池田　軟膏によっては基剤で割るこ
とによって全然効果がなくなってしま
うことがありますよね。

か。
　杉浦　そういうことです。
　池田　IL-４とか13のシグナルをレ
セプターとして入ってきたところの下
流でJAKを止めてブロックするのです
ね。
　杉浦　そのとおりです。
　池田　わかりました。でも、塗り薬
で塗って、表皮を越えて真皮とか、そ
の下のほうまで入っていくものなので
しょうか。
　杉浦　分子として、炭化水素ですの
で、抗体と違って、中に入っていって
作用します。
　池田　分子量としては小さいのです
ね。
　杉浦　分子量としては小さいですね。
ステロイドよりも小さいぐらいだった
と思います。
　池田　そうなのですね。タクロリム
スは分子量が大きいものですから、正
常な皮膚には入りづらくて、病的皮膚
が入りやすいとされているのですが、
JAK阻害薬ですと正常な皮膚でも十分
入りうるのでしょうか。
　杉浦　入りうると思います。ステロ
イドより小さいぐらい。タクロリムス
より確実に小さいです。
　池田　どのように使うのでしょうか。
　杉浦　アトピー性皮膚炎でも、顔の
赤い人、顔の症状の人には最初からこ
のデルゴシチニブを使うこともありま
す。体でも効果はありますが、強さと

してはちょうどステロイドの強さのミ
ディアムぐらいですので、重症な人は
ベリーストロングなどのステロイドの
外用薬で抑えた後に、良くなってから
デルゴシチニブという方法で使用して
います。
　池田　効果は最初から大きく出るわ
けではなくて、症状に合わせて、弱い
ところだったら最初から使ってもいい
し、ちょっと病気の勢いがあるような
皮膚はステロイド等で良くしてから使
っていくのですね。
　杉浦　そのようにしたほうがよいの
ではないかと思います。ちょうどタク
ロリムスと同じような感じです。タク
ロリムスもだいたいそのような方法で
使うことが多いです。
　池田　今、タクロリムスは、プロア
クティブ療法、悪くしないようにとい
う感じで使っていることも多いのです
が、デルゴシチニブ軟膏もそうなので
しょうか。
　杉浦　私は同じようにプロアクティ
ブ療法としてデルゴシチニブを使うこ
ともあります。
　池田　おそらく、タクロリムスもそ
うでしたが１日の使用上限量がありま
したね。どのくらいなのでしょうか。
　杉浦　これも覚えやすく、ちょうど
タクロリムスと一緒で、１回の使用量
が１本、５gです。１日２回まで使用
可能ですので、１日使用量は２本まで
です。10gまで使用可能です。
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　池田　10gだと、もし全身に塗るこ
とになると難しいと思うのですが、先
生はどのように指導されているのでし
ょうか。
　杉浦　特に顔が多いのですが、顔で
は、だいぶ良くなった後は保湿剤に替
え、体の場合は症状がある程度良くな
ったところを中心に塗ります。プロア
クティブ療法に変更できた場合は特に
症状が出やすい部位、関節部や手など、
個人にとって気になるところを中心に
塗っていただきます。
　池田　ある程度部位限定になってく
るのですね。
　杉浦　そうですね。最大使用量を超
えてはいけませんので、使用できる範
囲内で塗っていただくようにしていま
す。
　池田　一方、タクロリムスのときに
問題になった刺激感というのがありま
したね。デルゴシチニブ軟膏は刺激感
など、副作用はないのでしょうか。
　杉浦　一応添付文書には刺激がある
こともあると書いていますが、実際、
患者さんに使っていただいていて、タ
クロリムスよりは刺激を感じない人が
多い印象です。私見ですが、例えば、
タクロリムスではちょっと刺激があっ
て使えないという人でも、デルゴシチ
ニブであれば大丈夫という方もいるの
で、刺激感という意味ではタクロリム
スより優るのではないかと思います。
　池田　タクロリムスもそういう話が

あったのですが、どういう状態になっ
たら一応やめる、あるいは保湿剤だけ
にしていくとか、先生はどういう目安
で処方されているのでしょうか。
　杉浦　自分で手でさわって、平たく
なったり、色素沈着になったら抗炎症
をする必要は特にないので、そういう
場合は保湿すればよいかと思います。
紅斑ではなくて、立体的に発疹をさわ
れなくなってから、やめていくべきか
と思っています。
　池田　さわって平坦化したというこ
とは、おそらく表皮の厚みがなくなっ
ているということでしょうか。
　杉浦　そのとおりです。
　池田　さわった感じが大切なのです
ね。それと、まだ結論は何も出ていな
いと思うのですが、タクロリムスも、
ほかのワセリンなどで半分に割って量
を増やすということをされていました
が、先生はデルゴシチニブ軟膏でそう
いう経験はありますか。
　杉浦　以前勤めていた施設では半分
に割っていたのですが、当院に移って
からは割ることがもともとできないこ
とになっていますので、残念ながらそ
の経験はありません。今のところ割る
というエビデンスはあまり出てきてい
ないので、割らないでやったほうがい
いのではないかと思っています。
　池田　軟膏によっては基剤で割るこ
とによって全然効果がなくなってしま
うことがありますよね。

か。
　杉浦　そういうことです。
　池田　IL-４とか13のシグナルをレ
セプターとして入ってきたところの下
流でJAKを止めてブロックするのです
ね。
　杉浦　そのとおりです。
　池田　わかりました。でも、塗り薬
で塗って、表皮を越えて真皮とか、そ
の下のほうまで入っていくものなので
しょうか。
　杉浦　分子として、炭化水素ですの
で、抗体と違って、中に入っていって
作用します。
　池田　分子量としては小さいのです
ね。
　杉浦　分子量としては小さいですね。
ステロイドよりも小さいぐらいだった
と思います。
　池田　そうなのですね。タクロリム
スは分子量が大きいものですから、正
常な皮膚には入りづらくて、病的皮膚
が入りやすいとされているのですが、
JAK阻害薬ですと正常な皮膚でも十分
入りうるのでしょうか。
　杉浦　入りうると思います。ステロ
イドより小さいぐらい。タクロリムス
より確実に小さいです。
　池田　どのように使うのでしょうか。
　杉浦　アトピー性皮膚炎でも、顔の
赤い人、顔の症状の人には最初からこ
のデルゴシチニブを使うこともありま
す。体でも効果はありますが、強さと

してはちょうどステロイドの強さのミ
ディアムぐらいですので、重症な人は
ベリーストロングなどのステロイドの
外用薬で抑えた後に、良くなってから
デルゴシチニブという方法で使用して
います。
　池田　効果は最初から大きく出るわ
けではなくて、症状に合わせて、弱い
ところだったら最初から使ってもいい
し、ちょっと病気の勢いがあるような
皮膚はステロイド等で良くしてから使
っていくのですね。
　杉浦　そのようにしたほうがよいの
ではないかと思います。ちょうどタク
ロリムスと同じような感じです。タク
ロリムスもだいたいそのような方法で
使うことが多いです。
　池田　今、タクロリムスは、プロア
クティブ療法、悪くしないようにとい
う感じで使っていることも多いのです
が、デルゴシチニブ軟膏もそうなので
しょうか。
　杉浦　私は同じようにプロアクティ
ブ療法としてデルゴシチニブを使うこ
ともあります。
　池田　おそらく、タクロリムスもそ
うでしたが１日の使用上限量がありま
したね。どのくらいなのでしょうか。
　杉浦　これも覚えやすく、ちょうど
タクロリムスと一緒で、１回の使用量
が１本、５gです。１日２回まで使用
可能ですので、１日使用量は２本まで
です。10gまで使用可能です。
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　杉浦　そうですね。酸性、アルカリ
性の関係でなくなってしまうものもあ
れば、むしろ効果が強くなるものもあ
ります。経験的にわかっているものに
関してはそれでもいいのかもしれませ
んが、デルゴシチニブはまだその辺の
ところは見えてきていないと思うので、
慎重にしたほうがいいと思います。
　池田　あと、JAK阻害薬、内服も最
近出てきましたよね。バリシチニブが
新型コロナウイルス感染症でも使える
ようになりましたが、デルゴシチニブ
軟膏と併用された経験はありますか。
　杉浦　はい、実際にあります。ステ
ロイド忌避の患者さんはいまだにいま
す。バリシチニブは本来重症の人に使
うことが多いので、バリシチニブとベ
リーストロングクラスのステロイド外
用薬のほうが体に対していいのですが、
どうしてもそれが嫌な人もいます。顔
などはデルゴシチニブでも大丈夫なの
で、顔とか、体もステロイドが嫌な人
はバリシチニブとデルゴシチニブと一
緒に使うことはあります。

　池田　バリシチニブは内服で、全身
に影響がある薬ですので、副作用とい
いますか、バリシチニブを使うときの
注意点にはどのようなものがあるので
しょうか。
　杉浦　バリシチニブは関節リウマチ
に使われた薬なので、今はB型肝炎と
C型肝炎と結核、T-スポット.TB、胸
部レントゲンは治療する前に検査をす
るべきということになっています。ま
た、関節リウマチの場合は帯状疱疹が
ある程度出てしまう。そのほか、単純
ヘルペスなども出現しやすいとされて
いますので、その辺は注意が必要です。
そういう副作用が出ないように注意し
ながら治療する必要があると思います。
　池田　生物学的製剤と同じようなプ
ロフィールがあるのですね。
　杉浦　そうですね。生物学的製剤並
みの検査が要求されますし、生物学的
製剤にない、ヘルペス属に対する合併
症については気をつける必要がありま
す。
　池田　ありがとうございました。

母子愛育会総合母子保健センター所長
中　林　正　雄

（聞き手　池脇克則）

　妊娠中や産褥期はd-dimer値が上昇しますが、深部静脈血栓症（DVT）や肺塞
栓症（PE）のリスクも高まります。DVT/PE診断のスクリーニングにd-dimerは
有用かご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

DVT/PE診断のスクリーニング

　池脇　中林先生、どうして妊娠中あ
るいは産褥期に血栓ができやすくなる
のでしょうか。
　中林　血栓塞栓症の要因としては、
皆さんもご存じのとおり、ウィルヒョ
ウの３要素があります。１つは血液成
分の変化です。妊娠中は凝固因子が妊
娠性ホルモンの影響によって非常に増
加してきます。２つ目は血流の停滞で
す。妊娠中はエストロゲンの増加によ
って血管が弛緩しますので、下肢とか
子宮・胎盤に血流がうっ滞します。そ
れから３つ目は血管壁の損傷です。特
に分娩や帝王切開時には血管壁が損傷
されます。この３つの要素が妊娠中、
特に分娩時はそろってしまうので血栓
塞栓症が起こりやすいのです。
　池脇　確かに分娩のときにはこの３

つの要素がそろっていますが、妊娠と
いってもけっこう長いプロセスで、こ
れは単純に妊娠が進むにつれて血栓を
作りやすい背景がだんだんとでき上が
ってくると考えていいのでしょうか。
　中林　妊娠の後半に特に血栓塞栓症
のリスクが上がって、分娩を機に産褥
期にも上がるといわれています。
　池脇　臨床では深部静脈血栓症
（DVT）のときにスクリーニングでd- 
dimerをよく使います。このd-dimerと
いうのはどういうものなのでしょうか。
　中林　d-dimerはFDP（フィブリン／
フィブリノーゲン分解産物）の一つで
す。ここで止血機序について簡単にお
話しします。血中にある凝固因子のフ
ィブリノーゲンがトロンビンによって
固相のフィブリンになって血液が凝固
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　杉浦　そうですね。酸性、アルカリ
性の関係でなくなってしまうものもあ
れば、むしろ効果が強くなるものもあ
ります。経験的にわかっているものに
関してはそれでもいいのかもしれませ
んが、デルゴシチニブはまだその辺の
ところは見えてきていないと思うので、
慎重にしたほうがいいと思います。
　池田　あと、JAK阻害薬、内服も最
近出てきましたよね。バリシチニブが
新型コロナウイルス感染症でも使える
ようになりましたが、デルゴシチニブ
軟膏と併用された経験はありますか。
　杉浦　はい、実際にあります。ステ
ロイド忌避の患者さんはいまだにいま
す。バリシチニブは本来重症の人に使
うことが多いので、バリシチニブとベ
リーストロングクラスのステロイド外
用薬のほうが体に対していいのですが、
どうしてもそれが嫌な人もいます。顔
などはデルゴシチニブでも大丈夫なの
で、顔とか、体もステロイドが嫌な人
はバリシチニブとデルゴシチニブと一
緒に使うことはあります。

　池田　バリシチニブは内服で、全身
に影響がある薬ですので、副作用とい
いますか、バリシチニブを使うときの
注意点にはどのようなものがあるので
しょうか。
　杉浦　バリシチニブは関節リウマチ
に使われた薬なので、今はB型肝炎と
C型肝炎と結核、T-スポット.TB、胸
部レントゲンは治療する前に検査をす
るべきということになっています。ま
た、関節リウマチの場合は帯状疱疹が
ある程度出てしまう。そのほか、単純
ヘルペスなども出現しやすいとされて
いますので、その辺は注意が必要です。
そういう副作用が出ないように注意し
ながら治療する必要があると思います。
　池田　生物学的製剤と同じようなプ
ロフィールがあるのですね。
　杉浦　そうですね。生物学的製剤並
みの検査が要求されますし、生物学的
製剤にない、ヘルペス属に対する合併
症については気をつける必要がありま
す。
　池田　ありがとうございました。

母子愛育会総合母子保健センター所長
中　林　正　雄

（聞き手　池脇克則）

　妊娠中や産褥期はd-dimer値が上昇しますが、深部静脈血栓症（DVT）や肺塞
栓症（PE）のリスクも高まります。DVT/PE診断のスクリーニングにd-dimerは
有用かご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

DVT/PE診断のスクリーニング

　池脇　中林先生、どうして妊娠中あ
るいは産褥期に血栓ができやすくなる
のでしょうか。
　中林　血栓塞栓症の要因としては、
皆さんもご存じのとおり、ウィルヒョ
ウの３要素があります。１つは血液成
分の変化です。妊娠中は凝固因子が妊
娠性ホルモンの影響によって非常に増
加してきます。２つ目は血流の停滞で
す。妊娠中はエストロゲンの増加によ
って血管が弛緩しますので、下肢とか
子宮・胎盤に血流がうっ滞します。そ
れから３つ目は血管壁の損傷です。特
に分娩や帝王切開時には血管壁が損傷
されます。この３つの要素が妊娠中、
特に分娩時はそろってしまうので血栓
塞栓症が起こりやすいのです。
　池脇　確かに分娩のときにはこの３

つの要素がそろっていますが、妊娠と
いってもけっこう長いプロセスで、こ
れは単純に妊娠が進むにつれて血栓を
作りやすい背景がだんだんとでき上が
ってくると考えていいのでしょうか。
　中林　妊娠の後半に特に血栓塞栓症
のリスクが上がって、分娩を機に産褥
期にも上がるといわれています。
　池脇　臨床では深部静脈血栓症
（DVT）のときにスクリーニングでd- 
dimerをよく使います。このd-dimerと
いうのはどういうものなのでしょうか。
　中林　d-dimerはFDP（フィブリン／
フィブリノーゲン分解産物）の一つで
す。ここで止血機序について簡単にお
話しします。血中にある凝固因子のフ
ィブリノーゲンがトロンビンによって
固相のフィブリンになって血液が凝固
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　池脇　具体的にDVT/PE、いわゆる
VTE、これをどのように診断していく
のか。アルゴリズムというのでしょう
か、進め方というのはあるのでしょう
か。
　中林　まず血栓塞栓症の臨床症状と
リスク因子によって疑われた場合には、
侵襲性の低い検査からやっていくのが
常道です。d-dimerは侵襲性が低く、か
つ、感度は高いので血栓塞栓症が疑わ
れた場合のスクリーニングとしては良
い検査と考えます。しかし、特異度は
低いわけです。いろいろな疾患で上昇
します。ですからd-dimerが陰性であ
れば血栓症は除外できるといえます。
　一方、d-dimerが陽性だった場合は、
確定診断として画像診断をすることに
なります。画像診断で一番低侵襲なの
は超音波エコー検査です。それから造
影CTなどもあります。あとは肺動脈
造影とか肺シンチとか、いろいろあり
ますが、アルゴリズムとしては低侵襲
のものからだんだん精度の高い確定診
断へと移っていくことになるかと思い
ます（表）。
　池脇　スクリーニングでd-dimerを出
されるとのことでしたが、何もない普
通の妊婦さんでもルーチンにd-dimer
は出されるのでしょうか。
　中林　それはないです。ある程度リ
スクや臨床症状があって、医療施設に
もよりますけれども、こういうリスク
や臨床症状があったら検査すると決め

ているところが多くて、全妊婦のスク
リーニングは、多くのところはされて
いないと思います。
　池脇　特異度をできるだけ上げてお
いて、d-dimerをもう少し信頼できる
検査にするためにも、臨床症状などを
見ながら測る。一般的には１以上です

表　DVT/PE診断のアルゴリズム

【リスク因子と臨床症状のチェック】
・妊娠中のリスク因子
　　血栓症の既往
　　高齢
　　肥満、糖代謝異常（DM、GDMなど）
　　長期臥床（切迫早産など）
　　多胎
　　妊娠高血圧症候群
　　自己免疫疾患
　　帝王切開術

・臨床症状
　　下肢のDVT： 腫脹・疼痛、色調変化、

左右差３㎝以上
　　PE　　　　： 呼吸困難、胸痛、動悸・ 

頻脈、発熱、咳嗽
　　　　　⬇
〔DVT/PEが疑われる場合〕
・ 胸部X-P、心電図、動脈血ガス分析、
血液生化学検査など

・血中d-dimerの測定
　　　　　⬇
〔d-dimer高値の場合〕
・画像診断　 超音波エコー検査 

造影CT、肺動脈造影、 
肺シンチなど

します。そのフィブリンが第�因子に
よってクロスリンクして、安定化フィ
ブリンというものに変わり、止血に作
用します。その安定化フィブリンが線
溶系の酵素であるプラスミンによって
分解されると、d-dimerができてくる
のです。つまり、d-dimerというのは
生体内でフィブリン血栓ができて、そ
れがプラスミンによって溶かされたと
いう証明になるのです。
　プラスミンはフィブリノーゲンより
フィブリンに親和性が高いので、一般
的には血中FDP値はおおむね安定化フ
ィブリンの分解産物を示しているとい
うことになると思います。
　池脇　このd-dimer、妊娠中は血栓
によらず上がってくるのでしょうか。
　中林　そうなのです。d-dimer高値
を示す疾患としては、DICは当然です
が、そのほかに血栓塞栓症、妊娠、悪
性腫瘍、感染症、手術後などで上昇す
ることが知られています。非妊時のd- 
dimer値は0.5～１μg/mLぐらいですが、
妊娠の後半は２μg/mL前後になります。
つまり非妊時に比べて２～４倍高くな
るといわれているのです。ですから妊
娠時は非妊時とd-dimerの正常値が違
うということを他科の医師には承知し
ておいていただきたいと思います。
　池脇　数字を非妊娠の方と同じよう
に解釈してはいけないけれども、事実
として妊娠中あるいは分娩時に血栓塞
栓症の危険は高いということで、どの

くらいの頻度でそういったものが起こ
ってくるのでしょうか。
　中林　妊娠中の頻度としては、1,000
妊娠・分娩で0.5～１人ぐらいです。非
妊時でも生体内では微細な凝固が起き
て、それに対応して線溶が起きて、両
者のバランスがとれて恒常性が保たれ
ているのですが、妊娠中はそのバラン
スが崩れやすいのです。特に心配なの
は帝王切開後の血栓塞栓症のリスクが
経腟分娩の５～10倍以上高いといわれ
ていますので、その辺は要注意だと思
います。
　池脇　どうして帝王切開でリスクが
上がるのですか。
　中林　帝王切開術をする理由にはい
ろいろあります。例えば高齢、肥満、
糖代謝異常、妊娠高血圧症候群、双子、
自己免疫疾患などの疾患があると、そ
れだけでも血栓症のリスクですが、こ
れらの疾患があると帝王切開率が高率
となります。基礎疾患がない場合の帝
王切開術でも、術後１～２日のd-dimer
は４～８μg/mLぐらいになっています
ので、凝固・線溶系が亢進していると
いえます。基礎疾患がある妊婦の帝王
切開術後１～２日は特に血栓塞栓症の
リスクが高いということになります。
　池脇　そうしますと、産科の医師は
妊娠中もケアされるけれども、特に帝
王切開の後はこういったものを注意し
たいということですね。
　中林　そうですね。
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　池脇　具体的にDVT/PE、いわゆる
VTE、これをどのように診断していく
のか。アルゴリズムというのでしょう
か、進め方というのはあるのでしょう
か。
　中林　まず血栓塞栓症の臨床症状と
リスク因子によって疑われた場合には、
侵襲性の低い検査からやっていくのが
常道です。d-dimerは侵襲性が低く、か
つ、感度は高いので血栓塞栓症が疑わ
れた場合のスクリーニングとしては良
い検査と考えます。しかし、特異度は
低いわけです。いろいろな疾患で上昇
します。ですからd-dimerが陰性であ
れば血栓症は除外できるといえます。
　一方、d-dimerが陽性だった場合は、
確定診断として画像診断をすることに
なります。画像診断で一番低侵襲なの
は超音波エコー検査です。それから造
影CTなどもあります。あとは肺動脈
造影とか肺シンチとか、いろいろあり
ますが、アルゴリズムとしては低侵襲
のものからだんだん精度の高い確定診
断へと移っていくことになるかと思い
ます（表）。
　池脇　スクリーニングでd-dimerを出
されるとのことでしたが、何もない普
通の妊婦さんでもルーチンにd-dimer
は出されるのでしょうか。
　中林　それはないです。ある程度リ
スクや臨床症状があって、医療施設に
もよりますけれども、こういうリスク
や臨床症状があったら検査すると決め

ているところが多くて、全妊婦のスク
リーニングは、多くのところはされて
いないと思います。
　池脇　特異度をできるだけ上げてお
いて、d-dimerをもう少し信頼できる
検査にするためにも、臨床症状などを
見ながら測る。一般的には１以上です

表　DVT/PE診断のアルゴリズム

【リスク因子と臨床症状のチェック】
・妊娠中のリスク因子
　　血栓症の既往
　　高齢
　　肥満、糖代謝異常（DM、GDMなど）
　　長期臥床（切迫早産など）
　　多胎
　　妊娠高血圧症候群
　　自己免疫疾患
　　帝王切開術

・臨床症状
　　下肢のDVT： 腫脹・疼痛、色調変化、

左右差３㎝以上
　　PE　　　　： 呼吸困難、胸痛、動悸・ 

頻脈、発熱、咳嗽
　　　　　⬇
〔DVT/PEが疑われる場合〕
・ 胸部X-P、心電図、動脈血ガス分析、
血液生化学検査など

・血中d-dimerの測定
　　　　　⬇
〔d-dimer高値の場合〕
・画像診断　 超音波エコー検査 

造影CT、肺動脈造影、 
肺シンチなど

します。そのフィブリンが第�因子に
よってクロスリンクして、安定化フィ
ブリンというものに変わり、止血に作
用します。その安定化フィブリンが線
溶系の酵素であるプラスミンによって
分解されると、d-dimerができてくる
のです。つまり、d-dimerというのは
生体内でフィブリン血栓ができて、そ
れがプラスミンによって溶かされたと
いう証明になるのです。
　プラスミンはフィブリノーゲンより
フィブリンに親和性が高いので、一般
的には血中FDP値はおおむね安定化フ
ィブリンの分解産物を示しているとい
うことになると思います。
　池脇　このd-dimer、妊娠中は血栓
によらず上がってくるのでしょうか。
　中林　そうなのです。d-dimer高値
を示す疾患としては、DICは当然です
が、そのほかに血栓塞栓症、妊娠、悪
性腫瘍、感染症、手術後などで上昇す
ることが知られています。非妊時のd- 
dimer値は0.5～１μg/mLぐらいですが、
妊娠の後半は２μg/mL前後になります。
つまり非妊時に比べて２～４倍高くな
るといわれているのです。ですから妊
娠時は非妊時とd-dimerの正常値が違
うということを他科の医師には承知し
ておいていただきたいと思います。
　池脇　数字を非妊娠の方と同じよう
に解釈してはいけないけれども、事実
として妊娠中あるいは分娩時に血栓塞
栓症の危険は高いということで、どの

くらいの頻度でそういったものが起こ
ってくるのでしょうか。
　中林　妊娠中の頻度としては、1,000
妊娠・分娩で0.5～１人ぐらいです。非
妊時でも生体内では微細な凝固が起き
て、それに対応して線溶が起きて、両
者のバランスがとれて恒常性が保たれ
ているのですが、妊娠中はそのバラン
スが崩れやすいのです。特に心配なの
は帝王切開後の血栓塞栓症のリスクが
経腟分娩の５～10倍以上高いといわれ
ていますので、その辺は要注意だと思
います。
　池脇　どうして帝王切開でリスクが
上がるのですか。
　中林　帝王切開術をする理由にはい
ろいろあります。例えば高齢、肥満、
糖代謝異常、妊娠高血圧症候群、双子、
自己免疫疾患などの疾患があると、そ
れだけでも血栓症のリスクですが、こ
れらの疾患があると帝王切開率が高率
となります。基礎疾患がない場合の帝
王切開術でも、術後１～２日のd-dimer
は４～８μg/mLぐらいになっています
ので、凝固・線溶系が亢進していると
いえます。基礎疾患がある妊婦の帝王
切開術後１～２日は特に血栓塞栓症の
リスクが高いということになります。
　池脇　そうしますと、産科の医師は
妊娠中もケアされるけれども、特に帝
王切開の後はこういったものを注意し
たいということですね。
　中林　そうですね。
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が、妊婦さんの場合は幾つ以上の場合、
というのはあるのでしょうか。
　中林　人によりますが、２～４μg/
mLぐらい、それ以上高ければ先に進
むとしていることが多いようです。た
だ、その場合は臨床症状が大切です。
下肢のDVTであれば、腫脹・疼痛、色
調変化、左右差３㎝以上などがありま
す。PEでは呼吸困難、胸痛、動悸・頻
脈、発熱、咳嗽というような症状が出
ます。それが、血栓によるものなのか
を鑑別診断していくことになりますの
で、この臨床症状は非常に大事だと思
います。
　池脇　d-dimerだけで判断するより
も、下肢、あるいは呼吸器症状などの
あるなしでイメージが変わってきます
ね。そして、本当に怪しいとなれば画
像診断ということで、下肢の場合は、
まずは超音波エコーで調べるのですね。
　中林　おっしゃるとおりです。
　池脇　最後になりますが、実際に血
栓があって、治療しないといけない場
合、今はやりのNOAC、新規の抗凝固
薬が一般的になってきましたが、妊婦
は状況が違いますよね。
　中林　妊娠中は非常に急速にいろい
ろな症状が進行しますので、やはり確
実なヘパリンによる抗凝固療法が第一
選択になります。そういった治療が長
期になるようだったらワルファリンを

使うとか、また非常に致死性が高いよ
うな場合にはt-PAを使うとか、そうい
う急速な治療が必要だろうと思います。
　池脇　この場合のヘパリンは持続点
滴でしょうか、それとも皮下注でしょ
うか。
　中林　妊娠中にDVT/PEが発症して
治療が必要となれば、やはりこの時期
には持続点滴になります。
　池脇　血栓のために、それこそ命を
落とすようなケースもあるから、きっ
ちり治療するということですね。
　中林　そのとおりです。
　池脇　繰り返しになりますが、その
中でも、産科の医師が特に心配される
のは帝王切開の後ですね。
　中林　そうですね。帝王切開率は全
妊婦の20％前後ありますので、その場
合は要注意になります。
　池脇　帝王切開の後には最初はヘパ
リンを使って、その後、ワルファリン
を使うのでしょうか。
　中林　そういうことになります。
　池脇　薬以外にも弾性ストッキング
などを使いますか。
　中林　予防・治療としては術後の早
期離床、下肢挙上、足首の背屈運動、
膝の屈伸運動、弾性ストッキング、間
欠的空気マッサージなどが薬を使う前
の予防的治療になります。
　池脇　ありがとうございました。

日本医科大学耳鼻咽喉科教授
大久保　公　裕

（聞き手　山内俊一）

　通年性花粉症の特徴、対策と治療、予後についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

通年性花粉症

　山内　通年性花粉症という言葉自体
は我々もよく使います。実際そういっ
た患者さんには、一年中花粉症という
方がいますが、この定義に関してはい
かがでしょうか。
　大久保　実際には一つの花粉が一年
中飛んでいることはありません。例え
ば２～４月がスギ、５・６月がヒノキ、
６・７月で例えばイネ科の花粉が飛ん
で、８～10月でブタクサ、ヨモギ、そ
ういった秋のキク科の花粉が飛ぶとい
うことで、およそ一年中、症状が出ま
す。そのような複合的なアレルゲン、
抗原陽性の花粉症のまとまりのケース
の通年性花粉症があります。もう一つ、
スギ花粉症の方はどうしても鼻粘膜が
常時過敏な状況です。ですから、朝、
くしゃみが出やすい、鼻水が出やすい、
副交感神経の反射で出るような通年性
の鼻症状を血管運動性鼻炎といいます

が、スギ花粉症だけでも通年性の症状
を持つ通年性花粉症といえるかと思い
ます。
　山内　アレルゲンが多様なために、
一見、一年中出ているかたちになる。
　大久保　そうですね。そういった体
質の方、アトピーの体質、もともと喘
息があって、アトピー性皮膚炎があっ
て、それからアレルギー性鼻炎になっ
たという方、ハウスダストやダニも少
し関与しているかもしれませんが、花
粉にも多くの反応を示すという方もい
ますので、そういった方の場合は通年
性の花粉症と考えてもいいかと思いま
す。
　山内　多くのアレルゲンを持ってい
るタイプ、もう一つは過敏性体質、こ
の２群に大きく分けるということです
が、国際的にもこういった分類になる
のでしょうか。
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が、妊婦さんの場合は幾つ以上の場合、
というのはあるのでしょうか。
　中林　人によりますが、２～４μg/
mLぐらい、それ以上高ければ先に進
むとしていることが多いようです。た
だ、その場合は臨床症状が大切です。
下肢のDVTであれば、腫脹・疼痛、色
調変化、左右差３㎝以上などがありま
す。PEでは呼吸困難、胸痛、動悸・頻
脈、発熱、咳嗽というような症状が出
ます。それが、血栓によるものなのか
を鑑別診断していくことになりますの
で、この臨床症状は非常に大事だと思
います。
　池脇　d-dimerだけで判断するより
も、下肢、あるいは呼吸器症状などの
あるなしでイメージが変わってきます
ね。そして、本当に怪しいとなれば画
像診断ということで、下肢の場合は、
まずは超音波エコーで調べるのですね。
　中林　おっしゃるとおりです。
　池脇　最後になりますが、実際に血
栓があって、治療しないといけない場
合、今はやりのNOAC、新規の抗凝固
薬が一般的になってきましたが、妊婦
は状況が違いますよね。
　中林　妊娠中は非常に急速にいろい
ろな症状が進行しますので、やはり確
実なヘパリンによる抗凝固療法が第一
選択になります。そういった治療が長
期になるようだったらワルファリンを

使うとか、また非常に致死性が高いよ
うな場合にはt-PAを使うとか、そうい
う急速な治療が必要だろうと思います。
　池脇　この場合のヘパリンは持続点
滴でしょうか、それとも皮下注でしょ
うか。
　中林　妊娠中にDVT/PEが発症して
治療が必要となれば、やはりこの時期
には持続点滴になります。
　池脇　血栓のために、それこそ命を
落とすようなケースもあるから、きっ
ちり治療するということですね。
　中林　そのとおりです。
　池脇　繰り返しになりますが、その
中でも、産科の医師が特に心配される
のは帝王切開の後ですね。
　中林　そうですね。帝王切開率は全
妊婦の20％前後ありますので、その場
合は要注意になります。
　池脇　帝王切開の後には最初はヘパ
リンを使って、その後、ワルファリン
を使うのでしょうか。
　中林　そういうことになります。
　池脇　薬以外にも弾性ストッキング
などを使いますか。
　中林　予防・治療としては術後の早
期離床、下肢挙上、足首の背屈運動、
膝の屈伸運動、弾性ストッキング、間
欠的空気マッサージなどが薬を使う前
の予防的治療になります。
　池脇　ありがとうございました。

日本医科大学耳鼻咽喉科教授
大久保　公　裕

（聞き手　山内俊一）

　通年性花粉症の特徴、対策と治療、予後についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

通年性花粉症

　山内　通年性花粉症という言葉自体
は我々もよく使います。実際そういっ
た患者さんには、一年中花粉症という
方がいますが、この定義に関してはい
かがでしょうか。
　大久保　実際には一つの花粉が一年
中飛んでいることはありません。例え
ば２～４月がスギ、５・６月がヒノキ、
６・７月で例えばイネ科の花粉が飛ん
で、８～10月でブタクサ、ヨモギ、そ
ういった秋のキク科の花粉が飛ぶとい
うことで、およそ一年中、症状が出ま
す。そのような複合的なアレルゲン、
抗原陽性の花粉症のまとまりのケース
の通年性花粉症があります。もう一つ、
スギ花粉症の方はどうしても鼻粘膜が
常時過敏な状況です。ですから、朝、
くしゃみが出やすい、鼻水が出やすい、
副交感神経の反射で出るような通年性
の鼻症状を血管運動性鼻炎といいます

が、スギ花粉症だけでも通年性の症状
を持つ通年性花粉症といえるかと思い
ます。
　山内　アレルゲンが多様なために、
一見、一年中出ているかたちになる。
　大久保　そうですね。そういった体
質の方、アトピーの体質、もともと喘
息があって、アトピー性皮膚炎があっ
て、それからアレルギー性鼻炎になっ
たという方、ハウスダストやダニも少
し関与しているかもしれませんが、花
粉にも多くの反応を示すという方もい
ますので、そういった方の場合は通年
性の花粉症と考えてもいいかと思いま
す。
　山内　多くのアレルゲンを持ってい
るタイプ、もう一つは過敏性体質、こ
の２群に大きく分けるということです
が、国際的にもこういった分類になる
のでしょうか。
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もどちらかというとヒスタミンの反射
で起こってくることが多いので、そう
いった部分では抗ヒスタミン薬を中心
に、反射性の鼻汁は抗コリン作用のあ
るもので抑えます。前立腺肥大や緑内
障では使いづらいのですが、抗コリン
作用を持つ抗ヒスタミン薬は鼻水をよ
く止めると考えられています。一年中、
鼻炎の症状があるわけですから、粘膜
も炎症を起こしていると考えると抗ヒ
スタミン薬を中心に鼻噴霧用ステロイ
ド薬を抗炎症薬として使っていく。基
本的にはこの組み合わせで使っていけ
れば症状が良くなるだろうと思います。
　山内　本来は、花粉症は目安として
どのぐらいの期間使うのでしょうか。
　大久保　スギ花粉症単独であれば 
２～５月で、我々は３カ月というので
すが、実臨床では症状が治まるまでは
薬剤を使っていいと話をしています。
軽症、中等症であれば経口薬で大丈夫
かもしれませんが、重症になると、そ
れに鼻噴霧用ステロイド薬を付け加え
て、経口薬と点鼻薬です。その方向で
症状がなくなるまで治療を継続しても
全然問題ないだろうと思います。
　山内　ただ、専門医に来られる患者
さんはいいのですが、我々のところに
来て、ついでに薬を、という方ですね。
気がついたら５年、10年、出しっぱな
しというケースも出てきかねないわけ
ですが、これはいかがなのでしょうか。
　大久保　実際のところ、喘息やアト

ピーでもかなりの長期間、薬剤をのん
でいますし、抗ヒスタミン薬自身はタ
キフィラキシスというような、どんど
ん効果が薄まるという現象もありませ
ん。継続して使用することは全く問題
ないだろうと思っています。
　山内　自然治癒はしないものなので
しょうか。
　大久保　抗体を作るという意味にお
いては、今は70歳のご高齢の方でもス
ギ花粉症を発症することがありますの
で、抗体産生の程度としては以前より
も長期にアレルゲンに対してのIgEの
抗体産生は続くと考えてよいと思いま
す。実際、60代、70代になって約１割
は自然治癒するかどうかで、残りの 
８～９割は症状や抗体産生が残ってき
ますので、自然治癒はなかなか難しい
かもしれないです。
　山内　時々、免疫療法、手術といっ
たものを聞きますが、こういったもの
は重症度によって決めると考えてよい
のですね。
　大久保　そうですね。重症度と、我々
は年齢によっても決めていきたいと思
います。例えば免疫療法の恩恵が50代
から始めて10年というのと、10歳から
始めて40年というのでは、試行期間が
同じ５年であっても、３年であっても、
やはり免疫療法は低年齢から始めたほ
うがいいでしょう。ある程度の年齢に
なって鼻閉が常時続く場合であれば、
20代、30代でも鼻の手術を考えること

　大久保　そうですね。国際的にWHO
のガイドラインでARIAというものが
あるのですが、そこではintermittent、
４週間以内のものと、persistent、４週
間以上症状が続くもの、といった観点
で分かれていて、特に通年性とは定義
はしていません。症状のある期間と、
重症度、mild（軽症）、moderate（中
等症）、severe（重症）という観点か
ら分けられています。ですから、通年
性に花粉症があったとしても、この海
外の定義とは特に相反しないだろうと
思います。
　山内　アレルゲンが多様なタイプと、
ベースにそういった過敏性の素因を持
たれる方ということですが、頻度とし
てはどういった感じでしょうか。
　大久保　アトピー体質の方が増えて
きたといっても、やはり圧倒的にスギ
花粉症の単独の方のほうが多いので、
複数抗原で通年性に症状を持たれる方
が２～３割、そしてスギ花粉症で過敏
性の体質を持って通年性に鼻炎の症状
がある方が７～８割ぐらいの分け方に
なるかと思います。
　山内　ハウスダストやダニに対する
反応がある方はどちらかといいますと
過敏性の素因を持たれているほうに入
ると考えてよいでしょうか。
　大久保　ハウスダスト、ダニについ
ては、アレルギーを二面性から考える
と、一つは先生がおっしゃられた過敏
性の部分、これは粘膜の過敏性なので、

神経反射がだいぶ関係してきます。そ
れともう一つは免疫学から分けるタイ
プ、これは抗体産生が強いタイプで、
複数抗原のタイプということになるの
だろうと思います。ですから、ハウス
ダスト、ダニがあるということは、ど
ちらかというと複数抗原を作りやすい。
根本にあるのがハウスダスト、ダニで、
そこでアトピーが起こって喘息が起こ
る。
　ただ、ハウスダスト、ダニは年齢と
ともにわりと消えていきやすいのです。
それは抗原のハウスダスト、ダニが高
さ１m50㎝の位置に存在しないためで
す。だいたい１m以下のところにハウ
スダスト、ダニが下から舞い上がり多
くなります。そうすると、お子さんに
発症しやすい理由としてわかりやすい
と思います。基本的に、大人になって
くると徐々にハウスダスト、ダニは消
えて、上から舞い降りてくるスギ、ヒ
ノキだけ、あるいはほかの花粉だけが
残っていくのが感作という部分の経年
的変化だろうと思います。
　山内　なかなか奥深いですね。
　大久保　そうですね。
　山内　ただ、実際の臨床上は、どち
らのタイプにせよ、一年中ということ
ですから、治療方針としては同じと考
えてよいのでしょうか。
　大久保　そうですね。治療方針とし
ては同じメカニズムといっても、アレ
ルギー反応と過敏の反応。過敏の反応
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もどちらかというとヒスタミンの反射
で起こってくることが多いので、そう
いった部分では抗ヒスタミン薬を中心
に、反射性の鼻汁は抗コリン作用のあ
るもので抑えます。前立腺肥大や緑内
障では使いづらいのですが、抗コリン
作用を持つ抗ヒスタミン薬は鼻水をよ
く止めると考えられています。一年中、
鼻炎の症状があるわけですから、粘膜
も炎症を起こしていると考えると抗ヒ
スタミン薬を中心に鼻噴霧用ステロイ
ド薬を抗炎症薬として使っていく。基
本的にはこの組み合わせで使っていけ
れば症状が良くなるだろうと思います。
　山内　本来は、花粉症は目安として
どのぐらいの期間使うのでしょうか。
　大久保　スギ花粉症単独であれば 
２～５月で、我々は３カ月というので
すが、実臨床では症状が治まるまでは
薬剤を使っていいと話をしています。
軽症、中等症であれば経口薬で大丈夫
かもしれませんが、重症になると、そ
れに鼻噴霧用ステロイド薬を付け加え
て、経口薬と点鼻薬です。その方向で
症状がなくなるまで治療を継続しても
全然問題ないだろうと思います。
　山内　ただ、専門医に来られる患者
さんはいいのですが、我々のところに
来て、ついでに薬を、という方ですね。
気がついたら５年、10年、出しっぱな
しというケースも出てきかねないわけ
ですが、これはいかがなのでしょうか。
　大久保　実際のところ、喘息やアト

ピーでもかなりの長期間、薬剤をのん
でいますし、抗ヒスタミン薬自身はタ
キフィラキシスというような、どんど
ん効果が薄まるという現象もありませ
ん。継続して使用することは全く問題
ないだろうと思っています。
　山内　自然治癒はしないものなので
しょうか。
　大久保　抗体を作るという意味にお
いては、今は70歳のご高齢の方でもス
ギ花粉症を発症することがありますの
で、抗体産生の程度としては以前より
も長期にアレルゲンに対してのIgEの
抗体産生は続くと考えてよいと思いま
す。実際、60代、70代になって約１割
は自然治癒するかどうかで、残りの 
８～９割は症状や抗体産生が残ってき
ますので、自然治癒はなかなか難しい
かもしれないです。
　山内　時々、免疫療法、手術といっ
たものを聞きますが、こういったもの
は重症度によって決めると考えてよい
のですね。
　大久保　そうですね。重症度と、我々
は年齢によっても決めていきたいと思
います。例えば免疫療法の恩恵が50代
から始めて10年というのと、10歳から
始めて40年というのでは、試行期間が
同じ５年であっても、３年であっても、
やはり免疫療法は低年齢から始めたほ
うがいいでしょう。ある程度の年齢に
なって鼻閉が常時続く場合であれば、
20代、30代でも鼻の手術を考えること

　大久保　そうですね。国際的にWHO
のガイドラインでARIAというものが
あるのですが、そこではintermittent、
４週間以内のものと、persistent、４週
間以上症状が続くもの、といった観点
で分かれていて、特に通年性とは定義
はしていません。症状のある期間と、
重症度、mild（軽症）、moderate（中
等症）、severe（重症）という観点か
ら分けられています。ですから、通年
性に花粉症があったとしても、この海
外の定義とは特に相反しないだろうと
思います。
　山内　アレルゲンが多様なタイプと、
ベースにそういった過敏性の素因を持
たれる方ということですが、頻度とし
てはどういった感じでしょうか。
　大久保　アトピー体質の方が増えて
きたといっても、やはり圧倒的にスギ
花粉症の単独の方のほうが多いので、
複数抗原で通年性に症状を持たれる方
が２～３割、そしてスギ花粉症で過敏
性の体質を持って通年性に鼻炎の症状
がある方が７～８割ぐらいの分け方に
なるかと思います。
　山内　ハウスダストやダニに対する
反応がある方はどちらかといいますと
過敏性の素因を持たれているほうに入
ると考えてよいでしょうか。
　大久保　ハウスダスト、ダニについ
ては、アレルギーを二面性から考える
と、一つは先生がおっしゃられた過敏
性の部分、これは粘膜の過敏性なので、

神経反射がだいぶ関係してきます。そ
れともう一つは免疫学から分けるタイ
プ、これは抗体産生が強いタイプで、
複数抗原のタイプということになるの
だろうと思います。ですから、ハウス
ダスト、ダニがあるということは、ど
ちらかというと複数抗原を作りやすい。
根本にあるのがハウスダスト、ダニで、
そこでアトピーが起こって喘息が起こ
る。
　ただ、ハウスダスト、ダニは年齢と
ともにわりと消えていきやすいのです。
それは抗原のハウスダスト、ダニが高
さ１m50㎝の位置に存在しないためで
す。だいたい１m以下のところにハウ
スダスト、ダニが下から舞い上がり多
くなります。そうすると、お子さんに
発症しやすい理由としてわかりやすい
と思います。基本的に、大人になって
くると徐々にハウスダスト、ダニは消
えて、上から舞い降りてくるスギ、ヒ
ノキだけ、あるいはほかの花粉だけが
残っていくのが感作という部分の経年
的変化だろうと思います。
　山内　なかなか奥深いですね。
　大久保　そうですね。
　山内　ただ、実際の臨床上は、どち
らのタイプにせよ、一年中ということ
ですから、治療方針としては同じと考
えてよいのでしょうか。
　大久保　そうですね。治療方針とし
ては同じメカニズムといっても、アレ
ルギー反応と過敏の反応。過敏の反応
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も必要になってくるかもしれません。
　山内　最後に対策ですが、日常生活
の対策として、どういったものが勧め
られるのでしょうか。
　大久保　先ほど反射の話をしました
が、新型コロナウイルス感染症の時代、
あまり外に出てはいけないわけですか
ら、皆さん方が一番足りなくなってい
るのが運動です。そうなると、交感神
経系を使わないので、どうしても副交
感が優位になる。となれば、やはり鼻
水が出やすくなる体質になっていると
思います。一方でマスクを使っていま
すので、花粉症の時期はかなり症状を
抑えられることを考えると、適度な運
動は必ずしていく。どうやったら過敏
性が減るか。昔の人はよく寒中水泳だ
とか乾布摩擦という鍛錬療法みたいな
ものをしていましたが、確かに皮膚感
覚がそういった刺激をある程度受けて
くると副交感神経の反射が弱まると考
えます。

　あとは、抗体産生に関しては、抗原
をなるべく吸わないようにするという
対策、自宅でもマスクをつけてもいい
と思いますし、掃除などもしっかりや
っていただければ、自宅の環境は非常
に良くなるのだろうと考えます。
　山内　今の反射でいいますと、例え
ばよく朝だけくしゃみをするケースが
ありますが、これも同じようなメカニ
ズムでしょうか。
　大久保　そうですね。眠っている状
況、副交感神経が急に交感神経に切り
替わるとき、こういったときにどうし
ても反射としてくしゃみが出て、くし
ゃみが出ると鼻水が出てくるという現
象が起こってきます。朝だけくしゃみ
をするというのはお子さんにも非常に
多いですし、花粉症の方でも、全然花
粉が飛んでいない季節でも起こってき
ますので、そういったこともその症状
の一つかと思います。
　山内　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（Ⅱ）

藤田医科大学医学部微生物学講座・感染症科教授
土　井　洋　平

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の治療

　齊藤　COVID-19の治療ということ
で、通常の経過だとどういう方が多い
のでしょうか。
　土井　COVID-19の患者さんという
のは、多くの方は軽症である、自然に
軽快されるという点は大きく変わって
いないと思います。ただ一つ、今回、
第４波でいわれているように、重症化
に至っている方が少し増えているかも
しれないということ。また、若年層の
方、若年といっても医療でいう若年で
すので、40～60代ぐらいの方というイ
メージですが、以前であれば入院に至
っていなかったようなこういった方々
が入院して、場合によってはICUでの
管理が必要になる症例が以前より増え
ているという点が、今回の第４波の特
徴であることは、報道されているとお
り私どもも実感しています。
　齊藤　軽症の患者さんに対しての治
療はどうされているのでしょう。
　土井　軽症の患者さんといいますと、
酸素投与に至っていない患者さんに当
たると思うのですが、現在の状況では、

こういった方はほぼ入院にならず、自
宅または宿泊での療養になっています。
基本的には現在でも対症療法、発熱が
あれば解熱剤を使ってといった治療に
なっていると思います。
　齊藤　風邪の患者さんに対する対応
のようなことでしょうか。
　土井　そのとおりです。
　齊藤　経過を見ていく上で、酸素飽
和度は見たほうがいいでしょうか。
　土井　そうですね。今回のCOVID- 
19の特徴として、呼吸不全に入りつつ
ある段階でも本人が自覚されない場合
があることが特徴です。客観指標、簡
便に測定できるものとして酸素飽和度
のモニターが望ましいということで、
多くの自治体では自宅療養の方の場合
でも、例えばパルスオキシメーターを
貸し出して自分でモニターをしてもら
うということが行われています。
　齊藤　インフルエンザの場合、日本
では検査で陽性になるとほぼ100％、
直ちに抗ウイルス薬投与になりますが、
COVID-19でもそういった戦略という
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も必要になってくるかもしれません。
　山内　最後に対策ですが、日常生活
の対策として、どういったものが勧め
られるのでしょうか。
　大久保　先ほど反射の話をしました
が、新型コロナウイルス感染症の時代、
あまり外に出てはいけないわけですか
ら、皆さん方が一番足りなくなってい
るのが運動です。そうなると、交感神
経系を使わないので、どうしても副交
感が優位になる。となれば、やはり鼻
水が出やすくなる体質になっていると
思います。一方でマスクを使っていま
すので、花粉症の時期はかなり症状を
抑えられることを考えると、適度な運
動は必ずしていく。どうやったら過敏
性が減るか。昔の人はよく寒中水泳だ
とか乾布摩擦という鍛錬療法みたいな
ものをしていましたが、確かに皮膚感
覚がそういった刺激をある程度受けて
くると副交感神経の反射が弱まると考
えます。

　あとは、抗体産生に関しては、抗原
をなるべく吸わないようにするという
対策、自宅でもマスクをつけてもいい
と思いますし、掃除などもしっかりや
っていただければ、自宅の環境は非常
に良くなるのだろうと考えます。
　山内　今の反射でいいますと、例え
ばよく朝だけくしゃみをするケースが
ありますが、これも同じようなメカニ
ズムでしょうか。
　大久保　そうですね。眠っている状
況、副交感神経が急に交感神経に切り
替わるとき、こういったときにどうし
ても反射としてくしゃみが出て、くし
ゃみが出ると鼻水が出てくるという現
象が起こってきます。朝だけくしゃみ
をするというのはお子さんにも非常に
多いですし、花粉症の方でも、全然花
粉が飛んでいない季節でも起こってき
ますので、そういったこともその症状
の一つかと思います。
　山内　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（Ⅱ）

藤田医科大学医学部微生物学講座・感染症科教授
土　井　洋　平

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の治療

　齊藤　COVID-19の治療ということ
で、通常の経過だとどういう方が多い
のでしょうか。
　土井　COVID-19の患者さんという
のは、多くの方は軽症である、自然に
軽快されるという点は大きく変わって
いないと思います。ただ一つ、今回、
第４波でいわれているように、重症化
に至っている方が少し増えているかも
しれないということ。また、若年層の
方、若年といっても医療でいう若年で
すので、40～60代ぐらいの方というイ
メージですが、以前であれば入院に至
っていなかったようなこういった方々
が入院して、場合によってはICUでの
管理が必要になる症例が以前より増え
ているという点が、今回の第４波の特
徴であることは、報道されているとお
り私どもも実感しています。
　齊藤　軽症の患者さんに対しての治
療はどうされているのでしょう。
　土井　軽症の患者さんといいますと、
酸素投与に至っていない患者さんに当
たると思うのですが、現在の状況では、

こういった方はほぼ入院にならず、自
宅または宿泊での療養になっています。
基本的には現在でも対症療法、発熱が
あれば解熱剤を使ってといった治療に
なっていると思います。
　齊藤　風邪の患者さんに対する対応
のようなことでしょうか。
　土井　そのとおりです。
　齊藤　経過を見ていく上で、酸素飽
和度は見たほうがいいでしょうか。
　土井　そうですね。今回のCOVID- 
19の特徴として、呼吸不全に入りつつ
ある段階でも本人が自覚されない場合
があることが特徴です。客観指標、簡
便に測定できるものとして酸素飽和度
のモニターが望ましいということで、
多くの自治体では自宅療養の方の場合
でも、例えばパルスオキシメーターを
貸し出して自分でモニターをしてもら
うということが行われています。
　齊藤　インフルエンザの場合、日本
では検査で陽性になるとほぼ100％、
直ちに抗ウイルス薬投与になりますが、
COVID-19でもそういった戦略という
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あるいは抗ウイルス薬などの開発、登
場が望まれる領域だと思います。
　齊藤　感染後患者血漿の使用が話題
になりましたが、いかがでしょうか。
　土井　回復者血漿、あるいは高度免
疫グロブリンといった製剤ですね。こ
れについてもいろいろな試験が国際的
に行われてきています。完全に決着は
ついていない認識ですが、はっきりポ
ジティブのデータは出ていないため、
パンデミックが始まったときほどの高
い関心は今なくなってきているのかな
と思います。これから国内での回復者
血漿の試験も始まるところなので、ぜ
ひいい結果が出てくれればいいと個人
的には期待しています。
　齊藤　それから、モノクローナル抗
体もあるのでしょうか。
　土井　モノクローナル抗体について
はかなり先に進んでいて、少なくとも
米国では外来の患者さんを中心にモノ
クローナル抗体による治療が緊急承認
され、実際に行われています。治験の
データを見ていくと、７～８割ぐらい
入院を防ぐことができるという結果が
示されているので、これが日本でも使
用することができるようになると、先
ほど話題に出た軽症の方の入院、重症
化を予防していくという点では、一つ
の武器になるかと期待しています。
　齊藤　これは外来で使用するものな
のでしょうか。

　土井　当初はおそらく入院で始まる
かもしれないのですが、現在一番治療
法に欠いているのは入院前の段階です
ので、あくまでも私の意見として、外
来などでうまく使えるようになってい
ければという期待を込めて申し上げて
いる点です。
　齊藤　これがアメリカではもう使用
可能ということですね。
　土井　はい。
　齊藤　またもう少し治療薬の進歩が
ありそうですか。例えば抗ウイルス薬
とか、どうでしょう。
　土井　抗ウイルス薬についても幾つ
か、特に今回のSARS-CoV-２に合わ
せて開発された新規の抗ウイルス薬が
幾つか治験の段階に入ってきているの
で、うまく間に合えば、今回のパンデ
ミックにこういった新たな抗ウイルス
薬が使えるようになる可能性は十分に
あると思います。
　齊藤　ワクチンが広く行き渡ってお
さまるまでは、こういった治療の出番
がまだまだあるということでしょうか。
　土井　そうですね。出口は近いと思
いますので、ワクチンと、やや限られ
てはいますが、こういった治療法の組
み合わせで何とか乗り切れればと思い
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年５月24日放送）

のはいかがなのでしょうか。
　土井　おっしゃるように、ウイルス
感染症ということで、理屈から考える
と、なるべく発症早期のうちに有効な
抗ウイルス治療を行うことができれば
早期の症状軽快や重症化の予防が期待
できるのではないかということで、幾
つかの特に経口で内服できる薬剤が試
されてきました。国際的には抗HIV薬
であるロピナビル、リトナビル、抗マ
ラリア薬のヒドロキシクロロキン、ま
た日本では、抗インフルエンザ薬のフ
ァビピラビル、こういった経口薬でこ
れまで臨床試験が行われてきています
が、いずれもはっきりした有効性を示
す、あるいは承認されるまでは至って
いないのが現状です。
　齊藤　先生もファビピラビルで研究
されたということですが、よい傾向が
見られたのでしょうか。
　土井　私どもの研究では、参加人数
が少なかったということはあるのです
が、発熱している方ですと、１日ちょ
っとぐらい発熱期間が短縮することが
見られましたし、ウイルス量も投与さ
れている方のほうが若干早く陰性化し
ていくことが見られたのですけれども、
有意差のあるレベルではなかったため、
データはデータということで論文とし
て発表しました。
　ほかにもファビピラビルについては
国内での企業治験、また海外でも幾つ
か試験が行われています。やはり全体

として今申し上げたような傾向は見ら
れているようですが、インフルエンザ
における例えばオセルタミビルのよう
な大規模な試験ではっきりと統計的に
有意な差で示されるというところには
至っていません。
　齊藤　さて、中等症あるいは重症に
なった場合の治療はどのようにされて
いるのでしょうか。
　土井　これは酸素投与が必要で入院
に至っている方が該当します。こちら
はかなり治療のかたちが薬物療法につ
いても固まってきています。具体的に
は、抗ウイルス薬として日本ではレム
デシビルが肺炎に適用があるので、静
注ですが、これを入院している方に使
う場合が多い。もう１点は酸素投与、
特に一定量以上の酸素投与が必要にな
ってきているような方については、ス
テロイドであるデキサメタゾンを投与
することも現在ではほぼ標準治療にな
ってきています。ですので、この２剤、
レムデシビルとデキサメタゾンの併用
が行われる場合が多いです。
　齊藤　今の治療を軽症の段階でやっ
て入院に至らなくするという戦略はう
まくいかないのですね。
　土井　そうですね。医療逼迫がいわ
れる昨今ですので、軽症の方がその後
進行して入院に至るのをいかに防ぐか
は、医学的にも、また公衆衛生上も非
常に大事なポイントです。そこがまだ
もう一歩といいますか、新しい治療法
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あるいは抗ウイルス薬などの開発、登
場が望まれる領域だと思います。
　齊藤　感染後患者血漿の使用が話題
になりましたが、いかがでしょうか。
　土井　回復者血漿、あるいは高度免
疫グロブリンといった製剤ですね。こ
れについてもいろいろな試験が国際的
に行われてきています。完全に決着は
ついていない認識ですが、はっきりポ
ジティブのデータは出ていないため、
パンデミックが始まったときほどの高
い関心は今なくなってきているのかな
と思います。これから国内での回復者
血漿の試験も始まるところなので、ぜ
ひいい結果が出てくれればいいと個人
的には期待しています。
　齊藤　それから、モノクローナル抗
体もあるのでしょうか。
　土井　モノクローナル抗体について
はかなり先に進んでいて、少なくとも
米国では外来の患者さんを中心にモノ
クローナル抗体による治療が緊急承認
され、実際に行われています。治験の
データを見ていくと、７～８割ぐらい
入院を防ぐことができるという結果が
示されているので、これが日本でも使
用することができるようになると、先
ほど話題に出た軽症の方の入院、重症
化を予防していくという点では、一つ
の武器になるかと期待しています。
　齊藤　これは外来で使用するものな
のでしょうか。

　土井　当初はおそらく入院で始まる
かもしれないのですが、現在一番治療
法に欠いているのは入院前の段階です
ので、あくまでも私の意見として、外
来などでうまく使えるようになってい
ければという期待を込めて申し上げて
いる点です。
　齊藤　これがアメリカではもう使用
可能ということですね。
　土井　はい。
　齊藤　またもう少し治療薬の進歩が
ありそうですか。例えば抗ウイルス薬
とか、どうでしょう。
　土井　抗ウイルス薬についても幾つ
か、特に今回のSARS-CoV-２に合わ
せて開発された新規の抗ウイルス薬が
幾つか治験の段階に入ってきているの
で、うまく間に合えば、今回のパンデ
ミックにこういった新たな抗ウイルス
薬が使えるようになる可能性は十分に
あると思います。
　齊藤　ワクチンが広く行き渡ってお
さまるまでは、こういった治療の出番
がまだまだあるということでしょうか。
　土井　そうですね。出口は近いと思
いますので、ワクチンと、やや限られ
てはいますが、こういった治療法の組
み合わせで何とか乗り切れればと思い
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年５月24日放送）

のはいかがなのでしょうか。
　土井　おっしゃるように、ウイルス
感染症ということで、理屈から考える
と、なるべく発症早期のうちに有効な
抗ウイルス治療を行うことができれば
早期の症状軽快や重症化の予防が期待
できるのではないかということで、幾
つかの特に経口で内服できる薬剤が試
されてきました。国際的には抗HIV薬
であるロピナビル、リトナビル、抗マ
ラリア薬のヒドロキシクロロキン、ま
た日本では、抗インフルエンザ薬のフ
ァビピラビル、こういった経口薬でこ
れまで臨床試験が行われてきています
が、いずれもはっきりした有効性を示
す、あるいは承認されるまでは至って
いないのが現状です。
　齊藤　先生もファビピラビルで研究
されたということですが、よい傾向が
見られたのでしょうか。
　土井　私どもの研究では、参加人数
が少なかったということはあるのです
が、発熱している方ですと、１日ちょ
っとぐらい発熱期間が短縮することが
見られましたし、ウイルス量も投与さ
れている方のほうが若干早く陰性化し
ていくことが見られたのですけれども、
有意差のあるレベルではなかったため、
データはデータということで論文とし
て発表しました。
　ほかにもファビピラビルについては
国内での企業治験、また海外でも幾つ
か試験が行われています。やはり全体

として今申し上げたような傾向は見ら
れているようですが、インフルエンザ
における例えばオセルタミビルのよう
な大規模な試験ではっきりと統計的に
有意な差で示されるというところには
至っていません。
　齊藤　さて、中等症あるいは重症に
なった場合の治療はどのようにされて
いるのでしょうか。
　土井　これは酸素投与が必要で入院
に至っている方が該当します。こちら
はかなり治療のかたちが薬物療法につ
いても固まってきています。具体的に
は、抗ウイルス薬として日本ではレム
デシビルが肺炎に適用があるので、静
注ですが、これを入院している方に使
う場合が多い。もう１点は酸素投与、
特に一定量以上の酸素投与が必要にな
ってきているような方については、ス
テロイドであるデキサメタゾンを投与
することも現在ではほぼ標準治療にな
ってきています。ですので、この２剤、
レムデシビルとデキサメタゾンの併用
が行われる場合が多いです。
　齊藤　今の治療を軽症の段階でやっ
て入院に至らなくするという戦略はう
まくいかないのですね。
　土井　そうですね。医療逼迫がいわ
れる昨今ですので、軽症の方がその後
進行して入院に至るのをいかに防ぐか
は、医学的にも、また公衆衛生上も非
常に大事なポイントです。そこがまだ
もう一歩といいますか、新しい治療法
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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（Ⅱ）

国際医療福祉大学感染症学教授
加　藤　康　幸

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19と基礎疾患

　齊藤　COVID-19と基礎疾患という
ことで2021年５月18日の収録になりま
すが、COVID-19に罹患した患者さん
の通常の経過はどうなのでしょうか。
　加藤　２週間ぐらいの臨床経過が典
型的とされています。発症した方の80
％ぐらいは軽症で、１週間前後で回復
される。ただ、重症化される患者さん
の場合ですと、１週目を超えたぐらい、
発症から２週目に入って、肺炎、ある
いはARDSといった呼吸不全の症状が
はっきりしてきて、その時点で酸素投
与が必要になる方も10％ぐらいいる。
そういう経過を取ることが多いと思い
ます。
　齊藤　入院期間はどのくらいになる
のですか。
　加藤　軽症の方は自宅療養とか宿泊
療養が多いと思いますが、退院基準は
発症から10日、かつ症状が軽快してか
ら72時間以上たっているということに
なりますので、10日ぐらいで退院する
ことが多いと思います。
　齊藤　施設の場合は、軽い方も酸素

のモニターになるのでしょうか。
　加藤　COVID-19は肺炎が主な病態
ですので、呼吸不全の有無を確認して
いく。それほど呼吸困難を訴えなくて
も、しばしば低酸素になっている方が
いますので、酸素飽和度をチェックす
るのが非常に重要とされています。
　齊藤　発熱には、必要に応じてアセ
トアミノフェンなどを使うことになる
のですか。
　加藤　軽症の方については対症療法
になります。特に発熱、頭痛、筋肉痛
を訴える方が多いので、アセトアミノ
フェンなどが一番よく処方される薬剤
ではないかと思います。
　齊藤　NSAIDsは使わないほうがい
いのですか。
　加藤　まだはっきりしていないとこ
ろですが、アセトアミノフェンが一番
安全ではないかと思います。
　齊藤　その後の残遺症状もあるとい
われていますが、まずは２週間ぐらい
で終わるだろうと。そういった中で重
症化する方がいて、一つは高齢者が有

名ですが、糖尿病患者も悪くなるとい
われましたね。
　加藤　糖尿病は代表的な基礎疾患で、
世界中でほぼ同じデータが出ています。
糖尿病は独立した重症化のリスク因子
だと思います。
　齊藤　糖尿病をしっかりコントロー
ルしていったほうがよいことはわかっ
ているのですね。
　加藤　まだはっきりしていないとこ
ろはありますが、COVID-19も重症の
感染症と考えますと、血糖のコントロ
ールが悪いと感染症のコントロールも
つきにくくなるといったことも予想さ
れます。基礎疾患のコントロールがい
いほど感染症の予後もいいだろうと考
えられます。
　齊藤　糖尿病の薬で、一般的に使わ
れている薬はそのまま継続していくこ
とが原則になりますか。
　加藤　新しい感染症なので、これか
らわかってくることもあるかもしれま
せんが、原病をいい状態に保つという
のが重症化を防ぐ方法といえるのでは
ないかと思います。
　齊藤　頻度が多いものとして高血圧
とか循環器疾患がありますね。高血圧
領域ですと、約30年ぐらい前にACE２
が血圧低下に役立つものだという話題
があったのですが、それが立ち消えに
なっていました。その後SARSがACE
２と関係しているということがあった
ようですが、今回、ACE２が新型コロ

ナウイルスの受容体ということで話題
になってきました。高血圧あるいは心
不全で使うACE阻害薬、あるいはARB
がACE２にも影響するので、この病気
に影響を与えるのではないかという話
がありましたが、結局今はどうなって
いますか。
　加藤　ACE２をレセプターにすると
いうのはたいへん興味深い知見だと思
うのですが、初期に懸念されていた、
そういった薬剤の影響というのは、あ
まりないだろうということになってき
ているかと思います。
　齊藤　一時、研究的にACE阻害薬を
やめて、ほかの薬で血圧をコントロー
ルしていく群と、そのまま継続する群
で比較した研究もあったようですが、
差がないようですね。いずれにせよ、
高血圧あるいは心不全をそういう薬で
治療している患者さんは継続というこ
とですか。
　加藤　そうですね。先ほど申し上げ
た基礎疾患をよりよい状態にしておく
というのは重症化を防ぐ上で重要なこ
とだと思います。
　齊藤　呼吸器疾患に移りますと、喘
息で吸入薬が話題になったことがあり
ましたが、これはどうなのでしょうか。
　加藤　ステロイドがCOVID-19に対
してどのような影響を与えるかですが、
現時点ではステロイド吸入を継続して
喘息をいい状態に保つことが重要とさ
れています。また、日本では国立感染
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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（Ⅱ）

国際医療福祉大学感染症学教授
加　藤　康　幸

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19と基礎疾患

　齊藤　COVID-19と基礎疾患という
ことで2021年５月18日の収録になりま
すが、COVID-19に罹患した患者さん
の通常の経過はどうなのでしょうか。
　加藤　２週間ぐらいの臨床経過が典
型的とされています。発症した方の80
％ぐらいは軽症で、１週間前後で回復
される。ただ、重症化される患者さん
の場合ですと、１週目を超えたぐらい、
発症から２週目に入って、肺炎、ある
いはARDSといった呼吸不全の症状が
はっきりしてきて、その時点で酸素投
与が必要になる方も10％ぐらいいる。
そういう経過を取ることが多いと思い
ます。
　齊藤　入院期間はどのくらいになる
のですか。
　加藤　軽症の方は自宅療養とか宿泊
療養が多いと思いますが、退院基準は
発症から10日、かつ症状が軽快してか
ら72時間以上たっているということに
なりますので、10日ぐらいで退院する
ことが多いと思います。
　齊藤　施設の場合は、軽い方も酸素

のモニターになるのでしょうか。
　加藤　COVID-19は肺炎が主な病態
ですので、呼吸不全の有無を確認して
いく。それほど呼吸困難を訴えなくて
も、しばしば低酸素になっている方が
いますので、酸素飽和度をチェックす
るのが非常に重要とされています。
　齊藤　発熱には、必要に応じてアセ
トアミノフェンなどを使うことになる
のですか。
　加藤　軽症の方については対症療法
になります。特に発熱、頭痛、筋肉痛
を訴える方が多いので、アセトアミノ
フェンなどが一番よく処方される薬剤
ではないかと思います。
　齊藤　NSAIDsは使わないほうがい
いのですか。
　加藤　まだはっきりしていないとこ
ろですが、アセトアミノフェンが一番
安全ではないかと思います。
　齊藤　その後の残遺症状もあるとい
われていますが、まずは２週間ぐらい
で終わるだろうと。そういった中で重
症化する方がいて、一つは高齢者が有

名ですが、糖尿病患者も悪くなるとい
われましたね。
　加藤　糖尿病は代表的な基礎疾患で、
世界中でほぼ同じデータが出ています。
糖尿病は独立した重症化のリスク因子
だと思います。
　齊藤　糖尿病をしっかりコントロー
ルしていったほうがよいことはわかっ
ているのですね。
　加藤　まだはっきりしていないとこ
ろはありますが、COVID-19も重症の
感染症と考えますと、血糖のコントロ
ールが悪いと感染症のコントロールも
つきにくくなるといったことも予想さ
れます。基礎疾患のコントロールがい
いほど感染症の予後もいいだろうと考
えられます。
　齊藤　糖尿病の薬で、一般的に使わ
れている薬はそのまま継続していくこ
とが原則になりますか。
　加藤　新しい感染症なので、これか
らわかってくることもあるかもしれま
せんが、原病をいい状態に保つという
のが重症化を防ぐ方法といえるのでは
ないかと思います。
　齊藤　頻度が多いものとして高血圧
とか循環器疾患がありますね。高血圧
領域ですと、約30年ぐらい前にACE２
が血圧低下に役立つものだという話題
があったのですが、それが立ち消えに
なっていました。その後SARSがACE
２と関係しているということがあった
ようですが、今回、ACE２が新型コロ

ナウイルスの受容体ということで話題
になってきました。高血圧あるいは心
不全で使うACE阻害薬、あるいはARB
がACE２にも影響するので、この病気
に影響を与えるのではないかという話
がありましたが、結局今はどうなって
いますか。
　加藤　ACE２をレセプターにすると
いうのはたいへん興味深い知見だと思
うのですが、初期に懸念されていた、
そういった薬剤の影響というのは、あ
まりないだろうということになってき
ているかと思います。
　齊藤　一時、研究的にACE阻害薬を
やめて、ほかの薬で血圧をコントロー
ルしていく群と、そのまま継続する群
で比較した研究もあったようですが、
差がないようですね。いずれにせよ、
高血圧あるいは心不全をそういう薬で
治療している患者さんは継続というこ
とですか。
　加藤　そうですね。先ほど申し上げ
た基礎疾患をよりよい状態にしておく
というのは重症化を防ぐ上で重要なこ
とだと思います。
　齊藤　呼吸器疾患に移りますと、喘
息で吸入薬が話題になったことがあり
ましたが、これはどうなのでしょうか。
　加藤　ステロイドがCOVID-19に対
してどのような影響を与えるかですが、
現時点ではステロイド吸入を継続して
喘息をいい状態に保つことが重要とさ
れています。また、日本では国立感染
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症研究所がシクレソニドという吸入ス
テロイドが実験室のレベルでSARS-
CoV-２という病原体の増殖を抑える
ことを見いだし、臨床試験が国際医療
研究センターを中心に行われました。
その結果を見ますと、肺炎の所見をか
えって悪くしてしまうこともわかって
います。最終結果は出ていませんが、
普段使っている吸入ステロイドはぜひ
継続すべきですが、新たに加えること
については少々慎重であるべきかと思
います。
　齊藤　喫煙に関してはいかがでしょ
うか。
　加藤　喫煙についても、独立した重
症化のリスク因子であるという知見が
増えてきていると思います。ですので、
禁煙も重症化を防ぐのに非常に重要な
点だと思いますので、呼吸器学会等も
禁煙を強く勧めているところかと思い
ます。

　齊藤　禁煙を勧めていくことが重要
なのですね。患者さんに入院してもら
う場合には基礎疾患がある方を優先す
ることになりますか。
　加藤　私どもの病院も基礎疾患のあ
る方は非常に注意しなければいけない
としています。また、国も入院勧告の
対象として基礎疾患のある方を挙げて
いるので、基礎疾患のある方、高齢の
方に関してはできるだけ入院とし、丁
寧に経過観察ができる環境が望ましい
ということになろうかと思います。
　齊藤　ワクチン接種でも基礎疾患が
話題になっていますね。
　加藤　やはり重症化しやすいので、
ワクチンの優先順位を決めていく上で
も基礎疾患のある方、高齢の方は検討
する要素になると思います。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年５月31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（Ⅱ）

聖路加国際病院感染管理室マネージャー
坂　本　史　衣

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の院内感染対策

　齊藤　COVID-19の院内感染対策を
するうえでも、疫学、流行状況の把握
が重要とうかがっていますが、どうご
覧になっていますか。
　坂本　今、東京では３回目の緊急事
態宣言が出ていますが、東京よりもむ
しろ、地方に感染拡大しているのが心
配な状況です。全国で医療従事者のワ
クチン接種がだいぶ進んでいて、だい
たい25％が２回接種完了、１回完了が
６割まできました。以前に比べて病院
でのクラスターを耳にする頻度は減っ
てきた印象がありますので、感染は拡
大はしているものの、医療機関ではワ
クチン接種率の上昇によって安全な環
境が生まれつつあるところかととらえ
ています。
　齊藤　病院でのクラスターが話題に
なってきたのが2020年の早い時期で、
その報告も出ているようですが、どう
いった経路が重要だったのでしょうか。
　坂本　国内、海外の様々な報告を見
ていますと、必ずしもCOVID-19患者
を受け入れている病棟や外来がハイリ

スクというわけではなく、それ以外の、
通常はCOVID-19以外の患者さんを中
心に診ている部門でのリスクも高いよ
うです。例えば、発熱がCOVID-19で
はなく別の疾患によるものだと思って
いたとか、個人防護具をつけずに無症
状感染者の飛沫を浴びて感染するとい
ったケースがあります。あとはプライ
ベートでの友人、知人との飲食や家庭
内感染などの経路で医療従事者も感染
する。そういったことがきっかけとな
ったクラスターは珍しくないですね。
　齊藤　例えば、手術目的で入った患
者さんが実は術後、症状が出てわかっ
たということですか。
　坂本　そうですね。安全策として入
院時や手術前にPCRスクリーニング検
査を行う病院がありますが、陰性の結
果を感染していないと解釈し、標準予
防策も破綻して飛沫を浴びたり吸い込
んだりしたことが、クラスターにつな
がったケースもあります。
　齊藤　その辺がCOVID-19の難しい
ところなのでしょうが、クラスターが
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症研究所がシクレソニドという吸入ス
テロイドが実験室のレベルでSARS-
CoV-２という病原体の増殖を抑える
ことを見いだし、臨床試験が国際医療
研究センターを中心に行われました。
その結果を見ますと、肺炎の所見をか
えって悪くしてしまうこともわかって
います。最終結果は出ていませんが、
普段使っている吸入ステロイドはぜひ
継続すべきですが、新たに加えること
については少々慎重であるべきかと思
います。
　齊藤　喫煙に関してはいかがでしょ
うか。
　加藤　喫煙についても、独立した重
症化のリスク因子であるという知見が
増えてきていると思います。ですので、
禁煙も重症化を防ぐのに非常に重要な
点だと思いますので、呼吸器学会等も
禁煙を強く勧めているところかと思い
ます。

　齊藤　禁煙を勧めていくことが重要
なのですね。患者さんに入院してもら
う場合には基礎疾患がある方を優先す
ることになりますか。
　加藤　私どもの病院も基礎疾患のあ
る方は非常に注意しなければいけない
としています。また、国も入院勧告の
対象として基礎疾患のある方を挙げて
いるので、基礎疾患のある方、高齢の
方に関してはできるだけ入院とし、丁
寧に経過観察ができる環境が望ましい
ということになろうかと思います。
　齊藤　ワクチン接種でも基礎疾患が
話題になっていますね。
　加藤　やはり重症化しやすいので、
ワクチンの優先順位を決めていく上で
も基礎疾患のある方、高齢の方は検討
する要素になると思います。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年５月31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（Ⅱ）

聖路加国際病院感染管理室マネージャー
坂　本　史　衣

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19の院内感染対策

　齊藤　COVID-19の院内感染対策を
するうえでも、疫学、流行状況の把握
が重要とうかがっていますが、どうご
覧になっていますか。
　坂本　今、東京では３回目の緊急事
態宣言が出ていますが、東京よりもむ
しろ、地方に感染拡大しているのが心
配な状況です。全国で医療従事者のワ
クチン接種がだいぶ進んでいて、だい
たい25％が２回接種完了、１回完了が
６割まできました。以前に比べて病院
でのクラスターを耳にする頻度は減っ
てきた印象がありますので、感染は拡
大はしているものの、医療機関ではワ
クチン接種率の上昇によって安全な環
境が生まれつつあるところかととらえ
ています。
　齊藤　病院でのクラスターが話題に
なってきたのが2020年の早い時期で、
その報告も出ているようですが、どう
いった経路が重要だったのでしょうか。
　坂本　国内、海外の様々な報告を見
ていますと、必ずしもCOVID-19患者
を受け入れている病棟や外来がハイリ

スクというわけではなく、それ以外の、
通常はCOVID-19以外の患者さんを中
心に診ている部門でのリスクも高いよ
うです。例えば、発熱がCOVID-19で
はなく別の疾患によるものだと思って
いたとか、個人防護具をつけずに無症
状感染者の飛沫を浴びて感染するとい
ったケースがあります。あとはプライ
ベートでの友人、知人との飲食や家庭
内感染などの経路で医療従事者も感染
する。そういったことがきっかけとな
ったクラスターは珍しくないですね。
　齊藤　例えば、手術目的で入った患
者さんが実は術後、症状が出てわかっ
たということですか。
　坂本　そうですね。安全策として入
院時や手術前にPCRスクリーニング検
査を行う病院がありますが、陰性の結
果を感染していないと解釈し、標準予
防策も破綻して飛沫を浴びたり吸い込
んだりしたことが、クラスターにつな
がったケースもあります。
　齊藤　その辺がCOVID-19の難しい
ところなのでしょうが、クラスターが
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と聞いています。
　坂本　アメリカやヨーロッパ諸国で
は市中でマスクをつける習慣が今まで
ほとんどありませんでした。飛沫感染
対策として医療従事者がつけるものと
いう位置づけだったと思います。ユニ
バーサルマスキングについてはこれま
でも免疫不全患者に対して行う、イン
フルエンザ対策として一部の施設で行
われていました。それがCOVID-19の
流行拡大に伴い、病院でも市中でも行
うことが初めて推奨されて、最初は抵
抗感を持つ人が多かったと思いますが、
全世界に浸透しました。今後、少なく
とも医療機関ではCOVID-19が収束し
てもユニバーサルマスキングは飛沫感
染予防策として定着するのではないか
と思います。
　齊藤　ワクチンについては何かあり
ますか。
　坂本　今はとにかくワクチン接種率
を上げることが重要だと思います。す
べての人に行動変容を求めるのは難し
い部分がありますから、ワクチンで防
げる部分は防ぐのが理想的だと考えま
す。
　齊藤　今後どういった場合に就業停
止にすることになりますか。
　坂本　ワクチンの２回接種が完了し
ても、感染の防御効果が100％ではな
いので、しばらく疑わしい症状があれ
ば積極的に受診して、就業停止をかけ
ていくことが必要だと思います。

　齊藤　PCR検査あるいは抗原検査を
保証の意味で定期的にやったらどうか
という話もありますが、どうですか。
　坂本　それはコストとベネフィット
の関係の中で各施設で検討すればいい
と思います。参考までに東京都が４月
から６月にかけて医療機関100施設余
りでスクリーニングをしているのです
が、約１万5,000件の検査に対して陽性
となったのがわずか５件です。それを
考えると、１万5,000件の検査をしてよ
うやく５人つかまえるということが、
果たしてかけた労力と費用に見合うの
かは１つの検討課題です。あとは、有
症状者が陰性の場合に感染していない
と考えて対応するのはリスキーだと思
います。
　齊藤　ワクチンを皆さんが打ってく
れればいいのですが、一部に拒否する
人がいます。その辺に対するメッセー
ジはいかがでしょうか。
　坂本　今、厚生労働省、あと首相官
邸がホームページで非常にわかりやす
い情報発信をしています。また、民間
でも幾つかわかりやすい解説をしてい
るところがあります。例えば「こびナ
ビ」というプロジェクトは一般の方に
もわかりやすい情報発信をしています
から、ぜひそういうところにアクセス
していただいて、正しい情報を得たう
えで各自で判断してもらいたいと思い
ます。
　齊藤　とにかくしっかり理解してい

起こる場合に、食事中やロッカールー
ムなどでの油断も話題になったことが
あるようですね。
　坂本　はい。職員食堂のようなとこ
ろは比較的管理がしやすいですね。し
ゃべらないで食べましょうという指導
が行われているところが多いと思いま
すが、休憩室や医局のように、仕事が
一段落してほっとする場面が生じる場
所でのマスクを外した会話がきっかけ
になった感染例があります。あとは、
患者さんがマスクをしていない場面で
医療従事者が目に飛沫を浴びたり、吸
入するというケースもあります。
　齊藤　マスクの話がありましたが、
今は日本の医師はほとんど100％マス
クをしていると思うのですが、患者さ
んがマスクをしている場合にはかなり
大丈夫だということですね。
　坂本　マスクをつけている者同士の
接触に関しては、よほど長時間、ある
いは大きな声を出すということがない
限りは比較的安全だと考えていいと思
います。
　齊藤　患者さんがマスクをしてくれ
ない場合にはちょっと気をつけないと
いけない。
　坂本　特に近くで話をしたり、処置
や診察をする場合は、医療従事者のほ
うがゴーグルやフェイスシールドなど
の個人防護具を活用して目を守ること
が重要です。
　齊藤　飛沫に加えて手洗いが強調さ

れていますが、この辺はどうでしょう
か。
　坂本　手を介して伝播する病原体は
新型コロナウイルス以外にも数多くあ
りますので、それを踏まえると、患者
との接触前後にアルコール性の手指消
毒薬で手指衛生を日常的に行うことが
大切だと思います。
　齊藤　いわゆる聴診、触診のときも
含めて一連の動きの後に、それをする
のですね。
　坂本　直接接触が起こる前と終わっ
た後のタイミングでいいと思います。
　齊藤　今アルコールを用いた手指消
毒の頻度はお話しいただいたのですけ
れども、マスクの取り替え頻度、これ
は何か目安はあるのですか。
　坂本　COVID-19の診断を受けた方
との接触の後は、マスクの表面が汚染
されている可能性がありますから取り
替える必要があります。また、ユニバ
ーサルマスキングとして飛沫の飛散や
吸入を抑制するためにつけているマス
クは、汚れたり濡れたり、形が崩れた
ときに交換すればよいと思います。あ
と少なくとも１日１回は替えたほうが
よいでしょう。
　齊藤　今の日本では医療者は１年中
マスクをすることになっていますよね。
以前は冬場だけみたいなこともあった
かもしれませんが。ただ、国際的に見
ると日本は進んでいて、アメリカなど
がマスクをしだしたのは比較的最近だ
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と聞いています。
　坂本　アメリカやヨーロッパ諸国で
は市中でマスクをつける習慣が今まで
ほとんどありませんでした。飛沫感染
対策として医療従事者がつけるものと
いう位置づけだったと思います。ユニ
バーサルマスキングについてはこれま
でも免疫不全患者に対して行う、イン
フルエンザ対策として一部の施設で行
われていました。それがCOVID-19の
流行拡大に伴い、病院でも市中でも行
うことが初めて推奨されて、最初は抵
抗感を持つ人が多かったと思いますが、
全世界に浸透しました。今後、少なく
とも医療機関ではCOVID-19が収束し
てもユニバーサルマスキングは飛沫感
染予防策として定着するのではないか
と思います。
　齊藤　ワクチンについては何かあり
ますか。
　坂本　今はとにかくワクチン接種率
を上げることが重要だと思います。す
べての人に行動変容を求めるのは難し
い部分がありますから、ワクチンで防
げる部分は防ぐのが理想的だと考えま
す。
　齊藤　今後どういった場合に就業停
止にすることになりますか。
　坂本　ワクチンの２回接種が完了し
ても、感染の防御効果が100％ではな
いので、しばらく疑わしい症状があれ
ば積極的に受診して、就業停止をかけ
ていくことが必要だと思います。

　齊藤　PCR検査あるいは抗原検査を
保証の意味で定期的にやったらどうか
という話もありますが、どうですか。
　坂本　それはコストとベネフィット
の関係の中で各施設で検討すればいい
と思います。参考までに東京都が４月
から６月にかけて医療機関100施設余
りでスクリーニングをしているのです
が、約１万5,000件の検査に対して陽性
となったのがわずか５件です。それを
考えると、１万5,000件の検査をしてよ
うやく５人つかまえるということが、
果たしてかけた労力と費用に見合うの
かは１つの検討課題です。あとは、有
症状者が陰性の場合に感染していない
と考えて対応するのはリスキーだと思
います。
　齊藤　ワクチンを皆さんが打ってく
れればいいのですが、一部に拒否する
人がいます。その辺に対するメッセー
ジはいかがでしょうか。
　坂本　今、厚生労働省、あと首相官
邸がホームページで非常にわかりやす
い情報発信をしています。また、民間
でも幾つかわかりやすい解説をしてい
るところがあります。例えば「こびナ
ビ」というプロジェクトは一般の方に
もわかりやすい情報発信をしています
から、ぜひそういうところにアクセス
していただいて、正しい情報を得たう
えで各自で判断してもらいたいと思い
ます。
　齊藤　とにかくしっかり理解してい

起こる場合に、食事中やロッカールー
ムなどでの油断も話題になったことが
あるようですね。
　坂本　はい。職員食堂のようなとこ
ろは比較的管理がしやすいですね。し
ゃべらないで食べましょうという指導
が行われているところが多いと思いま
すが、休憩室や医局のように、仕事が
一段落してほっとする場面が生じる場
所でのマスクを外した会話がきっかけ
になった感染例があります。あとは、
患者さんがマスクをしていない場面で
医療従事者が目に飛沫を浴びたり、吸
入するというケースもあります。
　齊藤　マスクの話がありましたが、
今は日本の医師はほとんど100％マス
クをしていると思うのですが、患者さ
んがマスクをしている場合にはかなり
大丈夫だということですね。
　坂本　マスクをつけている者同士の
接触に関しては、よほど長時間、ある
いは大きな声を出すということがない
限りは比較的安全だと考えていいと思
います。
　齊藤　患者さんがマスクをしてくれ
ない場合にはちょっと気をつけないと
いけない。
　坂本　特に近くで話をしたり、処置
や診察をする場合は、医療従事者のほ
うがゴーグルやフェイスシールドなど
の個人防護具を活用して目を守ること
が重要です。
　齊藤　飛沫に加えて手洗いが強調さ

れていますが、この辺はどうでしょう
か。
　坂本　手を介して伝播する病原体は
新型コロナウイルス以外にも数多くあ
りますので、それを踏まえると、患者
との接触前後にアルコール性の手指消
毒薬で手指衛生を日常的に行うことが
大切だと思います。
　齊藤　いわゆる聴診、触診のときも
含めて一連の動きの後に、それをする
のですね。
　坂本　直接接触が起こる前と終わっ
た後のタイミングでいいと思います。
　齊藤　今アルコールを用いた手指消
毒の頻度はお話しいただいたのですけ
れども、マスクの取り替え頻度、これ
は何か目安はあるのですか。
　坂本　COVID-19の診断を受けた方
との接触の後は、マスクの表面が汚染
されている可能性がありますから取り
替える必要があります。また、ユニバ
ーサルマスキングとして飛沫の飛散や
吸入を抑制するためにつけているマス
クは、汚れたり濡れたり、形が崩れた
ときに交換すればよいと思います。あ
と少なくとも１日１回は替えたほうが
よいでしょう。
　齊藤　今の日本では医療者は１年中
マスクをすることになっていますよね。
以前は冬場だけみたいなこともあった
かもしれませんが。ただ、国際的に見
ると日本は進んでいて、アメリカなど
がマスクをしだしたのは比較的最近だ
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ただいて、積極的にワクチンを打って
いただくということですね。
　坂本　接種するメリットとデメリッ
トを考えますと、圧倒的に接種するメ
リットが大きいワクチンです。発症、
重症化、死亡を抑制する効果は高いと
いう報告がイギリスやイスラエルとい
ったすでに接種率が高い国々から出て
きています。副反応もほかのワクチン

に比べて特段に高いわけではないこと
を考えると、打つメリットは大きい。
クラスターを防ぐことにもつながって
いくと思います。もちろん強制であっ
てはなりませんが、私としては多くの
人に受けてもらいたいと思っています。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年６月７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（Ⅱ）

国際医療福祉大学公衆衛生学教授
和　田　耕　治

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19に対する公衆衛生対応

　齊藤　COVID-19の公衆衛生的な対
策について、2021年５月14日に収録し
ています。５月の連休後の状況につい
て、和田先生は今、どのように見てい
ますか。
　和田　特に関西においてはゴールデ
ンウイークで少し感染が下がってくる
傾向が見えてきていますが、まだまだ
厳しい状況が続いていると考えていま
す。今、関西で頑張っている医療者方
に本当に感謝申し上げます。本当にた
いへんな状況であることは理解してい
ます。関東、東京においてはゴールデ
ンウイークの間にいろいろな呼びかけ
をしたこともあり、感染者の急増を抑
えられているところですが、横ばい、
ないしまだ微増が続いています。です
から、ここからどうやって下げていく
のかが今後の大きな課題だと考えてい
ます。
　齊藤　政策にも関わっているという
ことですが、今の動きはどうなってい
るのでしょうか。
　和田　どうやって感染を下げていく

のかが一つ、もう一つはどうやってワ
クチンの接種をできるだけ早く進める
かになります。接種が行き届いていな
い医療者もまだまだいますが、だいぶ
進んできたところもあります。次いで
高齢者の方がけっこうな数いますので、
比較的インフラの少ないそれぞれの市
町村が、主体的にどう支援していくの
かが、今後の大きな課題だと考えてい
ます。
　齊藤　ワクチンがどこまでスピード
感を持って行き渡るかですが、その前
に、まずは感染を抑えることですね。
人々の行動に対する呼びかけなど、い
ろいろあると思いますが、この辺はど
うでしょうか。
　和田　１年以上たつ中で、多くの市
民の方においては意識が二分されてい
るような感じがしています。片方では
非常に心配して普段から感染対策をし
ている方々。こういう方々が日本では
主体となっていて、かなりマスクもし
ていただいたり、会食を控えていただ
いています。一方で、若い年代にも多
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ただいて、積極的にワクチンを打って
いただくということですね。
　坂本　接種するメリットとデメリッ
トを考えますと、圧倒的に接種するメ
リットが大きいワクチンです。発症、
重症化、死亡を抑制する効果は高いと
いう報告がイギリスやイスラエルとい
ったすでに接種率が高い国々から出て
きています。副反応もほかのワクチン

に比べて特段に高いわけではないこと
を考えると、打つメリットは大きい。
クラスターを防ぐことにもつながって
いくと思います。もちろん強制であっ
てはなりませんが、私としては多くの
人に受けてもらいたいと思っています。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年６月７日放送）

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第66巻３月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「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」シリーズの第２回として、５篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

お詫びと訂正
第66巻２月号のKYORIN-Symposia「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」シリーズの第１回の各回放送日に誤りがありました。
［誤］2020年　［正］2021年　訂正してお詫びいたします。

後記にかえて

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（Ⅱ）

国際医療福祉大学公衆衛生学教授
和　田　耕　治

（聞き手　齊藤郁夫）

COVID-19に対する公衆衛生対応

　齊藤　COVID-19の公衆衛生的な対
策について、2021年５月14日に収録し
ています。５月の連休後の状況につい
て、和田先生は今、どのように見てい
ますか。
　和田　特に関西においてはゴールデ
ンウイークで少し感染が下がってくる
傾向が見えてきていますが、まだまだ
厳しい状況が続いていると考えていま
す。今、関西で頑張っている医療者方
に本当に感謝申し上げます。本当にた
いへんな状況であることは理解してい
ます。関東、東京においてはゴールデ
ンウイークの間にいろいろな呼びかけ
をしたこともあり、感染者の急増を抑
えられているところですが、横ばい、
ないしまだ微増が続いています。です
から、ここからどうやって下げていく
のかが今後の大きな課題だと考えてい
ます。
　齊藤　政策にも関わっているという
ことですが、今の動きはどうなってい
るのでしょうか。
　和田　どうやって感染を下げていく

のかが一つ、もう一つはどうやってワ
クチンの接種をできるだけ早く進める
かになります。接種が行き届いていな
い医療者もまだまだいますが、だいぶ
進んできたところもあります。次いで
高齢者の方がけっこうな数いますので、
比較的インフラの少ないそれぞれの市
町村が、主体的にどう支援していくの
かが、今後の大きな課題だと考えてい
ます。
　齊藤　ワクチンがどこまでスピード
感を持って行き渡るかですが、その前
に、まずは感染を抑えることですね。
人々の行動に対する呼びかけなど、い
ろいろあると思いますが、この辺はど
うでしょうか。
　和田　１年以上たつ中で、多くの市
民の方においては意識が二分されてい
るような感じがしています。片方では
非常に心配して普段から感染対策をし
ている方々。こういう方々が日本では
主体となっていて、かなりマスクもし
ていただいたり、会食を控えていただ
いています。一方で、若い年代にも多
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が、小中学生の間で地域に感染拡大し
ている状況ではないと考えています。
　これはこれまでのインフルエンザと
は違う特徴です。例えば緊急事態宣言
等で、かつて地域の小中学校の一斉休
校がありましたが、新型コロナでは必
要ないのではと、今はやらなくなって
きています。ただ、高校、大学となっ
てきますと、感染が広がりやすいとこ
ろがあります。大学生でも、例えば部
活や、授業以外での対策をしっかりと
やっていただくことが、今後も含めて
重要になってくると考えています。
　齊藤　そういった場所に入るときに
体温を測ることが通例となっています
が、これは軽い症状の人を見つけると
いう意味ではいいのでしょうか。
　和田　新型コロナに関しては、もっ
と症状について、例えばテレビ等で、
こういった症状がある人は外に行かな
いように、場合によっては検査を受け
るようにといったことを流しながら、
皆さんに知っていただくことが重要で
あると考えています。発熱がないと外
に出て感染を広げることがあります。
のどの痛み、違和感、咳、倦怠感、場
合によっては少し下痢を伴ったり、味
覚・嗅覚障害といったものもあります
が、こういった症状がある方は外に出
ないようにする、または受診をして検
査をしていただく。これを地域でしっ
かりと、特に感染の拡大期、そして感
染のおさまりかけのときにも呼びかけ

ていくことが、とても重要だと考えて
います。
　齊藤　ワクチン接種が始まりました
が、これをなるべく早くやるというこ
とでしょうか。
　和田　そうですね。まず一つは高齢
者への接種を７月末までに行うのを目
安に進めているところです。これをで
きるだけ進めることによって、医療の
逼迫を少しでも予防する効果はあるだ
ろうと期待しています。今の時期は、
感染が拡大して緊急事態宣言が出てい
る地域が増えていますが、高齢者の重
症化のリスクは非常に高いので、ある
程度高齢者の接種が終わるまでは何と
か流行を抑えて、そして次の年代も接
種をする中で当然感染が広がらないよ
うにすることが重要だろうと考えてい
ます。
　齊藤　ワクチンが足りないというこ
とで、なかなかたいへんだと思います
が、流行がひどい地域でワクチンを重
点的に打つことができればいいのでし
ょうね。
　和田　そうですね。特に大阪で感染
者が増えている中で、ワクチンを打っ
ていない方に１回目だけでもできない
かと議論がありましたが、なかなかロ
ジ的な原因からそこに至らなかったの
は非常に残念に思っています。当然、
残念に思うだけではなくて、次に起き
た場合にはどうするのかを考えていか
なければいけないと思います。ワクチ

いとはいわれていますが、こういった
状況においてもまだまだ自分は大丈夫
だと、会食やバーベキューをする方々
が行動を活発にするとどうしても感染
が広まっていくという現状があります。
　ですので、やはり普段から接触機会
の多い比較的社交的な方々が、しっか
りと感染の機会を減らしていただくよ
うに、みんなで呼びかけをしながら感
染を下げていくことが重要になってき
ます。それでも下がらない場合には、
自治体として、いわゆる緊急事態宣言
的なもの、場合によっては政府による
重点措置や緊急事態宣言をタイムリー
に使いながら、みんなでできるだけ感
染を抑えていけるようにすることが当
面の目標だと考えています。
　齊藤　感染を抑えるためにも、人の
数、人の流れを減らすということでし
ょうか。この辺はどういった動きがあ
るのでしょうか。
　和田　人の流れの中でも接触機会、
いわゆるマスクを外して会話をする。
そして、ランチを食べる、夕飯を食べ
るといったところをしっかりと抑えて
いくことが重要だとわかっています。
ですから、例えば東京で言うと、東京
駅の人流は下がっても、あまり感染の
拡大を抑えることはなく、むしろ新宿
のような繁華街の人流で、特に昼間、
そして夜間、やはり夜間の非常に密な
接触が感染を上げることがわかってい
ます。そういった意味で時短営業とい

うものは一定の効果があるだろうと思
っていますが、当然昼の人流も含めて
接触機会、特に繁華街が今後もキーワ
ードになると考えています。
　齊藤　それから、会社等でリモート
ワークを進めていますが、この辺はど
うでしょうか。
　和田　特に最近、職場での感染事例
が出ている中で、例えばランチタイム
にどうしても話をしながら食べる方が、
最近また増えているという話もありま
す。ですので、感染拡大しているとき
にリモートワークができる方はしてい
ただくことによって、少しでも、一人
でも患者さんを増やさないようにする
ことが重要だろうと考えています。
　ただ、リモートワークができてる人
はもうすでにやっています。もしかし
たらリモートワークができるよねとい
う方でも、この機会にチャレンジして
いただいて、どうしたらリモートワー
クができるのかを考えていただく。こ
れは今後、働き方改革、そして今後も
災害がある中では、危機管理的なBCP
（事業継続計画）につながるでしょう。
そういった利点も含めてこのリモート
ワークをこれまで以上に推進すること
は重要であると考えています。
　齊藤　人が集まるという意味では学
校がありますが、その辺についてはど
うなのでしょうか。
　和田　今までは大人の感染が広がっ
ているのが変異株でも見られています
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が、小中学生の間で地域に感染拡大し
ている状況ではないと考えています。
　これはこれまでのインフルエンザと
は違う特徴です。例えば緊急事態宣言
等で、かつて地域の小中学校の一斉休
校がありましたが、新型コロナでは必
要ないのではと、今はやらなくなって
きています。ただ、高校、大学となっ
てきますと、感染が広がりやすいとこ
ろがあります。大学生でも、例えば部
活や、授業以外での対策をしっかりと
やっていただくことが、今後も含めて
重要になってくると考えています。
　齊藤　そういった場所に入るときに
体温を測ることが通例となっています
が、これは軽い症状の人を見つけると
いう意味ではいいのでしょうか。
　和田　新型コロナに関しては、もっ
と症状について、例えばテレビ等で、
こういった症状がある人は外に行かな
いように、場合によっては検査を受け
るようにといったことを流しながら、
皆さんに知っていただくことが重要で
あると考えています。発熱がないと外
に出て感染を広げることがあります。
のどの痛み、違和感、咳、倦怠感、場
合によっては少し下痢を伴ったり、味
覚・嗅覚障害といったものもあります
が、こういった症状がある方は外に出
ないようにする、または受診をして検
査をしていただく。これを地域でしっ
かりと、特に感染の拡大期、そして感
染のおさまりかけのときにも呼びかけ

ていくことが、とても重要だと考えて
います。
　齊藤　ワクチン接種が始まりました
が、これをなるべく早くやるというこ
とでしょうか。
　和田　そうですね。まず一つは高齢
者への接種を７月末までに行うのを目
安に進めているところです。これをで
きるだけ進めることによって、医療の
逼迫を少しでも予防する効果はあるだ
ろうと期待しています。今の時期は、
感染が拡大して緊急事態宣言が出てい
る地域が増えていますが、高齢者の重
症化のリスクは非常に高いので、ある
程度高齢者の接種が終わるまでは何と
か流行を抑えて、そして次の年代も接
種をする中で当然感染が広がらないよ
うにすることが重要だろうと考えてい
ます。
　齊藤　ワクチンが足りないというこ
とで、なかなかたいへんだと思います
が、流行がひどい地域でワクチンを重
点的に打つことができればいいのでし
ょうね。
　和田　そうですね。特に大阪で感染
者が増えている中で、ワクチンを打っ
ていない方に１回目だけでもできない
かと議論がありましたが、なかなかロ
ジ的な原因からそこに至らなかったの
は非常に残念に思っています。当然、
残念に思うだけではなくて、次に起き
た場合にはどうするのかを考えていか
なければいけないと思います。ワクチ

いとはいわれていますが、こういった
状況においてもまだまだ自分は大丈夫
だと、会食やバーベキューをする方々
が行動を活発にするとどうしても感染
が広まっていくという現状があります。
　ですので、やはり普段から接触機会
の多い比較的社交的な方々が、しっか
りと感染の機会を減らしていただくよ
うに、みんなで呼びかけをしながら感
染を下げていくことが重要になってき
ます。それでも下がらない場合には、
自治体として、いわゆる緊急事態宣言
的なもの、場合によっては政府による
重点措置や緊急事態宣言をタイムリー
に使いながら、みんなでできるだけ感
染を抑えていけるようにすることが当
面の目標だと考えています。
　齊藤　感染を抑えるためにも、人の
数、人の流れを減らすということでし
ょうか。この辺はどういった動きがあ
るのでしょうか。
　和田　人の流れの中でも接触機会、
いわゆるマスクを外して会話をする。
そして、ランチを食べる、夕飯を食べ
るといったところをしっかりと抑えて
いくことが重要だとわかっています。
ですから、例えば東京で言うと、東京
駅の人流は下がっても、あまり感染の
拡大を抑えることはなく、むしろ新宿
のような繁華街の人流で、特に昼間、
そして夜間、やはり夜間の非常に密な
接触が感染を上げることがわかってい
ます。そういった意味で時短営業とい

うものは一定の効果があるだろうと思
っていますが、当然昼の人流も含めて
接触機会、特に繁華街が今後もキーワ
ードになると考えています。
　齊藤　それから、会社等でリモート
ワークを進めていますが、この辺はど
うでしょうか。
　和田　特に最近、職場での感染事例
が出ている中で、例えばランチタイム
にどうしても話をしながら食べる方が、
最近また増えているという話もありま
す。ですので、感染拡大しているとき
にリモートワークができる方はしてい
ただくことによって、少しでも、一人
でも患者さんを増やさないようにする
ことが重要だろうと考えています。
　ただ、リモートワークができてる人
はもうすでにやっています。もしかし
たらリモートワークができるよねとい
う方でも、この機会にチャレンジして
いただいて、どうしたらリモートワー
クができるのかを考えていただく。こ
れは今後、働き方改革、そして今後も
災害がある中では、危機管理的なBCP
（事業継続計画）につながるでしょう。
そういった利点も含めてこのリモート
ワークをこれまで以上に推進すること
は重要であると考えています。
　齊藤　人が集まるという意味では学
校がありますが、その辺についてはど
うなのでしょうか。
　和田　今までは大人の感染が広がっ
ているのが変異株でも見られています
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ン接種することによって、潜在の看護
師の中に、また現場でワクチン接種を
含めてやっていただける方もいるとい
うことになりますので、そういった接
種事業についても今後議論が必要だろ
うと考えています。
　齊藤　アメリカのバイデン大統領が
ワクチンをしなさい、すればもうマス
クはしなくていいですと演説をして、
話題になっていますが、ワクチンが行
き渡った後はどうなるのでしょうか。
　和田　ワクチン接種が進む中で、ワ
クチンを接種した人は何ができるよう
になるのかを丁寧にお伝えしなければ
いけないと考えています。すでに言わ
れているように、２回接種をして２週
間たつとある程度免疫を獲得すること
になるわけですが、高齢者からも、で
は孫に会っていいのかといった質問を
いただいています。中には、ワクチン
を打ったら旅行に行っていいのか、会
食をしていいのか、こういったことに
対して、周りの方の接種がまだ進んで
いないときに、どのような行動を呼び
かけていくのかが、まさに今議論にな
っている最中です。近くそういった想
定の質問に対して答えを出していく必
要があると考えていますが、ぜひとも

現場の医師を交えてその発信について
考えていかなければいけないと考えて
います。
　齊藤　楽観的なシナリオもある半面、
別なシナリオもあり得るということで
しょうか。
　和田　はい。ワクチン接種が進むこ
とによって感染が抑えられるとは考え
ていますが、一方である一定の期間、
例えば今年の終わりぐらいまでに、い
わゆる成人、そして最近では子ども、
特に高校生ぐらいの年代も含めての接
種があります。ワクチン接種が進む中
で、場合によっては逆に感染対策をや
ってくださらない方が出てしまう、む
しろそういった時期のほうが感染が広
がるのではないかといった危惧があり
ます。今、変異株が広がる中で、40～ 
59歳の方でも重症化のリスクが出てい
て、やはり引き続き感染対策をしっか
りとやっていただくようなコミュニケ
ーションも上手にしていかなければ、
これまで以上に感染が広がるといった
ワーストなシナリオも想定していると
ころです。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年６月14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（Ⅱ）

国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長
齋　藤　智　也

（聞き手　大西　真）

COVID-19の海外感染対策

　大西　この放送は2021年６月17日の
収録です。新型コロナウイルスの、特
に変異株が大きな問題になっています
ので、それを中心にうかがいたいと思
います。
　まず海外のいろいろな報告事例から、
変異株というのはいったいどういうも
のなのでしょうか。
　齋藤　ウイルスというのは常に遺伝
子変異を続けていて、性質がいろいろ
変わったものも出てきます。その中で、
感染しやすいものや増殖しやすいもの、
生き残っていくのに適した性質を持っ
たものが残ってくるのですが、この新
型コロナに関して、最近、非常に増殖
しやすい、感染しやすいものが出てき
て、それが問題になっています。
　国内でも幾つか違う型のものがこれ
までも流行してきていたのですが、
2020年12月にイギリスのある地域で患
者が急に増えてきた。ある変異株の割
合が急に増えてきたことから、これま
でよりずっと強い感染力を持つ株が出
てきたのではないかと世界の注目を集

めました。これは今、アルファ株と呼
ばれているもので、国内にもそれが入
ってきて、ほとんどがこれに置き換わ
っている状況になってきました。
　大西　どういった点が脅威になって
いるのでしょうか。
　齋藤　まずこの変異株は感染しやす
い、あるいは伝播しやすいという性質
があります。例えば１人の感染者から
今までより多くの人にうつるようにな
ったり、あるいは感染者の家族にうつ
す確率が非常に高くなったりしている。
そうすると、これまでよりずっと早く
感染者の数が増えていくことになりま
す。急に感染者が増えてきて、医療の
供給体制が追いつかなくなり、そして
最後はなかなか入院ができないといっ
た事態につながっていきます。そのほ
かにも、感染した際に重症化しやすく
なるとか、あるいはこれまでのワクチ
ンが効きにくくなる。そういった性質
の変化がある場合もあります。
　大西　感染力が上がる、伝播しやす
くなるというのは、具体的にはどうい
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ン接種することによって、潜在の看護
師の中に、また現場でワクチン接種を
含めてやっていただける方もいるとい
うことになりますので、そういった接
種事業についても今後議論が必要だろ
うと考えています。
　齊藤　アメリカのバイデン大統領が
ワクチンをしなさい、すればもうマス
クはしなくていいですと演説をして、
話題になっていますが、ワクチンが行
き渡った後はどうなるのでしょうか。
　和田　ワクチン接種が進む中で、ワ
クチンを接種した人は何ができるよう
になるのかを丁寧にお伝えしなければ
いけないと考えています。すでに言わ
れているように、２回接種をして２週
間たつとある程度免疫を獲得すること
になるわけですが、高齢者からも、で
は孫に会っていいのかといった質問を
いただいています。中には、ワクチン
を打ったら旅行に行っていいのか、会
食をしていいのか、こういったことに
対して、周りの方の接種がまだ進んで
いないときに、どのような行動を呼び
かけていくのかが、まさに今議論にな
っている最中です。近くそういった想
定の質問に対して答えを出していく必
要があると考えていますが、ぜひとも

現場の医師を交えてその発信について
考えていかなければいけないと考えて
います。
　齊藤　楽観的なシナリオもある半面、
別なシナリオもあり得るということで
しょうか。
　和田　はい。ワクチン接種が進むこ
とによって感染が抑えられるとは考え
ていますが、一方である一定の期間、
例えば今年の終わりぐらいまでに、い
わゆる成人、そして最近では子ども、
特に高校生ぐらいの年代も含めての接
種があります。ワクチン接種が進む中
で、場合によっては逆に感染対策をや
ってくださらない方が出てしまう、む
しろそういった時期のほうが感染が広
がるのではないかといった危惧があり
ます。今、変異株が広がる中で、40～ 
59歳の方でも重症化のリスクが出てい
て、やはり引き続き感染対策をしっか
りとやっていただくようなコミュニケ
ーションも上手にしていかなければ、
これまで以上に感染が広がるといった
ワーストなシナリオも想定していると
ころです。
　齊藤　ありがとうございました。

 （2021年６月14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（Ⅱ）

国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長
齋　藤　智　也

（聞き手　大西　真）

COVID-19の海外感染対策

　大西　この放送は2021年６月17日の
収録です。新型コロナウイルスの、特
に変異株が大きな問題になっています
ので、それを中心にうかがいたいと思
います。
　まず海外のいろいろな報告事例から、
変異株というのはいったいどういうも
のなのでしょうか。
　齋藤　ウイルスというのは常に遺伝
子変異を続けていて、性質がいろいろ
変わったものも出てきます。その中で、
感染しやすいものや増殖しやすいもの、
生き残っていくのに適した性質を持っ
たものが残ってくるのですが、この新
型コロナに関して、最近、非常に増殖
しやすい、感染しやすいものが出てき
て、それが問題になっています。
　国内でも幾つか違う型のものがこれ
までも流行してきていたのですが、
2020年12月にイギリスのある地域で患
者が急に増えてきた。ある変異株の割
合が急に増えてきたことから、これま
でよりずっと強い感染力を持つ株が出
てきたのではないかと世界の注目を集

めました。これは今、アルファ株と呼
ばれているもので、国内にもそれが入
ってきて、ほとんどがこれに置き換わ
っている状況になってきました。
　大西　どういった点が脅威になって
いるのでしょうか。
　齋藤　まずこの変異株は感染しやす
い、あるいは伝播しやすいという性質
があります。例えば１人の感染者から
今までより多くの人にうつるようにな
ったり、あるいは感染者の家族にうつ
す確率が非常に高くなったりしている。
そうすると、これまでよりずっと早く
感染者の数が増えていくことになりま
す。急に感染者が増えてきて、医療の
供給体制が追いつかなくなり、そして
最後はなかなか入院ができないといっ
た事態につながっていきます。そのほ
かにも、感染した際に重症化しやすく
なるとか、あるいはこれまでのワクチ
ンが効きにくくなる。そういった性質
の変化がある場合もあります。
　大西　感染力が上がる、伝播しやす
くなるというのは、具体的にはどうい
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要があります。ただ、そこで何か新し
いことをやらなければいけないかとい
うと、そうではありません。例えば従
来どおり、屋内や会話をするときにマ
スクをしっかりつける。それから手指
消毒、３密を避ける、これが基本であ
ることには変わりません。
　ただ、改めて３密とはどういう状況
なのかをよく考える必要があると思っ
ています。換気の悪い密閉された空間
を避ける。人との間の距離を取って密
接にならない。狭いところに多くの人
が集まるような密集を避けること。世
の中では、この３つが重ならないと感
染しないと誤解されているところもあ
るかと思うのですが、そうではなくて、
このうち１つの密があるだけでも感染
リスクが上がることを、皆さんに改め
て気をつけていただきたいと思ってい
ます。
　大西　これから五輪を控えていろい
ろ注意しなければいけない点があるか
と思いますが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　齋藤　ちょうど今、全国的に感染者
は減少傾向になっていて、沖縄を除い
て緊急事態宣言からまん延防止等重点
措置などに移行しようとしているとこ
ろです。ただ、人の流れ、外出してい
る人などの数が非常に増えてきており、
そういう状況では感染者がまた増えて
いく可能性があります。このような中
で、より感染しやすい、感染力が強い

とされるデルタ株が増えてくると、こ
れまでの経験よりも急速に感染者が増
えてくる可能性があります。そうする
と、重症者も急速に増えて、医療体制
を圧迫することがまた起きるかもしれ
ません。
　今、ワクチン接種もだいぶ進んでは
いますが、流行を止めるには、まだ十
分な接種率に達していません。まだま
だ大きな流行が起きれば重症者が出る
可能性があり、気をつけていく必要が
あります。
　大西　変異株がこれからますます増
えてきそうな状況ですが、日本全体で
どれくらいの方がワクチンを打つと、
いわゆる集団免疫のようなものが期待
できるのでしょうか。変異株の場合、
少したいへんなのかという気もするの
ですが。
　齋藤　このように感染力が増したも
のが出てくると、集団免疫には非常に
高いワクチンの接種率が必要になって
きます。７割が一つの目安になるかと
思うのですが、これは特に世代に偏り
なく、しっかりと達成していくことが
大事だと思っています。
　大西　少し話題を変えて、海外の対
策の例を教えてください。台湾、ニュ
ージーランド、スウェーデンなど、幾
つかのモデルがよく話題になりますが、
海外の対策例の特徴を教えていただけ
ますか。
　齋藤　日本はわりと特殊な対策の例

うことなのでしょうか。
　齋藤　どうしてこういうことが起き
ているのか、そのメカニズムについて、
一つはこの変異株のウイルスがヒトの
体に入ったときに、ウイルスが体の細
胞あるいは受容体となる部分へ結合す
る力が上がっている。そのため、少し
のウイルス量でも感染しやすくなって
いる。こういうことが起きていると考
えられています。
　大西　今、世界ではどのような変異
株がはやっているのでしょうか。
　齋藤　多種多様ですが、その中でも
大きく２つに分けて整理しています。
１つは懸念される変異株、もう一つが
注目すべき変異株という言い方をして
います。
　懸念される変異株というのは、性質
の変化が明らかに起こっているもの。
例えば、感染力が上がっている。免疫
や、今までのワクチンなどが効きにく
くなっている。そうしたことが明らか
にわかっているもの。
　注目すべき変異株というのは、まだ
性質の変化が起きているか、はっきり
していないけれども、そういう可能性
がある。注意して見ておくべきものと
いうことで名づけられています。
　国によってもいろいろ位置づけは違
いますが、世界的に懸念される変異株
として今位置づけられているものは４
つあります。１つは英国で初めて見つ
かったアルファ株、南アフリカで初め

て見つかったベータ株、ブラジルで初
めて見つかったガンマ株、そして最近
話題になっている、インドで初めて見
つかったデルタ株、この４つを特に注
意して世界でも見ています。
　日本は、現在アルファ株が主流です。
ところが、世界的にはインドで最初に
顕著に増えてきたデルタ株というのが
増えつつあることから警戒を強めてい
ます。イギリスではこれまでアルファ
株がほとんどだったのが、一気にこの
デルタ株が主流になってしまいました。
これまでのアルファ株よりもずっと感
染しやすくなっているため、今後日本
でも増えてくる可能性があります。
　大西　現在、日本ではワクチン接種
が急速に進められていますが、こうい
った変異株にはワクチンは実際どの程
度効くのでしょうか。
　齋藤　これも変異株の種類によって
様々ですが、その中にはこれまでのワ
クチンが効きにくくなっている、とわ
かっているものもあります。ただ、そ
れでも全く効かなくなっているわけで
はありませんし、そのようにワクチン
が効きにくくなる変異株というのは日
本では多くはありません。
　大西　そうしますと、感染対策は何
か変わる点、より強い対策が必要にな
るかと思うのですが、いかがでしょう
か。
　齋藤　おっしゃるとおり、これまで
よりも感染対策に注意を払っていく必
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要があります。ただ、そこで何か新し
いことをやらなければいけないかとい
うと、そうではありません。例えば従
来どおり、屋内や会話をするときにマ
スクをしっかりつける。それから手指
消毒、３密を避ける、これが基本であ
ることには変わりません。
　ただ、改めて３密とはどういう状況
なのかをよく考える必要があると思っ
ています。換気の悪い密閉された空間
を避ける。人との間の距離を取って密
接にならない。狭いところに多くの人
が集まるような密集を避けること。世
の中では、この３つが重ならないと感
染しないと誤解されているところもあ
るかと思うのですが、そうではなくて、
このうち１つの密があるだけでも感染
リスクが上がることを、皆さんに改め
て気をつけていただきたいと思ってい
ます。
　大西　これから五輪を控えていろい
ろ注意しなければいけない点があるか
と思いますが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　齋藤　ちょうど今、全国的に感染者
は減少傾向になっていて、沖縄を除い
て緊急事態宣言からまん延防止等重点
措置などに移行しようとしているとこ
ろです。ただ、人の流れ、外出してい
る人などの数が非常に増えてきており、
そういう状況では感染者がまた増えて
いく可能性があります。このような中
で、より感染しやすい、感染力が強い

とされるデルタ株が増えてくると、こ
れまでの経験よりも急速に感染者が増
えてくる可能性があります。そうする
と、重症者も急速に増えて、医療体制
を圧迫することがまた起きるかもしれ
ません。
　今、ワクチン接種もだいぶ進んでは
いますが、流行を止めるには、まだ十
分な接種率に達していません。まだま
だ大きな流行が起きれば重症者が出る
可能性があり、気をつけていく必要が
あります。
　大西　変異株がこれからますます増
えてきそうな状況ですが、日本全体で
どれくらいの方がワクチンを打つと、
いわゆる集団免疫のようなものが期待
できるのでしょうか。変異株の場合、
少したいへんなのかという気もするの
ですが。
　齋藤　このように感染力が増したも
のが出てくると、集団免疫には非常に
高いワクチンの接種率が必要になって
きます。７割が一つの目安になるかと
思うのですが、これは特に世代に偏り
なく、しっかりと達成していくことが
大事だと思っています。
　大西　少し話題を変えて、海外の対
策の例を教えてください。台湾、ニュ
ージーランド、スウェーデンなど、幾
つかのモデルがよく話題になりますが、
海外の対策例の特徴を教えていただけ
ますか。
　齋藤　日本はわりと特殊な対策の例

うことなのでしょうか。
　齋藤　どうしてこういうことが起き
ているのか、そのメカニズムについて、
一つはこの変異株のウイルスがヒトの
体に入ったときに、ウイルスが体の細
胞あるいは受容体となる部分へ結合す
る力が上がっている。そのため、少し
のウイルス量でも感染しやすくなって
いる。こういうことが起きていると考
えられています。
　大西　今、世界ではどのような変異
株がはやっているのでしょうか。
　齋藤　多種多様ですが、その中でも
大きく２つに分けて整理しています。
１つは懸念される変異株、もう一つが
注目すべき変異株という言い方をして
います。
　懸念される変異株というのは、性質
の変化が明らかに起こっているもの。
例えば、感染力が上がっている。免疫
や、今までのワクチンなどが効きにく
くなっている。そうしたことが明らか
にわかっているもの。
　注目すべき変異株というのは、まだ
性質の変化が起きているか、はっきり
していないけれども、そういう可能性
がある。注意して見ておくべきものと
いうことで名づけられています。
　国によってもいろいろ位置づけは違
いますが、世界的に懸念される変異株
として今位置づけられているものは４
つあります。１つは英国で初めて見つ
かったアルファ株、南アフリカで初め

て見つかったベータ株、ブラジルで初
めて見つかったガンマ株、そして最近
話題になっている、インドで初めて見
つかったデルタ株、この４つを特に注
意して世界でも見ています。
　日本は、現在アルファ株が主流です。
ところが、世界的にはインドで最初に
顕著に増えてきたデルタ株というのが
増えつつあることから警戒を強めてい
ます。イギリスではこれまでアルファ
株がほとんどだったのが、一気にこの
デルタ株が主流になってしまいました。
これまでのアルファ株よりもずっと感
染しやすくなっているため、今後日本
でも増えてくる可能性があります。
　大西　現在、日本ではワクチン接種
が急速に進められていますが、こうい
った変異株にはワクチンは実際どの程
度効くのでしょうか。
　齋藤　これも変異株の種類によって
様々ですが、その中にはこれまでのワ
クチンが効きにくくなっている、とわ
かっているものもあります。ただ、そ
れでも全く効かなくなっているわけで
はありませんし、そのようにワクチン
が効きにくくなる変異株というのは日
本では多くはありません。
　大西　そうしますと、感染対策は何
か変わる点、より強い対策が必要にな
るかと思うのですが、いかがでしょう
か。
　齋藤　おっしゃるとおり、これまで
よりも感染対策に注意を払っていく必
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に入るかもしれません。強く呼びかけ
てはいますが、どちらかというと人々
の行動変容に依拠しているところが多
いと思います。一方、台湾やニュージ
ーランドはしっかりと国境で海外から
の感染者の流入をできるだけ防ぐ。あ
るいは、入ってからも継続してしっか
り待機期間を取るなどして、なるべく
国内に入れない。あるいは、その後の
接触者の追跡をしっかりやるといった
かたちで非常に少なくしていると思い
ます。
　大西　ヨーロッパ、特にスウェーデ
ンなどは少し特殊な対策を取っていた
ような気もするのですが、集団免疫、
自然免疫といいますか、それを狙って
いたのですか。
　齋藤　当時、そういった報道もあり
ましたが、それには相当な感染率、人
口の７割が感染するような状態まで持
っていかなければならず、それまでの
間にかなり重症者がたくさん出ること
になるので、痛みを伴う政策であった
だろうと思います。
　大西　東南アジア、ベトナムでは、
けっこう抑え込んでいたと思いますが、
最近になって急速にまた一部感染が出
ているように思います。そのあたりは
いかがですか。
　齋藤　変異株の影響もあると思いま
すが、それと一緒に対策の緩み、やは

り長期にわたって我慢していると、な
かなか行動の抑制であったり、感染対
策が難しくなってくる部分もあると思
います。そういうことも影響している
と思います。
　大西　日本も自粛の期間がけっこう
長かったので、少し皆さんが疲れてい
る面もあるのではないかと思いますが、
そのあたりは今後気をつけていかなけ
ればいけないですね。
　齋藤　人々が感染対策の重要なとこ
ろをより理解してやっていただくこと
が大事だと思います。
　大西　今後の日本の対策では、特に
どういう点が重要ですか。ワクチンを
とにかくスピードアップしてどんどん
接種するとか、ポイントはどのあたり
にあるとお考えですか。
　齋藤　これまでかなり国民の皆さん
の協力、接触機会を避けるなどで本当
に感染者も死者も少なく抑えてきたと
思います。最終ゴールではないのです
が、ワクチンをある一定数打つことが
まず当面の最大の目標になるので、と
にかくできるだけ早くたくさんの人に、
今のうちに打っていくのが大事なこと
だと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

 （2021年６月21日放送）
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