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　バセドウ病・橋本病の周術期管理についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

バセドウ病・橋本病の周術期管理

　山内　バセドウ病・橋本病の周術期
管理、術前からの管理ということで、
バセドウ自体の手術もありますが、こ
ちらは専門的ということで、今回は非
専門医がよく経験する可能性があるバ
セドウ病の患者さんたちが手術すると
きの管理についてお願いします。まず
普通はコントロールが十分ついている
ケースに関して、基本的なところをバ
セドウ病からお聞かせ願えますか。
　橋本　今、山内先生がおっしゃった
ように、バセドウ病がうまくコントロ
ールがついているケースの場合は通常
どおり、今行われている治療を術直前
まで続けていただくのが一番いいと思
います。手術中、周術期に関しては、
薬はのめないですが、１～２日のレベ
ルであれば休薬も十分可能だと思いま
す。
　山内　橋本病はいかがでしょうか。

　橋本　橋本病は、甲状腺機能低下症
になっていて、レボチロキシンの補充
が行われていない場合は全く問題ない
と思いますし、もし補充が行われてい
る場合でも、レボチロキシンの半減期
がだいたい48時間ですので、２日程度
であれば休薬してもホルモンの低下を
認めることはないと思います。
　山内　乗り切れることが多いと思い
ますが、場合によって消化管の手術の
ようなかたちで、なかなか経口的に薬
を投与できないケースをどうするかで
すが。
　橋本　バセドウ病のほうはチアマゾ
ールの静注製剤があるので、それらを
うまく使っていただくということが一
つ。そして、甲状腺機能低下症の場合
は、胃管が使えれば胃管からレボチロ
キシンを粉砕して入れていただきます。
なかなか経口摂取、もしくは胃管、消
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また、free T4値が正常から下回ってし
まう、いわゆる顕性の甲状腺機能低下
症になる場合は、やはり補充が必要に
なってまいります。
　山内　具体的にはどういった補充療
法でしょうか。
　橋本　まずレボチロキシンを、体重
50㎏以上であれば25μg/dayぐらいか
ら補充していくことになりますが、罹
病期間が長かったり、高齢者、特に85
歳以上である場合は12.5μg/day、もし
くは6.25μg/dayといった少ない量から
補充しなければなりません。心不全の
合併もありますので、それの進行や増
悪に気をつけながら補充していくわけ
ですが、そうはいっても、なかなか時
間がかかります。TSHまで正常にする
のはなかなか難しいので、全身麻酔を
使った手術の目標としてはfree T4値を
１ng/dL以上に持っていくことが、一
つの目安になるかと思います。
　山内　こちらはfree T4を使われるの
ですね。
　橋本　はい。補っている製剤がT4で
すので、やはりT4で反映されると考え
ています。
　山内　なるほど。なかなか細かいし
難しいところではありますが、大事な
ポイントですね。特に最近、潜在性の
甲状腺機能低下症は高齢者で多いです
ね。高齢者の手術も非常に増えていま
すから、このあたり、ぜひチェックし
ていきたいところですが、周術期の検

査項目から甲状腺機能が抜けているこ
とが多いのではないでしょうか。
　橋本　おっしゃるとおりで、本当に
問題になると思います。特に高齢者の
場合は症状が非常にあいまいで、はっ
きりしないことが多いし、甲状腺が腫
れていないとか、そういうことも多々
あります。術前にはfree T4とTSHはぜ
ひスクリーニングとして先生方に測っ
ていただければと思います。
　山内　甲状腺機能が十分コントロー
ルされないまま手術に入っていった場
合、例えば麻酔でのトラブルといった
ものでは何かありますか。
　橋本　それは非常に問題がありまし
て、特に、甲状腺中毒症の場合はクリ
ーゼの問題があります。かなり周知さ
れていると思うのですが、甲状腺機能
低下症の場合はTSHまで正常化させて
いたほうがよくて、TSHまで正常化さ
れていない甲状腺機能のまま全身麻酔
を行うと、麻酔の覚醒までに非常に時
間がかかってしまうという問題が指摘
されています。
　山内　なかなかたいへんな問題です
ね。
　橋本　はい。
　山内　さて、今いろいろホルモンの
値についてご紹介いただきましたが、
次に症状が出ているようなケースに関
しては、重視されるのでしょうか。そ
れとも、目をつぶっても大丈夫なので
しょうか。

化管を使えない場合、今までは坐薬等
を院内調整で作っていたり、静注薬も
院内調整でしかなかったので、そうい
うものを使っていたのですが、最近に
なってレボチロキシンの静注製剤が上
市されて保険適用になっているので、
その製剤をうまく使っていただければ、
管理はそう難しくないと考えています。
　山内　なかなか便利なものができた
のですね。
　橋本　はい。
　山内　さて、是正するときの目標に
ついて、事前にある程度準備できるよ
うな状況の場合ですが、よく不安定な
状況というのも出てきます。このよう
に少しホルモン値をよくしていこうと
いうとき、どういった目標値になるの
か、まずバセドウ病からいかがでしょ
うか。
　橋本　今先生がおっしゃったように、
甲状腺中毒症のコントロールがうまく
いかないまま全身麻酔下の手術を行う
と、非常に重篤な状態である甲状腺ク
リーゼを発症する可能性が高くなるの
で、これは何としても避けなければな
りません。時間がある場合は、今通常
行っている治療の抗甲状腺薬の増量を
したり、調節をしたりして是正を図っ
ていくわけですが、なかなか時間的な
余裕がない場合、非常に簡便なのはヨ
ウ化カリウムの50㎎を術前10日ぐらい
前から使っていただくと、甲状腺機能
はだいたいコントロールされることが

多いです。
　ただ、それだけでは不十分というケ
ースもありますので、そうした場合は
ステロイドを少し使う。具体的にはデ
キサメサゾンであれば４～８㎎/day、
プレドニゾロンであれば30～60㎎/day
を使うことで、これもだいたい術前１
週間ぐらいでコントロールがつくと思
います。
　なかなかエビデンスがなくて難しい
のですが、free T3値を目安としている
ことが多く、経験的に言って、free T3
値が10pg/mLを超えなければ、まず安
全に全身麻酔下の手術ができると考え
ています。
　山内　free T4ではなく、free T3なの
ですか。
　橋本　free T4のデータがなかなかな
いということもありますが、実際に働
いているホルモンであるT3値を目安に
するのが手術に関しては現実的かと考
えています。
　山内　次に橋本病ですが、こちらは
いかがでしょうか。
　橋本　橋本病の場合は、ほとんどの
患者さんが甲状腺機能は正常です。甲
状腺機能が正常であれば問題ないので
すが、一つ問題になるのは潜在性甲状
腺機能低下症といいまして、free T4、
free T3は正常だけれども、TSHが正常
値よりも高い。TSHが10μu/L以下で
あればいいのですが、10μu/Lを超え
てきた場合は補充が必要になります。
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また、free T4値が正常から下回ってし
まう、いわゆる顕性の甲状腺機能低下
症になる場合は、やはり補充が必要に
なってまいります。
　山内　具体的にはどういった補充療
法でしょうか。
　橋本　まずレボチロキシンを、体重
50㎏以上であれば25μg/dayぐらいか
ら補充していくことになりますが、罹
病期間が長かったり、高齢者、特に85
歳以上である場合は12.5μg/day、もし
くは6.25μg/dayといった少ない量から
補充しなければなりません。心不全の
合併もありますので、それの進行や増
悪に気をつけながら補充していくわけ
ですが、そうはいっても、なかなか時
間がかかります。TSHまで正常にする
のはなかなか難しいので、全身麻酔を
使った手術の目標としてはfree T4値を
１ng/dL以上に持っていくことが、一
つの目安になるかと思います。
　山内　こちらはfree T4を使われるの
ですね。
　橋本　はい。補っている製剤がT4で
すので、やはりT4で反映されると考え
ています。
　山内　なるほど。なかなか細かいし
難しいところではありますが、大事な
ポイントですね。特に最近、潜在性の
甲状腺機能低下症は高齢者で多いです
ね。高齢者の手術も非常に増えていま
すから、このあたり、ぜひチェックし
ていきたいところですが、周術期の検

査項目から甲状腺機能が抜けているこ
とが多いのではないでしょうか。
　橋本　おっしゃるとおりで、本当に
問題になると思います。特に高齢者の
場合は症状が非常にあいまいで、はっ
きりしないことが多いし、甲状腺が腫
れていないとか、そういうことも多々
あります。術前にはfree T4とTSHはぜ
ひスクリーニングとして先生方に測っ
ていただければと思います。
　山内　甲状腺機能が十分コントロー
ルされないまま手術に入っていった場
合、例えば麻酔でのトラブルといった
ものでは何かありますか。
　橋本　それは非常に問題がありまし
て、特に、甲状腺中毒症の場合はクリ
ーゼの問題があります。かなり周知さ
れていると思うのですが、甲状腺機能
低下症の場合はTSHまで正常化させて
いたほうがよくて、TSHまで正常化さ
れていない甲状腺機能のまま全身麻酔
を行うと、麻酔の覚醒までに非常に時
間がかかってしまうという問題が指摘
されています。
　山内　なかなかたいへんな問題です
ね。
　橋本　はい。
　山内　さて、今いろいろホルモンの
値についてご紹介いただきましたが、
次に症状が出ているようなケースに関
しては、重視されるのでしょうか。そ
れとも、目をつぶっても大丈夫なので
しょうか。

化管を使えない場合、今までは坐薬等
を院内調整で作っていたり、静注薬も
院内調整でしかなかったので、そうい
うものを使っていたのですが、最近に
なってレボチロキシンの静注製剤が上
市されて保険適用になっているので、
その製剤をうまく使っていただければ、
管理はそう難しくないと考えています。
　山内　なかなか便利なものができた
のですね。
　橋本　はい。
　山内　さて、是正するときの目標に
ついて、事前にある程度準備できるよ
うな状況の場合ですが、よく不安定な
状況というのも出てきます。このよう
に少しホルモン値をよくしていこうと
いうとき、どういった目標値になるの
か、まずバセドウ病からいかがでしょ
うか。
　橋本　今先生がおっしゃったように、
甲状腺中毒症のコントロールがうまく
いかないまま全身麻酔下の手術を行う
と、非常に重篤な状態である甲状腺ク
リーゼを発症する可能性が高くなるの
で、これは何としても避けなければな
りません。時間がある場合は、今通常
行っている治療の抗甲状腺薬の増量を
したり、調節をしたりして是正を図っ
ていくわけですが、なかなか時間的な
余裕がない場合、非常に簡便なのはヨ
ウ化カリウムの50㎎を術前10日ぐらい
前から使っていただくと、甲状腺機能
はだいたいコントロールされることが

多いです。
　ただ、それだけでは不十分というケ
ースもありますので、そうした場合は
ステロイドを少し使う。具体的にはデ
キサメサゾンであれば４～８㎎/day、
プレドニゾロンであれば30～60㎎/day
を使うことで、これもだいたい術前１
週間ぐらいでコントロールがつくと思
います。
　なかなかエビデンスがなくて難しい
のですが、free T3値を目安としている
ことが多く、経験的に言って、free T3
値が10pg/mLを超えなければ、まず安
全に全身麻酔下の手術ができると考え
ています。
　山内　free T4ではなく、free T3なの
ですか。
　橋本　free T4のデータがなかなかな
いということもありますが、実際に働
いているホルモンであるT3値を目安に
するのが手術に関しては現実的かと考
えています。
　山内　次に橋本病ですが、こちらは
いかがでしょうか。
　橋本　橋本病の場合は、ほとんどの
患者さんが甲状腺機能は正常です。甲
状腺機能が正常であれば問題ないので
すが、一つ問題になるのは潜在性甲状
腺機能低下症といいまして、free T4、
free T3は正常だけれども、TSHが正常
値よりも高い。TSHが10μu/L以下で
あればいいのですが、10μu/Lを超え
てきた場合は補充が必要になります。
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てはいかがでしょうか。
　橋本　これは残念なことに、なかな
か信頼のおけるエビデンスが今のとこ
ろ内外にありません。ですので、どう
してもエキスパートオピニオンとして
経験のある施設もしくは術者、そして
甲状腺内科医の意見が重視されると考

えています。
　山内　わからなかったら専門家に意
見を求めるのが一番の早道だというこ
とですね。
　橋本　一言ご相談いただければ、あ
る程度の助言はできると思います。
　山内　ありがとうございました。

　橋本　それも非常に重要な問題です。
バセドウ病、すなわち甲状腺中毒症の
場合は頻脈が問題になりますので、動
悸や手指振戦などがあって、脈拍数が
高い場合はやはり術前にコントロール
しなければなりません。ですので、β
ブロッカーを使って術前にコントロー
ルする、もしくは周術期にランジオロ
ールといったβブロッカーを使ってコ
ントロールすべきだと思います。
　山内　橋本病はいかがですか。
　橋本　甲状腺機能低下症の場合は心
不全が一番の問題になってくると思い
ます。症状のあるなしにかかわらず、
胸部のレントゲン写真やBNP値などで
心不全が疑われる場合は、心不全の治
療を主眼とした周術期管理が重要にな
ると思います。
　山内　そちらはかなりたいへんそう
ですね。
　橋本　そうですね。ただ、慎重にや
ればさほど大きな問題にはならないと
思いますが、そこに気がつかないで、
そのまま突き進んでしまうとちょっと
問題かと思います。
　山内　確かにそのとおりですね。実
際、気がつかれないまま手術にいって
しまってというケースもけっこう多い
のではないかと思いますが、これは何
かあるのでしょうか。
　橋本　例えばバセドウ病は、コント
ロールがうまくいっていない方が交通
事故などの外傷でどうしてもその日に

手術が必要になった場合、チアマゾー
ルはすぐには効きませんので、周術期
の管理としてはステロイドを使ってい
く。目安としては、プレドニゾロンで
あれば先ほど申し上げたような30～60
㎎/dayぐらいで周術期を管理できると
考えています。
　甲状腺機能低下症の場合は、これも
すぐにはレボチロキシンは効かないで
すし、そこで補ったところで大勢に影
響がないので、やはり先ほど申し上げ
ましたように、心不全の有無によって、
心不全がある場合はそれに主眼を置い
た周術期の管理をしていくことが一番
重要なポイントになると思います。
　山内　そうすると、どちらかといい
ますと、甲状腺機能はさておいてとい
うわけではありませんが、心不全管理
に集中するところも出てくるのでしょ
うか。
　橋本　甲状腺機能低下症の場合は、
もちろん年齢、罹病期間、そしてTSH
の値を含む甲状腺機能の低下のレベル
によってかなり重篤度が変わってきま
す。ですので、先ほど申し上げました
ように、レボチロキシンを補ってもす
ぐには効きませんので、やはり心不全
を特に重視して管理すべきだと思いま
す。
　山内　糖尿病ですと、コントロール
が悪いまま手術を行った場合の不成功
率といいますか、オッズ比みたいなも
のが出ていますが、甲状腺機能に関し
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てはいかがでしょうか。
　橋本　これは残念なことに、なかな
か信頼のおけるエビデンスが今のとこ
ろ内外にありません。ですので、どう
してもエキスパートオピニオンとして
経験のある施設もしくは術者、そして
甲状腺内科医の意見が重視されると考

えています。
　山内　わからなかったら専門家に意
見を求めるのが一番の早道だというこ
とですね。
　橋本　一言ご相談いただければ、あ
る程度の助言はできると思います。
　山内　ありがとうございました。

　橋本　それも非常に重要な問題です。
バセドウ病、すなわち甲状腺中毒症の
場合は頻脈が問題になりますので、動
悸や手指振戦などがあって、脈拍数が
高い場合はやはり術前にコントロール
しなければなりません。ですので、β
ブロッカーを使って術前にコントロー
ルする、もしくは周術期にランジオロ
ールといったβブロッカーを使ってコ
ントロールすべきだと思います。
　山内　橋本病はいかがですか。
　橋本　甲状腺機能低下症の場合は心
不全が一番の問題になってくると思い
ます。症状のあるなしにかかわらず、
胸部のレントゲン写真やBNP値などで
心不全が疑われる場合は、心不全の治
療を主眼とした周術期管理が重要にな
ると思います。
　山内　そちらはかなりたいへんそう
ですね。
　橋本　そうですね。ただ、慎重にや
ればさほど大きな問題にはならないと
思いますが、そこに気がつかないで、
そのまま突き進んでしまうとちょっと
問題かと思います。
　山内　確かにそのとおりですね。実
際、気がつかれないまま手術にいって
しまってというケースもけっこう多い
のではないかと思いますが、これは何
かあるのでしょうか。
　橋本　例えばバセドウ病は、コント
ロールがうまくいっていない方が交通
事故などの外傷でどうしてもその日に

手術が必要になった場合、チアマゾー
ルはすぐには効きませんので、周術期
の管理としてはステロイドを使ってい
く。目安としては、プレドニゾロンで
あれば先ほど申し上げたような30～60
㎎/dayぐらいで周術期を管理できると
考えています。
　甲状腺機能低下症の場合は、これも
すぐにはレボチロキシンは効かないで
すし、そこで補ったところで大勢に影
響がないので、やはり先ほど申し上げ
ましたように、心不全の有無によって、
心不全がある場合はそれに主眼を置い
た周術期の管理をしていくことが一番
重要なポイントになると思います。
　山内　そうすると、どちらかといい
ますと、甲状腺機能はさておいてとい
うわけではありませんが、心不全管理
に集中するところも出てくるのでしょ
うか。
　橋本　甲状腺機能低下症の場合は、
もちろん年齢、罹病期間、そしてTSH
の値を含む甲状腺機能の低下のレベル
によってかなり重篤度が変わってきま
す。ですので、先ほど申し上げました
ように、レボチロキシンを補ってもす
ぐには効きませんので、やはり心不全
を特に重視して管理すべきだと思いま
す。
　山内　糖尿病ですと、コントロール
が悪いまま手術を行った場合の不成功
率といいますか、オッズ比みたいなも
のが出ていますが、甲状腺機能に関し
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横浜労災病院消化器内科
地　口　　学

（聞き手　山内俊一）

　消化管間質腫瘍（GIST）についてご教示ください。
 ＜神奈川県勤務医＞

消化管間質腫瘍（GIST）

　山内　GIST（ジスト）という病名、
私はあまり耳慣れない病名なのです。
まずは概要からお話し願いたいのです
が、そもそも珍しい病気なのでしょう
か。
　地口　消化管間質腫瘍といいまして、
gastrointestinal stromal tumorの略で
す。消化管にできる悪性腫瘍の一つで
す。消化管蠕動運動のペースメーカー
細胞であるCajalの介在細胞が消化管
の筋層内にあるのですが、それが腫瘍
化したものと考えられています。臨床
的な発生頻度は年間10万人に１～２人
で、いわゆる希少疾患ですが、消化管
にできる肉腫の中では最も頻度の高い
ものです。
　山内　原因はいかがでしょう。
　地口　GISTの９割方はc-kit遺伝子、
あるいはPDGFRα遺伝子の変異によ
って起こっていると考えられています。

　山内　原則的には遺伝子疾患と考え
てよいのですね。
　地口　そうですね。遺伝子変異が原
因となっています。
　山内　先ほど発生源をお話しいただ
きましたが、これは胃、小腸、大腸と
分けた場合、どこに多い腫瘍なのでし
ょうか。
　地口　最も多いのは胃で、60％ぐら
いです。次に多いのが十二指腸・小腸
で、これが30％ぐらい。直腸が５％ぐ
らいで、食道などは非常にまれです。
　山内　胃に多いのですね。遺伝子疾
患ということですので、やはり若い方
に多いのでしょうか。
　地口　いいえ、好発年齢は中年以降
です。ただ、一部は小児や若年成人に
起こる若年性GISTというものもあり
ます。
　山内　少しタイプが違うのでしょう

か。
　地口　そうですね。c-kit遺伝子、あ
るいはPDGFRα遺伝子がドライバー
遺伝子となって発生しているのが通常
のGISTなのですが、そういった一部
の若年性GISTの場合にはコハク酸脱
水素酵素、すなわちSDHの機能欠損が
主な原因と考えられています。
　山内　性差に関してはいかがでしょ
うか。
　地口　性差は特にないです。
　山内　さて、臨床的な話に戻ります
が、肉腫と聞きますと、非常にたちが
悪いという印象があります。がんと比
べてもそのような印象がありますが、
いかがでしょうか。
　地口　悪性腫瘍であることは間違い
ないのですが、幅がありまして、手術
で切除されたGISTを再発リスク分類
によって悪性度を評価します。現在、
最も使われているリスク分類はJoensuu

分類というものですが、①腫瘍の大き
さ、②核分裂像数、どこの消化管に発
生したかという③原発臓器、④腫瘍破
裂を起こしていたか、いなかったか、
この４つの因子で４つのグループに分
けます。再発高リスクに分類された場
合には、手術後３年間の術後補助化学
療法が推奨されています。
　山内　治療に関しましてはまた後ほ
どうかがいますが、まず先にどういっ
た症状が多いのでしょうか。
　地口　GISTは、よほど大きくなら
ない限り基本的には無症状が多いです。
ある程度大きくなりますと、周囲の臓
器を圧迫しますので、圧迫症状や消化
管の通過障害、あるいは時々出血を起
こしたりすることもあります。
　山内　ということは、無症状、無症
候性が多いということでしょうか。
　地口　そうですね。諸外国に比べて、
わが国は胃がん検診が発達しています

胃GIST
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横浜労災病院消化器内科
地　口　　学

（聞き手　山内俊一）

　消化管間質腫瘍（GIST）についてご教示ください。
 ＜神奈川県勤務医＞

消化管間質腫瘍（GIST）

　山内　GIST（ジスト）という病名、
私はあまり耳慣れない病名なのです。
まずは概要からお話し願いたいのです
が、そもそも珍しい病気なのでしょう
か。
　地口　消化管間質腫瘍といいまして、
gastrointestinal stromal tumorの略で
す。消化管にできる悪性腫瘍の一つで
す。消化管蠕動運動のペースメーカー
細胞であるCajalの介在細胞が消化管
の筋層内にあるのですが、それが腫瘍
化したものと考えられています。臨床
的な発生頻度は年間10万人に１～２人
で、いわゆる希少疾患ですが、消化管
にできる肉腫の中では最も頻度の高い
ものです。
　山内　原因はいかがでしょう。
　地口　GISTの９割方はc-kit遺伝子、
あるいはPDGFRα遺伝子の変異によ
って起こっていると考えられています。

　山内　原則的には遺伝子疾患と考え
てよいのですね。
　地口　そうですね。遺伝子変異が原
因となっています。
　山内　先ほど発生源をお話しいただ
きましたが、これは胃、小腸、大腸と
分けた場合、どこに多い腫瘍なのでし
ょうか。
　地口　最も多いのは胃で、60％ぐら
いです。次に多いのが十二指腸・小腸
で、これが30％ぐらい。直腸が５％ぐ
らいで、食道などは非常にまれです。
　山内　胃に多いのですね。遺伝子疾
患ということですので、やはり若い方
に多いのでしょうか。
　地口　いいえ、好発年齢は中年以降
です。ただ、一部は小児や若年成人に
起こる若年性GISTというものもあり
ます。
　山内　少しタイプが違うのでしょう

か。
　地口　そうですね。c-kit遺伝子、あ
るいはPDGFRα遺伝子がドライバー
遺伝子となって発生しているのが通常
のGISTなのですが、そういった一部
の若年性GISTの場合にはコハク酸脱
水素酵素、すなわちSDHの機能欠損が
主な原因と考えられています。
　山内　性差に関してはいかがでしょ
うか。
　地口　性差は特にないです。
　山内　さて、臨床的な話に戻ります
が、肉腫と聞きますと、非常にたちが
悪いという印象があります。がんと比
べてもそのような印象がありますが、
いかがでしょうか。
　地口　悪性腫瘍であることは間違い
ないのですが、幅がありまして、手術
で切除されたGISTを再発リスク分類
によって悪性度を評価します。現在、
最も使われているリスク分類はJoensuu

分類というものですが、①腫瘍の大き
さ、②核分裂像数、どこの消化管に発
生したかという③原発臓器、④腫瘍破
裂を起こしていたか、いなかったか、
この４つの因子で４つのグループに分
けます。再発高リスクに分類された場
合には、手術後３年間の術後補助化学
療法が推奨されています。
　山内　治療に関しましてはまた後ほ
どうかがいますが、まず先にどういっ
た症状が多いのでしょうか。
　地口　GISTは、よほど大きくなら
ない限り基本的には無症状が多いです。
ある程度大きくなりますと、周囲の臓
器を圧迫しますので、圧迫症状や消化
管の通過障害、あるいは時々出血を起
こしたりすることもあります。
　山内　ということは、無症状、無症
候性が多いということでしょうか。
　地口　そうですね。諸外国に比べて、
わが国は胃がん検診が発達しています

胃GIST
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ので、上部消化管スクリーニングで偶
然発見されるような小さなGISTもそ
う珍しいことではないです。
　山内　よく胃の内視鏡で粘膜下の隆
起性病変という返事が返ってくること
がありますが、こういった返事を見た
場合は疑うべきでしょうね。
　地口　そうですね。その中でも粘膜
下腫瘍というような特徴的な隆起の場
合には、かなりの確率でGISTである
と思います。
　山内　そうしますと、次は画像診断
ということでよいのですね。
　地口　そうですね。超音波内視鏡を
用いたり、あるいはCT、MRIを用いて、
存在診断であったり、病期診断をしま
すが、GISTの確定診断は病理診断に
よってなされます。
　山内　CTスキャンの画像の特徴と
しては、どういったものが挙げられる
でしょうか。
　地口　がんの場合には主に浸潤性発
育をすると思いますが、GISTの場合
には被膜のようなものに包まれている
ので、膨脹性発育をします。したがっ
て、粘膜下、あるいは消化管の外側に
向かって類円形で大きくなっていきま
す。小さい場合には内部は均一である
ことが多いですが、ある程度大きくな
って、悪性度が高くなってくると、内
部は不均一になってきたり、出血壊死
を起こしているような画像上の特徴が
あります。

　山内　がんと違って、被膜に覆われ
ているような感じで、境界はわりに鮮
明と考えてよいのですか。
　地口　おっしゃるとおりです。
　山内　非常に特徴的な像になるので
すね。
　地口　はい。
　山内　遺伝子診断はいかがですか。
　地口　切除されたGISTの遺伝子変異
解析は、実臨床でも行われているので
すが、c-kit遺伝子、あるいはPDGFRα
遺伝子の変異を解析することで、ある
程度予後が予測できたり、治療薬に対
する反応性も予測することが可能とな
っています。
　山内　日本の胃がん検診は非常に発
達していますから、無症候性がかなり
多く発見されて、当然小さいものも多
いと考えてよいのですね。
　地口　そうですね。
　山内　予後と治療に移りますが、放
置しているとほぼ死に至ると考えてよ
いのですね。
　地口　そうですね。ただ、ここが難
しいところで、すべてのGISTがどん
どん進行していって死に至るかという
と、そうではないのです。基本的には
悪性と考えられていますので、GIST
と病理診断がつけば切除が推奨されて
いますが、偶然見つかるような粘膜下
腫瘍、例えば１～２㎝ぐらいの大きさ
で、悪性を疑うような所見がなければ、
年１～２回の経過観察をすることもあ

るのです。
　そのまま大きさも変わらず、悪さを
せずに一生終わるというものもあるの
で、そこはいまだにはっきりわかって
いませんが、c-kit遺伝子、あるいは
PDGFRα遺伝子といったようなドラ
イバー遺伝子の変異に加えて、何らか
のさらなる遺伝子変異が加わることで
進展していく可能性が考えられていま
す。それが起こらなければ、おとなし
く、そのまま経過する場合も多々あり
ます。
　山内　非常に小さいGISTは、その
まま、あまり悪いこともしないで、そ
の方の一生が終わってしまう、そうい
ったものもあると考えてよいのでしょ
うか。
　地口　そうですね。これまでの研究
では、３人に１人の胃には１㎝以下の
マイクロGISTがあることもわかって
います。その大半は臨床的に問題とな
らないもので、一生小さいまま、おと
なしい性格のままでいることが多いの
ですが、何らかの遺伝子異常、あるい
は染色体異常が加わることで急にスイ
ッチが入って、発育、進展していくこ
とも考えられています。
　山内　そこのあたりはまだなぞの部
分があるのですね。
　地口　おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、先ほども出ましたが、
治療のあたりをもう少し詳しく教えて
いただきます。無症候性ですと、基本

は経過観察になるのでしょうか。
　地口　はい。粘膜下腫瘍というかた
ちで発見された場合には、悪性所見が
なければ経過観察する場合もあるので
すが、ただ、例えば超音波内視鏡を用
いたり、何らかの方法で粘膜の下にあ
るGISTの組織を取ってくることで、
病理組織診断がつけば、現在のガイド
ラインでは、大きさが小さいものであ
れ、切除しましょうとなっています。
外科的に完全に切除することがGIST
の基本的な治療法です。
　山内　サイズに関してはいかがでし
ょうか。
　地口　５㎝以上の場合には、病理組
織診断がついていなくても切除対象と
なります。
　山内　５㎝以上ですね。
　地口　５㎝が一つの目安です。
　山内　かなり大きいですね。
　地口　そうですね。５㎝以上で見つ
かることはそんなに多くはないですね。
　山内　普通、腫瘍では疑わしきは罰
しろみたいな感じで、肺がんなどは小
さかったらどんどん取ってしまうとこ
ろがありますが、これはそういうわけ
ではないのですね。
　地口　まだその辺がはっきりわかっ
ていない部分もありますので、現在の
ガイドラインでは病理組織診断でGIST
と診断がつけば、小さいものであって
も切除しましょうとなっています。そ
れはmalignant potentialがあるからで
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ので、上部消化管スクリーニングで偶
然発見されるような小さなGISTもそ
う珍しいことではないです。
　山内　よく胃の内視鏡で粘膜下の隆
起性病変という返事が返ってくること
がありますが、こういった返事を見た
場合は疑うべきでしょうね。
　地口　そうですね。その中でも粘膜
下腫瘍というような特徴的な隆起の場
合には、かなりの確率でGISTである
と思います。
　山内　そうしますと、次は画像診断
ということでよいのですね。
　地口　そうですね。超音波内視鏡を
用いたり、あるいはCT、MRIを用いて、
存在診断であったり、病期診断をしま
すが、GISTの確定診断は病理診断に
よってなされます。
　山内　CTスキャンの画像の特徴と
しては、どういったものが挙げられる
でしょうか。
　地口　がんの場合には主に浸潤性発
育をすると思いますが、GISTの場合
には被膜のようなものに包まれている
ので、膨脹性発育をします。したがっ
て、粘膜下、あるいは消化管の外側に
向かって類円形で大きくなっていきま
す。小さい場合には内部は均一である
ことが多いですが、ある程度大きくな
って、悪性度が高くなってくると、内
部は不均一になってきたり、出血壊死
を起こしているような画像上の特徴が
あります。

　山内　がんと違って、被膜に覆われ
ているような感じで、境界はわりに鮮
明と考えてよいのですか。
　地口　おっしゃるとおりです。
　山内　非常に特徴的な像になるので
すね。
　地口　はい。
　山内　遺伝子診断はいかがですか。
　地口　切除されたGISTの遺伝子変異
解析は、実臨床でも行われているので
すが、c-kit遺伝子、あるいはPDGFRα
遺伝子の変異を解析することで、ある
程度予後が予測できたり、治療薬に対
する反応性も予測することが可能とな
っています。
　山内　日本の胃がん検診は非常に発
達していますから、無症候性がかなり
多く発見されて、当然小さいものも多
いと考えてよいのですね。
　地口　そうですね。
　山内　予後と治療に移りますが、放
置しているとほぼ死に至ると考えてよ
いのですね。
　地口　そうですね。ただ、ここが難
しいところで、すべてのGISTがどん
どん進行していって死に至るかという
と、そうではないのです。基本的には
悪性と考えられていますので、GIST
と病理診断がつけば切除が推奨されて
いますが、偶然見つかるような粘膜下
腫瘍、例えば１～２㎝ぐらいの大きさ
で、悪性を疑うような所見がなければ、
年１～２回の経過観察をすることもあ

るのです。
　そのまま大きさも変わらず、悪さを
せずに一生終わるというものもあるの
で、そこはいまだにはっきりわかって
いませんが、c-kit遺伝子、あるいは
PDGFRα遺伝子といったようなドラ
イバー遺伝子の変異に加えて、何らか
のさらなる遺伝子変異が加わることで
進展していく可能性が考えられていま
す。それが起こらなければ、おとなし
く、そのまま経過する場合も多々あり
ます。
　山内　非常に小さいGISTは、その
まま、あまり悪いこともしないで、そ
の方の一生が終わってしまう、そうい
ったものもあると考えてよいのでしょ
うか。
　地口　そうですね。これまでの研究
では、３人に１人の胃には１㎝以下の
マイクロGISTがあることもわかって
います。その大半は臨床的に問題とな
らないもので、一生小さいまま、おと
なしい性格のままでいることが多いの
ですが、何らかの遺伝子異常、あるい
は染色体異常が加わることで急にスイ
ッチが入って、発育、進展していくこ
とも考えられています。
　山内　そこのあたりはまだなぞの部
分があるのですね。
　地口　おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、先ほども出ましたが、
治療のあたりをもう少し詳しく教えて
いただきます。無症候性ですと、基本

は経過観察になるのでしょうか。
　地口　はい。粘膜下腫瘍というかた
ちで発見された場合には、悪性所見が
なければ経過観察する場合もあるので
すが、ただ、例えば超音波内視鏡を用
いたり、何らかの方法で粘膜の下にあ
るGISTの組織を取ってくることで、
病理組織診断がつけば、現在のガイド
ラインでは、大きさが小さいものであ
れ、切除しましょうとなっています。
外科的に完全に切除することがGIST
の基本的な治療法です。
　山内　サイズに関してはいかがでし
ょうか。
　地口　５㎝以上の場合には、病理組
織診断がついていなくても切除対象と
なります。
　山内　５㎝以上ですね。
　地口　５㎝が一つの目安です。
　山内　かなり大きいですね。
　地口　そうですね。５㎝以上で見つ
かることはそんなに多くはないですね。
　山内　普通、腫瘍では疑わしきは罰
しろみたいな感じで、肺がんなどは小
さかったらどんどん取ってしまうとこ
ろがありますが、これはそういうわけ
ではないのですね。
　地口　まだその辺がはっきりわかっ
ていない部分もありますので、現在の
ガイドラインでは病理組織診断でGIST
と診断がつけば、小さいものであって
も切除しましょうとなっています。そ
れはmalignant potentialがあるからで
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す。
　山内　４～５㎝以下のものですと、
通常は経年的に経時的な変化を追うこ
とでもいいのですね。
　地口　そうですね。増大傾向とか、

出血とか、あるいは形がいびつになっ
てきたとか、そういった悪性を疑うよ
うな変化がなければ経年的に経過観察
することもあります。
　山内　ありがとうございました。

三重大学名誉教授／清水皮膚科クリニック院長
清　水　正　之

（聞き手　池田志斈）

　服薬中に出現する広範囲の皮疹について薬疹かどうかの診断方法をご教示く
ださい。
　①皮疹の特徴　②飲み始めてからの回数　③かゆみやその他の随伴症状
　④出現しやすい薬剤　⑤数種類服薬しているときの原因薬の判断
 ＜神奈川県開業医＞

薬疹の診断

　池田　清水先生、薬疹というのはど
のようなものをいうのでしょうか。
　清水　薬疹の定義というのは、生体
内に治療、検査の目的で取り入れられ
た薬剤によって引き起こされる有害事
象、adverse reactionの中で、皮膚に
紅斑とか水疱が見られるものをいいま
す。個々の薬剤によって特徴があれば
いいのですが、特徴がないので、薬疹
の診断は難しいのです。
　池田　薬疹と一言にしていますが、
どのような症状になるのでしょうか。
　清水　薬疹の症状というのは、既成
の皮膚疾患の病態と合致するようなか
たちですから、全身に丘疹、紅斑を見
る、あるいは手足に浸潤を見る浸潤性
の紅斑、多形紅斑型、あるいは全身に

水疱を見るような水疱型、あるいは日
光に当たる顔面と前腕に皮膚の紅斑が
見られる日光皮膚炎型。そして特殊な
ものとして、薬剤を服用することによ
ってごく一部の同じ部位だけに症状が
見られる固定薬疹があります（表１・
２）。
　池田　非常に多彩ですね。薬疹の発
症機序はわかっているのでしょうか。
　清水　生理的な機序によっても起こ
りますし、薬剤が過剰に投与された場
合や、短時間に投与された場合に薬剤
の血中濃度が高くなり起こることもあ
ります。よく知られる例としては、バ
ンコマイシンの静脈内投与で血中ヒス
タミンの上昇が見られ、顔面の紅斑を
見ることがあります。これがレッドマ
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す。
　山内　４～５㎝以下のものですと、
通常は経年的に経時的な変化を追うこ
とでもいいのですね。
　地口　そうですね。増大傾向とか、

出血とか、あるいは形がいびつになっ
てきたとか、そういった悪性を疑うよ
うな変化がなければ経年的に経過観察
することもあります。
　山内　ありがとうございました。

三重大学名誉教授／清水皮膚科クリニック院長
清　水　正　之

（聞き手　池田志斈）

　服薬中に出現する広範囲の皮疹について薬疹かどうかの診断方法をご教示く
ださい。
　①皮疹の特徴　②飲み始めてからの回数　③かゆみやその他の随伴症状
　④出現しやすい薬剤　⑤数種類服薬しているときの原因薬の判断
 ＜神奈川県開業医＞

薬疹の診断

　池田　清水先生、薬疹というのはど
のようなものをいうのでしょうか。
　清水　薬疹の定義というのは、生体
内に治療、検査の目的で取り入れられ
た薬剤によって引き起こされる有害事
象、adverse reactionの中で、皮膚に
紅斑とか水疱が見られるものをいいま
す。個々の薬剤によって特徴があれば
いいのですが、特徴がないので、薬疹
の診断は難しいのです。
　池田　薬疹と一言にしていますが、
どのような症状になるのでしょうか。
　清水　薬疹の症状というのは、既成
の皮膚疾患の病態と合致するようなか
たちですから、全身に丘疹、紅斑を見
る、あるいは手足に浸潤を見る浸潤性
の紅斑、多形紅斑型、あるいは全身に

水疱を見るような水疱型、あるいは日
光に当たる顔面と前腕に皮膚の紅斑が
見られる日光皮膚炎型。そして特殊な
ものとして、薬剤を服用することによ
ってごく一部の同じ部位だけに症状が
見られる固定薬疹があります（表１・
２）。
　池田　非常に多彩ですね。薬疹の発
症機序はわかっているのでしょうか。
　清水　生理的な機序によっても起こ
りますし、薬剤が過剰に投与された場
合や、短時間に投与された場合に薬剤
の血中濃度が高くなり起こることもあ
ります。よく知られる例としては、バ
ンコマイシンの静脈内投与で血中ヒス
タミンの上昇が見られ、顔面の紅斑を
見ることがあります。これがレッドマ
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図１　薬疹の発生機序ン症候群と呼ばれるものです。しかし、
同じ医薬品でありながら、バンコマイ
シンはアレルギー機序によって水疱、
表皮壊死を起こすこともあります。
　また、抗がん剤の場合にはフルオロ
ウラシルなどの蓄積障害型として手足
に角化が起こります。多くのアレルギ
ー機序は、薬剤がハプテンとして蛋白
と結合して抗原になり、抗原認識をす
る薬剤投与10～14日後に感作が成立す
れば反応が見られることになります
（図１）。また、Class Ⅰ抗原とCD８細
胞を介する機序が明らかになってきて、
これは病理組織学的検査や、特に免疫
組織学的特徴が現れますので、発症が
急速に見られる場合には素早い対応が
必要です。
　池田　やはり症状と相関するぐらい
多彩な発症機序が考えられているので
すね。非常に難しいのですけれども薬
疹は投与開始後何日後から起こるので
しょうか。
　清水　投与開始の10日後から２週間
後に感作が成立すると出ます（図２）。
しかし、血圧降下剤などのように内科
で投与されている場合には、何年かし
てから出ることもあります。したがっ
て、投与された薬剤の時期と投与量を
チャートに記載し、発症がどこにある
かを判断することになります（図３）。
逆に、セフェム系抗生剤とか鎮痛解熱
剤などの中毒性表皮壊死症の場合では、
感作が成立していれば投与数時間後に

表１

１．軽症型
　　１） 湿疹型 systemic eczcmatous 

contact dermatitis
　　２） 発疹症型（播種性紅斑丘疹型、

exanthematic eruptions）
　　　　麻疹型猩紅熱型
　　３）紫斑型　４）蕁麻疹型
　　５）多形紅斑型　６）結節性紅斑型
　　７）固定疹型　８）痤瘡型
　　９）光線過敏症型　10）苔癬型
　　11）その他

２．重症型
　　１）紅皮症型
　　２）粘膜皮膚眼症候群（MCOS型）
　　３）中毒性表皮剝離症型（TEN型）
　　４）SLE型

（谷奥喜平、1978より引用）

表２　臨床型

・発疹症型＊　　 　・びらん色素沈着型
・多形紅斑型　　　・痤瘡型
・紅皮症型　　　　・MCOS型
・湿疹型　　　　　・乾癬型
・蕁麻疹型　　　　・SLE型
・苔癬型　　　　　・天疱瘡型
・固定疹型　　　　・TEN型
・紫斑型　　　　　・脂漏性皮膚炎型
・光線過敏症型　　・その他

＊紅斑、丘疹、中毒疹型が含まれる。
（相原道子・他、1987より引用）
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図１　薬疹の発生機序ン症候群と呼ばれるものです。しかし、
同じ医薬品でありながら、バンコマイ
シンはアレルギー機序によって水疱、
表皮壊死を起こすこともあります。
　また、抗がん剤の場合にはフルオロ
ウラシルなどの蓄積障害型として手足
に角化が起こります。多くのアレルギ
ー機序は、薬剤がハプテンとして蛋白
と結合して抗原になり、抗原認識をす
る薬剤投与10～14日後に感作が成立す
れば反応が見られることになります
（図１）。また、Class Ⅰ抗原とCD８細
胞を介する機序が明らかになってきて、
これは病理組織学的検査や、特に免疫
組織学的特徴が現れますので、発症が
急速に見られる場合には素早い対応が
必要です。
　池田　やはり症状と相関するぐらい
多彩な発症機序が考えられているので
すね。非常に難しいのですけれども薬
疹は投与開始後何日後から起こるので
しょうか。
　清水　投与開始の10日後から２週間
後に感作が成立すると出ます（図２）。
しかし、血圧降下剤などのように内科
で投与されている場合には、何年かし
てから出ることもあります。したがっ
て、投与された薬剤の時期と投与量を
チャートに記載し、発症がどこにある
かを判断することになります（図３）。
逆に、セフェム系抗生剤とか鎮痛解熱
剤などの中毒性表皮壊死症の場合では、
感作が成立していれば投与数時間後に

表１

１．軽症型
　　１） 湿疹型 systemic eczcmatous 

contact dermatitis
　　２） 発疹症型（播種性紅斑丘疹型、

exanthematic eruptions）
　　　　麻疹型猩紅熱型
　　３）紫斑型　４）蕁麻疹型
　　５）多形紅斑型　６）結節性紅斑型
　　７）固定疹型　８）痤瘡型
　　９）光線過敏症型　10）苔癬型
　　11）その他

２．重症型
　　１）紅皮症型
　　２）粘膜皮膚眼症候群（MCOS型）
　　３）中毒性表皮剝離症型（TEN型）
　　４）SLE型

（谷奥喜平、1978より引用）

表２　臨床型

・発疹症型＊　　 　・びらん色素沈着型
・多形紅斑型　　　・痤瘡型
・紅皮症型　　　　・MCOS型
・湿疹型　　　　　・乾癬型
・蕁麻疹型　　　　・SLE型
・苔癬型　　　　　・天疱瘡型
・固定疹型　　　　・TEN型
・紫斑型　　　　　・脂漏性皮膚炎型
・光線過敏症型　　・その他

＊紅斑、丘疹、中毒疹型が含まれる。
（相原道子・他、1987より引用）
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りますかという質問についてはいかが
でしょうか。
　清水　使用頻度の高いセフェム系抗
生剤で、かつて多かったペニシリン系
薬剤にかわって多く見ることがありま
す。しかし、現在、ピロリ菌除菌の３
剤併用療法のパック製品はペニシリン
系薬剤のAMPCが投与されますので、
投与開始10日後に多形紅斑型、あるい
は全身の紅斑を見ることがあります。
現在ではセフェム系が多く出ることは
よく知られているのですが、ペニシリ
ン系薬剤とセフェム系薬剤とは交差感
作が成立しますので、ペニシリン系で
起こっている人にはセフェム系でも起
こるということです。
　池田　あと、悪性腫瘍の薬が最近多
彩に出ていますが、こちらはどうでし
ょうか。
　清水　悪性腫瘍の場合にはフルオロ
ウラシルによる足掌、あるいは手のひ
らの角化型がよく知られていますが、
最近ではほかに腫瘍選択的に作用する
分子標的薬の皮膚障害が注目されてき
ました。それには、手足症候群、ざ瘡
様皮疹、脂漏性皮膚炎、乾皮症など多
彩な皮膚炎を起こし、爪の周りの変形
があることが知られていますので、皮
膚科医はそういうものを見る必要があ
る。手足の先端の変化を見ることが必
要です。
　池田　明らかで、にぎやかな状態の
皮膚症状だと薬疹を疑うと思いますが、

一方で見過ごしてしまうような薬疹は
あるのでしょうか。
　清水　通常多いのは固定薬疹で、口
唇および性器の表面にびらんが来ます
が、これは単純ヘルペスとして扱うこ
とがあります。アセトアミノフェン、
ミノサイクリン、それからニューキノ
ロン系薬剤も原因薬剤となります。同
じ場所に繰り返してくることから、患
者さんに説明する必要があります。
　池田　一時期話題になった薬疹など
はあるのでしょうか。
　清水　ニューキノロン系の薬剤で日
光過敏型の発疹が現れましたが、これ
は量的に多い場合に出現しました。し
かし、いずれもアレルギー反応による
ものです。それから、一時期、降圧剤
の中でジェネリックとして使用された
ARB利尿薬配合剤としてクロールサイ
アザイドが使用されたときに、日光皮
膚炎が多数の民間の病院で出ました。
しかし、現在ではほとんど見ることは
ありません。
　池田　そういった昔のことがまた現
在でも起こっている感じですね。
　清水　比較的早く重症化する疾患と
して、2000年頃から、薬剤性過敏症症
候群、Drug induced hypersensitivity 
syndrome（DIHS）という薬疹が注目
されました。抗痙攣剤など比較的限ら
れた薬剤で引き起こされて、発熱、リ
ンパ腺腫脹、多臓器障害、皮膚は紅斑、
びらんを広範囲に見る疾患です。発症

症状が現れる。しかも数日で非常に急
速に広がることが知られています。
　池田　ということは、以前処方して
もらって大丈夫だから、今回も大丈夫
だろうという考えは成り立たないとい
うことですね。
　清水　そうですね。いつ感作が起こ
るかわかりません。薬剤を投与されて
いるときは正常な状態ではない、異常
な免疫状態ですから、非常に薬疹が起
こりやすい。風邪を引いた後に薬疹が
起こりやすいということもあります。
　池田　宿主側の問題もあるのですね。
　清水　そういうことです。
　池田　薬疹を起こしやすい薬剤はあ

図２　アレルギー機序による薬疹

図３　経過図
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りますかという質問についてはいかが
でしょうか。
　清水　使用頻度の高いセフェム系抗
生剤で、かつて多かったペニシリン系
薬剤にかわって多く見ることがありま
す。しかし、現在、ピロリ菌除菌の３
剤併用療法のパック製品はペニシリン
系薬剤のAMPCが投与されますので、
投与開始10日後に多形紅斑型、あるい
は全身の紅斑を見ることがあります。
現在ではセフェム系が多く出ることは
よく知られているのですが、ペニシリ
ン系薬剤とセフェム系薬剤とは交差感
作が成立しますので、ペニシリン系で
起こっている人にはセフェム系でも起
こるということです。
　池田　あと、悪性腫瘍の薬が最近多
彩に出ていますが、こちらはどうでし
ょうか。
　清水　悪性腫瘍の場合にはフルオロ
ウラシルによる足掌、あるいは手のひ
らの角化型がよく知られていますが、
最近ではほかに腫瘍選択的に作用する
分子標的薬の皮膚障害が注目されてき
ました。それには、手足症候群、ざ瘡
様皮疹、脂漏性皮膚炎、乾皮症など多
彩な皮膚炎を起こし、爪の周りの変形
があることが知られていますので、皮
膚科医はそういうものを見る必要があ
る。手足の先端の変化を見ることが必
要です。
　池田　明らかで、にぎやかな状態の
皮膚症状だと薬疹を疑うと思いますが、

一方で見過ごしてしまうような薬疹は
あるのでしょうか。
　清水　通常多いのは固定薬疹で、口
唇および性器の表面にびらんが来ます
が、これは単純ヘルペスとして扱うこ
とがあります。アセトアミノフェン、
ミノサイクリン、それからニューキノ
ロン系薬剤も原因薬剤となります。同
じ場所に繰り返してくることから、患
者さんに説明する必要があります。
　池田　一時期話題になった薬疹など
はあるのでしょうか。
　清水　ニューキノロン系の薬剤で日
光過敏型の発疹が現れましたが、これ
は量的に多い場合に出現しました。し
かし、いずれもアレルギー反応による
ものです。それから、一時期、降圧剤
の中でジェネリックとして使用された
ARB利尿薬配合剤としてクロールサイ
アザイドが使用されたときに、日光皮
膚炎が多数の民間の病院で出ました。
しかし、現在ではほとんど見ることは
ありません。
　池田　そういった昔のことがまた現
在でも起こっている感じですね。
　清水　比較的早く重症化する疾患と
して、2000年頃から、薬剤性過敏症症
候群、Drug induced hypersensitivity 
syndrome（DIHS）という薬疹が注目
されました。抗痙攣剤など比較的限ら
れた薬剤で引き起こされて、発熱、リ
ンパ腺腫脹、多臓器障害、皮膚は紅斑、
びらんを広範囲に見る疾患です。発症

症状が現れる。しかも数日で非常に急
速に広がることが知られています。
　池田　ということは、以前処方して
もらって大丈夫だから、今回も大丈夫
だろうという考えは成り立たないとい
うことですね。
　清水　そうですね。いつ感作が起こ
るかわかりません。薬剤を投与されて
いるときは正常な状態ではない、異常
な免疫状態ですから、非常に薬疹が起
こりやすい。風邪を引いた後に薬疹が
起こりやすいということもあります。
　池田　宿主側の問題もあるのですね。
　清水　そういうことです。
　池田　薬疹を起こしやすい薬剤はあ

図２　アレルギー機序による薬疹

図３　経過図
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　池田　最後に治療法について聞かせ
ていただけますか。
　清水　通常、抗ヒスタミン剤とトラ
ネキサム酸のほかにステロイドの内服
が必要となることがあります。中毒性
表皮壊死症とかスティーブン・ジョン
ソン症候群では臨床症状で水疱、表皮
の壊死の程度が非常にひどく早く起こ
りますので、同一スペクトルの疾患と
考えられていますが、この場合はキラ
ーT細胞が優位な状態ですから、免疫
組織診断をするとともに、早くステロ
イドの内服、パルス療法が必要です。
　池田　これが薬疹のもとだろうとい
うのがわかった場合、再投与は可能に
なるのでしょうか。
　清水　なりません。アレルギーの反

応の常識から考えると、10年以上たた
ないと抗体が落ちませんから、おそら
く一度感作が成立したら、その薬に関
しては一生だめだと思ったほうがいい。
ですから、薬疹カードというものを作
るところがありますけれども、メモに
書いてでもいいから、必ず内服するよ
うな治療のときにはこれを医師に見せ
てください。この薬はだめですという
ことを知らせておく必要があります。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

付記
放送原稿中に挿入した表、図は清水正之：
薬疹［診断とその対策］金原出版、1999年
より引用した。

に対して、HHV６ウイルスの再活性
化が注目されました。そのため、この
ときはウイルス活性の検討をする必要
があります。
　池田　単純な薬疹ではなくて、ウイ
ルスの再活性化。最近、DPP-４阻害
薬で何か皮膚症状が起こるとうかがっ
たのですが。
　清水　インクレチン関連薬のDPP-
４阻害薬は糖尿病治療薬として爆発的
に使用されるようになりました。2013
年に学会発表で施設内に多数の報告例
の集計がありましたが、それとともに
広く使用されて、一般の病院でも見る
ことがあります。皮膚科医はこのとき
に水疱を見ますので、抗BP-180抗体
の検索をして診断しようとしたのです
が、これは北海道大学の西江先生が全
長BP-180ELISA法でないとこの反応
が出ないことを発表されました。現在
ではDPP-４阻害剤を投与されて水疱
を見る患者の検査では抗BP-180抗体
が発現されない。したがって、臨床症
状で診断することになっています。
　池田　それですと、なかなか診断も
難しいですね。
　清水　しかし、DPP-４阻害剤を使
っていますので、おそらく広範囲では
ないですが、幾つかの水疱ができます
ので、皮膚科医が知っておく必要はあ
ります。
　池田　そうですね、この疾患は臨床
で多く見ることがありますね。ありが

とうございました。それから、薬疹の
診断、特に複数の薬剤を使用している
患者さんの場合は、どのように診断す
るのでしょうかという質問です。
　清水　通常はDLST（リンパ球幼若
化試験）という検査は検査会社がやっ
てくれます。これは全血と被疑薬を添
えて、前もって連絡のうえで提出する。
そうすると、この薬剤は1.6倍、この薬
剤は2.0倍だから陽性だというように返
事が返ってきます。
　池田　あと、皮膚科でよくやられる
パッチテストとか内服試験はどのよう
にされるのでしょうか。
　清水　パッチテストは10％重量で行
うのですが、出る薬と出ない薬がある
のです。50％ぐらいの確率で出ます。
それから内服の場合には常用の1/10量
から始め、投与間隔を広げて行わなけ
ればなりませんが、少なくとも1/2量
までに制限しないと全身症状が出るの
で注意する必要があります。
　薬剤の性質上、生体内での代謝過程
において薬剤で薬疹が発生することが
あります。例えば、痛風治療薬のアロ
プリノールでは生体内で短時間にオキ
シプリノールになり、効果を発揮する
と同時に感作が成立するので、アロプ
リノールでは反応が出ない。したがっ
て、DLSTはオキシプリノールで行わ
ないとだめだということになります。
それが薬疹の診断の難しさになるので
す。
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　池田　最後に治療法について聞かせ
ていただけますか。
　清水　通常、抗ヒスタミン剤とトラ
ネキサム酸のほかにステロイドの内服
が必要となることがあります。中毒性
表皮壊死症とかスティーブン・ジョン
ソン症候群では臨床症状で水疱、表皮
の壊死の程度が非常にひどく早く起こ
りますので、同一スペクトルの疾患と
考えられていますが、この場合はキラ
ーT細胞が優位な状態ですから、免疫
組織診断をするとともに、早くステロ
イドの内服、パルス療法が必要です。
　池田　これが薬疹のもとだろうとい
うのがわかった場合、再投与は可能に
なるのでしょうか。
　清水　なりません。アレルギーの反

応の常識から考えると、10年以上たた
ないと抗体が落ちませんから、おそら
く一度感作が成立したら、その薬に関
しては一生だめだと思ったほうがいい。
ですから、薬疹カードというものを作
るところがありますけれども、メモに
書いてでもいいから、必ず内服するよ
うな治療のときにはこれを医師に見せ
てください。この薬はだめですという
ことを知らせておく必要があります。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

付記
放送原稿中に挿入した表、図は清水正之：
薬疹［診断とその対策］金原出版、1999年
より引用した。

に対して、HHV６ウイルスの再活性
化が注目されました。そのため、この
ときはウイルス活性の検討をする必要
があります。
　池田　単純な薬疹ではなくて、ウイ
ルスの再活性化。最近、DPP-４阻害
薬で何か皮膚症状が起こるとうかがっ
たのですが。
　清水　インクレチン関連薬のDPP-
４阻害薬は糖尿病治療薬として爆発的
に使用されるようになりました。2013
年に学会発表で施設内に多数の報告例
の集計がありましたが、それとともに
広く使用されて、一般の病院でも見る
ことがあります。皮膚科医はこのとき
に水疱を見ますので、抗BP-180抗体
の検索をして診断しようとしたのです
が、これは北海道大学の西江先生が全
長BP-180ELISA法でないとこの反応
が出ないことを発表されました。現在
ではDPP-４阻害剤を投与されて水疱
を見る患者の検査では抗BP-180抗体
が発現されない。したがって、臨床症
状で診断することになっています。
　池田　それですと、なかなか診断も
難しいですね。
　清水　しかし、DPP-４阻害剤を使
っていますので、おそらく広範囲では
ないですが、幾つかの水疱ができます
ので、皮膚科医が知っておく必要はあ
ります。
　池田　そうですね、この疾患は臨床
で多く見ることがありますね。ありが

とうございました。それから、薬疹の
診断、特に複数の薬剤を使用している
患者さんの場合は、どのように診断す
るのでしょうかという質問です。
　清水　通常はDLST（リンパ球幼若
化試験）という検査は検査会社がやっ
てくれます。これは全血と被疑薬を添
えて、前もって連絡のうえで提出する。
そうすると、この薬剤は1.6倍、この薬
剤は2.0倍だから陽性だというように返
事が返ってきます。
　池田　あと、皮膚科でよくやられる
パッチテストとか内服試験はどのよう
にされるのでしょうか。
　清水　パッチテストは10％重量で行
うのですが、出る薬と出ない薬がある
のです。50％ぐらいの確率で出ます。
それから内服の場合には常用の1/10量
から始め、投与間隔を広げて行わなけ
ればなりませんが、少なくとも1/2量
までに制限しないと全身症状が出るの
で注意する必要があります。
　薬剤の性質上、生体内での代謝過程
において薬剤で薬疹が発生することが
あります。例えば、痛風治療薬のアロ
プリノールでは生体内で短時間にオキ
シプリノールになり、効果を発揮する
と同時に感作が成立するので、アロプ
リノールでは反応が出ない。したがっ
て、DLSTはオキシプリノールで行わ
ないとだめだということになります。
それが薬疹の診断の難しさになるので
す。

ドクターサロン66巻４月号（3 . 2022） （209）  1716 （208） ドクターサロン66巻４月号（3 . 2022）

2204_HONBUN.indd   16-172204_HONBUN.indd   16-17 2022/03/09   9:282022/03/09   9:28



国際親善総合病院皮膚科客員部長
山　田　裕　道

（聞き手　山内俊一）

　ムダ毛処理としてのレーザー脱毛で皮下に硬結等できることはありますか。
レーザーで毛根を焼くという行為はダメージになるのではないでしょうか。そ
の他、副反応についてご教示ください。
 ＜富山県開業医＞

レーザー脱毛の反応

　山内　レーザーというのは皮膚科領
域で非常に活躍するようになって、ホ
クロ、脱毛といったものなどに非常に
幅広く応用されていますが、実際、相
当多くの方がこういった治療を受けて
いると見てよいですか。
　山田　はい。最近は多くの皮膚科の
施設でレーザー機器を購入して治療に
使っているようです。特にシミ、くす
み、そばかすなど、美容系の治療頻度
が高いようです。
　山内　特に女性などには相当広く利
用されていると見てよいのですね。
　山田　そうですね。
　山内　まずレーザーを皮膚に当てた
らどうなるか、そのあたりから解説を
お願いしたいのですが、例えばホクロ
に対して使った場合、メラニンに対し

ての作用は、いかがでしょうか。
　山田　メラニンに吸収される波長の
レーザー光を当てますと、レーザーの
光エネルギーが熱エネルギーに変換さ
れます。その熱の影響で組織の破壊、
あるいは細胞の破壊が起こりホクロや
シミの治療ができています。
　山内　メラニン吸収がいい波長があ
るのでしょうね。
　山田　メラニンの吸収曲線（図）と
いうのがあります。吸収曲線というの
は縦軸に吸光度、横軸にレーザー波長
を取るのですが、メラニン吸収曲線は
左から右への緩やかな下がりのカーブ
になります。したがって、左のほう、
つまりレーザー波長の短いほうがメラ
ニン吸収がよくて、右のほう、レーザ
ー波長の長いほうが吸収が低くなりま

す。
　そうなると、短い波長のものを使え
ば治療効果がいいようにも思えますが、
皮膚への深達度は逆になり、波長が長
いほうが皮膚の奧まで入っていきます
し、波長が短いと表層しか届かないと
いうことになります。したがっておお
むね中間領域といいますか、赤い色の
波長から近赤外線領域までの波長が、
メラニンに対してふさわしい波長だと
いうことになっています。
　山内　ホクロなどに関してはまた別
の機会にということで、脱毛、むだ毛
処理に移らせていただきます。脱毛に

対してはどういったレーザー光になる
のでしょうか。
　山田　脱毛の場合には、目的とする
毛包組織だけを破壊して、その周辺の
組織には影響を与えないというのが大
事な点になります。レーザー光線とい
うのはそれが可能な光でして、これを
選択的光熱溶解理論と、ちょっと難し
く言うのですが、要は照射時間を調整
することによってそういう選択的な治
療が可能になるのです。
　もう少し細かく言いますと、毛のメ
ラニンに吸収されたレーザーの光エネ
ルギーは熱エネルギー変換されます。

図　吸収曲線
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国際親善総合病院皮膚科客員部長
山　田　裕　道

（聞き手　山内俊一）

　ムダ毛処理としてのレーザー脱毛で皮下に硬結等できることはありますか。
レーザーで毛根を焼くという行為はダメージになるのではないでしょうか。そ
の他、副反応についてご教示ください。
 ＜富山県開業医＞

レーザー脱毛の反応

　山内　レーザーというのは皮膚科領
域で非常に活躍するようになって、ホ
クロ、脱毛といったものなどに非常に
幅広く応用されていますが、実際、相
当多くの方がこういった治療を受けて
いると見てよいですか。
　山田　はい。最近は多くの皮膚科の
施設でレーザー機器を購入して治療に
使っているようです。特にシミ、くす
み、そばかすなど、美容系の治療頻度
が高いようです。
　山内　特に女性などには相当広く利
用されていると見てよいのですね。
　山田　そうですね。
　山内　まずレーザーを皮膚に当てた
らどうなるか、そのあたりから解説を
お願いしたいのですが、例えばホクロ
に対して使った場合、メラニンに対し

ての作用は、いかがでしょうか。
　山田　メラニンに吸収される波長の
レーザー光を当てますと、レーザーの
光エネルギーが熱エネルギーに変換さ
れます。その熱の影響で組織の破壊、
あるいは細胞の破壊が起こりホクロや
シミの治療ができています。
　山内　メラニン吸収がいい波長があ
るのでしょうね。
　山田　メラニンの吸収曲線（図）と
いうのがあります。吸収曲線というの
は縦軸に吸光度、横軸にレーザー波長
を取るのですが、メラニン吸収曲線は
左から右への緩やかな下がりのカーブ
になります。したがって、左のほう、
つまりレーザー波長の短いほうがメラ
ニン吸収がよくて、右のほう、レーザ
ー波長の長いほうが吸収が低くなりま

す。
　そうなると、短い波長のものを使え
ば治療効果がいいようにも思えますが、
皮膚への深達度は逆になり、波長が長
いほうが皮膚の奧まで入っていきます
し、波長が短いと表層しか届かないと
いうことになります。したがっておお
むね中間領域といいますか、赤い色の
波長から近赤外線領域までの波長が、
メラニンに対してふさわしい波長だと
いうことになっています。
　山内　ホクロなどに関してはまた別
の機会にということで、脱毛、むだ毛
処理に移らせていただきます。脱毛に

対してはどういったレーザー光になる
のでしょうか。
　山田　脱毛の場合には、目的とする
毛包組織だけを破壊して、その周辺の
組織には影響を与えないというのが大
事な点になります。レーザー光線とい
うのはそれが可能な光でして、これを
選択的光熱溶解理論と、ちょっと難し
く言うのですが、要は照射時間を調整
することによってそういう選択的な治
療が可能になるのです。
　もう少し細かく言いますと、毛のメ
ラニンに吸収されたレーザーの光エネ
ルギーは熱エネルギー変換されます。

図　吸収曲線
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すなわち毛が熱変性を起こします。そ
の熱が周辺の組織に伝わって、目的と
する物質、脱毛治療においては毛包を
壊すのです。加熱された目的物質（毛
包）の温度が周辺組織の温度と等しく
なるまでの時間を熱緩和時間といい、
その熱緩和時間以内の照射時間で治療
をすると、目的とする物質だけが治療
できるということになっています。ち
なみに毛包の熱緩和時間は３～50m
（ミリ）秒です。
　山内　脱毛は基本的には毛包を選択
的に破壊すると考えてよいのですね。
　山田　そのとおりです。
　山内　そのときにメラニンをうまく
利用するというかたちになるのですね。
　山田　はい。
　山内　ほかに照射エネルギーの問題
もあるのでしょうか。
　山田　エネルギーは、目的とする物
質を破壊するのに適切な量というのが
あって、それを超えると問題が起こる
し、足りなければ治療が不十分という
ことになります。レーザー機種ごとに
エネルギー量の設定がされています。
　山内　質問に、レーザーで毛根を焼
くのはダメージになりませんかとあり
ます。このあたり、もう少し詳しくお
聞かせ願えますか。
　山田　まさにそのとおりで、ダメー
ジが起きなければ脱毛になりません。
組織が壊れなければ、またそこから毛
が生えてきますので、一時的な脱毛で

しかないわけです。ですから、レーザ
ー脱毛で永久脱毛を目指す場合には組
織の破壊が必要なのです。
　ちなみに、エステティックサロンな
どでも脱毛治療ということでやってい
ますが、これに関しては厚生労働省医
政局医事課長の通知というのがありま
す。それによると、用いる機器が医療
用であるか否かを問わず、レーザー光
線またはその他の強力なエネルギーを
有する光線を用いて、毛乳頭、皮脂腺
開口部等を破壊する行為は、医師免許
を有しない者が行うと、医師法17条に
違反するということになっていますの
で、エステで行う脱毛というのは、組
織破壊をしてはいけないと理解してい
ただきたいと思います。
　山内　永久脱毛という言葉はよく使
われていますが、今のお話ですと、あ
えて永久ではない脱毛にすることも可
能なのでしょうか。
　山田　はい、そのとおりです。私た
ちは実は永久減毛という言葉を好んで
使うのですが、極力減らしていくとい
う意味です。一般的には永久脱毛と理
解していただいてもいいと思いますが、
なかなか短い時間で100％、完全にな
くすというのは厳しいと思います。
　山内　難しいということですね。わ
かりました。この質問は副反応、その
他合併症についてですが、誰しも少し
気になります。どういったものが頻度
が高いのでしょうか。

　山田　蕁麻疹、毛包炎、熱傷、色素
沈着、色素脱出、紫斑、硬毛化などが
レーザー治療の副作用として挙げられ
ています。副作用・合併症の発生率は
1.7～19％と報告者によって開きがあり
ます。
　山内　これはむろん医師の手技、技
術力で随分差があると思いますが、先
生が行われる場合でしたら、それほど
多くの頻度はないと見てよいのでしょ
うか。
　山田　レーザー照射の設定を正しく
行えば、ほとんど副作用は生じません。
　山内　さて、主な副反応に関して簡
単に説明願いたいのですが、まず多い
蕁麻疹、これはいかがでしょうか。
　山田　これは一過性の軽微なもので
すので、治療を終了して冷却している
間に消えてしまうことが多いです。レ
ーザー照射によって肥満細胞からヒス
タミンが出ることが原因です。
　山内　ほかに、毛包炎、紫斑といっ
たものがあるようですが、このあたり
はいかがでしょう。
　山田　毛包炎は、レーザー治療の操
作の時点で細菌感染が起きれば生じて
しまうことがあります。ただ、これも
事前に清潔度を保っておけば、そんな
に起きるわけではありません。
　そして熱傷ですが、これに関しては、
レーザー照射時の冷却が行われなかっ
たり、あるいは弱かったり、照射エネ
ルギーが強かったりすれば熱傷になり

ます。ですから、設定が正しければ、
熱傷も十分に防げる内容だと思います。
　また、紫斑に関しても、熱エネルギ
ーが強すぎると血管損傷を起こして、
血液が血管外に漏出することによって
起きますので、これも設定に気をつけ
ていただければ防げます。
　山内　レーザー脱毛を繰り返すと毛
が太くなるとよく言われていますが、
実際はどうなのでしょうか。
　山田　これは本当に困った事象にな
るのですが、幸いにして私は硬毛化の
経験はありません。部位的には、うな
じ、上腕から肩、上背部、下顎などに
レーザー治療を行った場合に、何回か
繰り返していくうちに、毛がなくなる
どころか、濃くなる、太くなるという
のが硬毛化現象です。発生頻度は0.03～ 
10.5％と、報告者によってやや開きが
ありますが、１割以下のことだと思い
ます。
　山内　原因は何なのでしょう。
　山田　これは難しいところですが、
今言われているところでは、照射エネ
ルギーが弱いと組織損傷が中途半端に
なってしまって、逆に各種サイトカイ
ンが組織修復因子として働き、毛を成
長させてしまうのではないかという説。
レーザー照射によって毛の成長因子が
分泌されるのではないかという説もあ
ります。
　山内　何か対策はありますか。
　山田　これも難しいところでして、
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すなわち毛が熱変性を起こします。そ
の熱が周辺の組織に伝わって、目的と
する物質、脱毛治療においては毛包を
壊すのです。加熱された目的物質（毛
包）の温度が周辺組織の温度と等しく
なるまでの時間を熱緩和時間といい、
その熱緩和時間以内の照射時間で治療
をすると、目的とする物質だけが治療
できるということになっています。ち
なみに毛包の熱緩和時間は３～50m
（ミリ）秒です。
　山内　脱毛は基本的には毛包を選択
的に破壊すると考えてよいのですね。
　山田　そのとおりです。
　山内　そのときにメラニンをうまく
利用するというかたちになるのですね。
　山田　はい。
　山内　ほかに照射エネルギーの問題
もあるのでしょうか。
　山田　エネルギーは、目的とする物
質を破壊するのに適切な量というのが
あって、それを超えると問題が起こる
し、足りなければ治療が不十分という
ことになります。レーザー機種ごとに
エネルギー量の設定がされています。
　山内　質問に、レーザーで毛根を焼
くのはダメージになりませんかとあり
ます。このあたり、もう少し詳しくお
聞かせ願えますか。
　山田　まさにそのとおりで、ダメー
ジが起きなければ脱毛になりません。
組織が壊れなければ、またそこから毛
が生えてきますので、一時的な脱毛で

しかないわけです。ですから、レーザ
ー脱毛で永久脱毛を目指す場合には組
織の破壊が必要なのです。
　ちなみに、エステティックサロンな
どでも脱毛治療ということでやってい
ますが、これに関しては厚生労働省医
政局医事課長の通知というのがありま
す。それによると、用いる機器が医療
用であるか否かを問わず、レーザー光
線またはその他の強力なエネルギーを
有する光線を用いて、毛乳頭、皮脂腺
開口部等を破壊する行為は、医師免許
を有しない者が行うと、医師法17条に
違反するということになっていますの
で、エステで行う脱毛というのは、組
織破壊をしてはいけないと理解してい
ただきたいと思います。
　山内　永久脱毛という言葉はよく使
われていますが、今のお話ですと、あ
えて永久ではない脱毛にすることも可
能なのでしょうか。
　山田　はい、そのとおりです。私た
ちは実は永久減毛という言葉を好んで
使うのですが、極力減らしていくとい
う意味です。一般的には永久脱毛と理
解していただいてもいいと思いますが、
なかなか短い時間で100％、完全にな
くすというのは厳しいと思います。
　山内　難しいということですね。わ
かりました。この質問は副反応、その
他合併症についてですが、誰しも少し
気になります。どういったものが頻度
が高いのでしょうか。

　山田　蕁麻疹、毛包炎、熱傷、色素
沈着、色素脱出、紫斑、硬毛化などが
レーザー治療の副作用として挙げられ
ています。副作用・合併症の発生率は
1.7～19％と報告者によって開きがあり
ます。
　山内　これはむろん医師の手技、技
術力で随分差があると思いますが、先
生が行われる場合でしたら、それほど
多くの頻度はないと見てよいのでしょ
うか。
　山田　レーザー照射の設定を正しく
行えば、ほとんど副作用は生じません。
　山内　さて、主な副反応に関して簡
単に説明願いたいのですが、まず多い
蕁麻疹、これはいかがでしょうか。
　山田　これは一過性の軽微なもので
すので、治療を終了して冷却している
間に消えてしまうことが多いです。レ
ーザー照射によって肥満細胞からヒス
タミンが出ることが原因です。
　山内　ほかに、毛包炎、紫斑といっ
たものがあるようですが、このあたり
はいかがでしょう。
　山田　毛包炎は、レーザー治療の操
作の時点で細菌感染が起きれば生じて
しまうことがあります。ただ、これも
事前に清潔度を保っておけば、そんな
に起きるわけではありません。
　そして熱傷ですが、これに関しては、
レーザー照射時の冷却が行われなかっ
たり、あるいは弱かったり、照射エネ
ルギーが強かったりすれば熱傷になり

ます。ですから、設定が正しければ、
熱傷も十分に防げる内容だと思います。
　また、紫斑に関しても、熱エネルギ
ーが強すぎると血管損傷を起こして、
血液が血管外に漏出することによって
起きますので、これも設定に気をつけ
ていただければ防げます。
　山内　レーザー脱毛を繰り返すと毛
が太くなるとよく言われていますが、
実際はどうなのでしょうか。
　山田　これは本当に困った事象にな
るのですが、幸いにして私は硬毛化の
経験はありません。部位的には、うな
じ、上腕から肩、上背部、下顎などに
レーザー治療を行った場合に、何回か
繰り返していくうちに、毛がなくなる
どころか、濃くなる、太くなるという
のが硬毛化現象です。発生頻度は0.03～ 
10.5％と、報告者によってやや開きが
ありますが、１割以下のことだと思い
ます。
　山内　原因は何なのでしょう。
　山田　これは難しいところですが、
今言われているところでは、照射エネ
ルギーが弱いと組織損傷が中途半端に
なってしまって、逆に各種サイトカイ
ンが組織修復因子として働き、毛を成
長させてしまうのではないかという説。
レーザー照射によって毛の成長因子が
分泌されるのではないかという説もあ
ります。
　山内　何か対策はありますか。
　山田　これも難しいところでして、
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深達度の高いNd：YAG（ヤグ）レー
ザーを用いて強めのエネルギーで照射
するという説もある一方で、硬毛化を
見たら一度治療を中断してみるといい
という説もあります。実際のところ、
確実な対処方法はなくて、治療前にあ
らかじめ硬毛化の可能性を説明して、
患者さんに納得してもらうしかないの
が現状です。
　山内　なかなか難しいところですね。
最後に、皮下硬結、これはやはりでき
るものなのでしょうか。
　山田　通常のレーザー治療では皮下
硬結は起きません。もしあるとすれば
特殊なケースではないかと思います。

例えば、毛包炎が起きて、適切な治療
が行われず、放置しておいたとします。
毛包炎が遷延化して肉芽を形成するこ
とがあるかもしれません。肉芽になれ
ば、しこりとしてさわることがあると
思います。また、熱傷についても、熱
傷の治療が十分に行われなくて、遷延
化して線維化を起こすことがあるかも
しれません。このようなときにも線維
化を硬結として触知することになるで
しょう。しかし、これらの事象はいず
れも二次的な結果であって、初期に適
切な治療が行われれば、その発症は十
分に防げるものと考えます。
　山内　ありがとうございました。

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授
住　友　直　方

（聞き手　池脇克則）

　学校心臓検診にて心音を鑑別する際、注意すべき点と考えられる疾患につい
てご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

学校心臓検診での心音鑑別

　池脇　住友先生は学校心臓検診のガ
イドラインの委員長をお務めというこ
とで、この質問に対しては先生以上の
的確な方はいらっしゃらないので、お
忙しい中、来ていただきました。
　学校心臓検診について調べたところ、
小学校１年、中学校１年、高校１年で
行うことが義務づけてあり、しっかり
しているなと思いました。しかも最初
に始まったのが1954年ですから、60年
余りの歴史があるということで、日本
では非常に普及している検診だと思っ
た一方で、そのやり方は地域によって
まちまちなところがあるようです。今
はどういう状況なのでしょうか。
　住友　学校心臓検診は世界でも日本
だけで行われている心臓検診システム
です。心臓検診のやり方は、全員の心
電図を撮ることは決まっているものの、

そのやり方に関しては地域に任されて
いるのが現状です。地域によっては省
略４誘導心電図と心音図を記録してい
る地域も、12誘導心電図だけを記録し
ている地域もあります。
　池脇　学校心臓検診で心音を鑑別す
るという質問ですので、おそらくこの
医師は学校医で、児童・生徒さんの聴
診をされるような状況にあると思いま
すが、必ずしもすべてのところで聴診
を行っているとは限らないのでしょう
か。
　住友　学校医が聴診をするのが一般
ですので、ほとんどの学童が心音を聴
診されていると思います。
　池脇　一方で、省略４誘導心電図、
それと心音図によって、これはおそら
く人がかかわらずに、機械が両方一緒
に記録するというやり方の地域もある
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深達度の高いNd：YAG（ヤグ）レー
ザーを用いて強めのエネルギーで照射
するという説もある一方で、硬毛化を
見たら一度治療を中断してみるといい
という説もあります。実際のところ、
確実な対処方法はなくて、治療前にあ
らかじめ硬毛化の可能性を説明して、
患者さんに納得してもらうしかないの
が現状です。
　山内　なかなか難しいところですね。
最後に、皮下硬結、これはやはりでき
るものなのでしょうか。
　山田　通常のレーザー治療では皮下
硬結は起きません。もしあるとすれば
特殊なケースではないかと思います。

例えば、毛包炎が起きて、適切な治療
が行われず、放置しておいたとします。
毛包炎が遷延化して肉芽を形成するこ
とがあるかもしれません。肉芽になれ
ば、しこりとしてさわることがあると
思います。また、熱傷についても、熱
傷の治療が十分に行われなくて、遷延
化して線維化を起こすことがあるかも
しれません。このようなときにも線維
化を硬結として触知することになるで
しょう。しかし、これらの事象はいず
れも二次的な結果であって、初期に適
切な治療が行われれば、その発症は十
分に防げるものと考えます。
　山内　ありがとうございました。

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授
住　友　直　方

（聞き手　池脇克則）

　学校心臓検診にて心音を鑑別する際、注意すべき点と考えられる疾患につい
てご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

学校心臓検診での心音鑑別

　池脇　住友先生は学校心臓検診のガ
イドラインの委員長をお務めというこ
とで、この質問に対しては先生以上の
的確な方はいらっしゃらないので、お
忙しい中、来ていただきました。
　学校心臓検診について調べたところ、
小学校１年、中学校１年、高校１年で
行うことが義務づけてあり、しっかり
しているなと思いました。しかも最初
に始まったのが1954年ですから、60年
余りの歴史があるということで、日本
では非常に普及している検診だと思っ
た一方で、そのやり方は地域によって
まちまちなところがあるようです。今
はどういう状況なのでしょうか。
　住友　学校心臓検診は世界でも日本
だけで行われている心臓検診システム
です。心臓検診のやり方は、全員の心
電図を撮ることは決まっているものの、

そのやり方に関しては地域に任されて
いるのが現状です。地域によっては省
略４誘導心電図と心音図を記録してい
る地域も、12誘導心電図だけを記録し
ている地域もあります。
　池脇　学校心臓検診で心音を鑑別す
るという質問ですので、おそらくこの
医師は学校医で、児童・生徒さんの聴
診をされるような状況にあると思いま
すが、必ずしもすべてのところで聴診
を行っているとは限らないのでしょう
か。
　住友　学校医が聴診をするのが一般
ですので、ほとんどの学童が心音を聴
診されていると思います。
　池脇　一方で、省略４誘導心電図、
それと心音図によって、これはおそら
く人がかかわらずに、機械が両方一緒
に記録するというやり方の地域もある
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で認められる現象です。
　それから、肺動脈弁狭窄、右脚ブロ
ックなどでは吸気でも呼気でもⅡ音の
分裂が非常に広くなります。「ドッド
ッ、ドッドッ、ドッドッ」、これを異
常Ⅱ音分裂といいます（図１）。この
心音は右脚ブロックのⅡ音の分裂です。
　それから、Ⅱ音の分裂幅が吸気、呼
気で変わらない分裂を固定性Ⅱ音分裂
といいます（図１）。これは心房中隔
欠損のときに聴こえる音です。「グー
ガッ、グーガッ、グーガッ」、このよ
うにⅡ音の分裂が広くて収縮期雑音が
聴こえるのが心房中隔欠損のときの心
音です。
　また、一般的に正常な方では聴こえ
ないのですが、Ⅲ音、Ⅳ音は心臓の容
量負荷であるとか、心臓の機能が悪い
心不全などを起こしている方で聴こえ
る心音です。Ⅰ音の前に聴こえる心音
をⅣ音、Ⅱ音の後で聴こえる心音をⅢ
音と呼び、Ⅲ音とⅣ音の両方が聴こえ
ると４つ心音が聴こえます。「ドドッ
ドッ、ドドッドッ、ドドッドッ」、こ
のような心音をギャロップといいます。
このような心音が聴こえた場合には必
ず異常であるといわれています。
　次に心雑音について簡単にお話しし
たいと思います。心雑音には収縮期の
雑音と拡張期の雑音があります。収縮
期駆出性雑音という雑音はダイアモン
ド型の雑音で（図２）、収縮中期に雑
音が強くなる雑音です。「グオン、グ

図１　Ⅱ音分裂の種類

図２　収縮期雑音

のですね。
　住友　そうですね。そういう地域も
あります。
　池脇　住友先生はどういうかたちが
望ましいと思われているのでしょうか。
　住友　なぜ心音図の記録が最初に始
まったかといいますと、学校心臓検診
が始まった当初は心疾患が入学時まで
わからないことが多く、心音で心疾患
が見つかる患者さんが多かったために
心音図の記録が始まりました。ところ
が、現在は乳児健診が非常に進んでい
るので、心雑音が聴こえるような心疾
患は学校心臓検診が始まる前に見つか
っているのが現状です。それで現在で
は心音図の必要性が少なくなってきて
おり、心音図を撮らない地域が増えて
きています。むしろ12誘導心電図のほ
うが情報量が多いのではないかという
ことになり、12誘導心電図を撮ること
が推奨されるようになってきています。
　池脇　小学校以降の学校心臓検診で
の心音の役割は、以前に比べるとちょ
っと下がってきているのは事実なので
すね。
　住友　はい、そう思います。
　池脇　とはいえ、小学校以降で見つ
かる心疾患も、この後、先生に解説を
いただけると思います。それをいかに
効率よく拾い出すかということが質問
の医師の意図のようですね。そうはい
っても、心音には、Ⅰ音、Ⅱ音、Ⅲ音、
Ⅳ音、あるいは過剰心音など、いろい

ろとありますので、まずそのあたり、
解説いただけるでしょうか。
　住友　それでは、心音の解説から始
めます。心音にはⅠ音とⅡ音があり、
Ⅰ音は房室弁の閉まる音、Ⅱ音は大動
脈および肺動脈弁の閉まる音といわれ
ています。
　Ⅰ音で、一番はっきり聴こえるのは
僧帽弁の閉鎖音です。この閉鎖音は心
尖部ではっきり聴取されますが、Ⅰ音
が亢進するのは僧帽弁狭窄のときとい
われています。Ⅰ音は心室の圧の上昇
の度合いであるdP/dT、つまり、心室
圧の上がるスピードが速ければ速いほ
ど亢進するといわれています。
　Ⅱ音は大血管の弁が閉まるときの音
です。肺動脈圧は一般的に20㎜Hg以
下ですので、肺動脈弁はこの低圧で閉
鎖します。肺動脈の圧が高い、肺高血
圧になると、肺動脈弁の閉まる圧が数
倍に強くなるため、Ⅱ音が亢進します。
　またⅡ音は、普通の方は大動脈、肺
動脈の順番で閉まり（図１）、呼気で
分裂幅が狭く、吸気で広くなります。
これを呼吸性Ⅱ音分裂といいます。ち
ょっと正常なⅡ音の分裂を聴いてみた
いと思います。「ドッドッ、ドッドッ、
ドッドッ」。呼吸性のⅡ音分裂までは
録音していませんが、このようにⅡ音
はわずかに分裂しています。
　吸気でⅡ音の分裂が狭くなるものを
奇異性Ⅱ音分裂といいます（図１）。
これは大動脈弁狭窄症、左脚ブロック
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で認められる現象です。
　それから、肺動脈弁狭窄、右脚ブロ
ックなどでは吸気でも呼気でもⅡ音の
分裂が非常に広くなります。「ドッド
ッ、ドッドッ、ドッドッ」、これを異
常Ⅱ音分裂といいます（図１）。この
心音は右脚ブロックのⅡ音の分裂です。
　それから、Ⅱ音の分裂幅が吸気、呼
気で変わらない分裂を固定性Ⅱ音分裂
といいます（図１）。これは心房中隔
欠損のときに聴こえる音です。「グー
ガッ、グーガッ、グーガッ」、このよ
うにⅡ音の分裂が広くて収縮期雑音が
聴こえるのが心房中隔欠損のときの心
音です。
　また、一般的に正常な方では聴こえ
ないのですが、Ⅲ音、Ⅳ音は心臓の容
量負荷であるとか、心臓の機能が悪い
心不全などを起こしている方で聴こえ
る心音です。Ⅰ音の前に聴こえる心音
をⅣ音、Ⅱ音の後で聴こえる心音をⅢ
音と呼び、Ⅲ音とⅣ音の両方が聴こえ
ると４つ心音が聴こえます。「ドドッ
ドッ、ドドッドッ、ドドッドッ」、こ
のような心音をギャロップといいます。
このような心音が聴こえた場合には必
ず異常であるといわれています。
　次に心雑音について簡単にお話しし
たいと思います。心雑音には収縮期の
雑音と拡張期の雑音があります。収縮
期駆出性雑音という雑音はダイアモン
ド型の雑音で（図２）、収縮中期に雑
音が強くなる雑音です。「グオン、グ

図１　Ⅱ音分裂の種類

図２　収縮期雑音

のですね。
　住友　そうですね。そういう地域も
あります。
　池脇　住友先生はどういうかたちが
望ましいと思われているのでしょうか。
　住友　なぜ心音図の記録が最初に始
まったかといいますと、学校心臓検診
が始まった当初は心疾患が入学時まで
わからないことが多く、心音で心疾患
が見つかる患者さんが多かったために
心音図の記録が始まりました。ところ
が、現在は乳児健診が非常に進んでい
るので、心雑音が聴こえるような心疾
患は学校心臓検診が始まる前に見つか
っているのが現状です。それで現在で
は心音図の必要性が少なくなってきて
おり、心音図を撮らない地域が増えて
きています。むしろ12誘導心電図のほ
うが情報量が多いのではないかという
ことになり、12誘導心電図を撮ること
が推奨されるようになってきています。
　池脇　小学校以降の学校心臓検診で
の心音の役割は、以前に比べるとちょ
っと下がってきているのは事実なので
すね。
　住友　はい、そう思います。
　池脇　とはいえ、小学校以降で見つ
かる心疾患も、この後、先生に解説を
いただけると思います。それをいかに
効率よく拾い出すかということが質問
の医師の意図のようですね。そうはい
っても、心音には、Ⅰ音、Ⅱ音、Ⅲ音、
Ⅳ音、あるいは過剰心音など、いろい

ろとありますので、まずそのあたり、
解説いただけるでしょうか。
　住友　それでは、心音の解説から始
めます。心音にはⅠ音とⅡ音があり、
Ⅰ音は房室弁の閉まる音、Ⅱ音は大動
脈および肺動脈弁の閉まる音といわれ
ています。
　Ⅰ音で、一番はっきり聴こえるのは
僧帽弁の閉鎖音です。この閉鎖音は心
尖部ではっきり聴取されますが、Ⅰ音
が亢進するのは僧帽弁狭窄のときとい
われています。Ⅰ音は心室の圧の上昇
の度合いであるdP/dT、つまり、心室
圧の上がるスピードが速ければ速いほ
ど亢進するといわれています。
　Ⅱ音は大血管の弁が閉まるときの音
です。肺動脈圧は一般的に20㎜Hg以
下ですので、肺動脈弁はこの低圧で閉
鎖します。肺動脈の圧が高い、肺高血
圧になると、肺動脈弁の閉まる圧が数
倍に強くなるため、Ⅱ音が亢進します。
　またⅡ音は、普通の方は大動脈、肺
動脈の順番で閉まり（図１）、呼気で
分裂幅が狭く、吸気で広くなります。
これを呼吸性Ⅱ音分裂といいます。ち
ょっと正常なⅡ音の分裂を聴いてみた
いと思います。「ドッドッ、ドッドッ、
ドッドッ」。呼吸性のⅡ音分裂までは
録音していませんが、このようにⅡ音
はわずかに分裂しています。
　吸気でⅡ音の分裂が狭くなるものを
奇異性Ⅱ音分裂といいます（図１）。
これは大動脈弁狭窄症、左脚ブロック
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ドンツー」、このような雑音です。
　それから、正常な方で聴こえる雑音
（無害性心雑音）も学校心臓検診で問
題になります。１つは静脈こま音とい
う雑音で、これは鎖骨下静脈を流れる
血液の音だといわれていて、高調性な
連続性雑音です（図５）。
　それから、Still雑音といわれる雑音
も、正常な方で聴こえる雑音で、胸骨
左縁下部で聴こえる収縮期駆出性雑音
です（図５）。「ゴロンゴロン、ゴロン
ゴロン、ゴロンゴロン」、この雑音は
小児では比較的よく聴こえます。
　最後に肺動脈の血流音（Pulmonary 

図５　無害性雑音

表　無害性心雑音の鑑別

Still雑音
Pulmonary 
flow murmur

Systemic 
flow murmur

静脈コマ音

最強点 胸骨左縁下部 胸骨左縁上部 胸骨上窩 右鎖骨上窩

放散 心尖部、心基部 腋窩、背中 頸動脈 胸骨上部

時相 収縮期 連続性

形態 ダイアモンド型 平坦、ダイアモンド型

質 楽音様、ブーン 吹くような音 荒い音 荒い音

高さ 低調から中調 高調 高調 低調±高調

雑音の増強
横臥

立ち上がる、顎挙上、
頭を反対側に向ける

高心拍出状態

雑音の減弱 立ち上がる
バルサルバ法、横臥、
頭部伸展、頭を
同側に向ける

オン、グオン」、このような雑音を収
縮期駆出性雑音といいます。収縮期駆
出性雑音は大動脈弁狭窄、肺動脈弁狭
窄などの大血管の弁の狭窄で聴こえる
雑音です。これに対して雑音の大きさ
が収縮期で変わらない雑音を汎収縮期
雑音と呼びます（図２）。これは心室
中隔欠損あるいは房室弁の閉鎖不全で
聴こえる雑音です。「グオーン、グオ
ーン、グオーン」、このような雑音です。
　それから拡張期に雑音が聴こえる病
気もあります。僧帽弁狭窄症では拡張
中期に雑音が聴こえます（図３）。「ガ
アアッ、ガアアッ、ガアアッ」このよ
うな雑音が僧帽弁狭窄症の雑音です。
　それから、Ⅱ音の直後から聴こえる
雑音を拡張早期雑音といいます（図
３）。これは大動脈弁、肺動脈弁の閉
鎖不全で聴こえる雑音です。「ゴーッ、
ゴーッ、ゴーッ」、このような雑音が
大動脈弁閉鎖不全の雑音です。拡張期
雑音は収縮期雑音と鑑別が難しいので
すが、もし雑音が収縮期か拡張期かわ
からない場合には、必ず脈を取りなが
ら収縮期か拡張期かを確認しながら聴
くことが大切です。
　それから、収縮期と拡張期にわたる
雑音で代表的なのは連続性雑音といわ
れる雑音です（図４）。動脈管開存症
の雑音は、「ガガドーン、ガガドーン、
ガガドーン」、このように収縮期と拡
張期と両方にわたる雑音です。
　それから、大動脈弁閉鎖不全と狭窄

を合併すると、収縮期駆出性雑音と拡
張早期雑音が両方聴こえます。このよ
うな雑音はto and fro murmurと呼び
ます（図４）。「ドンツー、ドンツー、

図３　拡張期雑音

図４　連続性、その他の雑音
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ドンツー」、このような雑音です。
　それから、正常な方で聴こえる雑音
（無害性心雑音）も学校心臓検診で問
題になります。１つは静脈こま音とい
う雑音で、これは鎖骨下静脈を流れる
血液の音だといわれていて、高調性な
連続性雑音です（図５）。
　それから、Still雑音といわれる雑音
も、正常な方で聴こえる雑音で、胸骨
左縁下部で聴こえる収縮期駆出性雑音
です（図５）。「ゴロンゴロン、ゴロン
ゴロン、ゴロンゴロン」、この雑音は
小児では比較的よく聴こえます。
　最後に肺動脈の血流音（Pulmonary 

図５　無害性雑音

表　無害性心雑音の鑑別

Still雑音
Pulmonary 
flow murmur

Systemic 
flow murmur

静脈コマ音

最強点 胸骨左縁下部 胸骨左縁上部 胸骨上窩 右鎖骨上窩

放散 心尖部、心基部 腋窩、背中 頸動脈 胸骨上部

時相 収縮期 連続性

形態 ダイアモンド型 平坦、ダイアモンド型

質 楽音様、ブーン 吹くような音 荒い音 荒い音

高さ 低調から中調 高調 高調 低調±高調

雑音の増強
横臥

立ち上がる、顎挙上、
頭を反対側に向ける

高心拍出状態

雑音の減弱 立ち上がる
バルサルバ法、横臥、
頭部伸展、頭を
同側に向ける

オン、グオン」、このような雑音を収
縮期駆出性雑音といいます。収縮期駆
出性雑音は大動脈弁狭窄、肺動脈弁狭
窄などの大血管の弁の狭窄で聴こえる
雑音です。これに対して雑音の大きさ
が収縮期で変わらない雑音を汎収縮期
雑音と呼びます（図２）。これは心室
中隔欠損あるいは房室弁の閉鎖不全で
聴こえる雑音です。「グオーン、グオ
ーン、グオーン」、このような雑音です。
　それから拡張期に雑音が聴こえる病
気もあります。僧帽弁狭窄症では拡張
中期に雑音が聴こえます（図３）。「ガ
アアッ、ガアアッ、ガアアッ」このよ
うな雑音が僧帽弁狭窄症の雑音です。
　それから、Ⅱ音の直後から聴こえる
雑音を拡張早期雑音といいます（図
３）。これは大動脈弁、肺動脈弁の閉
鎖不全で聴こえる雑音です。「ゴーッ、
ゴーッ、ゴーッ」、このような雑音が
大動脈弁閉鎖不全の雑音です。拡張期
雑音は収縮期雑音と鑑別が難しいので
すが、もし雑音が収縮期か拡張期かわ
からない場合には、必ず脈を取りなが
ら収縮期か拡張期かを確認しながら聴
くことが大切です。
　それから、収縮期と拡張期にわたる
雑音で代表的なのは連続性雑音といわ
れる雑音です（図４）。動脈管開存症
の雑音は、「ガガドーン、ガガドーン、
ガガドーン」、このように収縮期と拡
張期と両方にわたる雑音です。
　それから、大動脈弁閉鎖不全と狭窄

を合併すると、収縮期駆出性雑音と拡
張早期雑音が両方聴こえます。このよ
うな雑音はto and fro murmurと呼び
ます（図４）。「ドンツー、ドンツー、

図３　拡張期雑音

図４　連続性、その他の雑音
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flow murmur）というものもあります。
これは乳児健診などでよく聴こえます
が、肺動脈弁狭窄のような雑音になり
ます。「ゴーッ、ゴーッ、ゴーッ」、こ
のような雑音です（図５）。胎児期に
あった動脈管が閉鎖すると、肺動脈の
主幹部は太いのに、末梢がまだ細いた
めに圧格差が生じることによって、肺
動脈に流れる雑音が聴こえるのが原因
だといわれています。無害性心雑音の

鑑別方法を表に示します。
　以上のように、雑音が聴こえても、
必ずしも有害性の雑音であるとは限ら
ないことに留意して、心雑音が聴こえ
た場合には鑑別をしていく必要がある
と思います。
　池脇　実際に雑音を聴かせていただ
きながら解説をいただきました。あり
がとうございました。

鶴見大学歯学部眼科教授
藤　島　　浩

（聞き手　池田志斈）

　花粉症の点眼薬とコンタクトレンズの使用についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

点眼薬とコンタクトレンズ使用

　池田　点眼薬、特に花粉症の点眼薬
とコンタクトレンズ使用についての質
問ですが、どのような場面で他科の医
師が眼科医に質問に来るのでしょうか。
　藤島　従来は点眼液の添付文書に
「コンタクトレンズの上からは使用し
ないでください」と書いてある点眼薬
が多かったと思うのです。しかし、最
近は点眼液がだいぶ改良されまして、
pHを涙液に近づけたり、浸透圧もほ
とんど涙液と同じように1.0にしたりと
いう工夫がなされています。その中で
も今回のコンタクトレンズや眼表面に
対する作用で一番重要なのは防腐剤で
す。点眼液を腐らせないようにするた
めに従来の薬には塩化ベンザルコニウ
ムが含有されていたのですが、その防
腐剤がなくなった点眼液が発売されま
した。
　また、昨今は点眼回数についても、

高濃度で１日２回に回数を少なくした
ので、コンタクトレンズをする前や、
外した後にします。より安全に、かつ
コンプライアンスもよく、コンタクト
レンズを使用しながら、花粉症の目の
治療ができるようになってきました。
　池田　点眼回数が１日１回、２回に
なってきて、その人のライフスタイル
の中のコンタクトレンズが入っていな
い時間帯に、点眼していくということ
ですね。
　藤島　例えば生活範囲の中で、まだ
外せないとか、朝忙しかったとか、そ
ういったときにコンタクトレンズの上
からの点眼が可能になっているので、
コンタクトレンズユーザーで花粉症の
人は、より制約が少なく花粉症治療が
できるようになっています。ほかの科
の、例えば耳鼻科医や皮膚科医などに
は、花粉症の時期にはたくさんの患者
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flow murmur）というものもあります。
これは乳児健診などでよく聴こえます
が、肺動脈弁狭窄のような雑音になり
ます。「ゴーッ、ゴーッ、ゴーッ」、こ
のような雑音です（図５）。胎児期に
あった動脈管が閉鎖すると、肺動脈の
主幹部は太いのに、末梢がまだ細いた
めに圧格差が生じることによって、肺
動脈に流れる雑音が聴こえるのが原因
だといわれています。無害性心雑音の

鑑別方法を表に示します。
　以上のように、雑音が聴こえても、
必ずしも有害性の雑音であるとは限ら
ないことに留意して、心雑音が聴こえ
た場合には鑑別をしていく必要がある
と思います。
　池脇　実際に雑音を聴かせていただ
きながら解説をいただきました。あり
がとうございました。

鶴見大学歯学部眼科教授
藤　島　　浩

（聞き手　池田志斈）

　花粉症の点眼薬とコンタクトレンズの使用についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

点眼薬とコンタクトレンズ使用

　池田　点眼薬、特に花粉症の点眼薬
とコンタクトレンズ使用についての質
問ですが、どのような場面で他科の医
師が眼科医に質問に来るのでしょうか。
　藤島　従来は点眼液の添付文書に
「コンタクトレンズの上からは使用し
ないでください」と書いてある点眼薬
が多かったと思うのです。しかし、最
近は点眼液がだいぶ改良されまして、
pHを涙液に近づけたり、浸透圧もほ
とんど涙液と同じように1.0にしたりと
いう工夫がなされています。その中で
も今回のコンタクトレンズや眼表面に
対する作用で一番重要なのは防腐剤で
す。点眼液を腐らせないようにするた
めに従来の薬には塩化ベンザルコニウ
ムが含有されていたのですが、その防
腐剤がなくなった点眼液が発売されま
した。
　また、昨今は点眼回数についても、

高濃度で１日２回に回数を少なくした
ので、コンタクトレンズをする前や、
外した後にします。より安全に、かつ
コンプライアンスもよく、コンタクト
レンズを使用しながら、花粉症の目の
治療ができるようになってきました。
　池田　点眼回数が１日１回、２回に
なってきて、その人のライフスタイル
の中のコンタクトレンズが入っていな
い時間帯に、点眼していくということ
ですね。
　藤島　例えば生活範囲の中で、まだ
外せないとか、朝忙しかったとか、そ
ういったときにコンタクトレンズの上
からの点眼が可能になっているので、
コンタクトレンズユーザーで花粉症の
人は、より制約が少なく花粉症治療が
できるようになっています。ほかの科
の、例えば耳鼻科医や皮膚科医などに
は、花粉症の時期にはたくさんの患者
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まりにも充血していて、これは本当に
アレルギーかなと判断に困るときがあ
ります。充血の強い場合、例えば春季
カタルや、コンタクトレンズによるGPC、
といった疾患もあり、そうした患者さ
んには医師も判断がなかなか難しくな
ってくると思います。充血の度合いを
見て、これはちょっと強いなと思った
ら、ほかの疾患の鑑別診断も含めて、
やはり眼科医に相談していただいたほ
うが良いと思います。
　かゆみ主体で、いつも鼻水が出ると
か、皮膚がかゆいとか、毎年花粉症に
なるというような方は、季節前からコ
ンタクトレンズの上から点眼してもよ
いのではないかと思います。
　池田　患者さんが誤って防腐剤の入
ったような点眼薬をコンタクトレンズ
の上から使い続けた場合、どのような
ことが起こるのでしょうか。
　藤島　一番多く起こるのが角膜上皮
炎です。先ほどの緑内障の薬はわざと
防腐剤を多くして上皮バリアをスカス
カにしているのと同じように、今度は
防腐剤が入っている点眼薬でコンタク
トレンズの上から使ってしまうと、や
はり上皮が傷みます。角膜上皮炎は放
置すると怖いです。要するに、角膜が
傷むと痛みがひどくなってきますので、
コンタクトレンズがつけられない状態
が起こると思います。
　池田　それが自覚症状なのですね。
　藤島　そうです。かゆいとか、ちょ

っと異物感があるといった状況から、
痛いという状況が起こってきますので、
そうなるとコンタクトレンズはつけら
れないと思います。
　池田　今はいろいろなタイプのコン
タクトレンズが出てきていますね。中
には酸素透過度が上がったとか、そう
いったものと点眼薬との相性というも
のはあるのでしょうか。
　藤島　一部のコンタクトレンズは相
性が悪いものがあります。特にカラー
コンタクトレンズで、きちんとしたカ
ラーコンタクトレンズはサンドイッチ
のように色を挟んでいるのですが、通
販などではそうではない、吹きつけた
ようなカラーコンタクトレンズがあり
ます。そういったコンタクトレンズは
表面も粗く上皮を傷害しやすいので、
それを使用すること自体で角膜の表面
が傷みます。そこに何かしらの薬剤が
いくと、角膜障害が出る場合があるの
で、カラーコンタクトレンズの種類に
よっては気をつけたほうがいいと思い
ます。
　池田　コンタクトレンズ自体で傷ん
だところに薬剤の影響が出る。恐ろし
い話ですね。
　藤島　そうです。我々のところでも
カラーコンタクトレンズの障害の人が
けっこう来ます。普通のコンタクトレ
ンズを普通にしていればほとんど問題
はないのですが。
　池田　１週間、２週間装着、あるい

さんが行き、コンタクトレンズごとの
点眼について質問が来ると思うのです
が、現状での答えはイエス、使ってい
いということになります。もちろん高
度の炎症では外したほうがいいです。
　池田　花粉症はある程度時期が決ま
っていますが、例えば緑内障の点眼は
ずっと続きますよね。こうした場合は
どのように指導されるのでしょうか。
　藤島　緑内障の点眼液も、今のお話
のような、２つの特徴がある薬剤がど
んどん出てきています。１つは防腐剤
をなしにした点眼液で、そのほうが目
の表面にはいいわけです。もう一つは
点眼回数の減少、１日１回で効くよう
な薬です。しかし、緑内障の薬にはい
ろいろなタイプの薬があり、また緑内
障の程度によっては１種類ではなくて、
２種類、３種類と、いろいろな種類を
多剤併用する場合が多々あります。そ
れからもう一つ、緑内障は「はい、治
りました。今日で終わりです」という
話ではないので、目の表面に対する影
響を考えると、やはり基本的にコンタ
クトレンズをしながら緑内障の点眼と
いうのはやめたほうがいいと思います。
　また、ドライアイやアレルギーの点
眼薬は目の表面で作用すればいいので
すが、緑内障は目の中に浸透していっ
て、それで眼圧を下げる作用を行いま
す。そこで、今話した防腐剤をわざと
濃くし、言ってみれば、表皮バリアを
少し壊してすき間を作って中に浸透さ

せる、そういった作用の薬もあるので、
こういった薬はコンタクトレンズ装用
者では難しいです。それぞれをほかの
科の医師が理解していくのは非常に難
しいと思うので、緑内障の薬に関して
は、「コンタクトレンズとの併用に関
しては、よく眼科の先生に聞いてくだ
さい」と言われたほうが無難かと思い
ます。
　池田　我々もよくアレルギーで聞か
れたりするのですけれども、緑内障の
薬は確かに１種類であればコンタクト
レンズをしないときに１日１回やれば
いいのですが、２回、３回になってく
ると、朝やって、５分ぐらい置いてコ
ンタクトレンズを入れて、それで夜、
またコンタクトレンズを取って入れる
とか、そういう工夫になるのでしょう
か。
　藤島　従来はそうでした。そういう
工夫をしなければ、コンタクトレンズ
のユーザーが緑内障点眼薬を使用する
ことはできませんでしたし、今も塩化
ベンザルコニウムが入っている点眼薬
はまだ多いのです。ですが、先ほど言
いましたように、わざと防腐剤をフィ
ルターみたいにろ過した点眼薬を開発
しているメーカーもあるので、そうい
ったものは比較的自由に、コンタクト
レンズ使用時に関する注意をしなくて
もできると思います。
　ただし、単なる花粉症ではない疾患
もあります。例えばアトピーとか、あ
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まりにも充血していて、これは本当に
アレルギーかなと判断に困るときがあ
ります。充血の強い場合、例えば春季
カタルや、コンタクトレンズによるGPC、
といった疾患もあり、そうした患者さ
んには医師も判断がなかなか難しくな
ってくると思います。充血の度合いを
見て、これはちょっと強いなと思った
ら、ほかの疾患の鑑別診断も含めて、
やはり眼科医に相談していただいたほ
うが良いと思います。
　かゆみ主体で、いつも鼻水が出ると
か、皮膚がかゆいとか、毎年花粉症に
なるというような方は、季節前からコ
ンタクトレンズの上から点眼してもよ
いのではないかと思います。
　池田　患者さんが誤って防腐剤の入
ったような点眼薬をコンタクトレンズ
の上から使い続けた場合、どのような
ことが起こるのでしょうか。
　藤島　一番多く起こるのが角膜上皮
炎です。先ほどの緑内障の薬はわざと
防腐剤を多くして上皮バリアをスカス
カにしているのと同じように、今度は
防腐剤が入っている点眼薬でコンタク
トレンズの上から使ってしまうと、や
はり上皮が傷みます。角膜上皮炎は放
置すると怖いです。要するに、角膜が
傷むと痛みがひどくなってきますので、
コンタクトレンズがつけられない状態
が起こると思います。
　池田　それが自覚症状なのですね。
　藤島　そうです。かゆいとか、ちょ

っと異物感があるといった状況から、
痛いという状況が起こってきますので、
そうなるとコンタクトレンズはつけら
れないと思います。
　池田　今はいろいろなタイプのコン
タクトレンズが出てきていますね。中
には酸素透過度が上がったとか、そう
いったものと点眼薬との相性というも
のはあるのでしょうか。
　藤島　一部のコンタクトレンズは相
性が悪いものがあります。特にカラー
コンタクトレンズで、きちんとしたカ
ラーコンタクトレンズはサンドイッチ
のように色を挟んでいるのですが、通
販などではそうではない、吹きつけた
ようなカラーコンタクトレンズがあり
ます。そういったコンタクトレンズは
表面も粗く上皮を傷害しやすいので、
それを使用すること自体で角膜の表面
が傷みます。そこに何かしらの薬剤が
いくと、角膜障害が出る場合があるの
で、カラーコンタクトレンズの種類に
よっては気をつけたほうがいいと思い
ます。
　池田　コンタクトレンズ自体で傷ん
だところに薬剤の影響が出る。恐ろし
い話ですね。
　藤島　そうです。我々のところでも
カラーコンタクトレンズの障害の人が
けっこう来ます。普通のコンタクトレ
ンズを普通にしていればほとんど問題
はないのですが。
　池田　１週間、２週間装着、あるい

さんが行き、コンタクトレンズごとの
点眼について質問が来ると思うのです
が、現状での答えはイエス、使ってい
いということになります。もちろん高
度の炎症では外したほうがいいです。
　池田　花粉症はある程度時期が決ま
っていますが、例えば緑内障の点眼は
ずっと続きますよね。こうした場合は
どのように指導されるのでしょうか。
　藤島　緑内障の点眼液も、今のお話
のような、２つの特徴がある薬剤がど
んどん出てきています。１つは防腐剤
をなしにした点眼液で、そのほうが目
の表面にはいいわけです。もう一つは
点眼回数の減少、１日１回で効くよう
な薬です。しかし、緑内障の薬にはい
ろいろなタイプの薬があり、また緑内
障の程度によっては１種類ではなくて、
２種類、３種類と、いろいろな種類を
多剤併用する場合が多々あります。そ
れからもう一つ、緑内障は「はい、治
りました。今日で終わりです」という
話ではないので、目の表面に対する影
響を考えると、やはり基本的にコンタ
クトレンズをしながら緑内障の点眼と
いうのはやめたほうがいいと思います。
　また、ドライアイやアレルギーの点
眼薬は目の表面で作用すればいいので
すが、緑内障は目の中に浸透していっ
て、それで眼圧を下げる作用を行いま
す。そこで、今話した防腐剤をわざと
濃くし、言ってみれば、表皮バリアを
少し壊してすき間を作って中に浸透さ

せる、そういった作用の薬もあるので、
こういった薬はコンタクトレンズ装用
者では難しいです。それぞれをほかの
科の医師が理解していくのは非常に難
しいと思うので、緑内障の薬に関して
は、「コンタクトレンズとの併用に関
しては、よく眼科の先生に聞いてくだ
さい」と言われたほうが無難かと思い
ます。
　池田　我々もよくアレルギーで聞か
れたりするのですけれども、緑内障の
薬は確かに１種類であればコンタクト
レンズをしないときに１日１回やれば
いいのですが、２回、３回になってく
ると、朝やって、５分ぐらい置いてコ
ンタクトレンズを入れて、それで夜、
またコンタクトレンズを取って入れる
とか、そういう工夫になるのでしょう
か。
　藤島　従来はそうでした。そういう
工夫をしなければ、コンタクトレンズ
のユーザーが緑内障点眼薬を使用する
ことはできませんでしたし、今も塩化
ベンザルコニウムが入っている点眼薬
はまだ多いのです。ですが、先ほど言
いましたように、わざと防腐剤をフィ
ルターみたいにろ過した点眼薬を開発
しているメーカーもあるので、そうい
ったものは比較的自由に、コンタクト
レンズ使用時に関する注意をしなくて
もできると思います。
　ただし、単なる花粉症ではない疾患
もあります。例えばアトピーとか、あ
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は１日で使い切り、こういったものも
差はないのでしょうか。
　藤島　やはり毎日、one dayで取り
替えるのが一番きれいだと思います。
それから、コンタクトレンズは下敷き
ではないですけれども帯電します。花
粉が表面にくっついて、コンタクトレ
ンズによる花粉症というか、GPCとい
う状態を起こす場合もありますので、
その辺も少し注意が必要かと思います。
　池田　コンタクトレンズにくっつい
ている花粉が花粉症の原因になるので
すね。
　藤島　そうです。それで目の裏の上
眼瞼のところに強いアレルギー炎症を
起こす場合があります。
　池田　それはちょっと知りませんで
した。特に花粉症の時期には、コンタ
クトレンズユーザーとしては毎日替え
るようなものがいいということですね。
　藤島　それが一番推奨されますね。
　池田　ハードコンタクトレンズを洗
浄しながらずっと使用していくのは、
毎日洗って洗浄液に入れれば大丈夫と
いうことでしょうか。
　藤島　ハードコンタクトレンズの場
合は比較的洗って使っていて大丈夫だ
と思います。
　池田　非常に参考になりました。最
後に先生から花粉症のときのお勧めの
コンタクトレンズというのは何かあり
ますか。
　藤島　先生が今おっしゃられたよう

なone dayのコンタクトレンズで、最
近はドライアイを含めて、濡れ布巾の
ようにコンタクトレンズが涙液を吸収
しているレンズがあります。そういっ
たコンタクトレンズで抗アレルギー剤
を使えば、コンタクトレンズの中に薬
液が入って吸収してきて、少し持ちが
いい場合があるかもしれません。
　池田　徐放性のようなものですね。
　藤島　コンタクトレンズの開発もい
ろいろ進んでおり、そのコンセプトの
コンタクトレンズも出てきます。これ
は治療とかではなく、例えば毎年アレ
ルギーになるような人が、そういうコ
ンタクトレンズをその時期の前から使
っていれば、花粉が飛んだときに症状
が抑えられるのではないかというコン
セプトです。しかし、いざ花粉が飛ん
で炎症が起こったら、コンタクトレン
ズは外して治療が必要になることは強
調しておきたいと思います。
　池田　すごいですね。潤いを供給す
るような感じですね。
　藤島　そうですね。それから、季節
前投与というのがありますね。毎年花
粉症になるような人は、先ほどの防腐
剤抜きの点眼薬を季節の前の１月ぐら
いからコンタクトレンズの上からでも
使っていれば、いざ花粉が飛んだとき
に症状が比較的マイルドに済む可能性
が考えられます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

中浜医院院長
中　浜　　力

（聞き手　大西　真）

AMRと抗菌薬の適正使用

　大西　中浜先生、抗菌薬耐性菌、
AMRと抗菌薬の適正使用についてお
話をうかがいます。
　まず初めに、薬剤耐性菌の現状と問
題点についてですが、現在、世界的に
耐性菌が非常に増加して問題になって
います。サミットにも取り上げられて、
日本からもアクションプランが出まし
たが、そのあたりからお話しいただけ
ますか。
　中浜　大西先生が言われましたよ 
うに、国際的に多くの抗菌薬耐性菌
（AMR）が増加したことで、感染症の
重症化や死亡率の増加が起こり地球規
模での重大なリスクになっているとい
う認識から、2016年の伊勢志摩サミッ
トでも大きく取り上げられました。
　その際に日本から発表されたのが、
AMR対策アクションプランです。
　大きくは６つのカテゴリーから構成
されていますが、臨床に直結するテー
マは「抗菌薬の使用量と耐性菌の分離
率を低下させる」という対策案です。
　内容を一部紹介しますと、抗菌薬全

体の使用量を2013年に比較して2020年
には33％減少させる、経口セフェム、
キノロン、マクロライド薬の使用量を
半減させる、さらに注射用抗菌薬の使
用量を20％減少させるなど、なかなか
厳しい成果目標です。
　耐性菌の分離率でも、ペニシリン耐
性肺炎球菌を15％以下に、MRSAを20
％以下、キノロン耐性大腸菌を25％以
下に減少させるという目標なのですが、
臨床微生物学の観点からは達成するこ
とは非常に厳しいと、当時すでに感じ
ていました。
　最近発表されたAMR臨床リファレ
ンスセンターの調査結果では、アクシ
ョンプラン開始後３年目の2019年の経
口抗菌薬の消費量は、2013年に比較し
て約12％の減少にとどまり、注射用抗
菌薬に至っては約12％増加しています。
　また各耐性菌の分離率の低下も、目
標値には程遠いレベルの成果しか得ら
れていません。これらの数字からも、
AMR対策の実効性を上げることの難
しさが理解できます。

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（Ⅲ）
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は１日で使い切り、こういったものも
差はないのでしょうか。
　藤島　やはり毎日、one dayで取り
替えるのが一番きれいだと思います。
それから、コンタクトレンズは下敷き
ではないですけれども帯電します。花
粉が表面にくっついて、コンタクトレ
ンズによる花粉症というか、GPCとい
う状態を起こす場合もありますので、
その辺も少し注意が必要かと思います。
　池田　コンタクトレンズにくっつい
ている花粉が花粉症の原因になるので
すね。
　藤島　そうです。それで目の裏の上
眼瞼のところに強いアレルギー炎症を
起こす場合があります。
　池田　それはちょっと知りませんで
した。特に花粉症の時期には、コンタ
クトレンズユーザーとしては毎日替え
るようなものがいいということですね。
　藤島　それが一番推奨されますね。
　池田　ハードコンタクトレンズを洗
浄しながらずっと使用していくのは、
毎日洗って洗浄液に入れれば大丈夫と
いうことでしょうか。
　藤島　ハードコンタクトレンズの場
合は比較的洗って使っていて大丈夫だ
と思います。
　池田　非常に参考になりました。最
後に先生から花粉症のときのお勧めの
コンタクトレンズというのは何かあり
ますか。
　藤島　先生が今おっしゃられたよう

なone dayのコンタクトレンズで、最
近はドライアイを含めて、濡れ布巾の
ようにコンタクトレンズが涙液を吸収
しているレンズがあります。そういっ
たコンタクトレンズで抗アレルギー剤
を使えば、コンタクトレンズの中に薬
液が入って吸収してきて、少し持ちが
いい場合があるかもしれません。
　池田　徐放性のようなものですね。
　藤島　コンタクトレンズの開発もい
ろいろ進んでおり、そのコンセプトの
コンタクトレンズも出てきます。これ
は治療とかではなく、例えば毎年アレ
ルギーになるような人が、そういうコ
ンタクトレンズをその時期の前から使
っていれば、花粉が飛んだときに症状
が抑えられるのではないかというコン
セプトです。しかし、いざ花粉が飛ん
で炎症が起こったら、コンタクトレン
ズは外して治療が必要になることは強
調しておきたいと思います。
　池田　すごいですね。潤いを供給す
るような感じですね。
　藤島　そうですね。それから、季節
前投与というのがありますね。毎年花
粉症になるような人は、先ほどの防腐
剤抜きの点眼薬を季節の前の１月ぐら
いからコンタクトレンズの上からでも
使っていれば、いざ花粉が飛んだとき
に症状が比較的マイルドに済む可能性
が考えられます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

中浜医院院長
中　浜　　力

（聞き手　大西　真）

AMRと抗菌薬の適正使用

　大西　中浜先生、抗菌薬耐性菌、
AMRと抗菌薬の適正使用についてお
話をうかがいます。
　まず初めに、薬剤耐性菌の現状と問
題点についてですが、現在、世界的に
耐性菌が非常に増加して問題になって
います。サミットにも取り上げられて、
日本からもアクションプランが出まし
たが、そのあたりからお話しいただけ
ますか。
　中浜　大西先生が言われましたよ 
うに、国際的に多くの抗菌薬耐性菌
（AMR）が増加したことで、感染症の
重症化や死亡率の増加が起こり地球規
模での重大なリスクになっているとい
う認識から、2016年の伊勢志摩サミッ
トでも大きく取り上げられました。
　その際に日本から発表されたのが、
AMR対策アクションプランです。
　大きくは６つのカテゴリーから構成
されていますが、臨床に直結するテー
マは「抗菌薬の使用量と耐性菌の分離
率を低下させる」という対策案です。
　内容を一部紹介しますと、抗菌薬全

体の使用量を2013年に比較して2020年
には33％減少させる、経口セフェム、
キノロン、マクロライド薬の使用量を
半減させる、さらに注射用抗菌薬の使
用量を20％減少させるなど、なかなか
厳しい成果目標です。
　耐性菌の分離率でも、ペニシリン耐
性肺炎球菌を15％以下に、MRSAを20
％以下、キノロン耐性大腸菌を25％以
下に減少させるという目標なのですが、
臨床微生物学の観点からは達成するこ
とは非常に厳しいと、当時すでに感じ
ていました。
　最近発表されたAMR臨床リファレ
ンスセンターの調査結果では、アクシ
ョンプラン開始後３年目の2019年の経
口抗菌薬の消費量は、2013年に比較し
て約12％の減少にとどまり、注射用抗
菌薬に至っては約12％増加しています。
　また各耐性菌の分離率の低下も、目
標値には程遠いレベルの成果しか得ら
れていません。これらの数字からも、
AMR対策の実効性を上げることの難
しさが理解できます。
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菌薬を投与するのが症例の10％未満と
少ない医師は60.1％でしたが（図１）、
東京医科歯科大学の具教授の2020年の
調査では、処方を減らした医師が70％
と10ポイント近く増加していて、AMR
対策の効果によって臨床医の行動変容
がみられています。
　しかし外来での抗菌薬の処方につい
ては、もう一つの問題があります。そ
れは患者さんやその家族からの抗菌薬
処方の希望です。私の調査では患者さ
ん側からの抗菌薬処方の要求が22％あ
り、説明しても納得が得られなければ
抗菌薬を処方する医師が56.5％いると
いう結果でした（図２）。
　このように患者サイドの要求に押し

切られて医師が処方されているという
側面もあります。
　大西　患者さんや国民への啓発活動
が非常に重要かと思うのですが、具体
的にはどのようにしていったらよいで
しょうか。
　中浜　AMR対策では、医師のみな
らず患者サイド、言い換えれば国民へ
の啓発の重要性がクローズアップされ
ています。
　そこで私は2018年に７施設で患者さ
んを対象とした意識調査を実施しまし
た。患者さんの内訳は一般診療科600
人と小児科保護者600人の計1,200人で、
半数が小児科保護者なので女性の比率
が74％と多く、そのうち半数以上が 

図２　風邪症候群の患者／家族が、適応外でも抗菌薬を希望する場合の対応

中浜 力、村谷哲郎：外来診療における耐性菌問題と経口抗菌薬の適正使用
「化療誌」2018、66：185-201

　大西　わが国の臨床現場ではかなり
多くの方に抗菌薬が投与されていると
思うのですが、その中で経口抗菌薬は
開業医も盛んに処方するケースが多い
と聞いています。そのあたりの現状と
課題について教えていただけますか。
　中浜　わが国では毎日200万人に抗
菌薬が投与され、そのうちの90％は経
口抗菌薬であると発表されています。
また経口抗菌薬の70％近くは開業医で
処方されているといわれており、その
状況からAMR問題における開業医の
責任は非常に大きいといえます。
　その一方で、私が過去に行った医師
600人と3,600人を対象とした２回のア
ンケート調査では、開業医と病院外来

医での風邪症候群に対する経口抗菌薬
の処方行動は、開業医がやや処方率が
多いのですが、２群間に大きな差はあ
りませんでした（図１）。
　また私のNPOで肺炎球菌やインフ
ルエンザ菌など４菌種７万8,000株の10
年間の耐性率変化を、開業医由来株と
病院外来株で比較しましたが、ほとん
ど差はありませんでした。これらのこ
とから外来AMR問題を論じる際には、
開業医のみではなく病院外来医も同様
に対象にするべきだと考えています。
　今もご紹介したように外来AMR問
題として最も重要視されているのが、
風邪症候群に際しての抗菌薬投与です。
私の2016年の調査では風邪症候群に抗

図１　風邪症候群への経口抗菌薬の投与割合

中浜 力、村谷哲郎：外来診療における耐性菌問題と経口抗菌薬の適正使用
「化療誌」2018、66：185-201
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菌薬を投与するのが症例の10％未満と
少ない医師は60.1％でしたが（図１）、
東京医科歯科大学の具教授の2020年の
調査では、処方を減らした医師が70％
と10ポイント近く増加していて、AMR
対策の効果によって臨床医の行動変容
がみられています。
　しかし外来での抗菌薬の処方につい
ては、もう一つの問題があります。そ
れは患者さんやその家族からの抗菌薬
処方の希望です。私の調査では患者さ
ん側からの抗菌薬処方の要求が22％あ
り、説明しても納得が得られなければ
抗菌薬を処方する医師が56.5％いると
いう結果でした（図２）。
　このように患者サイドの要求に押し

切られて医師が処方されているという
側面もあります。
　大西　患者さんや国民への啓発活動
が非常に重要かと思うのですが、具体
的にはどのようにしていったらよいで
しょうか。
　中浜　AMR対策では、医師のみな
らず患者サイド、言い換えれば国民へ
の啓発の重要性がクローズアップされ
ています。
　そこで私は2018年に７施設で患者さ
んを対象とした意識調査を実施しまし
た。患者さんの内訳は一般診療科600
人と小児科保護者600人の計1,200人で、
半数が小児科保護者なので女性の比率
が74％と多く、そのうち半数以上が 

図２　風邪症候群の患者／家族が、適応外でも抗菌薬を希望する場合の対応
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　大西　わが国の臨床現場ではかなり
多くの方に抗菌薬が投与されていると
思うのですが、その中で経口抗菌薬は
開業医も盛んに処方するケースが多い
と聞いています。そのあたりの現状と
課題について教えていただけますか。
　中浜　わが国では毎日200万人に抗
菌薬が投与され、そのうちの90％は経
口抗菌薬であると発表されています。
また経口抗菌薬の70％近くは開業医で
処方されているといわれており、その
状況からAMR問題における開業医の
責任は非常に大きいといえます。
　その一方で、私が過去に行った医師
600人と3,600人を対象とした２回のア
ンケート調査では、開業医と病院外来

医での風邪症候群に対する経口抗菌薬
の処方行動は、開業医がやや処方率が
多いのですが、２群間に大きな差はあ
りませんでした（図１）。
　また私のNPOで肺炎球菌やインフ
ルエンザ菌など４菌種７万8,000株の10
年間の耐性率変化を、開業医由来株と
病院外来株で比較しましたが、ほとん
ど差はありませんでした。これらのこ
とから外来AMR問題を論じる際には、
開業医のみではなく病院外来医も同様
に対象にするべきだと考えています。
　今もご紹介したように外来AMR問
題として最も重要視されているのが、
風邪症候群に際しての抗菌薬投与です。
私の2016年の調査では風邪症候群に抗

図１　風邪症候群への経口抗菌薬の投与割合
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一方で、74.1％の人が抗菌薬処方を希
望していないことは、大部分の患者さ
んが医師の治療方針に従っているとも
考えられ、今後の啓発対象は残りの
25.9％の少数派ともいえます。その
25.9％の希望者に、もし医師から風邪
に抗菌薬は効果がないことを説明され
たらどう感じるかときいてみますと、
91.9％の人がその後は抗菌薬を希望し
なくなることがわかりました（図５）。
やはり医師の説明の力は、我々が思う
以上に説得力があるようです。
　続いて抗菌薬を希望した人に「抗菌

薬を処方しない医師に対する印象」を
きいてみますと、90.7％が受診を続け
ることもわかりました（図６）。です
から、医師は臆することなく患者さん
に説明をしても大丈夫なようです。
　そこで、1,200人全員に医師の説明を
受けた経験をきいてみますと、全体の
17％の人しか医師から説明を受けてい
ませんでした。この結果から、今後は
さらに医師サイドからの説明対応が望
まれます。
　それではどのように抗菌薬の適正使
用を説明すれば説得力が生まれるのか

図５

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019

30～40歳でした。
　その調査の結果、風邪に対して抗菌
薬は効果があると考える人は全体の
81.8％と多く（図３）、風邪の際に抗菌

薬処方を医師に希望した経験があるの
は25.9％でした（図４）。先ほどの私の
医師対象のアンケートでは21.7％でし
たが、ほぼ近似した数字と思われます。

図３

図４

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019
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一方で、74.1％の人が抗菌薬処方を希
望していないことは、大部分の患者さ
んが医師の治療方針に従っているとも
考えられ、今後の啓発対象は残りの
25.9％の少数派ともいえます。その
25.9％の希望者に、もし医師から風邪
に抗菌薬は効果がないことを説明され
たらどう感じるかときいてみますと、
91.9％の人がその後は抗菌薬を希望し
なくなることがわかりました（図５）。
やはり医師の説明の力は、我々が思う
以上に説得力があるようです。
　続いて抗菌薬を希望した人に「抗菌

薬を処方しない医師に対する印象」を
きいてみますと、90.7％が受診を続け
ることもわかりました（図６）。です
から、医師は臆することなく患者さん
に説明をしても大丈夫なようです。
　そこで、1,200人全員に医師の説明を
受けた経験をきいてみますと、全体の
17％の人しか医師から説明を受けてい
ませんでした。この結果から、今後は
さらに医師サイドからの説明対応が望
まれます。
　それではどのように抗菌薬の適正使
用を説明すれば説得力が生まれるのか

図５

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019

30～40歳でした。
　その調査の結果、風邪に対して抗菌
薬は効果があると考える人は全体の
81.8％と多く（図３）、風邪の際に抗菌

薬処方を医師に希望した経験があるの
は25.9％でした（図４）。先ほどの私の
医師対象のアンケートでは21.7％でし
たが、ほぼ近似した数字と思われます。

図３

図４

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019
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おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019
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年の具教授のグループの調査では、医
師サイドと患者サイドにも抗菌薬の適
正使用の意識変容が確かに認められる
ようになっています。
　これはこの５年間の対策を実施して
きた効果と評価されます。
　そこで今後の展望としては、まずは
この５年間のAMR対策の実績を踏ま
えて、2016年版に続く新しい「AMR
対策アクションプラン」を作成するこ
とだと思います。
　この５年間の対策の中で注目される
のは、2018年に作られた「小児抗菌薬
適正使用支援加算」です。これは３歳

児以下を対象とする小児科外来診療科
と小児かかりつけ診療科で、小児科専
門医師が上気道炎や下痢症の初診患者
に対して、抗菌薬を投与しない理由を
説明すると80点の加算を算定できるも
のです。
　この加算が実施されて以降、小児科
での抗菌薬投与のレセプト数が減少し
たと報告されています。やはり加算設
定は強いインセンティブとなりうるの
で、この適正使用支援加算を時限的で
もいいので、内科や耳鼻科にも拡大し
ていただきたいです。個人的には、こ
の「加算設定」が最も即効的で効果的

図７　メッセージテスト　結果

中浜 力：シンポジウム１「AMR対策アクションプランの検証」─１次医療機関に
おけるAMR活動の検証─　第93回日本感染症学会（東京）発表　2019

を、メッセージテストを用いて調べて
みました。このメッセージテストとは、
ひとつのテーマに対し異なる視点の選
択肢を提示し、メッセージの受け手側
に「何を伝えることが最も相手の心に
響くのか」を検証する方法です。テス
トは私のクリニックで100人の患者さ
んを対象に、５つの選択肢を提示して
実施いたしました。その結果は「耐性
菌による将来の抗菌薬の効果減少のリ
スク」が52％と圧倒的に多いものでし
た（図７）。
　ここまでの結果から国民への意識改

革の処方箋をまとめますと、主たる訴
求ターゲットは30～40代の女性で、訴
求ポイントは「不適切な抗菌薬使用は、
体内に耐性菌を生み、将来の貴方の感
染症治療のリスクになりますよ」と、
なります。そして広報の手段としては、
医師からの直接説明が最も効果的であ
るといえます。
　大西　今後の展望としてはどういっ
た点が重要な課題だとお考えでしょう
か。
　中浜　先にご紹介しましたアクショ
ンプラン対策は５年間実施され、2021

図６
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なAMR対策になると考えています。
　それからやはり学校教育の段階で、
抗菌薬適正使用の必要性を教育するこ
とは大切ではないかと考えています。
　私は小学校６年生を対象に、年に１
回、禁煙の講義をしてきましたが、授
業を聞いた後の子供たちの表情は真剣
そのものでした。小さい時からの知識
の注入は、将来的にも影響するものと
実感しています。
　また先ほどの患者アンケートでは、
有効性のあるAMRの広報としては、
テレビ番組やインターネットでの拡散
が一番効果的という意見でした。その
他にも少数意見ですが、母子手帳に記

載する、風邪薬の薬袋に説明用チラシ
を入れるなどユニークな提案もありま
した。
　耐性菌によって世界中で毎年70万人
の人が死亡しているといわれ、この耐
性菌の脅威はますます増悪していくこ
とは確実です。
　今後も行政と臨床医が現状をトレー
スしながら、忍耐強くAMR対策を立
案して実行していくことが、最も求め
られることだと思います。
　大西　重要な課題についてお話しい
ただき、どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学大学院統合臨床感染症学分野教授
具　　芳　明

（聞き手　齊藤郁夫）

抗菌薬の安定供給の課題

　齊藤　抗菌薬の安定供給の課題とい
うことですが、一般的に薬のライフサ
イクルはどうなっていますか。
　具　まず開発するメーカーが創薬し
て新しい薬剤を創る。そしてその新薬
をいわゆる先発品というかたちで市場
に出して、それが広く使われて、開発
した会社はその投資を回収するという
格好になります。ある程度時間がたつ
と、今度は安価な後発品が出てきます。
そうしますとさらに広くいろいろな方
に使われるようになっていきます。先
発品を開発した会社がそれまでに投資
を回収できていれば、それを新たな開
発に回すというかたちで、新しい薬剤
につなげていくというライフサイクル、
これが長くいろいろな薬剤で行われて
います（図１）。
　齊藤　高血圧の薬も、糖尿病の薬も、
心不全の薬も、どんどん新しいものが
できて、それがガイドラインで推奨さ
れて、使われていって、患者さんが恩
恵を受ける。それで開発した企業も利
潤が上がって、次の薬の開発に向かえ

るという流れですね。
　具　そうですね。
　齊藤　そういった中で抗菌薬はどう
ですか。
　具　抗菌薬に関しては、新薬の開発
がかなり滞ってきています。そのため
に、私たちが使っている抗菌薬のほと
んどはもう長年使われており、ほぼす
べて後発品になっているという状況で
す。
　齊藤　新薬を創る会社が必ずしもそ
こに力を入れられないという状況なの
でしょうね。
　具　そうですね。抗菌薬を開発して
も、市場として魅力がないというとこ
ろかと思います。
　齊藤　生活習慣病ですと新薬が出て、
いい結果が出るとガイドラインで推奨
されて、どんどん使われていきますが、
抗菌薬の場合はどんどん使うというこ
とはないのですね。
　具　やはり最近、薬剤耐性の問題が
大きくなっていますので、抗菌薬は全
体に抑制的に使う流れになっています。

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（Ⅲ）
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なAMR対策になると考えています。
　それからやはり学校教育の段階で、
抗菌薬適正使用の必要性を教育するこ
とは大切ではないかと考えています。
　私は小学校６年生を対象に、年に１
回、禁煙の講義をしてきましたが、授
業を聞いた後の子供たちの表情は真剣
そのものでした。小さい時からの知識
の注入は、将来的にも影響するものと
実感しています。
　また先ほどの患者アンケートでは、
有効性のあるAMRの広報としては、
テレビ番組やインターネットでの拡散
が一番効果的という意見でした。その
他にも少数意見ですが、母子手帳に記

載する、風邪薬の薬袋に説明用チラシ
を入れるなどユニークな提案もありま
した。
　耐性菌によって世界中で毎年70万人
の人が死亡しているといわれ、この耐
性菌の脅威はますます増悪していくこ
とは確実です。
　今後も行政と臨床医が現状をトレー
スしながら、忍耐強くAMR対策を立
案して実行していくことが、最も求め
られることだと思います。
　大西　重要な課題についてお話しい
ただき、どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学大学院統合臨床感染症学分野教授
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うことですが、一般的に薬のライフサ
イクルはどうなっていますか。
　具　まず開発するメーカーが創薬し
て新しい薬剤を創る。そしてその新薬
をいわゆる先発品というかたちで市場
に出して、それが広く使われて、開発
した会社はその投資を回収するという
格好になります。ある程度時間がたつ
と、今度は安価な後発品が出てきます。
そうしますとさらに広くいろいろな方
に使われるようになっていきます。先
発品を開発した会社がそれまでに投資
を回収できていれば、それを新たな開
発に回すというかたちで、新しい薬剤
につなげていくというライフサイクル、
これが長くいろいろな薬剤で行われて
います（図１）。
　齊藤　高血圧の薬も、糖尿病の薬も、
心不全の薬も、どんどん新しいものが
できて、それがガイドラインで推奨さ
れて、使われていって、患者さんが恩
恵を受ける。それで開発した企業も利
潤が上がって、次の薬の開発に向かえ

るという流れですね。
　具　そうですね。
　齊藤　そういった中で抗菌薬はどう
ですか。
　具　抗菌薬に関しては、新薬の開発
がかなり滞ってきています。そのため
に、私たちが使っている抗菌薬のほと
んどはもう長年使われており、ほぼす
べて後発品になっているという状況で
す。
　齊藤　新薬を創る会社が必ずしもそ
こに力を入れられないという状況なの
でしょうね。
　具　そうですね。抗菌薬を開発して
も、市場として魅力がないというとこ
ろかと思います。
　齊藤　生活習慣病ですと新薬が出て、
いい結果が出るとガイドラインで推奨
されて、どんどん使われていきますが、
抗菌薬の場合はどんどん使うというこ
とはないのですね。
　具　やはり最近、薬剤耐性の問題が
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　具　はい。今、抗菌薬はそのほとん
どがジェネリックになっています。そ
して海外から安い原薬を輸入するとい
うパターンになっていますので、海外
の工場で何か問題が起こると日本の抗
菌薬が足りなくなることが、いつ起こ
ってもおかしくない状況になっていま
す（図３）。
　齊藤　そういった不安定供給の問題
とともに、海外の原薬製造に関しても
コストが上がってきているのでしょう
か。
　具　海外では、まず安い原薬を求め

て、中国やインドの会社に集約されて
きました。ただ、そういった国々でも
次第に賃金が上がっていったり、最近
は環境問題への対応が必要になってき
たり、これまではかなり安かった原薬
も少しずつ値段が高くなってきている
と聞いています。
　齊藤　供給ルートについて何か対策
をされるのでしょうか。
　具　日本として一つの供給ルートに
頼っていては、そこでトラブルが起き
たときにすぐ薬が足りなくなってしま
うので、できるだけ複数のルート、サ

図２　主な注射用抗菌薬（上位７系統）販売量の推移（2013～19年）

全国抗菌薬販売量サーベイランス（http://amrcrc.ncgm.go.jp/
surveillance/020/20190902163931.html）に基づき作成

それから新薬についても、せっかく新
しい薬剤が出たのに、耐性が出て使え
なくなっては困るということで、どち
らかというと大事に使いましょうとい
うことになっていく。そこがほかの分
野の薬と違うところだと思います。
　齊藤　今使っている抗菌薬の多くは
ジェネリックになっているのですね。
供給が不足した事例があるのでしょう
か。
　具　日本で最も大きな問題になった
のは、セファゾリンという第一世代セ
ファロスポリンの注射剤が不足したこ
とです。これは2019年に起こりました。
この薬は日本の医療現場で多く使われ
ていますので、足りなくなったときは、
多くの病院が代替薬を入手しようと動

きましたが、代替薬も足りないという
ような事態になり、非常に多くの病院
で抗菌薬をどうやりくりするかに苦労
しました（図２）。
　齊藤　なぜそうなったのでしょうか。
　具　もともとこの薬もいわゆるジェ
ネリックなのですが、その中で最も大
きなシェアを持っている会社が、原薬
の輸入をできなくなったことが一番の
理由です。海外で原薬を購入して、日
本で最終的な製品にして販売するとい
う流れなのですが、その原薬工場で問
題が起きて、日本での生産が止まって
しまったのです。
　齊藤　輸入頼りということで、こう
いうことは今後も起こりうるというこ
とですか。

図１　抗菌薬のライフサイクルと課題

Meeting Report Antibiotic Shortages: Magnitude, Causes and Possible Solutions. 
Norwegian Directorate of Health, Oslo, Norway 10-11 December 2018. Geneva, World 

Health Organization; 2019. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.02 に基づいて作成
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の薬剤は確実に確保するようにという
ような要望を出している。そして、厚
生労働省でもそれを踏まえて関係者会
議を行って対策の話し合いが行われま
した。
　齊藤　具体的にはどういったことを
要望しているのでしょうか。
　具　まず先ほどお話しした、できる
だけ複数の供給ルートを確保すること。
それだけではなくて、これは国の政策
にも関わるのですが、薬価があまり安
くなってしまうと、安定供給のために
投資することができないということが
起きます。やはり薬価は一定のところ
をきちんと確保する必要があるだろう
と思います。あとは、供給不足が起き
たときの対応をきちんとシステムとし
て作っておいて、できるだけ早く対応
できるような仕組みも必要ではないか
と思います。
　齊藤　ジェネリック使用がたいへん
増えてきて、今回は、抗菌薬で供給不
安定の問題があったようですが、生活
習慣病などの領域でもありうることな
のでしょうね。
　具　そうですね。新薬の開発がどん
どん進んでいる領域は、いわゆるライ
フサイクルが回ります。ただ、特にジ
ェネリックが中心になっている領域で
すと、同じようなことが起きうると思
います。
　齊藤　そこに対してはもうそろそろ、
対策を考えておかないといけないので

しょうね。
　具　抗菌薬で見えてきた問題は、昔
から使われているほかの薬にも影響し
うるということになります。厚生労働
省も抗菌薬以外の薬剤も含めて対策が
必要だということでリストアップをし、
これから具体的に対策を進めていくと
いう段階だと理解しています。
　齊藤　今、新型コロナウイルスで皆
さん、たいへん忙しいので、こういっ
た面に気が回らない部分もあるかもし
れませんが、非常に重要な問題ですね。
　具　私たちは医薬品が常に安定して
そこにあると思って仕事をしていると
ころがあります。これをきちんと継続
するということは、医療そのものの継
続につながる大事な問題だと思ってい
ます。
　齊藤　日本の問題としてお話しいた
だいたのですけれども、これは国際的
にも問題となりうることでしょうね。
　具　世界的に同じ構造になっている
ところがあり、例えば米国あるいは欧
州でも抗菌薬が不足するという事態が
しばしば起きています。決して日本で
足りなければ同時にアメリカでも足り
ないというわけでもないのですが、そ
れぞれの国でも大きな問題だというこ
とで、様々な対策が今始まっていると
ころです。そういう意味でも、国際協
力というかたちで一緒に動いていくこ
とも必要かもしれません。
　齊藤　イギリスでは何か対策が打た

プライチェーンを確保していくことが
とても大事になります。そもそも海外
の製造に依存していることを多くの現
場の医療従事者は知らなかったことか
もしれませんが、海外といっても、様々
な会社から供給を受けることで、まず
一つ安全性を高めることができると思

います。
　齊藤　学会でもそういう危機感が共
有されているとうかがいましたが。
　具　基本的な抗菌薬が入手できない
と、様々な医療の存続に関わります。
そこで、感染症関連の学会では主な抗
菌薬のリストを作って、少なくともこ

図３　注射用抗菌薬の使用量（2017年レセプトデータ）

http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.html、
http://www.antibiotic-books.jp/drugs を参考に作成
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の薬剤は確実に確保するようにという
ような要望を出している。そして、厚
生労働省でもそれを踏まえて関係者会
議を行って対策の話し合いが行われま
した。
　齊藤　具体的にはどういったことを
要望しているのでしょうか。
　具　まず先ほどお話しした、できる
だけ複数の供給ルートを確保すること。
それだけではなくて、これは国の政策
にも関わるのですが、薬価があまり安
くなってしまうと、安定供給のために
投資することができないということが
起きます。やはり薬価は一定のところ
をきちんと確保する必要があるだろう
と思います。あとは、供給不足が起き
たときの対応をきちんとシステムとし
て作っておいて、できるだけ早く対応
できるような仕組みも必要ではないか
と思います。
　齊藤　ジェネリック使用がたいへん
増えてきて、今回は、抗菌薬で供給不
安定の問題があったようですが、生活
習慣病などの領域でもありうることな
のでしょうね。
　具　そうですね。新薬の開発がどん
どん進んでいる領域は、いわゆるライ
フサイクルが回ります。ただ、特にジ
ェネリックが中心になっている領域で
すと、同じようなことが起きうると思
います。
　齊藤　そこに対してはもうそろそろ、
対策を考えておかないといけないので

しょうね。
　具　抗菌薬で見えてきた問題は、昔
から使われているほかの薬にも影響し
うるということになります。厚生労働
省も抗菌薬以外の薬剤も含めて対策が
必要だということでリストアップをし、
これから具体的に対策を進めていくと
いう段階だと理解しています。
　齊藤　今、新型コロナウイルスで皆
さん、たいへん忙しいので、こういっ
た面に気が回らない部分もあるかもし
れませんが、非常に重要な問題ですね。
　具　私たちは医薬品が常に安定して
そこにあると思って仕事をしていると
ころがあります。これをきちんと継続
するということは、医療そのものの継
続につながる大事な問題だと思ってい
ます。
　齊藤　日本の問題としてお話しいた
だいたのですけれども、これは国際的
にも問題となりうることでしょうね。
　具　世界的に同じ構造になっている
ところがあり、例えば米国あるいは欧
州でも抗菌薬が不足するという事態が
しばしば起きています。決して日本で
足りなければ同時にアメリカでも足り
ないというわけでもないのですが、そ
れぞれの国でも大きな問題だというこ
とで、様々な対策が今始まっていると
ころです。そういう意味でも、国際協
力というかたちで一緒に動いていくこ
とも必要かもしれません。
　齊藤　イギリスでは何か対策が打た

プライチェーンを確保していくことが
とても大事になります。そもそも海外
の製造に依存していることを多くの現
場の医療従事者は知らなかったことか
もしれませんが、海外といっても、様々
な会社から供給を受けることで、まず
一つ安全性を高めることができると思

います。
　齊藤　学会でもそういう危機感が共
有されているとうかがいましたが。
　具　基本的な抗菌薬が入手できない
と、様々な医療の存続に関わります。
そこで、感染症関連の学会では主な抗
菌薬のリストを作って、少なくともこ

図３　注射用抗菌薬の使用量（2017年レセプトデータ）

http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/010/20181128172333.html、
http://www.antibiotic-books.jp/drugs を参考に作成
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れたのですか。
　具　イギリスでは新薬の開発で対策
が打たれ、新薬を開発した会社がかか
った費用、投資したコストを確実に確
保できるような仕組みを作って、薬の
ライフサイクルをきちんと回すための
新しいビジネスモデルを国として作ろ
うという動きが出ています。
　齊藤　企業の社会的貢献も非常に重

要だということですが、国とうまく共
同して、薬がなくなるという問題が回
避されないといけないでしょうね。
　具　そうですね。医療にとっては基
本的な、かつ重要な問題だと思います。
ぜひこういった問題にも注目していた
だければと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

新規抗菌薬の開発状況

　中村　大曲先生に新しい抗菌薬の開
発状況についてお話をいただきます。
このシリーズの前半はCOVID-19と診
断の決まった状態での治療の話が主で
したが、まだ菌の同定も感受性もわか
らない状況での肺炎を見たら、どのよ
うにするのか、どういう抗菌薬を選ん
でいるのか、その辺からまず教えてく
ださい。
　大曲　まず仮定として、普通に街中
で生活されている方が体調を崩して来
られたという前提でお話をしたいと思
います。通常は、例えば胸部のレント
ゲン、場合によってはCTを撮る医師
もいるかもしれませんが、肺に影があ
ることを確認します。肺炎の原因とな
る微生物にある程度の傾向があるので、
そもそもどういう菌が感染を起こすか
を確認することが大事だと思っていま
す。具体的には、肺炎球菌はやはり頻
度が高いですし、高齢者、あるいは喫
煙者では、ヘモフィルスインフルエン
ザが問題になりますし、広い菌の中で
はマイコプラズマ等も問題になります。

要はそれらが治療の対象になるのです
が、先生がおっしゃるとおりで、例え
ば会って10分とか15分で原因となって
いる菌がすぐにわかる状態にはまだな
ってはいないです。
　中村　そうですね。
　大曲　そのときには、先ほど申し上
げたような菌、一般的には肺炎球菌と
かヘモフィルスインフルエンザ、ある
いはモラクセラ・カタラーリスといっ
た菌のことを想定して、それらをおお
むね治療できるような、外さない抗菌
薬を選んで治療しています。
　中村　例えばどのようなものを選ば
れていますか。
　大曲　これは医師によって多少考え
方の違いがあるかもしれませんが、一
般的に使われるのは、例えばペニシリ
ン系の抗菌薬、アンピシリン、それに
例えばスルバクタムを一緒に合わせた
ものを使うこともありますし、第３世
代のセファロスポリン、よく使われる
のはセフトリアキソンですが、これら
を使うこともあります。

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（Ⅲ）
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れたのですか。
　具　イギリスでは新薬の開発で対策
が打たれ、新薬を開発した会社がかか
った費用、投資したコストを確実に確
保できるような仕組みを作って、薬の
ライフサイクルをきちんと回すための
新しいビジネスモデルを国として作ろ
うという動きが出ています。
　齊藤　企業の社会的貢献も非常に重

要だということですが、国とうまく共
同して、薬がなくなるという問題が回
避されないといけないでしょうね。
　具　そうですね。医療にとっては基
本的な、かつ重要な問題だと思います。
ぜひこういった問題にも注目していた
だければと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

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４月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、６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３回として、５篇を収録いたしました。
※知って楽しい「教養」としての医学英語　第１回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。

後記にかえて

国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

新規抗菌薬の開発状況

　中村　大曲先生に新しい抗菌薬の開
発状況についてお話をいただきます。
このシリーズの前半はCOVID-19と診
断の決まった状態での治療の話が主で
したが、まだ菌の同定も感受性もわか
らない状況での肺炎を見たら、どのよ
うにするのか、どういう抗菌薬を選ん
でいるのか、その辺からまず教えてく
ださい。
　大曲　まず仮定として、普通に街中
で生活されている方が体調を崩して来
られたという前提でお話をしたいと思
います。通常は、例えば胸部のレント
ゲン、場合によってはCTを撮る医師
もいるかもしれませんが、肺に影があ
ることを確認します。肺炎の原因とな
る微生物にある程度の傾向があるので、
そもそもどういう菌が感染を起こすか
を確認することが大事だと思っていま
す。具体的には、肺炎球菌はやはり頻
度が高いですし、高齢者、あるいは喫
煙者では、ヘモフィルスインフルエン
ザが問題になりますし、広い菌の中で
はマイコプラズマ等も問題になります。

要はそれらが治療の対象になるのです
が、先生がおっしゃるとおりで、例え
ば会って10分とか15分で原因となって
いる菌がすぐにわかる状態にはまだな
ってはいないです。
　中村　そうですね。
　大曲　そのときには、先ほど申し上
げたような菌、一般的には肺炎球菌と
かヘモフィルスインフルエンザ、ある
いはモラクセラ・カタラーリスといっ
た菌のことを想定して、それらをおお
むね治療できるような、外さない抗菌
薬を選んで治療しています。
　中村　例えばどのようなものを選ば
れていますか。
　大曲　これは医師によって多少考え
方の違いがあるかもしれませんが、一
般的に使われるのは、例えばペニシリ
ン系の抗菌薬、アンピシリン、それに
例えばスルバクタムを一緒に合わせた
ものを使うこともありますし、第３世
代のセファロスポリン、よく使われる
のはセフトリアキソンですが、これら
を使うこともあります。

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（Ⅲ）
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ーゼを止めるような薬、例えばアビバ
クタムですとか、そうしたものの合剤
の開発に取り組まれています。
　中村　これは経口ですか。点滴です
か。
　大曲　主に点滴です。確かに経口で
行う治療は非常に求められています。
例えば、今日本では大腸菌の中でも20
％以上が第３世代のセファロスポリン
が効かないようなESDL産生菌に変わ
ってきています。これらは頻度も高く、
大腸菌の感染症というと、尿路感染な
ど、要は我々がよく見るような感染症
が多いのですが、それらをうまく治療
するという意味で、内服の治療が求め
られているのだと思います。実際には
こうした多剤耐性菌の内服治療はなか
なか開発がたいへんらしくて、これか
らそれが出るのを期待したいと思いま
す。
　中村　実際に開発の努力はされてい
るわけですね。
　大曲　開発の努力はされています。
ただ、ちょっと懸念しているのは、こ
うしたいわゆる多剤耐性菌向けの治療
薬の開発はなかなか困難でして、実は
20年、30年前に行われていたほど活発
に行われていないのが正直なところで
す。
　中村　そうですか。
　大曲　そうなのです。開発自体が簡
単ではないということも一つあるよう
です。もう一つは、開発には当然コス

トがかかるのですが、実はこういう多
剤耐性菌向けの治療薬というのは、医
療者の立場からすれば、すごく大きな
売り上げにつながるわけではないので
す。ですので、開発費用を回収できな
い。開発費のほうが上回ってしまうこ
ともあるようでして、そういう困難な
面もあります。
　中村　メリットが少ない。でも、実
際に頻度が多くなれば当然ニーズが高
くなるわけですが。
　大曲　もちろんそれもあると思いま
す。ただ、こういう傾向は世界的にも
そうらしく、最近特にG７の国、イギ
リスやアメリカでも議論されています。
実際少し変わってきているのは、治療
として当然必要な薬剤で、でもたくさ
ん生産量が必要なわけではない薬剤と
いうのは国民の健康を守るために国と
して支えていく必要があるだろう。そ
のために、きちんとそうした薬剤がず
っと市場に出回り続けるように、国と
して法律を作ったりしてサポートをす
るといったことは始められています。
　中村　実際に私ども臨床の立場で
時々困るのは、蜂窩織炎（phlegmone）
を見たときです。菌の同定もしにくい
ですが、それはどう治療されますか。
　大曲　一般的な蜂窩織炎、患者さん
が込み入った持病を持っているなどの
状況ではなくて起こる蜂窩織炎の場合
は、通常は黄色ブドウ球菌か、あるい
はA群β溶連菌が原因のことが多いで

　ただ、それだと抗菌薬としてはまだ
かなり広域なのです。その場合、例え
ば治療の前に喀痰が取れれば、グラム
染色を顕微鏡で見て、ある程度菌がわ
かる場合があります。それで例えば肺
炎球菌らしいということがわかれば、
ペニシリン系の抗菌薬で治療すること
も可能です。
　中村　例えばニューキノロンのよう
なものもお使いになりますか。
　大曲　今のようなかたちで選んでい
くと、実はニューキノロンを使うこと
は私自身はあまりないです。ただ、患
者さんがもともと肺の病気を持ってい
て、何度も感染を繰り返している場合
があります。そうすると、ニューキノ
ロンでなければ治療ができないような
微生物で状態が悪くなっていることが
現実にあります。そうしたときが使う
場面ではないかなと思います。
　中村　そのうちに菌の同定ができて、
感受性もある程度わかり、正しいもの
を選んでいくことになりますか。
　大曲　そこをいかにきっちりやって
いくのかが治療を成功させるポイント
であり、薬を適正に使って耐性菌を作
らないようにする意味でも大事ではな
いかと思います。
　中村　今、いろいろな種類の抗菌薬
が私どもの手元で使えるようになりま
したが、これからどのような新しい抗
菌薬の開発が行われていくのか。ある
いは、実際に行われているのか。その

辺のお話をいただけますか。
　大曲　特に抗菌薬の開発に関しては、
例えばこの10年、20年ぐらいは主にグ
ラム陽性球菌といわれるような、わか
りやすいところで言うと、黄色ブドウ
球菌、なかでも薬が効きにくいMRSA
などに対しての治療薬の開発が非常に
活発だったと思います。昔からバンコ
マイシンという薬がありますが、例え
ばリネゾリド、テジゾリドといった薬
も出てきて、そちらに関してはだいぶ
進んできました。
　一方で、最近になってむしろ問題に
なってきたのが、いわゆる薬の効きに
くいグラム陰性桿菌、多剤耐性のグラ
ム陰性桿菌です。昔は緑膿菌が問題に
なりましたが、むしろ今はカルバペネ
ムを溶かしてしまうような酵素を出す、
腸の中にいるような腸内細菌科のグラ
ム陰性桿菌も問題になってきています。
アシネトバクターのような多剤耐性菌
も同時に問題にはなっています。です
ので、こうしたいわゆる多剤耐性のグ
ラム陰性桿菌、これらをカバーするよ
うな治療が今、開発対象としては一番
求められていると思います。
　中村　実際に登場しつつあるのです
か。
　大曲　実際に登場しつつあります。
例えば、もともとある第３世代のセフ
ァロスポリン、例えばセフタジジムと
いう薬に、先ほど申し上げたような抗
菌薬を溶かすような酵素、βラクタマ
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ーゼを止めるような薬、例えばアビバ
クタムですとか、そうしたものの合剤
の開発に取り組まれています。
　中村　これは経口ですか。点滴です
か。
　大曲　主に点滴です。確かに経口で
行う治療は非常に求められています。
例えば、今日本では大腸菌の中でも20
％以上が第３世代のセファロスポリン
が効かないようなESDL産生菌に変わ
ってきています。これらは頻度も高く、
大腸菌の感染症というと、尿路感染な
ど、要は我々がよく見るような感染症
が多いのですが、それらをうまく治療
するという意味で、内服の治療が求め
られているのだと思います。実際には
こうした多剤耐性菌の内服治療はなか
なか開発がたいへんらしくて、これか
らそれが出るのを期待したいと思いま
す。
　中村　実際に開発の努力はされてい
るわけですね。
　大曲　開発の努力はされています。
ただ、ちょっと懸念しているのは、こ
うしたいわゆる多剤耐性菌向けの治療
薬の開発はなかなか困難でして、実は
20年、30年前に行われていたほど活発
に行われていないのが正直なところで
す。
　中村　そうですか。
　大曲　そうなのです。開発自体が簡
単ではないということも一つあるよう
です。もう一つは、開発には当然コス

トがかかるのですが、実はこういう多
剤耐性菌向けの治療薬というのは、医
療者の立場からすれば、すごく大きな
売り上げにつながるわけではないので
す。ですので、開発費用を回収できな
い。開発費のほうが上回ってしまうこ
ともあるようでして、そういう困難な
面もあります。
　中村　メリットが少ない。でも、実
際に頻度が多くなれば当然ニーズが高
くなるわけですが。
　大曲　もちろんそれもあると思いま
す。ただ、こういう傾向は世界的にも
そうらしく、最近特にG７の国、イギ
リスやアメリカでも議論されています。
実際少し変わってきているのは、治療
として当然必要な薬剤で、でもたくさ
ん生産量が必要なわけではない薬剤と
いうのは国民の健康を守るために国と
して支えていく必要があるだろう。そ
のために、きちんとそうした薬剤がず
っと市場に出回り続けるように、国と
して法律を作ったりしてサポートをす
るといったことは始められています。
　中村　実際に私ども臨床の立場で
時々困るのは、蜂窩織炎（phlegmone）
を見たときです。菌の同定もしにくい
ですが、それはどう治療されますか。
　大曲　一般的な蜂窩織炎、患者さん
が込み入った持病を持っているなどの
状況ではなくて起こる蜂窩織炎の場合
は、通常は黄色ブドウ球菌か、あるい
はA群β溶連菌が原因のことが多いで

　ただ、それだと抗菌薬としてはまだ
かなり広域なのです。その場合、例え
ば治療の前に喀痰が取れれば、グラム
染色を顕微鏡で見て、ある程度菌がわ
かる場合があります。それで例えば肺
炎球菌らしいということがわかれば、
ペニシリン系の抗菌薬で治療すること
も可能です。
　中村　例えばニューキノロンのよう
なものもお使いになりますか。
　大曲　今のようなかたちで選んでい
くと、実はニューキノロンを使うこと
は私自身はあまりないです。ただ、患
者さんがもともと肺の病気を持ってい
て、何度も感染を繰り返している場合
があります。そうすると、ニューキノ
ロンでなければ治療ができないような
微生物で状態が悪くなっていることが
現実にあります。そうしたときが使う
場面ではないかなと思います。
　中村　そのうちに菌の同定ができて、
感受性もある程度わかり、正しいもの
を選んでいくことになりますか。
　大曲　そこをいかにきっちりやって
いくのかが治療を成功させるポイント
であり、薬を適正に使って耐性菌を作
らないようにする意味でも大事ではな
いかと思います。
　中村　今、いろいろな種類の抗菌薬
が私どもの手元で使えるようになりま
したが、これからどのような新しい抗
菌薬の開発が行われていくのか。ある
いは、実際に行われているのか。その

辺のお話をいただけますか。
　大曲　特に抗菌薬の開発に関しては、
例えばこの10年、20年ぐらいは主にグ
ラム陽性球菌といわれるような、わか
りやすいところで言うと、黄色ブドウ
球菌、なかでも薬が効きにくいMRSA
などに対しての治療薬の開発が非常に
活発だったと思います。昔からバンコ
マイシンという薬がありますが、例え
ばリネゾリド、テジゾリドといった薬
も出てきて、そちらに関してはだいぶ
進んできました。
　一方で、最近になってむしろ問題に
なってきたのが、いわゆる薬の効きに
くいグラム陰性桿菌、多剤耐性のグラ
ム陰性桿菌です。昔は緑膿菌が問題に
なりましたが、むしろ今はカルバペネ
ムを溶かしてしまうような酵素を出す、
腸の中にいるような腸内細菌科のグラ
ム陰性桿菌も問題になってきています。
アシネトバクターのような多剤耐性菌
も同時に問題にはなっています。です
ので、こうしたいわゆる多剤耐性のグ
ラム陰性桿菌、これらをカバーするよ
うな治療が今、開発対象としては一番
求められていると思います。
　中村　実際に登場しつつあるのです
か。
　大曲　実際に登場しつつあります。
例えば、もともとある第３世代のセフ
ァロスポリン、例えばセフタジジムと
いう薬に、先ほど申し上げたような抗
菌薬を溶かすような酵素、βラクタマ
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す。ですので、そういう場合は例えば
第１世代のセファロスポリンのセファ
ゾリン、点滴であればこの薬剤で十分
効果が期待できると思います。内服で
いえば、セファゾリンの内服薬に当た
るものがあります。例えば、セファレ
キシンといった薬を使うということも
ありますし、医師によっては内服薬で
はペニシリン系でアモキシシリンとク
ラブラン酸の合剤を使う方もいます。
　ただ、患者さんが込み入った持病を
お持ちだったり、非常に重症の場合は、
先ほどの黄色ブドウ球菌や溶連菌だけ
が原因とは言い切れない場合もありま

す。そういうときには、例えば大腸菌
とかクレブシエラのようなグラム陰性
桿菌が問題になることも全くないわけ
ではありません。そういうときは第３
世代のセファロスポリンのような広域
抗菌薬を使わなければいけない場面も
あります。ただ、通常の診療をしてい
る中でそういうことに出会うのは極め
てまれではあります。
　中村　これからぜひ私どもが使いや
すく、副作用も少ない抗菌薬が登場し
てくるといいと思います。ありがとう
ございました。

国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター専門外来医長
塚　田　訓　久

（聞き手　齊藤郁夫）

HIV/AIDSの流行終結に向けた戦略

　齊藤　今、AIDSあるいはHIVに関
して、世界ではどうなっているのでし
ょうか。
　塚田　世界では、2020年の時点で
HIV陽性者は3,800万人前後と推定され
ています。
　齊藤　その国の医療状況あるいは経
済性などと関係するのですか。
　塚田　世界中に感染者はいますが、
特に感染者が多い地域はサハラ砂漠以
南のアフリカ、あるいは世界の中でも
貧しい地域です。
　齊藤　そういった中で日本はどうな
っているのでしょう。
　塚田　日本は累計の報告者数が３万
人を超えたところですが、世界の中で
は感染者が少ない地域に属すると考え
ていいと思います。
　齊藤　さて、診断法は今、どういう
ふうにするのですか。
　塚田　HIVのスクリーニング検査、
いわゆる「抗体検査」を血液検査で行
って、もしそれが陽性になった場合に
は確認検査で診断を確定します。

　齊藤　検査する時期はどう考えられ
ていますか。
　塚田　スクリーニング検査は感度が
非常に高いので、感染のリスクとなる
行為があってから１カ月もすれば、検
査をすれば陽性に出る可能性が高いの
で、疑った時点で血液検査を行ってい
ただくのがいいと思います。
　齊藤　ハイリスクの行動とはやはり
性感染症でしょうか。
　塚田　世界的には、薬物を使用する
ときの注射器具の使い回しで感染する
方もいますが、日本では性感染症とし
て感染した方が多く、その中でも特に
男性同士で性交渉を行う方々が一番リ
スクが高いといわれています。
　齊藤　そういう方々はハイリスクと
いうことで、自分で検査を受けること
があるのですね。
　塚田　自身でリスクを自覚されてい
る方に関しては、定期的に保健所で検
査を受けたり、性感染症のクリニック
で定期的に検査を受けたりしている方
もいます。

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（Ⅲ）
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す。ですので、そういう場合は例えば
第１世代のセファロスポリンのセファ
ゾリン、点滴であればこの薬剤で十分
効果が期待できると思います。内服で
いえば、セファゾリンの内服薬に当た
るものがあります。例えば、セファレ
キシンといった薬を使うということも
ありますし、医師によっては内服薬で
はペニシリン系でアモキシシリンとク
ラブラン酸の合剤を使う方もいます。
　ただ、患者さんが込み入った持病を
お持ちだったり、非常に重症の場合は、
先ほどの黄色ブドウ球菌や溶連菌だけ
が原因とは言い切れない場合もありま

す。そういうときには、例えば大腸菌
とかクレブシエラのようなグラム陰性
桿菌が問題になることも全くないわけ
ではありません。そういうときは第３
世代のセファロスポリンのような広域
抗菌薬を使わなければいけない場面も
あります。ただ、通常の診療をしてい
る中でそういうことに出会うのは極め
てまれではあります。
　中村　これからぜひ私どもが使いや
すく、副作用も少ない抗菌薬が登場し
てくるといいと思います。ありがとう
ございました。

国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター専門外来医長
塚　田　訓　久

（聞き手　齊藤郁夫）

HIV/AIDSの流行終結に向けた戦略

　齊藤　今、AIDSあるいはHIVに関
して、世界ではどうなっているのでし
ょうか。
　塚田　世界では、2020年の時点で
HIV陽性者は3,800万人前後と推定され
ています。
　齊藤　その国の医療状況あるいは経
済性などと関係するのですか。
　塚田　世界中に感染者はいますが、
特に感染者が多い地域はサハラ砂漠以
南のアフリカ、あるいは世界の中でも
貧しい地域です。
　齊藤　そういった中で日本はどうな
っているのでしょう。
　塚田　日本は累計の報告者数が３万
人を超えたところですが、世界の中で
は感染者が少ない地域に属すると考え
ていいと思います。
　齊藤　さて、診断法は今、どういう
ふうにするのですか。
　塚田　HIVのスクリーニング検査、
いわゆる「抗体検査」を血液検査で行
って、もしそれが陽性になった場合に
は確認検査で診断を確定します。

　齊藤　検査する時期はどう考えられ
ていますか。
　塚田　スクリーニング検査は感度が
非常に高いので、感染のリスクとなる
行為があってから１カ月もすれば、検
査をすれば陽性に出る可能性が高いの
で、疑った時点で血液検査を行ってい
ただくのがいいと思います。
　齊藤　ハイリスクの行動とはやはり
性感染症でしょうか。
　塚田　世界的には、薬物を使用する
ときの注射器具の使い回しで感染する
方もいますが、日本では性感染症とし
て感染した方が多く、その中でも特に
男性同士で性交渉を行う方々が一番リ
スクが高いといわれています。
　齊藤　そういう方々はハイリスクと
いうことで、自分で検査を受けること
があるのですね。
　塚田　自身でリスクを自覚されてい
る方に関しては、定期的に保健所で検
査を受けたり、性感染症のクリニック
で定期的に検査を受けたりしている方
もいます。

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（Ⅲ）
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費用の問題で治療の継続を諦めること
がないように、身体障害者手帳制度を
使って本人の負担を減らすための方法
が整備されています。
　齊藤　となると上限も、収入による
のでしょうが、それほど払わないでい
けるということですね。
　塚田　現状の制度では月２万円が上
限になっています。
　齊藤　経過観察には所定の検査があ
るのですか。
　塚田　治療を始めた時期は、血液の
中のウイルスの量とCD４陽性Tリン
パ球数（CD４数）を毎月測って体の
免疫状態を把握するのですが、今の治
療は非常に強力ですので、治療を始め
て３カ月から半年もたてば、血液の中
のウイルスは検出感度未満まで下がる
方がほとんどで、その後は多くの方が
３カ月ごとの受診になります。
　齊藤　病気を征圧した状態で１日１
回１粒の薬をずっと続けるということ
になりますか。
　塚田　現在の治療はずっと続ける必
要があります。
　齊藤　患者さんの服薬アドヒアラン
スに関してはどうですか。
　塚田　日本の患者さんは非常にまじ
めに薬をのんでくださる印象があって、
通っていらっしゃる方のほとんどがウ
イルス量もしっかり下がった状態を維
持しています。
　齊藤　初期は拠点病院で治療を開始

して、安定してコントロールされたら、
そういった治療に慣れた開業医が治療
していくことになりますか。
　塚田　まだ東京や大阪、大都市部に
限られますが、こういう治療に慣れた
開業医が定期的に見てくださるケース
は増えてきています。
　齊藤　そのようにAIDSで死亡する
ことはなくなってくると、長期の患者
さんが出てきて、どういった問題が起
こるのでしょう。
　塚田　早期に診断がついて、きちん
と治療をすれば、HIV感染症の有無に
かかわらず生命予後は同等といわれて
いて、我々の施設でも最高齢層だと80
代の方が大勢います。しかし、HIV感
染症の治療は非常にうまくいってコン
トロールできても、日和見疾患以外の
一般的な合併症、例えば認知症や、動
脈硬化性の疾患や悪性腫瘍を発症して、
最終的にそのような合併症で命を落と
すことになります。そういう合併症が
出てきたときに、HIV感染症があるか
らということで一般の医療機関でなか
なか受け入れていただけないのが現在
の最大の問題の一つだと思います。
　齊藤　例えば、高血圧、糖尿病にな
った場合、HIVの有無にかかわらず、
同じようにコントロールしていくので
しょうか。
　塚田　そうですね。一般的な高血圧、
糖尿病の治療薬で治療します。薬物相
互作用、薬の飲み合わせへの配慮は必

　齊藤　一般の外来に訪れたときにそ
れを一応念頭に置くというのは、どう
してでしょうか。
　塚田　お話をうかがっている中で、
男性同士の性交渉があることを本人が
おっしゃったときには、もちろん検査
を考えていただきたいのですが、そう
ではない場合でも、例えば梅毒など性
感染症を見つけたとき、あるいは帯状
疱疹や口腔カンジダ症といった体の抵
抗力が少し落ちたときに出てくるよう
な疾患を見たときには、ぜひ考えてい
ただきたいと思います。
　齊藤　HIV感染の初期は風邪のよう
な症状になるのですか。
　塚田　HIV感染症の急性感染期、感
染してから２週から１カ月ぐらいの時
期に、軽い方では風邪のような症状、
重い方だとインフルエンザとかEBウ
イルスの初感染のような症状で病院に
いらっしゃることがあります。
　齊藤　そうしますと、COVID-19と
似ているのでしょうか。
　塚田　そうですね。発熱等一部の症
状は重なりますので、熱で病院にいら
して、コロナの検査をしたけれども陰
性が続いている場合、HIVの急性感染
期の可能性がないかを考えていただく
のはとてもいいことだと思います。
　齊藤　まず急性の感染があって、そ
こで発見できればたいへんよいですね。
　塚田　そうですね。
　齊藤　HIV感染症がわかった後はど

うなるのでしょう。
　塚田　おそらく日本ですと、診断が
ついた方は「拠点病院」というHIV感
染症の診療に慣れた施設に紹介される
ことが多いと思うのですが、今は治療
が非常によくなっていて、診断がつい
たらできるだけ早く治療を始めること
になっています。
　齊藤　治療薬は何種類か使うのです
ね。
　塚田　３種類の薬剤の併用療法を行
うことが多いのですが、この治療がで
きるようになった1990年代後半頃は、
１日10粒とか15粒、副作用に耐えなが
らのむというたいへんな治療でした。
今は治療がどんどん良くなって、特に
最近は治療に必要な成分が１粒に含ま
れた「１日１回１錠」の治療薬でしっ
かり治療ができるようになっています。
　齊藤　３種類の薬が１つになった配
合剤を１日１回のめばいいのでしょう
か。
　塚田　そうですね。１日１回１錠で
十分コントロールできます。
　齊藤　副作用もかなり少ないのです
か。
　塚田　最近の薬では副作用もほとん
ど感じられなくなってきましたね。
　齊藤　患者さんはとても楽になった
ということですが、費用負担はどうな
るのですか。
　塚田　ウイルスの薬なので、薬の価
格自体は非常に高いのですが、本人が
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費用の問題で治療の継続を諦めること
がないように、身体障害者手帳制度を
使って本人の負担を減らすための方法
が整備されています。
　齊藤　となると上限も、収入による
のでしょうが、それほど払わないでい
けるということですね。
　塚田　現状の制度では月２万円が上
限になっています。
　齊藤　経過観察には所定の検査があ
るのですか。
　塚田　治療を始めた時期は、血液の
中のウイルスの量とCD４陽性Tリン
パ球数（CD４数）を毎月測って体の
免疫状態を把握するのですが、今の治
療は非常に強力ですので、治療を始め
て３カ月から半年もたてば、血液の中
のウイルスは検出感度未満まで下がる
方がほとんどで、その後は多くの方が
３カ月ごとの受診になります。
　齊藤　病気を征圧した状態で１日１
回１粒の薬をずっと続けるということ
になりますか。
　塚田　現在の治療はずっと続ける必
要があります。
　齊藤　患者さんの服薬アドヒアラン
スに関してはどうですか。
　塚田　日本の患者さんは非常にまじ
めに薬をのんでくださる印象があって、
通っていらっしゃる方のほとんどがウ
イルス量もしっかり下がった状態を維
持しています。
　齊藤　初期は拠点病院で治療を開始

して、安定してコントロールされたら、
そういった治療に慣れた開業医が治療
していくことになりますか。
　塚田　まだ東京や大阪、大都市部に
限られますが、こういう治療に慣れた
開業医が定期的に見てくださるケース
は増えてきています。
　齊藤　そのようにAIDSで死亡する
ことはなくなってくると、長期の患者
さんが出てきて、どういった問題が起
こるのでしょう。
　塚田　早期に診断がついて、きちん
と治療をすれば、HIV感染症の有無に
かかわらず生命予後は同等といわれて
いて、我々の施設でも最高齢層だと80
代の方が大勢います。しかし、HIV感
染症の治療は非常にうまくいってコン
トロールできても、日和見疾患以外の
一般的な合併症、例えば認知症や、動
脈硬化性の疾患や悪性腫瘍を発症して、
最終的にそのような合併症で命を落と
すことになります。そういう合併症が
出てきたときに、HIV感染症があるか
らということで一般の医療機関でなか
なか受け入れていただけないのが現在
の最大の問題の一つだと思います。
　齊藤　例えば、高血圧、糖尿病にな
った場合、HIVの有無にかかわらず、
同じようにコントロールしていくので
しょうか。
　塚田　そうですね。一般的な高血圧、
糖尿病の治療薬で治療します。薬物相
互作用、薬の飲み合わせへの配慮は必

　齊藤　一般の外来に訪れたときにそ
れを一応念頭に置くというのは、どう
してでしょうか。
　塚田　お話をうかがっている中で、
男性同士の性交渉があることを本人が
おっしゃったときには、もちろん検査
を考えていただきたいのですが、そう
ではない場合でも、例えば梅毒など性
感染症を見つけたとき、あるいは帯状
疱疹や口腔カンジダ症といった体の抵
抗力が少し落ちたときに出てくるよう
な疾患を見たときには、ぜひ考えてい
ただきたいと思います。
　齊藤　HIV感染の初期は風邪のよう
な症状になるのですか。
　塚田　HIV感染症の急性感染期、感
染してから２週から１カ月ぐらいの時
期に、軽い方では風邪のような症状、
重い方だとインフルエンザとかEBウ
イルスの初感染のような症状で病院に
いらっしゃることがあります。
　齊藤　そうしますと、COVID-19と
似ているのでしょうか。
　塚田　そうですね。発熱等一部の症
状は重なりますので、熱で病院にいら
して、コロナの検査をしたけれども陰
性が続いている場合、HIVの急性感染
期の可能性がないかを考えていただく
のはとてもいいことだと思います。
　齊藤　まず急性の感染があって、そ
こで発見できればたいへんよいですね。
　塚田　そうですね。
　齊藤　HIV感染症がわかった後はど

うなるのでしょう。
　塚田　おそらく日本ですと、診断が
ついた方は「拠点病院」というHIV感
染症の診療に慣れた施設に紹介される
ことが多いと思うのですが、今は治療
が非常によくなっていて、診断がつい
たらできるだけ早く治療を始めること
になっています。
　齊藤　治療薬は何種類か使うのです
ね。
　塚田　３種類の薬剤の併用療法を行
うことが多いのですが、この治療がで
きるようになった1990年代後半頃は、
１日10粒とか15粒、副作用に耐えなが
らのむというたいへんな治療でした。
今は治療がどんどん良くなって、特に
最近は治療に必要な成分が１粒に含ま
れた「１日１回１錠」の治療薬でしっ
かり治療ができるようになっています。
　齊藤　３種類の薬が１つになった配
合剤を１日１回のめばいいのでしょう
か。
　塚田　そうですね。１日１回１錠で
十分コントロールできます。
　齊藤　副作用もかなり少ないのです
か。
　塚田　最近の薬では副作用もほとん
ど感じられなくなってきましたね。
　齊藤　患者さんはとても楽になった
ということですが、費用負担はどうな
るのですか。
　塚田　ウイルスの薬なので、薬の価
格自体は非常に高いのですが、本人が
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要ですが、これも昔と違って相互作用
の少ない薬が増えており、問題になる
ことは以前ほど多くありません。
　齊藤　認知症はなかなか難しいと思
いますが、手術が必要になる病気では
どうですか。
　塚田　特にがんの場合に問題になり
ますが、治療に関しては、HIVがあっ
てもなくても、手術の方法はもちろん
同じですし、血液を介するHIV感染リ
スクも、治療でHIVがコントロールさ
れていれば非常に低くなります。もし
万一血液曝露事故、いわゆる針刺し事
故のようなものが起こったときにも、
予防内服を適切に行えば、その事故に
遭った方がHIVに感染するリスクはゼ
ロに持っていくことができますので、
HIV感染症があるから一般の医療機関
で治療できないということは私はない
と思っています。
　齊藤　HIV感染症患者さんの状況は
随分変わってきたということですが、
完全になくなる可能性はあるでしょう
か。
　塚田　文献レベルでは骨髄移植を行
うことで治癒したという報告が数件あ
りますが、一般的な治療ではありませ
ん。現在の多剤併用療法では、治療の

手を休めるとまたウイルスが増えてき
てしまうので、現時点では根治ではな
く、一生付き合っていく疾患と考えざ
るをえないと思います。
　齊藤　世界的にもAIDSのコントロ
ールで、何か対策はあるのですか。
　塚田　HIV感染症は誰からうつるの
かといえば、治療していない方からで
す。HIV感染症があっても、その方が
治療を受けて、ウイルスが低いレベル
に抑えられれば、その方からはうつら
なくなりますので、世界中の共通の戦
略として、できるだけ早く診断する。
そして、診断がついた方を早期から全
員治療しウイルスを抑制する。これが
共通の戦略になっています。
　齊藤　日本はそういった意味ではか
なり進んでいると考えていいのですか。
　塚田　日本は、診断がついた後に関
しては、おそらく世界でも一番成績が
いい国の一つだと思います。ただ、診
断に至っていない方の割合というのは、
もしかしたらほかの国よりも多いかも
しれなくて、そこに関してはぜひ実地
の先生方のお力添えをいただきたいと
ころです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学感染症学講座教授
國　島　広　之

（聞き手　大西　真）

Clostridium difficile感染症

　大西　國島先生、クロストリジウム
ディフィシル腸炎が大きな問題になっ
ていると思います。どういった原因で
起きてくると考えられているのでしょ
うか。
　國島　このClostridium difficile感染
症（CDI）ですが従来、クロストリジ
ウムディフィシルという菌があります。
抗生物質、抗菌薬を使った後に、おな
かの腸内細菌叢が狂って、そこでC. デ
ィフィシルという菌が増え、これが毒
素を出し下痢をするという病気です。
2016年にクロストリジウムからクロス
トリジオイデスという名前に変わりま
した。
　大西　名前の変更に何か理由があっ
たのでしょうか。
　國島　従来はクロストリジウム属だ
ったのですが、遺伝子解析等で性状等
も勘案して、クロストリジオイデス属
が新しくでき、そこで名前が変わりま
した。
　大西　その菌は疫学的には広くいる
ものなのでしょうか。

　國島　これはもともと芽胞という、
アルコールとか酸に耐性のある菌で、
環境にもけっこういるといわれていま
す。入院患者さんを検査をすると、１
割ぐらいの方から見つかるといわれて
いますし、芽胞ですので、環境とか動
物や野菜などでも見つかるといわれて
います。
　大西　その腸炎を起こす患者さんが
けっこういますが、リスクファクター
のようなものはあるのでしょうか。
　國島　一番大きいものはもちろん抗
菌薬を投与したことです。もう一つは
高齢者、あとは免疫が下がっているよ
うな方は下痢症を起こしやすいといわ
れています。薬の影響としては、ほか
には胃酸の阻害薬、プロトンポンプ阻
害薬（PPI）をのむと少しリスクが上
がるという報告があります。
　大西　腸炎を起こす抗菌薬は何かあ
る特定の種類のものに起きやすいとい
ったことはあるのでしょうか。
　國島　一般的には広域抗菌薬、要す
るに広いスペクトラムの抗菌薬のほう
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要ですが、これも昔と違って相互作用
の少ない薬が増えており、問題になる
ことは以前ほど多くありません。
　齊藤　認知症はなかなか難しいと思
いますが、手術が必要になる病気では
どうですか。
　塚田　特にがんの場合に問題になり
ますが、治療に関しては、HIVがあっ
てもなくても、手術の方法はもちろん
同じですし、血液を介するHIV感染リ
スクも、治療でHIVがコントロールさ
れていれば非常に低くなります。もし
万一血液曝露事故、いわゆる針刺し事
故のようなものが起こったときにも、
予防内服を適切に行えば、その事故に
遭った方がHIVに感染するリスクはゼ
ロに持っていくことができますので、
HIV感染症があるから一般の医療機関
で治療できないということは私はない
と思っています。
　齊藤　HIV感染症患者さんの状況は
随分変わってきたということですが、
完全になくなる可能性はあるでしょう
か。
　塚田　文献レベルでは骨髄移植を行
うことで治癒したという報告が数件あ
りますが、一般的な治療ではありませ
ん。現在の多剤併用療法では、治療の

手を休めるとまたウイルスが増えてき
てしまうので、現時点では根治ではな
く、一生付き合っていく疾患と考えざ
るをえないと思います。
　齊藤　世界的にもAIDSのコントロ
ールで、何か対策はあるのですか。
　塚田　HIV感染症は誰からうつるの
かといえば、治療していない方からで
す。HIV感染症があっても、その方が
治療を受けて、ウイルスが低いレベル
に抑えられれば、その方からはうつら
なくなりますので、世界中の共通の戦
略として、できるだけ早く診断する。
そして、診断がついた方を早期から全
員治療しウイルスを抑制する。これが
共通の戦略になっています。
　齊藤　日本はそういった意味ではか
なり進んでいると考えていいのですか。
　塚田　日本は、診断がついた後に関
しては、おそらく世界でも一番成績が
いい国の一つだと思います。ただ、診
断に至っていない方の割合というのは、
もしかしたらほかの国よりも多いかも
しれなくて、そこに関してはぜひ実地
の先生方のお力添えをいただきたいと
ころです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学感染症学講座教授
國　島　広　之

（聞き手　大西　真）

Clostridium difficile感染症

　大西　國島先生、クロストリジウム
ディフィシル腸炎が大きな問題になっ
ていると思います。どういった原因で
起きてくると考えられているのでしょ
うか。
　國島　このClostridium difficile感染
症（CDI）ですが従来、クロストリジ
ウムディフィシルという菌があります。
抗生物質、抗菌薬を使った後に、おな
かの腸内細菌叢が狂って、そこでC. デ
ィフィシルという菌が増え、これが毒
素を出し下痢をするという病気です。
2016年にクロストリジウムからクロス
トリジオイデスという名前に変わりま
した。
　大西　名前の変更に何か理由があっ
たのでしょうか。
　國島　従来はクロストリジウム属だ
ったのですが、遺伝子解析等で性状等
も勘案して、クロストリジオイデス属
が新しくでき、そこで名前が変わりま
した。
　大西　その菌は疫学的には広くいる
ものなのでしょうか。

　國島　これはもともと芽胞という、
アルコールとか酸に耐性のある菌で、
環境にもけっこういるといわれていま
す。入院患者さんを検査をすると、１
割ぐらいの方から見つかるといわれて
いますし、芽胞ですので、環境とか動
物や野菜などでも見つかるといわれて
います。
　大西　その腸炎を起こす患者さんが
けっこういますが、リスクファクター
のようなものはあるのでしょうか。
　國島　一番大きいものはもちろん抗
菌薬を投与したことです。もう一つは
高齢者、あとは免疫が下がっているよ
うな方は下痢症を起こしやすいといわ
れています。薬の影響としては、ほか
には胃酸の阻害薬、プロトンポンプ阻
害薬（PPI）をのむと少しリスクが上
がるという報告があります。
　大西　腸炎を起こす抗菌薬は何かあ
る特定の種類のものに起きやすいとい
ったことはあるのでしょうか。
　國島　一般的には広域抗菌薬、要す
るに広いスペクトラムの抗菌薬のほう
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発例ではフィダキソマイシンという薬
を使うこともあります。重症と判断さ
れる場合はバンコマイシンという薬。
あとは、日本ではプロバイオティクス、
酪酸菌（宮入菌製剤）など、整腸剤を
予防薬として使うこともあります。あ
とはモノクローナル抗体といわれるよ
うなトキシンBの抗体薬を再発抑制と
して使うことができます。
　大西　原因と考えられる抗菌薬です
が、その中止の判断はどのタイミング
ならよいのでしょうか。
　國島　おっしゃるとおりで、現疾患
で治療がある場合にはなかなか抗菌薬
を中止できないケースがあります。そ
の場合には現疾患の治療を優先します
から、そういうときはフィダキソマイ
シンなどをお使いいただくという選択
肢になります。
　大西　便移植という話を聞いたこと
があるのですが、そういうものを行う
こともあるのでしょうか。
　國島　便移植は国内でも何施設かで
行われることがあります。その方法に
ついては、ある程度確立しつつあると
いうことですが、すべての医療施設で
できるわけではありません。便をどの
ように客観的に評価したらいいのか。
要するに、誰の便だったらいいのか、
どういう便だったらいいのかというの
をメタゲノム解析等で確認していくこ
とも、今後は必要になってくるかもし

れません。
　大西　この腸炎を現場で予防するの
にはどういった方法があるのでしょう
か。適正な抗菌薬の使用や、普段気を
つけることは何かありますか。
　國島　すべての疾患においてそうで
すが、リスクをきちんと評価すること
だと思います。例えば、PPIなどは少
しリスクになることがわかっています。
それはCDIがあるなしにかかわらず、
適正に使うということでしょうし、抗
菌薬についても、CDIの可能性がある
なしにかかわらず、普段から短期でき
ちんと使っていくことが、抗菌薬の適
正使用ということでとても大事だと思
います。
　もう一つ、この病気はとても大事な
ポイントがあって、２割ぐらい再発す
るのです。実は感染症の中で２割再発
する病気はあまりなくて、私どもの検
討ではDPCのデータですが、再発１例
当たり医療費として128万円、入院が
20日以上延びることがわかっています。
これは患者さんもたいへんですし、医
療費としてのインパクトが大きいとい
う疾患の特徴があります。そういう意
味では再発しないような、しにくいよ
うな、予防薬、新規薬剤の開発、今後
はワクチンも期待されていますので、
それらを発展させていく必要があるだ
ろうと思います。
　大西　ありがとうございました。

が多いといわれています。ただ、多種
多様な抗菌薬でCDIを起こしますので、
どちらかというと、抗菌薬の種類とい
うよりは、長期にわたる使用のほうが
リスクが高いといわれています。
　大西　先ほど下痢の症状のお話があ
りましたが、その症状は抗菌薬をどの
くらい使った頃から発症しやすくなる
のでしょうか。
　國島　だいたい１週間以降が多いと
いわれています。熱が出たり、白血球
が増えたり、あとは炎症反応等もある
ことはあります。ただ、実際に入院中
の患者さんですと、例えば便秘用の薬
で下痢をしたり、抗がん剤で下痢をし
たりすることもありますので、その判
断を丁寧にする必要はあると思います。
　大西　重篤になるケースもあるので
しょうか。
　國島　日本では軽症のまま改善する
ような方ももちろん多くいますが、海
外では、毒素をたくさん出すリポタイ
プ（遺伝子型）があり、重症化するこ
とがあります。あとは高齢の方が下痢
をすると循環動態がかなり不安定にな
るので、日本では超高齢のような方だ
と何割かはお亡くなりになります。さ
らに大事なこととして、下痢をすると
現疾患の治療が遅れてしまい、入院期
間が延びることもあります。
　大西　診断に関してはどのように進
めたらよいでしょうか。
　國島　まず、先ほど申し上げたよう

なCDIのリスクがあるかどうかを評価
するのが１点。もう一つ大事なのは、
例えば肺炎の治療では痰がたくさん出
ているかどうかが大事なように、下痢
がどのくらいの下痢かをまず評価する
ことだといわれています。ガイドライ
ンではブリストルスケールという客観
評価で、１～７あるうちの５以上の検
体を取りましょうといわれています。
その次に、毒素を出すディフィシルと
出さないディフィシルがあるので、デ
ィフィシルがいるかどうか、毒素を出
しているかどうかの迅速診断検査が行
われます。
　大西　毒素の検査の結果は早く出る
ものなのでしょうか。
　國島　一般的に行われているのはイ
ムノクロマト法のようなインフルエン
ザのような検査を使います。ですので、
だいたい30分ぐらいで結果が出ます。
ただし、その検査でわかるのはディフ
ィシルがいるかどうかで、トキシンと
いう毒素の感度は半分ぐらいしかない
といわれています。本当に毒素を出し
ているかどうかはさらにPCR法に近い
方法である遺伝子検査を行うとすぐわ
かるという、２段階の方法がガイドラ
インでは推奨されています。
　大西　治療について教えていただけ
ますか。
　國島　一つは日本の非重症例ではメ
トロニダゾールをお使いいただくこと
があり、再発のリスクがある場合や再
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