
東京慈恵会医科大学教授／附属病院患者・支援医療連携センター長
石　川　智　久

（聞き手　池脇克則）

　健康診断における肝機能障害は頻度の高い異常所見ですが、精査の必要性の
判断などについてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

健康診断における肝機能

　池脇　私は非常勤で産業医をやって
いますが、肝機能障害が多いのは実感
しています。右肩上がりに多くなって
いるとすると、その背景には何がある
のでしょうか。
　石川　やはり近々は肥満の方が増え
てきていることが一番大きな要因だと
思います。人間ドック学会の人間ドッ
クでの有所見に関する報告でも、肝機
能障害は脂質異常症、肥満よりも多い
か、ほぼ同等の頻度です。有所見の男
性では約40％、女性では約25％が肝機
能障害といわれています。また、男性
の場合は壮年期、40～50歳代で肝機能
障害の頻度が高く、女性の場合にはむ
しろもう少し高い50歳以降で有所見が
高い傾向にあります。やはり生活習慣
が大きく関連していると思っています。
　池脇　やはり肥満が異常を引っ張っ

ている一つの要因で、男性で約40％を
超えるというのはとても高い頻度です
ね。
　石川　そうですね。有所見の中では
非常に多いと思います。
　池脇　ほかの生活習慣病の異常も増
えていると思いますが、担当する産業
医は、異常が出たときにどう対処する
か悩む症例もあるかと思います。実際、
この異常は加齢によって増えるのかと
思ったりもしますが、男性だと壮年期
が多いということは、例えば飲酒など
の背景もあるのでしょうか。
　石川　有所見の中を精査してみると、
今一番多いのは脂肪性の肝疾患で、そ
の中ではアルコール性よりも、むしろ
４～５割がNASHといわれている非ア
ルコール性脂肪性肝炎、あるいはその
前段階であるNAFLD、非アルコール
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高いときは先生方は要注意として見ら
れるのですね。
　石川　そうですね。今、肝障害が生
じていて、これから何か起きるのかと
危惧します。また、100台まで上がっ
ている場合には、やはり要注意かと思
います。一般的に健診のときのパニッ
ク値をトランスアミナーゼでは400で
設定している施設が多いかと思います
が、通常200を超えている場合には即
医療機関にご相談いただく。冒頭の質
問の答えの一つとしては、それが一つ
指標になるかと思います。
　池脇　健診ですから、大多数の対象
者は何も自覚症状がなくて、その中で
の異常値というのと、例えばAST、ALT
が200、400を超えると、倦怠感やほか
の症状も出てくるようなケースがある
と考えたほうがいいのでしょうか。
　石川　肝疾患はなかなか症状が出に
くいので、1,000を超えても症状が出な
い方も当然います。もちろん先生がお
っしゃったみたいに倦怠感があるとか、
指標には入っていませんが黄疸がある
とか、そういった場合には急を要する
ことだと思いますし、また発熱や腹痛
などほかの症状があれば、そのほかの
異常が原因のこともありますので、即
ご連絡いただければと思います。
　池脇　逆にいうと、パニック値をき
たしていても本人はけろっとしている
のでしょうか。
　石川　むしろそのほうが多いような

感じがします。
　池脇　肝機能障害で、見事に体重の
変動と肝機能の変動がパラレルになっ
ている人がいます。
　石川　そうですね。おっしゃるとお
りだと思います。
　池脇　これはどちらかというと、AST
とALTのうち、ALTのほうが特にリ
ンクしているのでしょうか。
　石川　ケース・バイ・ケースで、特
に先ほど申し上げたNASHといわれて
いる脂肪性肝炎の線維化が進む場合に
は、むしろASTのほうが高値になる傾
向です。線維化が進んでいる場合、肝
硬変になっている場合はそうだと思い
ます。
　比率は非常に大事だとは思いますが、
あとは健診の場合、最近はエコーの検
査が非常に有用です。健診で有所見の
場合、厚生労働省が出している指針で
は、トランスアミナーゼで51、γGTP
で101以上が受診勧奨になっています。
こういった健診で見つかる多くの肝障
害の場合、９割以上は肝臓の脂肪化が
伴っているとの報告もありますので、
その辺をご留意いただいて、質問のよ
うに精査の必要性といったときに、人
間ドック等では必須ですが、可能であ
れば腹部エコーの検査は非常に有用か
と思います。
　池脇　その場合の精査は、肝臓の専
門医に直接お願いしなくても、臨床実
地の医師も腹部エコーを結構やられる

性の脂肪性肝疾患といわれているタイ
プのものが多いと思います。最近の１
人当たりの日本人のアルコール摂取量
は以前に比べると減少してきています。
若年者の飲酒の嗜好は変わり、飲酒量
は少なくなってきています。
　池脇　背景の病態についてご説明い
ただきましたが、通常、健康診断で肝
機能といいますとAST、ALT、γGTP、
だいたいこの３つですね。
　石川　そうですね。一般的な企業健
診、また自治体の特定機能診査という、
メタボリックシンドロームを調べる健
診ではAST、ALT、γGTPが肝機能検
査として取り扱われています。人間ド
ック、それから節目健診といった場合
には、肝炎ウイルス検査や、ビリルビ
ン、アルブミンといったような付加的
なものも加わっていますが、基本的に
はAST、ALT、γGTPの３つが指標の
主なもので、その中でご判断いただく
ことになると思います。
　池脇　基本的な質問で恐縮ですが、
AST、ALT、γGTPについて、より肝
特異的、あるいは肝臓にたくさん含ま
れている、そうではない、といった特
性の解説をお願いします。
　石川　ともにトランスアミナーゼと
いわれているAST、ALTは肝臓の中
に含まれています。肝の含有量では
ALTに比してASTが多く、ALTの方
が肝特異的な酵素です。一つ強調した
いのはASTとALTの比率をご覧いた

だくのが肝要だということです。昔で
はGOT、GPTという表記になってい
ましたが、この比率の中でASTが有意
に高いか、あるいはALTが有意に高い
かで、ある程度この病態を類推するこ
とができるからです。
　特にASTが有意な場合は肝障害とし
てはオンゴーイングとか、あるいは急
性、急激に上がってきている徴候とし
て捉えたほうがよいですし、またアル
コールに伴う肝疾患はどちらかという
とASTが高値になると思います。
　それからγGTPの値は、よくアルコ
ール性に特異的な所見とされています。
γGTPは飲酒により酵素誘導が起きま
すので、そのほかの胆道系酵素は健診
項目では含まれないことがありますが、
ALP（アルカリホスファターゼ）や、
LAP（ロイシンアミノペプチターゼ）
といったほかの胆道系酵素とは異なり、
アルコールをお飲みになる方はγGTP
だけが有意に高くなります。先ほど先
生からお酒というお話がありましたが、
NASH、NAFLDと少し違い、アルコ
ール性の場合にはγGTPが非常に突出
して高くなることが特徴です。
　池脇　ASTのほうが有意に高いとき
にはオンゴーイングな肝障害とおっし
ゃいましたが、一般的にはASTとALT
の比率を取ると、ややASTのほうが低
めに出るのですね。
　石川　そうですね。
　池脇　逆にいうと、それが明らかに
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高いときは先生方は要注意として見ら
れるのですね。
　石川　そうですね。今、肝障害が生
じていて、これから何か起きるのかと
危惧します。また、100台まで上がっ
ている場合には、やはり要注意かと思
います。一般的に健診のときのパニッ
ク値をトランスアミナーゼでは400で
設定している施設が多いかと思います
が、通常200を超えている場合には即
医療機関にご相談いただく。冒頭の質
問の答えの一つとしては、それが一つ
指標になるかと思います。
　池脇　健診ですから、大多数の対象
者は何も自覚症状がなくて、その中で
の異常値というのと、例えばAST、ALT
が200、400を超えると、倦怠感やほか
の症状も出てくるようなケースがある
と考えたほうがいいのでしょうか。
　石川　肝疾患はなかなか症状が出に
くいので、1,000を超えても症状が出な
い方も当然います。もちろん先生がお
っしゃったみたいに倦怠感があるとか、
指標には入っていませんが黄疸がある
とか、そういった場合には急を要する
ことだと思いますし、また発熱や腹痛
などほかの症状があれば、そのほかの
異常が原因のこともありますので、即
ご連絡いただければと思います。
　池脇　逆にいうと、パニック値をき
たしていても本人はけろっとしている
のでしょうか。
　石川　むしろそのほうが多いような

感じがします。
　池脇　肝機能障害で、見事に体重の
変動と肝機能の変動がパラレルになっ
ている人がいます。
　石川　そうですね。おっしゃるとお
りだと思います。
　池脇　これはどちらかというと、AST
とALTのうち、ALTのほうが特にリ
ンクしているのでしょうか。
　石川　ケース・バイ・ケースで、特
に先ほど申し上げたNASHといわれて
いる脂肪性肝炎の線維化が進む場合に
は、むしろASTのほうが高値になる傾
向です。線維化が進んでいる場合、肝
硬変になっている場合はそうだと思い
ます。
　比率は非常に大事だとは思いますが、
あとは健診の場合、最近はエコーの検
査が非常に有用です。健診で有所見の
場合、厚生労働省が出している指針で
は、トランスアミナーゼで51、γGTP
で101以上が受診勧奨になっています。
こういった健診で見つかる多くの肝障
害の場合、９割以上は肝臓の脂肪化が
伴っているとの報告もありますので、
その辺をご留意いただいて、質問のよ
うに精査の必要性といったときに、人
間ドック等では必須ですが、可能であ
れば腹部エコーの検査は非常に有用か
と思います。
　池脇　その場合の精査は、肝臓の専
門医に直接お願いしなくても、臨床実
地の医師も腹部エコーを結構やられる

性の脂肪性肝疾患といわれているタイ
プのものが多いと思います。最近の１
人当たりの日本人のアルコール摂取量
は以前に比べると減少してきています。
若年者の飲酒の嗜好は変わり、飲酒量
は少なくなってきています。
　池脇　背景の病態についてご説明い
ただきましたが、通常、健康診断で肝
機能といいますとAST、ALT、γGTP、
だいたいこの３つですね。
　石川　そうですね。一般的な企業健
診、また自治体の特定機能診査という、
メタボリックシンドロームを調べる健
診ではAST、ALT、γGTPが肝機能検
査として取り扱われています。人間ド
ック、それから節目健診といった場合
には、肝炎ウイルス検査や、ビリルビ
ン、アルブミンといったような付加的
なものも加わっていますが、基本的に
はAST、ALT、γGTPの３つが指標の
主なもので、その中でご判断いただく
ことになると思います。
　池脇　基本的な質問で恐縮ですが、
AST、ALT、γGTPについて、より肝
特異的、あるいは肝臓にたくさん含ま
れている、そうではない、といった特
性の解説をお願いします。
　石川　ともにトランスアミナーゼと
いわれているAST、ALTは肝臓の中
に含まれています。肝の含有量では
ALTに比してASTが多く、ALTの方
が肝特異的な酵素です。一つ強調した
いのはASTとALTの比率をご覧いた

だくのが肝要だということです。昔で
はGOT、GPTという表記になってい
ましたが、この比率の中でASTが有意
に高いか、あるいはALTが有意に高い
かで、ある程度この病態を類推するこ
とができるからです。
　特にASTが有意な場合は肝障害とし
てはオンゴーイングとか、あるいは急
性、急激に上がってきている徴候とし
て捉えたほうがよいですし、またアル
コールに伴う肝疾患はどちらかという
とASTが高値になると思います。
　それからγGTPの値は、よくアルコ
ール性に特異的な所見とされています。
γGTPは飲酒により酵素誘導が起きま
すので、そのほかの胆道系酵素は健診
項目では含まれないことがありますが、
ALP（アルカリホスファターゼ）や、
LAP（ロイシンアミノペプチターゼ）
といったほかの胆道系酵素とは異なり、
アルコールをお飲みになる方はγGTP
だけが有意に高くなります。先ほど先
生からお酒というお話がありましたが、
NASH、NAFLDと少し違い、アルコ
ール性の場合にはγGTPが非常に突出
して高くなることが特徴です。
　池脇　ASTのほうが有意に高いとき
にはオンゴーイングな肝障害とおっし
ゃいましたが、一般的にはASTとALT
の比率を取ると、ややASTのほうが低
めに出るのですね。
　石川　そうですね。
　池脇　逆にいうと、それが明らかに
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ので、そこで確認いただければよいで
すか。
　石川　そうですね。ゼネラルといわ
れている医師もエコーをお持ちのこと
が多いですね。あと、強調させていた
だきたいのはFIB-4 indexというインデ
ックスです。これはNASH、NAFLDの
ガイドラインの中にも入っていまして、
インターネットで日本肝臓学会  FIB-4 
index計算サイト＊を検索し、年齢、AST、
ALTと血小板の値を入力すると簡単に
データが出ます。多くの場合、2.67が
カットオフ値で、だいたい衆目一致し、
それ以上だとかなり線維化が進行して
いることになります。昔、C型肝炎で
は血小板の数が非常に大事だという話
がありましたが、血小板は確かに肝臓
の線維化とリンクしているところがあ
りますのでFIB-4 indexは非常に有益
ですし、概算で出されている人間ドッ
クの施設も多々あるかと承知していま
す。
　池脇　確かにASTとALT、血小板、
あとは年齢ですから、通常の健診でも
できますね。
　石川　そうですね。非常に簡略に、
ある程度肝臓の線維化の状態を類推す
ることができます。
　池脇　最後に、最近は健康食品、サ
プリを摂っている方もけっこういるよ
うに感じています。もちろん、よかれ

と思って摂っているのでしょうが、ち
ょっと肝臓に悪さをするようなもので
何か知られているものはあるでしょう
か。
　石川　肝障害と関連が比較的多いの
は漢方系のものですかね。あとは、や
せ薬といわれているようなものも時々
肝障害をきたすことがあります。比較
的糖尿病やほかの合併症を持つ方が多
数、飲まれている印象です。それから
サプリメントの場合には、どちらかと
いうと女性の場合にその辺を問診され
たほうがいいかという印象があります。
　池脇　肝臓の数字だけではなくて、
ほかのいろいろなパラメーター、体重、
そしてサプリメントも含めて包括的に
チェックしていくのですね。
　石川　そうですね。そのほか、脂質
異常症や糖尿病の合併なども十分配慮
して、特に先ほどのNASHの線維化進
行例の場合、肥満のほかに糖尿病を合
併している方は予後も非常に悪くなる
ことが明らかですので、総合的にご判
断いただいて、精査の必要性を勘案し
ていただければいいと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊日本肝臓学会　FIB-4 index計算サイト
　  https ://www. jsh.or. jp/medical/guide 
　 lines/medicalinfo/eapharma.html

自治医科大学循環器内科教授
星　出　　聡

（聞き手　池脇克則）

　家庭で血圧を測定する際は安静にしてからの測定をすすめていますが、深呼
吸はするべきでしょうか。深呼吸で血圧が下がった場合は高血圧とみなさない
のでしょうか。
　また、深呼吸で血圧が下がるのが事実とすれば、どのような機序なのかご教
示ください。
 ＜大阪府開業医＞

家庭血圧の測定方法

　池脇　これまでも先生には高血圧、
特に家庭血圧に関してお話をいただき
まして、前回は日本の家庭血圧計は諸
外国に比べても非常に精度が高い、安
心して測れますという非常に心強い言
葉をいただきました。日本には今、家
庭血圧計が約4,000万台、１世帯に１台
ぐらいの数があるということですが、
こんなに普及している国は日本ぐらい
でしょうか。
　星出　ほかの国に類を見ない、かな
り特殊な例だと思います。
　池脇　家庭血圧に関しては、朝と就
寝前のタイミングについて指導する内
容がある中で、質問の深呼吸に関して
は特段明記はされていないのですね。

　星出　ガイドライン上は明記はされ
ていません。これは診察室血圧の測定
条件でも同様で、深呼吸に関しては特
別、こうしてから測ってくださいとか、
こうしたらいけませんということは明
記されていません。
　池脇　私も診察室で患者さんに、い
ろいろと話した後に「さあ、血圧測り
ましょうか。深呼吸を何回かしてくだ
さい」といったことはいいますので、
家庭でも深呼吸して測る方が多いかも
しれませんね。
　星出　いらっしゃると思います。
　池脇　質問は、ちょっと体を落ち着
かせるという意味で、安静にするけれ
ども、それに加えて深呼吸をするべき
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ので、そこで確認いただければよいで
すか。
　石川　そうですね。ゼネラルといわ
れている医師もエコーをお持ちのこと
が多いですね。あと、強調させていた
だきたいのはFIB-4 indexというインデ
ックスです。これはNASH、NAFLDの
ガイドラインの中にも入っていまして、
インターネットで日本肝臓学会  FIB-4 
index計算サイト＊を検索し、年齢、AST、
ALTと血小板の値を入力すると簡単に
データが出ます。多くの場合、2.67が
カットオフ値で、だいたい衆目一致し、
それ以上だとかなり線維化が進行して
いることになります。昔、C型肝炎で
は血小板の数が非常に大事だという話
がありましたが、血小板は確かに肝臓
の線維化とリンクしているところがあ
りますのでFIB-4 indexは非常に有益
ですし、概算で出されている人間ドッ
クの施設も多々あるかと承知していま
す。
　池脇　確かにASTとALT、血小板、
あとは年齢ですから、通常の健診でも
できますね。
　石川　そうですね。非常に簡略に、
ある程度肝臓の線維化の状態を類推す
ることができます。
　池脇　最後に、最近は健康食品、サ
プリを摂っている方もけっこういるよ
うに感じています。もちろん、よかれ

と思って摂っているのでしょうが、ち
ょっと肝臓に悪さをするようなもので
何か知られているものはあるでしょう
か。
　石川　肝障害と関連が比較的多いの
は漢方系のものですかね。あとは、や
せ薬といわれているようなものも時々
肝障害をきたすことがあります。比較
的糖尿病やほかの合併症を持つ方が多
数、飲まれている印象です。それから
サプリメントの場合には、どちらかと
いうと女性の場合にその辺を問診され
たほうがいいかという印象があります。
　池脇　肝臓の数字だけではなくて、
ほかのいろいろなパラメーター、体重、
そしてサプリメントも含めて包括的に
チェックしていくのですね。
　石川　そうですね。そのほか、脂質
異常症や糖尿病の合併なども十分配慮
して、特に先ほどのNASHの線維化進
行例の場合、肥満のほかに糖尿病を合
併している方は予後も非常に悪くなる
ことが明らかですので、総合的にご判
断いただいて、精査の必要性を勘案し
ていただければいいと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊日本肝臓学会　FIB-4 index計算サイト
　  https ://www. jsh.or. jp/medical/guide 
　 lines/medicalinfo/eapharma.html

自治医科大学循環器内科教授
星　出　　聡

（聞き手　池脇克則）

　家庭で血圧を測定する際は安静にしてからの測定をすすめていますが、深呼
吸はするべきでしょうか。深呼吸で血圧が下がった場合は高血圧とみなさない
のでしょうか。
　また、深呼吸で血圧が下がるのが事実とすれば、どのような機序なのかご教
示ください。
 ＜大阪府開業医＞

家庭血圧の測定方法

　池脇　これまでも先生には高血圧、
特に家庭血圧に関してお話をいただき
まして、前回は日本の家庭血圧計は諸
外国に比べても非常に精度が高い、安
心して測れますという非常に心強い言
葉をいただきました。日本には今、家
庭血圧計が約4,000万台、１世帯に１台
ぐらいの数があるということですが、
こんなに普及している国は日本ぐらい
でしょうか。
　星出　ほかの国に類を見ない、かな
り特殊な例だと思います。
　池脇　家庭血圧に関しては、朝と就
寝前のタイミングについて指導する内
容がある中で、質問の深呼吸に関して
は特段明記はされていないのですね。

　星出　ガイドライン上は明記はされ
ていません。これは診察室血圧の測定
条件でも同様で、深呼吸に関しては特
別、こうしてから測ってくださいとか、
こうしたらいけませんということは明
記されていません。
　池脇　私も診察室で患者さんに、い
ろいろと話した後に「さあ、血圧測り
ましょうか。深呼吸を何回かしてくだ
さい」といったことはいいますので、
家庭でも深呼吸して測る方が多いかも
しれませんね。
　星出　いらっしゃると思います。
　池脇　質問は、ちょっと体を落ち着
かせるという意味で、安静にするけれ
ども、それに加えて深呼吸をするべき
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のほうがより下がりやすいとか、多少
上と下で違うのでしょうか。
　星出　これはなかなか難しいですが、
おそらく収縮期血圧のほうが反応しや
すいのではないかと思います。
　池脇　そうなると、特に高齢者の場
合には多少そういう深呼吸によって、
特に上が下がってくることを、念頭に
置いていてもいいかもしれませんね。
　星出　そうかもしれないですね。
　池脇　日本では本当に家庭血圧が普
及しています。私は家庭血圧を指示す
るときに、基本は朝に測って、もし余
裕があるときには週何回か、寝る前に
測ってと指導をしてきました。基本、
家庭血圧は朝と寝る前に測りましょう
と指導されているようですが、どうな
のでしょう。
　星出　ガイドラインにも記載されて
いるように、可能であれば少なくとも
１日２回測っていただくといいと思い
ます。我々のところでも行っていたこ
れまでの家庭血圧の心血管予後に関す
る研究ですと、日本の場合は就寝前の
血圧よりも朝の血圧のほうがより心血
管イベントを予測するのに優れます。
どちらか測るというのであれば朝だと
思います。
　池脇　基本的には朝を重視するけれ
ども、就寝前も大事なので、測れるよ
うなら両方ともに、ということですね。
　星出　はい。
　池脇　例えば主婦の高血圧の方で、

朝起きてからがすごく忙しく、５分、
10分安静にする時間が取りにくいとい
う相談がありますが、どうすればいい
ですか。
　星出　これはやはり落ち着いたとき、
就寝前に測れるのであれば測ってもら
ったらよいのです。一般的に朝の血圧
が高くなる人のほうが多いですが、逆
のパターンの方もいますので、そうい
った意味でも両方測って評価すること
は大事だと思います。
　池脇　通常の生活のパターンではな
くて、深夜働いて、朝近くに寝て、起
きるのがお昼というようなシフトワー
カーの方は目が覚めたお昼頃を一般的
な朝と同じに取るのでしょうか。
　星出　基本的にはそのようにするこ
とが多いです。ただ、シフトワーカー
の方に関しての家庭血圧のエビデンス
はほとんどないので、おそらくそれで
評価するしか今のところはないかと思
います。
　池脇　いずれにしても、可能であれ
ば１日２回、しかも１機会につき２回
血圧を測って、その平均を見ていくの
が高血圧の診断、あるいは高血圧で治
療中の方の経過の中では極めて重要と
いうことですね。
　星出　おっしゃるとおりです。
　池脇　診察室以外の血圧測定に関し
ては、日本で普及しているこの家庭血
圧と、もう一つ、24時間自由行動下血
圧測定（ABPM）というものがありま

かどうか。明記されていないので、な
かなか難しい質問かもしれませんが、
どう考えますか。
　星出　先ほど申し上げましたように、
やっていいとか悪いということはあり
ません。これは実際、患者さんはこち
らからそういうことをいわなくても、
している可能性は十分あり、それに基
づいての血圧の評価です。結局、家庭
血圧の一番のメリットは、複数回、長
期間測れることですので、診察室血圧
みたいに１回で、「深呼吸して、測って、
この血圧で」ということではありませ
ん。家庭血圧は診察室血圧のメリット
を凌駕しますので、そこまで大きくこ
だわる必要はないと思っています。
　池脇　家庭血圧は、診察室で白衣高
血圧にならないよう、本来のその方の
血圧を測るという意味では、深呼吸に
よって本来の血圧から著しくずれるの
なら困りますが、それほどずれるとい
うほどではないのですね。
　星出　家庭血圧ではありませんが、
過去の報告を見ても、10も20も下がる
ということはなく、仮に実際下がって
いる人がいたら、それは１回目より２
回目のほうが下がるとか、深呼吸して
いる間、安静にしているために下がる
ということで、深呼吸の影響が著明に
出ることは考えにくいと思います。
　池脇　今の家庭血圧ですと、原則１
機会に２回測ることになっています。
おそらく患者さんが朝起きて、準備を

整えて、１回目の前にはちょっと深呼
吸をして測るかもしれませんが、２回
目はそのまま測られる。その平均にな
るので、特段深呼吸をしてはいけない
とも思えないですね。
　星出　そうですね。
　池脇　とはいえ、多少は下がるとい
うことらしいのですが、どうしてでし
ょうか。
　星出　これは古くからいわれている
のですが、実は明確なメカニズムは判
明していないのです。一般的には深呼
吸することによって肺が広がるので、
その伸展受容体とか、あとは血圧を調
整する頸動脈の圧受容体といったとこ
ろに反応して副交感神経を活性化させ
ることで血圧が下がるのではないかと
いわれているようです。
　池脇　その下がり幅というのはどう
なのでしょう。少なくともそう著しい
ものではないものの、多少個人差は出
てきますか。
　星出　ありますね。一般的に血圧が
低い人に関してはそれほど下がらない、
変わらないという報告が多いのに対し
て、当然ですが血圧が高い人ほど、振
れ幅が大きいですから、通常の高血圧
での血圧変動と同じように、そういう
人のほうが下がりやすいというか、変
動しやすいのだと思います。
　池脇　細かいことになるかもしれま
せんが、収縮期と拡張期、おそらく下
がる方向にいくのでしょうが、収縮期
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のほうがより下がりやすいとか、多少
上と下で違うのでしょうか。
　星出　これはなかなか難しいですが、
おそらく収縮期血圧のほうが反応しや
すいのではないかと思います。
　池脇　そうなると、特に高齢者の場
合には多少そういう深呼吸によって、
特に上が下がってくることを、念頭に
置いていてもいいかもしれませんね。
　星出　そうかもしれないですね。
　池脇　日本では本当に家庭血圧が普
及しています。私は家庭血圧を指示す
るときに、基本は朝に測って、もし余
裕があるときには週何回か、寝る前に
測ってと指導をしてきました。基本、
家庭血圧は朝と寝る前に測りましょう
と指導されているようですが、どうな
のでしょう。
　星出　ガイドラインにも記載されて
いるように、可能であれば少なくとも
１日２回測っていただくといいと思い
ます。我々のところでも行っていたこ
れまでの家庭血圧の心血管予後に関す
る研究ですと、日本の場合は就寝前の
血圧よりも朝の血圧のほうがより心血
管イベントを予測するのに優れます。
どちらか測るというのであれば朝だと
思います。
　池脇　基本的には朝を重視するけれ
ども、就寝前も大事なので、測れるよ
うなら両方ともに、ということですね。
　星出　はい。
　池脇　例えば主婦の高血圧の方で、

朝起きてからがすごく忙しく、５分、
10分安静にする時間が取りにくいとい
う相談がありますが、どうすればいい
ですか。
　星出　これはやはり落ち着いたとき、
就寝前に測れるのであれば測ってもら
ったらよいのです。一般的に朝の血圧
が高くなる人のほうが多いですが、逆
のパターンの方もいますので、そうい
った意味でも両方測って評価すること
は大事だと思います。
　池脇　通常の生活のパターンではな
くて、深夜働いて、朝近くに寝て、起
きるのがお昼というようなシフトワー
カーの方は目が覚めたお昼頃を一般的
な朝と同じに取るのでしょうか。
　星出　基本的にはそのようにするこ
とが多いです。ただ、シフトワーカー
の方に関しての家庭血圧のエビデンス
はほとんどないので、おそらくそれで
評価するしか今のところはないかと思
います。
　池脇　いずれにしても、可能であれ
ば１日２回、しかも１機会につき２回
血圧を測って、その平均を見ていくの
が高血圧の診断、あるいは高血圧で治
療中の方の経過の中では極めて重要と
いうことですね。
　星出　おっしゃるとおりです。
　池脇　診察室以外の血圧測定に関し
ては、日本で普及しているこの家庭血
圧と、もう一つ、24時間自由行動下血
圧測定（ABPM）というものがありま

かどうか。明記されていないので、な
かなか難しい質問かもしれませんが、
どう考えますか。
　星出　先ほど申し上げましたように、
やっていいとか悪いということはあり
ません。これは実際、患者さんはこち
らからそういうことをいわなくても、
している可能性は十分あり、それに基
づいての血圧の評価です。結局、家庭
血圧の一番のメリットは、複数回、長
期間測れることですので、診察室血圧
みたいに１回で、「深呼吸して、測って、
この血圧で」ということではありませ
ん。家庭血圧は診察室血圧のメリット
を凌駕しますので、そこまで大きくこ
だわる必要はないと思っています。
　池脇　家庭血圧は、診察室で白衣高
血圧にならないよう、本来のその方の
血圧を測るという意味では、深呼吸に
よって本来の血圧から著しくずれるの
なら困りますが、それほどずれるとい
うほどではないのですね。
　星出　家庭血圧ではありませんが、
過去の報告を見ても、10も20も下がる
ということはなく、仮に実際下がって
いる人がいたら、それは１回目より２
回目のほうが下がるとか、深呼吸して
いる間、安静にしているために下がる
ということで、深呼吸の影響が著明に
出ることは考えにくいと思います。
　池脇　今の家庭血圧ですと、原則１
機会に２回測ることになっています。
おそらく患者さんが朝起きて、準備を

整えて、１回目の前にはちょっと深呼
吸をして測るかもしれませんが、２回
目はそのまま測られる。その平均にな
るので、特段深呼吸をしてはいけない
とも思えないですね。
　星出　そうですね。
　池脇　とはいえ、多少は下がるとい
うことらしいのですが、どうしてでし
ょうか。
　星出　これは古くからいわれている
のですが、実は明確なメカニズムは判
明していないのです。一般的には深呼
吸することによって肺が広がるので、
その伸展受容体とか、あとは血圧を調
整する頸動脈の圧受容体といったとこ
ろに反応して副交感神経を活性化させ
ることで血圧が下がるのではないかと
いわれているようです。
　池脇　その下がり幅というのはどう
なのでしょう。少なくともそう著しい
ものではないものの、多少個人差は出
てきますか。
　星出　ありますね。一般的に血圧が
低い人に関してはそれほど下がらない、
変わらないという報告が多いのに対し
て、当然ですが血圧が高い人ほど、振
れ幅が大きいですから、通常の高血圧
での血圧変動と同じように、そういう
人のほうが下がりやすいというか、変
動しやすいのだと思います。
　池脇　細かいことになるかもしれま
せんが、収縮期と拡張期、おそらく下
がる方向にいくのでしょうが、収縮期
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す。多分先生は臨床研究で使われてき
たものだと思いますが、日本ではあま
り活用されていないのでしょうか。
　星出　一日中つけておくのはどうし
ても行動制限に感じ、夜寝ている間も
カフの圧によって目が覚めてしまうた
めに、使いづらく、もう一回やりまし
ょうというと、患者さんはなかなかや
りたがらないのです。そうすると治療
評価として使いづらいというのがあり
ます。
　池脇　むしろ血圧計の存在を感じな
いぐらいの血圧計のほうがいいのでし
ょうが、何か技術の進歩はありますか。
　星出　今は、市販でも手首で測るよ
うな血圧計を売っています。まだ研究
でしか使えませんが、手首で測れてタ
イマーで夜の血圧も測ることができ、

しかも寝相が悪いような方も含めてバ
リデーションが取れるような血圧計も
できています。実際に我々の施設でも
そういった研究を行っていますが、
ABPMよりもかなり負担が少なく夜間
血圧が評価できます。
　池脇　ちなみに、ABPMや今先生が
いわれた新しいデバイスも、例えば血
圧が高くて、ちょっとコントロールが
うまくいかないような人が適応になる
のでしょうか。
　星出　一般的に血圧を評価するにあ
たっては、外来血圧、家庭血圧は通常
の朝、就寝前ですから、まずコントロ
ールをつけて、なおかつリスクが高そ
うな方は夜間血圧の測定を行ったほう
がいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。

国際医療福祉大学成田病院血液内科准教授
渡　部　玲　子

（聞き手　山内俊一）

　原発性マクログロブリン血症についてご教示ください。
　53歳の男性。約半年前の職域健診で貧血を指摘されました。当方での検血に
M蛋白を伴うIgMの上昇（1,847㎎/dL）、IgAおよびIgGの低下（それぞれ45㎎/dL、
700㎎/dL）を認め、免疫電気泳動ではIgM-K型M蛋白を検出しました。多発性
骨髄腫も危惧し基幹病院の血液内科を紹介、受診し、上記疾患と診断されまし
たが、症状に乏しいため経過観察の方針となりました。
 ＜大阪府開業医＞

原発性マクログロブリン血症

　山内　原発性マクログロブリン血症
ですが、大ざっぱに言えば、B細胞、
あるいはそれの進化型といいますか、
形質細胞ががん化したものと捉えてよ
ろしいのでしょうか。
　渡部　おっしゃるとおりです。悪性
リンパ腫と多発性骨髄腫のどちらに属
するのかという点が昔から議論されま
したが、結論としては、低悪性度のB
細胞リンパ腫というところに現在落ち
着いています。
　山内　まだまだ不明点も多いと思い
ますが、原因、誘因、メカニズムに関
しての最近のトピックは何かあります
か。

　渡部　がん細胞、腫瘍細胞のゲノム
解析を行ったところ、B細胞の腫瘍化、
あるいは増殖に関わる細胞内の因子で
ある、MyD88遺伝子の変異が見つか
っています。それが原発性マクログロ
ブリン血症に非常に特徴的で、特異的
ではないのですが、患者さんの組織検
査では、９割以上、この遺伝子変異が
認められます。
　山内　そのあたりをターゲットにす
る薬も出てきているのでしょうか。
　渡部　このMyD88がブルトンとい
うB細胞の腫瘍化に関係する細胞内の
チロシンキナーゼと非常に関係があり、
そこに対する阻害薬が今、開発されて
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す。多分先生は臨床研究で使われてき
たものだと思いますが、日本ではあま
り活用されていないのでしょうか。
　星出　一日中つけておくのはどうし
ても行動制限に感じ、夜寝ている間も
カフの圧によって目が覚めてしまうた
めに、使いづらく、もう一回やりまし
ょうというと、患者さんはなかなかや
りたがらないのです。そうすると治療
評価として使いづらいというのがあり
ます。
　池脇　むしろ血圧計の存在を感じな
いぐらいの血圧計のほうがいいのでし
ょうが、何か技術の進歩はありますか。
　星出　今は、市販でも手首で測るよ
うな血圧計を売っています。まだ研究
でしか使えませんが、手首で測れてタ
イマーで夜の血圧も測ることができ、

しかも寝相が悪いような方も含めてバ
リデーションが取れるような血圧計も
できています。実際に我々の施設でも
そういった研究を行っていますが、
ABPMよりもかなり負担が少なく夜間
血圧が評価できます。
　池脇　ちなみに、ABPMや今先生が
いわれた新しいデバイスも、例えば血
圧が高くて、ちょっとコントロールが
うまくいかないような人が適応になる
のでしょうか。
　星出　一般的に血圧を評価するにあ
たっては、外来血圧、家庭血圧は通常
の朝、就寝前ですから、まずコントロ
ールをつけて、なおかつリスクが高そ
うな方は夜間血圧の測定を行ったほう
がいいかと思います。
　池脇　ありがとうございました。

国際医療福祉大学成田病院血液内科准教授
渡　部　玲　子

（聞き手　山内俊一）

　原発性マクログロブリン血症についてご教示ください。
　53歳の男性。約半年前の職域健診で貧血を指摘されました。当方での検血に
M蛋白を伴うIgMの上昇（1,847㎎/dL）、IgAおよびIgGの低下（それぞれ45㎎/dL、
700㎎/dL）を認め、免疫電気泳動ではIgM-K型M蛋白を検出しました。多発性
骨髄腫も危惧し基幹病院の血液内科を紹介、受診し、上記疾患と診断されまし
たが、症状に乏しいため経過観察の方針となりました。
 ＜大阪府開業医＞

原発性マクログロブリン血症

　山内　原発性マクログロブリン血症
ですが、大ざっぱに言えば、B細胞、
あるいはそれの進化型といいますか、
形質細胞ががん化したものと捉えてよ
ろしいのでしょうか。
　渡部　おっしゃるとおりです。悪性
リンパ腫と多発性骨髄腫のどちらに属
するのかという点が昔から議論されま
したが、結論としては、低悪性度のB
細胞リンパ腫というところに現在落ち
着いています。
　山内　まだまだ不明点も多いと思い
ますが、原因、誘因、メカニズムに関
しての最近のトピックは何かあります
か。

　渡部　がん細胞、腫瘍細胞のゲノム
解析を行ったところ、B細胞の腫瘍化、
あるいは増殖に関わる細胞内の因子で
ある、MyD88遺伝子の変異が見つか
っています。それが原発性マクログロ
ブリン血症に非常に特徴的で、特異的
ではないのですが、患者さんの組織検
査では、９割以上、この遺伝子変異が
認められます。
　山内　そのあたりをターゲットにす
る薬も出てきているのでしょうか。
　渡部　このMyD88がブルトンとい
うB細胞の腫瘍化に関係する細胞内の
チロシンキナーゼと非常に関係があり、
そこに対する阻害薬が今、開発されて
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トチェーン定量という方法でIgMと軽
鎖の増加を調べます。診断確定のため
に骨髄検査が必須になります。これは
患者さんに少し痛い思いをさせてしま
うのですが、腸骨という骨盤の骨の奥
に針を刺して、そこの骨髄液と組織を
取ってくる検査です。
　山内　質問の医師は多発性骨髄腫も
疑われていましたが、こういった鑑別
上の類似疾患などで紛らわしい疾患に
はどういったものがありますか。
　渡部　たいへん鋭い質問で、一番私
たちが恐れるのがIgM型の多発性骨髄
腫です。IgM型骨髄腫は骨髄腫の中で
まれであり、原発性マクログロブリン
血症と比較すると予後が不良という報
告もあり、比較的急激な病勢の悪化を
起こすこともあります。多発性骨髄腫
の症状である骨病変を起こしてしまう
こともあるので、骨の痛み、病的骨折
などを患者さんが発症されていないか
は十分注意しなければいけません。そ
れから、多発性骨髄腫の合併症である
腎不全や、高カルシウム血症などの異
常が出てくることがあり、電解質も含
めた血液データをチェックすることが
必要だと思います。ただし、当初は見
分けがつかないことがあります。
　山内　なかなか難しいですね。
　渡部　あとは、少し難しいのですが、
慢性リンパ性白血病、MALTリンパ腫
というようなほかの低悪性度リンパ腫
ともなかなか区別がつかないので、病

理組織学的な診断による鑑別が必要に
なってきます。
　山内　また原発性マクログロブリン
血症に戻りますが、一般的に予後はそ
んなにいいとは思えないのですが、比
較的経過観察になるケースが多いよう
です。これはなぜでしょうか。
　渡部　基本的にはほかの低悪性度リ
ンパ腫と同じような考え方をするので
すが、すぐに病勢が進行する場合と、
落ち着いた状態が長く続く病態もある
ことがポイントです。もう一つのポイ
ントがこの疾患はご高齢の方に多いこ
とです。この患者さんは50代というこ
とですが、通常、60代以降の高齢者に
見つかることが多いので、最初から根
治を目指すよりは、患者さんの状態が
良いうちはそれを維持する方法も考え
られます。患者さんに応じてどのよう
な治療が最も良いのかを十分に考えな
ければいけないところが難しいと思い
ます。
　山内　無症状ということもあるので、
抗がん剤でQOLを損ねないようにと、
そういったところでしょうね。
　渡部　そうですね。ただ、この患者
さんは53歳という若い年齢ですので、
この先どこかで病態が進む場合には積
極的な化学療法を行い、状態によって
は自家末梢血幹細胞移植という治療も
適応になるかと思います。今後も経過
観察を慎重に行うべきだと思います。
　山内　末期にはどういった症状にな

きています。
　山内　さてもう一つ、M蛋白という
言葉がよく出てきます。M蛋白とはど
のようなものでしょうか。
　渡部　M蛋白はモノクローナルに増
殖したグロブリン蛋白を指します。通
常、B細胞からはいろいろなグロブリ
ン蛋白が作られるので、同一のグロブ
リン蛋白が単クローン性に増殖するこ
とは普通ありえないのですが、B細胞
が腫瘍化しますと、同一のグロブリン
蛋白が産生される状態が生じ、これを
M蛋白と呼んでいます。
　山内　この疾患、何となく無症状で
発見されるような印象が強いのですが、
いかがですか。
　渡部　おっしゃるとおりで、最近、
健康診断の結果、貧血あるいは血小板
減少といった血球の異常で紹介いただ
き、私たちのところで骨髄検査をする
と、この診断に至ることがよくありま
す。
　山内　そうしますと、非専門医がこ
の疾患を念頭に置くときのコツといい
ますか、どういうところを手がかりに
して気づくか、このあたりはいかがで
しょう。
　渡部　健康診断の血液検査の結果で、
総蛋白が高く、アルブミンが低いとい
った状況が出てくるのですが、この差
の増大がグロブリン分画が増えている
証拠になります。血清蛋白に注目して
いただくのがよいかと思います。

　山内　貧血はほかにもいろいろなも
のが多いので、鉄欠乏性貧血を除外し
た後、我々もその先、なかなか対応に
困ってしまうことが多いのですが、こ
ういった際に、注目したらいいものと
してはどういったものが挙げられます
か。
　渡部　正球性正色素性貧血と呼ばれ
るMCVとかMCHなどが正常の場合は、
貧血を起こすような病態が骨髄という
極めて限定的な場所に起きているので
はないかと想定されます。また、同時
に血小板が減少することがあるので、
これらを認めたときは、原発性マクロ
グロブリン血症など骨髄の中に起きる
疾患の存在を少し考えていただくとよ
いかと思います。
　山内　血小板減少が一つのポイント
と考えてよいのですね。
　渡部　そうですね。
　山内　白血球分画はいかがでしょう
か。
　渡部　白血球分画ではリンパ球が増
加していたり、白血球数の増減などの
異常がありうると思います。
　山内　次に我々は血液内科に紹介と
いうかたちになるかと思うのですが、
血液内科では次にどういったステップ
の検査がなされるのですか。
　渡部　まず血液の生化学検査で、先
ほどありましたM蛋白がどのようなも
のかを調べます。これは免疫電気泳動
法や免疫グロブリン定量、フリーライ
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トチェーン定量という方法でIgMと軽
鎖の増加を調べます。診断確定のため
に骨髄検査が必須になります。これは
患者さんに少し痛い思いをさせてしま
うのですが、腸骨という骨盤の骨の奥
に針を刺して、そこの骨髄液と組織を
取ってくる検査です。
　山内　質問の医師は多発性骨髄腫も
疑われていましたが、こういった鑑別
上の類似疾患などで紛らわしい疾患に
はどういったものがありますか。
　渡部　たいへん鋭い質問で、一番私
たちが恐れるのがIgM型の多発性骨髄
腫です。IgM型骨髄腫は骨髄腫の中で
まれであり、原発性マクログロブリン
血症と比較すると予後が不良という報
告もあり、比較的急激な病勢の悪化を
起こすこともあります。多発性骨髄腫
の症状である骨病変を起こしてしまう
こともあるので、骨の痛み、病的骨折
などを患者さんが発症されていないか
は十分注意しなければいけません。そ
れから、多発性骨髄腫の合併症である
腎不全や、高カルシウム血症などの異
常が出てくることがあり、電解質も含
めた血液データをチェックすることが
必要だと思います。ただし、当初は見
分けがつかないことがあります。
　山内　なかなか難しいですね。
　渡部　あとは、少し難しいのですが、
慢性リンパ性白血病、MALTリンパ腫
というようなほかの低悪性度リンパ腫
ともなかなか区別がつかないので、病

理組織学的な診断による鑑別が必要に
なってきます。
　山内　また原発性マクログロブリン
血症に戻りますが、一般的に予後はそ
んなにいいとは思えないのですが、比
較的経過観察になるケースが多いよう
です。これはなぜでしょうか。
　渡部　基本的にはほかの低悪性度リ
ンパ腫と同じような考え方をするので
すが、すぐに病勢が進行する場合と、
落ち着いた状態が長く続く病態もある
ことがポイントです。もう一つのポイ
ントがこの疾患はご高齢の方に多いこ
とです。この患者さんは50代というこ
とですが、通常、60代以降の高齢者に
見つかることが多いので、最初から根
治を目指すよりは、患者さんの状態が
良いうちはそれを維持する方法も考え
られます。患者さんに応じてどのよう
な治療が最も良いのかを十分に考えな
ければいけないところが難しいと思い
ます。
　山内　無症状ということもあるので、
抗がん剤でQOLを損ねないようにと、
そういったところでしょうね。
　渡部　そうですね。ただ、この患者
さんは53歳という若い年齢ですので、
この先どこかで病態が進む場合には積
極的な化学療法を行い、状態によって
は自家末梢血幹細胞移植という治療も
適応になるかと思います。今後も経過
観察を慎重に行うべきだと思います。
　山内　末期にはどういった症状にな

きています。
　山内　さてもう一つ、M蛋白という
言葉がよく出てきます。M蛋白とはど
のようなものでしょうか。
　渡部　M蛋白はモノクローナルに増
殖したグロブリン蛋白を指します。通
常、B細胞からはいろいろなグロブリ
ン蛋白が作られるので、同一のグロブ
リン蛋白が単クローン性に増殖するこ
とは普通ありえないのですが、B細胞
が腫瘍化しますと、同一のグロブリン
蛋白が産生される状態が生じ、これを
M蛋白と呼んでいます。
　山内　この疾患、何となく無症状で
発見されるような印象が強いのですが、
いかがですか。
　渡部　おっしゃるとおりで、最近、
健康診断の結果、貧血あるいは血小板
減少といった血球の異常で紹介いただ
き、私たちのところで骨髄検査をする
と、この診断に至ることがよくありま
す。
　山内　そうしますと、非専門医がこ
の疾患を念頭に置くときのコツといい
ますか、どういうところを手がかりに
して気づくか、このあたりはいかがで
しょう。
　渡部　健康診断の血液検査の結果で、
総蛋白が高く、アルブミンが低いとい
った状況が出てくるのですが、この差
の増大がグロブリン分画が増えている
証拠になります。血清蛋白に注目して
いただくのがよいかと思います。

　山内　貧血はほかにもいろいろなも
のが多いので、鉄欠乏性貧血を除外し
た後、我々もその先、なかなか対応に
困ってしまうことが多いのですが、こ
ういった際に、注目したらいいものと
してはどういったものが挙げられます
か。
　渡部　正球性正色素性貧血と呼ばれ
るMCVとかMCHなどが正常の場合は、
貧血を起こすような病態が骨髄という
極めて限定的な場所に起きているので
はないかと想定されます。また、同時
に血小板が減少することがあるので、
これらを認めたときは、原発性マクロ
グロブリン血症など骨髄の中に起きる
疾患の存在を少し考えていただくとよ
いかと思います。
　山内　血小板減少が一つのポイント
と考えてよいのですね。
　渡部　そうですね。
　山内　白血球分画はいかがでしょう
か。
　渡部　白血球分画ではリンパ球が増
加していたり、白血球数の増減などの
異常がありうると思います。
　山内　次に我々は血液内科に紹介と
いうかたちになるかと思うのですが、
血液内科では次にどういったステップ
の検査がなされるのですか。
　渡部　まず血液の生化学検査で、先
ほどありましたM蛋白がどのようなも
のかを調べます。これは免疫電気泳動
法や免疫グロブリン定量、フリーライ
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ってくるのでしょうか。
　渡部　末期といいますか、途中でこ
れは治療しなければいけないという病
態が出てくることがあります。一つは
ほかの低悪性度リンパ腫同様に、リン
パ節、肝臓、脾臓が腫れて症状が出て
きたり、あるいはリンパ腫のB症状と
いわれる、発熱、盗汗、体重減少など、
患者さんが消耗して苦しむような症状
が出てしまうことがあります。この場
合は治療適応だと思います。また、貧
血が進行し全身倦怠感が生じてしまっ
たり、血小板減少による出血傾向が出
現した場合も治療適応になると思いま
す。
　山内　それ以外にも何か気になる症

状はありますか。
　渡部　原発性マクログロブリン血症
の有名な合併症として、過粘稠度症候
群という病気があります。増加する
IgMの分子量が大きいので、血液の粘
稠度が増加し、口腔内出血、鼻出血、
頭痛、時に神経症状として意識障害ま
で起こす方がいます。眼底出血などを
起こしてしまうこともあるので、たい
へん危険な合併症といわれています。
　山内　治療対象になるのですね。
　渡部　はい、緊急の治療対象です。
治療として時に血漿交換などを必要と
しますので、ご注意いただきたいと思
います。
　山内　ありがとうございました。

国立病院機構相模原病院臨床研究センター長
海老澤　元　宏

（聞き手　池田志斈）

　アナフィラキシーショックの対応についてご教示ください。
　①�アドレナリンの用量、回数。エピペンなら衣服の上からでも可能ですが、
ボスミンの場合は上腕の筋注でもいいのでしょうか。

　②抗ヒスタミン薬、ステロイドの使い方。
　③β-ブロッカー服用時のグルカゴンの使い方。
 ＜東京都開業医＞

アナフィラキシーショックの対応

　池田　今、新型コロナウイルスのワ
クチンがアナフィラキシーを起こすと
いう話題もあってこのような質問が来
たと思うのですが、そもそもアナフィ
ラキシーとアナフィラキシーショック
というのは違うのでしょうか。
　海老澤　アナフィラキシーというの
は、アレルゲン等の侵入により複数臓
器に全身性にアレルギー症状が惹起さ
れ、生命に危機を与える過敏反応をい
います。アナフィラキシーに血圧低下
や意識障害を伴う場合をアナフィラキ
シーショックといいます。アナフィラ
キシーの症状としては、皮膚・粘膜症
状、あるいは呼吸器症状、循環器症状、
持続する消化器症状などが代表的なも

のですが、皮膚・粘膜だけの症状が出
て、それに呼吸器症状を伴ってくるよ
うな場合を、通常はアナフィラキシー
ととらえることが多いかと思います。
院内で造影剤を使ったときにいきなり
ショックから始まって、発疹とか皮膚
症状を伴ってこない、あるいは呼吸器
症状を伴ってこないようなケースも、
医薬品の場合などでは起こることがあ
ります。
　池田　アナフィラキシーとアナフィ
ラキシーショックは一つの範囲の中に
あるけれども、ショックになると血圧
低下とか意識障害とかが出てくるとい
う理解でよいでしょうか。
　海老澤　基本的には循環動態に影響

ドクターサロン66巻５月号（4 . 2022） （269）  1312 （268） ドクターサロン66巻５月号（4 . 2022）

2205_HONBUN.indd   12-132205_HONBUN.indd   12-13 2022/04/19   9:322022/04/19   9:32



ってくるのでしょうか。
　渡部　末期といいますか、途中でこ
れは治療しなければいけないという病
態が出てくることがあります。一つは
ほかの低悪性度リンパ腫同様に、リン
パ節、肝臓、脾臓が腫れて症状が出て
きたり、あるいはリンパ腫のB症状と
いわれる、発熱、盗汗、体重減少など、
患者さんが消耗して苦しむような症状
が出てしまうことがあります。この場
合は治療適応だと思います。また、貧
血が進行し全身倦怠感が生じてしまっ
たり、血小板減少による出血傾向が出
現した場合も治療適応になると思いま
す。
　山内　それ以外にも何か気になる症

状はありますか。
　渡部　原発性マクログロブリン血症
の有名な合併症として、過粘稠度症候
群という病気があります。増加する
IgMの分子量が大きいので、血液の粘
稠度が増加し、口腔内出血、鼻出血、
頭痛、時に神経症状として意識障害ま
で起こす方がいます。眼底出血などを
起こしてしまうこともあるので、たい
へん危険な合併症といわれています。
　山内　治療対象になるのですね。
　渡部　はい、緊急の治療対象です。
治療として時に血漿交換などを必要と
しますので、ご注意いただきたいと思
います。
　山内　ありがとうございました。

国立病院機構相模原病院臨床研究センター長
海老澤　元　宏

（聞き手　池田志斈）

　アナフィラキシーショックの対応についてご教示ください。
　①�アドレナリンの用量、回数。エピペンなら衣服の上からでも可能ですが、
ボスミンの場合は上腕の筋注でもいいのでしょうか。

　②抗ヒスタミン薬、ステロイドの使い方。
　③β-ブロッカー服用時のグルカゴンの使い方。
 ＜東京都開業医＞

アナフィラキシーショックの対応

　池田　今、新型コロナウイルスのワ
クチンがアナフィラキシーを起こすと
いう話題もあってこのような質問が来
たと思うのですが、そもそもアナフィ
ラキシーとアナフィラキシーショック
というのは違うのでしょうか。
　海老澤　アナフィラキシーというの
は、アレルゲン等の侵入により複数臓
器に全身性にアレルギー症状が惹起さ
れ、生命に危機を与える過敏反応をい
います。アナフィラキシーに血圧低下
や意識障害を伴う場合をアナフィラキ
シーショックといいます。アナフィラ
キシーの症状としては、皮膚・粘膜症
状、あるいは呼吸器症状、循環器症状、
持続する消化器症状などが代表的なも

のですが、皮膚・粘膜だけの症状が出
て、それに呼吸器症状を伴ってくるよ
うな場合を、通常はアナフィラキシー
ととらえることが多いかと思います。
院内で造影剤を使ったときにいきなり
ショックから始まって、発疹とか皮膚
症状を伴ってこない、あるいは呼吸器
症状を伴ってこないようなケースも、
医薬品の場合などでは起こることがあ
ります。
　池田　アナフィラキシーとアナフィ
ラキシーショックは一つの範囲の中に
あるけれども、ショックになると血圧
低下とか意識障害とかが出てくるとい
う理解でよいでしょうか。
　海老澤　基本的には循環動態に影響
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でβブロッカーを使って徐脈にしてお
いて造影CT、というときの質問なの
でしょうか。
　海老澤　そういうケースもあると思
いますし、血圧の管理でβ刺激薬を使
われているような患者さんで造影を行
ったときにも起こりうると考えられる
ので、比較的高齢者に起こりうること
だと思います。もちろん最初に問診な
どを十分取っていて、βブロッカーを
使われていることをきちんと把握して
いればいいのですが、担当医が十分に
把握していないこともあります。その
ような場合には、当然アドレナリン筋
注を最初に行うと思うのですが、その
反応性が良くないようなケース、複数
回投与してもなかなか血圧等が上がっ
てこないようなケースも実際にあると
思います。その場合にはグルカゴンを
使っていくのですが、院内で発生した
場合にはおそらく初期対応ではなく、
ICU管理や入院管理において行われて
いくような場合に、グルカゴンの使用
につながるのではないかと思います。
　池田　このケースは一般診療の医師
はあまり考えなくていいのですね。
　海老澤　そうですね。基本的にはア
ナフィラキシーといえばアドレナリン
の筋肉注射です。その方法としては、
院内等で患者さんが実際にお持ちにな
っているオートインジェクターのエピ
ペンで行う場合もあるでしょうし、シ
リンジに詰められたかたちでのアドレ

ナリン製剤もありますし、あとはバイ
アルから1,000倍希釈のアドレナリンを
シリンジで吸い取って使っていく。そ
の３つのパターンがあるのではないか
なと思います。
　池田　いずれでもよいのですね。
　海老澤　はい。そこにある製品を迅
速に的確に使っていただくことが重要
ではないかなと思います。
　池田　②の質問、アナフィラキシー
ショックの対応として抗ヒスタミン薬、
ステロイドはどのように使うのでしょ
うか。
　海老澤　基本的には抗ヒスタミン薬、
あるいは経口、静注投与のステロイド
に関しては、アナフィラキシーの治療
においては第一選択薬ではありません。
あくまでもこれは、例えば抗ヒスタミ
ン薬ですと蕁麻疹等の治療経験に基づ
いた効果を期待したうえで皮膚・粘膜
症状に対しての投与ということになる
かと思います。ほかの呼吸器系の症状、
あるいは持続するような消化器系の症
状に対し、抗ヒスタミン薬は有効性が
ないので、そこは注意が必要です。
　また、ステロイドに関しては、非常
に多岐にわたる作用がありますが、も
ちろん作用時間の違いがステロイドの
中にもあるものの、実際の効果は数時
間たたないと症状の緩和にはつながり
ません。現在、アナフィラキシーのガ
イドライン等では二相性反応を抑制す
る目的で使っていくことがうたわれて

を与えて血圧が低下し、それに伴って
脱力、あるいは意識障害等を伴ってく
るような場合をアナフィラキシーショ
ックととらえていただければと思いま
す。
　池田　質問にあるように、アナフィ
ラキシーショックの治療として最初の
対応は、アドレナリンの筋注になるの
でしょうか。
　海老澤　ショックまでいった状態で
アドレナリンの筋注にいくと、複数回、
アドレナリンの筋注が必要になること
がよくあります。ヨーロッパ、アメリ
カなど世界中のガイドライン、そして
世界アレルギー機構のガイドラインで
は、アナフィラキシーであるという診
断をつけた段階で、アドレナリンの筋
注を第一選択薬として使用することが
勧められています。
　池田　感覚としては、ショックにい
く前に、皮膚の症状プラスほかの臓器
の障害が出たときにはアナフィラキシ
ーとしてアドレナリンの注射をすると
いうことでしょうか。
　海老澤　皮膚とか粘膜の症状が出た
場合というのはとてもわかりやすく、
それに呼吸器系の症状、循環器系の症
状、あるいは持続する非常に厳しい消
化器症状を伴う場合に、通常はアナフ
ィラキシーと診断することが多いと思
います。そのような場合にはわかりや
すいのですが、いきなり血圧低下で始
まるとか、あるいは単独の呼吸器症状

で出てきたような場合というのは、そ
れがアナフィラキシーであるととらえ
ていくのが意外と難しいこともあると
思います。世界アレルギー機構の診断
基準が2020年に改訂され、単独の循環
器症状、あるいは単独の呼吸器症状で
も、アナフィラキシーの可能性を考慮
して治療を進めていくべきとされてい
ます。
　池田　例えば造影剤を使っている間
に起こるとか、ほかの薬物でもそうで
すが、点滴をしている間に起こるとか、
そういう場合は呼吸動態、循環動態の
変化だけでアナフィラキシーとして治
療するということですね。
　海老澤　先生がおっしゃるとおり、
院内発生の場合には医薬品によるもの
が多いです。PMDA等に上がってくる
副作用報告をまとめていくと、特に造
影CT、点滴静注、あるいは冠動脈造
影などで起きることが多いです。薬物
が原因で点滴静注の場合、あるいは造
影剤の場合のアナフィラキシーの起こ
り方というのは、例えば食物とかのア
ナフィラキシーに比べると時間的にた
いへんスピードが速いという特徴があ
るので、皮膚・粘膜の症状が必ずしも
出るとは限らないと思います。そこで
そのような判断、対応が必要になると
考えられます。
　池田　質問の３番に、βブロッカー
服用時のグルカゴンの使い方というも
のがあるのですが、まさに冠動脈CT
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でβブロッカーを使って徐脈にしてお
いて造影CT、というときの質問なの
でしょうか。
　海老澤　そういうケースもあると思
いますし、血圧の管理でβ刺激薬を使
われているような患者さんで造影を行
ったときにも起こりうると考えられる
ので、比較的高齢者に起こりうること
だと思います。もちろん最初に問診な
どを十分取っていて、βブロッカーを
使われていることをきちんと把握して
いればいいのですが、担当医が十分に
把握していないこともあります。その
ような場合には、当然アドレナリン筋
注を最初に行うと思うのですが、その
反応性が良くないようなケース、複数
回投与してもなかなか血圧等が上がっ
てこないようなケースも実際にあると
思います。その場合にはグルカゴンを
使っていくのですが、院内で発生した
場合にはおそらく初期対応ではなく、
ICU管理や入院管理において行われて
いくような場合に、グルカゴンの使用
につながるのではないかと思います。
　池田　このケースは一般診療の医師
はあまり考えなくていいのですね。
　海老澤　そうですね。基本的にはア
ナフィラキシーといえばアドレナリン
の筋肉注射です。その方法としては、
院内等で患者さんが実際にお持ちにな
っているオートインジェクターのエピ
ペンで行う場合もあるでしょうし、シ
リンジに詰められたかたちでのアドレ

ナリン製剤もありますし、あとはバイ
アルから1,000倍希釈のアドレナリンを
シリンジで吸い取って使っていく。そ
の３つのパターンがあるのではないか
なと思います。
　池田　いずれでもよいのですね。
　海老澤　はい。そこにある製品を迅
速に的確に使っていただくことが重要
ではないかなと思います。
　池田　②の質問、アナフィラキシー
ショックの対応として抗ヒスタミン薬、
ステロイドはどのように使うのでしょ
うか。
　海老澤　基本的には抗ヒスタミン薬、
あるいは経口、静注投与のステロイド
に関しては、アナフィラキシーの治療
においては第一選択薬ではありません。
あくまでもこれは、例えば抗ヒスタミ
ン薬ですと蕁麻疹等の治療経験に基づ
いた効果を期待したうえで皮膚・粘膜
症状に対しての投与ということになる
かと思います。ほかの呼吸器系の症状、
あるいは持続するような消化器系の症
状に対し、抗ヒスタミン薬は有効性が
ないので、そこは注意が必要です。
　また、ステロイドに関しては、非常
に多岐にわたる作用がありますが、も
ちろん作用時間の違いがステロイドの
中にもあるものの、実際の効果は数時
間たたないと症状の緩和にはつながり
ません。現在、アナフィラキシーのガ
イドライン等では二相性反応を抑制す
る目的で使っていくことがうたわれて

を与えて血圧が低下し、それに伴って
脱力、あるいは意識障害等を伴ってく
るような場合をアナフィラキシーショ
ックととらえていただければと思いま
す。
　池田　質問にあるように、アナフィ
ラキシーショックの治療として最初の
対応は、アドレナリンの筋注になるの
でしょうか。
　海老澤　ショックまでいった状態で
アドレナリンの筋注にいくと、複数回、
アドレナリンの筋注が必要になること
がよくあります。ヨーロッパ、アメリ
カなど世界中のガイドライン、そして
世界アレルギー機構のガイドラインで
は、アナフィラキシーであるという診
断をつけた段階で、アドレナリンの筋
注を第一選択薬として使用することが
勧められています。
　池田　感覚としては、ショックにい
く前に、皮膚の症状プラスほかの臓器
の障害が出たときにはアナフィラキシ
ーとしてアドレナリンの注射をすると
いうことでしょうか。
　海老澤　皮膚とか粘膜の症状が出た
場合というのはとてもわかりやすく、
それに呼吸器系の症状、循環器系の症
状、あるいは持続する非常に厳しい消
化器症状を伴う場合に、通常はアナフ
ィラキシーと診断することが多いと思
います。そのような場合にはわかりや
すいのですが、いきなり血圧低下で始
まるとか、あるいは単独の呼吸器症状

で出てきたような場合というのは、そ
れがアナフィラキシーであるととらえ
ていくのが意外と難しいこともあると
思います。世界アレルギー機構の診断
基準が2020年に改訂され、単独の循環
器症状、あるいは単独の呼吸器症状で
も、アナフィラキシーの可能性を考慮
して治療を進めていくべきとされてい
ます。
　池田　例えば造影剤を使っている間
に起こるとか、ほかの薬物でもそうで
すが、点滴をしている間に起こるとか、
そういう場合は呼吸動態、循環動態の
変化だけでアナフィラキシーとして治
療するということですね。
　海老澤　先生がおっしゃるとおり、
院内発生の場合には医薬品によるもの
が多いです。PMDA等に上がってくる
副作用報告をまとめていくと、特に造
影CT、点滴静注、あるいは冠動脈造
影などで起きることが多いです。薬物
が原因で点滴静注の場合、あるいは造
影剤の場合のアナフィラキシーの起こ
り方というのは、例えば食物とかのア
ナフィラキシーに比べると時間的にた
いへんスピードが速いという特徴があ
るので、皮膚・粘膜の症状が必ずしも
出るとは限らないと思います。そこで
そのような判断、対応が必要になると
考えられます。
　池田　質問の３番に、βブロッカー
服用時のグルカゴンの使い方というも
のがあるのですが、まさに冠動脈CT
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います。これに関しても基本的にエビ
デンスレベルとしては非常に低いもの
になるので、ステロイド、またβ刺激
薬の吸入等が呼吸器系に使われること
もあるかと思いますが、それらはあく
までも第二選択薬であるということを
十分認識したうえで、もしそれらで十
分な効果が得られない場合には当然ア
ドレナリンを使っていくことが求めら
れていると思います。
　年配の医師ですと、アナフィラキシ
ーのときにステロイドと抗ヒスタミン
薬を使うことがいまだけっこう多いの
ですが、アドレナリンの筋肉注射がア
ナフィラキシーの第一選択薬というの
は国家試験の問題等でも非常に大きな
ウエートを置いて出されています。若
い医師と年配の医師でこの辺の違いが
あり、抗ヒスタミン薬、ステロイドを
使いがちなのは年配の医師に多いので
はないかと危惧しています。
　池田　そういった背景があるのです
ね。例えば、新型コロナウイルスのワ
クチンを打って蕁麻疹が出た。ほかに
特に症状がない場合はアナフィラキシ
ー、あるいはアナフィラキシーショッ
クではなくて、単なる蕁麻疹として対
処していくということでしょうか。
　海老澤　はい、それで十分ではない
かなと思います。ただ、それが最初の
アナフィラキシーの皮膚症状の一つで

ある可能性も十分ありますので、打っ
た後、そういう症状が出てきた場合に
は、その先に呼吸器系の症状、循環器
症状、あるいは持続する消化器症状が
出てこないかどうかをその後十分に経
過観察していただきたいと思います。
　池田　アレルギー歴がある方がワク
チン接種後30分はその会場にいるのは
そういう目的なのでしょうか。
　海老澤　基本的にはすべてのアレル
ギーの経験者というわけではなくて、
過去に医薬品等を含めてアナフィラキ
シーを起こしたことがあるような方に
関しては30分程度、新型コロナウイル
スのワクチンを打った後に経過観察す
ることが推奨されています。
　池田　最近ではそれがアレルギー全
般に拡大されてきたような気がしまし
て、アレルギーの「ア」の字が出ると、
「はい、あなたは30分」という感じに
なっているみたいですね。
　海老澤　アレルギー疾患がある方に
は新型コロナウイルスのワクチンを打
つのをためらう方がけっこういるので、
外来でそういう質問をたくさん受けま
す。そこで、日本アレルギー学会のウ
ェブサイトに学会からの新型コロナウ
イルスのワクチンに対するステートメ
ントが出ているので、ぜひご覧いただ
きたいと思います。
　池田　ありがとうございました。

慶應義塾大学神経内科教授
中　原　　仁

（聞き手　山内俊一）

　多発性硬化症の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

多発性硬化症

　山内　多発性硬化症は非常に有名な
病気ですが、非専門医にとっては、患
者さんがいらした場合でも、病名想起
すらできないこともあります。一つに
は頻度上の問題があるのでしょうか。
日本人には少ないという説もあるよう
ですが、いかがですか。
　中原　多発性硬化症はまだまだ少な
めな病気であることは事実だと思いま
すが、昨今、患者さんの数が増えてい
て、最新の調査では日本全国で約２万
人と推計されています。約２万人とい
いますと、パーキンソン病で何十万人
ですから、まだまだ少ないともいえま
すが、少なくとも神経内科ではそんな
に珍しくなくなってきていると思いま
す。
　山内　だんだん増加してきているの
でしょうか。
　中原　今、だいたい10年で倍になる

速度で増えていますので、今後もその
トレンドが続くのではないかと思われ
ています。
　山内　理由としては、画像診断など
の進歩といったものも挙げられるとお
考えですか。
　中原　ご指摘のとおりです。ただ、
ここ10年、特別MRIをより多く撮るよ
うになったからではなかろうかとも推
測されています。また世界的にも患者
数が増加しており、何が原因なのかま
ださっぱりわからないのです。腸内細
菌が変わったのではないか、食事の影
響ではないかなどいろいろな仮説がな
されているところですが、残念ながら
うまく説明できるものはまだ見つかっ
ていません。
　山内　多発性硬化症という病名です
が、昔から私は、いったいどこが硬く
なるのだろうと思っていました。この
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います。これに関しても基本的にエビ
デンスレベルとしては非常に低いもの
になるので、ステロイド、またβ刺激
薬の吸入等が呼吸器系に使われること
もあるかと思いますが、それらはあく
までも第二選択薬であるということを
十分認識したうえで、もしそれらで十
分な効果が得られない場合には当然ア
ドレナリンを使っていくことが求めら
れていると思います。
　年配の医師ですと、アナフィラキシ
ーのときにステロイドと抗ヒスタミン
薬を使うことがいまだけっこう多いの
ですが、アドレナリンの筋肉注射がア
ナフィラキシーの第一選択薬というの
は国家試験の問題等でも非常に大きな
ウエートを置いて出されています。若
い医師と年配の医師でこの辺の違いが
あり、抗ヒスタミン薬、ステロイドを
使いがちなのは年配の医師に多いので
はないかと危惧しています。
　池田　そういった背景があるのです
ね。例えば、新型コロナウイルスのワ
クチンを打って蕁麻疹が出た。ほかに
特に症状がない場合はアナフィラキシ
ー、あるいはアナフィラキシーショッ
クではなくて、単なる蕁麻疹として対
処していくということでしょうか。
　海老澤　はい、それで十分ではない
かなと思います。ただ、それが最初の
アナフィラキシーの皮膚症状の一つで

ある可能性も十分ありますので、打っ
た後、そういう症状が出てきた場合に
は、その先に呼吸器系の症状、循環器
症状、あるいは持続する消化器症状が
出てこないかどうかをその後十分に経
過観察していただきたいと思います。
　池田　アレルギー歴がある方がワク
チン接種後30分はその会場にいるのは
そういう目的なのでしょうか。
　海老澤　基本的にはすべてのアレル
ギーの経験者というわけではなくて、
過去に医薬品等を含めてアナフィラキ
シーを起こしたことがあるような方に
関しては30分程度、新型コロナウイル
スのワクチンを打った後に経過観察す
ることが推奨されています。
　池田　最近ではそれがアレルギー全
般に拡大されてきたような気がしまし
て、アレルギーの「ア」の字が出ると、
「はい、あなたは30分」という感じに
なっているみたいですね。
　海老澤　アレルギー疾患がある方に
は新型コロナウイルスのワクチンを打
つのをためらう方がけっこういるので、
外来でそういう質問をたくさん受けま
す。そこで、日本アレルギー学会のウ
ェブサイトに学会からの新型コロナウ
イルスのワクチンに対するステートメ
ントが出ているので、ぜひご覧いただ
きたいと思います。
　池田　ありがとうございました。

慶應義塾大学神経内科教授
中　原　　仁

（聞き手　山内俊一）

　多発性硬化症の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

多発性硬化症

　山内　多発性硬化症は非常に有名な
病気ですが、非専門医にとっては、患
者さんがいらした場合でも、病名想起
すらできないこともあります。一つに
は頻度上の問題があるのでしょうか。
日本人には少ないという説もあるよう
ですが、いかがですか。
　中原　多発性硬化症はまだまだ少な
めな病気であることは事実だと思いま
すが、昨今、患者さんの数が増えてい
て、最新の調査では日本全国で約２万
人と推計されています。約２万人とい
いますと、パーキンソン病で何十万人
ですから、まだまだ少ないともいえま
すが、少なくとも神経内科ではそんな
に珍しくなくなってきていると思いま
す。
　山内　だんだん増加してきているの
でしょうか。
　中原　今、だいたい10年で倍になる

速度で増えていますので、今後もその
トレンドが続くのではないかと思われ
ています。
　山内　理由としては、画像診断など
の進歩といったものも挙げられるとお
考えですか。
　中原　ご指摘のとおりです。ただ、
ここ10年、特別MRIをより多く撮るよ
うになったからではなかろうかとも推
測されています。また世界的にも患者
数が増加しており、何が原因なのかま
ださっぱりわからないのです。腸内細
菌が変わったのではないか、食事の影
響ではないかなどいろいろな仮説がな
されているところですが、残念ながら
うまく説明できるものはまだ見つかっ
ていません。
　山内　多発性硬化症という病名です
が、昔から私は、いったいどこが硬く
なるのだろうと思っていました。この
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きませんが、何だろうと思って見てい
ると何か良くなってきた。ただ、また
同じようなことが違うところで急に出
てくることが多発性といわれている理
由です。電気生理的な説明になります
が、残念ながら脱髄疾患は脱髄が起き
た状態で体温が上がると、神経の電気
信号が落ち、症状が強くなることがあ
ります。日本ではお風呂に入る方が多
いものですから、入浴、あるいは入浴
した後に立ち上がれなくなった、めま
いがした、痺れが強くなった、けれど
も翌朝には元に戻っていたり。こうい
った温度の変化によって症状が変動す
るのも一つの特徴かと思います。
　山内　それは特徴的ですね。さて、
診断になりますが、これは画像診断と
みてよいのでしょうね。
　中原　もちろん臨床的な特徴もあり
ますが、今は国際的な診断基準が決め
られており、何年かごとに改訂されて、
原則はMRIにおける診断になっていま
す。脳、脊髄、場合によっては視神経
といったMRIを撮っていただきつつ、
そこから診断をしていくことになるか
と思います。
　山内　これはCTスキャンだと少し
難しいと考えてよいでしょうか。
　中原　残念ながらCTで脱髄の特異
性を見いだすのは難しいというのが私
たちの見解です。診断基準自体がMRI
で規定されているので、ぜひMRIを撮
っていただければと思います。

　山内　特徴的な所見が出るのでしょ
うね。
　中原　そうですね。MRIの撮影をし
ますと、T２強調画像というのがつい
てくると思うのですが、多発性硬化症
はそれで十分特徴的な画像が撮れるの
で、放射線科の医師はおそらく見落と
されることはないだろうと思います。
　山内　さて、治療ですが、原因もは
っきりしない疾患の治療といいますと、
すぐにステロイド大量療法、あるいは
γグロブリンといった印象になります
が、いかがでしょうか。
　中原　多発性硬化症の症状が急に出
てきた、再発と呼んでいる現象が起き
たときには、炎症による脱髄がどんど
ん進む時期ですから、とりあえずそこ
は食い止めようと、私たちはステロイ
ドのパルス療法をやりますが、実はや
らなくても勝手に症状が良くなること
が多いので、本質的に長期の予後には
影響していないといわれています。
　一方で、くすぶっている脳の中の炎
症を自覚されていようが、されていま
いが、多発性硬化症はどんどんそれで
脳を壊していくことがわかっています。
病態修飾薬や疾患修飾薬といいますが、
急性期の症状のコントロールではなく
て、慢性期に使う病態の調整剤が、国
外、国内問わず一般的になっています。
海外では20種類を超えた薬剤が、今、
日本では８種類使える薬剤があります。
世界的には1993年に初めて発売され、

病名の由来は何でしょうか。
　中原　多発性硬化症という病名自体
は病理学的なところに由来があり、
1868年、フランスの神経病理学のシャ
ルコー先生が、実際に患者さんが亡く
なられた後の脳を触って「硬い」と言
ったことに端を発します。決してご存
命の患者さんの何かが硬くなって感じ
られるわけではありません。脳を触る
ことがなければあまり関係のない用語
なのですが、一応そこに由来していま
す。
　山内　脳の硬くなっているところで
はどういった病変が見られるのですか。
　中原　脳の硬くなっているところを
もう少しひもときますと、硬くなって
いるのは、グリオーシスという、いわ
ゆる瘢痕組織です。炎症により髄鞘 
（ミエリン）がはがれる脱髄という現
象が起きることが確認されており、い
わば脱髄疾患と今は位置づけられてい
ます。
　山内　これは自己免疫によると考え
てよいのですか。
　中原　原因は150年以上経過した今
もってわかっていませんが、自己免疫
の要素が関わっていることは間違いな
いだろうとされています。ただ、本当
に自己免疫が原因なのかは、まだ様々
な議論が続いています。
　山内　なかなか難しいところですね。
早速ですが、非専門医がこの病気を見
たときに、すぐわかるとまではいかな

くても、普通の脳卒中と違うなと、何
かピンと来るようなものがあればご紹
介ください。
　中原　多発性硬化症は、発症年齢が
20～30代に多いことが一つの特徴です。
ですから、脳卒中に比べるといくぶん
若い方が発症されるということが１点
目。また、男性の患者さんもいますが、
女性が多いので、若い女性が神経に関
する症状を伴って来院されることが多
いと思います。
　症状自体は、病変がどこにあるかに
よって全然違い、例えば視神経にあれ
ば、目が見えにくいとか、ぼやけるの
で眼科に行くことになりますし、ある
いは脊髄の症状で痺れるとか、感覚が
麻痺するのであれば、一般内科あるい
は整形外科に行くことが多いと思いま
す。たまに膀胱、直腸の障害で、お小
水が出にくいとか、失禁したと泌尿器
科を受診するようなケースもあります
し、ともすれば精神的な変動で精神科
に行くこともあります。どこの科でも
受診しうるとはちょっと言い過ぎなの
ですが、様々な症状が出るものの、ほ
うっておいても基本的には１カ月ぐら
いでピークアウトする、最初の頃は少
なくとも数カ月から半年で良くなるの
がポイントです。
　山内　脳卒中と紛らわしいときもあ
るのですね。
　中原　そうですね。最初、症状を持
って来院したときに３カ月後は予測で
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きませんが、何だろうと思って見てい
ると何か良くなってきた。ただ、また
同じようなことが違うところで急に出
てくることが多発性といわれている理
由です。電気生理的な説明になります
が、残念ながら脱髄疾患は脱髄が起き
た状態で体温が上がると、神経の電気
信号が落ち、症状が強くなることがあ
ります。日本ではお風呂に入る方が多
いものですから、入浴、あるいは入浴
した後に立ち上がれなくなった、めま
いがした、痺れが強くなった、けれど
も翌朝には元に戻っていたり。こうい
った温度の変化によって症状が変動す
るのも一つの特徴かと思います。
　山内　それは特徴的ですね。さて、
診断になりますが、これは画像診断と
みてよいのでしょうね。
　中原　もちろん臨床的な特徴もあり
ますが、今は国際的な診断基準が決め
られており、何年かごとに改訂されて、
原則はMRIにおける診断になっていま
す。脳、脊髄、場合によっては視神経
といったMRIを撮っていただきつつ、
そこから診断をしていくことになるか
と思います。
　山内　これはCTスキャンだと少し
難しいと考えてよいでしょうか。
　中原　残念ながらCTで脱髄の特異
性を見いだすのは難しいというのが私
たちの見解です。診断基準自体がMRI
で規定されているので、ぜひMRIを撮
っていただければと思います。

　山内　特徴的な所見が出るのでしょ
うね。
　中原　そうですね。MRIの撮影をし
ますと、T２強調画像というのがつい
てくると思うのですが、多発性硬化症
はそれで十分特徴的な画像が撮れるの
で、放射線科の医師はおそらく見落と
されることはないだろうと思います。
　山内　さて、治療ですが、原因もは
っきりしない疾患の治療といいますと、
すぐにステロイド大量療法、あるいは
γグロブリンといった印象になります
が、いかがでしょうか。
　中原　多発性硬化症の症状が急に出
てきた、再発と呼んでいる現象が起き
たときには、炎症による脱髄がどんど
ん進む時期ですから、とりあえずそこ
は食い止めようと、私たちはステロイ
ドのパルス療法をやりますが、実はや
らなくても勝手に症状が良くなること
が多いので、本質的に長期の予後には
影響していないといわれています。
　一方で、くすぶっている脳の中の炎
症を自覚されていようが、されていま
いが、多発性硬化症はどんどんそれで
脳を壊していくことがわかっています。
病態修飾薬や疾患修飾薬といいますが、
急性期の症状のコントロールではなく
て、慢性期に使う病態の調整剤が、国
外、国内問わず一般的になっています。
海外では20種類を超えた薬剤が、今、
日本では８種類使える薬剤があります。
世界的には1993年に初めて発売され、

病名の由来は何でしょうか。
　中原　多発性硬化症という病名自体
は病理学的なところに由来があり、
1868年、フランスの神経病理学のシャ
ルコー先生が、実際に患者さんが亡く
なられた後の脳を触って「硬い」と言
ったことに端を発します。決してご存
命の患者さんの何かが硬くなって感じ
られるわけではありません。脳を触る
ことがなければあまり関係のない用語
なのですが、一応そこに由来していま
す。
　山内　脳の硬くなっているところで
はどういった病変が見られるのですか。
　中原　脳の硬くなっているところを
もう少しひもときますと、硬くなって
いるのは、グリオーシスという、いわ
ゆる瘢痕組織です。炎症により髄鞘 
（ミエリン）がはがれる脱髄という現
象が起きることが確認されており、い
わば脱髄疾患と今は位置づけられてい
ます。
　山内　これは自己免疫によると考え
てよいのですか。
　中原　原因は150年以上経過した今
もってわかっていませんが、自己免疫
の要素が関わっていることは間違いな
いだろうとされています。ただ、本当
に自己免疫が原因なのかは、まだ様々
な議論が続いています。
　山内　なかなか難しいところですね。
早速ですが、非専門医がこの病気を見
たときに、すぐわかるとまではいかな

くても、普通の脳卒中と違うなと、何
かピンと来るようなものがあればご紹
介ください。
　中原　多発性硬化症は、発症年齢が
20～30代に多いことが一つの特徴です。
ですから、脳卒中に比べるといくぶん
若い方が発症されるということが１点
目。また、男性の患者さんもいますが、
女性が多いので、若い女性が神経に関
する症状を伴って来院されることが多
いと思います。
　症状自体は、病変がどこにあるかに
よって全然違い、例えば視神経にあれ
ば、目が見えにくいとか、ぼやけるの
で眼科に行くことになりますし、ある
いは脊髄の症状で痺れるとか、感覚が
麻痺するのであれば、一般内科あるい
は整形外科に行くことが多いと思いま
す。たまに膀胱、直腸の障害で、お小
水が出にくいとか、失禁したと泌尿器
科を受診するようなケースもあります
し、ともすれば精神的な変動で精神科
に行くこともあります。どこの科でも
受診しうるとはちょっと言い過ぎなの
ですが、様々な症状が出るものの、ほ
うっておいても基本的には１カ月ぐら
いでピークアウトする、最初の頃は少
なくとも数カ月から半年で良くなるの
がポイントです。
　山内　脳卒中と紛らわしいときもあ
るのですね。
　中原　そうですね。最初、症状を持
って来院したときに３カ月後は予測で
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日本では2000年以降ですが急速に使わ
れるようになって、これが多発性硬化
症の患者さんの予後を劇的に変えたと
いっても過言ではないと思います。
　山内　劇的にといいますと、かなり
普通の生活に戻れると考えてよいので
しょうか。
　中原　まだ多発性硬化症の治療薬が
開発される前、ステロイドしかなかっ
た1993年より前の話ですが、約８割の
方はいずれ寝たきりになると推認され
ていました。ところが、病態修飾薬が
次々に開発される中で、今は寝たきり
になる方はほとんどいないのではない
かとすらいわれています。今、寝たき
りになる方は、残念ながら合わない治
療を選択した場合とか、診断がすごく
遅れてしまった場合に限られるのでは
ないかとすらいわれています。
　山内　劇的に効く薬のようなので、
これですべて解決したかと思いますが、
そうでもないのでしょうね。
　中原　一つは診断の難しさ、先ほど

MRIで診断ができるとお伝えはしまし
たが、紛らわしい病気がけっこうあり、
誤診した状態で治療すると、実は様々
な弊害が出ることもわかっています。
なので、正しい診断がまず大事だとい
うこと。もう一つは治療薬がどうして
も脳の免疫系をいろいろいじるものに
なるので、結果として例えば脳の中に
ウイルスが入りやすくなることが起き
る。ですから、多発性硬化症は止まっ
たけれども、ウイルスに脳をのっとら
れて別の病気になることがないわけで
はない。診断の難しさを乗り越えたと
しても、中長期的に副作用をどう管理
していくかが現在の課題となっていま
す。
　山内　非常に有効であるが、リスク
も非常に高いと考えてよいのですね。
　中原　おっしゃるとおりです。ハイ
リスク・ハイリターンの薬と、その逆
もありますが、そこをうまく使い分け
ることを専門医は求められています。
　山内　ありがとうございました。

福岡大学皮膚科教授
今　福　信　一

（聞き手　池田志斈）

　帯状疱疹予防目的に接種できるワクチンの特徴と有効性および副反応につい
てご教示ください。また、今後新たに国内導入されるものはあるのでしょうか。
 ＜愛知県開業医＞

帯状疱疹ワクチン

　池田　帯状疱疹のワクチンについて
の質問です。予防目的の接種はどのよ
うな方が適応になるのでしょうか。
　今福　適応は50歳以上の成人になっ
ています。なので、帯状疱疹の予防目
的では２つワクチンがあるのですが、
基本的に50歳未満の人は現状ではいず
れも使えないことになっています。ワ
クチンの場合、適用違反であると救済
制度などが使えなくなりますので、あ
くまで50歳以上がよいと考えます。
　池田　保険はないので自費扱いなの
ですね。
　今福　はい。
　池田　値段はどのぐらいなのでしょ
うか。
　今福　子どもにも接種されている弱
毒生ワクチンはだいたい１回8,000円～ 
１万円ぐらいではないかと思います。

施設によって変わりますが、もう少し
高いところもあるかもしれません。も
う一つの成分ワクチンは２万円強とい
うのを２回打ちますので、合計でかな
りの値段になります。
　池田　生ワクチンは１回ですか。
　今福　そうです。
　池田　随分値段が違いますね。
　今福　生ワクチンは古くから小児水
痘の予防ワクチンとして使われている
ものと同じです。一般的に成人に接種
する場合に少し高めに設定している施
設が多いかもしれませんが、これは伝
統的なワクチンですので、それほど費
用はかからない。一方で成分ワクチン
は遺伝子組み換え技術を使った、１種
類の蛋白を人工的に発現させているも
のとアジュバントを組み合わせた最新
のワクチンになっていて、費用が高く
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日本では2000年以降ですが急速に使わ
れるようになって、これが多発性硬化
症の患者さんの予後を劇的に変えたと
いっても過言ではないと思います。
　山内　劇的にといいますと、かなり
普通の生活に戻れると考えてよいので
しょうか。
　中原　まだ多発性硬化症の治療薬が
開発される前、ステロイドしかなかっ
た1993年より前の話ですが、約８割の
方はいずれ寝たきりになると推認され
ていました。ところが、病態修飾薬が
次々に開発される中で、今は寝たきり
になる方はほとんどいないのではない
かとすらいわれています。今、寝たき
りになる方は、残念ながら合わない治
療を選択した場合とか、診断がすごく
遅れてしまった場合に限られるのでは
ないかとすらいわれています。
　山内　劇的に効く薬のようなので、
これですべて解決したかと思いますが、
そうでもないのでしょうね。
　中原　一つは診断の難しさ、先ほど

MRIで診断ができるとお伝えはしまし
たが、紛らわしい病気がけっこうあり、
誤診した状態で治療すると、実は様々
な弊害が出ることもわかっています。
なので、正しい診断がまず大事だとい
うこと。もう一つは治療薬がどうして
も脳の免疫系をいろいろいじるものに
なるので、結果として例えば脳の中に
ウイルスが入りやすくなることが起き
る。ですから、多発性硬化症は止まっ
たけれども、ウイルスに脳をのっとら
れて別の病気になることがないわけで
はない。診断の難しさを乗り越えたと
しても、中長期的に副作用をどう管理
していくかが現在の課題となっていま
す。
　山内　非常に有効であるが、リスク
も非常に高いと考えてよいのですね。
　中原　おっしゃるとおりです。ハイ
リスク・ハイリターンの薬と、その逆
もありますが、そこをうまく使い分け
ることを専門医は求められています。
　山内　ありがとうございました。

福岡大学皮膚科教授
今　福　信　一

（聞き手　池田志斈）

　帯状疱疹予防目的に接種できるワクチンの特徴と有効性および副反応につい
てご教示ください。また、今後新たに国内導入されるものはあるのでしょうか。
 ＜愛知県開業医＞

帯状疱疹ワクチン

　池田　帯状疱疹のワクチンについて
の質問です。予防目的の接種はどのよ
うな方が適応になるのでしょうか。
　今福　適応は50歳以上の成人になっ
ています。なので、帯状疱疹の予防目
的では２つワクチンがあるのですが、
基本的に50歳未満の人は現状ではいず
れも使えないことになっています。ワ
クチンの場合、適用違反であると救済
制度などが使えなくなりますので、あ
くまで50歳以上がよいと考えます。
　池田　保険はないので自費扱いなの
ですね。
　今福　はい。
　池田　値段はどのぐらいなのでしょ
うか。
　今福　子どもにも接種されている弱
毒生ワクチンはだいたい１回8,000円～ 
１万円ぐらいではないかと思います。

施設によって変わりますが、もう少し
高いところもあるかもしれません。も
う一つの成分ワクチンは２万円強とい
うのを２回打ちますので、合計でかな
りの値段になります。
　池田　生ワクチンは１回ですか。
　今福　そうです。
　池田　随分値段が違いますね。
　今福　生ワクチンは古くから小児水
痘の予防ワクチンとして使われている
ものと同じです。一般的に成人に接種
する場合に少し高めに設定している施
設が多いかもしれませんが、これは伝
統的なワクチンですので、それほど費
用はかからない。一方で成分ワクチン
は遺伝子組み換え技術を使った、１種
類の蛋白を人工的に発現させているも
のとアジュバントを組み合わせた最新
のワクチンになっていて、費用が高く
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　今福　成分ワクチンはアジュバント
と呼ばれる細菌由来の、いわゆる自然
免疫を刺激して炎症を強く起こす物質
を一緒に取り込んであります。実際に
は２つバイアルがあって、片方はアジ
ュバント、片方は蛋白で、それを混ぜ
てその場で投与するかたちになってい
ます。このアジュバントはコロナのワ
クチンでもかなり有名になりましたが、
熱を出したり、倦怠感をもたらす。つ
まり、感染したときのような強い免疫
を引き起こすための炎症を起こすので、
コロナワクチンと似たような副反応が
起きることが知られています。
　池田　投与した部位が腫れ上がった
りとか、赤くなったりということです
ね。
　今福　局所反応と全身反応とがあり
ます。
　池田　発熱等全身反応も起こりうる
のですね。
　今福　そうですね。
　池田　今、成分ワクチンのほうは２
回打つとのことですが、１回目にそう
いう反応が出た場合、２回目はどうさ
れるのですか。
　今福　解熱鎮痛薬などで対処するこ
とになっていて、コロナとちょっと違
い、副反応はなぜか１回目のほうがけ
っこう顕著であることがいわれていま
す。そして、熱が出た場合にはアセト
アミノフェンなどで解熱をして様子を
見るなど、特別そのほかに何か指定さ

れているものはなく、一般的な治療で
す。１回目と２回目の間は８週間とい
う投与間隔になっていて、コロナと一
緒で、年齢が高くなるほど副反応は少
なくなる傾向があります。
　池田　ちょっと不安ですね。１回目
でかなり腫れたり、発熱したりすると、
今のコロナでも２回目をどうしようか
とみんな悩みますよね。先ほど２回目
は１回目よりそうでもないという話が
ありました。その場合にどうしても患
者さんが怖いという場合は、コロナの
ストーリーと同じように、最初から
NSAIDsとかをのんだりするのでしょ
うか。
　今福　推奨されているわけではない
ですが、どうしてもという方にはそう
いうものも一つの対処方法かと思いま
す。
　池田　中には１回で、もうやりたく
ないという患者さんがいますよね。そ
ういうときのムンテラというのはどの
ようにするのでしょうか。
　今福　どうしても受けたくないとい
う場合は仕方がないと思うのですが、
２回受けたほうが予防効果は明らかに
高いということがわかっていて、２回
打って効能どおりの抑制効果がはっき
り出ることになっています。生のワク
チンは発症率で、1/2ぐらい。発症し
ても重症度でいうと1/3ぐらいに抑え
てくれるのですが、成分ワクチンのほ
うは非常に強力で、90～95％ぐらい。

なります。
　池田　生ワクチンは従来のものです
ね。ウイルスを育てておいて、ちょっ
と半殺しみたいにしておくという。こ
の成分ワクチンというのは例えばウイ
ルスの表面にあるような蛋白質なので
しょうか。
　今福　そのとおりです。グライコプ
ロテインE（gE）と呼ばれる、感染の
際に必ず発現する蛋白質を１つだけ人
工的に合成したものをアジュバントと
一緒に投与するかたちになります。
　池田　今コロナワクチンで有名にな
っているスパイク蛋白のようなものな
のですね。
　今福　まさにそのとおりです。
　池田　それを人工的に合成したり、
少し調整するのでちょっと高くなるの
でしょうか。
　今福　おそらくそれが理由と思って
います。
　池田　なぜこういった部分的な蛋白
質を合成して作ることになったのでし
ょうか。
　今福　gEという蛋白は感染のときに
必ず発現するもので、これを中和する
ことでウイルス感染を抑制できる、発
症を抑制できる分子です。この蛋白だ
けをワクチンに取り込むことで効率よ
く抗体ができます。例えば子宮頸がん
のワクチンなども、ウイルスそのもの
ではなくて、ウイルス様の蛋白を人工
的に合成してアジュバントを加えて投

与しているのですが、近年のモダンな
ワクチンは多くがこのように生きたも
のではなく、成分をアジュバントと一
緒に投与するというかたちになってい
るようです。
　池田　生ワクチンで起こる不都合な
ことというのは感染なのでしょうか。
　今福　この帯状疱疹に限っていえば、
一度みな感染しているので、生ワクチ
ンで起きる不都合というのはあまり多
くはありません。しかし、免疫不全な
どがあると再感染を起こすリスクがあ
るので、生ワクチンの最も大きな不都
合は、免疫抑制者、あるいは免疫不全
者は接種できない「禁忌」がある点で
す。
　池田　それで部分蛋白を合成して作
ったのですね。なぜ２種類あるのかと
思ってうかがっていたのですが、禁忌
になっていますので、免疫不全者、免
疫抑制にある人は、合成蛋白のほうだ
けを使うということですね。
　今福　はい。禁忌に引っかかる、例
えばプレドニゾロンなどを内服してい
る人も明記されていますので、そうい
う方は生ワクチンは使えないことにな
ります。
　池田　そのときは合成した蛋白質の
ワクチンを使うということですが、生
ワクチンですと免疫が落ちた方は副反
応で水痘になってしまうと思うのです
けれども、合成の蛋白質で免疫したと
きにも何か副反応はあるのでしょうか。
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　今福　成分ワクチンはアジュバント
と呼ばれる細菌由来の、いわゆる自然
免疫を刺激して炎症を強く起こす物質
を一緒に取り込んであります。実際に
は２つバイアルがあって、片方はアジ
ュバント、片方は蛋白で、それを混ぜ
てその場で投与するかたちになってい
ます。このアジュバントはコロナのワ
クチンでもかなり有名になりましたが、
熱を出したり、倦怠感をもたらす。つ
まり、感染したときのような強い免疫
を引き起こすための炎症を起こすので、
コロナワクチンと似たような副反応が
起きることが知られています。
　池田　投与した部位が腫れ上がった
りとか、赤くなったりということです
ね。
　今福　局所反応と全身反応とがあり
ます。
　池田　発熱等全身反応も起こりうる
のですね。
　今福　そうですね。
　池田　今、成分ワクチンのほうは２
回打つとのことですが、１回目にそう
いう反応が出た場合、２回目はどうさ
れるのですか。
　今福　解熱鎮痛薬などで対処するこ
とになっていて、コロナとちょっと違
い、副反応はなぜか１回目のほうがけ
っこう顕著であることがいわれていま
す。そして、熱が出た場合にはアセト
アミノフェンなどで解熱をして様子を
見るなど、特別そのほかに何か指定さ

れているものはなく、一般的な治療で
す。１回目と２回目の間は８週間とい
う投与間隔になっていて、コロナと一
緒で、年齢が高くなるほど副反応は少
なくなる傾向があります。
　池田　ちょっと不安ですね。１回目
でかなり腫れたり、発熱したりすると、
今のコロナでも２回目をどうしようか
とみんな悩みますよね。先ほど２回目
は１回目よりそうでもないという話が
ありました。その場合にどうしても患
者さんが怖いという場合は、コロナの
ストーリーと同じように、最初から
NSAIDsとかをのんだりするのでしょ
うか。
　今福　推奨されているわけではない
ですが、どうしてもという方にはそう
いうものも一つの対処方法かと思いま
す。
　池田　中には１回で、もうやりたく
ないという患者さんがいますよね。そ
ういうときのムンテラというのはどの
ようにするのでしょうか。
　今福　どうしても受けたくないとい
う場合は仕方がないと思うのですが、
２回受けたほうが予防効果は明らかに
高いということがわかっていて、２回
打って効能どおりの抑制効果がはっき
り出ることになっています。生のワク
チンは発症率で、1/2ぐらい。発症し
ても重症度でいうと1/3ぐらいに抑え
てくれるのですが、成分ワクチンのほ
うは非常に強力で、90～95％ぐらい。

なります。
　池田　生ワクチンは従来のものです
ね。ウイルスを育てておいて、ちょっ
と半殺しみたいにしておくという。こ
の成分ワクチンというのは例えばウイ
ルスの表面にあるような蛋白質なので
しょうか。
　今福　そのとおりです。グライコプ
ロテインE（gE）と呼ばれる、感染の
際に必ず発現する蛋白質を１つだけ人
工的に合成したものをアジュバントと
一緒に投与するかたちになります。
　池田　今コロナワクチンで有名にな
っているスパイク蛋白のようなものな
のですね。
　今福　まさにそのとおりです。
　池田　それを人工的に合成したり、
少し調整するのでちょっと高くなるの
でしょうか。
　今福　おそらくそれが理由と思って
います。
　池田　なぜこういった部分的な蛋白
質を合成して作ることになったのでし
ょうか。
　今福　gEという蛋白は感染のときに
必ず発現するもので、これを中和する
ことでウイルス感染を抑制できる、発
症を抑制できる分子です。この蛋白だ
けをワクチンに取り込むことで効率よ
く抗体ができます。例えば子宮頸がん
のワクチンなども、ウイルスそのもの
ではなくて、ウイルス様の蛋白を人工
的に合成してアジュバントを加えて投

与しているのですが、近年のモダンな
ワクチンは多くがこのように生きたも
のではなく、成分をアジュバントと一
緒に投与するというかたちになってい
るようです。
　池田　生ワクチンで起こる不都合な
ことというのは感染なのでしょうか。
　今福　この帯状疱疹に限っていえば、
一度みな感染しているので、生ワクチ
ンで起きる不都合というのはあまり多
くはありません。しかし、免疫不全な
どがあると再感染を起こすリスクがあ
るので、生ワクチンの最も大きな不都
合は、免疫抑制者、あるいは免疫不全
者は接種できない「禁忌」がある点で
す。
　池田　それで部分蛋白を合成して作
ったのですね。なぜ２種類あるのかと
思ってうかがっていたのですが、禁忌
になっていますので、免疫不全者、免
疫抑制にある人は、合成蛋白のほうだ
けを使うということですね。
　今福　はい。禁忌に引っかかる、例
えばプレドニゾロンなどを内服してい
る人も明記されていますので、そうい
う方は生ワクチンは使えないことにな
ります。
　池田　そのときは合成した蛋白質の
ワクチンを使うということですが、生
ワクチンですと免疫が落ちた方は副反
応で水痘になってしまうと思うのです
けれども、合成の蛋白質で免疫したと
きにも何か副反応はあるのでしょうか。
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そして年齢を問わない。70代でも９割
ぐらいの方が発症を予防できるという
ことで、副反応は強く起きるものの、
効果は高いといえると思います。
　池田　イメージとしてコロナと同じ
ような感じですね。
　今福　そうですね。
　池田　やはり２回やらないと高い抑
止効果はないのですね。
　今福　一応それが推奨されています。
　池田　それから、コロナの場合もあ
りましたが、間を空けすぎても大丈夫
なのですか。
　今福　半年までは延びてもよいよう
ですが、治験の間隔が８週なので、そ
うなっています。
　池田　今後、新たに導入されるよう
なワクチンはあるのでしょうかという
質問ですが、どうでしょうか。
　今福　私が理解している限りは、開
発が進んでいるものの、治験などがあ
るので、mRNAのかたちのワクチンな
ど新規のものは、まだすぐには手に入
らないのではないかと思います。当面
は生ワクチンか、今ある成分ワクチン
かのどちらか２種類だと思います。
　池田　今回のコロナのこともありま

すから、mRNAワクチンも進みつつあ
るという認識でよいでしょうか。
　今福　そうですね。効率の点から蛋
白を人工的な細胞や、動物の細胞で培
養して、合成させて、精製してという
過程よりも、ヒトにそのままmRNAを
打ったほうが、ヒトの蛋白が作られる
ので、いろいろな面で効率あるいは安
全性が高いのかもしれません。やがて
は競合化のかたちで出てくる可能性は
あると思っています。
　池田　今の状態ですと、なかなか日
本ではmRNAワクチンはできづらいと
いう感じでしょうか。
　今福　そうですね。生ワクチンは水
痘ワクチンという名前で、成分ワクチ
ンは筋注のワクチンなのですが、コロ
ナのワクチンで筋注がかなり一般的に
なったことと、ウイルス感染症は予防
したほうがいいという考えが普及して
いて、徐々にやや高額の成分ワクチン
も普及してきているという話です。も
しかすると自治体などの肺炎球菌の公
費助成のように、補助がつけば、今後
もっと普及し、開発も進むかもしれま
せん。
　池田　ありがとうございました。

獨協医科大学排泄機能センター主任教授
山　西　友　典

（聞き手　池田志斈）

　BPH治療薬を服用している患者さんが多くポリファーマシーが気になります。
耳鼻科領域で処方する際の留意点をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

BPHでの禁忌薬の扱い

　池田　BPHの治療の際に、たくさん
薬を使っている方がいるので心配だと
いう耳鼻科医からの質問です。古典的
なBPHというのは、前立腺が肥大する
からいろいろな症状が起き、それで患
者さんが治療に来ると考えていたので
すが、最近の考え方はどうなのでしょ
うか。
　山西　古典的には前立腺が大きくな
ることと、そのために尿の出口がふさ
がれる（膀胱出口閉塞）。その結果症
状が起きる。その３つを備えたものが
古典的なBPHという言い方をされてい
ますが、通常の治療では前立腺の大き
さを見るとか、閉塞があるかどうかを
調べることはまずできませんし、必ず
しも前立腺の大きい方が症状があった
り、排尿障害が起きるわけではないの
で、今は症状を中心に治療する。この

症状を、下部尿路症状、lower urinary 
tract symp toms（LUTS）というので
すが、薬物療法もこのLUTSを対象と
した治療が中心になっています。当然
保険診療としては、LUTSは病名では
ありませんので、前立腺肥大症（BPH）
という病名をつけ、治療をするのが一
般的になっています。
　池田　以前からある古典的なBPHと
いうよりは、もっと大きく包括して治
療していくということですね。
　山西　おっしゃるとおり、広い意味
で症状を治療するということになりま
す。男性の場合には多かれ少なかれ、
中高年を過ぎると、前立腺腺腫は存在
するわけで、BPHを示唆する、男性
LUTS、すなわちBPH/maleLUTSとい
います。
　池田　従来ですとBPHは尿が出にく
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そして年齢を問わない。70代でも９割
ぐらいの方が発症を予防できるという
ことで、副反応は強く起きるものの、
効果は高いといえると思います。
　池田　イメージとしてコロナと同じ
ような感じですね。
　今福　そうですね。
　池田　やはり２回やらないと高い抑
止効果はないのですね。
　今福　一応それが推奨されています。
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発が進んでいるものの、治験などがあ
るので、mRNAのかたちのワクチンな
ど新規のものは、まだすぐには手に入
らないのではないかと思います。当面
は生ワクチンか、今ある成分ワクチン
かのどちらか２種類だと思います。
　池田　今回のコロナのこともありま

すから、mRNAワクチンも進みつつあ
るという認識でよいでしょうか。
　今福　そうですね。効率の点から蛋
白を人工的な細胞や、動物の細胞で培
養して、合成させて、精製してという
過程よりも、ヒトにそのままmRNAを
打ったほうが、ヒトの蛋白が作られる
ので、いろいろな面で効率あるいは安
全性が高いのかもしれません。やがて
は競合化のかたちで出てくる可能性は
あると思っています。
　池田　今の状態ですと、なかなか日
本ではmRNAワクチンはできづらいと
いう感じでしょうか。
　今福　そうですね。生ワクチンは水
痘ワクチンという名前で、成分ワクチ
ンは筋注のワクチンなのですが、コロ
ナのワクチンで筋注がかなり一般的に
なったことと、ウイルス感染症は予防
したほうがいいという考えが普及して
いて、徐々にやや高額の成分ワクチン
も普及してきているという話です。も
しかすると自治体などの肺炎球菌の公
費助成のように、補助がつけば、今後
もっと普及し、開発も進むかもしれま
せん。
　池田　ありがとうございました。

獨協医科大学排泄機能センター主任教授
山　西　友　典

（聞き手　池田志斈）

　BPH治療薬を服用している患者さんが多くポリファーマシーが気になります。
耳鼻科領域で処方する際の留意点をご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

BPHでの禁忌薬の扱い

　池田　BPHの治療の際に、たくさん
薬を使っている方がいるので心配だと
いう耳鼻科医からの質問です。古典的
なBPHというのは、前立腺が肥大する
からいろいろな症状が起き、それで患
者さんが治療に来ると考えていたので
すが、最近の考え方はどうなのでしょ
うか。
　山西　古典的には前立腺が大きくな
ることと、そのために尿の出口がふさ
がれる（膀胱出口閉塞）。その結果症
状が起きる。その３つを備えたものが
古典的なBPHという言い方をされてい
ますが、通常の治療では前立腺の大き
さを見るとか、閉塞があるかどうかを
調べることはまずできませんし、必ず
しも前立腺の大きい方が症状があった
り、排尿障害が起きるわけではないの
で、今は症状を中心に治療する。この

症状を、下部尿路症状、lower urinary 
tract symp toms（LUTS）というので
すが、薬物療法もこのLUTSを対象と
した治療が中心になっています。当然
保険診療としては、LUTSは病名では
ありませんので、前立腺肥大症（BPH）
という病名をつけ、治療をするのが一
般的になっています。
　池田　以前からある古典的なBPHと
いうよりは、もっと大きく包括して治
療していくということですね。
　山西　おっしゃるとおり、広い意味
で症状を治療するということになりま
す。男性の場合には多かれ少なかれ、
中高年を過ぎると、前立腺腺腫は存在
するわけで、BPHを示唆する、男性
LUTS、すなわちBPH/maleLUTSとい
います。
　池田　従来ですとBPHは尿が出にく
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ることが推奨されています。尿閉にな
る患者さんは１％以下ぐらいなので、
頻度としては少ないほうですが、残尿
量に気をつけながら使う必要がありま
す。
　池田　質問は耳鼻科領域の医師で、
抗ヒスタミン薬をよく出す科です。抗
ヒスタミン薬は、第一世代、第二世代、
いろいろありますが、BPHの症状、あ
るいは本当にBPHがある方はどのよう
な抗ヒスタミン薬を選択すべきなので
しょうか。
　山西　第一世代、古典的な抗ヒスタ
ミン薬は、抗コリン薬作用を持ってい
る薬物が多いと思います。そういう薬
物を使うと、添付文書にもおそらく尿
閉や重度の下部尿路閉塞がある方、前
立腺肥大症の方は使用注意と記載され
ていると思います。したがって抗コリ
ン作用を持っていない薬を選んだほう
がよいと思います。
　池田　基本的には第二世代のものと
いうことですね。
　山西　そうですね。そのような薬を
使用すれば、排尿障害はまれだと思い
ます。
　池田　第二世代もたくさん種類があ
りますよね。先生が推奨されるような
第二世代の抗アレルギー剤というのは
あるのでしょうか。
　山西　特に排尿障害の予防のために
推奨する薬はないのですが、第一世代
を除けば、それほど問題にはならない

と思います。「眠くなりません」とい
っているような薬は抗コリン作用が少
ないと思いますので、おそらくどの薬
もそれほど問題にはならないと思いま
す。
　池田　確率論でちょっと申し訳ない
のですが、第二世代の抗ヒスタミン薬
で尿路に影響が出る確率というのはわ
かっているのでしょうか。
　山西　わかってはいません。単独で
は非常にまれだと思っていただいてい
いと思います。私たちの診療でも、尿
閉で受診される患者さんがいますが、
抗ヒスタミン薬単独以外に抗コリン作
用を持っているような薬剤、例えば鎮
静薬、鎮痛薬、抗パーキンソン病薬、
精神病薬など種々の薬剤を併用してい
る高齢者が多いので、その相加作用で
排尿障害が出現する可能性があります。
抗コリン負荷（anticholinergic burden）
という用語が最近用いられるようにな
っていますが、種々の抗コリン作用の
薬を併用することによる副作用が問題
にされています。特に高齢者ではポリ
ファーマシーが問題にされていると思
いますが、特に抗コリン作用を持った
種々の薬を併用されている患者さんは
危険と考えてよいと思います。しかし
１剤だけで何か問題になるということ
はめったにはないと思っていただいて
いいと思います。
　池田　ほかにどんな薬をのんでいる
かをまず聞くということですね。

くなって排尿に時間がかかる。あるい
は、進むと尿閉になる。そんなイメー
ジがあったのですが、実際にLUTSと
はどういう内容を訴える方が多いので
しょうか。
　山西　まず男性の場合はいきなり出
なくなってしまう（そういう方もいま
すが）方よりは、膀胱刺激症状といわ
れていたように、蓄尿症状、すなわち
頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感（我慢が
できずに漏れそうになる）などの初発
症状が多くなります。男性の場合、漏
れることは少ないのですが、蓄尿症状、
過活動膀胱症状は前立腺肥大症の50～ 
75％に見られるといわれています。
　症状が進み、膀胱出口部閉塞が生じ
ると、排尿困難が生じ、さらに進行す
ると尿閉が見られる可能性があります。
　池田　私がイメージしていた尿閉ま
でいくのは本当に末期で、最初の頃は
どちらかというと、おしっこに行きた
いとか、そういうイメージなのでしょ
うか。
　山西　だいたいそういうことです。
　池田　抗コリン薬を用いて過活動膀
胱などの症状を抑えようという治療が
あるとうかがったのですが、その前に
何かほかの治療をされるのでしょうか。
　山西　いきなり抗コリン薬を使うと
膀胱の収縮力が抑えられますので、男
性の場合には残尿が増加したり、尿閉
のリスクが高くなったりする可能性が
あります。したがって、第一選択とし

ては、前立腺の収縮を抑えたり、膀胱
の知覚過敏を抑制したり、膀胱、前立
腺への血流を増強する作用のあるα1
遮断薬とPDE-５（ホスホジエステラ
ーゼ５）阻害薬（タダラフィル）など
の薬が使われます。
　体積30mL以上の大きい前立腺に対
しては、５α還元酵素阻害薬（デュタ
ステリド）を使用し、前立腺を縮小さ
せます。これらの薬は排尿障害だけで
なく、蓄尿障害も改善させる作用があ
ります。
　池田　それでだいたいの方が落ち着
いていくのでしょうか。
　山西　50～60％の方はこれらの単剤
で蓄尿症状は取れます。完全に治ると
いうところまではいかなくても、軽減
されます。しかし、これらを単剤使用・
併用しても過活動膀胱の症状、蓄尿症
状が取れない場合には、過活動膀胱の
治療薬としての抗コリン薬やβ3作動
薬を併用することが、ガイドラインで
推奨されています。したがって、抗コ
リン薬を単剤で使うことはガイドライ
ンでも推奨はしていません。
　池田　どちらかというと抗コリン薬
の使用は最後のほうに取っておくとい
うかたちですね。
　山西　そうです。第一選択薬で改善
しない場合に併用します。その場合も、
尿が出にくくなることはありえますの
で、尿閉にならないか気をつけ、残尿
量を測れる施設では残尿をモニターす
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ることが推奨されています。尿閉にな
る患者さんは１％以下ぐらいなので、
頻度としては少ないほうですが、残尿
量に気をつけながら使う必要がありま
す。
　池田　質問は耳鼻科領域の医師で、
抗ヒスタミン薬をよく出す科です。抗
ヒスタミン薬は、第一世代、第二世代、
いろいろありますが、BPHの症状、あ
るいは本当にBPHがある方はどのよう
な抗ヒスタミン薬を選択すべきなので
しょうか。
　山西　第一世代、古典的な抗ヒスタ
ミン薬は、抗コリン薬作用を持ってい
る薬物が多いと思います。そういう薬
物を使うと、添付文書にもおそらく尿
閉や重度の下部尿路閉塞がある方、前
立腺肥大症の方は使用注意と記載され
ていると思います。したがって抗コリ
ン作用を持っていない薬を選んだほう
がよいと思います。
　池田　基本的には第二世代のものと
いうことですね。
　山西　そうですね。そのような薬を
使用すれば、排尿障害はまれだと思い
ます。
　池田　第二世代もたくさん種類があ
りますよね。先生が推奨されるような
第二世代の抗アレルギー剤というのは
あるのでしょうか。
　山西　特に排尿障害の予防のために
推奨する薬はないのですが、第一世代
を除けば、それほど問題にはならない

と思います。「眠くなりません」とい
っているような薬は抗コリン作用が少
ないと思いますので、おそらくどの薬
もそれほど問題にはならないと思いま
す。
　池田　確率論でちょっと申し訳ない
のですが、第二世代の抗ヒスタミン薬
で尿路に影響が出る確率というのはわ
かっているのでしょうか。
　山西　わかってはいません。単独で
は非常にまれだと思っていただいてい
いと思います。私たちの診療でも、尿
閉で受診される患者さんがいますが、
抗ヒスタミン薬単独以外に抗コリン作
用を持っているような薬剤、例えば鎮
静薬、鎮痛薬、抗パーキンソン病薬、
精神病薬など種々の薬剤を併用してい
る高齢者が多いので、その相加作用で
排尿障害が出現する可能性があります。
抗コリン負荷（anticholinergic burden）
という用語が最近用いられるようにな
っていますが、種々の抗コリン作用の
薬を併用することによる副作用が問題
にされています。特に高齢者ではポリ
ファーマシーが問題にされていると思
いますが、特に抗コリン作用を持った
種々の薬を併用されている患者さんは
危険と考えてよいと思います。しかし
１剤だけで何か問題になるということ
はめったにはないと思っていただいて
いいと思います。
　池田　ほかにどんな薬をのんでいる
かをまず聞くということですね。

くなって排尿に時間がかかる。あるい
は、進むと尿閉になる。そんなイメー
ジがあったのですが、実際にLUTSと
はどういう内容を訴える方が多いので
しょうか。
　山西　まず男性の場合はいきなり出
なくなってしまう（そういう方もいま
すが）方よりは、膀胱刺激症状といわ
れていたように、蓄尿症状、すなわち
頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感（我慢が
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症状が多くなります。男性の場合、漏
れることは少ないのですが、蓄尿症状、
過活動膀胱症状は前立腺肥大症の50～ 
75％に見られるといわれています。
　症状が進み、膀胱出口部閉塞が生じ
ると、排尿困難が生じ、さらに進行す
ると尿閉が見られる可能性があります。
　池田　私がイメージしていた尿閉ま
でいくのは本当に末期で、最初の頃は
どちらかというと、おしっこに行きた
いとか、そういうイメージなのでしょ
うか。
　山西　だいたいそういうことです。
　池田　抗コリン薬を用いて過活動膀
胱などの症状を抑えようという治療が
あるとうかがったのですが、その前に
何かほかの治療をされるのでしょうか。
　山西　いきなり抗コリン薬を使うと
膀胱の収縮力が抑えられますので、男
性の場合には残尿が増加したり、尿閉
のリスクが高くなったりする可能性が
あります。したがって、第一選択とし

ては、前立腺の収縮を抑えたり、膀胱
の知覚過敏を抑制したり、膀胱、前立
腺への血流を増強する作用のあるα1
遮断薬とPDE-５（ホスホジエステラ
ーゼ５）阻害薬（タダラフィル）など
の薬が使われます。
　体積30mL以上の大きい前立腺に対
しては、５α還元酵素阻害薬（デュタ
ステリド）を使用し、前立腺を縮小さ
せます。これらの薬は排尿障害だけで
なく、蓄尿障害も改善させる作用があ
ります。
　池田　それでだいたいの方が落ち着
いていくのでしょうか。
　山西　50～60％の方はこれらの単剤
で蓄尿症状は取れます。完全に治ると
いうところまではいかなくても、軽減
されます。しかし、これらを単剤使用・
併用しても過活動膀胱の症状、蓄尿症
状が取れない場合には、過活動膀胱の
治療薬としての抗コリン薬やβ3作動
薬を併用することが、ガイドラインで
推奨されています。したがって、抗コ
リン薬を単剤で使うことはガイドライ
ンでも推奨はしていません。
　池田　どちらかというと抗コリン薬
の使用は最後のほうに取っておくとい
うかたちですね。
　山西　そうです。第一選択薬で改善
しない場合に併用します。その場合も、
尿が出にくくなることはありえますの
で、尿閉にならないか気をつけ、残尿
量を測れる施設では残尿をモニターす
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　山西　そうですね。私たちのガイド
ラインでも服用薬の種類はまず聞きま
しょうというようにしています。抗コ
リン作用を持っている薬をのんでいる
確率は高いと思って治療しています。
　池田　先生方のご経験で、そういっ
た抗コリン作用がある薬を複数のんで
いて、それをだんだん減らすと尿路症
状が良くなるとか、そういうご経験は
ありますか。
　山西　本当に尿閉になるような薬、
特に精神科領域でたくさんそういった
薬をのんでいるような方は、薬を調整
していただくだけで排尿障害が取れる
場合があります。
　池田　逆に、泌尿器専門医以外は、
ただ単純にBPHが進んだのかと思って
しまうと思うのですが、そういった薬
の影響も考えて、なるべく薬の種類を
減らして単純化していくということで

すね。
　山西　そうですね。もう一つは、抗
コリン薬で認知障害が問題視されてい
ますが、OABに使うような抗コリン
薬は中枢への移行が少ない薬が多いの
です。オキシブチニンは中枢移行があ
る程度あるといわれていますが、その
他の薬は中枢への移行はあまりないと
いわれています。ただし、ほかの薬と
一緒になると、ときに高齢者において
は認知障害などが起きるという報告も
ありますので、そちらもお気をつけい
ただいたほうがいいと思います。
　池田　抗コリン作用のある薬はなる
べく種類も量も減らすことで、認知の
ほうにもいい影響があるかもしれない
ということですね。
　山西　おっしゃるとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

杏林大学小児外科講師
渡　邉　佳　子

（聞き手　池脇克則）

　便秘を訴える小児が増えたようです。乳児、幼児、学童の各年齢層における
非器質性の慢性便秘の生活指導と薬物療法についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

小児の便秘

　池脇　渡邉先生は小児外科で便秘外
来もやっておられます。
　便秘は大人の病気で、子どもは関係
ないと思っていたのですが、小児の便
秘はむしろ多いぐらいだとのことで、
なぜ子どもに便秘が多いのか。あるい
は、最近増えている原因など、そのあ
たりの背景から教えてください。
　渡邉　小児の便秘は、比較的小さい
時期から始まるお子さんもいますし、
小学校に入ってからのお子さんもいま
す。各年齢層でそれぞれに原因は異な
っていて、最近なぜ増えているかとい
うと、食生活の変化や家庭の環境、そ
れから幼稚園や保育園、小学校での環
境のストレスなども、子どもは繊細に
感じているところがあり、そういった
面で便秘が増えているのではないかと
思います。

　池脇　確かに、乳児期は、普通の食
事ではなくて、母乳あるいは人工のミ
ルクで、ようやく半年ぐらいから離乳
食が始まる。当然その間はおむつに垂
れ流しているわけで、そこから徐々に
トイレに行って排便をして、大人の排
便に近づく。子どもさんが本当に何も
できないところからそこまで歩んでい
くという、長い道のりを順調に歩める
かどうかに、食事や周りの環境が密接
に関係していくのですね。
　渡邉　そう思います。
　池脇　今回の質問は、小児といって
も、乳児、幼児、学童と、それぞれ便
秘になる背景が違うのではないかとい
うことで、まず乳児の便秘はどういう
背景からなのでしょう。
　渡邉　まだいろいろな組織が未熟で
す。腸で感じた便意が脳からの信号と
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　山西　そうですね。私たちのガイド
ラインでも服用薬の種類はまず聞きま
しょうというようにしています。抗コ
リン作用を持っている薬をのんでいる
確率は高いと思って治療しています。
　池田　先生方のご経験で、そういっ
た抗コリン作用がある薬を複数のんで
いて、それをだんだん減らすと尿路症
状が良くなるとか、そういうご経験は
ありますか。
　山西　本当に尿閉になるような薬、
特に精神科領域でたくさんそういった
薬をのんでいるような方は、薬を調整
していただくだけで排尿障害が取れる
場合があります。
　池田　逆に、泌尿器専門医以外は、
ただ単純にBPHが進んだのかと思って
しまうと思うのですが、そういった薬
の影響も考えて、なるべく薬の種類を
減らして単純化していくということで

すね。
　山西　そうですね。もう一つは、抗
コリン薬で認知障害が問題視されてい
ますが、OABに使うような抗コリン
薬は中枢への移行が少ない薬が多いの
です。オキシブチニンは中枢移行があ
る程度あるといわれていますが、その
他の薬は中枢への移行はあまりないと
いわれています。ただし、ほかの薬と
一緒になると、ときに高齢者において
は認知障害などが起きるという報告も
ありますので、そちらもお気をつけい
ただいたほうがいいと思います。
　池田　抗コリン作用のある薬はなる
べく種類も量も減らすことで、認知の
ほうにもいい影響があるかもしれない
ということですね。
　山西　おっしゃるとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

杏林大学小児外科講師
渡　邉　佳　子

（聞き手　池脇克則）

　便秘を訴える小児が増えたようです。乳児、幼児、学童の各年齢層における
非器質性の慢性便秘の生活指導と薬物療法についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

小児の便秘

　池脇　渡邉先生は小児外科で便秘外
来もやっておられます。
　便秘は大人の病気で、子どもは関係
ないと思っていたのですが、小児の便
秘はむしろ多いぐらいだとのことで、
なぜ子どもに便秘が多いのか。あるい
は、最近増えている原因など、そのあ
たりの背景から教えてください。
　渡邉　小児の便秘は、比較的小さい
時期から始まるお子さんもいますし、
小学校に入ってからのお子さんもいま
す。各年齢層でそれぞれに原因は異な
っていて、最近なぜ増えているかとい
うと、食生活の変化や家庭の環境、そ
れから幼稚園や保育園、小学校での環
境のストレスなども、子どもは繊細に
感じているところがあり、そういった
面で便秘が増えているのではないかと
思います。

　池脇　確かに、乳児期は、普通の食
事ではなくて、母乳あるいは人工のミ
ルクで、ようやく半年ぐらいから離乳
食が始まる。当然その間はおむつに垂
れ流しているわけで、そこから徐々に
トイレに行って排便をして、大人の排
便に近づく。子どもさんが本当に何も
できないところからそこまで歩んでい
くという、長い道のりを順調に歩める
かどうかに、食事や周りの環境が密接
に関係していくのですね。
　渡邉　そう思います。
　池脇　今回の質問は、小児といって
も、乳児、幼児、学童と、それぞれ便
秘になる背景が違うのではないかとい
うことで、まず乳児の便秘はどういう
背景からなのでしょう。
　渡邉　まだいろいろな組織が未熟で
す。腸で感じた便意が脳からの信号と
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幼児で発症する便秘は、これがまず一
番大きいと思います。あとは、保育園
や幼稚園の環境の変化で起きるストレ
ス。そういったことで、これまで便秘
傾向だったお子さんが悪化したり、こ
の時期から発症するお子さんも多いで
す。排便に関する恐怖感が一番重要な
問題かと思います。
　池脇　原因の一つが野菜を食べない
ということは、食物繊維が大事なので
しょうか。
　渡邉　そうですね。ただ、食物繊維
を食品から必要量取るにはけっこうな
量が必要になります。それはお母さん
の負担もかなり大きいと思いますので、
野菜が嫌いであれば、食べられる野菜
が中にはあると思いますので、そうい
ったものを使う。そのまま食べるのが
嫌であれば、刻んだりとか調理の工夫
ですね、そういったアドバイスが大事
かなと思います。
　池脇　そういう時期になったら、あ
まり便が固くならないようにしないと、
子どもさんが最初の排便で痛い思いを
すると、そこから便秘の悪循環が始ま
ってしまうので、そこを極力減らすた
めにこの年齢あたりでの生活指導、あ
るいは薬物は何かありますか。
　渡邉　理想は食事と水分で、いい便
が毎日もしくは１日おきぐらいで出る
のがいいのですが、排便に対する恐怖
感を一回味わってしまったお子さんは、
排便イコール怖いものというイメージ

からなかなか抜け出せないのです。治
療としては、そのイメージを変えてあ
げることが第一歩だと思うのです。そ
のためには、食事と水分でうまくいっ
ていないので、薬をのんでもらうとい
うことです。少し便をやわらかくして
あげて、出しやすい状態をつくってあ
げるのがいいと思います。
　内服薬はいろいろありますが、これ
まで多く使われてきたのは酸化マグネ
シウムです。あとピコスルファートナ
トリウムもよく使われてきました。ま
た最近、2018年に承認されたポリエチ
レングリコール製剤、これは２歳以降
に使えて、いい便がまとまって出せる
ので、こういった薬なども使いながら
やっていくのがいいと思います。まず
排便のコントロールをしっかりつける
ことを優先させて、排便のイメージを
変えてあげたうえで、食事とか、そう
いった生活指導をやっていくのがいい
と思います。
　池脇　幼いといっても、子どもさん
も排便で辛い思いをして困っているの
で、便の軟化剤をのんでもらって良く
なるというやり方に関しては、子ども
さんもそんなに抵抗はないのでしょう
か。
　渡邉　中には薬をのめない、どうし
ても拒否が強い子がいます。ただ、の
ませる工夫はできます。例えば酸化マ
グネシウムの散剤は粉がちょっと溶け
にくいです。そうすると、味はしなく

なり排便が起きるのですが、腸も脳も
まだ未熟、いってみれば制御が利かな
いといいますか、先ほどおっしゃって
いたように、垂れ流しという状況はそ
ういうことなのです。逆に排便がしに
くい、力を入れにくいとか、そういっ
たことも一つの原因だと思います。
　出生後、早い段階から便秘というお
子さん、それから離乳食の時期から便
秘傾向になったというお子さん、だい
たい大きく分けるとその２つになりま
すが、まず早い段階からの便秘という
お子さんは、いわゆる外科的疾患も除
外しつつ、母乳がしっかり出ていて、
しっかりのめているかのチェックが必
要であるのと、もちろん体重の増加に
ついてもチェックしていく必要があり
ます。外来で見落とされやすいのが肛
門の位置です。低位鎖肛といって肛門
の位置が少し前方に偏位しているお子
さんは、孔があいているので見落とさ
れやすいのですが、中にはそういうお
子さんもいるということと、それから
もともと肛門が狭いお子さんがいます。
ちょっと指を入れるとわかりますので、
そういったことが診察上は必要だと思
います。
　池脇　赤ちゃんの早期からの便秘は、
器質的なものではないにしても、多少
そういった要因があるので、用心深く
そういったところをチェックする必要
があるのですね。
　渡邉　そうですね。まずはそういう

ものを除外する必要があるかと思いま
す。生まれてすぐの、便秘のお子さん
はまずそこから入ってもらって、離乳
食が始まってから便秘傾向になったと
いう方に関しては、食事によって便が
固くなってきたり、それから水分との
バランスですね。食事量とミルクのバ
ランスがうまく取れていればいいので
すが、ほかのお白湯やお茶がなかなか
のめなかったり、その切り替えがうま
くいかないときは少し便が固くなり、
便を出しにくいので治療が必要になる
と思います。赤ちゃんでも、排便のと
きにすごく出しにくそうにしている子
は、見ればわかると思います。あまり
そういうことがないようにしたほうが
いいと思いますので、そういうときは
坐薬や浣腸を使ったり、離乳食以降の
お子さんは内服治療も必要になります。
　池脇　まだ乳児なので、このあたり
は母乳、あるいは離乳食をチェックし
て、必要なことがあればそれを改善す
るのが主な対処の仕方ですね。
　渡邉　そうですね。
　池脇　そこを過ぎて幼児ですが、こ
れはまた便秘の背景が異なってくるの
ですか。
　渡邉　幼児に入ると好き嫌いが出て
きます。偏食ですね。便秘のお子さん
は特に野菜が嫌いな子が多いです。そ
ういったことから便が固くなって、排
便のときに苦しむ、痛い思いをすると
いう排便に対する恐怖感が生まれます。
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幼児で発症する便秘は、これがまず一
番大きいと思います。あとは、保育園
や幼稚園の環境の変化で起きるストレ
ス。そういったことで、これまで便秘
傾向だったお子さんが悪化したり、こ
の時期から発症するお子さんも多いで
す。排便に関する恐怖感が一番重要な
問題かと思います。
　池脇　原因の一つが野菜を食べない
ということは、食物繊維が大事なので
しょうか。
　渡邉　そうですね。ただ、食物繊維
を食品から必要量取るにはけっこうな
量が必要になります。それはお母さん
の負担もかなり大きいと思いますので、
野菜が嫌いであれば、食べられる野菜
が中にはあると思いますので、そうい
ったものを使う。そのまま食べるのが
嫌であれば、刻んだりとか調理の工夫
ですね、そういったアドバイスが大事
かなと思います。
　池脇　そういう時期になったら、あ
まり便が固くならないようにしないと、
子どもさんが最初の排便で痛い思いを
すると、そこから便秘の悪循環が始ま
ってしまうので、そこを極力減らすた
めにこの年齢あたりでの生活指導、あ
るいは薬物は何かありますか。
　渡邉　理想は食事と水分で、いい便
が毎日もしくは１日おきぐらいで出る
のがいいのですが、排便に対する恐怖
感を一回味わってしまったお子さんは、
排便イコール怖いものというイメージ

からなかなか抜け出せないのです。治
療としては、そのイメージを変えてあ
げることが第一歩だと思うのです。そ
のためには、食事と水分でうまくいっ
ていないので、薬をのんでもらうとい
うことです。少し便をやわらかくして
あげて、出しやすい状態をつくってあ
げるのがいいと思います。
　内服薬はいろいろありますが、これ
まで多く使われてきたのは酸化マグネ
シウムです。あとピコスルファートナ
トリウムもよく使われてきました。ま
た最近、2018年に承認されたポリエチ
レングリコール製剤、これは２歳以降
に使えて、いい便がまとまって出せる
ので、こういった薬なども使いながら
やっていくのがいいと思います。まず
排便のコントロールをしっかりつける
ことを優先させて、排便のイメージを
変えてあげたうえで、食事とか、そう
いった生活指導をやっていくのがいい
と思います。
　池脇　幼いといっても、子どもさん
も排便で辛い思いをして困っているの
で、便の軟化剤をのんでもらって良く
なるというやり方に関しては、子ども
さんもそんなに抵抗はないのでしょう
か。
　渡邉　中には薬をのめない、どうし
ても拒否が強い子がいます。ただ、の
ませる工夫はできます。例えば酸化マ
グネシウムの散剤は粉がちょっと溶け
にくいです。そうすると、味はしなく

なり排便が起きるのですが、腸も脳も
まだ未熟、いってみれば制御が利かな
いといいますか、先ほどおっしゃって
いたように、垂れ流しという状況はそ
ういうことなのです。逆に排便がしに
くい、力を入れにくいとか、そういっ
たことも一つの原因だと思います。
　出生後、早い段階から便秘というお
子さん、それから離乳食の時期から便
秘傾向になったというお子さん、だい
たい大きく分けるとその２つになりま
すが、まず早い段階からの便秘という
お子さんは、いわゆる外科的疾患も除
外しつつ、母乳がしっかり出ていて、
しっかりのめているかのチェックが必
要であるのと、もちろん体重の増加に
ついてもチェックしていく必要があり
ます。外来で見落とされやすいのが肛
門の位置です。低位鎖肛といって肛門
の位置が少し前方に偏位しているお子
さんは、孔があいているので見落とさ
れやすいのですが、中にはそういうお
子さんもいるということと、それから
もともと肛門が狭いお子さんがいます。
ちょっと指を入れるとわかりますので、
そういったことが診察上は必要だと思
います。
　池脇　赤ちゃんの早期からの便秘は、
器質的なものではないにしても、多少
そういった要因があるので、用心深く
そういったところをチェックする必要
があるのですね。
　渡邉　そうですね。まずはそういう

ものを除外する必要があるかと思いま
す。生まれてすぐの、便秘のお子さん
はまずそこから入ってもらって、離乳
食が始まってから便秘傾向になったと
いう方に関しては、食事によって便が
固くなってきたり、それから水分との
バランスですね。食事量とミルクのバ
ランスがうまく取れていればいいので
すが、ほかのお白湯やお茶がなかなか
のめなかったり、その切り替えがうま
くいかないときは少し便が固くなり、
便を出しにくいので治療が必要になる
と思います。赤ちゃんでも、排便のと
きにすごく出しにくそうにしている子
は、見ればわかると思います。あまり
そういうことがないようにしたほうが
いいと思いますので、そういうときは
坐薬や浣腸を使ったり、離乳食以降の
お子さんは内服治療も必要になります。
　池脇　まだ乳児なので、このあたり
は母乳、あるいは離乳食をチェックし
て、必要なことがあればそれを改善す
るのが主な対処の仕方ですね。
　渡邉　そうですね。
　池脇　そこを過ぎて幼児ですが、こ
れはまた便秘の背景が異なってくるの
ですか。
　渡邉　幼児に入ると好き嫌いが出て
きます。偏食ですね。便秘のお子さん
は特に野菜が嫌いな子が多いです。そ
ういったことから便が固くなって、排
便のときに苦しむ、痛い思いをすると
いう排便に対する恐怖感が生まれます。
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ても、舌触りがいやだというお子さん
は、のめなくなってしまうので、そう
いった場合は、錠剤のほうが溶けやす
いので錠剤を溶かす方法もあることを
お母さんに教えてあげるのと、何かと
混ぜることです。食事と混ぜてもいい
ですし、ヨーグルトなどがよく使われ
ますが、そういったものと混ぜる。そ
ういったアドバイスをしています。
　池脇　ちょっとした工夫が必要だと
いうことですね。最後に学童の便秘の
背景はどうでしょう。
　渡邉　学童は、実は幼いときから便
秘だったけれども、それが長く続いて
いたので、その状態が普通になってい
るお子さんがまずいます。それから、
学校という環境ですね。学校のトイレ
環境も、最近は改良されてきていると
思うのですが、恥ずかしくて排便がで
きないとか、トイレに行く時間的な余
裕がない、ちょっと我慢してしまうこ
とで便秘になるということがあります。

腹痛とか、あとは便失禁という症状が
学童期のお子さんには特徴的かと思い
ます。
　池脇　どのような指導や治療をされ
るのですか。
　渡邉　親が気づいていないというこ
とと、本人も自覚がないというところ
があるので、これが実は便秘なのだと
いうことをじっくり話してあげる必要
があるのと、便を漏らしてしまうとい
う症状がおかしいことだということを
指導します。治療は、やはり服薬です
ね。薬はだいたいのめますので、そこ
をしっかりのむことで治療をしていき
ます。
　池脇　小児の便秘といっても、乳児、
幼児、学童と、それぞれ背景が違う。
それに合わせて適切な治療、対処をし
ていくことで、大人の便秘に引きずら
ないようにするのですね。
　渡邉　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。

日本ワクチン学会理事長
岡　田　賢　司

（聞き手　池田志斈）

　小児の予防接種についてご教示ください。
　①�接種部位について　１歳未満では、上腕より大腿部での接種が勧められて
いますが、複数同時接種はしないほうがよいでしょうか。

　②�接種方法について　４種混合ワクチンは添付文書では皮下接種と記載され
ていますが、筋肉注射をしてはいけないのでしょうか。筋肉注射、または
皮下注射のどちらか決まっているのはどのワクチンですか。

　③�接種間隔について　15歳以上で生ワクチンの２回目の接種を希望される場
合、接種の必要性、接種時期と上限年齢はありますか。

 ＜神奈川県開業医＞

小児の予防接種

　池田　岡田先生、小児の予防接種に
ついて質問です。まず初めの質問の、
接種部位について、１歳未満では上腕
より大腿部での接種が勧められていま
すが、複数同時接種はしないほうがよ
いでしょうか。私はこの質問の意味が
はっきりつかめていないのですが、大
腿部で同時に複数接種はしないほうが
いいでしょうかということですかね。
　岡田　おそらく質問者の意向は、同
時接種で、１回に２本、３本するとき
のことだと思います。これまで日本で
は乳児には単独接種で上腕にやってい

ました。海外では乳児で例えば１日３
本やるとき、両腕と例えば足など、一
応腕を変えて、あるいは上肢と下肢を
変えて行われています。このため国内
で同時接種するときに、例えば右の足、
左の足、右の腕、左の腕にすれば、１
日４本の同時接種ができますよね。１
歳未満でヒブのワクチン、小児用の肺
炎球菌ワクチン、４種混合ワクチン、
B型肝炎ワクチンなどを、生後２カ月
とか３カ月ぐらいから始めると１回に
４本ぐらいできます。このときに大腿
部だけでなく上腕にも同時に接種して
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ても、舌触りがいやだというお子さん
は、のめなくなってしまうので、そう
いった場合は、錠剤のほうが溶けやす
いので錠剤を溶かす方法もあることを
お母さんに教えてあげるのと、何かと
混ぜることです。食事と混ぜてもいい
ですし、ヨーグルトなどがよく使われ
ますが、そういったものと混ぜる。そ
ういったアドバイスをしています。
　池脇　ちょっとした工夫が必要だと
いうことですね。最後に学童の便秘の
背景はどうでしょう。
　渡邉　学童は、実は幼いときから便
秘だったけれども、それが長く続いて
いたので、その状態が普通になってい
るお子さんがまずいます。それから、
学校という環境ですね。学校のトイレ
環境も、最近は改良されてきていると
思うのですが、恥ずかしくて排便がで
きないとか、トイレに行く時間的な余
裕がない、ちょっと我慢してしまうこ
とで便秘になるということがあります。

腹痛とか、あとは便失禁という症状が
学童期のお子さんには特徴的かと思い
ます。
　池脇　どのような指導や治療をされ
るのですか。
　渡邉　親が気づいていないというこ
とと、本人も自覚がないというところ
があるので、これが実は便秘なのだと
いうことをじっくり話してあげる必要
があるのと、便を漏らしてしまうとい
う症状がおかしいことだということを
指導します。治療は、やはり服薬です
ね。薬はだいたいのめますので、そこ
をしっかりのむことで治療をしていき
ます。
　池脇　小児の便秘といっても、乳児、
幼児、学童と、それぞれ背景が違う。
それに合わせて適切な治療、対処をし
ていくことで、大人の便秘に引きずら
ないようにするのですね。
　渡邉　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。

日本ワクチン学会理事長
岡　田　賢　司

（聞き手　池田志斈）

　小児の予防接種についてご教示ください。
　①�接種部位について　１歳未満では、上腕より大腿部での接種が勧められて
いますが、複数同時接種はしないほうがよいでしょうか。

　②�接種方法について　４種混合ワクチンは添付文書では皮下接種と記載され
ていますが、筋肉注射をしてはいけないのでしょうか。筋肉注射、または
皮下注射のどちらか決まっているのはどのワクチンですか。

　③�接種間隔について　15歳以上で生ワクチンの２回目の接種を希望される場
合、接種の必要性、接種時期と上限年齢はありますか。

 ＜神奈川県開業医＞

小児の予防接種

　池田　岡田先生、小児の予防接種に
ついて質問です。まず初めの質問の、
接種部位について、１歳未満では上腕
より大腿部での接種が勧められていま
すが、複数同時接種はしないほうがよ
いでしょうか。私はこの質問の意味が
はっきりつかめていないのですが、大
腿部で同時に複数接種はしないほうが
いいでしょうかということですかね。
　岡田　おそらく質問者の意向は、同
時接種で、１回に２本、３本するとき
のことだと思います。これまで日本で
は乳児には単独接種で上腕にやってい

ました。海外では乳児で例えば１日３
本やるとき、両腕と例えば足など、一
応腕を変えて、あるいは上肢と下肢を
変えて行われています。このため国内
で同時接種するときに、例えば右の足、
左の足、右の腕、左の腕にすれば、１
日４本の同時接種ができますよね。１
歳未満でヒブのワクチン、小児用の肺
炎球菌ワクチン、４種混合ワクチン、
B型肝炎ワクチンなどを、生後２カ月
とか３カ月ぐらいから始めると１回に
４本ぐらいできます。このときに大腿
部だけでなく上腕にも同時に接種して
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ワクチンも皮下注はないのかという話
があったのですが、海外ですと筋注が
ゴールドスタンダードみたいなものな
のですね。
　岡田　そうです。
　池田　日本で皮下注のワクチンをや
っているというのは、日本独自のプロ
トコールを作って治験をやっていると
いうことですか。
　岡田　そうです。先ほど大腿四頭筋
短縮症の話を申し上げましたが、結局、
筋肉内注射そのものを皆さん不安に思
われている。ワクチンでそんなことは
起こっていないのに、筋肉内注射とい
う行為そのものに関して不安があるの
かと思います。
　池田　ということは、どのような種
類が筋注か、皮下注かというのは、プ
ロトコールに決まっているということ
ですね。
　岡田　そうです。開発のときに決ま
っています。
　池田　そのプロトコールに書いてあ
るものはそのとおりにしなければいけ
ないということですね。
　岡田　そうなのです。
　池田　ではその添付文書を見て、そ
のとおりにやるということだけですね。
　岡田　はい。結局、海外で筋肉内注
射されているワクチンでも、わざわざ
日本では筋肉内注射のプロトコールを
作らずに、皮下注のプロトコールを作
っているので、ヒブのワクチンや肺炎

球菌のワクチンは日本だけが皮下注な
のです。
　池田　やはり特殊ですね。
　岡田　そういう意味で全くグローバ
ル・スタンダードになっていないと思
います。
　池田　よくわかりました。開発の仕
方がそうなっているということですね。
　あと、質問③の接種間隔について、
15歳以上で生ワクチンの２回目の接種
を希望される場合、接種する必要があ
るのかどうかも含めて、時期とか、あ
るいはこの年齢を越えて打つことはま
ずないというような基準はありますか、
という質問なのですが、いかがでしょ
うか。
　岡田　15歳以上の生ワクチンという
のが、何を思って質問されたのかと思
って考えていました。15歳以上でやる
生ワクチンは、風疹の第５期接種で、
今、成人男子に接種されています。定
期として２回目が望まれているワクチ
ンに関していえば、必要性もあると思
いますし、時期も上限も定期としての
上限などは決まっていると思います。
しかし、任意で必要な場合に行われる
場合には上限はないと思います。接種
時期も、例えば医療従事者には、はし
か・風疹のMRワクチンは必要な回数
をやるということになっていますから、
２回、接種時期と上限に関しても基本
的にはそのワクチンの添付文書に書い
てあるやり方でやっていくしかないか

います。
　池田　例えば、右の大腿部に複数や
るのではなくて、手足４本のところに
別々に打っていくいわゆる接種部位の
組み合わせによっては複数同時でも問
題ないということですね。
　岡田　そうですね。結局、複数同時
という意味からすると、一つの製剤を
混ぜ合わせることはできないというこ
とです。例えばB型肝炎のワクチンと
インフルエンザのワクチンを別々に打
つことは同時接種で問題はありません
が、製剤として違う２つのワクチンを、
その場で混ぜ合わせて同時接種するこ
とはできません。
　池田　混合はだめということですね。
　岡田　そうです。
　池田　単品でやっていくとなると、
複数ですと別々の腕にやるということ
ですね。
　岡田　何本かやるときには部位を変
えてやるということです。
　池田　なるほど。それで合点がいき
ました。
　岡田　質問いただいた先生の、１歳
未満では上腕より大腿部が勧められて
いるというのは、１歳未満で今までは
１本だけでしたから、乳児期に同時接
種を３本、４本するときに、両腕、両
足、大腿部での接種というのが最近勧
められてきたのだと思います。
　池田　そういうことなのですね。質
問②では接種方法について、４種混合

ワクチンは添付文書では皮下接種とな
っているけれども、筋注してはいけな
いのか。また、筋注あるいは皮下注の
どちらかに決まっているワクチンはあ
りますかという質問です。
　岡田　これは開発治験のときに皮下
注、筋注というアームを作って開発試
験をするかどうかだと思います。ワク
チンによっては、皮下注と筋注ができ
るワクチンもあれば、年齢によって分
けているワクチンもあります。皮下注
だけのワクチンもあったりします。海
外では不活化ワクチンは基本は筋肉内
接種です。日本はかつて大腿四頭筋短
縮症という、筋肉内接種で筋肉が拘縮
した後遺症を残したことがあったため、
筋肉内接種を皆さんが怖がられていた
という背景があると思います。
　しかしその当時、筋肉内接種された
ものに関しては、解熱鎮痛薬とか抗菌
薬しかなくて、ワクチンが大腿四頭筋
短縮症を起こしたという事例は日本国
内ではありません。ワクチンの筋注と
いうのは海外でも広くやられています。
しかし、日本では大腿四頭筋短縮症の
トラウマがあるものですから、海外で
筋注で行われているワクチンでも、わ
ざわざ日本では開発治験のときに皮下
注で開発治験をしています。このため、
海外では筋注で行われているのに、日
本では皮下注しか認められていないと
いうことになっていると思います。
　池田　最近、新型コロナウイルスの
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ワクチンも皮下注はないのかという話
があったのですが、海外ですと筋注が
ゴールドスタンダードみたいなものな
のですね。
　岡田　そうです。
　池田　日本で皮下注のワクチンをや
っているというのは、日本独自のプロ
トコールを作って治験をやっていると
いうことですか。
　岡田　そうです。先ほど大腿四頭筋
短縮症の話を申し上げましたが、結局、
筋肉内注射そのものを皆さん不安に思
われている。ワクチンでそんなことは
起こっていないのに、筋肉内注射とい
う行為そのものに関して不安があるの
かと思います。
　池田　ということは、どのような種
類が筋注か、皮下注かというのは、プ
ロトコールに決まっているということ
ですね。
　岡田　そうです。開発のときに決ま
っています。
　池田　そのプロトコールに書いてあ
るものはそのとおりにしなければいけ
ないということですね。
　岡田　そうなのです。
　池田　ではその添付文書を見て、そ
のとおりにやるということだけですね。
　岡田　はい。結局、海外で筋肉内注
射されているワクチンでも、わざわざ
日本では筋肉内注射のプロトコールを
作らずに、皮下注のプロトコールを作
っているので、ヒブのワクチンや肺炎

球菌のワクチンは日本だけが皮下注な
のです。
　池田　やはり特殊ですね。
　岡田　そういう意味で全くグローバ
ル・スタンダードになっていないと思
います。
　池田　よくわかりました。開発の仕
方がそうなっているということですね。
　あと、質問③の接種間隔について、
15歳以上で生ワクチンの２回目の接種
を希望される場合、接種する必要があ
るのかどうかも含めて、時期とか、あ
るいはこの年齢を越えて打つことはま
ずないというような基準はありますか、
という質問なのですが、いかがでしょ
うか。
　岡田　15歳以上の生ワクチンという
のが、何を思って質問されたのかと思
って考えていました。15歳以上でやる
生ワクチンは、風疹の第５期接種で、
今、成人男子に接種されています。定
期として２回目が望まれているワクチ
ンに関していえば、必要性もあると思
いますし、時期も上限も定期としての
上限などは決まっていると思います。
しかし、任意で必要な場合に行われる
場合には上限はないと思います。接種
時期も、例えば医療従事者には、はし
か・風疹のMRワクチンは必要な回数
をやるということになっていますから、
２回、接種時期と上限に関しても基本
的にはそのワクチンの添付文書に書い
てあるやり方でやっていくしかないか

います。
　池田　例えば、右の大腿部に複数や
るのではなくて、手足４本のところに
別々に打っていくいわゆる接種部位の
組み合わせによっては複数同時でも問
題ないということですね。
　岡田　そうですね。結局、複数同時
という意味からすると、一つの製剤を
混ぜ合わせることはできないというこ
とです。例えばB型肝炎のワクチンと
インフルエンザのワクチンを別々に打
つことは同時接種で問題はありません
が、製剤として違う２つのワクチンを、
その場で混ぜ合わせて同時接種するこ
とはできません。
　池田　混合はだめということですね。
　岡田　そうです。
　池田　単品でやっていくとなると、
複数ですと別々の腕にやるということ
ですね。
　岡田　何本かやるときには部位を変
えてやるということです。
　池田　なるほど。それで合点がいき
ました。
　岡田　質問いただいた先生の、１歳
未満では上腕より大腿部が勧められて
いるというのは、１歳未満で今までは
１本だけでしたから、乳児期に同時接
種を３本、４本するときに、両腕、両
足、大腿部での接種というのが最近勧
められてきたのだと思います。
　池田　そういうことなのですね。質
問②では接種方法について、４種混合

ワクチンは添付文書では皮下接種とな
っているけれども、筋注してはいけな
いのか。また、筋注あるいは皮下注の
どちらかに決まっているワクチンはあ
りますかという質問です。
　岡田　これは開発治験のときに皮下
注、筋注というアームを作って開発試
験をするかどうかだと思います。ワク
チンによっては、皮下注と筋注ができ
るワクチンもあれば、年齢によって分
けているワクチンもあります。皮下注
だけのワクチンもあったりします。海
外では不活化ワクチンは基本は筋肉内
接種です。日本はかつて大腿四頭筋短
縮症という、筋肉内接種で筋肉が拘縮
した後遺症を残したことがあったため、
筋肉内接種を皆さんが怖がられていた
という背景があると思います。
　しかしその当時、筋肉内接種された
ものに関しては、解熱鎮痛薬とか抗菌
薬しかなくて、ワクチンが大腿四頭筋
短縮症を起こしたという事例は日本国
内ではありません。ワクチンの筋注と
いうのは海外でも広くやられています。
しかし、日本では大腿四頭筋短縮症の
トラウマがあるものですから、海外で
筋注で行われているワクチンでも、わ
ざわざ日本では開発治験のときに皮下
注で開発治験をしています。このため、
海外では筋注で行われているのに、日
本では皮下注しか認められていないと
いうことになっていると思います。
　池田　最近、新型コロナウイルスの
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と思います。
　池田　特に風疹のワクチンに関して
は、やられていない時期の男性ですよ
ね。今、積極的に皆さん、やっていま
すけれども、こういった定期ワクチン
でも、親御さんの関係もあったりして、
欠落してしまったりする人がいるので
すね。
　岡田　そうです。いらっしゃいます。
　池田　おそらくその話ではないかと
私も考えていたのですが、その場合で
すと、もちろん抗体がない場合は当た
り前なのですが、とにかくやってしま
ったほうがいいということですね。
　岡田　そうです。おそらく15歳以上
で定期としてやる生ワクチンというの
はないと思います。
　池田　おそらく忘れてしまったか、
何らかの理由で受けられなかった。

　岡田　そういう場合には定期として
やれませんから任意接種です。これは
そのワクチンの添付文書に書いてある
年齢などを今一度ご確認いただきたい
と思います。ただ、必要性に関して言
えば、定期になっているようなワクチ
ンは、２回やったほうがいいだろうと
思います。２回という接種回数が決め
られていますから、もし１回しかやっ
ていなくて、定期の年齢を越えられた
場合には、２回目を打つ必要性はある
のだろうと思います。
　池田　逆に、いつやっても遅くはな
いということですね。
　岡田　そうですね。もし忘れられた
ときには、定期の上限を超えたとして
も、任意ででもやってさしあげるほう
がいいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

千葉大学消化器内科教授
加　藤　直　也

（聞き手　齊藤郁夫）

ウイルス性肝炎

　齊藤　ウイルス性肝炎について、ま
ずB型肝炎の現況はどうなっているで
しょうか。
　加藤　B型肝炎は、ご存じのように
母子感染で主に生き残ってきたウイル
スです。1986年から母子感染の予防が
できるようになって、35歳以下のキャ
リアの方はほとんどいなくなりました。
それでも、いまだ人口の１％ぐらい、
約120万人のキャリアがいます。
　齊藤　相当な数ですが、診断はどう
いう流れになりますか。
　加藤　基本的にはHBs抗原が陽性で
あればウイルスのキャリアと考えられ
ます。我々は、日常的に、HBs抗原を
わざわざ測定する機会は普通にはない
ですが、献血などをしていただくと必
ず測定しているので、結果の通知が来
ます。また、今は40歳からは肝炎ウイ
ルス検診というものがあり、５歳ごと、
切りのいい年にHBs抗原を測定するこ
とになっています。そういう検査で引
っかかってこられる方もいます。
　齊藤　治療はどういうかたちになり

ますか。
　加藤　B型肝炎の場合は、ウイルス
を持っていても、いわゆる無症候性、
何の問題もない方が８～９割います。
ですから、治療対象はだいたいウイル
スキャリアの１～２割になりますが、
現在は非常にいい薬、核酸アナログ製
剤があり、１日１回のんでいただくこ
とで、ほぼウイルスの制御が可能にな
っています。ウイルスを制御できれば、
ほかに病気がない場合にはいわゆる肝
機能検査の異常値、特にAST、ALTの
上昇も正常化します。ただ、残念なが
らこの治療でウイルス排除ができるわ
けではありませんので、治療は非常に
長期にわたり、時に一生薬をのんでい
ただかなければいけない、そういう状
況です。
　齊藤　治療の際に何か指標を見なが
らやっていくのですか。
　加藤　おっしゃるとおりで、その一
番の指標はHBV-DNA、DNAウイル
スですから、血中のHBV-DNAの量を
計測しながら治療経過を見ていきます。

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（Ⅳ）

ドクターサロン66巻５月号（4 . 2022） （293）  3736 （292） ドクターサロン66巻５月号（4 . 2022）

2205_HONBUN.indd   36-372205_HONBUN.indd   36-37 2022/04/19   9:322022/04/19   9:32



と思います。
　池田　特に風疹のワクチンに関して
は、やられていない時期の男性ですよ
ね。今、積極的に皆さん、やっていま
すけれども、こういった定期ワクチン
でも、親御さんの関係もあったりして、
欠落してしまったりする人がいるので
すね。
　岡田　そうです。いらっしゃいます。
　池田　おそらくその話ではないかと
私も考えていたのですが、その場合で
すと、もちろん抗体がない場合は当た
り前なのですが、とにかくやってしま
ったほうがいいということですね。
　岡田　そうです。おそらく15歳以上
で定期としてやる生ワクチンというの
はないと思います。
　池田　おそらく忘れてしまったか、
何らかの理由で受けられなかった。

　岡田　そういう場合には定期として
やれませんから任意接種です。これは
そのワクチンの添付文書に書いてある
年齢などを今一度ご確認いただきたい
と思います。ただ、必要性に関して言
えば、定期になっているようなワクチ
ンは、２回やったほうがいいだろうと
思います。２回という接種回数が決め
られていますから、もし１回しかやっ
ていなくて、定期の年齢を越えられた
場合には、２回目を打つ必要性はある
のだろうと思います。
　池田　逆に、いつやっても遅くはな
いということですね。
　岡田　そうですね。もし忘れられた
ときには、定期の上限を超えたとして
も、任意ででもやってさしあげるほう
がいいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

千葉大学消化器内科教授
加　藤　直　也

（聞き手　齊藤郁夫）

ウイルス性肝炎

　齊藤　ウイルス性肝炎について、ま
ずB型肝炎の現況はどうなっているで
しょうか。
　加藤　B型肝炎は、ご存じのように
母子感染で主に生き残ってきたウイル
スです。1986年から母子感染の予防が
できるようになって、35歳以下のキャ
リアの方はほとんどいなくなりました。
それでも、いまだ人口の１％ぐらい、
約120万人のキャリアがいます。
　齊藤　相当な数ですが、診断はどう
いう流れになりますか。
　加藤　基本的にはHBs抗原が陽性で
あればウイルスのキャリアと考えられ
ます。我々は、日常的に、HBs抗原を
わざわざ測定する機会は普通にはない
ですが、献血などをしていただくと必
ず測定しているので、結果の通知が来
ます。また、今は40歳からは肝炎ウイ
ルス検診というものがあり、５歳ごと、
切りのいい年にHBs抗原を測定するこ
とになっています。そういう検査で引
っかかってこられる方もいます。
　齊藤　治療はどういうかたちになり

ますか。
　加藤　B型肝炎の場合は、ウイルス
を持っていても、いわゆる無症候性、
何の問題もない方が８～９割います。
ですから、治療対象はだいたいウイル
スキャリアの１～２割になりますが、
現在は非常にいい薬、核酸アナログ製
剤があり、１日１回のんでいただくこ
とで、ほぼウイルスの制御が可能にな
っています。ウイルスを制御できれば、
ほかに病気がない場合にはいわゆる肝
機能検査の異常値、特にAST、ALTの
上昇も正常化します。ただ、残念なが
らこの治療でウイルス排除ができるわ
けではありませんので、治療は非常に
長期にわたり、時に一生薬をのんでい
ただかなければいけない、そういう状
況です。
　齊藤　治療の際に何か指標を見なが
らやっていくのですか。
　加藤　おっしゃるとおりで、その一
番の指標はHBV-DNA、DNAウイル
スですから、血中のHBV-DNAの量を
計測しながら治療経過を見ていきます。

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（Ⅳ）
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と思います。
　齊藤　そういった注意点があるので
すね。それでは次にC型ですが、この
状況はどうなっていますか。
　加藤　C型は1989年にウイルスが見
つかって、日本では1992年ぐらいから
インターフェロン治療が始まっていま
すが、2014年からは、とうとうのみ薬
だけで治療できるようになりました。
現在はだいたい８～12週間薬をのんで
いただければ、95％以上の方でウイル
ス排除ができる、そういう病気になり
ました。
　齊藤　疫学はどうなっていますか。
　加藤　今これを正確に把握するのは
難しいとはいえ、150万人ぐらいの方
がウイルスを持っているのではないか
といわれています。ただ、先ほどの治
療でウイルスを排除できた方は50万人
ぐらいといわれています。薬の売上か
らここだけははっきりわかるのです。
結局残りは二通りで、まだ自分がウイ
ルスを持っているのに気がついていな
い方が30万人ぐらいいるだろう。それ
から、ウイルスを持っていることがわ
かっていても、何らかの理由、ほとん
どは痛くもかゆくもないからだと思い
ますが、治療を受けていない方が30 
万～70万人ぐらいいるといわれていま
す。
　齊藤　ウイルスを持っているけれど
も未治療の方は、結局肝硬変になって
いくのですか。

　加藤　そのとおりです。B型肝炎と
いう病気は基本的に１～２割の方しか
慢性肝炎、肝硬変、肝がんと進んでい
かない病気ですが、C型の場合は、ウ
イルスを持っている方はほとんど慢性
肝炎、肝硬変、肝がんと、スピードに
差があるとはいえ、進んでいく病気で
す。
　齊藤　そうなりますと、手術の前な
どでHCV抗体を調べますね。これが
陽性でも肝機能は全く正常な方がたく
さんいて、その場合、こういうことに
なりがちだということでしょうか。
　加藤　ご指摘のとおりで、自分たち
でしたら内視鏡検査、それから手術時
でも、必ずHCV抗体の検査をしている
のです。ただ、問題は従来医療従事者
が自身を感染から守るという目的で検
査していたことですから、必ずしもそ
の結果が患者さんに伝わっていない。
その検査で陽性になったにもかかわら
ず、実は患者さんはHCV抗体が陽性で
あることを知らされていないケースが
けっこうあります。
　ですから、今は厚生労働省から術前
に行った管理料としてお金を取る場合、
その説明もしなければいけないという
通達が出たのです。しかしいまだに外
科系の診療科、特に短期間入院や、が
ん科や整形外科の手術のために検査を
受けられた方で、そのままHCV抗体陽
性が放置されている方が多いのが現実
です。

特に、PCRを使ってこのHBV-DNAが
検出できない、あるいはプラスである
けれども、数としては測れないぐらい
のところまでウイルスをコントロール
するのが基本になっています。そこま
できちんとその指標に持っていくこと
が、発がん予防という観点からも大事
なところです。
　齊藤　ずっと治療していくというこ
とですが、それが再び活性化すること
はあるのですか。
　加藤　実際に薬をのんでいただいて
いれば、基本的にウイルスが出てくる
ことはほとんどありません。以前の薬
は耐性ウイルスという変異型のウイル
スが出てくるという問題がありました
が、現在その問題はなくなっています。
時にキャリアの方のウイルスが増えて
重症化することもあり、それを再活性
化と呼んでいるのですが、今一番問題
になっているのはいわゆる既往感染で
す。
　大人になってウイルスにかかった人
は治ってしまうといわれているのです
が、いわゆる水疱瘡のウイルスと同じ
ように、実はこのB型肝炎ウイルスは
一度感染すると肝臓内にずっと潜伏し
ています。結局、免疫の力でこのウイ
ルスが増えないような状態になってい
ます。HBs抗体陽性で、いわゆる治癒
したと考えられていた人が、抗がん剤
や免疫抑制剤の投与を契機にウイルス
が再増殖、再活性化した結果、重症肝

炎を引き起こすことがあり、今それが
少し問題になっています。
　齊藤　その場合もまた核酸アナログ
治療をするのでしょうか。
　加藤　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスを制御することが一番大事です。
もちろん見つかった時点でウイルスの
制御をしなければいけないのですが、
これはコロナにちょっと似ていて、肺
炎がひどくなったときに実はウイルス
はあまりいないのと同様に、いわゆる
重症肝炎、劇症肝炎になったときには
ウイルスはあまり検出されません。そ
のときには免疫が自分の肺に感染して
いた細胞を破壊しているのと同じよう
に、抗ウイルス療法をするのですが、
場合によっては肝臓の細胞が、感染肝
細胞が相当やられてから病院に来るこ
とになります。その時点からウイルス
を抑え始めても、抗ウイルス薬では命
を救えない場合があり、その場合は肝
臓だと移植まで考えなければいけない
という局面が、かなり高率にやってき
ます。
　どういうことかというと、再活性化
で、特に肝障害が起きてから見つかっ
たような方の致死率は、優に５割を超
えるのです。ですから、早めに見つけ
なければいけない。要するに、最初か
らウイルス、HBV-DNAやHBs抗原を
測定しながら薬の投与をしなければな
らないことが、既感染、あるいはHBV
のキャリアの方に対して必要なことか
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と思います。
　齊藤　そういった注意点があるので
すね。それでは次にC型ですが、この
状況はどうなっていますか。
　加藤　C型は1989年にウイルスが見
つかって、日本では1992年ぐらいから
インターフェロン治療が始まっていま
すが、2014年からは、とうとうのみ薬
だけで治療できるようになりました。
現在はだいたい８～12週間薬をのんで
いただければ、95％以上の方でウイル
ス排除ができる、そういう病気になり
ました。
　齊藤　疫学はどうなっていますか。
　加藤　今これを正確に把握するのは
難しいとはいえ、150万人ぐらいの方
がウイルスを持っているのではないか
といわれています。ただ、先ほどの治
療でウイルスを排除できた方は50万人
ぐらいといわれています。薬の売上か
らここだけははっきりわかるのです。
結局残りは二通りで、まだ自分がウイ
ルスを持っているのに気がついていな
い方が30万人ぐらいいるだろう。それ
から、ウイルスを持っていることがわ
かっていても、何らかの理由、ほとん
どは痛くもかゆくもないからだと思い
ますが、治療を受けていない方が30 
万～70万人ぐらいいるといわれていま
す。
　齊藤　ウイルスを持っているけれど
も未治療の方は、結局肝硬変になって
いくのですか。

　加藤　そのとおりです。B型肝炎と
いう病気は基本的に１～２割の方しか
慢性肝炎、肝硬変、肝がんと進んでい
かない病気ですが、C型の場合は、ウ
イルスを持っている方はほとんど慢性
肝炎、肝硬変、肝がんと、スピードに
差があるとはいえ、進んでいく病気で
す。
　齊藤　そうなりますと、手術の前な
どでHCV抗体を調べますね。これが
陽性でも肝機能は全く正常な方がたく
さんいて、その場合、こういうことに
なりがちだということでしょうか。
　加藤　ご指摘のとおりで、自分たち
でしたら内視鏡検査、それから手術時
でも、必ずHCV抗体の検査をしている
のです。ただ、問題は従来医療従事者
が自身を感染から守るという目的で検
査していたことですから、必ずしもそ
の結果が患者さんに伝わっていない。
その検査で陽性になったにもかかわら
ず、実は患者さんはHCV抗体が陽性で
あることを知らされていないケースが
けっこうあります。
　ですから、今は厚生労働省から術前
に行った管理料としてお金を取る場合、
その説明もしなければいけないという
通達が出たのです。しかしいまだに外
科系の診療科、特に短期間入院や、が
ん科や整形外科の手術のために検査を
受けられた方で、そのままHCV抗体陽
性が放置されている方が多いのが現実
です。

特に、PCRを使ってこのHBV-DNAが
検出できない、あるいはプラスである
けれども、数としては測れないぐらい
のところまでウイルスをコントロール
するのが基本になっています。そこま
できちんとその指標に持っていくこと
が、発がん予防という観点からも大事
なところです。
　齊藤　ずっと治療していくというこ
とですが、それが再び活性化すること
はあるのですか。
　加藤　実際に薬をのんでいただいて
いれば、基本的にウイルスが出てくる
ことはほとんどありません。以前の薬
は耐性ウイルスという変異型のウイル
スが出てくるという問題がありました
が、現在その問題はなくなっています。
時にキャリアの方のウイルスが増えて
重症化することもあり、それを再活性
化と呼んでいるのですが、今一番問題
になっているのはいわゆる既往感染で
す。
　大人になってウイルスにかかった人
は治ってしまうといわれているのです
が、いわゆる水疱瘡のウイルスと同じ
ように、実はこのB型肝炎ウイルスは
一度感染すると肝臓内にずっと潜伏し
ています。結局、免疫の力でこのウイ
ルスが増えないような状態になってい
ます。HBs抗体陽性で、いわゆる治癒
したと考えられていた人が、抗がん剤
や免疫抑制剤の投与を契機にウイルス
が再増殖、再活性化した結果、重症肝

炎を引き起こすことがあり、今それが
少し問題になっています。
　齊藤　その場合もまた核酸アナログ
治療をするのでしょうか。
　加藤　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスを制御することが一番大事です。
もちろん見つかった時点でウイルスの
制御をしなければいけないのですが、
これはコロナにちょっと似ていて、肺
炎がひどくなったときに実はウイルス
はあまりいないのと同様に、いわゆる
重症肝炎、劇症肝炎になったときには
ウイルスはあまり検出されません。そ
のときには免疫が自分の肺に感染して
いた細胞を破壊しているのと同じよう
に、抗ウイルス療法をするのですが、
場合によっては肝臓の細胞が、感染肝
細胞が相当やられてから病院に来るこ
とになります。その時点からウイルス
を抑え始めても、抗ウイルス薬では命
を救えない場合があり、その場合は肝
臓だと移植まで考えなければいけない
という局面が、かなり高率にやってき
ます。
　どういうことかというと、再活性化
で、特に肝障害が起きてから見つかっ
たような方の致死率は、優に５割を超
えるのです。ですから、早めに見つけ
なければいけない。要するに、最初か
らウイルス、HBV-DNAやHBs抗原を
測定しながら薬の投与をしなければな
らないことが、既感染、あるいはHBV
のキャリアの方に対して必要なことか
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　齊藤　HCV抗体陽性に気がついた
ら、とにかく消化器内科の医師に相談
するということですね。
　加藤　それが一番いいですね。AST、
ALTが正常でも肝硬変まで進んでい
る方もいますので、我々に任せていた
だければと思います。
　齊藤　発見されていない患者さんに
はどうやって対策するのでしょう。
　加藤　今、国を挙げて先ほどの肝炎
ウイルス検診を行っていて、我々も千
葉県の拠点病院になっています。今は、
基幹病院の医師に、ぜひまず自分のと

ころの患者さんをきちんと見直してく
ださいとお伝えしています。こういう
取り組みにおいて、一番効率がいいの
は病院なのです。その次にクリニック
ぐらいに広げていって、その一方で国
や県の取り組みで一般住民の方を検診
で拾い上げる。そういう試みがどこで
も行われているところかと思います。
　齊藤　患者さんの掘り起こしという
ことではまだまだ多くの医師の力が必
要だということですね。
　加藤　はい。
　齊藤　ありがとうございました。

山口県立総合医療センター血液内科診療部長
高　橋　　徹

（聞き手　齊藤郁夫）

重症熱性血小板減少症候群の現状

　齊藤　重症熱性血小板減少症候群
（SFTS）は比較的新しい病気だと思い
ます。高橋先生が日本での第一発見者
とうかがいましたが、どういった経緯
で発見されたのでしょうか。
　高橋　私たちが初めての患者さんを
診たのは2012年の秋です。発熱が続く
こと、血小板減少と白血球減少がある
ということで当院に紹介となりました。
血液内科の私たちに相談があり、調べ
てみると、血球貪食症候群という病状
を合併していることがわかりました。
この患者さん、実は診断を進めるうち
に４日間の経緯でお亡くなりになりま
した。しかしながら、血球貪食症候群
を急性に起こす疾患としてウイルス疾
患が疑われましたので、この方の血清
を使って何らかの病原ウイルスを見つ
けることができないかと取り組んだと
きに、SFTSウイルスという、日本で
は初めてのウイルスが分離され、診断
に至ったという経緯でした。
　齊藤　この病気は、いつ頃からいわ
れ出しているのでしょうか。

　高橋　初めは中国でわかった病気で
す。2006年頃から中国では発熱、血小
板減少、そして下痢を伴う病気がはや
っていて、どうもそういう症例が農業
従事者を中心に多数見られるようにな
った。それをまとめてSFTSウイルス
という病原ウイルスが原因であること
を突きとめたうえで、2011年の「The 
New England Journal of Medicine」に
初報が出ています。
　齊藤　その翌年ということですが、
この患者さんは外国帰りではないので
すね。
　高橋　渡航歴はない主婦でした。
　齊藤　普通の主婦の方ですか。
　高橋　そうです。特に気になるよう
な職業歴もありません。
　齊藤　そういう方が急性の病気で亡
くなられて、調べてみたらそうだった
のですね。これはマダニからの感染と
いわれていますが。
　高橋　中心的な感染ルートはマダニ
であると考えています（図１）。マダ
ニがこのウイルスを保有していて、そ

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（Ⅳ）
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　齊藤　HCV抗体陽性に気がついた
ら、とにかく消化器内科の医師に相談
するということですね。
　加藤　それが一番いいですね。AST、
ALTが正常でも肝硬変まで進んでい
る方もいますので、我々に任せていた
だければと思います。
　齊藤　発見されていない患者さんに
はどうやって対策するのでしょう。
　加藤　今、国を挙げて先ほどの肝炎
ウイルス検診を行っていて、我々も千
葉県の拠点病院になっています。今は、
基幹病院の医師に、ぜひまず自分のと

ころの患者さんをきちんと見直してく
ださいとお伝えしています。こういう
取り組みにおいて、一番効率がいいの
は病院なのです。その次にクリニック
ぐらいに広げていって、その一方で国
や県の取り組みで一般住民の方を検診
で拾い上げる。そういう試みがどこで
も行われているところかと思います。
　齊藤　患者さんの掘り起こしという
ことではまだまだ多くの医師の力が必
要だということですね。
　加藤　はい。
　齊藤　ありがとうございました。

山口県立総合医療センター血液内科診療部長
高　橋　　徹

（聞き手　齊藤郁夫）

重症熱性血小板減少症候群の現状

　齊藤　重症熱性血小板減少症候群
（SFTS）は比較的新しい病気だと思い
ます。高橋先生が日本での第一発見者
とうかがいましたが、どういった経緯
で発見されたのでしょうか。
　高橋　私たちが初めての患者さんを
診たのは2012年の秋です。発熱が続く
こと、血小板減少と白血球減少がある
ということで当院に紹介となりました。
血液内科の私たちに相談があり、調べ
てみると、血球貪食症候群という病状
を合併していることがわかりました。
この患者さん、実は診断を進めるうち
に４日間の経緯でお亡くなりになりま
した。しかしながら、血球貪食症候群
を急性に起こす疾患としてウイルス疾
患が疑われましたので、この方の血清
を使って何らかの病原ウイルスを見つ
けることができないかと取り組んだと
きに、SFTSウイルスという、日本で
は初めてのウイルスが分離され、診断
に至ったという経緯でした。
　齊藤　この病気は、いつ頃からいわ
れ出しているのでしょうか。

　高橋　初めは中国でわかった病気で
す。2006年頃から中国では発熱、血小
板減少、そして下痢を伴う病気がはや
っていて、どうもそういう症例が農業
従事者を中心に多数見られるようにな
った。それをまとめてSFTSウイルス
という病原ウイルスが原因であること
を突きとめたうえで、2011年の「The 
New England Journal of Medicine」に
初報が出ています。
　齊藤　その翌年ということですが、
この患者さんは外国帰りではないので
すね。
　高橋　渡航歴はない主婦でした。
　齊藤　普通の主婦の方ですか。
　高橋　そうです。特に気になるよう
な職業歴もありません。
　齊藤　そういう方が急性の病気で亡
くなられて、調べてみたらそうだった
のですね。これはマダニからの感染と
いわれていますが。
　高橋　中心的な感染ルートはマダニ
であると考えています（図１）。マダ
ニがこのウイルスを保有していて、そ

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（Ⅳ）
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し暴れるネコやイヌにかまれてしまう
ことで感染するケースが実際、日本で
幾例も起こっているのです。
　齊藤　院内感染のようなルートもあ
るのですか。
　高橋　患者さんはウイルスを排出し
ていますから、血液や体液、あるいは
糞便、尿、こういうものに直接曝露す
ることでウイルス感染を起こしてしま
う場合があって、中国や韓国では院内
感染による発症がいわれています。今
のところ日本では１例も出ていません
が、注意は十分必要になります。
　齊藤　疫学的には今、どこの国で多
いのでしょうか。
　高橋　やはり中国が中心で、最も患
者数が多いです。次いで、日本、韓国
で比較的患者が発生しています。日本
では年間80～100人ぐらいが確認され
ています。ただ、周辺国のベトナム、
台湾、ミャンマーなどでも患者さんや
抗体陽性の方が確認されているので、
東アジア全体のウイルス感染症である
と考えるべきでしょう。
　齊藤　日本でも患者さんがいるとい
うことですが、地域差はありますか。
　高橋　たいへん面白いのですが、西
日本に患者が集中しています。最も多
いのは宮崎県で、広島県、そして私ど
もの山口県、高知県、鹿児島県、この
あたりが非常に多いです。つい最近ま
では三重県ぐらいまでが東の限界でし
たが、今年に入ってから静岡県で３例、

また愛知県でも患者が発生しています
し、千葉県でも2017年の振り返り症例
ですが、SFTSの患者がいたことがわ
かっていますので、東日本にも患者が
出始めているといえます（図２）。
　齊藤　第１例目の患者さんはすぐに
亡くなってしまったということですが、
一般的に経過はどうなるのでしょうか。
　高橋　SFTSの患者さんはマダニに
咬傷を受けてから、だいたい潜伏期の
１週間ぐらいを経て、発熱、血小板減
少、嘔吐、下痢、といった症状が出て
くることが多いです。血液検査ではほ
かに白血球減少もよく目立ちますが、
だいたい最初の１週間、ウイルス血症
がどんどん悪くなっていく間に、病状
や検査所見は悪くなっていきます。た
だ、10日目ぐらいをピークにしてウイ
ルス血症が改善してきますから、それ
に伴って軽症や中等症の患者さんは症
状が改善に向かいます。ただ、重症例
はこのウイルス血症が最もひどいとこ
ろで乗り越えられず死亡してしまう転
帰になる方がいらっしゃるのです。
　齊藤　死亡率はどのくらいになりま
すか。
　高橋　８～30％まで、いろいろな報
告が出ていますが、日本で振り返って
調べてみたところ、およそ25％と極め
て高い致死率が観察されています。
　齊藤　治療は何かあるのでしょうか。
　高橋　治療については、全身状態を
対症療法で十分に管理することが大切

のマダニにかまれたときに人にウイル
スが伝播してしまう。これが発症の大
きなルートだと思います。ただ、半数
ぐらいの方はマダニにかまれたエピソ
ードがありません。ですから、わから
ないときにかまれているのかもしれま
せんが、ほかにも何か感染ルートがあ
るのではないかとずっといわれていま
した。
　齊藤　マダニについて、ペットはど
うなのですか。
　高橋　ネコやイヌなどによくマダニ
がついていることを見ると思いますが、
実はマダニは野生動物との間でウイル
スをやりとりしていますが、普通の野

生動物、シカやイノシシなどは不顕性
感染を起こしています。つまり、SFTS
ウイルスを受けても発症しないのです
が、ネコや一部のイヌはSFTSを発症
していることがわかっています。近年
問題となっているのはそういうSFTS
になったネコにかまれた人が発症する、
こういうルートも重要な問題として挙
げられています。
　齊藤　ペット由来ということですね。
飼い主などですか。
　高橋　そうです。飼い主も病気のネ
コを介抱しますし、あるいは病院に連
れていきますから、動物病院の獣医師、
そしてスタッフの方、こういう方が少

図１　SFTSウイルスの生活環と人への感染経路

ウイルス保有マダニに吸血された動物は感染してウイルス血症をきたす。動物には複数
のマダニが同時に付着して吸血しているから、それらが新たにウイルスを獲得していく
（水平伝播）。ウイルスは成ダニから卵へと垂直伝播もする。ヒトへの感染はウイルス保
有マダニによる咬傷だけでなく、SFTSを発症したネコやイヌの咬傷によっても起こって
いる。血液や体液を介したヒト‒ヒト感染も報告がある。
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し暴れるネコやイヌにかまれてしまう
ことで感染するケースが実際、日本で
幾例も起こっているのです。
　齊藤　院内感染のようなルートもあ
るのですか。
　高橋　患者さんはウイルスを排出し
ていますから、血液や体液、あるいは
糞便、尿、こういうものに直接曝露す
ることでウイルス感染を起こしてしま
う場合があって、中国や韓国では院内
感染による発症がいわれています。今
のところ日本では１例も出ていません
が、注意は十分必要になります。
　齊藤　疫学的には今、どこの国で多
いのでしょうか。
　高橋　やはり中国が中心で、最も患
者数が多いです。次いで、日本、韓国
で比較的患者が発生しています。日本
では年間80～100人ぐらいが確認され
ています。ただ、周辺国のベトナム、
台湾、ミャンマーなどでも患者さんや
抗体陽性の方が確認されているので、
東アジア全体のウイルス感染症である
と考えるべきでしょう。
　齊藤　日本でも患者さんがいるとい
うことですが、地域差はありますか。
　高橋　たいへん面白いのですが、西
日本に患者が集中しています。最も多
いのは宮崎県で、広島県、そして私ど
もの山口県、高知県、鹿児島県、この
あたりが非常に多いです。つい最近ま
では三重県ぐらいまでが東の限界でし
たが、今年に入ってから静岡県で３例、

また愛知県でも患者が発生しています
し、千葉県でも2017年の振り返り症例
ですが、SFTSの患者がいたことがわ
かっていますので、東日本にも患者が
出始めているといえます（図２）。
　齊藤　第１例目の患者さんはすぐに
亡くなってしまったということですが、
一般的に経過はどうなるのでしょうか。
　高橋　SFTSの患者さんはマダニに
咬傷を受けてから、だいたい潜伏期の
１週間ぐらいを経て、発熱、血小板減
少、嘔吐、下痢、といった症状が出て
くることが多いです。血液検査ではほ
かに白血球減少もよく目立ちますが、
だいたい最初の１週間、ウイルス血症
がどんどん悪くなっていく間に、病状
や検査所見は悪くなっていきます。た
だ、10日目ぐらいをピークにしてウイ
ルス血症が改善してきますから、それ
に伴って軽症や中等症の患者さんは症
状が改善に向かいます。ただ、重症例
はこのウイルス血症が最もひどいとこ
ろで乗り越えられず死亡してしまう転
帰になる方がいらっしゃるのです。
　齊藤　死亡率はどのくらいになりま
すか。
　高橋　８～30％まで、いろいろな報
告が出ていますが、日本で振り返って
調べてみたところ、およそ25％と極め
て高い致死率が観察されています。
　齊藤　治療は何かあるのでしょうか。
　高橋　治療については、全身状態を
対症療法で十分に管理することが大切

のマダニにかまれたときに人にウイル
スが伝播してしまう。これが発症の大
きなルートだと思います。ただ、半数
ぐらいの方はマダニにかまれたエピソ
ードがありません。ですから、わから
ないときにかまれているのかもしれま
せんが、ほかにも何か感染ルートがあ
るのではないかとずっといわれていま
した。
　齊藤　マダニについて、ペットはど
うなのですか。
　高橋　ネコやイヌなどによくマダニ
がついていることを見ると思いますが、
実はマダニは野生動物との間でウイル
スをやりとりしていますが、普通の野

生動物、シカやイノシシなどは不顕性
感染を起こしています。つまり、SFTS
ウイルスを受けても発症しないのです
が、ネコや一部のイヌはSFTSを発症
していることがわかっています。近年
問題となっているのはそういうSFTS
になったネコにかまれた人が発症する、
こういうルートも重要な問題として挙
げられています。
　齊藤　ペット由来ということですね。
飼い主などですか。
　高橋　そうです。飼い主も病気のネ
コを介抱しますし、あるいは病院に連
れていきますから、動物病院の獣医師、
そしてスタッフの方、こういう方が少

図１　SFTSウイルスの生活環と人への感染経路

ウイルス保有マダニに吸血された動物は感染してウイルス血症をきたす。動物には複数
のマダニが同時に付着して吸血しているから、それらが新たにウイルスを獲得していく
（水平伝播）。ウイルスは成ダニから卵へと垂直伝播もする。ヒトへの感染はウイルス保
有マダニによる咬傷だけでなく、SFTSを発症したネコやイヌの咬傷によっても起こって
いる。血液や体液を介したヒト‒ヒト感染も報告がある。
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　齊藤　新型コロナウイルスで有名に
なったファビピラビルですね。最初の
ウイルス血症の時期に抗ウイルス薬を
使って、ウイルスを減らすことができ
ればいいということでしょうか。
　高橋　理論的にはできるだけ早くそ
ういった対処が取れれば経過の改善に
つながるのではないかと期待はしてい
ます。
　齊藤　予防では何かあるのですか。
　高橋　予防に関しては、マダニに刺
されないことが最も重要ですので、野
山に出るときには肌を露出しない、農

作業などから帰ったときには裸になっ
て体にマダニが付着していないかをよ
く確認してもらう、そういったことが
とても大事です。先ほど少し触れまし
たが、ネコとかイヌを飼っていて、そ
れが非常に重篤な病気になったときに、
うかつに近寄ってかまれないようにす
ることも大事な予防策ではないかと思
います。
　齊藤　獣医師、ペットオーナーの対
策も重要だということですね。ありが
とうございました。

です。血球貪食症候群を起こしますの
で、それに伴うDICなどの管理をしっ
かり行って、何とか急性期を乗り切る
ことが治療の中心になります。
　新しいトピックとしては、ファビピ
ラビルという薬、皆さんもよく耳にさ

れた薬かもしれませんが、これをSFTS
ウイルス感染症に使ってみるという治
験が今、進んでいます。ファビピラビ
ルが新しい治療の選択肢になるかもし
れませんが、現状では対症療法をいか
にしていくかが重要です。
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千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野准教授
渡　辺　　哲

（聞き手　齊藤郁夫）

肺アスペルギルス症

　齊藤　肺アスペルギルス症の病型あ
るいは概念はどうなっているのでしょ
うか。
　渡辺　肺アスペルギルス症と一口に
いいましても、病型は大きく分けて３
つあります。一つは白血病などの血液
悪性疾患の患者さん、骨髄移植を受け
た患者さん、臓器移植を受けた患者さ
んのように全身的な免疫不全がある場
合に罹患する侵襲性アスペルギルス症
です。これは急性の病型です。それか
ら、肺に慢性の基礎疾患を持っている
方、例えば結核の後遺症、間質性肺炎、
気管支拡張症、それからCOPDなどの
疾患を持っていて、肺の正常な構造が
破壊されているような患者さん、空洞
を持っていたり、肺が線維化している
ような患者さんに多い慢性肺アスペル
ギルス症。最後は、アレルギーと感染
の中間のようなものですが、アレルギ
ー性気管支肺アスペルギルス症といわ
れ、喘息を伴うことが多い病型。この
３つの病型があるといわれています。
　齊藤　健常人は真菌を毎日吸い込ん

でも、何も病気が起こらないというこ
とですか。
　渡辺　そうですね。免疫不全があっ
て、好中球数が低下しているような患
者さんなどでは感染する可能性があり
ますし、それから慢性肺疾患を持って
いて、肺の構造が破壊されていて、気
道線毛上皮などによる異物の排出とい
った、肺の局所の免疫機構が失われて
いるような患者さんなどでは罹患する
危険性があります。ただ、健常な方は
毎日アスペルギルスの胞子を吸ってい
ますが、罹患することはほぼないと考
えてよいと思います。
　齊藤　そういったリスクの疾患を持
っている患者さんで、何か異変がある
と、この疾患は鑑別診断に入ることに
なりますか。
　渡辺　頻度としては確かに細菌感染
症やウイルス感染症に比べると低いの
ですが、患者さんの致命的な部分に関
わってくる病気ですので、主治医、特
に血液内科や呼吸器内科の医師は必ず
この病気を鑑別診断として念頭に置か

れていると思っています。
　齊藤　診断の過程はどうなりますか。
　渡辺　まず一般的には抗菌薬不応性
の肺炎をみたときに、鑑別として挙げ
るわけですが、臨床症状は非特異的で、
一般の肺炎と区別することは困難です。
発熱や咳嗽、喀痰、咳などがほとんど
で、アスペルギルス症に特徴的なもの
というのはあまり存在しません。血痰
や、胸痛なども比較的特徴的なものと
して一応挙げられてはいますが、アス
ペルギルス症に特異的というわけでも
ないですし、またすべての患者さんで
出現するわけではありません。よって、
症状だけから、これが肺アスペルギル
ス症、これが細菌性肺炎などと区別す
ることは難しいと思います。ですので、
一般的には肺炎があり抗菌薬不応性で
あるという臨床経過が次の診断にいく
ステップになるかと思います。
　齊藤　画像診断と血液検査を組み合
わせるのですね。
　渡辺　そうですね。そういった臨床
経過、抗菌薬不応性の発熱といった情
報に、例えば比較的特徴的な画像を示
すこともあります。すべてのアスペル
ギルス症で特徴的な画像が認められる
わけではないのですが、特徴的な画像
を示した場合は診断に有用となります。
かつ血清診断でアスペルギルス症に特
有な診断のツールがあります。例えば、
アスペルギルス抗原やアスペルギルス
に限らず、真菌症一般に検出されうる

β-D-グルカンという血清診断方法が
あります。このように、臨床経過、画
像、血清検査などを組み合わせてアス
ペルギルス症を診断していくのが一般
臨床のやり方ではないかと思います。
　齊藤　最後の確定はどうするのでし
ょうか。
　渡辺　やはり感染症ですので、私と
しては起因菌をつかまえにいく努力は
怠ってはいけないと考えています。先
ほど病型として侵襲性、急性で進行も
早い、血液悪性疾患等の全身的免疫不
全のある患者さんに起こる病型と、慢
性の病型というものをお話ししました
が、進行度が侵襲性の場合には極めて
急激ですので、原因菌を捉える余裕が
ない、難しいことが多いと思います。
一方で慢性肺アスペルギルス症の場合
には比較的病気の進行が緩徐ですので、
急性のものに比べると起因菌の同定が
可能な例が多いです。やはりアスペル
ギルス症においても、最終的な確定診

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（Ⅳ）
アスペルギルス症の特徴的な画像
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断としては、やはりできるだけ起因菌
を検出するといった努力をするべきだ
と考えています。
　齊藤　治療とも関わりが出てきます
か。
　渡辺　起因菌が同定されるというこ
とは、検出された菌種までわかるとい
うことになります。一口にアスペルギ
ルスといいましても、起因菌として最
も多いのはアスペルギルスフミガーツ
スというもので、そのほかにもヒトに
病気を起こすアスペルギルスとして、
アスペルギルスニゲル、アスペルギル
スフラーブス、アスペルギルステレウ
スなど多数あります。それぞれ薬剤感
受性のパターンが異なっていますので、
アスペルギルスが検出されたからそれ
で十分とせずに、やはり菌種まで同定
する必要があると思います。また、最
近では本来のアスペルギルスとは違っ
た薬剤感受性パターンを持つ、いわゆ
る獲得耐性を有した菌株も増加してい
るという報告もあります。よって、で
きれば菌種同定に加えて薬剤感受性試
験も考慮するべきであると考えていま
す。
　齊藤　その後は治療に向かいますね。
　渡辺　最も多く使われているのは、
抗真菌薬の中でもアゾール系抗真菌薬
といわれているものです。なぜそれが
最も多く使われているかといいますと、
まず一つはアゾール系薬というものは
比較的副作用が少ないので、主治医が

それを使用しやすいといったことがあ
ります。もう一つは、これも重要なこ
とだと思いますが、静注薬と経口薬、
両方の剤形が存在しているということ
があります。これは治療期間と密接に
つながってきます。アスペルギルス症
はどうしても治療期間が長期になりま
すので、静注薬と経口薬が両方存在し
ているアゾール系薬は治療を行うにあ
たって非常に有利といったこともあり
ます。
　そういったことからアゾール系薬が
第一選択になりますが、先ほど先生が
おっしゃったように、病型や病態によ
ってはほかの、例えばポリエン系のア
ムホテリシンBであるとか、場合によ
ってはエキノキャンディン系を選択し
ていくといったかたちになると思いま
す。
　齊藤　治療は長期になるということ
ですが、予後はどうでしょうか。
　渡辺　残念ながら現段階では必ずし
も予後が良好とはいえません。侵襲性
のアスペルギルス症では死亡率が50％
ぐらいといわれていますし、慢性アス
ペルギルス症の場合には比較的進行が
緩徐ではありますが、長期的な予後で
見ますと５年生存率がやはり50％とい
った報告もあります。これだけ抗真菌
薬が上市されている現在であっても、
まだまだ非常に難治の疾患であるとい
えると思います。
　齊藤　話題が変わりますが、先ほど

のハイリスク者の中にCOVID-19の患
者さんも入っているのでしょうか。
　渡辺　今話題となっているCOVID- 
19の患者さんに合併する肺アスペルギ
ルス症もありまして、COVID associ-
ated pulmonary asper gillosisの頭文字
を取って、CAPAといわれています。
COVID-19が世界的に蔓延し始めた2020
年春頃からCAPAの報告は数多く上が
っています。
　齊藤　そういった病気ですが、予防
が非常に重要ということになるのでし
ょうか。
　渡辺　そうですね。特に血液悪性疾
患の領域では真菌症の予防のために予
防薬、主にアゾール系薬の内服、投与
がなされている。特に寛解導入療法と
か、骨髄移植を受ける前などでは積極
的にアゾール系薬の予防投与が行われ
ています。そもそも、真菌自体が土壌
とか水とか空気の中など、ありとあら
ゆる環境に生息しているものですから、
真菌胞子を毎日毎日、我々は吸入して
いるのです。健常人であれば、特に問

題はないですが、免疫不全のある方な
どでは感染の危険性がありますので、
そのような患者さんに関してはHEPA
フィルターとか、陽圧換気で管理され
たバイオクリーンルームに収容すると
いったことが今、一般臨床では行われ
ていると思います。
　齊藤　院内アウトブレークの報告も
あるのでしょうか。
　渡辺　アスペルギルス症のアウトブ
レークは世界的に報告されています。
その要因というのもすでに分析されて
いて、最も多い要因は病院の改築、新
築、建築に伴うものです。例えば、改
築に伴って古い病棟を壊すことで、天
井裏や壁紙の裏等にすみついていたア
スペルギルスの胞子が、それから工事
で地面を掘り返すことによって土の中
に生息していたアスペルギルスの胞子
が大量に舞うことになり、それをたま
たま血液悪性疾患の病棟の患者さんが
暴露することになってアウトブレーク
が起こったと分析されています。
　齊藤　ありがとうございました。
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断としては、やはりできるだけ起因菌
を検出するといった努力をするべきだ
と考えています。
　齊藤　治療とも関わりが出てきます
か。
　渡辺　起因菌が同定されるというこ
とは、検出された菌種までわかるとい
うことになります。一口にアスペルギ
ルスといいましても、起因菌として最
も多いのはアスペルギルスフミガーツ
スというもので、そのほかにもヒトに
病気を起こすアスペルギルスとして、
アスペルギルスニゲル、アスペルギル
スフラーブス、アスペルギルステレウ
スなど多数あります。それぞれ薬剤感
受性のパターンが異なっていますので、
アスペルギルスが検出されたからそれ
で十分とせずに、やはり菌種まで同定
する必要があると思います。また、最
近では本来のアスペルギルスとは違っ
た薬剤感受性パターンを持つ、いわゆ
る獲得耐性を有した菌株も増加してい
るという報告もあります。よって、で
きれば菌種同定に加えて薬剤感受性試
験も考慮するべきであると考えていま
す。
　齊藤　その後は治療に向かいますね。
　渡辺　最も多く使われているのは、
抗真菌薬の中でもアゾール系抗真菌薬
といわれているものです。なぜそれが
最も多く使われているかといいますと、
まず一つはアゾール系薬というものは
比較的副作用が少ないので、主治医が

それを使用しやすいといったことがあ
ります。もう一つは、これも重要なこ
とだと思いますが、静注薬と経口薬、
両方の剤形が存在しているということ
があります。これは治療期間と密接に
つながってきます。アスペルギルス症
はどうしても治療期間が長期になりま
すので、静注薬と経口薬が両方存在し
ているアゾール系薬は治療を行うにあ
たって非常に有利といったこともあり
ます。
　そういったことからアゾール系薬が
第一選択になりますが、先ほど先生が
おっしゃったように、病型や病態によ
ってはほかの、例えばポリエン系のア
ムホテリシンBであるとか、場合によ
ってはエキノキャンディン系を選択し
ていくといったかたちになると思いま
す。
　齊藤　治療は長期になるということ
ですが、予後はどうでしょうか。
　渡辺　残念ながら現段階では必ずし
も予後が良好とはいえません。侵襲性
のアスペルギルス症では死亡率が50％
ぐらいといわれていますし、慢性アス
ペルギルス症の場合には比較的進行が
緩徐ではありますが、長期的な予後で
見ますと５年生存率がやはり50％とい
った報告もあります。これだけ抗真菌
薬が上市されている現在であっても、
まだまだ非常に難治の疾患であるとい
えると思います。
　齊藤　話題が変わりますが、先ほど

のハイリスク者の中にCOVID-19の患
者さんも入っているのでしょうか。
　渡辺　今話題となっているCOVID- 
19の患者さんに合併する肺アスペルギ
ルス症もありまして、COVID associ-
ated pulmonary asper gillosisの頭文字
を取って、CAPAといわれています。
COVID-19が世界的に蔓延し始めた2020
年春頃からCAPAの報告は数多く上が
っています。
　齊藤　そういった病気ですが、予防
が非常に重要ということになるのでし
ょうか。
　渡辺　そうですね。特に血液悪性疾
患の領域では真菌症の予防のために予
防薬、主にアゾール系薬の内服、投与
がなされている。特に寛解導入療法と
か、骨髄移植を受ける前などでは積極
的にアゾール系薬の予防投与が行われ
ています。そもそも、真菌自体が土壌
とか水とか空気の中など、ありとあら
ゆる環境に生息しているものですから、
真菌胞子を毎日毎日、我々は吸入して
いるのです。健常人であれば、特に問

題はないですが、免疫不全のある方な
どでは感染の危険性がありますので、
そのような患者さんに関してはHEPA
フィルターとか、陽圧換気で管理され
たバイオクリーンルームに収容すると
いったことが今、一般臨床では行われ
ていると思います。
　齊藤　院内アウトブレークの報告も
あるのでしょうか。
　渡辺　アスペルギルス症のアウトブ
レークは世界的に報告されています。
その要因というのもすでに分析されて
いて、最も多い要因は病院の改築、新
築、建築に伴うものです。例えば、改
築に伴って古い病棟を壊すことで、天
井裏や壁紙の裏等にすみついていたア
スペルギルスの胞子が、それから工事
で地面を掘り返すことによって土の中
に生息していたアスペルギルスの胞子
が大量に舞うことになり、それをたま
たま血液悪性疾患の病棟の患者さんが
暴露することになってアウトブレーク
が起こったと分析されています。
　齊藤　ありがとうございました。
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自治医科大学感染免疫学講座准教授
笹　原　鉄　平

（聞き手　齊藤郁夫）

梅毒の現状と課題

　齊藤　梅毒ですが、今、日本ではど
うなっているのでしょうか。
　笹原　日本では2010年あたりから少
しずつ増えて、2016年からさらに増え
て、ここ数年は年間6,000人前後の報告
があります。非常に増えたまま、おさ
まらないという状態です。
　齊藤　最近増えたままということで
すが、疫学的にはどういう状況なので
すか。
　笹原　今まで男性が感染者の主体だ
ったのですが、ここ数年の傾向として
女性、特に20代前半を中心としたピー
クがあり、この増加が非常に問題にな
っています。あとで少しお話しします
が、妊婦が梅毒になってしまうことに
もつながる年齢であるため、非常に重
要なポイントです。
　齊藤　若い女性ということは、職業
の要素はあるのですか。
　笹原　性的な活動度が高いこともあ
ると思いますし、あと気をつけなけれ
ばいけないのが、最近の日本の疫学で
は女性の感染者の約３割が性風俗など

の従事者であることが報告されている
のです。そういった職業に関連してい
るとか、最近は出会い系アプリとか、
不特定多数の方と性的な接触が持てる
ような時代背景があるので、そういう
リスクの中で人数の増加があるのでは
ないかと考えています。
　齊藤　若い女性ということになると、
妊娠との関連が気になるところですが、
いかがでしょうか。
　笹原　梅毒に感染した状態で妊娠し
ますと、胎盤を梅毒の菌が通過して赤
ちゃんに感染してしまいます。これは
先天梅毒といいますが、速やかに治療
しないと臓器に不可逆的な変化をもた
らしたり、場合によっては死産や流産
につながってしまいます。
　齊藤　妊娠してすぐに産婦人科に行
く女性が多いでしょうが、そこでスク
リーニングがあるのですね。
　笹原　通常、妊娠初期にスクリーニ
ング検査で梅毒のチェックをするので
すが、どうしても中には未受診のまま
妊娠が進んでしまう方もいます。特に

この未受診妊婦は梅毒に感染しやすい、
そういった社会的な背景を持っている
方も一定数含まれているといった問題
があります。一方で、妊娠初期には梅
毒陰性で、妊娠した後に梅毒に感染し
てしまう方もいます。もちろん、不特
定多数の方からうつるという場合もあ
れば、残念ながらご主人がよそで梅毒
に感染してしまって家庭内に持ち込ん
でしまう例もみています。
　齊藤　梅毒の患者数が高止まりして
いるということですが、梅毒自体の自
然経過で診断が難しいことはあるので
しょうか。
　笹原　梅毒は、まずほとんどは潜伏
状態、いわゆる無症状の方が非常に多
いことと、症状があっても、すごく痛
いなど本人が辛い症状ではないので、
性器などに病変が起きても、病院に行
くのが恥ずかしいと思っている間に自
然におさまってしまうのです。二期の
梅毒といいまして、全身に菌が広がっ
てからも、いろいろな皮疹が出たりす
るのですが、こういうものも様子を見
ている間にけっこうおさまってしまう
ものですから、治療のタイミングを逃
すことがよくあります。
　齊藤　症状が治ってしまうので、患
者さんが放置しがちということですね。
　笹原　はい。
　齊藤　泌尿器科や産婦人科、あるい
は皮膚科等に患者さんが行ければ見つ
けられやすいということですが、内科

やそのほかの科に行ってしまうことも
あるのですね。
　笹原　学生時代に皆さんも習ったと
思うのですが、梅毒は非常に多彩な症
状があり、ほぼすべての診療科に行く
可能性があるのです。有名なものでは、
目の病変で眼科に行ったりとか、アレ
ルギーのような症状が出たら内科に行
くようなこともあると思います。梅毒
はすべての診療科において来るものだ
と認識することが重要かと思います。
　齊藤　検査、診断はどういうかたち
で進めていくのでしょうか。
　笹原　昔は、病変部をインク法で暗
視野顕微鏡で見ると教科書に載ってい
たのですが、あれができる人はほとん
どいません。今は海外などでPCRを使
って菌を検出するということをやって
います。残念ながら一般的な培養では
殖やすことができないので、培養でき
ない菌として梅毒菌は認識されていま
す。そこで日本では血液検査、血清学
的検査で診断を行うのが主流になって
います。
　齊藤　血清検査は大きくいって２種
類あるのですね。
　笹原　そうです。梅毒の菌体の表面
の抗原を認識する抗体を測る特異的抗
原検査、それからトレポネーマの脂質、
カルジオリピンという脂質に対する抗
体を測る非特異的検査の２つに分かれ
ています。この２つを組み合わせて診
断をすることになります。

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（Ⅳ）
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自治医科大学感染免疫学講座准教授
笹　原　鉄　平

（聞き手　齊藤郁夫）

梅毒の現状と課題

　齊藤　梅毒ですが、今、日本ではど
うなっているのでしょうか。
　笹原　日本では2010年あたりから少
しずつ増えて、2016年からさらに増え
て、ここ数年は年間6,000人前後の報告
があります。非常に増えたまま、おさ
まらないという状態です。
　齊藤　最近増えたままということで
すが、疫学的にはどういう状況なので
すか。
　笹原　今まで男性が感染者の主体だ
ったのですが、ここ数年の傾向として
女性、特に20代前半を中心としたピー
クがあり、この増加が非常に問題にな
っています。あとで少しお話しします
が、妊婦が梅毒になってしまうことに
もつながる年齢であるため、非常に重
要なポイントです。
　齊藤　若い女性ということは、職業
の要素はあるのですか。
　笹原　性的な活動度が高いこともあ
ると思いますし、あと気をつけなけれ
ばいけないのが、最近の日本の疫学で
は女性の感染者の約３割が性風俗など

の従事者であることが報告されている
のです。そういった職業に関連してい
るとか、最近は出会い系アプリとか、
不特定多数の方と性的な接触が持てる
ような時代背景があるので、そういう
リスクの中で人数の増加があるのでは
ないかと考えています。
　齊藤　若い女性ということになると、
妊娠との関連が気になるところですが、
いかがでしょうか。
　笹原　梅毒に感染した状態で妊娠し
ますと、胎盤を梅毒の菌が通過して赤
ちゃんに感染してしまいます。これは
先天梅毒といいますが、速やかに治療
しないと臓器に不可逆的な変化をもた
らしたり、場合によっては死産や流産
につながってしまいます。
　齊藤　妊娠してすぐに産婦人科に行
く女性が多いでしょうが、そこでスク
リーニングがあるのですね。
　笹原　通常、妊娠初期にスクリーニ
ング検査で梅毒のチェックをするので
すが、どうしても中には未受診のまま
妊娠が進んでしまう方もいます。特に

この未受診妊婦は梅毒に感染しやすい、
そういった社会的な背景を持っている
方も一定数含まれているといった問題
があります。一方で、妊娠初期には梅
毒陰性で、妊娠した後に梅毒に感染し
てしまう方もいます。もちろん、不特
定多数の方からうつるという場合もあ
れば、残念ながらご主人がよそで梅毒
に感染してしまって家庭内に持ち込ん
でしまう例もみています。
　齊藤　梅毒の患者数が高止まりして
いるということですが、梅毒自体の自
然経過で診断が難しいことはあるので
しょうか。
　笹原　梅毒は、まずほとんどは潜伏
状態、いわゆる無症状の方が非常に多
いことと、症状があっても、すごく痛
いなど本人が辛い症状ではないので、
性器などに病変が起きても、病院に行
くのが恥ずかしいと思っている間に自
然におさまってしまうのです。二期の
梅毒といいまして、全身に菌が広がっ
てからも、いろいろな皮疹が出たりす
るのですが、こういうものも様子を見
ている間にけっこうおさまってしまう
ものですから、治療のタイミングを逃
すことがよくあります。
　齊藤　症状が治ってしまうので、患
者さんが放置しがちということですね。
　笹原　はい。
　齊藤　泌尿器科や産婦人科、あるい
は皮膚科等に患者さんが行ければ見つ
けられやすいということですが、内科

やそのほかの科に行ってしまうことも
あるのですね。
　笹原　学生時代に皆さんも習ったと
思うのですが、梅毒は非常に多彩な症
状があり、ほぼすべての診療科に行く
可能性があるのです。有名なものでは、
目の病変で眼科に行ったりとか、アレ
ルギーのような症状が出たら内科に行
くようなこともあると思います。梅毒
はすべての診療科において来るものだ
と認識することが重要かと思います。
　齊藤　検査、診断はどういうかたち
で進めていくのでしょうか。
　笹原　昔は、病変部をインク法で暗
視野顕微鏡で見ると教科書に載ってい
たのですが、あれができる人はほとん
どいません。今は海外などでPCRを使
って菌を検出するということをやって
います。残念ながら一般的な培養では
殖やすことができないので、培養でき
ない菌として梅毒菌は認識されていま
す。そこで日本では血液検査、血清学
的検査で診断を行うのが主流になって
います。
　齊藤　血清検査は大きくいって２種
類あるのですね。
　笹原　そうです。梅毒の菌体の表面
の抗原を認識する抗体を測る特異的抗
原検査、それからトレポネーマの脂質、
カルジオリピンという脂質に対する抗
体を測る非特異的検査の２つに分かれ
ています。この２つを組み合わせて診
断をすることになります。

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（Ⅳ）
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　齊藤　これは今では自動化された検
査をやることが一般的なのでしょうか。
　笹原　昔は何倍とかいう検査結果が
返ってきていたのですが、今は自動化
され、定量法での数字が返ってきます。
注意点としては、この２つの組み合わ
せの結果がどのような意味を持つのか
を、いま一度検査結果を見るときに考
えていただきたい。
　それから、自動化によってかなり検
査の感度が良くなっているので、感染
してから日が浅くても反応が認められ
ることがあるのです。この場合、診断
基準にまでいかないような低量の値で
あったとしても、臨床経過が梅毒であ
れば、少し日を置いてもう一回検査し
直していただくことが重要です。ここ
で検査結果が偽陽性だということで見
逃してしまうと治療の機会が失われる
ので、注意が必要です。
　齊藤　脂質の抗原法と、TP抗原法
の２種類で、両方（＋）、あるいは両
方（－）、それから片方（＋）という
のがあって、それの組み合わせの意味
づけをもう一度しっかり思い出してお
くということと、感度が非常に鋭敏に
なっているということですね。
　笹原　そのとおりです。
　齊藤　治療法はどうするのでしょう
か。
　笹原　今まで日本ではペニシリンの
筋注用の製剤がなく、高用量のペニシ
リンを経口で２～４週続けてのんでい

ただくということをやっていました。
ただ、その場合、下痢をしたり、消化
器症状があったりして、のみきれない
という方もいました。
　齊藤　経口製剤のアドヒアランスに
問題があるのですね。
　笹原　はい。
　齊藤　何か新しい対策があるのでし
ょうか。
　笹原　ここ最近、海外でも使用され
ているベンジルペニシリンベンザチン
という筋注用の持続性のものがあり、
感染１年以内の梅毒でしたら注射１回
で済むという非常に便利なものができ
ました。今後は外来でもこの製剤を筋
注できるので、患者さんにも、医療者
側にもウィン・ウィンの薬剤が使用で
きるようになると思います。
　齊藤　ペニシリンの注射は、かつて
アレルギーがあってやめた経緯がある
と聞いたことがありますが、今回の持
続性製剤は、その辺は十分クリアされ
ているのですか。
　笹原　海外では多く使われているも
のです。私は使ったことがありません
が、国内ではアレルギー歴などを聞き
ながら、きちんと患者さんに説明をし
て実施するのが大事かと思います。
　齊藤　梅毒は過去のものと思ってい
たのが、それなりに増えてきていて、
一般の診療でもみられるのですね。
　笹原　はい。
　齊藤　それを開業医は心して診療を

行っていくということでしょうか。
　笹原　はい。今でも日本で年間20人
程度の先天梅毒のお子さんが生まれて
います。本当は１例でも出してはいけ
ない病気だと思いますので、これを防
ぐことをまず念頭に置き、そのために
は早く梅毒を見つけて治すということ
を皆さんにお願いしたいと思います。
　齊藤　先ほどの検査法の組み合わせ
と同じで、しっかり思い出していくと

いうことですね。
　笹原　そうですね。特に梅毒の場合、
性感染症なものですから、見た目で性
感染症がありそうとかなさそうという
ことを皆さんおっしゃるのですが、ど
んな方でも性感染症になりうることを、
ぜひ頭に置いていただきたいと思いま
す。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

感染症対策の将来展望

　中村　2021年４月19日より始まりま
した新型コロナ感染症と感染症対策に
ついてのシリーズは６カ月以上にわた
る長丁場でした。その間、先生にはい
ろいろと企画いただきありがとうござ
いました。その最後は将来展望として
締めくくりたいと思いますので、よろ
しくお願いします。
　対策の前に、感染症はこれからどう
なっていくのか、ご専門の立場からお
話しいただけるでしょうか。マラリア
のワクチンも出てきたと聞いています
ので、将来どうなっていくのかと気に
なるところです。
　大曲　感染症の今後に関しては、正
直なところ、また新たな感染症がどん
どん出てくる時代になるのだろうと思
っています。人の活動が非常に多様化
し、またジャングルの開墾なども、例
えばアフリカとかいろいろなところで
むしろこれから進んでいくと思うので
す。ですので、感染症に出会う機会が
増えるだろうということと、あとは都
市化の問題が大きいと思います。人々

がどんどん都市に集まってくる分、感
染症が広がりやすくなるということで
すね。
　ほかにも最近、気候変動といった地
球全体の環境の変化が感染症に及ぼす
影響がすごく大きいと思います。いわ
ゆる温暖化の問題でも、蚊が増えて、
蚊が原因となるような病気、例えばデ
ング熱が増えているのではないかとも
いわれていますし、また都市化が進む
とデング熱がはやりやすくなるとか、
いろいろなことが掛け合わさって、結
果的に感染症がまた出てきやすい、は
やりやすいような世の中になるのでは
ないかと思っているのです。
　中村　楽観的ではないのですね。
　大曲　そう思えないのは、私が感染
症医だからということもあるのかもし
れません。ただ、我々は普段の市民生
活でも、環境の変化などは大きく感じ
るところですし、感染症に相当大きい
影響を与えるのではないかと思ってい
ます。
　中村　それはバクテリア、ウイルス、

あるいはその他、寄生虫も含めて、ど
ちらのウエートが高くなっていくので
すか。
　大曲　短期的にはウイルスのほうが
出てくる頻度が高いのではないかと思
っています。一方でバクテリアは、抗
菌薬、抗生物質、抗微生物薬の効かな
い、いわゆる耐性菌の問題が徐々に大
きくなっていて、対策を打たないと長
期的に相当大きな問題になるのではな
いかと思っています。
　中村　それでは対策に移らせていた
だきます。感染ルートにもよるかと思
いますが、おそらく日本の置かれた立
場からしますと、今先生のお話にもあ
りました輸入感染症、外から入ってく
る感染症もかなり大きな意味を持つの
だろうと思います。現在の検疫システ
ムはこれでいいのでしょうか。
　大曲　おっしゃるとおり、海外から
入ってくる病気をいかに早くキャッチ
するかはとても大事だと思っています。
検疫に関しては、もちろん普段から努
力をしていただいており、検疫の強化
は一般論として必要だと思っています。
ただ、水際としてある程度防げると思
うのですが、どのような対策をしても
入ってきてしまうのは仕方がないとこ
ろがあります。あとは、新しい病気や、
まれな病気が入ってきたときに、すぐ
にキャッチできるような医療現場づく
り、あるいは保健所を中心とした公衆
衛生の場づくりをもう一度、今回の新

型コロナウイルスのことも踏まえて考
え直していく必要があると思います。
　中村　それは入ってきてからでなく
て、入りそうだという、まだ入る前に、
ある程度洞察して対応できるといいか
もしれませんね。
　大曲　そうですね。そういう考え方
も実際にあります。人々がAからBと
いう国に移動する際には、A国にいる
間にある程度感染のチェックをする。
今はPCR検査が行われていますが、要
は人々の移動の前にそうしたことをや
ってリスクを下げたうえで次の国に入
るなど、ほかの感染症で考えてもいい
のかもしれません。
　中村　具体的にはどのような対策に
なるのでしょうか。
　大曲　入国前ですと、先ほど申し上
げたようなかたちですが、空港や港の
ようなところでの検疫については、こ
こをどうするか、なかなか難しいと思
います。ただ、体調の悪い方に対して
できる検査を増やしていくのは必要だ
と思っています。あとは、無症状で入
ってくる方をどうするかの問題が残り
ます。無症状の方を検疫の場でどこま
で調べるかは、やり出せばきりがない
ので、どこまでやっていけばいいかを
専門医と議論したいと思っているので
す。少なくとも入ってきたときは無症
状で、国内で発症した方がいらした場
合、そういう方々をすぐ調べられるよ
うな体制を改めて敷いてはどうかと思

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（Ⅳ）
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います。
　実は日本で新型コロナウイルス感染
症の１～３例目という最初の頃の患者
さんは、ある程度重症の原因不明の感
染症疑いの方を調べる疑似症サーベイ
ランスという制度で見つかったのです。
それはすごくよかったと思うのですが、
もう少し軽くても調べてもらえる、つ
まりもう少し間口を広げていただくこ
とを、検討いただいてもいいかと思っ
ています。
　中村　感染のルートによっても違う
かと思いますが、今後は個人としてど
ういう対応をしていったらいいのか。
例えば呼吸器感染であれば、マスク、
手洗い、換気、あるいはソーシャルデ
ィスタンスを保つとか、そういったこ
とが必要でしょうか。
　大曲　いつまでもマスクをこうやっ
て普段からし続けるのかは確かに難し
いところだと思います。ただ、その時
期に関してはまた議論するとして、先
生がおっしゃったように、今からでも
できる普段の暮らし方としては人と人
の距離の取り方とか、換気の重要性は
改めて科学的にも見直されたと思って
います。特に新型コロナウイルスのよ
うにエアロゾルが果たす役割はよくわ
かってきたと思いますので、病院だけ
でなく、いろいろな生活の場での換気
のあり方とか、そういったものを社会
全体として変えていく。私もエアコン
とか、いろいろな商品で、換気の機能

をしっかり持ったものが出てくるのを
見ています。そういうエンジニアリン
グというのでしょうか、都市計画、都
市構造、建物といったところからも、
感染対策をやっていく必要があると思
います。
　中村　次に院内感染などにはどのよ
うな対応をしていくべきでしょうか。
　大曲　院内感染について、改めて思
いましたのは、もちろん鼻水などの呼
吸器の症状、あるいはおなかをこわす
など下痢があるような消化器症状があ
る方に対して、こちらが感染しないよ
うに対策をするのは当然やっていくこ
とだと思うのです。また、無症状でも
人にうつす感染症があるのがわかった
のが新型コロナウイルスの学びですの
で、そういう方々をどうスクリーニン
グしていくのか、これからの課題にな
ると思います。
　これは５年、10年、あるいは20年先
を見据えてのお話なのですが、今回新
型コロナウイルス対応をしてすごく思
うのは、結局広範囲に広がる感染症は、
我々のような感染症の専門医療機関で
みるだけではとても済まなくなるので
す。そうすると、どんな医療の場でも、
診療所でも、介護の場でも、福祉の場
でも対峙せざるをえない。そうした
様々な場で最低限対応できるような技
術としてできる感染対策が必要です。
　中村　啓発が必要ですね。
　大曲　そうですね。場合によっては

建物の造りも含めて備えていくことも
大事かと思いました。特に日本は超高
齢社会です。高齢の方々のリスクが高
いのは新型コロナウイルスでもよくわ
かりましたので、そういう方々が安心
して生活できるような環境づくりを、
感染症の観点から考えることを、みん
なでやっていく必要があると思ってい
ます。
　中村　最後に、ワクチンや薬の開発
を、もう少しスピードアップできない
か、この辺はいかがですか。
　大曲　それは強く思っています。ス
ピードに関してはだいぶ検討していた
だいていると聞いています。特に政府
の規制、持っている薬の薬事の承認に
係る規制を変えていったり、それを国
際レベルでやっていったりすることが
進んでいるのはすごくいいことだと思

います。
　あとは感染症はどちらかというと、
今たくさんある病気だけではなくて、
ひょっとしたらはやるかもしれない病
気に備えるという面があると思うので
す。
　中村　おっしゃるとおりです。
　大曲　ただ、それに対して研究開発
をするにはコストもかかりますし、普
通の経済原理では、そういうことを民
間の企業が積極的にはされないと思う
のです。でも、それでは国として備え
られませんので、我々国民が少しずつ
負担して、そうした研究開発をしてお
く。次、いつ来るかわからない大きな
ことに薬で備えられるような、そうい
う仕組みをこの際議論して作っていた
だければと思います。
　中村　ありがとうございました。
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