
国立がん研究センター中央病院血液腫瘍科長
伊豆津　宏　二

（聞き手　池田志斈）

　濾胞性リンパ腫の治療、予後についてご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

濾胞性リンパ腫

　池田　濾胞性リンパ腫の治療と予後
について質問なのですが、これはどの
ようなリンパ腫なのでしょうか。
　伊豆津　濾胞性リンパ腫は非ホジキ
ンリンパ腫の一つで、B細胞から由来
するリンパ球のがんです。おとなしい
タイプ、低悪性度リンパ腫の一つです。
　池田　リンパ節腫脹などが全身にあ
ればわかりやすいと思うのですが、偶
然何かの検査で見つかることもあるの
でしょうか。
　伊豆津　今は人間ドックや健診で腹
部超音波をよく行うと思いますが、腸
間膜とか傍大動脈という後腹膜のリン
パ節が腫れているのが見つかって、そ
の生検で診断されることがよくありま
す。
　池田　リンパ腫といいますと、発熱、
それから末血に何か出るとか、そのよ
うなことはあるのでしょうか。

　伊豆津　進んだ状態では全身症状を
起こすことがありますが、濾胞性リン
パ腫では発熱などの全身症状を起こす
ことはまれです。血液中に腫瘍細胞が
出てくることもあるのですが、血液検
査所見で異常が出ることはむしろまれ
だと思います。
　池田　リンパ腺が腫れているか、あ
るいはほかの検査で見つかるかですね。
濾胞性リンパ腫で何か症状が出る方は
いるのでしょうか。
　伊豆津　表在リンパ節が腫れている
場合はご自身で気づかれることもあり
ます。あとは後腹膜のリンパ節の腫大
によって静脈が圧排されて下肢の浮腫
を起こしたり、CTまたは超音波検査
で水腎症がわかったり、そういった異
常がきっかけで見つかる方はいます。
　池田　ある程度進んだ状態で見つか
るのでしょうか。
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　伊豆津　濾胞性リンパ腫の患者さん
は、CTで見ると30％ぐらいの方が完
全奏効になります。ただ、最近はリン
パ腫の治療効果判定はPET-CTで行い
ますが、この基準だと70～80％の方が
完全奏効、CRに至ります。
　池田　CRになったら、またそこで
Watch and Waitになるのでしょうか。
　伊豆津　CRになった患者さんの一
つの選択肢としてはその後、抗CD20
抗体を維持療法として約２年間継続し
ていく。それによって再発を先送りに
できることが示されています。もう一
つの方法は、そこで治療をいったん終
了して経過観察をすることです。濾胞
性リンパ腫は化学療法によって治るこ
とが期待できないので、残念ながら数
年から十数年の経過で再発してしまう
方がほとんどです。
　池田　イメージとして、最初に低悪
性度とうかがったので、そういった治
療で治ってしまうのかと思ったら、完
璧に治ってしまう方は少ないのでしょ
うか。
　伊豆津　完璧に治ってしまうのは、
まれにみられる限局期の患者さんで放
射線治療が行われた場合ぐらいで、残
念ながら現在の治療では濾胞性リンパ
腫は治しきることは難しいと考えられ
ています。
　池田　長い時間を空けてまた出てく
る、それは形質転換のようなものによ
るのでしょうか。

　伊豆津　再発するときはまた、おと
なしい、ゆっくりとしたタイプの濾胞
性リンパ腫として再発することが最も
多いです。ただ、一部の方は組織学的
形質転換といって、びまん性大細胞型
B細胞リンパ腫などの経過が早いタイ
プに変化してしまうことがあって、そ
の場合はより強力な治療が必要になり
ます。いずれにせよ、再発した段階で
また治療を繰り返すことが必要になり
ます。
　池田　低悪性度のもので再発した場
合には、また同じようにやっていくの
ですね。
　伊豆津　はい。
　池田　やはり同じようにリツキシマ
ブを使った化学療法でしょうか。
　伊豆津　リツキシマブや、最近は新
しい世代の抗CD20抗体、オビヌツズ
マブというものがあるので、それを併
用した化学療法や、レナリドミドとい
う免疫調整薬やEZH２阻害薬（分子標
的薬）なども治療選択肢に入ってきて
います。
　池田　そしてまた運よくCRが得ら
れれば、そのまままた経過フォローと
いうことですね。
　伊豆津　はい。CRにならなくても、
十分な腫瘍縮小が得られたら、それで
治療目標を達成したと考えます。
　池田　ちょっと悪性度の高いものに
変わった場合は、どうされるのでしょ
うか。

　伊豆津　リンパ腫はステージ１～４
に分けられていますが、濾胞性リンパ
腫ではステージ３または４の進行期で
見つかる方が80％以上です。
　池田　それでも何か特別な症状がな
い限りわからないのですね。
　伊豆津　はい。
　池田　今ステージについてお話があ
りましたが、診断と病期診断はどのよ
うに行われるのでしょうか。
　伊豆津　濾胞性リンパ腫は病理組織
学的に診断されます。比較的正常なリ
ンパ節と似たような組織像を取るのが
一般的ですが、形態だけではなくて、
様々な免疫染色やフローサイトメトリ
ーなどの免疫形質の検査、それから染
色体検査などを併用して病理組織学的
に診断されます。ステージ、病期診断
はPET-CTや骨髄検査などを併用して
行います。先ほどお話ししたように、
リンパ節腫大が横隔膜の上下両方にあ
るステージ３以上や骨髄に病変がある
ようなステージ４、いずれかである場
合が80％以上です。
　池田　本当に進んだ状態で来るので
すね。
　伊豆津　はい。
　池田　そういったアドバンスト・ス
テージにある場合、どのような治療を
されるのでしょうか。
　伊豆津　濾胞性リンパ腫は進行期で
見つかることが多いのですが、幸い進
行が非常にゆっくりなことが多いです。

そして、症状がなく、臓器障害などが
ない状態で見つかった場合には、しば
らく経過観察をする。Watch and Wait
が一般的な方針です。早めに治療をす
ればいいではないかという考え方はあ
りますが、残念ながらこの病気は先取
りして化学療法などを行っても、一定
の副作用がある一方で治癒を目指すこ
とができない。いずれは再発してしま
うため、無症状であれば治療をせずに
経過観察をするのが一般的です。
　治療が必要な場合、ある程度の大き
さの病変があるとか、浮腫とか水腎症
など、リンパ節が腫れることによって
何か問題が起きているような場合には、
抗CD20抗体を併用した化学療法が行
われます。抗CD20抗体というのはB細
胞の表面マーカーで、これに対する抗
体、代表的なのはリツキシマブですが、
それを併用した化学療法を行います。
　池田　この併用の療法はよく私も聞
くのですが、R-CHOPとか、そういう
名前のものでしょうか。
　伊豆津　はい。代表的なものにはR- 
CHOPと、あとはベンダムスチンを併
用したRベンダムスチン療法がありま
す。CHOP療法のドキソルビシンには、
脱毛が合併症としてありますが、ベン
ダムスチンには脱毛がないため、最近
は濾胞性リンパ腫に対する初回治療と
してベンダムスチンがよく使われます。
　池田　この療法だと、どのくらいの
頻度でremissionになるのでしょうか。
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　伊豆津　濾胞性リンパ腫の患者さん
は、CTで見ると30％ぐらいの方が完
全奏効になります。ただ、最近はリン
パ腫の治療効果判定はPET-CTで行い
ますが、この基準だと70～80％の方が
完全奏効、CRに至ります。
　池田　CRになったら、またそこで
Watch and Waitになるのでしょうか。
　伊豆津　CRになった患者さんの一
つの選択肢としてはその後、抗CD20
抗体を維持療法として約２年間継続し
ていく。それによって再発を先送りに
できることが示されています。もう一
つの方法は、そこで治療をいったん終
了して経過観察をすることです。濾胞
性リンパ腫は化学療法によって治るこ
とが期待できないので、残念ながら数
年から十数年の経過で再発してしまう
方がほとんどです。
　池田　イメージとして、最初に低悪
性度とうかがったので、そういった治
療で治ってしまうのかと思ったら、完
璧に治ってしまう方は少ないのでしょ
うか。
　伊豆津　完璧に治ってしまうのは、
まれにみられる限局期の患者さんで放
射線治療が行われた場合ぐらいで、残
念ながら現在の治療では濾胞性リンパ
腫は治しきることは難しいと考えられ
ています。
　池田　長い時間を空けてまた出てく
る、それは形質転換のようなものによ
るのでしょうか。

　伊豆津　再発するときはまた、おと
なしい、ゆっくりとしたタイプの濾胞
性リンパ腫として再発することが最も
多いです。ただ、一部の方は組織学的
形質転換といって、びまん性大細胞型
B細胞リンパ腫などの経過が早いタイ
プに変化してしまうことがあって、そ
の場合はより強力な治療が必要になり
ます。いずれにせよ、再発した段階で
また治療を繰り返すことが必要になり
ます。
　池田　低悪性度のもので再発した場
合には、また同じようにやっていくの
ですね。
　伊豆津　はい。
　池田　やはり同じようにリツキシマ
ブを使った化学療法でしょうか。
　伊豆津　リツキシマブや、最近は新
しい世代の抗CD20抗体、オビヌツズ
マブというものがあるので、それを併
用した化学療法や、レナリドミドとい
う免疫調整薬やEZH２阻害薬（分子標
的薬）なども治療選択肢に入ってきて
います。
　池田　そしてまた運よくCRが得ら
れれば、そのまままた経過フォローと
いうことですね。
　伊豆津　はい。CRにならなくても、
十分な腫瘍縮小が得られたら、それで
治療目標を達成したと考えます。
　池田　ちょっと悪性度の高いものに
変わった場合は、どうされるのでしょ
うか。

　伊豆津　リンパ腫はステージ１～４
に分けられていますが、濾胞性リンパ
腫ではステージ３または４の進行期で
見つかる方が80％以上です。
　池田　それでも何か特別な症状がな
い限りわからないのですね。
　伊豆津　はい。
　池田　今ステージについてお話があ
りましたが、診断と病期診断はどのよ
うに行われるのでしょうか。
　伊豆津　濾胞性リンパ腫は病理組織
学的に診断されます。比較的正常なリ
ンパ節と似たような組織像を取るのが
一般的ですが、形態だけではなくて、
様々な免疫染色やフローサイトメトリ
ーなどの免疫形質の検査、それから染
色体検査などを併用して病理組織学的
に診断されます。ステージ、病期診断
はPET-CTや骨髄検査などを併用して
行います。先ほどお話ししたように、
リンパ節腫大が横隔膜の上下両方にあ
るステージ３以上や骨髄に病変がある
ようなステージ４、いずれかである場
合が80％以上です。
　池田　本当に進んだ状態で来るので
すね。
　伊豆津　はい。
　池田　そういったアドバンスト・ス
テージにある場合、どのような治療を
されるのでしょうか。
　伊豆津　濾胞性リンパ腫は進行期で
見つかることが多いのですが、幸い進
行が非常にゆっくりなことが多いです。

そして、症状がなく、臓器障害などが
ない状態で見つかった場合には、しば
らく経過観察をする。Watch and Wait
が一般的な方針です。早めに治療をす
ればいいではないかという考え方はあ
りますが、残念ながらこの病気は先取
りして化学療法などを行っても、一定
の副作用がある一方で治癒を目指すこ
とができない。いずれは再発してしま
うため、無症状であれば治療をせずに
経過観察をするのが一般的です。
　治療が必要な場合、ある程度の大き
さの病変があるとか、浮腫とか水腎症
など、リンパ節が腫れることによって
何か問題が起きているような場合には、
抗CD20抗体を併用した化学療法が行
われます。抗CD20抗体というのはB細
胞の表面マーカーで、これに対する抗
体、代表的なのはリツキシマブですが、
それを併用した化学療法を行います。
　池田　この併用の療法はよく私も聞
くのですが、R-CHOPとか、そういう
名前のものでしょうか。
　伊豆津　はい。代表的なものにはR- 
CHOPと、あとはベンダムスチンを併
用したRベンダムスチン療法がありま
す。CHOP療法のドキソルビシンには、
脱毛が合併症としてありますが、ベン
ダムスチンには脱毛がないため、最近
は濾胞性リンパ腫に対する初回治療と
してベンダムスチンがよく使われます。
　池田　この療法だと、どのくらいの
頻度でremissionになるのでしょうか。
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　伊豆津　はい。
　池田　有効であるか、そうでないか
は、どの辺が目安になるのでしょうか。
　伊豆津　効果が出るのは、治療後３
カ月目あたりのCT、またはPET-CT
で完全奏効が得られることがまず第一
の目標です。そうなったとしても、一
部の方は再発してしまいますが、いっ

たん３カ月目にCRが得られた患者さ
んでは、そのまま治癒が得られる可能
性が高いということになります。
　池田　その時点での効果を判定して
いるのですね。やはりPET-CTですね。
　伊豆津　はい。
　池田　それならわかりやすいように
感じました。ありがとうございました。

　伊豆津　悪性度の高いものに変化し
た場合には、より強力な化学療法とし
て、例えばR-CHOP療法や、さらに強
力な化学療法などが選択肢になります
し、最近はびまん性大細胞型B細胞リ
ンパ腫に承認されたCAR-T細胞療法
なども選択肢になります。
　池田　よくCAR-Tというのを聞き
ますが、具体的にはどのような治療な
のでしょうか。
　伊豆津　CAR-T細胞療法はリンパ
腫の患者さんからまずリンパ球を採取
します。採取したリンパ球を製薬企業
のCAR-T細胞の製造施設に送り、そ
こでキメラ抗原受容体遺伝子というも
のを形質導入します。いわば遺伝子治
療をして、患者さん自身のT細胞が腫
瘍細胞に結合して増えるような機能を
与えます。その遺伝子が導入された患
者さん自身のリンパ球をまた患者さん
に戻す治療で、患者さんの体の中では
キメラ抗原受容体が導入されたT細胞
が腫瘍細胞と結合して、その細胞が増
えて活性化することによって抗腫瘍効
果を発揮する治療です。
　池田　悪性腫瘍の表面にある抗原に
対するキメラ抗体ですか。
　伊豆津　はい。
　池田　そういったものが導入された
患者さんの正常なリンパ球を返してい
く。
　伊豆津　CAR-T細胞療法では患者
さんの濾胞性リンパ腫の細胞の表面に

あるCD19を標的としています。ちょ
うどリツキシマブがCD20に対する抗
体であるのと同様に、同じB細胞の表
面抗原であるCD19を標的とした治療
です。
　池田　逆に言いますと、患者さんの
リンパ球というのはT細胞を使うので
しょうか。
　伊豆津　そうです。
　池田　人工的に教育したT細胞を戻
して、それが腫瘍細胞のCD19に反応
して殺していくということですね。
　伊豆津　おっしゃるとおりです。
　池田　腫瘍細胞というのは、どんど
ん形質転換が進んでいくイメージです
が、あるときにCD19も出さなくなっ
てしまう細胞などはあるのでしょうか。
　伊豆津　それはありえます。ただ、
それは比較的頻度が少ないとされてい
るので、CAR-T細胞療法後の再発の
場合にはそうなのですが、CAR-T細
胞療法前にCD19の発現が消えること
は少ないといわれています。
　池田　では１回やってうまくいけば、
そのまま効いていくのですか。
　伊豆津　残念ながら今のところは
CAR-T細胞療法は必ずしも万能な治
療ではなくて、びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫や形質転換を起こした濾胞
性リンパ腫の30％ぐらいの方がCAR- 
T細胞療法後、長期生存できる、治癒
が期待できるとされています。
　池田　30％ぐらいなのですね。
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　伊豆津　はい。
　池田　有効であるか、そうでないか
は、どの辺が目安になるのでしょうか。
　伊豆津　効果が出るのは、治療後３
カ月目あたりのCT、またはPET-CT
で完全奏効が得られることがまず第一
の目標です。そうなったとしても、一
部の方は再発してしまいますが、いっ

たん３カ月目にCRが得られた患者さ
んでは、そのまま治癒が得られる可能
性が高いということになります。
　池田　その時点での効果を判定して
いるのですね。やはりPET-CTですね。
　伊豆津　はい。
　池田　それならわかりやすいように
感じました。ありがとうございました。

　伊豆津　悪性度の高いものに変化し
た場合には、より強力な化学療法とし
て、例えばR-CHOP療法や、さらに強
力な化学療法などが選択肢になります
し、最近はびまん性大細胞型B細胞リ
ンパ腫に承認されたCAR-T細胞療法
なども選択肢になります。
　池田　よくCAR-Tというのを聞き
ますが、具体的にはどのような治療な
のでしょうか。
　伊豆津　CAR-T細胞療法はリンパ
腫の患者さんからまずリンパ球を採取
します。採取したリンパ球を製薬企業
のCAR-T細胞の製造施設に送り、そ
こでキメラ抗原受容体遺伝子というも
のを形質導入します。いわば遺伝子治
療をして、患者さん自身のT細胞が腫
瘍細胞に結合して増えるような機能を
与えます。その遺伝子が導入された患
者さん自身のリンパ球をまた患者さん
に戻す治療で、患者さんの体の中では
キメラ抗原受容体が導入されたT細胞
が腫瘍細胞と結合して、その細胞が増
えて活性化することによって抗腫瘍効
果を発揮する治療です。
　池田　悪性腫瘍の表面にある抗原に
対するキメラ抗体ですか。
　伊豆津　はい。
　池田　そういったものが導入された
患者さんの正常なリンパ球を返してい
く。
　伊豆津　CAR-T細胞療法では患者
さんの濾胞性リンパ腫の細胞の表面に

あるCD19を標的としています。ちょ
うどリツキシマブがCD20に対する抗
体であるのと同様に、同じB細胞の表
面抗原であるCD19を標的とした治療
です。
　池田　逆に言いますと、患者さんの
リンパ球というのはT細胞を使うので
しょうか。
　伊豆津　そうです。
　池田　人工的に教育したT細胞を戻
して、それが腫瘍細胞のCD19に反応
して殺していくということですね。
　伊豆津　おっしゃるとおりです。
　池田　腫瘍細胞というのは、どんど
ん形質転換が進んでいくイメージです
が、あるときにCD19も出さなくなっ
てしまう細胞などはあるのでしょうか。
　伊豆津　それはありえます。ただ、
それは比較的頻度が少ないとされてい
るので、CAR-T細胞療法後の再発の
場合にはそうなのですが、CAR-T細
胞療法前にCD19の発現が消えること
は少ないといわれています。
　池田　では１回やってうまくいけば、
そのまま効いていくのですか。
　伊豆津　残念ながら今のところは
CAR-T細胞療法は必ずしも万能な治
療ではなくて、びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫や形質転換を起こした濾胞
性リンパ腫の30％ぐらいの方がCAR- 
T細胞療法後、長期生存できる、治癒
が期待できるとされています。
　池田　30％ぐらいなのですね。
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東京大学保健・健康推進本部教授
柳　元　伸太郎

（聞き手　山内俊一）

　ウイルスが宿主対宿主で感染するということは一般医師では常識と思います。
新型コロナウイルスが閉鎖空間でエアロゾルになって感染することは理解でき
ますが、ドアの取っ手や手すりなどから何日もたって感染したという事例は多
いのでしょうか。
　また、入院病棟のクラスターに比べて、外来でのクラスターはあまり聞きま
せんが、実際についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

COVID-19の感染経路

　山内　ウイルスの感染経路に関して
の質問です。飛沫感染、空気感染、接
触感染、頭の中では整理されています
が、例えば飛沫感染と空気感染の境目
はあるのかといったあたりから教えて
いただけますか。
　柳元　飛沫感染と空気感染に関して
は、おっしゃるように非常にあいまい
で、オーバーラップしている部分があ
るかと思います。決定的な違いは、空
気感染の場合には非常に小さい飛沫核
が長時間空気中に漂っていてもなお感
染性が維持されていることで、これが
空気感染の特徴になると思います。代
表的な病気としては結核や麻疹、水痘

が該当します。飛沫感染の場合は、咳
やくしゃみで飛ぶ鼻水、唾液の飛沫が
直接相手の粘膜に入ることで感染を起
こすので、粒子の大きさが違う。結果
的に飛行時間は飛沫感染の場合には極
めて短い時間、限定された距離になる。
空気感染の場合には、空気中を漂って
いるので、空間をともにする方にも感
染が起こりうるという違いがあると思
います。
　山内　わかりにくいのですが、ウイ
ルスは非常に小さいですね。小さいも
のというのは空気中を漂っていくので
はないかと、結局すべて空気感染にな
りそうですが、そうでもないという、

ここはどう解釈したらよいでしょうか。
　柳元　患者さんから病原体がどのよ
うに出ていくかですが、ウイルスがそ
のまま目や鼻、口から出ていくのでは
なくて、咳やくしゃみのしぶきに乗っ
て、体の外に出ていくのが基本になり
ます。この際、非常に小さい粒子、あ
るいは大きい粒子でも、蒸発などでだ
んだん空気中に拡散していく過程で、
小さい粒子になってもなお感染性を持
っているようなものが空気感染を起こ
すウイルスです。そこまでいってしま
うと感染性が維持できないようなもの
は飛沫感染にとどまるというあたりが
違いです。おっしゃるようにウイルス
は非常に小さい粒子ではあるのですが、
実際に環境中に出ていく過程では、ヒ
トの咳やくしゃみを利用して広がって
いくので、病原体が細菌かウイルスか
ということよりは、その後、どのよう
にして拡散していくか。拡散した後も
感染性があるのか。この辺が違いにな
ってくるかと思います。
　山内　もう一つですが、何かに乗っ
て出るにしても、ウイルスは結局どこ
かに着地すると考えられるので、そこ
にウイルスがいることは間違いないで
すね。わかりにくいのは、例えばこの
質問にありますが、ドアノブや手すり
に付着したウイルス、これは結局また
手で触って、それをまた口に持ってい
ってしまってということになりますと、
あらゆるウイルスが接触型ではないの

かという気もしますが、いかがでしょ
うか。
　柳元　接触感染が特に問題になるの
は、病原体がドアノブなどに付着した
後に一定時間以上、感染性を持って生
存できる、ここがポイントになると思
います。ごく短時間で活性を失ってし
まって感染性がなくなるような病原体
では、今懸念されたような経路での感
染は起こりにくいと思いますが、数時
間から数日、物に付着した後でも病原
体が生き残れる場合には、あとからそ
れを触った方が自分の手で自分の体に
持ち込んでしまうことが十分に起こり
うる状態になります。そういったかた
ちの接触感染のリスクは、病原体が物
の上でどういう状態で、どれぐらいの
時間維持できるか、この辺がキーにな
るかと思います。
　山内　基本的にはウイルスの生存期
間という話になるのですね。生存期間
はウイルスによってかなり異なるもの
なのでしょうか。
　柳元　いろいろな研究がされていま
す。実験的な研究が多いのですが、数
時間程度で感染性を失ってしまうもの
から、８日、９日といった長期間にわ
たって感染性を維持するようなものも
あります。ですので、病原体の性質に
よっていろいろそこは違ってくるかと
思います。
　山内　あとは環境でも随分生存期間
は変わってくるのでしょうね。
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東京大学保健・健康推進本部教授
柳　元　伸太郎

（聞き手　山内俊一）

　ウイルスが宿主対宿主で感染するということは一般医師では常識と思います。
新型コロナウイルスが閉鎖空間でエアロゾルになって感染することは理解でき
ますが、ドアの取っ手や手すりなどから何日もたって感染したという事例は多
いのでしょうか。
　また、入院病棟のクラスターに比べて、外来でのクラスターはあまり聞きま
せんが、実際についてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

COVID-19の感染経路

　山内　ウイルスの感染経路に関して
の質問です。飛沫感染、空気感染、接
触感染、頭の中では整理されています
が、例えば飛沫感染と空気感染の境目
はあるのかといったあたりから教えて
いただけますか。
　柳元　飛沫感染と空気感染に関して
は、おっしゃるように非常にあいまい
で、オーバーラップしている部分があ
るかと思います。決定的な違いは、空
気感染の場合には非常に小さい飛沫核
が長時間空気中に漂っていてもなお感
染性が維持されていることで、これが
空気感染の特徴になると思います。代
表的な病気としては結核や麻疹、水痘

が該当します。飛沫感染の場合は、咳
やくしゃみで飛ぶ鼻水、唾液の飛沫が
直接相手の粘膜に入ることで感染を起
こすので、粒子の大きさが違う。結果
的に飛行時間は飛沫感染の場合には極
めて短い時間、限定された距離になる。
空気感染の場合には、空気中を漂って
いるので、空間をともにする方にも感
染が起こりうるという違いがあると思
います。
　山内　わかりにくいのですが、ウイ
ルスは非常に小さいですね。小さいも
のというのは空気中を漂っていくので
はないかと、結局すべて空気感染にな
りそうですが、そうでもないという、

ここはどう解釈したらよいでしょうか。
　柳元　患者さんから病原体がどのよ
うに出ていくかですが、ウイルスがそ
のまま目や鼻、口から出ていくのでは
なくて、咳やくしゃみのしぶきに乗っ
て、体の外に出ていくのが基本になり
ます。この際、非常に小さい粒子、あ
るいは大きい粒子でも、蒸発などでだ
んだん空気中に拡散していく過程で、
小さい粒子になってもなお感染性を持
っているようなものが空気感染を起こ
すウイルスです。そこまでいってしま
うと感染性が維持できないようなもの
は飛沫感染にとどまるというあたりが
違いです。おっしゃるようにウイルス
は非常に小さい粒子ではあるのですが、
実際に環境中に出ていく過程では、ヒ
トの咳やくしゃみを利用して広がって
いくので、病原体が細菌かウイルスか
ということよりは、その後、どのよう
にして拡散していくか。拡散した後も
感染性があるのか。この辺が違いにな
ってくるかと思います。
　山内　もう一つですが、何かに乗っ
て出るにしても、ウイルスは結局どこ
かに着地すると考えられるので、そこ
にウイルスがいることは間違いないで
すね。わかりにくいのは、例えばこの
質問にありますが、ドアノブや手すり
に付着したウイルス、これは結局また
手で触って、それをまた口に持ってい
ってしまってということになりますと、
あらゆるウイルスが接触型ではないの

かという気もしますが、いかがでしょ
うか。
　柳元　接触感染が特に問題になるの
は、病原体がドアノブなどに付着した
後に一定時間以上、感染性を持って生
存できる、ここがポイントになると思
います。ごく短時間で活性を失ってし
まって感染性がなくなるような病原体
では、今懸念されたような経路での感
染は起こりにくいと思いますが、数時
間から数日、物に付着した後でも病原
体が生き残れる場合には、あとからそ
れを触った方が自分の手で自分の体に
持ち込んでしまうことが十分に起こり
うる状態になります。そういったかた
ちの接触感染のリスクは、病原体が物
の上でどういう状態で、どれぐらいの
時間維持できるか、この辺がキーにな
るかと思います。
　山内　基本的にはウイルスの生存期
間という話になるのですね。生存期間
はウイルスによってかなり異なるもの
なのでしょうか。
　柳元　いろいろな研究がされていま
す。実験的な研究が多いのですが、数
時間程度で感染性を失ってしまうもの
から、８日、９日といった長期間にわ
たって感染性を維持するようなものも
あります。ですので、病原体の性質に
よっていろいろそこは違ってくるかと
思います。
　山内　あとは環境でも随分生存期間
は変わってくるのでしょうね。
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　柳元　はい。例えば温度や湿度がウ
イルスの生存に適した少し乾燥ぎみの
場合で、ウイルスの種類にもよるよう
ですが、体温の周辺ぐらいまでの温度
だと、ウイルスは長い時間生存できる
ようです。あとは、実験的環境ですと、
少し温度が低いほうが長く生きるとい
う報告もあります。
　山内　温度に関しては適温があるの
ですか。
　柳元　そうですね。
　山内　乾燥状態のほうがウイルスに
とっては生き残りやすいと考えてよい
のですね。
　柳元　これまでの報告では、多くの
場合、そうなっています。
　山内　ちなみに、ウイルスは細胞で
はありません。生きている、死んでい
るという定義は何かあるのでしょうか。
　柳元　基本的にはこの文脈で生きて
いる、死んでいるという話をするとき
には、続けての感染性があるのかどう
かが非常に重要になってきます。新型
コロナウイルスで耳にされている方が
多いかと思いますが、遺伝子を調べる
PCR検査、こういったものは遺伝子の
断片であったり、死んだウイルスであ
ってもPCRがかかった場合には陽性と
いう結果になるので、そういった検査
だけで生きているかどうかまでは確認
ができません。ですので、例えばある
試料、ドアノブのぬぐい液などを細胞
にかけて感染が成立するかどうかとい

うことまでを試さないと、そこにいた
ウイルスが生きていたかどうかまでは
確認ができません。
　山内　感染力があるものを生きてい
ることにすると考えてよいのですね。
　柳元　そうですね。そのように考え
られています。
　山内　日本で発生した客船などの事
例がありますが、例えばドアノブでは
どの程度生きているか、あるいはもう
感染力を失っているかといった検証は
なされたのでしょうか。
　柳元　客船の話で申しますと、国立
感染症研究所が乗客が退去した後に、
600カ所ぐらいから検体を取って、そ
のうちの１割ぐらいで、先ほど申し上
げたPCRのようなかたちでウイルスが
検出されたことが報告されています。
ただ、実際には検出された検体で細胞
にウイルス感染を確認することはでき
なかったようです。
　山内　ちょうどお話に出てきました
が、ウイルスは実験室で細胞のように
培養、というわけにいかないと思いま
す。ウイルスの場合は培養細胞を使っ
て維持していくと考えてよいのですね。
　柳元　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスによって多少細胞を選り好みしま
すが、ウイルスを増殖させるのに使え
る細胞があるので、それを使ってウイ
ルスを殖やしたり、その後の実験に用
いたりしています。
　山内　少し話が戻りますが、会話を

していて、唾液などで、例えば食べ物
の表面に落ちていったウイルスをまた
口にしてしまったら、実際は接触感染
的にうつるのではないかという懸念も
ありますが、これはいかがなのでしょ
うか。
　柳元　おっしゃるようなことは懸念
されます。ただ、実際に感染者の唾液
から出たウイルスが食べ物の上で生き
ているかどうかに関して申しますと、
食べ物が非常に熱かったりする場合に
は、なかなかウイルスが生きた状態で
存在するのは難しいかと思います。一
方で、直接口に運ぶものですから、物
の上についた量では問題にならない程
度であっても、直接口の粘膜にたどり
着く可能性はあるので、そういう点で
は食べ物への付着は注意が必要かと思
っています。
　山内　ウイルスにとって食べ物の上
というのは生きやすい場所と考えてよ
いのでしょうか。
　柳元　実際に最適な環境は、スムー
ズな表面、プラスチックのようなもの
のほうがいいと考えられているので、
パンや肉や野菜など、でこぼこしたも
のはひょっとしたら少し生存には不利
な環境なのかと思います。
　山内　アクリル板はかえって危ない

ということはないのでしょうか。
　柳元　アクリル板自体はウイルスの
生存には有利だと思います。ただ、ア
クリル板は我々がその後、触れたり、
なめたりする場所ではないので、ここ
にいくらウイルスがついていても構わ
ないかと思います。
　山内　最後に入院病棟のクラスター
に比べて外来のクラスターはあまり聞
きませんという質問はいかがですか。
　柳元　入院病棟の場合、クラスター
の多くは質問のような接触感染という
より、患者さんをケアする中で非常に
近接して生じるような接触感染であっ
たり、エアロゾル感染、空気感染的な
ものも含めて原因になっていると思う
ので、クラスターが起こる経路がかな
り違うかと思います。あとは、外来で
の新型コロナウイルス感染に関しては
ほとんど耳にしませんが、これは実際
に物からヒトへの感染というのはかな
り少ないことがいろいろな研究で報告
されています。通常の清掃や消毒が行
き届いている環境で、かつ利用される
方も手の衛生に気をつけているという
ことであれば、基本的には安全な環境
と考えていいのではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　柳元　はい。例えば温度や湿度がウ
イルスの生存に適した少し乾燥ぎみの
場合で、ウイルスの種類にもよるよう
ですが、体温の周辺ぐらいまでの温度
だと、ウイルスは長い時間生存できる
ようです。あとは、実験的環境ですと、
少し温度が低いほうが長く生きるとい
う報告もあります。
　山内　温度に関しては適温があるの
ですか。
　柳元　そうですね。
　山内　乾燥状態のほうがウイルスに
とっては生き残りやすいと考えてよい
のですね。
　柳元　これまでの報告では、多くの
場合、そうなっています。
　山内　ちなみに、ウイルスは細胞で
はありません。生きている、死んでい
るという定義は何かあるのでしょうか。
　柳元　基本的にはこの文脈で生きて
いる、死んでいるという話をするとき
には、続けての感染性があるのかどう
かが非常に重要になってきます。新型
コロナウイルスで耳にされている方が
多いかと思いますが、遺伝子を調べる
PCR検査、こういったものは遺伝子の
断片であったり、死んだウイルスであ
ってもPCRがかかった場合には陽性と
いう結果になるので、そういった検査
だけで生きているかどうかまでは確認
ができません。ですので、例えばある
試料、ドアノブのぬぐい液などを細胞
にかけて感染が成立するかどうかとい

うことまでを試さないと、そこにいた
ウイルスが生きていたかどうかまでは
確認ができません。
　山内　感染力があるものを生きてい
ることにすると考えてよいのですね。
　柳元　そうですね。そのように考え
られています。
　山内　日本で発生した客船などの事
例がありますが、例えばドアノブでは
どの程度生きているか、あるいはもう
感染力を失っているかといった検証は
なされたのでしょうか。
　柳元　客船の話で申しますと、国立
感染症研究所が乗客が退去した後に、
600カ所ぐらいから検体を取って、そ
のうちの１割ぐらいで、先ほど申し上
げたPCRのようなかたちでウイルスが
検出されたことが報告されています。
ただ、実際には検出された検体で細胞
にウイルス感染を確認することはでき
なかったようです。
　山内　ちょうどお話に出てきました
が、ウイルスは実験室で細胞のように
培養、というわけにいかないと思いま
す。ウイルスの場合は培養細胞を使っ
て維持していくと考えてよいのですね。
　柳元　おっしゃるとおりです。ウイ
ルスによって多少細胞を選り好みしま
すが、ウイルスを増殖させるのに使え
る細胞があるので、それを使ってウイ
ルスを殖やしたり、その後の実験に用
いたりしています。
　山内　少し話が戻りますが、会話を

していて、唾液などで、例えば食べ物
の表面に落ちていったウイルスをまた
口にしてしまったら、実際は接触感染
的にうつるのではないかという懸念も
ありますが、これはいかがなのでしょ
うか。
　柳元　おっしゃるようなことは懸念
されます。ただ、実際に感染者の唾液
から出たウイルスが食べ物の上で生き
ているかどうかに関して申しますと、
食べ物が非常に熱かったりする場合に
は、なかなかウイルスが生きた状態で
存在するのは難しいかと思います。一
方で、直接口に運ぶものですから、物
の上についた量では問題にならない程
度であっても、直接口の粘膜にたどり
着く可能性はあるので、そういう点で
は食べ物への付着は注意が必要かと思
っています。
　山内　ウイルスにとって食べ物の上
というのは生きやすい場所と考えてよ
いのでしょうか。
　柳元　実際に最適な環境は、スムー
ズな表面、プラスチックのようなもの
のほうがいいと考えられているので、
パンや肉や野菜など、でこぼこしたも
のはひょっとしたら少し生存には不利
な環境なのかと思います。
　山内　アクリル板はかえって危ない

ということはないのでしょうか。
　柳元　アクリル板自体はウイルスの
生存には有利だと思います。ただ、ア
クリル板は我々がその後、触れたり、
なめたりする場所ではないので、ここ
にいくらウイルスがついていても構わ
ないかと思います。
　山内　最後に入院病棟のクラスター
に比べて外来のクラスターはあまり聞
きませんという質問はいかがですか。
　柳元　入院病棟の場合、クラスター
の多くは質問のような接触感染という
より、患者さんをケアする中で非常に
近接して生じるような接触感染であっ
たり、エアロゾル感染、空気感染的な
ものも含めて原因になっていると思う
ので、クラスターが起こる経路がかな
り違うかと思います。あとは、外来で
の新型コロナウイルス感染に関しては
ほとんど耳にしませんが、これは実際
に物からヒトへの感染というのはかな
り少ないことがいろいろな研究で報告
されています。通常の清掃や消毒が行
き届いている環境で、かつ利用される
方も手の衛生に気をつけているという
ことであれば、基本的には安全な環境
と考えていいのではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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国立感染症研究所インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長
長谷川　秀　樹

（聞き手　池田志斈）

　インフルエンザの経鼻ワクチンについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

インフルエンザの経鼻ワクチン

　池田　長谷川先生、インフルエンザ
の経鼻ワクチンの開発はどのくらいの
段階にあるのでしょうか。
　長谷川　これは不活化の経鼻ワクチ
ンとして、現在、メーカーでは臨床治
験の第Ⅲ相が終了しており、これから
承認申請という段階まで来ています。
　池田　近い将来、使えるようになる
のですね。
　長谷川　そうですね。承認されれば、
日本国内で使えるようになると思いま
す。
　池田　今は皮下注射、あるいは筋注
でやっていますが、これはどういった
ワクチンなのでしょうか。
　長谷川　そもそも経鼻ワクチンの開
発は、現在の注射で行われているワク
チンよりも、より効果の高いワクチン
を目指して、次世代ワクチンとして開
発しています。現在の皮下注射で行わ

れているワクチンは、血液の中にIgG
抗体という中和抗体を誘導して、それ
で防ぐものですが、感染そのものはな
かなか防ぎづらいのです。インフルエ
ンザウイルスが感染する場は上気道の
上皮細胞という表面の細胞なのですが、
そこには中和抗体が届きづらく、感染
してしまう。ただ、重症化を予防した
り、感染しても発症を予防したりする
効果が見込まれているのです。この経
鼻ワクチンはそこを克服するために、
感染そのものを阻止できるようなワク
チンを目指しています。
　池田　IgGではなくて、ほかの分泌
型抗体を誘導するのでしょうか。
　長谷川　インフルエンザウイルスが
感染する場所が上気道の粘膜の表面な
ので、我々の免疫の中には自然に、ウ
イルスに感染したときにも誘導される
のですが、分泌型のIgA抗体といって、

積極的に粘膜の外に出てきて、粘液の
中に分布する抗体があります。ワクチ
ンによって分泌型のIgA抗体を誘導す
ることができれば、まさしく感染の場
の、フロントラインで感染そのものを
阻止することが可能であろうと考えて
います。
　池田　IgA抗体を誘導すると、敵が
来たときにその最前線で戦ってくれる
ということですね。
　長谷川　そういうことです。入り口
のところですね。血液の中のIgG抗体、
中和抗体というのは、敵が家の中に入
ってきた後にそれをやっつける。IgA
抗体は門の前で立っていて入ってくる
のを阻止するイメージです。
　池田　理想的ですね。入ってきて攻
撃されるよりは、門のところで止めて
しまえば、感染しなくなるのですね。
　長谷川　そういうことです。
　池田　これを噴霧したとき、どのよ
うな感じでワクチンが体の中に入って
いくのでしょうか。
　長谷川　霧吹き状のものを、鼻腔の
中、特に鼻腔の奧に到達するように噴
霧します。そうしますと、粘膜には抗
原を取り込むM細胞といわれる特殊な
細胞があり、噴霧された抗原を積極的
に自分から取り込んで、その直下の抗
原提示細胞である樹状細胞などに抗原
を渡して、そこで粘膜のリンパ装置に
持ち帰ります。そこで作られるのが
IgA産生B細胞で、それが増えて全身

の粘膜に再分布するという特徴があり
ます。そうすることによって、鼻の粘
膜だけではなく、全身の粘膜で同じ
IgA抗体が分泌されて体全体の粘膜を
守るというシステムになっています。
　池田　腸管まで行くのですね。
　長谷川　そうですね。ですから、腸
管感染症に対しても将来的には応用が
可能かと考えています。
　池田　それはすごいですね。要する
に、すべての門に哨兵を立てる感じで
すね。
　長谷川　そうですね。本来我々の体
が持っている免疫で、実際に感染した
場合にはそういった免疫が誘導されて
いるので、それを行える、より自然に
近いような状態のワクチンを目指して
います。
　池田　IgAとはどのようなものなの
でしょうか。
　長谷川　血液の中にもIgA抗体はあ
るにはあります。分泌型のIgA抗体は、
教科書的には二量体といって、抗体の
分子が２つ、tail to tailで結合したよ
うな、Y字型の抗体が２つくっついた
ようなものです。最近の我々の研究で
二量体レベルではなくて、三量体や四
量体という多量体を形成したような分
泌型のIgAが存在していることがわか
り、そういった多量体のほうがより効
果が高い、ウイルスに対する中和効果
が高いということがわかってきました。
　池田　最近の新型コロナウイルスワ
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国立感染症研究所インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長
長谷川　秀　樹

（聞き手　池田志斈）

　インフルエンザの経鼻ワクチンについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

インフルエンザの経鼻ワクチン

　池田　長谷川先生、インフルエンザ
の経鼻ワクチンの開発はどのくらいの
段階にあるのでしょうか。
　長谷川　これは不活化の経鼻ワクチ
ンとして、現在、メーカーでは臨床治
験の第Ⅲ相が終了しており、これから
承認申請という段階まで来ています。
　池田　近い将来、使えるようになる
のですね。
　長谷川　そうですね。承認されれば、
日本国内で使えるようになると思いま
す。
　池田　今は皮下注射、あるいは筋注
でやっていますが、これはどういった
ワクチンなのでしょうか。
　長谷川　そもそも経鼻ワクチンの開
発は、現在の注射で行われているワク
チンよりも、より効果の高いワクチン
を目指して、次世代ワクチンとして開
発しています。現在の皮下注射で行わ

れているワクチンは、血液の中にIgG
抗体という中和抗体を誘導して、それ
で防ぐものですが、感染そのものはな
かなか防ぎづらいのです。インフルエ
ンザウイルスが感染する場は上気道の
上皮細胞という表面の細胞なのですが、
そこには中和抗体が届きづらく、感染
してしまう。ただ、重症化を予防した
り、感染しても発症を予防したりする
効果が見込まれているのです。この経
鼻ワクチンはそこを克服するために、
感染そのものを阻止できるようなワク
チンを目指しています。
　池田　IgGではなくて、ほかの分泌
型抗体を誘導するのでしょうか。
　長谷川　インフルエンザウイルスが
感染する場所が上気道の粘膜の表面な
ので、我々の免疫の中には自然に、ウ
イルスに感染したときにも誘導される
のですが、分泌型のIgA抗体といって、

積極的に粘膜の外に出てきて、粘液の
中に分布する抗体があります。ワクチ
ンによって分泌型のIgA抗体を誘導す
ることができれば、まさしく感染の場
の、フロントラインで感染そのものを
阻止することが可能であろうと考えて
います。
　池田　IgA抗体を誘導すると、敵が
来たときにその最前線で戦ってくれる
ということですね。
　長谷川　そういうことです。入り口
のところですね。血液の中のIgG抗体、
中和抗体というのは、敵が家の中に入
ってきた後にそれをやっつける。IgA
抗体は門の前で立っていて入ってくる
のを阻止するイメージです。
　池田　理想的ですね。入ってきて攻
撃されるよりは、門のところで止めて
しまえば、感染しなくなるのですね。
　長谷川　そういうことです。
　池田　これを噴霧したとき、どのよ
うな感じでワクチンが体の中に入って
いくのでしょうか。
　長谷川　霧吹き状のものを、鼻腔の
中、特に鼻腔の奧に到達するように噴
霧します。そうしますと、粘膜には抗
原を取り込むM細胞といわれる特殊な
細胞があり、噴霧された抗原を積極的
に自分から取り込んで、その直下の抗
原提示細胞である樹状細胞などに抗原
を渡して、そこで粘膜のリンパ装置に
持ち帰ります。そこで作られるのが
IgA産生B細胞で、それが増えて全身

の粘膜に再分布するという特徴があり
ます。そうすることによって、鼻の粘
膜だけではなく、全身の粘膜で同じ
IgA抗体が分泌されて体全体の粘膜を
守るというシステムになっています。
　池田　腸管まで行くのですね。
　長谷川　そうですね。ですから、腸
管感染症に対しても将来的には応用が
可能かと考えています。
　池田　それはすごいですね。要する
に、すべての門に哨兵を立てる感じで
すね。
　長谷川　そうですね。本来我々の体
が持っている免疫で、実際に感染した
場合にはそういった免疫が誘導されて
いるので、それを行える、より自然に
近いような状態のワクチンを目指して
います。
　池田　IgAとはどのようなものなの
でしょうか。
　長谷川　血液の中にもIgA抗体はあ
るにはあります。分泌型のIgA抗体は、
教科書的には二量体といって、抗体の
分子が２つ、tail to tailで結合したよ
うな、Y字型の抗体が２つくっついた
ようなものです。最近の我々の研究で
二量体レベルではなくて、三量体や四
量体という多量体を形成したような分
泌型のIgAが存在していることがわか
り、そういった多量体のほうがより効
果が高い、ウイルスに対する中和効果
が高いということがわかってきました。
　池田　最近の新型コロナウイルスワ
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クチンでも問題になっていますが、イ
ンフルエンザも変異株が多いですね。
それに関してIgAはどういう反応をす
るのでしょうか。
　長谷川　インフルエンザウイルスは
毎年、非常に変異を繰り返すウイルス
で、ワクチンそのものも、前の年に、
次の年にどういうものがはやるのかと
予想して作らなければならない状況で
す。予想が外れてワクチンと流行株が
違ったり、抗原性に変化があると効か
なくなってしまうことがあります。
　IgA抗体は、構造上、二量体や多量
体を取っている。その特徴のために変
異ウイルスに対しても効果が高いこと
が知られています。ですから、注射に
よって誘導された免疫よりも、かかっ
た後に誘導される免疫のほうが変異株
に対して強いことが、もともと知られ
ていて、その原因を突き詰めていくと
IgAだったということなのです。
　池田　多少の変異株もこれでやっつ
けられるのですね。
　長谷川　完全にというわけではない
ですが、IgGに比べると変異株に対し
て中和能力が高いことがわかっていま
す。
　池田　このワクチンはどのようなも
のなのでしょうか。
　長谷川　欧米では病原性をなくした
ような弱毒生ウイルスワクチンという
かたちで、インフルエンザの経鼻ワク
チンはすでに承認されて使われていま

すが、我々が研究しているのは不活化
ワクチンです。不活化ワクチンによっ
て粘膜の免疫であるIgA抗体、血中の
IgG抗体も誘導されますが、それに加
えて粘膜のIgA抗体が誘導できるよう
にしたものです。
　池田　投与方法はどのような感じな
のですか。
　長谷川　不活化のワクチンが、粘膜
に付着するように粘稠剤を混ぜて粘性
を持たせたもので、それを霧吹きのよ
うなものでデバイスして鼻腔内に噴霧
します。ですからイメージとしては、
花粉症の点鼻薬ですね。
　池田　シュッとやるやつですね。
　長谷川　アレルギーの花粉症の薬を
右と左に１回ずつ接種するようなイメ
ージで、痛みも伴いませんし、副反応
も今まで臨床研究などでは特に目立つ
ものは認められませんでした。負担が
少なく、痛くなく、より効果の高い免
疫を誘導することから、我々は期待し
ています。
　池田　すごく簡便ですね。
　長谷川　はい。
　池田　高齢者もですが、小児に使い
やすそうですね。
　長谷川　そうですね。注射が嫌いな
お子さんが多いので、鼻にスプレーす
るだけというと抵抗感はすごく少なく
なると思います。
　池田　治験の対象の年齢層は、やは
り成人なのでしょうか。

　長谷川　行われた治験は成人を対象
としたものだったのですが、現在、そ
の年齢を下げるような治験も追加で行
っているところです。
　池田　今は何歳ぐらいまで年齢を下
げて治験されているのでしょうか。
　長谷川　12歳まで試されているとこ
ろです。でも、もっと低い層も今後必
要になってくるかと思います。
　池田　子どもさんでも、シュッだけ
だったら嫌がらないから、それはいい
ですよね。これは毎年やるのでしょう
か。
　長谷川　臨床研究などでは、効果の
あるIgA抗体を誘導するのに２回接種
を行ってきました。おそらく今のワク
チンと同様に、各シーズンの前に接種
しておくことが重要かと思います。回
数に関しては、最初は２回必要かもし
れませんが、その後は１回で済む可能
性もありますし、それは今後さらに研
究していく必要があろうと思います。
ただ、IgAはずっと分泌され続けるわ
けではなくて、２～３カ月たつと下が
ってくるものなので、年末などのシー
ズン前に打っておくことによって、ち
ょうど冬場のシーズンを防ぐことがで
きるようになるかと考えています。
　池田　ちょっと話は変わるのですが、
最近の新型コロナウイルスに対する
mRNAワクチンはすごく効果がいい
ですが、あれもどちらかというと誘導
されるのはIgGですよね。

　長谷川　そうです。注射型のワクチ
ンによって誘導されるものはIgG抗体
が主になります。
　池田　日本ではコロナウイルスを培
養して増やすことに対して反対する人
たちが多いのですが、もしそれが可能
になれば、また経鼻ワクチンはできる
のでしょうか。
　長谷川　国内で開発されているコロ
ナのワクチンは、それこそ不活化ワク
チンであったり、組み換え蛋白ワクチ
ンであったりします。そういったもの
を用いれば経鼻ワクチンに応用するこ
とは可能で、我々もそれを視野に入れ
て、今研究しているところです。とい
うのは、どうしても急性呼吸器感染症
の場合にはワクチンを打っていてもか
かってしまうことがありますので、入
り口で抑える。そのために粘膜免疫、
IgAを誘導するのは非常に重要なこと
だと考えられていて、世界中で経鼻ワ
クチンが注目されつつあります。
　池田　今、新型コロナウイルスワク
チンも何回打つのか、などやっていま
すね。IgG抗体が下がってきたら打と
うと。ちょっとストーリーがずれてき
ているような気がしてしょうがないで
すね。
　長谷川　当初、どれぐらいの持続期
間があるか、また変異株に対してどう
かという情報がわからない状態でした
ので、今回はとにかく早く、数カ月で
実用化にたどり着けたという点ですご
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クチンでも問題になっていますが、イ
ンフルエンザも変異株が多いですね。
それに関してIgAはどういう反応をす
るのでしょうか。
　長谷川　インフルエンザウイルスは
毎年、非常に変異を繰り返すウイルス
で、ワクチンそのものも、前の年に、
次の年にどういうものがはやるのかと
予想して作らなければならない状況で
す。予想が外れてワクチンと流行株が
違ったり、抗原性に変化があると効か
なくなってしまうことがあります。
　IgA抗体は、構造上、二量体や多量
体を取っている。その特徴のために変
異ウイルスに対しても効果が高いこと
が知られています。ですから、注射に
よって誘導された免疫よりも、かかっ
た後に誘導される免疫のほうが変異株
に対して強いことが、もともと知られ
ていて、その原因を突き詰めていくと
IgAだったということなのです。
　池田　多少の変異株もこれでやっつ
けられるのですね。
　長谷川　完全にというわけではない
ですが、IgGに比べると変異株に対し
て中和能力が高いことがわかっていま
す。
　池田　このワクチンはどのようなも
のなのでしょうか。
　長谷川　欧米では病原性をなくした
ような弱毒生ウイルスワクチンという
かたちで、インフルエンザの経鼻ワク
チンはすでに承認されて使われていま

すが、我々が研究しているのは不活化
ワクチンです。不活化ワクチンによっ
て粘膜の免疫であるIgA抗体、血中の
IgG抗体も誘導されますが、それに加
えて粘膜のIgA抗体が誘導できるよう
にしたものです。
　池田　投与方法はどのような感じな
のですか。
　長谷川　不活化のワクチンが、粘膜
に付着するように粘稠剤を混ぜて粘性
を持たせたもので、それを霧吹きのよ
うなものでデバイスして鼻腔内に噴霧
します。ですからイメージとしては、
花粉症の点鼻薬ですね。
　池田　シュッとやるやつですね。
　長谷川　アレルギーの花粉症の薬を
右と左に１回ずつ接種するようなイメ
ージで、痛みも伴いませんし、副反応
も今まで臨床研究などでは特に目立つ
ものは認められませんでした。負担が
少なく、痛くなく、より効果の高い免
疫を誘導することから、我々は期待し
ています。
　池田　すごく簡便ですね。
　長谷川　はい。
　池田　高齢者もですが、小児に使い
やすそうですね。
　長谷川　そうですね。注射が嫌いな
お子さんが多いので、鼻にスプレーす
るだけというと抵抗感はすごく少なく
なると思います。
　池田　治験の対象の年齢層は、やは
り成人なのでしょうか。

　長谷川　行われた治験は成人を対象
としたものだったのですが、現在、そ
の年齢を下げるような治験も追加で行
っているところです。
　池田　今は何歳ぐらいまで年齢を下
げて治験されているのでしょうか。
　長谷川　12歳まで試されているとこ
ろです。でも、もっと低い層も今後必
要になってくるかと思います。
　池田　子どもさんでも、シュッだけ
だったら嫌がらないから、それはいい
ですよね。これは毎年やるのでしょう
か。
　長谷川　臨床研究などでは、効果の
あるIgA抗体を誘導するのに２回接種
を行ってきました。おそらく今のワク
チンと同様に、各シーズンの前に接種
しておくことが重要かと思います。回
数に関しては、最初は２回必要かもし
れませんが、その後は１回で済む可能
性もありますし、それは今後さらに研
究していく必要があろうと思います。
ただ、IgAはずっと分泌され続けるわ
けではなくて、２～３カ月たつと下が
ってくるものなので、年末などのシー
ズン前に打っておくことによって、ち
ょうど冬場のシーズンを防ぐことがで
きるようになるかと考えています。
　池田　ちょっと話は変わるのですが、
最近の新型コロナウイルスに対する
mRNAワクチンはすごく効果がいい
ですが、あれもどちらかというと誘導
されるのはIgGですよね。

　長谷川　そうです。注射型のワクチ
ンによって誘導されるものはIgG抗体
が主になります。
　池田　日本ではコロナウイルスを培
養して増やすことに対して反対する人
たちが多いのですが、もしそれが可能
になれば、また経鼻ワクチンはできる
のでしょうか。
　長谷川　国内で開発されているコロ
ナのワクチンは、それこそ不活化ワク
チンであったり、組み換え蛋白ワクチ
ンであったりします。そういったもの
を用いれば経鼻ワクチンに応用するこ
とは可能で、我々もそれを視野に入れ
て、今研究しているところです。とい
うのは、どうしても急性呼吸器感染症
の場合にはワクチンを打っていてもか
かってしまうことがありますので、入
り口で抑える。そのために粘膜免疫、
IgAを誘導するのは非常に重要なこと
だと考えられていて、世界中で経鼻ワ
クチンが注目されつつあります。
　池田　今、新型コロナウイルスワク
チンも何回打つのか、などやっていま
すね。IgG抗体が下がってきたら打と
うと。ちょっとストーリーがずれてき
ているような気がしてしょうがないで
すね。
　長谷川　当初、どれぐらいの持続期
間があるか、また変異株に対してどう
かという情報がわからない状態でした
ので、今回はとにかく早く、数カ月で
実用化にたどり着けたという点ですご
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いと思います。
　池田　中国がそうだと思いますが、
本来でしたらインフルエンザのワクチ

ン同様に不活化しておいて、それから
経鼻で投与することが理想的ですね。
ありがとうございました。

横浜市立大学医学部皮膚科学教室主任教授
山　口　由　衣

（聞き手　池田志斈）

　重症薬疹の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

スティーヴンス・ジョンソン症候群／中毒性表皮壊死症の診断と治療

　池田　スティーヴンス・ジョンソン症
候群（SJS）と中毒性表皮壊死症〔TEN
（テン）〕とは、どのような病気なので
しょうか。
　山口　SJSとTENは薬疹の一番重症
な型として知られていますが、一般的
には目や口唇や外陰部などの粘膜に障
害を及ぼして、全身の倦怠感と発熱と
皮疹、水疱やびらんが出てくるような
重篤な皮膚疾患です。ほとんどの原因
が薬剤であることが多いですが、そう
ではないものもあります。
　池田　薬剤以外ですと、どのような
原因なのでしょうか。
　山口　一番有名なのがマイコプラズ
マの感染で、ヘルペスなどもたまにあ
ります。
　池田　ヘルペスでもこのように重篤
な皮膚症状になってしまうことがある
のですね。

　山口　はい。
　池田　怖いですね。薬剤で起こると
すると、どのような薬で起こるのでし
ょうか。
　山口　実は普段から使われているも
のが多くて、一番多いのが抗生物質、
抗菌薬です。次は解熱鎮痛剤など、い
わゆる解熱剤で、あとは抗てんかん薬
などが多いと思います。
　池田　比較的よく使われている薬で
起こるのですね。
　山口　そうなのです。
　池田　例えば、ある薬を使ってまず
発熱しますよね。そして何か皮膚にポ
チポチと出ると、「あ、これはもしか
して水痘じゃないかな」と、また消炎
鎮痛剤などを使ったりすることがあり
ます。そうすると、そこでまた急に悪
くなるということですか。
　山口　はい。

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （335）  1514 （334） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   152206_HONBUN.indd   15 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44



いと思います。
　池田　中国がそうだと思いますが、
本来でしたらインフルエンザのワクチ

ン同様に不活化しておいて、それから
経鼻で投与することが理想的ですね。
ありがとうございました。

横浜市立大学医学部皮膚科学教室主任教授
山　口　由　衣

（聞き手　池田志斈）

　重症薬疹の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

スティーヴンス・ジョンソン症候群／中毒性表皮壊死症の診断と治療

　池田　スティーヴンス・ジョンソン症
候群（SJS）と中毒性表皮壊死症〔TEN
（テン）〕とは、どのような病気なので
しょうか。
　山口　SJSとTENは薬疹の一番重症
な型として知られていますが、一般的
には目や口唇や外陰部などの粘膜に障
害を及ぼして、全身の倦怠感と発熱と
皮疹、水疱やびらんが出てくるような
重篤な皮膚疾患です。ほとんどの原因
が薬剤であることが多いですが、そう
ではないものもあります。
　池田　薬剤以外ですと、どのような
原因なのでしょうか。
　山口　一番有名なのがマイコプラズ
マの感染で、ヘルペスなどもたまにあ
ります。
　池田　ヘルペスでもこのように重篤
な皮膚症状になってしまうことがある
のですね。

　山口　はい。
　池田　怖いですね。薬剤で起こると
すると、どのような薬で起こるのでし
ょうか。
　山口　実は普段から使われているも
のが多くて、一番多いのが抗生物質、
抗菌薬です。次は解熱鎮痛剤など、い
わゆる解熱剤で、あとは抗てんかん薬
などが多いと思います。
　池田　比較的よく使われている薬で
起こるのですね。
　山口　そうなのです。
　池田　例えば、ある薬を使ってまず
発熱しますよね。そして何か皮膚にポ
チポチと出ると、「あ、これはもしか
して水痘じゃないかな」と、また消炎
鎮痛剤などを使ったりすることがあり
ます。そうすると、そこでまた急に悪
くなるということですか。
　山口　はい。
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してこの状態が起こるのでしょうか。
発症機序はわかっているのでしょうか。
　山口　発症機序のすべてはまだわか
っていないのですが、薬が入ってきた
ときに、それがいわゆる薬剤特異的な
T細胞を活性化させて、皮膚での炎症
を起こしてくるということ、また、表
皮のFasとFasリガンドの関係が表皮
のアポトーシスに関連するということ
がいわれていました。また、最近の話
では、プログラムされたアポトーシス
というかたちのネクロプトーシスや、
好中球によるNETsが関わっていると
いわれています。いずれにせよ、炎症
性のサイトカインとか表皮細胞から放
出される炎症性の様々な因子が表皮に
壊死性の変化を起こしてくるといわれ
ています。
　池田　血中にそれが流れているから
広範囲に行ってしまうのですね。
　山口　そうです。
　池田　そういったものを取ってしま
うのも一つの治療の候補ですね。
　山口　そうなります。
　池田　気になるのは治療法なのです
が、ある程度重症度がわかったとして、
どういう治療をされるのでしょうか。
　山口　TENやSJSの治療の大原則で、
まずやらなければならないのは被疑薬
を見つけることです。疑わしきものは
全部中止、もしくはほかの系統の薬剤
に変更することがとても重要です。あ
とはどんどん進行する炎症を止めなけ

ればいけませんので、その治療法とし
ては全身性のステロイド治療を行うこ
とが多いです。ステロイドの投与方法
にもいろいろありますが、勢いのある
場合はステロイドパルス療法が必要で
す。あとは、感染症など二次的に起こ
ってくるものを予防する。そして様々
な合併症や後遺症を起こすことがある
ので、目などの粘膜障害の程度がどう
か、肝臓や肺など、他臓器にも薬剤性
の炎症が起きていないかなどの管理を
一緒に行うことも大切になると思いま
す。
　池田　皮膚だけではないのですね。
　山口　そうですね。皮膚症状がメイ
ンの疾患ですが、SJSなどは目の炎症
が取れなければ失明してしまうような
方もいるので、眼科医との連携が本当
に重要だと思っています。
　池田　肺はどうなのですか。
　山口　TENによる肺障害とか肝障害
などの他臓器の重篤な病態があること
がわかっているのですが、全部のメカ
ニズムはわかっていません。肺では、
TENによる閉塞性の細気管支炎のよう
なものが起きているのではないかとい
われますが、当科でも肺障害を起こし
た方たちはやはり重篤で、亡くなって
しまう方も多くいました。呼吸器内科
の医師にも、一緒に診ていただいてい
ます。
　池田　かなり重篤な後遺症ですね。
　山口　はい。

　池田　SJSとTENはどう違うのです
か。
　山口　一般的には同じスペクトラム
の疾患と考えられていますが、SJSは
粘膜障害がメインで、皮膚に関しての
びらん、水疱は全体の10％未満です。
日本では、この表皮壊死によるびらん、
水疱が10％を超えると、TENといって
います。
　池田　いきなり水疱になるのですか。
それとも、何かびらんといいますか、
こすれたりすると、ズルッとむけると
か、そんな感じなのでしょうか。
　山口　最初はまず紅斑が出てきて、
そしていきなり全部むけてしまうとい
うよりは、触って圧力をかけるとずる
ずるずるとむけていく。表皮が壊死し
ていますので、表皮と真皮の間で、シ
ート状にむけていくかたちで進みます。
　池田　水疱、びらんのような面積が
10％を超えてくるということですから、
より重症になるのでしょうか。
　山口　そうです。TENのほうがより
重篤なパターンです。
　池田　SJSは粘膜の症状が中心でし
ょうか。
　山口　そうですね。皮膚粘膜移行部
の病変は必須のものになっていて、口
唇とか眼球の結膜と、外陰部など、全
部でなくてももちろんいいのですが、
このような部位に病変があるのがまず
条件に入ってきます。
　池田　診断はどのようにされるので

しょうか。
　山口　診断は、鑑別が重要になって
きます。SJSの場合は今申し上げたよ
うな粘膜の皮疹と、発熱と、皮膚も水
疱やびらん、紅斑があること。あとは、
時に難しいのですが、多形紅斑という
別の似たような皮疹の重症型のものと
鑑別ができることが条件に入ってきて
います。この鑑別で重要なのが、皮膚
生検をして表皮の壊死性変化がきちん
とあることです。
　池田　多形紅斑との鑑別というのは
どのようにされるのですか。
　山口　臨床的に見てわかりやすい場
合もあれば、皮膚科医でも違いがわか
りにくい場合もあります。多形紅斑で
も重症型では口唇などに水疱を伴うこ
とはありますので。ただ、先ほど申し
上げたように皮膚の生検をしたときに
壊死性の変化というのは多形紅斑の重
症型ではあまりないのです。あとは、
少し皮膚科的ですが、多形紅斑の斑が
よりターゲットというか、水疱があっ
て、浮腫の変化があって、盛り上がっ
たような紅斑、このようなものはEM
の、多形紅斑の重症型に多いのです。
一方、SJSですと、もう少しフラット
な感じの融合するような、中央が暗赤
色の紅斑、そういうターゲットの紅斑
が多いといわれています。なかなか難
しいこともあります。
　池田　先ほどのSJSとTENは同じス
ペクトラムというお話でしたが、どう
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してこの状態が起こるのでしょうか。
発症機序はわかっているのでしょうか。
　山口　発症機序のすべてはまだわか
っていないのですが、薬が入ってきた
ときに、それがいわゆる薬剤特異的な
T細胞を活性化させて、皮膚での炎症
を起こしてくるということ、また、表
皮のFasとFasリガンドの関係が表皮
のアポトーシスに関連するということ
がいわれていました。また、最近の話
では、プログラムされたアポトーシス
というかたちのネクロプトーシスや、
好中球によるNETsが関わっていると
いわれています。いずれにせよ、炎症
性のサイトカインとか表皮細胞から放
出される炎症性の様々な因子が表皮に
壊死性の変化を起こしてくるといわれ
ています。
　池田　血中にそれが流れているから
広範囲に行ってしまうのですね。
　山口　そうです。
　池田　そういったものを取ってしま
うのも一つの治療の候補ですね。
　山口　そうなります。
　池田　気になるのは治療法なのです
が、ある程度重症度がわかったとして、
どういう治療をされるのでしょうか。
　山口　TENやSJSの治療の大原則で、
まずやらなければならないのは被疑薬
を見つけることです。疑わしきものは
全部中止、もしくはほかの系統の薬剤
に変更することがとても重要です。あ
とはどんどん進行する炎症を止めなけ

ればいけませんので、その治療法とし
ては全身性のステロイド治療を行うこ
とが多いです。ステロイドの投与方法
にもいろいろありますが、勢いのある
場合はステロイドパルス療法が必要で
す。あとは、感染症など二次的に起こ
ってくるものを予防する。そして様々
な合併症や後遺症を起こすことがある
ので、目などの粘膜障害の程度がどう
か、肝臓や肺など、他臓器にも薬剤性
の炎症が起きていないかなどの管理を
一緒に行うことも大切になると思いま
す。
　池田　皮膚だけではないのですね。
　山口　そうですね。皮膚症状がメイ
ンの疾患ですが、SJSなどは目の炎症
が取れなければ失明してしまうような
方もいるので、眼科医との連携が本当
に重要だと思っています。
　池田　肺はどうなのですか。
　山口　TENによる肺障害とか肝障害
などの他臓器の重篤な病態があること
がわかっているのですが、全部のメカ
ニズムはわかっていません。肺では、
TENによる閉塞性の細気管支炎のよう
なものが起きているのではないかとい
われますが、当科でも肺障害を起こし
た方たちはやはり重篤で、亡くなって
しまう方も多くいました。呼吸器内科
の医師にも、一緒に診ていただいてい
ます。
　池田　かなり重篤な後遺症ですね。
　山口　はい。

　池田　SJSとTENはどう違うのです
か。
　山口　一般的には同じスペクトラム
の疾患と考えられていますが、SJSは
粘膜障害がメインで、皮膚に関しての
びらん、水疱は全体の10％未満です。
日本では、この表皮壊死によるびらん、
水疱が10％を超えると、TENといって
います。
　池田　いきなり水疱になるのですか。
それとも、何かびらんといいますか、
こすれたりすると、ズルッとむけると
か、そんな感じなのでしょうか。
　山口　最初はまず紅斑が出てきて、
そしていきなり全部むけてしまうとい
うよりは、触って圧力をかけるとずる
ずるずるとむけていく。表皮が壊死し
ていますので、表皮と真皮の間で、シ
ート状にむけていくかたちで進みます。
　池田　水疱、びらんのような面積が
10％を超えてくるということですから、
より重症になるのでしょうか。
　山口　そうです。TENのほうがより
重篤なパターンです。
　池田　SJSは粘膜の症状が中心でし
ょうか。
　山口　そうですね。皮膚粘膜移行部
の病変は必須のものになっていて、口
唇とか眼球の結膜と、外陰部など、全
部でなくてももちろんいいのですが、
このような部位に病変があるのがまず
条件に入ってきます。
　池田　診断はどのようにされるので

しょうか。
　山口　診断は、鑑別が重要になって
きます。SJSの場合は今申し上げたよ
うな粘膜の皮疹と、発熱と、皮膚も水
疱やびらん、紅斑があること。あとは、
時に難しいのですが、多形紅斑という
別の似たような皮疹の重症型のものと
鑑別ができることが条件に入ってきて
います。この鑑別で重要なのが、皮膚
生検をして表皮の壊死性変化がきちん
とあることです。
　池田　多形紅斑との鑑別というのは
どのようにされるのですか。
　山口　臨床的に見てわかりやすい場
合もあれば、皮膚科医でも違いがわか
りにくい場合もあります。多形紅斑で
も重症型では口唇などに水疱を伴うこ
とはありますので。ただ、先ほど申し
上げたように皮膚の生検をしたときに
壊死性の変化というのは多形紅斑の重
症型ではあまりないのです。あとは、
少し皮膚科的ですが、多形紅斑の斑が
よりターゲットというか、水疱があっ
て、浮腫の変化があって、盛り上がっ
たような紅斑、このようなものはEM
の、多形紅斑の重症型に多いのです。
一方、SJSですと、もう少しフラット
な感じの融合するような、中央が暗赤
色の紅斑、そういうターゲットの紅斑
が多いといわれています。なかなか難
しいこともあります。
　池田　先ほどのSJSとTENは同じス
ペクトラムというお話でしたが、どう

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （337）  1716 （336） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   172206_HONBUN.indd   17 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44



　池田　患者さんにとってもたいへん
な状態が続きますね。
　山口　はい。
　池田　ちょっと失礼な言い方ですが
生命予後はどうなっているのでしょう
か。
　山口　皮膚科で見る疾患の中ではか
なり悪いほうだと思います。2016年ぐ
らいから３年間で厚生労働省の研究班
と全国の皮膚科専門施設で検証した結
果では、SJSが死亡率が４％ぐらいで、
TENになってくると、30％近くの方が
お亡くなりになっていたことがわかっ
ています。
　池田　SJSでも４％、TENにかわる

と30％と、かなり死亡率が高いですね。
　山口　そうですね。高いと思います。
　池田　ということは、一般の医師は
こういうことが薬剤で起こることを頭
に入れておいて、粘膜や皮膚の水疱が
起きたときは皮膚科医に紹介するとい
うことでしょうか。
　山口　そうですね。早い段階で皮膚
科の専門医を呼んでいただければあり
がたいです。
　池田　最初の２～３日がたいへん重
要なときですから、すぐにですね。
　山口　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　急性期に血中に流れているよ
うなFasとか、そういったものを取る
方法はあるのでしょうか。
　山口　治療は大きく分けて３つを使
い分けます。まず炎症を止めるための
ステロイドと、あと先生がおっしゃっ
たようなFasなどの液性因子や炎症性
サイトカインを取るための血漿交換療
法、これが2006年から保険適用になっ
ています。あとは、IVIG、大量γグロ
ブリン療法ですが、これが2014年ぐら
いから使えるようになっていますので、
まずステロイドで治療して炎症が止ま
るようであれば、単独でやることもあ
りますし、TENのような重篤な状態で
すと、この３つをうまく組み合わせて
使うなど、症例によって組み合わせを
変えています。
　池田　おそらく経過が急激に動いて
いくと思うのですが、例えば診断がつ
いて、ステロイドを投与する。どうい
った単位で、例えば１日おきに効果判
定していくのでしょうか。
　山口　とても重要なポイントで、ま
ず最初診たときにぐったりとして重篤
かどうかも治療選択のうえで大切です。
また、眼科医に診察していただき、眼
の上皮欠損や偽膜の形成などの眼病変
があるとなったら、皮膚がそれほどひ
どくなくてもステロイドパルス療法が
勧められています。皮膚がある程度む
けていたときに、ステロイドを１㎎/㎏
ぐらいの内服でいくのか、もしくは点

滴でいくのか、もしくはパルス療法を
するのかを症例の背景や重症度によっ
て変えています。毎日必ず診察するこ
とは大切で、パルス療法は３日間やる
ことになると思うのですが、パルス療
法をやった時点で炎症が止まったとい
う所見がない場合、つまり、まだ赤い
とか、真皮からどんどん出血するとか、
病変が新たに広がっていくようなこと
があれば、そこで血漿交換を入れたり、
血漿交換が使えなければIVIGを入れた
り、日々変化していく様をフォローす
ることが重要になります。
　池田　ステロイドの効果判定は２日、
遅くても３日ですね。
　山口　そうなります。
　池田　それでオーケーならいいのだ
けれども、だめだったら、今度は血漿
交換も考えたり、大量γグロブリン療
法を考えたりですか。
　山口　そうです。
　池田　この１週間はたいへんですね。
　山口　そうですね。毎日しっかり見
ていきます。
　池田　感染症では抗生物質も使われ
ますが、全身の皮膚がむけていると、
なかなか表在性の静脈を確保するのも
難しい場合があると思うのですが、そ
ういうときは中心静脈栄養などですか。
　山口　中心静脈管理ですし、あと
TENの場合はかなり皮膚の傷みも強い
ので、人工呼吸器管理でICUで見るこ
とも多くあります。
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　池田　患者さんにとってもたいへん
な状態が続きますね。
　山口　はい。
　池田　ちょっと失礼な言い方ですが
生命予後はどうなっているのでしょう
か。
　山口　皮膚科で見る疾患の中ではか
なり悪いほうだと思います。2016年ぐ
らいから３年間で厚生労働省の研究班
と全国の皮膚科専門施設で検証した結
果では、SJSが死亡率が４％ぐらいで、
TENになってくると、30％近くの方が
お亡くなりになっていたことがわかっ
ています。
　池田　SJSでも４％、TENにかわる

と30％と、かなり死亡率が高いですね。
　山口　そうですね。高いと思います。
　池田　ということは、一般の医師は
こういうことが薬剤で起こることを頭
に入れておいて、粘膜や皮膚の水疱が
起きたときは皮膚科医に紹介するとい
うことでしょうか。
　山口　そうですね。早い段階で皮膚
科の専門医を呼んでいただければあり
がたいです。
　池田　最初の２～３日がたいへん重
要なときですから、すぐにですね。
　山口　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　急性期に血中に流れているよ
うなFasとか、そういったものを取る
方法はあるのでしょうか。
　山口　治療は大きく分けて３つを使
い分けます。まず炎症を止めるための
ステロイドと、あと先生がおっしゃっ
たようなFasなどの液性因子や炎症性
サイトカインを取るための血漿交換療
法、これが2006年から保険適用になっ
ています。あとは、IVIG、大量γグロ
ブリン療法ですが、これが2014年ぐら
いから使えるようになっていますので、
まずステロイドで治療して炎症が止ま
るようであれば、単独でやることもあ
りますし、TENのような重篤な状態で
すと、この３つをうまく組み合わせて
使うなど、症例によって組み合わせを
変えています。
　池田　おそらく経過が急激に動いて
いくと思うのですが、例えば診断がつ
いて、ステロイドを投与する。どうい
った単位で、例えば１日おきに効果判
定していくのでしょうか。
　山口　とても重要なポイントで、ま
ず最初診たときにぐったりとして重篤
かどうかも治療選択のうえで大切です。
また、眼科医に診察していただき、眼
の上皮欠損や偽膜の形成などの眼病変
があるとなったら、皮膚がそれほどひ
どくなくてもステロイドパルス療法が
勧められています。皮膚がある程度む
けていたときに、ステロイドを１㎎/㎏
ぐらいの内服でいくのか、もしくは点

滴でいくのか、もしくはパルス療法を
するのかを症例の背景や重症度によっ
て変えています。毎日必ず診察するこ
とは大切で、パルス療法は３日間やる
ことになると思うのですが、パルス療
法をやった時点で炎症が止まったとい
う所見がない場合、つまり、まだ赤い
とか、真皮からどんどん出血するとか、
病変が新たに広がっていくようなこと
があれば、そこで血漿交換を入れたり、
血漿交換が使えなければIVIGを入れた
り、日々変化していく様をフォローす
ることが重要になります。
　池田　ステロイドの効果判定は２日、
遅くても３日ですね。
　山口　そうなります。
　池田　それでオーケーならいいのだ
けれども、だめだったら、今度は血漿
交換も考えたり、大量γグロブリン療
法を考えたりですか。
　山口　そうです。
　池田　この１週間はたいへんですね。
　山口　そうですね。毎日しっかり見
ていきます。
　池田　感染症では抗生物質も使われ
ますが、全身の皮膚がむけていると、
なかなか表在性の静脈を確保するのも
難しい場合があると思うのですが、そ
ういうときは中心静脈栄養などですか。
　山口　中心静脈管理ですし、あと
TENの場合はかなり皮膚の傷みも強い
ので、人工呼吸器管理でICUで見るこ
とも多くあります。
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昭和大学小児科学講座主任教授
水　野　克　己

（聞き手　池脇克則）

　乳児にすすめる離乳食（補完食）はどのような栄養素の補充を考えればよい
でしょうか。その他注意点がありましたらご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

栄養素補充からみた離乳食

　池脇　離乳食は母乳あるいは育児用
のミルクから、自分でかむ食事に移行
するための一時的なものであって、逆
に言うと母乳や育児用ミルクにはすべ
ての栄養素がそろっているものだと思
っていたのですが、離乳食イコール補
完食ということで、むしろ栄養素を補
充するものなのですね。
　水野　人は哺乳動物ですので、赤ち
ゃんを産んだお母さんの母乳で育つの
が一般的な栄養になります。ただ、そ
れでは主に鉄分、亜鉛、蛋白質が６カ
月ぐらいになると足りなくなってくる
ので、補完食というように母乳で不足
する栄養素を補完するのです。
　日本では、2,500g未満で生まれる赤
ちゃんも10％ぐらいいますし、妊娠37
週、38週ぐらいで生まれてくるお子さ
んもいます。このような赤ちゃんたち

は胎児期に十分な鉄をもらわずに生ま
れてきます。また、お母さんに妊娠糖
尿病があると、やはり鉄を十分にもら
わずに生まれてくることもあり、結果
として、生後４カ月ぐらいで鉄が足り
なくなってきます。鉄欠乏性貧血まで
は至らなくても、鉄欠乏状態になって
くるお子さんが出てきます。つまり、
妊娠中に十分な鉄分をお母さんからも
らえなかった赤ちゃんは、生後４～５
カ月ぐらいには鉄がそろそろ限界にな
ると予測して、生後５カ月ぐらいから
鉄を含む食材を食べられるように準備
をしていただくとよいと思います。
　池脇　高齢者で亜鉛欠乏は聞きます
が、赤ん坊でも鉄、亜鉛欠乏になるの
ですか。
　水野　そうですね。不足するものと
しては、鉄が代表的ですが、発展途上

国とか、なかなか十分な食事が取れな
いところでは亜鉛欠乏なども起きます。
　お母さん方によくお話しさせていた
だくこととして、生後５カ月から離乳
食を食べさせるためにはどうしたらい
いかということがあります。今、母乳
で育てているお母さん方においては離
乳食を食べないという悩みも多いもの
です。赤ちゃんが食べ物を嫌がるため
にお母さんが食事のときに食べさせよ
う、食べさせようと赤ちゃんと闘いに
なっている。そうするとよけいに食べ
ないですね。赤ちゃんは基本的に食べ
させようと無理やり食べ物を口の中に
入れられると、嫌がってよけいに泣い
てしまう。
　では、どうすればいいかということ
なのです。以前は多くの人数で食卓を
囲むのが一般的だったと思うのですが、
今はお母さんと２人だけということが
都市部は普通になっています。そうす
ると、赤ちゃんのときから大人や家族
が食べるところを見ずに育っていきま
す。生後５～６カ月になるとお母さん
に、前に座ってスプーンで口の中に食
べ物を入れられる。大人が食べている
場面を経験せずに、いきなり食べさせ
られると、それはなかなか受け入れる
ことができません。
　池脇　赤ん坊とはいっても、大人が
食べるという視覚の刺激は大事なので
すね。
　水野　おっしゃるとおりで、以前、

私も千葉大学の先生たちと研究したこ
とがあるのですが、NIRSという脳の
血流を見るものをつけながら、お母さ
んが食事をしているところを見てもら
う。そうすると、だいたい生後２～３
カ月ぐらいから反応してくるのです。
お母さんが本を読んでいたりするとこ
ろではなくて、食事をしているところ
を見ると反応してくる。ですから、お
母さん方によくお話をするのは、生後
２～３カ月ぐらいになったら、家族で
食べるときには必ず赤ちゃんをそばに
置いて、テレビやスマホはせずに、楽
しくお話をしながら、「おいしいね」
と笑いながらごはんを食べるところを
見せてくださいと。それを続けていく
と、だいたい４～５カ月ぐらいになる
と、食べているのを見ると、赤ちゃん
は口を開けてよだれを垂らして、「食
べたい」と意思表示をしてきます。
　池脇　離乳食が始まるのは５カ月前
後だとしても、その準備は数カ月前か
ら始めなければいけないのですね。
　水野　そうなのです。それをぜひお
母さん方に知っていただきたいと思っ
ています。
　池脇　まず赤ちゃんが口に含んでく
れないことには始まらないですものね。
　水野　そのとおりです。先ほどお話
ししましたように、５～６カ月ぐらい
になると、母乳だけでは鉄分、亜鉛、
蛋白質が足りなくなります。
　もう一つ、お母さん方がよく心配さ
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昭和大学小児科学講座主任教授
水　野　克　己

（聞き手　池脇克則）

　乳児にすすめる離乳食（補完食）はどのような栄養素の補充を考えればよい
でしょうか。その他注意点がありましたらご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

栄養素補充からみた離乳食

　池脇　離乳食は母乳あるいは育児用
のミルクから、自分でかむ食事に移行
するための一時的なものであって、逆
に言うと母乳や育児用ミルクにはすべ
ての栄養素がそろっているものだと思
っていたのですが、離乳食イコール補
完食ということで、むしろ栄養素を補
充するものなのですね。
　水野　人は哺乳動物ですので、赤ち
ゃんを産んだお母さんの母乳で育つの
が一般的な栄養になります。ただ、そ
れでは主に鉄分、亜鉛、蛋白質が６カ
月ぐらいになると足りなくなってくる
ので、補完食というように母乳で不足
する栄養素を補完するのです。
　日本では、2,500g未満で生まれる赤
ちゃんも10％ぐらいいますし、妊娠37
週、38週ぐらいで生まれてくるお子さ
んもいます。このような赤ちゃんたち

は胎児期に十分な鉄をもらわずに生ま
れてきます。また、お母さんに妊娠糖
尿病があると、やはり鉄を十分にもら
わずに生まれてくることもあり、結果
として、生後４カ月ぐらいで鉄が足り
なくなってきます。鉄欠乏性貧血まで
は至らなくても、鉄欠乏状態になって
くるお子さんが出てきます。つまり、
妊娠中に十分な鉄分をお母さんからも
らえなかった赤ちゃんは、生後４～５
カ月ぐらいには鉄がそろそろ限界にな
ると予測して、生後５カ月ぐらいから
鉄を含む食材を食べられるように準備
をしていただくとよいと思います。
　池脇　高齢者で亜鉛欠乏は聞きます
が、赤ん坊でも鉄、亜鉛欠乏になるの
ですか。
　水野　そうですね。不足するものと
しては、鉄が代表的ですが、発展途上

国とか、なかなか十分な食事が取れな
いところでは亜鉛欠乏なども起きます。
　お母さん方によくお話しさせていた
だくこととして、生後５カ月から離乳
食を食べさせるためにはどうしたらい
いかということがあります。今、母乳
で育てているお母さん方においては離
乳食を食べないという悩みも多いもの
です。赤ちゃんが食べ物を嫌がるため
にお母さんが食事のときに食べさせよ
う、食べさせようと赤ちゃんと闘いに
なっている。そうするとよけいに食べ
ないですね。赤ちゃんは基本的に食べ
させようと無理やり食べ物を口の中に
入れられると、嫌がってよけいに泣い
てしまう。
　では、どうすればいいかということ
なのです。以前は多くの人数で食卓を
囲むのが一般的だったと思うのですが、
今はお母さんと２人だけということが
都市部は普通になっています。そうす
ると、赤ちゃんのときから大人や家族
が食べるところを見ずに育っていきま
す。生後５～６カ月になるとお母さん
に、前に座ってスプーンで口の中に食
べ物を入れられる。大人が食べている
場面を経験せずに、いきなり食べさせ
られると、それはなかなか受け入れる
ことができません。
　池脇　赤ん坊とはいっても、大人が
食べるという視覚の刺激は大事なので
すね。
　水野　おっしゃるとおりで、以前、

私も千葉大学の先生たちと研究したこ
とがあるのですが、NIRSという脳の
血流を見るものをつけながら、お母さ
んが食事をしているところを見てもら
う。そうすると、だいたい生後２～３
カ月ぐらいから反応してくるのです。
お母さんが本を読んでいたりするとこ
ろではなくて、食事をしているところ
を見ると反応してくる。ですから、お
母さん方によくお話をするのは、生後
２～３カ月ぐらいになったら、家族で
食べるときには必ず赤ちゃんをそばに
置いて、テレビやスマホはせずに、楽
しくお話をしながら、「おいしいね」
と笑いながらごはんを食べるところを
見せてくださいと。それを続けていく
と、だいたい４～５カ月ぐらいになる
と、食べているのを見ると、赤ちゃん
は口を開けてよだれを垂らして、「食
べたい」と意思表示をしてきます。
　池脇　離乳食が始まるのは５カ月前
後だとしても、その準備は数カ月前か
ら始めなければいけないのですね。
　水野　そうなのです。それをぜひお
母さん方に知っていただきたいと思っ
ています。
　池脇　まず赤ちゃんが口に含んでく
れないことには始まらないですものね。
　水野　そのとおりです。先ほどお話
ししましたように、５～６カ月ぐらい
になると、母乳だけでは鉄分、亜鉛、
蛋白質が足りなくなります。
　もう一つ、お母さん方がよく心配さ
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れることに食物アレルギーがあります。
怖がってなかなか鶏卵をあげられない
とか、いろいろな食材をあげるのが怖
いという方がいます。最近、いろいろ
な研究の結果、比較的早い時期からあ
げたほうがいいとわかってきました。
　ただ、早すぎてもよくないのです。
やはり離乳食を始めるのに一番いい時
期は５～６カ月ぐらい。それより遅く
てもいけないし、早くてもいけない。
生後５～６カ月ぐらいから鶏卵なども
あげると鶏卵アレルギーが起きにくい
ことがいろいろな研究結果で出ていま
す。生後５～６カ月は赤ちゃんが大人
が食べているのを見ていると食べたく
なる、自分から食べたくなる時期、そ
していろいろな栄養素が必要になる時
期、そしてアレルギーも一番起きにく
い時期ということを理解していただい
て、周りのお母さん方にお伝えいただ
くとよいと思います。
　池脇　ビタミンに関してはどうでし
ょうか。
　水野　特に赤ちゃんで問題となって
いるのはビタミンDで、アメリカ小児
科学会などは毎日ビタミンDを400単
位足しなさいと言っていますが、日本
ではなかなかその辺が進んでいません。
特にお母さん方は日に当たることを心
配されるので、皮膚で作られるビタミ
ンDが少なくなってきます。その分、
食物から摂取することが必要になりま
す。ビタミンDが多い食材としてはシ

ラス干しやサケ、サンマ、カレイ、ヒ
ラメ、卵黄、そして干しシイタケなど
のキノコ類、こういったものにはビタ
ミンDが多く含まれていますので、ぜ
ひお母さん方もこのようなビタミンD
を多く含む食材もあげながら、適度に
日に当たるということにも気をつけて
いただきたいと思います。ビタミンD
は免疫を高めるといいますか、感染予
防のうえでも非常に大事なビタミンで
すので、そのあたりもよろしくお願い
します。
　池脇　お母さんがそろそろ離乳食を
始めようといったときのday１は、一
般的には麦茶や水、おかゆという感じ
がするのですが、始め方はどうなので
しょう。
　水野　始め方は10倍がゆでよいと思
います。母乳がよく出る方であれば、
母乳を搾って、カボチャなどを加熱し
たものをつぶし、そこに母乳を入れて
も構わないと思います。先ほど申しま
したように、あげる目的は鉄、亜鉛、
蛋白質ですので、アメリカ小児科学会
などは最初から赤身の肉を与えるよう
に書いてあります。日本ですぐそれを
倣う必要はないと思いますが、鉄を早
くあげたいお子さんの場合には、でき
るだけ早くに赤身の肉や卵黄などに持
っていけるように、早くから食べる準
備を進めていくことが大事になると思
います。
　池脇　一歩一歩ゆっくり進むという

考え方も大事かもしれませんが、離乳
食が始まる時点で赤ん坊は鉄がちょっ
と不足しているから、不足しているも
のを早めに与えるという意味では、肉
に関してもそれなりの方法で与えても
よいのですね。
　水野　ピューレにしてあげるのもよ
いですね。肉の調理方法はいろいろ本
に書いてありますので、参考にしてい
ただくとよいでしょう。
　日本の離乳食の進め方は、10倍がゆ、
その後に野菜、それから豆腐、白身魚
と、だいたい赤身の肉が入るまで１カ
月ぐらいかかります。40週で３㎏以上
で生まれて、母乳ですくすく育ってい
るような赤ちゃんの場合は６カ月から
始めても大きな問題はありません。た
だ、先ほどお話ししたように、鉄の貯
えが少ないと予測される赤ちゃんには、
早めに赤身の肉、卵黄といった鉄分の
多い食材をあげたい。そのためには、
５カ月に入ったぐらいから10倍がゆか
ら始めて、赤身の肉までできるだけ早
く持っていくことが重要です。
　池脇　いろいろケースがあると思い
ますが、最初の準備がなかなかできず、
親御さんとしたら食べてほしいのに、
なかなか食べてくれない、どうしよう
と、そういう質問は多くないでしょう
か。
　水野　９～10カ月健診でも、食べて
くれないがどうしたらよいかといった
相談はよくあります。私は基本的に食

べるのは楽しいということを伝えまし
ょうと答えています。食べたいという
気持ちが出ないのに、無理やりあげる
と逆効果になります。今はコロナ禍で
できませんが、以前は、ママ友とか、
あとは親戚、いとこ等できるだけ多く
の人たちが集まって、みんなで笑いな
がらおいしく食べる。そういう環境に
できるだけ置いてあげる。あとは、お
母さんのお皿から取り分けてあげると
食べることもあります。お母さんが食
べているものはおいしそうなものとだ
いたい思います。
　池脇　そのあたりもちゃんと赤ちゃ
んは見ているのですね。
　水野　赤ちゃんはよくわかっていま
す。ですから、スプーンを嫌がったら、
別にとろっとしたものであればお母さ
んの指であげてもいいのです。手をき
れいにしてから、指に乗せて口に入れ
てあげる。あとは、８～９カ月ぐらい
になってきたら、赤ちゃんが自分の手
で食べれるようなものを作って、お母
さんもお父さんにも、大皿に置いた手
づかみできるものを実際に手で食べて
もらう。そういうところを見せていく
と、赤ちゃんも自分で手を伸ばし、つ
まんで、そのうち自分で食べるように
なる。そうやって自分で食べることを
楽しいと思うようになってくれれば、
離乳食はどんどん進んでいきます。
　池脇　お母さんも一回一回作るのは
けっこうたいへんでしょうから、作り
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れることに食物アレルギーがあります。
怖がってなかなか鶏卵をあげられない
とか、いろいろな食材をあげるのが怖
いという方がいます。最近、いろいろ
な研究の結果、比較的早い時期からあ
げたほうがいいとわかってきました。
　ただ、早すぎてもよくないのです。
やはり離乳食を始めるのに一番いい時
期は５～６カ月ぐらい。それより遅く
てもいけないし、早くてもいけない。
生後５～６カ月ぐらいから鶏卵なども
あげると鶏卵アレルギーが起きにくい
ことがいろいろな研究結果で出ていま
す。生後５～６カ月は赤ちゃんが大人
が食べているのを見ていると食べたく
なる、自分から食べたくなる時期、そ
していろいろな栄養素が必要になる時
期、そしてアレルギーも一番起きにく
い時期ということを理解していただい
て、周りのお母さん方にお伝えいただ
くとよいと思います。
　池脇　ビタミンに関してはどうでし
ょうか。
　水野　特に赤ちゃんで問題となって
いるのはビタミンDで、アメリカ小児
科学会などは毎日ビタミンDを400単
位足しなさいと言っていますが、日本
ではなかなかその辺が進んでいません。
特にお母さん方は日に当たることを心
配されるので、皮膚で作られるビタミ
ンDが少なくなってきます。その分、
食物から摂取することが必要になりま
す。ビタミンDが多い食材としてはシ

ラス干しやサケ、サンマ、カレイ、ヒ
ラメ、卵黄、そして干しシイタケなど
のキノコ類、こういったものにはビタ
ミンDが多く含まれていますので、ぜ
ひお母さん方もこのようなビタミンD
を多く含む食材もあげながら、適度に
日に当たるということにも気をつけて
いただきたいと思います。ビタミンD
は免疫を高めるといいますか、感染予
防のうえでも非常に大事なビタミンで
すので、そのあたりもよろしくお願い
します。
　池脇　お母さんがそろそろ離乳食を
始めようといったときのday１は、一
般的には麦茶や水、おかゆという感じ
がするのですが、始め方はどうなので
しょう。
　水野　始め方は10倍がゆでよいと思
います。母乳がよく出る方であれば、
母乳を搾って、カボチャなどを加熱し
たものをつぶし、そこに母乳を入れて
も構わないと思います。先ほど申しま
したように、あげる目的は鉄、亜鉛、
蛋白質ですので、アメリカ小児科学会
などは最初から赤身の肉を与えるよう
に書いてあります。日本ですぐそれを
倣う必要はないと思いますが、鉄を早
くあげたいお子さんの場合には、でき
るだけ早くに赤身の肉や卵黄などに持
っていけるように、早くから食べる準
備を進めていくことが大事になると思
います。
　池脇　一歩一歩ゆっくり進むという

考え方も大事かもしれませんが、離乳
食が始まる時点で赤ん坊は鉄がちょっ
と不足しているから、不足しているも
のを早めに与えるという意味では、肉
に関してもそれなりの方法で与えても
よいのですね。
　水野　ピューレにしてあげるのもよ
いですね。肉の調理方法はいろいろ本
に書いてありますので、参考にしてい
ただくとよいでしょう。
　日本の離乳食の進め方は、10倍がゆ、
その後に野菜、それから豆腐、白身魚
と、だいたい赤身の肉が入るまで１カ
月ぐらいかかります。40週で３㎏以上
で生まれて、母乳ですくすく育ってい
るような赤ちゃんの場合は６カ月から
始めても大きな問題はありません。た
だ、先ほどお話ししたように、鉄の貯
えが少ないと予測される赤ちゃんには、
早めに赤身の肉、卵黄といった鉄分の
多い食材をあげたい。そのためには、
５カ月に入ったぐらいから10倍がゆか
ら始めて、赤身の肉までできるだけ早
く持っていくことが重要です。
　池脇　いろいろケースがあると思い
ますが、最初の準備がなかなかできず、
親御さんとしたら食べてほしいのに、
なかなか食べてくれない、どうしよう
と、そういう質問は多くないでしょう
か。
　水野　９～10カ月健診でも、食べて
くれないがどうしたらよいかといった
相談はよくあります。私は基本的に食

べるのは楽しいということを伝えまし
ょうと答えています。食べたいという
気持ちが出ないのに、無理やりあげる
と逆効果になります。今はコロナ禍で
できませんが、以前は、ママ友とか、
あとは親戚、いとこ等できるだけ多く
の人たちが集まって、みんなで笑いな
がらおいしく食べる。そういう環境に
できるだけ置いてあげる。あとは、お
母さんのお皿から取り分けてあげると
食べることもあります。お母さんが食
べているものはおいしそうなものとだ
いたい思います。
　池脇　そのあたりもちゃんと赤ちゃ
んは見ているのですね。
　水野　赤ちゃんはよくわかっていま
す。ですから、スプーンを嫌がったら、
別にとろっとしたものであればお母さ
んの指であげてもいいのです。手をき
れいにしてから、指に乗せて口に入れ
てあげる。あとは、８～９カ月ぐらい
になってきたら、赤ちゃんが自分の手
で食べれるようなものを作って、お母
さんもお父さんにも、大皿に置いた手
づかみできるものを実際に手で食べて
もらう。そういうところを見せていく
と、赤ちゃんも自分で手を伸ばし、つ
まんで、そのうち自分で食べるように
なる。そうやって自分で食べることを
楽しいと思うようになってくれれば、
離乳食はどんどん進んでいきます。
　池脇　お母さんも一回一回作るのは
けっこうたいへんでしょうから、作り
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置きして、冷凍して、それを食べると
きに、再加熱するのも大事なのでしょ
うか。
　水野　大事ですね。特に夏場などは

いろいろな食中毒のもとにもなります
ので、気をつけていただいたほうがい
いと思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系（消化器内科）教授
土　屋　輝一郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の潰瘍性大腸炎の成人への移行（トランディション）についてご教示く
ださい。
 ＜東京都勤務医＞

小児の潰瘍性大腸炎

　山内　子どもの潰瘍性大腸炎はまれ
な疾患という印象がありますが、いか
がでしょうか。
　土屋　10年ほど前までは数の少ない
病気でしたが、最近、大人も含めまし
て患者さんが非常に増えています。そ
れに合わせて小児も、それから高齢者
も増えているという状況ですので、決
して珍しい病気ではなくなってきたと
感じています。
　山内　子どもといいますと、何歳ぐ
らいから出てくるものでしょうか。
　土屋　だいたい10代から発症すると
いわれていますが、最近はまれに１歳
ぐらいから発症する方もいますので、
そういった方はなるべく早めのフォロ
ーを心がけています。
　山内　よくメンタルが絡む、絡まな
いというのが昔から議論になっていま

すが、１歳ですとメンタルともいえな
いですね。
　土屋　そうですね。もともと環境的
な要素がかなり多いといわれています
が、１歳となると、遺伝的な背景とい
うのも十分あるのではないかと考え、
今までの標準治療に少し工夫や注意点
が必要ではないかと考えています。
　山内　この場合、両親も１歳ぐらい
で罹患していたケースが多いのでしょ
うか。
　土屋　これはいわゆる遺伝病ではあ
りませんので、必ずしも両親が同じ病
気ということはありません。家族歴で
多少いらっしゃる方はありますが、必
ず両親とも病気というわけではないで
す。
　山内　子どもといっても、基本的に
は病態、症状、あるいは診断は、成人
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置きして、冷凍して、それを食べると
きに、再加熱するのも大事なのでしょ
うか。
　水野　大事ですね。特に夏場などは

いろいろな食中毒のもとにもなります
ので、気をつけていただいたほうがい
いと思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系（消化器内科）教授
土　屋　輝一郎

（聞き手　山内俊一）

　小児の潰瘍性大腸炎の成人への移行（トランディション）についてご教示く
ださい。
 ＜東京都勤務医＞

小児の潰瘍性大腸炎

　山内　子どもの潰瘍性大腸炎はまれ
な疾患という印象がありますが、いか
がでしょうか。
　土屋　10年ほど前までは数の少ない
病気でしたが、最近、大人も含めまし
て患者さんが非常に増えています。そ
れに合わせて小児も、それから高齢者
も増えているという状況ですので、決
して珍しい病気ではなくなってきたと
感じています。
　山内　子どもといいますと、何歳ぐ
らいから出てくるものでしょうか。
　土屋　だいたい10代から発症すると
いわれていますが、最近はまれに１歳
ぐらいから発症する方もいますので、
そういった方はなるべく早めのフォロ
ーを心がけています。
　山内　よくメンタルが絡む、絡まな
いというのが昔から議論になっていま

すが、１歳ですとメンタルともいえな
いですね。
　土屋　そうですね。もともと環境的
な要素がかなり多いといわれています
が、１歳となると、遺伝的な背景とい
うのも十分あるのではないかと考え、
今までの標準治療に少し工夫や注意点
が必要ではないかと考えています。
　山内　この場合、両親も１歳ぐらい
で罹患していたケースが多いのでしょ
うか。
　土屋　これはいわゆる遺伝病ではあ
りませんので、必ずしも両親が同じ病
気ということはありません。家族歴で
多少いらっしゃる方はありますが、必
ず両親とも病気というわけではないで
す。
　山内　子どもといっても、基本的に
は病態、症状、あるいは診断は、成人
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上の問題はあまりないのが現状です。
ただ、先ほど申し上げたように、小児
の場合だとなかなか自身の症状を伝え
にくい。それから、難病で一生付き合
っていくということもあり、今後の治
療方針を自分で決定できないというと
ころもあります。そういった自身の認
識や判断力というものを見ながら、小
児から大人の医療に移行することを心
がけています。
　山内　薬の量のさじ加減的なものは
当然変わってくるのでしょうね。
　土屋　そうですね。体重当たりで薬
の量を換算しているので、それはある
ときからいきなり量が増えるというこ
とではなくて、そのときの体重に合わ
せて徐々にということです。これに関
してはあまり移行するという感覚はあ
りません。
　山内　例えば急にがらっと変わるこ
とはないかもしれませんが、大人にな
ってきて病勢が強くなる、弱くなる、
良くなる、悪くなる、こういったあた
りはいかがでしょうか。
　土屋　病気そのものの要因として、
大人になったから悪くなるとか、そう
いったものはないと思います。ただ、
どうしても大人になると、受験や就職
などでなかなか治療にかける時間が本
人の中で取れなくなってくる。そうす
ると、中には治療を中断してしまった
り、決められた量の薬をのめなかった
り、そういったことが一番大きな要因

として、病気が悪くなるケースがあり、
我々も注意しているところです。
　山内　さらに年を取っていくにつれ
て、そういったストレス、環境因子も
減っていき、軽くなってくると考えて
よいのですか。
　土屋　これは一生付き合っていく病
気ですが、50歳、60歳になってくると、
だんだん免疫力活動性も落ちてきます
ので、この病気はだんだん落ち着いて
いくような傾向にはなってきます。
　山内　そこまで長いお付き合いを医
療関係者はやっていかないとだめなの
ですね。
　土屋　そうですね。
　山内　そうなりますと、医療体制を
どうするかという問題が出てきますが、
今、日本では小児科と内科が分かれて
います。ほかの疾患などでもしばしば
問題になって、なかなか患者さんの小
児科離れができないというのをよく耳
にしますが、潰瘍性大腸炎はいかがで
すか。
　土屋　全く同じ問題を抱えていると
思います。患者さんがかなり多くなっ
ている状況で、それを診療する医師の
数がまだまだ足りない状況だというこ
とと、先ほどおっしゃったように、小
児科とか消化器内科というかたちで
我々は標榜しているので、その中でど
の医師が難病の潰瘍性大腸炎を診療し
ているのかは外から見えにくい状況に
なっていると思っています。

と変わらないと見てよいのでしょうね。
　土屋　そうですね。成人と同じと考
えていいと思います。
　山内　子ども独特となりますと、例
えば症状などをうまく表現できないと
いった問題も出てくるでしょうね。
　土屋　そうですね。子どもはなかな
か自分の症状を理解できないというこ
とと、それをうまく伝えることができ
ないということ、さらに、それを親が
うまくキャッチできないということも
ありますので、大人の病気の発症より
も病院に行くまでに時間がかかるとい
う問題は確かにあります。
　山内　早期発見がやや遅れる。
　土屋　そうですね。
　山内　結果的にはそれで少し重症度
が増すと考えてよいのでしょうか。

　土屋　そうですね。重くなってから
いらっしゃる方が多いので、なるべく
こういった病気のことを皆さんにわか
っていただいて、早めに病院にかかっ
ていただくというのも大事なことでは
ないかと思っています。
　山内　さて、そこで成人への移行 
（トランディション）ですが、こうい
う話題は最近ほかの疾患でも見るよう
になってきました。要するに小児科か
ら成人、内科系へどううまくスムーズ
に移行するかというニュアンスがある
かと思いますが。
　土屋　そうですね。
　山内　この病気ですと、どういった
ものが話題になっているのでしょうか。
　土屋　炎症性腸疾患自体の治療は、
小児でも大人でも変わりはなく、医療

図　特定医療費（指定難病）受給者証所持者数
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※2018年より軽症で低額負担患者は対象外。

厚生労働省衛生行政報告例より作図

ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022） （347）  2726 （346） ドクターサロン66巻６月号（5 . 2022）

2206_HONBUN.indd   272206_HONBUN.indd   27 2022/05/11   11:442022/05/11   11:44



上の問題はあまりないのが現状です。
ただ、先ほど申し上げたように、小児
の場合だとなかなか自身の症状を伝え
にくい。それから、難病で一生付き合
っていくということもあり、今後の治
療方針を自分で決定できないというと
ころもあります。そういった自身の認
識や判断力というものを見ながら、小
児から大人の医療に移行することを心
がけています。
　山内　薬の量のさじ加減的なものは
当然変わってくるのでしょうね。
　土屋　そうですね。体重当たりで薬
の量を換算しているので、それはある
ときからいきなり量が増えるというこ
とではなくて、そのときの体重に合わ
せて徐々にということです。これに関
してはあまり移行するという感覚はあ
りません。
　山内　例えば急にがらっと変わるこ
とはないかもしれませんが、大人にな
ってきて病勢が強くなる、弱くなる、
良くなる、悪くなる、こういったあた
りはいかがでしょうか。
　土屋　病気そのものの要因として、
大人になったから悪くなるとか、そう
いったものはないと思います。ただ、
どうしても大人になると、受験や就職
などでなかなか治療にかける時間が本
人の中で取れなくなってくる。そうす
ると、中には治療を中断してしまった
り、決められた量の薬をのめなかった
り、そういったことが一番大きな要因

として、病気が悪くなるケースがあり、
我々も注意しているところです。
　山内　さらに年を取っていくにつれ
て、そういったストレス、環境因子も
減っていき、軽くなってくると考えて
よいのですか。
　土屋　これは一生付き合っていく病
気ですが、50歳、60歳になってくると、
だんだん免疫力活動性も落ちてきます
ので、この病気はだんだん落ち着いて
いくような傾向にはなってきます。
　山内　そこまで長いお付き合いを医
療関係者はやっていかないとだめなの
ですね。
　土屋　そうですね。
　山内　そうなりますと、医療体制を
どうするかという問題が出てきますが、
今、日本では小児科と内科が分かれて
います。ほかの疾患などでもしばしば
問題になって、なかなか患者さんの小
児科離れができないというのをよく耳
にしますが、潰瘍性大腸炎はいかがで
すか。
　土屋　全く同じ問題を抱えていると
思います。患者さんがかなり多くなっ
ている状況で、それを診療する医師の
数がまだまだ足りない状況だというこ
とと、先ほどおっしゃったように、小
児科とか消化器内科というかたちで
我々は標榜しているので、その中でど
の医師が難病の潰瘍性大腸炎を診療し
ているのかは外から見えにくい状況に
なっていると思っています。

と変わらないと見てよいのでしょうね。
　土屋　そうですね。成人と同じと考
えていいと思います。
　山内　子ども独特となりますと、例
えば症状などをうまく表現できないと
いった問題も出てくるでしょうね。
　土屋　そうですね。子どもはなかな
か自分の症状を理解できないというこ
とと、それをうまく伝えることができ
ないということ、さらに、それを親が
うまくキャッチできないということも
ありますので、大人の病気の発症より
も病院に行くまでに時間がかかるとい
う問題は確かにあります。
　山内　早期発見がやや遅れる。
　土屋　そうですね。
　山内　結果的にはそれで少し重症度
が増すと考えてよいのでしょうか。

　土屋　そうですね。重くなってから
いらっしゃる方が多いので、なるべく
こういった病気のことを皆さんにわか
っていただいて、早めに病院にかかっ
ていただくというのも大事なことでは
ないかと思っています。
　山内　さて、そこで成人への移行 
（トランディション）ですが、こうい
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的製剤は感染症のリスクがあるので、
そこはご両親とご本人とよく話し合い
ながら使っていくことになると思いま
す。
　山内　日常の食事に関してですが、
どういったものを食べればよいのでし
ょうか。
　土屋　そもそもかなり欧米食になっ
てこの病気が増えてきたというのもあ
ります。肉や乳化剤、アイスクリーム
などが腸に悪さをしているというのも
ありますので、なるべくそういったも
のを避けていただければいいかと思っ
ています。
　山内　肉はどうなのですか。
　土屋　赤身の肉などはなるべく避け
ていただいたほうがいいと思います。
　山内　魚は大丈夫ですか。
　土屋　魚は大丈夫だと思います。た
だ、個人個人でどの食べ物がだめとい
うのはなかなか言いづらいところです
ので、合う・合わないなどは、患者さ
んごとにお話を聞きながら、「じゃあ
これはちょっと避けてみましょうか」
というように話を進めています。
　山内　基本的には食事にそう気を使

わなくてもいいと考えてよいですか。
　土屋　そうナーバスになる必要はな
いと思います。
　山内　意外に太っている方も多い印
象がありますね。
　土屋　そうですね。
　山内　もう一つは精神面のサポート
ですが、どういった取り組みがなされ
ているのでしょうか。
　土屋　難病で、一生の付き合いにな
ること、なかなか完治しないというと
ころもあるので、医師だけではなく、
コメディカルも含めたサポート体制が
非常に重要だと思っています。あとは、
病気をなるべく理解して、正しく怖が
るではないですけれども、正しい理解
を身につけていただくことを心がけて
います。
　山内　医師もいろいろな病気の専門
医が来て分担するというかたちでしょ
うか。
　土屋　そうですね。これから様々な
病気が出てくると思いますので、それ
ぞれに合わせたサポート体制が必要で
はないかと思っています。
　山内　ありがとうございました。

　山内　この病気は難病のイメージが
あるので、専門医が少ない印象があり
ますが、いかがですか。
　土屋　医師側も少し専門性がないと
診られないのではないかと、ちょっと
ひるんでいる要素もあると思います。
最近では難病の中でもこういった潰瘍
性大腸炎など、患者さんの数が多い場
合には、コモン難病という呼び方をし
て、我々も難病とはいえ少しハードル
を下げた状態で診療するような体制を
整えていかなければいけないのかなと
思っています。
　山内　理想的には、小児科、内科と
あまり区別をつけずに、壁なしで交流
していく。医師も交流していったほう
が望ましいでしょうね。
　土屋　そうですね。日頃から小児科
医と我々、外科も含めて、一人の患者
さんに対して情報を共有する体制が必
要ではないかと思っています。
　山内　筑波大学ではこのあたりはい
かがなされているのでしょうか。
　土屋　幸い我々医師の居室がたまた
ま小児科医と一緒ですので、普段から
小児科医と顔を合わせていたり、小児
科医も積極的に消化器内科のカンファ
レンスに参加してもらったり、あと外
科医ともカンファレンスを行ったりと、
状態が悪くなった患者さんの情報をな
るべく共有するような体制を整えてい
ます。
　山内　小児科のほうは比較的専門性

がないといいますか、専門医が多くは
ないという印象がありますが、内科は
専門医はいかがでしょうか。
　土屋　実はまだ専門医制度ができて
いない状況で、消化器内科の専門医と
しては多いのですが、潰瘍性大腸炎を
含めた難病の専門医となると、そもそ
もそういった仕組みがないこともあり、
まだまだ少ない状況です。
　山内　少し具体的な小児独特の問題
についてお話をうかがいます。子ども
の場合、成長、発育がありますので、
栄養補給をどうするかという大きな問
題があるかと思います。どういった対
応がなされているのでしょうか。
　土屋　なかなか食事が取りにくいと
か、下痢等で栄養が消耗してしまうこ
ともあります。特にステロイドを長年
使ってしまうと成長障害をきたしてし
まうために、いかにそういった障害を
きたさないような薬の量で落ち着かせ
るか、また、栄養に関しても、成分栄
養剤なども使いながら、なるべく栄養
を保つように体を整えていくようにし
たいと思っています。
　山内　ステロイド以外の薬剤も普通
に使われていると考えてよいのですね。
　土屋　そうですね。アミノサリチル
酸製剤など軽症用の薬も使っています
し、最近では生物学的製剤など、かな
り重症でも使えるような薬も出てきて
いますので、そちらを使いながらとい
うことになっています。ただ、生物学
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す。
　山内　日常の食事に関してですが、
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ありますので、なるべくそういったも
のを避けていただければいいかと思っ
ています。
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　土屋　赤身の肉などはなるべく避け
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うのはなかなか言いづらいところです
ので、合う・合わないなどは、患者さ
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はりまざかクリニック院長
三　輪　正　人

（聞き手　池田志斈）

　スギ花粉、ダニに対する舌下投与による免疫療法について適応となる症例、
実際の投与方法と実施期間、投与時の注意点、効果とその判定法、小児におけ
る適応などについてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

スギ花粉アレルギーとダニアレルギーに対する舌下免疫療法

　池田　スギ花粉アレルギーとダニア
レルギーに対する舌下免疫療法につい
て、まずスギ花粉のアレルギーについ
てうかがいます。舌下免疫療法で使わ
れる薬ですが、これはどのようなもの
が入っているのでしょうか。
　三輪　スギ花粉の中にスギ花粉症を
起こすアレルゲンがあるのですが、だ
いぶ構造的な特徴がわかってきました。
それを抽出したものが標準化抗原とし
てすでに知られていますので、その標
準化抗原を使った錠剤、これを舌下錠
として使用しています。
　池田　適応となるのはどの症例でし
ょうか。
　三輪　スギ花粉症であることが明ら
かになった症例すべてにおいて、適応
になると思います。

　池田　あとでお話しいただきますが、
投与方法と期間がだいぶ長くなるので、
よほどスギ花粉アレルギーで難渋され
ている方、長いこと罹患されている方
なのでしょうか。
　三輪　もちろん長く苦しまれている
方とか悩まれている方は多いと思いま
すが、こういった免疫療法はご承知の
ように予防効果もあります。免疫をつ
くることによって、他抗原の新たな感
作を防ぐ、あるいは重症化を防ぐこと
もありますので、重症、軽症を問わず、
広く適応になると思います。
　池田　どういう投与方法で、投与期
間はどのぐらいでしょうか。
　三輪　まず舌下錠ですが、多少特殊
な薬ですので、初回は病院あるいはク
リニックの院内で、まず医師の前で舌

下して、30分、そちらにいていただい
て、何でもないということになりまし
たら、２日目からは自宅で舌下錠を服
用していただくことになります。
　池田　舌下にまず入れますね。そし
てどのくらい待つのでしょうか。
　三輪　現在のスギ花粉用の舌下錠で
は１分です。いずれにしても、舌下を
して１分たって、それから飲み込んで
いただくことになると思います。
　池田　初回、30分経過を見るという
ことですが、もし起こるとしたらどの
ような反応が起こるのでしょうか。
　三輪　免疫ですから、ワクチンと同
じで、アナフィラキシーショック、あ
るいはそれに類するようなものが起こ
る可能性があります。ですから、一度
確かめていただいて、初回がよければ
通常は大丈夫と考えますので、２回目
からは自宅でということになります。
　池田　これを毎日でしょうか。
　三輪　毎日です。
　池田　毎日はなかなか厳しいですね。
どのくらいの期間やるのでしょうか。
　三輪　免疫というのは忘れやすいシ
ステムですから、３～５年。最低３年、
できれば５年というのが目標になって
いるようです。
　池田　３～５年はちょっと長いです
ね。それを毎日やるのですね。
　三輪　毎日やらないといけないので
す。
　池田　例えば出張とかで途中でやめ

てしまうと、効果が薄れてしまうので
しょうか。
　三輪　ブースト効果ということにな
るので、できれば毎日。ただ、なかな
かその辺のアドヒアランスが難しい。
子どもと大人を比べると、大人のほう
が難しい場合が出てきます。
　池田　いろいろな仕事があったり、
忙しいですからね。それから、投与は
長期にわたりますが、いつ頃から効果
が出て、そしてそれはどういう方法で
判定するのでしょうか。
　三輪　非常に重要な問題で、スギの
花粉症というのは梅の花の咲くぐらい
からゴールデンウイークまでになって
いますが、だいたい免疫療法はシーズ
ンオフから始めます。例えば夏から始
めて、そうすると翌年のシーズンにな
ったら効いているという期待を込めて
やるのです。ただ、初年度から効いて
いる人もいれば、翌年から効くような
人もいるので、それは人それぞれです。
考え方としては、３～５年やれば半永
久的に免疫がついているという判断で
お勧めしています。
　池田　効果と判定法はその方の症状
によるのですね。
　三輪　おっしゃるとおりです。実は
こういった免疫療法のバイオマーカー
は、いまだにあまりはっきりとしたも
のがどのようなものでもないので、症
状から効果を判定することになります。
　池田　スギ花粉抗原でチャレンジす
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はりまざかクリニック院長
三　輪　正　人

（聞き手　池田志斈）

　スギ花粉、ダニに対する舌下投与による免疫療法について適応となる症例、
実際の投与方法と実施期間、投与時の注意点、効果とその判定法、小児におけ
る適応などについてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

スギ花粉アレルギーとダニアレルギーに対する舌下免疫療法

　池田　スギ花粉アレルギーとダニア
レルギーに対する舌下免疫療法につい
て、まずスギ花粉のアレルギーについ
てうかがいます。舌下免疫療法で使わ
れる薬ですが、これはどのようなもの
が入っているのでしょうか。
　三輪　スギ花粉の中にスギ花粉症を
起こすアレルゲンがあるのですが、だ
いぶ構造的な特徴がわかってきました。
それを抽出したものが標準化抗原とし
てすでに知られていますので、その標
準化抗原を使った錠剤、これを舌下錠
として使用しています。
　池田　適応となるのはどの症例でし
ょうか。
　三輪　スギ花粉症であることが明ら
かになった症例すべてにおいて、適応
になると思います。

　池田　あとでお話しいただきますが、
投与方法と期間がだいぶ長くなるので、
よほどスギ花粉アレルギーで難渋され
ている方、長いこと罹患されている方
なのでしょうか。
　三輪　もちろん長く苦しまれている
方とか悩まれている方は多いと思いま
すが、こういった免疫療法はご承知の
ように予防効果もあります。免疫をつ
くることによって、他抗原の新たな感
作を防ぐ、あるいは重症化を防ぐこと
もありますので、重症、軽症を問わず、
広く適応になると思います。
　池田　どういう投与方法で、投与期
間はどのぐらいでしょうか。
　三輪　まず舌下錠ですが、多少特殊
な薬ですので、初回は病院あるいはク
リニックの院内で、まず医師の前で舌

下して、30分、そちらにいていただい
て、何でもないということになりまし
たら、２日目からは自宅で舌下錠を服
用していただくことになります。
　池田　舌下にまず入れますね。そし
てどのくらい待つのでしょうか。
　三輪　現在のスギ花粉用の舌下錠で
は１分です。いずれにしても、舌下を
して１分たって、それから飲み込んで
いただくことになると思います。
　池田　初回、30分経過を見るという
ことですが、もし起こるとしたらどの
ような反応が起こるのでしょうか。
　三輪　免疫ですから、ワクチンと同
じで、アナフィラキシーショック、あ
るいはそれに類するようなものが起こ
る可能性があります。ですから、一度
確かめていただいて、初回がよければ
通常は大丈夫と考えますので、２回目
からは自宅でということになります。
　池田　これを毎日でしょうか。
　三輪　毎日です。
　池田　毎日はなかなか厳しいですね。
どのくらいの期間やるのでしょうか。
　三輪　免疫というのは忘れやすいシ
ステムですから、３～５年。最低３年、
できれば５年というのが目標になって
いるようです。
　池田　３～５年はちょっと長いです
ね。それを毎日やるのですね。
　三輪　毎日やらないといけないので
す。
　池田　例えば出張とかで途中でやめ

てしまうと、効果が薄れてしまうので
しょうか。
　三輪　ブースト効果ということにな
るので、できれば毎日。ただ、なかな
かその辺のアドヒアランスが難しい。
子どもと大人を比べると、大人のほう
が難しい場合が出てきます。
　池田　いろいろな仕事があったり、
忙しいですからね。それから、投与は
長期にわたりますが、いつ頃から効果
が出て、そしてそれはどういう方法で
判定するのでしょうか。
　三輪　非常に重要な問題で、スギの
花粉症というのは梅の花の咲くぐらい
からゴールデンウイークまでになって
いますが、だいたい免疫療法はシーズ
ンオフから始めます。例えば夏から始
めて、そうすると翌年のシーズンにな
ったら効いているという期待を込めて
やるのです。ただ、初年度から効いて
いる人もいれば、翌年から効くような
人もいるので、それは人それぞれです。
考え方としては、３～５年やれば半永
久的に免疫がついているという判断で
お勧めしています。
　池田　効果と判定法はその方の症状
によるのですね。
　三輪　おっしゃるとおりです。実は
こういった免疫療法のバイオマーカー
は、いまだにあまりはっきりとしたも
のがどのようなものでもないので、症
状から効果を判定することになります。
　池田　スギ花粉抗原でチャレンジす
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るわけにもいきませんね。
　三輪　そのとおりですね。例えば皮
下免疫のチャレンジテストであれば、
副反応ではありますが、皮下注射をし
たところの発赤の程度である程度反応
がわかりますが、舌下免疫の場合はな
かなか難しいですね。
　池田　その辺は症状を観察していく
ということですね。
　三輪　そうですね。
　池田　小児における適応について質
問があるのですが、何歳以上なのでし
ょうか。
　三輪　一応５歳以上ということにな
っています。
　池田　先ほどうかがった、舌下にま
ず１分ほど入れて、それから飲み込む。
なかなか小さなお子さんだと難しいで
すね。
　三輪　はい。指導はするのですが、
意外と難しい場合がありますね。
　池田　逆に飲み込むだけではだめな
のでしょうか。
　三輪　飲み込むだけの治験はやって
いないと思いますが、やはり舌下が大
事だと思います。
　池田　確かに舌下に入れる、昔、ニ
フェジピンなどでもありましたが、直
接静脈系に入れるのが大切なのですか。
　三輪　おっしゃるとおりです。
　池田　消化管に入ってしまうと分解
されてしまうということですね。
　三輪　そうですね。

　池田　そこが問題ですね。次にダニ
アレルギーに対する舌下免疫療法です
が、やはり同じようにやっていくので
しょうか。
　三輪　おっしゃるとおりです。ダニ
の場合は製剤が全世界共通ですから、
ヨーロッパの導入品は２社が別のもの
を販売しています。どちらかが１分で、
どちらかが２分ですが、舌下でまず投
与して、その後服用するかたちだと思
います。
　池田　同じパターンですね。適応と
なる症例はどのようなイメージでしょ
うか。
　三輪　唯一の根本的治療が免疫療法
ですから、ダニアレルギーが確定して
いる人は、重症、軽症を問わず適応に
なると思います。
　池田　この場合も初回は医師の前で
舌下をしてから飲み込んで、30分は様
子を見るのですね。
　三輪　おっしゃるとおりです。
　池田　投与期間はどのくらいなので
しょうか。
　三輪　これも最低３年、目標５年に
なっています。
　池田　やはり長いですね。
　三輪　はい。
　池田　ダニアレルギーは通年性だと
思うのですが、これも効果判定は症状
の推移を見るのですか。
　三輪　そうですね。免疫療法のバイ
オマーカーは様々な研究がありますが、

いまだにこれといった決め手になるも
のがないので、症状で判定しています。
　池田　ダニアレルゲンですと、検査
用の試薬のようなものもありますよね。
これで例えば皮内反応やスクラッチテ
ストなどは見られるのでしょうか。
　三輪　それもやっていいと思います。
ただ、皮内反応の場合はあくまでも副
反応という見方もあるので、例えば皮
下免疫をずっとやっている人でも、い
つまでたっても発赤などの副反応が出
る人がいるのです。免疫がついている
にもかかわらずという症例もあります
が、一つの指標にはなると思います。
　池田　なかなか判定が他覚的にしに
くいですね。
　三輪　そうですね。
　池田　この対象症例も小児を含むの
でしょうか。
　三輪　５歳以上の小児です。スギの
場合はエキスを入れる感じで液体状の
ものを投与していたのですが、舌下錠
のほうがより効果的だということにな
り、ダニもスギも錠剤になっています。
　池田　不思議なのは、年齢を問わず
同じ錠剤なのですか。量的な問題はな
いのでしょうか。
　三輪　そうなのです。たくさん錠剤
の用量を作れないからというわけでは
ないと思うのですが、例えば注射の皮
下免疫であればきめ細かにできるもの
の、舌下の場合は２段階あるいは３段

階の投与方法になっているので、どど
んっと上げるだけになっています。
　池田　そうなのですか。大ざっぱな
感じですね。
　三輪　そうです。
　池田　本当は最初にうかがったほう
がよかったのかもしれませんが、この
作用機序はどのように考えられている
のでしょうか。
　三輪　これもいろいろな説があって、
いまだに決定的なものはないのです。
ご承知のように、アレルギーのバイオ
マーカーができると、それに対して免
疫療法はどう動くかが様々に研究され
ていて、いろいろ有力な説はあるので
すが、決め手はないと、少なくとも私
は理解しています。
　池田　食物アレルギーでもよく脱感
作のために食べるようなことをやって
いますね。それを経粘膜的に静脈に入
れてしまうイメージでしょうか。
　三輪　そうですね。
　池田　ということは、ある程度抗原
の三次元構造が必要ですね。
　三輪　そうかもしれません。
　池田　そしてそれが血中に入って免
疫細胞と出会って、何らかの反応があ
るということですね。
　三輪　はい。
　池田　これからその辺の基礎研究も
進めなければいけない領域だと思いま
す。ありがとうございました。
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るわけにもいきませんね。
　三輪　そのとおりですね。例えば皮
下免疫のチャレンジテストであれば、
副反応ではありますが、皮下注射をし
たところの発赤の程度である程度反応
がわかりますが、舌下免疫の場合はな
かなか難しいですね。
　池田　その辺は症状を観察していく
ということですね。
　三輪　そうですね。
　池田　小児における適応について質
問があるのですが、何歳以上なのでし
ょうか。
　三輪　一応５歳以上ということにな
っています。
　池田　先ほどうかがった、舌下にま
ず１分ほど入れて、それから飲み込む。
なかなか小さなお子さんだと難しいで
すね。
　三輪　はい。指導はするのですが、
意外と難しい場合がありますね。
　池田　逆に飲み込むだけではだめな
のでしょうか。
　三輪　飲み込むだけの治験はやって
いないと思いますが、やはり舌下が大
事だと思います。
　池田　確かに舌下に入れる、昔、ニ
フェジピンなどでもありましたが、直
接静脈系に入れるのが大切なのですか。
　三輪　おっしゃるとおりです。
　池田　消化管に入ってしまうと分解
されてしまうということですね。
　三輪　そうですね。

　池田　そこが問題ですね。次にダニ
アレルギーに対する舌下免疫療法です
が、やはり同じようにやっていくので
しょうか。
　三輪　おっしゃるとおりです。ダニ
の場合は製剤が全世界共通ですから、
ヨーロッパの導入品は２社が別のもの
を販売しています。どちらかが１分で、
どちらかが２分ですが、舌下でまず投
与して、その後服用するかたちだと思
います。
　池田　同じパターンですね。適応と
なる症例はどのようなイメージでしょ
うか。
　三輪　唯一の根本的治療が免疫療法
ですから、ダニアレルギーが確定して
いる人は、重症、軽症を問わず適応に
なると思います。
　池田　この場合も初回は医師の前で
舌下をしてから飲み込んで、30分は様
子を見るのですね。
　三輪　おっしゃるとおりです。
　池田　投与期間はどのくらいなので
しょうか。
　三輪　これも最低３年、目標５年に
なっています。
　池田　やはり長いですね。
　三輪　はい。
　池田　ダニアレルギーは通年性だと
思うのですが、これも効果判定は症状
の推移を見るのですか。
　三輪　そうですね。免疫療法のバイ
オマーカーは様々な研究がありますが、

いまだにこれといった決め手になるも
のがないので、症状で判定しています。
　池田　ダニアレルゲンですと、検査
用の試薬のようなものもありますよね。
これで例えば皮内反応やスクラッチテ
ストなどは見られるのでしょうか。
　三輪　それもやっていいと思います。
ただ、皮内反応の場合はあくまでも副
反応という見方もあるので、例えば皮
下免疫をずっとやっている人でも、い
つまでたっても発赤などの副反応が出
る人がいるのです。免疫がついている
にもかかわらずという症例もあります
が、一つの指標にはなると思います。
　池田　なかなか判定が他覚的にしに
くいですね。
　三輪　そうですね。
　池田　この対象症例も小児を含むの
でしょうか。
　三輪　５歳以上の小児です。スギの
場合はエキスを入れる感じで液体状の
ものを投与していたのですが、舌下錠
のほうがより効果的だということにな
り、ダニもスギも錠剤になっています。
　池田　不思議なのは、年齢を問わず
同じ錠剤なのですか。量的な問題はな
いのでしょうか。
　三輪　そうなのです。たくさん錠剤
の用量を作れないからというわけでは
ないと思うのですが、例えば注射の皮
下免疫であればきめ細かにできるもの
の、舌下の場合は２段階あるいは３段

階の投与方法になっているので、どど
んっと上げるだけになっています。
　池田　そうなのですか。大ざっぱな
感じですね。
　三輪　そうです。
　池田　本当は最初にうかがったほう
がよかったのかもしれませんが、この
作用機序はどのように考えられている
のでしょうか。
　三輪　これもいろいろな説があって、
いまだに決定的なものはないのです。
ご承知のように、アレルギーのバイオ
マーカーができると、それに対して免
疫療法はどう動くかが様々に研究され
ていて、いろいろ有力な説はあるので
すが、決め手はないと、少なくとも私
は理解しています。
　池田　食物アレルギーでもよく脱感
作のために食べるようなことをやって
いますね。それを経粘膜的に静脈に入
れてしまうイメージでしょうか。
　三輪　そうですね。
　池田　ということは、ある程度抗原
の三次元構造が必要ですね。
　三輪　そうかもしれません。
　池田　そしてそれが血中に入って免
疫細胞と出会って、何らかの反応があ
るということですね。
　三輪　はい。
　池田　これからその辺の基礎研究も
進めなければいけない領域だと思いま
す。ありがとうございました。
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国立病院機構米子医療センター病院長
久　留　一　郎

（聞き手　中村治雄）

最新情報をめぐって

　中村　最近、臨床でも尿酸の高い人
を診る機会が極めて多いものですから、
専門医からその辺のコツを含め、新し
い情報を教えていただきたいと思いま
す。
　最近、尿酸もコレステロール同様、
腸管から排泄されるルートがあること
がわかったそうですが、この辺はいか
がでしょうか。
　久留　たいへん重要なトピックスで
す。病型分類に新しい分類が加わりま
した。先生がおっしゃったとおり、消
化管、特に小腸からABCG２という名
前の尿酸トランスポーターを介して便
中に尿酸が排泄されていることがわか
ってきまして、この小腸からの尿酸の
便中排泄が低下している人、すなわち
ABCG２トランスポーターの機能不全
の人は痛風発症率が10倍高くなること
が判明しています。これは腎外排泄低
下型の高尿酸血症・痛風に分類して、
新しい病型分類が加わったということ
になっています。
　中村　これを見つけるにはどういっ

たマーカーで調べるのでしょうか。
　久留　２つの方法があります。一つ
は尿中の尿酸と尿中のクレアチニンを
随時尿で測定して、その比が0.5を上回
っている場合には腎外排泄低下型また
は産生過剰型の高尿酸血症の可能性が
高くなります。また、最近はABCG２
トランスポーターの遺伝子多型を測定
できるようになってきまして、ABCG
２トランスポーターの機能喪失型であ
ると、腎外排泄低下型の高尿酸血症と
いう診断になります。
　中村　それは小腸の細胞を取って調
べるのですか。血液でもわかるのです
か。
　久留　血液の遺伝子多型検査になり
ますので、血液を取って、DNAを取
って、そしてABCG２トランスポータ
ーの遺伝子を読むことになります。
　中村　このルートを、例えば促進さ
せるとか、あるいはインヒビションす
ることはできるのですか。
　久留　実は多くの薬剤がこのABCG
２トランスポーターの阻害薬になりま

す。一番強力なのがベンズブロマロン
で、腎臓からの尿酸の排泄は促進しま
すが、小腸からの尿酸の便中排泄を止
めてしまいます。それからフェブキソ
スタット、トピロキソスタットという
キサンチンオキシダーゼ阻害薬も、こ
のABCG２の強力な阻害薬であること
がわかっています。
　一方で、従来病型分類された排泄低
下型の高尿酸血症の方は、このABCG
２トランスポーターの働きが非常に強
くなっていて、便中への尿酸排泄が促
進しています。それから、慢性腎臓病
（CKD）の方もABCG２トランスポー
ターからの尿酸の便中排泄が促進して
いることがわかっていますので、その

あたりを気をつけて薬の調節をしてい
ただく必要があります。
　中村　例えば、臨床でもしそのタイ
プが見つかって、排泄を促進させよう
と試みたとき、どのようなことをすれ
ばよいのですか。
　久留　このABCG２トランスポータ
ーを介しての尿酸の便中排泄を促進す
る薬剤はまだ見つかっていません。一
方で、このABCG２を阻害しない尿酸
降下薬が新しい薬剤として2020年から
発売になったドチヌラドという薬です。
この薬剤はABCG２トランスポーター
を阻害しないので、腎外排泄低下型の
高尿酸血症の方には使いやすいと考え
られます。

尿酸値を診る（Ⅰ）
図１　高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第３版）
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国立病院機構米子医療センター病院長
久　留　一　郎

（聞き手　中村治雄）

最新情報をめぐって

　中村　最近、臨床でも尿酸の高い人
を診る機会が極めて多いものですから、
専門医からその辺のコツを含め、新し
い情報を教えていただきたいと思いま
す。
　最近、尿酸もコレステロール同様、
腸管から排泄されるルートがあること
がわかったそうですが、この辺はいか
がでしょうか。
　久留　たいへん重要なトピックスで
す。病型分類に新しい分類が加わりま
した。先生がおっしゃったとおり、消
化管、特に小腸からABCG２という名
前の尿酸トランスポーターを介して便
中に尿酸が排泄されていることがわか
ってきまして、この小腸からの尿酸の
便中排泄が低下している人、すなわち
ABCG２トランスポーターの機能不全
の人は痛風発症率が10倍高くなること
が判明しています。これは腎外排泄低
下型の高尿酸血症・痛風に分類して、
新しい病型分類が加わったということ
になっています。
　中村　これを見つけるにはどういっ

たマーカーで調べるのでしょうか。
　久留　２つの方法があります。一つ
は尿中の尿酸と尿中のクレアチニンを
随時尿で測定して、その比が0.5を上回
っている場合には腎外排泄低下型また
は産生過剰型の高尿酸血症の可能性が
高くなります。また、最近はABCG２
トランスポーターの遺伝子多型を測定
できるようになってきまして、ABCG
２トランスポーターの機能喪失型であ
ると、腎外排泄低下型の高尿酸血症と
いう診断になります。
　中村　それは小腸の細胞を取って調
べるのですか。血液でもわかるのです
か。
　久留　血液の遺伝子多型検査になり
ますので、血液を取って、DNAを取
って、そしてABCG２トランスポータ
ーの遺伝子を読むことになります。
　中村　このルートを、例えば促進さ
せるとか、あるいはインヒビションす
ることはできるのですか。
　久留　実は多くの薬剤がこのABCG
２トランスポーターの阻害薬になりま

す。一番強力なのがベンズブロマロン
で、腎臓からの尿酸の排泄は促進しま
すが、小腸からの尿酸の便中排泄を止
めてしまいます。それからフェブキソ
スタット、トピロキソスタットという
キサンチンオキシダーゼ阻害薬も、こ
のABCG２の強力な阻害薬であること
がわかっています。
　一方で、従来病型分類された排泄低
下型の高尿酸血症の方は、このABCG
２トランスポーターの働きが非常に強
くなっていて、便中への尿酸排泄が促
進しています。それから、慢性腎臓病
（CKD）の方もABCG２トランスポー
ターからの尿酸の便中排泄が促進して
いることがわかっていますので、その

あたりを気をつけて薬の調節をしてい
ただく必要があります。
　中村　例えば、臨床でもしそのタイ
プが見つかって、排泄を促進させよう
と試みたとき、どのようなことをすれ
ばよいのですか。
　久留　このABCG２トランスポータ
ーを介しての尿酸の便中排泄を促進す
る薬剤はまだ見つかっていません。一
方で、このABCG２を阻害しない尿酸
降下薬が新しい薬剤として2020年から
発売になったドチヌラドという薬です。
この薬剤はABCG２トランスポーター
を阻害しないので、腎外排泄低下型の
高尿酸血症の方には使いやすいと考え
られます。

尿酸値を診る（Ⅰ）
図１　高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第３版）
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　中村　私どもは、臨床の場で肥満あ
るいはNASH、NAFLD、メタボリッ
ク症候群といった患者さんで高尿酸血
症を診る機会が多いのですが、これは
原因なのですか。結果なのでしょうか。
　久留　基本的には両方の可能性を 
示す臨床データが示されています。
NAFLD、そしてメタボリック症候群
の方はインスリン抵抗性をお持ちにな
るので、高インスリン血症が起こり、
尿酸の再吸収を促進することで排泄低
下型の高尿酸血症が、NAFLDやメタ
ボリック症候群や肥満の結果として起
こってくるという多くの研究がありま

す。
　一方で最近、尿酸値の高い方で
NAFLDやメタボリック症候群や肥満
のない方を５年間観察すると、有意差
を持って５年後にNAFLD、メタボリ
ック症候群、そして肥満が起こってく
るというデータがたくさん出ていて、
尿酸はメタボリック症候群や肥満のリ
スクの一つであると主張されています。
　中村　先生はどうお考えですか。
　久留　私は基本的には結果としての
高尿酸血症であろうと考えています。
しかし、この高尿酸血症を放置するこ
とは痛風発症や腎障害の観点からよく

図２　インスリン抵抗性により排泄低下型高尿酸血症を生じる

「メタボリックシンドロームにおける高尿酸血症の意義とその管理」
p66改変（フジメディカル出版）
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　中村　私どもは、臨床の場で肥満あ
るいはNASH、NAFLD、メタボリッ
ク症候群といった患者さんで高尿酸血
症を診る機会が多いのですが、これは
原因なのですか。結果なのでしょうか。
　久留　基本的には両方の可能性を 
示す臨床データが示されています。
NAFLD、そしてメタボリック症候群
の方はインスリン抵抗性をお持ちにな
るので、高インスリン血症が起こり、
尿酸の再吸収を促進することで排泄低
下型の高尿酸血症が、NAFLDやメタ
ボリック症候群や肥満の結果として起
こってくるという多くの研究がありま

す。
　一方で最近、尿酸値の高い方で
NAFLDやメタボリック症候群や肥満
のない方を５年間観察すると、有意差
を持って５年後にNAFLD、メタボリ
ック症候群、そして肥満が起こってく
るというデータがたくさん出ていて、
尿酸はメタボリック症候群や肥満のリ
スクの一つであると主張されています。
　中村　先生はどうお考えですか。
　久留　私は基本的には結果としての
高尿酸血症であろうと考えています。
しかし、この高尿酸血症を放置するこ
とは痛風発症や腎障害の観点からよく

図２　インスリン抵抗性により排泄低下型高尿酸血症を生じる

「メタボリックシンドロームにおける高尿酸血症の意義とその管理」
p66改変（フジメディカル出版）
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ありませんので、やはりメタボリック
症候群などに合併した高尿酸血症も治
療が必要ということです。
　中村　最近、新型コロナウイルス感
染症の患者さんにも時々使われるよう
になりましたが、炎症のときに治療に
使うコルヒチンについてお話しいただ
けるとありがたいと思います。これは
どのステップに効く薬なのでしょうか。
　久留　今、自然免疫の領域で非常に
注目されているのがコルヒチンです。
コルヒチンは先生もよくご存じのとお
り、細胞の中の微小管の重合を阻害す
る薬剤です。自然免疫、すなわち尿酸
塩結晶を貪食したり、細菌感染、ウイ
ルス感染などが起きると、NLRP３イ
ンフラマソームという炎症の分子機構
が活性化するのですが、そのときにど
うしても微小管が必要となります。こ
の微小管を通してNLRP３インフラマ
ソームが形成され、結果的にインター
ロイキン１βやインターロイキン18が
分泌されて、痛風、関節炎、そして先
生のご専門の動脈硬化なども起こって
くることがよくわかってきました。
　そのために、このインフラマソーム
を効率的に、そして安全に遮断する薬
剤としてコルヒチンが期待されていま
すし、もちろん痛風発作の治療薬でも
あると同時に、最近では例えば心外膜
炎の炎症の治療に使ったり、また、動
脈硬化の抑制にも使えるのではないか
と考えられます。最近の研究では新型

コロナウイルス感染症のサイトカイン
ストームを予防するためにコルヒチン
を使っていくという、使い方が提唱さ
れてきています。
　中村　インフラマソームは今用いら
れているマーカーの中であるのですか。
　久留　インフラマソームの活性化は
基本的にインターロイキン１β、イン
ターロイキン18の分泌です。しかし非
常に面白いことに、インターロイキン
１β、インターロイキン18が活性化さ
れた後にインターロイキン６が活性化
してくるのですが、インターロイキン
６は尿酸の尿中排泄を亢進するので、
血清尿酸値が急速に下がってくること
がわかっています。私見ですが、血清
尿酸値が急速に低下している、そうい
う炎症の場合にはインフラマソームが
活性化しているのであろうと推定でき
ます。例えば、痛風発作の極期は尿酸
値が高くならないことがよく知られて
います。これはインターロイキン６が
分泌されていて、その原因が好中球や
マクロファージが尿酸塩結晶を貪食し
てインフラマソームが活性化している
ので、そういう推測が成り立つと思い
ます。
　中村　そうしますと、インターロイ
キン６を測ればまあまあその動向があ
る程度わかるということですね。
　久留　そう思います。それと血清尿
酸値の低下はマーカーになると思いま
す。

　中村　コルヒチンを長期に使うため
にはどのくらいの量がよいのでしょう
か。
　久留　実はコルヒチンというのは痛
風の再発予防に多く使われています。
コルヒチンカバーという方法でして、
ガイドラインでは６カ月間、コルヒチ
ンを0.5㎎１錠を投与し続ける。これが

痛風の再発予防、痛風患者さんでのイ
ンフラマソーム活性化予防対策として
推奨されています。コルヒチン１錠で
すと、ほとんど副作用が起こらないの
で、１錠６カ月というのがよいと思い
ます。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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ありませんので、やはりメタボリック
症候群などに合併した高尿酸血症も治
療が必要ということです。
　中村　最近、新型コロナウイルス感
染症の患者さんにも時々使われるよう
になりましたが、炎症のときに治療に
使うコルヒチンについてお話しいただ
けるとありがたいと思います。これは
どのステップに効く薬なのでしょうか。
　久留　今、自然免疫の領域で非常に
注目されているのがコルヒチンです。
コルヒチンは先生もよくご存じのとお
り、細胞の中の微小管の重合を阻害す
る薬剤です。自然免疫、すなわち尿酸
塩結晶を貪食したり、細菌感染、ウイ
ルス感染などが起きると、NLRP３イ
ンフラマソームという炎症の分子機構
が活性化するのですが、そのときにど
うしても微小管が必要となります。こ
の微小管を通してNLRP３インフラマ
ソームが形成され、結果的にインター
ロイキン１βやインターロイキン18が
分泌されて、痛風、関節炎、そして先
生のご専門の動脈硬化なども起こって
くることがよくわかってきました。
　そのために、このインフラマソーム
を効率的に、そして安全に遮断する薬
剤としてコルヒチンが期待されていま
すし、もちろん痛風発作の治療薬でも
あると同時に、最近では例えば心外膜
炎の炎症の治療に使ったり、また、動
脈硬化の抑制にも使えるのではないか
と考えられます。最近の研究では新型

コロナウイルス感染症のサイトカイン
ストームを予防するためにコルヒチン
を使っていくという、使い方が提唱さ
れてきています。
　中村　インフラマソームは今用いら
れているマーカーの中であるのですか。
　久留　インフラマソームの活性化は
基本的にインターロイキン１β、イン
ターロイキン18の分泌です。しかし非
常に面白いことに、インターロイキン
１β、インターロイキン18が活性化さ
れた後にインターロイキン６が活性化
してくるのですが、インターロイキン
６は尿酸の尿中排泄を亢進するので、
血清尿酸値が急速に下がってくること
がわかっています。私見ですが、血清
尿酸値が急速に低下している、そうい
う炎症の場合にはインフラマソームが
活性化しているのであろうと推定でき
ます。例えば、痛風発作の極期は尿酸
値が高くならないことがよく知られて
います。これはインターロイキン６が
分泌されていて、その原因が好中球や
マクロファージが尿酸塩結晶を貪食し
てインフラマソームが活性化している
ので、そういう推測が成り立つと思い
ます。
　中村　そうしますと、インターロイ
キン６を測ればまあまあその動向があ
る程度わかるということですね。
　久留　そう思います。それと血清尿
酸値の低下はマーカーになると思いま
す。

　中村　コルヒチンを長期に使うため
にはどのくらいの量がよいのでしょう
か。
　久留　実はコルヒチンというのは痛
風の再発予防に多く使われています。
コルヒチンカバーという方法でして、
ガイドラインでは６カ月間、コルヒチ
ンを0.5㎎１錠を投与し続ける。これが

痛風の再発予防、痛風患者さんでのイ
ンフラマソーム活性化予防対策として
推奨されています。コルヒチン１錠で
すと、ほとんど副作用が起こらないの
で、１錠６カ月というのがよいと思い
ます。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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帝京平成大学薬学部教授
金　子　希代子

（聞き手　大西　真）

プリン体の代謝

　大西　金子先生、プリン体の代謝に
ついてうかがいたいと思います。
　プリン体とはいったいどういうもの
か、基本的なところから教えていただ
けますか。
　金子　化学構造としてプリン環を持
っているものをひっくるめて全部をプ
リン体といいます。遺伝子から始まり、
有名なATPもプリン体の一つですので、
体にとっては必要な物質になります。
　大西　遺伝子を作っているような物
質と考えていいのですか。
　金子　はい。非常に重要な物質です。
　大西　体の中でプリン体はどのよう
に代謝されているのでしょうか。
　金子　体の中にはプリン代謝経路と
いうものがあります。プリン体は体に
とって必要なものですので、一からプ
リン環を作る経路と、ある程度壊れた
ものをサルベージする、２つの経路か
ら成っていて、必要なときに作り出せ
るように代謝経路が働いています。
　大西　分解や排泄の経路などはどの
ようになっているのでしょうか。

　金子　サルベージする経路もありま
すが、プリン体が多すぎるときはプリ
ン分解経路が働きます。たくさん食べ
たときや、たくさん作り過ぎたとき、
特に細胞が壊れたりしたときもサルベ
ージが間に合わずにプリン分解経路が
働いて、最終的にプリン体は尿酸にな
っていきます。
　大西　尿酸量が増加して高尿酸血症
を起こすこともあるのですね。
　金子　はい、そのとおりです。プリ
ン代謝経路の最終産物が尿酸です。通
常、食べたものも同じプリン代謝経路
に入ってくるので、食べ過ぎたときに
も尿酸がたくさんできるのです。また、
腎臓と腸管の両方から排泄されている
ので、それが減ることによっても体の
中の尿酸が増えることにつながってい
きます。
　大西　腎臓も腸管も同じように同じ
ような量を排泄するのでしょうか。
　金子　腎臓が2/3、そして腸管が1/3
といわれています。
　大西　細胞が壊れるときというので、

よく臨床の現場では強力な化学療法を
やると尿酸値が上がったりしますが、
そういう現象だと考えてよいのでしょ
うか。
　金子　はい、細胞が壊れるときは、
強力な化学療法により壊れた細胞から
作られた尿酸が尿酸値上昇の原因とな
ります。通常はたくさん食べ過ぎたと
きのプリン体、あとお酒などを飲んだ
ときにATPが代謝されて尿酸が生成さ
れることが尿酸値を上げることにつな
がります。
　大西　臨床的に重要な痛風と高尿酸
血症が非常にポピュラーで有名ですが、
それとプリン体との関係について教え
ていただけますか。
　金子　プリン体を摂り過ぎると痛風
のリスクが上がる、また尿酸値が上が
ることがたくさんの疫学調査から報告
されています。肉類や魚類、アルコー
ルをたくさん摂ることによっても痛風
のリスクが上がることが知られていま
す。
　大西　普通は肉がよくなくて、魚は
いいという気もするのですが、魚にも
かなりあるのでしょうか。
　金子　プリン体量としてはそんなに
肉類と魚類は変わらないのです。
　大西　変わらないのですね。例えば、
お酒も種類によって多少違うといわれ
ていますが、それは本当なのでしょう
か。
　金子　実はお酒の中でもビールは一

番プリン体が多いといわれていて、多
いといっても食品と比べると随分少な
いのですが、ビールのプリン体は吸収
されやすいので、尿酸値を上げること
が知られています。
　大西　プリン体の総量に気をつける
ということだと思うのですが、ガイド
ラインで１日の適正量は定められてい
るのでしょうか。
　金子　はい、目安として、１日400㎎
程度にしておくのがよいと記載されて
います。
　大西　400㎎といってもピンと来な
いのですが、実際はどの程度なのでし
ょうか。
　金子　通常の定食のような食事がだ
いたい180㎎程度なので、それを１日
２回とし、例えば朝食は、定食みたい
にたくさん食べることはないと思うの
で、納豆にごはんに味噌汁とか、あと
多くても魚一切れ、または卵料理にす
ると、30～50㎎ととても少なくなって
きます。
　大西　昔ながらの日本の食事で適正
量というような感じですね。
　金子　はい。そういうものを３食摂
るのがバランスもいいです。
　大西　あと、プリン体はおいしいも
のに多いとよくいわれますが、それは
本当なのでしょうか。
　金子　実はプリン体の中に呈味性ヌ
クレオチドというものがあります。い
わゆるうま味成分になるのですが、鰹

尿酸値を診る（Ⅰ）
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帝京平成大学薬学部教授
金　子　希代子

（聞き手　大西　真）

プリン体の代謝

　大西　金子先生、プリン体の代謝に
ついてうかがいたいと思います。
　プリン体とはいったいどういうもの
か、基本的なところから教えていただ
けますか。
　金子　化学構造としてプリン環を持
っているものをひっくるめて全部をプ
リン体といいます。遺伝子から始まり、
有名なATPもプリン体の一つですので、
体にとっては必要な物質になります。
　大西　遺伝子を作っているような物
質と考えていいのですか。
　金子　はい。非常に重要な物質です。
　大西　体の中でプリン体はどのよう
に代謝されているのでしょうか。
　金子　体の中にはプリン代謝経路と
いうものがあります。プリン体は体に
とって必要なものですので、一からプ
リン環を作る経路と、ある程度壊れた
ものをサルベージする、２つの経路か
ら成っていて、必要なときに作り出せ
るように代謝経路が働いています。
　大西　分解や排泄の経路などはどの
ようになっているのでしょうか。

　金子　サルベージする経路もありま
すが、プリン体が多すぎるときはプリ
ン分解経路が働きます。たくさん食べ
たときや、たくさん作り過ぎたとき、
特に細胞が壊れたりしたときもサルベ
ージが間に合わずにプリン分解経路が
働いて、最終的にプリン体は尿酸にな
っていきます。
　大西　尿酸量が増加して高尿酸血症
を起こすこともあるのですね。
　金子　はい、そのとおりです。プリ
ン代謝経路の最終産物が尿酸です。通
常、食べたものも同じプリン代謝経路
に入ってくるので、食べ過ぎたときに
も尿酸がたくさんできるのです。また、
腎臓と腸管の両方から排泄されている
ので、それが減ることによっても体の
中の尿酸が増えることにつながってい
きます。
　大西　腎臓も腸管も同じように同じ
ような量を排泄するのでしょうか。
　金子　腎臓が2/3、そして腸管が1/3
といわれています。
　大西　細胞が壊れるときというので、

よく臨床の現場では強力な化学療法を
やると尿酸値が上がったりしますが、
そういう現象だと考えてよいのでしょ
うか。
　金子　はい、細胞が壊れるときは、
強力な化学療法により壊れた細胞から
作られた尿酸が尿酸値上昇の原因とな
ります。通常はたくさん食べ過ぎたと
きのプリン体、あとお酒などを飲んだ
ときにATPが代謝されて尿酸が生成さ
れることが尿酸値を上げることにつな
がります。
　大西　臨床的に重要な痛風と高尿酸
血症が非常にポピュラーで有名ですが、
それとプリン体との関係について教え
ていただけますか。
　金子　プリン体を摂り過ぎると痛風
のリスクが上がる、また尿酸値が上が
ることがたくさんの疫学調査から報告
されています。肉類や魚類、アルコー
ルをたくさん摂ることによっても痛風
のリスクが上がることが知られていま
す。
　大西　普通は肉がよくなくて、魚は
いいという気もするのですが、魚にも
かなりあるのでしょうか。
　金子　プリン体量としてはそんなに
肉類と魚類は変わらないのです。
　大西　変わらないのですね。例えば、
お酒も種類によって多少違うといわれ
ていますが、それは本当なのでしょう
か。
　金子　実はお酒の中でもビールは一

番プリン体が多いといわれていて、多
いといっても食品と比べると随分少な
いのですが、ビールのプリン体は吸収
されやすいので、尿酸値を上げること
が知られています。
　大西　プリン体の総量に気をつける
ということだと思うのですが、ガイド
ラインで１日の適正量は定められてい
るのでしょうか。
　金子　はい、目安として、１日400㎎
程度にしておくのがよいと記載されて
います。
　大西　400㎎といってもピンと来な
いのですが、実際はどの程度なのでし
ょうか。
　金子　通常の定食のような食事がだ
いたい180㎎程度なので、それを１日
２回とし、例えば朝食は、定食みたい
にたくさん食べることはないと思うの
で、納豆にごはんに味噌汁とか、あと
多くても魚一切れ、または卵料理にす
ると、30～50㎎ととても少なくなって
きます。
　大西　昔ながらの日本の食事で適正
量というような感じですね。
　金子　はい。そういうものを３食摂
るのがバランスもいいです。
　大西　あと、プリン体はおいしいも
のに多いとよくいわれますが、それは
本当なのでしょうか。
　金子　実はプリン体の中に呈味性ヌ
クレオチドというものがあります。い
わゆるうま味成分になるのですが、鰹

尿酸値を診る（Ⅰ）
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節のイノシン酸、シイタケのグアニル
酸、あと酵母に含まれているキサンチ
ル酸、その３つが知られています。そ
れらがおいしいから、プリン体はおい
しいものに多いといわれています。
　大西　魚卵に多いのですか。
　金子　これは誤解している方がかな
り多く、魚卵にはプリン体は少ないの
です。というのは、あの見える粒々一
個一個が細胞です。プリン体は細胞の
中に含まれるので、粒が大きいイクラ
のほうが、100g当たりのプリン体は少
なくなります。通常、食品というのは
100g当たりで表しますので、同じよう
にプリン体も100g当たりで表すと、あ
の粒々が大きいということは、100g当
たりの粒（細胞）の数が少なくなりま
す。
　大西　そういうことなのですね。
　金子　粒の数が少なくなるので、細
胞の数が少なくプリン体は少なくなっ
てきます。例えば鶏卵は、１個50gぐ
らいですが、100gで２個、細胞が２個
しかないことになります。その細胞の
中に含まれている核酸がプリン体の主
なもとになっています。
　大西　では卵はプリン体が少ないの
ですね。
　金子　ほとんどないと思ってよいか
と思います。
　大西　コレステロールはちょっと多
いかもしれませんが、プリン体は少な
いのですね。

　金子　はい。
　大西　そのあたりは誤解しやすいと
ころですね。
　金子　特に魚卵は多いと思っている
方が多いですね。
　大西　そうですよね。魚卵にも小さ
い粒とかいろいろありますよね。
　金子　小さい粒は比較的多いですね。
タラコや、タラコに味をつけた明太子
になってくると、お肉と一緒の量にな
ってきます。
　大西　勉強になりました。
　プリン体もいろいろな種類があると
聞いていますが、尿酸値への影響など
を教えていただけますか。
　金子　はい。プリン体には、いろい
ろな種類があります。先ほどからお話
ししているように、核酸やATPなどは
ヌクレオチドと呼ぶのですが、先ほど
の呈味性ヌクレオチドももう少し壊れ
るとヌクレオシドになります。それら
を別々に患者さんや健常人に投与する
と尿酸値の上がり方が違うことがわか
っています。
　大西　野菜類は尿酸値にはあまり影
響ないと考えていいのですね。
　金子　野菜類はもともとプリン体の
量が肉や魚ほど多くないということと、
含まれているプリン体の種類が核酸、
DNAとかRNAが多いのです。形とし
てDNAになっている、高分子になっ
ていると、その分、分解するのに時間
がかかり尿酸値に反映されてこないの

で、尿酸値への影響は低いことになり
ます。
　大西　DNAが多いとまずいのかと
思ったのですが、そういうわけでもな
いのですね。
　金子　レバーのようにDNAが多く
て尿酸値を上げやすいものもあります。
　大西　食事療法が非常に重要になっ
てくるわけですが、そのあたりへの応
用はどうしたらよいでしょうか。
　金子　食事療法は、プリン体の量、
あと今お話しした質や種類など、気に
するとかなり細かいことがいろいろあ
りますが、最終的には、本当にありき
たりですけれども、バランスのよい食
事を摂るのが一番大事なことかと思っ
ています。
　大西　何となく痛風を起こしている
患者さんを見ていると、たくさんお酒
を飲んで、たくさんお肉を食べて、よ
く宴会に行く、そんなサラリーマンの
人が多いような気がするのですが。
　金子　お肉をたくさん食べたり、お
酒が多すぎると尿酸値は上がりますね。
　大西　やはり量が多いのですかね。
ビールも漉してあればいいと言う人も
いますが、そういうものはあまりない
のですか。
　金子　今、プリン体カットビールと
いうものが出てきています。
　大西　やはり出ているのですね。
　金子　それは尿酸値を上げるのが
1/3ぐらいになっています。

　大西　そんなに違うのですね。では
バランスよく摂ることが重要で、食べ
過ぎ、飲み過ぎに気をつけるというこ
とですね。魚だったらいいと思ってし
まいますが、魚もけっこう多いと考え
ていいですね。
　金子　プリン体の質を考えると、イ
ワシの表面など魚のキラキラした部分、
あれはグアニンの結晶なのです。
　大西　光りものみたいなあの表面で
すか。
　金子　はい。あれはグアニンという
プリン体の一種なのですが、グアニン
の結晶でできていて、魚の表面だから
水に溶けにくい。結晶の形をして、そ
れが光を反射してキラキラしているの
ですが、グアニンは尿酸値を上げない
ことがわかっています。
　大西　グアニンはいいのですね。
　金子　光りものの魚のグアニンは実
はプリン体の値としては入っているの
です。なので、魚は意外と、特に光り
ものは悪くないと、いろいろな本に載
っています。
　大西　高齢の方に何かアドバイスは
ありますか。
　金子　尿酸値はいろいろな生活習慣
の反映になっています。食べ過ぎ、飲
み過ぎ、あと腎臓が悪いことの反映に
もなっています。ただ、そうはいって
も、プリン体はATPなど体にとって必
要なもののもとになります。
　大西　必須なものですね。
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節のイノシン酸、シイタケのグアニル
酸、あと酵母に含まれているキサンチ
ル酸、その３つが知られています。そ
れらがおいしいから、プリン体はおい
しいものに多いといわれています。
　大西　魚卵に多いのですか。
　金子　これは誤解している方がかな
り多く、魚卵にはプリン体は少ないの
です。というのは、あの見える粒々一
個一個が細胞です。プリン体は細胞の
中に含まれるので、粒が大きいイクラ
のほうが、100g当たりのプリン体は少
なくなります。通常、食品というのは
100g当たりで表しますので、同じよう
にプリン体も100g当たりで表すと、あ
の粒々が大きいということは、100g当
たりの粒（細胞）の数が少なくなりま
す。
　大西　そういうことなのですね。
　金子　粒の数が少なくなるので、細
胞の数が少なくプリン体は少なくなっ
てきます。例えば鶏卵は、１個50gぐ
らいですが、100gで２個、細胞が２個
しかないことになります。その細胞の
中に含まれている核酸がプリン体の主
なもとになっています。
　大西　では卵はプリン体が少ないの
ですね。
　金子　ほとんどないと思ってよいか
と思います。
　大西　コレステロールはちょっと多
いかもしれませんが、プリン体は少な
いのですね。

　金子　はい。
　大西　そのあたりは誤解しやすいと
ころですね。
　金子　特に魚卵は多いと思っている
方が多いですね。
　大西　そうですよね。魚卵にも小さ
い粒とかいろいろありますよね。
　金子　小さい粒は比較的多いですね。
タラコや、タラコに味をつけた明太子
になってくると、お肉と一緒の量にな
ってきます。
　大西　勉強になりました。
　プリン体もいろいろな種類があると
聞いていますが、尿酸値への影響など
を教えていただけますか。
　金子　はい。プリン体には、いろい
ろな種類があります。先ほどからお話
ししているように、核酸やATPなどは
ヌクレオチドと呼ぶのですが、先ほど
の呈味性ヌクレオチドももう少し壊れ
るとヌクレオシドになります。それら
を別々に患者さんや健常人に投与する
と尿酸値の上がり方が違うことがわか
っています。
　大西　野菜類は尿酸値にはあまり影
響ないと考えていいのですね。
　金子　野菜類はもともとプリン体の
量が肉や魚ほど多くないということと、
含まれているプリン体の種類が核酸、
DNAとかRNAが多いのです。形とし
てDNAになっている、高分子になっ
ていると、その分、分解するのに時間
がかかり尿酸値に反映されてこないの

で、尿酸値への影響は低いことになり
ます。
　大西　DNAが多いとまずいのかと
思ったのですが、そういうわけでもな
いのですね。
　金子　レバーのようにDNAが多く
て尿酸値を上げやすいものもあります。
　大西　食事療法が非常に重要になっ
てくるわけですが、そのあたりへの応
用はどうしたらよいでしょうか。
　金子　食事療法は、プリン体の量、
あと今お話しした質や種類など、気に
するとかなり細かいことがいろいろあ
りますが、最終的には、本当にありき
たりですけれども、バランスのよい食
事を摂るのが一番大事なことかと思っ
ています。
　大西　何となく痛風を起こしている
患者さんを見ていると、たくさんお酒
を飲んで、たくさんお肉を食べて、よ
く宴会に行く、そんなサラリーマンの
人が多いような気がするのですが。
　金子　お肉をたくさん食べたり、お
酒が多すぎると尿酸値は上がりますね。
　大西　やはり量が多いのですかね。
ビールも漉してあればいいと言う人も
いますが、そういうものはあまりない
のですか。
　金子　今、プリン体カットビールと
いうものが出てきています。
　大西　やはり出ているのですね。
　金子　それは尿酸値を上げるのが
1/3ぐらいになっています。

　大西　そんなに違うのですね。では
バランスよく摂ることが重要で、食べ
過ぎ、飲み過ぎに気をつけるというこ
とですね。魚だったらいいと思ってし
まいますが、魚もけっこう多いと考え
ていいですね。
　金子　プリン体の質を考えると、イ
ワシの表面など魚のキラキラした部分、
あれはグアニンの結晶なのです。
　大西　光りものみたいなあの表面で
すか。
　金子　はい。あれはグアニンという
プリン体の一種なのですが、グアニン
の結晶でできていて、魚の表面だから
水に溶けにくい。結晶の形をして、そ
れが光を反射してキラキラしているの
ですが、グアニンは尿酸値を上げない
ことがわかっています。
　大西　グアニンはいいのですね。
　金子　光りものの魚のグアニンは実
はプリン体の値としては入っているの
です。なので、魚は意外と、特に光り
ものは悪くないと、いろいろな本に載
っています。
　大西　高齢の方に何かアドバイスは
ありますか。
　金子　尿酸値はいろいろな生活習慣
の反映になっています。食べ過ぎ、飲
み過ぎ、あと腎臓が悪いことの反映に
もなっています。ただ、そうはいって
も、プリン体はATPなど体にとって必
要なもののもとになります。
　大西　必須なものですね。
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　金子　はい。ですので、もし高齢で
それほどたくさん食べられなくなった、
あと尿酸値を気にしなくてもいいとい
う状況であれば、プリン体の多いもの、
特に鍋をしたときの中身はともかく、
汁のほうにプリン体は全部出ているの
で、それを飲んでいただけたら、消化

もよくて、そして効率よくプリン体が
摂れる。高齢の方には勧められるので
はないかと思います。尿酸値の高い方
はまずいです。
　大西　それはちょっとまずいかもし
れませんね。時々いらっしゃいますよ
ね。ありがとうございました。

東京薬科大学病態生理学教室教授
市　田　公　美

（聞き手　齊藤郁夫）

腸管からの排泄とその意義

　齊藤　今回は尿酸の排泄、今まで行
われていた痛風の病型の分類が変わる
という話、またそこで関わってくる
ABCG２という遺伝子の関わりなどに
ついてうかがいます。
　まず、尿酸の排泄についてお話しく
ださい。
　市田　尿酸の排泄は、腎臓と腸管か
ら主に排泄されています。食事の量に
よって変わりますが、全体の排泄量が
１日当たり700㎎ぐらいで、腎臓から
排泄されるのが１日当たり500㎎ぐら
いです。ですから、2/3ちょっとが腎
臓から排泄され、1/3、だいたい200㎎
ぐらいが腸管から排泄されるといわれ
ています。それ以外に、汗などいろい
ろなものからも排泄されますが、そち
らは非常にわずかで、ほとんどが腎臓
と腸管からの排泄になります。
　齊藤　腎臓から排泄される分は尿中
の尿酸を測定することでわかるのです
ね。
　市田　はい。
　齊藤　腸管の場合はどうでしょうか。

　市田　腸管に分泌された尿酸は測定
できません。測定できないというのは、
腸内細菌によって尿酸が分解されてし
まうので、どれぐらい腸管に分泌され
ているかは、便などを使って測定しよ
うと思ってもできないということです。
それは我々にとっては、ちょっと嫌だ
ったので助かりました。
　齊藤　腸管に出ていった尿酸は基本
的には壊れて、再吸収はされないので
すか。
　市田　分泌された尿酸は腸管に再吸
収はされないです。
　齊藤　腸管からの排泄は従来はあま
り注目されていなかったですね。どう
して先生はこういった点に注目したの
でしょうか。
　市田　先生がおっしゃるように、尿
酸の排泄は、多くの物質がだいたい腎
臓からの排泄で血中濃度がコントロー
ルされていること。それから、消化管
は栄養素などの吸収に関係していても、
分泌する臓器とは認識されていません
でした。ずっと長い間、腸管から1/3

尿酸値を診る（Ⅰ）
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　金子　はい。ですので、もし高齢で
それほどたくさん食べられなくなった、
あと尿酸値を気にしなくてもいいとい
う状況であれば、プリン体の多いもの、
特に鍋をしたときの中身はともかく、
汁のほうにプリン体は全部出ているの
で、それを飲んでいただけたら、消化

もよくて、そして効率よくプリン体が
摂れる。高齢の方には勧められるので
はないかと思います。尿酸値の高い方
はまずいです。
　大西　それはちょっとまずいかもし
れませんね。時々いらっしゃいますよ
ね。ありがとうございました。

東京薬科大学病態生理学教室教授
市　田　公　美

（聞き手　齊藤郁夫）

腸管からの排泄とその意義

　齊藤　今回は尿酸の排泄、今まで行
われていた痛風の病型の分類が変わる
という話、またそこで関わってくる
ABCG２という遺伝子の関わりなどに
ついてうかがいます。
　まず、尿酸の排泄についてお話しく
ださい。
　市田　尿酸の排泄は、腎臓と腸管か
ら主に排泄されています。食事の量に
よって変わりますが、全体の排泄量が
１日当たり700㎎ぐらいで、腎臓から
排泄されるのが１日当たり500㎎ぐら
いです。ですから、2/3ちょっとが腎
臓から排泄され、1/3、だいたい200㎎
ぐらいが腸管から排泄されるといわれ
ています。それ以外に、汗などいろい
ろなものからも排泄されますが、そち
らは非常にわずかで、ほとんどが腎臓
と腸管からの排泄になります。
　齊藤　腎臓から排泄される分は尿中
の尿酸を測定することでわかるのです
ね。
　市田　はい。
　齊藤　腸管の場合はどうでしょうか。

　市田　腸管に分泌された尿酸は測定
できません。測定できないというのは、
腸内細菌によって尿酸が分解されてし
まうので、どれぐらい腸管に分泌され
ているかは、便などを使って測定しよ
うと思ってもできないということです。
それは我々にとっては、ちょっと嫌だ
ったので助かりました。
　齊藤　腸管に出ていった尿酸は基本
的には壊れて、再吸収はされないので
すか。
　市田　分泌された尿酸は腸管に再吸
収はされないです。
　齊藤　腸管からの排泄は従来はあま
り注目されていなかったですね。どう
して先生はこういった点に注目したの
でしょうか。
　市田　先生がおっしゃるように、尿
酸の排泄は、多くの物質がだいたい腎
臓からの排泄で血中濃度がコントロー
ルされていること。それから、消化管
は栄養素などの吸収に関係していても、
分泌する臓器とは認識されていません
でした。ずっと長い間、腸管から1/3

尿酸値を診る（Ⅰ）
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　齊藤　このABCG２というのは、先
生がそういったかたちで別な機能を見
つけたということですが、別な領域で
は有名な遺伝子なのでしょうか。
　市田　もともとABCG２はBreast 
can cer resistance protein（BCRP）と
呼ばれていて、乳がんの耐性遺伝子で
す。乳がん細胞の抗がん剤耐性の研究
で、そこから何が原因かを調べていて、
BCRPとしてクローニングされてきた
遺伝子です。ですから、長い間、がん
領域で非常に研究されていた分子です。
　齊藤　乳がんの薬に対しての抵抗性
を増すということですか。
　市田　はい。例えば、抗がん剤耐性
がある乳がんの細胞を、よく調べてみ
たらABCG２が発現していて、抗がん
剤をせっせと細胞の外に出してしまう。
それによって耐性を獲得していたとい
うことです。
　齊藤　そちらの領域では注目されて
いたわけですが、尿酸については今回、
先生方が新たに役割を見つけたのです
ね。
　市田　そうですね。
　齊藤　ABCG２、先ほど痛風の治療
戦略的には当面大きな変化はないとい
うことでしたが、CKDに関しては何か
ありそうでしょうか。
　市田　ABCG２を介した尿酸の腸管
からの排泄を増やすことができれば、
実際にはかなりメリットがあるのです。
というのは、腎臓から尿酸がある程度

排泄されています。そうすると、尿路
結石やCKDなどを促進してしまうこと
が知られています。しかし、腸管から
の尿酸の排泄量が増える分には、石も
できませんし、何も起きません。本当
に今まで必要だった尿路管理などを緩
めることができるという意味では、非
常にメリットがあると思っています。
　齊藤　CKDの進行を抑制する方向に
いけるということになりますか。
　市田　そうですね。腎臓に対する尿
酸負荷を軽減できるので、その可能性
は高いと思います。それと腎障害が起
きてくると尿中の尿酸排泄量が減ると
いわれていたのです。その理由は、ヒ
トでは確認できていないのですが、動
物ではABCG２の発現が増えて、それ
で腸管からの尿酸排泄が腎臓からの尿
酸排泄の減少分を補うために増えてい
ることがわかっています。
　齊藤　腎障害と関わって、ABCG２
の実験的なデータとして何か面白いデ
ータがあるとうかがいましたが、いか
がでしょうか。
　市田　インドキシル硫酸という代表
的な尿毒症物質をABCG２が輸送する
ことがわかってきました。ただ、マウ
スでの話ですが、ABCG２をノックア
ウトしただけでは何も起きないのです。
生存曲線を見ても、ワイルドと同じよ
うに普通に生きていくのです。ところ
が、腎障害を負荷したとき、ワイル 
ドは少し生存曲線が落ちるのですが、

弱が出ているといっても、ほとんど何
もやってなくて、腎臓が制御している
と考えられていたのです。
　我々がABCG２の解析をするなかで、
ABCG２の機能低下がある患者さんで
尿中にどのようなかたちで出ているか
を見たら、意外にも尿中の尿酸排泄量
が増えていたのです。ABCG２は腎臓
でいえば尿酸を分泌する、捨てる方向
のトランスポーターですから、その機
能が落ちるというのは、ABCG２を介
した尿酸排泄は減るはずです。それが
全体として増えるという結果になり、
もう一回、代謝マップとかいろいろな
ものを見ながら考え直し、腸管に関し
てはABCG２からの尿酸排泄は減ると
考えました。腎臓は、ほかにも尿酸を
輸送するトランスポーターがあります
ので、腸管で減った分を腎臓が代わり
に排泄する。そういうメカニズムを考
えれば説明できることから、腎外排泄
低下型を最初に提唱しました。
　齊藤　今のお話ですと、従来、痛風
患者を産生過剰か排泄低下と分類して
いたと思いますが、その辺が変わって
くるということですか。
　市田　そうですね。もともと腎臓か
らの尿酸排泄が多いものを産生過剰型
といっていましたが、それはプリン代
謝で尿酸になる量を測定していたわけ
ではなくて、尿中に尿酸がどれぐらい
出ているかを見て、毎日、大量に排泄
されるので、これはたくさん作ってい

るに違いないと命名されていたのです。
我々の研究から腎外排泄低下型が実際
には多いだろうとなりましたので、今
まで産生過剰型と呼ばれていたのは腎
負荷型としました。腎負荷型の中に、
レッシュ・ナイハン症候群などの本当
の産生過剰型があるので、産生過剰型
と腎外排泄低下型、その２種類がサブ
タイプとしてあるという位置づけを提
唱しました。
　齊藤　先ほどの分類から高尿酸血症
の治療薬を選び分ける話もありました
が、今はどうなのでしょうか。
　市田　最初の病型によって薬を使い
分けるかどうかでいうと、そこは必ず
病型に従って薬を選択してくださいと
いうわけではなくなったのです。フェ
ブキソスタット、トピロキソスタット、
最近出たドチヌラド、どれも強力な尿
酸低下作用を持っているものですから、
病型にかかわらず血清尿酸値を下げる
ことができます。そのため、病型分類
による薬物選択は絶対ではなくて、好
ましいぐらいになったのです。
　それから、腎外排泄低下型でいえば、
もちろん原因となっているところを治
せば一番いいですから、消化管からの
尿酸排泄を増やすことが一番理にかな
っています。しかし、残念ながら現在、
そういう薬の開発はされていませんし、
先ほど言ったような新しい薬で十分尿
酸値を下げられるので、ニーズとして
はなかなか厳しい状態です。
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　齊藤　このABCG２というのは、先
生がそういったかたちで別な機能を見
つけたということですが、別な領域で
は有名な遺伝子なのでしょうか。
　市田　もともとABCG２はBreast 
can cer resistance protein（BCRP）と
呼ばれていて、乳がんの耐性遺伝子で
す。乳がん細胞の抗がん剤耐性の研究
で、そこから何が原因かを調べていて、
BCRPとしてクローニングされてきた
遺伝子です。ですから、長い間、がん
領域で非常に研究されていた分子です。
　齊藤　乳がんの薬に対しての抵抗性
を増すということですか。
　市田　はい。例えば、抗がん剤耐性
がある乳がんの細胞を、よく調べてみ
たらABCG２が発現していて、抗がん
剤をせっせと細胞の外に出してしまう。
それによって耐性を獲得していたとい
うことです。
　齊藤　そちらの領域では注目されて
いたわけですが、尿酸については今回、
先生方が新たに役割を見つけたのです
ね。
　市田　そうですね。
　齊藤　ABCG２、先ほど痛風の治療
戦略的には当面大きな変化はないとい
うことでしたが、CKDに関しては何か
ありそうでしょうか。
　市田　ABCG２を介した尿酸の腸管
からの排泄を増やすことができれば、
実際にはかなりメリットがあるのです。
というのは、腎臓から尿酸がある程度

排泄されています。そうすると、尿路
結石やCKDなどを促進してしまうこと
が知られています。しかし、腸管から
の尿酸の排泄量が増える分には、石も
できませんし、何も起きません。本当
に今まで必要だった尿路管理などを緩
めることができるという意味では、非
常にメリットがあると思っています。
　齊藤　CKDの進行を抑制する方向に
いけるということになりますか。
　市田　そうですね。腎臓に対する尿
酸負荷を軽減できるので、その可能性
は高いと思います。それと腎障害が起
きてくると尿中の尿酸排泄量が減ると
いわれていたのです。その理由は、ヒ
トでは確認できていないのですが、動
物ではABCG２の発現が増えて、それ
で腸管からの尿酸排泄が腎臓からの尿
酸排泄の減少分を補うために増えてい
ることがわかっています。
　齊藤　腎障害と関わって、ABCG２
の実験的なデータとして何か面白いデ
ータがあるとうかがいましたが、いか
がでしょうか。
　市田　インドキシル硫酸という代表
的な尿毒症物質をABCG２が輸送する
ことがわかってきました。ただ、マウ
スでの話ですが、ABCG２をノックア
ウトしただけでは何も起きないのです。
生存曲線を見ても、ワイルドと同じよ
うに普通に生きていくのです。ところ
が、腎障害を負荷したとき、ワイル 
ドは少し生存曲線が落ちるのですが、

弱が出ているといっても、ほとんど何
もやってなくて、腎臓が制御している
と考えられていたのです。
　我々がABCG２の解析をするなかで、
ABCG２の機能低下がある患者さんで
尿中にどのようなかたちで出ているか
を見たら、意外にも尿中の尿酸排泄量
が増えていたのです。ABCG２は腎臓
でいえば尿酸を分泌する、捨てる方向
のトランスポーターですから、その機
能が落ちるというのは、ABCG２を介
した尿酸排泄は減るはずです。それが
全体として増えるという結果になり、
もう一回、代謝マップとかいろいろな
ものを見ながら考え直し、腸管に関し
てはABCG２からの尿酸排泄は減ると
考えました。腎臓は、ほかにも尿酸を
輸送するトランスポーターがあります
ので、腸管で減った分を腎臓が代わり
に排泄する。そういうメカニズムを考
えれば説明できることから、腎外排泄
低下型を最初に提唱しました。
　齊藤　今のお話ですと、従来、痛風
患者を産生過剰か排泄低下と分類して
いたと思いますが、その辺が変わって
くるということですか。
　市田　そうですね。もともと腎臓か
らの尿酸排泄が多いものを産生過剰型
といっていましたが、それはプリン代
謝で尿酸になる量を測定していたわけ
ではなくて、尿中に尿酸がどれぐらい
出ているかを見て、毎日、大量に排泄
されるので、これはたくさん作ってい

るに違いないと命名されていたのです。
我々の研究から腎外排泄低下型が実際
には多いだろうとなりましたので、今
まで産生過剰型と呼ばれていたのは腎
負荷型としました。腎負荷型の中に、
レッシュ・ナイハン症候群などの本当
の産生過剰型があるので、産生過剰型
と腎外排泄低下型、その２種類がサブ
タイプとしてあるという位置づけを提
唱しました。
　齊藤　先ほどの分類から高尿酸血症
の治療薬を選び分ける話もありました
が、今はどうなのでしょうか。
　市田　最初の病型によって薬を使い
分けるかどうかでいうと、そこは必ず
病型に従って薬を選択してくださいと
いうわけではなくなったのです。フェ
ブキソスタット、トピロキソスタット、
最近出たドチヌラド、どれも強力な尿
酸低下作用を持っているものですから、
病型にかかわらず血清尿酸値を下げる
ことができます。そのため、病型分類
による薬物選択は絶対ではなくて、好
ましいぐらいになったのです。
　それから、腎外排泄低下型でいえば、
もちろん原因となっているところを治
せば一番いいですから、消化管からの
尿酸排泄を増やすことが一番理にかな
っています。しかし、残念ながら現在、
そういう薬の開発はされていませんし、
先ほど言ったような新しい薬で十分尿
酸値を下げられるので、ニーズとして
はなかなか厳しい状態です。
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ABCG２のノックアウトマウスはダイ
ナミックに生存曲線が落ちていくので
す。つまりABCG２を持っていないの
で、インドキシル硫酸が非常に蓄積し
て、生存曲線が非常に下がってしまう
ことがわかりました。ですので、動物

実験での話ですが、ABCG２の機能を
なるべく維持していたほうがよさそう
だというのが最近のエビデンスです。
　齊藤　腸管からの排泄に関連して、
いろいろな面白いデータがあるのです
ね。ありがとうございました。 島根大学保健管理センター准教授

杉　原　志　伸
（聞き手　齊藤郁夫）

食物、運動、薬物と尿酸値

　齊藤　食事、運動、薬物と尿酸値と
いうことでうかがいます。
　まず、高尿酸血症の方を見た場合に、
どういった点から先生は入っていきま
すか。
　杉原　患者さんに対して一番基本と
なるのはやはり生活指導だと思います。
生活指導には、食事、飲酒の制限、ま
た運動の奨励、この３点をいつも先に
お話しするようにしています。
　齊藤　そういったものをしっかり長
く続けていくということですね。食事
についてはどういった点を強調されま
すか。
　杉原　食事は適切なカロリーを摂取
して体重の適正化を図ること、高プリ
ン食である肉類、魚類などを控えるこ
と、また果糖の過剰摂取の回避やアル
コールの制限、適切な飲水量を確保す
るということをお話ししています。
　齊藤　まず体重の適正化ということ
ですが、そのゴールはどうされていま
すか。
　杉原　BMI 22をベースとした個人

の標準体重を算出し、それが目標であ
ることをまずお示しします。急激な減
量は避け、１カ月３％程度の減量で、
時間をかけて目標に到達するようにお
話しします。
　齊藤　ゴールを見つめて、まず食事
ということで、具体的には肉、魚をほ
どほどにと、それから野菜を多めとい
うことですか。
　杉原　そうですね。基本的にはバラ
ンスのいい食事を目指すようにお伝え
しています。主食のごはんやパン、麺
などはプリン体が比較的少ないですが、
カロリーの面から腹八分目にしていた
だく。主菜の肉、魚はプリン体が多め
なので過剰な摂取は控えることが必要
です。しかし蛋白質の摂取は筋肉の維
持の面から大事ですので、大豆製品や
卵を代用としてしっかり取っていただ
く。また、プリン体は水溶性ですので、
肉や魚などでも煮汁を捨てるなど調理
方法を工夫することもよいと思います。
それに合わせて副菜として野菜や海藻
などのアルカリ性食品を取ること、ビ

尿酸値を診る（Ⅰ）
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ABCG２のノックアウトマウスはダイ
ナミックに生存曲線が落ちていくので
す。つまりABCG２を持っていないの
で、インドキシル硫酸が非常に蓄積し
て、生存曲線が非常に下がってしまう
ことがわかりました。ですので、動物

実験での話ですが、ABCG２の機能を
なるべく維持していたほうがよさそう
だというのが最近のエビデンスです。
　齊藤　腸管からの排泄に関連して、
いろいろな面白いデータがあるのです
ね。ありがとうございました。 島根大学保健管理センター准教授

杉　原　志　伸
（聞き手　齊藤郁夫）

食物、運動、薬物と尿酸値

　齊藤　食事、運動、薬物と尿酸値と
いうことでうかがいます。
　まず、高尿酸血症の方を見た場合に、
どういった点から先生は入っていきま
すか。
　杉原　患者さんに対して一番基本と
なるのはやはり生活指導だと思います。
生活指導には、食事、飲酒の制限、ま
た運動の奨励、この３点をいつも先に
お話しするようにしています。
　齊藤　そういったものをしっかり長
く続けていくということですね。食事
についてはどういった点を強調されま
すか。
　杉原　食事は適切なカロリーを摂取
して体重の適正化を図ること、高プリ
ン食である肉類、魚類などを控えるこ
と、また果糖の過剰摂取の回避やアル
コールの制限、適切な飲水量を確保す
るということをお話ししています。
　齊藤　まず体重の適正化ということ
ですが、そのゴールはどうされていま
すか。
　杉原　BMI 22をベースとした個人

の標準体重を算出し、それが目標であ
ることをまずお示しします。急激な減
量は避け、１カ月３％程度の減量で、
時間をかけて目標に到達するようにお
話しします。
　齊藤　ゴールを見つめて、まず食事
ということで、具体的には肉、魚をほ
どほどにと、それから野菜を多めとい
うことですか。
　杉原　そうですね。基本的にはバラ
ンスのいい食事を目指すようにお伝え
しています。主食のごはんやパン、麺
などはプリン体が比較的少ないですが、
カロリーの面から腹八分目にしていた
だく。主菜の肉、魚はプリン体が多め
なので過剰な摂取は控えることが必要
です。しかし蛋白質の摂取は筋肉の維
持の面から大事ですので、大豆製品や
卵を代用としてしっかり取っていただ
く。また、プリン体は水溶性ですので、
肉や魚などでも煮汁を捨てるなど調理
方法を工夫することもよいと思います。
それに合わせて副菜として野菜や海藻
などのアルカリ性食品を取ること、ビ

尿酸値を診る（Ⅰ）
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ックシンドロームの予防ということで
とても重要ですが、短時間の激しい運
動というのは逆に筋原性の高尿酸血症
をきたし、痛風のリスクとなることが
わかっています。そのため基本的に運
動強度は少し脈が速くなるぐらい、ボ
ルグ指数で11～13ぐらいの有酸素運動
を１日30～60分、週３回程度が適切だ
と思います。
　齊藤　先ほどアドヒアランスの問題
がありましたが、開業医の臨床現場で
はなかなか忙しくて、尿酸値が高い患
者さんがみえて、一通りご説明して、
「何かあったらまた来てください」み
たいな対応になりがちかと思うのです
が、継続的につながっていくというこ
とでしょうか。
　杉原　そうですね。尿酸値はただ見
えている分だけであって、それ以外に
全身性の疾患につながるリスクを大き
く含んでいるということで、やはり継
続的に通院していただき疾患教育を続
けることが一番重要だと思います。
　齊藤　それから薬との関係について
ですが、まず尿酸を上げるものにはど
ういうものがありますか。
　杉原　尿酸値を上昇させる循環器薬
としてよく知られているものが利尿剤
（サイアザイド系、ループ利尿薬）、ま
たβブロッカーなどです。ほかに呼吸
器薬では喘息の治療薬であるテオフィ
リン、結核の治療薬のピラジナミドな
どがよくいわれております。また、少

量のアスピリンなども尿酸を上げると
いわれておりますし、近年のCOVID- 
19の治療薬として開発されている、フ
ァビピラビルも尿酸値を上昇させるこ
とが報告されています。
　齊藤　逆に尿酸を下げる薬もありま
すね。
　杉原　高尿酸血症の方はメタボリッ
クシンドロームや２型糖尿病の合併が
多いので、その治療薬はできるだけ尿
酸の低下作用のある薬を積極的に使っ
ていきたいと思っています。具体的に
は、高血圧薬ですとARBのロサルタン
カリウム、イルベサルタン、また長時
間作用型のカルシウムブロッカーであ
るニフェジピン徐放製剤やアムロジピ
ンなどは尿酸低下作用が報告されてい
ます。また、糖尿病に関しては、SGLT- 
２阻害薬のルセオグリフロジン水和物
が尿酸値を低下させるといわれていま
すので、積極的に使用します。
　齊藤　こういった高血圧あるいは糖
尿病の患者さんでは、そういったもの
を選んで、尿酸も合わせてコントロー
ルできればさらによいということです
ね。
　杉原　はい。
　齊藤　生活改善の後に尿酸を下げる
薬を使っていくタイミングがあると思
いますが、どういったポイントがあり
ますか。
　杉原　治療に関しては６・７・８の
ルールに準じます。まず血清尿酸値が

タミンやミネラルの補充も大事です。
　齊藤　間食のお菓子については何か
ありますか。
　杉原　やはり過剰な間食は肥満、内
臓脂肪の蓄積につながりますので、そ
れもほどほどにという言い方をしてい
ます。
　齊藤　果物はどうでしょう。
　杉原　果糖はカロリーも高いですし、
果糖の取り過ぎは尿酸の産生の促進と
乳酸を介した尿酸排泄の低下から、尿
酸の高値につながりますので、過剰摂
取は避けることが必要です。
　齊藤　お酒は具体的にはどうしてい
ますか。
　杉原　お酒のプリン体の含有量より
「休肝日」をつくることが重要というこ
とをお話ししています。アルコール量
は同じでも休肝日のない人のほうがあ
る人と比較して血清尿酸値が高いこと
が知られています。またお酒の種類に
よってプリン体の含有量が違いますの
で、それを踏まえたうえで例えば日本
酒であれば１合、焼酎であれば90mL、
ワインであればグラス１杯、ビールで
あれば中瓶の500mLぐらいというよう
な具体的な飲酒量をお話しするのがよ
いかと思います。
　齊藤　お酒を飲むと脱水になること
もありますが、水分量については何か
おっしゃっていますか。
　杉原　適切な水分量を取って尿量を
確保するというのは尿路結石予防に重

要ですので、基本的に腎機能に問題が
ない方でしたら、１日、食事以外に２～ 
2.5L、しっかり水分を取っていただく。
また、運動の後にはそれにプラスアル
ファで補っていただくことが重要だと
思います。
　齊藤　食事についてのアドヒアラン
スについてはどうですか。
　杉原　痛風の患者さんのアドヒアラ
ンスは極めて悪いことがわかっていま
す。高尿酸血症や痛風の方には目の前
の尿酸値だけを考えるのではなく、尿
酸の上昇は脳血管障害のリスクとなり、
心不全や不整脈、腎臓病などの全身性
の疾患と関連することをお話しします。
将来の自分の健康を守るのは現在のあ
なたの生活習慣にかかっています、と
いうような大きな視点をお示しするの
が大事かと思っています。
　齊藤　医師は話したつもりでも、患
者さんは覚えてなくて、何のためにや
ってるのかな、みたいなことをどうも
思ったりしているようなので、そうい
う部分は繰り返し話していかないと忘
れてしまうようですね。
　杉原　医師が話したつもりでも、患
者さんにはなかなか伝わっていなかっ
たり、忘れてしまったりということは
本当によくあることです。診療のたび
に、治療の目的やゴールを確認するこ
とは非常に重要と思います。
　齊藤　次に運動はいかがでしょうか。
　杉原　運動は肥満の是正とメタボリ
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ックシンドロームの予防ということで
とても重要ですが、短時間の激しい運
動というのは逆に筋原性の高尿酸血症
をきたし、痛風のリスクとなることが
わかっています。そのため基本的に運
動強度は少し脈が速くなるぐらい、ボ
ルグ指数で11～13ぐらいの有酸素運動
を１日30～60分、週３回程度が適切だ
と思います。
　齊藤　先ほどアドヒアランスの問題
がありましたが、開業医の臨床現場で
はなかなか忙しくて、尿酸値が高い患
者さんがみえて、一通りご説明して、
「何かあったらまた来てください」み
たいな対応になりがちかと思うのです
が、継続的につながっていくというこ
とでしょうか。
　杉原　そうですね。尿酸値はただ見
えている分だけであって、それ以外に
全身性の疾患につながるリスクを大き
く含んでいるということで、やはり継
続的に通院していただき疾患教育を続
けることが一番重要だと思います。
　齊藤　それから薬との関係について
ですが、まず尿酸を上げるものにはど
ういうものがありますか。
　杉原　尿酸値を上昇させる循環器薬
としてよく知られているものが利尿剤
（サイアザイド系、ループ利尿薬）、ま
たβブロッカーなどです。ほかに呼吸
器薬では喘息の治療薬であるテオフィ
リン、結核の治療薬のピラジナミドな
どがよくいわれております。また、少

量のアスピリンなども尿酸を上げると
いわれておりますし、近年のCOVID- 
19の治療薬として開発されている、フ
ァビピラビルも尿酸値を上昇させるこ
とが報告されています。
　齊藤　逆に尿酸を下げる薬もありま
すね。
　杉原　高尿酸血症の方はメタボリッ
クシンドロームや２型糖尿病の合併が
多いので、その治療薬はできるだけ尿
酸の低下作用のある薬を積極的に使っ
ていきたいと思っています。具体的に
は、高血圧薬ですとARBのロサルタン
カリウム、イルベサルタン、また長時
間作用型のカルシウムブロッカーであ
るニフェジピン徐放製剤やアムロジピ
ンなどは尿酸低下作用が報告されてい
ます。また、糖尿病に関しては、SGLT- 
２阻害薬のルセオグリフロジン水和物
が尿酸値を低下させるといわれていま
すので、積極的に使用します。
　齊藤　こういった高血圧あるいは糖
尿病の患者さんでは、そういったもの
を選んで、尿酸も合わせてコントロー
ルできればさらによいということです
ね。
　杉原　はい。
　齊藤　生活改善の後に尿酸を下げる
薬を使っていくタイミングがあると思
いますが、どういったポイントがあり
ますか。
　杉原　治療に関しては６・７・８の
ルールに準じます。まず血清尿酸値が

タミンやミネラルの補充も大事です。
　齊藤　間食のお菓子については何か
ありますか。
　杉原　やはり過剰な間食は肥満、内
臓脂肪の蓄積につながりますので、そ
れもほどほどにという言い方をしてい
ます。
　齊藤　果物はどうでしょう。
　杉原　果糖はカロリーも高いですし、
果糖の取り過ぎは尿酸の産生の促進と
乳酸を介した尿酸排泄の低下から、尿
酸の高値につながりますので、過剰摂
取は避けることが必要です。
　齊藤　お酒は具体的にはどうしてい
ますか。
　杉原　お酒のプリン体の含有量より
「休肝日」をつくることが重要というこ
とをお話ししています。アルコール量
は同じでも休肝日のない人のほうがあ
る人と比較して血清尿酸値が高いこと
が知られています。またお酒の種類に
よってプリン体の含有量が違いますの
で、それを踏まえたうえで例えば日本
酒であれば１合、焼酎であれば90mL、
ワインであればグラス１杯、ビールで
あれば中瓶の500mLぐらいというよう
な具体的な飲酒量をお話しするのがよ
いかと思います。
　齊藤　お酒を飲むと脱水になること
もありますが、水分量については何か
おっしゃっていますか。
　杉原　適切な水分量を取って尿量を
確保するというのは尿路結石予防に重

要ですので、基本的に腎機能に問題が
ない方でしたら、１日、食事以外に２～ 
2.5L、しっかり水分を取っていただく。
また、運動の後にはそれにプラスアル
ファで補っていただくことが重要だと
思います。
　齊藤　食事についてのアドヒアラン
スについてはどうですか。
　杉原　痛風の患者さんのアドヒアラ
ンスは極めて悪いことがわかっていま
す。高尿酸血症や痛風の方には目の前
の尿酸値だけを考えるのではなく、尿
酸の上昇は脳血管障害のリスクとなり、
心不全や不整脈、腎臓病などの全身性
の疾患と関連することをお話しします。
将来の自分の健康を守るのは現在のあ
なたの生活習慣にかかっています、と
いうような大きな視点をお示しするの
が大事かと思っています。
　齊藤　医師は話したつもりでも、患
者さんは覚えてなくて、何のためにや
ってるのかな、みたいなことをどうも
思ったりしているようなので、そうい
う部分は繰り返し話していかないと忘
れてしまうようですね。
　杉原　医師が話したつもりでも、患
者さんにはなかなか伝わっていなかっ
たり、忘れてしまったりということは
本当によくあることです。診療のたび
に、治療の目的やゴールを確認するこ
とは非常に重要と思います。
　齊藤　次に運動はいかがでしょうか。
　杉原　運動は肥満の是正とメタボリ
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７㎎/dL以上は高尿酸血症であり、８
㎎/dLを超えると、腎障害、高血圧、糖
尿病やメタボリックシンドロームなど
の合併症がある方は薬物治療も考慮し
ます。治療目標は血清尿酸値を６㎎/
dL以下に維持します。
　齊藤　尿酸は生活改善で頑張るとど
のぐらい下がりますか。
　杉原　生活習慣の改善で血清尿酸値
１㎎/dL程度は低下しますが、生活習
慣の改善だけで６㎎/dL以下を維持す

ることが難しい場合があります。その
際は薬剤の追加を考えます。
　齊藤　薬を嫌がる方も多いですが、
そこは目的をしっかりお話しして、そ
ちらを選択するようにともに決めてい
くということでしょうか。
　杉原　そうですね。やはり何度もお
話ししながら、納得していただいたう
えの治療選択が必要だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学総合診療内科客員教授
大　野　岩　男

（聞き手　大西　真）

低い尿酸値を診たら

　大西　大野先生、本回は「低い尿酸
値を診たら」というテーマでお話をう
かがいたいと思います。
　尿酸値が低いケースというのは、普
段の臨床で気にしないこともあるので、
低尿酸血症の定義を教えてください。
　大野　一般的には男女とも血清尿酸
値２㎎/dL以下を低尿酸血症としてい
ます。
　大西　疫学的なことをうかがいたい
のですが、血清尿酸値が２㎎/dL以下
の方というのはどれぐらいいるのでし
ょうか。
　大野　健康診断のデータなどから、
男性で0.2％ぐらい、女性で0.4％ぐら
いといわれています。
　大西　案外いるのですね。あまり気
にとめていなかったのですが。
　大野　それはそうだと思います。
　大西　低尿酸血症の病態として、腎
性低尿酸血症があると聞いているので
すが、そのあたりから教えていただけ
ますか。
　大野　尿酸は腎臓の糸球体でほとん

ど100％ろ過されるのですが、終末尿
に出てくるのは10％ぐらいなのです。
したがって、尿酸の約90％が腎臓で再
吸収されるのですが、その再吸収に関
与するトランスポーター（輸送体）が
遺伝的に欠損している方が腎性低尿酸
血症になります。また低尿酸血症のほ
とんどが腎性低尿酸血症といわれてい
ます。
　尿酸トランスポーターには、腎臓の
近位尿細管の管腔側にあるURAT１と
いうトランスポーターと血管側にある
GLUT９というトランスポーターがあ
り、そのどちらに障害があっても低尿
酸血症になるといわれています。
　大西　低尿酸血症は、尿酸の排泄が
亢進するタイプと、尿酸の産生が低下
するタイプと、大きく２つに分かれる
と考えてよいでしょうか。
　大野　そうですね。先ほどの腎性低
尿酸血症というのは、いわゆる尿酸の
排泄が亢進するタイプで、腎臓で再吸
収できないために、そのまま尿から外
に出てしまうというかたちです。もう

尿酸値を診る（Ⅰ）
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７㎎/dL以上は高尿酸血症であり、８
㎎/dLを超えると、腎障害、高血圧、糖
尿病やメタボリックシンドロームなど
の合併症がある方は薬物治療も考慮し
ます。治療目標は血清尿酸値を６㎎/
dL以下に維持します。
　齊藤　尿酸は生活改善で頑張るとど
のぐらい下がりますか。
　杉原　生活習慣の改善で血清尿酸値
１㎎/dL程度は低下しますが、生活習
慣の改善だけで６㎎/dL以下を維持す

ることが難しい場合があります。その
際は薬剤の追加を考えます。
　齊藤　薬を嫌がる方も多いですが、
そこは目的をしっかりお話しして、そ
ちらを選択するようにともに決めてい
くということでしょうか。
　杉原　そうですね。やはり何度もお
話ししながら、納得していただいたう
えの治療選択が必要だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学総合診療内科客員教授
大　野　岩　男

（聞き手　大西　真）

低い尿酸値を診たら

　大西　大野先生、本回は「低い尿酸
値を診たら」というテーマでお話をう
かがいたいと思います。
　尿酸値が低いケースというのは、普
段の臨床で気にしないこともあるので、
低尿酸血症の定義を教えてください。
　大野　一般的には男女とも血清尿酸
値２㎎/dL以下を低尿酸血症としてい
ます。
　大西　疫学的なことをうかがいたい
のですが、血清尿酸値が２㎎/dL以下
の方というのはどれぐらいいるのでし
ょうか。
　大野　健康診断のデータなどから、
男性で0.2％ぐらい、女性で0.4％ぐら
いといわれています。
　大西　案外いるのですね。あまり気
にとめていなかったのですが。
　大野　それはそうだと思います。
　大西　低尿酸血症の病態として、腎
性低尿酸血症があると聞いているので
すが、そのあたりから教えていただけ
ますか。
　大野　尿酸は腎臓の糸球体でほとん

ど100％ろ過されるのですが、終末尿
に出てくるのは10％ぐらいなのです。
したがって、尿酸の約90％が腎臓で再
吸収されるのですが、その再吸収に関
与するトランスポーター（輸送体）が
遺伝的に欠損している方が腎性低尿酸
血症になります。また低尿酸血症のほ
とんどが腎性低尿酸血症といわれてい
ます。
　尿酸トランスポーターには、腎臓の
近位尿細管の管腔側にあるURAT１と
いうトランスポーターと血管側にある
GLUT９というトランスポーターがあ
り、そのどちらに障害があっても低尿
酸血症になるといわれています。
　大西　低尿酸血症は、尿酸の排泄が
亢進するタイプと、尿酸の産生が低下
するタイプと、大きく２つに分かれる
と考えてよいでしょうか。
　大野　そうですね。先ほどの腎性低
尿酸血症というのは、いわゆる尿酸の
排泄が亢進するタイプで、腎臓で再吸
収できないために、そのまま尿から外
に出てしまうというかたちです。もう

尿酸値を診る（Ⅰ）
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　大野　運動後急性腎障害というのは、
特に無酸素運動、例えば運動会の練習
や全力疾走などの際に風邪などで熱が
あり、NSAIDsとかをのまれていて、
それで無理して練習に参加したような
ときに起こることが多いとされていま
す。側腹部から背部の痛みで発症する
ことが多いです。それで調べてみると、
腎結石などの所見はなく、血清のクレ
アチニンが上昇している。過去に腎障
害はないのに急性腎障害を起こしてい
るようなケースが多いようです。
　大西　多くは一過性におさまるもの
なのでしょうか。
　大野　そうですね。場合によっては、
一過性に透析療法をしなければいけな
い方も中にはいるようですが、ほとん
どは保存的治療で回復します。
　大西　短期的な予後は比較的よいと
考えてよいのですね。
　大野　はい。そういうものは繰り返
すと腎臓にダメージをきたしますので、
それで初めて低尿酸血症だと判明した
際には生活指導等をしていくかたちに
なると思います。
　大西　予防する方法は何かあります
か。
　大野　先ほど申しましたように、熱
が出ている、それからNSAIDsをのん
でいるのが危険因子になるのですが、
そういうときにはあまり無理して運動
をするなということになります。状況
によっては運動をしないわけにもいか

ないこともあるので、数回繰り返すよ
うな人には、あまり一般的ではありま
せんが、アロプリノールを使用する場
合があります。例えば尿酸値が低いと
いうことは血液中の尿酸による抗酸化
作用が低いことを意味し、それが病態
にも関係しているのではないかという
考えがあります。すなわち、無酸素運
動の際に活性酸素が出て、それを消去
するために抗酸化物質である尿酸があ
るわけですが、それが低いと、活性酸
素が十分に消去できずに、腎血流が悪
くなって急性腎障害を起こすという仮
説があります。低尿酸血症には、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬であるアロ
プリノール等を使って、活性酸素を抑
制することが運動後急性腎障害の抑制
につながるのではないかとする報告が
あります。
　大西　意外な薬を使うのですね。
　大野　そうですね。ガイドライン等
で推奨されているわけではないのです
が、場合によってはそういう報告例が
あるとされています。
　大西　もう一つの合併症で尿路結石
に気をつけなければいけないというこ
とですが、そのあたりを教えていただ
けますか。
　大野　尿路結石は通常の痛風、高尿
酸血症の方と一緒ですが、尿酸の尿中
排泄が多いですから、いわゆるプリン
体が多いものを控えていただいたり、
尿量を増やすために飲水量を増やして

一つは尿酸の産生が低い方、これは非
常に少ないのですが、キサンチン尿症
などが代表的な疾患になります。低尿
酸血症のほとんどが排泄亢進タイプの
腎性低尿酸血症であると考えてよいだ
ろうと思います。
　大西　遺伝子変異が２通りあるとい
うことですが、１型と２型で病型とか、
何か違いがあるのでしょうか。
　大野　先ほどのURAT１というトラ
ンスポーターが欠損したものが１型、
それから血管側にあるGLUT９が欠損
したものが２型といわれていますが、
ほとんどが１型ではないかといわれて
います。またGLUT９の欠損である２
型のほうが低尿酸血症の程度がひどい
といわれています。
　大西　遺伝性だとすると、小さい頃
から尿酸値が低いと考えてよいのでし
ょうか。
　大野　そうですね。
　大西　大人になるまでずっと持続し
ているのですね。
　大野　はい。
　大西　診療の進め方ですが、２㎎/dL
以下の人を見たら、次にどのような検
査をしていったらよいのでしょうか。
　大野　低尿酸血症、特に腎性低尿酸
血症には合併症があります。合併症と
いうのは、そんなに多くはありません
が、運動後の急性腎障害を起こしたり、
尿中尿酸排泄量が非常に多くなるもの
ですから、尿路結石症というかたちで

表れ、そういうものを契機に調べてい
く人もいるのですが、大部分の人が健
康診断で低尿酸血症を指摘され検査す
ることになります。
　血清尿酸値２㎎/dL以下の人を見た
場合の検査は、いわゆる尿酸の排泄が
亢進しているのか、もしくは産生が低
下しているのかを見るために、尿中の
尿酸を検査することになります。もう
少し詳しく言いますと、尿酸のクリア
ランスや尿酸排泄量を見て検査を進め
ていくのです。
　大西　それで診断をつけていくと考
えてよいのですね。
　大野　はい。
　大西　先ほどキサンチン尿症のお話
がありましたが、低尿酸血症の鑑別疾
患の一つだと思うのですが、鑑別には
ほかにどういった疾患があるのでしょ
うか。
　大野　排泄亢進タイプでは、その代
表的なものが腎性低尿酸血症になりま
すが、そのほかに例えば尿酸は尿細管
で再吸収されますので、尿細管が障害
されるファンコニー症候群などがあり
ます。また、SIADHなども出てきます
が、そのほかの随伴症状がありますの
で、鑑別はある程度容易ではないかと
思います。
　大西　先ほど合併症で２つ大きなも
のをお話しいただきましたが、まず運
動後の急性腎障害について教えていた
だけますか。
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　大野　運動後急性腎障害というのは、
特に無酸素運動、例えば運動会の練習
や全力疾走などの際に風邪などで熱が
あり、NSAIDsとかをのまれていて、
それで無理して練習に参加したような
ときに起こることが多いとされていま
す。側腹部から背部の痛みで発症する
ことが多いです。それで調べてみると、
腎結石などの所見はなく、血清のクレ
アチニンが上昇している。過去に腎障
害はないのに急性腎障害を起こしてい
るようなケースが多いようです。
　大西　多くは一過性におさまるもの
なのでしょうか。
　大野　そうですね。場合によっては、
一過性に透析療法をしなければいけな
い方も中にはいるようですが、ほとん
どは保存的治療で回復します。
　大西　短期的な予後は比較的よいと
考えてよいのですね。
　大野　はい。そういうものは繰り返
すと腎臓にダメージをきたしますので、
それで初めて低尿酸血症だと判明した
際には生活指導等をしていくかたちに
なると思います。
　大西　予防する方法は何かあります
か。
　大野　先ほど申しましたように、熱
が出ている、それからNSAIDsをのん
でいるのが危険因子になるのですが、
そういうときにはあまり無理して運動
をするなということになります。状況
によっては運動をしないわけにもいか

ないこともあるので、数回繰り返すよ
うな人には、あまり一般的ではありま
せんが、アロプリノールを使用する場
合があります。例えば尿酸値が低いと
いうことは血液中の尿酸による抗酸化
作用が低いことを意味し、それが病態
にも関係しているのではないかという
考えがあります。すなわち、無酸素運
動の際に活性酸素が出て、それを消去
するために抗酸化物質である尿酸があ
るわけですが、それが低いと、活性酸
素が十分に消去できずに、腎血流が悪
くなって急性腎障害を起こすという仮
説があります。低尿酸血症には、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬であるアロ
プリノール等を使って、活性酸素を抑
制することが運動後急性腎障害の抑制
につながるのではないかとする報告が
あります。
　大西　意外な薬を使うのですね。
　大野　そうですね。ガイドライン等
で推奨されているわけではないのです
が、場合によってはそういう報告例が
あるとされています。
　大西　もう一つの合併症で尿路結石
に気をつけなければいけないというこ
とですが、そのあたりを教えていただ
けますか。
　大野　尿路結石は通常の痛風、高尿
酸血症の方と一緒ですが、尿酸の尿中
排泄が多いですから、いわゆるプリン
体が多いものを控えていただいたり、
尿量を増やすために飲水量を増やして

一つは尿酸の産生が低い方、これは非
常に少ないのですが、キサンチン尿症
などが代表的な疾患になります。低尿
酸血症のほとんどが排泄亢進タイプの
腎性低尿酸血症であると考えてよいだ
ろうと思います。
　大西　遺伝子変異が２通りあるとい
うことですが、１型と２型で病型とか、
何か違いがあるのでしょうか。
　大野　先ほどのURAT１というトラ
ンスポーターが欠損したものが１型、
それから血管側にあるGLUT９が欠損
したものが２型といわれていますが、
ほとんどが１型ではないかといわれて
います。またGLUT９の欠損である２
型のほうが低尿酸血症の程度がひどい
といわれています。
　大西　遺伝性だとすると、小さい頃
から尿酸値が低いと考えてよいのでし
ょうか。
　大野　そうですね。
　大西　大人になるまでずっと持続し
ているのですね。
　大野　はい。
　大西　診療の進め方ですが、２㎎/dL
以下の人を見たら、次にどのような検
査をしていったらよいのでしょうか。
　大野　低尿酸血症、特に腎性低尿酸
血症には合併症があります。合併症と
いうのは、そんなに多くはありません
が、運動後の急性腎障害を起こしたり、
尿中尿酸排泄量が非常に多くなるもの
ですから、尿路結石症というかたちで

表れ、そういうものを契機に調べてい
く人もいるのですが、大部分の人が健
康診断で低尿酸血症を指摘され検査す
ることになります。
　血清尿酸値２㎎/dL以下の人を見た
場合の検査は、いわゆる尿酸の排泄が
亢進しているのか、もしくは産生が低
下しているのかを見るために、尿中の
尿酸を検査することになります。もう
少し詳しく言いますと、尿酸のクリア
ランスや尿酸排泄量を見て検査を進め
ていくのです。
　大西　それで診断をつけていくと考
えてよいのですね。
　大野　はい。
　大西　先ほどキサンチン尿症のお話
がありましたが、低尿酸血症の鑑別疾
患の一つだと思うのですが、鑑別には
ほかにどういった疾患があるのでしょ
うか。
　大野　排泄亢進タイプでは、その代
表的なものが腎性低尿酸血症になりま
すが、そのほかに例えば尿酸は尿細管
で再吸収されますので、尿細管が障害
されるファンコニー症候群などがあり
ます。また、SIADHなども出てきます
が、そのほかの随伴症状がありますの
で、鑑別はある程度容易ではないかと
思います。
　大西　先ほど合併症で２つ大きなも
のをお話しいただきましたが、まず運
動後の急性腎障害について教えていた
だけますか。
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いただいたり、それから尿酸は酸性尿
では結晶化が起こりやすいので、尿の
アルカリ化をきたすような、例えば海
藻や野菜などを食べていただくという
ような通常の高尿酸血症のときの尿路
結石と一緒の対策です。
　大西　普通は尿酸値が高いと起こし
やすくて、気をつけなければいけない
と思うのですが、低くても起きるので
すね。
　大野　そうですね。これはいわゆる
尿中尿酸が高いというのが問題ですか

ら、尿中尿酸をいかに下げるかが大事
になります。
　大西　この２つに気をつけるという
ことですね。
　大野　そうですね。
　大西　合併症を発症しやすい年齢は
あるのですか。
　大野　年配の方は少ないと思います
が、それは先ほど申しました運動会の
練習やクラブ活動などのアクティビテ
ィとも関係するのかもしれません。
　大西　ありがとうございました。

　英語圏では「英語で意図した通りに
コミュニケーションが取れない患者」
のことをpatient with limited English 
proficiency（LEP）、もしくは limited 
English proficient（LEP）patientと
表現します。日本では「日本人以外の
人」という意味で「外国人」という表
現をよく使いますが、「外国人患者」
を英語で表現する際にforeign patients
とすると「余所者の患者」というネガ
ティブなイメージになってしまうので、
international patientsという表現を使
うようにしましょう。また international 
patientsであっても日本語が堪能な方

もいらっしゃるので、「日本語が話せ
ない」と決めつけるのも厳禁です。も
し患者さんが「日本語で意図した通り
にコミュニケーションが取れない患者」
patients with limited Japanese profi-
ciency（LJP）/limited Japanese profi-
cient（LJP）patientsの場合には、その
患者さんの母国語の「医療通訳」health 
care interpretingを利用するか、患者
さんが英語に堪能であれば英語を使っ
て診療するようにしましょう。
　英語での医療面接を学ぶ際には、最
初に「型」となる基本表現を学ぶこと
が重要です。「今日はどうなさいまし

押　味　貴　之
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター准教授
国際医療福祉大学大学院「医療通訳・国際医療マネジメント分野」分野責任者
日本医学英語教育学会理事

【連載企画】

知って楽しい
「教

た し な み

養」としての医学英語

第３回　英語での医療面接
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