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・ 今月の定期講習会 
・ 微生物検査 若葉マーク講習会 
 

定期講習会報告 

・ 『呼吸器感染症 ～臨床に学ぶ情報共有～』 
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（敬称は略させていただきました） 
 

 

 

 

 

今月の定期講習会は 

６月２４日（火）あべのメディックス 6 階研修室 で開催いたします。
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講習会 

テ−マ ： 

『尿路感染症の診断・治療について - 臨床医の立場から - 』 

講 師 ：京都大学医学部附属病院 感染制御部 
齋藤 崇 先生 

日時：平成２０年６月２４日（火） １８：３０～２０：００ 

場所：あべのメディックス ６階研修室 

共催：シスメックス・ビオメリュー株式会社 

評価点：専門－２０点（会員証をお持ちください） 
参加費：会員５００円、非会員３０００円 
連絡先：（財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏  
e-mail：akg@oph.gr.jp 
 

 

 

近年、泌尿器科領域における耐性菌の分離頻度は
高く、尿路感染症において病態確認の検査と平行
し、感染症としての微生物学的検査を行うことは、
適切な治療を行ううえでも必須であると考えられ
ます。 

 

 

 今回は、京都大学医学部附属病院の斉藤先生に、
尿路感染症の基礎から、診断、治療について、我々
が検査を進めるうえで知っておかなければならな
い臨床の知識をご講演頂く予定です。皆様奮って泌
ご参加ください。 
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《 講義編 》 

平成２０年６月５日（木）ゼロからの塗抹鏡検 

晴れて検査技師となり微生物検査を担当することになった方も、担当部署の異動
で微生物検査を担当することになった方も、別の担当業務の合間に微生物検査をお
手伝いすることになった方も、明日からのルーチンに役立つ細菌の基礎講習会です。
「最低限これだけは知っておきたいこと」を中心に、塗抹検査から培養同定・感受
性までの一連の検査を、我々微生物検査部門のスタッフが担当します。 

講師：（財）結核予防会大阪府支部大阪病院 伏脇 猛司 
平成２０年６月１２日（木）ゼロからの培養同定検査 

講師：大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 
平成２０年６月１９日（木）ゼロからの薬剤感受性検査 

講師：市立堺病院 和泉 多映子 
場所：大阪医療技術学園専門学校(〒530-0044 大阪市北区東天満 2-1-30) 
時間：１８：３０～２０：００ 
評価点：専門－２０点（会員証をお持ちください） 
参加費：会員５００円、非会員３０００円 
連絡先：（財）大阪府警察協会大阪警察病院 赤木 征宏 e-mail：akg@oph.gr.jp 

 

《 実技編 》 

日程： 平成２０年７月１９日（土） １３：００〜１７：００ 

細菌検査の分野においてはまだまだ手作業の部分が多く、誤った器具の操作方法
は自分だけでなく、ともに働くスタッフにも感染の危険性を高めてしまいます。ま
た、自動分析装置や簡便なキットが増えたと言っても、その検査結果を正しいもの
として臨床に返すには、我々検査技師が判断しなければなりません。基礎講座実技
編は、微生物（細菌）検査の３本柱である塗抹・培養・感受性検査に必要な基礎技
術の習得を目的として、教科書には詳しく説明されていない基本操作を中心に、日
常の検査業務の流れに沿った形で進めていきます。初心者対象ですが、老若男女を
問わず、是非ご参加ください。  

平成２０年７月２０日（日） ９：００〜１７：００ 
平成２０年７月２１日（海の日） ９：００〜１５：３０ 

会場：大阪ハイテクノロジー専門学校（〒532-0003 大阪市淀川区宮原 1-2-43） 
募集人数：２５名（定員になり次第締め切らせて頂きます） 
申し込み要項：下記申し込み先にメールまたは官製はがきにて１）施設名、２）部署、

３）施設の住所および郵便番号・電話番号・FAX番号、４）氏名、５）
経験年数をお知らせください。受付確認のご連絡をさせて頂きます。 

評価点:Ｃ-２５点(会員証をお持ちください)  
参加費:会員８０００円、非会員２５０００円  
申し込み先： 〒543-8555 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 

大阪赤十字病院 検査部 市村 佳彦 
e-mail: triplets-kazu-nao-aki@nifty.com 
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４月定期講習会報告 
 

『呼吸器感染症 ～臨床に学ぶ情報共有～ 』 
大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部  

中家 清隆 
 去る４月２２日に【呼吸器感染症～臨床に学ぶ情報共有～】をテーマに財
団法人田附興風会医学研究所 北野病院 呼吸器センター副センター長・呼
吸器内科部長 福井基成先生をお招きし、呼吸器疾患の臨床現場の事と臨床
検査部との情報共有の重要性について御講演頂きましたので、報告させて頂
きます。 
 
（肺の影の原因を突き止める方法） 

 ガイドラインなどで推奨する方法（成人市中肺炎診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ） 
 すばやく結果が出る方法を優先（尿中抗原などの迅速検査） 
 非侵襲的な方法を優先 
 信頼のおける方法を優先 
 コストがかからない方法を優先（迅速検査などを行う） 
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使用する抗菌薬選択の情報になる
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（初期治療に役立つ微生物迅速検査） 

簡便で外来やベッドサイドで実施可能 手技が煩雑、機器や施設が必要 
経験に 

左右されにくい 
経験に 

左右されやすい 
塗抹鏡検 
検査 

抗原検査 遺伝子検査 

インフルエンザ 
ウイルス 

グラム染色 抗酸菌染色 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 結核菌 

RSV 
特殊染色 

（ヒメネス染色） 
蛍光抗体法 ﾚｼﾞｵﾈﾗ 

非定型 
抗酸菌 

A 群溶連菌 
特殊染色

（Diff-Quik 染色） 
PAS 染色 ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ ﾚｼﾞｵﾈﾗ 

アデノウイルス  
ﾄﾙｲｼﾞﾝﾌﾞﾙｰ
染色 

ｶﾝｼﾞﾀﾞ ｸﾗﾐｼﾞｱ 

肺炎球菌 
（尿中抗原） 

  ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ 

レジオネラ 
（尿中抗原） 

  
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛ 
ｳｲﾙｽ 

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛ 
ｳｲﾙｽ 

    ｺｸｼｴﾗ 

 
 
（肺に陰があっても肺炎ではないもの） 
閉塞性肺炎、肺膿瘍のような肺癌、肺胞蛋白症、間質性肺炎（鳥飼病）、 
ＣＯＰ（ＢＯＯＰ）、好酸球性肺炎、薬剤性肺炎 

 
このような場合、肺に陰があっても感染症ではなく、見逃さないようにしな
ければいけない。 

 
 

（呼吸器内科医が知りたいことは？） 
感染 or 非感染？ ⇒グラム染色より推測可能な場合がある 
急性 or  蔓延化した感染？ 
起炎菌は（一般細菌、真菌、抗酸菌、ウイルス）？ 
抗菌薬に対する耐性はどうか？ 
感染の原因は（誤嚥など）？ 
 
迅速に正確に臨床側は欲しています 
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（肺に影があるときの診断方法） 
・喀痰・咽頭ぬぐい液・鼻汁 

塗抹検鏡検査（一般細菌、抗酸菌、その他） 
培養検査（一般菌、抗酸菌、ｳｲﾙｽ、真菌） 
抗原検査（ICA：ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ） 
遺伝子検査（ﾚｼﾞｵﾈﾗ、ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ、ｸﾗﾐｼﾞｱ、抗酸菌、ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ、ｳｲ 

ﾙｽなど） 
細胞診 
 

・尿  検尿（特に血尿の有無） 
抗原検査（ICA：肺炎球菌夾膜抗原、レジオネラ抗原） 
 

・胃液 抗酸菌塗抹、培養、遺伝子検査 
 
・血液 CRP、ESR、Procalcitonin、寒冷凝集素 
WBC、白血球分画 

抗原検査（クリプトコッカス、CMV：antigenemia法）、アスペルギ 
ルス、カンジダ） 
抗体検査（ マイコプラズマ、アスペルギルス、各種ウイルス） 

β-D-glucan（3 種類の測定方法：感度・特異度が異なる） 
エンドトキシン 

血液培養（20ml 以上、2セット以上） 
遺伝子検査（コクシエラ、CMV、水痘・ヘルペス、EB など） 
QuantiFERON 
  

・穿刺液 
胸水 
TTA（trans-trachial aspiration） 
経皮的穿刺（透視下、エコーガイド下、CT ガイド下） 

 
・気管支鏡検査 

気管支洗浄液、BAL 液 
ブラシ塗抹 
TBLB、TBNA 
EBUS、EUS 
 

胸腔鏡検査、縦隔鏡検査、試験開胸など 
診断的治療 
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（微生物迅速検査の注意点） 
・ 尿中抗原などで感度の高い検査キットでは濃縮尿での測定による感度で
あること 

・ ﾚｼﾞｵﾈﾗ尿中抗原のキットの中にはﾚｼﾞｵﾈﾗﾆｭｰﾓﾌｨﾗ ｾﾛｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ型のみに反
応するものもある。 

・ 小児は肺炎球菌の尿中抗原は成人に比べ特異度が低い 
・ ｸﾗﾐｼﾞｱは抗体がなかなか上がらないのでペア血清での測定は難しい。 
・ ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆｭｰﾓﾆｱ IgM は半年から一年くらい血中に残る場合がある。 
・ βD ｸﾞﾙｶﾝはキットにより特異度に差がある。 

 

―検査室と医師との情報共有― 

 

【喀痰採取について喀痰の質を高める努力】 
Geckler 分類の表示、採痰指導、誘発喀痰の確立、採痰ブース 
 
（誘発喀痰の手順） 
①ベネトリン入り生食を吸入（喘息発作誘発の予防） 
②3%食塩水（高張食塩水）を 7分間吸入 
③出せそうなら痰を出してもらう 
④痰が出ない場合、SpO2 の低下や呼吸苦の増強を確認する。 
これらがあれば検査中止、なければ残りをもう 1回 7分間吸入。 
・3%食塩水は 10%NaCl 6ml＋生理食塩水 20ml で作成（半量づつ使用） 
・高張食塩水の作成は、薬剤部に依頼する。 
・請求方法は、薬剤請求伝票で請求する。（使用期限が記入されている 
 

⑤高張食塩水吸入中は、かなり唾が出る為に、ビニール袋とティッシュペー 
パーを渡しておく。 
⑥吸入後すぐには、痰は出ないが 10～15 分ぐらいは様子をみて喀痰を促す。 
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【喀痰からの情報を最大限に生かす】 
 
（塗抹検査・背景の情報も欲しい） 

・ 血痰の混入？（抗酸菌検査や細胞診の必要性） 
・ 検体は適しているか？（扁平上皮の有無、唾液汚染？誤嚥？） 
・ 急性炎症反応はみられるか？（好中球 新鮮？古い？ フィブリ
ンの析出） 

・ 壊死組織の混入？（炎症細胞の混在、癌組織の崩壊、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞな
どによる気道上皮の剥離） 

・ 胃液の混入（胃液誤嚥）？（食事カス、胃内容物） 
・ 口腔常在菌の旺盛な繁殖像（唾液誤嚥）？（炎症細胞、扁平上皮） 
・ その他（好酸球や花粉⇒アレルギーの関与、肺吸虫卵） 
 

（医師からも積極的な情報発信が必要） 
 
起炎菌検索か？常在菌叢の監視か？ 
感染症の種類、疑う原因微生物 
急性経過？慢性経過？ 微熱・高熱の有無

重症度、重篤感、緊急度 

抗菌薬投与の有無 

 

ステロイド、免疫抑制剤投与の有無 
手術歴 

渡航歴 

動物との接触歴 

採取方法、保存法 

 

 
（培養検査） 

 嫌気性菌（検体の取り扱いが重要） 
 Nocardia,Actinomyces(臨床情報、結節影、免疫不全が重要、グラム
染色で疑う) 

 真菌（培養方法、培養時間、渡航暦が重要） 
 耐性菌（ﾊﾟﾙｽﾌｨｰﾙﾄﾞ用の保存が重要） 

 
 
 
 
 



 10

（感受性検査） 

院内検出菌の感受性分布は極めて有用 

 一般的に言われている状況と異なる場合があるので各病院で調べる必要

がある 

 抗菌薬の決定時に非常に役立つ 

 院内感染対策上も重要 

保険適応抗菌薬だけでは不十分 

 ＭＲＳＡ：ＲＦＰとＳＴは必須 

 非結核性抗酸菌：CAM、NQｓ、AMK、IPM/cs 等 
 
【ＤＰＣと迅速検査の拡大】 

DPC 導入に際しては検査部門削減の噂が 
 現実は逆：迅速な診断（グラム染色の重要なコメントを含む）が入院期間短縮

に繋がる 

 そのためにはもっと連携を深める必要がある 

DPC の枠内では、保険適応をあまり意識しなくても良い 
 保険適応のない検査でも、それが迅速診断に役立てば積極的に導入すべきで

は？ 

 蛍光抗体法（一般に感度良好：スクリーニング） 

抗酸菌、レジオネラ、クラミジア、マイコプラズマ、ニューモシスチス等 

 real-time PCR（時間短縮、定量性） 

各種ウイルス、各種細菌・真菌など 

 LAMP 法（迅速、安価、サーマルサイクラー不要） 

SARS、Avian flu H5/H7、レジオネラ（環境）、TB 等 

 

【ニューモシスチスの診断】 
Grocott 染色（Methenamine-silver stain） 

感度落ちる、手間がかかる 
Diff-Quick 染色、ギムザ染色、トルイジンブルー染色 

BAL などでは有用か 
蛍光抗体法 

欧米では標準診断法だが、日本では普及していない 
感度良好、簡便（感度 97.6%、特異度 50%という報告あり） 
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ＰＣＲ 
プライマーや方法によって結果にバラツキ大きい 
特異度高いがコンタミもありうる 
結果がでるまで時間がかかり、一検体２万円以上 

β-D-glucan 
３桁出たときはまず PCP 
迅速診断でき、病勢把握にも役立つ 
時に陰性のこともある 

（参考：Diagn Microbiol Infect Dis 2007 58:385 など） 

 

【結核に対する取り組み】 
 
（肺結核の現状） 
・１９９７年～1998 年結核罹患率が３８年ぶりに増加 
・１９９９年に緊急事態宣言が出される 
・日本の罹患率は 23.3％、大阪は 41.2％（平成１６年） 
 

（事例によるまとめ） 

・結核診断の鍵は、まず結核を疑うこと 

・特に若い人と高齢者に注意 

・診療途中から発症することもある 

・血痰を見逃さない 
・様々な画像所見をとりうる 

・ＣＲＰ低値、赤沈高値の時は要注意 

・少しでも怪しいと感じたら喀痰検査をする 

 

（肺結核患者対策 外来） 
 スクリーニング・トリアージ 
 問診：咳嗽が続く、微熱、血痰→抗酸菌検査 

 呼吸エチケット、ＨＥＰＡフィルター 
 咳嗽がひどい方にマスク！待合い場所を配慮 
 医療者も咳をしている患者の前では必ずマスク 
 呼吸器外来にはＨＥＰＡフィルター 



 時間外抗酸菌塗抹検査 
 外注：果たして精度は？ 

 トリアージ室、救急病室の陰圧化 
 喫煙室の転用→排菌患者の待機、診察 
 救急病室設置を期に病室の陰圧室化！ 
 SARS、鳥インフルエンザ対策でも役立つ 

 
（QunatiFERON TB-2G:GFT） 
 患者全血を結核菌特異抗原（ESAT-6,CFP-10） と共に培養し、T細胞から産生

されるインターフェロンγを ELISA で測定する 

 BCG 接種や MAC 感染などの影響を受けない 

 日本人での結核感染診断の特異度 98.1%、感度 89.0%であった 

 今後、結核菌が証明されないような症例や定期外健診での結核感染者同定に活

用が期待される 

ただ、培養に入るまでの時間が極めて重要!! 

 培養前時間が６時間を超えると、半数で QFT の判定が異なった 
 QFT は採血して６時間以内に培養を開始することが望ましい 
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（まとめ） 

 呼吸器内科医は胸部異常陰影に対して様々な検査結果を参考に診断を
行っています 

 大阪では結核をいつも念頭に置き、十分な対策を取ることが大切です 
 検査技師さんとの“生きた連携”が不可欠です 
 もっともっと交流しましょう   

 
 
 
（終わりに） 

 今回、福井先生に臨床現場について具体的で分かりやすくお話して頂き、
臨床現場を見る事が少ない検査室で働く検査技師にとって、非常に有用でし
た。どのように治療診断され、私たちの情報がどのように活かされ、どのよ
うな情報を望まれているかがよくわかりました。今後よりよい感染症診断を
行うために今まで以上に臨床との連携は必須だと再確認することができま
した。 

 
 
 

 
 
 

〜疥癬〜 

大阪市立大学医学部附属病院 仁木 誠 
 
【はじめに】 
 疥癬はヒゼンダニ（疥癬虫 Sarcoptes scabiei）が皮膚の最外層である角
皮層に寄生し、人から人へ感染する疾患である。非常に多数のダニの寄生が
認められるノルウェー疥癬（角化型疥癬）と、少数寄生であるが激しい痒み
を伴う普通の疥癬とがある。 
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【感染経路】 
 ヒゼンダニの大きさは雌成虫で体長 400μm、体幅 325μm で、卵形、円盤
状で、肉眼ではほとんど見えない。雄は雌よりさらに小型である。卵→幼虫
→若虫→成虫と約 2週間で成熟する。幼虫、若虫、雄成虫は人の皮膚表面を
歩きまわるため、皮膚同士の接触によって感染する。また、皮膚内に掘った
穴や毛包内に隠れていたりするため、ダニの寄生部位を特定するのは難しい。
皮表を歩きまわっている雄は角質層内の雌を探し、交尾する。交尾後の雌成
虫は、角質層に特徴的な疥癬トンネルを掘り進みながら、4〜6 週間にわた
って 1日 2〜3 個ずつ産卵し続ける。卵は 3〜4 日で孵化し、幼虫はトンネル
を出てはいまわる。ヒゼンダニは乾燥に弱く、皮膚から離れると 2〜3 時間
程で死ぬ。 
 疥癬患者は年間 8〜15 万人と予想されている。感染経路は人と人との接触
がほとんどである。よって、家族、介護者、セックスパートナーの他、畳で
の雑魚寝などでも感染する可能性がある。まれに寝具、衣類などから感染す
ることもある。ヒゼンダニはヒトの体温より低い温度では動きが鈍く、16℃
ではほとんど運動しなくなる。通常の社会生活で、普通の疥癬患者と数時間
並んで座った程度では、感染する可能性はほとんどない。感染直後は全く症
状がないが、感染後約 4〜6 週間で多数のダニが増殖し、その虫体、脱皮殻
や排泄物（糞）によって感作されることにより、アレルギー反応としての激
しい痒みが始まる。なお、角化型疥癬の患者から感染を受けた場合には多数
のダニが移るので、潜伏期間も 4〜5 日と非常に短くなる。 
 
【臨床症状・診断】 
 激しい痒みは特に夜間に増強し、睡眠を妨げられることがある。ただし、
高齢者や角化型疥癬の患者では掻痒の訴えが少ない場合もある。疥癬に特徴
的な皮疹は疥癬トンネル（小隆起性茶色調の曲がりくねった線状疹）で、手
首の屈側、手掌尺側、指、指間、肘、アキレス腱部などに認められる。その
他、丘疹、小水疱、痂皮、小結節なども見られる。陰嚢部には小結節を認め
ることがある。また、下腹部や背部、腋下などにも丘疹を認めることもある
ので、全身くまなく観察することが必要である。 
 疥癬の確定診断はヒゼンダニを検出することである。しかし、問診・皮膚
症状で疥癬が疑われる患者からのヒゼンダニ検出率は、皮膚科医が行った場
合でも 60％前後である。強い掻痒を伴う疑わしい皮疹がある場合には、早



 15

期に皮膚科専門医に診察を依頼し、検査で陰性であっても掻痒や皮膚症状が
治まるまで、数週間おいて繰り返し検査する必要がある。 
 ヒゼンダニの検出方法は、疥癬トンネルや皮疹部を先の曲がった眼科用ハ
サミで先端を切り取ったり、あるいは、メスで皮疹の表面をこすって採取し
た組織片をスライドガラスに載せ、20％水酸化カリウム液を皮膚小片に滴下
し、透過させて鏡検する。虫体や虫卵のほか、虫体の一部、卵の抜け殻など
を検出する。血液像、血液生化学検査などは正常である。免疫学的検査法は
開発されていない。 
 
※角化型疥癬（ノルウェー疥癬、痂皮型疥癬） 
 角化型疥癬は、桁違いに多数のヒゼンダニが感染した疥癬の重症型で
ある。患部は、肥厚した灰白色〜帯黄白色の角質増殖と痂皮に覆われた
状態になり、亀裂も生じる。ダニの数は通常の疥癬では数十匹であるが、
角化型では 100 万〜200 万といわれている。患者から剥がれ落ちた鱗屑
や痂皮には多数のヒゼンダニがいるので、集団発生の感染源になる。角
化型疥癬患者には、高齢者に多くみられる運動機能低下・障害、あるい
は免疫学的異常など種々の基礎疾患があり、ステロイド剤の内服・注射
などの全身投与や外用なども重症化の一因となる。角化型では爪なども
侵され、掻痒は不定で治療に抵抗性である。角化型ではヒゼンダニの検
出が容易であるので、特徴的な皮疹を診て疥癬を疑うことが診断上重要
である。 

  
【治療・予防】 
 現在使用されている主な抗ダニ薬剤を以下に示す。 
薬剤名 剤型 効果 副作用 使用感 

イオウ剤 軟膏、ローシ
ョン等 

やや有
効 

刺激性、皮膚
乾燥 

臭気、全身外用の
ため煩雑 

イオウ剤 入浴剤 やや有
効 

刺激性、皮膚
乾燥 

臭気 

クロタミトン 軟膏 やや有
効 

時に皮膚炎 全身外用のため煩
雑 

安息香酸ベン
ジル 

ローション やや有
効 

刺激性 全身外用のため煩
雑 
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γ-BHC(リン
デン) 

軟膏 有効 毒性あり 全身外用のため煩
雑 

ペルメトリン 軟膏 有効 時に皮膚炎 全身外用のため煩
雑 

イベルメクチ
ン 

内服剤 著効 少ない 内服のため容易 

 疥癬への保険適用薬剤はイオウ剤のみであるが、外用剤は使用感が悪く、
効力も弱い。イオウ入浴剤はやや有効であるが、入浴しすぎたり、浴槽に多
く入れすぎると肌が荒れるので注意する。診療現場ではクロタミトン軟膏が
多く使用されている。外用剤は首から下の全身に塗布するのが肝要で、特に
手や指、陰部などに塗り残しのないようにする。しかし、効果も弱く処置が
煩雑なため、著効する内服剤への期待が高く、保険適用が望まれている。掻
痒に対しては、抗ヒスタミン剤の内服が用いられている。角化型疥癬は厚い
痂皮を取ることが必要である。疥癬を湿疹と誤診してステロイド塗布治療を
行うと、一時的に皮疹と痒みは軽減するが、すぐに悪化してくる。ステロイ
ド外用剤は使用してはならない。 
 感染拡大予防のためには患者の早期発見が重要で、疥癬が疑われる場合早
期に皮膚科に検査を依頼すること、さらに一人の患者が見つかった場合、患
者の家族や同じところで寝泊まりした人など、無症状者にも検査を行うこと
が必要となる。また、集団発生時は角化型疥癬患者など当該施設の感染源を
特定すること、感染の機会があった入所者・スタッフの検査を行うことが必
要となる。普通の疥癬患者とは皮膚の直接接触を避ければ感染の心配はない
ので、隔離は必要ないが、角化型疥癬患者は短期間個室管理とし、処置をす
る場合は感染予防に努める。 
 
【文献 URL】 
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_45/k04_45.html 
http://www.iwate.med.or.jp/kaisen/manyuaru.html 
 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_45/k04_45.html
http://www.iwate.med.or.jp/kaisen/manyuaru.html


  
 
 

ウイルス性肝炎の治療について 
                         北野病院 池田 千賀子 

 
【急性Ｂ型肝炎の治療と予防】 
 急性期の経過を変える治療法はない。高力価Ｂ型肝炎免疫グロブリン（Ｈ
BIG 0.05～0.07ｍｌ／ｋｇ筋注）は暴露後７日以内に投与すべきである。
暴露後４８時間以内に投与された場合に最大の予防効果が得られる。追加投
与は１ヶ月後が推奨されるが、追加投与の有効性はまだ証明されていない。
大多数の例で初回ＨBIG 投与時にＢ型肝炎ワクチンを接種すべきである。 
 高力価Ｂ型肝炎免疫グロブリン（ＨBIG）が適用されるべきものは 
① ＨＢsAg 陽性者の血液、体液に針刺しまたは粘膜を介しての接触 
② 急性または慢性のＢ型肝炎患者との濃厚接触 
③ Ｂ型肝炎感染母体から生まれた新生児 
Ｂ型肝炎ワクチンを接種すべきものは 
① 医療従事者、血液や血液製剤を取り扱う技師、研究者 
② 輸血や血液凝固製剤を繰り返し必要とする患者 
③ 血液透析患者 
④ 葬儀屋 
⑤ 複数の性的パートナーをもつ者 
⑥ 静注薬物使用者 
⑦ 人口過密施設に住む者とそのスタッフ 
⑧ Ｂ型肝炎キャリアの同居者、性的接触がある者 
 
【慢性Ｂ型肝炎の治療薬】 
① ラミブジン（lamivudine） 
ウイルスの DNA 複製を未完成なまま終結させる。ラミブジンはもともと
HIV の治療に用いられてきた。ラミブジンによる治療（１００ｍｇ１日１
回１年間）はセロコンバージョン（ＨＢｅ抗原がＨＢｅ抗体に移り変わる
現象）の確率を約２倍にする。 
② アデフォビル・ジピボキシル（adefovir divopixil） 
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プラセボを用いた対照化試験でアデフォビル・ジピボキシル（１０ｍｇ
経口１日１回１年間）での治療により、ラミブジン抵抗性または野生株ウ
イルスに罹患している患者のかなりの割合で肝機能検査の改善を認めた。
服用が中断された場合の肝炎の増悪の報告や、併存する腎機能障害がある
患者で腎毒性が増加するという報告がある。 
③ インターフェロン－α（interferon alpha） 
 このインターフェロンには強い抗ウイルス効果がある。しかし、高力価で
の副作用の発生率が高い。インターフェロン－α（５００～１０００万単位
１日１回週３回１２～２４週間）による治療はプラセボを用いたコントロー
ル群に比べて３倍の確率で HbeAg の陽性から陰性へのセロコンバージョン
をもたらす。セロコンバージョンは肝機能検査の正常化を伴うことが多く、
この治療は HbeAg が持続的に陽性で、肝酵素の値が高値である患者に温存さ
れるのがふつうである。 
 
【Ｃ型肝炎の治療】 
 Ｂ型肝炎が時間と共に自然に排除されることがあるのとは違い、Ｃ型肝炎
では自然治癒は稀である。患者のおよそ２０～２５％が２０～３０年かけて
肝硬変に移行する。慢性Ｃ型肝炎の原発性肝細胞癌の発生率は高い。 
① インターフェロンα（３００万単位１日１回週３回６ヶ月間） 
患者の４０～５０％に血清トランスアミナーゼの正常化をもたらす。これに
対し、プラセボ群では０～６％であった。インターフェロン治療の中断にあ
たって持続的な肝酵素の低下を認めるものは２５％にすぎない。 
② ペグインターフェロン 
 週１回投与で従来のインターフェロンαに匹敵する効果を示す。臨床研究
では週３回の標準治療と比べて高成果が示されている。 
  
 （併用療法） 
 ペグインターフェロン（週１回投与）とリバビリン（１～１．２ｍｇ経口
１日１回）の併用はインターフェロンα単独の場合よりも高い完全治癒率が
期待できる。リバビリンはグアニンアナログでＤＮＡとＲＮＡの両方のウイ
ルス複製を抑制する。併用療法の期間は最初のウイルス量に依存し、ウイル
ス量が高い場合（２００万コピー／ｍｌ以上）には４８週間以上、それ以下
のウイルス量であれば２４週間の治療で十分とされる。 



 
                              大阪警察病院 
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赤木 征宏 

 
 
 

 
 
 

【問題】 
下の図は炎症性サイトカインと PCT、
CRP の血中動態のグラフです。(a)～(d)
の曲線が、(ア)～(エ)のどの物質のグラ
フか分かりますか？ 

 

(a)      (b)        (c)    (d)  
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選択肢 ： （ア）IL-6 （イ）PCT （ウ）CRP （エ）TNF-α 
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 例年より少し早く梅雨入りをしたようで、肌寒い朝に傘を持って出勤しようか悩む毎日

です。食物も傷みやすい時期ですので、自分が検査される立場にならないように、体調だ

けでなく食べるものにもみなさん気をつけましょう。 

赤木征宏 2008.6.9 

 

 

(a) ： （エ）TNF-α  

(b) ： （ア）IL-6 

(c) ： （イ）PCT 

(d) ： （ウ）CRP 

・プロカルシトニン（PCT:Procalcitonin）は甲状腺Ｃ細胞で生成され、正常な代謝

状態ではカルシトニンやカタカルシン等に分解され、血中には放出されません。 

・PCT はエンドトキシンや IL-6、CRP 等よりも細菌感染症に特異的で、ウイルス感 

染症や局所における細菌感染症では殆ど上昇せず、細菌感染症の鑑別診断と重症

度判定の補助に有用なマーカーであると考えられている。 

・細菌感染症で誘導される PCT は、甲状腺以外でも産生されていると推察されてい

ますが、その機序は明らかにされていません。 

・PCT は炎症性サイトカイン（TNF-α,IL-6）のピークには遅れるが、感染発症後早

期（約３時間）に血中濃度が上昇し、CRP よりも早期にその立ち上がりを認め、

半減期もほぼ一日と長く血中での長時間高濃度を維持しやすい。 

・0.5ng/mL：細菌性敗血症の鑑別診断指標 

・2.0ng/mL：細菌性敗血症重症度判定の指標 

 

許可なく転載および複写はご遠慮下さい 


