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プール熱（咽頭結膜熱）とは？     （2010年4月）

Answer

　プール熱（咽頭結膜熱）とは、数種の血清型の
アデノウイルスによる発熱、咽頭痛、眼症状を主
とする小児の急性ウイルス性感染症である。夏か
ら秋にかけて主に学童年齢に流行し、プールの水
を介しての感染が多くみられることから「プール
熱」と呼ばれている。
【アデノウイルスについて】
　アデノウイルスはエンベロープを有しないDNA
ウイルスである。51種類の血清型が知られている
が、血清型により感染部位が異なり、多彩な臨床
症状を引き起こす（表１参照）。プール熱を起こす
主なウイルス型は３、４、７型であるが、１、２、
11、14型でもみられ、特に７型は重症化すること
が多い。

　前述の通り、プールを介しての流行が報告され
ており、この場合の感染は汚染した水から結膜へ
の直接侵入と考えられている。この他に飛沫感染
や手指などを介した接触感染により、結膜または
上気道から感染する。
【臨床症状】
　プール熱の潜伏期間は５～７日であり、発熱を
もって発症する。39℃前後の発熱が３～５日間続
き、その間に頭痛、食欲不振、全身倦怠感ととも
に、咽頭炎に起因する咽頭痛、結膜炎に伴う結膜
充血、眼痛、羞明、流涙、眼脂などの症状がみら
れる。眼症状は一般的に片方から始まり、その後
他方にも出現する。
【診断】
　確定診断には、患者の咽頭拭い液、結膜擦過
物、糞便などからウイルスを分離するか、あるい
はウイルス抗原を検出する。最近はラテックス凝
集（LA）反応やイムノクロマトグラフィー法によ
る迅速診断法が行われることが多い。特にイムノ
クロマトグラフィー法は咽頭拭い液を検体として
10～15分で判定できることや、感度70～80％、特
異度がほぼ100％と高いことから、診断に極めて有
用である（表２参照）。ただし、これらの迅速診断
法では血清型別の判定はできない。まだ研究室レ
ベルではあるが、遺伝子診断（PCR法や制限酵素
切断法など）による検査方法も考案されており、
血清型判別も可能となっている。
　また、プール熱は、感染症法において５類感染
症定点把握疾患に定められており、全国約3,000ヵ
所の小児科定点医療機関から毎週件数が報告され
ている。
【治療】
　現在、アデノウイルスに対しては実施可能な特
異的治療法はなく、対症療法が中心となる。発熱
や咽頭痛に対しては解熱鎮痛薬を投与する。また、
炎症を起こした結膜への細菌の混合感染を予防す
る目的で抗菌薬を点眼する。

疾患 主な血清型 臨床像

咽頭結膜熱 １、２、３、４、
７、11、14

発熱・咽頭痛、
結膜充血、眼脂

急性濾胞性
結膜炎

１、２、３、４、
６、７

眼痛、羞明、眼脂、
結膜濾胞

流行性
角結膜炎 ８、19、37 結膜炎症、眼痛、

羞明、眼脂、偽膜

鼻咽頭炎、
扁桃炎

１、２、３、４、
５、７ 発熱、扁桃白苔

肺炎 ３、４、７、21 発熱、咳、
呼吸障害

胃腸炎 31、40、41 腹痛、嘔吐、下痢

出血性膀胱炎 11 排尿時痛、
肉眼的血尿

髄膜炎、脳炎 ７ 発熱、頭痛、嘔吐、
意識障害

表１．主なアデノウイルス感染症の臨床像とウイルス
の血清型



Vol.34 NO.6  (2010) 20 (364)

　多くの場合、１～２週間で後遺症も残さず治癒
するが、強い炎症を起こしたときには、角膜に多
数の点状混濁が出現し、そのため不正乱視をきた
し、視力が低下することがある。その予防や治療
にステロイド点眼薬が有効である。
　また、造血幹細胞移植後を含む免疫抑制状態に
ある患者での重症アデノウイルス感染症の治療と
して、ガンマグロブリンや抗ウイルス剤のリバビ
リン（国内では適応外）、シドフォビル（国内未発
売）が有効であったという報告もあるが、プール
熱については一定の見解は得られていない。
【予防】
　予防対策としては、感染者との密接な接触を避
けること、流行時にうがいや手指の消毒を励行す
ることなどである。プールを介しての流行に対し
ては、タオルの共用を避けることや水泳前後にシャ
ワーを浴びることなどが大切であるが、ときには
プールを一時的に閉鎖する必要もある。

　消毒法は、手指に対しては流水と石けんによる
手洗いとエタノール消毒を併用する。器具に対し
ては煮沸、グルタラール､ 次亜塩素酸ナトリウム、
ポビドンヨードが有効であるが、逆性石けんやイ
ソプロパノールには抵抗性がある。
【学校保健安全法における取り扱い】
　プール熱は、学校保健安全法では第二種感染症
に位置づけられており、主要症状が消退した後２
日を経過するまで出席停止とされている。ただし、
病状により伝染の恐れがないと認められたときは
この限りではない。
【参考文献】
・国立感染症研究所感染症情報センターHP
・今日の小児治療指針 第14版（医学書院）
・感染症の診断・治療ガイドライン2004（日本医
師会）
・日本医事新報 2006年７月８日号
・アデノウイルス結膜炎院内感染対策ガイドライ

表２．主なアデノウイルス感染症迅速診断キット（イムノクロマトグラフィー法）
商品名 販売会社 検体 測定時間 包装

ディップスティック‘栄研’アデノ 栄研化学 糞便 15分 20回

キャピリア アデノ アイ わかもと製薬

角結膜上皮細胞

滴下後15分 ５回

アデノチェック 参天製薬 10～15分 10回

アデノテストAD 三菱化学メディエンス 15分 10回

チェック Ad アルフレッサファーマ

角結膜上皮細胞
又は
咽頭粘膜上皮細胞

15分 10回

イムノカードST アデノウイルスⅡ TFB 10～15分 ５回／10回

BD Adeno エグザマン 日本BD 滴下後15分 ５回

キャピリア アデノ タウンズ 滴下後15分 ５回

イムノエースアデノ
タウンズ
栄研化学

３～15分 ５回／30回

クイックチェイサー
Adeno咽頭/角結膜

ミズホメディー
協和メデックス
日本点眼研究所

15分 10回

ラピッドテスタhsアデノ
積水メディカル
極東製薬

咽頭粘膜上皮細胞

10分 10回

ポクテムS アデノ シスメックス 10分 ５回

エルナス アデノ「TFB」 TFB 10分 10回

クイックナビ－アデノ 大塚製薬 ８分 10回

スタットマーク アデノスティック カイノス 10分 ５回

ラピッドテスタRSV－アデノ 積水メディカル 10分 10回

ラピッドエスピー《アデノ》 DSファーマバイオメディカル 15分 10回
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ン2009年１月10日（日本眼科学会）
・診断と治療 2004年12月号
・各製品添付文書
・メーカーHP

〈執筆協力会社〉㈱アステム 知財創造部

国内のアルツハイマー型認知症治療薬について
開発状況を教えてください。       （2010年4月）

Answer

　現在、開発中の主なアルツハイマー型認知症治
療薬として以下のようなものがあります１）２）３）４）。
　わが国では高齢化社会を迎えて、高齢人口の伸
びに比例して認知症患者が急速に増加しています。
厚生労働省の推計ではその数は2010年に約200万人
となり、2025年頃には約310万人に達するとされて
います５）。

　薬物療法については、以前は脳血管障害に伴う
後遺症に対して「脳循環代謝改善薬」が使用され
ていました。しかし、十分な臨床効果が認められ
ないとしてそれらの多くの薬剤が1999年以降、使
用されなくなりました。その後、アルツハイマー
病（Alzheimer’s disease：AD）の病態に関する
研究及び新薬の開発が進展し、新たなADに対す
る治療薬が承認されるに至りました。わが国では
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬のドネペジル
（アリセプト）が1999年承認認可され、ADの中核
症状（記憶障害、失語、失行、失認など）に対し
て使用されています６）７）。
　海外ではドネペジルのほかアルツハイマー型認
知症治療薬として、アセチルコリンエステラー
ゼ阻害薬のガランタミンやリバスチグミンが、
NMDA受容体拮抗薬のメマンチンが発売されてい
ます。国内でもこの３剤について申請中であり、
承認が待たれます。その他、セクレターゼ阻害薬、
抗アミロイドβ抗体、アミロイドβワクチンなど
が現在開発中です。

以降より開発中の薬剤について概要を列挙します。
開発中の主なアルツハイマー型認知症治療薬

成分名、開発番号 企業名 開発段階 剤形 海外での承認

アセチルコリン
エステラーゼ
阻害薬

ガランタミン ヤンセンファーマ、
武田薬品 申請中 錠剤、口腔内速溶錠、

内用液 あり

リバスチグミン ノバルティスファーマ、
小野薬品 申請中 貼付剤 あり

NMDA受容体
拮抗薬 メマンチン アスビオファーマ、

第一三共 申請中 錠剤 あり

セクレターゼ阻害薬 セマガセスタット 日本イーライリリー 第３相 錠剤 なし

抗アミロイドβ
抗体

バピネオズマブ ワイス 第３相 注射剤 なし

ソラネズマブ 日本イーライリリー 第３相 注射剤（点滴静注） なし

アミロイドβワクチン ACC-001 ワイス 第２相 注射剤（筋注） なし

開発中の主なアルツハイマー型認知症治療薬

【アセチルコリンエステラーゼ阻害薬】
一般名 Galantamine（ガランタミン）：錠剤、口腔内速溶錠、内用液

開発
状況

国内 ヤンセンファーマ、武田薬品：申請中

海外 発売（イギリス、アメリカなど）商品名：Reminyl 、Razadyne　など

概　要

Galantamineは、アセチルコリンエステラーゼ（AChE）の阻害作用によってアセチルコリン（Ach）
の分解を抑制する一方、ニコチン性アセチルコリン受容体への直接作用も有しています８）。
本剤は、ADの中核症状である記憶・認知障害に対して効果をもつことが複数の大規模臨床試験で確
認されており、脳血管障害を伴うADに対する有効性についての報告もあります６）９）。承認取得後、
ヤンセンファーマと武田薬品は同一商品名で共同販売する予定です４）。
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【免疫療法】
　アルツハイマー型認知症の免疫療法（Aβワク
チン療法）は、脳のAβタンパクを免疫学的手法
により除去しようとする治療法であり、新しい治
療ストラテジーとして注目されています。免疫療
法にはAβに対する抗体を直接投与する①抗アミ
ロイドβ抗体（受動免疫：passive immunization）
と、Aβペプチドをアジュバント※と共に免疫す
る②アミロイドβワクチン（能動免疫：active 
immunization）などがあります12）14）。

①抗アミロイドβ抗体（受動免疫）２）

　現在、国内ではBapineuzumab（バピネオズ
マブ：ワイス）やSolanezumab（ソラネズマブ：
日本イーライリリー）などが開発中で共に第３
相の段階です。いずれもAβをターゲットとし
たヒト化モノクローナル抗体です。海外でもそ
れぞれアメリカとEUにおいて開発中です。開
発段階については、アメリカでは共に第３相、
EUではバピネオズマブが第２相、ソラネズマ

一般名 Rivastigmine（リバスチグミン）：貼付剤

開発
状況

国内 ノバルティスファーマ、小野薬品：申請中

海外 発売（イギリス、アメリカなど）商品名：Exelon　など

概　要

Rivastigmineは、ドネペジルやGalantamineと同じくアセチルコリンエステラーゼ阻害剤です。しかし、
ドネペジルやGalantamineはAChEを選択的に阻害するのに対して、RivastigmineはAChEだけでなく
ブチルコリンエステラーゼも阻害します。そのためドネペジルを１年間投与したあとで本剤を改めて
投与しても再度認知機能が改善したとする報告もあります９）10）。
副作用として、とくに漸増期間に悪心・嘔気などの消化器系の症状が出やすいことが知られていま
す。そこで、日本においても経口剤としてではなく貼付剤として現在申請中です（経口剤は開発中
止）２） ６） 10）。承認後は２ブランド２チャネル方式で販売する予定です３）。

【NMDA受容体拮抗薬】
一般名 Memantine（メマンチン）：錠剤

開発
状況

国内 アスビオファーマ、第一三共：申請中

海外 発売（イギリス、アメリカなど）商品名：Ebixa、Namenda　など

概　要

MemantineはNMDA（N-methyl-D-aspartic acid）受容体拮抗薬であり、AChE阻害薬とは作用機序
の異なるAD治療薬です9）。
本薬は興奮性アミノ酸であるグルタミン酸のNMDA受容体に対する非競合的アンタゴニストで、グ
ルタミン酸過剰遊離による神経細胞障害を保護する作用を示します11）。
＝グルタミン酸及びNMDA受容体について＝
グルタミン酸はヒト脳に存在する興奮性アミノ酸で、記憶や学習の基礎となる長期増強に関わる各
種の受容体に結合します。チャネル型グルタミン酸受容体は、NMDA受容体、AMPA（α-amino-3-
hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid）受容体、カイニン酸受容体に分類されます。病的状態
ではグルタミン酸受容体の過剰活性化により細胞障害（興奮毒性）をきたします10）。

【セクレターゼ阻害薬】
一般名 Semagacestat（セマガセスタット）：錠剤

開発
状況

国内 日本イーライリリー：第３相

海外 開発中（アメリカ、EU）：第３相

概　要

ADの原因の１つとして脳内に産生されたアミロイドβ（Aβ）が、凝集・沈着して老人斑が形成され、
最終的に脳神経細胞が破壊されるという「アミロイドβ仮説」が提唱されています１）。
セクレターゼはAβの前駆体であるアミロイド前駆蛋白（APP）を分解する酵素であり、Aβの産生
に関わる２つの酵素、βセクレターゼとγセクレターゼの阻害薬は、早くから創薬の標的として注目
されてきました12）。
Semagacestatは、APPからのAβ産生に関与するγセクレターゼを阻害し、Aβの異常蓄積を抑制し
ます２）。
なお、γセクレターゼ阻害剤に比べ、βセクレターゼ阻害剤の研究・開発は遅れており、海外でも本
格的な治験は始まったばかりです13）。
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※アジュバント：補助物質。抗原と共に投与する
ことにより、その抗原に対する免疫反応を増強
させるような物質15）

【参考資料】
１）日経メディカル39（１），90，2010
２）明日の新薬，㈱テクノミック，2010
３）日刊薬業2010/3/2
４）日刊薬業2010/4/2
５）医学のあゆみ228（４），289，2009
６）ファルマシア 41（10），972，2005
７）薬局 57（増刊号），311，2006
８）カレントテラピー 24（３），24，2006
９）日本医師会雑誌 134（６），1012，2005
10）内科 95（５），885，2005
11）医薬ジャーナル 41（S-1），558，2005
12）Progress in Medicine 26（２）：79，2006
13）きょうの健康（258），96，2009年９月
14）Progress in Medicine 26（２），69，2006
15）免疫学用語辞典 第三版，㈱最新医学社，1993

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 医療情報室

インフルエンザワクチンの皮内テストのやり方を教
えて欲しい（鶏卵に弱いと訴える者に対して）

Answer

　日本小児アレルギー学会（Ｈ21. ３月）による予
防接種基準によれば、アレルギー体質などといわ
れているだけでは接種不適当者にはならず、接種
しようとする接種液の成分に対して、アレルギー
を呈するおそれのある者が接種要注意者となる。
　接種液成分でアレルギーと関連した報告がある
のは、安定剤のゼラチン、防腐剤のチメロサール
及び培養成分として卵成分、抗菌剤である。

　インフルエンザワクチンを調べてみると、発育
鶏卵で培養しているため、微量の卵白アルブミン
が含まれている。また一部チメロサールが含まれ
ているワクチンもある。接種へは、問診などによ
り事前調査で把握されるのが望ましい。一部の専
門施設では分割接種（0.05ml接種し、異常がなけ
れば残量接種）が行われているが、接種に不安が
ある場合、接種ワクチンによる皮内テストとして
下図の方法がある。

【参考文献】
・予防接種ガイドライン2009（財団法人予防接種
リサーチセンター）P66～67

〈執筆協力会社〉㈱井上誠昌堂 金沢支店

ブが第３相です。
②アミロイドβワクチン（能動免疫）２）

　現在、国内ではACC-001（ワイス）などが開
発中で、開発段階は第２相です。ACC-001は
Aβ複合体を用いた免疫治療ワクチンです。海
外でもアメリカにおいて開発中で、開発段階
は日本と同じく第２相です。

10倍希釈液　0.02mL
対照：生理食塩水　0.02mL

陽性陰性 強陽性

0.1mL接種規定量接種 中止

即時型反応出現の有無を
30分間観察

接種後
30分間観察

可能なら
抗体価測定

あり

中止

可能なら抗体価測定

なし

残量接種

接種後30分間観察

判定基準
陰　性：膨疹8mm以下　発赤19mm以下又は膨疹、発赤が

対照と変わらない
陽　性：膨疹9mm～ 14mm　発赤20mm～ 39mm
強陽性：膨疹15mm以上　発赤40mm以上

「厚生労働省予防接種研究班（ハイリスク児）
日本小児アレルギー学会誌17：103-114,2003」より改編

図　ワクチン液による皮内反応を行う場合
（BCGワクチンには適用しない）


