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新たなツベルクリン反応陽性判定基準の提唱＊
近

藤

はじめに

信

哉1）

り，何らかの理由で宿主殺菌能が低下していると
結核菌は細胞内で寄生，増殖し，細胞を破壊して

日本では 1968 年から精製ツベルクリン（purified

細胞性免疫（cell−mediated immunity：CMI）が確

protein derivative：PPD）が使用され，結核菌感染

立するまで寄生，増殖を繰り返して病巣（初感原

の補助診断に用いられてきた．しかしながら，長

発巣）を形成する．初感原発巣は肉芽腫形成など

らく用いられてきた発赤を主たる基盤とするツベ

により自然治癒することもあるが，菌は周囲に増

ルクリン反応（ツ反）陽性判定基準は，ツ反は理

殖するだけでなく，病巣を所属リンパ節に拡大し

論的に硬結で判定されるべきであることなどから

て初期変化群を形成して発病に至る．さらには菌

2005 年の結核予防法改正の機会に削除された．日

の全身播種によって粟粒結核，結核性髄膜炎など

本結核病学会が 2006 年に暫定的判定基準を提唱し

を生じる．遅延型過敏性（delayed−type hypersen-

1）

たものの ，今は正式な判定基準はない．また，

sitivity：DTH）成立後，結核菌増殖も関与するが，

やはり結核菌感染の補助診断に開発された IFN−γ

主たる結核病変は菌体成分に対する宿主の DTH に

release assay（IGRA）の一つであるクウォンティ

よる組織破壊によって形成されていく3）．結核菌

フェロン（QuantiFERON：QFT）検査も乳幼児に

は自然治癒，あるいは抗結核薬治療によって必ず

おいて感度が低く2），高価である．本稿では依然

しもすべてが殺菌されるわけでなく，機序は不明

として必要とされるツ反検査の，硬結を基盤とし

であるが休眠状態（休止菌）となって宿主殺菌機

た新たな陽性判定基準の提唱を試みた．

序から逃れ，長ければ数十年にわたって生体内に

Ⅰ．結核菌感染，発病の概要
結核は日本において多剤耐性菌，HIV 感染との

存続することが知られている．
Ⅱ．ツ反の理論的基盤

併発などの問題を除き，予防法，治療法の確立し

結核菌の発見者，Koch が 1890 年に結核菌液体

た疾患である．結核は結核菌を含む飛沫核の吸入

培地の©液から結核治療に寄与するかもしれない

による空気感染によって生じる．肺胞に達した結

物質を抽出し，翌年ツベルクリンと命名した．ツ

核菌は非特異的肺胞マクロファージに貪食され，

ベルクリンは結核治療には役立たなかったが，ツ

殺菌される．しかしながら，菌の毒力が強かった

ベルクリンから精製，抽出された蛋白質（PPD）

＊
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は結核補助診断に用いられることになった．結核

の 182 名と，正規分布類似分布をとり硬結平均値

菌の分裂は遅く（18〜22 時間）
，人体は結核菌感

（SD）が 14.9（5.9）mm の特異反応群 744 名の両

染 2〜12 週間後に結核菌に対して防御機能を有す

分布が交差するおおよそ 5 mm がカット・オフ値

る CMI と，組織破壊に寄与する DTH を獲得す

であることが推定された．699 名（75％）が BCG

る3）．両者は部分的に重なる部分を有するが，そ

接種を受けていたが，106 名において硬結は 0 mm

の機能は必ずしも相関するわけでない．結核菌感

であった．正規分布類似分布をとる特異反応群の

染の有無を調べる補助診断法として，主として

BCG 接種児 593 名は満遍なく分布し，BCG 接種

CMI による全血の IFN−γ産生量を利用しているの

の影響は小さいことが示唆された．

が QFT 検査で，主として皮膚の DTH を利用して
いるのがツ反検査である．

ついで，ツ反の感度を清瀬小児病院，NHO 宇都
宮病院における発病小児 275 名において求めた

結核菌成分に対して DTH が成立している生体に

（図 2）
．非特異反応群は硬結 0 mm が 14 名の指数

ツベルクリン液を皮内注射すると，局所の細静脈，

関数型分布をとり，特異反応群 261 名は硬結平均

毛細血管からリンパ球と単球／マクロファージが浸

値（SD）が 16.7（5.7）mm の正規分布類似分布

潤して血管周囲に集積，膠着して周囲の結合組織

をとり，1〜4 mm に分断帯が存在した．陽性カッ

を圧排する．そして持続性に細静脈内皮細胞の間

ト・オフ値を 5 mm としたときの感度は 95％で

隙が開いて血漿蛋白が滲出する．局所抗原は単球／

あった．133 名（48％）が BCG 接種を受けていた

マクロファージを活性化し，凝固促進因子を遊離

が，5 名において硬結は 0 mm であった．正規分

し，滲出液中の血漿フィブリノゲンをフィブリン

布類似分布をとる特異反応群において，BCG 接種

に変換する．フィブリンはフィブリン網を形成し

児 128 名のうち平均値 16.7 mm 未満が 49 名，以上

て滲出液を保持し，滲出液は血管周囲の結合組織

が 79 名であり，BCG 接種と免疫応答未熟性の影

を膨化させて硬結の主たる構成因子となる．最大

響が考えられた．

の反応は皮内注射後 48〜72 時間に生じる．組織

さらに，陽性カット・オフ値を 5 mm としたと

壊死は細胞から遊離，放出された TNF−α，蛋白

きのツ反の特異度を，感染の可能性が低く，BCG

分解酵素などが局所血管の血栓形成を促進して生

目的でツ反検査を月齢 6 カ月〜1 歳未満に受け，

じるが反応の主体ではない．また，発赤は DTH

結果が数字で記載されていた 86 名の母子手帳から

反応において生じる局所充血によってもたらされ

後方視的に求めた．数字で記載されたツ反の大き

る非特異的炎症反応と考えられている4）．

さは発赤か硬結かは不明であったが 7 mm と記載

Ⅲ．ツ反の感度と特異度

された 1 名を除き，86 名中 85 名において 5 mm
未満であった．特異度は 99％以上と考えられた．

ツ反陽性判定基準は感度，特異度，地域におけ

これらの結果は，ツ反において BCG の影響は

る結核蔓延の程度，個々の背景因子などに応じて

あるにしても一律ではなく，硬結 5 mm 以上が結

設定することが求められる．また，ツ反硬結の大

核菌感染の疑われる小児においてツ反陽性である

きさは問題ではなく，感染の有無の 2 つに一つを

ことを示唆する．

判定するカット・オフ値が重要である．カット・
オフ値は本来であれば非特異反応と特異反応の交
叉点を地域住民健診において求めるべきであるが，

Ⅳ．小児ツ反検査における影響因子
ツ反は生物学的検査であるため，しばしば種々

現実的ではない．それに代わるものとして，1993〜

の因子の影響を受けて偽陰性，偽陽性を生じるこ

2005 年に都立清瀬小児病院を受診した接触者検診

とが知られている5）．

小児，発病小児 926 名のツ反硬結分布（図 1）か

1 ．結核菌，非結核性抗酸菌への曝露

ら陽性カット・オフ値を求めた．非特異反応群と

ツ反は種々の程度の，反復する結核菌への曝露

特異反応群との間の硬結 1，2 mm に分断帯が存在

があり得る結核蔓延地域においてより大きくなる

した．しかし，指数関数型分布をとる硬結 0 mm

可能性が高い．非結核性抗酸菌への反復する曝露
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図 1 活動性結核患者との濃厚接触小児，発病小児 926 名におけるツベルクリン反応硬結の分布

も弱いながらも同様の効果をもたらす．BCG 接種
後のツ反陽転の割合は必ずしも高くなく

6,7）

，0〜

8）

3 ．ツベルクリン検査液濃度
1 国際ツベルクリン単位（tuberculin unit：TU）は

19 mm の硬結をもたらす ．獲得された DTH の

国際標準精製ツベルクリン（PPD−S）の 0.02 mcg

持続期間は不明であるが，接種後 2 年半に最大と

を含む．0.1 ml 当たり日本の PPD は 0.05 mcg を

なり年々減弱していく7）．BCG 死菌では CMI は獲

有し（2.5 TU），米国の PPD は 0.1 mcg（5 TU）

得できず，DTH のみが獲得される9）．ツベルクリ

を有する．しかしながら，0.05 mcg と 0.01 mcg と

ン検査自体は人体に感作を生じることはないが，

5 倍の濃度差の検査液を用いても，硬結平均値に

すでに過敏性が確立している生体への皮内注射は

1 mm 強の違いが生じるだけであると報告されてい

5）

る13）．標準ツベルクリン液以外の 1 TU，250 TU

ブースター効果をもたらす ．
2 ．免疫能と年齢

を用いることは臨床的に意味をなさない．

種々の慢性疾患児，低栄養状態児，免疫抑制剤（例
えば，成人量でプレドニゾロン 1 日 15 mg，1 カ

Ⅴ．低蔓延集団におけるツ反

月以上10））を投与されている児においてツ反はよ

低蔓延国の基準は結核罹患率（1 年間に発病し

り小さくなる可能性が高い．0 歳児は免疫細胞の

た患者数を人口 10 万対率で表したもの）が人口 10

数は揃っていても，機能の未熟性などのためツ反

万対 10 以下を指し，日本全体では 2020 年に到達

．また，結核

すると推計されている14）．しかしながら，小児に

性髄膜炎，粟粒結核を発病している児におけるツ

限ってみると 2006 年の 0〜14 歳人口約 1,740 万

反はしばしば偽陰性を呈することが知られている．

人に対し，結核新登録患者数は 85 名であった15）．

はより小さくなる可能性が高い

11,12）

このような集団でツ反検査を安易に行うことは偽
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図 2 結核小児 275 名におけるツベルクリン反応硬結の分布
陽性カット・オフ値を 5 mm とすると，感度は 95％となる．

陽性を生じることが懸念され，ツ反は明らかな結

結核を専門とする地域の保健組織，医療組織の再

核曝露，あるいは疑われた小児に限って検査すべ

構築，集約化が求められよう．

きである．
他方，1960 年代のオランダの検討では，同居小
児の感染率は感染源の喀痰が塗抹陽性で 50％，塗
抹陰性培養陽性で 4.7％，塗抹陰性培養陰性で 7.8％
と報告されている16）．日本では感染を生じやすい
塗抹陽性成人肺結核患者の割合はいまだ上昇をし
ている14）．塗抹陽性結核患者の多くは大都会の社
会的経済的弱者，超高齢者，高蔓延地域からの不
法入国者に認められる．これらハイ・リスク集団
における発病者を速やかに診断し，接触歴を明ら
かにして潜在結核感染症を診断し，治療すること
が小児を含め低蔓延集団にとって重要である．結
核小児の減少とともに小児結核を診断できる医師
数も減少しており，ツ反検査時期を逸することは
集団感染の危険性をもたらす．そのため，結核の
再興に見舞われた欧米先進国で行われたと同様，
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