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尿道炎 症状とその鑑別診断 １

排尿痛と尿道分泌物を症状とする症候群を尿道炎と呼

び、いくつかの原因で起こる。性感染症として起こるも

のは、他の原因で起こるものと区別される。

鑑別を要する疾患

性感染症によるものは、原因微生物により淋菌性、淋

菌・クラミジア性、非淋菌・クラミジア性、非淋菌・非

クラミジア性尿道炎に分けられる（表１）。これらの尿道

炎では、起炎微生物により、治療法が異なるため原因微

生物の正確な診断が必要となる。

診断・治療の流れ

淋菌性尿道炎とクラミジア性尿道炎では、潜伏期間、

発症や排尿痛の程度、分泌物の量と色調などに差があり、

これらにより大まかに鑑別できる（表２）。しかしながら、

最近では症状の軽い淋菌性尿道炎もあり、検鏡、培養、

核酸増幅法［ 法（ - ）、 法

（ プローブテック クラミジア/ゴノレア）、 法

（アプティマ ・ クラミジア/ゴノレア）など］

などで検索する必要がある。尿道炎では、初診時、尿道

分泌物ないし初尿のグラム染色を行い、特徴的なグラム

陰性双球菌を白血球の内外に認めれば淋菌感染症の診断

が得られる。その際、淋菌が証明されたら、淋菌に有効

な薬剤の投与を行う。同時にクラミジアの検査を行って

おくことも重要である。クラミジアの検査結果が判明す

る数日後に必ず再診させ、淋菌の治療効果判定とともに、

クラミジアの判定を行い、クラミジアが陽性であれば、

クラミジア感染症の治療を開始する。初診時、グラム染

色鏡検で、淋菌が陰性であれば、その時点でクラミジア

の検査を行い、結果が判明した時点で、クラミジアが陽

性の場合、治療を開始する。鏡検で淋菌が陰性であって

も、淋菌の培養または 検査を行っておくことも重

要である（図１）。また、オーラルセックスの増加に伴い

咽頭での淋菌やクラミジアの感染・保菌が問題となって

いる。したがって、性感染症による尿道炎で淋菌やクラ

ミジアが検出された症例では、咽頭の検査が必要となる。

表 尿道炎の分類

淋菌性尿道炎

淋菌クラミジア性尿道炎

非淋菌クラミジア性尿道炎

非淋菌非クラミジア性尿道炎

表 淋菌性尿道炎とクラミジア性尿道炎の比較

淋菌性 クラミジア性

潜伏期間 ～ 日 ～ 週

発症 急激 比較的緩徐

排尿痛 強い 軽い

分泌物 膿性 漿液性ないし粘液性

（量） 中等量 少量～中等量

～ 日後

・淋菌の治療効果判定

・クラミジア検査結果の確認

・クラミジアまたは

淋菌あるいは両者

に対する治療

・注射薬による単回治療

・クラミジア検査

淋菌

(＋)

・クラミジア検査

・淋菌培養または

核酸増幅法

淋菌

(－)

尿道分泌物・初尿沈

グラム染色

尿道分泌物・排尿痛

図 尿道炎の診断・治療



急性精巣上体炎 症状とその鑑別診断 ２

精巣上体（副睾丸）は、精巣の上端から始まり、下端

で精管に移行する細長い管腔器官である。急性精巣上体

炎は、この精巣上体の急性炎症である。原因微生物とし

ては、尿路感染症の原因菌、クラミジア、淋菌などが尿

道から精管を上行し、精巣上体に到達することによる。

起炎菌は、尿の培養検査から推定することによるが、不

明であることが多い。尿道炎を併発しているときには、

クラミジアと淋菌の病原検査を行う。これらのうち、ク

ラミジアによるものか否かを血清の抗クラミジア抗体価

により診断することは難しい。そこでこの場合には、時

期の異なるペア血清での診断が必要である。比較的急な

発症、片側のみの陰囊内容の腫張と疼痛があり、発熱を

伴うことがある。陰囊を挙上すると、疼痛は軽減する（プ

レーン徴候陰性）。

鑑別を要する疾患

Ａ.精索捻転

Ｂ.ムンプス精巣炎

Ｃ.精巣上体結核

Ｄ.精索静脈瘤

図 急性精巣上体炎の鑑別フローチャート



鑑別疾患の解説

Ａ.精索捻転

学童期から青年期に多い。陰囊内で精巣が精索を軸に

して捻じれ、精巣の血行障害をきたすもの。通常は片側

のみ。急性精巣上体炎より突然の発症。早期では陰囊内

容の腫張はないが、時間とともに腫張が出現。発熱はな

く、陰囊を挙上すると、疼痛は増大する（プレーン徴候

陽性）。検尿は正常。発症後 時間以上経過すると、精巣

は不可逆的な壊死に陥ることから、早期の手術（精巣固

定術）を行う必要がある。急性精巣上体炎との鑑別が困

難であることが少なくなく、疑わしいときには、まず鑑

別のための手術を行うべき。

Ｂ.ムンプス精巣炎

ムンプスに合併する精巣の炎症。陰囊内容の疼痛と腫

張があるが、触診すると、精巣上体ではなく精巣の腫張

であることで鑑別できることが多い。発熱を伴うことが

あり、両側の精巣に発症することもある。血清アミラー

ゼは上昇。

Ｃ.精巣上体結核

結核菌の血行性感染。したがって、尿の結核菌培養検

査は陰性。結核の既往があることが多い。通常は片側性

で、緩徐な発症。急性精巣上体炎に比べると、疼痛は軽

微で、発熱はない。陰囊皮膚を穿破し排膿することがあ

る。急性精巣上体炎に対する抗菌薬は無効。診断は難し

く、陰囊皮膚を穿破し排膿があった場合には、膿の結核

菌培養検査で確定できる。しかし、排膿がない場合には、

精巣上体切除術により、組織学的に結核病巣を証明する

ことによる。

Ｄ.精索静脈瘤

陰囊内容の鈍痛。緩徐な発症。発熱はない。ときに両

側性。触診で精巣と精巣上体は正常（まれに精巣の腫大

あり）で精索の腫大を認める。この腫大は腹圧をかける

と増大（バルサルバ徴候）。ドップラー超音波検査で精索

静脈内の血流の逆行を証明することが確定診断となる。

治療は手術のみ（精索静脈結紮術）。

診断の流れ

多くは陰囊内容の触診で、精巣上体の腫脹と強い圧痛

を認め、容易に診断がつく。各疾患との鑑別点を、以下

に示す。

表 急性精巣上体炎の鑑別点

急性精巣上体炎 精索捻転 ムンプス精巣炎 精巣上体結核 精索静脈瘤

発症 やや急激 突然 やや急激 緩徐 緩徐

疼痛の程度 強い たいへん強い 強い 軽微 軽微

発熱 ときにあり なし ときにあり なし なし

尿道分泌物 尿道炎の併発時

にあり

なし なし なし なし

耳下腺の腫大 なし なし 一般にあり なし なし

触診所見 精巣周囲の精巣

上体部の腫大と

圧痛

精索の肥厚と

圧痛

精巣そのものの

腫大

精巣周囲の精巣

上体部の腫大と

圧痛

（急性精巣上体

炎より軽微）

精索の腫大・

圧痛は軽微

プレーン徴候 なし あり なし なし なし

バルサルバ徴候 なし なし なし なし あり

急性精巣上体炎 症状とその鑑別診断 ２



Ａ.精索捻転

鑑別診断で最も重要なものは、精索捻転である。精索

捻転の場合には、緊急手術を要するためである。鑑別点

としては、急性精巣上体炎ではプレーン徴候が陰性であ

ること、発熱を伴うことがあること、検尿で膿尿（尿路

感染症の合併）がある場合があることが挙げられる。各

疾患の鑑別点を、以下に示す。

Ｂ.ムンプス精巣炎

耳下腺炎の先行。触診では精索ではなく精巣の腫脹を

認める。血清アミラーゼの上昇。

Ｃ.精巣上体結核

緩徐な発症。疼痛は軽微で発熱なはい。精索に結核病

変があることがあり、このときには触診で精索は数珠状

に触知される。陰囊皮膚に穿破したときには、膿の結核

菌培養。

Ｄ.精索静脈瘤

触診上、精索の腫脹のみ。緩徐な発症で疼痛は軽微。

バルサルバ徴候陽性。ドプラー超音波検査で精索静脈内

の血流が逆行。

日性感染症会誌



直腸炎 症状とその鑑別診断 ３

直腸炎とは、種々の原因による直腸粘膜の炎症であり、

排便時の疼痛～異和感や、時に便中粘液や膿、血液を認

める病態を指す。

鑑別を要する疾患

Ａ.感染症

)性感染症

.梅毒

.赤痢アメーバ

.クラミジア トラコマチス

.単純ヘルペス

.淋菌

.サイトメガロウイルス

.

)一般的腸管感染症

.カンピロバクター

.サルモネラ

.赤痢（特にアジア地域からの帰国後）

Ｂ.特発性炎症性腸疾患

)潰瘍性大腸炎

)クローン病

疾患の解説

Ａ-ａ.性感染症

性感染症は、直腸炎の重要な鑑別疾患である。男性同

性愛者のみならず、異性間性交渉でも、肛門性交を行う

場合には、各種性感染症が直腸炎の形で発症しうる。鑑

別を要する多数の性感染症を、症状のみで鑑別するのは

困難であるが、以下に各疾患での症状の概略を述べる。

淋菌、単純ヘルペスの直腸炎では痛みが強く、排便時

および肛門性交時の強い疼痛を訴える。単純ヘルペスで

は、肛門周囲の皮膚に、ヘルペス特有の紅暈を伴う水疱

性、あるいは、浅い潰瘍性病変の有無を確認することが

重要である。

赤痢アメーバ腸炎では、発病は緩徐で始まることが多

く、肛門部の痛みを訴えることは比較的少ない。粘血便

と残便感が主訴であることが多く、症状が進むとアン

チョビソースの外見を呈する悪臭の強い便となる。回盲

部に病変を形成しやすく、回盲部痛で発症することも多

い。男性同性愛者に、粘液便、血便が見られる場合には、

赤痢アメーバ腸炎を第一に疑う。逆に、渡航歴のない患

者の赤痢アメーバ腸炎を診断した場合には、男性同性愛

者の可能性および 感染の可能性まで念頭に置くべ

きである。また、 感染者では、免疫不全状態を背景

に、赤痢アメーバ腸炎から肛門周囲の壊死性筋膜炎へ急

速に進展することがあるので、注意が必要である。赤痢

アメーバ性腸炎は現在、全数把握の五類感染症であるが、

年間報告数はこの数年顕著な増加を示しており、

年（ 件）から 年（ 件）と倍増しているこ

とに今後注意が必要と えられる。近年の傾向として女

性患者の増加があげられており、異性間性的接触による

感染拡大も懸念されている。

第一期梅毒では、通常、菌の進入部位に一致して外陰

部に無痛性の潰瘍（下疳）を形成しうる。しかしながら、

肛門、直腸部に下疳を形成した場合は、二次感染を起こ

して、有痛性の病変となることもしばしばである。

サイトメガロウイルス感染による直腸炎は、進行期の

で見られるもので、厳密には性感染症というより

も、 関連疾患とすべきかもしれない。多量の下血を

来しうる。サイトメガロウイルス腸炎が診断された場合

には、進行期の 感染症が疑われる。

急性 感染症では、その侵入部位に一致して潰瘍が

見られる場合があることが知られている。頻度は高くな

いが、肛門性交で感染した場合には、直腸部位へ潰瘍を

形成し、直腸炎を来しうる。

Ａ-ｂ.一般的腸管感染症

赤痢は、国内発生例はほとんどなく、主にアジア地域

からの輸入例として見られるので、流行地域から帰国後

に発症する発熱、腹痛、強い便意（テネスムス）で疑う

ことが重要である。頻回の便意により、便の部分のない



膿血便を排泄することが多いのが特徴である。

サルモネラは、水様下痢を呈し、食中毒として発症す

ることが多い。

カンピロバクターは、下痢を主症状とし、便の正常は

多彩で、水様便から、さらには粘血便、粘液便までを呈

しうる。

サルモネラ、カンピロバクターは、いずれも直腸炎を

呈しうるが、どちらかといえば主病変は回腸および結腸

である。

Ｂ.特発性炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎は、 歳以下の成人に多い、原因不明の

疾患である。慢性の粘血便が症状であるため、はじめに

で述べた感染性腸炎を除外することが重要である。

クローン病も、若年男性に多い、原因不明の疾患であ

る。口腔から肛門までのあらゆる部位に非連続性病変を

呈するのが特徴で、病変の一部として、直腸、肛門に難

治性の潰瘍などを形成することがある。

診断の流れ

Ａ-ａ.性感染症

性感染症の診断は、問診が不可欠である。渡航歴のな

い若年者が直腸炎を呈した場合には、まず性感染症の可

能性を念頭におき、肛門性交の有無を確認することが診

断のポイントになる。可能なかぎり内視鏡で直腸～ 状

結腸までを観察し、病変から検体を採取して、グラム染

色等による多核好中球の存在の有無と菌の検出を試みる

一方、病変部位の性状の確認と病変の範囲を確認するこ

とが重要である。通常、性感染症としての直腸炎は、赤

痢アメーバ腸炎を除いては、直腸のみ（肛門から

～ 程度）に限局しているのが普通であり、それよ

り遠位への拡大がある場合は、カンピロバクターなどの

一般腸管感染症の可能性が高い。

男性同性愛者である場合には、赤痢アメーバ腸炎がま

ず第一に疑われるが、 回の便検査で必ずしも原虫が証

明できるわけではなく、しばしば複数回の検査を必要と

するため、状況に応じてメトロニダゾールによる診断的

治療も検討する。 感染男性同性愛者では、高率に赤

痢アメーバ抗体と が陽性であるため（それぞれ

、 ：国立国際医療センター、エイズ治療・研究

開発センター、 ＝ ）、これらの陽性結果は、単に過

去の感染の既往を見ている可能性があり、抗体陽性を

もって診断の根拠とする場合には注意が必要である。

肛門部の潰瘍性病変から蜂巣織炎に進展した症例に対

し抗菌薬治療を行ったところ、突然の高熱と全身発疹か

らなる 反応を呈し、後に梅毒であることが

判明した自験例もある。

●梅毒：一般的に、血清学的に梅毒関連抗体価の上昇を

証明できれば、診断が可能である。ただし、 法など

の脂質抗原に対する抗体検査で 倍以上の高値であ

る場合には、現在梅毒に罹患している可能性が高いが、

倍以下の場合には、過去の感染既往を示しているだ

けの可能性があるので、解釈には注意が必要である。

また、感染の極めて早期（感染後 週以内）では、血

清反応は陰性であるため、診断には、下疳部位より梅毒

スピロヘータを証明することが重要である。下疳の表面

を擦過して刺激漿液を採取し、パーカー ブルーブ

ラックインク 滴と混和して作製した塗抹標本を、乾燥

後に鏡検する。

●赤痢アメーバ：糞便検体からアメーバを検出する。新

鮮便を使用することが重要で、便中の血液や粘液の部位

から検体を採取し、カバーグラスをかけて保温下（

度）で検鏡し、活発に運動する栄養型を検出する。ヨー

ド・ヨードカリ液を混和してからカバーグラスをかける

と、栄養体や囊子が観察でき、内部構造が染め出される

ので、類似物との鑑別に役立つ。

注意すべきは、集囊子法を併用しても便検査による虫

体の検出感度は決して高くなく、疑わしい場合には繰り

返して検査する必要がある点、そして、特に海外渡航歴

がある者で非病原性アメーバの保有者がいる点である。

下部消化管内視鏡検査で病変部位から生検を行っても、

病理学的に診断が確定できることはほとんど経験されな

い。よって症状等で診断が強く疑われ、かつ、病原体が

証明できない場合には、メトロニダゾールによる診断的

治療も検討する。頻度は低いが、赤痢アメーバ腸炎の数

で腸管外アメーバ症を発症し、特に肝膿瘍が重要である。

血液検査でも などの炎症反応の高値以外に所見に

乏しく、肝膿瘍に関連した自覚症状もないことが多いた

日性感染症会誌



直腸炎 症状とその鑑別診断 ３

表 直腸炎疑い時の診療のながれ

直腸炎疑いの症状
●テネスムス

●排便時痛

●血便、膿粘血便

↓

問診
●肛門性交の有無（重要）

男性同性間→赤痢アメーバ腸炎の可能性大

異性間→クラミジア、淋菌、梅毒、などのSTDの可能性

●東南アジア地域等への海外渡航歴（赤痢）

●抗菌剤の服用歴（抗菌剤有効あるいは無効）

●同様の症状を持つ家族、同居人がいる場合には、最近の食事内容。

↓

基本的検査
●肛門周囲の視診、直腸診

水疱性病変あり（ヘルペス疑：水疱内容のウイルス分離、核酸増幅検査）

潰瘍性病変（梅毒一期疹疑：病変部の生検 慮）

●便培養

●便虫卵、原虫検査

●感染症関連血液検査

①梅毒血清反応（RPR、TPHA）、クラミジア抗体

②HIV－ 、 抗体（直腸炎との関連が低い場合でも実施が推奨される）

③分泌物があれば淋菌、クラミジアの抗原検査、核酸増幅検査

④赤痢アメーバ抗体（状況から疑われる場合に）

(以下は状況に応じて 慮する）

⑤CMVアンチゲネミア（HIV感染など免疫不全の場合に 慮）

⑥HIV－RNA PCR法（急性HIV感染が疑われる場合）

↓

抗菌剤治療
＊原因菌が判明した場合、あるいは状況からSTDが強く疑われる場合

①赤痢アメーバ腸炎は診断が時に困難であり、診断が強く疑われる場合（男性同性愛者など）にはエンピリックにメトロニダ

ゾールによる治療を 慮する。

②淋菌、クラミジアに対する治療

↑ ↓

内視鏡検査
＊エンピリックな抗菌剤治療で無効の場合は必ず実施。

＊S状結腸まで確認→病変の範囲を確認

＊生検、分泌物の採取



め、赤痢アメーバ腸炎を診断した際には、腹部超音波に

よる積極的な肝膿瘍の除外診断が勧められる。

●クラミジア、淋菌：肛門よりスワブで採取した検体や、

内視鏡下で採取した検体を用い、培養や遺伝子検査、抗

原検査等による菌体の検出を行う。クラミジアについて

は 、 、 の抗体検査が可能であるが、その結果

の解釈には一定の見解がないのが現状である。

●単純ヘルペス：水疱内容あるいは潰瘍底の培養や

等によるウイルスの検出が診断に有用である。

●サイトメガロウイルス：潰瘍性病変の生検を行うこと

で、特徴的な封入体を病理で証明することで診断できる。

サイトメガロウイルス腸炎が診断された場合には、進行

期の 患者である可能性が高い。

Ａ-ｂ.一般的腸管感染症

これらの感染症では、便培養の提出により高率に菌が

検出されるため、診断は比較的容易である。菌の検出に

は数日を要するため、検体採取後は、発症数日前までの

食事内容より原因菌を推定し、抗菌薬による治療をエン

ピリックに開始する。

Ｂ.特発性炎症性腸疾患

基本的には上記であげた の感染性疾患がすべて除

外された上で、数週以上に渡って症状が持続する場合に、

強く疑う。診断は定まった診断基準に従って行われる。

日性感染症会誌



潰瘍性病変（男性) 症状とその鑑別診断 ４・１

男性の性器に潰瘍性病変またはびらんを呈する疾患に

は、以下のものがある。

鑑別を要する疾患

Ａ.性器ヘルペス

Ｂ.梅毒 硬性下疳

Ｃ.軟性下疳

Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

Ｅ.鼠径肉芽腫

Ｆ.外陰皮膚粘膜カンジダ症

Ｇ.帯状疱疹

Ｈ.ベーチェット（Behçet）病

Ｉ.固定薬疹

Ｊ.接触性皮膚炎

Ｋ.外 傷

Ｌ.乳房外パジェット（Paget）病

Ｍ.開口部プラスマ細胞症

疾患の解説

Ａ.性器ヘルペス

初感染：感染 ～ 日後に、亀頭部や陰茎体部など

の外性器に水疱性病変が多発し、後に破れて浅い潰瘍に

なる。発熱を伴い、鼠径リンパ節の腫脹と圧痛がみられ、

尿道分泌物もみられる。ホモセクシャルの肛門性交では、

肛門周囲や直腸粘膜にも病変が現れる。治療を行わない

場合でも ～ 週で自然治癒する。

再発：小さい潰瘍性または水疱性病変が単発するかま

たは複数個限局してみられ、疼痛などの症状は初感染に

比べて軽い。治療を行わない場合でも ～ 週間で治癒

する。再発の頻度は様々であり、頻回に再発を繰り返す

場合もある。再発の前兆として、外陰部の違和感や大腿

から下肢にかけて神経痛様疼痛などを伴うことがある。

肛囲や臀部にも再発することがある。

Ｂ.梅毒 硬性下疳

感染後 ～ 日で感染部位に生じた硬い丘疹が潰

瘍化し、後に両側鼠径部のリンパ節が硬く腫脹する。い

ずれも疼痛などの自覚症状はない。

Ｃ.軟性下疳

感染後 ～ 日で、亀頭、冠状溝の周辺に小豆大までの

紅色小丘疹が出現し、中央が膿疱化し、次いで浅い潰瘍

になる。次第に潰瘍は、深くなり、辺縁は鋸歯状で紅暈

を伴うが、浸潤は著明でない。灰黄色の被苔をはがすと

出血しやすく激痛を伴い、自家接種により数を増し多発

してくる。 ～ 週間後に約 の症例で鼠径リンパ節

が多くは片側性に腫脹する。リンパ節は、多数柔らかく

発赤腫脹し、疼痛は著しく、やがて自潰排膿してくる。

Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

感染後 ～ 日で、感染部位の会陰部や直腸に

～ 大のびらんや丘疹が生じ、後に潰瘍となり、数日

で治癒する。疼痛などの自覚症状がなく、気づかないこ

とが多い。その後 ～ 週間以内に鼠径部あるいは大腿

部リンパ節が、初め硬く腫脹するが、後に軟化後自壊し、

ろう孔を形成する。一般に ～ か月で治癒するが、稀に

陰茎や陰囊の象皮病へ移行することがある。慢性病変と

して、潰瘍を陰茎に形成する場合もある。

Ｅ.鼠径肉芽腫

感染後 週～ か月で、陰茎、陰囊、鼠径部、大腿部



に自覚症状のない肉様の易出血性の結節が生じる。潰瘍

化し、潰瘍辺縁は堤防状に隆起し、周囲に拡大する。

Ｆ.外陰皮膚粘膜カンジダ症

感染後、数日で亀頭部、冠状溝周辺に発赤、紅色丘疹、

水疱、膿疱、びらんなどが生じ、浸軟する。

Ｇ.帯状疱疹

外陰部の皮膚や粘膜に、片側性の浮腫性紅斑、次いで

小水疱、潰瘍、痂皮を形成する。神経痛様疼痛が先行ま

たは皮膚粘膜病変とほぼ同時に出現することが多い。治

療を行わない場合でも ～ 週で治癒する。

Ｈ.ベーチェット病

陰囊に好発。陰茎にも出現する。深く鋭い辺縁を持つ

やや大型の潰瘍。再発性口腔内アフタ性潰瘍、皮膚症状

（結節性紅斑様発疹、毛囊炎様皮疹、皮下の血栓性静脈

炎）、外陰部潰瘍、眼症状（虹彩毛様体炎、網膜ぶどう膜

炎）を主徴とする疾患。

Ｉ.固定薬疹

亀頭部、包皮にかけて通常は単発、時に複数の大小不

同の類円形の紅斑が出現し、しだいに中央部が暗赤色の

局面となる。次いで、びらんや浅い潰瘍を形成する。治

癒後、色素沈着を残す。

Ｊ.接触性皮膚炎

一次刺激性のものと、アレルギー性機序によるものと

がある。腟分泌物、抗真菌薬などの医薬品、避妊用具、

屎尿、手指を介して接触する物質などで生じ、多くは境

界明瞭な紅斑で痒みを伴う。炎症が激しい場合はびらん

を生じることがある。

Ｋ.外傷（器物など）

性交後に生じる裂傷、びらん。咬傷が多い。

Ｌ.乳房外パジェット病

陰茎、陰囊、恥丘、肛囲、会陰に、境界明瞭な湿潤傾

向のある紅斑、脱色素斑、色素沈着、痂皮を伴う局面と

してみられる。

Ｍ.開口部プラスマ細胞症

亀頭、陰茎に慢性に経過する境界明瞭な光沢のある赤

褐色斑またはびらん。その中に微細な赤色点があること

が特徴。中高年に多い。

診断の流れ

Ａ.性器ヘルペス

・抗原検査：水疱蓋、水疱底部の細胞を採取し、ス

ライドガラスに載せ、蛍光抗体法にて検出する。

・核酸検出法（ 法）

・培養

・血清反応（型特異的抗 抗体の検出）

Ｂ.梅毒 硬性下疳

・墨汁法あるいはパーカーインクで染色。

・発疹の表面をメスで擦って、病原菌を染色して調

べる。

・生検し、組織像と病原体を検出する。

・感染後 週間以降のものは梅毒血清反応を行う。

Ｃ.軟性下疳

・潰瘍面の分泌物の検鏡（グラム染色やウンナ－

パッペンハイム染色）

・培養

・生検

Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

・抗体価（補体結合反応）

・膿からの菌の証明

・生検

Ｅ.鼠径肉芽腫

・生検

Ｆ.外陰カンジダ症

・水酸化カリウム（ ）法による顕微鏡検査

日性感染症会誌



Ｇ.帯状疱疹

・抗原検査：水疱蓋、水疱底部の細胞を採取し、ス

ライドガラスに載せ、蛍光抗体法にて検出する。

・核酸検出法

・培養

・血清反応（ペア血清による抗体価の有意の変動）

Ｈ.ベーチェット病

・生検

・皮膚の針反応

・ 検査（ - の検出）

Ｉ.固定薬疹

・薬歴調査

・

・内服試験

Ｊ.接触性皮膚炎

・貼布テスト

Ｋ.外 傷

Ｌ.乳房外パジェット病

・生検

Ｍ.開口部プラスマ細胞症

・生検

潰瘍性病変（男性) 症状とその鑑別診断 ４・１



潰瘍性病変（女性) 症状とその鑑別診断 ４・２

女性の性器に潰瘍性病変またはびらんを呈する疾患に

は、以下のものがある。

鑑別を要する疾患

Ａ.性器ヘルペス

Ｂ.梅毒 硬性下疳

Ｃ.軟性下疳

Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

Ｅ.鼠径肉芽腫

Ｆ.淋菌感染症

Ｇ.外陰・腟カンジダ症

Ｈ.腟トリコモナス症

Ｉ.帯状疱疹

Ｊ.ベーチェット病・急性外陰潰瘍（リップシュッツ潰

瘍）

Ｋ.接触性皮膚炎

Ｌ.外 傷

Ｍ.乳房外パジェット病

潰瘍の深さ、疼痛の有無、現病歴が鑑別のポイントと

なる。これらの中で多いのは性器ヘルペスである。

疾患の解説

Ａ.性器ヘルペス

初感染：感染 ～ 日後に、大陰唇、小陰唇、腟前庭

部、会陰部にかけて水疱性病変が多発し、後に破れて浅

い潰瘍になる。高熱を伴い、鼠径リンパ節の腫脹と圧痛

がみられ、排尿時痛のため歩行困難にもなる。稀に頭痛

や頂部硬直などの髄膜刺激症状を伴う。抗ウイルス薬を

使用しない場合、 ～ 週で自然治癒する。

再発：小さい潰瘍性または水疱性病変が ～数個限局

してみられ、症状は初感染と比べて軽い。抗ウイルス薬

を使用しない場合 ～ 週間で治癒する。再発の頻度は

さまざまであるが、一般に初感染後年数とともに減少し

ていく。再発の前徴として、外陰部の違和感や大腿から

下肢にかけて神経痛様疼痛を伴うことがある。

Ｂ.梅毒 硬性下疳

感染後 ～ 日で感染部位の硬い丘疹が潰瘍化し、

後に両側鼠径部のリンパ節が硬く腫脹する。いずれも、

疼痛などの自覚症状がない。

Ｃ.軟性下疳

感染後 ～ 日で、大陰唇、小陰唇、陰核、腟口部に小

豆大までの紅色小丘疹が出現し、中央が膿疱化し、次い

で浅い潰瘍になる。次第に潰瘍は、深くなり、辺縁は鋸

歯状で紅暈を伴うが、浸潤は著明でない。灰黄色の被苔

を剝すと出血しやすく、激痛を伴い、自家接種により数

を増し、多発してくる。 ～ 週間後に、約 の症例

で鼠径リンパ節が、多くは片側性に、腫脹してくる。リ

ンパ節は多数柔らかく発赤腫脹し、疼痛は著しく、やが

て自潰排膿してくる。

Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

感染後 ～ 日で、感染部位の腟、外陰、直腸、とき

に子宮頸部や咽頭に ～ 大の紅色丘疹が生じ、後

にヘルペス様潰瘍となって数日で治癒する。疼痛などの

自覚症状がないために、気づかれないことも多い。その



後 ～ 週間で発熱、全身倦怠感が起こり、深部後腹膜お

よび骨盤リンパ節が腫脹するために、腰痛や下腹部痛を

訴える。鼠径リンパ節の腫脹はみられない。下痢、便秘、

下血などの直腸炎の症状を伴う。リンパ流の停滞により

最終的に大小陰唇が象皮病様に腫脹し、深い難治性の潰

瘍が発生してくる。この現象をエスチオメーヌ（

）と呼ぶ。尿道および直腸狭窄を来すことがあ

る。

Ｅ.鼠径肉芽腫

感染後 週～ か月、通常 ～ 週間で、小陰唇、陰

唇小帯、会陰部に自覚症状のない易出血性の単発または

多発する結節が生じる。潰瘍化し、潰瘍辺縁は堤防状に

隆起し、周囲に拡大する。無痛のため巨大化し、有棘細

胞癌と間違いやすい。鼠径リンパ節の腫脹はみられない。

Ｆ.淋菌感染症

感染後 ～ 日で、多くのものは、症状は軽いが、帯下

が増加する。帯下は薄い、または膿性で、少し匂いを帯

びる。帯下のために外陰部に搔痒やびらんを生じ、疼痛

を伴う。稀に、排尿困難、下腹部痛。

Ｇ.外陰・腟カンジダ症

腟カンジダ症を伴うことが多い。びらん局面状に、粥

状、ヨーグルト様の白色被苔が付着する。

Ｈ.腟トリコモナス症

性交渉後 日前後で生じるが、約半数は無症候性。悪

臭のある泡状黄緑色の帯下が増加。帯下の刺激による外

陰粘膜に炎症を起こし、白色被苔はない。

Ｉ.帯状疱疹

外陰部の片側の皮膚や粘膜に、神経痛様疼痛が先行ま

たは同時に伴う浮腫性紅斑、次いで水疱、潰瘍、痂皮を

形成し、 ～ 週で治癒する。

Ｊ.ベーチェット病・急性外陰潰瘍（リップシュッツ潰

瘍）

大陰唇に好発、陰茎や小陰唇にも出現する。深い鋭い

辺縁を持つ潰瘍。再発性口腔内アフタ性潰瘍、皮膚症状

（結節性紅斑様発疹、毛囊炎様皮疹、皮下の血栓性静脈

炎）、外陰部潰瘍、眼症状（虹彩毛様体炎、網膜ぶどう膜

炎）を主徴とする疾患。

急性外陰潰瘍（リップシュッツ潰瘍）は、外陰部潰瘍

と口腔内アフタのみの症例を指す。

Ｋ.接触性皮膚炎

一次刺激性とアレルギー性機序によるものとがある。

生理用品などの衣料品、抗真菌薬などの医薬品、避妊用

具、屎尿、手指を介して接触する物質などで生じ、多く

は境界明瞭な紅斑で、炎症が激しい場合はびらんを伴う。

Ｌ.外傷（器物など）

性交後に生じる裂傷、びらん。

Ｍ.乳房外パジェット病

陰唇、恥丘、肛囲、会陰に境界明瞭な湿潤する紅斑、

白斑、色素沈着、痂皮を伴う局面。

診断の流れ

Ａ.性器ヘルペス

・抗原検査：水疱蓋、水疱底部の細胞を採取し、ス

ライドガラスに載せ、蛍光抗体法にて検索する。

・核酸検出法

・培養

・血清反応（ を利用した型特異的抗体検査）

Ｂ.梅毒 硬性下疳

・発疹の表面をメスで擦って、病原菌を染色して調

べる。

・生検し、組織像と病原体を検出する。

・感染後 週間以降のものは梅毒血清反応を行う。

Ｃ.軟性下疳

・潰瘍面の分泌物の検鏡（グラム染色やウンナ－

パッペンハイム染色）

・培養

・生検

潰瘍性病変（女性) 症状とその鑑別診断 ４・２



Ｄ.性病性リンパ肉芽腫症

・抗体価（補体結合反応： 株を抗原とする）

・膿からの菌の証明

・生検

Ｅ.鼠径肉芽腫

・生検およびスメア 単核球または好中球内のグラ

ム陰性のドノバン小体（ － × μ 大、菌体の

両端でクロマチンが濃染するため安全ピン状に染

色）を検出

Ｆ.淋菌感染症

・分泌物、尿沈 の塗抹標本のグラム染色により白

血球細胞質内にグラム陰性双球菌の検出。

・核酸検出法

・培養

Ｇ.外陰カンジダ症

・水酸化カリウム（ ）法による顕微鏡検査

Ｈ.腟トリコモナス症

・腟分泌物の無染色標本

・培養

Ｉ.帯状疱疹

・抗原検査：水疱蓋、水疱底部の細胞を採取し、ス

ライドガラスに載せ、蛍光抗体法にて検索する。

・核酸検出法

・培養

・血清反応

Ｊ.ベーチェット病

・生検

・皮膚の針反応

・炎症反応（赤沈値の亢進、血清 の陽性化、末

梢血白血球数の増加、補体価の上昇）

・ -

Ｋ.接触性皮膚炎

・症例の詳しい聴取

・貼布テスト

Ｌ.外 傷

Ｍ.乳房外パジェット病

・生検 表皮内に胞体が淡染する類円形の腫瘍細胞

が、個々にあるいは集塊をなして、増殖している

のを認める。核異型や核分裂像を認める。

日性感染症会誌



腫瘍性病変（男性) 症状とその鑑別診断 ５・１

精巣上体をのぞく男性の外陰部（性器）に生ずる腫瘍

には、鑑別を要する数多くの疾患がある。

鑑別を要する疾患

Ａ.尖圭コンジローマ

Ｂ.pearly penile papule

Ｃ.ボーエン様丘疹症

Ｄ.陰囊被角血管腫

Ｅ.フォアダイス（Fordyce）状態

Ｆ.脂漏性角化症

Ｇ.基底細胞腫（癌）

Ｈ.有棘細胞癌

Ｉ.ボーエン（Bowen）病

Ｊ.乳房外パジェット病

Ｋ.紅色肥厚症

Ｌ.その他

ここには、炎症性疾患（湿疹・皮膚炎群、尋常性乾癬、

扁平苔癬など）、感染症（梅毒、伝染性軟属腫、疥癬など）

が含まれるが、臨床経過、臨床症状より腫瘍とは鑑別が

可能である。

図 外陰腫瘍診断のためのフローチャート
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診断法

①臨床経過を参 に、隆起性結節状の病変を形成するか、

扁平あるいは軽度隆起性の局面状の病変を形成する

か、多発性か単発性か、色調の違いなどの臨床症状を

もとに診断する。

②臨床症状のみでは診断に至らず、鑑別すべき疾患が存

在する場合には、生検を行い、ヘマトキシリン・エオ

シン染色で観察し、必要な場合には抗ヒト乳頭腫ウイ

ルス抗体などを用いた免疫組織化学的検討を行って、

確定診断に至る。

③病因となるウイルスを同定するためには、 -

、 法などを用いてヒト乳頭腫ウイル

スの型を検討する。

診断のためのフローチャート

図１に臨床診断のためのフローチャートを示す。

各疾患の解説

Ａ.尖圭コンジローマ

性的接触による感染機会から約 か月で、亀頭、陰茎

に常色から褐色調、まれに黒色調の多発性乳頭腫を生じ

る。自覚症状はない。徐々に増数する。大きさは径 な

いし 大から指頭大が多いが、時に融合して巨大な

腫瘤を形成する。生検により、特徴的な空胞細胞を認め

る。ヒト乳頭腫ウイルス抗原が陽性となる。ウイルス

検索により、ヒト乳頭腫ウイルス 型、 型が検

出される。局所免疫を賦活するイミキモド外用薬治療が

年に承認された。

Ｂ.pearly penile papule

陰茎冠状溝に沿って、径 大前後の常色ないし褐

色の小結節が配列する疾患で、組織学的には真皮内の血

管の増生と線維化からなる。生理的な変化であり、感染

性もなく、放置してかまわない。

Ｃ.ボーエン様丘疹症

外陰部に径 大までの黒色結節が多発する、ヒト

乳頭腫ウイルスが関与している疾患である。尖圭コンジ

ローマも時に黒色調を呈することがあり、生検で確認す

る必要が生じる。組織学的には、表皮内に異型な有棘細

胞が増殖しており、表皮内癌の像を示す。しかし、生物

学的態度は良性であり、自然消退現象もしばしばみられ

る。関与しているウイルスは、子宮頸癌などとの関連が

指摘されているヒト乳頭腫ウイルス 型が多く、十分

な治療を行う必要がある。

Ｄ.陰囊被角血管腫

加齢による変化と えられるが、陰囊に径 大前

後の赤色から赤黒色の柔らかい結節が多発する。組織学

的には過角化と表皮直下の血管拡張からなる。時に出血

を繰り返し、一部を切除することもあるが、通常は治療

の対象にはならない。

Ｅ.フォアダイス（Fordyce）状態

陰茎に径 大ほどの白色小結節が多発し、集合す

る。独立脂腺の増殖が本態であり、口唇、頰粘膜にも生

じうる。治療の対象にはならない。

Ｆ.脂漏性角化症

老人性疣贅とも呼称される。加齢に伴って生じる過角

化と表皮細胞の増殖からなる良性腫瘍である。常色から

褐色、時に黒褐色調を呈し、表面は疣状である。液体窒

素凍結療法により容易に除去しうる。

Ｇ.基底細胞腫（癌）

高齢者に生じることが多い。黒色調で、中央がやや陥

凹した扁平隆起性結節を呈し、辺縁に小型の結節が首飾

り様に配列する。組織学的には、基底細胞様細胞が胞巣

を成して真皮内に侵入、増殖している。遠隔転移を生じ

ることは極めてまれであるが、局所再発を生じることが

あり、十分な切除を行う必要がある。

Ｈ.有棘細胞癌

高齢者に多く、ボーエン病や紅色肥厚症から進行して、

真皮内に浸潤する扁平上皮癌である。転移を生じること

もあり、十分な切除を必要とする。

日性感染症会誌



Ｉ.ボーエン病

褐色から紅褐色の軽度隆起した角化を伴う局面を呈す

る。生検により診断を下す必要がある。組織学的には表

皮内癌であり、十分な切除を加える必要がある。本症は、

ほぼ全身に生じうるが、外陰と手指に生じた場合には、

ヒト乳頭腫ウイルスの関与がみられることがある。検出

される型は 型が多い。

Ｊ.乳房外パジェット病

高齢者に生じる。陰茎、陰囊、鼠径部皮膚に好発する

紅色から紅褐色の局面で、びらんまたは色素脱失を伴う

こともある。進行すると、結節状となり、所属リンパ節

に転移を生じることもある。組織学的には、表皮内に胞

体が淡染する大型の腫瘍細胞が、孤立性ないし集塊を成

して増殖している。アポクリン汗腺系の悪性腫瘍とされ

ている。

Ｋ.紅色肥厚症

亀頭から陰茎にかけて紅色のビロード状の局面を生じ

る疾患で、粘膜ないし粘膜・皮膚移行部に生じたボーエ

ン病と えてよく、独特の臨床像により区別されている。

腫瘍性病変（男性) 症状とその鑑別診断 ５・１



腫瘍性病変（女性) 症状とその鑑別診断 ５・２

外陰に隆起性病変をつくる性感染症（ ）として、

尖圭コンジローマ、梅毒（初期硬結、扁平コンジローマ）、

疥癬、性器伝染性軟属腫などがあり、 以外に、脂漏

性角化症、 、

、基底細胞癌、 病、 病などがあ

る。多くは、臨床診断で診断がつくが、時に生検し、組

織学的に検索する必要がある。

鑑別を要する疾患

Ａ.尖圭コンジローマ

Ｂ.梅毒 初期硬結

Ｃ.扁平コンジローマ

Ｄ.性器伝染性軟属腫

Ｅ.疥 癬

Ｆ.脂漏性角化症

Ｇ.腟前庭乳頭腫症（hairy nymphae）

Ｈ.epidermolytic acanthoma

Ｉ.基底細胞癌

Ｊ.ボーエン病

Ｋ.乳房外パジェット病

疾患の解説

Ａ.尖圭コンジローマ

感染約 か月後、会陰部や陰唇などに乳頭状の丘疹が

出来る。痒くもないが、数が増え、だんだん大きくなっ

てくる。

Ｂ.梅毒 初期硬結

感染後 ～ 日で感染部位に出現する固い丘疹。後

に潰瘍化し、鼠径部のリンパ節が腫脹する。いずれの発

疹も痛くも痒くもない。

Ｃ.扁平コンジローマ

感染後 か月後バラ疹に次いで現れる梅毒第二期疹

で、肛囲、陰唇などに生じる。扁平に隆起した灰白色、

汚穢な湿潤病変。

Ｄ.性器伝染性軟属腫

感染 週～ か月後に粟粒大～大豆大までの中心が

凹むドーム状の腫瘍で、表面平滑で光沢がある。つぶす

と白い物質が出る。

Ｅ.疥 癬

疥癬虫により、ヒトの皮膚からヒトへ、直接または寝

具を介して感染し、腋下、陰股部、指間を中心に、体幹

や四肢に激しいかゆみを伴う細かい丘疹ができる。特に

陰唇に までの丘疹ができるのが特徴である。

Ｆ.脂漏性角化症

老人性疣贅ともいい、加齢に伴って生じる表皮ケラチ

ノサイトの増殖からなる良性腫瘍。個疹は扁平あるいは

疣状に隆起した褐色調の結節で、表面は角化しているも

のが多い。黒色調の強いものもある。多くは単発である

が、多発するものもある。

Ｇ.腟前庭乳頭腫症（hairy nymphae）

腟前庭、小陰唇内側に多発する丘疹で、常色から褐色

を呈し、絨毛状に隆起する。自覚症状はない。

Ｈ.epidermolytic acanthoma

大陰唇部に多発する白色丘疹。そう痒を伴う。

Ｉ.基底細胞癌



高齢者に多く、黒色調の表面平滑な結節または潰瘍。

腫瘍辺縁部に灰黒色調の小結節が首飾り状に配列する。

Ｊ.ボーエン病

淡紅褐色調の軽度の浸潤を伴う斑ないし局面で、境界

明瞭である。表面の一部に鱗屑、痂皮をつけることが多

い。

Ｋ.乳房外パジェット病

高齢者の陰唇部、恥丘部などに好発する。初めは淡紅

色紅斑や紅褐色斑あるいは脱色素斑としてみられ、軽い

そう痒を伴う。拡大するとともに発赤や色素沈着が顕著

となり、びらん、痂皮、結節を生じる。

診断の流れ

それぞれの疾患の診断のポイントを以下に示す。

Ａ.尖圭コンジローマ

・視診で診断可能

・生検し、組織診断が確定診断になる。軽度の過角

化、舌状の表皮肥厚、乳頭腫症がみられ、表皮突

起部位の顆粒層に空胞細胞がみられる。

Ｂ.初期硬結（梅毒）

・発疹の表面をメスで擦って、病原体を染色して調

べる。暗視野法では菌体が輝いてみえ、墨汁法で

は透明に抜けてみえる。

・生検し、組織像と蛍光抗体法、酵素抗体法などに

よる病原体の確認を行う。血管内皮の腫大と増殖、

血管周囲の細胞浸潤（形質細胞ならびにリンパ球

による）をみる。

Ｃ.扁平コンジローマ

・発疹の表面をメスで擦って、病原体を染色して調

べる。

・生検し、組織像と蛍光抗体法、酵素抗体法などに

よる病原体の確認を行う。

・感染後 週間以降のものは梅毒血清反応を行う。

Ｄ.性器伝染性軟属腫

・生検し、組織像で、軟属腫小体を確認する。

Ｅ.疥 癬

・ 法にて顕微鏡で虫体・虫卵を確認する。

Ｆ.脂漏性角化症

・表皮の基底細胞と有棘細胞が上方に盛り上がりな

がら増殖する腫瘍で、増殖する細胞の比率は多種

多様ある。個々の増殖細胞に異形成は認められず、

さまざまな程度のメラニン沈着を認める。偽角化

腫（ ）の形成がみられる。

・核酸検索をして、ヒト乳頭腫ウイルスが陰性であ

ることを確認する。

Ｇ.腟前庭乳頭腫症（hairy nymphae）

・正常粘膜の突出物で、上皮細胞も異形成はない。

・核酸検索をして、ヒト乳頭腫ウイルスが陰性であ

ることを確認する。

Ｈ.epidermolytic acanthoma

・生検。

・組織像で角層肥厚、表皮肥厚を示し、顆粒層およ

び有棘層の細胞の空胞化し顆粒変性を認める。

Ｉ.基底細胞癌

・生検。

・表皮下面から真皮内へ侵入、増殖する基底細胞様

細胞の胞巣としてみられ、各胞巣周辺部には腫瘍

細胞の棚状配列がみられ、胞巣と周囲間質との間

に裂𨻶形成がみられる。

Ｊ.ボーエン病

・生検。表皮突起が棍棒状に肥厚、延長し、その全

層にわたって好塩基性胞体と大型の異型核を有す

るケラチノサイトが密集して存在する。

Ｋ.乳房外パジェット病

・生検。表皮内に胞体が淡染する類円形の腫瘍細胞

が個々にあるいは集塊をなして増殖しているのを

認める。核異型や核分裂像を認める。

腫瘍性病変（女性) 症状とその鑑別診断 ５・２



帯 下 症状とその鑑別診断 ６

帯下には、局所的原因に基づく感染性帯下やホルモン

失調性帯下、妊娠性帯下などがあり、外来で取り扱う頻

度の高いのが感染性帯下である。感染性帯下の種類は、

腟帯下、頸管帯下、子宮帯下に分けられ、それぞれ病態

が異なるので、検査方針、治療も異なる。

腟帯下の代表的なものは、腟トリコモナス症、腟カン

ジダ症、細菌性腟症で、それぞれに特有の検査法がある。

子宮頸管帯下は、クラミジア・トラコマチスと淋菌に

よる子宮頸管炎が主であり、頸管帯下の増量をみるが、

近年、無症状感染が増えているほか、他覚的所見に乏し

いものが多い。

骨盤内感染症（クラミジアや淋菌、好気性菌、嫌気性

菌による子宮内膜炎や子宮付属器炎）による子宮帯下は、

頸管帯下のようにはっきりとしたものはなく、通常、頸

管帯下、腟帯下と混在して現れるので、病原検査（核酸

増幅法など）のほか、子宮内培養が診断上必須検査とな

る。

鑑別を要する疾患

Ａ.腟トリコモナス症（腟帯下)

Ｂ.腟カンジダ症（腟帯下)

Ｃ.細菌性腟症（腟帯下)

Ｄ.子宮頸管炎（頸管帯下)

Ｅ.骨盤内感染症（子宮帯下)

疾患の解説

Ａ.腟トリコモナス症

腟トリコモナス原虫感染により起こり、年齢層は若年

者層から中高年女性まで幅広く発生する。自覚的には、

帯下感、稀薄膿様の帯下を主訴とする。腟内容は、時に

泡沫状、悪臭を呈する。

図 帯下の検査手順

検査材料（帯下患者)
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マチス病原検査

細菌培養

（好気性、

嫌気性)

培養

腟トリコモナス

カンジダ

細菌培養

(好気性、嫌気性)

鏡検

(生鮮、染色)

腟トリコモナス

カンジダ

腟内容

その他 検査、

性状検査

(治療薬剤) (治療薬剤)

ほかにクラミジア

検査も症例により

必要

好気性 嫌気性

細菌培養

子宮腔内

その他、血液検査、

、血沈など

感受性検査

(治療薬剤)

感受性検査（淋菌)



Ｂ.腟カンジダ症

カンジダ・アルビカンス（時にはカンジダ・グラブラ

タ）によって起こる。外陰カンジダ症（外陰部発赤腫脹）

を合併することが多く、強い 痒感と帯下を主訴とする

が、発症のうえで性感染症の関与は少ない。腟内容は、

チーズ状、粥状である。

Ｃ.細菌性腟症

乳酸桿菌が優勢な腟内細菌叢から、好気性菌（ガード

ネルラ・バギナリス）、嫌気性菌（バクテロイデス、モー

ビルウレカス）などが過剰増殖した複数菌感染として起

こる病態で、半数以上が無症状である。

Ｄ.子宮頸管炎

主症状が帯下で、淡黄色または帯黄白色で粘液膿性の

分泌物が、頸管から流出する。子宮腟部は、発赤、充血

し、多くはびらんをみる。急性頸管炎の典型例は、淋菌

性子宮頸管炎であるが、近年、クラミジア・トラコマチ

スによる子宮頸管炎が急増している。両疾患とも症状が

軽度で、ほとんど全身症状をみない。時に両者の合併を

みる。

Ｅ.骨盤内感染症

子宮内膜炎、子宮付属器炎が代表で、腟感染症とは起

炎菌が異なり子宮内細菌培養（好気性、嫌気性）や病原

検査（核酸増幅法によるクラミジア、淋菌の検査）が必

要。

細菌検査は検査室レベルで行われることが多いため、

正しい検体の採取とその成績の読みが必要。自他覚所見

として帯下、発熱、下腹痛、白血球増多などがある。

診断の流れ

腟内容の肉眼所見、量、子宮腟部の所見、頸管分泌物

所見ならびに子宮および子宮付属器の異常（子宮内膜炎、

子宮付属器炎）などを調べる。微生物学的検査の目的で

腟内容の鏡検（グラム染色→カンジダ、ガードネルラ、

嫌気性菌、無染色→腟トリコモナス）と培養（腟トリコ

モナス、カンジダ、細菌）、頸管分泌物の鏡検（グラム染

色→淋菌)、病原検査（クラミジア、淋菌)、培養（淋菌）

および子宮内培養（細菌）を行うが、これらの検査の手

順を示したのが図１で、表１に各種腟炎の比較を示した。

Ａ.腟トリコモナス症

鏡検（生鮮）で通常診断可能、培養を行えばなおよい。

帯 下 症状とその鑑別診断 ６

表 各種腟炎の比較

カンジダ症 腟トリコモナス症 細菌性腟症

病 因 カンジダ 腟トリコモナス と嫌気性

菌などが関係

主な症状 痒（強い)、帯下 帯下（多量)、時に臭気 臭気、帯下（軽度)

分 泌 物 チーズ状、粥状、量少 淡膿性、泡沫状（時に)、量多 灰色、量普通

炎症所見 腟壁発赤、外陰炎所見 腟壁発赤 特になし

腟内 ＜ ≧ ≧

アミン臭

( 添加)

なし しばしばあり あり

鏡 検 カンジダ（胞子、仮性菌糸)

上皮、白血球

腟トリコモナス

白血球多し

、細菌

白血球（稀)

治 療 イミダゾール系

(クロトリマゾールほか)

メトロニダゾール メトロニダゾール

クロラムフェニコール

性行為伝播 多くない あり あり



Ｂ.腟カンジダ症

視診（外陰所見、腟内容所見）でおおよそ疑うことが

できるが、培養（カンジダ）や鏡検（グラム染色で仮性

菌糸、胞子確認）で診断可能。

Ｃ.細菌性腟症

軽い帯下感が主な症状で、無症状のものが多いため、

腟内容の性状検査（ 、など）と併せてグラム染色鏡検

を行う（できれば細菌培養も望ましい)。

Ｄ.子宮頸管炎

頸管帯下、頸管部所見を参 に頸管分泌物のグラム染

色鏡検（淋菌）と病原検査（クラミジア・トラコマチス、

淋菌）を行う。

鑑別診断の立場からみて、淋菌とクラミジアトラコマ

チスの混合感染を中心に期待される検査法として、いく

つかの核酸増幅法があるが、同一検体から淋菌とクラミ

ジアトラコマチスとを同時に検出することが可能であ

る。

Ｅ.骨盤内感染症

発熱、下腹痛、子宮および子宮付属器部の圧痛、白血

球増多、 上昇から疑う。

上記を参 に子宮内培養（好気性菌培養、嫌気性菌培

養）を行う。この際、感受性検査の併施も望ましい。

性感染症を疑う場合、子宮頸管分泌物のグラム染色（淋

菌を疑う場合)、病原検査（核酸増幅法によるクラミジ

ア・トラコマチス、淋菌の検査）も行う。

日性感染症会誌



下腹痛 症状とその鑑別診断 ７

女性の下腹痛の原因のひとつとして骨盤内感染症

（ ）がある。

鑑別を要する疾患

とは、小骨盤腔にある臓器、すなわち子宮、付属

器、 字結腸、直腸、ダグラス窩・膀胱子宮窩を含む小骨

盤内の細菌感染症の総称である。婦人科的には付属器炎、

卵管膿瘍、ダグラス窩膿瘍、骨盤腹膜炎が含まれるが、

それらを個々に診断することは現実的には難かしい。

の診断基準（表１）として、下腹痛、子宮付属器

周辺の圧痛、発熱、 上昇、ダグラス窩穿刺による膿

汁の吸引があげられるが、臨床の現場では、その他にも

鑑別を要する疾患が多い（表２）。

骨盤内感染症の鑑別診断

診断および鑑別診断をするために図１のフロー

チャートを作成した。まず下腹部痛を主訴として来院し

た患者に内診を行い、子宮及びその周辺に圧痛がある患

者について を える。

１.発熱、白血球増加、CRP 上昇等の炎症所見があれば

ほぼ診断は確定される。

また頸管からの膿様分泌物増加を認めることが多い。

経腟超音波検査を行う。

)腫瘤を認める。

・付属器あたりに楕円状または蛇行したような腫瘤

像があれば、卵管膿腫と診断する。

・ダグラス窩に腫瘤像を認め、ダグラス窩穿刺にて

膿汁が吸引されれば、ダグラス窩膿瘍と診断され

る。

)腫瘤を認めない。

・付属器炎、骨盤腹膜炎と診断する。

・この際、クラミジア頸管炎、淋菌性頸管炎の既往

の有無は診断の助けとなる。

・血液検査にてグロブリンクラス別クラミジアトラ

コマチス抗体価精密測定でクラミジア が高

値を示せば、クラミジア感染症が確定される。

・吐気に始まり、上腹部痛から臍周囲の痛みに変わ

り、次第に痛みが下腹部に限局、 点の

圧痛、圧痛点を圧迫する時より、手を離した時の

方が痛みが強ければ（ 症状）、虫垂炎と

診断する。虫垂が穿孔すれば筋性防御所見が加わ

り、さらに激しい痛みを訴える。

２.発熱、白血球増加、CRP 上昇等の炎症所見がない。

経腟超音波検査を行う。

表 下腹痛（骨盤内感染症）の鑑別を要する疾患の一覧

表

産婦人科領域

・子宮外妊娠

・卵巣出血

・卵巣腫瘍茎捻転

・卵管炎

・卵管留膿腫

・子宮留血腫

処女膜閉鎖（先天性）

子宮頸管狭窄または閉鎖

・子宮留膿腫－老人性頸管閉鎖に感染を伴う

子宮体癌の子宮内壊死による留膿腫

・人工妊娠中絶時の子宮穿孔に伴う腸管損傷

産婦人科以外の疾患

・虫垂炎

・大腸癌の穿孔

・憩室炎

・尿管結石

表 骨盤内感染症の診断基準（付属器炎、卵管膿瘍、

ダグラス窩膿瘍、骨盤腹膜炎）

・下腹痛、下腹部圧痛

・子宮付属器および周辺の圧痛

・発熱 °以上

・白血球 / 以上

・ダグラス窩穿刺膿汁を吸引

・内視鏡、開腹により病巣を確認



)腫瘤を認める。

・ ～ 以上の囊胞状腫瘤を認め、強い痛みを訴

えれば卵巣腫瘍の茎捻転であることが多い。

・既往症として、普段より月経痛が強く、スリガラ

ス状の陰影を持つ卵巣囊腫があり、ダグラス窩に

圧痛があれば子宮内膜症の可能性が高い。この際、

血中 値測定が補助診断として有用であ

る。

・月経周期の後半で、ダグラス窩に液状物の貯留

（ ）があり、卵巣周辺に凝血の様

な影が付着していれば、卵巣出血と診断出来る。

)腫瘤を認めない。

尿中 定性（尿妊娠反応）または定量を行う。

①陽性の場合

・子宮外妊娠、流産を える。

・月経が遅れていて、尿妊娠反応陽性となった後も

週間以上子宮内に胎囊を認めない場合は、子宮

外妊娠を強く疑う。卵管流産を起こせば、ダグラ

ス窩に血液が貯留するため、腹膜刺激による疼痛

と超音波検査でダグラス窩に液状物を認める。こ

の際、ダグラス窩穿刺で容易に血液が吸引できれ

ば、さらに診断は確定的となる。

・流産の場合は、出血が主症状となるが、進行すれ

ば胎囊の排出が認められ、その後出血や下腹部痛

はすみやかに軽快する。

②陰性の場合

・ 代で月経歴がなく超音波検査でダルマ様の比

較的大きな囊腫を認め、処女膜閉鎖があれば、子

宮および腟の留血腫と診断できる。処女膜を十字

切開すればドロドロの月経血が排出され、腫瘤は

直ちに消失する。

・閉経後で子宮頸管の狭窄または閉鎖が起こり、子

宮内または卵管内に液状物が貯留し、そこに感染

が起こり、かつ、卵管采の閉鎖があれば、子宮留

膿腫、卵管留膿腫も発生しうる。その影に子宮内

膜癌が潜んでいる場合もある。

日性感染症会誌

卵管膿瘍

ダグラス窩膿瘍

付属器炎

骨盤腹膜炎

虫垂炎

卵巣腫瘍茎捻転

卵巣チョコレート囊腫

子宮留血腫

尿中

(－)

卵巣出血子宮外妊娠

流産

(＋)

(－)

図 骨盤内感染症鑑別診断のためのフローチャート

(＋)(－)(＋)

経腟超音波検査

骨盤内腫瘤

(－)

経腟超音波検査

骨盤内腫瘤

(＋)

発熱、白血球増加

下腹部痛

内診で子宮周辺に圧痛



３.その他

)医原性の疾患

・人工妊娠中絶術時に子宮穿孔を起こし、それに気

づかず胎盤鉗子で腸管を挟んだ際に、腸管壁を損

傷し、腸液が腹腔内に漏出し急性腹膜炎を起こす

こともある。放置すれば急速に状態が悪化し致命

傷になるので、注意を要する。

・子宮卵管造影、内視鏡下手術、 における採卵

等による経卵管的な蔓延なども、骨盤内感染症の

原因の一つとなりうる。

)他科疾患

・憩室炎－大腸の憩室に膿がたまって炎症を起こし

た病態。吐き気や嘔吐はないことが多いが、虫垂

炎と似た右下腹部痛があるので、鑑別するのが難

しい。

・尿管結石－ギリギリとした激しい痛みを訴える

が、痛みの強弱に波がある。超音波検査で病側の

腎盂が拡張している。

・大腸癌の穿孔－激烈な腹痛と腹膜刺激症状のた

め、緊急開腹手術となり発見される。

下腹痛 症状とその鑑別診断 ７



口腔咽頭と性感染症 症状とその鑑別診断 ８

はじめに

近年 の一般化や を行う性風俗店の

出現などにより、本来、性器にみられた種々の性感染症

が口腔咽頭粘膜にも生じてきた。さらに口腔咽頭が感染

源となる可能性も生じてきた。

しかし、口腔咽頭粘膜は、常在菌や唾液による抗菌作

用により、症状所見が現れにくく、外来からの菌の減少・

消退の可能性もあるので、口腔咽頭の診断、治療には慎

重な 慮を要する。耳鼻咽喉科医は、常に口腔咽頭にお

ける 感染に注意して診療にあたらなければならな

い。口腔咽頭が感染源とならぬよう、他科との相互診を

要する。

以下、口腔咽頭の梅毒、淋菌、クラミジア、ヘルペス、

伝染性単核症、エイズとその所見について記述する。

口腔咽頭の梅毒

（ ）の感染である。ここ数年

漸増傾向にあり、エイズとの合併例がみられるので注意

を要する。

一般に性器と同時に感染するが、口腔咽頭のみの感染

例も認められる。

口腔咽頭においても感染後の時期により症状所見が異

なり 期に分けるが、症例は主に ～ 期梅毒例で、

期の軟口蓋穿孔例やゴム腫、 期の脊髄癆、大動 瘤例

は稀である。

第 期梅毒は、感染後約 週後、接触部位の口唇、舌

尖、口蓋扁桃に ～ 大、表面平滑暗赤色の大豆大の

結節（初期硬結）を形成する（口絵：図１）。さらに数日

後、辺縁の隆起した硬い潰瘍（硬性下疳）となり 週後、

この潰瘍は自然消退する。

特徴的なことは、無痛性と硬さである。頸部リンパ節

は無痛性で多発する。

第 期梅毒は、感染から か月後に梅毒 が血行

性に全身に伝播し、全身の皮膚や粘膜に病変を生じる。

発症部位は 期は舌や咽頭、口蓋扁桃に円形境界鮮明な

紅斑、粘膜斑（乳白斑）やびらん、潰瘍がみられる。特

徴的な所見としては、口蓋垂を中心に対象的に両口蓋弓、

両口蓋扁桃に至る、蝶が羽を広げたような形の粘膜斑で

ある（梅毒性アンギーナ、 鈴木安

恒による)（口絵：図２）。

そのほかに梅毒性口角炎が生じる。この時期は、発症

部位から が検出される。全身的には発熱、皮疹（バ

ラ疹)、手掌や足底の梅毒性乾癬、脱毛、陰部、肛門周囲

の扁平コンジローマなど多様な所見が生じ、第 期に最

も診断されやすい。

診断は、 期は検鏡による の証明である。しかし

暗視野法、ギムザ染色などによるが検出されにくい。 期

以後は、梅毒血清反応による。脂質抗原による と特

異的 抗原による 、 - 法を組み合わせ

る。その他分画 法がある。 は治療効果をみる

ために、 や - は梅毒の確定診断に用いら

れる。

治療は、第 期例はバイシリン ～ 万単位

週間、第 期例は 週間使用する。病変は ～ 期では

～ 週内に病変は消退する。

診断や治療については、本書第 部の「梅毒」の項を

も参照されたい。

口腔咽頭の淋菌

口腔咽頭の淋菌感染症（口絵：図３）は、梅毒ととも

に 年代より報告されているが、産道感染の新生児

や同性愛の による淋菌性口内炎等、稀な疾患で

あった。

近年、 （ ）の常習化や

を行う風俗店の増加により、口腔咽頭の淋菌感染と

クラミジア感染の増加についての報告例がみられる。そ

れらによれば、生殖器淋菌感染例の 以上に咽頭感染

が認められたとし、尿道感染がなく咽頭のみの感染例や

妊婦の咽頭感染の報告もある。

そのほかに、鼻涙管や - 感染も生じうる。今

日、口腔咽頭感染は、感染部位としても、感染源として

も、放置できない問題となっている。

しかし咽頭感染症は、男女とも が無症状で、症状

永



が生ずる場合でも特徴的な所見がなく、軽度の急性咽頭

炎や急性扁桃炎の所見、すなわち軽度の咽頭痛、咽頭粘

膜の発赤、微熱程度である。咽頭は病状を生じない淋菌

のコロニーであるともいわれている。

淋菌は、移行上皮、円柱上皮に易感染性であるので、

主に咽頭に感染するが、一方、口腔では前方、すなわち

歯肉炎、歯周囲、舌、頰部粘膜に生じ、地図様舌様の変

化が 週持続するとの報告や、口腔では粘膜全体が発赤

し、黄白色の偽膜におおわれ、剝離すると赤い潰瘍が現

れ、急性炎症を生じるとの報告もある。

診断は、①拭い液からの分離培養（

、 培地）、②核酸増幅法によるアプテイ

マ （咽頭検体に対しては保険未適用）、 プ

ローブテック が近年用いられている。 は、口腔咽

頭では常在菌のナイセリア菌との交差性があるため行わ

ない。

治療は、本書第 部の「淋菌感染症」の項を参照。

口腔咽頭のクラミジア

クラミジア感染症は、全世界において最も患者数の多

い である。

近年 の による咽頭

の感染例が多数報告されている。しかし、 が自覚症

状を伴わず、適切な治療を受けないため、咽頭に保菌さ

れ、感染源になりうる。

一方、口腔咽頭の嚥下機能や常在菌、唾液の抗菌作用

により、菌が消退し、咽頭から他部位への感染は少ない

との報告もある。

症状所見は軽微で、咽喉頭異和感や乾性嗽咳程度であ

る。発熱はない。そのため、局所所見から診断しにくい。

他科からの 感染の疑いで紹介を受け、発見される

ことが多い。

診断は、一般に拭い液からの抗原検出による。免疫学

的検査法では 法と 法があるが、

感度特性が高い遺伝子診断法として 法や 法な

どを行う。近年、淋菌を同時に検出できるアプティマ

（咽頭検体は保険未適用）、 プローグテック

が使用可能となった（拭い液に適応)。検体採取法とし

てはうがい法を推奨している報告もみられる。

治療は、局所的にはオラドールやアズノールの含嗽、

内服ではテトラサイクリンやマイクロライド系抗生物

質、ニューキノロン系抗菌薬を ～ 週用いる。除菌され

ない症例では 倍量、 週間使用し、除菌されたことを

確認する。

咽頭所見、感染状況に応じ治療法を決める。

他者への感染予防が大切である。

そのほか、診断・治療については、「性器クラミジア感

染症」の項をも参照されたい。

口腔咽頭のヘルペス

口腔咽頭粘膜に生ずる単純ヘルペス（ ）は、初感

染としては疱疹性歯肉口内炎、ヘルペス性咽頭炎（口絵：

図４）、回帰性感染としてヘルペス性口唇炎（口絵：図５）

として生じる。

としての口腔咽頭ヘルペス感染症においては、

型が認められる。近年、 としての 感染が増加

しているが、口腔咽頭においては、これが一般感染症と

して生じたものか かは、臨床所見からは鑑別が困

難である。

しかし、 としての口腔咽頭 初感染例は、一

般の感染例に比し、激しい歯肉口内炎や咽頭炎を生じる

のが特色である。特に口唇、舌下面、咽頭に発赤、数個

から多発の小水疱、これが破れて多数のアフタ、びらん、

白苔が生じ、喉頭にも及ぶ例がある。頸部リンパ節の腫

脹もみられる。自覚症状としては、激しい咽頭痛や嚥下

痛、 °発熱がある。

診断は、一般には、①塗抹標本からの核内封入体の検

出、②蛍光標識モノクローナル抗体法（

法）による 抗原の証明、③ 抗体の証

明、④ペア血清の抗体値 の 倍以上の上昇、などの

検査所見による。

の診断は の病歴が重要である。加えて、

型の分類が必要である。

治療は、①ソビラックス錠（ ） 錠分 、 日

間、②バルトレックス錠（ ） 錠分 、 日間、

③重症例にソビラックス注、④回帰性のヘルペス性口唇

炎にはソビラックス軟膏を用いる。

このほか、治療については、「性器ヘルペス」の項をも

参照されたい。

口腔咽頭と性感染症 症状とその鑑別診断 ８



口腔咽頭のEBV

伝染性単核症（ )(口絵：図６)は、

- - 感染による。主に我が国では乳幼児期

に感染するが、近年、青年、若成人期に異性との初接触

により感染する症例に多い。欧米では

と称されており、 の一つとして分類されている。こ

のほかに、 は悪性腫瘍との関連も示唆されている。

症状は ～ 日間の潜伏時期後、全身倦怠、 °

～ °の高熱とともに咽頭痛、嚥下痛を生じる。咽頭所

見は重要で、咽頭の高度の発赤、クリーム状の白苔が口

蓋扁桃、咽頭扁桃、咽頭後壁に付着する。特徴的な所見

として症状所見が扁桃に限局せず咽頭全体にわたること

であり、そのほかに口蓋粘膜や皮膚に出血斑、また皮疹

を生じることがある。頸部リンパ節は高度に腫脹する。

血液検査では初期は白血球減少、のちに白血球増多、単

核球、リンパ球は増加する。

診断は、

①咽頭所見：両口蓋扁桃のクリーム様の白苔付着、口

蓋扁桃に限局せず。口蓋粘膜に出血斑を生じること

がある。

②リンパ球、単核球の増加、異型リンパ球の出現、肝

機能障害を示す。

③ - 反応は我が国では陰性例が多い。

④血清抗体、初期では 抗体および 抗体

陽性ならば急性感染と診断する。後期には

抗体上昇。

治療は対症療法である。ペニシリンは発疹を生じるこ

とがあり、禁忌である。テトラサイクリンの有効例があ

る。

口腔咽頭のHIV感染

HIV感染症、AIDS（acquired immunodeficiency
 

syndrome)

ヒト免疫不全ウイルス（ ）感染は、経過により種々

の症状が現れる。特に口腔咽頭には最も多くの症状がみ

られる。口腔咽頭所見を重視すること、そのため口腔咽

頭の観察は 、 の診断と 陽性リンパ球の推

移を推察するうえで重要である。近年、梅毒の合併例が

多い。

以下、口腔咽頭に主に現れる 、 所見について

述べる。

診断・治療に関しては、本書第 部の「 感染症/エ

イズ」の各項をも参照されたい。

１)カンジダ症（口絵：図７、８)

口腔咽頭所見としては最も多い症状は、日和見感染と

してのカンジダ症（主に ）である。 感染

初期においても現れるため、 感染を診断することが

可能である。一般的には、偽膜性カンジダ症で白斑、白

苔が粘膜を覆う。好発部位は、舌、口蓋粘膜、頰部粘膜

である。 進行例では、 ～ が食道まで及ぶ。

慢性化すると、肥厚や潰瘍の所見がみられる。

偽膜性カンジダ症の他に、紅斑性（萎縮性)、肥厚性カ

ンジダ症、口角炎もみられる。症状は、初期には無症状

であるが、のちには味覚障害、嚥下障害、疼痛を訴える。

２)口腔毛様白板症（口絵：図９)

感染の特徴的所見で、舌前方の舌縁に垂直に走る

白斑がみられる。舌の扁平上皮内の 感染によると

いわれている。主に に発症するため の予後

の判定に役立つ。

一般に自覚症状はないが、灼熱感、不快感を生じるこ

ともある。

３)カポジ肉腫

の特徴的な悪性腫瘍である。海外例では多数の

症例が報告されているが我が国では少ない。主に男性同

性愛者にみられ、 - 感染といわれている。好発部位

は、口蓋と歯肉部粘膜である。初期には自覚症状がなく、

扁平の紅斑が生じ、そののち赤紫色ブドウ状の隆起がみ

られ、これが融合し、結節様腫瘍となる。

同時に頭頸部や四肢の皮膚にも現れる。確定診断は生

検による。そのほか急性壊死性歯肉炎、歯周囲炎、悪性

リンパ種等が口腔咽頭に生じる。

診断は、特徴的所見と、年齢と部位、経過、難治性よ

り 感染を疑い、 、 基準検査により決定す

る。

日性感染症会誌



まとめ

耳鼻咽喉科医は、性感染症を性器のみの疾患としてで

はなく、口腔咽頭も含めて、常に注意して観察しなけれ

ばならない。近年、口腔咽頭の淋菌やクラミジア感染の

増加、あるいは感染源となる症例がみられており、泌尿

器科、婦人科、皮膚科、口腔外科などとコミュニケーショ

ンを十分にとる必要がある。口腔咽頭の 感染ある

いは感染疑の場合、まず耳鼻咽喉科への紹介を受け、症

状、所見を観察し、生活状況を把握の上、今後の治療方

針を決めたい。

同時に による 感染予防対策が必要であ

る。

口腔咽頭と性感染症 症状とその鑑別診断 ８



眼と性感染症 症状とその鑑別診断 ９

はじめに

性感染症（ ）による症状で眼科を受診する患者は、

大きく二つの群に分類される。①既に性感染症が確定診

断されたものが、眼症状を生じて受診する場合、および、

②眼科受診を契機として性感染症が発見される場合とで

ある。前者は、教科書的な眼所見の有無を確認し、眼症

状を有すれば、局所療法の追加を検討すればよく、対処

に苦慮することが少ない。これに対して後者は、眼科医

の診断技量が、その後の患者の予後を大きく左右する場

合がある。

眼科で性感染症が推定診断された場合は、眼以外の諸

臓器における病変の有無や治療に関して、他科と連携し

てこれにあたることが重要である。

クラミジア

による結膜炎の代表はトラ

コーマである。トラコーマは、高度の角結膜瘢痕により

失明に至ることのある重症の結膜炎であり、開発途上国

では現在も数多くの患者が発生している。一方、先進国

でみられる性感染症由来のクラミジア結膜炎は、軽症で

予後がよいことから、封入体結膜炎と呼ばれて区別され

てきた。これには成人型と新生児型とがある。最近は単

にクラミジア結膜炎と呼ばれることが多い。

眼症状

・成人型封入体結膜炎

性器クラミジア感染者の分泌物が、手指などによって

結膜に接触することにより感染し、発症する。充血、粘

液膿性の眼脂、眼瞼腫脹を主徴とした急性濾胞性結膜炎

の病像を呈する。アデノウイルスによって発症する流行

性角結膜炎（ ）と鑑別が必要となる。下眼瞼結膜から

円蓋部結膜に大きな濾胞が融合して堤防状の形状を示す

のが特徴的である（口絵：図１)。性器だけでなく上咽頭

感染を合併していることも少なくない 。

・新生児封入体結膜炎

クラミジアに感染中の母親から産道感染によって新生

児に発症する結膜炎である。成人発症例と同様、眼瞼腫

脹、結膜充血、眼脂を主徴とし、ビロード状になる。偽

膜の形成が高頻度にみられるが、新生児はリンパ組織が

未発達なため、結膜の濾胞形成はない。 ～ に呼吸

器感染を併発するとされている 。

診 断

代表的な検査法を表１にまとめた。抗原検出法が最も

普及して利用しやすい。 を標的とした 法

（ ）は高感度にクラミジアを

検出できる（眼科は保険未適用）。一方で、古典的方法だ

が、結膜擦過物の塗抹標本検査も有用な方法である。①

好中球優位の細胞浸潤、② 細胞、プラズマ細胞の

存在、③結膜上皮細胞の細胞質内の封入体（ 小

体）が観察される。塗抹標本はアデノウイルスとの鑑別

に役立つ。眼脂中の白血球がリンパ球（単核球）優位で

あれば、アデノウイルス結膜炎を疑う。

治 療

マクロライド系、テトラサイクリン系、ニューキノロ

ン系が有効である。クラミジアは、病変内で感染性はあ

るが増殖力のない基本小体 （ ）と、

増殖力はあるが感染性のない網様体

（ ）の二つの形態を持つ。抗菌薬はこのうち にしか

効果を発揮できないため、眼局所療法は頻回、長期投与

が必要とされている。タリビッド またはエコリシン 眼

軟膏 日 回 週間が基本処方となる。日中の眼軟膏

は霧視を来すため、水用点眼液としてエコリシン 点眼

液の 時間おき使用でも代用できる。泌尿生殖器や上咽

頭への感染も合併している場合は、当該科と連携し、性

器クラミジアの項に記載されている抗菌薬の経口投与が

表 クラミジア感染症の病因診断法

・抗原検出

蛍光抗体法（クラミジア ）

酵素抗体法（ ）（ ）

免疫クロマト法（クリアビュークラミジア ）

・核酸増幅検査法

( 法）

( 法）

・封入体検出

ギムザ染色



必要となる。全身投与は、結膜炎の治癒を早める効果も

期待できる。 年代に入って海外ではアジスロマイシ

ン（ジスロマック ）の 回投与によりクラミジア結膜炎

の治療が可能という報告もあり 、今後新しい治療法の

選択肢となる可能性もある。まだ保険適応はないが、新

しいニューキノロン薬であるトスフロキサシン点眼薬は

クラミジアに対する抗菌力が強く、クラミジア結膜炎に

対する有用性を示した報告がある 。

淋 菌

眼症状

・成人型

激烈な炎症症状を示し、多量の膿性眼脂、眼瞼腫脹、

著明な結膜充血を来たす（口絵：図２）。時に眼窩蜂窩織

炎と誤ることもある。淋菌感染者の分泌物を介して結膜

に直接感染する。治療が適切でないと角膜上皮に点状の

びらんを生じ、実質に細胞浸潤が始まり急速に壊死を来

たし、その結果角膜穿孔を起こす。

・新生児膿漏眼

産道通過時の垂直感染による新生児結膜炎の原因とし

てクラミジアとともに重要である。生後 ～ 日後で発

症し、多量の膿性眼脂がみられるため膿漏眼と呼ばれる

急性感染症になる。結膜充血、浮腫、眼瞼腫脹が強く、

偽膜形成もみられる（口絵：図３）。成人型同様、治療が

遅れると角膜穿孔に至り、失明する。

診 断

結膜擦過検体による塗抹検査、細菌分離培養が有用で

ある。通常、淋菌は結膜に常在していないので、検出さ

れれば原因菌として扱う。眼脂のグラム染色による塗抹

標本の鏡検検査にてグラム陰性双球菌を確認できれば、

確定診断とする。 プローブ法、 法も有用な診断

法である。薬剤感受性も調べる目的で分離培養検査をす

る際は、淋菌は輸送・保管中に死滅しやすいため、細菌

培養室とのすばやい連携が必要となる。

治 療

治療には局所ならびに全身投与が必要となる。近年の

淋菌の抗菌薬耐性化は顕著であり、多剤耐性化が進んで

いる。全身投与の際に有効とされている薬剤は、セフト

リアキソン、セフォジジムとスペクチノマイシンの 剤

のみとなっており、これらの中から選んで点滴静注また

は筋注する（表２）。結膜炎の場合、局所投与の併用が有

用と えられる。既存の点眼薬で最も効果を期待できる

のはセフェム系点眼薬（セフメノキシム：ベストロン ）

であり 時間ごと点眼とする。ニューキノロン系点眼薬

は 以上が耐性株であるため、用いるべきではない。

薬剤感受性検査の結果にて他の抗菌点眼薬の併用を検討

する。

梅 毒

眼症状は、通常、第 期以降の全身症状に併発するこ

とが多い。先天梅毒の際に認める実質性角膜炎は、

の歯、内耳難聴と併せて の三徴候

といわれる。

眼症状

梅毒による眼症状は多彩であり、後天梅毒に伴う眼症

状には、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎、網膜

炎、さらに視神経炎などがある。

・虹彩毛様体炎

虹彩表在血管の怒張による虹彩バラ疹、虹彩表面の

～ の黄赤色の丘疹性虹彩炎、結節性虹彩炎の形

をとり、通常は両眼性に発症する。強度の線維素性虹彩

炎の所見を呈することもある。ステロイド薬点眼に反応

が乏しい。

・網脈絡膜炎

硝子体炎を伴い、網脈絡膜に黄色の大小滲出斑が出現

する（口絵：図４）。進行期または回復期には、瘢痕化と

網膜色素沈着を来し、典型例ではごま塩状眼底を呈する

ようになる。網膜血管炎、網膜静脈閉塞症などもしばし

眼と性感染症 症状とその鑑別診断 ９

表 淋菌性結膜炎における全身投与薬

セフトリアキソン（ ロセフィン ） 静注 単回投与

セフォジジム（ ケニセフ 、ノイセフ ） 静注 単回投与

スペクチノマイシン（ トロビシン ） 筋注 単回投与

上記いずれかを、症例に応じて期間を 慮して投与する。



ばみられる。

・視神経病変

視神経炎、視神経網膜炎、視神経鞘炎などを発症し、

視神経萎縮にいたることもある。通常、網脈絡膜炎とは

無関係に発症すると えられている。

・角膜実質炎

角膜実質炎は、ほとんどが両眼性であり、先天梅毒の

に角膜ぶどう膜炎の形で起こる（後天梅毒では

以下）。この炎症は、梅毒トレポネーマ抗原に対する

免疫反応が角膜実質で起こることによるものであり、菌

体そのものを病巣で認めることは稀である。

診 断

眼局所から梅毒感染を証明する手法はなく、梅毒血清

検査による。

治 療

駆梅療法による。虹彩毛様体炎に対してはステロイド

および散瞳薬点眼による局所投与を行う。

HIV日和見感染

ウイルス（

）による直接的な障害もあるが、日和見感染症が問題

となる。

・HIV網膜症（HIV retinopathy）

に伴う眼合併症では最も高頻度に出現する合併

症である。

眼症状

糖尿病網膜症に似た綿花様白斑および点状出血を呈す

る（口絵：図５）。本症は 数が低値の際に、生じる

頻度が高いとされている。通常視機能を障害することは

ない。初期のサイトメガロウイルス（

）網膜炎との鑑別が重要である。

診 断

感染が既知であれば所見から診断が容易である。

むしろ原因不明の綿花様白斑および点状出血を認めた際

に 感染の可能性も 慮する必要がある。

治 療

経過観察にて ～ か月で自然消失する。

・CMV網膜炎

眼科領域における日和見感染症の代表的疾患である。

特に 数が 個/ を下回る症例では発症率が

高い。また、 が 個/ 以上の症例でも、その

値が抗 薬の投与により急速に回復した直後の場合

は、網膜炎を発症する可能性がある。

眼所見

後極部に出現する、濃厚な黄白色滲出病変および浮腫、

さらに大きな血管の走行に沿ってべったりした感じの出

血が認められるタイプの /

（激症/浮腫状病変）(口絵：図６）および、眼底周

辺部に、円形あるいは卵型の顆粒状黄白色滲出病変を認

め、全体に乾いた感じを呈する /

（緩徐/顆粒状病変）(口絵：図７）の 型に大別

される。 が感染した網膜は壊死となり、多数の裂孔

が生じて網膜剝離を起こすことがある。

診 断

眼内液から 法で を証明する。サイト

メガロウイルス抗原血症検査は必ずしも陽性にはならな

い。

治 療（表３)

抗ウイルス薬の全身投与にて治療を行う。これまで我

が国で使用可能な薬剤はガンシクロビルおよびフォスカ

ルネットの 種であったが、近年ガンシクロビルのプロ

ドラッグが使用できるようになり、治療の主流となって

いる。骨髄抑制や腎毒性などの副作用に注意しながら投

与する。病変が黄斑部に近い場合は、即効性を期待して

硝子体内注入を併用する 。網膜炎の活動性がなくなり、

数が 個/ 以上まで回復してから か月間

は維持量での投与が必要である。免疫不全状態が改善さ

れなければ、薬剤投与中止後に再発する可能性が高い。

のみで鎮静化した例の報告もある 。

・伝染性軟属腫

眼症状

眼瞼に孤発性の皮疹を生じる。結膜や角膜に結節状病

変が出現することもある。皮疹が眼瞼縁に生じると角膜

との接触により点状表層角膜症を生じる。ウイルスに対

する免疫反応により濾胞性結膜炎も生じる。

診 断

特徴的な所見を呈するので、診断は容易であり、生検

日性感染症会誌



にて確定診断が得られる。

治 療

子で摘み取るか、冷凍凝固などを行えば治癒しやす

い。 で治癒したという報告もある。

その他、眼科領域における 関連疾患には、眼部帯

状ヘルペス、眼トキソプラズマ症、クリプトコッカス網

脈絡膜炎、ニューモシスチス・カリニ脈絡膜症、眼瞼お

よび球結膜に生じるカポジ肉腫などがある。

その他の性感染症

・HTLV-１関連ぶどう膜炎

眼症状

炎症は軽度から中等度である。硝子体混濁が特徴的で

あり、全体に微塵状の混濁中にベール状、膜状、索状を

呈する。さらに軽度の網膜血管炎を伴う例もあり、網膜

静脈に沿って粒状の硝子体混濁が付着することがある。

診 断

血清の抗 - 抗体の陽性所見が確定診断の根拠

となる。

治 療

ステロイド薬を用いた眼局所治療に反応する。

・単純ヘルペスウイルス２型

（ ）による眼感染症

は、 型による角膜ヘルペス、結膜炎が主で、 型による

眼疾患は産道感染による新生児ヘルペスに限られると

えられていた。 年に らが初めて 型による眼

瞼結膜炎と角結膜炎を報告し 、その後も同様の症例の

報告が相次いだ。我が国でも中川らが眼瞼結膜炎の報

告 をして以降、結膜炎や角膜炎の症例が報告されてい

る。臨床所見は 型と差異はないが、 型によるものは

経過が長く重篤化しやすいという意見がある。急性網膜

壊死（ ）は または水

痘・帯状疱疹ウイルス（ - ）に

よる汎ぶどう膜炎であるが、最近 による 症例

の中で、女性例の多くには - 型の の検出が

報告されおり 、今後の更なる解明が期待される。

・ケジラミ症

ケジラミは眼科領域では睫毛や、ときに眉毛に寄生し、

かゆみなどの自覚症状を起こす。性行為により陰部に寄

生しているケジラミが手や指などを介して睫毛や眉毛に

感染を起こす。小児にも睫毛ケジラミ症を認めることが

あり、その多くはケジラミ症を持つ親から手指や寝具を

介して感染すると えられている。ケジラミ症に有効な

フェノトリンは眼部に対しての安全性が確立されてない

ので、虫体および虫卵を物理的に除去する。

おわりに

上述したように、 と眼科疾患は眼表面ばかりでな

く眼内における諸病変や合併症と密接に関連しており、

中には失明や視機能の障害と直結する病変も認められ

る。したがって、 の患者が眼症状を訴えた時は言う

までもなく、訴えない場合でも眼科的検査を依頼して、

早期に眼病変や合併症を見つけだし、適切な対応をする

ことが極めて大切である。

眼と性感染症 症状とその鑑別診断 ９

表 サイトメガロウイルス網膜炎の治療法

薬剤 投与量/回 投与回数・期間

バラガンシクロビル（バリキサ ）内服 導入 回/日・ 週

維持 回/日

ガンシクロビル（デノシン ）点滴静注 導入 - / 回/日・ - 週

維持 / 回/日

硝子体内注射 - μ /

フォスカルネット（フォスカビル ）点滴静注 導入 / 回/日・ - 週

維持 / 回/日

硝子体内注射 μ / 活動期 回/週 以降 回/週
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