
機能病院ではなく、それ以外の市中の病院に移行、
拡大されてゆくものと推察されることから、今後
IVIG の使用量調査では、これらの点をも考慮す
ることが必要である。

２．自己免疫疾患における使用状況
自己免疫疾患は前述の如く、IVIG の需要量を
規定する主要な疾患の１つである。自己免疫疾患
をさらに分析した結果、小児群では川崎病が４４．５％
と約半数を占めていたが、成人群で ITP、慢性脱
髄性多発性根神経炎（CIDP）、ギラン・バレー症
候群（GBS）などがほぼ同程度の割合であった
（図５）。これは小児群に特異的な川崎病の第一
選択治療法が大量 IVIG 療法７－９）であること、ま
た、成人に圧倒的に多いCIDP や GBSはステロ
イドや血漿交換などの治療法が一般的であり、大
量 IVIG 療法がまだ第一選択の治療法として認知
されていないこと１０）に起因すると考えられる。こ
のことが小児群と成人群との使用内訳の相違を来
したと推察された。

成人群においては、患者数からみると自己免疫
疾患は僅か１０％であり、我が国では自己免疫疾患
への使用は欧米に比して未だ低率であった。GBS
の初回治療法は血漿交換、IVIG療法であり、CIDP
では副腎皮質ステロイドを追加した３療法がある。
ただし、両疾患に対し、血漿交換、IVIG 療法は
同等の有効性を示し、現時点では両治療法のいず
れを第一選択とするべきかという点については明
確な見解がない１０）。しかし、本調査ではCIDP な
らびにGBSの多数例に IVIG が初回治療として

使用されていた。これは IVIG 療法が第一選択の
治療法として認知されてきた結果と考えられ、今
後、両疾患に対する使用量の増加が予想される。
さらに、近年、米国では、我が国で IVIG の適応
となっている疾患以外の自己免疫疾患にも適応が
拡大され、IVIG 使用量が急増している３，１１）。事
実、本調査でも保険適応外の疾患に対し、使用さ
れていた。このことから、欧米と同様、IVIG の
適応が拡大され、使用量が増加することが推察さ
れた。このためにも IVIG の使用指針の作成が望
まれ、今後、更なる使用実態の把握など詳細な検
討を加え、指針作成への基礎資料の蓄積を進める
必要がある。
投与方法に関しては、川崎病では殆ど２ｇ／㎏

／日・１日間、１ｇ／㎏／日・２日間などのガイ
ドラインに沿った短期大量療法が行われた（表１）。
さらに、小児群に多い急性 ITPに関しても同様
に短期大量療法が行われていた。これは川崎病な
らびに急性 ITPには、従来の０．２ｇ～０．４ｇ／㎏
／日・３～５日間の中期分割療法に比して短期大
量療法の有効性が高いとの報告１２，１３）によるも
のと考えられた。一方、成人群に多いITP、CIDP、
GBSおよびその他の自己免疫疾患での投与法は
従来の中期分割療法であった。

３．感染症に対する IVIG 使用状況
我が国では重症感染症に対し、二種または三種

の抗生物質を少なくとも３日間以上使用し、有効
性が見られない場合に IVIG を使用する場合が多
い。しかし、欧米では感染症に対し、IVIG は殆
ど使用されず、エンドトキシンや好中球減少など
の特異的な敗血症または敗血症によるショック症
例に限定して使用され、有効性が報告されてい
る１４）。実際、本意識調査でも IVIG を使用する感
染症として８０％以上の医師が敗血症をあげている
ものの、同時に、肺炎、腹膜炎などの敗血症以外
の感染症に対しても高い割合で使用すると回答し
ていた（図６，７）。さらに、我が国では約８０％
の医師が敗血症のみならず、肺炎など敗血症以外
の感染症を含めて、重症感染症と認識していると
判断された（図６）。本調査の使用実態はこの意
識調査の結果を反映する結果となった（図７）。
即ち、全症例の約３０％が敗血症であったが、同時
に、肺炎、腹膜炎などの敗血症以外の感染症も比
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較的高い割合を占めていた。この事は重症感染症
が IVIG の保険適応として認められていることか
ら、慣習的に使用されている我が国の現状を反映
していると考えられる。

IVIG の使用対象となる病原体に関しては、こ
れまでの感染症に対する IVIGの作用機序の報告１５）

から、細菌やウイルスに限られると考えられる。
事実、本意識調査でも全体として細菌が９０％以上、
ウイルスが約５０％との回答であった。ただし、小
児群ではウイルスとの回答が約８５％に認められた
（図８）。さらに、使用実態調査でも小児、成人
群ともに細菌が最も多く全体として６０％の頻度で
あった。また、病原体不明の症例も３０％前後と多
く認められたが、これまでの経験から、病原体不
明の症例の多くは細菌である可能性が高いと推察
され、もし病原体不明を細菌の分類に含めると全
体で８５％を超える高率になる。一方、ウイルスに
関しては、意識調査における高頻度と異なり、実
際には小児群でも９．２％、成人群では６．３％、全体
として７％弱と極めて低頻度であった。以上のご
とく、臨床現場では対象病原体としては大部分が
細菌であると判断された。これまで、細菌感染症
に対する IVIG の有効性を示した報告１６）では、強
力な化学療法の行われた血液疾患や骨髄移植時の
白血球減少時における感染症合併症例に対しての
みである。この様に、免疫グロブリン産生能の低
下や白血球減少などの免疫不全状態での感染症や
一部の敗血症に対しては有効性が期待される。た
だし、本調査では、血液疾患を含めた免疫不全症
例は４０％前後であり、半数以上の症例が免疫不全

状態とは考えられない一般的な感染症である。さ
らに、Werdan１７）の報告の如く、一般的な感染症
に対して IVIG の有効性を明確に示した報告はな
い。即ち、IVIG の適正使用を推進するには、細
菌を中心とした感染症に対する有効性を再評価す
る必要がある。そのためにも、投与開始の判断基
準が必要となる。

本調査では IVIG 投与開始の判断基準となる項
目を意識調査にて検討した。その結果、発熱、発
熱期間、白血球数、CRP値、血液培養、抗生物
質の投与日数ならびに反応性の７項目が有用であ
るとの回答が得られた。しかしながら、実際の臨
床現場ではこれら７項目を合わせた活用度が低く、
小児群では２０．８％、成人群では３３．７％と低率であっ
た。このため、現場に則した適正な項目を選択す
る目的で、活用度の高い６項目ないし５項目の組
合せを検討した。その結果、血液培養と抗生物質
の反応性を除いた５項目（発熱、発熱期間、白血
球数、CRP値、抗生物質の投与日数）の組合せ
が小児群（７４．８％）、成人群（８６．３％）ともに活
用度が高く、その臨床的有用性が期待された。
次に、各項目における投与基準値を検討した。

その結果、意識調査では、各基準値が比較的厳し
く設定され、小児群と成人群では発熱、発熱期間、
白血球数、CRP値に多少の差が認められたが、
その他はほぼ同等の値であった（表２）。この基
準値を基に、実態調査における適合率を検索した
結果、前述の活用度の高い５項目で見ても、小児
群０．９％、成人群５．８％と極めて低率であり、臨床
現場に適応していないと判断された。そこで、臨
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床現場に則した基準値の設定を試みた。即ち、使
用実態調査を基に比較的緩やかな基準値を設定し
た。この新基準値を基に、前述の５項目について
適合率を検索した結果、小児群で１４．６％、成人群
で１３．９％と依然として低率であった。このことは、
前述項目は実際の臨床現場では IVIG の使用開始
の判断に必要な項目として検索はしているものの、
５項目の基準値を全て合わせ考えて開始時の判断
基準としているわけではなく、１～２の項目を基
に開始している可能性が強く示唆された。すなわ
ち、５項目について各々の基準値を設定したとし
ても、本調査における IVIG 使用症例の大半は使
用基準には適合せず、不適正使用と判定される可
能性が高いと考えられる。また、今回選択した項
目あるいは基準値が感染症の重症度を必ずしも反
映していなかった可能性は否定しきれないが、こ
の点については今後さらに詳細な検討が必要と考
える。さらに、今後作成する基準については、各
項目の選択性または点数化などを活用してゆくこ
とが必要と考えられる。

参 考 文 献
１）厚生労働省医薬食品局血液対策課：血漿分画
製剤の供給状況．血液事業報告、２００６：４２�４６．

２）清水勝：総括研究報告．血液製剤の使用状況
の分析及び需給に関する研究（主任研究者 清
水勝）。平成１２年度研究報告、２００１、１�１５．

３）Farrugia A and Poulis P： Intravenous im-
munoglobulin： regulatory perspectives on
use and supply．Transfus Med，２００１；１１：
６３�７４．
４）中村好一、屋代真弓、上原里程、他：第１７回
川崎病全国調査成績。小児科診療、２００４；６７：
３１３�３２３．
５）高松純樹：免疫グロブリン製剤。監修者 池
田久實、輸血学 理論と展望、北海道大学図書、
北海道、２０００、８１�８３．

６）柏崎禎夫、他：ステロイド抵抗性多発性筋炎
／皮膚筋炎に対するガンマグロブリン大量静注
療法の検討。厚生省特定疾患免疫疾患調査研究
班 平成８年度研究報告書、１９９６、２０１�２１３．

７）日本小児循環器学会学術委員会：川崎病急性
期治療のガイドライン。日本小児循環器学会誌、
２００４；２０：５４�６２．

８）Yanagawa H，Nakamura Y，Sakata K，et
al ： Use of intravenous γ�globulin for
Kawasaki disease： Effects on cardiac se-
quelae．Pediatr Cardiol，１９９７；１８：１９�２３．

９）Lang B and Duffy CM：Controversies in
the management of Kawasaki disease．Best
Pract Res Clin Rheumatol，２００２；１６：４２７�
４４２．

１０）日本神経治療学会／日本神経免疫学会合同神
経疾患治療ガイドライン：ギラン・バレー症候
群（GBS）／慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ
チー（CIDP）治療ガイドライン。神経治療、
２００３；２０：１９３�２１０．

１１）Knezevic�Maramica I and Kruskall MS：In-
travenous immune globulins：an update for
clinicians． Transfusion，２００３；４３：１４６０�
１４８０．

１２）Tarantino MD：Acute immune（idiopathic）
thrombocytopenic purpura in childhood．
Blood Reviews，２００２；１６：１９�２１．

１３）Terai M and Shulman ST：Prevalence of
coronary artery abnormalities in Kawasaki
disease is highly dependent on gamma globu-
lin dose but independent of salicylate dose．
J Pediatrics，１９９７；１３１：８８８�８９３．

１４）Dominioni L，Bianchi V，Imperatroi A，
Minoia G，Dionigi R：High�dose intravenous
IgG for treatment of severe surgical infec-
tions．Dig Surg，１９９６；１３：４３０�４３４．

１５）Werdan K：Supplemental immune globulins
in sepsis．Clin Chem Lab Med，１９９９；３７：
３４１�３４９．

１６）正岡徹、他：重症感染症に対する抗菌薬との
併用療法における静注用ヒト免疫グロブリンの
効果。日本化学療法学会雑誌、２０００；４８：１９９�
２１７．

１７）Werdan K：Pathophysiology of septic shock
and multiple organ dysfuncion syndrome
and various therapeutic approaches with spe-
cial emphasis on immunoglobulins． Ther
Apher，２００１；５：１１５�１３３．

―２６―


