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特

集

間質性肺炎について

１．間質性肺炎とは？
肺は空気の通り道である気道とガス交換
（血液に酸素を取り込む一方で、二酸化炭素を放出す
る）
を行う肺胞から成っていて、肺胞の中を実質、肺胞の壁を間質と呼んでいます。間質性肺炎は、
さまざまな原因から肺の間質が厚く硬くなり
（線維化）
、ガス交換がうまくできなくなる病気です
（図１）
。間質性肺炎の危険因子として、加齢と喫煙、遺伝的素因が挙げられますが、その他、
原因が明らかなものとして、関節に炎症が生じて変形が起こる関節リウマチや特徴的な皮膚症
状と筋肉痛を主症状とする多発筋炎・皮膚筋炎などの膠原病、抗癌薬、漢方薬、消炎鎮痛薬な
どのアレルギー反応による薬剤性、ほこりやカビ・鳥の分泌物・羽毛などを慢性的に吸入するこ
とによりアレルギー反応が生じ引き起こさ
れる慢性過敏性肺炎、職業上、アスベス
トなどの粉塵を吸入することにより生じる
じん肺、放射線照射やサルコイドーシスと
いった肉芽腫性疾患でも見られます。一
方、原因を特定できない間質性肺炎は
「特
発性間質性肺炎」と呼ばれており、現在、
６つの主要な特発性間質性肺炎、２つの
稀な特発性間質性肺炎、分類不能の特発
性間質性肺炎の９型に分類され、患者さ
んの約半数は
「特発性肺線維症idiopathic
pulmonary fibrosis; IPF」
と診断されます。
図１

２．間質性肺炎を疑うポイント
初診時の詳細な問診に加えて、胸部画像所見の特徴や経時的な画像所見の推移は、鑑別診断
および治療介入のタイミング等を知る上で大変有用な情報となります。一般に間質性肺炎を疑う
ポイントとして、乾いた咳
（空咳）
や坂道や階段、平地歩行中や入浴・排便などの日常生活の動
作の中で感じる息切れ
（労作時呼吸困難）
などの呼吸器症状、胸部聴診上、特に背下部で吸気終
末時の捻髪音（fine crackles）
を聴取、ばち指の存在
（図２）
、胸部画像検査上、両肺びまん性に
間質性陰影
（胸部X線は、胸部CTに比べて病変の分布、肺容積減少などの継時的変化を的確に
捉えることができるため、X線、CTの両方を施行するべきである）
（図３）
、呼吸機能検査上、拘
束性換気障害および拡散能低下、労作時酸素分圧低下
（酸素飽和度低下）
などが挙げられます。
検査の中でも胸部高分解能CT（high resolution computed tomography; HRCT）
は、わずかな早
期間質性肺病変も捉えることができ、さらに肺全体の病変分布を把握することができるため、間
質性肺炎の診断上必須の検査です。

図２

図３

３．専門外来へ紹介するタイミング
間質性肺炎が疑われた場合は、まずその中でも頻度が最も高く、治療抵抗性で予後不良であ
る特発性肺線維症を鑑別することが重要となります。また、最終診断の精度を高めるには、間
質性肺炎の診断に精通した臨床医、放射線画像診断医、病理医による集学的検討が重要とされ
ている点や、一部の間質性肺炎は、特発性
（原因不明）
、二次性
（何らかの原因がある）
を問わず、
進行性あるいは急速に悪化し致死的な状況に至るため、上記のような自・他覚所見、検査所見
が認められた際は、できるだけ速やかに専門医に相談、紹介するべきです。
４．間質性肺炎の診断と治療
先にも触れたように、間質性肺炎が疑われた場合は、予後の点および治療内容を決定する上
でも特発性肺線維症とそれ以外の間質性肺炎を鑑別することが重要なポイントです。特発性肺
線維症患者では現在、ステロイド、免疫抑制剤は推奨されておらず、抗線維化剤であるニンテ
ダニブ
（オフェブ®）
、ピルフェニドン
（ピレスパ®）
が第一選択薬です。診断していく過程で、適
応と必要性が高い場合は、外科的肺生検
（胸腔鏡下肺生検）
を行うこともあります。
明らかな自覚症状もなく無治療の安定期の間質性肺炎の患者では、３〜６ヶ月毎の経過観察
とします。但し、
薬物治療および在宅酸素療法が必要な間質性肺炎患者においては、
原則１〜２ヶ
月毎の外来受診が必要であり、上述の無治療経過観察の患者と共に６ヶ月毎の重症度評価
（表
１）
、効果判定を行うべきです。６ヶ月間の経過観察中に５〜10%以上の努力性肺活量の低下を
認めた場合は、積極的な治療が必要と考えます。本邦では、特発性肺線維症の難病医療費助成
制度により認定基準を満たせば、高価な抗線維化薬を使用する際も高額医療費の軽減が可能に
なります。一方、非薬物療法として、酸素療法、呼吸リハビリテーションも適応患者には導入す
るべきと考えられます。また、間質性肺炎、特に特発性肺線維症患者においては、経過中に肺
高血圧症、原発性肺癌、急性増悪等を合併することが多く、注意が必要です。
重症度分類

安静時動脈血ガス

６分間歩行時SpO2

Ⅰ

80Torr以上

Ⅱ

70Torr以上80Torr未満

90％未満の場合はⅢにする

Ⅲ

60Torr以上70Torr未満

90％未満の場合はⅣにする

Ⅳ

60Torr未満

測定不要

杉野圭史／ Keishi Sugino
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東京都生まれ。東邦大学医学部卒業後、東邦大学第一内科に入局。

2004年

国家公務員共済組合連合虎の門病院呼吸器センターに出向。

2013年

東邦大学呼吸器内科講師。また同年には、ロンドン、ロイヤルブロンプトン病院に留学。専
門は、びまん性肺疾患、間質性肺炎。総合内科専門医、呼吸器専門医、気管支鏡専門医、感
染症専門医。2017年４月より現職。

肺の日記念市民健康フォーラム
日本呼吸器学会は、８月１日を
「肺の日」
と定めています。
当院では、一般市民の皆様に呼吸器疾患について知っていただき、予防、検査、治療の為の啓発活動として、
毎年
「肺の日記念市民健康フォーラム」
を開催致しております。
今年は、７月22日㈯、ビッグパレットふくしまで開催し、約300名の方がご来場されました。
第１部の基調講演では、坪井永保理事長による
「呼吸器科ってどんな科？」〜肺の病気あれこれ〜と題し、
肺の病気について症状や治療について解説しました。今年度より坪井病院に着任となった杉野圭史医師は
「間
質性肺炎とはどのような病気でしょうか？」
と題し、間質性肺炎について詳しく解説しました。
第２部では、声楽家 原口あゆみさん、ピアニスト 倉本洋子さんによるミニコンサートを開催しました。
コンサートの最後には来場された皆さんと一緒に大合唱を行い、楽しいひと時を過ごしました。
基調講演、ミニコンサートの前後には体験コーナー
（血管年齢、肺年齢、骨密度測定）
、医療相談コーナー
を設け、講演時間の前から多くの方に来場して頂きました。

「たばこについて考える日」を開催しました！
５月31日は世界禁煙デーです。当院では、昨年より「たばこについ
て考える日」
と題しまして講演会を開催しています。
今年は、６月６日㈫ミューカルがくと館に於いて坪井病院開院40
周年特別講演
「たばこについて考える日」を開催しました。
講演会では、坪井永保理事長に『今、話題!!!あなたの職場は大丈夫？
「受動喫煙のお話」
』と題し講演しました。喫煙による健康被害と禁煙
の重要性を解説し、喫煙者本人
だけではなく周囲の方
（妊婦・
子供など）へ与える受動喫煙の
悪影響の紹介や、青少年の喫煙
に対しても警告を促しました。
参加されたみなさんは、熱心
に話に耳を傾けていました。

「がん薬物療法認定薬剤師研修施設」
として
坪井病院はこの４月より、日本病院薬剤師会
「がん薬物療法認定薬剤師研修施設」
の認定を受けました。
病院薬剤師の職能団体である日本病院薬剤師会では、がん薬物療法に必要な知識、技能、臨床経験
を修得させ、がん薬物療法に必要ながんに関する高度な専門性を有する薬剤師を養成することにより、
がん医療水準の均てん化を推進することを目的に、平成18年度より
「がん専門薬剤師研修事業」
として
始まった研修は、平成23年度以降は、
「がん薬物療法認定薬剤師研修事業」
に名称を変更し、原則とし
て病院で５年以上の実務経験を有する薬剤師を対象に３ヶ月間の実務研修を実施しています。
研修を終え筆記試験合格などの各種要件を満たした
「がん薬物療法認定薬剤師」
はこの10年で全国に
1000名以上誕生していますが、福島県には十数名しかいません。これは、これまで福島県にはこの研
修施設がなく、県外の研修施設へ行くことを余儀なくされ、資格を取得するには各個人と医療機関の負
担が問題となっていました。そこで、坪井病院では研修施設の要件を満たしたことを契機に審査を受け、
福島県で初めての
「がん薬物療法認定薬剤師研修施設」
となりました。
当院においては、がん薬物療法認定薬剤師研修事業コアカリキュラムに従い、関係部署の全面的な協
力のもとに、２名のがん薬物療法認定薬剤師が主体となり、以下のような講義研修、実技研修を３か月
間で行います。
（1）
講義研修
①抗がん剤の臨床薬理、②緩和ケア、③支持療法
（副作用対策）
、④臨床試験
（治験を含む）
、⑤その他、
がんの病理、疫学、発生のメカニズムなど基礎分野、⑥呼吸器がん・消化器がん・婦人科がん・
乳がん・血液がん及びその他のがんの病態と標準療法、放射線治療、がん患者看護、栄養管理な
どの各論まで、内容によっては外部の講師を招いて講義形式の研修を行います。
（2）
実技研修
①抗がん剤の注射剤調製、②がん薬物療法に関する情報収集、評価、提供、③入院および外来のが
ん薬物療法に係る薬剤管理指導、⑤治療のモニタリングと副作用への対応、⑥緩和ケア、⑦手術
や放射線治療の見学、など実践に対応した実技研修を行います。
坪井病院では以上のような研修を希望する薬剤師を積極的に受け入れ、福島県内のがん治療・緩和医
療を受けられる方々が安心して治療を受けられるよう、がん医療に精通した地域の薬剤師の育成をして
いきます。
薬剤部 伊與田 友和
（がん薬物療法認定薬剤師、外来がん治療認定薬剤師）

ケアステーションあすなろの管理者が変更になりました
このたび、６月１日から「ケアステーションあすなろ」管理者となりました吉田隆子と申します。
「ケアステーションあすなろ」は、平成26年８月より訪問看護・訪問リハビリを行う事業所とし
て郡山駅前で営業いたしております。
現在は、訪問看護師４名、作業療法士１名、事務職員１名で、在宅療養される方々を支援しています。
当ステーションのスタッフは、病気や障がいを抱えた方とそのご家族両方の気持ちに寄り添う事、
その方々の尊厳を守る事を重要と考え、住みなれた場所で安心して自分らしく生活できるよう、お
手伝いさせていただきたいと思っております。
「ケアステーションあすなろ」の目標である「明るい笑顔」
「専門的知識と技術による確かな看護」
「心のこもった温かいケア」を心がけ、これからも皆様に信
頼していただける訪問看護事業所でありたいと考えており
ます。
今後とも「ケアステーションあすなろ」をどうぞよろしく
お願いいたします。
尚、当ステーションは、坪井病院無料送迎車の停留所と
なっております。送迎車が到着するまでの間、ステーショ
ンの中でゆったりとお待ちいただけます。どうぞお気軽に
お声をおかけください。

【あ す な ろ 健 康 講 座】

入場無料・予約不要

第37回

９月９日㈯

午後２時開演
受ければよかった がん検診（20分）
ドック健診担当看護師

瀧田

喜惠子

原口

秀司

がん予防のために今できること（40分）
院長

院長 原口

秀司

第38回

11月11日㈯

午後２時開演
冬の感染症にご注意！早めの予防と対策を！（20分）
感染対策室

名誉院長 岩波

洋

渡辺

千香

わたしたちが注意したい 病気のお話（40分）

エネオス●

●安積保育所

洋

４号線→

●三万石

●ニラク

←郡山南インター

●ヨークベニマル

安積総合学習センター

←成田温泉
須賀川 至↓

郡山市安積町荒井字南赤坂265
TEL
（024）945−6466
※会場まで路線バスでお越しの方は、
郡山駅前から安積団地行き
安積団地（終点）下車徒歩５分
土曜日の路線バスは土日祝日運行です。
問い合わせ：広報室 TEL（024）946−0808

セブンイレブン●

４号バイパス

会場：安積総合学習センター（旧サンフレッシュ郡山）

岩波

内環状線

血圧測定、体脂肪測定、肺年齢測定など。

↑至 本宮

※午後１時30分から体験コーナーを設けております

名誉院長

安積団地
★バス停

●月光温泉クアハイム

坪井病院マラソンクラブ 通称坪井ランナーズ!!!
約10年前にみんなで東京マラソンを走ろう！と創設した我マラソンクラ
ブ、今では部員も医師、看護師、薬剤師、理学療法士、技師、事務と多職種
にわたり20名程で活動しています。
横のつながりを大切にし、週１回“部活”に励み、筋力や柔軟性、持久力を
培い、各種大会に参加時には個々のタイムを競い、時にはタスキを繋ぐよう
になりました。
地元、郡山シティーマラソンはもとより、鶴ヶ城マラソン、いわきサンシャ
インマラソン、猪苗代ハーフマラソン、東京マラソンなど10k、ハーフマラ
ソン、フルマラソンから只見駅伝、日立きららの里リレーマラソンなど駅伝
にも参加しています。
坪井ランナーズはピンクや黄色のユニフォームを着て楽しく走っています。
皆さん、見かけましたら応援よろしくお願いします。

●安積中学校

坪井病院

坪井病院リハビリテーションセンター

寝たまま行う運動

夏も終わり、スポーツの秋となってきました。前回、健康維持のために行う座位での呼吸体操をお伝え
しましたが、ケガや病気が原因で動かない状態が続くと筋力低下が起きます。筋力が低下することで座っ
ていることでも苦痛に感じ、座って行う体操でも大変に感じてしまいます。そこで、今回は寝たままでも
行える運動を紹介します。ひとつの体操をそれぞれ５回ずつ、呼吸のリズムに合わせ、痛みのない範囲で
ゆっくり行ってみましょう。
①準備運動

あおむけになり、腕を頭の方に上げながら背伸びする。

②腕・胸回りの運動
②−１息を吐きながら腕を上げ、吸いながら戻す。

③お尻上げ運動（ブリッジ）
膝を曲げ、息を吐きながらお尻を持ち上げ吸いな
がら戻す。

②−２息を吐きながら左右に開き、
吸いながら戻す。

④足の運動
息を吐きながら上に足を上げ、息を吸いながら戻
す。

坪井病院出前講座
講師派遣料無料
坪井病院では、皆様の健康に役立つ情報を提供するため、医師・薬剤師・看護師・作業療法士・理学療法
士・管理栄養士・歯科衛生士など当院スタッフが企業や組合、公民館等へ出向き各種講座を行っております。
どなたでもご利用できますので、お気軽にお問合せください。
●いのちの教室
●がんとともに生きる〜あなたらしく生きるために〜
●緩和ケアのおはなし〜痛みと上手につき合うために〜
●食べることは生きること
●ちょっと役立つお薬のはなし
●いい眠りしていますか？
●それでもたばこを続けますか？
●健康で長生きするための体づくり
●女性の健康は家族の健康
●病院の賢い使い方
※講師の日程調整がございますので、講演日の１カ月前までにお申し込みください。
日程等が合わない場合はやむを得ずお断りする場合がございます。

※所要時間は約60分〜90分程度です。

上記以外の題目や、所要時間などご相談いただければ、可能な限り対応いたしますので、お気軽にお問合
せください。
＜お問合せ・お申込み＞
坪井病院広報室
電話：024−946−0808
一般財団法人
慈山会医学研究所付属

坪井病院

福島県郡山市安積町長久保一丁目10番地13

TEL 024−946−0808
（代）
URL

http://www.tsuboi-hp.or.jp

●診療受付時間
月〜金曜日

午前８時30分〜11時30分
午後１時30分〜４時

土曜日

午前８時30分〜11時30分

予約専用ダイヤル／024―947―1599
（受付時間／月〜金曜日：午前９時〜午後４時）

●休診日
土曜日午後、第５土曜日、日曜日、祝日
年末年始（12月30日〜１月３日）

一般財団法人慈山会医学研究所

ケアステーション あすなろ
福島県郡山市駅前一丁目12番３号

TEL 024−923−5121

〈事業所番号：0760390369〉

●営業日・営業時間
月曜日〜金曜日：午前８時30分〜午後５時
第２・４土曜日：午前８時30分〜午後１時

●休日
土曜日午後、第１・３・５土曜日、日曜日、祝日
年末年始
（12月30日〜１月3日）

