
 1 

 

 
新しい医薬資源としての昆虫 

 
（独）農業生物資源研究所 顧問 東京大学名誉教授 

名取 俊二 
 
 人類は古くから、漢方薬などに見られるように、植物の中に医薬資源を求めてきた。20 世紀になると、

ペニシリンの発見を契機として、微生物の二次代謝産物が注目されるようになった。そして、有機合成化

学の進歩と相俟って、抗生物質を中心に新しい医薬資源の開発が進んだ。抗生物質等の有用な生理活

性物質を産生するのは、主として土壌中に棲息する微生物である。しかし、大部分の土壌菌は培養不可

能で、培養可能なものは全土壌菌の高々３％程度にとどまっている。この培養可能な土壌菌を利用して

医薬の開発が進んだが、現在では培養可能な土壌菌は殆ど漁り尽くされた状態で、新しい医薬のシー

ズは生まれにくくなっている。本講演では、今まであまり注目されなかった、昆虫に新しい医薬資源を求

めることは出来ないかという話をしてみたい。 

 地球上に棲息する動物種は数百万種といわれるが、その 70% を昆虫が占めている。脊椎動物は

高々 4% なので、いかに昆虫が成功した生物であるかが伺える。その成功の秘密の一つが、優れた生

体防御能力にあるといわれる。 

 私は以前から、センチニクバエというハエの幼虫の生体防御機構を研究しているが、最初にその研究

中で見出した二つの物質について紹介する。一つは、このハエの幼虫が産生する sapecin B という抗菌

タンパクの活性部分を構成する L5 と命名した抗菌ペプチドである。もう一つは 5-S-GAD という低分子

の抗菌物質である。 

 L5 そのものにも抗菌活性はあるが、このペプチドをあらかじめマウスの腹腔に投与しておくと、黄色ブ

ドウ球菌などの感染が防御されることが判明した。この感染防御の成立は、ペプチドそのものの抗菌活

性によるものではなく、ペプチドによる好中球の活性化など、宿主の免疫力が増強される結果であること

が示された。将来はこの種のペプチドをベースとする、新しい感染防御剤の開発が可能になるかも知れ

ない。 

 一方、5-S-GAD はグルタチオンとβ-アラニルドーパの conjugate で、 抗菌活性以外に血管新生阻害

活性やラジカルスカベンジャー活性があることが分かった。また、この物質には過酸化水素産生する能

力があり、カタラーゼ産生能の低いガン細胞の増殖を阻害することも明らかになった。5-S-GAD はいろ

んな生理活性を示すが、興味深い事実としてこの物質の点眼で、ガラクトース負荷や紫外線により誘導

される白内障の進行が、有意に抑制されることが分かった。このように 5-S-GAD も新しい医薬として展

開可能なポテンシャルを持つ物質と言える。 

 本講演では、もう一つ昆虫の共生菌に関する話題を提供する。昆虫の 60%が共生菌を持っている。共

生菌はマイセトームという特別の細胞塊の中に純培養された形で棲息し、親から子へと伝えられている。

共生菌は宿主から生息の場所を与えられる代わりに、宿主の生活に「必要な物質」を合成して提供して

いる。この「必要な物質」の中には、宿主にとって必要なだけでなく、ヒトの新しい医薬となりうる物質が含

まれている可能性がある。昆虫の共生菌は、培養不可能であるが、その遺伝子は最低限生きていくた

めに必要な遺伝子と、宿主の生活に「必要な物質」を合成する遺伝子に特化されているため、ゲノムサ

イズが極端に小さくなっている。したがって、マイセトームから共生菌を単離してゲノムを取り出せば、そ

のゲノムを大腸菌などに導入して、宿主の生活に「必要な物質」を大腸菌に作らせることが可能になる。

ということは、昆虫の共生菌ゲノムのライブラリーは、培養可能な土壌菌に替わる将来の医薬資源として、

極めて重要な意味を持つことになる。今までにこのような視点からの研究はなかったが、最近ようやくそ

のような研究が可能になり始めている。  

特別講演 抄録 
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腎不全患者のフットケアにおける MDT の役割 

 

湘南鎌倉総合病院 副院長・腎免疫血管内科  

小林 修三 

 

 慢性腎臓病は下肢末梢動脈疾患及び冠動脈疾患のきわめて重要な危険因子である。腎機能が悪化

すればするほど末梢動脈疾患の罹患率は増加し、生存率も悪化する。更に末期腎不全となり維持透析

にまで至ると血行再建による治療を行っても予後はきわめて厳しいのが現状である。この厳しい予後の

背景には透析患者における下肢末梢動脈疾患の特徴、すなわち石灰化病変が多い、あるいは膝下病

変が多いといった問題が存在する。外科的バイパス術に適した血管が存在しない、遠位部の病変であ

るために血管内治療が難しい例が少なくない。このため、透析患者においては進行した下肢末梢動脈

疾患すなわち重症下肢虚血に直面することが多いにもかかわらず、有効な治療ができないまま救肢、さ

らには救命できないことが多い。 

 下肢末梢動脈疾患は重症化する前の時点で早期発見することが重要である。脳血管障害等でADL が

低下している例では跛行症状を訴えるようになった時点で既に Fontaine 分類Ⅲ度以上の重症下肢虚血

となっていることがあるため、下肢の冷感や間欠性跛行のある症例のみならず危険性の高い例では ABI

や SPP を含めた評価が望まれる。さらに比較的軽症の段階からフットケアの重要性を啓蒙し、セルフチ

ェックと医療者のチェックを組み合わせながら、必要に応じて薬物療法や運動療法による治療を行う。 

 一方、進行した下肢末梢動脈疾患、いわゆる重症下肢虚血に至ると、血行再建のみならず LDL 吸着

療法や高圧酸素療法、幹細胞移植など集学的治療を要する。集学的治療を施行してすら救肢・救命が

難しい状況の中で、Maggot debridement therapy（MDT）は他の治療とは異なった側面を持つ、きわめて

有用な治療選択肢である。当院での重症下肢虚血を有する透析患者の約 8 割は壊疽や難治性潰瘍を

有する FontaineⅣ度であり、不良肉芽のみを適切に debridement する MDT の役割は大きい。そのうえ

MDT は良好な肉芽形成を促し、多剤耐性菌に対する抗菌活性を有する。このように多面的な作用を持

ち他の治療と組み合わせる相性のよい MDT であるが、そのメカニズムについては十分に解明されてい

ない。肝細胞増殖因子を介した新たな機序も踏まえつつ、これまでと異なった角度から MDT の意義を紹

介する。 

 

 

 

 

教育講演１ 抄録 
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ヒロズキンバエとその仲間たち 

 

国立感染症研究所昆虫医科学部レファレンス・ミュジ－アム客員研究員 

倉橋 弘 

 

マゴットセラピーで利用されているハエの幼虫（ウジ）はヒロズキンバエ Lucilia sericata (Meigen, 1826)と

いう双翅目昆虫 Diptera の中のクロバエ科に所属するハエである。このクロバエ科に所属するハエたち

は一般にクロバエ Blow flies とか Blue bottle flies, また、体色が緑色のものはキンバエ Green bottle flies

と俗に呼ばれている。 近縁のニクバエ科 Sarcophagidae とともにそれらのハエの幼虫が人や動物の死

体に発生することから、Carrion flies ともよばれ、法医昆虫学上重要視されている。また移動力ある成虫

が死体や排泄物から病原体を伝播する事から、感染症流行地やその周辺では医学上病原体の carrier

として重要視されている。また、これらのハエの幼虫は死体や排泄物を分解、摂食しタンパク資源をリサ

イクルする掃除屋Scavengerとして、生態系の中で重要な役割を演じている。成虫は２枚の翅をもち飛翔

力と移動力に長けており、移動力の弱い細菌や植物はその移動力を利用して生殖や繁殖を拡大してい

る。野生植物の花粉の媒介にはハチ類とともに大きく貢献し、ラン、ラフレシア、マンゴ、ウメ、タマネギな

どはではクロバエとニクバエの仲間が受粉に貢献していることは有名である。 

 クロバエ科のハエは世界に広く分布し、これまでに、約１５０属１０２０種以上が世界から知られており、

日本国内では８亜科、５族、２８属、６７種が記録されている。 

 ヒロズキンバエは６７種の内の１種で分類体系学上クロバエ科 Calliphoridae、キンバエ亜科 Luciliinae、

キンバエ族 Luciliini、キンバエ属 Lucilia（１０種）に所属している。近縁な属は日本ではニセキンバエ属

Hemipyrellia があり、Hemipyrellia ligurriens (Wiedemann, 1830)の１種が分布するが、東南アジア熱帯地

方にはこの他にシリブトキンバエ属 Hypopygiopsis（４種）が分布している。 

 ヒロズキンバエは日本全土を含む世界の温帯地方に広く分布し、特に海岸地方に多く見られる。夏の

間に世代を繰り返し、冬は成熟した３齢幼虫が前蛹状態で休眠に入り、土中で越冬する。 

 

 

 

 

 

 

教育講演 2 抄録 
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創傷治癒のトレンドとマゴットセラピー 

埼玉医科大学形成外科 教授 

市岡 滋 

 

創傷治療においては急性創傷を慢性創傷に移行させないことと慢性創傷の治癒機転をいかに稼働さ

せるかがポイントとなる。基礎疾患や身体的な治癒阻害要因のコントロールを要することはもちろんであ

るが創傷局所の状態を適切に整備する必要がある。このためのマネージメントを wound bed preparation

と呼ぶ。Wound bed preparation の要点は「壊死組織に対する治療」、「創感染の治療」、「滲出液の管理」

の３点である。その中で壊死組織を除去して感染を制御し治癒過程を始動させるデブリードマンは基本

技術である。 

一般的に壊死組織を取り除く方法には、外科的・物理的・化学的・自己融解的・生物学的デブリードマ

ンなどの種類がある。それぞれ特徴を考慮し、選択をしていくことが重要である。 

この方法の中で近年、注目を集めているのが、比較的速く効果が得られ、非侵襲的かつ選択的に壊

死組織を除去する maggot を利用した「生物学的デブリードマン」である。Bio-surgical debridement, larval 

therapy ともいわれる。ハエの幼虫（Maggot, Larvae）を使った壊死組織除去方法をいう。Maggot が選択

的に壊死組織を摂食し、疼痛や生体（viable tissue）に対する侵襲を及ぼすことなく、創床を清浄化するこ

とを利用する。 

Maggot Debridement Therapy の特徴・他のデブリードマンとの違いとして次ぎの４点があげられる。 

1)選択的デブリードマン：壊死組織のみを消化、除去する 

2)感染の制御・細菌負荷軽減効果 

3)創傷治癒促進作用 

4)非侵襲：無麻酔・無痛 

同療法の歴史は古く 1930 年代に欧米では 100 以上の論文が報告されていた。その後抗生物質の登

場と外科手術の発達により次第に忘れ去られていった。しかし、1990 年代に入り抗生剤に対する耐性菌

の出現や、糖尿病性潰瘍の増加によって再び脚光をあびることとなった。現在では Maggot Debridement 

Therapy の効果についての報告は数多くなされ、世界的にも数千の施設で施行され、その効果は認知さ

れている。 

本講演では現在の創傷治療のトレンドと Maggot Debridement Therapy について概説する。 

 

 

 

 

ランチョンセミナー抄録 
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わが国におけるマゴットセラピーの有効性と問題点 

 
日本医科大学付属病院 一般内科・循環器内科・肝臓内科・再生医療科 
○宮本正章，高木 元，太良修平，桐木園子，久保田芳明，高瀬仁志，大坪春美， 

高木郁代，高野仁司，安武正弘，水野杏一 

 
 私共は，全国に先駆けて専門診療科として再生医療科を新設し，膝窩動脈以下の治療抵抗性 PAD

症例に対して「自己骨髄幹細胞による血管再生療法」を初めとして先進医療（当時は高度先進医療），

臨床研究（2008 年内閣府スーパー特区採択課題）等種々の血管新生療法を実施してきた．しかし，これ

ら新治療法を持ってしても重症壊疽合併による敗血症進展阻止の為に止むを得ず，患肢大切断を実施

する症例の増加に苦慮していた．そこへ 2004 年 1 月 FDA が medical maggot を医療材料として承認，販

売許可したと聞き，日本医科大学付属病院倫理委員会の承認の下，この新治療法の実施を開始した． 

 現在まで前医で治療法がない或いは患肢大切断と診断された重症壊疽症例 67 例に実施し(現在 3 例

が入院待ち)，その有効率(再上皮化し自立歩行による退院)は，60 例：89.6％であった．その内訳は，平

均年齢 59.6 歳(34 歳-90 歳)，男性 57 例，女性 10 例，32.8%が初診時 MRSA か MDRP 陽性であり，糖尿

病壊疽症例 53 例(79.1％)，バージャー病 3 例，全身性強皮症 3 例，アレルギー性肉芽性血管炎 2 例，

褥瘡１例，長期 HD で ASO 症例 1 例，骨髄移植後 GVHD1 例，下垂体腺腫１例，下肢静脈瘤術後 1 例，

交通事故後1例であった．非有効例７例の内訳は，患肢大切断(BKA,AKA)3例，腐骨除去後足関節固定

術 1 例，死亡 3 例（認知症患者での AMI, 水痘-帯状疱疹ウイルスによる二次性ウイルス血症，劇症肝

炎，HD 症例で MOF）であった． 

 現在わが国でのマゴットセラピー実施上の問題点として，まず臨床医学的側面より１）炎症増悪する症

例が存在する，２）マゴットが逃げる（WOUND REPAIR AND REGENERATION,LETTER TO THE EDITOR 

MAY–JUNE,349- 352,2005）3)医療従事者の偏見，違和感が存在する．社会医学的側面より１）自費診

療であり混合診療とならないために細心の注意が必要である，２）エビデンスの構築不足，３）高度医療

承認は可能か．基礎医学的側面より１）抗菌ペプチドは本当に有効性を示しているのか，２）サイトカイン

の変動は，等々多くの問題点が上げられる．私共はこれらの問題解決のために少しでも貢献しようとマ

ゴットセラピーシステムを生産・販売する会社「（株）バイオセラピーメディカル」を起業した．同社は、平成

19 年 6 月経済産業省により中小企業新事業活動促進法による「異分野連携新事業分野開拓」計画認定

案件に認定され、2007 年東京都ベンチャー技術大賞を受賞した． 

 マゴットセラピーの有効性及び問題点を，私共の成功例，失敗例を供覧し，皆様方と率直に議論を重

ね，この素晴らしい創傷治療法のわが国における発展に少しでも寄与したいと考えている． 

 
 
 
 

会長講演抄録 



 6 

 

 

１．足部難治性皮膚潰瘍・壊疽に対するマゴット療法の治療経験 

 
西北中央病院皮膚科1) 

青森県立中央病院皮膚科2) 

○竹本啓伸1), 北村英夫2), 原田 研2) 
 

症例は小切断ないしデブリドマン後にマゴット療法を施行した足部難治性潰瘍・壊疽の9例（男6例、

女3例、平均年齢66.1歳）で、糖尿病透析患者5例を含む。7例でASOを合併し、そのうち4例に血行再建

（distal bypass 3例、 PTA 1例）を施行した。9例中、下肢虚血が高度で血行再建適応のない2例は救肢

不可能であったが、その他7例は全例治療が奏効し潰瘍は軽快。マゴット療法の成否は局所血流に依

存するが、軽快例の中には踵部の4㎝を超える壊疽、緑膿菌・プロテウス菌感染併発例、下肢血管CT

にて腎腫瘍を指摘され早期に潰瘍を上皮化させる必要があった例も含まれ、症例によりそれぞれ異な

る問題点を抱えていた。代表的症例を供覧の上、マゴット療法の適応と導入時期および問題点につき

考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般演題抄録 



 7 

２．マゴットセラピーの経験 

 

JA 新潟厚生連豊栄病院 整形外科 

吉田 桂 

 

【目的】近年、糖尿病などによる難治性皮膚潰瘍は増加傾向にあり、これに対してヒロズキンバエ

（Lucilia sericata）の幼虫が壊死組織を餌として成長することを利用したマゴットセラピー（MDT）が注目さ
れている。当院にて行われた本法の治療手技と結果につき報告する。 
【対象】2007 年 1 月から 2010 年 1 月までの間に行われた 8 例、11 か所の感染・壊死を伴った創を対象
とした。7 例は入院治療、1 例は外来通院治療であった。内訳は男性 7 例、女性 1 例、平均年齢は 71 歳
（61～85 歳）、部位は 6 例が下肢で、この内の 2 例は骨折手術後の感染例、上肢と頸部がそれぞれ 1
例ずつであった。糖尿病による感染・壊疽は 4 例、糖尿病合併のない末梢動脈疾患（PAD）が 1 例で、他

の 3 例には特に合併疾患を認めなかった。 
【倫理的配慮】本法は保険適応がないため、院内の管理者会議（当院には倫理委員会が設置されてい
ないため）で承認を受け、患者本人または代諾者より文書にて同意を得てから使用した。マゴットの購入
費用は最初の 1 例のみ病院の材料費より捻出した以外は送料も含めて全額患者負担とした。 
【方法】入院患者ではマゴットの脱走防止と臭い対策のために個室管理とした。先ず創の周囲には健常
な皮膚を保護するためハイドロコロイドドレッシングを貼った。マゴットは㈱ジャパンマゴットカンパニー

（岡山市）に発注し、ブラスチック製の容器に入った形でクール宅急便にて届けられた。創に直接マゴット
を置く loose maggot または free (range) maggot と呼ばれる方法で行い、1cm2 につき 5 匹から 10 匹を用
いた。容器に冷やした生食を入れてマゴットを洗い流し、同梱のカバードレッシングで濾し取った。これら
のマゴットを滅菌した絵筆ですくって、特に食べてもらいたい壊死部に乗せた後にカバードレッシングで
蓋をした。更に下肢の場合はナイロンストッキングを履いてその近位部にフィルムドレッシングでシール
をした。週に 2 回新しいマゴットと交換し、用が済んだマゴットは感染性廃棄物として処分した。MDT は長

くても 3 週間、合計で 6 回までの使用とし、壊死組織が除去されて良好な肉芽形成が得られた後は局所
陰圧閉鎖療法（NPWT）など他の方法に変更した。 
【結果】8 か所の創は治癒に至ったが、足指の糖尿病性壊疽の 1 例は虚血が高度であり大切断となった。
1 例は痛みのために中止、1 例は合併する精神疾患のために転院し最終結果は不明である。合併症とし
ては前述の痛みで中止した 1 例の他に 4 例でマゴットが動き回るための不快感を訴えた。個室管理とし
たため抑うつ状態となった患者もいたが看護師の精神的サポートにより治療継続が可能であった。また

最初の頃は脱走した個体がおり、院内に置かれた鉢植えで成虫になったヒロズキンバエが目撃されて
いる。 
【考察】ハエの幼虫に傷を治す働きがあることは古代より知られており、1930 年代には米国を中心として
MDT が行われていた。その後は抗生剤や手術法の発達により廃れていったが、1990 年代以降には多
剤耐性菌の出現、糖尿病の蔓延、人口の高齢化などによる難治性皮膚潰瘍の増加に伴い再び脚光を
浴びることになった。現在では世界 30 か国以上でMDTが行われており、日本では 2004 年に岡山大学、

2005 年に日本医大で行われてから本法を行う施設が増加しつつある。 
 MDT の効果は débridement 効果、抗菌作用、創傷治癒の促進、バイオフィルム形成の抑制と除去など
とされており、特に難治性の感染を伴った創傷に有効である。但し PAD 症例では MDT を行っても肉芽・
上皮形成は不良であり、血管外科や循環器内科による血行再建が必要である。 
 MDT を他の方法と比較した研究は少なく最近ハイドロジェルと比べて創傷治癒までの期間に差はない
という結果が報告された。しかしMDTは餌となる壊死組織が除去できた時点で終了して NPWTや植皮な

どに切り替えるべきであり、ハイドロジェルには感染抑制効果はなく、研究方法には疑問が残る。 
 MDT の問題点は現在のところ保険適応外であることである。マゴットの購入費用は病院か患者が自己
負担するしかないが、混合診療については都道府県や保険者によって解釈が混乱しているのが実態で
ある。マゴットを生産して供給できる施設は国内に 2 か所あり、保険適応となればどこの医療機関でも使
用できる体制になっている。漸くドラッグラグ、デバイスラグの解消に向けた取り組みが始まろうとしてい
るが、それまでは医師の裁量により患者の同意の下に治療を行っていくしかない。MDT に関わる医療者

が職種や組織の枠を越えて協力・団結し、本法を保険適応とするために医療行政に働きかけることが必
要であると考える。 
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３．末梢動脈疾患（ＰＡＤ）に基づく難治性足部潰瘍に対するマゴット療法の経験 
                        -高気圧酸素療法との併用- 
 
熊本整形外科病院 形成外科 1) 
熊本リハビリテーション病院 形成外科 2) 
○吉川厚重 1), 古川元祥 2) 
 

 

 地方都市、熊本市では末梢動脈疾患（ＰＡＤ）にかかわる血管外科や循環器内科・骨髄移植 放射線

科 形成外科など関連各科、専門医が病院の枠を超えて連携をつくり講演会や検討会を開催している。

(熊本ＰＡＤネットワークセミナー) 

そのような中われわれの施設ではＦｏｎｔａｉｎｅ分類 Ⅳ度の症例が血行再建を行ったのち潰瘍・壊死の

治療目的で紹介されている。 

当院では以前より高気圧酸素治療装置を用いてこのＰＡＤ由来の難治性潰瘍の治療に取り組んでき

たが２年前から症例を選んでマゴット治療を行っている。 
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４．糖尿病壊疽症例に対する、Maggot Debridement Therapy の効果 

 
楠本病院 外科 
松田佳子 
 

近年、食生活の欧米化などで糖尿病、動脈硬化症など潰瘍の原因となる疾患が増加している。欧米

では 1990 年代から難治性壊疽・潰瘍に対し、無菌蛆虫を用いて治療する maggot debridement therapy

が一般的に行われている。当院でも本来なら下肢切断が不可避であったと予想される難治性糖尿病壊

疽・潰瘍の3症例にＭＤＴを施行し、全例において下肢切断を免れることができた。日本でも、今後、難治

性壊疽・潰瘍治療の 1 方法として普及していく可能性があるかと考えられた。 
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５．MT の適応と普及について 

 

マミ皮フ科クリニック 
岡田 匡 
 

MT は欧米ではすでに認知され確立された治療法である。本邦では 2004 年に岡山大学心臓血管外科

の三井らにより初めて行われて以来徐々に普及してきている。しかしながら、近年下肢切断に至る例は

増加傾向にあり、MT が下肢救済に貢献している数は現状では圧倒的に少ない。 

MT の普及のためにはいくつかの問題点を克服しなければならない。その中でも特に重要な点として

その適応を的確に周知する必要性があげられる。 

MT はあらゆる壊死性潰瘍に対して適応があるが、最も価値のある適応は下肢切断が検討されてい

る多剤耐性菌感染をともなう難治性の神経障害性糖尿病性潰瘍であると考えられる。既存治療と比較し

て下肢大切断を回避できる可能性が高い治療法である。 

CLI に対する第一選択枝は血行再建術であるが、その適応がない場合の治療の選択肢は非常に制

約される。血管新生療法以外でそれに準じて下肢救肢が可能な方法として高圧酸素療法、LDL アフェレ

ーシス、陰圧閉鎖療法などがあげられる。しかしながら、いずれも誰もがどこでも受けられる治療法では

ない。MT はその点に関して最もアプローチが容易で有用な方法であると考えられる。 
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６．糖尿病性足壊疽に対してマゴット治療を行った 3 例 

呉羽総合病院 外科 

○緑川靖彦, 飯塚昌志 

 
 
＜はじめに＞ 

日本人における食生活をはじめとした、生活習慣の変化により、生活習慣病の発生が増加している。と

りわけ、糖尿病の増加が著しい。現在、日本国内にいる糖尿病患者（約 740 万人）の 1.4%が足の潰瘍を

経験し、その約 20%が足や指の切断にいたっている。今後も糖尿病、動脈硬化などの原因疾患の増加、

重症化により、このような症例の増加が見込まれる。一方で、抗生物質抵抗性の潰瘍感染が出現し、従

来の抗生物質治療、外科治療だけでは、有効に感染を抑えられない症例があり、これを抑える治療法と

してマゴット治療が脚光を浴びてきている。当科では、糖尿病による足壊疽をきたした 3 症例にマゴット

治療を行ったので報告する。 

＜症例＞ 

1.  34 歳 男性 

 3 年前より糖尿病にて加療していた。3 年後の 4 月 30 日右足底に潰瘍が出現し、急激に悪化、壊死に

陥り、改善なく、5 月 8 日入院とした。右第 2 足趾の壊死と周囲に炎症を伴う潰瘍を認めた。PGE2 投与、

軟膏処置、デブリ－ドメンを行うが、有効でなく、患者の希望により、5 月 20 日よりマゴット治療を開始し

た。計 10 回の治療により、潰瘍面の改善は認められたが、右第 2 足趾の壊死は改善せず、6 月 30 日第

2 足趾切断術を行った。術後経過は順調で 7 月 20 日退院した。以後、問題なく通院中。 

2. 55 歳 男性 

 3 年前、急性心筋梗塞発症、その際慢性腎不全（DM 性腎症）の診断で、血液透析を導入された。昨年

暮れより、足白癬にて痛みを感じていた。今年 5 月中旬より急激に右 1～3 足趾の壊死が出現し、マゴッ

ト治療を希望され、当科紹介、5 月 31 日入院となる。右 1～5 足趾の壊死と足背から足底にかけての壊

死を認めた。PGE2 の投与とマゴット治療を計 6 回行った。潰瘍面は改善傾向が見られたが、 

壊死を起こした足趾は融解してきており、6 月 24 日全足趾の切断と足背～足底の壊死部切除を行った。

7 月 5 日より再度マゴット治療を開始している。 

3.  50 歳 男性 

 6 年前、視力障害があることより DM が判明。4 年前より腎不全となり、血液透析を導入。今年 6 月初め

より右足底から外側にかけ感染、壊死が出現した。創処置、抗生物質にて炎症ひくも創は改善なく、マゴ

ット治療希望され、7 月 2 日入院となった。右第 5 足趾の部分壊死と足底から外側の壊死を認め、PGE2

の投与とマゴット治療を開始している。 

＜考察＞ 

糖尿病の増加とともに、糖尿病性足壊疽の患者も急増している。ひとたび足切断を行うと、手術に成功

しても、患者の予後は悪いと言われている。このような患者は全身状態が悪く、感染も起こしやすく、傷

の治りも悪いという悪条件が重なるためであろう。そうであるならば切断を伴う手術は避けられるならば

避けるに越したことはない。さらに以後の患者の人生における QOL、ADL に関しては、多大なる差が生

じるのは間違いない。その意味でマゴット治療は、安全で侵襲が少なく、理に適った治療と考えられる。

投与を避けた方がいい場合として、①急性の進行性の致命的感染、②趾間に大きな深い膿瘍腔がある

場合、③治癒する最低限の血流が保たれていない場合、④投与しても、創面、発熱、炎症が改善しない

場合などが、考えられる。また、被覆された創面の観察は、十分にはできないが、可能な限り観察するよ

う努力するべきであると思われる。この治療法は、なんとか足を残そうという熱意が、医師と患者双方に

必要であることを銘記しておきたい。 
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７．糖尿病透析患者の重症虚血肢・足趾壊疽に MDT と LDL アフェレシスの併用療法が 

奏効した一例 

 

ふじよしだ勝和クリニック 1) 

横浜総合病院ハートセンター2) 

○杉山貴栄 1), 尾上絢子 1), 志村和美 1), 下野雅之 1), 小池 康 1), 鶴見由起夫 1), 2) 

 

【緒言】  糖尿病透析患者の足病変は重症化しやすく難治性であることが知られている。今回我々は、

糖尿病透析患者の重症虚血肢・多足趾壊疽に対して、外来で LDL アフェレシスと MDT を併用することで、

最小限の組織損失で救肢が可能であった症例を経験したので報告する。 

【症例】症例は 76 歳男性。糖尿病性腎症を原疾患として末期腎不全に陥り、平成 17 年透析導入となっ

た。多発性脳梗塞発症を契機に ADL および食欲の低下、低血糖、貧血が増悪し、全身状態が不良とな

り 2008 年 2 月近医に入院となるも、入院中に右足第 3～5 趾の壊疽を併発した。血行再建は不能と判断

され、足趾切断が予定されたが家族の強い希望があり、足壊疽を残したまま 2008 年 5 月退院となった。 

【治療概要】 退院後は当院で週３回の外来維持透析を行いつつ、非透析日に末梢組織灌流の改善を

期待して LDL アフェレシスを１クール（週１x10 週）施行した。次いで、MDT による壊死組織の除去 およ

び局所麻酔下での最小限の外科的デブリドマンを施行した。MDT を 2 クール施行後に創部治癒促進の

ため、再度 LDL アフェレシスを１クール追加した。 

本症例は外来透析患者で、入院による症状悪化のエピソードがあったため、患者家族の希望があり、経

過中入院加療は行わず、維持透析をしながら外来治療ができるよう治療計画を立てた。すなわち、LDL

アフェレシスは週中日の非透析日とし、マゴットの装着は透析日の透析終了後に行い、マゴット除去は 4

日後の透析日の透析後とした。 

【治療経過】 LDL アフェレシス１クール終了後、足趾は乾燥し壊疽の進行は抑えられた。その後の MDT

では壊死組織のデブリドマンに加え、局所感染が制御され新規に肉芽組織増生が見られた。この結果、

第3 4̃趾は壊死組織が取り除かれ、新たな壊疽の進行、感染兆候はなく趾は温存された。第5趾遠位は

MDT 第 1 クール施行後、自然脱落に近い状態となったため、局所麻酔下にて壊死組織を最小限切除し

た。MDT 第 2 クール終了時には、第 5 趾遠位開放創の断端は良好に肉芽形成され、感染を併発するこ

となく治癒傾向を呈した。その後 LDL アフェレシスを１クール追加施行した結果、患趾は切除断面を含め

良好に治癒安定した。     

【考察】本症例は透析患者で、毎週３回の来院を続けていたにも関わらず、足病変の早期発見の機会を

逸し、重度の足壊疽を発症させてしまったことは大きな反省点であり、日常のフットケアにより、重症虚血

肢に陥る前段階での早期発見・予防の重要性を痛感させられた。 

糖尿病透析患者が重症虚血肢を合併した場合、血行再建術や下肢切断術後の生命予後は極めて不良

とされる。また、たとえ積極的な血行再建や広範なデブリドマンを施行したとしても、併発症の発症や創

部の感染等から必ずしも期待する転帰が得られない場合が少なくない。一方、透析患者は動静脈シャン

トを有していることに加え体外循環にも抵抗がなく、ブラッドアクセスの面からも心理的にも LDL アフェレ

シスに対するハードルが低い。また維持透析で週 3 回の来院がなされるため、マゴットの装着、除去が

透析日に施行可能で、頻回の経過観察ができるなどの利点がある。 

【結語】保険適応の問題は残すものの、LDL アフェレシスと MDT の併用は、その低侵襲性と有効性から

重症虚血肢の治療における有力な選択肢となり得ると考えられた。特にハイリスクの糖尿病透析患者の

足趾壊疽に対しては、導入障壁が低いこともあり高侵襲治療の前に考慮すべき治療法と思われた。 
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８．法医学とマゴット：ヒト大腿骨内部からのハエ幼虫検出事例 
 
獨協医科大学 熱帯病寄生虫病学 1) 
獨協医科大学 法医学 2) 

○桐木雅史 1), 一杉正仁 2), 千種雄一 1) 

 

法医解剖において、遺体からはしばしば様々な生物が検出される。採取された生物の種や発育ステ

ージなどを同定・解析することで、死後経過時間の推定などの有用な情報が得られる場合があることが

知られている。このことを利用したのが「法医昆虫学」であり、ハエ類は当分野において重要な昆虫のひ

とつである。海外では法医昆虫学の研究・応用が盛んに進められているが、日本での報告は決して多い

とは言えない状況にある。 

 今回、法医解剖例としては珍しいケースを経験したので紹介する。 

某年 12 月下旬に栃木県中部の山林内で白骨化した遺体が発見された。発見場所は西に面した斜面

の雑木林で、落ち葉が堆積していた。法医解剖において、右大腿骨の大腿骨頭内から数十匹の虫体を

検出した。大腿骨の長さは 45cm で生前に形成されたと見られる損傷は無かった。また、法医学的に中

年の成人男性と推定された。 

採取した虫体は体長13.0 mm、体幅0.9 mmの白色虫体で、しばしば跳躍した。本虫は帯広畜産大学、

岩佐光啓博士によりチーズバエ科（Piophilidae）の３齢幼虫であると同定された。 

チーズバエ科は現在日本で５種記録されている（Iwasa, 1998）。本科の幼虫は動物の腐肉などの動物

性蛋白質を好む種が多く、動物の死骸や骨に発生することが観察されている。また、本科のチーズバエ

（Piophila casei）は広く世界に分布し、幼虫は動物性食品や皮革製品に発生する産業害虫として知られ

る他、腸ハエ症を引き起こすことも報告されている。 

本事例の白骨は、最低気温が氷点下になる日も続くような寒冷期に発見された。経過としては、10 月

ないし 11 月の温暖な日に産卵されて、孵化した幼虫が骨の内部に侵入し、寒冷になって成長が止まっ

た後も３齢幼虫の状態で生存していたと考えられる。 

本虫の骨内への侵入経路としては脈管孔が考えられる。脈管孔には直径 2 mm を超えるものもあり、

本科の幼虫のみならず、微小な生物であれば容易に侵入できると考えられる。 

遺体から検出される生物を解析することで法医学上有用な情報が得られることがある。通常、法医解

剖における生物の検索は体表に留まるが、本事例から体表や軟部組織のみならず、骨の内部も法医昆

虫学的な検索の対象となり得ることが示唆された。 
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９．マゴットセラピーによる重症下肢虚血治療の 1例 -多血小板血漿療法との併用 
 
横浜総合病院 創傷ケアセンター 
○東田隆治, 成田博子, 阿部淳子 
 
【はじめに】近年、食生活の変化、高齢化社会の進行により、糖尿病や動脈硬化を基礎とした末梢動脈

疾患が著しく増加し、それに伴い足に創傷を持った患者が急増している。これらの中でも重症壊疽或い

は難治性潰瘍症例では、MRSA を初めとした複合感染を合併し、蜂窩織炎、骨髄炎さらには敗血症の危

険性をはらみ生命予後を悪化させている。当院創傷ケアセンターではこのような患者に、血行再建、デ

ブリードマン、湿潤環境治療、持続陰圧吸引療法などを駆使して集学的治療を行っているが、それでも

治癒が極めて難しい症例がある。下肢虚血性潰瘍の治療では、まず根本的な治療として局所への血流

の増加が原則であるが、高齢、認知症、全身状態などのために血行再建や外科的デブリードマンが困

難な症例や、糖尿病、透析患者など免疫力が低下して感染コントロールが困難な症例がある。このよう

な難治症例には、マゴットセラピーと再生医療の組み合わせが有効な場合がある。今回我々は、再生医

療の一つである多血小板血漿（PRP: platlet-rich plasma）をマゴットセラピーと併用して、難治性の壊死

を治癒できた症例を報告し、これらの治療法の適応や問題点について考察する。 

【症例】85 歳の男性で、脳梗塞の既往、右片麻痺があり、認知症のため安静にしていることが困難であ

った。2009 年末、右足母趾球部が壊死となり、その後、第３・４趾間、第４・５趾間にも潰瘍・壊死が出現

し、さらに第５趾外側に壊死が生じ、近くの大学病院形成外科で下肢切断を宣告された。下肢救済を希

望し、2010 年 3 月 5 日当院創傷ケアセンターに来院した。初診時、足趾のチアノーゼ、疼痛があり、ＡＢＩ

は右下肢では測定できず、ＳＰＰは足背で 20mmHg、足底で 70mmHg と測定され、tc pO2 は足背で

52mmHg だった。下肢エコー検査で、右前脛骨動脈、後脛骨動脈に多発性の高度狭窄が認められた。

以上の所見で、血行再建としては血管内治療も考慮されたが、長時間の安静が困難なこと、入院による

認知症の進行も考えられることなどから、カテーテル治療は不可能な状況であった。また、外科的デブリ

ードマンは疼痛のため困難な状況であり、また不十分な血流ゆえにデブリードマンにより創をむしろ拡大

させることも危惧された。これらの状況を鑑み、デブリードマンの手段としてマゴットセラピーを選択した。

２クール行ったところ、壊死組織が除去され、創面は肉芽組織に被われつつあった。この後、肉芽組織

の増生をさらに促進させるため、ＰＲＰ治療を行った。趾間潰瘍は治療開始後約 1 ヶ月で治癒し、母趾側

も約 2 ヶ月で治癒し、現在残存する第５趾外側創も 2 ヶ月半でほぼ治癒状態になっている。 

【考察】当院創傷ケアセンターでは、重症下肢虚血や糖尿病性潰瘍に対し、wound preparation(WP)とし

て、血行再建、デブリードマン、感染のコントロール（抗生剤投与と持続陰圧吸引療法など）を行うが、症

例によってはこれらの治療が有効にできない場合がある。マゴットセラピーは、ＷＰとしての壊死組織の

除去、殺菌作用、肉芽組織増生の促進作用を併せ持ち、重篤な副作用がないことから、このような症例

にも有効である可能性がある。さらに、ＷＰが良い場合には、その後、従来は FGF（フィブラストスプレー）

を投与し、湿潤環境処置を行うことで創傷治癒に至ったが、2010 年 4 月に導入した PRP（オートロジェル

システム）を併用することにより、より早期の治癒が可能になった。PRP は自己血小板由来の多種の増

殖因子（サイトカイン）を利用するため、高い安全性を有し、歯科治療や美容外科領域でも利用されてい

る有用な治療法である。 

問題点は、どちらの治療も日本では未だ保険診療の認可がないことである。これからの課題として、これ

らの治療法が正しく理解され、広く普及していくように、症例を重ね、報告して、保険診療としても認めら

れるように努力していく必要があると思われた。 
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１０．マゴット治療 16 症例の検討 
 

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 看護部 1) 
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 皮膚科 2) 

○植木京子 1), 福永有希 2), 渡邊晃正 2), 黒木のぞみ 2), 山本悠飛 2) 

 
当科でマゴット治療を施行した 16 症例について検討した。 

男女比は１：１、平均年齢 73 歳、すべて足潰瘍であった。平均使用回数は 4.8 回であった。最終的に

治癒に至ったものが 13 例、切断肢または保存的治療に留まったものが 3 例であった。 

マゴットによるデブリードマン効果はいずれの症例でも有効と判定された。しかしながら、マゴット治療

の中断に至った例の主な理由は骨髄炎の合併、壊死の拡大、除圧困難などがあげられた。 

治療の際には個々の症例に応じた除圧対策、被覆の工夫を必要とし、マゴットの配送と治療日程を合

わせるなど、煩雑な一面もある。 

デブリードマン効果を見る限りではおおむね有効な治療であるが、個々の症例に応じたより効率のよ

い治療を施すためにはある程度の経験と技術を要するものと思われた。また、糖尿病など基礎疾患に

対する全身管理、血行再建術、植皮術などの総合的治療を必要とするケースがほとんどであり、マゴッ

ト治療はチーム医療の一環として行うことも重要と考える。 
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１１．患肢温存はどこまで可能なのか？糖尿病性壊疽に対するマゴットセラピーの経験 

 

東大和病院 整形外科 

○星 亨, 今給黎直明, 工藤文孝, 山岸賢一郎 

 

整形外科医にとって血行障害患者に対する切断術は、後味の悪い手術であり、出来る事ならば避け

て通りたい治療である。近年、糖尿病患者の増加に伴い、感染を伴う糖尿病性壊疽、ガス壊疽などの特

殊感染症などが急増し、一般病院でも遭遇する機会が増えてきた。われわれは、これらの症例に対して、

患肢温存を心掛け、持続吸引療法（VAC 療法）やマゴットセラピーを取り入れ治療を行っている。この中

で、マゴットセラピーは、興味深い治療である反面、その方法や適応、治療成績など詳細な報告が少なく、

試行錯誤しながら行われている現状がある。 

今回、糖尿病性壊疽の2 例に治療を行ったが、必ずしも満足する結果を得る事は出来なかった。反省

点を含め症例を提示する。 

症例 1：47 歳男性。糖尿病腎症による透析患者で右大腿切断の既往がある。左足部と両手指の DM

性壊疽で当科紹介され、下肢は切断術を施行。手指は壊死部の切除後に皮弁形成や開放処置を行い

つつ、マゴットセラピーを併用して治療を行った。右残指は温存出来たが、左手の感染は沈静化せず、

前腕部での切断を余儀なくされた。 

症例 2：76 歳女性。数十年来の DM があり、右下肢は下腿で切断されていた。左踵部の難治性潰瘍に対

する治療で当科紹介され、マゴットセラピーを行った。しかし、感染を併発しており、足底部から足部全体

へ感染が進展し、外科的処置を行うも感染が沈静化せず、下腿切断を選択した。 

考察：今回、マゴットセラピーで治療を行った DM 性壊疽の２例の治療成績は、必ずしも満足のいくも

のでは無かった。足部や手部における感染は、骨構造や腱、腱鞘などの関係で特殊な感染経路をたど

る事から、深部感染を併発している場合、デブリドマンなどの処置が不十分になる事もあり、マゴットセラ

ピーの限界と思われた。経過が良好であった症例 1 の右手では、感染が沈静化出来た事と皮弁形成に

よる表層部の壊死に対して治療した事が患肢温存に有用であったと考えられた。 

補助具を用いての食事など、最低限のADL を獲得出来た事は、患者にとって有意義であったものと考え

ている。 

われわれが行っている患肢温存に対する治療法としての VAC 療法や開放処置を対比させて報告す

る。また、他の整形外科疾患、特に骨関節感染症（骨髄炎）に対して、マゴットセラピーの応用が可能で

あるか、経験豊かな先生方のご意見を伺いたい。 
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1２. 当科におけるマゴット治療(無菌蛆虫療法、maggot debridement therapy、MDT)の経験 

 

博慈会記念総合病院 整形外科 
池見佳一郎、星野瑞、山﨑秀興、谷口久樹、宮下孝正、杉田秀幸 
 
(目的)高齢者の下肢軟部組織の創傷では、手術療法を要すると思われる症例においても、全身状態の

悪さから侵襲を伴う治療を躊躇される場合を散見する。それらの症例に対しマゴット治療を施行する経

験を得たので、若干の文献的考察を加え報告する。 

(対象・方法)当科では 2008 年 8 月以降 2010 年現在に至るまで、9 例 10 下肢に対しマゴット治療(以下

MDT)を施行した。症例の内訳は男性 6 例、女性 3 例で 46 歳から 81 歳（平均 69 歳）であった。創部の状

況としては、閉塞性動脈硬化症による壊疽 4 例、褥瘡からの難治性潰瘍 1 例、熱傷後の皮膚潰瘍 1 例、

褥瘡からの皮膚潰瘍 1 例、膝下切断後断端部骨髄炎 1 例、鶏眼からの難治性潰瘍 1 例、急性循環不全

による足部壊疽 1 例で、各症例はいずれも何らかの基礎疾患を有していたため、初回局所麻酔でのデ

ブリドマン以上の侵襲は加えずに 2 回から 15 回の MDT を施行した。 

(結果)閉塞性動脈硬化症の 2 例にて創部の悪化を来たし、ストレスにより中断した例が 1 例あったが、そ

の他の症例においては MDT による良好な壊死組織のデブリドマンと良好な肉芽の増生を認めた。 

(考察)MDT の歴史は古く、潰瘍治療以外に整形外科領域では骨髄炎などにもかつては使用されてきた。

近年、耐性菌に汚染された感染性潰瘍や、生活習慣病による虚血肢の増加及びそれに伴う創傷の難治

化に対し、再び MDT が注目され、その有効性が証明されている。当科での治療もおおむね良好な結果

を得られたが、MDT が無効な病態もあり、各病態をしっかり評価した上で MDT を行なえば、非常に有効

な治療手段であると思われた。 
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１３. 当科におけるマゴットセラピー症例の検討 

 
東京医科歯科大学 外科・血管外科 
○猪狩公宏, 内山英俊, 小泉伸也, 米倉孝治, 豊福崇浩, 工藤敏文, 地引政利, 
菅野範英, 井上芳徳 

 
背景：閉塞生動脈硬化症や糖尿病に伴い発生する潰瘍、壊疽には難治性の場合、下肢切断に至る症

例も少なくない。感染や細菌繁殖が創傷治癒を阻害する一因とされているが、抗菌薬治療には抵抗性

を示すことが多い。一方、近年医療用無菌ウジを使用したマゴットセラピー(Maggot Debridement 

Therapy;MDT)が注目されており、難治性潰瘍に効果があるとされている。当科でも2005年より下肢の潰

瘍、壊疽に対しMDTを導入しており、その治療効果について検討した。 

対象と方法：2005 年 5 月から 2010 年 4 月まで、当科で MDT を施行した 16 例について検討した。男性

が 13 例、女性が 3 例で平均年齢は 67.2 歳(47～85 歳)であった。対象症例は閉塞性動脈硬化症が 15

例、Buerger 病が 1 例であった。治療効果判定は MDT 施行後に潰瘍、壊疽の縮小や創部の浄化を認め

た場合を効果ありとし、変化を認めない症例や切断を要した場合を効果なしとした。 

結果：併存疾患として糖尿病を 13 例に、慢性腎不全による血液透析を 7 例に認めた。MDT の平均施行

回数は 3.3 回(1～9 回)で、1 症例に対する maggot の平均使用量は 251 匹(100～750 匹)であった。治療

効果は 10 例(63%)に認められ、うち 8 例では潰瘍の縮小や二期的外科処置による創部の完全閉鎖を認

めた。一方、治療効果が認められなかったのは 6 例(37%)あり、うち下腿での肢切断を要した症例が 3 例

あった。治療効果を認めた症例ではいずれも血行再建術を施行しており、血行再建術施行前後で ABI も

しくは経皮酸素分圧の上昇を認めた。 

考察：MDT の効果を得るためには、下肢血流の確保は必須である。一方で血行再建術を施行しても

MDT の効果が得られなかった症例が 3 例あった。3 例の MDT 施行回数は平均 1.6 回、平均 maggot 使

用量は 120 匹であり、いずれも全症例の平均値の半分以下であった。MDT の効果を得るには MDT を繰

り返すことも重要であると考える。一方で MDT を繰り返しても効果が得られない場合には、他の治療を

検討する必要があると考える。 

結語：下肢の潰瘍、壊疽に対して MDT は効果的な治療法である。しかしながら、効果を得るためには下

肢血流の評価および確保が必要であると考える。また効果が現れるまでには複数回のMDTが必要であ

る。 
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１４. マゴットセラピーを受けた患者の想い―紙面調査を実施して― 
 

日本医科大学付属病院 東館 5 階病棟 
○大貫朋子, 角田聖子, 尾崎仁美, 古山景子, 内村洋子 
 
Ⅰ．はじめに 糖尿病、閉塞性動脈硬化症などに伴う難治性の重症下肢潰瘍に対し、本院では平成１７年より

マゴットセラピー：Maggot Debridement Therapy （以下 MDT）という、医療用無菌ウジを用いた難治性壊疽・潰

瘍治療という先進医療をおこない、３年間で約３０症例あった。 

 我々は MDT をうける患者の看護をする中で、疼痛、せん妄、不眠、抑うつ状態に陥るなど様々な問題を抱

える患者が多いと感じた。 

MDT を選択し当院での治療をうける患者の多くは前医ですでに膝下切断と宣告を受けている重症下肢潰瘍

患者である。そのため救肢への願いが非常に強く、入院の段階より危機的な精神状況にあると考える。さらに

糖尿病に罹患している患者が多いため抑うつ状態に陥るリスクは更に高く、他科と連携し治療をおこなってい

たが、問題解決に困難を要していた。そこで今回、MDT を受ける患者に対して質問紙法を用いたアンケート調

査により、患者の想いを知り、今後の有効なアプローチ方法を見いだせるのではないかと考えた。 

Ⅱ．研究目的 MDT を受けた患者の苦痛や新しい治療への期待感などの想いを知る。 

Ⅲ．研究方法 1．研究対象 当病棟で MDT を行い退院した患者。 2．研究方法 質問紙法 

Ⅳ．結果・考察  MDT を知った時の患者の気持ちとして、「切断しなくてすむ」36％「足の傷が治る」36％「歩け

るようになる」21％という回答が多く治療に対する期待感が大きく感じられる結果となった。MDT の適応疾患

は、糖尿病性潰瘍・壊疽、下腿潰瘍、褥瘡、難治性感染症の各種疾患に対してであり、それらの疾患から膝

下切断の宣告されるケースも多い。MDT を受ける患者は救肢への期待感を強く持っていることがわかる。一

方、MDT は生物であるマゴットを創部に装着する治療法であり、「Health Day News（アメリカ健康最前線 

2005 年 3 月 4 日）」によると治療を拒否した患者と納得した患者は同数であり、看護スタッフの３０%は興奮しつ

つも忠実にケアにあたり、４０%は関心が低いが抵抗感はなく、残る３０%は関わることさえも拒むという状況で

あると述べている。実際に臨床でマゴットの治療に関わる時、抵抗感を感じる看護師もおり、直接マゴットを装

着する患者も抵抗を感じているのではと考えていた。しかし今回の調査結果では、実際には約８０％の患者

が足に虫をつけることを気にならないと答え、抵抗感を示したのは「気持ちが悪かった」と答えた１人のみであ

った。患者が不快感・抵抗感を感じなかった要因としては、医師からの IC や、救肢への期待感が大きいことが

考えられる。 

先行研究で古山ら１）は MDT を行う患者の看護についてアンケート調査した結果、「疼痛コントロールの問題」

や「精神的問題」などに最も困難をきたしていると述べている。実際に臨床で疼痛の訴えや除痛の希望を耳に

する。今回のアンケート結果でも患者のほとんどが入院期間のいずれかで痛みを感じていた。しかし、その程

度については「薬を使わなくても我慢ができた」「薬を使って痛みが無くなった」「薬を使って多少和らいだ」の

回答が全体の８５％を占めており、痛みに対して我慢できないほどの強い苦痛を感じている結果はなかった。

これらから痛みに対して看護師の認識と患者の想いに差があることが分かった。疼痛の強弱のみでなく、部

位・性質・経過・持続性などについても再検討していく必要がある。 

 さらに、抑うつ・せん妄などの精神的問題に対しては、看護師は精神的問題があると考えていたが、痛み以

外に気になることはないと 79％の患者が答え、患者の想いとして精神的問題があったと感じている結果は得

られず、看護師と患者の認識は一致しなかった。細井２）は疼痛は不安・抑うつなどの情動変化に関連がある

と述べているが、今回の研究では深く知ることはできなかった。疼痛の程度だけではなく持続することで患者

にとって苦痛を増強する要因となっている可能性があるとも考えられ、MDT を受ける患者においても疼痛と精

神的問題の関連を再検討する必要がある。また、精神的問題にはさまざまな関連要因があり、それらについ

ても再検討が必要である。 

 今回の研究では、患者の８０%以上が治癒または改善し、さらに退院後長期間経過後にアンケート調査を実

施したため、MDT 施行中の患者の苦痛が正確に反映されていない可能性がある。今後、研究の時期や方法

を変更して、再検討していきたい。 

Ⅵ．結論 １、多くの患者が期待した以上の治療結果を得られ、マゴット治療に対する不快感・抵抗感はほとん

どなかった。 
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１５. マゴットセラピーによる下腿潰瘍治療中に VZV 感染に伴う劇症肝炎を発症した一例 

 

日本医科大学内科学循環器・肝臓・老年・総合病態部門 
○桐木園子, 菊池有史, 太良修平, 高木 元, 安武正弘, 高野仁司, 宮本正章, 
水野杏一 
 
 症例は 43 歳男性、他院にて 38 歳時に急性骨髄性白血病(M4)の診断で化学療法 1 クール行い寛解。

39 歳で兄より骨髄移植を受けた直後から GVHD を発症、全身紅斑および肝機能障害に対し

predonizolone および MMF 投与を受けた。 

 肝機能障害は改善したものの皮疹が遷延し右前脛骨部に潰瘍を形成した。兄の donation により皮膚

移植を行ったが生着せず、創部感染コントロールおよび debridement のためマゴットセラピー目的に当院

入院となった。 

 

 マゴットセラピー2 クール終了した時点で潰瘍は改善したが、本人希望により 3 クール目を施行(第

17 1̃9 病日)。3 クール目中に右季肋部痛を訴えたため上部消化管内視鏡や腹部 CT、翌第 19 病日に下

部消化管内視鏡を行ったが腹痛の原因は同定できなかった。同日深夜より腹部に小水疱が出現、また

肝逸脱酵素が著明に上昇、その後肝性脳症となり諸検査の結果などから VZV 感染に伴う劇症肝炎と診

断した。 

 集中治療室にて Acyclovir 、Varicella zoster immuno globulin と肝性脳症に対する治療を行ったが反応

なく、翌日死亡した。 

 

 一般健常人が水痘で死亡する確率は 1%以下だが、全身播種性水痘を発症した immuno compromised 

host に肝炎を合併する確率は約 70%にも上り、そのうちの 30-50%が死亡するとされており、その予後は

非常に悪い。この原因として、平均して約１週間前から皮疹に先行する腹部症状と、GOT・GPT上昇で認

められる肝障害の原因を GVHD の再燃やその他の消化器系の疾患と”誤診”してしまい、特に前者の場

合は適切な抗ウイルス療法を開始するどころかステロイドや免疫抑制剤の増量を行い、さらに VZV 感染

症を増悪させてしまう結果となることが挙げられている。 

 

 免疫力が低下した時に体内に潜伏していた VZV は活性化し、帯状疱疹を発症する。当症例の場合、

ステロイドなど免疫抑制剤内服中であったことに加え、3 回目マゴットセラピー中は疼痛コントロール目的

でモルヒネを使用していたものの本人希望により緩下剤を使用していなかったことから便秘、腸管ガス

貯留状態が強いストレスとなったものと考えられる。 

 

 マゴットセラピーと VZV 再活性化の直接の因果関係は不明である。本症例において免疫抑制下の患

者にマゴットセラピーを施行する際はいくつかの点にいて慎重に検討、対応しなければならないことを示

唆している。すなわち、 

① Pain control が不充分だと痛みにより強いストレスがかかる。 

② マゴットセラピーが IL-10 や IL-8 産生を惹起するという説があり、サイトカインストームが起こる可能

性がある。実際のところ、マゴットセラピー中に感染によらない発熱や好酸球をみることが少なから

ず経験することであり、サイトカインの影響が考えられる。 

 以上より、免疫抑制状態の患者に対してマゴットセラピーを行うときは、治療により日和見感染症発症

のリスクがあることを考慮に入れ、risk & benefit を充分に勘案して適応を決定する必要がある。 
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１６. マゴットセラピー治療手技の選択 そのメリットとデメリット 
 
株式会社バイオセラピーメディカル 1) 

日本医科大学付属病院 一般内科・循環器内科・肝臓内科・再生医療科 2) 

○高瀬仁志 1), 2） 板倉朋美 1), 海平和男 1),  宮本正章 1),2) 高木 元 1),2) 太良修平 2),    
桐木園子 2), 久保田芳明 2),大坪春美 2), 高木郁代 2), 高野仁司 2), 安武正弘 2),    
水野杏一 2) 

 
マゴットセラピー（Maggot Debridement Therapy: MDT）は 2004 年に本邦にて初めて治療が行なわれ、

以後、難治性創傷に対する有効なデブリードマンの一手法として、徐々に全国の医療機関に普及し始め

てきている。 

多くの医療機関で臨床導入される際に問題となるのが、数日間の治療期間中、いかに幼虫が患部か

ら逃げ出さないように局所に封じ込めておいたらよいのか、ということである。現在本邦、そして海外にて

行なわれている方法は大きく以下の三手法に分類される。 

 

〔直接法〕 

英語圏では”free range maggot”と呼ばれ、幼虫を直接患部に置く方法である。最も原始的な方法で、

幼虫が“エサ＝壊死組織”がある場所に自由に移動できるため、比較的高い治療効果が得られるが、患

部から逃げ出さないようにうまく被覆する方法を工夫しなければならない。その被覆法には 2 通りの方法

がある。 

囲い込み法： 

創の周囲に、周堤をなすように厚めの創傷被覆財を貼り、細かいメッシュでその上をカバーし、そのメ

ッシュを剥がれないように周囲の正常皮膚にしっかりと固定する方法。創部に小さな“虫カゴ”を作るイメ

ージである。優れた方法であるが、手技にやや時間がかかることや、患者の体動や創部からの浸出液

によって剥がれやすいというデメリットもある。また、創が足趾など凹凸のある場所に存在する場合も囲

い込みが難しくなる。 
ストッキング法： 

患部に幼虫を置いた後、その上はガーゼで軽くカバーするにとどめ、代わりに足全体を細かいメッシュ

状のストッキングで包み、足首（膝下）のレベルで健常皮膚に密着固定する方法。手技が簡単で、体動

や浸出液によっても剥がれることはほとんどない。また、創が凹凸の激しい場所にあっても問題はない。

一方で幼虫をデブリードマンを行ないたい場所に集中させることができないことや、創周囲の正常皮膚

が浸出液によって炎症を起こしやすいというデメリットもある。また、体幹などストッキングをかぶせること

ができない箇所には使うことができない。 

〔バッグ法〕 

幼虫を無菌処理する過程で、あらかじめ幼虫を紅茶のティーバッグのようなメッシュ状の袋の中に封

入しておき、そのまま患部に置く方法。幼虫はメッシュの網目を通して患部の壊死組織を融解・摂食する。

英語圏では俗に”Biobag”と呼ばれており、欧州で開発された方法である。治療の最初から最後まで幼

虫はバッグの中に封入されているため、逃げ出す心配もなく簡便な手法である。また、視覚的な気持ち

悪さを幾分軽減してくれることや、幼虫と患部が直接コンタクトしないため、治療の際にしばしば問題とな

る疼痛を和らげてくれるというメリットもある。一方で、幼虫の動きが制限されるため、治療効果は直接法

に比べて劣る。（直接法と同様の効果を得るためにはより多くの治療回数が必要となる。） 

 

各手法にはそれぞれのメリット/デメリットがあり、患部の大きさや存在部位、入院の有無、医療機関

の治療体制などにより、最も適切な方法を選んでいくこととなる。欧州では直接法よりもバッグ法が主流

であり、特に外来での治療に多用されている。本邦にても、バッグ法を用いることによってマゴットセラピ

ーがより簡便に多くの医療機関にて行なわれるようになる可能性もある。同時に、メーカーには、より柔

軟で患部にフィットする使いやすいバッグを開発することを期待したい。 

 


