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改訂版　序文

本書は，2003 年 10 月に初版を出版して以来，実地医家や研修医が臨床の場

において病気の全体像が掴める書として好評を得てきたことは，執筆者のひ

とりとして望外の喜びであります．これは，本書が3名の分担執筆ではなく，

協同執筆としたことによって，専門に偏ることなくバランス良く，全体に目

配りできた結果かと考えます．

今回，改訂版の刊行に際し留意したことは，本書の特色でもある，診断基

準の見直しと，その後に新しく作成された診断基準を追加したことでありま

す．また全体を見直した中で，旧い疾患名のところもありましたが，敢えて

併記したところもあります．

本書の生みの親ともいうべき恩師の名尾良憲先生は，本書の初版刊行後の

2006 年に亡くなられました．今回，改訂出版を思い立ったのは，今日の専門

分化の著しい時代こそ，本書のような General Physician を指向した書籍の必

要性を痛感した結果であります．

本書がより多くの若い医師の診療に役立つことができれば幸いであります．

2011年 12月

執筆者を代表して
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序

私が大学を卒業した 1938 年頃には内科鑑別診断学の書籍に，Otto Naegeri

著 Differentialdiagnose innerer Krakheitem しかなく，しかも大変に高価で，とて

も買うことができなかった．その年に Naegeri 教授は亡くなった．戦後，その

弟子の Hegglin 教授の著書が同じ題名で，同じ Georg Tieme 社から出版され，

私の手に入ったのは 11 版（1969）である．やっと手に入れたのは 30 年後と

いうわけである．また，この出版社から，これに劣らず立派な同じ題名の

Walter Siegenthaler 教授の著書が出版され 1988 年に 9 版を購入した．この 2 冊

とも A4 版 1,000 ページ余で，豊富なカラー写真入りで症候から分類してある．

このような重厚で高価な書籍が 2 冊とも毎年版を重ねることができるとは驚

くばかりである．ドイツでは鑑別診断を如何に重視しているかが判る．なお，

ロンドンで刊行された French’s Index of differential diagnosis は辞書的様式のも

ので鑑別診断学書とは異なる．

わが国ではどうであろうか？　戦後に北大の中川諭教授が鑑別診断学書を

出版されたほかには見当たらない．これで，私も勉強させて戴いて大変役に

立ったが，その後，絶版となった．

現在若いドクターは検査万能主義で，臨床所見の把握が疎かになる傾向が

あるといわれる．

上述のドイツの鑑別診断学書は診察所見を基礎としているので現在でも十

分に役に立つ．すなわち症候からみた診察所見の診かた，考えかたを基礎と

しているので，新しい検査法が開発されても不変で，これに新しい検査の知

識を付け加えていけばよいのである．症状⇒診察⇒鑑別診断⇒検査というこ

とになる．診察する場合，常に鑑別診断が頭にあって，これで検査の方向を

定めて診断を確定するのである．検査は万能ではなく，検査に現れない疾患

も少なくない．また疾患の存在を知らなければ診断ができないのは当然であ

る．このような意味から，長年考えていた鑑別診断学書の刊行を思い立ち，

村上院長，勝教授の助力を得て，ここに完成をみた．

本書は主要症候をとりあげ，患者の愁訴，所見から疾患を考え，さらに日
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常の検査⇒専門的検査への道筋を判りやすく解説し，稀な疾患も簡単に記載

してあるのが特徴である．

本書が繁忙な実地医家のみならず研修医の方々，臨床の場においてお役に

立つことができれば望外の幸いであります．

最後に本書は分担執筆ではなく，協同的執筆で，とくに編者として私が全

面的に加筆して，統一を図ってあります．この点，ご協力を賜った村上，勝

両博士に深く感謝します．また金芳堂柴田勝祐社長，市井輝和編集長，長い

間，校正等に大変苦労された三島民子さんに感謝します．

2003 年 10 月

名 尾 良 憲
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体温は周囲の温度の変化に影響されることなく，ほぼ一定に保たれている．こ

れには個人的な差がみられるとともに，1 日のうちでも多少の変動を示すもので

ある．一般に午後 3 時頃が最も高く，真夜中が最も低い．正常ではこの日差が

0.5 ℃内外である．このような体温の調節機能の障害によって体温が上昇するこ

とを発熱という．

体温の調節は熱の産生と放散とによって行われ，前者は化学的調節，後者は物

理的調節である．この 2 つの機能の均衡が保たれ，はじめて体温の調節が円滑に

行われる．なお物理的調節のほうが化学的調節よりもはるかに重要な意義を有す

る．

1．熱の産生

熱は体内における食物の燃焼によって産生されるもので，最も多量の熱を発生

するのは筋で，安静時において総熱量の 59 ％は骨格筋より発生する．次に肝は

22 ％，腎は 4 ％の熱量を出す．なお呼吸筋は 9 ％，心臓は 4 ％である．

2．熱の放散

熱は輻射，蒸発，対流（伝導）によって放散され，これらは主に皮膚において

行われる．輻射によって失われる熱量は全放散量の 60 ％ぐらいである．

蒸発には不感蒸泄と発汗とがある．不感蒸泄によって失われる熱量は全放散量

の 20 ～ 27 ％である．発汗があれば，これによって多量の熱量を失うことは当然

である．

対流（伝導）によっても熱が失われる．これは皮膚および気道より空気中へ放

散されるもので，全放散量の 12 ～ 15 ％に相当する．

3．体温調節中枢

体温の調節機能が円滑に行われるためには体温調節中枢の存在が古くより想定

されている．

Ranson によると視床下部の前部に熱放散中枢があるといわれる（図 1-1）．黒

津は視床下部には b-細胞群（体温低下にさいし熱の産生を亢進する交感性温中枢）

2 Chapter 1 発　　熱

発熱のメカニズム§1



と a-および c-細胞群（体温上昇に

対して熱の放散を増加する副交感

性冷中枢）とが存し，この両者が

拮抗的に働き一定の体温を保持す

ると述べている．

体温調節のメカニズムは，視床

下部を通過する血液の温度が体温

中枢に働き，体温調節作用が行わ

れると考えられる．

体温の変化と自律神経系との間にはきわめて密接な関係があって，交感神経の

緊張状態は体温の上昇を招く．この場合，皮膚血管の収縮によって熱の放散が減

少し，新陳代謝の亢進によって熱の産生が増加することが原因である．副交感神

経の緊張状態においては反対の作用にもとづいて，体温の低下を招く．

発熱は感染，外傷，組織傷害などによって生ずる内因性発熱物質（endogenous

pyrogen ; EP）ないし白血球内因性メディエーター（leukocyte endogenous

mediator ; LEM）が血中に産生され，さらに視床下部に到達して，体温を調節し

ているセットポイントを上げることによって発熱が発生すると考えられていた

が，最近，サイトカイン（8 種）が重要な役割を演ずることが判明した．これは

プロスタグランジン（PGE2）の産生，放出を促し，final mediator として視床下

部に作用して発熱が起こる．なお，視床下部からACTH の分泌が促進され，副腎

皮質からコルチコステロイドが分泌されてサイトカインの産生を抑制（negative

feedback）する（図 1-2）．

なお，非ステロイド抗炎症薬が解熱作用を示すのは，シクロオキシゲナーゼ障

害によって PGE 産生を抑制するためである．

4．発熱の原因

発熱は感染，毒素，出血などによる体温調節中枢に対する直接的あるいは間接

的な刺激によって起こることが多い．また体温の変動と自律神経系との間には密

接な関係がある（前述）．そのほか体温の上昇を起こす要因としては，筋の運動，

消化，高温下における激動などがあげられる．なお内分泌異常にも関係があって，

とくに排卵から月経開始までの期間に体温が上昇することが多い．そのほか，組

§1 発熱のメカニズム　3
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図 1-1　体温調節のメカニズム 



織の崩壊，アレルギー性反応，自己免疫反応，腫瘍，中枢神経障害などが体温上

昇に関与する．発熱を起こす原因を図 1-3 に示す．
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図 1-2　 発熱のメカニズム 
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臓器別の発熱を起こす疾患

発熱を起こす疾患を臓器別にわけて図 1-4 に示す．

A

§2 発熱を起こす疾患　5

発熱を起こす疾患§2

図 1-4　臓器別の発熱を起こす疾患 
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腎炎，腎盂腎炎，膀胱炎，前立腺炎 

リウマチ熱，血清病，成人Still病，全身性エリテ
マトーデス（SLE），皮膚筋炎，結節性多発動脈
炎（PN） 

甲状腺機能亢進症 

脳膿瘍，脳炎，髄膜炎，ポリオ 

頭蓋内出血，脳腫瘍，脳外傷 

白血病，悪性リンパ腫，Wilms腫瘍，腎癌，神経
芽細胞腫，骨肉腫，Ewing腫瘍 

骨髄炎，血栓性静脈炎，膿瘍（喉頭後，腎周囲，
横隔膜下） 

発疹性疾患 

腸　疾　患 

肝・胆・膵疾患 

その他 

感　染 

その他 

感　染 



原因からみた発熱疾患の病態

感染性疾患と非感染性疾患の病態を図 1-5 に示す．

発熱の程度からみた疾患

高熱を起こす疾患を図 1-6 に，微熱を起こす疾患を図 1-7 に示す．

不明熱 fever of unknown origin（FUO）

1．古典的不明熱 classic FUO

不明熱（FUO）には Petersdorf とBeeson（1961）の定義（表 1-1）がある．

D

C

B
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図 1-5　感染性発熱と非感染性発熱の病態 

感 染 性 発 熱 

非感染性発熱 

局　所　感　染 

全　身　感　染 

抗原抗体反応 

腫瘍組織の破壊 

血 球 の 破 壊 

体温調節中枢への影響 
 

組　織　傷　害 

代　謝　促　進 

膠　　原　　病 

悪　性　腫　瘍 

血　液　疾　患 

中枢神経系疾患 

血　管　障　害 

内 分 泌 疾 患 

薬　　　　　物 

細　菌　感　染 

ウイルス感染 
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図 1-6　高熱を起こす疾患 

短期間の高熱 

長期間の高熱 

かぜ症候群：普通のかぜを初めとしてインフルエンザ，
マイコプラスマ肺炎などのウイルス疾患 

発疹を伴うウイルス疾患：麻疹，猩紅熱 
上気道，肺の急性細菌感染：腺窩性扁桃炎，細菌性肺

炎，クラミジア肺炎 

結核症：肺結核，粟粒結核，胸膜炎，腹膜炎，腎結核，
骨・関節結核 

細菌性心内膜炎：とくに亜急性心内膜炎 
その他の感染症：腸チフス，パラチフス，敗血症，ウイ

ルス肝炎，伝染性単核症，ブルセラ症，
レプトスピラ症，マラリア，肺化膿症，
肝膿瘍，胆道感染症，腎膿瘍 

皮膚，粘膜，口腔，鼻腔，耳，肛門， 
筋，関節の急性化膿性炎症 
性器の急性化膿性炎症：付属器炎，副睾丸炎 

全身性エリテマトーデス（SLE），リウマチ熱，成人
Still病，結節性多発動脈炎（PN）を初めとしてすべて
の膠原病 

消化器の急性炎症：虫垂炎，腸炎，膵炎，肝炎，胆道炎 

神経系の急性炎症：髄膜炎，灰白髄炎，脳炎 

悪性腫瘍，とくに癌，骨髄腫，悪性リンパ腫 

尿路の急性炎症：とくに膀胱炎，腎盂炎，腎周囲膿瘍，
前立腺炎 

局所の炎症，薬物アレルギー，中枢神経疾患（脳卒中，
脳腫瘍），脱水症 

白血病，溶血性貧血，顆粒細胞減少症，再生不良性貧血，
発作性血色素尿症 

消化器症状 

泌尿器症状 

中枢神経症状 

そ　の　他 

感　染　症 

膠　原　病 

腫　　　瘍 

血 液 疾 患 

そ　の　他  

呼吸器症状 

表1-1 不明熱の定義

①　有熱期間が３週間以上つづく．

②　38.3℃（101ﾟF）以上の発熱が数回以上みられる．＊

③　１週間入院検査を行っても原因が不明．＊＊

（注）＊欧米では口腔温によるから，わが国では38℃（腋窩温）とし

てよい．高齢者では，さらに低いことが少なくない．
＊＊最近では入院３日，外来３回と短縮されている．



2．新分類による不明熱

最近，Durack らは古典的 FUO 以外に nosocominal FUO，neutropenic FUO，

HIV associated FUO を加えて分類している（表 1-2）．

不明熱の場合に疑うべき疾患を図 1-8 に示す．
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Nosocominal Neutropenic HIV-associated Classic
（入院）FUO （好中球減少性）FUO (HIV関連）FUO （古典的）FUO

表1-2 FUO の新分類（Durack & Street）

患者の常体 急性ケアのため 好中球数500／μl 血性学的にHIV ３週以上発熱が
の入院で，入院 以下または1～2 感染確認 つづく
前には感染がな 日以内に減少す
いもの る直前

観察検査期間 ３日間 ３日間 ３日間 入院で３日間
（外来では4週間以上） 外来で3回検査

（Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th ed. McGraw Hill, 1998）

図 1-7　微熱を起こす疾患 

微熱を起こす疾患 

かぜ症候群，上気道炎 
病巣感染（扁桃，副鼻
腔，歯） 
慢性気管支感染（気管
支拡張症，慢性気管支
炎），慢性尿路感染 
そのほかの慢性感染症
（亜急性細菌性心内膜
炎，ブルセラ症，真菌
症） 

結核症（肺，胸膜，流
注膿瘍） 
非定型抗酸菌症（肺） 

甲状腺機能亢進症，月
経前発熱，本態性高体
温症，神経症 

貧血，うっ血性心不全，
アレルギー性疾患，肝
硬変，悪性腫瘍，ビタ
ミンB1欠乏，寄生虫疾
患 

感 染 性 微 熱 

一 般 感 染 症  抗　酸　菌　症 

膠原病における微熱 内分泌および自律神 
経系が関与する微熱 

その他の原因に 
よ　る　微　熱 



感染性疾患

Ⅰ．ウイルス感染症

1．麻　疹measles

潜伏期（10 ～ 12 日）を経て前駆期（3 ～ 5 日）に入り，発熱，咳，眼球粘膜

充血などの粘膜症状とともに Koplik’s spot を認める．ついで発疹期（3 ～ 4 日）

となり，回復期に入る．発熱は発疹発現後 3 ～ 4 日持続する（図 1-12）．合併症

として中耳炎，肺炎，脳炎などがある．

2．風　疹 rubella

風疹ウイルスによる急性発疹性疾患である．流行は春から秋にみられる．麻疹

様発疹，リンパ節腫大，発熱が 3 主徴で，発疹は 3 日ぐらいで消退する．発熱は

一般に軽度，2 ～ 3 日で解熱する（図 1-12）．合併症として脳炎，髄膜炎，血小

板減少性紫斑病，関節炎などが起こることがある（ p. 700）．

妊娠前半期に感染をうけると，先天性風疹症候群が新生児にみられ，難聴，白

内障，心奇形などを伴う．

3．流行性耳下腺炎 epidemic parotitis（mumps）

RNA 型パラミキソウイルスに属するムンプスウイルスの感染によるもので，

耳下腺（唾液腺）炎のほか無菌性髄膜炎，副睾丸炎，睾丸炎，膵炎などを合併す

E
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図 1-8　不明熱　Pyrexia of unknown origin（PUO）の原因疾患 

感　　染（40％） 

悪性腫瘍（30％） 

膠原病および自己 
免疫疾患（20％） 

そ　 　の　 　他 

人　 　為　 　的 
（factifious)(1～5％） 

不　 明（5～9％） 

化膿（e.g.肝），結核，尿路肝炎，胆道感染，亜急性心内膜炎，EVB感染，
CMV感染，Ｑ熱，トキソプラスマ症，ブルセローシス 

リンパ節炎，白血病，固形腫瘍（e.g 胃癌，肝細胞癌，膵癌） 

甲状腺中毒症，慢性肝疾患，炎症性大腸疾患，川崎病 

薬物，関節リウマチ，SLE, PN, 多発性筋炎，側頭動脈炎，サルコイドーシス 

体温計の操作，化膿菌汚染物質からの感染 

＊Farthing M.J.G. et al : Infectious diseases,Clinical Medicine 4Ed. ed. by P.Kumer & M. Clark p.7, Saunders,  
　1998 一部改変． 



ることがある．

4．単純ヘルペス感染症 herpes simplex virus infections

顔面，口唇，口唇粘膜などに疱疹が出現する．全身に硬貨大の痘疹がみられ，

2週間以内に治癒する．

とくに注意しなければならないのは角膜ヘルペス，妊婦の陰部ヘルペスである．

また脳炎を発症することがある．表 1-3 に単純ヘルペス脳炎の診断基準を示す．
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1．急性（ときに亜急性）脳炎を示唆する症状・症候を呈する
2．神経学的検査所見
１）神経放射線学的所見にて側頭葉・前頭葉（主として，側頭葉内側面・前頭葉眼
窩・島回皮質・角回を中心として）などに病巣を検出する
A．頭部コンピュータ断層撮影（CT）
B．頭部磁気共鳴画像（MRI）

２）脳波：ほぼ全例で異常を認める．局在性の異常は多くの症例でみられるが，比
較的特徴とされる周期性一側てんかん型放電（PLEDS）は約30％の症例で認め
るにすぎない

３）髄液：通常，髄液圧の上昇，リンパ球優位の細胞増多，蛋白の上昇を示す．糖
濃度は正常であることが多い．また，赤血球やキサントクロミーを認める場合
もある

3．ウイルス学的検査所見（確定診断）
１）髄液を用いたpolymerase chain reaction（PCR）法でHSV-DNAが検出され
ること
ただし陰性であっても診断を否定するものではない
とくに，治療開始後は陰性化する可能性が高いので，治療前の髄液の検査を行
うことが望ましい

２）単純ヘルペスウイルス（HSV）抗体測定による検討
髄液HSV抗体価の経時的かつ有意な上昇＊

または，髄腔内抗体産生を示唆する所見がみられること
３）髄液からのウイルス分離はまれである

上記の1，2から単純ヘルペス脳炎を疑う症例を「疑い例」，3のウイルス学的に確定診
断された症例を「確定例」とする．

表1-3 単純ヘルペスウイルス脳炎の診断基準

（ヘルペス脳炎のガイドライン，日本神経感染症学会，Neuroinfection 10：78，2005）



5．水痘─帯状疱疹ヘルペスウイルス感染症 varicella-zoster virus infections

水痘および帯状疱疹はウイルス学的には同一の varicella-zoster virus（VZV）に

よって起こる．初感染は水痘として，その後潜伏していた VZV の再活性化によ

り帯状疱疹が発症する．熱型は図 1-12 参照．

6．サイトメガロウイルス感染症 cytomegalovirus infections（CMV）

CMV は単純性ヘルペスウイルス（HSV），水痘‐帯状疱疹ウイルス（VZV），

Epstein-Barr ウイルス（EBV）とともにヘルペスウイルスに属し，その特性とし

て，一度感染をうけると，ウイルスは生涯にわたって潜伏する．宿主の条件によ

って，ウイルスの再活性化がみられる（ p. 699）．

7．伝染性単核症（腺熱）infectious mononucleosis（glandular fever）

リンパ節腫脹／悪性リンパ腫／免疫グロブリン異常の項（p. 697）を参照された

い．

8．ウイルス下痢症 viral diarrhea

急性下痢（胃腸炎）の原因としてウイルスが分離されるようになったのは

1970年以降である．

ａ）ロタウイルス感染

ヒトロタウイルスは冬季乳幼児下痢症のうち最も頻度が高い．最近，老人施

設内のロタウイルスによる急性胃腸炎の流行がみられる．下痢は水様便で，米

のとぎ汁状の白色便である．糞便中にロタウイルス粒子またはその抗原を認め

る．また血清抗体を検出する．

ｂ）Norwalk ウイルス感染

学童や成人において食中毒様の急性胃腸炎が集団で起こる．流行性非細菌性

胃腸炎の 1 ／ 3 はNorwalk ウイルスによると考えられている．

ｃ）カリシウイルス（calicivirus）腸炎

カリシウイルスは乳幼児の散発性下痢や流行性胃腸炎の原因ウイルスとなる．

ｄ）アストロウイルス（astrovirus）腸炎

アストロウイルスは乳児の下痢の原因ウイルスの 1 つである．
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9．後天性免疫不全症候群（エイズ）acquired immune deficiency syndrome（AIDS）

AIDS ウイルスすなわち HIV（human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウ

イルス）の感染によって細胞性免疫不全をきたし，生体の防衛力が失われ，ニュ

ーモシスチス・カリニ肺炎などの日和見感染，カポジ肉腫のような悪性腫瘍を起

こす予後不良な疾患である．

本症ではCD4陽性T リンパ球，マクロファージが免疫担当細胞を破壊して免疫

不全に陥ると考えられる．それゆえ CD4陽性リンパ球数が 200～ 499 ／mm3で破

壊が始まり，200 ／mm3未満で重症，50 ／mm3未満で予後不良である．

エイズウイルスに感染すると一部はごく初期に非特異的な感冒様の急性症状を

現わすことがあるが，多くは無症状のままキャリアの状態にとどまり，このうち

発病するものは 10～ 30％で，発病までに数カ月から 5 年といわれる．

発病すると持続性全身性リンパ節症（リンパ節腫大），エイズ関連症候群（発

熱，下痢，疲労感，頭痛，体重減少など）が現れ，この時期を前エイズという．

さらに症状が進み，日和見感染，悪性腫瘍などが現れると真性エイズとよぶ．

エイズの診断の確定は，血中の抗 HIV 抗体が陽性になることと，細胞性免疫

不全の証明による．

サーベイランスのためのHIV感染症／AIDS診断基準を表 1-4 に示す．
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Ⅰ．HIV感染症の診断
HIVの抗体スクリーニング検査法（酵素抗体法（ELISA），粒子凝集法（PA），免
疫クロマトグラフィー法（IC）等）の結果が陽性で以下のいずれかが陽性
（1）抗体確認法（Western Blot法など）
（2）HIV抗原検査，核酸診断法（PCR）などの病原体に関する検査

Ⅱ．AIDSの診断Ⅰの基準を満たし，Ⅲの指標疾患の１つ以上が明らかに認められる場
合にAIDSと診断する

Ⅲ．指標疾患
A 真菌症
１．カンジダ症（食道，気管，気管支，肺）
２．クリプトコッカス症（肺以外）
３．コクシジオイデス症
１）全身に播種したもの
２）肺，頸部，肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

４．ヒストプラズマ症
１）全身に播種したもの

表 1-4 サーベイランスのためのHIV感染症／AIDS診断基準
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２）肺，頸部，肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
５．ニューモシスチス肺炎

B 原虫症
６．トキソプラズマ症（生後1ヵ月以後）
７．クリプトスポリジウム症（1ヵ月以上続く下痢を伴ったもの）
８．イソスポラ症（1ヵ月以上続く下痢を伴ったもの）

C 細菌感染症
９．化膿性細菌感染症
（13歳未満で，ヘモフィルス，連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが
２年以内に，二つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの）
１）敗血症
２）肺炎
３）髄膜炎
４）骨関節炎
５）中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の腫瘍

10．サルモネラ菌血症（再発を繰り返すもので，チフス菌によるものを除く）
11．活動性結核（肺結核または肺外結核）
12．非定型抗酸菌症
１）全身に播種したもの
２）肺，皮膚，頸部，肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

D ウイルス感染症
13．サイトメガロウイルス感染症（生後1ヵ月以後で，肝，脾，リンパ節以外）
14．単純ヘルペス感染症
１）1ヵ月以上持続する粘膜，皮膚の潰瘍を呈するもの
２）生後1ヵ月以後で気管支炎，肺炎，食道炎を併発するもの

15．進行性多巣性白質脳症
E 腫瘍

16．カポジ肉腫
17．原発性脳リンパ腫
18．非ポジキンリンパ腫
LSG分類により
１）大細胞型　免疫芽球型
２）Burkitt型

19．浸潤性子宮頸癌
F その他
20．反復性肺炎
21．リンパ性間質性肺炎／肺リンパ過形成：LIP／PLH complex（13歳未満）
22．HIV脳症（痴呆または亜急性脳炎）
23．HIV消耗症候群（全身衰弱またはスリム病）

（厚生省エイズ動向委員会，1999）
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