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　池脇　辻野先生、肺がんといいます
と、がんによる死因の第１位ですね。
　辻野　そうです。肺がんは全世界で
もかなり注目されていまして、年間
160万人ぐらい、がん全体の12～13％で、
世界のナンバーワンキラーといわれて
います。日本では毎年６万人、最近は
７万人ぐらい、全体の18～19％で、ち
ょっと言い方は変ですけれども、15～
20人ぐらいに１人は肺がんで死亡する。
決して珍しい病気ではなくなっており
ます。
　池脇　のちほど、先生に新しい治療
法に関しても紹介していただきますが、
がんの中でも発見が遅れたり、あるい
は治療効果が低いことが死亡率を上げ
ていると考えてよろしいですか。
　辻野　おっしゃるとおりです。
　池脇　肺がんの遺伝性に関して簡単
にまとめていただきたいのですが。

　辻野　肺がんの遺伝性というのは、
これは証明はされておりません。ただ、
家族歴というのが非常に重要で、家族
内にがんの発症がありますと、そうで
ない家族と比べると明らかにがんの発
症の確率が高くなるといわれています。
　池脇　そうすると、あながち遺伝し
ないとも言い切れないわけですね。
　辻野　そうですね。遺伝に関しては
証明されていないのですが、家族歴に
関してはそのようにいわれております。
ただ、一つ言えるのは、肺がんに限ら
ず、がん全体がそうなのですけれども、
現在では遺伝子、すなわちDNAの異常
の病気であるというふうに認識されて
おります。
　もう少しお話しさせていただきます
と、最近、肺がんでは発がんの原因と
なるような特定の遺伝子異常が相次い
で見つかっておりまして、この遺伝子
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異常が見つかったおかげで、新しい治
療法、分子標的薬のことなのですけれ
ども、その導入を含めて、肺がんの診
療が劇的に変わってきております。
　池脇　私も含めて、肺がんに関して
素人の先生方も多いと思いますので、
がんの分類に関しても簡単に教えてく
ださい。
　辻野　肺がんの分類ですけれども、
肺がんは大きく分けまして、小細胞肺
がんと非小細胞肺がんに分かれます。
このように分類するのは、小細胞肺が
んは血液系腫瘍と同じように、抗がん
剤と放射線療法がよく効くからです。
非小細胞肺がんには扁平上皮がん、腺
がん、大細胞がんが入ります。最近、
治療反応性から扁平上皮型の非小細胞
肺がんと非扁平上皮型の小細胞肺がん
とに、また分類することが多くなって
きています。
　池脇　がんの診断、検査に関しては、
どうなのでしょうか。
　辻野　一般的には肺がんの診断とい
うのは、存在診断と病期診断という２
通りが必要です。
　存在診断というのは、がんそのもの
の検出です。このためには、喀痰検査
とか気管支鏡検査、あるいは経皮的な
肺生検などが必要です。
　病期診断というのは、これは進行度
です。どのくらい進行しているかとい
う診断で、画像検査が中心となります。
画像検査としては、胸部CT、MRI、頭

部MRI、CT、腹部CT、エコー、骨シ
ンチグラムなどが必要です。時には
PET検査も有用です。あと、補助診断
としましては、腫瘍マーカーの検査も
非常に有用であります。
　池脇　以前にも腫瘍マーカーという
ことに関してお話をうかがったときに、
スクリーニングとしての意味はないけ
れども、治療の経過を追うときに腫瘍
マーカーが有用だという意味合いだっ
たのですけれども、肺がんに関しても
そういう理解でよろしいのでしょうか。
　辻野　結構です。
　池脇　治療に関しては、手術、抗が
ん剤治療、放射線療法ということです
ね。
　辻野　大きく分けまして、先生がお
っしゃるように、治療は手術、化学療
法、放射線療法、これらは単独であっ
たりとか、様々な組み合わせで治療を
行います。大切なのは治療方法の決定
方法でして、４つのファクターで私た
ちは評価しているのですけれども、１
つ目は肺がんの種類、すなわち組織型
です。２つ目は進行度、すなわち臨床
病期です。３つ目は年齢、４つ目は全
身状態。これは肺がんで特殊な言い方
をしますけれども、パフォーマンスス
テイタスという元気度のスケールを使
います。この４つを総合的に判断して
治療方針を決定していきます。
　ただ、一般的には小細胞肺がんは化
学療法、もしくは化学・放射線療法が



ドクターサロン56巻４月号（3 . 2012） （243）3

第一選択になりますし、非小細胞肺が
んでは、腫瘍が小さくて転移がなけれ
ば、手術を第一選択としていることが
多いです。
　池脇　そのあたり、大きな違いとい
うことになりますね。
　辻野　はい。
　池脇　遺伝子異常と治療ということ
に関しては、小細胞肺がんではなくて、
非小細胞肺がんということなのでしょ
うが、新しい知見を教えてください。
　辻野　私の今回の話も非小細胞肺が
んでのことが中心になりますけれども、
新しい検査と治療ということで、先ほ
ど肺がんの遺伝子異常という話をしま
したが、何が重要であるかといいます
と、分子標的薬、この薬が効くという
ことにつながっているのです。
　特に、上皮成長因子受容体（EGFR）
に、遺伝子変異の有無を見極めるのが
極めて重要です。EGFRチロシンキナ
ーゼ阻害剤、略してEGFR-TKIという
分子標的薬が、この遺伝子変異のある
肺がん患者さんの実に６～８割の方に
非常に有効です。しかも、時には劇的
に効くと認識していただいてよいと思
います。
　この遺伝子変異のあるなしというの
を見極めるというのは、患者さんの治
療反応性、その後の治療選択性や、当
然患者さんの予後を左右しますので、
最近では非小細胞肺がんの場合は、ど
この施設も必ずといっていいほど、可

能な限りEGFRの遺伝子変異の有無を
検査しています。検体としては、組織
とか細胞をきちんと得られる侵襲的な
ものがベストなのですが、無理ならば、
喀痰や胸水でもよいので、がん細胞さ
え手に入れば、可能な限り検査に提出
していただきたいと思います。当然、
保険適用にもなっていますので。
　池脇　これは非小細胞肺がんでの一
般的な検査で、治療方針を立てる際に
も非常に重要ということですね。
　辻野　その通りです。
　池脇　それ以外にもあるでしょうか。
　辻野　日本人が見つけました、略語
なのですけれども、EML4ALKという
癒合遺伝子ですが、これが非常に強力
な発がんプロモーターでして、腺がん
の５％に見られます。ただ、若年者の
非常に進行の早い肺腺がん、特に若年
女性に関していうと、かなり高頻度に
認められます。この場合は、ALK阻害
剤というものが非常に有効でありまし
て、今、臨床試験の段階に入っており
ます。
　池脇　これはEML4とALKという
別々の遺伝子が癒合したということで
すか。
　辻野　そうです。
　池脇　そもそも癒合が起こるという
のはどういうことなのでしょう。
　辻野　癒合が起きるというのは、染
色体上で本来一緒にあるべきものでは
ないのでしょうけれども、別々の染色
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体上にあるものが、いつの日か、特殊
な状況でくっついてしまう。
　池脇　いわゆる突然変異のようなも
ので、通常は排除されるようなものが
増殖して、がんに結びつくということ
ですね。これに関しても、治療薬は開
発されているのでしょうか。
　辻野　今、全世界的にALKの阻害剤
が開発されておりまして、日本でも実
際的に使われ出しております。
　池脇　もう臨床の場で使っているの
ですか。
　辻野　実臨床ではそんな簡単には使
えないような状況ですが、そのうち
続々と使われるようになると思います。
　池脇　それ以外の、がん治療に関し
て、何か新しい治療法はありますか。
　辻野　先ほど言いましたEGFRの遺
伝子変異というのはすごく有名になっ
ていますが、遺伝子変異がないような
方の治療法も開発されておりまして、
最近よく使われております抗がん剤の
ある種のものは、非扁平上皮型の小細
胞肺がんによく効く。扁平上皮がんに
は効かないというふうになっています
ので、有効性に差があります。そうい

う意味からも非扁平上皮型の小細胞肺
がんという認識の仕方を今後していた
だきたいと思っております。
　池脇　いろいろな意味で治療法の進
歩があるにもかかわらず、世界的には
死因のナンバーワンということで、ま
だまだがんの中でも予後の悪いがんで
すが、辻野先生から最後にメッセージ
はありますか。
　辻野　先ほど遺伝子変異のこともお
話ししましたが、肺がん患者さんはど
んどん増えておりますし、死亡者数も
どんどん増えております。治療法は確
かによい方向に、それから細分化され
ていくのですが、実際、患者さんと相
対したときは、肺がんのリスクのある
方、例えば喫煙者であるとか、高齢者
であるとか、咳と痰が止まらないとい
うような方は、迷わず胸部レントゲン
写真を撮ってください。何か迷うよう
でしたら、必ずCTをチェックするか、
もしくは専門医にすぐ相談していただ
くというのが一番肝要なことであろう
かと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　弘世先生、インスリン治療中
の糖尿病患者さんと肥満についてご教
示くださいということですが、これは
２通りあって、インスリンを使ってい
るうちに太ってしまうという場合と、
太った方にインスリンを使うのをどう
するかという問題があると思います。
まずインスリンを使っていて太ってく
る方からお願いいたします。これは実
際によく経験するところではあるので
すが、このあたりの原因についてはど
う考えられているのでしょうか。
　弘世　もともとインスリンというの
は体に存在するホルモンで、これの絶
対的あるいは相対的な不足を補うのが
インスリン治療ということはよく知ら
れています。インスリンを打てば、栄
養素が同化して、体にいろいろなかた
ちで蓄積されるわけですけれども、脂

肪というのもその一つのかたちです。
　例えば、糖尿病が進んできて、イン
スリンの分泌が不足してくると、やせ
てきます。しかし、これをインスリン
で治療すると、普通に食事をしていて
も正常の体重に近づいていく。ある意
味、体重が増えても、これは悪いこと
が起こっているというわけではありま
せん。
　しかし、食事療法が不十分、つまり
食べ過ぎ状態で、血糖値だけを見てイ
ンスリンを増量するということになり
ますと、当然必要以上に脂肪の増加が
起こり、体重が増えてくる。肥満を招
くということになるわけです。ですか
ら、インスリン治療というのはオール
マイティな治療というわけでなく、他
の治療と同様に、食事、そして運動療
法を併用しながら行うということが極
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めて重要です。
　山内　よく、インスリンを使ったか
ら、食事療法はもういいという人がい
ますね。
　弘世　そうですね。インスリンとい
うのは、注射しなければいけないなど、
ある程度患者さんに対する負荷があり
ますので、これをやったら、もう大丈
夫というように、過剰な期待をし過ぎ
てしまう患者さんも確かにいらっしゃ
います。そういうところは初めによく
お話をしてからインスリンを始めると
いうことが重要だと思います。
　山内　インスリン治療にあまり慣れ
ていない、非専門の先生方ですと、つ
い打ち過ぎてしまってということもあ
るかもしれませんが、専門の慣れた医
師がやっても、時々太ってきてしまう
というケースがありますね。
　弘世　確かに最近ではカーボカウン
ティングという考え方が、特に１型糖
尿病の患者さんで非常に浸透してきて
います。私たちは普段患者さんに、朝、
昼、夕とインスリンの注射の量を指示
しますが、当然毎日食べている食事の
量、そしてバランスは均一ではありま
せん。そこで食事に合わせてインスリ
ンの注射量をある程度変更していって
もよいという考え方がカーボカウンテ
ィングです。
　特に、１型糖尿病の場合は生活習慣
病ではありませんので、できるだけバ
ラエティのある食生活を楽しんでもら

おうという考え方が根底にあります。
ただし、２型糖尿病の方に自由に、食
べた量に合わせて打ちなさいというこ
とになると、たくさん食べて、たくさ
ん打つということになり、当然肥満に
なってしまいます。
　ですので、ある程度１日のカロリー
や摂取量を指定した枠内で、インスリ
ンの多少の変更というのは構わないと
思います。もちろん、摂取量が青天井
にならないような指導をきっちりとや
りながら、インスリン治療を行ってい
くことが極めて重要であると思います。
　山内　肥満化の防止のうえで、イン
スリンの量の目安はいかがでしょうか。
条件がいろいろ違いますので、大ざっ
ぱで結構ですが。
　弘世　これは先生方、個人個人の考
え方、患者さんの体の大きさなどにも
よると思いますが、できれば１日の総
量が40単位以上になってくると、イン
スリンの補充療法というよりは、むし
ろインスリンが効きにくい状態をイン
スリンで打ち消すという状況になって
きてしまっているので、もう一度患者
さんの食事療法の現状を把握する必要
があります。これ以上インスリンを増
やすと、逆に肥満を招き、血糖値はよ
くても、例えば膝が悪くなってくると
いった話もしながら、少し考え直して
いただくようにするのがよいかと思い
ます。
　40というのは、平均的にその辺ぐら



ドクターサロン56巻４月号（3 . 2012） （247）7

いで、それを超えるような場合は少し
考えてみる。あるいは、いらっしゃる
たびに体重を診察室で必ず実測すると
いうことをしていただいて、その増加
が非常に目につくときには、やはり同
じように考えていくということが必要
です。
　山内　当然ですが、体重が増えてく
ると、いったん血糖値は下がったとし
ても、血糖値が再度上がってきて、ま
たインスリンが増えてという悪循環に
なってしまいますね。
　弘世　そうですね。イタチごっこに
なってしまいますね。
　山内　したがって、治療法というの
も、そのあたりの悪循環をブロックす
るということになるということで、再
度患者さんにアラームを発するという
ところですね。
　弘世　そうですね。
　山内　次に、これに絡みますが、肥
満で血糖値が高い方にインスリンを使
っていいのかどうか。これはなかなか
議論のある問題ですが、いかがでしょ
うか。
　弘世　最近では、同じ注射薬で、
GLP-１受容体作動薬というインクレチ
ン系の注射薬が出てまいりました。こ
れは１日に１～２回の注射で、内因性
のインスリン分泌を刺激する薬ですけ
れども、ただ、食欲を抑制したり、胃
腸の動きを遅らせるという働きから、
体重を減らす効果もある。血糖をコン

トロールしながら体重を減らすという
ことで、非常に注目されています。で
すので、こういう薬を、インスリンを
選ぶ前に一度トライしてみるというの
も手だと思います。
　ただ、残念ながら、このお薬を使え
ば誰でも100％よくなるかというと、な
かなかうまくいかない症例もあります。
そうなったときに、結局これまでどお
り、インスリンは、最後の手段という
かたちで残ってくるわけです。GLP-
１受容体作動薬と異なって、インスリ
ンというのは多少患者さんによって効
き目が違うとはいえ、ほとんどの患者
さんで効果が出ますので、その辺は非
常に強力なツールであることは間違い
ないと思っています。
　ただ、過食があるものをインスリン
で下げたら、ますます太って、悪循環
をさらに高めるのではないかという危
惧があるわけです。
　かといって、どれだけ食事療法がう
まくできないような患者さんであって
も、血糖コントロールがよくなりたい、
糖尿病をよくしたいという気持ちはそ
れぞれ持っておられるわけです。その
中で、インスリンを非常にうまく使う
ということで、血糖値が一度よくなれ
ば、患者さんは成功体験をしたという
ことで、その後の行動変容につながり
ます。
　私の外来患者さんでも、当初はかな
りのインスリン量を必要としましたけ
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れども、一度よくなったことで、本当
に食事療法を頑張ってやってくれて、
それ以来、どんどん体重も減ってきて、
コントロールも改善し、一般的なイン
スリン量でもつようになった方がたく
さんいらっしゃいます。ですから、最
初からあきらめるのではなく、そうい
う患者さんも一度トライしてみるとい
うことも必要かなと思います。
　山内　実体験ですね。実際に血糖が
よくなるのだという。
　弘世　そういう患者さんというのは、
もともと食事療法もうまくいかないの
で、ずっと先生に怒られ続けてきたと
いう側面があるので、上手に褒めてあ
げながら、血糖の改善を一緒に見てい
く。インスリンは血糖の改善に関して
かなりプロミスされた治療法なので、
このような場合にインスリンの作用を
生かすべきだと、私自身常に思ってお
ります。
　山内　先生のご経験ですと、肥満者
に対してインスリンを使用する場合、
先ほど単位数が出てまいりましたが、
どのぐらいまで増やされますか。
　弘世　単位数に関して、イギリスの
データが一つございます。４Tスタデ
ィという、「ニューイングランドジャ
ーナルメディシン」に掲載されたので
すけれども、２型糖尿病患者さんに、

追加インスリン、食前のインスリンを
血糖値を見ながら増やしていくと、か
なり体重が増えやすい。一方、基礎イ
ンスリンを十分に使って、そのうえで
追加インスリンをうまく調整していく
というかたちにすると、同じ血糖コン
トロールでも、体重の増加がある程度
抑えられてくるといったような報告が
あります。
　ですので、総量という意味ではちゃ
んと空腹時血糖を抑えるような基礎イ
ンスリンを打たなければ、なかなかイ
ンスリン治療はうまくいきませんし、
その後に超速効型インスリンをしっか
りと足していく。こういうかたちでい
くと、無駄な体重増加も抑えられるの
ではないかなと思います。
　山内　具体的には、一時的には100
単位近くまでいくと見てよろしいです
か。
　弘世　そうですね。私は基礎だけで
60単位ぐらいが最高に使った経験です。
　山内　今回のお話では、割愛いたし
ましたが、ほかにも経口薬との併用と
か、いろいろ多彩な治療法がすでにで
きておりますので、糖尿病の血糖値コ
ントロール、決してあきらめないでと
いうことになりますね。
　弘世　そうですね。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　池脇先生、HDLというのは善
玉コレステロールと名づけられている
ので、高ければ高くていいのではない
かというふうに、ついなりがちなので
すが、このケース、例えば200㎎/㎗以
上になりますと、少しぎょっとすると
いうところはありますね。
　池脇　そういう意味では、病的な、
著明な高HDL血症といっていいかもし
れません。HDLが善玉といわれている
根拠というのは、疫学で、横軸がHDL
のコレステロール、縦軸が心血管疾患
の発症率としたとき、よくごらんにな
るかと思うのですけれども、左端のほ
うはHDLがたかだか20～30㎎/㎗、右
端はだいたい70～80㎎/㎗ぐらいなの
です。そこの中ではきれいに負の相関

を示します。したがいましてHDLがさ
らに高い場合にどうなるかというのは、
まだはっきりとわかっていないのです。
　そういう意味では、ご質問のHDLが
110㎎/㎗以上、場合によっては200㎎/
㎗以上の方のリスクについては、よく
わからないのです。
　HDL100㎎/㎗以上の著名な高HDL血
症患者のHDL代謝に関与する因子の研
究から、半数以上でCETPという蛋白
の活性が低下している、あるいは欠損
しているということがわかっています。
　CETPは、コレステロールエステル
転送蛋白といいまして、本来は飢餓遺
伝子の一つです。コレステロールは貴
重ですから、いろいろなリポ蛋白の中
で、コレステロールエステルをうまく

HDLコレステロール

防衛医科大学校教授
池　脇　克　則

（聞き手　山内俊一）

　HDLコレステロールが高値の患者さんが健診の再検査で来られます。LDL、
中性脂肪は正常でHDLコレステロールは110～200㎎/㎗以上の方もおられます。
精査、指導管理はどうすればいいでしょうか。特にHDLコレステロール200㎎/
㎗以上、LDL145㎎/㎗の方はどうしたらいいでしょうか、ご教示ください。

＜佐賀県開業医＞
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再分布して、とことん使おうというこ
とでCETPというのがあります。基本
的にはHDLからLDLにコレステロール
エステルを渡して、そのかわりに中性
脂肪をHDLのほうにという、交換反応
を担うのですけれども、そのCETP活
性が遺伝的に低下しているとHDLが上
がります。100㎎/㎗以上の方では、だ
いたい２人に１人、あるいはそれ以上
がCETP欠損症と考えていいと思いま
す。
　山内　先生のような専門家の方でも、
HDLが非常に高い方をみるのはそう
多くはないということでしょうか。
　池脇　そうですね。私も年に数例、
紹介も含めてみるぐらいで、逆にいい
ますと、健診では100㎎/㎗以上の方が
いらっしゃるのですけれども、今のと
ころ、はっきりしないので、様子を見
て、あまり病院に紹介されるというこ
とがないのが現状ではないかと思いま
す。
　山内　善玉だからというところで片
づけられている可能性もあるわけです
ね。
　池脇　本当にまれにですけれども、
家族的に高い方が集積していて、角膜
混濁を来す、場合によっては心血管疾
患を合併するというような肝性リパー
ゼの活性の低下という非常にまれな疾
患の場合には、どう治療していくかと
いうのを考えないといけないのですけ
れども、圧倒的に多いCETP欠損症の

場合は、そもそもそれに対して治療す
ることが意味があるかどうかがわかっ
ていませんので、現時点では積極的な
治療の適応にはなりません。
　山内　ご質問で精査という言葉が出
てきますが、精査というのは、そうし
ますとCETP活性を測るということで
すね。
　池脇　残念ながら、これはまだ保険
適用になっていません。超遠心でリポ
蛋白を分離して脂質を測るというのも
なかなか難しいですし、精査もなかな
か難しいのが現状だと思います。
　山内　保険で認められている範囲内
ですが、脂質異常症の亜型と考えて、
頸動脈エコーなどをやっておくという
のはいかがなのでしょうか。
　池脇　HDLが高いということが、逆
に何か悪さをしているかどうかという
ことになると、最終的に血管に来るわ
けですから、先生がおっしゃったよう
に、一番簡便なのは頸動脈のエコーで
評価することです。もしプラークを認
めた場合ですが、わが国の一部の専門
家はHDLを下げる働きがあるプロブコ
ールの投与を勧めていますが、私自身
は、LDLを下げる治療のほうが適応と
考えています。
　山内　ちょうどこのご質問にありま
すが、HDLが200㎎/㎗以上、LDLが145
㎎/㎗でやや高め、こういったケースへ
の対応としてはLDLを下げるのがよい
のでしょうか。
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　池脇　LDLが145㎎/㎗は、厳密には
高LDL血症の範疇に入りますので、そ
ういった画像を使って、動脈硬化があ
るということでしたら、LDLを下げる
薬、一般的にはスタチン、場合によっ
てはエゼチミブ、こういったものを投
与されるのがいいのではないでしょう
か。
　山内　先生もあまりご経験は多くは
ないということですが、例えばLDLが
高い方のLDLを改善していった場合、
HDLは下がってくるような印象はお持
ちでしょうか。
　池脇　プロブコールを使わないかぎ
りは、HDLも一緒に下がってくること
はないと思います。
　山内　これからいろいろ解明してい
かなければいけない点が非常に多いと
いうところになりますね。
　そうしますと、次にHDLの最近の話
題とかトピックスのあたりも含めてお
うかがいしたいのですが。
　池脇　ご質問は、著明な高HDL血症
に対してどうするかということなので
すが、やはりHDLに関して一番の問題
は低HDL血症です。この病態に対して
は、基本的に考え方が２つありまして、
低HDL血症ですから量を増やすという
考え方と、HDLの質の改善、すなわち
HDLの機能をよくしようという考え方
です。
　量を増やそうということに関しては、
先ほど言いましたCETP、これを阻害

する薬が幾つか開発されています。現
在、欧米ではそれを使ったフェーズⅢ
試験が進行中で、ヒトにおいて臨床的
に有益かどうかが明らかになると期待
されています。
　山内　それはHDLを増やしていく。
　池脇　そうです。
　山内　LDLに対してはいかがですか。
　池脇　CETP阻害によってHDLが上
昇しますと、LDLは減少します。今開
発されているCETP阻害薬の中で、比
較的強めのCETP阻害薬は、HDLが倍
以上に上昇して、LDLが40～50％低下
します。ですから、従来の疫学から考
えると、低LDL、高HDLを呈するわけ
ですから、心血管疾患発症の予防効果
が期待されているのですけれども、最
初に開発されたCETP阻害薬のフェー
ズⅢ試験で悪い結果が出たものですか
ら、CETP阻害薬の臨床効果は予想で
きない状況です。
　ただ、そのCETP阻害薬は、血圧を
上げる副作用があったので、それが原
因ではないかということで、そういっ
た副作用のないピュアなCETP阻害薬
が現在進行中のフェーズⅢ試験で使わ
れています。
　山内　よく最近、HDLとLDLの比を
取る血管リスクの評価法を見かけます
が、それについてはいかがですか。
　池脇　確かにハイリスクな方の特に
二次予防でLDL/HDL比を1.5未満にと
いうのは、血管内超音波（IVUS）の
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試験から示されましたが、きちんとし
たエビデンスとしてとらえられるレベ
ルではありません。ただ、循環器の先
生方は好んで使われていますので、今
後とも検証していかないといけないと
思います。
　山内　最後に、物事は何でもそうで
すが、ある物質が非常に多いというと
きには、量のほかに質の問題というの
が出てまいります。HDLというのも、
これは測定方法が幾つかあるかと存じ
ますが、例えばHDLにいろいろな亜型、
サブタイプとか、そういったものはあ

るのでしょうか。
　池脇　HDLには様々な炎症や免疫に
関与する蛋白が存在しており、それら
の蛋白の組成によってHDL機能が違う
という考え方があります。先ほど言い
ましたCETP阻害薬を投与しますと、
HDLの抗動脈硬化作用の一つであるコ
レステロール逆転送作用が障害されて、
dysfunctional HDLではないかという
意見もあります。今後HDL機能の評価
が重要になってくると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　林田　炭山先生、内視鏡も非常に進
歩した技術の一つなのですが、日本で
はまだちょっと早いかなという肥満治
療についてのお話をいただきたいと思
います。
　まず、内視鏡を用いた肥満治療です
が、この適応、多分日本と欧米ではち
ょっと考え方が違うのかなと思います
が、その辺も含めてお話しいただけま
すか。
　炭山　まず、日本の肥満の定義と欧
米の肥満の定義というのが少し違いま
す。というのも、われわれ日本人は、
アメリカ人あるいはヨーロッパ人と比
べて、同じ肥満の程度でも、メタボリ
ックシンドロームと呼ばれる高血圧や

２型糖尿病などの肥満に伴う病気にな
るリスクが異なります。日本人は、た
とえ、過体重、つまり重度の肥満に至
らないような方でも、欧米人の肥満の
方が起こすような糖尿病になり得ると
いわれています。そのため日本では肥
満の定義が、欧米に比べ少し広くとら
れています。
　適応ですが、現在の肥満手術はとて
も太っていて、糖尿病や高血圧、心臓
病などで、命にリスクがあるから、強
制的に外科手術による減量が必要だと
いう患者さんに対して行われており、
内視鏡治療も基本的には同じ適応で、
検討が進められています。
　しかし、非常に高度な肥満が相手と

内視鏡を用いた肥満治療

東京慈恵会医科大学内視鏡科助教
炭　山　和　毅

（聞き手　林田康男）

　内視鏡を用いた肥満治療についてご教示ください。
　１．適応
　２．胃内バルーン留置術以外の新しい方法
　３．腹腔鏡下肥満外科手術との成績比較
　４． NOTESは肥満症へ応用可能か

＜岡山県開業医＞
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なると、かなりハードルが高いのも事
実です。内視鏡治療というのは手術に
比べ簡単にできる半面、高度肥満に対
する治療効果では劣るということが予
想されますので、できればもう少し早
期に治療を行いたいと考えられていま
す。現在、肥満手術は欧米ではBMI
（body mass index）で35～40以上が適
応です。
　一方、日本では軽度肥満の患者さん
にも手術適応を広げていこうという方
向があり、アジア諸国ではBMI30～35、
特に合併症を複数抱えていらっしゃる
方はBMI32以上を適応にしています。
今のところ、内視鏡治療も手術適応に
準じた患者さんに適応と考えていただ
いたほうがよいと思います。
　林田　まず胃内バルーン留置術、こ
れについてお話しいただけますか。
　炭山　胃内のバルーン内視鏡治療と
いうのは、胃の中に風船を入れると、
食べ物が入る容積が減るので、食欲が
なくなる。すると、食べる量が減り、
体重減少が期待できるというコンセプ
トです。日本では５、６年前に臨床導
入され、治療成績が徐々に明らかにな
っています。
　ただ、胃の中でかなり大きな風船を
膨らますことになるので、違和感も当
然強く、嘔気・嘔吐に加え、穿孔など
の重篤な合併症も報告されています。
ただし、やはり手術に比べると、風船
を胃の中で膨らませるだけですので、

体に負担が少ないということで、諸外
国ではBMI30よりもさらに下のBMI27
以上にまで適応が拡大されております。
　林田　これにかわる新しい方法は何
かありますか。
　炭山　胃内バルーン処置術は異物を
胃の中に留置しますので、穿孔や位置
ずれなどの合併症が報告されています。
そのため６カ月ぐらいを目安に留置期
間が限定されています。長期の成績に
ついては手術に比べると期待できず、
リバウンドで肥満が起きる問題があり
ます。最近では、短期の減量効果を利
用し、肥満手術を安全に行うための術
前減量術としての適応が検討されてい
ます。長期的に、手術と同等の胃内容
積の減少効果、もしくは胃と空腸をつ
なげてしまうようないわゆるバイパス
手術といった術式が内視鏡的にできな
いかといろいろと新しい治療法が検討
されています。
　例えば、胃の容積を小さくするため
に、胃の前壁と後壁を縫い合わせるよ
うな縫合器が各種開発されております。
　また、雨のときに使う傘の袋をイメ
ージしていただければいいのですけれ
ども、細長いビニールの袋を空腸ある
いは十二指腸の表面に、内視鏡的にか
ぶせると、食べ物が直接十二指腸や空
腸の壁に当たらないため、消化が遅く
なり、消化管ホルモンの分泌も落ち、
バイパス手術と同様の治療効果が得ら
れることがわかりました。メタボリッ
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クシンドロームというのはドミノ倒し
のように各器官が次々と悪くなってい
くのですが、その最初のドミノが消化
管ホルモンであり、この方法ではその
調節ができるということになります。
そのため体重減少以上に、糖尿病を内
分泌的に治療できるのではないかと期
待されています。
　林田　これは実際に今、用いられて
いるのですか。まだ研究途上ですか。
　炭山　今、主にヨーロッパや南米な
どで臨床応用されていて、その治療成
績は驚くべきもので、糖尿病が多くの
症例で大幅に改善すると報告されてい
ます。しかも、バルーン同様、異物を
入れることになりますが、留置期間は、
最近では１年程度まで延長され、その
成績が報告されるようになりました。
　林田　次に腹腔鏡下の肥満外科手術
ですが、これとの成績の比較のデータ
は出ているのでしょうか。
　炭山　症例数が少ないので、直接比
較するというのは難しいのですが、手
術は侵襲が大きい一方で、長期的な予
後が期待できます。一方、内視鏡治療
に関していうと、異物を入れられる期
間というのが限定的です。特に今は手
探り状態ですので、徐々に留置期間を
延ばしている段階です。今後、留置期
間が長期になれば、それに従ってより
強い治療効果が期待できると思われま
す。短期間の成績でいいますと、内視
鏡治療は手術療法に比べわずかに劣る

ものの、体重減少の効果は満足できる
ものだと思います。
　林田　最後に、NOTESについて、
これは肥満症へ応用可能かどうかとい
うことですが、まずNOTESのご説明
をちょっといただけますか。
　炭山　NOTESというのは、natural 
orifice translumenal endoscopic sur-
geryの頭文字を取ったものです。そ
の名のとおり、日本語に直訳しますと、
人間が元来持つ口や肛門などの自然な
開口部から内視鏡を入れまして、そし
てtranslumenal、消化管や、あるいは
まれに膣なども使いますけれども、そ
ういう体内にある管を通して、その壁
を破って腹腔内や胸腔内で手術をする。
そうすれば、おなかに傷をつけない手
術ができるのではないかと期待されて
いる分野です。
　肥満手術領域においては、特に肥満
の方は厚い皮下脂肪がありますので、
縫合不全、術後の感染などの心配が常
に大きな問題として伴いますが、この
NOTESでは皮下脂肪を介さずに腹腔内
にアクセスできますので、肥満治療に
とって有望なアクセスルートではない
かと期待されています。未だ、NOTES
そのものが研究段階ですけれども、近
年は高度肥満の女性を対象に、膣を破
って、sur gical staplerを腹腔内に入れ
て胃の容積を小さくする手術が臨床検
討されています。
　林田　実際に日本で行われています
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か。
　炭山　まだちょっと難しいというの
が現状です。
　林田　最後に内視鏡を用いた肥満治
療の今後の見通しといいますか、将来
こうあるべきだというような夢も含め
てお話しいただけますか。
　炭山　肥満というと、どうしても食
べ過ぎが原因でなるということで病気
として扱われず、今まではとにかく食
べる量を減らしなさい、運動をよくし
なさいといって治療されてきました。
しかし、肥満治療というのは非常に難
しく、口頭で生活習慣を改善するよう
勧めるだけでは、多くの症例で治療に
難渋します。そこで、薬物療法など、
いろいろと内科的治療法も試みられて
きたのですが、治療効果は十分ではな
く、その開発費用や薬価は社会的経済
的負荷にもなっています。日本も例外
ではなく、中年男性の半分は将来的に
メタボリックシンドロームの治療を何
か受けなければいけないという時代に
なっております。
　日本人の場合は、高度な肥満でなく
ても糖尿病になりやすく、しかし、軽
度の肥満では手術のような体に大きな
ダメージを受けるものは選択しにくい
という矛盾があります。そのような日
本でこそ、肥満が軽度のうちに安全に
内視鏡治療ができるならば、その予防
効果は大きいとわれわれは考えており
ます。

　林田　そうしますと、実際にメタボ
リックシンドロームの範囲内に入る前
に、少し早めに予防的な処置として行
う、そういう位置づけですね。
　炭山　そうですね。簡単に予防がで
きれば素晴らしいと思っております。
　林田　例えば、BMIでいうと、どの
くらいが一つの指標になりますか。
　炭山　BMI30～25の間というのは、
海外では過体重という定義になってい
ますが、日本の基準では軽度の肥満と
定義されています。現在は肥満手術の
適応ではありませんが、このような軽
度の肥満に対し、内視鏡治療の適応が
安全に広げられれば、利点は大きいと
思います。
　林田　それから、肥満に対する治療
ですが、例えば胃内バルーン留置術な
ども含めて、これは実際には保険の適
用になっているのでしょうか。
　炭山　残念ながら、まだなっていま
せん。臨床応用は徐々に始まっており
ますが、日本は高度肥満人口が少なく、
国際的には日常的に行われている肥満
手術ですら、まだ年間100例程度しか
行われていない現状です。しかし、侵
襲度が低く安全性、治療効果が十分に
あると明らかになれば、今後認可され
ていく可能性があるのではないかと思
います。
　林田　実際に肥満になりそうな方あ
るいは肥満の方に、食事療法あるいは
生活改善を求めても、なかなか改善し
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ないのが現状ですので、こういう簡単
に行える内視鏡手術、内視鏡の処置、
それが行えるようになれば、そういう
方たちにとっても非常にプラスになる

ということですね。
　炭山　はい。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　小原先生、まず、色素内視鏡
を用いるという意味、意義といいます
か、そのあたりを簡単にお話しいただ
けますか。
　小原　消化管表面に種々の色素を散
布することで、通常の内視鏡検査では
識別困難な消化管粘膜の形態や消化管
機能を内視鏡的に観察する方法でして、
診断能の向上と病態の把握を図ること
が目的であります。
　林田　質問が食道と胃ということで

２つ来ておりますので、これに限って
お話をしていただこうかなと思います。
　先生は食道が専門ですので、食道の
ルゴール法ですが、質問の中に、市販
の複方ヨードグリセリンを原液で使用
してよいのかどうか、これはいかがで
しょうか。
　小原　市販のものはグリセリンを含
んでおりますので、非常に粘性が高く、
染色性が落ちてしまいます。したがい
まして、グリセリンを除いて、ヨウ素

消化管の色素内視鏡

福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部教授
小　原　勝　敏

（聞き手　林田康男）

　消化管の色素内視鏡について以下のことを具体的にご教示ください。
　１． 食道のルゴール法について……市販の複方ヨードグリセリンを原液で使

用してよいか。観察は挿入時、抜去時いずれがよいか。色素散布して何
分後に観察したらよいか。観察前に水洗すべきか。使用量は。

　２． 胃のインジゴカルミン法について……小生は腎機能検査薬インジゴカル
ミン10㎖を生食５㎖で希釈して使用しているが、その濃度でよいか。
散布何分後に観察したらよいか。使用量は。

　３．副作用について……アナフィラキシーの可能性、頻度は。
　４．色素内視鏡専用の色素剤は市販されているか。
　５．その他の方法・話題などについて。

＜沖縄県開業医＞
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ヨウ化カリウムとヨウ素から適切なヨ
ードをつくる必要があります。
　林田　これは直接散布でよろしいで
しょうか。
　小原　はい、直接散布します。
　林田　実際に観察というのは、これ
を使うときは、挿入時あるいは抜去時、
いずれのほうが便利でしょうかという
ことですが、これはいかがですか。
　小原　挿入時は５％のガスコン溶液
を入れた50㏄の水で食道壁についてい
る粘液や気泡を洗浄しまして、まず食
道全体を詳細に肉眼で観察します。異
常所見がある場合には、抜去時にヨー
ド散布を行っております。
　林田　そのときに一緒に観察をする
ということでしょうか。
　小原　はい。
　林田　次の質問になるのかもしれま
せんが、色素を散布して何分後に観察
したらよいのか、これはいかがでしょ
うか。
　小原　だいたい20秒ほど待って観察
します。その際、水で軽く洗浄して観
察します。ヨード染色が不十分な場合
はもう少しヨードを追加散布すること
を行います。
　林田　それから、検査後、ヨードの
副作用をとるために何か使用したりし
ますか。
　小原　チオ硫酸ナトリウム（デトキ
ソール）という薬液ですが、これを４～
５倍に薄めて用いております。

　林田　食道のルゴール法のときの注
意事項は、何かありますか。
　小原　濃度が非常に重要で、当科で
は１％のヨードを使っておりますが、
２～３％の濃度になりますと、かなり
刺激が強く、患者さんにとってはたい
へん辛い検査となります。そこで、濃
度と注入量ですが、一般的には１％ヨ
ードを20㎖、散布チューブで散布しま
すが、どうしても足りない場合はさら
に20㎖追加するということをやってお
ります。なお、注入が終わり食道内を
観察した後は、胃内に流入したヨード
を十分吸引して終了することが大切で
す。
　林田　最近では食道の観察の前に咽
頭部の病変も観察されると思うのです
が、ここの観察のときはいかがでしょ
うか。
　小原　私の場合は、挿入時と抜去時
に咽頭・喉頭を観察しております。特
に、微細な病変を見るには、肉眼では
なかなか難しい場合がありまして、
narrow band imaging（NBI）を使っ
て観察するようにしています。
　林田　このときには色素は特にお使
いにならない。
　小原　ヨウ素を使うと、患者さんは
たいへん苦しみますので、咽頭・喉頭
では使ってはいけません。
　林田　逆に禁忌ということでよろし
いですか。
　小原　その通りです。
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　林田　次に、胃のインジゴカルミン
法についてご質問が来ていますので、
これについてお話しいただきましょう
か。この先生は、腎機能検査薬のイン
ジゴカルミン10㏄に対しまして、生食
５㏄で希釈して使用しているというこ
とですが、その濃度でよいかどうか。
それから、散布何分後に観察したらよ
いのかということですが、これはいか
がですか。
　小原　濃度がかなり濃いように思い
ます。インジゴカルミンは0.4％、20㎎
が５㏄のアンプルで市販されておりま
すが、私どもはこの５㏄のアンプルを
２～４倍に希釈して使用しております。
ですから、一般的にはインジゴカルミ
ン１アンプル５㏄に対して、20㏄の生
食に溶いて使用しております。
　林田　それから、散布後、少し濃く
なりますね。少し時間がたつと薄くな
ってくる。
　小原　そうですね。すぐに観察した
ほうがよいと思います。
　林田　その濃度であれば、散布後、
直ちに観察してよろしいということに
なりますね。
　小原　そうです。
　林田　使用量は実際には幾らでしょ
うか。
　小原　一般的には、20㏄で病変が疑
われる部位やその周囲まで十分に散布
します。それで色素内視鏡としては十
分な量ですが、足りない場合はさらに

20㏄追加することもあります。
　林田　最近ではインジゴカルミンで
も酢酸インジゴカルミンをお使いにな
ると聞きますが、これはいかがですか。
　小原　酢酸インジゴカルミン法にお
いて、酢酸を使う理由についてお話し
します。
　内視鏡検査の際は、絶食のために胃
酸の分泌がされない状態ですが、酢酸
を投与しますと、その刺激で粘液の分
泌がよくなってまいります。それで、
胃の粘膜が一時的に白くなるのです。
それがだいたい１～３分ぐらい続くの
ですが、例えば癌がありますと、その
部分は一時的には白色化しますが、す
ぐに元の色に戻ってしまう。
　つまり、正常粘膜と癌病変の境界が
よくわかるということで、最近、酢酸
インジゴカルミンが使われるようにな
ってきています。
　林田　これも酢酸の濃度といいまし
ょうか、それはどうでしょうか。
　小原　1.5％の酢酸を使っております。
通常売っている食用の酢がありますが、
その酢のおよそ３分の１の濃度です。
　林田　インジゴカルミンの量は。
　小原　1.5％の酢酸10㏄に対して、イ
ンジゴカルミン１㏄を混ぜて使ってお
ります。
　林田　胃でインジゴカルミンを使用
するにあたって、注意事項は何かあり
ますか。
　小原　酢酸といっても、かなり薄め
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てありますので、そう刺激も強くござ
いませんが、念のため、終了時には酢
酸インジゴカルミンを吸引して終わる
ということが大切かと思います。
　林田　それから、質問がありまして、
副作用についてはいかがでしょうかと
いうことですが、アナフィラキシーの
可能性はあるのかどうか。あれば、そ
の頻度はどうでしょうか。
　小原　市販のルゴール液の添付文書
では、アナフィラキシーが0.1％未満で
現れるという報告があります。しかし、
我々が使っているヨード液は１％でし
て、食道粘膜の表層が多少傷害されて、
胸やけなどの刺激症状が起こることは
ありますが、これまでアナフィラキシ
ーの報告はありません。
　林田　一応なしということでよろし
いでしょうか。
　小原　そうですね。ただし、ヨード
禁の人には使わないほうがいいかと思
います。
　林田　それはそうですね。それから、
色素内視鏡専用の色素剤は市販されて
いるのかどうかということですが。
　小原　これは市販はされておりませ
ん。それぞれの色素はそれぞれの効
能・効果がありまして、それぞれの特
徴を生かして色素内視鏡に応用してい
るだけです。
　林田　これはメチレンブルーなども
同じということでよろしいですね。
　小原　同じです。

　林田　その他の方法、話題というこ
とですが、先ほど最初に言われました
NBI、これについてちょっとお話しい
ただけますか。
　小原　癌の存在診断や範囲診断には
色素内視鏡が有用ですが、最近では狭
帯域光観察、NBI、narrow band imag-
ingというものがあります。
　これは血液中のヘモグロビンに吸収
されやすい、狭帯域化された２つの波
長、青と緑なのですが、その光を照射
することによって、粘膜表層の毛細血
管あるいは粘膜微細模様の強調表示を
実現できることになります。これによ
って微細な癌の診断ができるというこ
とになります。
　林田　これは大きさはだいたいどの
くらいのものまで観察が可能というふ
うに考えてよろしいのでしょうか。
　小原　食道の場合は、最近は１㎜の
癌も見つかっております。ただし、こ
れは拡大観察が必要です。
　林田　拡大が必要だということです
ね。
　小原　そうです。拡大内視鏡で、80
倍まで拡大できるのですが、拡大観察
によって小さな癌が見つかっておりま
す。
　林田　最後に、色素内視鏡の現在の
話題とか、あるいは今後の希望、予測、
その辺のお話をいただけますか。
　小原　食道癌にしても、胃癌にして
も、この色素内視鏡は早期発見や癌の
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浸潤範囲を決めるために極めて有用で
ありますが、さらに最近登場したNBIと
併用することによって、さらに診断能

が向上するものと期待しております。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　荒木先生、排便障害と申しま
しょうか、便秘についてお話をうかが
いたいと思います。
　まず便秘の定義、これはなかなか難
しいかと思うのですが、いかがでしょ
うか。
　荒木　一般的な便秘の定義は、３日
間、排便がないというふうに定義づけ
られていますけれども、臨床的に多い
のは、若い女性で便意がない、便が硬
いと訴える方や、高齢者の残便感、便
が出ても少ないという方です。また、
何度トイレに行っても出ないというお
年寄りの方もいて、ご本人は困らない
のですが、奥様が困っていらっしゃる。
このようなことも便秘という主訴の中
に隠されていますので、そこを含めて、
何らかのかたちで定義づけをしなけれ
ばならないと思います。

　林田　そうしますと、原因が幾つか
あるかと思いますが、これについてお
話しいただけますか。
　荒木　一般的には、大腸がんなどの
器質性疾患が原因となる器質性便秘や、
薬剤性、食事性が原因のもの以外を機
能性便秘といいます。世界的な分類で
は、ROME Ⅲによりますと、機能性便
秘と排出障害、いわゆる直腸性便秘の
大きく二つに分けて定義づけられてい
ます。
　林田　機能性の中で、どういうこと
が問題になるのか、そのあたりはいか
がでしょうか。
　荒木　機能性便秘の診断方法は、
sitzmarkという、レントゲンに写る非
透過性マーカーが20個入っているカプ
セルを使用する検査です。マーカーは
３種類あり、それを３日間１種類ずつ、

便　秘

大腸肛門病センターくるめ病院院長
荒　木　靖　三

（聞き手　林田康男）

　便秘についてご教示ください。
　（くるめ病院院長　荒木靖三先生に）

＜福岡県開業医＞
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朝内服していただき、４日目にレント
ゲン撮影をします。そうしますと、日
本人の成人の正常型は、右側結腸に前
日に服用したカプセルに入っているマ
ーカーが10個以上停滞し、２日前、３
日前のマーカーはほとんど排出されて
いるというのが一般的ですが、弛緩性
便秘、いわゆる大腸の輸送能障害の方
は、３種類のマーカーそれぞれ10個以
上が右側結腸の中に停滞しています。
左側結腸に２日前、３日前のマーカー
が10個以上停滞するものを左側結腸型、
直腸内に停滞するものを直腸性便秘と
分類します。
　林田　その違いですが、どうしてそ
ういうことが起こるかという病態はわ
かっているのでしょうか。
　荒木　弛緩性便秘は、右側結腸に停
滞するので、迷走神経の上腸間膜─動
脈神経叢からの副交感神経が何らかの
影響を与えているのかもしれません。
左側結腸型便秘は、大腸の輸送能は良
好ですけれども、S状結腸で停滞しま
す。これは交感神経の腰内膜神経によ
る輸送抑制、または骨盤内臓神経によ
る直腸への輸送障害が考えられます。
また、直腸性便秘に関しては、直腸内
圧よりも怒責時の肛門管圧が上昇する
排便協調障害型と、直腸内圧が上昇し
ない排出不全型に分かれます。
　林田　昔、我々が習ったころは、結
腸過長症とか、そういう名前で呼ばれ
ていたのですが、そういうものは実際

に関与するのでしょうか。
　荒木　便秘の方でS状結腸が長けれ
ば切除するという時代があったのです
が、そのエビデンスは残念ながらあり
ません。欧米人はS状結腸が短い方が
多いのですけれども、S状結腸性の便
秘の方は実際にいらっしゃいますので、
腸が長いから便秘になるとはいえない
と思います。
　林田　関係ないというふうに考えて
よろしいですね。
　荒木　はい。
　林田　便秘だということで、いろい
ろな治療をするのですが、鑑別診断が
つかないために治療が遅れてしまうと
いうことはたいへんな問題かと思いま
すので、鑑別を必要とするほかの疾病
を教えていただけますか。
　荒木　大腸癌や、腸の癒着、腫瘍に
よる腸管外の圧排から引き起こされる
腸閉塞、あるいは癌性腹膜炎による麻
痺性腸閉塞などです。当院で、便秘を
主訴として受診され、大腸の検査を受
けたことのない40歳以上の患者さんに
検査をしたところ、約10％に悪性疾患
などの器質的疾患が発見されました。
　林田　かなり高いですね。それは年
齢差はあまり考えなくてもよろしいの
でしょうか。
　荒木　悪性疾患は、特に60歳以上の
方に多いようです。
　林田　そうしますと、便秘の方には
まず悪性のものが潜んでいないかどう
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か、それを鑑別することがまず大事で
あるということになりますか。
　荒木　そうだと思います。
　林田　ほかにはいかがでしょうか。
例えば炎症性の疾患とか。
　荒木　炎症性腸疾患の場合には、便
秘になるよりも、下痢や、粘血便の症
状を訴える方が多いのですが、便が緩
い、少ない、残便感があるから便秘だ
と思って受診し、炎症性腸疾患が発見
される方もいらっしゃるようです。そ
ういう意味では、それらの症状の中に
炎症性腸疾患や虚血性腸疾患などが混
在しているようです。
　林田　今、先生のお話の中で下痢と
いうお話が出ましたけれども、便の失
禁なども一つの病態、同じような病態
として考えてよろしいでしょうか。
　荒木　便の失禁と便秘というのは隣
り合わせなのですけれども、実際、患
者さんは便秘に強く困っているので、
刺激性下剤を飲んで下痢、便失禁にな
っても、便が出るから大丈夫と思って
しまう方もいらっしゃいます。出るか
ら大丈夫と思わせてしまう、変な効果
もあるようです。
　また、残便感を訴える便秘の方にマ
ーカーを用いた検査を行いますと、１
日目、２日目、３日目のマーカーが全
部排出されています。こういう方が便
秘を訴える患者さんの中に約40％いら
っしゃいます。このタイプは機能亢進
型といって便秘の定義には当てはまり

ませんが、便秘と思い込んでいる方が
たくさんいらっしゃる。そして、便秘
と訴えるので下剤を処方してしまう、
というケースが問題と思います。
　また、便失禁を訴えて受診された方
に、便性を整えるお薬を出しますと、
約30％の方が便性が安定して、便失禁
が治りました。便秘とか便失禁は排便
障害として捉えたほうがよろしいのか
もしれません。
　林田　そうしますと、便秘というこ
とではなくて、排便障害として大きく
見ていったほうがよろしいということ
になりますね。
　荒木　私はそう思います。
　林田　腸管輸送能検査のほかには何
か便秘の検査はありますか。
　荒木　排出障害の検査があります。
簡単なものは、肛門から直腸内に風船
を入れて排出させるバルーン検査です。
バルーンをうまく排出できない方には、
排便造影検査を行います。
　排便造影検査とは、ペースト状にし
たバリウムを肛門から直腸の中に挿入
して、レントゲン透視下に簡易式便器
に座っていただいて、いきんで排出し
ていただくという、排便の動態を観察
する方法です。直腸瘤、S状結腸瘤、
不完全直腸脱などだけでなく、直腸と
肛門の角度（直腸肛門角）の開大、肛
門の開大、会陰の下降程度を観察でき
ます。また、残った実際のバリウムの
量によって、残便率が何％というふう
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に数値として捉えることができます。
　林田　内視鏡を使った検査では何か
ありますか。
　荒木　便秘を訴える方に前処置をせ
ずS状結腸内視鏡検査を行います。腫
瘍や粘膜病変などの器質的診断のみな
らず、便の有無、便の性状を確認する
ことが可能です。「便が硬い」と訴え
る方にすぐ下剤を処方することが一般
的だと思いますが、食物繊維不足や腸
管輸送能亢進の方は泥状便が直腸に残
存し、肛門に近いところにだけコロコ
ロの便やゴルフボール様の硬い便とな
ることがあります。いわゆる便塞栓の
状態になっているのですが、硬い便だ
と思ってすぐ下剤を出してしまう。こ
れが一番大きな問題です。そういう意
味で無処置のS状結腸内視鏡、これが
最初の検査になると思っています。
　林田　たまりぐあいを見るというこ
とですね。
　荒木　そうですね。そこで直腸の中
にたくさんあれば、排出障害の推測も
できますので、便秘の病態の鑑別にも
なると思います。
　林田　治療は何から入るのでしょう
か。
　荒木　治療は、食事性が一番重要で
すので、食物繊維を摂っていらっしゃ
るかどうかということを確認するため
に、まず１週間の食事日記を書いてい
ただきます。若い女性の便秘が多いと
よくいわれていますけれども、きちん

と食事を取っていらっしゃらないので
す。
　林田　量が少ないということですね。
　荒木　そうですね。ほとんど食事を
取っていないということは、もしかし
たら食事がつくれない。もっと言った
ら、将来の日本の家庭がたいへんなこ
とになるかもしれないということを私
はいつも言っていますけれども、そこ
に大きな問題があるようです。
　あと、機能性便秘では、弛緩性便秘
と左側結腸性、そして直腸性に分類さ
れますが、それぞれ治療方法が違いま
す。
　まず弛緩性の便秘の場合には、当然
刺激性下剤が必要になります。左側結
腸性の場合には、基本的にはジオクチ
ルソジウムスルホサクシネート系のお
薬で、便を軟らかくして直腸まで運び
ます。直腸性の場合には、炭酸ガス系
の坐薬を使って、肛門を自然に開き排
出させます。
　さらに、肛門を開くトレーニング方
法を行ったり、直腸に風船を入れて排
出の仕方を理解していただく方法とか、
実際に便器に座っていただいて、直腸
の内圧を上げて出す方法とか、直腸肛
門角の角度をどうするかというような、
理学療法士のお仕事が将来的に残され
ているようです。
　林田　最後に予防ですが、これはい
かがでしょう。
　荒木　先ほどから問題にしておりま
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すが、食生活が大切です。厚生労働省
によれば一日20g以上の食物繊維を摂
取するという指針が出されていますけ
れども、実際、10g摂取されている方
はほとんどいらっしゃらない。ですか
ら、規則正しく適量の食事を取るとい
うこと。
　もう１点は、市販の下剤のほとんど
に刺激性下剤が含まれているというこ
と、これが大きな問題だと思います。
　最後に、医療従事者が便秘を軽く考

えているということです。
　林田　理解していないということで
すね。
　荒木　便秘を理解されていないとい
うことが大きな問題だと思いますので、
このあたりを何らかの方法で理解して
いただいて、患者さんたちに喜んでい
ただけるような医療環境にしていきた
いと思っています。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　谷口先生、高尿酸血症の治療
ということでお話をいただきたいと思
います。
　まず、高尿酸血症の病態、症状、そ
の辺からお話しいただけますか。
　谷口　高尿酸血症は、血清の尿酸値
が7.0㎎/㎗を超える場合というふうに
定義されています。高尿酸血症が関係
する病態というのが、大きく分けて２
つあります。
　尿酸は血液中では一価の陰イオンで
すので、ナトリウムとともに尿酸ナト
リウム塩を形成します。大ざっぱに尿
酸塩というふうにいっております。高
尿酸血症になると、これが臓器に沈着

して何らかの病態を引き起こしてきま
す。これがまず１つです。
　尿酸塩が析出・沈着するのは関節の
中です。関節内に沈着した尿酸塩が関
節腔内にはがれ落ちると痛風を起こし
ます。痛風は、ご存じのように、足の
親指の付け根の関節が激痛とともに真
っ赤に腫れ上がってくるという有名な
病気です。なかには痛風腎というもの
を起こしてくることがあります。これ
は腎臓の髄質に尿酸塩が沈着し、腎機
能が低下するものです。あるいは、尿
路結石を起こしてくることもあります。
これらが尿酸塩の沈着に伴って起きて
くる病態ということになります。

高尿酸血症

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター教授
谷　口　敦　夫

（聞き手　林田康男）

　高尿酸血症の治療についてご教示ください。
　１． 利尿剤による高尿酸血症（心不全やCKD）について、尿酸値を下げる必

要があるか。根拠があるか。アロプリノールのような合成阻害剤がよい
か、排泄促進剤がよいか。

　２． 痛風発作を繰り返す患者さんで尿酸値が８㎎/㎗以下で６～７㎎/㎗台の
値の方がしばしばおりますが、尿酸値を通常下げるべきでしょうか。

＜静岡県開業医＞
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　林田　診断は血液の中の尿酸値を調
べるということでよろしいでしょうか。
　谷口　尿酸値よりも、むしろ特徴的
な関節炎の症状が診断に大事です。と
いいますのは、おもしろいことに、痛
風発作が起きている最中には血液中の
尿酸値がもともとの尿酸値よりも下が
ることが多いのです。ですから、関節
が痛いといってきたときに尿酸値を測
ると、案外低いことがあるわけです。
したがって診断には病歴や臨床所見が
一番大事です。尿酸値についていえば、
痛風発作を起こしているときの尿酸値
というよりも、高尿酸血症が前からあ
ったということのほうが役に立ちます。
痛風発作がおさまって、しばらくして
から測ってみたら尿酸値が高かったと
いうことも診断の参考になると思いま
す。
　林田　いわゆる人間ドックを受けま
すと、尿酸値がもともと少し高い方が
いますね。そういう方で、例えば症状
がない方、こういう方たちはどのよう
に扱ったらよろしいでしょうか。
　谷口　これを無症候性高尿酸血症と
いうふうに呼んでいます。実はこの無
症候性高尿酸血症には生活習慣病の方
が結構おられるのです。これが高尿酸
血症が関与するもう一つの病態です。
今ふうにいえば、メタボリックシンド
ロームの合併が多いということになり
ます。実は血清尿酸値というのは、尿
酸塩の沈着云々ということとは別に、

肥満や心血管疾患などの生活習慣病の
リスクファクター、あるいは予測因子
であるといわれています。メタボリッ
クシンドロームについても同じです。
それから慢性腎臓病についてもリスク
といわれています。
　林田　尿酸値を下げる場合に、尿酸
の生成を抑制するお薬、あるいは利尿、
排泄を促進させる薬がありますね。こ
れはどちらを選択すべきなのでしょう
か。
　谷口　尿酸値が高くなる原因は２つ
あって、尿酸は主に腎臓から排泄され
るのですが、腎臓からの排泄が低下し
ている場合、これが尿酸排泄低下型で
す。それから体の中で産生が高まって
いる産生過剰型、この２つがあります。
　この見分け方については、日本痛風
核酸代謝学会がガイドラインを出して
いまして、そこに方法が書いてありま
す。簡単にいえば、一定時間蓄尿して
血液と尿中の尿酸値を測定します。原
則的には尿酸の産生過剰型には尿酸生
成抑制剤、尿酸の排泄低下型には排泄
促進剤を使います。腎機能低下があっ
たり、尿路結石を合併している場合に
は尿酸生成抑制剤を用いています。
　林田　今回、ご質問がありまして、
痛風の発作を繰り返す患者さんが、尿
酸値が８㎎/㎗以下で、６～７㎎/㎗。
先ほど先生が言われたように、症状の
発作があるときは下がるのですよとい
うことなのですが、こういう方の場合
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は尿酸値を通常、一般的に下げたほう
がよろしいのでしょうか。
　谷口　痛風発作を繰り返している場
合は下げたほうがいいと思うのですが、
まず診断をきちんとつける必要がある
でしょう。血清尿酸値が高いというこ
とを発作がないところで確認するとい
うことが１つと、それから関節炎を起
こしている最中に関節の水を抜きます
と、尿酸塩の結晶を顕微鏡で見ること
ができます。これは偏光顕微鏡があれ
ば一番いいのですが、通常の光学顕微
鏡でも見られますので、それをぜひや
っていただきたいと思います。その上
で、痛風ということですと、尿酸値が
あまり高くなくても、尿酸値を下げる
適応が出てまいります。特に、診断が
もうひとつはっきりしないような場合
には、この関節液検査というのは非常
に重要になってきます。
　林田　先ほど先生が言われましたよ
うに、ほかの疾病、例えば腎障害、尿
路結石、高脂血症、それから高血圧や
虚血性心疾患、耐糖能の異常などがあ
る場合には、尿酸値は下げたほうがい
いのですか。このままでもよろしいの
ですか。
　谷口　そこなのですが、実は今のと
ころ、ちゃんとしたエビデンスがない
状態なのです。その理由は介入試験が
ないことによります。ところが、疫学
的には血清尿酸値は心血管疾患である
とか慢性腎臓病などの独立したリスク

ファクターだといわれています。それ
から、動物実験のレベルですと、尿酸
値が高くなると血圧も高くなってくる。
しかし、なかなかヒトの体の中で実際
に尿酸値を下げてメリットがあるかど
うかというのを示した、きちんとした
臨床研究というのは、ないとは言わな
いのですが少ないのです。規模が小さ
かったり、症例数が少なかったりしま
すので、なかなか断定的なことを言う
のは難しい状況です。
　先ほど紹介しましたガイドラインで
は、尿酸値の高さと合併症の有無によ
って一つの目安を出しています。尿酸
値が７～８㎎/㎗ぐらいの間は生活習
慣の改善。８㎎/㎗を超えて、合併症
がある場合には薬の適用も考えていこ
う。９㎎/㎗を超えた場合には、合併
症の有無によらず治療を考えていこう
ということなのですが、これも絶対や
らないといけないということではなく
て、あくまで生活習慣の改善をベース
にして、場合によっては薬物治療も考
えてよいということだと思います。
　例えば個々の患者さんで、どうも経
時的に見ていると、尿酸値が上がって
きているから腎機能も低下してきてい
るようだとか、個々の患者さんを主治
医の先生がみられて、どうも血清尿酸
値が高くなってきてからよくないよう
だと思われる場合は患者さんにメリッ
ト、デメリットを説明したうえで尿酸
値を下げていただいていいのではない
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かと思います。
　林田　先ほどからお話が出ています
が、生活習慣病が主体であるというこ
とになりますと、痛風はぜいたく病で
あるとか、美食家に多いとか、そうい
うことですが、予防を含めて、まず何
から注意したらいいでしょうか。
　谷口　まず、肥満はよくないです。
ですから、適正なカロリーを摂取して、
肥満を避けていただく。それから、お
酒ですが、ビールだけでなく蒸留酒で
も痛風を起こすリスクになりますので、
適量にとどめていただく。男性にはな
かなか評判が悪いのですけれども、週
に２日ぐらいは肝臓を休ませる日をつ
くっていただきたいと思います。
　あとは、最近いわれているのが果糖
の過剰摂取が痛風のリスクになるとい
うことです。例えばソフトドリンクと
か、最近は野菜ジュースなども、一見、
健康にいいようなのですけれども、半
分ぐらい果汁が入っています。スポー
ツドリンクにも果糖を含むものがある
ようです。そういうものにも注意して
いかないといけないようです。
　林田　例えば、激しい運動をしたと
き、それで尿酸値が上がるという話も
聞いたことがあるのですが、これはい
かがですか。
　谷口　いわゆる無酸素運動をすると、
ATPの消費に対して補充がうまくいか
ないので、結局尿酸値が上がってきて
しまいます。ですから、やるのであれ

ば、無酸素運動ではなくて、有酸素運
動ということになります。
　林田　実は私の患者さんにトライア
スロンをやる方がいて、やはり尿酸値
が高いのです。そういう方は実際に尿
酸値を下げたほうがいいのでしょうか。
　谷口　それは痛風発作のない方です
か。
　林田　ないです。
　谷口　僕は痛風発作を起こしていな
い状況では下げないといけないという
ことはないと思います。もちろん、運
動に際しては十分に水分を取っていた
だきたい。患者さんの趣味とか、生活
の楽しみもやはり大事だと思いますの
で、運動強度を下げる必要もないと思
います。私の意見としては、患者さん
の趣味を優先させて、そのうえで何ら
かの尿酸値に伴う障害があるようだっ
たら薬を考えるというふうにしたいと
思います。
　林田　それ以外に何か注意されるこ
とはありますか。
　谷口　注意ということではないので
すが、最近、関節の超音波検査が注目
されています。超音波検査では、関節
内の尿酸塩の沈着を検出できる場合も
あります。こういう場合に薬を開始す
るかどうかの参考になる可能性があり
ます。
　林田　薬を投与すると、実際に数値
が下がりますね。これはどのくらいの
期間、薬を継続させたほうがいいので
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しょうか。
　谷口　血清尿酸値の目標値は６㎎/
㎗以下です。薬の継続期間については
ちゃんとしたデータがほとんどない状
況です。ただ、関節内に沈着した中、
尿酸塩の結晶を減らすには、半年とか
１年では難しいとされています。少な
くとも数年以上は必要なようです。そ

の後も、尿酸値が上がらないような生
活をしてもらう必要があります。しか
し、これは職場での付き合いとかスト
レスなどもあるのか、なかなか難しい
のが現状です。私の場合は仕事の第一
線を退くまではなかなか薬の中止は難
しいですよという話をしています。
　林田　ありがとうございました。
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　池脇　北村先生、アルツハイマー病
の治療薬を高齢者、寝たきりの患者さ
んで、どう使ったらいいかということ
です。最近アルツハイマー病の新しい
薬が続々と出てきましたので、治療に
関してもいろいろな広がりが出てきた
と思うのですけれども、そのあたりを
まずまとめていただければと思います。
　北村　アルツハイマー病の治療薬は、
13年前からアリセプト、ドネペジルが
発売されて、日本でも10年以上使われ
ているわけですが、ドネペジルの薬理
作用はアセチルコリンエステラーゼを
阻害して、脳の中のシナプスの間のア
セチルコリンを増やしてあげるという
作用の薬です。

　それ１剤でずっとやってきたのです
が、2011年の３月にガランタミンが使
えるようになりました。これも同じア
セチルコリンエステラーゼの阻害薬で
す。それから、2011年の６月にリバス
チグミンという、同じくアセチルコリ
ンエステラーゼ阻害薬が発売されまし
たが、この薬は経口投与ではなくて、
湿布薬のように体に貼る薬です。貼付
剤、パッチ剤です。４番目の薬が、ア
セチルコリンエステラーゼ阻害薬とは
まったく作用機序の異なるメマンチン
という薬が使えるようになったわけで
す。
　池脇　そうしますと、いわゆるアセ
チルコリンの濃度を高めるというドネ

アルツハイマー型認知症の新薬

日本医科大学武蔵小杉病院内科教授
北　村　　伸

（聞き手　池脇克則）

　アルツハイマー型認知症治療剤アリセプトをはじめ、新薬がどんどん発売さ
れてきておりますが、いつまで投与すべきでしょうか。
　現在、私は特別養護老人ホームで嘱託医として勤務しておりますが、例えば
寝たきり状態・胃ろう栄養や意思疎通のできない状態等で継続すべきか中止し
てもよいかをご教示ください（中止すれば死期を早めるとも聞きます）。

＜富山県開業医＞
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ペジル類似の薬が２つと、それとまっ
たく違う機序のものということで、こ
れらに関しての使い方あるいは特徴、
これはおそらく欧米では以前から使わ
れてきて、ある程度の使い方というも
のがあると思うのですけれども、どう
なのでしょうか。
　北村　アルツハイマー病の患者さん
には、普通は最初、ドネペジルかリバ
スチグミンかガランタミン、どれか１
つを選択するわけです。その選択の根
拠になることは、適応が少し違うので
す。アルツハイマー病に対しては、ド
ネペジルは軽度から高度まで、どのス
テージでも適応があります。それから、
ガランタミンとリバスチグミンは中等
度と軽度の患者さんに適応があって、
高度の人には使えないわけです。ガラ
ンタミンは１日２回投与ですけれども、

ほかの薬は１回投与なので、患者さん
の生活状況に合わせて、患者さんやご
家族が選ばれると思います。
　池脇　ガランタミンに関してはアセ
チルコリンエステラーゼの阻害作用と、
ニコチン受容体を増強させる。これも
結局は、アセチルコリンの働きを強め
る機序なのでしょうか。
　北村　APL作用と呼んでいるのです
けれども、ニコチン性のアセチルコリ
ン受容体に結合して、ガランタミンは
アセチルコリンとは別の場所に結合し
て、ニコチン性のアセチルコリン受容
体の機能を高める作用を持っています。
　池脇　これはドネペジルの作用にプ
ラスアルファというふうに言っていい
のでしょうか。
　北村　ドネペジルの作用にプラスア
ルファですけれども、ドネペジルより

アルツハイマー病治療剤一覧

一般名
（商品名）

ドネペジル塩酸塩
（アリセプト）

ガランタミン臭化水素
（レミニール）

リバスチグミン
（リバスタッチパッチ、
イクセロンパッチ）

メマンチン塩酸塩
（メマリー）

作用機序 AChE阻害 AChE阻害＋APL作用 AChE阻害＋BuChE阻害 NMDA受容体阻害
適応 軽度～高度AD 軽度～中等度AD 軽度～中等度AD 中等度～高度AD

用法用量 １日１回３～10㎎/日 １日２回８～24㎎/日 １日１回4.5～18㎎/日 １日１回５～20㎎/日

剤形 錠剤・OD錠・細粒・
ゼリー

錠剤・OD錠・内用液
（瓶包装・分包品） パッチ剤 錠剤

主な副作用 消化器症状 消化器症状 消化器症状、皮膚症状 頭痛、めまい

構造式
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ガランタミンがまさっているというこ
とは言えないのです。
　池脇　リバスチグミンというのは唯
一湿布という形で使えるというのは、
認知症で経口もなかなかできないとい
う患者さんには期待できるのではない
かと思うのですけれども。
　北村　そうですね。貼るだけでいい
ですから、飲めない人にも使えるし、
あと家族にとっては、毎日、朝貼り替
えるのですけれども、貼ってあること
を目で見て確認できるから、ちゃんと
薬がいっているという確認ができます。
　池脇　メマンチンというのはそうい
ったものとはややポジショニングが違
って、機序が違うということで、そう
すると基本的には併用というのがメマ
ンチンの場合には可能ということなの
でしょうか。
　北村　そうです。併用できるという
のがメマンチンの特徴の一つです。
　池脇　欧米では併用のほうがアルツ
ハイマー病に対して効果があるという
報告があると聞きましたけれども、日
本ではそういったデータはどうなので
しょう。これから出てくる可能性があ
るのでしょうか。
　北村　きちんとしたデータはこれか
ら出てくると思うのですけれども、日
本でも発売されてから、単独でいって
いるよりは併用のほうがずっと多いと
思います。
　池脇　こういった選択の幅が広がっ

て、ある程度併用によって、より効果
も期待できるということで、そういう
意味では10年近いドネペジル単独の治
療に比べると、だいぶ治療の幅が広が
って、治療しやすくなったというふう
に考えてもよろしいですね。
　北村　今までドネペジルだけで、あ
とは何も薬がなかったわけですけれど
も、これからはドネペジルが例えば効
果不十分だと感じたときには、ほかの
薬への変更とか併用とかができるよう
になりましたから、治療薬の選択肢が
広がったわけです。
　池脇　ちょっと脇道にそれるかもし
れませんけれども、こういった薬は基
本的にアルツハイマー病に対する薬と
いうことですけれども、認知症の中に
はレビー小体型ですとか、前頭側頭型
とか、そういった薬が効く、効かない
というものがあると思うのですけれど
も、こういった新しい薬は、多少今ま
で難しかった病気でも効くとか、そう
いう報告はどうでしょうか。
　北村　レビー小体型認知症には、ド
ネペジルをはじめ、ガランタミン、リ
バスチグミンは効果があると思います
し、実際にそういう臨床試験も行われ
ています。
　池脇　もう一つ、問題行動が前面に
出るような前頭側頭型というのは、こ
ういった新しい薬でも難しいのは変わ
りないということでしょうか。
　北村　そうです。それは治療薬が現
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状ではないですね。
　池脇　今回の質問で、まずいつまで
投与したらいいかということですが、
どう考えたらいいのでしょうか。
　北村　アルツハイマー病の治療薬を
いつまで投与するかということですけ
れども、基本的には患者さんとそのご
家族が続けていたいという希望があれ
ば、現実には続けているのが基本です。
　ただ、会話もできなくなったり、自
分の意思を表すことができないとか、
もう寝たきりになって、動くこともで
きなかったり、そういった患者さんに
対しては、薬を投与することはあまり
意味がないと思います。でも、そうい
った患者さんでも、患者さんは自分の
意思が表現できないので、ご家族の方
で、そういった状態でも薬を飲ませ続
けたいという人がいらっしゃいますか
ら、そういったときには投与している
こともあります。
　池脇　確かに、そういった問題は、
本人不在といいましょうか、家族はわ
らにもすがる思いで、とにかく出して
ほしい。それを中止するという判断も、
ある意味、勇気のいる決断で、質問に

もあるのですけれども、やめると死期
が早まる、すなわち予後が悪くなる。
もしこれが本当ですと、なかなか「や
めましょう」という話ができないわけ
ですけれども、どうなのでしょうか。
　北村　アルツハイマー病の治療薬が
生命の予後をよくするというエビデン
スはないと思います。ですから、おそ
らく治療薬を中止しても、死期を早め
たりすることはないと思います。
　池脇　欧米の考え方も基本的には今
先生がおっしゃった考え方と同じなの
でしょうか。
　北村　同じだと思いますけれども、
特にヨーロッパではもう少し厳しいと
思います。認知症の重症度によって、
適用がない薬もありますから、ガラン
タミンにしても、リバスチグミンにし
ても。日本でも同じですけれども、重
症になったら薬は意味がないというこ
とは、イギリスのNICEという機関で
示されています。
　池脇　そのあたり、今後、日本では
いろいろな議論が出てきそうですね。
ありがとうございました。
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　池脇　本田先生、性器ヘルペスも含
めて、いわゆる性行為感染症に関して
専門医としてごらんになっていて、最
近の動向というのを簡単に教えてくだ
さい。
　本田　性行為感染症の中で男性で１
番多い疾患は性器クラミジア感染症、
その次に淋菌感染症、３番目が性器ヘ
ルペスです。女性の場合は、性器クラ
ミジア感染症が１番目で、２番目に性
器ヘルペスがきます。しかし、性器ヘ
ルペスの年次推移を見ると、横ばい状
態です。
　池脇　やや女性のほうが男性よりも

多いのは何か原因があるのでしょうか。
　本田　世界的に性器ヘルペスは女性
に多く、感染する部位が膣ということ
で、広範囲であるためといわれていま
す。一方、男性は、粘膜の部分が少な
いために、女性のほうが感染しやすい
といわれています。また、免疫能力を
低下させる黄体ホルモンの影響で、妊
婦や排卵後の女性は感染しやすくなり
ます。
　池脇　質問の性器ヘルペスですが、
口唇ヘルペスは１型、性器ヘルペスは
２型の単純ヘルペスと理解しているの
ですけれども、最近は必ずしもそうで

性器ヘルペスの診断

東京慈恵会医科大学青戸病院皮膚科教授
本　田　まりこ

（聞き手　池脇克則）

　性器ヘルペスの診断法ですが、抗原検出法として抗原抗体法がありますが、
陽性率が低くあまり有効ではありません。感度が高いPCR法、DNA定量では保
険適用になっていません。
　視診と抗体を測定して抗ヘルペスウイルス薬を投与して効果があれば、性器
ヘルペスと診断することが多いと思います。客観的な検査法はないのでしょう
か、ご教示ください。
　（東京慈恵会医科大学青戸病院皮膚科教授　本田まりこ先生に）

＜埼玉県開業医＞
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もないということでしょうか。
　本田　もともと性器ヘルペスは日本
は単純ヘルペスウイルス１型の初感染
が非常に多いのです。１型の初感染は、
私どもの統計では約70％に１型が検出
されるのです。２型（HSV-２）は約30
％。HSV-２に感染した約30％の人たち
は月に１回から、年に数回以上、再発
を繰り返してしまいます。再発型は、
約95％が２型で、１型が約５％しか検
出されていません。１型の場合は再発
は少なく、数年に１回とか、１年に１
回程度です。２型に感染している人は
非常に再発が多いので、ほかの人にも
感染する機会が多くなります。また、
陰部がただれますから、HIVだとか、
他の性行為感染症に罹患しやすくなる
ので、話題になっています。
　池脇　１型が約70％、２型が約30％
というのは、以前からだいたいそうで
しょう。
　本田　だいたいそうですが、最近は
２型も約40％に増えてきています。欧
米などではHSV-２の性器ヘルペスが
ほとんどでしたが、最近はオーラルセ
ックスの普及から、１型の初感染が増
えてきています。
　池脇　再発の傾向に１型と２型では
差があるということは今うかがいまし
たけれども、両方の初発のときの臨床
症状、あるいは外陰部の所見というの
は、違いがあるのでしょうか。
　本田　１型のほうが重症化しやすく、

痛みのためトイレにも行かれず、歩く
こともできない。所属リンパ腺も腫れ
て、38℃以上の発熱など全身症状を伴
いますが、２型は軽い症状で、皮疹の
数も少ないです。しかし、Elsberg症
候群といって髄膜炎を起こして尿閉を
来すことがあります。
　池脇　性行為のあとの潜伏期という
のは、１型も２型も同じぐらいでしょ
うか。
　本田　だいたい４～７日で発病して
きます。
　池脇　人によっては不顕性というか、
あまり自覚症状がない方も。
　本田　１型の場合、子どものときは
ほとんどが不顕性感染。症状が出ない
で、一生涯、三叉神経節の中に潜むの
ですけれども、症状はなくても抗体は
できます。また、１型に先に感染した
場合、あとから２型に感染したときは
無症状になることが多いのです。アメ
リカのCoreyたちは、初感染者の約70
％のパートナー（菌保有者）は無症候
排泄者であると報告しています。HSV-
２型抗体陽性者の約80％はヘルペスに
罹患していることを認識していないと
のことです。
　池脇　若い年代で１型というのは、
基本的に、性行為によるものでしょう
か。
　本田　母親や家族の唾液から感染し
た場合は１型です。子どものころ感染
した場合、だいたい30％しか症状が出
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ないといわれています。あとの約70％
は無症候に感染し自然に抗体を持ちま
すが、時々再活性したときに唾液中に
ウイルスを排泄します。
　池脇　検査に関してですが、抗原抗
体法はあまり陽性率が高くない。ほか
の方法だと保険がきかない等々、まだ
まだそのあたり、整備されていないと
いうのが現状なのでしょうか。
　本田　そうですね。だいたいの場合、
臨床症状でわかるわけですけれども、
病変部に水疱があれば、Tzanckテスト
といいまして、病変部の水疱蓋を取っ
てきて、スライドグラスに細胞をつけ
ギムザ染色後に顕微鏡で見て、ウイル
ス性巨細胞が認められれば、単純ヘル
ペスか、水痘帯状疱疹ウイルスかのど
っちかなのです。またTzanckテストで
細菌も見えますので、性器ヘルペスに
よるものではないということもわかり
ます。溶連菌感染症の溶連菌の場合も
性器ヘルペスと同じような症状を取る
ことがあるので、その鑑別に用います。
　保険が通っている検査法として、ウ
イルス抗原検出法なのですけれども、
最近、角膜ヘルペスではインフルエン
ザと同じイムノクロマトグラフィーの
検査法が2011年５月に認められたばか
りです。この検査法は性器ヘルペスに
も有用だということがわかっておりま
す。いずれ承認されるということです。
　池脇　保険上の問題で通っていない
けれども、ヘルペスを検出するという

ことでしたら、保険適応できるはずで
すね。
　本田　検査をした場合、診察料も投
薬もすべて自費でやらないとだめなの
で、その辺が難しいところです。
　池脇　早く保険適用になってほしい
ところですけれども、そういう方向に
なっているのでしょうか。
　本田　一応流れになっています。あ
と、ウイルス核酸検出法ですね。この
検査法も、CDC（米国疾病予防管理セ
ンター）のガイドラインに載っていま
す。これはウイルス抗原検出法よりも
非常に感度がいいわけです。これも今、
認めてもらおうと運動しております。
　池脇　確認ですけれども、先生がお
っしゃるウイルス核酸検出法というの
は、いわゆるDNAを増強して検知する
というものでしょうか。
　本田　そうです。
　池脇　今回のご質問でいうPCR法、
DNA定量と同じことですか。
　本田　そうです。LAMP法といいま
す。これは最近、一定温度で、１時間
で結果がわかる検査法として開発され、
その方法はPCR法よりも感度・特異度
も上回っていることがわかりました。
その方法を承認してもらおうというこ
とです。
　池脇　検査しても、数日、結果が出
るまでかかりますと、どうしても治療
が遅れると、こういった病気の場合に
は迅速であるということが大事なこと
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だと思うのです。
　本田　迅速検査が大事ですね。あと
は、そういう症状があったけれども、
何型感染かわからない方が結構いらっ
しゃるのです。陰部に不定愁訴があっ
て、これがなんで起こっているかわか
らないときに、血清で判定できる
HSV-１糖蛋白G（gG）抗体（ELISA）、
HSV-２糖蛋白G（ELISA）があり、過
去にかかったヘルペスが何型だという
のがわかるのです。Mollaret髄膜炎と
いって髄膜炎だけを繰り返す方もいら
っしゃるのです。尿閉や下肢の痺れを
訴えている方もおられ、このHSV-gG
抗体を調べることにより、HSV-２感
染で症状が起こっていることがわかり
ます。
　池脇　先生がおっしゃる髄膜炎とい
うと、もう少し違う臨床症状を予想す
るのですけれども、局所的な髄膜炎で
尿閉ということなのですね。
　本田　そうです。
　池脇　それと同じような機序で痺れ
というのも出るわけですか。
　本田　出てきます。痛みとか。月に
３回、ヘルペスや痺れなどの症状が現
れる方もいらっしゃるので、そのため
に抗ウイルス薬による抑制療法という
ものが認められているわけです。低用
量の抗ウイルス薬を毎日飲む方法です。
しかし確定診断がついていないと、む
やみやたらに抗ウイルス薬を投与して
も意味がないので、必ずHSVに感染し

ているかどうかというのを調べる必要
があります。HSVのgG抗体も保険で認
めてもらおうと、今、運動している最
中なので、これからはいい方法がどん
どん出てくると思います。
　池脇　初発に関しては１型が激烈だ
けれども、再発に関しては２型が多い
となると、臨床的に問題になってくる
のは２型なのでしょうか。
　本田　そうです。１型はそんなに問
題ないので、誰でも感染するというか、
昔は70歳までに約100％感染していた。
それが最近は感染しなくなってきまし
た。
　また、感染予防としてワクチンとい
う方法も今考えられています。その場
合も、HSV感染の有無を検査する必要
があるので、今後、いろいろな検査法
が出てくると思います。
　池脇　最後に１点、若い女性で、２
型で再発を繰り返すとなると、垂直感
染というのは。
　本田　母子感染もあります。
　池脇　これは何か手立てがあるので
しょうか。
　本田　HSV-２gG抗体を持っている
かどうかですが、現在、自費で検索で
きます。２型を持っていれば、お産の
ときだけ再発の有無で、帝王切開にす
るかどうか心配していただければいい
わけです。胎児の感染の有無は核酸増
幅法で検索します。
　池脇　ありがとうございました。
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　池脇　海老原先生、水晶体といいま
すと、老眼や白内障など加齢性変化を
きたしやすいのですが、角膜といいま
すと、老人環ぐらいで、あまり加齢の
影響を受けないところかなと思ってい
るのですけれども、どうでしょうか。
　海老原　確かに、水晶体とか網膜な
どに比べて、あまり加齢性変化が問題
になることは少ないと思います。
　池脇　ただ、角膜というのは透明性
を保つために血管が存在していない。
それでどうやって角膜の細胞の恒常性
を保っているのだろうと疑問に思うの
ですが、その点を教えてください。
　海老原　角膜は５層からなっており
ます。最表層は上皮層、そのあとに
Bowman膜、そのあとに実質組織があ
って、Descemet膜があって、内皮細
胞層という５層からなっています。上

皮層はだいたい７～10日で全部ターン
オーバーしていきますので、非常に静
的なような組織に見えますが、非常に
動的に活動している組織ということに
なります。角膜の厚さの90％を占める
実質組織というのは、コラーゲンから
できていまして、そのコラーゲンの配
列によって透明性が維持されていると
いうふうに考えられています。
　池脇　そうしますと、今回のご質問
は帯状角膜変性症ということなのです
けれども、これは角膜の中のどこにど
ういう変化が起こる病気なのでしょう
か。
　海老原　帯状角膜変性症は、上皮細
胞層の直下にあるBowman膜という膜
にリン酸カルシウムが沈着する病気で
す。
　池脇　透明性が失われるということ

帯状角膜変性症

順天堂大学眼科先任准教授
海老原　伸　行

（聞き手　池脇克則）

　帯状角膜変性症の原因、治療方法などについてご教示ください。
　ヒアルロン酸液の内服やレーザー治療でよくなるでしょうか。

＜大阪府開業医＞
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が生じてくるということなのでしょう
か。
　海老原　そうです。初期は角膜の周
辺部に沈着します。それが重症化して
いくと、角膜の中央部に来ます。中央
部に来ますと、瞳孔領にかかってくる
ということで、視力低下が出てきます。
　池脇　病名の最初に「帯状」とあり
ますけれども、角膜の全部が罹患する
のではなくて、ある一部が帯状にとい
うこと。これはまたどうしてそういう
ふうな起こり方をするのですか。
　海老原　病変は時計でいうと３時と
９時の周辺部から起こり始め、中央に
帯状に進行していきます。ちょうどそ
れが瞼裂部といいまして、目の開いて
いる、角膜が外界に接しているところ
に起きます。ですから乾燥とか、ドラ
イアイとか、そういうものが影響して
いるのではないだろうかと考えられて
います。
　池脇　場所的にはそういう特徴があ
るということですが、何が原因なので
しょうか。
　海老原　原因は、眼局所によるもの
と全身疾患によるものと、両方あると
思われます。眼局所の場合は、慢性の
炎症、特に慢性のぶどう膜炎が長期間
続いた場合に帯状角膜変性症を起こし
やすい。それから、網膜剝離の手術の
あとに、目の中にシリコンオイルとい
うオイルを入れるのですが、シリコン
オイルを入れている人もなりやすい。

それから、全身の疾患としましては、
血中のカルシウム濃度が高い方、例え
ば腎機能の不全がある方とか、副甲状
腺の機能亢進症のある方、またはサル
コイドーシスとか、カルシウムが高く
なっているような方に起こりやすいと
いわれています。
　池脇　全身疾患の合併症として起こ
るという意味では、最近、腎不全、透
析の患者さんも増えていますし、大き
な問題と考えてよろしいですね。
　海老原　はい。
　池脇　局所の炎症ということなので
すけれども、その炎症の場というのは
角膜の奥のほうですよね。
　海老原　そうですね。
　池脇　それで角膜の表層にカルシウ
ムが沈着するということとどのように
リンクさせたらいいのでしょうか。
　海老原　そのメカニズムはまだよく
わかっていないのですが、どうも角膜
のpHが上がるとカルシウムが沈着し
やすいと考えられています。ですから、
何かの炎症が起きてpHが変化するこ
とによって、血中のカルシウムの高か
った人などが沈着を起こすと考えられ
ていますが、これは動物で再現するこ
とができないのです。ヒトにしかない
病気なので、その原因の解明はなかな
かわからないことが多い疾患です。
　池脇　ちょっと話が飛びますけれど
も、帯状角膜変性症で何か特定の遺伝
子とリンクしているという報告はない
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のでしょうか。
　海老原　今のところは報告はありま
せん。
　池脇　全身疾患と、頻度的にはどち
らが多いのでしょうか。
　海老原　やはり重症型になる場合は
局所の炎症のほうが多いと思います。
全身疾患から来る場合は、特に透析を
行っている方に角膜の周辺部にカルシ
ウムの沈着を認める方は多いのですが、
角膜の中央まで重症化するということ
は少ないという印象を受けています。
　池脇　どうして奥の炎症が表層に起
こるかということに関して、はっきり
わかっていないとおっしゃいましたけ
れども、そういったことも含めて、今、
わかっていることは、全身性に関して
はある程度はっきりしていると思うの
です。この疾患の原因に関して、ほか
に何か不明なところはありますか。
　海老原　まずカルシウムが沈着する
場所なのですが、その原因疾患によっ
て異なります。例えば腎不全の場合は
角膜の上皮の表層に沈着するといわれ
ています。それに対して、副甲状腺機
能亢進症などでは、上皮の基底細胞に
カルシウムが沈着するということで、
疾患によってカルシウムの沈着する場
所もちょっと違ってくるようです。そ
の理由についてはまだわかっていませ
ん。
　池脇　次に治療に関してということ
ですけれども、いかがでしょうか。

　海老原　一般に軽症で、症状のない
方の場合は経過観察です。角膜の中央
までカルシウムの沈着があるような方
に関しては外科的な治療をします。外
科的な治療のまず第一としましては、
EDTAというカルシウムのキレート
剤を使ってカルシウムを取ります。方
法は、点眼麻酔をして、上皮を剪刀で
はがしまして、そのあとにスポンジに
EDTAを湿らせて、こすって溶かしな
がら除去していきます。
　池脇　先生のお話を聞いていると、
何となく原始的な治療という気がしま
すが。
　海老原　そうですね。昔から行われ
ていますが、効果的です。
　池脇　そうやってEDTAを当ててい
る間に、どんどんカルシウムが溶け出
してくるということですね。
　海老原　はい。
　池脇　今回の質問のレーザー治療で
すが、キレートの治療がある中で、レ
ーザー治療というのはどういう役割な
のでしょうか。
　海老原　キレート剤で行う場合には、
したあとに角膜の表面がでこぼこにな
ってしまうことがあります。そうしま
すと、術後の角膜上皮の被覆が遅れた
りします。それに対して、エキシマレ
ーザーを使って、混濁している部位を
含めて角膜の表層の一部を切除する。
PTKといいまして、photo therapeutic 
keratectomyという方法なのですが、
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それをしますと切除が非常にスムーズ
にできますので、術後の角膜の上皮の
被覆もきれいにできるということです。
　池脇　どちらを選択するのか基準は
何かあるのでしょうか。
　海老原　エキシマレーザー自体が非
常に高価な機械なので、一般のクリニ
ックにはありません。大学病院とか大
きな病院でないと、そのレーザーはな
いと思います。ですから、一般病院か
ら大学病院へご紹介していただければ
ということです。
　以前はPTKには保険がきかなくて、
数十万円かかったのです。でも、今は
保険がきくようになりましたので、以
前に比べて患者さんの負担が非常に少
なくなっていますので、いい治療法だ
と考えています。
　池脇　レーザーは入院が必要ですか。
　海老原　外来で、準備を入れて30分
ぐらいで終わるのではないでしょうか。
　池脇　では日帰り手術ということで
すね。

　海老原　そうですね。
　池脇　患者さんの負担も少なくてす
むということですか。
　海老原　はい。
　池脇　キレートとPTK以外にはどん
な治療法があるのでしょう。
　海老原　もちろん、内科的な背景の
ある患者さんの場合は、カルシウムの
血中濃度を内科の先生にお願いして正
常化していただく。そうすると、その
沈着も少なくなってきます。ただ、全
くそれが全部取れるかというと、１回
沈着したものはなかなか取れないとい
うこともあります。内科的な治療と、
それでもだめなものに対しては、外科
的な治療をするということになります。
　池脇　最後に、局所性でしたら片側
性でしょうけれども、全身性の場合は
両側性に来るのでしょうか。
　海老原　そうですね。来ます。ただ、
程度の差はあります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　今回は、高齢者のメンタルヘ
ルスということで河合先生におうかが
いいたします。
　高齢者の精神障害ですが、実際のク
リニックの場面ではどういったことが
多いのでしょうか。
　河合　高齢者の心の健康が損なわれ
る原因には多くのものが認められます
が、日常臨床場面で出会う一般的なも
のとしては、まず脳の老化そのものに
起因する認知症があります。次に問題
となるものは、老年期の様々な喪失体
験に絡む抑うつ状態があります。この
２つの状態は重なり合う関係にあり、
それだけに診断および治療に難しいも
のがありますが、現実問題として、そ
の出現頻度から、日常診療場面での対
応を余儀なくされています。ですから、
仮に治療が思うように進まない場合で
も、社会で受け入れ、症状を抱えた状
態で人間らしい生活ができるように援
助することも、メンタルヘルスの大き
な課題であるわけです。
　実際のところ、これら２つの状態の

ほかに、脳機能障害である妄想状態の
出現、ほかにせん妄、興奮、徘徊症状
といった、認知症の周辺症状が加わっ
て、精神科受診を余儀なくされるケー
スも出てきます。ここで強調しておき
たいことは、日頃から認知症、抑うつ
状態がそれなりに日常診療場面で対応
できていると、その精神科受診への移
行もスムーズで、患者さんや家族の負
担もその分、軽減されるという事実が
あります。
　齊藤　こういった患者さんに対する
診療場面で、どういった点が問題にな
りますか。
　河合　一般に知的レベルの低下を伴
った認知症の患者さん、それから抑う
つ状態に陥って無気力になっている高
齢の患者さんと診療場面で向き合う場
合、治療者より人生経験豊富な方を前
にして、話を普通に切り出すことに当
然困難を感じるわけです。その際、治
療者の持つそのような気持ちを自身で
素直に認めたうえで、単に相手と話が
通じればよいという気持ちではなく、

後期高齢者を診る（Ⅲ）

昭和大学精神科講師
河　合　　眞

（聞き手　齊藤郁夫）

高齢者のメンタルヘルス
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できれば心を通わせるといった気持ち
で臨むことがコミュニケーションの極
意であるという優れた指摘があります。
私自身、常日頃、そうでありたいと思
っていますが、なかなか思うようにい
かないところがあります。
　もっとも、心を通わせるといっても、
現実には私たちのコミュニケーション
は言葉を介して行っているわけですが、
その際、自分より年上の方に向けた、
敬老の念を込めた親しみ、信頼といっ
たものを込めた話し方が要請されるの
ではないかと思います。
　齊藤　治療者にとって患者さんと向
き合うときの誠実な態度や、しっかり
受け止めるということが重要というこ
となのでしょうか。
　河合　そういうことです。ここで、
私たち精神科医が臨床場面で行ってい
る精神療法を考えてみたいと思います。
それは当然といわれるかもしれません
が、言葉は音声を介して相手に伝わる
方法であるわけで、その際、声の大き
さ、高さ、抑揚といったものが、患者
さんとのコミュニケーションの際に大
きな役割を占めているわけです。
　より具体的に述べますと、患者さん
が向けてくる情緒のこもった話しかけ
に対して、治療者は素直に驚いたり、
時には面白いと思ったりする感性で、
それを患者さんに返していきます。そ
のように驚いたり、面白いと思ったり
するから、次に話が進むことになりま

す。逆に、あたりまえだと思うと、情
を同じくする、いわゆる同情するレベ
ルで終わってしまい、真の意味での共
感するレベルに至らないわけです。
　ここでいきなり、「共感する」こと
のたいへんさについて話し始めてしま
いましたが、ここでは余計な先入観を
持たないで、全身を耳にする、感性を
研ぎ澄まして、それでいて肩の力を抜
いていくぐらいに思ってくださって結
構です。
　齊藤　日常臨床の場面ではどのよう
に行っていらっしゃるのでしょうか。
　河合　実際は非常に難しいのですけ
れども、日常診療場面で、待合室で交
わされている会話は、身体面での不具
合、家族関係から始まって、もろもろ
の愚痴を言い合っている光景が見て取
れます。これは診療場面でも展開され、
看護師や治療者とのやり取りで、寂し
い気持ちが結構満たされているといっ
たことが実はあるわけです。
　ですから、治療者は患者さんから身
体的訴えがあるときに、検査データか
ら得られる情報以外に、自ら問診、そ
れに引き続く触診、聴診といった、真
摯な診察態度が、治療環境を築き上げ
ていくうえで大きな意味を持っている
ことになります。これは見方を変えれ
ば、身体的な診察の形を取った精神療
法のようなことが、気がつかないうち
に展開されていると考えることもでき
ます。
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　もう一つ、日常診療上、注意すべき
こととして付け加えたいことは、高齢
の患者さんはいろいろな意味で心気的
訴えが多く、神経症的な要素を持って
いることです。そういう方が医療機関
を受診したときに、客観的な身体所見
が確認されないからといって、心気症
の診断のもとに「あなたは病気などで
はないですよ」と、患者さんの訴えを
全部否定してしまうのはよくないし、
反対に、訴えに応じた分、必要以上に
疾患を作り出してしまうのも、本人の
ためにはならないと思います。このよ
うな方に対しても、あたり前の診察と、
あたり前の治療というものをやってい
くことが大事です。
　齊藤　進行して、ターミナルという
ことになりますと、これはどうなので
しょうか。
　河合　高齢者のメンタルヘルスを考
えていくうえで、人間は年老いていき、
最後には死というものを受容しなけれ
ばならないことは、誰しもわかってい
るのですが、それを受容しきれずに否
定し、遠ざけたくなるのは、私たち凡
人の常です。
　ここであえてターミナルケアについ
て考えてみますと、一般に日本人に比
べて欧米の人々は、癌の末期でも言葉
に依存する傾向が強いので、認知療法
とか、言葉を主とした療法、一方、日
本人には言葉よりも音楽療法等が向い
ているのではないかという考えもあり

ます。これは直接情動に訴えていく療
法です。
　齊藤　音楽が心にしみ入ってくると
いうことなのでしょうか。
　河合　ちょっとこれはターミナルケ
アから外れるのですけれども、音楽療
法といえば、私たちがかかわってきた
老人ホームの音楽のセッションでも、
気がついてみると、いつしか締めくく
りに「夕焼け小焼け」の歌をみんなで
歌うようになりました。人生の夕暮れ
に、人はあたかも母親の待つ家へ帰る
ように、心の安らぎを求めるようにな
るのかもしれません。
　それは、精神分析でいう、人の心の
奥底にある胎内回帰の願望かもしれま
せん。仮に息子や娘たちの歌う子守歌
の中で、高齢者が幼児期体験に回帰し
て最期のときを迎えられるならば、こ
れほど安らかな終末はないといってよ
いかもしれません。
　齊藤　音楽療法は、具体的には皆さ
んで合唱ということになるのですか。
　河合　合唱もあり、いろいろな打楽
器を指揮者のもとに打ち鳴らすのもあ
り、音楽と名のつくものはすべてが許
されていいのではないかと思います。
　齊藤　認知症の方も、そういうとこ
ろに積極的に参加していただくと、生
活の質という面でよくなっていくとい
うことなのでしょうか。
　河合　私たちは年をとっていけば、
身体能力としてのADLは確実に落ちて
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いくものかもしれません。それでも、
QOLの部分において、その質を高めて
いくことで、結果的にはADLの低下も
遅くすることができるかもしれないと
いったような希望を持っております。
　齊藤　音楽療法は、薬を使わない療
法の一つとしてとても重要ということ
で先生はやっていらっしゃるわけです
ね。
　河合　薬だけが治療ではない。いろ
いろなアプローチをして、高齢者のメ
ンタルケアというものを考えていけた
らと思っております。
　齊藤　まとめていただくと、豊かな
老後というのはどういうことになりま
すか。
　河合　つまるところ、メンタルヘル
スから見た豊かな老後とは、毎日の生

活に追われないといったことでもない
し、また必ずしも社会的である必要も
ないと思います。社会に戻ることが困
難な、心の病んだ高齢者にとって大切
なことは、毎日を生きているという実
感を少しでも多く持ってもらうことだ
ろうと思います。そして、そこで治療
者のできることは、その患者さんにた
だひたすら寄り添うということに尽き
るのではないかと思っています。
　齊藤　そういう患者さんを持ったご
家族も同じような態度で行っていくと
いうことなのでしょうか。
　河合　その通りです。ご家族をも巻
き込んだ形でケアが展開していけたら
と思っております。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　原田先生、今回は高齢の方の
虚血性心疾患の特徴と対策についてお
うかがいしたいと思います。
　まず初めに、高齢の方の虚血性心疾
患の特徴みたいなものはありますか。
　原田　一般的にいわれていることは、
まず男女差があるということです。若
いときには男性が多いのですけれども、
高齢になると男女差が縮まって、むし
ろ女性が増えてきます。それから、無
痛性心筋梗塞というのが多く、基本的
に症状が出にくい。非定型的な症状な
ので、なかなか診断がつきにくいとい
うのも大きな特徴です。
　それから、普通は心筋梗塞というの
は心電図でSTが上昇するものが多い
のですけれども、一般的に高齢者は非
ST上昇型という、STが低下するかた
ちのものが多くて、その場合にはむし
ろ逆に重症であるということ。重症の
例が多いために、ショック状態である
とか、心不全などをきたしやすい。
　ほかには、一般的に認知症とか、腎
不全が合併することが多いために、な

かなか治療に難渋することが多いとい
うことがあります。
　また、発症のきっかけは若い人では
通常あまりはっきりしないことが多い
のですが、高齢者の場合には、貧血と
か、夏場の脱水とか、肺炎とかがきっ
かけになることが多いといわれていま
す。
　大西　非定型的な症状というのは、
例えば具体的にどういうものを注意し
たらよろしいでしょうか。
　原田　胸が痛いというのが定型的な
症状なのですけれども、それ以外の、
何か元気がないとか、少し言っている
ことが変だとかいったことで発症する
こともありますし、おなかの症状を訴
える方もあります。
　大西　そうしますと、案外診断が難
しい場合もあるかと思いますが、実際、
高齢の方の虚血性心疾患の診断はどの
ように進めていったらよろしいでしょ
うか。
　原田　まず、虚血性心疾患を２つに
分けますと、心筋梗塞と狭心症になり

後期高齢者を診る（Ⅲ）

東京都健康長寿医療センター内科総括部長
原　田　和　昌

（聞き手　大西　真）

高齢者虚血性心疾患の特徴と対策
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ます。どちらの場合も症状が出にくい
のですけれども、狭心症の場合には、
労作や何か負荷がかかったときに症状
が出るというのが特徴です。心筋梗塞
の場合には、例えば胸が痛ければわか
りやすいのですが、それ以外にも、血
圧や脈拍などの全身状態が、ある時期
を境にして急に悪くなるといったこと
が目安になります。
　あとは、状況証拠を積み重ねていく
のですが、危険因子といわれている、
例えば高血圧、糖尿病、タバコ、脂質
異常症、メタボ、家族歴とかといった
ものをまず踏まえて、それらが幾つあ
るかを数えます。
　そして、過去に動脈硬化の病気をし
たことがあるかどうか。例えば脳梗塞
や心筋梗塞が過去にあるとか、足の閉
塞性動脈硬化症や、腹部大動脈瘤など
を合併している人が幾つかのリスク因
子を持っている場合、あるときから急
にがくんとぐあいが悪くなったら、虚
血性心疾患を疑って、心電図をとるこ
とが一番大事です。以前のものと比較
して心電図が変化しているかどうかを
みます。
　そこまでいって、あやしいなと思っ
たら、今度は採血をして、通常はまず
白血球を見るのですけれども、最近は、
トロポニンといって、心筋から早期に
漏れ出す酵素を調べます。ほかにも
CPKなどを調べます。
　大西　先ほど心電図も時々非定型だ

というお話だったのですけれども、何
か心電図を見るに当たってポイントは
ありますか。
　原田　STが上昇するのが若い人の
パターンで、高齢者の場合はSTが下
がっていることが多いのですが、ワン
ポイントだけで見ないで、例えば症状
がはっきりしている場合には、よくニ
トログリセリンの舌下錠を使うのです
が、舌下錠を使って症状が少し改善し
たら、そのあとでもう一回心電図をと
ってみるとか、普段のかかりつけの先
生ですと、過去に心電図を１回でもと
っていれば、それと違っているかどう
かが決め手になります。
　大西　比較して変化に注目する、そ
れが重要だということですね。
　原田　はい。
　大西　トロポニンに関しては何か高
齢者の特徴みたいなものはありますか。
　原田　実際には若い人とほとんど同
じと考えてよいと思います。トロポニ
ンTとか、トロポニンIとかありますが、
最近ではラピチェックという、FABP
の診断キットが出ています。血液を採
って、１滴（150μL）落として、15分
間で結果が出ます。それぞれ上昇して
くるのはトロポニンだと発症４時間ぐ
らい、FABPの場合はもうちょっと早
いのです。ですから、より早く診断し
ようと思うと、ラピチェックを使いま
す。ただ、それが上昇する前に、最近
は救急車で来られたりするので、上が
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っていないからといって、急性心筋梗
塞と違うとは言えないのが問題です。
　大西　慎重に経時的な変化も追わな
ければいけないということですね。
　CPKなどもよく測りますけれども、
その辺の評価はいかがでしょうか。
　原田　CPKは、まず先ほどお話しし
たように、FABP、トロポニン、その
後に上昇するもので、今の時代だと、
だいたい発症から６時間以内に病院に
来られる、救急車で運ばれて来られる
ことが多いので、CPKの上昇が診断の
決め手になることは少ないです。
　実際には、一般臨床で患者さんがよ
くわからない症状で来られて、採血す
るときには、通常、型どおり、CPKと
CPKのMB分画、そしてASTとLDHを
見るのです。一般的にCPK、および
CPK-MB分画が何％かを見ます。そし
て、次にAST、LDHという順番で上昇
してきます。したがって、LDHまで上
がっていると、発症後24時間以上たっ
ていることが多くて、CPKだけ上がっ
て、ほかの酵素が上がっていないと、
比較的発症早期の急性心筋梗塞という
手順で診断を行っています。
　大西　診断がつくと、治療をいろい
ろ考えなければいけないと思うのです
けれども、高齢の方でも、インターベ
ンション等が盛んに行われるようにな
っているのでしょうか。
　原田　実際には今まで、高齢者は何
となくリスクが高いのではないかとか、

重症が多いからと敬遠されることが多
かったのですけれども、やっとエビデ
ンスや、大規模な登録研究の結果など
が、ここ２～３年の間に、海外や日本
でも出てきました。まずインターベン
ションをした場合に、超高齢者、例え
ば80歳以上で何％ぐらいの死亡率かと
いうと、だいたい５％±１％程度です。
心筋梗塞をそのまま放っておくと、実
はこの年代の人たちは20～30％亡くな
ります。
　ですから、統計上は心筋梗塞以外だ
と冠動脈インターベンションの死亡率
はもっと低いのですが、心筋梗塞でも
20～30％の死亡率を数％くらいまで下
げることができます。もちろん、若い
人は１％未満ぐらいの死亡率ですが、
最近は、基本的に若い人と高齢者と区
別しないで、インターベンション治療
をやりましょうとなってきています。
　大西　そのあたりの患者さんへの説
明も重要になってくるということです
ね。
　原田　こういったエビデンスに基づ
いた数字を用いて、普通だと何％亡く
なりますけれども、これをカテーテル
で治療すると死亡率が何％下がります
というふうに患者さんに説明してあげ
るかたちをとっています。
　大西　具体的に高齢の方のPCIの治
療の適応ですが、どういう基準で行っ
たらよろしいですか。
　原田　まず急性心筋梗塞に関しては、
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24時間以内であれば、基本的には何歳
でも行うという方針です。もちろん、
患者さんやご家族が、どうしても治療
を受けたくないということであればも
ちろん行いませんが、それ以外は基本
的に治療を行う方向でいいと思います。
しかし、問題となるのは、例えば腎臓
が悪い人に冠動脈インターベンション
をむやみに行うと、その後に慢性透析
になってしまうことがある。
　あと、認知症が進行した方に行うか
どうかということに関しては、大抵の
家族の方は「やらないでください」と
言われます。ところが、「それでもや
ってください」と言われることはある
のですけれども、われわれのところで
は治療を行う基準として、ショック状
態とか、意識のない状態でなければ、
基本的にはご本人が、ちゃんと承諾書
にサインができるということを基準に
しています。というのも100歳でも、サ
インができるレベルであれば、ちゃん
と歩いて退院できることが多いからで
す。
　慢性的な狭心症に関しては、心筋梗
塞とは適応が少し違っているのですけ
れども、狭心症の場合には、85歳まで
を一つの目安にして、見た目で85歳以

下の方には積極的に治療し、それ以上
に見える方は薬物治療中心というふう
に考えています。
　大西　最後に、高齢の方の虚血性心
疾患の管理のうえでの注意点を教えて
いただけますでしょうか。
　原田　今までは高齢者では薬に関す
るエビデンスも少なかったということ
もあるのですけれども、高齢の方も若
い方と同じように薬物療法をするべき
だと思います。例えば85歳や90歳の人
でも再発予防のための治療をするのか
という問題ですけれども、そういう人
たちにも再発予防を含む薬物治療を行
うべきだと考えています。もちろん
QOL、患者さんの生活のレベルを保つ
ことが中心なのですけれども、ACE阻
害薬とかβブロッカーといった予後を
改善する治療は、この年代の人にも有
効であることがわかっていますので、
アスピリン、スタチンなどと同様に予
後を改善する薬を入れるべきであると
考えています。
　大西　以前よりもかなり積極的に治
療していこうという時代に入ってきた
ということですね。
　原田　そうですね。
　大西　ありがとうございました。
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　齊藤　今回は、高齢者高血圧の管理
ということで、楽木先生におうかがい
いたします。
　まず、高齢者の高血圧の特徴、病態
はどうなのでしょうか。
　楽木　よくいわれることですけれど
も、収縮期が特に高くなり、拡張期は
むしろ下がってくるというのがありま
して、その結果として脈圧幅が大きく
なります。これは大動脈の硬化が進ん
でいるといったことを反映していると
言われておりまして、動脈硬化病変が
進むからこそ、収縮期高血圧のパター
ンになってきているのだろうと思いま
す。その結果として、圧受容器の反射
も低下いたしますので、起立性低血圧
が起きやすい等の問題も生じてくる。
それがいわゆる高齢者の高血圧パター
ンだというふうに考えております。
　齊藤　血圧の変動性も大きくなるの
でしょうか。
　楽木　今申し上げたとおり、圧受容
器の反射のほうが低下しているという
のが非常に大きな要因だろうと思いま

すけれども、血圧の変動性が非常に大
きくなる。末梢の動脈のところもおそ
らくリモデリング等が進んで、圧が高
くなりやすい状況を作っている。ある
いは、反射波が大きくなりやすいよう
な状況があって、ちょっとしたことで
変動してしまうという状況になるのが
高齢者の高血圧だと思います。
　齊藤　そういうことになりますと、
家庭血圧などで見ていくのもよいので
しょうか。
　楽木　明確なデータはもちろんない
のですけれども、私どもの診察の中で
も、外来で測っているよりははるかに
家庭血圧の値のほうがある程度安定し
たデータを得られる。家庭血圧も変動
があるといえばあるのですけれども、
平均値を見るという観点からいくと、
外来血圧だけよりも、家庭血圧もプラ
スしたほうが、よりその人の実際の血
圧を表しているというふうに考えてお
ります。
　齊藤　血圧の変動、それから立位に
よる変化などに注意しながら管理して

後期高齢者を診る（Ⅲ）

大阪大学老年・腎臓内科教授
楽　木　宏　実

（聞き手　齊藤郁夫）

高齢者高血圧の管理
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いくということになるわけですね。
　楽木　そうです。
　齊藤　診断として、若い人と比べて
何か特別なことはありますか。
　楽木　血管が硬くなっていることに
よって、偽性高血圧や聴診ギャップが
出るという話がありますので、最初の
診察のときには、できれば触診も入れ
て血圧を測定するといったことが必要
かと思います。それから、先ほどの話
と重なりますけれども、やはり初診時
や薬剤変更後などには起立時の血圧も
把握していくということが大事ですし、
もちろん合併症がどの程度あるかとい
ったことの評価もかなり重要になって
くる病態だと思っております。
　齊藤　高齢者になると、生活習慣病
の方の頻度も高くなるということです
ね。
　楽木　そうですね。高血圧だけでは
なくて、糖尿病、脂質異常症、あるい
は臓器障害を合併して、CKDであると
か、脳卒中とかを合併している方も増
えてきておりますので、そのあたりを
どこまで精査するかは患者さんの病歴
によっても違うと思いますけれども、
基本的には初診であれば、ひと通りの
心血管系のチェックはする必要がある
だろうと思います。
　齊藤　さて、高齢者の血圧を管理し
ていく場合に、疫学的には低ければ低
いほどよいという結果があると思うの
ですけれどもどうなのでしょうか。

　楽木　非常にたくさんの一般の方を
対象に、長期間にフォローアップをし
た調査によると、必ず低ければ低いほ
どよい。それは収縮期ですと115㎜Hg
までというデータがあります。それ以
上の血圧は、少しでも上がれば、それ
だけリスクが上がるのだということに
なるわけですけれども、これは高血圧
という範疇に入らないような人たちも
入れてのものですので、高血圧の患者
さんたちの管理目標をどこにするとい
うことにはならないだろうと思います。
あくまでも若年層と同じで、高齢者で
も血圧そのものは非常に低いところか
らでもリスクとして位置づけるべきで
あるといったことが明確になっている、
そのように私は理解しております。
　齊藤　そういった疫学的背景がある
が、治療の目標は若干異なるかもしれ
ないというお話ですけれども、EBMと
いうことで、前向き試験などで見てい
くと、今どういった状況でしょうか。
　楽木　まず治療開始をどこから行う
のかといったことに関しまして、問題
なのが、Ⅰ度高血圧のレベルだと思う
のですけれども、ここに対しての介入
試験のデータは明確なものはありませ
ん。あるのは、ガイドラインに示して
いるところでは、心肥大に対する影響
が改善されるというデータはあるので
すけれども、心血管疾患の発症を抑制
できるという明確なエビデンスはない。
これは、その人たちを対象にしたエビ
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デンスがまだ実施されていない、大規
模臨床試験が実施されていないという
ことによるものだと思います。
　ただ、いろいろなデータから考える
と、おそらく150㎜Hg以上はもちろん
治療の対象になると思いますし、140～
150㎜Hgのあたりでも、患者さんが合
併している病態を考えれば、治療を開
始すべきであろう対象がほとんどだと
思います。薬物治療が必要かどうかと
いうのが次の問題になりますけれども、
少なくとも生活習慣修正は早い段階か
ら始めていいと思います。
　160㎜Hg以上を対象にしたエビデン
スは多数ありまして、80歳以上の人で
も降圧をすることがよいということが
示されている、HYVETという試験が
ありますので、高齢になったからあま
り血圧を下げなくてもいいということ
ではなくて、しっかりと血圧を下げる
ことが重要だと考えております。
　齊藤　80歳以上の高齢者のお話があ
りましたけれども、治療によって心血
管系の合併症が減るということで、そ
ういった意味では非常にメリットが大
きいということですね。
　楽木　そうですね。心不全、脳卒中
等が確実に減るというデータもありま
すし、死亡も減らすことができるとい
うデータもあります。高齢であれば、
80歳以上であっても、150/80㎜Hg未満
というものを目標にした試験なのです
けれども、そのレベルまでは下げるべ

きであろう。先生が実施されているJ- 
BRAVE試験などでも、到達した血圧
とリスクとの関係で見ますと、80歳以
上の方でも160㎜Hg以上というのはリ
スクだというふうになっておりますし、
日本人のデータを合わせて見ても、少
なくとも150㎜Hg未満というのはかな
り高齢になっても大事な目標値ではな
いかと思っております。
　齊藤　85歳以上の人口は今日本で
300万人ぐらいいるそうですね。その
中の半分ぐらいの人が高血圧というこ
とで、どう治療していくのかが非常に
問題ですし、高齢になると心房細動な
どの頻度も高いですし、そういった意
味では血圧コントロールは重要なので
しょうね。
　楽木　いわゆる死亡であるとか脳卒
中、心筋梗塞ということだけに限ると、
なかなか見えにくいのですけれども、
実臨床ではQOL、ADLに影響を及ぼす
疾患というのは非常に大事でして、先
生がおっしゃったような心房細動、心
不全、こういうものは血圧を下げてお
かないと、非常に高率に発症してくる
というのがわかっておりますし、実臨
床でも170㎜Hgの血圧の方を放ってお
いたら悪くなるよという印象は、皆さ
んお持ちだと思います。そこを140㎜
Hg未満に下げる必要があるのかどうか
といったところは、まだ正確なエビデ
ンスはないのですが、少なくとも150
㎜Hg未満というのは大事なポイントだ
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と思っております。それ以外は、個々
の症例によって先生方の判断というも
のが入ってきてもいいのかなと思いま
す。
　齊藤　高齢患者さんの降圧薬として
は、先生はどういうものをお使いにな
りますか。
　楽木　ARB、カルシウム拮抗薬、少
量の利尿薬というものを多数使うわけ
ですけれども、エビデンスとして一番
多いといわれているのはカルシウム拮
抗薬だと思います。カルシウム拮抗薬
とARBを比較したデータでは、高齢に
なっても、ARBもしっかりした降圧効
果と、エビデンスとして予後の改善と
いうものがありますので、これは同等
に使っていいだろう。
　ただ、利尿薬をどのように使うかと
いうのは難しいのです。高齢の方で脱
水になりやすい傾向の方とか、皆さん
嫌がられるのですけれども、血圧がも
し下がらないのであれば、利尿薬を少
量入れることで確実に降圧が得られる
症例が多いですし、高齢者に限ったも
のではないのです。私どものデータで
も利尿薬をプラスしたほうが、カルシ
ウム拮抗薬の場合でも、ARBの場合で
も、予後改善によく働くのではないか
というデータを持っておりますので、
積極的に利尿薬の併用を考えたほうが
いいと考えております。
　齊藤　先生のおっしゃったのはCOPE
試験でしょうか。最近、論文化されま

したね。
　楽木　今、高齢者での解析等も行っ
ておりますけれども、やはり利尿薬の
併用というのは、カルシウム拮抗薬と
組み合わせてもいいのだというデータ
でした。脱水にならないという注意は
必要だと思うのですけれども、電解質
等を見ながら、高齢者でも積極的に使
用すべき薬剤だと思います。
　齊藤　先ほど160㎜Hg以上は困ると
いうことでしたけれども、そういった
３剤を使ってもなかなか治療に反応し
ない患者さんがいらっしゃると思うの
ですけれども、そういった場合に、先
生はどういう治療をされますか。
　楽木　治療というか、まず診断の段
階で一つ大きな問題が、二次性が入っ
ていないかどうかの確認です。それか
ら、内服に関してアドヒアランスが低
下している患者さんというのを、高齢
者の場合、時々見かけます。それは、
認知機能の低下とも相まっているので
はないかと思っておりますけれども、
お薬の追加ということの前に、お薬を
ちゃんと飲んでいただけているかどう
かといったことのチェックも非常に大
事だと思っております。
　齊藤　高齢患者さん、血圧も重要で
すけれども、その患者さん全体の像と
いうことが重要だということでしょう
か。
　楽木　そうですね。最終的にはQOL、
ADLを保つといったことが非常に重要
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な目的になりますので、その中では認
知機能であるとか、転倒の防止である
とか、そういうことも含めた血圧管理

というものが日常臨床では大事だと思
っております。
　齊藤　ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　大西　別役先生、高齢者の呼吸器疾
患についておうかがいしたいと思いま
す。
　わが国も高齢社会を迎えて、高齢者
の呼吸器疾患も増えていると思います
が、まず何といってもCOPDが重要で
はないかなと思うのですけれども、現
在、日本でCOPDの患者さんというの
は増えているのでしょうか。
　別役　高齢の方が増えるにつれて、
COPDの患者さんはたいへん増えてお
ります。ある統計によりますと、わが
国では550万人も患者さんがいらっし
ゃるのではないかと推定されているの
ですが、この中で現実に診断をされて
治療されているのは、たった17万人し
かいないということで、まだまだ潜在
的な患者さんが苦しんでいらっしゃる
と思っております。
　大西　なかなか受診されない方も多
いということではないかと思うのです
けれども、何となく息切れがするとか、
痰が出るというのを、あまり重く考え
ないということなのでしょうか。

　別役　そうですね。やはり高齢の方
ですと、運動能力が落ちてくるので、
息切れもその一つであろうとか、この
病気はほとんどがたばこを吸っていら
っしゃる方が発病されるので、長年の
たばこの影響とか、自分でも仕方がな
いというふうにあきらめてしまって、
医療機関を受診されないというのが一
つの原因であります。
　また一方で、呼吸器科ではない病院
あるいは先生方のほうでも、この病気
に対する認識がまだあまり広まってい
ないために、診断が遅れてしまうとい
うのも現実であります。
　大西　そうしますと、COPDを診断
するコツみたいなものは何かあります
か。
　別役　COPDの診断は非常に簡単で
す。スパイロメトリーを用いて呼吸機
能検査をしていただければ、１秒間に
吐く空気の量、どれぐらい早く息を吐
けるかという指標が低下してくるとい
うことで診断がつくものです。日常の
診療の中あるいは健康診断の中で、ぜ

後期高齢者を診る（Ⅲ）

慶應義塾大学呼吸器内科教授
別　役　智　子

（聞き手　大西　真）

高齢者の呼吸器疾患
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ひこの検査を取り入れていただきたい。
また、別な言い方をすると、肺年齢と
いう言葉がありまして、自分の年齢よ
りも高い年齢の呼吸機能が出ると、肺
年齢が高いというふうにいわれること
があるのですが、それらを指標にして、
この診断を早くつけていただきたいと
思っております。
　大西　診断がつくと、治療に入ると
思うのですけれども、治療の主体はま
ずは薬物療法なのでしょうか。
　別役　今のところは、進行度に応じ
て気管支の拡張剤というものが一番多
く使われております。これは病気その
ものを根本的に治す治療ではないので
すけれども、１日に１回あるいは２回、
吸入の薬を使っていただくことで、息
切れですとか、咳、痰の症状を軽減す
ることができます。また、インフルエ
ンザのワクチンですとか、肺炎球菌な
どの予防のワクチンをしていただいて、
それらの感染症を防ぐというのも非常
に重要な病気の進行を予防する治療に
なります。
　大西　理学療法的な治療もやってい
るのでしょうか。
　別役　まだまだ日本では広く行われ
ていないのですが、この病気の比較的
軽い段階から、リハビリテーション、
それも特に呼吸器に特化したリハビリ
テーションをしていただくことで、息
切れの程度を軽減するための呼吸筋力
を鍛えることができるというのがわか

っておりまして、できれば専門のリハ
ビリテーションの先生について指導を
受けながら、呼吸筋力、また下肢・上
肢筋力を使うというトレーニングをし
ていただきたいと思います。
　大西　早期に発見するということと、
そういう治療を行うということで、予
後はかなり改善してきているのでしょ
うか。
　別役　まだ長期的な予後の改善につ
いてのデータは出ておりませんけれど
も、この病気が進むと、低酸素血症に
なってまいります。そうすると、在宅
酸素療法というものをしなければなら
ないことになるのですが、これは非常
に医療費も高くなります。できれば呼
吸機能の低下を早い段階で食い止める
ということが、医療経済的にも、ご本
人のQOLの面でも非常に重要だと思い
ます。早い段階から薬物治療、リハビ
リテーションをしていただいて、呼吸
機能の低下を抑えるというのが予後を
改善するための目標です。
　大西　治療を受けるうえで、患者さ
んが普段の生活で気をつけることなど
はありますか。禁煙がまず重要なので
しょうけれども。
　別役　先生がおっしゃるとおりで、
禁煙が第一の治療です。禁煙に加えて
薬物療法、さらには栄養ですね。どう
してもこの病気が進んでくると、やせ
るという症状が出てきますので、でき
るだけ栄養をバランスよく取っていた
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だいて、適度な運動をしていただくと
いうのが大事かと思います。
　大西　COPDと並んで、肺がんも相
当高齢の方で増えてきているとうかが
っていますけれども、特に高齢の方の
肺がんの特徴はありますか。
　別役　ここ10年で肺がんの患者さん
は非常に増えておりまして、この現状
は、わが国だけではなく、世界的なも
のと思っています。1990年には肺がん
は世界の死亡原因の10位だったのです
けれども、2020年には第５位に浮上す
るといわれています。
　組織型の中でも非小細胞肺がんが非
常に増えております。また、診断をさ
れた時点で、ステージ分類上では根治
的な手術適応があっても、高齢である
こと、合併するほかの心疾患や既存の
肺疾患のために、手術療法に持ってい
けないということが、高齢者の場合の
難しい点です。また、化学療法に関し
ても、非常に副作用が強く出たりです
とか、標準的投与量で行うということ
が困難な場合もあります。
　大西　高齢の方の状態とかQOLをよ
く考えながら治療法を適切に選択して
いかなければいけないということでし
ょうか。
　別役　そのとおりです。
　大西　あとは、誤嚥性肺炎というも
のもかなり臨床の現場で問題になるか
と思いますけれども、高齢の方は非常
に起こしやすいかと思いますが、その

あたりの実情はいかがでしょうか。
　別役　この疾患も非常に増えてまい
りました。生理的な加齢現象なのでし
ょうけれども、嚥下の運動が悪くなる
ということと、それから反射が悪くな
るということで、誤嚥したことに気づ
かないまま、気管支の中に食物あるい
は唾液が入っていくというのが肺炎の
原因と考えられています。
　このような現状も、嚥下のリハビリ
テーションですとか、口腔内のケアと
いうのが大事になってくるのですけれ
ども、完全に肺炎を予防できるという
わけではありません。そういう現状を
踏まえたうえで、少しでもお口から食
べることを楽しみにしていらっしゃる
方は多いので、現場では非常に判断が
難しいことがあります。ご本人の満足
を第一優先に考えたケアが重要かと思
います。
　大西　確かに口から食べないと、な
かなか元気も出ないということがあり
ますが、一方で誤嚥性肺炎も起こしや
すくなるという、何かジレンマが現場
にあるようですけれども、そのあたり
はどのように調整していったらいいで
しょうか。
　別役　ご本人、ご家族と話し合いな
がら、最良の選択をしていくしかない
のですけれども、ご本人の意思が一番
大切であると思います。経腸栄養とか
経静脈的な栄養というのを補いながら、
少しでも長い間、口で食べるというこ
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とも残しつつというのが、われわれの
できる選択かと思っております。
　大西　実際、起きてしまった場合は
抗生剤を適切にきちんと使うというこ
とになるのでしょうか。
　別役　一定期間、抗生物質をきちん
と使うということになります。
　大西　普段そういう方々が日常生活
で気をつけないといけないという点は
何かありますか。
　別役　よく介護のところでいわれて
いるのですけれども、食事の体位です
とか、食べたあとにすぐに横にならな
いとか、小さなことではあるかもしれ
ませんけれども、重要であります。ま

た食事だけでなく、唾液、それから口
腔内の雑菌というのも原因になります
ので、こまめな口腔内ケアというのが
予防的には重要とされています。
　大西　具体的には、うがいを頻回に
行うとか。
　別役　しっかり歯磨きをしていただ
く。ご本人はなかなか自分でできない
部分も多いですので、ご家族の方、あ
るいはケアマネージャーの方が熱心に
施設などでは取り組まれているという
ところで、いい成績をあげていると思
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第56巻４月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「後期高齢者を診る」シリーズの第３回目
として、５篇を収録いたしました。
※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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　齊藤　今回は、高齢者の感染症とい
うことで、森屋先生におうかがいいた
します。
　日本人の死因の中で感染症がかなり
の頻度であるということなのでしょう
か。
　森屋　平成22年の人口動態統計、厚
生労働省のものを見ますと、約120万
人の日本人の方が１年間に亡くなられ
ていらっしゃいますが、１位が悪性新
生物、35万人程度、その次が心疾患の
18万人、その次が、実はほとんど同数、
12万人で、脳血管疾患と肺炎というよ
うになっております。その後は、不慮
の事故、老衰等の方が４万ぐらいずつ
ですので、やはり日本人の死因のビッ
グ４という中に肺炎が入っているとい
う状況です。
　齊藤　まず呼吸器の感染症というこ
とになると、インフルエンザというこ
となのですけれども、これはどうでし
ょうか。
　森屋　やはり高齢の方では、インフ
ルエンザによる感染によって、細菌性

の肺炎も合併したりということで、非
常に予後に関係するという点がありま
す。ですので、早期の診断、早期の治
療を、今、迅速キット、それから数多
くの抗ウイルス剤が開発されてきてお
りますが、やはり事前に患者さん自身
が免疫力を高めるという意味で、ワク
チンの有用性というものがまた再認識
されてきていると存じます。
　齊藤　高齢者がインフルエンザにな
ると、かなり重症化しやすいというこ
とで、それをワクチンが予防できるだ
ろうということですね。
　森屋　はい。
　齊藤　ワクチンは年１回するという
ことで、流行期の少し前にするという
ことでしょうか。
　森屋　日本の場合、１月下旬、２月
にかけての流行が多いですので、その
２カ月以上前、抗体をきちんと獲得す
る意味で、11月に入りましたらワクチ
ン接種を始めていただきたいと存じま
す。今のワクチンでは、A型のH1N1
（2009）、前回、新型インフルエンザと

後期高齢者を診る（Ⅲ）

東京大学感染制御学教授
森　屋　恭　爾

（聞き手　齊藤郁夫）

高齢者の主な感染症とその対策
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２年前にいわれたもの、それからA型
のH3N2、香港型ですね。それからB型、
その３種を組み合わせたもので供給さ
れております。高齢の方にはそれをお
勧めしたいと思います。
　齊藤　ワクチン自体は広くしたほう
がいいのでしょうけれども、特に高齢
者はする意義が高いということでしょ
うか。
　森屋　そうですね。高齢の方では、
ワクチン接種をされると死亡率が低く
なるという報告もありますので、ぜひ
とも先生方の日常診療の中でワクチン
接種に関して、特にインフルエンザは
毎年毎年お勧めいただくということは
一つ大切なことだと考えております。
　齊藤　抗インフルエンザ薬間で使い
分けはありますか。
　森屋　効果としては、それぞれ優れ
ていると思いますが、やはり患者さん
の状態に応じて選択していただく。例
えば嘔吐が激しくて内服ができない、
あるいは咳が出て吸入ができない、そ
ういういろいろな状況、逆に脱水等で
点滴するのがたいへんという場合があ
りますので、それに合わせて、点滴タ
イプのもの、吸入タイプのもの、錠剤
のものを先生方でお選びいただいて投
与し、早めのご加療が大切かと存じま
す。
　齊藤　肺炎についてはどうでしょう
か。
　森屋　今お話ししましたように、イ

ンフルエンザの感染を契機に、高齢の
方は肺気腫などを合併している方も数
多いので、より一層増悪することがあ
ります。また、それとともに、呼吸苦
とか脱水が進行していくということで、
どんどん重症化してしまうということ
があります。
　日本では、肺炎球菌とかヘモフィル
スインフルエンザ菌による細菌性の感
染が、特に肺炎球菌が重要です。進行
した肺炎に対して、日本呼吸器病学会
が非常にいいガイドラインを作成され
ていらっしゃいまして、日常、外来で
いいのか、あるいは入院等を考えるの
かということで、ADROPという一つ
の指標をお作りになっていらっしゃい
ます。
　ADROPのAはage、男性ですと70歳
以上、女性だと75歳以上、Dはdehy-
drationのDですが、BUNが21㎎/dL以
上、または明らかに脱水の所見がある。
Rはrespi rationで、呼吸時の酸素濃度、
PaO2が60トール、またはSpO2が90％、
それぞれ以下であるかどうか。Oは意
識障害で、desorien tationの有無、Pは
pressureですが、収縮期血圧が90㎜Hg
等を下回っているかどうか。
　これによって、外来、軽症、重症、
超重症等の判定を行うのですが、３点
以上ですと入院加療ということになり
ます。高齢の方は最初から１点、また
栄養状態等では常に脱水も伴って、２
点はあるということで、何らかですぐ
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入院を考えなければいけないという状
態になっていると考えております。
　齊藤　そういった意味からも、ワク
チンが非常に効果的だということでし
ょうか。
　森屋　おっしゃるとおり、なかなか
基礎疾患もおありになって、また先生
方が日常多くのいい抗菌薬をお使いに
なりますが、耐性化の問題もあります。
肺炎球菌、βラクタム系の抗菌薬、ま
たマクロライド系の抗菌薬、80％以上、
耐性が進んでいる状況もございますの
で、肺炎球菌ワクチンなども事前に患
者さんにお勧めするというのも一つ、
先生方にはお考えいただきたい方法だ
と思います。
　齊藤　65歳になったらしたらどうか
ということでしょうか。
　森屋　そうですね。一つその辺がめ
どになると思います。
　齊藤　５年間は有効と考えていいの
でしょうか。
　森屋　はい、そのように考えており
ます。
　齊藤　長寿ですので、65歳以降もま
た追加していくことになるのでしょう
か。
　森屋　今の場合ではそのようになる
と思っております。
　齊藤　消化器系の感染症はどうでし
ょうか。
　森屋　一つはノロウイルスというも
のが大きなものであります。日常なか

なかいい迅速診断も行えませんし、治
療についても、ある意味、死亡率とは
直接結びつかない場合もありますが、
脱水がひどくて、先生方もご加療に難
点を感じられることが多いと思います。
　一つ大切な点は、ノロウイルスは周
囲の患者さん、あるいはスタッフに広
がっていくという点、100個以下のウ
イルス量でどんどん感染してまいりま
すので、スタッフも患者さんも手洗い
で洗い流してウイルスの数を減らす。
あと、高齢の患者さんで、おむつの方
も多いですので、おむつの処理。それ
から、患者さんがさわったドアノブと
かトイレ、それから入浴などをされる
方では、そういう患者さんは入浴を最
後にしていただくとか、周りに広がら
ないように、医療関連施設で注意が必
要な疾患だと考えております。
　齊藤　今おっしゃったような、pre-
cautionといいますか、そういう注意
が非常に重要になってくるわけですね。
　森屋　はい。
　齊藤　いったんなると、特異的な治
療法はないということですね。
　森屋　そうですね。脱水を補整しな
がらということになっていきますので、
そういう意味では、今の段階では特異
的な治療法はありません。ただ、アメ
リカでは患者さんが多いですので、ワ
クチンの開発が進められていて、治験
のほうにも進んでいるとうかがってい
ます。
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　齊藤　腸管出血性の大腸菌はどうで
しょうか。
　森屋　2011年４月にわが国でも大き
な話題、それから６月ですか、ドイツ
を中心に腸管出血性大腸菌が話題にな
りました。日本ではO111、一方、ドイ
ツではO104H4というタイプで、ドイ
ツのものは私どももほとんど初めて聞
くわけですけれども、菌に汚染された
食べ物を生で食べることによって発症
が見られるわけですが、溶血性尿毒症
症候群を生じやすい。過去の事例など
から、日本ではベロ毒素の関係で小児
にこういう溶血性尿毒症症候群が多く
見られるわけですが、ドイツではこの
たびは中年の女性を中心に非常に見ら
れるという特徴もあります。
　日本でどの程度今後問題になってく
るかわかりませんが、βラクタム系の

抗菌薬および３世代セフェムに耐性で
ありまして、かつフロロキノロンの一
部にも耐性で、ESBL、βラクタマー
ゼの一種ですけれども、これを産生す
るということで、多くの抗菌剤が治療
に有効ではなくて、抗菌剤が限られて
いる点で、今後、日本においても高齢
者の食事等で、生ものの注意等は続け
ていっていただきたいと思っておりま
す。
　齊藤　呼吸器でもありましたが、高
齢者は脱水に弱いということで、こう
いう消化器の問題点があると、たいへ
んなことになってしまうということで
すね。
　森屋　はい。先生のおっしゃるとお
りです。そのように考えております。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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