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林田 吉川先生、まずステロイド性
胃潰瘍の基本的な考え方をお話しいた
だけますか。

吉川 最近は、薬物性の胃潰瘍とい
いますと、多くは低用量のアスピリン
を含むNSAIDs、非ステロイド性の消
炎鎮痛剤によるものになると思います。
NSAIDsによる消化性潰瘍に関しては、
多くのことが知られております。今回
は、ステロイド性胃潰瘍を含めてとい
うことなので、ステロイドによる胃潰
瘍についてお話しいたします。
初めに申し上げますが、ステロイド

剤の副作用の一つとして胃潰瘍は添付
文書に必ず記載されていますけれども、
メタアナリシスによりますと、ステロ
イドを使用している患者さんにおける
消化性潰瘍の発症は、プラセボ（対照）
と比較して有意な増加はなく、ステロ
イド単独で消化性潰瘍と消化管出血の
リスクを増加させるというエビデンス
（証拠）はありません。消化性潰瘍は
まれな合併症であって、ステロイド治
療が適用のときには禁忌と考えるべき
ではないということです。

林田 なるほど。逆にですね。

薬剤による胃潰瘍（ステロイドを含め）

昭和大学内視鏡センター長
吉 川 望 海

（聞き手 林田康男）

ステロイド性胃潰瘍についてご教示ください。
１．発症機序
２．発症予防のための制酸剤、胃粘膜保護剤の併用について

ａ．�喘息やCOPDの急性増悪のときにステロイド剤を点滴し、プレドニン�
30〜45㎎/日を10日間程度内服する場合

ｂ．�SLEや関節リウマチでプレドニン５〜10㎎/日を数年間内服する場合�
a、bの場合、制酸剤、胃粘膜保護剤をどのように併用すればよいで
しょうか。

＜広島県開業医＞
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吉川 はい。ただし、NSAIDsを併用
するときには、十分な注意が必要だと
思います。

林田 これの発症の機序はいかがで
しょうか。

吉川 ステロイドに関しましては、
仮説でしかないのですけれども、リン
脂質にエステル結合したアラキドン酸
が遊離する段階で作用するホスホリパ
ーゼA２をステロイドが阻害して胃粘
膜のプロスタグランジンが減少する。
そのために胃粘液の分泌が減少して、
胃液あるいはペプシンに対する粘膜の
抵抗性が弱まって防御作用が弱くなり、
そこにステロイドの胃酸分泌促進作用
が加わってステロイド性胃潰瘍が発症
するという仮説があります。

また、ほかの考え方といたしまして、
投与されたステロイドホルモン、ステ
ロイドホルモンというのはコレステロ
ールでもあるわけですけれども、その
一部は生理的なものとして普通は尿か
ら排泄されますが、外から投与された
ものは、多くは体の中に停滞して酸化
コレステロールになって、その酸化コ
レステロールが微小血流障害と顆粒球
の増多を起こして組織を傷害して、ス
テロイド性胃潰瘍を発症させるという
考え方もあります。

林田 例えば、ステロイドを投与す
る場合、発症予防のためのいわゆる制
酸剤だとか胃粘膜保護剤を、場合によ
っては、機械的といいましょうか、習
慣的に出してしまうのですが、これは
意味があるというふうに考えてよろし
いでしょうか。

吉川 ステロイドに関しては、今の
ところ、治療、再発予防、発症予防に
関しての信頼できるデータはありませ
ん。また、胃潰瘍に関して薬剤の予防
的な投与というのは、最近、低用量ア
スピリン投与時の潰瘍再発予防目的で、
ランソプラゾールが保険認可されてい
る以外は今のところはありません。で
すから、発症予防に関しては、NSAIDs
の併用があるとか、あるいは消化性潰
瘍の既往がある、そういうときなどは、
潰瘍リスクが高い場合になると思いま
す。

林田 今回の質問ですが、喘息や

図 NSAIDs潰瘍をおこす危険因子

確実な危険因子
①高齢
②潰瘍の既往
③糖質ステロイドの併用
④高用量あるいは複数のNSAIDs併用
⑤抗凝固療法の併用
⑥重篤な全身性疾患
⑦ピロリ菌感染

可能性のある危険因子
①喫煙
②飲酒

（日本消化器病学会：消化性潰瘍
ガイドブックより）
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COPDの急性増悪のときにステロイド
剤を点滴して、プレドニンを１日30～ 
45㎎、これを10日間程度内服する場合、
あるいはSLEや関節リウマチでプレド
ニンを１日５～10㎎、これを数年間内
服するような場合には、制酸剤、胃粘
膜保護剤は使ったほうがいいのか、ど
うかという質問なのですが、これはい
かがでしょうか。

吉川 先ほど申し上げたように、エ
ビデンスとしてはあまりない。ですか
ら、ステロイドに関しては、特に予防
投与は必要ないというデータが多い 
のです。ただ、実際にはステロイドを
投与されている患者さんというのは
NSAIDsを併用している場合も多いと
思います。

林田 多いですね。
吉川 患者さんによっては潰瘍の既

往がある方もけっこう多い。そういう
患者さんに関しては、ある程度予防投
与してもいいのではないかと考えてお
ります。その場合に参考になるのは
NSAIDs潰瘍に対する予防投与だと思
います。NSAIDs潰瘍の場合、３カ月
未満の短期投与、あるいは３カ月以上
の長期投与、いずれにおいてもプロス
タグランジン製剤、プロトンポンプイ
ンヒビター、それから高用量のH2ブロ
ッカー、高用量といいますと、だいた
い倍量ですが、これらの予防投与が有
効です。
ただ、粘膜防御薬を含めた薬剤の併

用に関してのデータはありません。た
だし、プロスタグランジン製剤は服用
回数が非常に多くなりますし、実際、
下痢などの副作用も多いということで、
現実にはあまり使用されていない場合
が多いです。

林田 制酸剤、胃粘膜保護剤の併用
ということですが、それと最近話題に
なっています、いわゆるヘリコバクタ
ーピロリ、これが酸の分泌などと関係
があろうかと思いますが、これがある
方は除菌したほうがいいのか、あるい
はヘリコバクターピロリはあまり関係
ないというふうに考えてよろしいので
しょうか。

吉川 予防投与に関して一般的に効
果があるといわれているのは、プロト
ンポンプインヒビターだと思います。
それから高用量のH2ブロッカーという
ことですけれども、最近、ファモチジ
ンが低用量のアスピリン起因性消化性
潰瘍の発症予防に有用であるというこ
とが報告されています。短期投与では、
粘膜防御剤であるレバミピド（ムコス
タ）ですが、これも効果があるという
報告もされております。
除菌に関しては、なかなか難しいと

ころですけれども、一般に上部消化管
出血既往がある、そして低用量アスピ
リンを服用するような方、そういう方
には除菌をしておいて、PPI（プロト
ポンプ阻害薬）を投与するというのは
効果があるといわれています。
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それ以外の一般的なNSAIDsに関し
ましては、NSAIDsを投与する前に除
菌することに関しては効果があります
けれども、ただ、いったん投与いたし
まして、継続投与している場合には、
治療においても、あるいは予防におい
ても、除菌はあまり効果はないという
のが一般的です。ですから、プレドニ
ンに関しても、NSAIDsを併用してい
る患者さん、あるいは潰瘍既往がある
患者さんに対しては事前に除菌してお
くという意味はあるかもしれません。

林田 そうしますと、潰瘍の既往の
ある方は要注意ということになります
が、高齢者とか、あるいは若い人、年
齢的なものに対しては何かありますか。

吉川 起こしやすいリスクファクタ
ーの一つとして高齢者は入っておりま
す。それ以外には、NSAIDsとかでし
たら量の問題、高用量であれば起こし
やすいということもあります。

林田 こういう薬剤、ステロイドあ
るいはNSAIDsを投与した場合、どの
ぐらいの割合で胃の状況といいましょ
うか、そういうものをチェックしてい
ったらよろしいですか。

吉川 期間についてはなかなか難し
いのですけれども、一般にNSAIDsに
関しても、あるいは低用量のアスピリ
ンに関しても、それからステロイドに
関しても、わりあい早期、早い時期に
起こるのではないかといわれておりま
すので、症状があれば当然ですけれど

も、症状がなくても、投与し始めの１
カ月以内に一度チェックしておくこと
は必要かもしれません。

林田 最近では高齢者の方などで、
特に動脈硬化を防ぐ意味でのいわゆる
ワーファリンみたいなものを投与され
ている方がおられると思うのですが、
そういう方の場合にはもっと気をつけ
て経過を見ていったほうがよろしいの
でしょうか。

吉川 そうですね。出血ということ
に関しましては、ワーファリン、ある
いは抗血小板薬、そういうものを投与
された方というのは、５～７倍ぐらい
出血リスクがあるといわれております。
ですから、十分な注意が必要だと思い
ます。

林田 例えば、こういう薬を投与し
ている場合に、内視鏡の検査などを検
査の中に入れていきますか。あるいは、
症状があったときに初めて入れていく
のでしょうか。

吉川 ステロイド、NSAIDsに関し
ましては、私は消化器内科なので、ど
ちらかというと検査を行う立場なので
すけれども、実際検査を依頼されるの
は呼吸器の、プレドニンを投与されて
いる喘息患者さん、あるいは膠原病で
そういうお薬を投与されている患者さ
ん、あるいは整形外科とか循環器の患
者さんが大半です。実際には皆さん、
ほとんど併用薬としてプロトンポンプ
インヒビターとか、あるいはH2ブロッ
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カーを使っているケースが非常に多い
と思います。

林田 もともと使っているというこ
とですね。

吉川 そうですね。一応添付文書に
そういうことを書いてありますので、
実際にはステロイドに関しましても、
必要がないというエビデンスがあって
も、投与されている方が圧倒的に多い
わけです。ですから、意外と内視鏡的
所見はあまりないなというのが正直な

印象です。
林田 エビデンスとしては、ステロ

イド性胃潰瘍というのはそれほど発生
に対して心配する必要はないというこ
とでよろしいですか。

吉川 そうですね。今までのデータ
を見ますと、そのように思いますし、
自分自身の経験からしても、そうでは
ないかと思われます。むしろNSAIDs
だと思います。

林田 ありがとうございました。
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山内 鈴木先生、この傍腫瘍性神経
症候群、舌をかみそうな難しい言い方
ですが、これはどういった概念のもの
なのでしょうか。

鈴木 一般的には、paraneoplastic 
syndromeと我々は呼んでいるのです
けれども、腫瘍の転移や直接浸潤によ
らず、腫瘍と密接に関連して発症する
神経疾患の総称です。免疫学的機序に
よるものと考えられております。

山内 実際によく見られるものと考
えてよろしいのでしょうか。

鈴木 いや、その頻度は全悪性腫瘍
の約１％といわれておりまして、比較
的まれな病態と考えております。

山内 どのような悪性腫瘍が原因と

して多いのでしょうか。
鈴木 頻度の多い悪性腫瘍は、肺癌、

特に肺小細胞癌です。その他にも有名
なものといたしましては、卵巣癌、乳
癌、リンパ腫などが原因となりますが、
あらゆる悪性腫瘍がこのparaneoplas-
tic syndromeの原因となると考えられ
ております。また、卵巣奇形腫、胸腺
腫など、癌以外の腫瘍も原因となると
いわれております。

山内 先ほど腫瘍の転移や直接浸潤
によらずに腫瘍と密接に関連して発症
するというお話でしたけれども、ここ
のところはメカニズム的に少し説明が
難しい感じがいたします。この詳細は
まだわかっていないと考えてよろしい

傍腫瘍性神経症候群

慶應義塾大学神経内科専任講師
鈴 木 重 明

（聞き手 山内俊一）

傍腫瘍性神経症候群についてご教示ください。
78歳男性で約１年前より左顔面にしびれが出現し、次第にその範囲が拡大し

MRI施行上著変ないといわれておりました。今般、排尿障害で当方受診され、
検査上前立腺肥大に比して病状は強く、また肝臓に広範囲の腫瘍が多発してお
りました。これらの症状は上記疾患によるものと考えてよろしいでしょうか。

＜大阪府開業医＞
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のでしょうか。
鈴木 そうですね。すべて解明され
ているわけではないのですけれども、
患者さんによっては特別な自己抗体が
存在いたしまして、その病因論、病態
などが解明されているという、部分的
には報告があります。

山内 そのあたりはあとで詳しくお
聞きするとして、まずご質問に戻りま
すが、ご質問の症例が78歳・男性で、
１年前から左の顔面にしびれが出現し、
拡大し、MRI施行で特別異常はない。
今般、排尿障害で出てきたということ
で、肝臓に広範囲の腫瘍が多発してい
るというようなバックグラウンドです。
今先生からご説明を受けた癌の中には
入っていないようですが、まず神経障
害に関して、１年前から出ている神経
症状、この発症時期等々に関していか
がですか。

鈴木 paraneoplastic syndromeの神
経症状の約60％の患者さんが、悪性腫
瘍の診断前に発症するといわれており
ます。神経症状は数カ月間かけて亜急
性に進行するのが特徴です。もちろん、
悪性腫瘍の診断の後で神経症状が出現
する場合もあり、その時期に関しては
症例によっていろいろ異なるのが実際
のところです。

山内 発症時期に関しては比較的合
っているかなという感じですね。

鈴木 そうですね。時期としては矛
盾しないと思います。

山内 次に、左の顔面のしびれです
が、これはいかがなのでしょうか。

鈴木 この症例に関して、paraneo-
plastic syndromeということを鑑別に
考えられるのは極めて重要な点だと思
います。ただ、一般的にpara neoplastic 
syndromeの症状としては、例えばもの
忘れ、記憶障害などの辺縁系脳炎、ふ
らつき、構音障害などの小脳失調、四
肢末端のしびれ、筋力低下などの末梢
神経障害、あるいはランバート・イー
トンの筋無力症候群、皮膚筋炎などが
このparaneoplastic syndromeの特徴的
な症状といわれております。したがっ
て、非常に特徴的なこういった病型に
は該当しないような印象があります。

山内 ただ、非常にバラエティに富
んでいるといいますか、症状は多彩な
わけですか。

鈴木 そうですね。悪性腫瘍も多彩
ですし、そういった臨床症状も多彩と
いうのがこの疾患の特徴だと思います。
ですから、我々も神経疾患の鑑別診断
に必ずこの傍腫瘍性症候群を念頭に置
いて医療に従事しております。

山内 常に念頭には置いておかなけ
ればならないということですね。

鈴木 そういう病態です。
山内 もう一つは排尿障害ですが、

前立腺肥大に比べて症状が強いという
ただし書きがついています。これが前
立腺肥大に関係する、ないしは、可能
性としてはこれはありうると見てよろ
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しいのでしょうか。
鈴木 可能性として考える場合、や

はり脊髄病変ですとか、あるいは末梢
性の自律神経障害による可能性を排尿
障害の原因として考えます。しかし、
一般的に排尿障害はparaneoplastic 
syndromeに特徴的な神経症状とは考
えられておりません。

山内 さて、そういったものを鑑別
するために、まずMRIということにな
るのでしょうが、このご質問の症例で
は著変がないということです。paraneo-
plastic syndromeのさらに必要な検査
となりますと、どういったものになる
でしょうか。

鈴木 まず、ご質問の症例はおそら
く頭部のMRIだと思うのですけれども、
もし脊髄病変が疑われる場合には、や
はり脊髄のMRIも追加して施行する必
要があるかと思います。ただ、注意し
なくてはいけないのは、paraneoplastic 
syndromeの場合には必ずしもMRIで
異常が見つからない場合もあります。
また、左顔面のしびれだけでなく、四
肢のしびれや感覚障害まで広がってき
た場合には、末梢神経障害の可能性が
強くなり、その場合は筋電図で伝導速
度検査が必要になってくると思います。

山内 脊髄の病変というのは、腫瘍
か何かがあるというか、何か塊が見え
るとか、そういったことなのでしょう
か。

鈴木 先ほども述べましたように、

傍腫瘍性神経症候群ということですの
で、癌があって、その抗体のターゲッ
トとしまして、脊髄の可能性もありえ
ます。これは非常に頻度も少ないので、
症例報告のみですけれども、そういっ
た可能性もあるということです。

山内 あと、原発巣、癌自体なので
すが、このご質問の症例は肝臓癌です。
これは必ずしも前立腺癌というわけで
もないようですが、このあたりに絡め
て何か診断に有用なものはありますで
しょうか。

鈴木 我々がparaneoplastic synd-
romeを疑った場合、腫瘍の原疾患、腫
瘍のスクリーニングとして行う場合は、
通常行われるように、骨盤部を含めた
全身CT、あるいは消化管検索などが
一般的に行われる検査だと思います。
ただ、近年、PETの重要性も知られて
おりまして、paraneoplastic syndrome
の腫瘍の検索には非常に有用だという
ことも報告されております。

山内 メカニズムにも絡むかもしれ
ませんが、自己抗体が原因ではないか
という説になりますと、これは診断に
利用できるのではないか、血中自己抗
体などあるのかなという話になります
が、このあたりはいかがでしょう。

鈴木 自己抗体の中では、特に抗腫
瘍抗体、Huと書くのですけれども、抗
腫瘍抗体が有名です。ただ、最近、非
常に多くの抗体が見つかってきており
まして、どの疾患でどの抗体をスクリ
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ーニングするかというのは非常に難し
い点になります。
さらに、こういった検査というのは

特定の研究機関、あるいは海外の施設
で測定する必要がありまして、簡単に
検査ができないという難点があります。
私どもの施設でも、paraneoplastic 
syndromeが疑われた症例に関して、
こういった自己抗体の検査をするかど
うかに関しては、コストもかなりかか
るという点もありまして、カンファレ
ンスを含めて十分に対象とする疾患を
検討している次第です。

山内 まだ模索中という感じでしょ
うか。

鈴木 そうですね。もう少し広くい
ろいろな抗体が測れる検査が立ち上が
ればいいと思うのですけれども、現時
点では限られた施設で、かつ症例も選
んでやっているのが実際ではないかな
と考えております。

山内 この症候群の治療ですが、こ
れはいかがですか。

鈴木 原因となる腫瘍をまず診断す
る。そして、必要に応じて、例えば腫
瘍を摘出する、あるいは化学療法を行
う、放射線療法を行うというのが、ま
ず第一の治療になるかと思います。実
際、paraneoplastic syndromeと診断さ
れた、先ほども申し上げましたが約１
％と頻度は少ないのですけれども、診
断された場合、神経症状に対しては免
疫療法を行っております。

一般的にはステロイドの治療です。
例えば、これはステロイドのパルス療
法であったり、あるいは経口のステロ
イド剤だったりするのですけれども、
そういったものを使用いたします。そ
れ以外にも、症状が重い場合、重篤な
場合は、血漿交換ですとか、大量の免
疫グロブリン、免疫抑制剤で治療する
場合もあります。

山内 自己抗体がある疾患でよく使
われる治療法が原則的には有効だとい
ってよろしいわけですね。

鈴木 はい、有効です。ただ、こう
いった治療はステロイドの副作用など
もかなり多彩なものがありますので、
やはり診断をしっかりしたうえで、
我々としても症例を選んで使っていく
ということになるかと思います。

山内 例えば、原因となっている癌
が外科的にすべてきれいに取り切れた
ときには治るものなのですか。

鈴木 肺癌あるいは卵巣癌を完全に
取り切った場合に症状がよくなるとい
うことも経験します。

山内 そうしますと、この症候群自
体は癌自体の予後にかなり依存してい
るとみてもよろしいわけですね。

鈴木 はい。悪性腫瘍の治療に対す
る予後というのが、このparaneoplastic 
syndromeには一番重要な点だと思い
ます。
一般的には、原病である悪性腫瘍の

経過というものが生命予後にも重要な
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意味を持ってくると思いますので、患
者さんにとってはそちらの治療を優先
して、我々としては追加として免疫療

法が必要かどうかというのを判断して
いるのが実際のところだと思います。

山内 ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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池脇 井上先生、強直性脊椎炎（AS）
に関して、まず概要、簡単なところか
ら教えてください。

井上 リウマチ性疾患に分類される
病気ですが、関節リウマチ（RA）の場
合は、手足の末梢の関節に初発して、
その後もそこが病態の主体となること
が多いのですが、こちらは体軸関節と
いいますか、脊柱、それから骨盤の仙
腸関節が主に侵されます。時には四肢
の関節、たとえば股関節とか膝関節、
まれに足関節や肩関節が侵されること
があります。指や趾の関節には絶対出
ないというわけでもありません。10代、

20代で、頑固な腰殿部痛を主体に全身
あちこちの痛みやこわばりから始まっ
て、だんだん脊柱や関節の運動性が低
下して、一部の重症例では最終的に全
脊柱が骨性に強直して一本の棒のよう
になるbamboo spineという状況になっ
てしまうことがある病気です。

池脇 リウマチ性疾患ということで
したが、RAとはかなり様相が異なる疾
患で、RAの場合は滑膜が炎症の場です
が、強直性脊椎炎ではどこの炎症なの
でしょうか。

井上 靱帯の骨への付着部に始まり、
その後もここが主たる炎症の場になり

強直性脊椎炎

順天堂大学整形外科・スポーツ診療科講師
井 上 久

（聞き手 池脇克則）

33歳男性、腰背部痛、股関節痛にて受診。また１カ月ほど前より微熱もある
という。はっきりとした診断もできず、NSAIDsの内服と外用剤を処方し、い
ったん帰宅した。３カ月後、再診。しだいに「上を見上げる姿勢がつらい」「和
式トイレにしゃがみにくい」などの症状が加わってきたとのことで、他院整形
外科に紹介入院となった。なかなか診断に難渋したようであるが「強直性脊椎
炎」が最終診断であった。この疾患の概要、診断のポイントなどについてご教
示ください。

＜岡山県開業医＞
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ます。つまり関節外です。要するに、
あちこち骨の出っ張った所で、そこに
圧痛が生じるのが初期の特徴です。

池脇 関節の病変とは違うというこ
とですね。

井上 そうです。X線像で骨萎縮や
破壊による骨関節の変形が見られる
RAに対して、ASではその変形は少な
く、関節をつなぐ靭帯の骨化が特徴的
です。

池脇 日本での発症頻度は、どうで
しょうか。

井上 世界でもよく知られているこ
となのですが、日本人には非常に少な
い病気でして、したがって、日本の医
師の診断能力が高いとはいえず、その
ため確定診断が遅れたり、誤診もしく
は過剰診断も多く、ASの患者さんがた
くさん埋もれていると思います。こん
な状況ですから、わが国の有病率に関
する正確な統計はほとんどなかったの
ですが、最近、診断力のあるこの分野
の専門医たちが某県の住民調査を行っ
た結果によると、その有病率は0.015～
0.025％と推察されます。

池脇 少ないですね。
井上 日本の人口を１億3,000万人と

しますと、２万～３万人前後になりま
すか。積極的な治療が不要な軽症の人
も含まれると思いますが。

池脇 遺伝に関してはどうなのでし
ょうか。

井上 これだけはよく知られている

ことですが、AS患者のほぼ９割が
HLA-B27型が陽性で、これがかなり遺
伝的浸透性がありますので、やはり遺
伝的要因は決して無視できないもので
す。家族発生率は十数％ですから、親
がASだと、子どもが６人いると１人に
出る可能性があるというように患者さ
んには話しています。ただし、ケース
によって重症度や病状経過に大きな差
があって、日常生活や社会生活に強い
支障を生じるほどになる重症例はその
うち１～２割程度だから、あまりご心
配なく……と必ず付け加えます。

池脇 患者の年齢分布はどうなので
しょうか。

井上 初発は、ほとんどが30歳前で
す。

池脇 若いですね。
井上 30歳までに８～９割が発症し

ます。96％が40歳前に発症するという
欧米の統計もあります。50歳過ぎてか
ら出たという人もいますけれども、よ
く聞いてみると、やはり10代、20代で
腰が痛かったというエピソードがある
ようです。

池脇 この病気はゆっくりと進行す
るということですから、初発時には、
この病気特有の症状、所見というのは
なかなかないのでしょうね。

井上 そうです。ですから、診断が
遅れがちになります。2010年、患者さ
んたちにアンケート調査を行ったので
すが、初発から診断までが平均9.3年で
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した。そのぐらい初期診断が難しい病
気です。

池脇 そんなにかかるのですか。ど
んな症状で始まるのですか。

井上 初発部位としては、これもア
ンケートやその他の文献によると、一
番多いのが腰背部・殿部痛で、７～８
割の人がここの痛みで初発します。坐
骨神経痛ということで初診する場合も
多く、整形外科で「腰椎椎間板ヘルニ
ア」と診断されてしまう。これが一番
多い誤診です。

池脇 整形外科の先生でも誤診して
しまう。

井上 そうです。特に成人では、MRI
を撮影すると無症候性のヘルニアが多
く見られることもあって、画像所見に
引きずられて、明確な下肢の神経学的
所見がないのにヘルニアとして手術が
なされてしまうのです。当然、治りま
せん。それから脊椎炎とはいうものの、
股、膝、足などの末梢関節炎（痛）で
初発するケースが３割ぐらいあって、
脊椎炎という病名にとらわれていると、
ついつい見逃してしまいます。末梢関
節から初発する場合もあることは覚え
ておくべきです。

池脇 質問の症例に関して、先生の
解釈をいただきたいのですが、いかが
でしょうか。

井上 ASとして典型的なケースでは
ないかと思います。ただ、腰背部痛が
本当にこのときに初発したのかどうか

がわかりません。とにかく初期は、AS
に特有な症状はなく、しかも病状の波
が激しいのが特徴ですから、実際はも
っと前から発症していたのではないか
と思います。３カ月後から上を見上げ
る姿勢がつらいと訴えておられますが、
これは主に痛みとか筋の過緊張によっ
て起こった現象だと思います。靱帯骨
化、つまり強直は年単位の長い経過で
徐々に起こるものですから、そんなに
急にくっついたわけではないと思いま
す。もしかすると、前々から動きが悪
かったけれど、痛みがないので気にな
らなかったのかもしれません。

池脇 トイレでしゃがみにくいとい
うのはどう説明されますか。

井上 これは股関節の罹患によるも
のでしょう。３～４割は股関節も罹患
します。ただし、すべてが関節強直に
至り人工関節置換術が必要になるわけ
ではありません。むしろまれです。お
そらく股関節の屈曲障害のためでしょ
う。それから歩き方が、いわゆるガニ
股になったという訴えも多いです。こ
れも初期徴候として覚えておくべきで
す。

池脇 強直性脊椎炎の痛みは、動く
と楽で、じっとしていても良くならな
いというのは、通常の腰痛とはやや違
うという理解でよろしいですか。

井上 そうですね。あまりに痛みが
激しいときとか、動き始めは確かに痛
いのでしょうが、一般的には、動いて
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いるほうが痛みが軽快し、安静では良
くならないというのが特徴です。この
ことは、この病気の診断基準にも入っ
ているほどに特徴的なことです。じっ
としていると、かえって痛みが増して
しまいます。心理的な影響もあるので
しょうけど。

池脇 先生から見ると、この症例は
典型的ということですが、専門でない
先生が診る際の要点はありますか。

井上 初期診断のコツというものを
よく聞かれるのですけれど、腰背部痛
または坐骨神経痛を頑固に繰り返す、
そしてその痛みには大きな波があると
いう40歳以下の人を見たら、ASとい
う病気を頭の隅に思い浮かべることが
大切です。痛みが強くて身動きできな
いほどだったのに、数日後にはケロッ
としてしまうというようなことがあっ
て、若年者が多いですから、周囲から
根性がないとか、怠け者と言われてし
まうことがあるのも、この病気の不幸
なところと言えます。それから、ASは
男性の病気だと思い込んでいると、女
性患者を見逃してしまいます。男女比
はだいたい３～４：１で、決して女性
もまれではないということも忘れては
なりません。
このように、ASかもしれないという
思いが頭を過れば、診断はわりと簡単
な病気といえます。思い浮かばなけれ
ばまったくわかりません。

池脇 疑った場合の検査はどうでし

ょうか。
井上 ASでは仙腸関節炎はほぼ100

％に起こりますから、仙腸関節にいろ
いろストレスを与えるテストがあって、
上から押してみたり、骨盤を横から圧
迫してみたり、これらの誘発テストを
行うと陽性、つまり痛みが生じます。
あとは、炎症の初発が靱帯の骨への付
着部ですから、あちこち骨の出っ張っ
た部位の圧痛が特徴です。多いのは大
腿骨の大転子、それからアキレス腱や
足底腱膜の付着部である踵骨、さらに
は脊椎の棘突起、腸骨稜とか、鎖骨と
か肋骨などです。要するに骨が出っ張
っているところです。
脊柱の可動域は必ず調べなければな

らないのですが、最初は伸展が悪くな
りますので、通常は前傾姿勢になり、
うつ伏せで寝るのが辛くなります。も
う少し進むと、上を見られない、上の
ものが取れない、うがいができなくな
った、後ろを振り返れず自動車の運転
が危なくなったという訴えが増えます。
首が前屈位になって伸展ができなくな
りますと、人を上目づかいで見てしま
うとか、座ったときにふんぞり返るた
めに、態度が大きいと人格的に誤解さ
れてしまいがちになります。このよう
な特殊な心理的・社会的ストレスもこ
の病気では特徴的です。
次に血液検査ですが、ASに特異的

なものはなく、CRPや赤沈値が上昇す
るくらいです。しかし、全例にみられ
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るわけではありません。そして、X線
検査で仙腸関節のびらんや硬化像、強
直像を見つけることです。正面像だけ
では誤診しますので、必ず斜位像、つ
まり仙腸関節撮影をすることが大切で
す。X線で異常が出る前に炎症所見や
微細な骨変化が出るCTやMRIも有用
です。

池脇 RAその他の病気とはだいぶ
違うなという印象なのですけれども、
結局そういった症状が出てくるのに時
間がかかるから、診断がつくまでに10
年近くかかるという難しさがあるとい
うことでしょうか。

井上 症状は出ているのですが、そ
れがこの病気のためと気がつかなかっ
たり、良くなったり悪くなったりと病
状の波が激しいために、つい本人も放
置してしまい、医師にもASがなかな
か思い浮かばずに、結局、診断が遅れ
てしまうということだと思います。

池脇 治療に関して、生物学的製剤
の適用があるというふうにうかがった
のですけれども、そのあたり、治療も
進歩しているのでしょうか。

井上 他のリウマチ性疾患と同じく
根治療法はまだないのですが、2010年、
生物学的製剤の適応が承認されてから
劇的な展開がありました。ただ、これ
とて対症療法ですし、副作用の危険性
や経済的負担には大きいものがありま
すし、やはり有効性とその持続性に限
界があることもわかってきました。治

療としては、やはりまずはNSAIDsで
す。これだけで６～７割のケースがコ
ントロール可能です。一つ大事なこと
は、RAではMTXとかSASPその他種々
のDMARDsが使われますが、これらが
ASに対して有効であるというエビデン
スはほとんどないことです。日本のリ
ウマチ医の先生方は、ASでもRAと同
じ方針で薬物療法を開始されますが、
これらはほとんど効かないということ
に留意すべきです。ただ、若年者で末
梢関節炎が主体のケースには有効な場
合がありますし、やはり有効とのエビ
デンスのないステロイドの全身投与も
有効なことはありますが……。つまり、
ASというのは有効な薬剤の選択肢が
非常に少ないということです。NSAIDs
を２種類使って、見るべき効果がなか
ったら、次は直ちに生物学的製剤をと
いわれているぐらい選択肢が少ないの
です。2010年、ASにインフリキシマブ
とアダリムマブが承認され、ここ１年
で使用例が急増していますが、確かに
効く人には非常によく効きます。学業、
仕事、結婚、趣味にと「人生これから」
という若者に多い病気ですし、根治療
法でないにしてもQOLの向上にはたい
へん有意義な薬だと思います。NSAIDs
がまったく不要になるケースも少なく
ありません。それに適応となるケース
は若年者ですから、有害事象もあまり
重いものは出ませんし、中年になると
自然に病勢が沈静化するケースが多い
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のもASの特徴ですから、人生の大切な
時期に生物学的製剤をうまく使用する
ことで、より有意義な人生を送れると
いう点からも、この薬のASに対する使
用価値は高いといえます。しかし、だ
からといって、安易に生物学的製剤を
開始してよいということではありませ
ん。副作用と経済的負担は無視できま

せんし、２割ほどには無効例もあり、
当初有効でもしだいに効きめが落ちる
ケースもあるため、次の手段も考慮し
つつ慎重に使うべき薬だと思います。
それにもかかわらず、最近、安易に使
われているケースが目につくのは残念
なことです。

池脇 ありがとうございました。
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池脇 池田先生、高齢女性の特発性
の心室細動を疑う症例ですが、どう考
えられますか。

池田 94歳の女性ということですが、
特発性心室細動というのは、一般に心
臓に器質的な病気を以前に起こしたこ
とがない人で起きる心室細動のことを
指します。通常は10～40歳代で発症す
ることが多く、年齢的には60歳未満に
対して一般には使われておりますので、
94歳ぐらいで起きますと、私どもも一
般には特発性心室細動とは言わないこ
とが多いです。

池脇 実際に、心室細動があったの
かどうかはっきりしませんが、94歳で
すと、脱水とかちょっとしたことでシ
ョックにもなりますので、二次的な不
整脈の可能性が高いのでは、と思うの

ですが。
池田 そうですね。特に高齢者の場

合は、電解質の異常、特に血清カリウ
ム値が変動したりすると起きやすくな
りますし、今、先生がおっしゃったよ
うに、ちょっと熱が出て脱水になると
か、貧血とか、そういうことでも、高
齢者では冠動脈が少し細くなっていま
すから、そこで一時的に虚血になって
不整脈が生じることもあると思います。

池脇 特発性の心室細動については
またじっくりとうかがいますけれども、
植え込み型の除細動器、ICDというこ
とになるのでしょうけれども、94歳の
女性では適応はないと考えてよろしい
ですか。

池田 今は高齢者でも非常に元気な
方がいらっしゃいますので、80歳以上

特発性心室細動のケア

東邦大学医療センター大森病院循環器内科教授
池 田 隆 徳

（聞き手 池脇克則）

94歳女性、老健施設内でショック状態となり、心音聞かれず、握りこぶしに
よる除細動等で、ほぼ回復しました。特発性心室細動を疑います（基礎心疾患
なし）が、今後のフォローはどのようにすればよいでしょうか。

＜新潟県勤務医＞
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でもゴルフをする方とか、そのように
活動性の高い方ですとICDを用いてお
ります。しかし、今回の症例は老健施
設に入られている94歳の方ということ
ですから、ICDを入れることは少しち
ゅうちょするかもしれません。

池脇 先生でしたら、この患者さん
をどう管理されますか。

池田 今回は握りこぶしの胸部叩打
で心室細動が止まったということです
ので、原因は何であろうと、心室細動
という病気がショックを引き起こした
ことには間違いありません。では次回
起きたらどうなるのかということにな
りますと、それで突然死してしまう可
能性もありますから、私でしたら、ICD
の簡易版である自動体外式除細動器、
むしろAEDと呼んだほうが聞き慣れ
ていると思いますが、これをそばに備
えておくのがいいかと思います。My 
AEDという言葉がありまして、特に高
齢者ではICDのような器械を体内に入
れたりするのに抵抗する方がいらっし
ゃいますので、自分で所有している方
がいます。第三者がすぐに使えて、か
つ手っ取り早く除細動できますので、
AEDをぜひ老健内に１台設置しておく
といいのではないかなと考えます。

池脇 この症例では、握りこぶしに
よる叩打が効果があったということな
のですけれども、前胸部の叩打法の位
置づけはどうなっているのでしょうか。

池田 以前は心肺蘇生のとき、除細

動器が近くにない場合によく行われま
した。しかし、近年は、特に高齢者は
胸部を叩打しますと、そこで肋骨が折
れて、逆にそれで肺損傷とか、場合に
よっては心臓自体も損傷したりするこ
とがありますので、あまり高齢者に対
しては積極的にやらない方向にありま
す。それよりは、マッサージを緩やか
にしながら、そして可及的速やかに電
気ショック、先ほどのAEDですね、そ
れで除細動したほうがいいのではない
かなと考えております。

池脇 改めて特発性心室細動に関し
てうかがいますが、特発性心室細動は
どう定義したらいいのでしょうか。

池田 心臓に構造的な異常がまった
くなく、それで突然心室細動が起きる。
これを私たちは一般に特発性心室細動
と呼んでおります。近年では、ブルガ
ダ症候群とか、あるいは早期再分極症
候群、別名 J 波症候群ともいわれてお
りますが、こういった疾患が特発性心
室細動の40％ぐらいを占めています。
それ以外は特徴的な原因がなく起きて
います。ただ、まったく原因がないわ
けではありませんから、先ほど言った
ように、電解質失調とか脱水とか貧血
などによって起きてくるということで
す。

池脇 ブルガダ症候群が代表的な疾
患ということですが、無症状の健診で
ブルガダ型の心電図変化を指摘される
ケースは多いですね。
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池田 そうですね。心電図だけでみ
ますと、疫学調査によれば、日本では
だいたい1,000人に１人ぐらいの確率で
ブルガダ症候群に矛盾しない患者が見
つかるといわれております。

池脇 そういったブルガダ症候群疑
いの患者さんが来られた場合、どうし
たらいいのでしょう。

池田 それが今、非常に話題になっ
ているところです。実際問題、心電図
が典型的でも、心室細動を起こす人は
10人に１人いるかいないかといわれて
います。残りの９人は生涯でまったく
問題がないということですから、リス
クの層別化が必要になります。いろい
ろな検査法がある中で、最近は一番信
憑性が高いといわれているのが、心電
図の自然変動です。どういうことかと
いいますと、ブルガダ型心電図様の波
形を呈することもあれば、まったく正
常のような心電図を呈することもある。
非常に心電図が日差、日内変動すると
いうことです。これは非常にリスクが
高いといわれております。

池脇 変動するタイプが危ないとな
りましても、例えば臨床実地の先生の
レベルでは、そう何回も心電図を撮る
わけにいかないともいえますね。

池田 専門病院では薬物負荷とか、
ちょっと難しい検査もやっているので
すが、実は非常に簡単に検査できる方
法もあります。それは私が編み出した
方法で、満腹テストと名づけておりま

す。どういう検査かというと、ブルガ
ダ症候群の心電図変化は自律神経活動
と密接に絡んでいます。特に迷走（副
交感）神経。自然なかたちで迷走神経
を一番亢進させるのは満腹です。実際
の方法としては、食事をたくさん取っ
ていただいて、最後に炭酸飲料を飲み
ます。それですごく心電図が変動する
人はハイリスクと判断します。これは
日本だけでなく、欧米でも、実地医家
の先生を中心に行われている検査の一
つです。

池脇 興味深い検査ですね。加えて、
失神の既往や家族歴も重要になってく
るわけですね。

池田 そのとおりです。また、この
病気は遺伝子病といわれていますから、
問診で身内に突然死した人がいるかど
うかをよく聴取し、過去に原因不明の
意識消失発作（失神）があったかどう
かをよく調べることも大事です。ただ、
好発年齢がありまして、一番多いのは
30代と40代です。そのため、私どもは
疑いの患者さんがいても、60歳以上の
場合は、ブルガダ症候群の心電図波形
であったとしても、ブルガダ症候群と
診断しないことのほうが多いです。

池脇 専門医に紹介する条件はどう
なりますか。

池田 比較的若くて、それで意識消
失発作があったとか、突然死の家族歴
があったとか、あるいは心電図を見て、
自然変動、先ほどの満腹テストでもい
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いですが、そのような変化があった場
合には、一度専門医にコンサルテーシ
ョンしておくのは一つの手だと思いま
す。

池脇 紹介されたら電気生理学的な
検査をやって、最終的にリスクの高い
ブルガダ症候群かどうかということを
判断するということになるわけですね。

池田 そうですね。リスクが高けれ
ば、そのときはICDによる治療が現在
確立していますから、行っています。

池脇 ICDを入れるとなっても、患
者さんがなかなか納得されないという
こともありますか。

池田 それは時々ありますけれども、
事の重大さを教えてあげるということ
が大切だと思います。かといって、リ
スクが低い人に過度に教えると、これ
は精神的に不安にさせてしまいますか
ら、その辺は慎重に対応していきたい
と思います。

池脇 ありがとうございました。
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池脇 尾崎先生、心臓弁膜症は以前
はリウマチ熱によるものが多かったの
が、最近は弁の石灰化等を伴う、いわ
ゆる動脈硬化と関連したものが増えて
きており、弁膜症の原因もだいぶ変わ
ってきたといえるでしょうか。

尾崎 そうですね。池脇先生がおっ
しゃられたように、以前はリウマチ熱
による弁膜症が多かったのです。ただ、
高齢社会とともに、動脈硬化性という
か、石灰化に伴っての大動脈弁狭窄症
が非常に増えています。年齢が高くな
ればなるほど、ある確率で出てくるの
で、非常に多い病気の一つだといって
いいと思います。

池脇 弁膜疾患の中で、大動脈弁狭
窄症が最近増えているように思うので
すけれども、どうでしょう。

尾崎 まったくそのとおりだと思い
ます。

池脇 こういったものに関して、治
療法に変化はあるのでしょうか。

尾崎 以前は、今もそうですけれど
も、人工弁による人工弁置換というの
が主流で、人工弁には大きく分けると
２つあって、１つは、僕も学生時代に
やっていましたけれども、テニスのラ
ケットとか、それからゴルフのヘッド
などと材質が同じカーボンでできてい
る機械弁という弁ですね。それから、
豚の大動脈弁とか、牛の心膜でできた
生体弁というものがあります。
どちらも一長一短があって、機械弁

というのはカーボンでできていますか
ら、非常に丈夫で、まず壊れることは
ないです。ただ、異物なので、どちら
も異物ですけれども、特に機械弁は弁
の表面に血栓という血の塊がついてし
まいます。それがはがれて飛んでいっ
てしまえば、脳梗塞などを起こしてし

心臓弁膜症手術の最近の進歩

東邦大学医療センター大橋病院心臓外科教授
尾 崎 重 之

（聞き手 池脇克則）

心臓弁膜症手術の最近の進歩についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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まいます。ですから、ワーファリンと
いう血液をさらさらにするお薬を一生
飲まなければいけない。
生体弁というのは、機械弁ほど血栓

はできないのですけれども、少なくと
も３カ月はワーファリンを飲まなけれ
ばいけない。あと、機械弁に比べると
耐久性は劣ります。どうしても生体材
料なので、石灰化を起こしてきたりと
か、弁に亀裂が入ったりとかいうこと
で、年齢にもよりますけれども、耐久
性自体は10～15年というのが一般的な
見解です。

池脇 そういった手術の背景の中で、
尾崎先生自ら開発した手術があるとい
うことで、そこをぜひお聞きしたいの
ですけれども。

尾崎 ありがとうございます。大動
脈弁というのは、皆さん、弁の構造に
ついてはあまりご存じではないでしょ
うが、僧帽弁は前尖と後尖という２枚
の弁でできています。それに腱索とい
うひもがついていて、そのひもが乳頭
筋という左心室の筋肉、そこについて、
左心室が収縮したり拡張したりする動
きに伴って、僧帽弁も開いたり閉じた
りという、非常にわかりやすい構造な
のです。
一方、大動脈弁というのは、一般的

には３枚です。右の冠動脈が出ている
右冠尖、左の冠動脈が出ている左冠尖、
それから冠動脈が出ていない無冠尖と
いう３枚の膜が出てきていて、それが

僧帽弁と違って、弁の下には何もない
のです。ですから、それをこれまで形
成する、作り直すというのは非常に困
難だといわれていて、あるドクターに
言わせると、大動脈弁というのは神様
が作った弁だと、こういう方もおられ
るので、非常に形成術というのは困難
で、一般的にはあまり行われていなか
ったのが実際なのです。
ただ、今行われている治療は人工弁

置換術です。大動脈弁の開閉は弁だけ
が開閉しているわけではありません。
上行大動脈、バルサルバ洞（大動脈基
部の膨らんだところ）左室弁輪がそれ
ぞれ連携して大動脈弁の開閉が行われ
ています。ただ、そこに人工弁が入っ
てしまうと、その動きはなくなってし
まうので、心臓と連動してということ
がなくなってしまうのです。できるだ
け機能を重視した手術というのが僕ら
の理想なので、それを行うために、自
分の心臓を包んでいる心膜、それを切
除して、あるデザインに切って、それ
を切り取った弁の弁輪部にうまく縫い
つけて、おわん型にして、弁の開閉が
スムーズにできるようにする。
そうすると、先程お話しさせていた

だいたように上行大動脈、バルサルバ
洞左室弁輪の連携を壊すことなく、よ
り機能を温存した手術ができますから、
患者さんにとってはすごく意味のある
手術になります。なおかつ、ワーファ
リンを飲む必要がないので、生活の質
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という点では非常によくなります。
池脇 心膜を使うということですけ
れども、心膜が弁として働くぐらいの
強度があるのかなとも思うのですけれ
ども、どうですか。

尾崎 それは皆さんによく聞かれる
ことですが、心膜というのは非常に丈
夫で、特に0.6％のグルタールアルデハ
イドという固定液に10分つけるだけで、
正常な大動脈弁の４倍の強度になりま
す。これは実際に早稲田大学の先生に
お願いして調べましたが、強度に問題
はありません。素材は、非常にやわら
かく、弁として機能しますし、それが
裂けることはまずありません。それだ
け丈夫な組織です。

池脇 先生が手術するときには、患
者さんの心膜のあるところをがさっと
取ってきて、そこから３枚、弁を切り
取るという感じでやって、残された穴
はどうしたらいいのですか。

尾崎 補塡しなくても基本的には問
題ないと思います。心膜は残念ながら
そのままで再生することはないのです。
ただ、心臓を守っている膜であること
は確かで、ちょうど心臓と胸骨の間に
あります。人工血管の材料であるゴア
テックスという薄い膜があるのですが、
僕らはそれを一応補塡するようにはし
ています。

池脇 この治療のメリットは、ワー
ファリンを使う必要がないことと、患
者さんにとっての侵襲度も低いという

ことでしょうか。
尾崎 そうですね。異物を使わない

というのが最大の利点で、非常に体に
優しい手術ということがいえると思い
ます。

池脇 患者さんにとって魅力的な手
術だと思うのですけれども、これは先
生が始められて、他の施設でもやって
いるのでしょうか。

尾崎 非常にいい手術だと僕自身も
思っていますので、何より患者さんに
とってすごくプラスになる手術です。
ですから、僕一人でやるのではなくて、
いろいろな先生にやっていただきたい
ので、北からいうと、札幌、仙台、都
内では幾つかできる施設もありますし、
三重とか、大分とか、そういうところ
で、最初は僕が指導に行かせていただ
いたのですけれども、僕がいなくても
手術ができるという状況になりつつあ
ります。

池脇 素晴らしいことです。次に、
僧帽弁のことについてうかがいたいの
ですけれども、治療法に進歩はありま
すか。

尾崎 大動脈弁と一緒で、以前はリ
ウマチ熱による僧帽弁狭窄症という疾
患が多かったのですけれども、今、リ
ウマチ熱という患者さんは少なくなっ
ていますから、変性による僧帽弁閉鎖
不全症、逆流症ですね、それが多くな
っています。

池脇 これに対しての治療の現状は
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どうでしょうか。
尾崎 狭窄症の場合は、先ほどの人

工弁置換が主流だったのですけれども、
いまは自分の弁を残した状態で形成す
るという、非常にQOLを重視した手術
ができるようになっています。

池脇 これに関しては、心膜を使う
ようなものはなくて、基本的には置換
よりも形成でいくという流れになって
いるということですか。

尾崎 そうですね。悪い部分を切り

取って、うまく縫い合わせて、作り直
すという形成術ですね。

池脇 手術に関しては、とことん引
っ張る、あるいは患者さんも「手術は
いいです」ということで、遅くなる傾
向があったと思うのですけれども、最
近は早期手術という方向に来ています
か。

尾崎 そのとおりだと思います。
池脇 どうもありがとうございまし

た。
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山内 小川先生、帯状疱疹後神経痛
の治療、これは昔から医師を悩ますも
のの一つですが、最近、ブロックをは
じめとしていろいろな治療法が出てき
ていますが、こういったものの影響で
減ってきているということはあるので
しょうか。

小川 それが残念ながら、あると言
いたいところなのですけれども、そう
はかばかしくないのが現実です。ただ、
発症したら、できるだけ早く抗ウイル
ス薬ですとか、あまりに痛いときには
持続的に神経ブロックをやるとか、そ
ういう治療をいたしますと、多少はそ
の後の、帯状疱疹後神経痛に移行する
割合が少なくなったり、痛みの程度が
少なくなるというデータは幾つか出て
おります。

山内 急性期の神経痛を抑えること

ができても、その後、残ってしまうの
が意外にあるということですか。

小川 そうですね。もうすでに発疹
が出たときには神経に炎症が起きてい
ますので、いわゆる神経線維が炎症で
壊されてしまっているということで、
そういう言い方は残念なことかもしれ
ませんが、時すでに遅い場合がありま
す。

山内 そうしますと、基本の病態は
神経炎という形ですか。

小川 神経炎です。
山内 全体としての頻度といいます

か、こちらのほうはいかがなのでしょ
うか。

小川 おしなべて言いますと、年間
1,000人の方に対して３～４人の方がで
きる。ただ、お年が60歳よりも70歳、
70歳の方よりも80歳の方のほうが少し

帯状疱疹後神経痛

日本大学麻酔科教授
小 川 節 郎

（聞き手 山内俊一）

帯状疱疹後神経痛の治療についてご教示ください。
（日本大学麻酔科 小川節郎先生に）

＜埼玉県勤務医＞
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多くなってまいりまして、１回帯状疱
疹ができて、６カ月後に痛みが残る方
の割合は１割～１割半ぐらいあります。

山内 それは程度が軽いものから重
いものまで含めて。

小川 そうです。痛いという訴えが
ある方ということです。

山内 帯状疱疹のできる部位は、か
なりあちらこちらありますが。

小川 そうですね。出物腫れ物、所
きらわずですね。

山内 特にここの場所は痛みが残り
やすいといったものはあるのでしょう
か。

小川 どこに出ても残りやすいので
すが、ただ、ご存じのとおり、頻度と
しましては顔面の額ですとか、それか
ら胸、そこら辺が一番多くて、そこで
残るのも一番多い。私どもが臨床で見
ていますと、そのような状況です。

山内 それはもともとできる場所も
多いということなのですね。

小川 そういうことです。
山内 どこの部位が特別残りやすい

というものもないということですか。
小川 ないですね。ただ、わきの下

のような、常に皮膚どうしがすれるよ
うな場所は、よけい痛みを感じられる
患者さんが多いです。

山内 さて、治療ですが、昔からな
かなか難治性といいますか、てこずる
ものなのですが、このあたり、最近の
知見ではいかがなのでしょう。

小川 これにつきましては、１年ほ
ど前から抗痙攣薬のプレガバリンとい
うものが出てまいりましたのが非常に
大きな福音です。世界的には110カ国
以上でずっと使われていた薬なのです
けれども、これが日本でもやっと使え
るようになったということで、これを
使い始めてから、今までのいろいろな
お薬よりはいいかなという感じはしま
す。ただ、すべての患者さんによろし
いかというと、そうでもないようです
けれども。

山内 少し明るさが見えてきた。
小川 それは言えると思います。
山内 これも抗てんかん薬ですか、

そういったものなのですね。
小川 はい。本来、ガバペンチンと

いうお薬がありましたが、それと同じ
ような系統で、カルシウムチャンネル
をブロックして痛みの伝達物質を抑え
る薬なのですけれども、抗痙攣薬とし
ても使われています。それから、日本
では幸いなことに、すべての末梢性神
経障害性疼痛という保険適用がござい
ますので、様々なそういう神経疾患の
痛みに使えるという薬です。

山内 メカニズムとしては、比較的
直接効くようなニュアンスのある薬剤
ということですね。

小川 そのとおりです。
山内 実際の使い方になりますが、

どのように使っていくのでしょうか。
小川 実は治験のときに、１錠75㎎
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を１日２回ということで始めたもので
すから、能書にもそのように書いてあ
るのですけれども、帯状疱疹後神経痛
の患者さんはお年寄りも多いというこ
ともありまして、１回75㎎ですとちょ
っと多いのではないか。というのは、
副作用としての眠気ですとか、ふらつ
き、これがけっこう出てしまいますの
で、最近では幸い25㎎錠が出ておりま
すので、まずは25㎎ぐらいから始める。
それから徐々に上げていくということ
にするとよいかと思います。

山内 比較的若い、40代、50代の方
でも、少量から使っていったほうがい
いという感じでしょうか。

小川 何日に１回かというのはまだ
明確ではありませんので、１～２週間
かけて適当な量まで上げていくという
ところですけれども、最初は少量出し
てみて様子を見るというかたちのほう
がよいかと思います。

山内 ふらふらっとしてしまうとい
うことですね。

小川 そうです。
山内 ただ、痛みというのはなるべ

く早く取りたいというのがありますね。
小川 そうですね。ただ、不思議な

ことに、高用量飲んでも、この薬を飲
み始めてから、効き出すのに約１週間
ぐらいかかるということがありますの
で、その間、医師とうまくコンタクト
しながら、医師のほうも薬のことをよ
く説明してというのが必要になるかな

と思います。
山内 いつごろまで続けるか、これ

は痛みがなくなったらやめるという性
質のものなのでしょうか。

小川 実は帯状疱疹後神経痛自体が
ゼロになるということは、はっきり申
し上げて、ないのです。これはちょっ
と言いにくいのですけれども。どの程
度で折り合いをつけるかというところ
なのですが、ただ、基本的には少しず
つ薄皮をはぐように軽くなってきます
ので、このぐらいの痛みなら日常生活
が大丈夫だ、薬もこのぐらいまで落と
しても大丈夫だというところで折り合
いをつけるというところだと思います。

山内 使い始めるタイミングになり
ますが、急性期の痛みは別の薬剤を使
って、それから移行するのでしょうか。

小川 急性期は炎症性の疼痛が一番
多くありますので、NSAIDsが第一選
択となると思います。ただ、神経障害
性疼痛の痛みの要素、例えばヒリヒリ、
ピリピリするとか、普通では痛くない
刺激が痛みを感じるというようなこと
が出てまいりましたら、比較的早期に
おいても使ってもいいと、私どもペイ
ンクリニシャンは思っております。

山内 最初から併用ということはあ
まりないのでしょうか。

小川 今のところ、ないですね。た
だ、痛みの発症機序からいいましても、
使って悪いことはありません。ただ、
保険適用上、末梢性の神経障害性疼痛
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というふうにしていただければという
ことになるかと思います。

山内 痛みの性質ですが、わーっと
痛くなって、まただんだん軽くなって、
また再発ですか、こういう波みたいな
繰り返しというものはあるのでしょう
か。

小川 帯状疱疹自体が、幸いなこと
に、だいたいほぼ１回で済む病気でご
ざいますが、帯状疱疹後神経痛は気候
の変化ですとか体調ですとか、風邪を
引かれたとか、それによってちょっと
痛みが強くなることはございます。た
だ、だからといって、病気自体が悪く
なるということではありませんので、
そこもよく医師のほうは「心配ないよ」
と、「天候が悪いんだから」というこ
とで話をすると、患者さんは安心する
のではないでしょうか。

山内 重要ですね。プレガバリンと
いう薬剤が新しく出てきたのですが、
それ以外に、例えば旧来やられた治療
法で比較的勧められるものといったら、
どういうものでしょうか。

小川 世界的にもそうなのですけれ
ども、抗うつ薬、特に三環系抗うつ薬
のアミトリプチリン、これはぜひとも、
最初にそれを使ってもよろしいですし、
プレガバリンがあまり副作用が強いよ
うでしたら、アミトリプチリンにかえ
てもよろしいと思います。これも最初
は10㎎、寝る前ぐらいから始めまして、
徐々に上げていくということ。

それと、昔からありますノイロトロ
ピンという薬がございますが、これも
現在、古い薬なのですけれども、新し
い鎮痛機序などもわかってまいりまし
て、新しくまた注目を浴びております。
これは副作用もほとんどありませんし、
これも併用、あるいは使うべき薬だろ
うと考えます。

山内 ただ、なかなかどれも長期間
の使用が難しそうな印象がありますね。

小川 おっしゃるとおりです。
山内 長期罹患の方への対策として

は何かあるのでしょうか。
小川 先ほども申し上げましたよう

に、どこで折り合いをつけるかという
ところがあります。これをやれば、楽
しいことをやっているときには痛みが
ないということもよくおっしゃってい
ただきますので、そういう方向での指
導といったら失礼かもしれませんが、
お話も必要かと思います。
もう一つ、最近の治療では医療用の

麻薬がまた注目を浴びておりまして、
最初はリン酸コデインを少量から始め
て、現在では貼り薬等も、３日に１回
ですとか、最近では１週間に１回とい
うものも出ております。実は１週間に
１回のものはまだ帯状疱疹には使えな
いのですけれども、３日に１回の貼り
薬なども、フェンタニル製剤ですが、
出ておりますので、あまり激しいとき
にはそういうものも使ってもいいかな
とも思います。
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山内 帯状疱疹は、癌とか糖尿病と
か、基礎疾患があることが多いようで
すが、先生のご印象で、そういう基礎
疾患と、残りやすいものとの関連はど
うでしょうか。

小川 やはり糖尿病のある方はちょ

っと残りやすい傾向がございます。糖
尿病自体が神経が少し障害されるとい
うことと、免疫が全体に落ちるのでし
ょうか、帯状疱疹にもなりやすいとい
うことがあります。

山内 ありがとうございました。
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林田 出月先生、まず、この患者さ
んの状態を見て、どういう病態を考え
られますか。

出月 まず、ご高齢であるというこ
とと、寝たきりであることを考えます
と、皮下腫瘍ということですが、まず
は褥瘡から始まっているということが
一番考えられるかと思います。

林田 そうしますと、褥瘡ができる
という環境、これがまず一つあるとい
うことでしょうか。

出月 そうですね。
林田 おそらくいろいろな処置をし

たり、薬を使ったりしているのでしょ
うけれども、これが非常に難治性であ
ると。その辺は何を考えたらよろしい

ですか。
出月 一つは体位交換が十分になさ

れていないということと、多剤耐性の
緑膿菌もついているということですが、
十分に洗浄がなされていない。その２
つが治りにくくなっている要因かと思
います。

林田 あとは、栄養状態とか、そう
いう基礎疾患のようなものも考慮する
必要があるのでしょうね。

出月 もちろん栄養状態、低アルブ
ミン、すなわち蛋白が低いですとか、
貧血があるということも、治りにくく
なっている原因の一つかもしれません。

林田 いわゆる病態でいいますと、
こういうものは慢性の膿皮症あるいは

褥瘡、二次感染

NTT東日本関東病院皮膚科医長
出 月 健 夫

（聞き手 林田康男）

慢性膿皮症についてご教示ください。
在宅寝たきり患者に皮下腫瘍が発症し、皮膚へ瘻孔化をきたし自然排膿を認

めております。用手搾膿を施行しておりますが、瘻孔部が潰瘍状になり、なか
なか治癒に至りません。開放膿には多剤耐性緑膿菌も検出されます。このよう
な状況での対応をご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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膿皮炎というふうに考えてよろしいの
でしょうか。

出月 名称からいいますと、褥瘡、
二次感染といったほうが適切かと思い
ます。

林田 そうしますと、褥瘡ができる
部位と、それから血流が悪い場所が多
いですよね。

出月 そうですね。
林田 その辺のところはどのように

考えたらよろしいですか。
出月 一番できます部位として、い

わゆる仙骨部、おしりの割れ目、すな
わち臀裂部の上、あるいは腸骨稜、お
しりの横、あとは大転子部、坐骨部と
いった、関節や骨が下にありまして、
とがって皮膚を押し上げてくるような
ところにできやすいかと思います。

林田 この方のように、膿の中に多
剤耐性緑膿菌、これは非常に頑固です
が、これが起こる。これに対する対策
の仕方は何かありますか。

出月 まず表面、傷の、創部の表面
だけについているのか、あるいは軟部
組織、皮膚よりも下に炎症が波及して
赤くなっているのかで対応が違うかと
思います。

林田 そうすると、まず感染巣の深
さ、広がり、それをまずとらえること
が大事ということになりますね。

出月 はい。
林田 こういう耐性菌があるかない

か、これは培養によるということでよ

ろしいのでしょうか。
出月 それでよろしいかと思います。
林田 それに対して抗生剤をチョイ

スしていく。実際にいろいろと菌を調
べられて、抗生剤を変えたりするので
しょうけれども、なかなかうまく治ら
ないのが現状かと思いますが、この辺
の治療のコツといいましょうか、その
辺をちょっと教えていただけますか。

出月 先ほど瘻孔になっているとい
うのがありましたが、傷の出口が小さ
くて、奥に向かって広がっているよう
な傷ですと、なかなか菌が減らない。
かつ、創面の治りも悪いので、やはり
一度どこか切開等ができる施設に行か
れて、傷が治りやすいかたちにする。
すなわち、瘻孔やポケットを開放する
といった処置が大切かと思います。

林田 そういう処置をして、抗生剤
を変えていく。さらにこういう環境を
つくったら感染は治りますよという何
か手段はありますか。

出月 軟部組織に炎症が起きている
ときは適切な抗生剤の投与が必要です
が、慢性期の場合は創部の表面だけに
細菌がついておりますので、毎日きち
っと洗浄を行う。こういったことが大
切かと思います。

林田 こういう方に例えば入浴をさ
せるのはいかがでしょうか。

出月 入浴は、環境、状態が許せば、
どんどん行っていただいたほうがいい
と思います。
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林田 温浴をさせて、傷をさらに刺
激するということでいいでしょうか。

出月 そうですね。血流もよくなり
ますし、温浴、シャワー、流水で洗う
というのが非常に大切だと思います。

林田 処置の一つとしてということ
ですね。

出月 はい。
林田 なるべく洗い流すほうがよろ

しいということになりますね。
出月 そうですね。
林田 実際にこういう寝たきりの方、

寝ている時間が長い方、それから高齢
者の方が多いと思いますが、こういう
方の体位変換などをするシステムとい
いましょうか、作業はあるのでしょう
か。

出月 定期的に体位交換をするとい
うのはとても大切かと思います。在宅
ですとなかなか難しいですが、一番適
切なのは２時間おきといわれています
が、２時間が無理でも、３時間程度に
一度は体位交換をする。あとは、エア
ーマット、エアーベッドを入れてあげ
ると、対応が楽になるかと思います。

林田 看護、介護のところで気をつ
けなければいけないこと、これを少し
挙げていただけますか。

出月 具体的には、まず傷の清浄化、
先ほどとダブりますが、体位交換、栄
養状態の改善ということになるかと思
います。

林田 在宅の寝たきりの方というと、

どうしても人の手が足りない。同じよ
うな環境で寝かされているというのが
まず第一の原因であると考えてよろし
いでしょうか。

出月 そうかと思います。
林田 栄養状態の把握、これも足り

ないために起こりやすい。中には、お
そらく糖尿病などもありながら、管理
されていないということもあるでしょ
うね。

出月 これも非常に多いかと思いま
す。

林田 寝たきりになるなという場合
には、あらかじめそういう病態が発生
することを考慮して、それに対する対
策を初めから取るということですね。
できれば、寝られているベッドはエア
ーマットにするとか。

出月 そうですね。
林田 実際に初期の段階、炎症を起

こしますね。このときの対応の仕方は
何かありますか。

出月 炎症を起こした場合、とにか
く皮膚がむけて潰瘍にならないように
ということなので、発赤、赤い炎症を
起こした状態を見つけたら、とにかく
体位交換をして、褥瘡がそれ以上悪く
ならないようにしていく。初期の段階
で見つける。体位交換のほかに、ずれ
の力が働くと悪くなりやすいので、ま
だ潰瘍になっていない皮膚にテープ材
などを貼って滑りをよくするというの
も予防の一つになるかと思います。
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林田 要するに、そこの当たる場所
が抵抗を受けないようにするというこ
とですね。

出月 はい。
林田 あとは、入浴などができれば。

でも、入浴のときは人の手が大変です
よね。

出月 介護保険等を使って、専門の
人にある程度かかわっていただくのが
よろしいかと思います。

林田 そして、傷の状況をしっかり
把握するということですね。

出月 はい。
林田 例えば、瘻孔があるのかどう

か、潰瘍形成はどうなっているのか、
感染はどうなっているかということを
チェックするということでしょうか。

出月 はい。
林田 膿が出ている場合には、いわ

ゆる耐性菌あるいは二次感染、どんな
菌が感染しているかということをチェ
ックすることも大事ということになり
ますか。

出月 そうかと思います。
林田 これはやはり病院に連れてい

って検査してもらう。
出月 そうですね。加えて、瘻孔部

を開放する。
林田 これは大きくばっと傷を開け

てしまってよろしいのでしょうか。

出月 ポケットは可能なかぎりきち
んと開けたほうがいいので、いったん
傷は大きくなっても、後の創収縮とか
が格段に違ってきますので、そのほう
がよろしいかと思います。

林田 例えば、入浴を行ったときに、
ブラッシングなどをするのはどうなの
でしょうか。

出月 ブラッシングもやってよろし
いと思います。石けん等も使っていい
と思います。

林田 こういう傷の方に対する禁忌
というのは何かありますか。

出月 患者さん、患者さんのご家族
は、傷をあまりさわると怖いとか、か
えってさわって、例えば石けんなどを
使うと悪くなるのではないかと思われ
る方が多いのですが、ガーゼ交換、洗
浄、交換は必ず１日１回やっていただ
く。放置しないということですね。

林田 一般の家庭の方ですと、傷の
ガーゼ交換をすると二次感染を起こす
とか、かえって怖がりますね。

出月 そうですね。
林田 そういうものが一つ傷を悪く

させていく要因でしょうね。
出月 はい。そこは十分治療してと

いうのが大切かと思います。
林田 どうもありがとうございまし

た。
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山内 鈴木先生、まず、耳が痛いと
いう訴えですが、これは耳鼻咽喉科の
先生からしてみると、比較的多い訴え
なのでしょうか。

鈴木 我々の領域ではかなり多い訴
えの一つかと思います。

山内 こういった患者さんが来られ
たときに、どういう問診になるのでし
ょうか。

鈴木 耳痛、耳が痛いといいまして
も、それだけでは漠然としていますの
で、まず部位を聞きます。耳の周辺の
部位には顎関節もありますし、耳下腺
もありますし、頸部のリンパ節なども
あるわけです。もちろん、皮膚自体も
問題になってきますが、その辺と、あ
とは耳介、外耳道、中耳というところ
がまず、直接耳痛に関係する部分とし

て思い浮かびます。
山内 耳の表面なのか、奥のほうな

のかといったあたりになるわけでしょ
うか。

鈴木 そうですね。それは非常に大
事だと思います。表面の場合ですと、
やはり表面に原因がある場合が多いで
すし、奥の場合だと、ちょっとこれは
複雑になるのですけれども、ほかの部
分からの関連痛といいますか、放散痛
の場合もあります。

山内 耳が原因のものに関しては、
患者さんの訴えている部位と疾患が存
在する場所はだいたい一致すると考え
てよろしいわけですか。

鈴木 外耳道とか耳介とか、その辺
の浅い部分はそうですけれども、中耳
にいきますと、これはちょっと難しい

耳痛症

東京医科大学耳鼻咽喉科教授
鈴 木 衞

（聞き手 山内俊一）

耳痛症についてご教示ください。
大半が女性で一側性、間欠的な痛みで、鼓膜や外耳道には異常所見がありま

せん。肩凝りや、首凝りとの関連があるのでしょうか。
＜兵庫県開業医＞
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ですね。中耳は目で見てわかる病変が
ある場合と、CTとか画像を撮らない
とわからないような、鼓膜は正常で、
奥に何か病変があるとか、そういうこ
ともありますので、一概には言えない
ですね。

山内 ご質問の先生は耳鼻咽喉科の
先生でいらっしゃるということで、耳
鼻咽喉科的なものを調べて、異常所見
がないということです。そうなります
と、いわゆる関連痛といったものも念
頭に置かなければならないということ
になりますか。

鈴木 関連痛は結構多い症状で、耳
鼻咽喉科の先生ですので、おそらく鼓
膜、外耳道以外に、鼻咽腔、鼻の奥と
か咽頭、あるいは首の触診、そういう
ところの所見も取っておられると思い
ます。咽頭あるいは頸部からの放散痛
というのは結構多いので、次にそれを
念頭に置かないといけないと思います。

山内 非専門の先生方のために、そ
このあたりをもう少し詳しく教えてい
ただきたいのですが。

鈴木 耳と一口に言いましても、耳
介、外耳道、中耳あたりに分布する神
経は、三叉神経もありますし、迷走神
経、舌咽神経、それから一部、顔面神
経とか頸神経とかもあったりするので
すけれども、のどから放散する痛みの
場合は舌咽神経あるいは迷走神経が関
係してきますので、結構それらの神経
が複雑に関連しているわけです。です

から、放散痛というのは我々もよく経
験します。

山内 のどといいますと、例えば扁
桃腺なども入ってくる。

鈴木 一番多いのは扁桃でしょうか。
我々が一番よく経験しますのは、扁桃
の手術のあと、耳が痛いという患者さ
んが結構多くて半分ぐらいいます。扁
桃からの関連痛は炎症でも起こります
し、結構多いと思います。

山内 先ほど少し述べられましたが、
首回りも腫瘍とか、そういうことでし
ょうか。

鈴木 腫瘍とか、あと炎症などがあ
って、耳のほうに放散する場合があり
ます。それから、咽頭から頸部にかけ
てはいろいろな軟骨とか骨があるわけ
です。舌骨とか甲状軟骨とか、あるい
は側頭骨周辺に茎状突起という飛び出
した長い骨があったりします。そのよ
うな骨が随分長かったり、形態変化を
きたしていたりすると神経、筋肉を圧
迫して、それが放散痛として響いてく
る場合があります。同じように、頸椎
の形態異常も、はなはだしくなれば、
そんなことを起こします。

山内 非常に多彩ということですね。
鈴木 そうですね。
山内 これはいろいろな先生に相談

しなければならないのでなかなかたい
へんですが、この先生のご質問の中に
あります肩凝り、首凝りですが、こう
いったものとの関連はいかがなのでし
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ょうか。
鈴木 これも関係がある場合がまま

ありまして、先ほど言った知覚神経が、
肩凝りがひどい場合、頸神経などが筋
肉で圧迫されて痛みの原因になること
があります。ですから、関連がある場
合が多いとはいえると思います。なぜ
か女性に多いようです。

山内 実はご質問も「大半が女性で」
となっていますが、やはり女性に多い
という印象はお持ちですか。

鈴木 耳のこういう痛み、あるいは
外耳道の搔痒感、それらを訴える人と
いうのは女性に多いという印象はあり
ます。

山内 特別女性に多い病気というよ
りも、女性がそういったあたりの知覚
に非常に過敏と考えてもよろしいので
しょうか。

鈴木 そういうことだと思います。
山内 このご質問は、「女性で」の

次に、一側性、それから間欠的という、
非常に痛みの性状としては独特のもの
が入っています。一側性の意味は大き
いのでしょうか。

鈴木 一側性というのは非常に大き
なポイントかと思います。といいます
のは、左右ある器官、目でもそうです
けれども、耳あるいは鼻腔でも、どち
らか片側に症状がいつも偏在している
というのは、そちらに何か特別な原因
があるのではないかというふうに考え
られますので、一側性というのは一つ

注意しないといけないポイントかと思
います。先ほど言いましたような器質
的な、目に見える疾患が潜んでいない
かというのをよく視診、それから画像
とかで一度は調べておく必要があると
思います。

山内 あと、間欠的な痛みというの
は独特な痛みになりますが、これはど
う見られますか。

鈴木 これは精神的な要素で間欠的
に痛みが起こってくる場合があると思
うのです。調子のいいとき、悪いとき、
精神状態がうつのとき、そうでないと
きですね。それと、先ほどの筋肉など
の関連で起こってくる場合、凝りが強
かったり、弱かったり、あるいはその
辺の循環がよかったり、悪かったりで
起こってくる場合もあるでしょう。三
叉神経痛など、あるいはほかの神経の
痙攣とかでも、精神緊張で増幅するよ
うなことがありますから、そういう何
か精神的な要因があるのかもしれませ
ん。これはそういった要因が考えられ
ます。

山内 かなり器質的なものが疑われ
る場合、一応この先生は「鼓膜や外耳
道に異常所見はありません」というこ
とでしたが、さらに専門的な精密検査
を行うことで何か見つかる可能性はあ
るのでしょうか。

鈴木 一つ申し忘れましたけれども、
顎関節が案外大事かもしれません。で
すから、顎関節を含めた精密検査は一
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度はしておく必要があると思います。
一側性というのがちょっと気になると
ころですので。

山内 耳鼻咽喉科的に、耳周辺に限
局した話になりますが、次の精密検査
というと、やはり画像診断と見てよろ
しいのでしょうか。

鈴木 ファイバースコープなどで鼻
咽腔、それから咽頭、喉頭あたりを見
られて、首の触診も一応されていると
いうことでしたら、次はおそらく画像
診断になると思います。痛みですので、
骨、軟骨の関係をざっと見るにはCT
のほうがいいでしょう。CTで、骨は
あまり異常がないけれども、軟部組織、
あるいは腫瘍性、あるいはリンパ節の
ような軟部組織の腫脹がどうもありそ
うだということになれば、MRIの検査
になるかと思います。
簡単には単純なレントゲンでも、耳、

鼻、顎関節、頸椎、あるいは舌骨の様
子などをざっと見られますので、すぐ
CTにいかなくても、単純なレ線をや
ってみられて、それでCTにいくとい
う方法でもいいと思います。

山内 最後に対処、対応ですが、原
因が見つかれば原因に対応するという
ことになりますが、見つからないよう

なケースに対応するにはどういったも
のが一番よろしいのでしょうか。

鈴木 器質的なものが見つからない
とすれば、精神神経的な対応になるか
もしれません。対症的に安定薬、ある
いはうつ傾向があれば、抗うつ薬で様
子を見てもいいかもしれません。まず
はお話をよく聞いてあげて、その背景
に何かストレスの原因になっているも
のがあるかどうか、聞いてあげるだけ
で随分楽になる人もいますので、一般
的なプライマリーケアの対処でいいか
と思います。それでも治らなければ、
精神あるいはストレス領域の専門家に
コンサルトする必要があるかもしれま
せん。更年期の方ですと、更年期障害
のようなことで婦人科にコンサルトす
る場合もあるかもしれません。
一側性ということがありますし、今

はとりあえずの検査でわからない疾患
が隠れている可能性がある、あるいは
前兆のような症状の段階かもしれませ
んので、何カ月かおいて、一度診察を
予約しておく。あるいは、患者さんに
症状に変化があったら来てもらうよう
言っておく必要はあるかと思います。

山内 どうもありがとうございまし
た。
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山内 泰地先生、このご質問にあり
ますが、最近、鼻かみが苦手な子ども
というのは増えているのでしょうか。

泰地 確かに、鼻をかめない子ども
が増えておりまして、これは原因疾患
の変遷とかかわっているということも
あるのですけれども、親または医師自
身の指導が十分なされていない場合も
あるかと思います。

山内 まず、鼻をかむということの
意味ですか、意義ですか、これからお
うかがいしたいのですが。

泰地 鼻をかむことは、鼻腔の衛生
状態と鼻呼吸を改善するという意味で
非常に重要でして、上気道感染の治療
の基本になるかと思います。

山内 そうすると、きちっとかめる
ということですが、何歳ぐらいからで
きるようになるのでしょうか。

泰地 だいたい１歳６カ月ぐらいか
ら鼻かみは可能になるかと思います。

山内 まず基本的なかみ方ですが、
どういったものが推奨されているので
しょうか。

泰地 基本的には、両手でティッシ
ュペーパーを持ちまして、片方の鼻を
指で押さえて、片方ずつかむ。両方の
鼻を一緒にかまないということが大事
です。慣れるまでは、保護者が片方の
鼻を押さえ、鼻翼を押さえてかませる
のもよいかと思います。

山内 お話を聞くと、我々として当
たり前の話の感じもしますが、そうで
もないということで、これは保護者と
か、場合によって医師もきちっと指導
しなければならないということになり
ますか。

泰地 ちょっと私事ですが、私の子

子どもの鼻かみ・口呼吸の改善法

国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科医長
泰 地 秀 信

（聞き手 山内俊一）

最近、鼻かみが苦手な子どもが増え、口呼吸がなかなか改善しません。子ど
もが受け入れやすい鼻かみの方法、口呼吸の改善策があればご教示ください。

＜岐阜県開業医＞
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どももやはり小さいときはあまり鼻を
うまくかめませんでした。それは医師
または親が指導を十分していなかった。
していないと、必要なことも伝達され
ない、そういうこともあるかと思いま
す。

山内 具体的な方法といいますと、
どういった感じになるのでしょうか。

泰地 とりあえず、鼻をかむ前に口
から息を吸う、それが最初の段階です。
その次に鼻をかむわけですけれども、
ゆっくりと少しずつかむ。強くかみ過
ぎないということが中耳炎の予防のた
めにも重要かと思います。

山内 これの原因といったものも踏
まえて、うまくかめない子どもへの指
導についてもう少し詳しくお聞きした
いのですが。

泰地 基本的な方法としまして、鼻
の呼吸が目に見えるようにする。可視
化ということがいい方法かと思います。
具体的には、まず口で息をフーッと吐
くことを教えます。その後に、ティッ
シュペーパーを２㎝ぐらいに切ったも
のを口の前にかざしまして、呼気で揺
れる、そういうことを体感していただ
きます。
次に、「口をぎゅっとしたまま、フ

ンとして」と伝えます。そうしますと、
口を閉じているので、鼻から呼気が出
ます。ティッシュペーパーをその後、
鼻の前にかざしまして、鼻かみで揺れ
たら、褒めてあげます。これで鼻水が

逆に出れば、「これがチーンだよ」と、
そういうふうに教えます。
子どもというのは、鼻汁をためて、

そんなものだと思ってしまうことがあ
ります。やはり保護者により鼻かみを
励行する、鼻をかむように勧める、そ
ういうことが大事かと思います。

山内 確かに、１歳、２歳というと、
こういったものは教えなければだめな
のかもしれませんね。鼻閉とか口呼吸
の原因ですが、これはいかがなのでし
ょうか。

泰地 鼻水、鼻づまり、口呼吸の原
因は、昔と比べて少しずつ変わってき
ています。副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症
ですが、それによるものは減っている
のですけれども、アレルギー性鼻炎、
あとアデノイド肥大（図１）と申しま
して、咽頭扁桃の肥大による鼻づまり

図１ ３歳男児、アデノイド・
扁桃肥大の顔面側面単純X-p

本例は鼻閉・鼻漏および著明な睡眠時無
呼吸が認められたが、アデノイド・扁桃
摘出により軽快した
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が増えています。
アレルギー性鼻炎でいいますと、発

症年齢はどんどん低下しておりまして、
だいたい３歳ぐらいにダニの陽性率が
急増しております。特に近年増えてい
るのはスギ花粉症でして、以前は見ら
れなかった低年齢、２歳からなるとい
うのですけれども、そういう年齢でも
発症するようになっております。
アデノイドの肥大も、昔に比べて非

常に低年齢で見られることがありまし
て、睡眠時無呼吸が著明であれば、ゼ
ロ歳代でも手術を行うこともあります。
あと、副鼻腔炎は減っているという

話をしたのですけれども、それでもや
はり重要な問題でして、特に最近は薬
剤耐性菌、抗菌薬がいろいろ繁用され
ていますので、薬剤耐性菌が増えてい
て、菌を除菌することが難しくなって
いる。そういった問題もあるかと思い
ます。

山内 アデノイドの肥大というもの
が増えているということですが、どう
いった問題が生じるのでしょうか。

泰地 アデノイドが大きいと、なか
なか鼻がかめないのです。それは指導
してもなかなか難しいことがありまし
て、鼻かみが苦手だということで来ら
れて、いびきがあるようだったら、ア
デノイド肥大というものは考えておく
べきかと思います。
あと、アデノイド肥大以外に、アレ

ルギー性鼻炎でも、ずっと鼻がたまっ

ているので、それに慣れてしまう。特
にお子さんは結構慣れてしまうもので
すから、結局かまない。そういったこ
とも起こってしまうのかと考えていま
す。

山内 結局、原因の診断と治療とい
うところが要なのでしょうけれども、
まず鼻閉、口呼吸の治療の一般的な方
針からうかがいたいのですが。

泰地 とりあえず、まず原因診断を
行って、その治療を行う、それが最も
重要かと思います。例えば、アデノイ
ド肥大が原因で、いびきとか鼻閉があ
るのでしたら、症状を治すためにはア
デノイドを切除することが必要かと思
います。あと、アレルギー性鼻炎であ
れば、薬物治療がお子さんの場合は中
心ですけれども、アレルゲンを避ける
といったことも大切です。

山内 アデノイドの切除ですが、こ
れは相当大きく切除するものなのでし
ょうか。

泰地 切除自体は10分ぐらいの手術
なのですけれども、口の中から取れま
すし、大きくといっても、それほど侵
襲のある手術には入らないかと思いま
す。

山内 次に、今出てまいりましたア
レルギー性鼻炎ですが、まず第一にア
レルゲンの除去、こちらから入らない
とだめだと思われますが、代表的な方
法から教えていただけますか。

泰地 最も多いのはハウスダストと
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ダニが原因です。ということで、その
除去なのですが、第１として掃除する
場合は排気循環式と申しまして、出し
たもの、つまり排気を吸う、また戻す、
そういう掃除機を使ったほうがいいと
いわれています。
あと、部屋の環境ですけれども、カ

ーペットとか畳はできるだけやめて、
フローリングのほうがいいといわれて
います。フローリングのほうがいいの
は、ごみが目立ちやすくて取りやすい、
そういったこともあるかと思います。
あと、部屋の湿度もできれば50％、室
温は20～25度が目標というふうにいわ
れています。
あと、ベッドの寝具も重要で、マッ

トとか布団とか枕などはダニを通さな
いものにする。あと、ペットなどもダ
ニの原因となるので、基本的には屋外
で飼う。そういったことが大事かと思
います。

山内 ペットに対する除去は難しい
かもしれませんね。あとよく聞きます
のは花粉症になりますか。

泰地 スギの花粉症も非常に増えて
いて、花粉症の場合は花粉を回避する
ということも重要です。まず第１は花
粉情報に注意する。今年は少し少ない
といわれていましたけれども、感作さ
れている人は十分気をつけたほうがい
いかと思います。あと、飛散の多い時
期は外出を控えまして、窓とか戸は閉
める。特に花粉の飛散は10～15時に多

い、日中に多いといわれているので、
その時間は注意するべきかと思います。
あと、当たり前によくいわれているこ
とですけれども、マスクを着用して、
外から帰ってきたら、うがい、洗顔を
行い、衣服をよく払う。上着は着替え
る。そういったことも大事かと思いま
す。

山内 次に、副鼻腔炎がこれに関連
すると思われますが、こちらのほうの
治療と予防についても教えていただき
たいのですが。

泰地 副鼻腔炎の治療は基本的には
抗菌薬なのでしょうけれども、あまり
それを使い過ぎると耐性菌が増えてし
まって、逆に難治化する、そういった
問題があるかと思います。やはり予防
ということも重要で、基本的な感染予
防として、まず手洗いです。食事のと
きとか、トイレの後には必ず手洗いを
行う。流水で洗って、手をきちんと、
できればペーパータオルで拭いたほう
がいいかと思います。あと、鼻をかむ
ときは、タオルなどではなくて、使い
捨てのティッシュペーパーを使って、
使った後はすぐに捨てる。
感染としては、おもちゃとかタオル

とか、そういったものから細菌が伝播
いたしますので、おもちゃは定期的に
洗浄しまして、タオルではなくて、ペ
ーパータオルで拭いたほうがいいかと
思います。

山内 最後に、最近のトピックスを
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含めて、治療についてもう少しおうか
がいしたいのですが。

泰地 鼻かみですけれども、鼻水の
排除というか、どけてあげることによ
って、病原菌とか有害物質を鼻腔にと
どめないことが非常に大事なのですけ
れども、例えば花粉症の花粉、あれは
トゲがあるのです。スギ花粉はトゲを

持っているので、鼻の粘膜にくっつい
てしまうのです。かんでも、なかなか
取れない。結局それで症状が残ってし
まうことがあるので、私どもは花粉症
とかアレルギー性鼻炎一般に、生理食
塩水で鼻を洗うことをお勧めしていま
す（表１）。洗うことによって花粉が
流れて楽になる。特にシーズンで花粉
症がひどいときは、洗浄という方法は
非常に有効かと思います。

山内 生理食塩水というのは、個人
がやって構わないということですか。

泰地 そうですね。自宅でやるよう
にお勧めしています。そういう製品も
発売されておりますし、そうでなくて
も、自宅で適当な、ある一定濃度に作
っていただければ、それでもいいかと
思います。

山内 小さいお子さんが多いという
こともありますから、あまり薬づけに
しないというのも大事なことですね。

泰地 そう思います。
山内 どうもありがとうございまし

た。

表１ 鼻炎の鼻洗浄療法（鼻うがい）

１． 200㎖のコップに食塩小さじ2/3を
入れて、浄水器を通した水で溶か
す（生理食塩水、0.9％）。水温は
お風呂の温度程度（41℃）がよい。

２． ゆっくりと片方の鼻から吸引する。
３． 洗浄水を口から出す。無理なら、
そのまま鼻から出す。

４． 市販の鼻洗浄器・洗浄剤を用いる
と簡便である。

５． ４歳以上から行えるが、４～７歳
では20㎖の注射器（針なし）で鼻
の穴から洗浄水を注入する。注入
の間は「アー」と言わせておく。
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大西 三木先生、骨粗鬆症の診断、
治療、予防についてうかがいたいと思
います。
まず、この病気はかなり最近増えて

きているのでしょうか。
三木 おそらく診断技術が進歩した
のと、診断の基準が明確にされたこと
と、それともう一つ、骨折防止効果の
証明された治療薬ができてきたので、
かなり診断を受ける人が増えてきたこ
と。また、骨折防止の重要性が認識さ
れ、住民検診が普及したため治療を受
ける人たちが増えてきた結果と思われ
ます。

大西 日本の場合、高齢化社会を迎
えて、これから非常に患者さんが増え
るような気もするのですが。

三木 そうですね。これからますま
す患者さんの数は増えていくと思いま
す。高齢化社会ですから。

大西 やはり女性がかなり多いので
しょうか。

三木 女性が圧倒的に多いですね。
大西 多くの場合、骨折が問題にな

りますね。それで、お年寄りだと寝た
きりになられたりとか、その辺が大き
な問題かなという気もするのですが。

三木 やはり寝たきり、それから介
護に要する費用というものが非常に絡
んでくる。寝たきりになると、社会も
それだけの経費を払わなければだめだ
し、介護費用もたいへん増えるという
ことで、何とか初期の段階で治療しよ
うというのが今の考えだと思います。

大西 次に、診断のポイントについ
てうかがいたいのですけれども、どの
点に注目して診断すればよろしいでし
ょうか。

三木 診断のポイントは、レントゲ
ンで脊椎が折れているか、折れていな
いか。その次は骨密度がどうかという
ことになってくると思います。なかな
か骨密度を測れないという場合は、例
えば身長の低下がどうなっているとか、
あるいは骨折歴の有無、フラックス
（Frax）というコンピュータを使った
評価方法があって、10年間の骨折リス
クがどれぐらいあるかというのも参考

後期高齢者を診る（Ⅳ）

大阪市立大学老年内科教授
三 木 隆 己

（聞き手 大西 真）

骨粗鬆症の診断・治療と予防
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になるかと思います。
大西 実際、骨密度は何か一般的な

基準みたいなものがあるのでしょうか。
三木 骨密度は、若い人、30～44歳

ぐらいの人たちの骨密度をyoung adult 
meanとして基準100％に取っています
が、それに対して70％未満であれば骨
粗鬆症と診断、70％と80％の間は骨減
少症、80％以上あれば基準内という判
定基準を用いています。したがって70
％未満の人は骨粗鬆症だという診断を
つけています。ただし、治療の対象に
なるかどうかというのは、70％と80％
の間のいわゆる骨減少症であっても、
脊椎骨折があれば骨粗鬆症と診断して
います。最近は、Fraxによる評価など
で骨折のリスクが高いというときには
積極的に治療しましょうということで、
診断基準と治療の基準との間に多少の
違いがあります。

大西 次に治療の話に移りたいので
すが、かなり薬物療法が最近進歩して
きて、考え方も相当変わってきたとい
うふうにうかがっていますが、そのあ
たりはいかがですか。

三木 今までは、補充療法といいま
すか、足らないカルシウム、あるいは
足らないビタミンDを補いましょうと
いったようなことが主だったのですが、
今は骨粗鬆症の病態に合わせた治療と
いうものが選択できるようになってき
ました。根本治療とまではいかないに
しても、かなり骨密度を増やすことで、

骨折率を減らすことができるようにな
りました。統計学的には、骨密度の減
少が大きい人ほど骨密度の増加が大き
くなりますし、骨折リスクの高い人ほ
ど治療効果の影響が大きくなります。
ただし、骨密度の増加がわずかであっ
ても骨折防止効果の大きい薬剤もあり
ます。

大西 かなりご高齢の方でも相当期
待できるというふうに考えてよろしい
のでしょうか。

三木 ６カ月ぐらい治療すると骨折
の防止効果が出てきますので、90歳と
いっても、まだまだ元気で長生きされ
ているという場合には、治療の対象に
なると思います。

大西 まず治療のタイミングといい
ますか、開始時期が問題になるかと思
うのですけれども、どのように考えた
らよろしいでしょうか。

三木 治療の開始基準は、①50歳以
上で微少外力による骨折歴があれば治
療する②骨密度が骨粗鬆症域であれば
治療する③骨減少症で骨折リスクが高
い場合には治療する、３つが勧められ
ています。骨折のリスクとしては親の
大腿近位部骨折歴、ステロイドホルモ
ンなどが重要な因子ですが、75歳以下
であればFraxで求めた10年間の骨折リ
スクが15％以上であれば、治療を勧め
てはどうかという案も示されています。
ただ、開業されている先生方の間で

は、積極的に治療していこうという考
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えの先生と、まあ年だから、もう少し
先送りしようという考えと、様々です。
今の医療訴訟時代を考えると、患者さ
んが骨粗鬆症骨折に不安が強い場合に
は、積極的に治療する方針が好ましい
と考えます。

大西 従来のビタミンDとかカルシ
ウムの補充療法にかわって、新しい薬
といいますと、どういったタイプのも
のが今後出てくるのでしょうか。

三木 今まで、骨折防止効果に対す
るエビデンスのあるビスホスホネート
という薬が主流でした。この薬は骨の
吸収を抑える、つまり骨が壊れないよ
うにする強力な薬ですが、骨の形成が
二次的に抑えられるため、骨が増える
のにはどうしても限界があったのです。
ところが、テリパラチドという副甲

状腺ホルモンを投与して、血中のPTH
のレベル（副甲状腺レベル）を短時間
増加すると、骨形成が増え骨密度が増
え骨強度が高まるということで、従来
になかったようなタイプの薬が出てき
ました。これは骨折のリスクを減らし
てくれる新しいタイプの治療薬です。
もう一つは、今までビタミンDとい

うのはカルシウムを補うだけという考
えが世界的にありました。ただ日本で
はビタミンDは骨粗鬆症に有効であり、
単に血中カルシウムを補うだけではな
いのだと言っていました。今回出てき
た新しいタイプのビタミンDは、ビタ
ミンD不足のない状態にした骨粗鬆症

患者さんの骨折率を有意に抑制します。
特に、橈骨の骨折は７割ぐらい減りま
す。そういう新しいタイプのビタミン
Dがわが国で発売されました。ですか
ら、かなり骨粗鬆症に対する武器が増
えてきたということがいえると思いま
す。

大西 先ほどの副甲状腺のホルモン
ですか、それは注射タイプの薬なので
しょうか。

三木 これまで保険で認められてい
たのは、毎日、自己注射をする必要が
ありました。まるで糖尿病のインスリ
ン治療と同じようなことをやるという
ことで、抵抗があるのですが、針が非
常に細いので、骨粗鬆症の中でも重症
の患者さんに勧めてみると、最初は抵
抗されるのですけれども、１回打って
みたら、「ああ、これだったら打てま
すね」という方が大部分です。

大西 今はどのくらいの間隔で注射
するのでしょうか。

三木 注射を毎日というのは大変で
したが、最近、週１回のタイプのもの
が保険で認められました。

大西 かなりまだ高額だというふう
にうかがっていますけれども。

三木 そうですね。実費ですと月５ 
万円余りかかります。したがって、誰
でもというわけにはいかなくて、重症
の骨粗鬆症の人に対しては適応がある
というふうになっています。

大西 その薬と、ビタミンDの新し
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い薬を併用する形になるのでしょうか。
あるいは、単剤とか。

三木 今のところは、副甲状腺ホル
モンと新しいタイプのビタミンDの併
用療法が有効であるとの証明がなく、
健康保険的には認められないと考えま
す。作用機序から考えると、血中カル
シウム濃度が高くなる可能性があり、
注意が必要です。

大西 いろいろな新しい武器が出て
きたので、やはり積極的に治療してい
ったほうがいいということですね。

三木 そうですね。開業されている
先生で非常に積極的に治療されている
方は、比較的軽くても治療するのだと
いう先生がおられます。しかし、骨が
折れるのではないかというほど、骨密
度が下がっていても、年のせいだから、
もうちょっと様子を見ましょうという
先生方もおられます。少なくとも骨折
歴がある、あるいは骨密度が骨粗鬆症
域の中でもかなり低い場合は積極的に
治療すべきだと考えます。

大西 最後に予防の話を少しうかが
いたいのですけれども、何か普段の生
活とか、いろいろな習慣で気をつけた
ほうがいいことはありますか。

三木 骨粗鬆症の基本というのは、
運動です。しかも、高齢者が多いです

から、できるだけ軽めの運動で、例え
ば息がちょっと弾む程度の運動で、で
きるだけ毎日、少なくとも週３回ぐら
いはやりましょうというのが一つ。そ
れから食べ物、できるだけカルシウム
の多いものを摂りましょう。今はカル
シウムを一生懸命取っている人が多い
ですね、マスコミの影響もあって。
それと、もう一つ大事なのは、やは

り転倒の防止ということが非常に大事
で、骨粗鬆症の治療をしていていくら
骨密度を一生懸命増やしていても、転
倒してしまうと骨折リスクが高くなり
ます。転倒しないようにするには、例
えば、家の中でいろいろ散らかったも
のがあるとき、整理することが大切で
すし、靴は、すべり止めの付いたよう
な、例えば運動靴にすることも骨折防
止には重要です。

大西 あとは、喫煙などもあまりよ
くないのでしょうか。

三木 喫煙が尿のカルシウムを増や
すといわれていますので、避けたほう
がいいです。しかし、お年寄りにとっ
ては一つの趣味というか、生きがいか
もしれませんので、そこまで制限する
必要はないと思います。今、十分いい
薬がありますので。

大西 ありがとうございました。
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大西 横手先生、高齢者の脂質異常
症の管理ということで、お話をうかが
いたいと思います。
ひと口に高齢者といいましても、年

齢によっていろいろあるかと思うので
すけれども、ガイドライン等ではどの
ような年齢分けで対処したらよいので
しょうか。

横手 日本の人口の２割以上を高齢
者が占めるようになって久しいわけで
すけれども、高齢者とひと口にいって
も、70歳前の方から、90何歳という方
もいらっしゃいます。今の動脈硬化学
会で脂質異常症を管理するうえでは、
65歳以上75歳未満、前期高齢者と呼ば
れますけれども、そういう方々は、65
歳未満の青壮年の方とまったく同じ扱
いでリスクを考え、治療介入するとい
うスタンスになっています。
一方、75歳以上の後期高齢者、ある

いは80歳、90歳以上の超高齢者といわ
れる方については、今まさにエビデン
スが揃いつつあるところですけれども、
必ず高脂血症が悪い、それを治療すれ

ばよいということはまだ確立していま
せんので、その方がどれぐらい元気で
社会活動性があるかとか、あるいは他
のリスクとの兼ね合いで、個別に主治
医の判断が最も重視されるというガイ
ダンスになっています。

大西 ご高齢の方のADLなどを含む
心身の健康状態をいろいろ考慮して、
治療の必要性みたいなものを検討しな
ければいけないということになるので
すね。

横手 そういうことだと思います。
特に、高齢者の方というのは若い人に
比べてバリエーションが非常にありま
すから、社会的にも活躍されている方、
あるいはほぼ寝たきりの方、同じよう
に薬で治療するのがよいのかというの
は考えていくべきところだと思います。

大西 活動性も、非常に高い方から
低い方まで、幾つかあると思いますけ
れども、その方々の例えばコレステロ
ール値と冠動脈疾患の発症率の関係な
ども、いろいろ違ってくるわけですね。

横手 そう思います。

後期高齢者を診る（Ⅳ）

千葉大学細胞治療内科学講座教授
横 手 幸太郎

（聞き手 大西 真）

高齢者における脂質異常症管理
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大西 活動性の高い方でコレステロ
ールが高ければ心疾患のリスクも高い。
あるいは、低い方だと、逆に少し低め
というような傾向もあるのでしょうか。

横手 非常に機能的に落ちてしまっ
ている方の場合は、ほかにもいろいろ
な問題を抱えていることがあります。
コレステロール、動脈硬化以外で、生
活、生命に危険がある場合、あまりコ
レステロールに強く介入しても、大き
な効果が見込めない場合があると思う
のです。そういう兼ね合いの重みづけ
も必要かなと思います。

大西 海外の報告とか、国内のいろ
いろな報告がなされていますけれども、
治療の意義があるのだというスタディ
もあれば、あまり高くないのだという
報告もいろいろあると思いますけれど
も、その辺はいかがでしょうか。

横手 おしなべて、たくさんのデー
タをメタ解析すると、65歳以下であっ
ても、65歳以上であっても、あるいは
75歳以上であっても、差はなく、高
LDLコレステロール血症を例えばスタ
チンで低下させると動脈硬化イベント
を防げる。決して、癌が増えたり、悪
いことは増えないのだ、そういうこと
はないのだと。安全で、動脈硬化を減
らせるというエビデンスは確立してい
るようなのですけれども、あくまでそ
れはマススタディの面でありますから、
個別に一人ひとりのバリエーションの
大きいご高齢の方を診た場合に、果た

してすべてに効果があるかというのは、
これからの課題だと思います。

大西 実際、ご高齢の方の脂質異常
症の治療をどのように進めていくかと
いうことをいろいろうかがいたいので
すが、ご高齢の方といいましても、や
はり生活習慣の改善を図るということ
が基本にはなるのでしょうか。

横手 おっしゃるとおりです。生活
習慣の改善、特に食事療法、運動療法、
たばこを吸われている方は禁煙という
ことになると思います。
ただ、ご高齢の方の場合、長い間、

身についた食習慣というものがありま
すので、それを無理やり変えて、せっ
かく楽しく生活されているところの
QOLが落ちてしまうというのは避けな
ければいけませんし、案外食事で強く
介入しても、さほど影響がない場合も
あると思うのです。
それに対して、運動、特に筋力を維

持するような運動というのは、ご高齢
の方の場合、代謝をよくしますし、ま
た、さらに運動をしやすくしたり、イ
ンスリンの感受性をよくしたりという
ことで、筋力を維持できるようなトレ
ーニングを日々心掛けることは、脂質
異常症プラスアルファの効果があるの
ではないかと思います。

大西 そうしますと、食事療法はあ
まり無理な治療はしないほうがいいと
いうことですね。

横手 そうですね。明らかに食べ過
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ぎ、卵や肉の取り過ぎで脂質に異常が
ある場合、それからご高齢で非常に高
度な肥満、そういう場合にはそれを適
正にするということは大事です。

大西 運動療法で筋力を強くすると
いうことは、お年寄りに多い転倒、骨
折のリスクなどを下げたり。

横手 むしろお年寄りの場合、心筋
梗塞もさることながら、転倒、骨折で
ADLが下がって、死に至ってしまうと
いうケースがあると思いますので、そ
こは大事だと思います。

大西 ご高齢の方のうつとか認知機
能などにもいい影響があるのでしょう
か。

横手 おそらくそういうふうに考え
られて、脂質異常だけでなく多くのリ
スクを包括的に見ていくというのが、
高齢者ではますます大事になっていく
のではないでしょうか。

大西 実際、薬物療法をどういった
方に、どういうときに始めるかという
のはなかなか難しいかと思うのですが、
どういう方をまず薬物療法の適応と考
えたらいいでしょうか。

横手 まず、私などが実際に診てい
るケースで考えますと、動脈硬化があ
る程度予測される。例えば、頸動脈エ
コーで壁が厚いとか、ご高齢で、あと
20年、10年というような余命で考えた
ときに、その間に動脈硬化が新たに出
てきたり、進んで悪いことをするかど
うかというのも大事な点だと思うので

す。例えば30歳代の方とは異なる視点
も必要でしょう。そういう意味では、
明らかにプラークがあって、これは危
険だという場合に、LDLが高ければ、
さらに食事、運動に加えて薬物を使う
という考え方になると思うのです。
あとは、お元気で、ご本人が希望さ

れる。この場合は、結果的に効果がな
かったとしても、ご本人が納得される
治療というのも今後大事な選択の点に
なるのかなと思います。

大西 いろいろリスクのある方で、
LDLはだいたいどのあたりを目安にし
たらよろしいですか。

横手 高齢ということ自体が一つの
リスクになりますけれども、やはり
LDLが180、190を超えていたら、これ
は年齢を問わず、他のリスクを問わず、
治療を考えるべきだろうと思います。
一方、心筋梗塞、狭心症をすでに持っ
ている方は、若い方と同じで、LDL100
未満というところかと思います。その
間の120～160という間はかなり個別の
要素に応じて対応していいのではない
かなと思っています。

大西 薬物療法としてはスタチン系
の薬剤を使うということがまず基本に
なるということですね。

横手 それは安全性と有効性の面で、
スタチンのエビデンスが圧倒的に豊富
です。それ以外の薬剤については、高
齢者でどの程度の効果があるか。脂質
は下がっても、結果的に寿命を延ばす
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かどうかというのはまだわからないと
ころがあります。

大西 使い方としては、やや少な目
から開始して、最初のうちはまめに副
作用とか効果を見ながらということに
なるのでしょうか。

横手 スタチンの場合、肝機能障害、
筋障害というものがありますし、通常
肝臓や腎臓が悪い場合に注意します。
ご高齢の場合はそもそも、検査値は正
常でも、臓器の予備能が落ちているこ
とがありますから、通常より少なめの
量、あるいは半量から始めて、効果を
見ながら、副作用に注意して増やして
いくということだと思います。

大西 スタチンを使ってLDLを下げ
たことによって、例えば冠動脈疾患の
リスクが明らかに下げられるという方
はけっこう出てきているのでしょうか。

横手 あります。それはご高齢の方
であっても動脈硬化の進展を防ぐとか、
場合によっては退縮させるということ
が言われ始めていると思います。

大西 逆に、患者さんによっては、
LDLが下がった、下がったと喜んでい
ますと、非常に下がって、ほかの病気
が隠れていることもあるわけですね。

横手 そうですね。J-LIT研究、少
し前にわが国でシンバスタチンを用い
て行われた検討ですと、本来、スタチ
ンはだいたい20～40％ぐらいLDLを下
げるのに、中には60％も70％も下がっ
てしまった症例があったと聞いていま

す。これはよかったと思っていたら、
肝臓に病気があったり、癌が隠れてい
たりということが経験されているよう
です。ですから、効果が予想以上に著
しかった場合には、「あれ、これはお
かしいかな」というふうに疑うことも、
ご高齢の方の場合には大事かもしれま
せん。

大西 いわゆる脳出血とか脳卒中と
か、そういう脳血管障害に対しての効
果のエビデンスみたいなものは出てい
るのでしょうか。

横手 コレステロールが低すぎると
脳出血が増えるのではないかというこ
とがかつていわれていましたが、スタ
チンを使った研究では、現在あまりそ
ういう心配はないのではないかとされ
ています。むしろ脳卒中、特に脳梗塞
ですが、あまりコレステロールと関係
ないのではないかといわれていたのに、
スタチンを使うと、日本のMega研究
でも、海外の研究でも、だいたい２～ 
３割、脳卒中の予防効果があるという
ことが示されていますので、今後、日
本人に多い脳血管障害の予防にも、ま
た見直されてくるのではないかなと思
います。

大西 それも重要なデータですね。
横手 そうですね。
大西 積極的にスタチン系を使いな

がら、脳梗塞の予防も図っていくとい
うことですね。

横手 ですから、脂質管理というも
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のも、心臓あるいは大血管のみならず、
脳卒中に対しても、今後エビデンスが
増えていくのではないでしょうか。

大西 あと何かお年寄りで気をつけ
なければいけない副作用とか頻度とか
はありますか。

横手 高齢者にスタチンを使った場
合、横紋筋融解症などの強い障害でな

くても、またCPKが上がらなくても、
ふらついたり、転びやすくなるという
ことが、まれに見られることがありま
す。ですから、「それは気のせいだよ」
と言わずに、薬との因果関係をしっか
り診てあげるのが、家庭医としては大
事かなと思います。

大西 ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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齊藤 きょうは、ロコモティブ・シ
ンドローム、いわゆるロコモというこ
とで、中村先生にお話をうかがいます。
具体的にはどういったものなのでし

ょうか。
中村 定義としては、運動器、いわ

ゆる足腰の骨とか関節とか筋肉とか、
そういうものが弱くなってきて要介護
になっていたり、あるいは要介護にな
るリスクが高くなっていたりする状態
をロコモと呼んでいます。非常に広い
範囲になりますけれども。

齊藤 広く足腰が弱ってきているよ
うな状態、あるいはその先駆けみたい
な状態も含めてという感じですか。

中村 そうです。弱くなり始めた状
態から、弱ってしまっている人も含め
て、ロコモということです。

齊藤 そうしますと、人数的にはか
なりの数になるのでしょうか。

中村 腰痛や膝痛といった運動器関
連の愁訴が多いことはよく知られてお
りましたが、ある定義に基づいての運
動器疾患の数はよくわかっていません

でした。しかし、最近の一般住民を対
象とした疫学調査によりますと、変形
性膝関節症、変形性腰椎症、骨粗鬆症
であるとX線画像診断や骨塩量で判断
できるような変化は、症状として顕在
化していなくても40歳代ぐらいから始
まっていることがはっきりしました。
そして、そういう本人にはまだ自覚症
状がない方も含めまして、これらの変
化の少なくとも１つがすでに始まって
おられる方が、日本に今、4,700万人ぐ
らいおられるだろうということがわか
ってきています。

齊藤 ロコモが提唱されたのは比較
的最近のことですね。

中村 整形外科で入院して手術を受
けられる人の年齢構成別の頻度が明ら
かになりました。この結果を見てみま
すと、10代、20代、30代、40代では頻
度としてほとんど変化はないのですが、
50代から60代、70代と急激に増えてい
きます。つまり、超高齢社会となった
日本では、50歳代を超えたあたりから
運動器の障害が急速に顕在化してくる

後期高齢者を診る（Ⅳ）

日本整形外科学会前理事長
中 村 耕 三

（聞き手 齊藤郁夫）

ロコモティブ･シンドロームの考え方と診療の実際
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ということです。そして、その疾患内
容をみますと、骨粗鬆症が関連する骨
折、膝関節の軟骨が変性する変形性膝
関節症、脊椎椎間板が変性する変形性
脊椎症などが、特に多いということが
わかりました。

齊藤 相当な数の人がいるというこ
とが背景にあって、こういった話が出
てきているということなのでしょうか。

中村 はい。臨床現場では中高年の
人の運動器障害がかなり増加している
と感じておりました。そして、手術が
必要となる、かなり進行した状態の人
の年齢構成のデータですとか先の疫学
データなどで、そのことがはっきり裏
付けされてきているということです。

齊藤 先ほど先生からお話があった
ように、進行して要介護に向かうとい
うことなのでしょうか。

中村 要介護、要支援になられた方
の原因別の統計が厚生労働省から出て
おります。それによりますと骨折、転
倒、関節疾患という運動器疾患が原因
で要介護になっている人は20％を超え
ています。要介護の５人に１人は運動
器が原因になっていることになります。
脳血管障害、認知症がよく知られてい
ると思いますが、運動器も重要な原因
になっているのです。ですから、要介
護の予防をこれから考えていくときに
は、運動器の健康についてもぜひ対策
を立てていきましょうということを学
会として提唱させていただいたわけで

す。
齊藤 それが2007年ということです

か。
中村 はい。2007年の日本整形外科

学会が行いましたメディアの方への記
者説明会で発表いたしました。

齊藤 これから高齢人口がさらに増
えるということですね。それらも踏ま
えてということでしょうか。

中村 その通りです。日本は平均寿
命がおよそ80歳の時代になりましたの
で、多くの人、ほとんどの人が運動器
の障害によって要介護になるリスクを
もつことになりました。しかも、高齢
者の人口の増加は今後20年続き、人口
の高齢化率は45年間上がり続けるとい
われている状況があります。
これまで足腰が弱るのは「年だから

しかたがない」と一般に思われてきた
と思いますが、しかし、実際のところ
は、運動器は自分で随意的に体を動か
す器官ですので、そのつもりになれば
介入がわりとしやすいわけです。です
から、「年だから」とあきらめる必要
はなくて、もう少しポジティブに考え、
実際より５歳ぐらい若い程度の運動器
の元気さ、状態に戻しましょう、それ
ができますよという考えを込めて提案
しています。

齊藤 腰、膝等々で具合が悪くなっ
てくるわけですけれども、筋肉、骨、
それから関節ということでしょうか。

中村 そうです。人間の運動器には、
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その骨格の支柱になる骨の部分と、そ
の骨格の動く部分と、そしてその動く
部分を動かすものとして、筋肉やそれ
に指示を与える神経といった、大きく
分けて３つの要素があります。これら
の要素が連携することによって身体の
運動が可能となっているわけです。
現代の社会生活では一般に骨や筋肉

にとっては運動の不足が問題となりや
すいのでその対策が必要になります。
しかし、一方、身体の動く部分では逆
に運動の過剰が問題となりやすい点に
注意が必要です。動く部分というのは、
手足ですと関節になりますし、背骨で
いうと椎間板というところになります。
ドアでいうと、ちょうど蝶番に当たる
ところです。この部分の組織には共通
の特徴がありまして、水分を多く含ん
でいることと、血管がないという点で
す。血管がありませんので普通の組織
修復が起こりにくい状況にあるといえ
ます。そして、中高年の人ではすでに
この動く部分に変性が始まっている人
が多いわけですから、この動く部分に
気をつけながら骨とか筋肉のケアをし
ていく、身体全体として立てる、歩け
るようにしていくということが大切に
なってきます。

齊藤 関節は再生しないので、なか
なか難しいということになりますか。

中村 難しいという点ではその通り
です。関節軟骨は再生力がまったくな
いわけではありません。十分ではあり

ませんが、いい条件があれば、少なく
とも軟骨様のものはできてまいります。
また、関節や椎間板にかかる負担を軽
くしたり、衝撃を吸収したりすること
は、周囲の筋力や身体の他の部位を使
うことでカバーすることができます。
そうすることにより長く使っていける、
立ったり歩いたりができると思います。
ロコモ対策はそこを助けようというこ
とです。

齊藤 早く気がついてやっていくと
いうことなのでしょうか。

中村 高齢の方で手術をお受けにな
られた人から、「病院で安静にという
のでそうしていたら歩けなくなった。
教えておいてほしかった。知っていれ
ばもっとよく動かしていたのに」と言
われたことがあります。多くの人が、
例えば、心臓ですと、これは気をつけ
なければいけないと思っておられます
けれども、運動器の健康については 
「ケアをしていないと長くは使えなく
なる」ということはあまりよくご存じ
ない方が多いのが現状と思います。少
なくとも中高年になって、「知らなか
った、知っていればちゃんと注意した
のに」ということがないように、早め
に気がついていただけるようにしたい
と思っています。

齊藤 関節等を大事にしながら使っ
ていくということで、ロコモ体操でし
ょうか、そういうことが提唱されてお
りますね。これはどういうことなので
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しょうか。
中村 例えば、要介護や要介護にな
りかかっているような方をイメージし
ていただくと、つまり、家の中をしっ
かり歩く、あるいはトイレに自分で行
くということができなくなっていたり、
だんだんそうなる危険が高くなってい
る状況です。そういうことにならない
ように予防するために、基本となる２
つの体操をロコモーショントレーニン
グ、略して「ロコトレ」としておすす
めしています。
一つは、「スクワット」です。膝へ

の負担が少ないように、椅子にお尻を
そっと下ろすように行い、膝が足先よ
り前に出ないように行います。いきな
りスクワットというのは難しいような
場合は、椅子から立ったり座ったりを
していただきたいと思います。これで
自分の身体を持ち上げる力の訓練、ス
クワットになっていますので。机など
に手をついて手で支えながら始めても
らっても結構だと思います。もう一つ
は目を開けた状態での「片足立ち」で
す。体のバランス力をつけるトレーニ
ングです。片足ずつ１分間行います。
すぐに難しい場合は椅子や机などに手
を添えて行ってもいいと思います。
ロコモ体操の基本は、足腰の筋力と
バランス力の強化と、もう一つ大切な
ことは膝腰に負担が少ないように行う
ことです。全国各地の「ご当地体操」
や「太極拳」などは、たいていこれら

の要素が入っていますので、できる人
はこれらも取り入れていくといいと思
います。

齊藤 あまり無理のない範囲でやっ
ていくということでしょうか。

中村 その通りです。運動というの
は常にスキルといいますか、その運動
に必要な筋力とバランス力があるわけ
です。ロコトレは自宅で安全に一人で
も続けられるようになっています。こ
れを基本として、それがついてくれば、
そのほかの運動などさらにその上のグ
レードアップができると思うのです。
急に準備なく強い運動を行いますと、
いろいろ痛みを起こしてしまいますの
で、注意が必要だと思います。

齊藤 これは早めの対策ということ
でしょうか。

中村 そうですね。足腰の機能低下
は少しずつ進むことが多いですから、
まず自分で気づいていただきたいと思
います。日本整形外科学会では自分で
足腰のチェックができるように７項目
からなるロコモーションチェック、略
して「ロコチェック」をお示ししてい
ます。（1）片脚立ちで靴下がはけない、
（2）家の中でつまずいたり滑ったりす
る、（3）階段を上るのに手すりが必要
である、（4）横断歩道を青信号で渡り
きれない、（5）15分くらい続けて歩け
ない、（6）２㎏程度の買い物（１ℓの
牛乳パック２個程度）をして持ち帰る
のが困難である、（7）家でのやや重い
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仕事（掃除機の使用、布団の上げ下ろ
しなど）が困難である、の７つです。
一つでも該当すればロコモである可能
性があると思って、早めに対策をとっ
ていただきたいと思います。

齊藤 無理なく動かしていただくと
いうことで、高齢者になりますと、い
わゆるメタボとか、そちらの問題もあ
りますけれども、ロコモもお互いに関
係し合っているということですね。

中村 その通りです。運動器の３つ
の要素のそれぞれの疾病として、骨粗
鬆症、骨粗鬆症関連骨折、変形性膝関
節症、変形性脊椎症、サルコペニア 
（筋肉減少症）、エンテソパチー（腱・
靭帯付着部症）などがありますが、そ
れぞれの疾患は他の要素にも影響を及
ぼします。たとえて言いますと、変形
性膝関節症になりますと膝関節周囲に
ある大腿四頭筋の筋力の低下が起こっ
てまいりますが、大腿四頭筋の筋力が
低下してきますと関節の安定性が低下
することになり、結果として関節軟骨
への負荷は大きくなることになります。
その他、関節に障害がありますと、ど
うしても全身的な運動量は少なくなっ
てきますし、そうしますと骨量が減少
してくるというリスクになってきます。
このように、ロコモは運動器の３つの
要素の疾患や状態がマルチプルファク
ターとなって運動器の機能低下につな
がってくることになります。このよう
な運動器の他の要素との関連や運動機

能全体への影響について配慮が必要に
なってくることは、中高年以降ほど重
要になってきます。
このロコモの構図はメタボが高血圧、

高脂血症、糖尿病がマルチプルファク
ターとして血管病変に影響するという
構図と似ていると思います。
メタボとの関連でいえば、メタボ対

策は一に運動といわれていますが、中
高年以降の人が準備なくいきなり運動
しようとしますと、運動器そのものに
問題が起こってきているという点に注
意がいります。また肥満は膝軟骨変性
のリスク要因の一つでもあります。メ
タボ対策はロコモ対策も合わせて行う
必要があるのだと思います。

齊藤 メタボもそうなのでしょうけ
れども、あまりお年にならないうちか
ら行うということでしょうか。

中村 そうです。文部科学省が発表
しています体力と運動習慣との関係の
データでも、運動習慣のある人がそう
でない人に比べて高齢世代も含め、ど
の世代でも体力がいいということが示
されています。運動習慣は若いときか
らしたほうが体が記憶しますから、早
めにやられるほうがいいと思います。
早めに始めていただけるよう「ロコ

チェック」を一度チェックしていただ
けるといいと思います。日常の歩行の
状態などに気づいてみるよい機会にな
ると思います。

齊藤 特に、歩いていて、自分の歩
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く速度が周りの人に抜かされるように
なってきたときに気づいていただくと
いうことですね。

中村 「ロコチェック」では、横断
歩道を青信号で渡りきれないという項
目で取り上げておりますが、人が歩く
速度は要介護になっている人とそうで
ない人で有意に差がある運動機能の一
つになっています。ですから、歩行速
度が落ちてくるというのは、かなりし
っかりした注意信号であるということ
だと思います。

齊藤 それほどお年ではなくても、
そういうことに気づいて、関節に無理
のないような運動をやっていくという
ことでしょうか。

中村 そうだと思います。現在の社
会は運動が一般に不足しがちな時代と
なっていますので、骨や筋肉の力が落
ちないよう運動がとりわけ重要になり
ました。しかし、超高齢社会となり、
同時に、関節や椎間板など動く部位の
変性に配慮が欠かせない時代になりま
した。早めに気づいて、関節に優しい
運動をやっていっていただきたいと思
います。

齊藤 四千数百万人ですから、大変
な数ですね。

中村 超高齢社会、平均寿命がおよ
そ80歳になったということは、ほとん
どの方が長寿を経験されるということ
です。だれも経験したことのない新し
い時代が来ているということだと思い
ます。これだけ多い数になりますと、
これまでの考えの単なる延長では対処
が難しいといえます。新しい事態に対
処するには新しい言葉、概念が必要で
す。ロコモはその意味で、80年、90年
と長く運動器を使用する視点で運動器
の健康を考え、いつまでも人が立ち、
歩けるということを支援しようという
考えです。
運動器、足腰が弱くなるということ

自体はある程度避けられないと思うの
です。しかし、これにはやりようがあ
り、足腰を少しだけ若い年齢のレベル
にまで戻しませんか、ということです。
これが広く行き渡りますと、たぶん社
会を明るくできる一つのきっかけにな
るのではないかと思うのです。

齊藤 どうもありがとうございまし
た。
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齊藤 高齢者における悪性腫瘍の診
療ということで宮川先生にうかがいま
す。
高齢者はやはりがんが多いと考えて

よろしいのでしょうか。
宮川 そうですね。
齊藤 どんながんが多いのでしょう

か。
宮川 基本的には、若いときに発症

するがんが、種類はそう大きく変化を
とらずに、高齢になっても増えるとい
うことでありまして、がんの種類で大
きな差が出るということはあまりない
かと思います。一つのがんの中でも、
高齢化とともに、予後に関して、ある
いはサブタイプに関して、多少変化は
ありますけれども、これだけ高齢化が
進みますと、がん全体が、高齢者に増
えているというふうに理解されてよろ
しいかと思います。

齊藤 高齢者でがんを考えていくう
えで、患者さん個々を診ていくという
ことになりますか。

宮川 そうですね。若い方に比べま

すと、高齢者の場合、身体的な機能は
もちろん、精神面も含めまして、全体
的に個人の差が大きいという特徴があ
りますので、がんの治療の第一歩から、
治療の途中も含めまして、全体の経過
においてかなり大きく個人差というも
のが影響してくるのではないかと思い
ます。

齊藤 そうしますと、どこまで治す
かということも違ってくるということ
でしょうか。

宮川 そうですね。以前ですと、あ
まり積極的に治療をしなかった時代も
あったかと思いますけれども、今はそ
ういうことはいっさいありませんで、
人によっては若い方と同じような治療
をして、本当によく治る方もいらっし
ゃいます。その一方で、最初から根治
を目指す治療はせずに、症状緩和を目
的とするということに設定すべき方も
いらっしゃいますので、最初、この治
療のゴールをどこに置くかということ
をきちんと決めるということが、高齢
者にとって非常に重要になってくるか

後期高齢者を診る（Ⅳ）

東京大学疾患生命工学センター教授
宮 川 清

（聞き手 齊藤郁夫）

高齢者における悪性腫瘍の診療
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と思います。
齊藤 まずは最初の目標設定という
ことですね。その後、治療法の選択と
いうことでしょうか。

宮川 そうですね。
齊藤 これはどういうことになりま

すか。
宮川 いざ治療のゴールが決まりま

して、根治を目指すのか、あるいは根
治を目指さないまでも、症状緩和を目
指すのかというところでまず最初の分
かれ道があるかと思いますけれども、
根治をもし目指す場合を例に取ってみ
ますと、これはまたいろいろな選択肢
があるわけであります。昔からよく知
られています手術療法、放射線治療、
薬物療法というものが主な柱になるわ
けですけれども、基本的には高齢にな
ればなるほど、侵襲が少ない治療が好
まれる傾向にはあります。
ただし、その一方で、侵襲が多い治

療であっても、患者さんによってはそ
れに十分耐えられる方もいらっしゃい
ますので、治療に対してどの程度耐え
られるかということは、かなり多面的
に評価する必要があるのではないかと
思います。

齊藤 そういったことで方針決定は
なかなか難しいですね。一般的にはど
ういうかたちで行うのがいいのでしょ
うか。

宮川 医療のスタッフ側にしても、
なるべく複数の領域の方が集まってカ

ンファレンスあるいはミーティング等
を開くということも重要である一方、
患者さんと意見を交換する際も、患者
さんの家族、あるいは高齢者になりま
すと、介護をされる方、場合によって
は家族でない方もいらっしゃるかと思
いますので、そういう点では日常生活
を支えている方たちも、そのような意
思決定の段階で入っていただくという
ことで、多くの方の意見をうかがって、
総合的に方針を決めるということが非
常に重要になってくるかと思います。

齊藤 皆さんで決めていく中で、コ
ーディネーターというか、かじ取りは
どういうことでやっていくのでしょう
か。

宮川 基本的には若い方の治療と同
じように、その領域の専門の医師が中
心にはなるかと思いますけれども、高
齢者の場合の特徴といたしましては、
専門の医師のみならず、ふだんから患
者さんを診ていらっしゃる、多くの場
合はかかりつけ医の方、そういう方も
そのような意思決定の段階になるべく
ご参加いただくということと、時間が
取れない場合は、いろいろな方法で患
者さんの評価をしていただいて、その
意見を何らかのかたちでがんの専門医
師にお伝えいただくということが非常
に重要になってくるかと思います。

齊藤 そうしますと、専門医と開業
されている医師との意思疎通がすごく
重要になってくるということでしょう
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か。
宮川 そうですね。
齊藤 そういうことで、治療がある

程度進んで、家に帰られた後も重要に
なってくるということでしょうか。

宮川 そうですね。手術療法のよう
に、１回入院して根治を目指すという
ような治療の場合は、退院後、リハビ
リテーション等がスムーズにいけば問
題ないわけでありますけれども、必ず
しも根治ができない場合等は、薬物療
法を継続して行うということもありま
す。そうなりますと、長期の入院とい
うよりは、通院しながら治療するとい
うことになりまして、その段階になり
ますと、いろいろな薬物療法の有害事
象が出ますと、専門の医師のみならず、
近くのかかりつけ医の先生がいろいろ
な症状に対応していただくということ
が必要かと思います。

齊藤 最近は薬物療法も進歩して、
分子標的薬が多くなっていると聞いて
います。効果もよろしいのでしょうけ
れども、様々な問題を含んでいるとい
うことなのでしょうか。

宮川 分子標的薬というのは、言葉
からいたしますと、ある特定の分子を
標的とするというふうにいわれており
ますけれども、現実に使ってみますと、
予期せぬ有害事象が出るという特徴が
あります。しかも、これまでのがん治
療薬と比べまして、明らかに異なる有
害事象がある程度の頻度で発現すると

いう特徴があります。
また、以前ですと、がん治療の薬物

の有害事象と申しますと、悪心・嘔吐、
あるいは骨髄抑制というような副作用
が有名でありましたけれども、新しい
治療薬では、例えば高血圧の頻度が有
意に増えてくるということとか、あと
は血栓症リスクの増加、呼吸器系でい
いますと、間質性肺炎、このように心
血管あるいは呼吸器系の命にとって重
要な臓器の障害が出やすいという状況
になってきます。この辺はかかりつけ
医の先生方にもぜひそのサインを見逃
さないようにということをお願いした
いと思います。

齊藤 そのほかにも、しびれとか、
クオリティを落とすようなこともある
のでしょうか。

宮川 末梢のしびれ感というのは、
その方の運動機能を著しく損なうとい
うことがありますし、最近は味覚障害
として、味がどうも変わった、あるい
は全然味がわからなくなった、そうい
う訴えをされる方も、ある種の薬物療
法をしているときに見られることもあ
るのです。そうなりますと、それに伴
って栄養状態が悪化するということが
ありますので、全身状態がますますそ
れで悪くなってしまうということで、
これは神経障害の非常に早期のサイン
を見逃さないということが重要かと思
います。

齊藤 がん治療も、在宅医療、かか



ドクターサロン56巻５月号（4 . 2012） （381）61

りつけ医の位置づけがすごく重要にな
ってきているということでしょうか。

宮川 そうですね。若い方以上に、
高齢者のがん治療においては、かかり
つけ医の先生方のご協力が必要かと思
います。

齊藤 そうしますと、基幹病院と開
業されている先生方とのコミュニケー
ションということでしょうか。

宮川 そうですね。昔のがん治療と
いうのはそこのコミュニケーションと
いうのがあまり必要とされなかったか
と思うのですけれども、今、あるいは
これからのがん治療というのは、まさ
にコミュニケーションがないと成り立
たないのではないかなと思います。

齊藤 どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読下さいましてありがとうございます。
読者の皆様に、これまでにもお知らせしておりますお願いを申し上げます。

〈綴じ込み葉書「ドクターサロン質問用紙」について〉
お寄せ頂いた「ご質問」は、２カ月に一度、ドクターサロン委員会（３人の
委員兼聞き手の先生）にて採否が決定され、採用された「ご質問」に対して、
週２回のラジオNIKKEIの番組「ドクターサロン」で放送回答され、回答テ
ープを放送後にお送り申し上げております。
どうぞお気軽にご質問をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

ドクターサロン編集部

編集部からのお願い
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齊藤 高齢者在宅医療の現状と今後
ということで三浦先生にお話しいただ
きます。
在宅医療推進ということですけれど

も、どういうことでやっていらっしゃ
るのでしょうか。

三浦 私どもの病院で、2009年の４
月ですけれども、病院の中に20床の在
宅医療支援病棟という、新しいモデル
となるような病棟をつくりまして、そ
の病棟で主に入院のアレンジをしたり、
実際の病棟運営にかかわるような仕事
をしております。

齊藤 ということは、先生が今おい
でになるのは愛知県ですね。

三浦 はい、愛知県です。
齊藤 その病院の近くの医師と連携

しているということでしょうか。
三浦 そうです。現在、74名の往診

をされる先生、我々は在宅医と呼んで
いますけれども、74名の在宅医の先生
と連携しています。

齊藤 連携している先生は、手を挙
げて「連携したい」ということなので

しょうか。
三浦 そうですね。「こういう20床

の病棟をつくりましたので、ぜひご利
用ください」ということで、一軒一軒、
お願いにあがりまして、「利用してあ
げてもいいよ」という先生に、登録医
といいますか、登録していただきまし
て、運用しています。

齊藤 その地域の医師のかなりの部
分が連携しているということなのでし
ょうか。

三浦 そうですね。往診をされる先
生方はかなり連携をしておられる状況
だと思います。

齊藤 そういう頼りになる病院があ
れば、先生方も安心してできるという
ことなのでしょうね。

三浦 入院の判断を在宅医の先生方
にお任せするというかたちで運営して
おりますので、どういう理由であれ、
在宅医の先生が「今は入院が必要だ」
というふうに判断されれば、我々はホ
ットラインと呼んでいるのですけれど
も、専用回線で電話をかけていただい

後期高齢者を診る（Ⅳ）

国立長寿医療研究センター在宅医療支援診療部長
三 浦 久 幸

（聞き手 齊藤郁夫）

高齢者在宅医療の現状と今後
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て、こちらはほとんど無条件に入院と
してお引き受けさせていただくという
ようなかたちでやっています。

齊藤 どういったケースが多いので
すか。

三浦 一番多いのは、発熱だとか、
もともとの悪性疾患の症状が強くなっ
たので、入院させてほしいということ
で、急激に変化、症状がちょっと悪化
した場合で、そういう方が半分ぐらい
おられるのですけれども、あとは例え
ば経管栄養、胃瘻のチューブを交換し
てほしいとか、ご家族が急に容体が悪
くなったが、痰の吸引とか、人工呼吸
器をつけているので、介護施設では看
れないので、入院で短期的に看てほし
いとか。そういった方も含めて、いろ
いろな理由の方をお引き受けしていま
す。

齊藤 在院日数に制限はあるのです
か。

三浦 在院日数は18日前後で来てい
ます。もちろん長い入院の方もおられ
るのですけれども、予約で入院される
方はできるだけ２週間以内でお願いし
ておりますので、平均すると18日ぐら
いで何とか回せているという感じです。

齊藤 そうしますと、悪くなった方
も安定化して、また自宅に戻るという
ことですか。

三浦 そうですね、できるだけ。病
院で最期を迎えられる方もおられるの
ですけれども、そうでない方の94％は

自宅に帰っていただいています。残り
の６％が施設入所とか、他の長期療養
型病床の病院のほうに転院されるとい
う方ですけれども、そういう方は今の
ところかなり少ない状況で運営してい
ます。

齊藤 最期を病院で迎えるか、自宅
で迎えるか、一般的にはどのように家
族はご希望されているのでしょうか。

三浦 一般的には、調子が悪くなっ
たら病院でという家族が非常に多いで
すので、全国的にもそうですけれども、
私どもの病院のある地元の知多半島の
地域でも、在宅での死亡率といいます
か、最期まで在宅で頑張るという方は
11～12％ぐらい。あとはほとんど病院
で最期を迎えられているという感じで
す。ただ、この在宅医療支援病棟をご
利用される患者さんに限っていうと、
約３割、33％の方が自宅で最期を迎え
られていますので、在宅支援というこ
とで病院が積極的にかかわれば、より
在宅で最期まで頑張れる方が増えるの
かなと思っています。

齊藤 医師も家族も、病院がしっか
り診てくれれば、負担が減るというこ
となのですね。

三浦 そうですね。何か困ったとき
には、それをサポートするバックアッ
プ病院というか、病棟といいますか、
そういったものがあるということがか
なり頑張れるということにもなってい
るとは思います。
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齊藤 在宅医療を行っている医師で
すけれども、これはどういうタイプの
先生が多いのでしょうか。

三浦 74名のうち、ほとんどの先生
方は通常の診療を、通院患者さんの診
療を行われて、午後にちょっと時間が
あるときに数人往診されるという方が
ほとんどなのですけれども、中に、20
名弱ですけれども、いわゆる訪問診療
を積極的にされる在宅療養支援診療所
の先生がおられまして、そういう先生
方は、多い方で30名とか40名の在宅患
者さんを診ているという方もおられま
す。そういう方は少ないですが。

齊藤 そこに集中するというか、専
門的にやる施設が少ないというのは、
負担が大きいということなのでしょう
か。

三浦 負担が大きいですね。30名ぐ
らい診ておられる先生も、いつバーン
アウトされるかという感じで、こちら
がひやひやしながら見ているような感
じなので。

齊藤 これは24時間対応されるとい
うことなのでしょうか。

三浦 そうです。夜も呼び出されて
いくということで、ほとんどがお一人
だけで訪問診療されている先生がほと
んどですので、相当拘束時間も含めて
負担になっていると思います。

齊藤 そういった意味でも、支援で
きる病院が制度としてあることが望ま
しいということでしょうか。

三浦 そうだと思います。
齊藤 これは近々可能になるのでし

ょうか。
三浦 2012年の診療報酬でいろいろ

検討されている途中のようですけれど
も、在宅療養支援病院という制度があ
りまして、それは200床以下の病院で、
実際にその病院のドクターが訪問診療
に行っている病院があるのですけれど
も、そこは私どもがやっている地域の
在宅医療全体をサポートするようなか
たちで、受け入れも含めて、2012年度
はそういった拠点としてもう少し広げ
ていこうという話がありまして、在宅
医の先生と在宅療養支援病院の連携を
基盤にして、その地域の在宅医療を活
性化するという方向が明らかになって
くるのではないかなと思います。

齊藤 そういう病院が手を挙げてい
ただくと、報酬もつくと。

三浦 そうです。報酬もつくという
ことで、今、在宅療養支援病院の登録
になった病院が300を超えたというこ
とです。

齊藤 在宅医療は理想的ではあるけ
れど、なかなか難しいというお話です
が、どういったバックグラウンドの先
生が一番向いているのでしょうか。

三浦 いわゆる総合医だと思います。
臓器専門医を目指す医学生とか若いド
クターが非常に多い中で、実際これか
らはトータルにというか、全人的に高
齢者を診ていくというような、そうし
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なければならない方が非常に増えてく
ると思うので、総合医として研究も研
修も受けられた方が実際に在宅医にな
られるといいし、また病院側の在宅支
援のサイドでもそういった総合医がい
るほうがいいかなと思います。

齊藤 老年科というか、高齢医学を
よく勉強して、専門的な総合医の存在
ということでしょうか。

三浦 そうですね。
齊藤 専門医としての認定はあるの

でしょうか。

三浦 在宅医学会が在宅専門医制度
というものをつくっておりますので、
その専門医になっている先生方がおら
れますけれども、若い先生を中心にど
んどん在宅専門医を目指すという流れ
には残念ながらなっていないと思いま
す。

齊藤 またこれから問題点があると
いうことですね。

三浦 そうですね。
齊藤 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５月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、９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４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、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※また、第21回呼吸器医療管理システム研究会の４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




