
　山内　近藤先生、まず、ごく簡単に、
痰というものの意味づけといったあた
りから教えていただけますか。
　近藤　まず、痰は、正常の方は出な
いわけです。ですから、痰が出るとい
うことは病的な状態であるということ
です。気道の粘膜には気道液というも
のがあります。そこがゾル層とゲル層
という２層になっているのですけれど
も、病的状態ではゲル層のところが多
くなり、塊となって唾液と一緒に喀出
されたものが喀痰ということです。
　また、喀痰の主たる成分は水分です。
その次に多いのは蛋白で、特に粘液糖
蛋白、いわゆるムチンといわれる、ぬ
るぬるっとしたものですが、それが固
形成分の中ではかなりのものを占めま
す。あとは、血清由来のもの、特に喘

息などではアルブミンなどが出てきま
す。
　そのほか、炎症細胞とか塵埃だとか
細菌とか、いろいろなものが含まれて
出てくるわけですけれども、粘液糖蛋
白の主な産生源は気道の上皮細胞の杯
細胞という粘液をつくる細胞と、あと
は気道の気管支腺という粘液腺です。
病的状態になると、これらの細胞は非
常にたくさん分泌物を出してくるため、
喀痰として、より多く排出されるよう
になるということです。
　山内　痰が軽く出るという状態はよ
くみられますが、非常にたくさん出る
方がいらっしゃいますね。中には詰ま
ってしまうような方もいらっしゃいま
すが、この理由は何なんでしょう。
　近藤　一つは、産生源になっている

去痰剤

東京女子医科大学呼吸器内科臨床准教授
近　藤　光　子

（聞き手　山内俊一）

　呼吸器疾患の治療にムコダインとアンブロキソール塩酸塩（ムコソルバン等）
を併用する医療機関が多く見受けられます。ムコダイン単剤で十分と考えます
が、併用にて効果が倍増するのか、レセプト上問題ないか、ご教示ください。
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のマクロライド療法以前は非常にたく
さんの膿性痰が出る病気がありました
けれども、そういったものも対象にな
ります。
　山内　こういった個々の慢性疾患に
対しての使い方ということで、具体的
なものになりますが、まずムコソルバ
ンの作用はどういったものなのかとい
うことと、それからムコダインとの併
用、これは実際にあることなのか、こ
ういったあたりを中心にうかがいたい
のですが。
　近藤　まず去痰薬についてですけれ
ども、大きく作用機序で二つのタイプ
に分かれます。一つは痰の粘稠度をあ
る程度下げるという意味で、粘液溶解
薬ともいうことがあります。ムコダイ
ンに関しては、痰の粘稠度を下げるの
ですけれども、至適な粘弾性にすると
いう、粘液を正常に近い状態にすると
いうことで、粘液修復薬ともいわれて
います。
　それに対して、アンブロキソール、
ムコソルバンですけれども、サーファ
クタントを増加させる。気道液の分泌
をむしろ、促す作用があって、痰の排
泄を促進させるというものです。した
がって両者はちょっと作用機序が違う
のです。ですから、ムコソルバンとム
コダインの併用ということは理にかな
っていると思います。
　特にムコダインに関しては、いわゆ
るレオロジーと称される粘弾性の変化

ということだけではなくて、最近は抗
酸化作用とか抗炎症作用、そして特に
ウイルスに対する感染予防、そういっ
たこともわかってまいりました。また、
杯細胞の過形成を抑えるとか、粘液産
生そのものにも影響するようなこと、
それから炎症そのものを制御するよう
な点においてもムコダインが有効であ
るということがわかってきました。
　山内　エクイオトロピック作用とで
もいうのでしょうが、非常に広範で多
様な作用機序がわかってきたというこ
とで、併用もますますある意味、意義
が出てきたということですね。
　近藤　そうですね。アンブロキソー
ルのほうもそういった作用が少しずつ
報告されていると聞いていますので、
両方とも似たような点でもメリットが
あるかなと思います。
　山内　実際の使い方ですが、急性、
慢性に少し分けたほうがいいのかもし
れませんが、痰の性状を見て、先生方
が使い分けるというのはあるのでしょ
うか。
　近藤　はい、やっています。まず痰
を出していただいて、容器に取って、
ちょっと傾けたりして粘稠度をみます。
また、膿性の場合、黄色い痰とか緑っ
ぽい痰、必ず色を患者さんに質問する
のですけれども、同時に痰の中の細胞
を見るのです。特に炎症細胞を見ます。
好中球が多い場合は、いわゆる慢性の
好中球性気道炎症があるというふうに

杯細胞の数が非常に増えているとか、
粘液腺が非常に過形成になっていると
いうことが、特に慢性の呼吸器系疾患
ではまず考えられます。杯細胞化生の
最も典型的なものが慢性の喘息で、特
に長引いているような難治性の方は非
常にそういう変化が強いです。それか
ら、COPDの方も杯細胞化生が目立つ
のですけれども、粘液腺も肥大してい
ます。したがって構造的な変化が生じ
てくると、非常に痰が多くなるという
ことになります。
　山内　一般論ですが、喀痰とか咳は
ある意味、生体防御反応であるという
ことがよくいわれるのですが、過分泌
になりますと、窒息のおそれもありま
すから、やはり度を超した場合には抑
えていく意義はあるわけでしょうね。
　近藤　そうですね。過分泌になりま
すと、気道の閉塞とか無気肺が起こっ
て、換気不全とか、換気血流のミスマ
ッチ、そういったものも生じて、非常
に低酸素になってしまったり、それか
ら気道が詰まってしまうと、細菌など
の温床にもなります。ですから、感染
をさらに悪化させてしまったり、長引
かせてしまうということで、やはり過
分泌の状態が続いているというのはあ
まりよろしくないわけです。
　山内　さて、実際の使用法というこ
とになりますが、一般の先生方はやは
り急性期というところで使うと思われ
ますが、こういったときの使い方から

教えていただけますか。
　近藤　通常の上気道炎から少しこじ
れて、咳と痰、湿性の咳嗽、そういっ
たものが出てきたときは積極的に使っ
ていただくとよいと思います。それが
気道の粘液の状態を早く修復して、治
癒へと結びつくということで、積極的
に使っていかれるのは非常によいので
はないかと思います。
　山内　よく消炎鎮痛剤が出されます
が、これとの併用はいかがなのでしょ
う。
　近藤　そういった併用もよろしいか
と思います。やはり症状を改善して、
分泌物を速やかに除去できるという点
では併用は非常によいと思います。
　山内　このご質問の併用ですが、こ
のあたりになってくると、どちらかと
いうと、もう少し症状が長引いた例が
多いのでしょうね。
　近藤　そうですね。慢性の呼吸器疾
患の場合は去痰薬をずっと、基本的な
治療法として使っていくということは
非常によく行われていることです。
　山内　慢性の疾患はいっぱいありま
すが、これはほぼすべて痰が出るかぎ
りは治療対象となるとみてよろしいで
しょうか。
　近藤　よろしいかと思います。ただ、
頻度的に多いのはCOPDと喘息、あと
は膿性の痰が比較的多く出る病気で、
副鼻腔気管支症候群があります。びま
ん性汎細気管支炎といって、少量長期
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のマクロライド療法以前は非常にたく
さんの膿性痰が出る病気がありました
けれども、そういったものも対象にな
ります。
　山内　こういった個々の慢性疾患に
対しての使い方ということで、具体的
なものになりますが、まずムコソルバ
ンの作用はどういったものなのかとい
うことと、それからムコダインとの併
用、これは実際にあることなのか、こ
ういったあたりを中心にうかがいたい
のですが。
　近藤　まず去痰薬についてですけれ
ども、大きく作用機序で二つのタイプ
に分かれます。一つは痰の粘稠度をあ
る程度下げるという意味で、粘液溶解
薬ともいうことがあります。ムコダイ
ンに関しては、痰の粘稠度を下げるの
ですけれども、至適な粘弾性にすると
いう、粘液を正常に近い状態にすると
いうことで、粘液修復薬ともいわれて
います。
　それに対して、アンブロキソール、
ムコソルバンですけれども、サーファ
クタントを増加させる。気道液の分泌
をむしろ、促す作用があって、痰の排
泄を促進させるというものです。した
がって両者はちょっと作用機序が違う
のです。ですから、ムコソルバンとム
コダインの併用ということは理にかな
っていると思います。
　特にムコダインに関しては、いわゆ
るレオロジーと称される粘弾性の変化

ということだけではなくて、最近は抗
酸化作用とか抗炎症作用、そして特に
ウイルスに対する感染予防、そういっ
たこともわかってまいりました。また、
杯細胞の過形成を抑えるとか、粘液産
生そのものにも影響するようなこと、
それから炎症そのものを制御するよう
な点においてもムコダインが有効であ
るということがわかってきました。
　山内　エクイオトロピック作用とで
もいうのでしょうが、非常に広範で多
様な作用機序がわかってきたというこ
とで、併用もますますある意味、意義
が出てきたということですね。
　近藤　そうですね。アンブロキソー
ルのほうもそういった作用が少しずつ
報告されていると聞いていますので、
両方とも似たような点でもメリットが
あるかなと思います。
　山内　実際の使い方ですが、急性、
慢性に少し分けたほうがいいのかもし
れませんが、痰の性状を見て、先生方
が使い分けるというのはあるのでしょ
うか。
　近藤　はい、やっています。まず痰
を出していただいて、容器に取って、
ちょっと傾けたりして粘稠度をみます。
また、膿性の場合、黄色い痰とか緑っ
ぽい痰、必ず色を患者さんに質問する
のですけれども、同時に痰の中の細胞
を見るのです。特に炎症細胞を見ます。
好中球が多い場合は、いわゆる慢性の
好中球性気道炎症があるというふうに

杯細胞の数が非常に増えているとか、
粘液腺が非常に過形成になっていると
いうことが、特に慢性の呼吸器系疾患
ではまず考えられます。杯細胞化生の
最も典型的なものが慢性の喘息で、特
に長引いているような難治性の方は非
常にそういう変化が強いです。それか
ら、COPDの方も杯細胞化生が目立つ
のですけれども、粘液腺も肥大してい
ます。したがって構造的な変化が生じ
てくると、非常に痰が多くなるという
ことになります。
　山内　一般論ですが、喀痰とか咳は
ある意味、生体防御反応であるという
ことがよくいわれるのですが、過分泌
になりますと、窒息のおそれもありま
すから、やはり度を超した場合には抑
えていく意義はあるわけでしょうね。
　近藤　そうですね。過分泌になりま
すと、気道の閉塞とか無気肺が起こっ
て、換気不全とか、換気血流のミスマ
ッチ、そういったものも生じて、非常
に低酸素になってしまったり、それか
ら気道が詰まってしまうと、細菌など
の温床にもなります。ですから、感染
をさらに悪化させてしまったり、長引
かせてしまうということで、やはり過
分泌の状態が続いているというのはあ
まりよろしくないわけです。
　山内　さて、実際の使用法というこ
とになりますが、一般の先生方はやは
り急性期というところで使うと思われ
ますが、こういったときの使い方から

教えていただけますか。
　近藤　通常の上気道炎から少しこじ
れて、咳と痰、湿性の咳嗽、そういっ
たものが出てきたときは積極的に使っ
ていただくとよいと思います。それが
気道の粘液の状態を早く修復して、治
癒へと結びつくということで、積極的
に使っていかれるのは非常によいので
はないかと思います。
　山内　よく消炎鎮痛剤が出されます
が、これとの併用はいかがなのでしょ
う。
　近藤　そういった併用もよろしいか
と思います。やはり症状を改善して、
分泌物を速やかに除去できるという点
では併用は非常によいと思います。
　山内　このご質問の併用ですが、こ
のあたりになってくると、どちらかと
いうと、もう少し症状が長引いた例が
多いのでしょうね。
　近藤　そうですね。慢性の呼吸器疾
患の場合は去痰薬をずっと、基本的な
治療法として使っていくということは
非常によく行われていることです。
　山内　慢性の疾患はいっぱいありま
すが、これはほぼすべて痰が出るかぎ
りは治療対象となるとみてよろしいで
しょうか。
　近藤　よろしいかと思います。ただ、
頻度的に多いのはCOPDと喘息、あと
は膿性の痰が比較的多く出る病気で、
副鼻腔気管支症候群があります。びま
ん性汎細気管支炎といって、少量長期
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判断します。特に増悪期のCOPD、先
ほどの副鼻腔気管支症候群、気管支拡
張症とか、そういったものは好中球の
炎症が強いということになります。
　外観がちょっと黄色くても、好酸球
が多い場合もあるのです。その場合は
喘息なり、好酸球性炎症の痰であると
いうことで、少し病態が違うというこ
とをまず把握します。好中球性の炎症
の場合は、マクロライドが最近、特に
好中球性気道炎症を抑えるということ
で注目されています。好酸球の場合は
喘息的な要素があるだろうということ
で、吸入ステロイドとか抗ロイコトリ
エン薬などを使うのですけれども、去
痰薬に関しては、どちらにおいても有
効であると思いますし、先ほどのメカ
ニズムからいっても、どちらの病態に
おいても使いやすい薬であると思って
います。
　山内　急性期あるいは慢性期で、使
う期間の目安といったものはあるので

しょうか。
　近藤　急性期の場合は、症状が改善
してくれば、それで終了ということで、
１週間とかそのぐらいの感じでよろし
いかと思いますけれども、慢性期の場
合に関しては、患者さんの訴えをお聞
きして、痰の切れがよくなって、つか
え感とか痰の量が減ったとか、咳が少
なくなったとか、そういうことであれ
ば、基本治療として使ってみる。もし
その薬を使ってもあまり変わりがない
とおっしゃるようでしたら、一つは別
のタイプの去痰薬に変えてみる。もし
くは、それでもちょっとという場合は
両方を併用してみるということも可能
ではないかなと思います。
　山内　その場合はかなり長期に使っ
ても構わないということですね。
　近藤　そうですね。長期に治療薬と
して使ってもよいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　百渓先生、まず、バセドウ病
でヨードを使うというのは、一般的に
は限定された印象があるのですが、ヨ
ード剤を使う適応や利点に関して教え
ていただけますか。
　百渓　ヨード剤は、効果が不十分な
ことや、途中で効果が落ちる（エスケ
ープする）ことがあるため、抗甲状腺
薬のように一般化しないのですが、抗
甲状腺薬と比べますと、即効性がある
という利点があります。それから、何
といっても、副作用がほとんどないと
いうこと。場合によっては、効きすぎ
ないというのも利点になることがあり
ます。そこで単独で使う場合もありま
す。
　山内　初めに単独で使うということ

もあるということですね。
　百渓　抗甲状腺薬で副作用を経験さ
れている先生方は、できたらヨードを、
というお考えもあると思います。
　山内　そうしますと、使われる背景
には、ヨードの利点もありますが、抗
甲状腺薬の有名な副作用に、以前痛い
目に遭ったようなケースもあるという
ことですか。
　百渓　そうです。
　山内　この先生のご質問のような抗
甲状腺薬、主にメルカゾール錠ですが、
これとの併用治療は具体的にどのよう
な場合に行われているものなのでしょ
うか。
　百渓　昔から行われているのは、甲
状腺機能の正常化が急がれる場合、つ

バセドウ病のヨード剤併用治療

東京都予防医学協会内分泌科部長
百　渓　尚　子

（聞き手　山内俊一）

　バセドウ病でのヨード剤の併用についてご教示ください。
　甲状腺機能亢進症では、抗甲状腺薬（主にメルカゾール錠）による治療経験
は多くありますが、さらにこれにヨード剤を併用した治療経験はありません。
そこでヨウ化カリウム丸の併用療法の適応についてご教示ください。

＜大分県開業医＞
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判断します。特に増悪期のCOPD、先
ほどの副鼻腔気管支症候群、気管支拡
張症とか、そういったものは好中球の
炎症が強いということになります。
　外観がちょっと黄色くても、好酸球
が多い場合もあるのです。その場合は
喘息なり、好酸球性炎症の痰であると
いうことで、少し病態が違うというこ
とをまず把握します。好中球性の炎症
の場合は、マクロライドが最近、特に
好中球性気道炎症を抑えるということ
で注目されています。好酸球の場合は
喘息的な要素があるだろうということ
で、吸入ステロイドとか抗ロイコトリ
エン薬などを使うのですけれども、去
痰薬に関しては、どちらにおいても有
効であると思いますし、先ほどのメカ
ニズムからいっても、どちらの病態に
おいても使いやすい薬であると思って
います。
　山内　急性期あるいは慢性期で、使
う期間の目安といったものはあるので

しょうか。
　近藤　急性期の場合は、症状が改善
してくれば、それで終了ということで、
１週間とかそのぐらいの感じでよろし
いかと思いますけれども、慢性期の場
合に関しては、患者さんの訴えをお聞
きして、痰の切れがよくなって、つか
え感とか痰の量が減ったとか、咳が少
なくなったとか、そういうことであれ
ば、基本治療として使ってみる。もし
その薬を使ってもあまり変わりがない
とおっしゃるようでしたら、一つは別
のタイプの去痰薬に変えてみる。もし
くは、それでもちょっとという場合は
両方を併用してみるということも可能
ではないかなと思います。
　山内　その場合はかなり長期に使っ
ても構わないということですね。
　近藤　そうですね。長期に治療薬と
して使ってもよいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　百渓先生、まず、バセドウ病
でヨードを使うというのは、一般的に
は限定された印象があるのですが、ヨ
ード剤を使う適応や利点に関して教え
ていただけますか。
　百渓　ヨード剤は、効果が不十分な
ことや、途中で効果が落ちる（エスケ
ープする）ことがあるため、抗甲状腺
薬のように一般化しないのですが、抗
甲状腺薬と比べますと、即効性がある
という利点があります。それから、何
といっても、副作用がほとんどないと
いうこと。場合によっては、効きすぎ
ないというのも利点になることがあり
ます。そこで単独で使う場合もありま
す。
　山内　初めに単独で使うということ

もあるということですね。
　百渓　抗甲状腺薬で副作用を経験さ
れている先生方は、できたらヨードを、
というお考えもあると思います。
　山内　そうしますと、使われる背景
には、ヨードの利点もありますが、抗
甲状腺薬の有名な副作用に、以前痛い
目に遭ったようなケースもあるという
ことですか。
　百渓　そうです。
　山内　この先生のご質問のような抗
甲状腺薬、主にメルカゾール錠ですが、
これとの併用治療は具体的にどのよう
な場合に行われているものなのでしょ
うか。
　百渓　昔から行われているのは、甲
状腺機能の正常化が急がれる場合、つ

バセドウ病のヨード剤併用治療

東京都予防医学協会内分泌科部長
百　渓　尚　子

（聞き手　山内俊一）

　バセドウ病でのヨード剤の併用についてご教示ください。
　甲状腺機能亢進症では、抗甲状腺薬（主にメルカゾール錠）による治療経験
は多くありますが、さらにこれにヨード剤を併用した治療経験はありません。
そこでヨウ化カリウム丸の併用療法の適応についてご教示ください。

＜大分県開業医＞
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まり亢進症によるリスクが高い場合で
す。例えば、クリーゼの場合であると
か、あるいは循環器の合併症があると
か、これから何かの手術をするのに早
く正常にしなければいけない、あるい
は、妊婦さんで流産のリスクがあると
いうようなときに併用いたします。こ
れは昔から行われている方法です。
　山内　この質問は、どちらかという
と一般的なバセドウ病の外来の患者さ
んに関してというニュアンスがあるよ
うですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　百渓　日本甲状腺学会のガイドライ
ンでは、抗甲状腺薬は、メルカゾール
錠が第一選択薬で、初期投与量は機能
亢進が著しい場合は別として、１日３
錠（15㎎）から始めることを勧めてい
ます。15㎎で始めたほうが副作用が少
ないというのがその理由です。そこで
機能亢進が著しくてもメルカゾール錠
は15㎎にしておいて、ヨードを併用し
てメルカゾール錠を大量に使うことに
よる副作用のリスクを避けようという
ことが行われるようになって、学会報
告もされるようになりました。メルカ
ゾール錠15㎎でコントロールに少し時
間がかかっているときで、メルカゾー
ル錠を増量しないでヨード剤を併用す
るという場合もあります。
　山内　以前、メルカゾール錠の初期
量はかなり多かったと思われますが、
最近はあまり高用量からの開始は勧め

られていないということでよろしいで
しょうか。
　百渓　free T4の値はキットによって
違うので一概には言えないのですけれ
ども、free T4が５以下だったら３錠で
も６錠と同じ効果だったというような
成績があり、５以下だったら、少なく
とも合併症がなければ問題ないという
ことで、ガイドラインでは初期投与量
を１日15㎎としているのです。free T4

が７を超えているような場合は無理で
すが。
　山内　もう少し機能亢進が弱いよう
なケースですと、ヨードを主体とした
治療法もあるということでしょうか。
　百渓　副作用でこりごりなさってい
る先生方の中には、ヨードを先に始め
ることがあります。ある先生は、ヨウ
化カリウム丸を１日２錠から始めて、
効果が十分でなくなったときに初めて
少量のメルカゾール錠を併用し、それ
でも十分でなくなったら、メルカゾー
ル錠を増量するということをされてい
ます。この方法でかなり副作用を避け
られるようになったということですの
で、なかなかいい方法かなと私は思っ
ております。
　山内　実際の使い方ですが、まず、
ヨウ化カリウム丸、つまり錠剤を使用
というかたちになるのでしょうか。昔、
ヨード液などを飲ませていたこともあ
りますが、このあたりは今どうなって
いるのでしょうか。

　百渓　昔使っていたルゴール液はフ
ェノールが入っているので外用だけに
なってしまって、内服には不向きです。
今一番一般的なのは、ご質問の先生も
おっしゃっているヨウ化カリウム丸で
す。この薬は１錠中にヨードが38㎎ぐ
らい入っております。１日１錠で始め
るのが一般的です。症状が軽い場合に
はヨウ化カリウム液にして、10㎎、20
㎎など効き目をみながら使います。調
剤は簡単です。あるいはヨウ化カリウ
ム粉末もあります。ただ、のみにくい
ともいわれていますが。
　山内　初期量について、まず単独で
使う場合はどのぐらいの量からか。そ
れから併用する場合はどのぐらいの量
からかといったあたりですが。
　百渓　単独で使う場合は一般的には
ヨウ化カリウム丸１錠です。
　山内　併用の場合は量を下げるので
しょうか。
　百渓　いいえ、ヨウ化カリウム丸を
１錠、それとメルカゾール錠２錠か３
錠です。
　山内　いきなり併用するケースと、
ヨードを先行させて治療上あまり思わ
しくないときに抗甲状腺薬を追加する
という、この２つの方法があるという
ことですね。
　百渓　あとは、あとからヨードを補
うという方法ですね。
　山内　どちらが推奨されているとい
うことはあまりないのでしょうか。

　百渓　そういう比較試験がなくて、
使う先生方の好みですね。
　山内　繰り返しになりますが、一般
にヨードのほうを先行させて、効果不
十分と見た場合にメルカゾール錠を追
加していくという使い方がされている
のでしょうか。
　百渓　私もよくそうしますが、副作
用を嫌われる先生は、そういう使い方
をします。初めから併用という先生も、
少なくないと思います。どちらがいい
というような成績は出されていないの
で、ともかくやってみてほしい、経験
してみてほしいということです。途中
で効果が不十分になることはあります
が、そうしたら抗甲状腺薬を増量する
かアイソトープ治療などに変更すれば
よいので、もっと思い切ってやってい
ただいていいと思います。
　ヨードを嫌っていたのは外国のドク
ターなのです。バセドウ病とは関係な
いのですが、ヨードが不足している国
では、甲状腺の結節で、自動能を持っ
ているものがあって、ヨードが不足し
ているために甲状腺ホルモンが過剰に
分泌されずにすんでいたものが、ヨー
ドが十分になると過剰に分泌されるよ
うになります。そういうものを持って
いる人はお年寄りが多いものですから、
循環器に影響して心房細動を来したり
して、そんなことでヨードは嫌われて
いたのです。
　あとは、これもバセドウ病ではない
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まり亢進症によるリスクが高い場合で
す。例えば、クリーゼの場合であると
か、あるいは循環器の合併症があると
か、これから何かの手術をするのに早
く正常にしなければいけない、あるい
は、妊婦さんで流産のリスクがあると
いうようなときに併用いたします。こ
れは昔から行われている方法です。
　山内　この質問は、どちらかという
と一般的なバセドウ病の外来の患者さ
んに関してというニュアンスがあるよ
うですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　百渓　日本甲状腺学会のガイドライ
ンでは、抗甲状腺薬は、メルカゾール
錠が第一選択薬で、初期投与量は機能
亢進が著しい場合は別として、１日３
錠（15㎎）から始めることを勧めてい
ます。15㎎で始めたほうが副作用が少
ないというのがその理由です。そこで
機能亢進が著しくてもメルカゾール錠
は15㎎にしておいて、ヨードを併用し
てメルカゾール錠を大量に使うことに
よる副作用のリスクを避けようという
ことが行われるようになって、学会報
告もされるようになりました。メルカ
ゾール錠15㎎でコントロールに少し時
間がかかっているときで、メルカゾー
ル錠を増量しないでヨード剤を併用す
るという場合もあります。
　山内　以前、メルカゾール錠の初期
量はかなり多かったと思われますが、
最近はあまり高用量からの開始は勧め

られていないということでよろしいで
しょうか。
　百渓　free T4の値はキットによって
違うので一概には言えないのですけれ
ども、free T4が５以下だったら３錠で
も６錠と同じ効果だったというような
成績があり、５以下だったら、少なく
とも合併症がなければ問題ないという
ことで、ガイドラインでは初期投与量
を１日15㎎としているのです。free T4

が７を超えているような場合は無理で
すが。
　山内　もう少し機能亢進が弱いよう
なケースですと、ヨードを主体とした
治療法もあるということでしょうか。
　百渓　副作用でこりごりなさってい
る先生方の中には、ヨードを先に始め
ることがあります。ある先生は、ヨウ
化カリウム丸を１日２錠から始めて、
効果が十分でなくなったときに初めて
少量のメルカゾール錠を併用し、それ
でも十分でなくなったら、メルカゾー
ル錠を増量するということをされてい
ます。この方法でかなり副作用を避け
られるようになったということですの
で、なかなかいい方法かなと私は思っ
ております。
　山内　実際の使い方ですが、まず、
ヨウ化カリウム丸、つまり錠剤を使用
というかたちになるのでしょうか。昔、
ヨード液などを飲ませていたこともあ
りますが、このあたりは今どうなって
いるのでしょうか。

　百渓　昔使っていたルゴール液はフ
ェノールが入っているので外用だけに
なってしまって、内服には不向きです。
今一番一般的なのは、ご質問の先生も
おっしゃっているヨウ化カリウム丸で
す。この薬は１錠中にヨードが38㎎ぐ
らい入っております。１日１錠で始め
るのが一般的です。症状が軽い場合に
はヨウ化カリウム液にして、10㎎、20
㎎など効き目をみながら使います。調
剤は簡単です。あるいはヨウ化カリウ
ム粉末もあります。ただ、のみにくい
ともいわれていますが。
　山内　初期量について、まず単独で
使う場合はどのぐらいの量からか。そ
れから併用する場合はどのぐらいの量
からかといったあたりですが。
　百渓　単独で使う場合は一般的には
ヨウ化カリウム丸１錠です。
　山内　併用の場合は量を下げるので
しょうか。
　百渓　いいえ、ヨウ化カリウム丸を
１錠、それとメルカゾール錠２錠か３
錠です。
　山内　いきなり併用するケースと、
ヨードを先行させて治療上あまり思わ
しくないときに抗甲状腺薬を追加する
という、この２つの方法があるという
ことですね。
　百渓　あとは、あとからヨードを補
うという方法ですね。
　山内　どちらが推奨されているとい
うことはあまりないのでしょうか。

　百渓　そういう比較試験がなくて、
使う先生方の好みですね。
　山内　繰り返しになりますが、一般
にヨードのほうを先行させて、効果不
十分と見た場合にメルカゾール錠を追
加していくという使い方がされている
のでしょうか。
　百渓　私もよくそうしますが、副作
用を嫌われる先生は、そういう使い方
をします。初めから併用という先生も、
少なくないと思います。どちらがいい
というような成績は出されていないの
で、ともかくやってみてほしい、経験
してみてほしいということです。途中
で効果が不十分になることはあります
が、そうしたら抗甲状腺薬を増量する
かアイソトープ治療などに変更すれば
よいので、もっと思い切ってやってい
ただいていいと思います。
　ヨードを嫌っていたのは外国のドク
ターなのです。バセドウ病とは関係な
いのですが、ヨードが不足している国
では、甲状腺の結節で、自動能を持っ
ているものがあって、ヨードが不足し
ているために甲状腺ホルモンが過剰に
分泌されずにすんでいたものが、ヨー
ドが十分になると過剰に分泌されるよ
うになります。そういうものを持って
いる人はお年寄りが多いものですから、
循環器に影響して心房細動を来したり
して、そんなことでヨードは嫌われて
いたのです。
　あとは、これもバセドウ病ではない
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のですが、ヨードで身体の機能低下に
なる場合があるというのがやたらと強
調されていまして。
　山内　一般的には日本でのヨードの
初期投与量とその増量は、最高でどの
ぐらいの量でしょうか。
　百渓　特にそういう指針がないので
す。ですから、一番一般的なのはヨウ
化カリウム丸が１錠。本当に軽い亢進
で、妊婦さんも特に軽い亢進であれば
ヨードで大丈夫という論文を私は書い
たのですけれども、万一の場合にはヨ
ウ化カリウム液をつくっておいて１日
10㎎にしたり、20㎎にしたりしていま
す。市販のものならヨウ化カリウム粉
末。これは普通に手に入りますから、
これでなさってもいいと思います。一
般にはヨウ化カリウム丸でいい場合が
多いですね。
　山内　甲状腺機能が正常化した場合、
今度は減らすなり、中止するというこ
とになりますが、併用の場合はどちら
の薬を中止ないし減らしていくのでし
ょうか。
　百渓　著しい亢進だった場合には、
メルカゾール錠は残したほうがいいで
すから、ヨードの減量→中止が先だと
思います。そうではなくて、併用を最
初からやるとか、ヨードが先という場
合は、本当はどちらでもいいのかもし
れません。一般的にはヨードが先です
が。

　先ほどのヨードを第一選択にした先
生は、コントロールがいいと、メルカ
ゾール錠を先に減らしてみる方法をと
るそうです。私は今まではヨードを先
に中止していたのですが、ヨードを中
止しますと、ある程度効いている場合
には甲状腺機能が悪化することがあり
ます。この点は慎重を要します。でも
今まではともかくそのようにヨードが
先でした。
　でも、ヨードを積極的に使っている
先生が書かれているものを読みますと、
抗甲状腺薬が先というのもなかなかい
いようなので、トライしてみようかな
と思っています。もちろん機能が十分
正常になってからですが。
　山内　初めに戻りますが、比較的安
全性の高い薬剤なので、長期に使って
も、あまり大きな問題になることはな
いと見てよろしいわけですね。
　百渓　そうですね。途中で効き目が
落ちることには注意が要りますが、十
分正常になっていれば、別に使ってい
て悪いことはないですから。メルカゾ
ール錠だと、少量でも効きすぎたりす
ることもあるものですから。
　山内　なかなかコントロールに難渋
することもありますので、そういった
面でもう一度見直されてもいい治療法
ということですね。
　ありがとうございました。

　池田　まず最初に、いつごろからこ
のNASHという概念が生まれたのでし
ょうか。
　谷合　1980年にアメリカのメイヨー
クリニックの病理学者ルードヴィック
が、尼僧や禁酒協会の会員といった飲
酒しない人たちに、アルコール性肝障
害と全く同じ肝組織像を呈する肝障害
をきたす人々がいるという報告をしま
した。そういう人たちの共通したプロ
ファイルとして、肥満・糖尿病・高脂血
症というような合併症があり、アルコ
ールと同様に脂肪性肝炎をきたしてい
るということで、非アルコール性脂肪
性肝炎（non alcoholic steato hepatitis）
と報告しました。
　ただ、そのころは、「いや、それで
もきっと隠れて飲んでいるんだろう」

などと、お酒以外の原因でお酒と同じ
肝障害をきたす病態があるということ
が受け入れられず、ルードヴィック先
生は非常に高名な病理学者でしたが、
その論文自体も、一流雑誌には掲載さ
れず、結局メイヨークリニックの機関
誌に掲載されたという経緯があります。
　そしてNASHは、しばらく忘れられ
ていた概念なのですけれども、1990年
代ぐらいから世界的に飽食の時代を迎
えて、メタボリックシンドロームの臓
器障害が大きな問題となり、この病態
がクローズアップされてきました。し
かし、一般的に受け入れられるように
なったのは1990年代の終わりごろから
で、肝臓学会等で積極的に取り上げら
れるようになったのは2000年を過ぎて
からです。まずアメリカで注目され、

NASH

東京女子医科大学消化器内科講師
谷　合　麻紀子

（聞き手　池田志斈）

　NASHという概念がありますが、人間ドックなどで脂肪肝を見つけた場合、
どのような点に注意すべきか。二次検診に進むのはどういうときか、ご教示く
ださい。

＜宮城県勤務医＞
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のですが、ヨードで身体の機能低下に
なる場合があるというのがやたらと強
調されていまして。
　山内　一般的には日本でのヨードの
初期投与量とその増量は、最高でどの
ぐらいの量でしょうか。
　百渓　特にそういう指針がないので
す。ですから、一番一般的なのはヨウ
化カリウム丸が１錠。本当に軽い亢進
で、妊婦さんも特に軽い亢進であれば
ヨードで大丈夫という論文を私は書い
たのですけれども、万一の場合にはヨ
ウ化カリウム液をつくっておいて１日
10㎎にしたり、20㎎にしたりしていま
す。市販のものならヨウ化カリウム粉
末。これは普通に手に入りますから、
これでなさってもいいと思います。一
般にはヨウ化カリウム丸でいい場合が
多いですね。
　山内　甲状腺機能が正常化した場合、
今度は減らすなり、中止するというこ
とになりますが、併用の場合はどちら
の薬を中止ないし減らしていくのでし
ょうか。
　百渓　著しい亢進だった場合には、
メルカゾール錠は残したほうがいいで
すから、ヨードの減量→中止が先だと
思います。そうではなくて、併用を最
初からやるとか、ヨードが先という場
合は、本当はどちらでもいいのかもし
れません。一般的にはヨードが先です
が。

　先ほどのヨードを第一選択にした先
生は、コントロールがいいと、メルカ
ゾール錠を先に減らしてみる方法をと
るそうです。私は今まではヨードを先
に中止していたのですが、ヨードを中
止しますと、ある程度効いている場合
には甲状腺機能が悪化することがあり
ます。この点は慎重を要します。でも
今まではともかくそのようにヨードが
先でした。
　でも、ヨードを積極的に使っている
先生が書かれているものを読みますと、
抗甲状腺薬が先というのもなかなかい
いようなので、トライしてみようかな
と思っています。もちろん機能が十分
正常になってからですが。
　山内　初めに戻りますが、比較的安
全性の高い薬剤なので、長期に使って
も、あまり大きな問題になることはな
いと見てよろしいわけですね。
　百渓　そうですね。途中で効き目が
落ちることには注意が要りますが、十
分正常になっていれば、別に使ってい
て悪いことはないですから。メルカゾ
ール錠だと、少量でも効きすぎたりす
ることもあるものですから。
　山内　なかなかコントロールに難渋
することもありますので、そういった
面でもう一度見直されてもいい治療法
ということですね。
　ありがとうございました。

　池田　まず最初に、いつごろからこ
のNASHという概念が生まれたのでし
ょうか。
　谷合　1980年にアメリカのメイヨー
クリニックの病理学者ルードヴィック
が、尼僧や禁酒協会の会員といった飲
酒しない人たちに、アルコール性肝障
害と全く同じ肝組織像を呈する肝障害
をきたす人々がいるという報告をしま
した。そういう人たちの共通したプロ
ファイルとして、肥満・糖尿病・高脂血
症というような合併症があり、アルコ
ールと同様に脂肪性肝炎をきたしてい
るということで、非アルコール性脂肪
性肝炎（non alcoholic steato hepatitis）
と報告しました。
　ただ、そのころは、「いや、それで
もきっと隠れて飲んでいるんだろう」

などと、お酒以外の原因でお酒と同じ
肝障害をきたす病態があるということ
が受け入れられず、ルードヴィック先
生は非常に高名な病理学者でしたが、
その論文自体も、一流雑誌には掲載さ
れず、結局メイヨークリニックの機関
誌に掲載されたという経緯があります。
　そしてNASHは、しばらく忘れられ
ていた概念なのですけれども、1990年
代ぐらいから世界的に飽食の時代を迎
えて、メタボリックシンドロームの臓
器障害が大きな問題となり、この病態
がクローズアップされてきました。し
かし、一般的に受け入れられるように
なったのは1990年代の終わりごろから
で、肝臓学会等で積極的に取り上げら
れるようになったのは2000年を過ぎて
からです。まずアメリカで注目され、

NASH

東京女子医科大学消化器内科講師
谷　合　麻紀子

（聞き手　池田志斈）

　NASHという概念がありますが、人間ドックなどで脂肪肝を見つけた場合、
どのような点に注意すべきか。二次検診に進むのはどういうときか、ご教示く
ださい。

＜宮城県勤務医＞
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それに遅れること数年で日本でも注目
されてきた概念です。
　池田　大きく脂肪性肝障害ととらえ
ておいて、飲酒の有無で分けていって、
飲酒のない群をNASHということにな
ったわけですけれども、原因としては
どんなことが考えられているのでしょ
うか。
　谷合　まずその前に、NASHの定義
についてご説明します。飲酒のない脂
肪性肝障害の全てがNASHというわけ
ではないのです。NASHは肝硬変、肝
臓がんに進行していく病態といわれて
おり、非アルコール性脂肪性肝障害全
体の中で、約10～30％といわれていま
す。NASHは、メタボリックシンドロ
ームの肝病態と考えられていますので、
肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧と
いったメタボリックシンドロームの一
病態といえます。NASH患者さんの約
70％は肥満を合併しており、糖尿病の
合併率も約40％とされています。脂質
異常症の合併率は、30～50％といわれ
ています。
　NASHに合併するメタボリックシン
ドロームには性差、年齢による違いが
あることが明らかになっており、一般
に若い男性は肥満、脂質異常症の影響
が大きく、女性は閉経後に患者数が激
増し、高齢女性では糖代謝異常の影響
が大きいと報告されています。NASH
の原因は単一ではなく、非常に多様な
病像を呈する複合的な疾患と考えられ

ています。
　池田　非アルコール性脂肪性肝障害
で、NASHは慢性炎症が続いていく。
それ以外の単純な脂肪肝との差は、ど
の辺が原因というのはわかっているの
でしょうか。
　谷合　原因はまだ明らかになってい
ません。患者さんの遺伝子における１
塩基多型、SNPが発症に関与している
というデータがあります。その中で肥
満遺伝子といわれる遺伝子のSNPが発
症に関与している可能性が示されてい
ますが、まだ不明な点も多いのが現状
です。単純な脂肪肝とNASH、２つの
病態を分ける方法は、今のところ、肝
臓の組織を採取して診断する肝生検だ
けと定義されています。
　池田　次に、確定診断法についてう
かがいたいのですが、どのような方法
がなされているのでしょうか。
　谷合　現在、NASHは肝組織像によ
る定義ですので、NASHの確定診断は
肝生検によってのみなされます。一方、
単純な脂肪肝、NAFLDと総称される
脂肪性肝障害に関しては、何らかの画
像所見で脂肪肝を認めれば、それで診
断されるわけです。
　池田　NASHの確定診断には肝生検
が必須であるということですね。
　谷合　今のところはそうですね。非
侵襲的検査で確定診断がつけられるよ
うにという試みがここ10年ほどなされ
ているのですけれども、なかなか肝生

検に完全に取って代わるような検査が
ないのが現状です。
　池田　次に治療法、予防法について
おうかがいしたいのですけれども、ガ
イドラインがすでに策定されていると
うかがっておりますが、その内容はど
のようなものでしょうか。
　谷合　2006年に最初のガイドライン
が日本肝臓学会の編纂でなされまして、
これは概念・歴史から、診断・治療等
について、多岐にわたって述べられて
いるものです。ただ、治療法に関して
は、先ほど申し上げましたように、単
一な背景をもつ疾患ではないので、原
因も非常に様々であり、また、肝の脂
肪沈着に直接的に効く薬というのは今
のところないとも考えられており、ま
ず合併症の治療、例えば糖代謝異常が
ある方の場合には糖代謝異常の治療を
しますし、脂質代謝異常のある方は脂
質代謝異常の治療をします。しかし、
どんな薬物治療も減量にまさる治療は
ないと考えられております。肥満を合
併している患者さんの場合には、進行
予防に関しても、治療に関しても、ま
ず体重を減らすということが今のとこ
ろ治療の基本になります。
　池田　そのほか、例えば治療法の効
果の有無を判定する場合に、また肝生
検を行う必要があるのでしょうか。
　谷合　一番簡単な指標はもちろん血
液検査です。しかし、これは診断にも
関係してくることなのですが、いわゆ

る肝機能異常のマーカー、AST、ALT
値などはNASHの重症度には関与しな
いのです。肝疾患の重症度とは線維化
の程度で見るわけですが、NASHで肝
臓の線維化が進行してくると、AST、
ALTの値はむしろ下がってくるという
データがあり、これらは重症度の指標
になりません。
　血小板やアルブミンなど、一般的に
肝の線維化予備能を反映するような検
査値は、NASHではかなり進行した場
合でないと動きません。治療効果でも、
例えば半年や１年など短期の治療効果
を見る場合に、こういった血液検査の
マーカーもあまり役に立たないという
のが現状です。画像では、CT値、CT
での腹腔内脂肪面積、肝脾CT値比な
ど、ある程度客観的な指標はあります
が、そういった指標は一つの助けには
なりますが、正確に治療効果を評価す
るには現段階ではやはり肝生検が望ま
しいとされています。
　しかし、ご存じのように、通常の臨
床研究のプロトコールというのは、１
年程度で判定されることが多いので、
１年の間に肝生検のような侵襲のある
検査を何回も行うというのは現実的で
はなく、そのあたりがNASHの治療効
果の評価は難しいとされているところ
です。
　池田　ガイドラインも年々改訂され
ているとうかがっておりますけれども、
新しいガイドラインの特徴といいます
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それに遅れること数年で日本でも注目
されてきた概念です。
　池田　大きく脂肪性肝障害ととらえ
ておいて、飲酒の有無で分けていって、
飲酒のない群をNASHということにな
ったわけですけれども、原因としては
どんなことが考えられているのでしょ
うか。
　谷合　まずその前に、NASHの定義
についてご説明します。飲酒のない脂
肪性肝障害の全てがNASHというわけ
ではないのです。NASHは肝硬変、肝
臓がんに進行していく病態といわれて
おり、非アルコール性脂肪性肝障害全
体の中で、約10～30％といわれていま
す。NASHは、メタボリックシンドロ
ームの肝病態と考えられていますので、
肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧と
いったメタボリックシンドロームの一
病態といえます。NASH患者さんの約
70％は肥満を合併しており、糖尿病の
合併率も約40％とされています。脂質
異常症の合併率は、30～50％といわれ
ています。
　NASHに合併するメタボリックシン
ドロームには性差、年齢による違いが
あることが明らかになっており、一般
に若い男性は肥満、脂質異常症の影響
が大きく、女性は閉経後に患者数が激
増し、高齢女性では糖代謝異常の影響
が大きいと報告されています。NASH
の原因は単一ではなく、非常に多様な
病像を呈する複合的な疾患と考えられ

ています。
　池田　非アルコール性脂肪性肝障害
で、NASHは慢性炎症が続いていく。
それ以外の単純な脂肪肝との差は、ど
の辺が原因というのはわかっているの
でしょうか。
　谷合　原因はまだ明らかになってい
ません。患者さんの遺伝子における１
塩基多型、SNPが発症に関与している
というデータがあります。その中で肥
満遺伝子といわれる遺伝子のSNPが発
症に関与している可能性が示されてい
ますが、まだ不明な点も多いのが現状
です。単純な脂肪肝とNASH、２つの
病態を分ける方法は、今のところ、肝
臓の組織を採取して診断する肝生検だ
けと定義されています。
　池田　次に、確定診断法についてう
かがいたいのですが、どのような方法
がなされているのでしょうか。
　谷合　現在、NASHは肝組織像によ
る定義ですので、NASHの確定診断は
肝生検によってのみなされます。一方、
単純な脂肪肝、NAFLDと総称される
脂肪性肝障害に関しては、何らかの画
像所見で脂肪肝を認めれば、それで診
断されるわけです。
　池田　NASHの確定診断には肝生検
が必須であるということですね。
　谷合　今のところはそうですね。非
侵襲的検査で確定診断がつけられるよ
うにという試みがここ10年ほどなされ
ているのですけれども、なかなか肝生

検に完全に取って代わるような検査が
ないのが現状です。
　池田　次に治療法、予防法について
おうかがいしたいのですけれども、ガ
イドラインがすでに策定されていると
うかがっておりますが、その内容はど
のようなものでしょうか。
　谷合　2006年に最初のガイドライン
が日本肝臓学会の編纂でなされまして、
これは概念・歴史から、診断・治療等
について、多岐にわたって述べられて
いるものです。ただ、治療法に関して
は、先ほど申し上げましたように、単
一な背景をもつ疾患ではないので、原
因も非常に様々であり、また、肝の脂
肪沈着に直接的に効く薬というのは今
のところないとも考えられており、ま
ず合併症の治療、例えば糖代謝異常が
ある方の場合には糖代謝異常の治療を
しますし、脂質代謝異常のある方は脂
質代謝異常の治療をします。しかし、
どんな薬物治療も減量にまさる治療は
ないと考えられております。肥満を合
併している患者さんの場合には、進行
予防に関しても、治療に関しても、ま
ず体重を減らすということが今のとこ
ろ治療の基本になります。
　池田　そのほか、例えば治療法の効
果の有無を判定する場合に、また肝生
検を行う必要があるのでしょうか。
　谷合　一番簡単な指標はもちろん血
液検査です。しかし、これは診断にも
関係してくることなのですが、いわゆ

る肝機能異常のマーカー、AST、ALT
値などはNASHの重症度には関与しな
いのです。肝疾患の重症度とは線維化
の程度で見るわけですが、NASHで肝
臓の線維化が進行してくると、AST、
ALTの値はむしろ下がってくるという
データがあり、これらは重症度の指標
になりません。
　血小板やアルブミンなど、一般的に
肝の線維化予備能を反映するような検
査値は、NASHではかなり進行した場
合でないと動きません。治療効果でも、
例えば半年や１年など短期の治療効果
を見る場合に、こういった血液検査の
マーカーもあまり役に立たないという
のが現状です。画像では、CT値、CT
での腹腔内脂肪面積、肝脾CT値比な
ど、ある程度客観的な指標はあります
が、そういった指標は一つの助けには
なりますが、正確に治療効果を評価す
るには現段階ではやはり肝生検が望ま
しいとされています。
　しかし、ご存じのように、通常の臨
床研究のプロトコールというのは、１
年程度で判定されることが多いので、
１年の間に肝生検のような侵襲のある
検査を何回も行うというのは現実的で
はなく、そのあたりがNASHの治療効
果の評価は難しいとされているところ
です。
　池田　ガイドラインも年々改訂され
ているとうかがっておりますけれども、
新しいガイドラインの特徴といいます
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か、その辺を教えていただけますか。
　谷合　2010年に日本肝臓学会のガイ
ドラインが改訂され、消化器病学会に
よる最新のガイドラインは現在編纂中
でして、2013年発行予定です。多くの
文献をエビデンスとして示したガイド
ラインで、例えばアメリカ肝臓学会で
提唱されている脂肪性肝障害の組織診
断は何回か改訂されているうちの最新
のものが引用されますし、先ほどお話
ししましたSNPのデータなども新知見
として追加されています。治療に関し
ても、糖尿病の治療薬であるピオグリ
タゾンがNASHにも非常に有効とされ
た時期があったのですが、長期経過で
はリバウンド例も多く、さほど劇的に
効くというわけではないということが
判明し、こちらも記載されています。
このように、治療薬に関する取り扱い
も少しずつ変わってきておりますが、
今のところ、これが最も効くという明
確な治療指針が立っていないというの
が現状です。

　池田　最後に、予後と申しますか、
特に悪性新生物の発症について教えて
いただけますか。
　谷合　これは今非常に注目されてい
る点です。昔は脂肪肝というのは良性
の疾患で、放置してもいいのではない
かといわれていたのですけれども、先
ほど申しましたように、脂肪肝のうち
10％以上が肝硬変や肝臓がんに進行し
うる病態なのです。NASHを基盤とし
た悪性新生物、肝臓がんは最近増加し
てきています。NASHの中で特に肝臓
がんの高リスク群といわれているのは、
糖尿病合併例、高齢者などです。ここ
でも性差があり、女性のNASH肝臓が
んはほとんどが肝硬変をベースに発が
んしていますが、男性のNASH肝臓が
んはベースの肝臓が肝硬変までいって
いない症例が多いのが特徴とされてい
ます。このような性差をきたす詳しい
原因に関してはまだわかっておりませ
ん。
　池田　ありがとうございました。

　山内　荒瀬先生、脂肪肝がまた少し
話題になってきていますが、最近のト
ピックスのようなかたちとして少しお
話し願えますか。
　荒瀬　脂肪肝は、最近は健診等で増
えてきております。当院で最近５年間
で、初回受診された４万人の方をみま
すと、男性２万7,000人では、約１万人
の方がエコー上、脂肪肝の診断ですか
ら、40％近くの人が脂肪肝です。女性
１万3,000人でも10％程度の方が脂肪肝
です。したがって、20～30年前に比べ、
脂肪肝の人口が増えているということ
がいえると思います。
　脂肪肝の診療に際しては、まず第１
に、脂肪肝の程度が軽いのか重いのか
ということが問題になります。その鑑
別の１つとしてフェリチン値が役に立
つのではないかと思っております。

　山内　一昔前は、脂肪肝というと、
みんなひっくるめて良性のような印象
だったのですが、けっこう悪いものが
あるというのも最近の話題ですね。
　荒瀬　そうですね。単純性脂肪肝、
要は進行しないような脂肪肝が、脂肪
肝全体の約９割を占めていますが、１
割程度は進行性です。進行性の脂肪肝
では、肝硬変とか、あるいは肝硬変初
期まで進行しうる可能性があります。
実際、進行性の脂肪肝で、肝硬変ある
いは肝硬変初期にまで至ってしまった
例が、脂肪肝全体の２％程度あります。
したがって、進行性の脂肪肝の絞り込
みが日常臨床上重要であると思われま
す。
　山内　この鑑別はけっこう難しいと
思いますので、こういう簡単なサロゲ
ートマーカーといいますか、血液でわ

進行性の脂肪肝

虎の門病院健康管理センター・画像センター統括所長
荒　瀬　康　司

（聞き手　山内俊一）

　進行性の脂肪肝の絞り込みに「フェリチン値」が有用と聞きましたが、その
機序およびどのように生かすかをご教示ください。

＜秋田県開業医＞
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か、その辺を教えていただけますか。
　谷合　2010年に日本肝臓学会のガイ
ドラインが改訂され、消化器病学会に
よる最新のガイドラインは現在編纂中
でして、2013年発行予定です。多くの
文献をエビデンスとして示したガイド
ラインで、例えばアメリカ肝臓学会で
提唱されている脂肪性肝障害の組織診
断は何回か改訂されているうちの最新
のものが引用されますし、先ほどお話
ししましたSNPのデータなども新知見
として追加されています。治療に関し
ても、糖尿病の治療薬であるピオグリ
タゾンがNASHにも非常に有効とされ
た時期があったのですが、長期経過で
はリバウンド例も多く、さほど劇的に
効くというわけではないということが
判明し、こちらも記載されています。
このように、治療薬に関する取り扱い
も少しずつ変わってきておりますが、
今のところ、これが最も効くという明
確な治療指針が立っていないというの
が現状です。

　池田　最後に、予後と申しますか、
特に悪性新生物の発症について教えて
いただけますか。
　谷合　これは今非常に注目されてい
る点です。昔は脂肪肝というのは良性
の疾患で、放置してもいいのではない
かといわれていたのですけれども、先
ほど申しましたように、脂肪肝のうち
10％以上が肝硬変や肝臓がんに進行し
うる病態なのです。NASHを基盤とし
た悪性新生物、肝臓がんは最近増加し
てきています。NASHの中で特に肝臓
がんの高リスク群といわれているのは、
糖尿病合併例、高齢者などです。ここ
でも性差があり、女性のNASH肝臓が
んはほとんどが肝硬変をベースに発が
んしていますが、男性のNASH肝臓が
んはベースの肝臓が肝硬変までいって
いない症例が多いのが特徴とされてい
ます。このような性差をきたす詳しい
原因に関してはまだわかっておりませ
ん。
　池田　ありがとうございました。

　山内　荒瀬先生、脂肪肝がまた少し
話題になってきていますが、最近のト
ピックスのようなかたちとして少しお
話し願えますか。
　荒瀬　脂肪肝は、最近は健診等で増
えてきております。当院で最近５年間
で、初回受診された４万人の方をみま
すと、男性２万7,000人では、約１万人
の方がエコー上、脂肪肝の診断ですか
ら、40％近くの人が脂肪肝です。女性
１万3,000人でも10％程度の方が脂肪肝
です。したがって、20～30年前に比べ、
脂肪肝の人口が増えているということ
がいえると思います。
　脂肪肝の診療に際しては、まず第１
に、脂肪肝の程度が軽いのか重いのか
ということが問題になります。その鑑
別の１つとしてフェリチン値が役に立
つのではないかと思っております。

　山内　一昔前は、脂肪肝というと、
みんなひっくるめて良性のような印象
だったのですが、けっこう悪いものが
あるというのも最近の話題ですね。
　荒瀬　そうですね。単純性脂肪肝、
要は進行しないような脂肪肝が、脂肪
肝全体の約９割を占めていますが、１
割程度は進行性です。進行性の脂肪肝
では、肝硬変とか、あるいは肝硬変初
期まで進行しうる可能性があります。
実際、進行性の脂肪肝で、肝硬変ある
いは肝硬変初期にまで至ってしまった
例が、脂肪肝全体の２％程度あります。
したがって、進行性の脂肪肝の絞り込
みが日常臨床上重要であると思われま
す。
　山内　この鑑別はけっこう難しいと
思いますので、こういう簡単なサロゲ
ートマーカーといいますか、血液でわ

進行性の脂肪肝

虎の門病院健康管理センター・画像センター統括所長
荒　瀬　康　司

（聞き手　山内俊一）

　進行性の脂肪肝の絞り込みに「フェリチン値」が有用と聞きましたが、その
機序およびどのように生かすかをご教示ください。

＜秋田県開業医＞
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かるものがあると非常に助かると思わ
れるのですが、まずフェリチンの値で
すが、これはかなり差があるものなの
でしょうか。
　荒瀬　まず、フェリチン値は男性と
女性で違いまして、男性のほうが高値
を示します。当院での基準値上限は男
性ですと190ng/㎖、女性は80ng/㎖で
あり、脂肪肝の場合はこれよりも高く
出ます。男性でいいますと、脂肪肝が
ない場合は約200ng/㎖ですが、脂肪肝
がありますと約250ng/㎖です。脂肪肝
があるとフェリチン値が50ng/㎖高くな
っています。
　山内　悪性に関して、あるいは悪性
の可能性があるものに関しては、さら
に高いということでしょうか。
　荒瀬　その通りです。進行した脂肪
肝の場合は単純性脂肪肝に比し高値を
示します。すなわち単純性脂肪肝です
と、男性ではフェリチン値の平均が約
245ng/㎖ですが、進行した脂肪肝です
と、フェリチン値がさらに400増加し
まして、650ng/㎖前後というような数
値が出ています。したがって、フェリ
チンが高値を示すような脂肪肝例は進
行している可能性があるということを
念頭に、その後の検査等を考える必要
があると思います。
　山内　経時的にもだんだん増えたり
減ったりするものと見てよろしいわけ
ですか。
　荒瀬　先生のおっしゃるとおりです。

フェリチン値は体重とか食べ物とか運
動等で変動いたします。
　山内　フェリチン値が増える理由で
すが、原因といいますか、これはいか
がなのでしょうか。
　荒瀬　脂肪肝でフェリチン値が増え
る原因は大きく３つ考えられると思い
ます。第１の原因は体重増加です。Body 
Mass Index（BMI）とフェリチン値と
の関係については、当院でまとめた成
績がありますが、男性の場合、BMIが
18.5以下ですと、フェリチン値の平均
は150ng/㎖前後です。BMIが18.5から
上限の25までですと、約200ng/㎖にな
り、BMIが25以上を超えているような
人ですと250ng/㎖というように、体重
によって増えます。したがって、体重
が増えている場合にはフェリチン値が
増加しやすいということになります。
　第２の原因は食事です。食事で、多
くの鉄が含まれているものを取りすぎ
てしまうとフェリチン値は増加します。
最後に、新陳代謝が悪い方、すなわち
運動等で筋肉を動かさないような方も
貯蔵鉄が増加しやすいのではないかと
思います。
　山内　そうしますと、フェリチン値
が上がってくる前提として、鉄が増え
てきているとみてよろしいわけですね。
　荒瀬　そういうことですね。
　山内　鉄はどうして体に悪いのでし
ょう。
　荒瀬　鉄は、日常いろいろなところ

で見るわけですけれども、生体内にと
っては、過剰になりますと、ぐあいの
悪いことが起きます。鉄は、遷移金属
に属しますので、原子価が変化します。
すなわち、２価イオンになったり、３
価イオンになったりして、いろいろな
電荷を取りうるわけです。３価イオン
は安定化しているのですけれども、２
価イオンは非常に不安定であり、この
２価イオンが体の中で遊離しているこ
とが非常に問題になります。
　体内で発生した活性酸素は水と反応
して過酸化水素になりますが、その過
酸化水素と２価の鉄イオンが反応しま
すと、過酸化水素からラジカル、すな
わちヒドロキシラジカル（・OH）とい
うものが発生します。この・OHは極め
て反応性が強く、水以外の生体内の蛋
白、核酸等の変性、劣化をきたすよう
になります。
　山内　そうしますと、フェリチンが
増えるというのは生体の防御反応の１
つと見てよろしいわけですか。
　荒瀬　そうですね。過剰になった鉄
による生体への攻撃を防ぐために、フ
ェリチンは存在していると考えられま
す。フェリチンは大きな袋みたいなも
の（クラウン化合物、包接化合物）と
考えていいと思うのですけれども、そ
の袋の中に、１つのフェリチンで4,500
個の鉄のイオンをおさめることができ
ます。過剰になった鉄を収容すること
により、鉄による生体への攻撃作用を

抑え込んでいると考えられます。要は
生体の安全を保つためにフェリチンが
増えているというふうにみていいと思
います。
　山内　それをサロゲートマーカーと
して見ているということですね。
　荒瀬　そういうことです。
　山内　さて、次の対応になります。
フェリチン値が高いというケースで、
次には何の検査をするのがよろしいの
でしょうか。
　荒瀬　フェリチン値が高い場合、特
に500ng/㎖を超えていて、トランスア
ミナーゼ値が高いような場合は、消化
器の専門医ないし肝臓専門医に一遍診
ていただくのがよろしいと思います。
画像診断、エコー、あるいは最近では
MRI等で肝臓の表面の凹凸等を三次元
的に描出できますので、それで見て、
進行した肝病変が疑われる場合には肝
生検等を考えていただく必要があると
思います。
　山内　とりあえずは画像診断が次の
ステップということですね。
　荒瀬　はい。
　山内　そこまで高くないレベルの方
で、予防とか、あるいは改善策、ここ
のところを少し詳しくお聞きしたいの
ですが。鉄がたくさん入ってきたりと
か、肥満について先ほどお話がありま
したが、これは生活改善が必要になり
ますね。
　荒瀬　そういうことです。生活改善
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かるものがあると非常に助かると思わ
れるのですが、まずフェリチンの値で
すが、これはかなり差があるものなの
でしょうか。
　荒瀬　まず、フェリチン値は男性と
女性で違いまして、男性のほうが高値
を示します。当院での基準値上限は男
性ですと190ng/㎖、女性は80ng/㎖で
あり、脂肪肝の場合はこれよりも高く
出ます。男性でいいますと、脂肪肝が
ない場合は約200ng/㎖ですが、脂肪肝
がありますと約250ng/㎖です。脂肪肝
があるとフェリチン値が50ng/㎖高くな
っています。
　山内　悪性に関して、あるいは悪性
の可能性があるものに関しては、さら
に高いということでしょうか。
　荒瀬　その通りです。進行した脂肪
肝の場合は単純性脂肪肝に比し高値を
示します。すなわち単純性脂肪肝です
と、男性ではフェリチン値の平均が約
245ng/㎖ですが、進行した脂肪肝です
と、フェリチン値がさらに400増加し
まして、650ng/㎖前後というような数
値が出ています。したがって、フェリ
チンが高値を示すような脂肪肝例は進
行している可能性があるということを
念頭に、その後の検査等を考える必要
があると思います。
　山内　経時的にもだんだん増えたり
減ったりするものと見てよろしいわけ
ですか。
　荒瀬　先生のおっしゃるとおりです。

フェリチン値は体重とか食べ物とか運
動等で変動いたします。
　山内　フェリチン値が増える理由で
すが、原因といいますか、これはいか
がなのでしょうか。
　荒瀬　脂肪肝でフェリチン値が増え
る原因は大きく３つ考えられると思い
ます。第１の原因は体重増加です。Body 
Mass Index（BMI）とフェリチン値と
の関係については、当院でまとめた成
績がありますが、男性の場合、BMIが
18.5以下ですと、フェリチン値の平均
は150ng/㎖前後です。BMIが18.5から
上限の25までですと、約200ng/㎖にな
り、BMIが25以上を超えているような
人ですと250ng/㎖というように、体重
によって増えます。したがって、体重
が増えている場合にはフェリチン値が
増加しやすいということになります。
　第２の原因は食事です。食事で、多
くの鉄が含まれているものを取りすぎ
てしまうとフェリチン値は増加します。
最後に、新陳代謝が悪い方、すなわち
運動等で筋肉を動かさないような方も
貯蔵鉄が増加しやすいのではないかと
思います。
　山内　そうしますと、フェリチン値
が上がってくる前提として、鉄が増え
てきているとみてよろしいわけですね。
　荒瀬　そういうことですね。
　山内　鉄はどうして体に悪いのでし
ょう。
　荒瀬　鉄は、日常いろいろなところ

で見るわけですけれども、生体内にと
っては、過剰になりますと、ぐあいの
悪いことが起きます。鉄は、遷移金属
に属しますので、原子価が変化します。
すなわち、２価イオンになったり、３
価イオンになったりして、いろいろな
電荷を取りうるわけです。３価イオン
は安定化しているのですけれども、２
価イオンは非常に不安定であり、この
２価イオンが体の中で遊離しているこ
とが非常に問題になります。
　体内で発生した活性酸素は水と反応
して過酸化水素になりますが、その過
酸化水素と２価の鉄イオンが反応しま
すと、過酸化水素からラジカル、すな
わちヒドロキシラジカル（・OH）とい
うものが発生します。この・OHは極め
て反応性が強く、水以外の生体内の蛋
白、核酸等の変性、劣化をきたすよう
になります。
　山内　そうしますと、フェリチンが
増えるというのは生体の防御反応の１
つと見てよろしいわけですか。
　荒瀬　そうですね。過剰になった鉄
による生体への攻撃を防ぐために、フ
ェリチンは存在していると考えられま
す。フェリチンは大きな袋みたいなも
の（クラウン化合物、包接化合物）と
考えていいと思うのですけれども、そ
の袋の中に、１つのフェリチンで4,500
個の鉄のイオンをおさめることができ
ます。過剰になった鉄を収容すること
により、鉄による生体への攻撃作用を

抑え込んでいると考えられます。要は
生体の安全を保つためにフェリチンが
増えているというふうにみていいと思
います。
　山内　それをサロゲートマーカーと
して見ているということですね。
　荒瀬　そういうことです。
　山内　さて、次の対応になります。
フェリチン値が高いというケースで、
次には何の検査をするのがよろしいの
でしょうか。
　荒瀬　フェリチン値が高い場合、特
に500ng/㎖を超えていて、トランスア
ミナーゼ値が高いような場合は、消化
器の専門医ないし肝臓専門医に一遍診
ていただくのがよろしいと思います。
画像診断、エコー、あるいは最近では
MRI等で肝臓の表面の凹凸等を三次元
的に描出できますので、それで見て、
進行した肝病変が疑われる場合には肝
生検等を考えていただく必要があると
思います。
　山内　とりあえずは画像診断が次の
ステップということですね。
　荒瀬　はい。
　山内　そこまで高くないレベルの方
で、予防とか、あるいは改善策、ここ
のところを少し詳しくお聞きしたいの
ですが。鉄がたくさん入ってきたりと
か、肥満について先ほどお話がありま
したが、これは生活改善が必要になり
ますね。
　荒瀬　そういうことです。生活改善
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が重要となります。生活改善の要諦は
３つあると思います。第１が体重減少
です。先ほど体重が増えるに従ってフ
ェリチン値が増えると申し上げました
が、まず体重減少、少なくともBMIを
25以下に落とすための処置が必要です。
したがって、食事療法とか運動療法と
かで体重を減らすということが必要で
す。
　第２には、食事の中の鉄分を減らす
ということになります。そのためには
どういうものに鉄が多いかを見極めな
ければならないわけです。私はフェリ
チン値の高い受診者には、信号の色を
した食べものには注意が必要ですよと
指導しています。まず赤色はレバーと
か肉とか、要は血を含んだようなもの
です。次が黄色、カレーとかきな粉、
それからカレーのもととなるウコン。
　山内　ウコンですか。
　荒瀬　ウコンは、鉄が少ない人には
いいのですけれども、鉄が多い人には
好ましくない場合がありますので、そ
の辺は慎重に召し上がっていただいた
ほうがいいと思います。
　次に青色で、代表的なのはサプリメ
ントであり、青汁のようなものです。
青汁は貧血の人には非常にいいサプリ

メントだと思われますが、鉄が多いよ
うな人には、事によると鉄過剰を引き
起こして、ぐあいが悪いことがありま
すので、気をつけていただく必要があ
ります。
　生活改善の第３には、運動をして筋
肉などの新陳代謝をよくしていただく
ということです。以上３つが脂肪肝で
のフェリチン対策の根本眼目になると
思います。
　山内　お酒はいかがですか。
　荒瀬　お酒は少量だったらいいです
けれども、たくさん召し上がりますと
鉄が増えますから、ほどほどにされた
ほうがよろしいと思います。肝臓に脂
肪を増やす原因の一番はアルコールで
す。特に炭水化物の多いアルコールは
好ましくありません。炭水化物の多い
アルコールとしてはビール、日本酒が
代表です。逆に炭水化物のほとんどな
いアルコールはウイスキーです。
　山内　そういった生活改善によって
下がりうるものだということも大事な
ポイントになりますか。
　荒瀬　そうですね。フェリチン値は
生活改善で下がってくるものだと思っ
ております。
　山内　ありがとうございました。

　山内　内潟先生、まず１型糖尿病と
いうと、通常は若年発症というのが大
前提になっています。中高年で発症し
て、しかも突発的ないし急性発症とい
う感じの糖尿病、ケトンが出ている。
こういった例はどういったことを念頭
に置いて鑑別すべきでしょうか。
　内潟　先生からご説明いただきまし
たように、１型の糖尿病というのは、
若い方、つまり中学生や高校生や20代
の方に多いわけですけれども、中高年
の方でも１型糖尿病を発症いたします。

１型糖尿病の中でも特にサブタイプの
劇症１型糖尿病となりますと、中高年
の方のほうに多いといわれております。
中高年の糖尿病患者さんは２型ばかり
だとお考えにならず、１型糖尿病を発
症する方もいらっしゃるということを
ぜひ頭にとどめていただければと思い
ます。
　この方はC型肝炎を患っていらした
ということですね。肝炎がありますと、
それだけでも２型糖尿病のように血糖
値が上昇してきます。この場合の分類

1 型糖尿病

東京女子医科大学糖尿病センター長
内　潟　安　子

（聞き手　山内俊一）

　中高年発症の１型糖尿病についてご教示ください。
　家族歴で糖尿病が濃厚ですが、今まで高血糖の指標のない65歳女性で他医で
約１年前にC型肝炎のインターフェロン治療を終了し、その後の経過観察中、
2011年10月頃より、空腹時血糖が120㎎/㎗に上昇し、2012年２月287㎎/㎗、
また尿中ケトン体（４+）を指摘されました。当方には2011年10月頃より、感
冒症状出現のため受診され、症状は2012年１月ごろまで遅延のため、去痰剤、
漢方薬を処方しておりました。今般当方で再検査しましたら、空腹時血糖298
㎎/㎗、HbA1c 10.3％、Cペプチド0.6㎎/㎗のため、上記疾患と考え、専門医に
紹介した次第です。なお、抵GAD抗体は検査をしておりません。
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が重要となります。生活改善の要諦は
３つあると思います。第１が体重減少
です。先ほど体重が増えるに従ってフ
ェリチン値が増えると申し上げました
が、まず体重減少、少なくともBMIを
25以下に落とすための処置が必要です。
したがって、食事療法とか運動療法と
かで体重を減らすということが必要で
す。
　第２には、食事の中の鉄分を減らす
ということになります。そのためには
どういうものに鉄が多いかを見極めな
ければならないわけです。私はフェリ
チン値の高い受診者には、信号の色を
した食べものには注意が必要ですよと
指導しています。まず赤色はレバーと
か肉とか、要は血を含んだようなもの
です。次が黄色、カレーとかきな粉、
それからカレーのもととなるウコン。
　山内　ウコンですか。
　荒瀬　ウコンは、鉄が少ない人には
いいのですけれども、鉄が多い人には
好ましくない場合がありますので、そ
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ほうがいいと思います。
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メントだと思われますが、鉄が多いよ
うな人には、事によると鉄過剰を引き
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ております。
　山内　ありがとうございました。

　山内　内潟先生、まず１型糖尿病と
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ます。
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ということですね。肝炎がありますと、
それだけでも２型糖尿病のように血糖
値が上昇してきます。この場合の分類

1 型糖尿病

東京女子医科大学糖尿病センター長
内　潟　安　子
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　中高年発症の１型糖尿病についてご教示ください。
　家族歴で糖尿病が濃厚ですが、今まで高血糖の指標のない65歳女性で他医で
約１年前にC型肝炎のインターフェロン治療を終了し、その後の経過観察中、
2011年10月頃より、空腹時血糖が120㎎/㎗に上昇し、2012年２月287㎎/㎗、
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は、その他の型の糖尿病に分類される
ことになろうかと思います。ところが、
この方はそのときは何ともなく、イン
ターフェロン治療を終えて１年くらい
してから血糖値が上がってきておられ
ます。今ではケトン値も４+になって
います。インターフェロン治療をきっ
かけにといいますか、インターフェロ
ンが誘発した１型糖尿病ではないかと
いうことを頭にしっかりととどめてお
きたいところです。
　山内　既往歴でインターフェロンを
使用しているというケースでは肝炎が
一番多いと思うのですが、ほかの疾患
で使っている場合でも、インターフェ
ロンというのはマークすべき薬剤にな
っていると考えてよろしいわけですね。
　内潟　そうですね。高血糖を引き起
こす薬剤には、高カロリー輸液をはじ
め、ステロイドなどありますが、イン
ターフェロンに注目していただければ
と思います。インターフェロンは抗ウ
イルス薬、抗がん薬ではあるのですけ
れども、インターフェロン治療後や治
療中に自己免疫性疾患を併発してしま
うことがあり、注目を浴びているとこ
ろです。
　山内　免疫を少し狂わせることで、
がんに対して効くのですけれども、自
己免疫タイプの糖尿病を起こしかねな
いというところが大きな問題になって
きているということですね。
　内潟　この方は１型糖尿病で間違い

ないと思うのですが、そのほかにも、
自己免疫性甲状腺疾患、SLE、シェー
グレン症候群、関節リウマチが報告さ
れています。自己免疫ではありません
けれども、うつ病発症も有名なところ
です。
　山内　実際にインターフェロンに対
してもう少し詳しいお話をお聞きした
いのですが、インターフェロンにもい
ろいろありますが、特に注目すべきイ
ンターフェロン製剤、あるいは治療内
容、こういったものは何かありますで
しょうか。
　内潟　これについては、日本糖尿病
学会の１型糖尿病調査研究委員会が行
った全国調査91名をまとめた論文が出
ております。私もその一員ですが、イ
ンターフェロン治療ではペグがついた
インターフェロン、それからリバビリ
ン併用のケースがたいへん多くなって
おります。
　インターフェロンの型としましては、
今のペグα-2b、ペグのつかないα2bが
多いようです。また、症例の72％がリ
バビリン併用症例とのことですので、
先生がおっしゃったような、免疫機構
をさらに強く狂わせることによって１
型糖尿病をはじめとする自己免疫性疾
患が発症するということが理解できま
す。
　そして、インターフェロン療法後、
平均３カ月以内に症例の81％が１型糖
尿病を発症していました。それから、

先ほど言いました劇症１型も６％あっ
たといわれております。
　山内　劇症もあるということですと、
メカニズムがよくわからないですね。
　内潟　インターフェロン誘発の糖尿
病はほとんどは自己抗体産生タイプで
あるのですが、一部に、あるいはたま
たま偶然なのかわかりませんが、自己
免疫機序を介した発症とは考えにくい
劇症型と診断してもおかしくない１型
糖尿病も発症していたということから、
今後の症例の蓄積が必要となります。
検討する余地がまだまだあるというこ
とです。
　山内　ちなみに、インターフェロン
の種類にもよるのでしょうが、インタ
ーフェロンを使った場合、大ざっぱに
どのぐらいの頻度で発症するのでしょ
うか。
　内潟　一般人口における１型糖尿病
の頻度は0.03％ぐらいといわれていま
すが、インターフェロンを使っていら
っしゃる方の１型の発症の頻度はその
約10倍、0.3～0.4％。インターフェロン
を使っていらっしゃると、１型糖尿病
へのなりやすさが10倍にはね上がると
いうことがいわれています。
　先ほどの劇症１型の６％を除きます
と、ほかは全部、自己免疫機序といっ
ていい、自己抗体の陽性者が90何％と
なってしまいます。
　山内　こういうことがあるというこ
とで、インターフェロンを使用する前

に、できればある程度予防的な対応が
できればなというのがあるのですが、
このあたりはいかがなのでしょうか。
　内潟　発症してから、気づいて膵特
異的自己抗体を測る症例が多いわけで
すけれども、中にはインターフェロン
治療前に、つまり糖尿病発症前に、膵
特異的自己抗体を調べた症例報告もあ
ります。その時点で少しでも自己抗体
が陽性である状況下でインターフェロ
ンを使うと１型になる確率がとても高
いということも幾つかの症例でいわれ
ております。可能ならば、インターフ
ェロンを使う前に、膵臓特異的な自己
抗体、GAD抗体でけっこうなのですが、
調べてみる価値はあろうかと思います。
　あとは、インターフェロンを使いな
がら、血糖、ケトン、できたらGAD抗
体もモニタリングしていくということ
も、内因性インスリン分泌の枯渇を少
しでも食い止めるにはよろしいかなと
思います。
　山内　現時点では、例えばステロイ
ドとかインスリンとかの予防投薬とい
うことで、注目される成績というのは
あまり報告がないですか。
　内潟　ないですね。ただ、インター
フェロンによる糖尿病は別なのですが、
ステロイドをほかの病気で使っていて、
その方が血糖高値となり、GAD抗体が
陽性、内因性インスリン分泌能も少し
低下しているのが今２人ぐらい、当施
設で加療中です。内因性インスリン分
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は、その他の型の糖尿病に分類される
ことになろうかと思います。ところが、
この方はそのときは何ともなく、イン
ターフェロン治療を終えて１年くらい
してから血糖値が上がってきておられ
ます。今ではケトン値も４+になって
います。インターフェロン治療をきっ
かけにといいますか、インターフェロ
ンが誘発した１型糖尿病ではないかと
いうことを頭にしっかりととどめてお
きたいところです。
　山内　既往歴でインターフェロンを
使用しているというケースでは肝炎が
一番多いと思うのですが、ほかの疾患
で使っている場合でも、インターフェ
ロンというのはマークすべき薬剤にな
っていると考えてよろしいわけですね。
　内潟　そうですね。高血糖を引き起
こす薬剤には、高カロリー輸液をはじ
め、ステロイドなどありますが、イン
ターフェロンに注目していただければ
と思います。インターフェロンは抗ウ
イルス薬、抗がん薬ではあるのですけ
れども、インターフェロン治療後や治
療中に自己免疫性疾患を併発してしま
うことがあり、注目を浴びているとこ
ろです。
　山内　免疫を少し狂わせることで、
がんに対して効くのですけれども、自
己免疫タイプの糖尿病を起こしかねな
いというところが大きな問題になって
きているということですね。
　内潟　この方は１型糖尿病で間違い

ないと思うのですが、そのほかにも、
自己免疫性甲状腺疾患、SLE、シェー
グレン症候群、関節リウマチが報告さ
れています。自己免疫ではありません
けれども、うつ病発症も有名なところ
です。
　山内　実際にインターフェロンに対
してもう少し詳しいお話をお聞きした
いのですが、インターフェロンにもい
ろいろありますが、特に注目すべきイ
ンターフェロン製剤、あるいは治療内
容、こういったものは何かありますで
しょうか。
　内潟　これについては、日本糖尿病
学会の１型糖尿病調査研究委員会が行
った全国調査91名をまとめた論文が出
ております。私もその一員ですが、イ
ンターフェロン治療ではペグがついた
インターフェロン、それからリバビリ
ン併用のケースがたいへん多くなって
おります。
　インターフェロンの型としましては、
今のペグα-2b、ペグのつかないα2bが
多いようです。また、症例の72％がリ
バビリン併用症例とのことですので、
先生がおっしゃったような、免疫機構
をさらに強く狂わせることによって１
型糖尿病をはじめとする自己免疫性疾
患が発症するということが理解できま
す。
　そして、インターフェロン療法後、
平均３カ月以内に症例の81％が１型糖
尿病を発症していました。それから、

先ほど言いました劇症１型も６％あっ
たといわれております。
　山内　劇症もあるということですと、
メカニズムがよくわからないですね。
　内潟　インターフェロン誘発の糖尿
病はほとんどは自己抗体産生タイプで
あるのですが、一部に、あるいはたま
たま偶然なのかわかりませんが、自己
免疫機序を介した発症とは考えにくい
劇症型と診断してもおかしくない１型
糖尿病も発症していたということから、
今後の症例の蓄積が必要となります。
検討する余地がまだまだあるというこ
とです。
　山内　ちなみに、インターフェロン
の種類にもよるのでしょうが、インタ
ーフェロンを使った場合、大ざっぱに
どのぐらいの頻度で発症するのでしょ
うか。
　内潟　一般人口における１型糖尿病
の頻度は0.03％ぐらいといわれていま
すが、インターフェロンを使っていら
っしゃる方の１型の発症の頻度はその
約10倍、0.3～0.4％。インターフェロン
を使っていらっしゃると、１型糖尿病
へのなりやすさが10倍にはね上がると
いうことがいわれています。
　先ほどの劇症１型の６％を除きます
と、ほかは全部、自己免疫機序といっ
ていい、自己抗体の陽性者が90何％と
なってしまいます。
　山内　こういうことがあるというこ
とで、インターフェロンを使用する前

に、できればある程度予防的な対応が
できればなというのがあるのですが、
このあたりはいかがなのでしょうか。
　内潟　発症してから、気づいて膵特
異的自己抗体を測る症例が多いわけで
すけれども、中にはインターフェロン
治療前に、つまり糖尿病発症前に、膵
特異的自己抗体を調べた症例報告もあ
ります。その時点で少しでも自己抗体
が陽性である状況下でインターフェロ
ンを使うと１型になる確率がとても高
いということも幾つかの症例でいわれ
ております。可能ならば、インターフ
ェロンを使う前に、膵臓特異的な自己
抗体、GAD抗体でけっこうなのですが、
調べてみる価値はあろうかと思います。
　あとは、インターフェロンを使いな
がら、血糖、ケトン、できたらGAD抗
体もモニタリングしていくということ
も、内因性インスリン分泌の枯渇を少
しでも食い止めるにはよろしいかなと
思います。
　山内　現時点では、例えばステロイ
ドとかインスリンとかの予防投薬とい
うことで、注目される成績というのは
あまり報告がないですか。
　内潟　ないですね。ただ、インター
フェロンによる糖尿病は別なのですが、
ステロイドをほかの病気で使っていて、
その方が血糖高値となり、GAD抗体が
陽性、内因性インスリン分泌能も少し
低下しているのが今２人ぐらい、当施
設で加療中です。内因性インスリン分
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泌の枯渇がゆっくりです。ですから、
インスリン注射が少量で効きます。た
またまステロイドを使っていたのです
が、もしかしたら先生がおっしゃるよ
うな治療法を視野に入れていかねばな
りません。
　山内　最後に、治療としてのインス
リンについてですが、インターフェロ
ン誘発の１型糖尿病でのインスリンの
使用量や使用方法とか、ないし漸増・
漸減とか、そのあたりのことで何か経
験的にわかっていることはありますか。
　内潟　劇症１型の６％を除けば、い
わゆる自己免疫性の１型ですので、こ
ういう方たちはわりと早めに見つかる
ことが多く、内因性インスリン分泌能
がまだ残っていらっしゃるということ
がありますので、インスリン使用量が
通常より少なくすむこともあります。
インスリン使用量がその後増えていっ

たり、年齢とともに減ったりというこ
とはありますが、そこは通常の１型糖
尿病と同じようなかたちで治療なさっ
ていけばよろしいかと思います。
　山内　この症例も、ケトン４+です
が、特別、意識障害があったとか、ア
シドーシス的な印象の記載がありませ
んので、そういう意味では…。
　内潟　急性発症ではないので、まだ
内因性インスリン分泌能は完全に枯渇
していないようですね。まだ残存して
いらっしゃるというふうに考えてよろ
しいかと思います。
　山内　いずれにしても、いろいろな
薬剤で糖尿病が発症しますが、インタ
ーフェロンというのは中でもかなり注
目されている薬剤だと考えて、われわ
れはよく見ながら治療を進めなければ
ならないということですね。ありがと
うございました。 　池脇　瀧澤先生、今回の質問は、ヘ

パリン、ワーファリンを重症の糖尿病
患者さんに投与するのは、使用説明書
では禁忌と書いてあるのだけれども、
ということですが、実は私、それを全
く知りませんでした。確かに、ヘパリ
ン、ワーファリンの使用説明書の禁忌
のところに書いてあります。簡単に申
し上げますと、出血をする可能性のあ
る患者（内臓腫瘍、消化管の憩室炎、
大腸癌、亜急性細菌性心内膜炎、重症
の高血圧症、重症糖尿病の患者など）
ということです。初めて知ったのです
が、これは少なくともあまりよく知ら

れていないことだと思うのですけれど
も。
　瀧澤　重症の糖尿病という定義は明
確ではありませんし、この添付文書を
見ますと、いずれも昔からある薬です
ので、この文書ができた時点は30年近
く前と推察されます。そのころ、どの
ようなエビデンスのもとに添付文書が
つくられたかということは、いろいろ
調べてみても不明瞭な点がありました。
　池脇　むしろ私は、糖尿病といいま
すと、血栓をつくりやすいのではない
かと思うのですけれども、そういった
エビデンスがあれば紹介していただき
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東海大学神経内科教授
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（聞き手　池脇克則）

　DVT（静脈血栓塞栓症）に対してヘパリンやワーファリン投与を行ったり、
NVAF（非弁膜症性心房細動）にワーファリンを投与することは常識ですが、
両薬剤の添付文書には重症糖尿病は出血しやすいので原則禁忌とあります。
　糖尿病は血栓のリスク因子ですが、禁忌にはきちんとしたエビデンスがある
のでしょうか。また重度とはどのような定義なのでしょうか。さらにそのよう
な患者に抗凝固剤を投与する必要がある場合はどうすればよいのでしょうか、
ご教示ください。
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たいのですが、どうでしょうか。
　瀧澤　まず、この添付文書ができた
ころの論文をひもときますと、1988年
の論文（J. Clin. Epidemiol. 42：759～
764, 1988）で、ワーファリンを投与し
ている2,029人の患者さんでは、6.6％に
大出血ないしは23.7％に小出血を認め
ており、相対危険度はアルコール摂取
で1.7、精神病で1.4、消化性潰瘍で1.4、
そして糖尿病では1.1と記載があります。
すなわち、糖尿病患者さんでは10％ほ
ど出血が起こりやすくなるという記載
がありました。この論文以外もいろい
ろと調べてみたのですが、この時代で
明確な記載のある論文を見つけること
ができませんでした。
　池脇　こういうデータはあまり多く
はなさそうですけれども、その後、糖
尿病患者におけるワーファリン、ヘパ
リン使用時の出血ということに関して
は幾つかあるのでしょうか。
　瀧澤　糖尿病患者さんでは脳出血を
起こしやすくなるという論文と、あま
り起こりやすくならないという論文が
ありました。例えばBAT研究では糖尿
病では頭蓋内出血を起こす頻度は高く
ならないと記載されています。
　一方で、糖尿病が脳出血の危険因子
になるという論文もあります。心房細
動の患者さんに抗凝固薬を投与した場
合の出血のリスクスコアとして、HAS-
BLEDが知られています。このHAS-
BLEDは、高血圧、肝腎障害、脳卒中、

出血の過去の既往、動揺性のINR、高
齢者、薬物・アルコール同時服用の英
語の頭文字を取っております。2011年
Gregoryら（J. Am. Coll. Cardiol. 57：
173～180, 2011）はSPORTIF研究に登
録された心房細動患者7,329例でワーフ
ァリンないしキシメラガトラン内服患
者を対象に解析すると、新たな出血の
予知因子としてアスピリン投与の併用、
腎障害、左心室機能不全、そして糖尿
病（HR：1.47；95％CI：1.10～1.97：
P＝0.009）を挙げていました。
　すなわち、糖尿病に関しては、hazard 
ratioが1.47であり、糖尿病合併症例で
は心房細動でワーファリンを内服して
いる患者さんで出血を起こしやすいと
考えられます。
　池脇　有意にリスクを上げている、
それは特に重度の糖尿病に限らず、い
わゆる糖尿病がリスクということです
ね。
　瀧澤　はい。
　池脇　ほかにはどうでしょうか。
　瀧澤　Rosandら（2004年）はワーフ
ァリン内服中の脳出血では、糖尿病の
存在が死亡につながりやすくなると述
べています。また、Losenbergら（2007
年）は血栓溶解療法における症候性脳
出血において糖尿病は独立した危険因
子であると位置づけています。
　池脇　糖尿病の場合には、高血圧を
合併したりとか、いろいろなほかのも
のもあって、疫学のデータでそういっ

たものをきちんと補正されているとは
思うのですけれども、必ずしも糖尿病
そのものが出血と結びついているかど
うかというのはなかなか難しいところ
ですね。
　瀧澤　そうですね。頭蓋内の出血に
関しては、MRIでT2

＊という撮影法で撮
ると、小さな古い出血の痕跡、micro-
bleedsをみることができます。特に糖
尿病の患者さんで内皮障害等がありま
すと、頭蓋内で微小な出血を起こしや
すいということが知られております。
microbleedsを有する患者さんが、ワー
ファリン等を服用すると脳出血を起こ
しやすいということは、理論的には十
分推察できると思います。
　池脇　ちょっと話がずれるかもしれ
ませんけれども、最近は高齢化で心房
細動が多くなって、いわゆるCHADS2
スコアの中に糖尿病も入っています。
糖尿病をお持ちの方で高齢であると、
やはりワーファリン、最近は新しい抗
凝固薬も出ていますが、その適応、む
しろ投与しないと、何かあったときに
患者さんあるいは家族に訴えられる危
険もあって、そういう意味ではちょっ
とジレンマに陥りそうな気がします。
そういうときに、糖尿病があって、出
血を回避しながら使うということに関
しては、何かいいアドバイスはありま
すか。
　瀧澤　2011年から2012年にかけて、
新たな抗凝固薬が発売されましたが、

一方でその副作用も注目されています。
腎障害の患者さんにダビガトランを投
与して出血による死亡が起こったとい
う報告がありますので、腎機能をしっ
かり見ながら慎重に使うことが必要で
す。また、新規抗凝固薬は用量が規定
されておりますので、中間の用量、な
いしは少量の用量という調整が難しい
という問題点もあります。
　一方で、ワーファリンは医者の判断、
血液検査を見て、各患者さんにテーラ
ーメイドの投与用量の設定ができます
ので、そういう意味では糖尿病の重症
度とか腎機能の程度を見ながら微妙な
調整ができるという利点はあると思い
ます。
　池脇　今先生が触れられた新しい抗
凝固薬、これは一つがダビガトラン、
もう一つが最近発売されたリバーロキ
サバンですね。私、ちょっと気になっ
て、使用説明書、添付文書を見てみた
のですけれども、禁忌の中にそういっ
た重度あるいは重症の糖尿病という記
載がないのです。ということは、凝固
を抑えるということに関しては同じで
すから、ちょっと混乱してくるのです
けれども、このあたり、どう考えたら
いいのでしょうか。
　瀧澤　先生がおっしゃいましたよう
に、CHADS2スコアに準じて抗凝固薬
の適応を考えますので、糖尿病の患者
さんであれば、新規の抗凝固薬やワー
ファリンを使うことは十分ありうるこ
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とと思います。一方で、出血が起こる
可能性もありますので、そういった患
者さんはワーファリンを減量して、か
つ血圧をしっかりコントロールして脳
出血等を予防するという対応が必要か
と思います。
　池脇　頭蓋内出血は、場合によって
は致命傷になりますし、場合によって
は後遺症を残すという意味では、出血
の中でも避けたいところですけれども、
先生、神経内科の専門医として、一般
的なヘパリン、ワーファリン、あるい
は最近の抗凝固薬を使ううえで、脳出
血を回避するという方法はどうなので
しょうか。
　瀧澤　血圧の変動というのは大きな
問題で、特に冬場、寒いところで血圧
が急に上がって出血を起こすというこ
とはよく知られておりますので、そう
いった生活上の温度管理や、長時間持
続型の降圧薬をしっかり使っていくこ
とが重要だと思います。
　また、脂質異常症に対してスタチン
が、出血のリスクにつながるという話
もありました。しかし、最近のエビデ
ンスでは否定的見解が大勢を占めてお
りますので、動脈硬化、アテローム血
栓性のリスクがある患者さんにはスタ
チンを使って、動脈硬化の進行を最小
限にするということも重要かと思いま

す。
　池脇　確認ですが、糖尿病の重症度
とはどんな定義でしょうか。
　瀧澤　ヘパリン、ワーファリンの添
付文書作成当時の論文を見ると、糖尿
病という記載はあっても、その重症度
には言及しておりませんでした。一般
的には、2007年の日本の基準であれば、
HbA1cが8.0以上（国際基準で8.4以上）
が糖尿病のコントロール不可と定義さ
れていますので、これを「重度」と考
えていいのではないかと思っています。
　池脇　先ほど、microbleedsに触れま
したが、高齢者のアミロイドアンギオ
パチーでは抗凝固薬はなかなか使いづ
らい。これは糖尿病のあるなしにかか
わらず、使いづらいのではないかと思
うのですけれども、そのことに関して
は何かありますか。
　瀧澤　アミロイドアンギオパチーは、
高齢者で、血圧が高くなくても、大脳
皮質に大きな出血を起こすという病態
で、認知症の一因になることがありま
す。ただ、こうした患者さんも、頭部
MRIを撮ると、microbleedsの合併が見
られることがありますので、T2

＊ MRI
を施行して治療方針を決定するという
対応が必要かと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　こういった症状で、まず考え
られる疾患と鑑別診断についてお聞か
せください。
　別府　患者さんは、62歳の男性であ
りまして、どちらの手でもいいのです
が、今回は左手の中指が曲がっている。
朝方が曲がっていて、使っているうち
にだんだん普通になってくるというこ
とですが、このように指が曲がってい
るような疾患というのは、62歳という
年齢で一番多いのは、屈筋腱の狭窄性
腱鞘炎、通称ばね指というものです。
　ただし、この方の内科的疾患は書か
れておりません。糖尿病の方の場合で
すと、デュピュイトラン拘縮といいま
して、指が曲がったような状態になっ

ているのです。デュピュイトラン拘縮
の場合には実際は、朝でも昼でも夕方
でも、あまり変わらず、ずっと曲がっ
ているのです。もう一つ違う点は、中
指ではなくて、多くは環指か小指、そ
ういうところに起こっていることが多
い。
　こういうものが多いのですが、ほか
にも、いわゆるボタン穴変形、スワン
ネック変形というものがあります。こ
のような場合には、いわゆるリウマチ
とか、そういう基礎疾患をたいてい多
く伴っております。
　この患者さんのように、朝方に中指
が曲がっていて、起床後、日中、何と
もない。少しずつ悪くなっているよう

手指屈曲

聖マリアンナ医科大学整形外科講座代表教授
別　府　諸　兄

（聞き手　池田志斈）

　最近、起床時に決まって左手中指が曲がっているが、起床後日中は何ともな
いと訴える患者が来院。レントゲン所見に異常は見られない。毎日繰り返すの
でだんだん指が曲がりにくくなり、左手全体の握力も低下しているようである。
左眼の視え方も少し異常が出てきたという。どのような疾患の可能性が考えら
れるか。なお患者は62歳の男性である。
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な気もするのだと。年齢的にも、一番
考えやすいのはいわゆるばね指ではな
いかなと思います。
　池田　ばね指と仮定いたしまして、
ばね指とはどのような疾患で、原因は
どのようなものがあるのでしょうか。
　別府　ばね指というのは、好発年齢
的にいいますと、赤ちゃん、いわゆる
１歳前後の場合もありますが、一般的
には30～50歳過ぎぐらいの女性の方に
多いのです。また60代の男性で、ゴル
フの練習を急にたくさんしたとか、手
をよく使う方に非常に発症しやすい。
指を曲げるための屈筋腱というのが、
指の場合には２つあるのです。浅指屈
筋と深指屈筋、いわゆる腱鞘といいま
して、指をよく曲げるためのpulley、
そこの入り口のところが機械的刺激を
受けて腫れてくる。そのために滑りが
悪くなりまして、指をぎゅっと握った
あと、指を伸ばそうとすると、どうし
てもぴっと伸びなくなってしまう。
　この患者さんのように、朝方、寝て
いる間、指を動かしていませんので、
どうしても指が曲がったままのような
状態（ロッキングしている状態）にな
ってしまっている。使っていると、朝
方からだんだん、昼とか、そのころに
はほとんど症状がなくなってしまう。
そんなような感じでして、屈筋腱と靱
帯性腱鞘の間にできる腱鞘炎です。
　池田　原因は炎症にあるということ
ですね。

　別府　はい。
　池田　治療法はどのようなものがあ
りますでしょうか。
　別府　治療法は、一番侵襲性のない
ものとしましては、軽度のものでした
ら、指のDIPとPIP関節を伸ばして、そ
してMP関節を曲げて、ゆっくり指を
曲げていただいて、そしてまた指をゆ
っくり伸ばす。このようにして、腱を
ゆっくり、フルに曲げて、また伸ばす。
こういう滑走させるようなリハビリ、
軽い、ゆっくりした指の運動をしてい
ただきますと、その腫れが治ってくる
場合があります。これが一番最初の治
療法です。
　あるいは、ゴルフとかで強く物を握
ったりするような機会が多かった場合
には、少し控えていただく。
　そしてその次に、ちょっと程度がひ
どい、指がロッキングされてしまって
いるような感じですと、ステロイドの
腱鞘内注入が一番よく行われる治療法
だと思います。
　池田　そのほか内服療法とか理学療
法とか、そういったものはありますか。
　別府　痛みがある場合には、いわゆ
るNSAIDsみたいなものを投与するこ
とがありますが、ステロイドの中でも、
最近はトリアムシノロン、これは効果
が非常に強いもので、40㎎/１A（40ミ
リバイアル）、１㎖のうち0.1㏄、つま
りケナコルトを４㎎＋カルボカインの
局麻剤を0.2㏄程度混注しまして、ちょ

うどMP関節直上にあるpulley、靱帯性
腱鞘の入り口のところに注射しますと、
１～２日でびっくりするほど改善いた
します。
　池田　生活の注意点といいますか、
先ほどらい、よく手を使うことでなる
ということですけれども、何か特に注
意するような点はありますか。
　別府　医療サイドとしては、ケナコ
ルトという薬は非常に強いので、２カ
月に１回という間隔で、２～３回にと
どめておくことと、いわゆるデカドロ
ンのようなものでしたら、回数を１カ
月に１回ぐらいで、数回にとどめると
いうことです。
　日常生活の注意点としましては、先
ほど言いました指の体操をゆっくり、
注意深くおやりになりますと、屈筋腱
の腫れがひいてきます。あとは、重た
いものをあまり強く持ち過ぎない。そ
ういう点を注意されるとよろしいかと
思います。
　池田　通常はばね指であれば女性が
なりやすいということですけれども、
もしこの方がゴルフとかスポーツをや
られる場合、細く長く続けたいという
方も多いのですが、そういう場合はど
ういうアドバイスをされるのでしょう
か。
　別府　まずクラブを握る前に、十分
に手の屈筋腱、腱鞘を、つまりよく指
を伸ばしたり、曲げたり、手の指の動
きをストレッチをよくしておくことが

重要です。それがまず一歩です。終わ
ったあとも手を十分にストレッチをし
て、場合によっては少し手をクーリン
グするようなことをして、指の滑走を
あまりし過ぎないようにする。終わっ
たあとに少し休養を与えることも必要
ですし、あるいは手を振って、少し循
環をよくする。
　どうして女性に多いかといいますと、
出産後、あるいは閉経期になりますと、
女性ホルモンが低下することによって
循環が悪くなり腫れが出てくる。それ
が腱鞘炎になりやすい理由の一つでも
あります。手を挙上して、循環をよく
するようなことをすることも予防には
なるのではないかなと思っております。
　池田　運動後のクーリングと、あと
はその後の温熱療法といいますか、温
めるということに関してはいかがでし
ょうか。
　別府　結構かと思います。明らかに
腱が腫れていて、治療してもなかなか
治らないという場合は、先ほどのトリ
アムシノロンで保存療法でよく治るよ
うにはなりました。しかし、やはり必
要な場合には観血的手術をします。
　最近は、手の外科の専門の先生です
と、よく慣れていますので、経皮的に
腱鞘切開術を外来で行っていただける
場合もあります。しかしながら、これ
は手の専門の先生がおやりになるので、
どこでもやるというわけではありませ
ん。このように究極、手術になる場合
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もありますので、その辺は手の専門の
先生のところにおかかりになっていた
だくと、ご判断いただけるかなと思っ
ております。
　池田　このご質問の症例は、だいぶ
進んでいますので、まずは整形外科の
先生に診ていただいて、必要と判断し
ていただければ、今後は手の外科の専
門の先生に紹介していただく、そうい

う順番で診ていただけばよろしいとい
うことですね。
　別府　整形外科の先生におかかりに
なって、今先生がおっしゃられたとお
りのような手順でいっていただければ、
まず問題ないのではないかなと思って
おります。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　山内　荒川先生、まず、最近の腎結
石の疫学や実態について、簡単に解説
願えますか。
　荒川　腎結石と尿管結石をまとめて、
上部尿路結石と呼びますが、近年、激
増している疾患であります。どのぐら
い増えているかと申しますと、生涯罹
患率というもので見ますと、男性の場
合、1995年で9.0％、つまり100人のう
ち９人が一生涯に一度は尿路結石に罹
患していたものが、2005年になります
と、一気に15.1％。実にこれは７人に
１人なのです。女性の場合も増えてお
りまして、1995年が3.8％であったもの
が、10年おいた2005年では6.8％、15人
に１人が一生に一度は罹患するという
ふうに増えております。
　また、結石成分を見た場合、男女と

もに90％以上がカルシウム結石であり、
その多くはシュウ酸カルシウムが占め
ております。その背景には、食事の欧
米化が挙げられております。
　山内　すでにおなじみになっている
砕石術が登場すると思われますが、こ
の砕石、ESWLについては相当多くの
知見が集積してきたと思われますので、
最近の考え方を混ぜて、適応あるいは
注意点といったものをおうかがいした
いのですが。
　荒川　ESWLという機械が日本に取
り入れられてから28年ぐらい経つわけ
ですけれども、ESWL自体を行う機械
（装置）は日本が世界一の密度で導入
しておりまして、１億2,500万なにがし
の人口に対して900台以上、全国に設
置されております。

ESWL治療

国際医療福祉大学尿路結石破砕治療センター長
荒　川　　孝

（聞き手　山内俊一）

　サンゴ状腎結石症のESWL治療において、シュウ酸カルシウム結石の予防で、
シュウ酸を多く含む飲食物を摂取する際はCa、Mgを多くとることが予防とな
るとのことですが、そのメカニズムにつきご教示ください。
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ESWL治療

国際医療福祉大学尿路結石破砕治療センター長
荒　川　　孝

（聞き手　山内俊一）

　サンゴ状腎結石症のESWL治療において、シュウ酸カルシウム結石の予防で、
シュウ酸を多く含む飲食物を摂取する際はCa、Mgを多くとることが予防とな
るとのことですが、そのメカニズムにつきご教示ください。

＜神奈川県開業医＞

ドクターサロン57巻２月号（1 . 2013） （109）  2928 （108） ドクターサロン57巻２月号（1 . 2013）

1302本文.indd   28-29 13/01/24   10:40



　近年におきましては、こういった治
療法に関しまして、内視鏡というもの
が随分発達してきました。内視鏡に関
しましては、視野がたいへんよくなっ
てきた。それから非常に細いものが出
てきた。また、従来は硬性鏡と申しま
して、まっすぐな固いものしかなかっ
たわけですが、今度は軟性の尿管鏡と
いうものが出てきて、その中にレーザ
ーを入れて、腎臓のあらゆる部分の結
石を破砕できるようになってきたとい
うことが最近のトピックです。
　例えば、どのぐらいの大きさを目安
にしてそういうESWLや内視鏡を使っ
た治療を行うかというと、腎結石では
症状がないものですと、15㎜以上、尿
管結石ですと、近年におきましては、
前立腺肥大症治療薬であるα1-ブロッ
カーを使って自然に排石しようとする
考えも出てきておりますが、７～８㎜
以上の結石に対しては治療を行うであ
ろうというようにいわれております。
　山内　このご質問にありますサンゴ
状、有名な本当に大きい結石ですが、
こういった場合の適応はあるのでしょ
うか。
　荒 川　サンゴ状結石に関しては、
ESWLよりは、PNLという、腎臓に腎
瘻、いわゆる穴を開けて、そこからの
破砕治療というものが中心だったわけ
ですが、先ほど述べさせていただきま
した軟性鏡を使う、尿管側からのアプ
ローチも可能になってきました。これ

によって結石の破砕がだいぶ変わって
きました。選択肢が一つ増えてきたわ
けです。
　これまで腎臓の結石に関しては、
PNL、それからESWLという２つの選
択肢しかなかった。一方は入院、そし
て出血の心配がある。一方は外来治療
で、無麻酔。この２つの治療法の間に
は差がありすぎたのです。その間に割
って入ってきたのが、軟性鏡を用いて、
尿管側から石を少しずつ壊していくと
いうアプローチなのです。
　山内　少しずつ壊すことができるよ
うになってきたということで、これは
なかなか福音ですね。
　荒川　患者さんに対して破砕治療の
話がしやすくなってきております。
　山内　治療手段が多彩になってきた
ということで、昔は出血とか、すごく
痛がる方もいらっしゃったのですが、
こういったあたりもかなり改善してき
つつあると見てよろしいでしょうか。
　荒川　そうですね。尿管側からのア
プローチは全身麻酔ないしは硬膜外麻
酔、脊椎麻酔でしますので、術中はも
ちろんそれほどの症状はありません。
ただし、術後に、尿管ステントという
ものを留置しますので、これによる膀
胱刺激症状で患者さんがちょっと辛い
というケースが散見されます。
　山内　実際に砕石の治療成績、これ
はいかがなものでしょうか。
　荒川　石を砕いて取るわけですので、

腎臓の大きい結石の場合には、stone 
freeの結果を出すのはなかなかに難し
く、結石が全部なくなったつもりでお
りましても、細かい破片が残ってしま
うことがあります。ただ、尿管の場合
は、尿の流れによって、破砕さえでき
れば自然排石できますので、あくまで
100％を目指すというふうになってい
ます。
　山内　そういう治療技術の進歩の一
方で、先ほど生活様式の変化で増えて
いるのではないかということもありま
す。そうなりますと、予防という観点
も大事ということになりますね。
　荒川　そうですね。このような破砕
治療で破片が残るということもありま
すし、尿路結石自体が非常に再発が多
い疾患ですから、術後の再発予防はた
いへん重要です。再発の背景には、食
事の欧米化というものがありますから、
食事の注意と併せ、患者さんたちにい
ろいろなお話をしていかなければなり
ません。
　まず、シュウ酸カルシウム結石とい
うものに関してですが、尿の中に出て
くる物質には、結石形成に促進因子と
して働くものと、抑制因子として働く
ものがあるわけです。促進因子として
は高シュウ酸尿症、高カルシウム尿症、
高尿酸尿症というものがあります。そ
れから抑制因子としてのクエン酸とマ
グネシウムがありますが、これらの尿
中の濃度が低いと、逆に今度は結石の

促進因子として働いてしまうわけです。
　山内　逆の感じがしますけれども、
そうでもないのですね。
　荒川　クエン酸やマグネシウムが十
分尿の中に存在すればよろしいわけで
すけれども、これらが少ない状態とい
うのが問題となってくるわけです。
　山内　そうしますと、今日本でもシ
ュウ酸というのは非常に大きなリスク
ファクターになっていると考えてよろ
しいわけでしょうか。
　荒川　そのとおりです。シュウ酸と
いうものは、その昔は内因性のシュウ
酸、つまり代謝で出てくるものが85％、
それから外因性、つまり食事から入っ
てくるものが15％ほどといわれていた
のですけれども、その後の研究でその
数値が変わってまいりまして、外因性
のシュウ酸が50％を占めると言われ始
めました。つまり、摂取しただけ尿中
のシュウ酸が多くなるわけです。とな
ると、シュウ酸の摂取制限が非常に重
要になってくるわけであります。
　その理由というのは、先ほど申しま
した促進因子の中では高シュウ酸尿の
存在が最も深く関与しているからなの
です。それから抑制因子として最も重
要なのがクエン酸、この２つが今注目
されているものとして挙げられます。
さらに食事の中のシュウ酸を少し制限
するという話だけではなくて、今回の
質問にありますカルシウムやマグネシ
ウムを摂取することによって尿中のシ
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　近年におきましては、こういった治
療法に関しまして、内視鏡というもの
が随分発達してきました。内視鏡に関
しましては、視野がたいへんよくなっ
てきた。それから非常に細いものが出
てきた。また、従来は硬性鏡と申しま
して、まっすぐな固いものしかなかっ
たわけですが、今度は軟性の尿管鏡と
いうものが出てきて、その中にレーザ
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石を破砕できるようになってきたとい
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　山内　このご質問にありますサンゴ
状、有名な本当に大きい結石ですが、
こういった場合の適応はあるのでしょ
うか。
　荒 川　サンゴ状結石に関しては、
ESWLよりは、PNLという、腎臓に腎
瘻、いわゆる穴を開けて、そこからの
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ですが、先ほど述べさせていただきま
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いうアプローチなのです。
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ファクターになっていると考えてよろ
しいわけでしょうか。
　荒川　そのとおりです。シュウ酸と
いうものは、その昔は内因性のシュウ
酸、つまり代謝で出てくるものが85％、
それから外因性、つまり食事から入っ
てくるものが15％ほどといわれていた
のですけれども、その後の研究でその
数値が変わってまいりまして、外因性
のシュウ酸が50％を占めると言われ始
めました。つまり、摂取しただけ尿中
のシュウ酸が多くなるわけです。とな
ると、シュウ酸の摂取制限が非常に重
要になってくるわけであります。
　その理由というのは、先ほど申しま
した促進因子の中では高シュウ酸尿の
存在が最も深く関与しているからなの
です。それから抑制因子として最も重
要なのがクエン酸、この２つが今注目
されているものとして挙げられます。
さらに食事の中のシュウ酸を少し制限
するという話だけではなくて、今回の
質問にありますカルシウムやマグネシ
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ュウ酸濃度が下げられるという考えも
出されています。
　山内　こんがらがるのですが、カル
シウムを摂取したらカルシウムの石が
できそうな感じがするのですが、そう
いうことではないのですね。
　荒川　その理由というのは、尿中の
カルシウムというのは何も食事の中で
カルシウムを取っているから上がって
くるというものではなくて、高蛋白質
食、それから砂糖の過剰、塩分の過剰
の結果、出てくるといわれておりまし
て、今おっしゃったカルシウムの摂取
の結果、出てくるものではないわけで
す。尿中のシュウ酸を抑えるために、
カルシウムの豊富な乳製品などを勧め
るということは、実際に我々、臨床の
場において行っています。
　山内　肝心のシュウ酸ですけれども、
シュウ酸がたくさん含まれているもの
としてホウレンソウがあげられます。
そんなに食べている印象もないのです
が、現実にどうでしょうか。
　荒川　実際にホウレンソウはシュウ
酸が多いわけですが、日本人がホウレ
ンソウをいただく場合にはゆがくとい
う習慣があります。煮汁を絞ります。
あれで５割近くのシュウ酸が除外され
るといわれております。
　そこで、先ほどのカルシウムを摂取
すると、なぜ尿中のシュウ酸が抑制さ
れるかというお話ですけれども、食事
で口から摂取されたシュウ酸が腸管に

到達し、放っておくと、そのままシュ
ウ酸が吸収されて尿中に出てきてしま
うのですが、尿の中でシュウ酸とカル
シウムが結合するのと同様に腸の中で
もシュウ酸とカルシウムが結合するの
です。その理屈で例えばホウレンソウ
に、よく言われるように、ちりめんじ
ゃこなり、かつおぶしをかけますと、
腸管の中でシュウ酸とカルシウムが結
晶をつくって、そのままふん便となっ
て体外へ排泄されるわけです。
　同様に、コーヒー、紅茶などもミル
クで割るのがよいと言っておりますし、
チョコレート、カカオですが、これも
シュウ酸がけっこう多いのですけれど
も、ミルクチョコレートにしてもらう
とよろしいといわれています。それ以
外にも、ピーナッツであるとかタケノ
コであるといったものもシュウ酸をけ
っこう含んでいます。
　ホウレンソウにシュウ酸が多いこと
は事実ですが、ホウレンソウにはほか
にも鉄分や豊富なビタミン類が含まれ
ていますから、一つの項目だけで人様
に食事の制限をするというのはいかが
かなという部分もあったりしますので、
臨床現場では今のような話をさせてい
ただいて、何事も適量が肝心という説
明を加えさせていただいております。
　山内　それと、おなじみの水をたっ
ぷり飲みましょうというのも出てくる
わけですね。
　荒川　そうですね。尿中の促進因子

の濃度を薄めてあげれば結晶もできに
くいという、理科の実験でいわれてい

ることと共通することになります。
　山内　ありがとうございました。
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ュウ酸濃度が下げられるという考えも
出されています。
　山内　こんがらがるのですが、カル
シウムを摂取したらカルシウムの石が
できそうな感じがするのですが、そう
いうことではないのですね。
　荒川　その理由というのは、尿中の
カルシウムというのは何も食事の中で
カルシウムを取っているから上がって
くるというものではなくて、高蛋白質
食、それから砂糖の過剰、塩分の過剰
の結果、出てくるといわれておりまし
て、今おっしゃったカルシウムの摂取
の結果、出てくるものではないわけで
す。尿中のシュウ酸を抑えるために、
カルシウムの豊富な乳製品などを勧め
るということは、実際に我々、臨床の
場において行っています。
　山内　肝心のシュウ酸ですけれども、
シュウ酸がたくさん含まれているもの
としてホウレンソウがあげられます。
そんなに食べている印象もないのです
が、現実にどうでしょうか。
　荒川　実際にホウレンソウはシュウ
酸が多いわけですが、日本人がホウレ
ンソウをいただく場合にはゆがくとい
う習慣があります。煮汁を絞ります。
あれで５割近くのシュウ酸が除外され
るといわれております。
　そこで、先ほどのカルシウムを摂取
すると、なぜ尿中のシュウ酸が抑制さ
れるかというお話ですけれども、食事
で口から摂取されたシュウ酸が腸管に

到達し、放っておくと、そのままシュ
ウ酸が吸収されて尿中に出てきてしま
うのですが、尿の中でシュウ酸とカル
シウムが結合するのと同様に腸の中で
もシュウ酸とカルシウムが結合するの
です。その理屈で例えばホウレンソウ
に、よく言われるように、ちりめんじ
ゃこなり、かつおぶしをかけますと、
腸管の中でシュウ酸とカルシウムが結
晶をつくって、そのままふん便となっ
て体外へ排泄されるわけです。
　同様に、コーヒー、紅茶などもミル
クで割るのがよいと言っておりますし、
チョコレート、カカオですが、これも
シュウ酸がけっこう多いのですけれど
も、ミルクチョコレートにしてもらう
とよろしいといわれています。それ以
外にも、ピーナッツであるとかタケノ
コであるといったものもシュウ酸をけ
っこう含んでいます。
　ホウレンソウにシュウ酸が多いこと
は事実ですが、ホウレンソウにはほか
にも鉄分や豊富なビタミン類が含まれ
ていますから、一つの項目だけで人様
に食事の制限をするというのはいかが
かなという部分もあったりしますので、
臨床現場では今のような話をさせてい
ただいて、何事も適量が肝心という説
明を加えさせていただいております。
　山内　それと、おなじみの水をたっ
ぷり飲みましょうというのも出てくる
わけですね。
　荒川　そうですね。尿中の促進因子

の濃度を薄めてあげれば結晶もできに
くいという、理科の実験でいわれてい

ることと共通することになります。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　頻尿の予防薬として、鎮痛薬
のロキソニンが即効性があって有効だ
ということですが、これは本当なので
すか。
　武田　我々がつくっているガイドラ
インの中で、ロキソニンは過活動膀胱
の治療薬の一つとして取り上げてはお
りますが、実際には適用外で、エビデ
ンスレベルが高くないということを前
提でお話をします。
　ロキソニンの作用機序とは、ご存じ
のようにプロスタグランジン産生阻害
です。プロスタグランジンの産生阻害
によって腎臓の血流を低下させるので、
尿の産生量が減ります。そうしますと、
相対的に排尿回数が減るということに
なりますが、これが頻尿を改善させる
有効なメカニズムかもしれません。

　もう一つは、10年ぐらい前からいわ
れているのですが、尿がたまったとき
に尿意を伝えるメカニズムの一つとし
て、膀胱の上皮の細胞からプロスタグ
ランジンが産生されます。その産生さ
れたプロスタグランジンが粘膜の下に
ある求心性神経を刺激すると、尿意が
伝わってトイレが近くなります。ロキ
ソニンはこの経路を遮断する可能性が
あるといわれていますが、まだ人間で
は完全に証明されてはいません。
　池脇　確かに、特に高齢者で鎮痛薬
としてのロキソニンで腎臓が悪くなる
というのも腎血流が落ちるというわけ
ですから、健常な方でそれをうまく使
うということになるわけですね。
　武田　そう解釈されてよろしいと思
います。

　池脇　これは本当に即効性があるわ
けですね。
　武田　そうですね。特に夜間頻尿の
方に多分いいのだろうと思います。作
用時間が短いので寝る前に１回だけ内
服すれば、夜間の尿の産生量が減るの
で、夜、トイレに起きなくて済むとい
うように説明できますね。
　池脇　質問のコンサート、映画館以
外に、夜間の頻尿にロキソニンを使う
手もあるということですか。
　武田　患者さんによっては有効かも
しれません。
　池脇　さて、具体的に、コンサート
に行く場合、どういうタイミングで頓
服すればいいのでしょう。
　武田　先ほど申し上げたように、ロ
キソニンは即効性で半減期が短いので、
出かける直前に内服するとよろしいで
しょう。
　池脇　これもエビデンスレベルとし
てはまだ低いけれども、先生がおっし
ゃったようなメカニズムは確かにある
ということですが、適用外ですので、
「どうぞ使ってください」というわけ
にもいかないというところでしょうか。
　武田　その辺はよく考えてお使いく
ださい。
　池脇　頻尿に関しては過活動膀胱は
潜在患者が1,000万人近くいらっしゃる
ということで、大きな問題になってい
ますが、そういったものも含めた頻尿
ということに関してお聞きします。ま

ず頻尿の定義から教えていただけます
か。
　武田　まず頻尿の定義ですが、１日
８回以上トイレに行くものを頻尿と呼
んでおります。ただ、その回数は人に
よって違います。それから病態ですが、
一つは先ほどお話ししたように尿量が
非常に多い。多尿、この場合は当然頻
尿になります。２番目として機能的な
膀胱容量の減少、ちょっと難しいので
すが、要するに膀胱が膨らみにくくな
ったり、小さくなった状態で、尿量が
一定であっても排尿回数は増えます。
この両者が非常に多いと考えられてい
ます。機能的膀胱容量の減少という病
態の中に、先ほど先生がお話しされた
過活動膀胱というものが含まれます。
　池脇　過活動膀胱は蓄尿障害で、そ
れが機能的な膀胱容量の減少というこ
とになっているわけですが、診断、治
療はどうなっているのでしょうか。
　武田　排尿に関してはいろいろな質
問票が診断用に使われていますが、過
活動膀胱に特化されたアンケート票と
いいますか、質問票ができています。
これは過活動膀胱患者さんのスクリー
ニングも兼ねています。
　もう一つは、頻尿を訴える患者さん
が来られた場合に、具体的にどれだけ
夜中に起きているか、昼間どれだけト
イレに行っているかというものを定量
的に評価しないといけないですので、
そのために排尿記録を患者さんに書い

頻尿の治療

山梨大学泌尿器科教授
武　田　正　之

（聞き手　池脇克則）

　コンサート、映画館など排尿しにくい場所に行く場合、頻尿の予防薬として
ロキソプロフェン（ロキソニン）が即効性があり有効だとされているようです。
メカニズムなどご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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　池脇　頻尿の予防薬として、鎮痛薬
のロキソニンが即効性があって有効だ
ということですが、これは本当なので
すか。
　武田　我々がつくっているガイドラ
インの中で、ロキソニンは過活動膀胱
の治療薬の一つとして取り上げてはお
りますが、実際には適用外で、エビデ
ンスレベルが高くないということを前
提でお話をします。
　ロキソニンの作用機序とは、ご存じ
のようにプロスタグランジン産生阻害
です。プロスタグランジンの産生阻害
によって腎臓の血流を低下させるので、
尿の産生量が減ります。そうしますと、
相対的に排尿回数が減るということに
なりますが、これが頻尿を改善させる
有効なメカニズムかもしれません。

　もう一つは、10年ぐらい前からいわ
れているのですが、尿がたまったとき
に尿意を伝えるメカニズムの一つとし
て、膀胱の上皮の細胞からプロスタグ
ランジンが産生されます。その産生さ
れたプロスタグランジンが粘膜の下に
ある求心性神経を刺激すると、尿意が
伝わってトイレが近くなります。ロキ
ソニンはこの経路を遮断する可能性が
あるといわれていますが、まだ人間で
は完全に証明されてはいません。
　池脇　確かに、特に高齢者で鎮痛薬
としてのロキソニンで腎臓が悪くなる
というのも腎血流が落ちるというわけ
ですから、健常な方でそれをうまく使
うということになるわけですね。
　武田　そう解釈されてよろしいと思
います。

　池脇　これは本当に即効性があるわ
けですね。
　武田　そうですね。特に夜間頻尿の
方に多分いいのだろうと思います。作
用時間が短いので寝る前に１回だけ内
服すれば、夜間の尿の産生量が減るの
で、夜、トイレに起きなくて済むとい
うように説明できますね。
　池脇　質問のコンサート、映画館以
外に、夜間の頻尿にロキソニンを使う
手もあるということですか。
　武田　患者さんによっては有効かも
しれません。
　池脇　さて、具体的に、コンサート
に行く場合、どういうタイミングで頓
服すればいいのでしょう。
　武田　先ほど申し上げたように、ロ
キソニンは即効性で半減期が短いので、
出かける直前に内服するとよろしいで
しょう。
　池脇　これもエビデンスレベルとし
てはまだ低いけれども、先生がおっし
ゃったようなメカニズムは確かにある
ということですが、適用外ですので、
「どうぞ使ってください」というわけ
にもいかないというところでしょうか。
　武田　その辺はよく考えてお使いく
ださい。
　池脇　頻尿に関しては過活動膀胱は
潜在患者が1,000万人近くいらっしゃる
ということで、大きな問題になってい
ますが、そういったものも含めた頻尿
ということに関してお聞きします。ま

ず頻尿の定義から教えていただけます
か。
　武田　まず頻尿の定義ですが、１日
８回以上トイレに行くものを頻尿と呼
んでおります。ただ、その回数は人に
よって違います。それから病態ですが、
一つは先ほどお話ししたように尿量が
非常に多い。多尿、この場合は当然頻
尿になります。２番目として機能的な
膀胱容量の減少、ちょっと難しいので
すが、要するに膀胱が膨らみにくくな
ったり、小さくなった状態で、尿量が
一定であっても排尿回数は増えます。
この両者が非常に多いと考えられてい
ます。機能的膀胱容量の減少という病
態の中に、先ほど先生がお話しされた
過活動膀胱というものが含まれます。
　池脇　過活動膀胱は蓄尿障害で、そ
れが機能的な膀胱容量の減少というこ
とになっているわけですが、診断、治
療はどうなっているのでしょうか。
　武田　排尿に関してはいろいろな質
問票が診断用に使われていますが、過
活動膀胱に特化されたアンケート票と
いいますか、質問票ができています。
これは過活動膀胱患者さんのスクリー
ニングも兼ねています。
　もう一つは、頻尿を訴える患者さん
が来られた場合に、具体的にどれだけ
夜中に起きているか、昼間どれだけト
イレに行っているかというものを定量
的に評価しないといけないですので、
そのために排尿記録を患者さんに書い

頻尿の治療

山梨大学泌尿器科教授
武　田　正　之

（聞き手　池脇克則）

　コンサート、映画館など排尿しにくい場所に行く場合、頻尿の予防薬として
ロキソプロフェン（ロキソニン）が即効性があり有効だとされているようです。
メカニズムなどご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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ていただいています。これは24時間、
朝起きて、翌日朝までの間にトイレに
行った時刻と、そのときに排尿した量
をすべて測って、それを全部記録して
いただく。そうしますと、この患者さ
んは夜中に何回トイレに行って、どれ
だけ出しているか。あるいは、昼間、
何回トイレに行って、１回当たりどれ
ぐらい出しているか。膀胱自身がどの
くらい尿をためることができるのかと
いうことが具体的にわかるわけです。
　池脇　尿量は、容器に採尿して測る
ということですか。
　武田　そうです。患者さん自身に買
っていただくか、病院で渡したりもし
ますが、計量カップのようなものを用
いて毎回の排尿量を測り、自分で記録
していただく。１日よりも、２日、３
日、連続してやったほうが正確です。
　池脇　そういった情報で１日の尿の
回数、尿量というものを明らかにして
診断を進めていくわけですね。
　武田　そうですね。１日に３リット
ルもおしっこをしているような多尿の
方は、すぐに診断がつきます。また、
先生のご専門の循環器で心不全の患者
さんというのは夜間多尿で、昼間はほ
とんど尿が出ない。また一般的に高齢
になればなるほど夜間多尿になります
が、そういうこともよくわかります。
　池脇　その後のステップについてで
すが、多尿の場合にはおそらく飲水を
制限するということですけれども、そ

うではなくて、いわゆる蓄尿障害のタ
イプだということになったときに、そ
の後、どうされるのでしょうか。
　武田　過活動膀胱は、先生がお話し
されたように蓄尿障害に含まれますが、
最も重要な症状は尿意切迫感です。急
にトイレに行きたくなって我慢できな
い。それでトイレを探して行く。落ち
着いて映画を観られない。その尿意切
迫感をまず確認して、そこから治療に
入るわけです。
　過活動膀胱に対する治療として、薬
物療法の前に、ご自分で我慢する訓練
をさせる。膀胱訓練というのですけれ
ども、そうすると排尿間隔が延びるの
です。ただ、なかなか動機づけが難し
くて、続かないので、やはり薬物療法
を併用しながらやっていくのが普通で
す。
　池脇　我慢のやり方というのがある
のですか。
　武田　排尿記録をつけると、ご自分
がどのぐらいの間隔で行くかというこ
とがあらかじめわかりますね。そうす
ると、それを自分の頭の中にインプッ
トしていただいて、きょうは１時間我
慢できたから、あした１時間半にしよ
うとか、そういうふうに目標をつくる
わけです。こういった目標がないとな
かなか難しいですね。
　池脇　それでもなかなかうまくいか
ない、あるいは生活に支障が残ったま
まだというときに薬物療法になるわけ

ですが、以前は、ポラキスとかバップ
フォーぐらいだったのが、最近は新し
い薬が出ていると聞いていますが。
　武田　過活動膀胱での第一選択の薬
物療法は、今は抗コリン薬、抗ムスカ
リン薬というもので、先生がおっしゃ
ったポラキス、バップフォーというの
はかなり古い歴史がある薬です。最近
は、より膀胱に選択性があって、でき
るかぎり副作用の少ないお薬が出てき
ています。例えば、口渇、口が渇くと
か、それから便秘、この二つが頻度の
多い副作用なのですが、そういったも
のも少なくなってきている薬がたくさ
ん出ています。
　池脇　いわゆる抗コリン薬の通常の
副作用をだいぶ抑えた薬があるという
ことですね。
　武田　ここ数年で発売となった抗コ
リン薬としては、ウリトスなどがあり、
ポラキスやバップフォーと比べて有効
性、副作用の面で改善されています。
それから、去年からですけれども、全
く違う作用機序である、交感神経系の
β3受容体活性薬が認可されました。
　池脇　いわゆる抗コリン薬と新しい

β3受容体活性薬というのは機序が違い
ますけれども、効き方にも違いが出て
くるのでしょうか。
　武田　まだ両者の正確な比較はきち
んと行われていないのですが、薬効別
の正確な適応、併用療法の正しい使い
方などは、今後数年以内に明らかにな
ってくると思います。
　池脇　比較的副作用を抑えた薬が出
てくるというのは、我々にとっては非
常にありがたいことだと思います。
　最後に、頻尿の中にも心因性のもの
もあると思うのですけれども、これに
はどういうふうに対処したらいいので
しょうか。
　武田　例えば、入学試験とか、いろ
いろストレスがかかるときにトイレが
やたら近い。こういう方は、夜トイレ
に起きることはまずないです。ですか
ら、排尿記録をつけますと如実にわか
ります。昼間は10分に１回ずつとか行
く方が、夜は全くトイレに行かない。
そういう方は心因性だというふうに説
明すれば、納得されて頻尿が改善する
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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ていただいています。これは24時間、
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が、そういうこともよくわかります。
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とがあらかじめわかりますね。そうす
ると、それを自分の頭の中にインプッ
トしていただいて、きょうは１時間我
慢できたから、あした１時間半にしよ
うとか、そういうふうに目標をつくる
わけです。こういった目標がないとな
かなか難しいですね。
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に起きることはまずないです。ですか
ら、排尿記録をつけますと如実にわか
ります。昼間は10分に１回ずつとか行
く方が、夜は全くトイレに行かない。
そういう方は心因性だというふうに説
明すれば、納得されて頻尿が改善する
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　大西　岩本先生、糖尿病の治療目標
とコントロール指標についてうかがい
たいのですが、まず１型糖尿病と２型
糖尿病の鑑別が重要になってくるとい
うことですね。
　岩本　糖尿病は、インスリンの作用
不足によって慢性の高血糖状態が現れ
る代謝疾患群ですが、治療方針を立て
るためには病型の鑑別が重要だと思い
ます。
　糖尿病の代表的な病型としては、１
型と２型に分かれますけれども、それ
ぞれ発症年齢、発症様式、ケトーシス
傾向の有無、肥満の有無、インスリン
分泌の程度、インスリン治療が不可欠
かどうか、さらに成因的には膵島関連
自己抗体、例えば抗GAD抗体が検出さ
れるかどうかなど、病型の鑑別に役立
ついくつかのポイントがあります。
　糖尿病の治療方針を立てる場合、１
型か２型かを考えることが大事です。
といいますのも、１型の場合にはイン
スリン分泌が枯渇しており、血糖の変
動も大きく不安定です。１型は、イン

スリン注射療法が不可欠ですけれども、
不十分であれば、ケトーシスに陥った
り、あるいは著しい高血糖を示すから
です。
　一方、糖尿病の大多数を占める２型
糖尿病の多くの場合には、まず食事療
法と運動療法から始めます。それらが
治療方針を決めるうえで押さえておく
ポイントではないかと思っています。
　大西　次に、糖尿病の治療目標はど
のように考えたらよろしいでしょうか。
　岩本　糖尿病の典型的な症状として
は、高血糖に基づくのどの渇き、多飲・
多尿、および体重減少などですけれど
も、こういった自覚症状を訴えない患
者さんは少なくありません。あるいは、
発病当初こそ、こういった症状があっ
たとしても、やがて何の自覚症状も感
じなくなる場合が多いのです。したが
って、糖尿病の治療目標を症状を消失
させるというところに置くのでは、達
成は容易であって、目標としては不十
分だといえます。
　実際には、自覚症状がないからと受

診しなかったり、治療を中断してしま
う患者さんが多く、血糖コントロール
が不良のまま放置してしまって、網膜
症、腎症、神経障害などの糖尿病に特
有の細小血管合併症を発症・進行させ
たり、糖尿病に併発しやすい動脈硬化
症に基づいた脳梗塞、心筋梗塞、ある
いは閉塞性動脈硬化症などの大血管症
が発症・進行してから受診する人が少
なくありません。
　これらの細小血管症や動脈硬化症の
発症と進展を抑えるということが、糖
尿病の治療の重要な目標となります。
そのためには、長期にわたって血糖コ
ントロールを良好に保つだけではなく、
体重、血圧、さらには血清脂質も良好
にコントロールする必要があります。
　細小血管症や動脈硬化症の合併症が
進行しますと、患者さんの生活の質、
QOLが低下します。わが国の糖尿病の
患者さんの寿命は、糖尿病を持たない
人に比べて、残念ですが約10年短いこ
とも知られています。ですから、糖尿
病治療の目標は血糖、体重、血圧、お
よび血清脂質の良好なコントロールを
維持することによって、細小血管症や
動脈硬化性疾患の発症・進展を抑え、
最終的には健康な人、糖尿病を持たな
い人と変わらないQOLを保たせ、寿命
を延伸するということにあると思いま
す。
　大西　血糖コントロールの指標とし
てはどのようなものがありますか。

　岩本　現在、糖尿病の治療における
コントロールの最も重要な指標はHbA1c
です。HbA1cは、血色素ヘモグロビン
にブドウ糖が非酵素的に結合したもの
で、過去１～２カ月の血糖値の平均を
反映するということが知られています。
同じ患者さんで見た場合には、HbA1c
は数値のばらつきが少なく、過去１～
２カ月の血糖コントロールがよかった
か否かを反映する、あるいは判断する
重要な臨床検査の指標となります。
　一方、HbA1cだけを見ていても、例
えば具体的な血糖の日内変動など、細
かい変化を把握することはできません。
また、HbA1cは赤血球の寿命と関係が
あり、出血、鉄欠乏性貧血の回復期、
あるいは溶血、肝硬変などでは、HbA1c
と平均血糖値の間に乖離があるといわ
れており、HbA1cが低めに出てしまう。
あるいは逆に、急速に血糖コントロー
ルが改善した糖尿病の患者さんでは、
HbA1cが遅れて回復してきますので、
やや高めに出る。また、これは高くも
低くも出るのですけれども、異常ヘモ
グロビン血症では血糖値を反映せず、
低くも高くもなるということに注意し
ていただきたいと思います。
　大西　HbA1cの国際標準化について
教えていただけますでしょうか。
　岩本　HbA1cは糖尿病のコントロー
ル指標として重要で、国際的に汎用さ
れてきましたが、2012年の４月１日ま
で、わが国で使用されてきましたHbA1c
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る代謝疾患群ですが、治療方針を立て
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ぞれ発症年齢、発症様式、ケトーシス
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スリン注射療法が不可欠ですけれども、
不十分であれば、ケトーシスに陥った
り、あるいは著しい高血糖を示すから
です。
　一方、糖尿病の大多数を占める２型
糖尿病の多くの場合には、まず食事療
法と運動療法から始めます。それらが
治療方針を決めるうえで押さえておく
ポイントではないかと思っています。
　大西　次に、糖尿病の治療目標はど
のように考えたらよろしいでしょうか。
　岩本　糖尿病の典型的な症状として
は、高血糖に基づくのどの渇き、多飲・
多尿、および体重減少などですけれど
も、こういった自覚症状を訴えない患
者さんは少なくありません。あるいは、
発病当初こそ、こういった症状があっ
たとしても、やがて何の自覚症状も感
じなくなる場合が多いのです。したが
って、糖尿病の治療目標を症状を消失
させるというところに置くのでは、達
成は容易であって、目標としては不十
分だといえます。
　実際には、自覚症状がないからと受

診しなかったり、治療を中断してしま
う患者さんが多く、血糖コントロール
が不良のまま放置してしまって、網膜
症、腎症、神経障害などの糖尿病に特
有の細小血管合併症を発症・進行させ
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発症と進展を抑えるということが、糖
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そのためには、長期にわたって血糖コ
ントロールを良好に保つだけではなく、
体重、血圧、さらには血清脂質も良好
にコントロールする必要があります。
　細小血管症や動脈硬化症の合併症が
進行しますと、患者さんの生活の質、
QOLが低下します。わが国の糖尿病の
患者さんの寿命は、糖尿病を持たない
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維持することによって、細小血管症や
動脈硬化性疾患の発症・進展を抑え、
最終的には健康な人、糖尿病を持たな
い人と変わらないQOLを保たせ、寿命
を延伸するということにあると思いま
す。
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にブドウ糖が非酵素的に結合したもの
で、過去１～２カ月の血糖値の平均を
反映するということが知られています。
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は数値のばらつきが少なく、過去１～
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か否かを反映する、あるいは判断する
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かい変化を把握することはできません。
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あるいは溶血、肝硬変などでは、HbA1c
と平均血糖値の間に乖離があるといわ
れており、HbA1cが低めに出てしまう。
あるいは逆に、急速に血糖コントロー
ルが改善した糖尿病の患者さんでは、
HbA1cが遅れて回復してきますので、
やや高めに出る。また、これは高くも
低くも出るのですけれども、異常ヘモ
グロビン血症では血糖値を反映せず、
低くも高くもなるということに注意し
ていただきたいと思います。
　大西　HbA1cの国際標準化について
教えていただけますでしょうか。
　岩本　HbA1cは糖尿病のコントロー
ル指標として重要で、国際的に汎用さ
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は、これをJDS値といいますが、わが
国以外のほとんどすべての国のHbA1c、
NGSP値に比べて、約0.4％低めに出る
ことが問題となりました。そこで、日
本糖尿病学会が中心となりまして、わ
が国のHbA1cの国際標準化、最適化
を目指して、関係団体とも協議を重ね
た結果、一定の関係式、すなわちNGSP
値＝JDS値×1.02＋0.25％という換算式
が確定したために、４月１日以降は日
常臨床を含めて、NGSP値で表記して、
当面は従来のJDS値も併記するという
ことにしたわけです。
　ただ、問題になったのは、近年始ま
った特定健診・特定保健指導で、これ
はまだ経過中のものですから、システ
ムの変更とか、保健指導上の問題の混
乱を避けるために、2012年の４月１日
から2013年３月31日の間は、受診者へ
の結果通知、あるいは医療保険者側へ
の結果報告のいずれにおきましても、
従来どおりのJDS値のみを用いるとい
うことにしています。
　大西　HbA1cのNGSP値の基準値に
ついて教えていただけますでしょうか。
　岩本　この間、進められましたHbA1c
のJDS値からNGSP値への変換につい
て述べてきましたけれども、耐糖能正
常者における基準値は、これまでの
JDS値では4.3～5.8％でしたけれども、
新しいNGSP値では4.6～6.2％になりま
す。これが基準値ということになりま
す。

　また、糖尿病型を示すHbA1c（NGSP
値）として6.5％という値が決められ
ました。2010年の７月から施行されて
おります糖尿病の新しい診断基準では、
糖尿病型と判定する３つの血糖値、す
なわち空腹時血糖値126㎎/㎗以上、随
時血糖値200㎎/㎗以上、および75g 
OGTT２時間血糖値200㎎/㎗以上に加
えまして、HbA1c（NGSP値）6.5％以
上も糖尿病型を示す検査値に格上げさ
れたわけです。そして、血糖値とHbA1c
は１回の採血で同時に測定して、とも
に糖尿病型を示す場合には、１回の検
査でも糖尿病と診断しようということ
になったのです（図１）。
　大西　血糖コントロール指標と評価
について教えていただけますでしょう
か。
　岩本　新しい診断基準ではHbA1cが
積極的に取り入れられるようになった
ことを述べましたけれども、一方、こ
れまでどおり、HbA1cは血糖コント
ロールの良否を判定する重要な臨床指
標であることには変わりありません。
HbA1c（NGSP値）が6.2％未満であれ
ば、血糖コントロールは優、これは基
準値以下ということになります。6.2～
6.9％未満は良、6.9～7.4％未満の範囲
は不十分、7.4～8.4％未満であれば不良、
そして8.4％以上であれば不可という
ふうに、５段階に評価することになっ
ています（図２）。
　HbA1cが6.2％未満であれば健常人

のレベルであり、まず糖尿病の合併症
は起こらないと考えられます。良の範
囲、すなわちHbA1cが6.9％未満とい
うレベルも、それを維持できれば、細
小血管合併症は抑えられるというデー
タに基づいて決められました。
　一方、8.4％以上という高い値の場合
には、コントロールが不可と評価され

るわけですけれども、細小血管症の発
症が明らかに進行・増悪してしまう状
態といえると思います。
　大西　最後に、HbA1c以外の血糖コ
ントロール指標について、簡単にご紹
介いただけたら幸いです。
　岩本　先ほどちょっと飛ばしました
けれども、血糖値としては空腹時血糖

図１　糖尿病の臨床診断のフローチャート
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は、これをJDS値といいますが、わが
国以外のほとんどすべての国のHbA1c、
NGSP値に比べて、約0.4％低めに出る
ことが問題となりました。そこで、日
本糖尿病学会が中心となりまして、わ
が国のHbA1cの国際標準化、最適化
を目指して、関係団体とも協議を重ね
た結果、一定の関係式、すなわちNGSP
値＝JDS値×1.02＋0.25％という換算式
が確定したために、４月１日以降は日
常臨床を含めて、NGSP値で表記して、
当面は従来のJDS値も併記するという
ことにしたわけです。
　ただ、問題になったのは、近年始ま
った特定健診・特定保健指導で、これ
はまだ経過中のものですから、システ
ムの変更とか、保健指導上の問題の混
乱を避けるために、2012年の４月１日
から2013年３月31日の間は、受診者へ
の結果通知、あるいは医療保険者側へ
の結果報告のいずれにおきましても、
従来どおりのJDS値のみを用いるとい
うことにしています。
　大西　HbA1cのNGSP値の基準値に
ついて教えていただけますでしょうか。
　岩本　この間、進められましたHbA1c
のJDS値からNGSP値への変換につい
て述べてきましたけれども、耐糖能正
常者における基準値は、これまでの
JDS値では4.3～5.8％でしたけれども、
新しいNGSP値では4.6～6.2％になりま
す。これが基準値ということになりま
す。

　また、糖尿病型を示すHbA1c（NGSP
値）として6.5％という値が決められ
ました。2010年の７月から施行されて
おります糖尿病の新しい診断基準では、
糖尿病型と判定する３つの血糖値、す
なわち空腹時血糖値126㎎/㎗以上、随
時血糖値200㎎/㎗以上、および75g 
OGTT２時間血糖値200㎎/㎗以上に加
えまして、HbA1c（NGSP値）6.5％以
上も糖尿病型を示す検査値に格上げさ
れたわけです。そして、血糖値とHbA1c
は１回の採血で同時に測定して、とも
に糖尿病型を示す場合には、１回の検
査でも糖尿病と診断しようということ
になったのです（図１）。
　大西　血糖コントロール指標と評価
について教えていただけますでしょう
か。
　岩本　新しい診断基準ではHbA1cが
積極的に取り入れられるようになった
ことを述べましたけれども、一方、こ
れまでどおり、HbA1cは血糖コント
ロールの良否を判定する重要な臨床指
標であることには変わりありません。
HbA1c（NGSP値）が6.2％未満であれ
ば、血糖コントロールは優、これは基
準値以下ということになります。6.2～
6.9％未満は良、6.9～7.4％未満の範囲
は不十分、7.4～8.4％未満であれば不良、
そして8.4％以上であれば不可という
ふうに、５段階に評価することになっ
ています（図２）。
　HbA1cが6.2％未満であれば健常人

のレベルであり、まず糖尿病の合併症
は起こらないと考えられます。良の範
囲、すなわちHbA1cが6.9％未満とい
うレベルも、それを維持できれば、細
小血管合併症は抑えられるというデー
タに基づいて決められました。
　一方、8.4％以上という高い値の場合
には、コントロールが不可と評価され

るわけですけれども、細小血管症の発
症が明らかに進行・増悪してしまう状
態といえると思います。
　大西　最後に、HbA1c以外の血糖コ
ントロール指標について、簡単にご紹
介いただけたら幸いです。
　岩本　先ほどちょっと飛ばしました
けれども、血糖値としては空腹時血糖

図１　糖尿病の臨床診断のフローチャート
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くなっているのかというところを早く
判断するために有用な検査指標とされ
ていますので、必要な場合にはグリコ

アルブミンや1,5-AGを測定して、総合
的に判断するのもよいと思います。
　大西　ありがとうございました。

と随時血糖、特に食後２時間血糖値と
いうのが一つの目安になるということ
で、日本糖尿病学会でも血糖コントロ
ールの評価基準の目安を示しているわ
けです。空腹時血糖値と食後２時間血
糖値の優の範囲はそれぞれ、80～110
㎎/㎗未満、80～140㎎/㎗未満、良の
範囲が110～130㎎/㎗未満、140～180
㎎/㎗未満、可の範囲が130～160㎎/㎗
未満、180～220㎎/㎗未満、そして不
可の範囲が160㎎/㎗以上、220㎎/㎗以
上と判定します。
　また、HbA1c以外にも、グリコアル
ブミンや1,5-アンヒドログルシトール

（1,5-AG）という臨床検査がありまして、
例えばHbA1cでは問題になるようなケ
ース、先ほど申し上げました貧血があ
るとか、そういう患者さんではHbA1c
に代わってグリコアルブミンを測ろう
という考え方になっております。グリ
コアルブミンの基準値は11～16％で、
採血前約２週間の血糖コントロール状
態を反映するといわれております。
　一方、1,5-AGというのは、尿糖が出
るような状況では血中の1,5-AGが下が
るという指標で、血糖コントロールの
最近の動向、例えば治療の結果、良い
方向に向かっているのか、あるいは悪

図２　血糖コントロール指標と評価 注１）
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くなっているのかというところを早く
判断するために有用な検査指標とされ
ていますので、必要な場合にはグリコ

アルブミンや1,5-AGを測定して、総合
的に判断するのもよいと思います。
　大西　ありがとうございました。

と随時血糖、特に食後２時間血糖値と
いうのが一つの目安になるということ
で、日本糖尿病学会でも血糖コントロ
ールの評価基準の目安を示しているわ
けです。空腹時血糖値と食後２時間血
糖値の優の範囲はそれぞれ、80～110
㎎/㎗未満、80～140㎎/㎗未満、良の
範囲が110～130㎎/㎗未満、140～180
㎎/㎗未満、可の範囲が130～160㎎/㎗
未満、180～220㎎/㎗未満、そして不
可の範囲が160㎎/㎗以上、220㎎/㎗以
上と判定します。
　また、HbA1c以外にも、グリコアル
ブミンや1,5-アンヒドログルシトール

（1,5-AG）という臨床検査がありまして、
例えばHbA1cでは問題になるようなケ
ース、先ほど申し上げました貧血があ
るとか、そういう患者さんではHbA1c
に代わってグリコアルブミンを測ろう
という考え方になっております。グリ
コアルブミンの基準値は11～16％で、
採血前約２週間の血糖コントロール状
態を反映するといわれております。
　一方、1,5-AGというのは、尿糖が出
るような状況では血中の1,5-AGが下が
るという指標で、血糖コントロールの
最近の動向、例えば治療の結果、良い
方向に向かっているのか、あるいは悪

図２　血糖コントロール指標と評価 注１）
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　大西　田村先生、糖尿病の運動療法
についてうかがいたいと思います。
　運動療法というと、私たちの頭の中
では、１日30分速歩きしなさいとか、
あるいは１万歩歩きなさいということ
を、教科書的には知っているのですけ
れども、実際医師がちゃんと運動療法
の指導をしたり、患者さんが本当に運
動療法をやっているのかというのはよ
くわからなくて、学会で何かそのあた
りのアンケートがあるそうですね。そ
のあたりからご紹介いただけますか。
　田村　数年ほど前に、愛知学院大学
の佐藤祐造先生を中心にして、糖尿病
運動療法・運動処方確立のための学術
調査研究委員会が設立されまして、今、
日本の中で糖尿病の患者さんがどれぐ
らい運動をしているかということと、
指導する立場の医師がどれぐらい指導
しているかということなどを、全国規
模で調査しました。
　非常に驚くべき結果がいろいろ出て
きているので、その一部を紹介します。
まず医師側の問題です。どんな問題か

というと、例えば初診の患者さんがい
らっしゃいます。食事療法をほぼ全員
に指導していると答えた医師は、80％
いらっしゃいました。しかし、運動療
法に関しましては、４割程度しか運動
を指導していない。
　大西　糖尿病の専門の先生ですか。
　田村　これは糖尿病の専門の先生と
専門外の先生と両方、同じアンケート
を取りましたが、ほとんど同様の結果
でした。
　それがまず一つ、医師側の問題だろ
うと思うのですけれども、同じような
調査を患者さんにも行いました。そう
すると、だいたい半分ぐらいの患者さ
んは、ほとんど運動をしていないとい
う結果が出ました。これはたいへんな
ことだ、医師も指導していない、患者
さんも運動をしていない。では何が問
題かということもアンケートにいろい
ろ盛り込んで調査したところ、指導す
る側の問題、患者さんが運動しない問
題、一番強く出てくるのは「時間がな
い」ということでした。

　外来で５分診療します。その間に運
動の話をしようとしても、できないで
はないかと。おっしゃるとおりだと思
います。食事療法は栄養士さんがいら
っしゃいます。運動は残念ながら保険
点数になかなか結びつかないという現
状もありますので、そういう人を雇え
ないという問題も少なからずあるだろ
う。時間がなくて指導できない。患者
さんがおっしゃることもだいたいそれ
に近くて、時間がなくて運動できない。
　こういう問題があぶり出されて、こ
れから糖尿病の患者さんをどうやって
指導していったらいいか。いろいろ考
えまして、これがベストというのはな
かなかまだ現状ではないのですけれど
も、幾つか私も反省しないといけない
点があったかなと考えています。
　例えば、30分運動しましょう。実は
これが患者さんにとって大きな障害に
なっていた可能性もあります。つまり、
「30分やらないとだめなんだ。できな
いよ、そんなの」「汗だらだら流さな
いといけないんでしょ」とか考えてい
るかもしれません。
　大西　少しきつめの運動をしなさい
とか言われますね。
　田村　そうなのです。私たちがハー
ドルを高く上げているというのも一つ
問題なのかなという印象を持っていま
す。私自身の診療を振り返っても、ち
ょっと難しい面があったのかなと。
　大西　なるべく時間をかけずに、長

続きするような運動療法を指導しない
といけないということですね。それは
何か具体的なアイデアや指導はありま
すか。
　田村　世界中の運動のガイドライン
を見ますと、だいたい同じことが書い
てあります。１週間に150分、息が弾
む程度の運動をしましょう。データを
見ますと、この程度の運動でHbA1cが
平均で0.7％程度下がります。これは非
常に大きな数字で、例えば薬を１剤飲
むのと同じぐらい効果がある。実はこ
ういうことも意外に、糖尿病の専門の
先生でも、一般の先生でも、ご存じな
い。
　150分、これもちょっと難しい話な
ので、私はいつも７で割って考えてい
ます。つまり、１日当たり20分。
　大西　毎日20分。140分ぐらいですね。
　田村　10分足りないのですが、それ
は週末に補っていただくとして、20分。
この結果を見て、いろいろ患者さんに
ご質問するようにしているのですけれ
ども、「１日何分ぐらいだと運動でき
ますか」と聞くと、ほとんどの場合、
皆さん、ぴったり20分とおっしゃいま
す。もしかしたら、これは本当は実現
できるのに、いろいろこちら側、ある
いは患者さんがハードルを高くしてい
たのが大きな原因なのかなと反省しま
した。それ以来、20分やりましょうと
お伝えするようにしています。
　ただ、問題は本当にできるかどうか。

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

順天堂大学大学院代謝内分泌学・スポートロジーセンター准教授
田　村　好　史

（聞き手　大西　真）

運動療法
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　大西　田村先生、糖尿病の運動療法
についてうかがいたいと思います。
　運動療法というと、私たちの頭の中
では、１日30分速歩きしなさいとか、
あるいは１万歩歩きなさいということ
を、教科書的には知っているのですけ
れども、実際医師がちゃんと運動療法
の指導をしたり、患者さんが本当に運
動療法をやっているのかというのはよ
くわからなくて、学会で何かそのあた
りのアンケートがあるそうですね。そ
のあたりからご紹介いただけますか。
　田村　数年ほど前に、愛知学院大学
の佐藤祐造先生を中心にして、糖尿病
運動療法・運動処方確立のための学術
調査研究委員会が設立されまして、今、
日本の中で糖尿病の患者さんがどれぐ
らい運動をしているかということと、
指導する立場の医師がどれぐらい指導
しているかということなどを、全国規
模で調査しました。
　非常に驚くべき結果がいろいろ出て
きているので、その一部を紹介します。
まず医師側の問題です。どんな問題か

というと、例えば初診の患者さんがい
らっしゃいます。食事療法をほぼ全員
に指導していると答えた医師は、80％
いらっしゃいました。しかし、運動療
法に関しましては、４割程度しか運動
を指導していない。
　大西　糖尿病の専門の先生ですか。
　田村　これは糖尿病の専門の先生と
専門外の先生と両方、同じアンケート
を取りましたが、ほとんど同様の結果
でした。
　それがまず一つ、医師側の問題だろ
うと思うのですけれども、同じような
調査を患者さんにも行いました。そう
すると、だいたい半分ぐらいの患者さ
んは、ほとんど運動をしていないとい
う結果が出ました。これはたいへんな
ことだ、医師も指導していない、患者
さんも運動をしていない。では何が問
題かということもアンケートにいろい
ろ盛り込んで調査したところ、指導す
る側の問題、患者さんが運動しない問
題、一番強く出てくるのは「時間がな
い」ということでした。

　外来で５分診療します。その間に運
動の話をしようとしても、できないで
はないかと。おっしゃるとおりだと思
います。食事療法は栄養士さんがいら
っしゃいます。運動は残念ながら保険
点数になかなか結びつかないという現
状もありますので、そういう人を雇え
ないという問題も少なからずあるだろ
う。時間がなくて指導できない。患者
さんがおっしゃることもだいたいそれ
に近くて、時間がなくて運動できない。
　こういう問題があぶり出されて、こ
れから糖尿病の患者さんをどうやって
指導していったらいいか。いろいろ考
えまして、これがベストというのはな
かなかまだ現状ではないのですけれど
も、幾つか私も反省しないといけない
点があったかなと考えています。
　例えば、30分運動しましょう。実は
これが患者さんにとって大きな障害に
なっていた可能性もあります。つまり、
「30分やらないとだめなんだ。できな
いよ、そんなの」「汗だらだら流さな
いといけないんでしょ」とか考えてい
るかもしれません。
　大西　少しきつめの運動をしなさい
とか言われますね。
　田村　そうなのです。私たちがハー
ドルを高く上げているというのも一つ
問題なのかなという印象を持っていま
す。私自身の診療を振り返っても、ち
ょっと難しい面があったのかなと。
　大西　なるべく時間をかけずに、長

続きするような運動療法を指導しない
といけないということですね。それは
何か具体的なアイデアや指導はありま
すか。
　田村　世界中の運動のガイドライン
を見ますと、だいたい同じことが書い
てあります。１週間に150分、息が弾
む程度の運動をしましょう。データを
見ますと、この程度の運動でHbA1cが
平均で0.7％程度下がります。これは非
常に大きな数字で、例えば薬を１剤飲
むのと同じぐらい効果がある。実はこ
ういうことも意外に、糖尿病の専門の
先生でも、一般の先生でも、ご存じな
い。
　150分、これもちょっと難しい話な
ので、私はいつも７で割って考えてい
ます。つまり、１日当たり20分。
　大西　毎日20分。140分ぐらいですね。
　田村　10分足りないのですが、それ
は週末に補っていただくとして、20分。
この結果を見て、いろいろ患者さんに
ご質問するようにしているのですけれ
ども、「１日何分ぐらいだと運動でき
ますか」と聞くと、ほとんどの場合、
皆さん、ぴったり20分とおっしゃいま
す。もしかしたら、これは本当は実現
できるのに、いろいろこちら側、ある
いは患者さんがハードルを高くしてい
たのが大きな原因なのかなと反省しま
した。それ以来、20分やりましょうと
お伝えするようにしています。
　ただ、問題は本当にできるかどうか。

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

順天堂大学大学院代謝内分泌学・スポートロジーセンター准教授
田　村　好　史

（聞き手　大西　真）

運動療法
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もうちょっと簡単に指導できないかな
と、いろいろ考えますと、一番いい方
法は歩数計を持つことではないかとい
うふうに考えています。
　大西　歩数も、１万歩というのはな
かなかハードルが高いですね。
　田村　そうなのです。ですから、最
終的には8,000～１万歩歩ければいいで
すが、最初に１万歩とは言わないよう
にしています。難しいと思って、患者
さんもあきらめてしまいます。ただ、
１日20分歩くと、歩数に換算すると、
約2,000歩になります。ですから、歩数
計を持っていただいて、今、5,000歩歩
いている方だったら、では7,000歩にし
ましょう。それが第１段階だろうと思
います。
　それで薬を１剤飲むのと同じぐらい
効果が出るかもしれないと患者さんに
言うと、モチベーションが上がること
につながりますし、もう一つ、最近お
もしろいデータが出ていて、歩数計を
持つと、皆さん歩数を気にするので、
それだけで平均2,500歩上がるのではな
いかという結果が出ています。歩数計
を持っていただくだけでプラス2,500歩
になれば、これは目標達成にかなり近
づきそうです。体重を毎日測るように、
歩数も毎日見ることは大事だと思いま
す。
　大西　体重は毎日つけるといいとい
われますね。
　田村　そうです。それと同じように、

この歩数も利用していくのがいいのか
なと考えます。
　大西　20分というとだいぶ気が楽に
なるのですが、具体的には患者さんに
どのような説明をされますか。
　田村　一番時間がないのは働き盛り
の男性の方です。20分、どこでつくる
か。結論からいうと、やはり通勤が一
番のチャンスです。行き帰り10分ずつ
といえば、これは手の届くところでし
ょうし、ちょっと遠回りして歩く。あ
るいは、仕事の中でも小まめにちょこ
ちょこ動くということを積み重ねてい
って、１日トータルで構いませんので、
１日の中で2,000歩稼ぐというのが一つ
の説明の仕方だろうと思います。
　女性の方は皆さん、家事で忙しいな
ど、いろいろありますけれども、一つ
のチャンスは買い物に行く。そのとき
に、ウィンドウショッピングでもいい
から、歩き回りましょう。１日トータ
ルで2,000歩歩いていれば、第１段階ク
リアだろう。あるいは、実は家の中で
やる掃除、これはけっこうな労働にな
ります。20分掃除するのは、外で20分
歩くのとほとんど同じぐらい価値があ
りますので、そういうものも運動の一
つになるだろうというふうに説明する
のがいい方法なのかなと思っています。
　大西　ちょっと膝が痛いとか、いら
っしゃいますね。
　田村　膝が痛い方は、自転車に乗れ
る方ですと、自転車をお勧めしていま

す。自転車はわりと膝に負担がかから
ないで、これも20分やれば、20分歩く
のと同じような効果が得られると考え
られていますし、あるいは水中を歩く
こともいい方法だろうと思います。
　大西　気を楽にして、20分続けてい
くということですね。
　田村　まずは低い目標をクリアして
いくというところをやっていかないと、
モチベーションの問題もあり、なかな
か難しいと思います。あともう一つ、
世界中でいろいろ研究してわかりはじ
めたことは、運動していると、動脈硬
化だけでなく、がんになりにくいとい
うことです。しょっちゅう外来で血糖
値のことばかり言っていますけれども、
日本人の半分くらいの方が一度はがん
になるといわれていますので、また別
のモチベーションの話題としてお話し
になるのもいいかなと思っています。
　大西　重要な点ですね。一方、運動
すると少し危険な場合もあるわけです
ね。
　田村　そうですね。いい面もありま
すけれども、安全に行うという意味で、
糖尿病の方は合併症のチェックを事前
にする必要があります。幾つか挙げま
すと、網膜症で今にも出血しそうだと

いうときに、息をこらえて、ぐっと踏
ん張るような運動、こういうものは血
圧を一気に上げて出血のリスクになる
と考えられていますし、蛋白尿がたく
さん出ている方、あるいは当然、狭心
症なども合併している可能性がありま
すので、それぞれ事前にスクリーニン
グをして、安全な状態で患者さんに運
動を処方していくことが大事なポイン
トになります。
　大西　食事療法はちゃんとやるけれ
ども、運動療法は…というお話があり
ましたけれども、食事療法も栄養士さ
んにお任せになっていることも多いか
と思うのです。将来的には運動療法も
専門的にアドバイスできる人が補助的
に手伝っていくといいなという気がし
ますけれども、そのあたりはどうです
か。
　田村　今後、保険制度が改訂されて、
栄養指導と同じように、運動指導も点
数化していくというのが一つの道筋だ
ろうと思います。
　大西　さらに推進されるようにとい
うことですね。
　田村　そうですね。そのように考え
ています。
　大西　ありがとうございました。
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もうちょっと簡単に指導できないかな
と、いろいろ考えますと、一番いい方
法は歩数計を持つことではないかとい
うふうに考えています。
　大西　歩数も、１万歩というのはな
かなかハードルが高いですね。
　田村　そうなのです。ですから、最
終的には8,000～１万歩歩ければいいで
すが、最初に１万歩とは言わないよう
にしています。難しいと思って、患者
さんもあきらめてしまいます。ただ、
１日20分歩くと、歩数に換算すると、
約2,000歩になります。ですから、歩数
計を持っていただいて、今、5,000歩歩
いている方だったら、では7,000歩にし
ましょう。それが第１段階だろうと思
います。
　それで薬を１剤飲むのと同じぐらい
効果が出るかもしれないと患者さんに
言うと、モチベーションが上がること
につながりますし、もう一つ、最近お
もしろいデータが出ていて、歩数計を
持つと、皆さん歩数を気にするので、
それだけで平均2,500歩上がるのではな
いかという結果が出ています。歩数計
を持っていただくだけでプラス2,500歩
になれば、これは目標達成にかなり近
づきそうです。体重を毎日測るように、
歩数も毎日見ることは大事だと思いま
す。
　大西　体重は毎日つけるといいとい
われますね。
　田村　そうです。それと同じように、

この歩数も利用していくのがいいのか
なと考えます。
　大西　20分というとだいぶ気が楽に
なるのですが、具体的には患者さんに
どのような説明をされますか。
　田村　一番時間がないのは働き盛り
の男性の方です。20分、どこでつくる
か。結論からいうと、やはり通勤が一
番のチャンスです。行き帰り10分ずつ
といえば、これは手の届くところでし
ょうし、ちょっと遠回りして歩く。あ
るいは、仕事の中でも小まめにちょこ
ちょこ動くということを積み重ねてい
って、１日トータルで構いませんので、
１日の中で2,000歩稼ぐというのが一つ
の説明の仕方だろうと思います。
　女性の方は皆さん、家事で忙しいな
ど、いろいろありますけれども、一つ
のチャンスは買い物に行く。そのとき
に、ウィンドウショッピングでもいい
から、歩き回りましょう。１日トータ
ルで2,000歩歩いていれば、第１段階ク
リアだろう。あるいは、実は家の中で
やる掃除、これはけっこうな労働にな
ります。20分掃除するのは、外で20分
歩くのとほとんど同じぐらい価値があ
りますので、そういうものも運動の一
つになるだろうというふうに説明する
のがいい方法なのかなと思っています。
　大西　ちょっと膝が痛いとか、いら
っしゃいますね。
　田村　膝が痛い方は、自転車に乗れ
る方ですと、自転車をお勧めしていま

す。自転車はわりと膝に負担がかから
ないで、これも20分やれば、20分歩く
のと同じような効果が得られると考え
られていますし、あるいは水中を歩く
こともいい方法だろうと思います。
　大西　気を楽にして、20分続けてい
くということですね。
　田村　まずは低い目標をクリアして
いくというところをやっていかないと、
モチベーションの問題もあり、なかな
か難しいと思います。あともう一つ、
世界中でいろいろ研究してわかりはじ
めたことは、運動していると、動脈硬
化だけでなく、がんになりにくいとい
うことです。しょっちゅう外来で血糖
値のことばかり言っていますけれども、
日本人の半分くらいの方が一度はがん
になるといわれていますので、また別
のモチベーションの話題としてお話し
になるのもいいかなと思っています。
　大西　重要な点ですね。一方、運動
すると少し危険な場合もあるわけです
ね。
　田村　そうですね。いい面もありま
すけれども、安全に行うという意味で、
糖尿病の方は合併症のチェックを事前
にする必要があります。幾つか挙げま
すと、網膜症で今にも出血しそうだと

いうときに、息をこらえて、ぐっと踏
ん張るような運動、こういうものは血
圧を一気に上げて出血のリスクになる
と考えられていますし、蛋白尿がたく
さん出ている方、あるいは当然、狭心
症なども合併している可能性がありま
すので、それぞれ事前にスクリーニン
グをして、安全な状態で患者さんに運
動を処方していくことが大事なポイン
トになります。
　大西　食事療法はちゃんとやるけれ
ども、運動療法は…というお話があり
ましたけれども、食事療法も栄養士さ
んにお任せになっていることも多いか
と思うのです。将来的には運動療法も
専門的にアドバイスできる人が補助的
に手伝っていくといいなという気がし
ますけれども、そのあたりはどうです
か。
　田村　今後、保険制度が改訂されて、
栄養指導と同じように、運動指導も点
数化していくというのが一つの道筋だ
ろうと思います。
　大西　さらに推進されるようにとい
うことですね。
　田村　そうですね。そのように考え
ています。
　大西　ありがとうございました。
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　大西　田中先生、インスリン抵抗性
改善薬について、まずインスリン抵抗
性という概念から教えていただけます
でしょうか。
　田中　文字どおり、インスリンが効
きにくいという意味ですが、ただ、イ
ンスリンは何も糖代謝の調節だけでは
なくて、脂質の調節や蛋白質の調節、
それ以外にも様々な作用がありますが、
「インスリン抵抗性」という言葉を使
うときには、インスリンが糖代謝を調
節する作用が発揮されにくいといいま
すか、効きにくいというニュアンスで
使われております。
　従来は、なぜインスリン抵抗性にな
るのか。おそらく肥満と運動不足が原
因だといわれておりましたが、なぜ肥
満になるとインスリン抵抗性になるの
かという点はあまりよくわかっており
ませんでした。この30年の間に、一つ
は、よくメタボリックシンドロームと
いわれますが、内臓脂肪の脂肪細胞が
脂肪を蓄えて大きくなり、そこから
様々なインスリンの働きを邪魔する因

子がたくさん分泌される、あるいはイ
ンスリンの働きを助けてくれる因子、
「アディポネクチン」と呼ばれますが、
これが減少することがわかってきまし
た。それに加えて最近、脂肪肝がもう
一つの大きな原因だと考えられるよう
になってきました。
　大西　インスリン抵抗性を改善する
薬として、主なものは２通りあるわけ
ですね。従来からよく使われてきたビ
グアナイド薬と、もう１つはチアゾリ
ジン薬、大まかにその２つに分かれる
と考えてよろしいのでしょうか。
　田中　そうですね。
　大西　ビグアナイド薬について、薬
理作用とか、使い方のコツとか、注意
点についておうかがいしたいのですけ
れども、まず薬理作用のところから。
　田中　実は、メトホルミンというビ
グアナイド薬は、2012年で発売52年と、
半世紀以上になる薬で、薬価も安いし、
いい薬です。もともと、この薬は空腹
時血糖を下げる薬であり、インスリン
抵抗性改善の効果があるということは、

私の研修医時代には全く教わりません
でした。この薬は糖新生を抑制して空
腹時血糖を下げる薬ですよと習いまし
た。ですから、太っている人にも、や
せている人にも効きます、ただし、そ
の効果はSU薬と比べてマイルドです、
そういう薬でした。
　ところが、海外での高用量の検討か
ら、この薬はどうもインスリン抵抗性
をよくするらしいといわれるようにな
りました。現在では「AMP活性化キ
ナーゼ」という酵素、AMPKと略され
ますが、これはいろいろな細胞にあり、
メトホルミンは特に肝臓のAMPKの活
性を上げていると考えられています。
このAMPKは何をしているのか、なか
なか複雑な酵素ですが、簡単にいえば、
細胞内のATPの産生を促進して、ATP
の消費を抑制する方向に様々な代謝の
スイッチを切り替えている酵素です。
　ですので、中性脂肪やコレステロー
ルを合成するにもATPが必要ですし、
糖新生するにもATPが必要ですが、こ
ういうステップがメトホルミンを用い
ますと、AMPKの活性が上がり、その
結果として脂肪肝や高脂血症が改善し、
糖新生も減って空腹時血糖がよくなる
わけです。そして脂肪肝の減少がイン
スリン抵抗性の改善をもたらすと考え
られています。
　大西　実際の使い方ですが、最近は
かなりの高用量が使われるようになっ
てきたのですか。

　田中　そうです。メトホルミンは、
１錠が250㎎で、従来は３錠まで、すな
わち１日750㎎までという低用量で用
いられてきました。逆に欧米では2,550
㎎、場合によっては3,000㎎と、非常に
高用量で用いられています。本剤は用
量依存性にインスリン抵抗性を改善す
る効果が上がる、血糖値改善効果も上
がることから、日本でも２年少し前か
ら高用量が使えるようになりました。
ですので、現在は、１日2,250㎎（９錠）
まで使うことができます。
　大西　そのほうがより効くだろうと
いうことがわかってきたということで
すね。
　田中　そうですね。
　大西　一方で注意しなければいけな
い点も幾つかいわれていると思います
けれども、そのあたりに関してはいか
がでしょうか。
　田中　この薬で最もよく起こる副作
用は消化器症状で、その程度は用量依
存性です。ですけれども、まれに起こ
る「乳酸アシドーシス」という重大な
副作用が昔から知られていました。幸
いなことにこれまでは報告がなかった
のですが、この２年の間に25例の乳酸
アシドーシスが報告され、うち４例は
死亡されています。現在、ゆゆしき問
題になっており、禁忌や慎重投与を守
ってお使いいただくのが大事だと思い
ます。
　大西　そういう方は、腎臓が悪かっ

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科教授
田　中　　逸

（聞き手　大西　真）

インスリン抵抗性改善薬
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　大西　田中先生、インスリン抵抗性
改善薬について、まずインスリン抵抗
性という概念から教えていただけます
でしょうか。
　田中　文字どおり、インスリンが効
きにくいという意味ですが、ただ、イ
ンスリンは何も糖代謝の調節だけでは
なくて、脂質の調節や蛋白質の調節、
それ以外にも様々な作用がありますが、
「インスリン抵抗性」という言葉を使
うときには、インスリンが糖代謝を調
節する作用が発揮されにくいといいま
すか、効きにくいというニュアンスで
使われております。
　従来は、なぜインスリン抵抗性にな
るのか。おそらく肥満と運動不足が原
因だといわれておりましたが、なぜ肥
満になるとインスリン抵抗性になるの
かという点はあまりよくわかっており
ませんでした。この30年の間に、一つ
は、よくメタボリックシンドロームと
いわれますが、内臓脂肪の脂肪細胞が
脂肪を蓄えて大きくなり、そこから
様々なインスリンの働きを邪魔する因

子がたくさん分泌される、あるいはイ
ンスリンの働きを助けてくれる因子、
「アディポネクチン」と呼ばれますが、
これが減少することがわかってきまし
た。それに加えて最近、脂肪肝がもう
一つの大きな原因だと考えられるよう
になってきました。
　大西　インスリン抵抗性を改善する
薬として、主なものは２通りあるわけ
ですね。従来からよく使われてきたビ
グアナイド薬と、もう１つはチアゾリ
ジン薬、大まかにその２つに分かれる
と考えてよろしいのでしょうか。
　田中　そうですね。
　大西　ビグアナイド薬について、薬
理作用とか、使い方のコツとか、注意
点についておうかがいしたいのですけ
れども、まず薬理作用のところから。
　田中　実は、メトホルミンというビ
グアナイド薬は、2012年で発売52年と、
半世紀以上になる薬で、薬価も安いし、
いい薬です。もともと、この薬は空腹
時血糖を下げる薬であり、インスリン
抵抗性改善の効果があるということは、

私の研修医時代には全く教わりません
でした。この薬は糖新生を抑制して空
腹時血糖を下げる薬ですよと習いまし
た。ですから、太っている人にも、や
せている人にも効きます、ただし、そ
の効果はSU薬と比べてマイルドです、
そういう薬でした。
　ところが、海外での高用量の検討か
ら、この薬はどうもインスリン抵抗性
をよくするらしいといわれるようにな
りました。現在では「AMP活性化キ
ナーゼ」という酵素、AMPKと略され
ますが、これはいろいろな細胞にあり、
メトホルミンは特に肝臓のAMPKの活
性を上げていると考えられています。
このAMPKは何をしているのか、なか
なか複雑な酵素ですが、簡単にいえば、
細胞内のATPの産生を促進して、ATP
の消費を抑制する方向に様々な代謝の
スイッチを切り替えている酵素です。
　ですので、中性脂肪やコレステロー
ルを合成するにもATPが必要ですし、
糖新生するにもATPが必要ですが、こ
ういうステップがメトホルミンを用い
ますと、AMPKの活性が上がり、その
結果として脂肪肝や高脂血症が改善し、
糖新生も減って空腹時血糖がよくなる
わけです。そして脂肪肝の減少がイン
スリン抵抗性の改善をもたらすと考え
られています。
　大西　実際の使い方ですが、最近は
かなりの高用量が使われるようになっ
てきたのですか。

　田中　そうです。メトホルミンは、
１錠が250㎎で、従来は３錠まで、すな
わち１日750㎎までという低用量で用
いられてきました。逆に欧米では2,550
㎎、場合によっては3,000㎎と、非常に
高用量で用いられています。本剤は用
量依存性にインスリン抵抗性を改善す
る効果が上がる、血糖値改善効果も上
がることから、日本でも２年少し前か
ら高用量が使えるようになりました。
ですので、現在は、１日2,250㎎（９錠）
まで使うことができます。
　大西　そのほうがより効くだろうと
いうことがわかってきたということで
すね。
　田中　そうですね。
　大西　一方で注意しなければいけな
い点も幾つかいわれていると思います
けれども、そのあたりに関してはいか
がでしょうか。
　田中　この薬で最もよく起こる副作
用は消化器症状で、その程度は用量依
存性です。ですけれども、まれに起こ
る「乳酸アシドーシス」という重大な
副作用が昔から知られていました。幸
いなことにこれまでは報告がなかった
のですが、この２年の間に25例の乳酸
アシドーシスが報告され、うち４例は
死亡されています。現在、ゆゆしき問
題になっており、禁忌や慎重投与を守
ってお使いいただくのが大事だと思い
ます。
　大西　そういう方は、腎臓が悪かっ

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科教授
田　中　　逸

（聞き手　大西　真）

インスリン抵抗性改善薬
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たりとか、そういう方も多いのでしょ
うか。
　田中　メトホルミンはほぼ100％、未
変化体で腎排泄される薬です。したが
って、腎機能障害の方には禁忌で、男
性ではクレアチニンで1.3以上、女性で
は1.2を超える例は禁忌になります。し
かし、70歳以上の高齢の方では、私自
身はクレアチニンが1.0以上なら使わな
いようにしております。驚くべきこと
に、乳酸アシドーシスの発症例では血
液透析の患者さんにも処方されていた
ということで、腎機能に問題がある方
は特に要注意かと思います。
　大西　脱水等も引き金になることが
あるのですか。
　田中　はい。真夏の時期は非常に問
題でして、熱中症や脱水症になります
と、一時的に腎機能が悪化しますので、
特にこの薬をお使いの方はこまめに水
分をよく取っていただくことが大切で
す。また、熱中症や脱水症が疑われる
ときには、休薬する必要もあろうかと
思います。造影剤の検査のときには検
査のマイナス２日から検査後プラス２
日まで、５日間休薬することと同じよ
うにお考えいただければと思います。
　大西　お酒なども影響するのでしょ
うか。
　田中　そうです。実は、アルコール
の多飲後に乳酸アシドーシスが発症し
たケースも報告されています。メトホ
ルミンは肝臓の糖新生を抑制しますが、

特に乳酸を基質としてブドウ糖の合成
を行うところを強く抑えます。そのた
め、ただでさえ乳酸が余りやすくなり
ます。ところで、乳酸からのブドウ糖
合成の最初のステップは乳酸からピル
ビン酸に変換するところですが、この
ときに補酵素としてNAD（＋）が必要
になります。しかし、アルコールを代
謝する際にもNAD（＋）が用いられま
す。飲酒後にはNAD（＋）がアルコー
ルの代謝に奪われて、乳酸からピルビ
ン酸へのステップがますます行きにく
くなって、乳酸がさらに余った結果、
乳酸アシドーシスが起こりやすくなる
というわけです。
　ですので、大量飲酒したときは、そ
の日は一時的に休薬することを頭に入
れておく。普段から患者さんにもお話
ししておく必要があるかと思います。
　大西　そういうことを注意しながら
ということですね。
　田中　はい。そして普段から多量飲
酒する方にはこの薬は出さないほうが
いいと思います。
　大西　そういう注意をしながらも、
全体としては非常によく効く薬ですね。
　田中　そのあたりを守れば、安価で
すし、とてもいい薬だと思います。
　大西　適応としては、体重が増加し
にくいとか、何かあるのですか。こう
いう場合が一番いいとか、肥満の２型
糖尿病とか。
　田中　基本的には、肥満でなくても、

もともと空腹時血糖を下げる薬ですの
で、やせている方にも効きます。また、
太っている方には、さらに脂肪肝を減
らしてくれたりといったようなことで、
注意を守って、禁忌を守って使えば、
とてもいい薬だと思います。
　大西　もう一つのチアゾリジン薬に
ついてはいかがでしょうか。
　田中　ピオグリタゾンですね。この
薬は欧米での前向きの大規模研究の結
果から、動脈硬化の一次予防と二次予
防、特にイベントの再発を非常に強く
抑えるということで、糖尿病の先生の
みならず循環器や脳神経内科の部門の
先生方もよくお使いの薬です。
　ただ、副作用として体液貯留作用が
問題となりますので、その結果として
心不全になったり、軽い場合でも浮腫
が起こりやすくなります。その場合は
利尿剤と併用して使っていらっしゃる
先生もおられますが、心不全の既往の
方は禁忌です。また過食傾向の方、食
事療法を遵守できない方の場合には皮
下脂肪が増えてくることもありますの
で、食事療法をある程度遵守していた
だく方に使う薬ではないかと思います。
　大西　この代表的な２系統の薬の使
い分けはあるのでしょうか。
　田中　特に似たような薬ですが、そ
れぞれ禁忌や慎重投与が異なりますの
で、それによって使い分けるというこ
とと、ピオグリタゾンは過食傾向の方
では体重を増やしますが、メトホルミ

ンは増やさないということも大きな違
いです。また、薬価も異なりますので、
そのあたりを頭に入れて使い分けてい
ただければと思います。
　大西　代表的な二つのインスリン抵
抗性改善薬の話をうかがってきたので
すけれども、インスリン抵抗性改善薬
の糖尿病全体の治療での位置づけを最
後に教えていただけますでしょうか。
　田中　もともと日本人では著明な肥
満者が欧米人に比べて少なく、２型糖
尿病の原因は基本的にはインスリンの
分泌低下が主だと考えられています。
ですので、日本人にはインスリンの分
泌を促す薬剤のほうがいいといわれて
きました。しかし、生活の欧米化に伴
って、日本でもBMIが30を超える肥満
の方が確かに増えてきました。これか
らはそういう肥満や、インスリン抵抗
性を合併する欧米人タイプの２型糖尿
病の方が増えてくると思いますので、
そういう方には両剤は有用であると思
います。
　大西　今後、この薬の需要はかなり
増えそうですか。
　田中　そうですね。また、日本人は
肥満の程度が強くない、ちょっとした
小太りでもインスリン抵抗性がありま
す。ですから、逆に言えば、こういっ
た二つの薬剤を低用量で使って、少し
だけインスリン抵抗性を改善させるだ
けでも効果が期待できると思います。
　大西　そういう方が日本人は多いで
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たりとか、そういう方も多いのでしょ
うか。
　田中　メトホルミンはほぼ100％、未
変化体で腎排泄される薬です。したが
って、腎機能障害の方には禁忌で、男
性ではクレアチニンで1.3以上、女性で
は1.2を超える例は禁忌になります。し
かし、70歳以上の高齢の方では、私自
身はクレアチニンが1.0以上なら使わな
いようにしております。驚くべきこと
に、乳酸アシドーシスの発症例では血
液透析の患者さんにも処方されていた
ということで、腎機能に問題がある方
は特に要注意かと思います。
　大西　脱水等も引き金になることが
あるのですか。
　田中　はい。真夏の時期は非常に問
題でして、熱中症や脱水症になります
と、一時的に腎機能が悪化しますので、
特にこの薬をお使いの方はこまめに水
分をよく取っていただくことが大切で
す。また、熱中症や脱水症が疑われる
ときには、休薬する必要もあろうかと
思います。造影剤の検査のときには検
査のマイナス２日から検査後プラス２
日まで、５日間休薬することと同じよ
うにお考えいただければと思います。
　大西　お酒なども影響するのでしょ
うか。
　田中　そうです。実は、アルコール
の多飲後に乳酸アシドーシスが発症し
たケースも報告されています。メトホ
ルミンは肝臓の糖新生を抑制しますが、

特に乳酸を基質としてブドウ糖の合成
を行うところを強く抑えます。そのた
め、ただでさえ乳酸が余りやすくなり
ます。ところで、乳酸からのブドウ糖
合成の最初のステップは乳酸からピル
ビン酸に変換するところですが、この
ときに補酵素としてNAD（＋）が必要
になります。しかし、アルコールを代
謝する際にもNAD（＋）が用いられま
す。飲酒後にはNAD（＋）がアルコー
ルの代謝に奪われて、乳酸からピルビ
ン酸へのステップがますます行きにく
くなって、乳酸がさらに余った結果、
乳酸アシドーシスが起こりやすくなる
というわけです。
　ですので、大量飲酒したときは、そ
の日は一時的に休薬することを頭に入
れておく。普段から患者さんにもお話
ししておく必要があるかと思います。
　大西　そういうことを注意しながら
ということですね。
　田中　はい。そして普段から多量飲
酒する方にはこの薬は出さないほうが
いいと思います。
　大西　そういう注意をしながらも、
全体としては非常によく効く薬ですね。
　田中　そのあたりを守れば、安価で
すし、とてもいい薬だと思います。
　大西　適応としては、体重が増加し
にくいとか、何かあるのですか。こう
いう場合が一番いいとか、肥満の２型
糖尿病とか。
　田中　基本的には、肥満でなくても、

もともと空腹時血糖を下げる薬ですの
で、やせている方にも効きます。また、
太っている方には、さらに脂肪肝を減
らしてくれたりといったようなことで、
注意を守って、禁忌を守って使えば、
とてもいい薬だと思います。
　大西　もう一つのチアゾリジン薬に
ついてはいかがでしょうか。
　田中　ピオグリタゾンですね。この
薬は欧米での前向きの大規模研究の結
果から、動脈硬化の一次予防と二次予
防、特にイベントの再発を非常に強く
抑えるということで、糖尿病の先生の
みならず循環器や脳神経内科の部門の
先生方もよくお使いの薬です。
　ただ、副作用として体液貯留作用が
問題となりますので、その結果として
心不全になったり、軽い場合でも浮腫
が起こりやすくなります。その場合は
利尿剤と併用して使っていらっしゃる
先生もおられますが、心不全の既往の
方は禁忌です。また過食傾向の方、食
事療法を遵守できない方の場合には皮
下脂肪が増えてくることもありますの
で、食事療法をある程度遵守していた
だく方に使う薬ではないかと思います。
　大西　この代表的な２系統の薬の使
い分けはあるのでしょうか。
　田中　特に似たような薬ですが、そ
れぞれ禁忌や慎重投与が異なりますの
で、それによって使い分けるというこ
とと、ピオグリタゾンは過食傾向の方
では体重を増やしますが、メトホルミ

ンは増やさないということも大きな違
いです。また、薬価も異なりますので、
そのあたりを頭に入れて使い分けてい
ただければと思います。
　大西　代表的な二つのインスリン抵
抗性改善薬の話をうかがってきたので
すけれども、インスリン抵抗性改善薬
の糖尿病全体の治療での位置づけを最
後に教えていただけますでしょうか。
　田中　もともと日本人では著明な肥
満者が欧米人に比べて少なく、２型糖
尿病の原因は基本的にはインスリンの
分泌低下が主だと考えられています。
ですので、日本人にはインスリンの分
泌を促す薬剤のほうがいいといわれて
きました。しかし、生活の欧米化に伴
って、日本でもBMIが30を超える肥満
の方が確かに増えてきました。これか
らはそういう肥満や、インスリン抵抗
性を合併する欧米人タイプの２型糖尿
病の方が増えてくると思いますので、
そういう方には両剤は有用であると思
います。
　大西　今後、この薬の需要はかなり
増えそうですか。
　田中　そうですね。また、日本人は
肥満の程度が強くない、ちょっとした
小太りでもインスリン抵抗性がありま
す。ですから、逆に言えば、こういっ
た二つの薬剤を低用量で使って、少し
だけインスリン抵抗性を改善させるだ
けでも効果が期待できると思います。
　大西　そういう方が日本人は多いで
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すね。
　田中　欧米の方は肥満の程度が強い
ですから、それだけたくさん必要でし
ょうけれども、日本の方は低用量でも

十分効果が期待できる場合もあると思
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　インスリン注射療法の最近の
話題ということで、おうかがいいたし
ます。
　糖尿病患者さんが増え、そのコント
ロールをよりよくやっていくという中
で、インスリン注射療法が用いられて
きていると聞いていますけれども、ど
ういったことが具体的にあるでしょう
か。
　弘世　インスリン治療というのは、
これまではどちらかというと、玄人の
治療といいますか、糖尿病の専門医が
入院で行うというのが中心だったと思
います。しかし、今先生がおっしゃら
れたように、糖尿病の患者さんが増え
ている。しかも、インスリン治療をし
なければいけないような、かなり進ん
だ人も増えてきているわけで、数少な
い専門医だけでは到底対処ができない
ということになります。しかも、多く
の方がすぐに専門医にめぐりあえるわ
けではないので、回り回って、かなり
進んでしまった状態でインスリン治療
をしたのでは、せっかくいい治療をし

ても、合併症の抑制というところには
つながりません。
　そこで、今非常に注目されている治
療に、専門医でなくても、しかも外来
で比較的安全にインスリン治療を行う
ことができるBOTというものがありま
す。これは、今まで使っていた経口糖
尿病薬は従来どおりで、基礎インスリ
ンを１日１回注射するという方法です。
非常に簡単ですし、しかも低血糖が少
ないということで、最近は多くの先生
方に用いられるようになってまいりま
した。
　齊藤　一般の実地医家も比較的取っ
つきやすいということですね。BOTは
どういう意味ですか。
　弘世　Basal supported Oral Thera-
pyといいまして、「基礎インスリンに
よって支持される経口薬療法」という
ことですから、実はこれはインスリン
療法はサブで、経口薬がメインという
ことになります。Oral Therapyという
ことです。
　齊藤　経口薬を使っていて、いま一

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

東邦大学内科教授
弘　世　貴　久

（聞き手　齊藤郁夫）

インスリン注射療法
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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57巻２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、「糖尿病治療の最新情報」シリーズの第３
回目として、４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。
※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。

お詫びと訂正
ドクターサロン１月号（通巻670号、第57巻１月号P.52）に掲載いたしました「泌尿
器科領域における新年の展望」におきまして、内容に一部誤りがございました。 
特別講演に出演されます「小林毅彦」先生のお名前は、正しくは「小川毅彦」先生
でした。ここにお詫びし、訂正させていただきます。

後記にかえて
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すね。
　田中　欧米の方は肥満の程度が強い
ですから、それだけたくさん必要でし
ょうけれども、日本の方は低用量でも

十分効果が期待できる場合もあると思
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　インスリン注射療法の最近の
話題ということで、おうかがいいたし
ます。
　糖尿病患者さんが増え、そのコント
ロールをよりよくやっていくという中
で、インスリン注射療法が用いられて
きていると聞いていますけれども、ど
ういったことが具体的にあるでしょう
か。
　弘世　インスリン治療というのは、
これまではどちらかというと、玄人の
治療といいますか、糖尿病の専門医が
入院で行うというのが中心だったと思
います。しかし、今先生がおっしゃら
れたように、糖尿病の患者さんが増え
ている。しかも、インスリン治療をし
なければいけないような、かなり進ん
だ人も増えてきているわけで、数少な
い専門医だけでは到底対処ができない
ということになります。しかも、多く
の方がすぐに専門医にめぐりあえるわ
けではないので、回り回って、かなり
進んでしまった状態でインスリン治療
をしたのでは、せっかくいい治療をし

ても、合併症の抑制というところには
つながりません。
　そこで、今非常に注目されている治
療に、専門医でなくても、しかも外来
で比較的安全にインスリン治療を行う
ことができるBOTというものがありま
す。これは、今まで使っていた経口糖
尿病薬は従来どおりで、基礎インスリ
ンを１日１回注射するという方法です。
非常に簡単ですし、しかも低血糖が少
ないということで、最近は多くの先生
方に用いられるようになってまいりま
した。
　齊藤　一般の実地医家も比較的取っ
つきやすいということですね。BOTは
どういう意味ですか。
　弘世　Basal supported Oral Thera-
pyといいまして、「基礎インスリンに
よって支持される経口薬療法」という
ことですから、実はこれはインスリン
療法はサブで、経口薬がメインという
ことになります。Oral Therapyという
ことです。
　齊藤　経口薬を使っていて、いま一

糖尿病治療の最新情報（Ⅲ）

東邦大学内科教授
弘　世　貴　久

（聞き手　齊藤郁夫）

インスリン注射療法

ドクターサロン57巻２月号（1 . 2013） （133）  5352 （132） ドクターサロン57巻２月号（1 . 2013）

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57巻２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、「糖尿病治療の最新情報」シリーズの第３
回目として、４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。
※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。

お詫びと訂正
ドクターサロン１月号（通巻670号、第57巻１月号P.52）に掲載いたしました「泌尿
器科領域における新年の展望」におきまして、内容に一部誤りがございました。 
特別講演に出演されます「小林毅彦」先生のお名前は、正しくは「小川毅彦」先生
でした。ここにお詫びし、訂正させていただきます。

後記にかえて
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つコントロールが悪い患者さんへとい
うことになりますか。
　弘世　そうですね。今までだったら、
引っ張って、引っ張って、３回注射あ
るいは４回注射といったような、わり
と回数を打たなければいけない治療と
いうのが主流に行われてきました。そ
れももちろん今でも行われているので
すけれども、もう少し敷居を下げて、
患者さんにも、実地の先生にも受け入
れられやすいという方法がこのBOTと
いう方法です。
　齊藤　比較的早めの段階の患者さん
ということになるのですか。
　弘世　そうです。日本におけるHbA1c
の表記方法も変わりましたので、新し
いHbA1cの表記方法でいうと、HbA1c
が7.5～８％ぐらい。そしてお薬も２剤
ぐらい使っていて、なかなかコントロ
ールがよくならないというところで、
そこで引き延ばさずに、できるだけ早
くインスリンを導入する。そうすると、
内因性のインスリンの分泌も残ってい
るので、たった１回の注射であったと
しても、自分の内因性分泌と協力して、
よりよいコントロールが望める。要す
るに、早くやることによって少ない回
数でもできる。そういう利点がありま
す。
　齊藤　実際にやっていく場合、どの
ようにやるのでしょうか。
　弘世　この対象になる方というのは、
まず空腹時血糖が上昇しているという

ことが基本です。日本人に時々いらっ
しゃる、やせ型で、食後だけ血糖値が
高いというタイプの方には向きません。
これは基礎インスリンを非常に少量か
ら、私は一般的には４単位ぐらいから
でよろしいかと思いますけれども、朝
でも夕方でも、あるいは眠前でも、患
者さんが一番打ちやすい時間をお選び
いただいて、その同じ時間に毎日１回、
決めた単位を打ちます。そして、空腹
時血糖をできるだけ正常に近づくよう
に、２単位ずつ増やしていく。こうい
うかたちですので、指標も簡単ですし、
インスリンというのはどうしても調節
するのが難しいとおっしゃる先生にも、
非常にわかりやすい方法だと思います。
　齊藤　インスリンとしては、どうい
ったタイプがいいのでしょうか。
　弘世　今、主に使われているのは持
効型溶解インスリンです。昔は中間型、
NPHというものを用いたBOTがなされ
ていたのですけれども、これは作用時
間が非常に短くて、ピークもありまし
て、低血糖も起こしやすいですし、そ
して注射時間も眠前に限られていまし
た。ところが、今の持効型溶解インス
リンというのは、作用時間がほぼ24時
間にわたる。そしてピークも少ないと
いうことで、比較的注射時間も選択で
きますし、低血糖も非常に少ないとい
ったことになってきたわけです。
　齊藤　注射するのはいつでもよいと
いうことですか。

　弘世　決めたら同じ時間に打ってい
ただくという縛りはありますけれども、
患者さんにその時間を決めてもらうこ
とができます。例えば男性の場合は、
眠前にやれといわれても、仕事で疲れ
て、寝てしまいます。結局、いい方法
でも、アドヒアランスが上がらないと
いうことになってしまうのですが、こ
の方法は、例えば朝のほうがいいとい
うことでしたら、朝を選べるというこ
とです。これは非常に利点だと思いま
す。
　齊藤　実地医家にとっても、患者さ
んにとってもやりやすいというメリッ
トがあるということですね。
　弘世　はい。
　齊藤　これにはエビデンスはあるの
でしょうか。
　弘世　それは世界各国で、この方法
によって非常に優れた効果と、そして
安全性が担保できるというデータがた
くさん出ています。それともう１点、
アメリカ、ヨーロッパの糖尿病学会が、
インスリン治療のアルゴリズムという
か、コンセンサスを発表しています。
日本ではまだ、患者さんに応じていろ
いろなやり方でやりましょう、という
ことになっていますけれども、海外で
はBOTという方法をまず最初に用いる
べきである、といったようなことがす
でにガイドラインでいわれております。
　齊藤　日本ではこれから広がってい
くということになるのでしょうか。

　弘世　もちろん、専門医の間ではか
なり使われていますし、何よりも、専
門ではない実地医家の先生が、この数
年の間にかなりインスリン治療に参画
していただけるようになってきている
と思います。もちろん、まだまだの部
分はありますけれども、数年前に比べ
るとかなり進んだのかなと私自身は思
っております。
　齊藤　インスリンの製剤も、新しい
ものが出てきたということでしょうか。
　弘世　そうです。持効型溶解という
インスリンですね。商品名でいいます
と、今日本で使用可能なのはランタス、
デテミルという２種類のインスリンに
なります。さらに近々トレシーバとい
う超持続型も使用可能となります。
　齊藤　それらが出てきて、実際、日
本でも認可されて使われるようになっ
たこともあって、こういう状況になっ
てきているということですね。
　弘世　はい。
　齊藤　実際、やってみようかなと思
われる先生が多いと思うのですけれど
も、何か注意点はありますか。
　弘世　これは基礎インスリンを補充
することによって、自前の内因性のイ
ンスリンの効果も高めようという治療
です。ですので、もちろん少しでもイ
ンスリンを打てば、打っただけは下が
りますけれども、HbA1cを目標ライン
まで下げようとした場合には、空腹時
血糖をきっちりと下げる。要するに、
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つコントロールが悪い患者さんへとい
うことになりますか。
　弘世　そうですね。今までだったら、
引っ張って、引っ張って、３回注射あ
るいは４回注射といったような、わり
と回数を打たなければいけない治療と
いうのが主流に行われてきました。そ
れももちろん今でも行われているので
すけれども、もう少し敷居を下げて、
患者さんにも、実地の先生にも受け入
れられやすいという方法がこのBOTと
いう方法です。
　齊藤　比較的早めの段階の患者さん
ということになるのですか。
　弘世　そうです。日本におけるHbA1c
の表記方法も変わりましたので、新し
いHbA1cの表記方法でいうと、HbA1c
が7.5～８％ぐらい。そしてお薬も２剤
ぐらい使っていて、なかなかコントロ
ールがよくならないというところで、
そこで引き延ばさずに、できるだけ早
くインスリンを導入する。そうすると、
内因性のインスリンの分泌も残ってい
るので、たった１回の注射であったと
しても、自分の内因性分泌と協力して、
よりよいコントロールが望める。要す
るに、早くやることによって少ない回
数でもできる。そういう利点がありま
す。
　齊藤　実際にやっていく場合、どの
ようにやるのでしょうか。
　弘世　この対象になる方というのは、
まず空腹時血糖が上昇しているという

ことが基本です。日本人に時々いらっ
しゃる、やせ型で、食後だけ血糖値が
高いというタイプの方には向きません。
これは基礎インスリンを非常に少量か
ら、私は一般的には４単位ぐらいから
でよろしいかと思いますけれども、朝
でも夕方でも、あるいは眠前でも、患
者さんが一番打ちやすい時間をお選び
いただいて、その同じ時間に毎日１回、
決めた単位を打ちます。そして、空腹
時血糖をできるだけ正常に近づくよう
に、２単位ずつ増やしていく。こうい
うかたちですので、指標も簡単ですし、
インスリンというのはどうしても調節
するのが難しいとおっしゃる先生にも、
非常にわかりやすい方法だと思います。
　齊藤　インスリンとしては、どうい
ったタイプがいいのでしょうか。
　弘世　今、主に使われているのは持
効型溶解インスリンです。昔は中間型、
NPHというものを用いたBOTがなされ
ていたのですけれども、これは作用時
間が非常に短くて、ピークもありまし
て、低血糖も起こしやすいですし、そ
して注射時間も眠前に限られていまし
た。ところが、今の持効型溶解インス
リンというのは、作用時間がほぼ24時
間にわたる。そしてピークも少ないと
いうことで、比較的注射時間も選択で
きますし、低血糖も非常に少ないとい
ったことになってきたわけです。
　齊藤　注射するのはいつでもよいと
いうことですか。

　弘世　決めたら同じ時間に打ってい
ただくという縛りはありますけれども、
患者さんにその時間を決めてもらうこ
とができます。例えば男性の場合は、
眠前にやれといわれても、仕事で疲れ
て、寝てしまいます。結局、いい方法
でも、アドヒアランスが上がらないと
いうことになってしまうのですが、こ
の方法は、例えば朝のほうがいいとい
うことでしたら、朝を選べるというこ
とです。これは非常に利点だと思いま
す。
　齊藤　実地医家にとっても、患者さ
んにとってもやりやすいというメリッ
トがあるということですね。
　弘世　はい。
　齊藤　これにはエビデンスはあるの
でしょうか。
　弘世　それは世界各国で、この方法
によって非常に優れた効果と、そして
安全性が担保できるというデータがた
くさん出ています。それともう１点、
アメリカ、ヨーロッパの糖尿病学会が、
インスリン治療のアルゴリズムという
か、コンセンサスを発表しています。
日本ではまだ、患者さんに応じていろ
いろなやり方でやりましょう、という
ことになっていますけれども、海外で
はBOTという方法をまず最初に用いる
べきである、といったようなことがす
でにガイドラインでいわれております。
　齊藤　日本ではこれから広がってい
くということになるのでしょうか。

　弘世　もちろん、専門医の間ではか
なり使われていますし、何よりも、専
門ではない実地医家の先生が、この数
年の間にかなりインスリン治療に参画
していただけるようになってきている
と思います。もちろん、まだまだの部
分はありますけれども、数年前に比べ
るとかなり進んだのかなと私自身は思
っております。
　齊藤　インスリンの製剤も、新しい
ものが出てきたということでしょうか。
　弘世　そうです。持効型溶解という
インスリンですね。商品名でいいます
と、今日本で使用可能なのはランタス、
デテミルという２種類のインスリンに
なります。さらに近々トレシーバとい
う超持続型も使用可能となります。
　齊藤　それらが出てきて、実際、日
本でも認可されて使われるようになっ
たこともあって、こういう状況になっ
てきているということですね。
　弘世　はい。
　齊藤　実際、やってみようかなと思
われる先生が多いと思うのですけれど
も、何か注意点はありますか。
　弘世　これは基礎インスリンを補充
することによって、自前の内因性のイ
ンスリンの効果も高めようという治療
です。ですので、もちろん少しでもイ
ンスリンを打てば、打っただけは下が
りますけれども、HbA1cを目標ライン
まで下げようとした場合には、空腹時
血糖をきっちりと下げる。要するに、
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十分なインスリンを使うということが
非常に大事です。
　人によってその必要量が上から下ま
でかなり差がありますので、そこで臆
せずに、空腹時血糖をきっちりと測っ
ていれば、それほど低血糖が起こるよ
うな治療ではないので、果敢に攻めま
しょうというのが、この治療の利点で
あると同時に、もう一つはこの治療だ
け、１回の注射だけですべての人がう
まくいくかといったら、それはこの治
療にも限界があるということです。
　今まで強化療法といわれまして、１
日に４回あるいは５回も打つ注射療法
があったということを考えれば、１回
の注射ですべてがうまくいくはずがな
いというのは容易に予想していただけ
ると思います。早く始めれば１回でい
ける可能性が高まりますけれども、１
回で不十分なときには、一遍に３回、
４回にせず、順番に超速効型インスリ
ンという、食事のときに毎回打つとい
うインスリンを増やしていく、そうい
うステップアップ、これを絶対忘れな
いようにしていただくということが大
きな注意点ではないかなと思います。

　齊藤　そういった注意点を考えなが
らこの治療に入っていくということで
すけれども、薬を飲んでいてもうまく
いかないという患者さんがけっこう多
いわけですね。この見極めというのは
どの辺がコツなのでしょうか。
　弘世　当然食事療法や運動療法がど
れぐらいできているかというのは、患
者さんとしっかりと、どんなものを食
べているか、日々の診療の中で聞いて
いただくということが極めて重要です。
いくら優れたインスリンが出たといっ
ても、食事療法が全くでたらめでは、
血糖コントロールがうまくいくはずが
ありません。そういう意味では、患者
さんと今まであった地道な治療という
ものを抜きにしては成功しないという
ことです。
　齊藤　患者さんとのコミュニケーシ
ョンも非常に重要になってくるという
ことですね。
　弘世　そうですね。注射だけ打って
治療がうまくいくというわけではない
ということは、もう一度念を押してお
きたいと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　Determinants of asthma after severe respiratory syncytial virus 
bronchiolitis.
　Bacharier LB, Cohen R, Schweiger T, Yin-DeClue H, Christie C, Zheng 
J, Schechtman KB, Strunk RC, Castro M
　J Allergy Clin Immunol 130 : 91〜100, 2012

　背景：RSウイルス細気管支炎後に喘息が発症することはケースコントロール
研究で証明済みだが、その決定因子が何であるかはまだはっきりしない。
　目的：幼児期の重症RSウイルス細気管支炎後に喘息であると医師に診断された
ケースの決定因子を探索する。
　方法：生後12カ月かそれ未満に重症RSウイルス細気管支炎に罹った206人の子
供を罹患中に前向きコホートに登録し、６年間追跡した。うち81人のサブグルー
プで鼻粘膜上皮細胞上のCCL５（RANTES）mRNA発現を調べた。
　結果：７歳になるまでに48％が医師に喘息と診断された。そのリスクと有意に
関連する独立決定因子には母親が喘息であること（オッズ比5.2；95％信頼区間
1.7～15.9；p＝0.004）、犬アレルゲンに高濃度曝露されていること（3.2；1.3～7.7；
p＝0.012）、３歳までに吸入アレルゲンに感作されていること（10.7；2.1～55.0；
p＝0.005）、３歳までに反復性喘鳴がみられること（7.3；1.2～43.3；p＝0.028）、
そしてRSウイルス感染急性期に鼻粘膜上皮でCCL５発現がみられること（3.8；
1.2～2.4；p＜0.001）、などであった。一方、白人であること（0.19；0.04～0.93；
p＝0.041）と託児所に預けられていること（0.18；0.04～0.84；p＝0.029）は喘息
リスクを減じる因子であった。
　結論：重症RSウイルス細気管支炎後には約50％の小児が喘息を発症する。急性
期に鼻粘膜上皮にCCL５発現が増加していることや３歳までに吸入アレルゲンに
感作されていることが喘息発症の増加と関連する。

喘息シリーズ（122）

公立学校共済組合関東中央病院／呼吸器内科部長

坂　本　芳　雄
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