
　池田　まず、質問にありますダニ、
カビとか、環境の問題についてお話を
いただければと思います。
　灰田　非アトピー型といわれている
方たちは、ダニとか、カビとか、何か
そういう特別なアレルゲンに反応して
いないといわれておりますが、患者さ
んをよく観察しておりますと、こうい
った非アトピー型であったとしても、
スギ花粉のシーズンになるとくしゃみ、
鼻水が出たり、大掃除や引っ越をした
りすると、ぐあいが悪くなる方がおり
ます。

　こういった方を、不思議に思いまし
て、調べたことがありますが、非アト
ピー型といわれている方の場合でも、
リンパ球刺激試験などで調べてみます
と、ダニで刺激したり、スギで刺激し
たりしますと、喘息の全くない方より
も、反応性が上がっている場合があり
ました。つまり、IgEが高くなかった
り、皮膚テストで陰性だからといって
も、これらの患者さんが全くアレルゲ
ンに反応していないかというと、必ず
しもそういうことでもないような印象
があります。

感染性気管支喘息

半蔵門病院副院長
灰　田　美知子

（聞き手　池田志斈）

　感染性気管支喘息と環境整備についてご教示ください。
　気管支喘息の環境整備については、環境抗原の除去の観点から、ダニ抗原、
真菌抗原の除去を目的とした室内の清掃、布団・枕の洗浄、カーペットの除去、
床をフローリングにする、ぬいぐるみの洗浄等がいわれています。また、動物
に対しアレルギーのある場合、ペットを飼育しないこともいわれています。し
かし、成人喘息でよくみられる非特異的IgEも特異的IgE抗体も全く上昇してい
ない感染性気管支喘息に対しては、環境整備はどのように指導したらよいでし
ょうか。また、その根拠はいかがでしょうか。
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患者さんの場合も、初めは私も何のこ
とか、よくわからなかったものの、よ
く調べましたら、歯磨き粉の中に黄色
５号が入っていました。点眼薬をつけ
るたびにぐあいが悪くなるといった方
も、防腐剤抜きの製剤に変えたらよく
なったということもあります。添加物
では亜硫酸酸塩も問題になりますが、
錠剤に使うデンプンなども問題になる
ので注意しましょう。これらはすべて
患者さんのおっしゃることによく耳を
傾けるということが一つヒントになる
のではないかと考えています。なお、
薬ではβ遮断薬、ACE阻害薬も問題を
起こすので注意が必要です。
　池田　いわゆる感染型という名前が
ありますが、上気道炎、風邪も含めた
感染症の関係はいかがでしょうか。
　灰田　当然のことながら、喘息の方
は風邪を引くと非常に悪くなることが
あり、RS、パラインフルエンザ、ライ
ノウイルスなどが問題になります。ア
トピー型であろうと、非アトピー型で
あろうと、感染に対してはけっこうひ
どい発作が出ることがありますので、
できるだけ上気道を中心とした感染症
は予防します。抗ヒスタミン薬を使う
と後鼻漏からくる咽頭炎、副鼻腔気管
支炎などを予防します。また、昔は、
インフルエンザの予防注射が喘息を誘
発するから、インフルエンザの予防注
射はしてはいけないと言われていまし
たが、最近はなるべくインフルエンザ

にかからないように、あらかじめ予防
注射を打っておこうという話になって
おります。
　ただ、実際問題として、インフルエ
ンザの予防注射で明らかにぐあいが悪
くなる方がいますので、そういう方に
対しては特別避けてさしあげる必要が
あると思います。普段は温度、湿度を
調節し、うがい、手洗いなどが大切で
す。
　池田　先ほどたばこについてもおっ
しゃっていましたけれども、いわゆる
嗜好物質、お酒、あるいは香辛料につ
いてはいかがでしょうか。
　灰田　お酒は明らかに浮腫を起こし
ます。のどと気管のあたりの浮腫は、
非常に危険になる場合があるので、特
に風邪ぎみのときはやめておきましょ
う。お酒を飲んで大発作を起こして、
若い方でも亡くなられた事例がありま
すので、そういった観点からもぜひ気
をつけていただきたいと思います。香
辛料についてはカプサイシンが咳を誘
発するので悪化要因となりますが、咳
によって痰を喀出しやすくなることも
あるので、逆に上手に利用する場合も
あります。
　たばこの場合は、直接喫煙に加えて、
もう一つ気をつけなければいけないの
は間接喫煙です。たばこ自体が刺激に
なって咳き込むというのは当然ありま
すが、実はたばこの煙というのは、間
接喫煙も非常に大きな問題となります。

　ですから、非アレルギー型、非アト
ピー型と判定されている方であったと
しても、年間通じてその方がどういっ
た状況で悪くなるかということをよく
観察したうえで、アレルゲン検査結果
に惑わされずに、本人が悪くなる状況
を上手に把握して、そこを指導してさ
しあげることが非常に大事ではないか
と考えております。
　池田　一般の喘息でも、いろいろな
薬剤、あるいは環境物質の影響を受け
やすいと思いますが、その辺はいかが
でしょうか。
　灰田　一般論として、喘息そのもの
が環境の影響を非常に受けやすいので
注意が必要です。例えば職業性喘息の
場合は、イソシアネートやクロムなど
の化学物質を狭い空間で大量に曝露さ
れたりということが問題となったりし
ますので、職業的に悪くなる方はそう
いった物質を避けるように指導しなけ
ればいけません。また、喘息の中には
化学物質過敏症とオーバーラップする
のではないかと思われる症例もありま
す。例えばヘアスプレーとか、たばこ
の煙、お線香、そういったもので反応
する方もたくさんおられます。こうい
う方は一般論としてこのような誘発物
質をある程度避けていただくというこ
とも大事になると思います。
　その他、気象条件なども問題となり
ます。気温が急に下がったり、低気圧
が来ると発作を起こしやすくなります

が、これはアトピー型でも非アトピー
型の方でも気をつける必要があります。
特に台風が来ると気圧が下がるので発
作を起こしやすくなります。雷雨など
も埃、大気汚染、吸入アレルゲンの増
加に寄与することがあります。
　食品添加物などもいろいろな種類の
ものがありますが、構造式が非ステロ
イド消炎剤（NSAID）に類似するもの
は、アスピリン過敏症の方を中心に発
作を起こす可能性が十分あります。
　特にアルコールの場合などでは、ア
ルコールそのものに反応している場合
もありますが、アルコール飲料の中に
含まれているサルファイトやサリチル
酸などの防腐剤に反応している可能性
もあります。また、わが国では喘息患
者の約半数がALDH遺伝子変異による
エタノール代謝障害で血中アルデヒド
が上昇して、ヒスタミンの遊離を促進
して喘息を悪化させるという報告もあ
ります。
　着色料も気をつける必要があります。
黄色５号などで発作を起こす方もおら
れますが、これは薬の錠剤などにも含
まれていますし、意外と多いのが歯磨
きの中などです。そういったことも含
めてよく観察してさしあげてください。
患者さんが時々奇異なことを言う場合
でもしばらく耳を貸してお話をうかが
っていると、それではっきりしてくる
ことがあります。
　歯磨きのたびに発作を起こすという
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患者さんの場合も、初めは私も何のこ
とか、よくわからなかったものの、よ
く調べましたら、歯磨き粉の中に黄色
５号が入っていました。点眼薬をつけ
るたびにぐあいが悪くなるといった方
も、防腐剤抜きの製剤に変えたらよく
なったということもあります。添加物
では亜硫酸酸塩も問題になりますが、
錠剤に使うデンプンなども問題になる
ので注意しましょう。これらはすべて
患者さんのおっしゃることによく耳を
傾けるということが一つヒントになる
のではないかと考えています。なお、
薬ではβ遮断薬、ACE阻害薬も問題を
起こすので注意が必要です。
　池田　いわゆる感染型という名前が
ありますが、上気道炎、風邪も含めた
感染症の関係はいかがでしょうか。
　灰田　当然のことながら、喘息の方
は風邪を引くと非常に悪くなることが
あり、RS、パラインフルエンザ、ライ
ノウイルスなどが問題になります。ア
トピー型であろうと、非アトピー型で
あろうと、感染に対してはけっこうひ
どい発作が出ることがありますので、
できるだけ上気道を中心とした感染症
は予防します。抗ヒスタミン薬を使う
と後鼻漏からくる咽頭炎、副鼻腔気管
支炎などを予防します。また、昔は、
インフルエンザの予防注射が喘息を誘
発するから、インフルエンザの予防注
射はしてはいけないと言われていまし
たが、最近はなるべくインフルエンザ

にかからないように、あらかじめ予防
注射を打っておこうという話になって
おります。
　ただ、実際問題として、インフルエ
ンザの予防注射で明らかにぐあいが悪
くなる方がいますので、そういう方に
対しては特別避けてさしあげる必要が
あると思います。普段は温度、湿度を
調節し、うがい、手洗いなどが大切で
す。
　池田　先ほどたばこについてもおっ
しゃっていましたけれども、いわゆる
嗜好物質、お酒、あるいは香辛料につ
いてはいかがでしょうか。
　灰田　お酒は明らかに浮腫を起こし
ます。のどと気管のあたりの浮腫は、
非常に危険になる場合があるので、特
に風邪ぎみのときはやめておきましょ
う。お酒を飲んで大発作を起こして、
若い方でも亡くなられた事例がありま
すので、そういった観点からもぜひ気
をつけていただきたいと思います。香
辛料についてはカプサイシンが咳を誘
発するので悪化要因となりますが、咳
によって痰を喀出しやすくなることも
あるので、逆に上手に利用する場合も
あります。
　たばこの場合は、直接喫煙に加えて、
もう一つ気をつけなければいけないの
は間接喫煙です。たばこ自体が刺激に
なって咳き込むというのは当然ありま
すが、実はたばこの煙というのは、間
接喫煙も非常に大きな問題となります。

　ですから、非アレルギー型、非アト
ピー型と判定されている方であったと
しても、年間通じてその方がどういっ
た状況で悪くなるかということをよく
観察したうえで、アレルゲン検査結果
に惑わされずに、本人が悪くなる状況
を上手に把握して、そこを指導してさ
しあげることが非常に大事ではないか
と考えております。
　池田　一般の喘息でも、いろいろな
薬剤、あるいは環境物質の影響を受け
やすいと思いますが、その辺はいかが
でしょうか。
　灰田　一般論として、喘息そのもの
が環境の影響を非常に受けやすいので
注意が必要です。例えば職業性喘息の
場合は、イソシアネートやクロムなど
の化学物質を狭い空間で大量に曝露さ
れたりということが問題となったりし
ますので、職業的に悪くなる方はそう
いった物質を避けるように指導しなけ
ればいけません。また、喘息の中には
化学物質過敏症とオーバーラップする
のではないかと思われる症例もありま
す。例えばヘアスプレーとか、たばこ
の煙、お線香、そういったもので反応
する方もたくさんおられます。こうい
う方は一般論としてこのような誘発物
質をある程度避けていただくというこ
とも大事になると思います。
　その他、気象条件なども問題となり
ます。気温が急に下がったり、低気圧
が来ると発作を起こしやすくなります

が、これはアトピー型でも非アトピー
型の方でも気をつける必要があります。
特に台風が来ると気圧が下がるので発
作を起こしやすくなります。雷雨など
も埃、大気汚染、吸入アレルゲンの増
加に寄与することがあります。
　食品添加物などもいろいろな種類の
ものがありますが、構造式が非ステロ
イド消炎剤（NSAID）に類似するもの
は、アスピリン過敏症の方を中心に発
作を起こす可能性が十分あります。
　特にアルコールの場合などでは、ア
ルコールそのものに反応している場合
もありますが、アルコール飲料の中に
含まれているサルファイトやサリチル
酸などの防腐剤に反応している可能性
もあります。また、わが国では喘息患
者の約半数がALDH遺伝子変異による
エタノール代謝障害で血中アルデヒド
が上昇して、ヒスタミンの遊離を促進
して喘息を悪化させるという報告もあ
ります。
　着色料も気をつける必要があります。
黄色５号などで発作を起こす方もおら
れますが、これは薬の錠剤などにも含
まれていますし、意外と多いのが歯磨
きの中などです。そういったことも含
めてよく観察してさしあげてください。
患者さんが時々奇異なことを言う場合
でもしばらく耳を貸してお話をうかが
っていると、それではっきりしてくる
ことがあります。
　歯磨きのたびに発作を起こすという
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もともとパニック障害を合併していら
っしゃる方は、そういったことをきち
っと患者さんの意識の中でも正しく鑑
別できるように指導しないと、無駄に
点滴を受けたりする場合がけっこうあ
ります。
　パニック障害でなかったとしても、
過労とかストレスが続きますと、生活
に余裕がなくなります。そのために病
院受診をあきらめてしまったり、来ら
れなくなってしまったり、きちんと治
療の方針に従えなかったりということ
で悪化させてしまうことがありますの
で、ストレスを抱えていらっしゃる方
の場合は、ストレス管理も合わせて、
喘息の治療管理とともに上手にできる
ようになっていただかないといけない
わけです。
　特に、長期管理薬といって、喘息発
作を予防するお薬は、症状がないのに、
それこそ歯磨きのように朝晩、薬を継
続的に使わなければなりません。よく
なった状態のときは、自分の病気はも
う治ったのではないか、私はこんなに
忙しくて、やることがあってたいへん
なのに、病院に行く暇もないしという
ことで、早合点してやめてしまう。そ
んなことが次の発作につながっていき
ます。気持ちの余裕がなくなった方は、
服薬管理ができなくなることが一つ大
きな問題となりますので、そこも含め
てきちっとした教育を初めの段階で行
っていかないといけないと考えており

ます。
　ストレスが多い方とか余裕のない方
の場合には、パニック障害があるのか
ないのか、ない方でも、日常生活の余
裕がなくなって、薬に対するアドヒア
ランスが悪くならないか注意が必要で
す。もともとうつとか神経障害などが
ある場合は、なおさら服薬管理ができ
ない症例があるので十分に注意し指導
します。
　もう一つ、大事な要素でありながら、
意外と気づかれていないのが、患者さ
んの中には逆に、自分のストレスを感
じられなくなっている方がいるという
ことです。昔から心療内科ではそれを
アレキシサイミア、失感情症といいま
す。自分がストレスで辛いという気持
ちを忘れようとするうちに、ほとんど
それを感じなくなっている方といって
よいでしょう。それを踏まえて、以前、
九州大学の有名な池見先生も、アレキ
シサイミアだけではなくて、アレキシ
ソミア、失体感症という概念を提唱し
ておられました。つまり、自分が痛か
ったり、辛いという気持ちをほとんど
感じなくなっている方がいるというこ
とです。
　私も患者さんを診ていますと、多少
のストレスがあっても、「私は何でも
ありません、ストレスなど全くありま
せん」とおっしゃる方がいるのですが、
よく話を聞くと、介護がたいへんだっ
たり、お子さんの受験があって、とて

つまり間接喫煙で喘息の薬がほとんど
効かなくなるというデータが出ており、
また、これを裏づける症例もけっこう
見ております。例えば事務所の中でほ
かの方が全員たばこを吸って、自分だ
けが吸わない。そういう環境の中で、
いくら喘息の治療をしても治らなかっ
た場合があります。普通でしたら、喘
息の治療薬というのは比較的よく効き
ますので、プレドニンの短期大量投与
を行ったり、吸入器とか、その他の内
服薬を適正に増量すれば、だいたいの
発作はおさまるのですが、その方に限
ってはなかなか治りませんでした。ど
うしてかなということを、アドヒアラ
ンスの問題も含めて詳しく調査したと
ころ、職場のほかの方が全員たばこを
吸っていて、どうもその環境で誘発さ
れているということがわかったのです。
　随分長いこと話し合った結果、とに
かくその事務所を退職したいというこ
とをおっしゃったものですから、事務
所を退職してほかの職場に行きました
ところ、不思議なことに、今まで効か
なかったプレドニンも、ほかの薬もき
ちんと効いて、今では全く別人のよう
に元気になっています。受動喫煙に関
しても必ず気をつけてさしあげなけれ
ばいけないなと考えています。
　妊婦さんの場合も受動喫煙を受けて
しまいますと、生まれたときに喘鳴が
あるお子さんが生まれる頻度が４倍と
いう報告もあります。例えばお父様が

たばこを吸っている場合、まさかと思
うかもしれませんが、そのお子さんが
喘息を持って生まれてくる確率が非常
に高くなるということを、ぜひ前向き
に受け止めていただきたいと思います。
　池田　もう一つおうかがいしたいの
は、アレルギー疾患とストレスについ
て。
　灰田　臨床的に見ていますと、一番
の問題はパニック障害とか過呼吸にな
ったときではないかと思います。いず
れも苦しいという症状が出ますので、
それを喘息発作と間違えてしまうこと
があるのです。パニック障害を喘息と
思って頻回に救急を受診して点滴を受
けていた方もいました。実際、それは
パニック障害であって、喘息ではない
のですよということを説得するのにだ
いぶ時間がかかりましたが、そういう
患者さんでも、一度理解できるように
なると症状も落ち着いてきます。今で
は、パニック障害になれば腹式呼吸だ
けでおさまるけれども、喘息の場合は
β刺激薬の吸入を使って改善するのだ
ということをかなり区別して理解でき
るようになってきています。なんで苦
しくなっているのかということを患者
さんが正しく理解できるように指導し
ていかないといけない場合も必ずあり
ます。
　逆に、過呼吸で喘息発作が出ること
もあるので、この二つを見分けていく
ことが非常に難しいことがあります。
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もともとパニック障害を合併していら
っしゃる方は、そういったことをきち
っと患者さんの意識の中でも正しく鑑
別できるように指導しないと、無駄に
点滴を受けたりする場合がけっこうあ
ります。
　パニック障害でなかったとしても、
過労とかストレスが続きますと、生活
に余裕がなくなります。そのために病
院受診をあきらめてしまったり、来ら
れなくなってしまったり、きちんと治
療の方針に従えなかったりということ
で悪化させてしまうことがありますの
で、ストレスを抱えていらっしゃる方
の場合は、ストレス管理も合わせて、
喘息の治療管理とともに上手にできる
ようになっていただかないといけない
わけです。
　特に、長期管理薬といって、喘息発
作を予防するお薬は、症状がないのに、
それこそ歯磨きのように朝晩、薬を継
続的に使わなければなりません。よく
なった状態のときは、自分の病気はも
う治ったのではないか、私はこんなに
忙しくて、やることがあってたいへん
なのに、病院に行く暇もないしという
ことで、早合点してやめてしまう。そ
んなことが次の発作につながっていき
ます。気持ちの余裕がなくなった方は、
服薬管理ができなくなることが一つ大
きな問題となりますので、そこも含め
てきちっとした教育を初めの段階で行
っていかないといけないと考えており

ます。
　ストレスが多い方とか余裕のない方
の場合には、パニック障害があるのか
ないのか、ない方でも、日常生活の余
裕がなくなって、薬に対するアドヒア
ランスが悪くならないか注意が必要で
す。もともとうつとか神経障害などが
ある場合は、なおさら服薬管理ができ
ない症例があるので十分に注意し指導
します。
　もう一つ、大事な要素でありながら、
意外と気づかれていないのが、患者さ
んの中には逆に、自分のストレスを感
じられなくなっている方がいるという
ことです。昔から心療内科ではそれを
アレキシサイミア、失感情症といいま
す。自分がストレスで辛いという気持
ちを忘れようとするうちに、ほとんど
それを感じなくなっている方といって
よいでしょう。それを踏まえて、以前、
九州大学の有名な池見先生も、アレキ
シサイミアだけではなくて、アレキシ
ソミア、失体感症という概念を提唱し
ておられました。つまり、自分が痛か
ったり、辛いという気持ちをほとんど
感じなくなっている方がいるというこ
とです。
　私も患者さんを診ていますと、多少
のストレスがあっても、「私は何でも
ありません、ストレスなど全くありま
せん」とおっしゃる方がいるのですが、
よく話を聞くと、介護がたいへんだっ
たり、お子さんの受験があって、とて

つまり間接喫煙で喘息の薬がほとんど
効かなくなるというデータが出ており、
また、これを裏づける症例もけっこう
見ております。例えば事務所の中でほ
かの方が全員たばこを吸って、自分だ
けが吸わない。そういう環境の中で、
いくら喘息の治療をしても治らなかっ
た場合があります。普通でしたら、喘
息の治療薬というのは比較的よく効き
ますので、プレドニンの短期大量投与
を行ったり、吸入器とか、その他の内
服薬を適正に増量すれば、だいたいの
発作はおさまるのですが、その方に限
ってはなかなか治りませんでした。ど
うしてかなということを、アドヒアラ
ンスの問題も含めて詳しく調査したと
ころ、職場のほかの方が全員たばこを
吸っていて、どうもその環境で誘発さ
れているということがわかったのです。
　随分長いこと話し合った結果、とに
かくその事務所を退職したいというこ
とをおっしゃったものですから、事務
所を退職してほかの職場に行きました
ところ、不思議なことに、今まで効か
なかったプレドニンも、ほかの薬もき
ちんと効いて、今では全く別人のよう
に元気になっています。受動喫煙に関
しても必ず気をつけてさしあげなけれ
ばいけないなと考えています。
　妊婦さんの場合も受動喫煙を受けて
しまいますと、生まれたときに喘鳴が
あるお子さんが生まれる頻度が４倍と
いう報告もあります。例えばお父様が

たばこを吸っている場合、まさかと思
うかもしれませんが、そのお子さんが
喘息を持って生まれてくる確率が非常
に高くなるということを、ぜひ前向き
に受け止めていただきたいと思います。
　池田　もう一つおうかがいしたいの
は、アレルギー疾患とストレスについ
て。
　灰田　臨床的に見ていますと、一番
の問題はパニック障害とか過呼吸にな
ったときではないかと思います。いず
れも苦しいという症状が出ますので、
それを喘息発作と間違えてしまうこと
があるのです。パニック障害を喘息と
思って頻回に救急を受診して点滴を受
けていた方もいました。実際、それは
パニック障害であって、喘息ではない
のですよということを説得するのにだ
いぶ時間がかかりましたが、そういう
患者さんでも、一度理解できるように
なると症状も落ち着いてきます。今で
は、パニック障害になれば腹式呼吸だ
けでおさまるけれども、喘息の場合は
β刺激薬の吸入を使って改善するのだ
ということをかなり区別して理解でき
るようになってきています。なんで苦
しくなっているのかということを患者
さんが正しく理解できるように指導し
ていかないといけない場合も必ずあり
ます。
　逆に、過呼吸で喘息発作が出ること
もあるので、この二つを見分けていく
ことが非常に難しいことがあります。
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もたいへんな思いをされている。それ
だけのストレスがあれば、「私はスト
レスがあります」と本当は言わなけれ
ばいけないはずなのに、それを「私は
何でもありません」というふうに表現
してしまう方がいるのです。
　そういう方の場合はご自分が喘息で
辛くても苦しくても、「私は何でもあ
りません、この程度は我慢できます」
というかたちの論理に持っていってし
まって、きちっと正しく治療を受けに
来ない。そういった方が実は医師が一
番見逃すのではないかと思うのです。
医師も忙しいと、「どうですか」と聞
いて、「きょうは調子いいです。お薬
だけください」とおっしゃる方がいる
と、処方だけ渡して帰してしまう場合

があります。するとそういう方があと
から大発作を起こしたりすることもあ
ります。
　「私は何でもありません」という言
葉を頭から信じてはいけないというこ
とです。それはアトピー型であろうと、
非アトピー型であろうと、少し時間が
あったら、ライフスタイルのことを聞
いてさしあげたり、そういう中で何か
無理なさっていないか、お薬をちょっ
と飛ばしていないかどうか、そういっ
たこともうかがって、ライフスタイル
から来る滞薬、そういったものに対し
てもある程度きちっと指導できればい
いのではないかと考えております。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　村川先生、健康診断で見られ
る心電図異常の中で、房室ブロックの
質問です。確かに房室ブロック、軽い
ものに関しては健診で見られることも
あります。房室ブロックに関して、Ⅰ
度、Ⅱ度、Ⅲ度とありますけれども、
その概略をまず教えてください。
　村川　心電図を見て房室ブロックを
診断するということを考えてみます。
Ⅰ度というのは、PQが長い。房室の
伝導時間が長い。でも、つながってい
るタイプです。Ⅱ度というのは、基本
的にはつながっているのですが、時々
QRSが抜ける。心室の興奮が抜けると
いうタイプです。３番目のものは完全
房室ブロックで、P波とQRS、心房と
心室の興奮が全く独立しているタイプ
です。Ⅲ度ともいいますが、実際はⅡ

度なのか、Ⅲ度なのかわからないこと
があります。そういうものは高度房室
ブロックという呼び方も使います。そ
れが心電図のブロックの診断となって
おります。
　池脇　健康診断といいますと、比較
的若い方から定年間際の方、そういう
年齢層の違い、あるいは学校健診でし
たら児童ということになりまして、年
齢によっても房室ブロックの見方とい
うのは変わってくるような気がするの
ですけれども。
　村川　房室ブロックというのは、一
番重いものですと命にかかわりますか
ら、リスクをどう評価するかが非常に
大事です。一般には年齢が一番関係し
ています。
　若年の方であれば、かなり進んだⅡ

一過性の房室ブロック

帝京大学溝口病院第４内科教授
村　川　裕　二

（聞き手　池脇克則）

　健診で実施した心電図で、Ⅰ度あるいはⅡ度の房室ブロックが時々見られる。
受診のうえ、精査を受けるが中には受診時に消失していることもある。こうし
た一過性の房室ブロックの発生メカニズムと対処法についてご教示ください。

＜奈良県勤務医＞
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もたいへんな思いをされている。それ
だけのストレスがあれば、「私はスト
レスがあります」と本当は言わなけれ
ばいけないはずなのに、それを「私は
何でもありません」というふうに表現
してしまう方がいるのです。
　そういう方の場合はご自分が喘息で
辛くても苦しくても、「私は何でもあ
りません、この程度は我慢できます」
というかたちの論理に持っていってし
まって、きちっと正しく治療を受けに
来ない。そういった方が実は医師が一
番見逃すのではないかと思うのです。
医師も忙しいと、「どうですか」と聞
いて、「きょうは調子いいです。お薬
だけください」とおっしゃる方がいる
と、処方だけ渡して帰してしまう場合

があります。するとそういう方があと
から大発作を起こしたりすることもあ
ります。
　「私は何でもありません」という言
葉を頭から信じてはいけないというこ
とです。それはアトピー型であろうと、
非アトピー型であろうと、少し時間が
あったら、ライフスタイルのことを聞
いてさしあげたり、そういう中で何か
無理なさっていないか、お薬をちょっ
と飛ばしていないかどうか、そういっ
たこともうかがって、ライフスタイル
から来る滞薬、そういったものに対し
てもある程度きちっと指導できればい
いのではないかと考えております。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　村川先生、健康診断で見られ
る心電図異常の中で、房室ブロックの
質問です。確かに房室ブロック、軽い
ものに関しては健診で見られることも
あります。房室ブロックに関して、Ⅰ
度、Ⅱ度、Ⅲ度とありますけれども、
その概略をまず教えてください。
　村川　心電図を見て房室ブロックを
診断するということを考えてみます。
Ⅰ度というのは、PQが長い。房室の
伝導時間が長い。でも、つながってい
るタイプです。Ⅱ度というのは、基本
的にはつながっているのですが、時々
QRSが抜ける。心室の興奮が抜けると
いうタイプです。３番目のものは完全
房室ブロックで、P波とQRS、心房と
心室の興奮が全く独立しているタイプ
です。Ⅲ度ともいいますが、実際はⅡ

度なのか、Ⅲ度なのかわからないこと
があります。そういうものは高度房室
ブロックという呼び方も使います。そ
れが心電図のブロックの診断となって
おります。
　池脇　健康診断といいますと、比較
的若い方から定年間際の方、そういう
年齢層の違い、あるいは学校健診でし
たら児童ということになりまして、年
齢によっても房室ブロックの見方とい
うのは変わってくるような気がするの
ですけれども。
　村川　房室ブロックというのは、一
番重いものですと命にかかわりますか
ら、リスクをどう評価するかが非常に
大事です。一般には年齢が一番関係し
ています。
　若年の方であれば、かなり進んだⅡ

一過性の房室ブロック

帝京大学溝口病院第４内科教授
村　川　裕　二

（聞き手　池脇克則）

　健診で実施した心電図で、Ⅰ度あるいはⅡ度の房室ブロックが時々見られる。
受診のうえ、精査を受けるが中には受診時に消失していることもある。こうし
た一過性の房室ブロックの発生メカニズムと対処法についてご教示ください。

＜奈良県勤務医＞
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度房室ブロックまで見られ、PQ延長
もごく普通に見られますけれども、そ
ういう方は心臓の病気がない方が多い
です。自律神経、特に副交感神経、そ
れに影響された房室伝導障害です。病
的な意味はないわけです。若い方に見
られるⅠ度ブロック、Ⅱ度ブロックは、
基本的に心配がないというふうに思っ
てもいいでしょう。
　それに対して高齢の方、幾つから高
齢というかはわかりませんけれども、
50歳、60歳、それ以上ですと、いろい
ろな心筋の病気、例えば心筋梗塞や、
目に見えないですけれども、心筋の変
性、伝導系の病気、そういうものがあ
ります。時に、かなり高度なブロック
に進行するおそれがあり、心電図では
若年の方と同じであっても、危険性を
はらんでいる場合もあると思います。
　池脇　高齢になればなるほど、何か
器質的な原因がそこに潜んでいる可能
性があるので、見逃さずに、きちんと
評価を、ということになりますね。
　村川　そうですね。ですから、心電
図所見がどういう印象を与えても、ご
年配の方ですと、リスクを考えて、丁
寧に評価する必要があると思います。
　池脇　房室ブロックも、脈が抜ける
となると、脈が遅くなる、いわゆる徐
脈ということになりますし、もう一つ
の代表的なものでは、洞不全症候群が
ありますが、徐脈を呈する疾患をどう
鑑別するのでしょうか。

　村川　洞不全症候群も同じ徐脈、脈
が遅い病気です。ペースメーカー、つ
まり洞結節という調律を取るところが
右心房のほうにありますけれども、洞
不全症候群というのは、そこの病気だ
といわれています。房室ブロックとい
うのは心房と心室をつなぐところです
から、より下方のほうの病気です。ど
っちも心拍数の低下という点は同じで
すが、リスクが違ってくると思います。
　洞不全症候群は、仮にペースメーカ
ーの場所がとまっても、下のほうが置
き換わって心臓を動かしますので、生
命の危険は低いです。ですから、症状
を目安にして診療を行うことができま
す。それに対して、房室ブロックでは、
症状がないのに、急に命にかかわる問
題が起きてくることがあります。症状
が当てにならないという意味では、同
じ徐脈であっても、洞不全症候群と房
室ブロックは違う扱いが必要だと思い
ます。
　池脇　そうすると、房室ブロックの
ほうが場合によってはよりリスクをは
らんだ病態というふうに考えてよろし
いわけですね。
　村川　そうですね。それを心電図で
見極められるかというと、必ずしもで
きるとは限りません。ある程度小さな
変化も見逃さないというつもりで心電
図を見ていただかざるをえないと思っ
ております。
　池脇　そうですね。それで突然死を

起こされますとたいへんなことになり
ますし、そういう面ではより慎重に、
小さな変化に反応してもいいのが特に
高齢者の房室ブロックということにな
りますね。
　村川　そうですね。
　池脇　質問は、Ⅰ度、Ⅱ度の房室ブ
ロックで、精査のときには消失してい
る。すなわち、一過性の房室ブロック、
これはどうして起こるのかということ
ですけれども、これに関してはいかが
でしょうか。
　村川　頻度として見れば、自律神経、
副交感神経の活動のレベルによって、
活動のレベルが高ければブロックが起
こるし、低ければ起きないというふう
に、病的な意味の少ないものが多いと
思います。もし先生方がご覧になって、
ご自分で見られたときに心電図の所見
が消えている。そして症状がない場合
は、それ以上追跡するのは現実には難
しいのではないかなと思います。
　池脇　精査を受けたときに消失して
いるということですが、ホルター心電
図ぐらいはやっておいたほうがいいの
でしょうか。
　村川　患者さんにはご負担がありま
すけれども、大人の方、50歳以上ぐら
いの方だったら、やっておいたほうが
いいと思います。先生方がご覧になっ
た心電図の所見以外に、たまたまほか
の所見も見つかるということがありま
す。そういう可能性も含めて一度見て

おくのはいいかなと思います。
　池脇　そうしますと、Ⅰ度、Ⅱ度で、
一過性で、それ以外の不整脈が出てい
なければ、基本的には器質的なものの
ない、機能的なというのでしょうか、
自律神経による一時的なブロックとい
うことで、基本的にあまり病的な意味
はないというふうに考えてよろしいわ
けですね。
　村川　多くの場合はそうだと思いま
す。
　池脇　高齢の方では、内服中の方も
多くなりますが、薬剤性ブロックにつ
いてはいかがでしょうか。
　村川　有名なものですと、ジギタリ
スです。それからβ遮断薬、それから
カルシウム拮抗薬ですと、ジルチアゼ
ムやベラパミル、この三つの薬剤群が
房室伝導を抑制する薬として有名です。
　池脇　そうすると、健診のときに内
服している薬剤の情報も併せて検討す
ることで、例えばジギタリスを使って
いてブロックがあった。どっちを優先
するかということに関して迷われる先
生もいらっしゃると思うのですけれど
も、このあたりはどう考えたらいいで
しょう。
　村川　ジギタリスを使っていて、PQ
が長い患者さんは少なくないと思いま
す。その場合は、定常的というか、変
化がない患者さんであれば、危険性は
ないと考えます。ただ、長期的にみれ
ばリスクが増すおそれはあります。経
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度房室ブロックまで見られ、PQ延長
もごく普通に見られますけれども、そ
ういう方は心臓の病気がない方が多い
です。自律神経、特に副交感神経、そ
れに影響された房室伝導障害です。病
的な意味はないわけです。若い方に見
られるⅠ度ブロック、Ⅱ度ブロックは、
基本的に心配がないというふうに思っ
てもいいでしょう。
　それに対して高齢の方、幾つから高
齢というかはわかりませんけれども、
50歳、60歳、それ以上ですと、いろい
ろな心筋の病気、例えば心筋梗塞や、
目に見えないですけれども、心筋の変
性、伝導系の病気、そういうものがあ
ります。時に、かなり高度なブロック
に進行するおそれがあり、心電図では
若年の方と同じであっても、危険性を
はらんでいる場合もあると思います。
　池脇　高齢になればなるほど、何か
器質的な原因がそこに潜んでいる可能
性があるので、見逃さずに、きちんと
評価を、ということになりますね。
　村川　そうですね。ですから、心電
図所見がどういう印象を与えても、ご
年配の方ですと、リスクを考えて、丁
寧に評価する必要があると思います。
　池脇　房室ブロックも、脈が抜ける
となると、脈が遅くなる、いわゆる徐
脈ということになりますし、もう一つ
の代表的なものでは、洞不全症候群が
ありますが、徐脈を呈する疾患をどう
鑑別するのでしょうか。

　村川　洞不全症候群も同じ徐脈、脈
が遅い病気です。ペースメーカー、つ
まり洞結節という調律を取るところが
右心房のほうにありますけれども、洞
不全症候群というのは、そこの病気だ
といわれています。房室ブロックとい
うのは心房と心室をつなぐところです
から、より下方のほうの病気です。ど
っちも心拍数の低下という点は同じで
すが、リスクが違ってくると思います。
　洞不全症候群は、仮にペースメーカ
ーの場所がとまっても、下のほうが置
き換わって心臓を動かしますので、生
命の危険は低いです。ですから、症状
を目安にして診療を行うことができま
す。それに対して、房室ブロックでは、
症状がないのに、急に命にかかわる問
題が起きてくることがあります。症状
が当てにならないという意味では、同
じ徐脈であっても、洞不全症候群と房
室ブロックは違う扱いが必要だと思い
ます。
　池脇　そうすると、房室ブロックの
ほうが場合によってはよりリスクをは
らんだ病態というふうに考えてよろし
いわけですね。
　村川　そうですね。それを心電図で
見極められるかというと、必ずしもで
きるとは限りません。ある程度小さな
変化も見逃さないというつもりで心電
図を見ていただかざるをえないと思っ
ております。
　池脇　そうですね。それで突然死を

起こされますとたいへんなことになり
ますし、そういう面ではより慎重に、
小さな変化に反応してもいいのが特に
高齢者の房室ブロックということにな
りますね。
　村川　そうですね。
　池脇　質問は、Ⅰ度、Ⅱ度の房室ブ
ロックで、精査のときには消失してい
る。すなわち、一過性の房室ブロック、
これはどうして起こるのかということ
ですけれども、これに関してはいかが
でしょうか。
　村川　頻度として見れば、自律神経、
副交感神経の活動のレベルによって、
活動のレベルが高ければブロックが起
こるし、低ければ起きないというふう
に、病的な意味の少ないものが多いと
思います。もし先生方がご覧になって、
ご自分で見られたときに心電図の所見
が消えている。そして症状がない場合
は、それ以上追跡するのは現実には難
しいのではないかなと思います。
　池脇　精査を受けたときに消失して
いるということですが、ホルター心電
図ぐらいはやっておいたほうがいいの
でしょうか。
　村川　患者さんにはご負担がありま
すけれども、大人の方、50歳以上ぐら
いの方だったら、やっておいたほうが
いいと思います。先生方がご覧になっ
た心電図の所見以外に、たまたまほか
の所見も見つかるということがありま
す。そういう可能性も含めて一度見て

おくのはいいかなと思います。
　池脇　そうしますと、Ⅰ度、Ⅱ度で、
一過性で、それ以外の不整脈が出てい
なければ、基本的には器質的なものの
ない、機能的なというのでしょうか、
自律神経による一時的なブロックとい
うことで、基本的にあまり病的な意味
はないというふうに考えてよろしいわ
けですね。
　村川　多くの場合はそうだと思いま
す。
　池脇　高齢の方では、内服中の方も
多くなりますが、薬剤性ブロックにつ
いてはいかがでしょうか。
　村川　有名なものですと、ジギタリ
スです。それからβ遮断薬、それから
カルシウム拮抗薬ですと、ジルチアゼ
ムやベラパミル、この三つの薬剤群が
房室伝導を抑制する薬として有名です。
　池脇　そうすると、健診のときに内
服している薬剤の情報も併せて検討す
ることで、例えばジギタリスを使って
いてブロックがあった。どっちを優先
するかということに関して迷われる先
生もいらっしゃると思うのですけれど
も、このあたりはどう考えたらいいで
しょう。
　村川　ジギタリスを使っていて、PQ
が長い患者さんは少なくないと思いま
す。その場合は、定常的というか、変
化がない患者さんであれば、危険性は
ないと考えます。ただ、長期的にみれ
ばリスクが増すおそれはあります。経
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過を追っている先生が注意せざるをえ
ないものと思います。
　池脇　あまり安心しきらないで、経
過を見ていくことも必要になりますね。
　村川　そうですね。
　池脇　こういったブロックだけでは
なくて、ほかの心電図異常を合併した
複合型の心電図異常というのでしょう
か、そういったものも、まれかもしれ
ませんけれどもあるのでしょうか。
　村川　これは健診のときに出会うと
は限らないですが、脚ブロックと一緒
に見られるPQ延長ですとか、あるい
はⅡ度の房室ブロックは注意が必要だ
と思っています。脚ブロックというの
は、心室の伝導系で右側のほうの伝導
の脚、左側の伝導脚、主に右脚がブロ
ックされているケースはよくご覧にな
ると思います。それとPQの延長があ
る場合には、伝導脚というのは３本あ
りますが、複数傷害されている可能性
があります。進行性に、より高度の完

全房室ブロックや、高度ブロックにな
ることを示唆しているケースが案外あ
り、しばしば見落とされています。そ
れから、先にどういうリスクがあるの
かを見極めるのは技術的には難しい面
はあります。悩ましいところです。
　池脇　ちょっと細かい質問になるか
もしれませんけれども、器質的、例え
ば虚血でしたら、心筋梗塞というわけ
ではないのだけれども、狭心症で一時
的に虚血があって、そのときにブロッ
クを生じるということもあるのではな
いかと思うのですけれども、これに関
してはいかがでしょう。
　村川　これは有名です。いわゆる下
壁梗塞に伴う房室ブロックを一過性に
起こすことはありますが、実は病態と
しては複雑です。先々どうなるかとい
う判断は専門医にゆだねるべき難しい
問題もはらんでいると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　せん妄について、そもそもど
ういったものなのか、定義に近いあた
りからご解説願えますか。
　松島　せん妄というのは、一番大事
なところは、軽い意識障害があるとい
うことです。軽く意識水準が低下した
状態で様々な精神症状が出現してくる
のですが、それらを総称してせん妄と
いいます。
　では、軽いといっても、どの程度意
識が低下している状態かといいますと、
これがなかなか難しくて、いわゆる意
識清明の状態から、意識がレベルダウ
ンして、普通の呼びかけで目を開ける
ような、ごく軽い傾眠の状態までの間
の意識水準を指します。それ以上、意
識水準が低下してしまうと、せん妄の
症状は出現してきません。
　こうした意識水準のもとで必ず見ら

れる症状が幾つかあります。一つは、
外界に対して十分な注意が向けられな
い。あるいは、集中できない。その注
意を維持したり、ほかに向けたりとい
うことができないといった注意能力の
障害です。
　こうした注意能力の障害のほかにも、
必ず見られるのが種々の認知機能の変
化です。例えば、自分がいま置かれて
いる状況に対する認識、つまり見当識
とよくいわれますが、見当識が保たれ
ていない。そのために、時間や場所、
または人物に対する見当識障害が出現
します。また、目的を持った行動を効
果的に行うこと、私どもはこれを遂行
能力といいますが、その障害も出現し
てきます。
　あるいは、考えがまとまらず、会話
が支離滅裂になったり、考えが滞って

せん妄

東京医科歯科大学大学院心療・緩和医療学教授
松　島　英　介

（聞き手　山内俊一）

　せん妄について、原因・有病率・病態・診断・治療・予防などをご教示くだ
さい。

＜石川県勤務医＞
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過を追っている先生が注意せざるをえ
ないものと思います。
　池脇　あまり安心しきらないで、経
過を見ていくことも必要になりますね。
　村川　そうですね。
　池脇　こういったブロックだけでは
なくて、ほかの心電図異常を合併した
複合型の心電図異常というのでしょう
か、そういったものも、まれかもしれ
ませんけれどもあるのでしょうか。
　村川　これは健診のときに出会うと
は限らないですが、脚ブロックと一緒
に見られるPQ延長ですとか、あるい
はⅡ度の房室ブロックは注意が必要だ
と思っています。脚ブロックというの
は、心室の伝導系で右側のほうの伝導
の脚、左側の伝導脚、主に右脚がブロ
ックされているケースはよくご覧にな
ると思います。それとPQの延長があ
る場合には、伝導脚というのは３本あ
りますが、複数傷害されている可能性
があります。進行性に、より高度の完

全房室ブロックや、高度ブロックにな
ることを示唆しているケースが案外あ
り、しばしば見落とされています。そ
れから、先にどういうリスクがあるの
かを見極めるのは技術的には難しい面
はあります。悩ましいところです。
　池脇　ちょっと細かい質問になるか
もしれませんけれども、器質的、例え
ば虚血でしたら、心筋梗塞というわけ
ではないのだけれども、狭心症で一時
的に虚血があって、そのときにブロッ
クを生じるということもあるのではな
いかと思うのですけれども、これに関
してはいかがでしょう。
　村川　これは有名です。いわゆる下
壁梗塞に伴う房室ブロックを一過性に
起こすことはありますが、実は病態と
しては複雑です。先々どうなるかとい
う判断は専門医にゆだねるべき難しい
問題もはらんでいると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　せん妄について、そもそもど
ういったものなのか、定義に近いあた
りからご解説願えますか。
　松島　せん妄というのは、一番大事
なところは、軽い意識障害があるとい
うことです。軽く意識水準が低下した
状態で様々な精神症状が出現してくる
のですが、それらを総称してせん妄と
いいます。
　では、軽いといっても、どの程度意
識が低下している状態かといいますと、
これがなかなか難しくて、いわゆる意
識清明の状態から、意識がレベルダウ
ンして、普通の呼びかけで目を開ける
ような、ごく軽い傾眠の状態までの間
の意識水準を指します。それ以上、意
識水準が低下してしまうと、せん妄の
症状は出現してきません。
　こうした意識水準のもとで必ず見ら

れる症状が幾つかあります。一つは、
外界に対して十分な注意が向けられな
い。あるいは、集中できない。その注
意を維持したり、ほかに向けたりとい
うことができないといった注意能力の
障害です。
　こうした注意能力の障害のほかにも、
必ず見られるのが種々の認知機能の変
化です。例えば、自分がいま置かれて
いる状況に対する認識、つまり見当識
とよくいわれますが、見当識が保たれ
ていない。そのために、時間や場所、
または人物に対する見当識障害が出現
します。また、目的を持った行動を効
果的に行うこと、私どもはこれを遂行
能力といいますが、その障害も出現し
てきます。
　あるいは、考えがまとまらず、会話
が支離滅裂になったり、考えが滞って

せん妄

東京医科歯科大学大学院心療・緩和医療学教授
松　島　英　介

（聞き手　山内俊一）

　せん妄について、原因・有病率・病態・診断・治療・予防などをご教示くだ
さい。

＜石川県勤務医＞
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会話が緩徐になったりといった言語の
障害とか、周囲の出来事を知覚して、
その意味を正しくとらえることができ
ない。そのために、誤解とか錯覚とか、
あるいは幻覚、妄想などが出現します。
さらに、知覚した、または自分が体験
したいろいろな内容を覚えることがで
きない、記憶と学習の障害なども見ら
れます。
　山内　それだけでも随分多彩なので
すが、実際にはさらにいろいろな精神
症状も出てくるとみてよろしいのでし
ょうか。
　松島　そうですね。多彩な症状が出
てくるのですが、いまお話しした注意
機能の障害を含む認知機能の変化のほ
かにもよく見られるのは、例えば夜眠
れない、または日中、眠くて仕方がな
いといった睡眠・覚醒リズムの障害、
それから不安・焦燥感、あるいは恐怖、
抑うつ、あるいは怒り、多幸感という
場合もありますし、逆に無感情などの
いわゆる感情の障害が出現してきます。
　それから、活動量が増えて落ち着か
なくなったり、あるいは逆に活動が減
退して反応が鈍くなったりといった、
精神運動性と私どもは呼んでいるので
すが、こういう障害など、本当に多種
多彩な症状が見られます。
　山内　お聞きいたしますと、いわゆ
る認知症とも少しかぶるような感じも
いたしますが、診断はどのようになさ
れるのでしょうか。

　松島　いまお話ししましたようなせ
ん妄の定義というのが診断に結びつい
てきます。私どもがよく使っているア
メリカ精神医学会の診断基準、現在は
DSM-Ⅳというものがあるのですが、
それによりますと、いま説明しました
注意能力の低下を伴う意識の障害があ
るということがまず第１です。そして
２番目は認知の変化がある。この意識
の障害と認知の変化という２つが診断
の前提となっています。
　そしてもう一つ、診断のために必要
なのは、これらの障害が短期間のうち
に出現するということです。すなわち、
通常は数時間から数日で出現し、１日
のうちでも変動がある傾向にあるとい
うことです。よく、朝は普通にお話し
していた患者さんが、夕方になるとい
ろいろ多彩な症状を示してくるという
ことが見かけられます。この変動があ
るというのは、認知症との鑑別診断の
うえでも大切です。
　といいますのも、認知症でも同じよ
うな、あるいはもっと重篤な、いわゆ
る認知の変化が認められるわけですけ
れども、認知症の場合は基本的にはせ
ん妄のような短時間の症状の変動はあ
りませんし、あるいは行きつ戻りつす
ることもなく、一方向に進行していく
というのが特徴です。また、認知症で
は意識水準の低下も重篤になるまでは
見られません。この辺のところが認知
症とせん妄の鑑別というところで大事

になってきます。
　山内　非常に幅広い疾患概念だなと
いう感じもいたしますが、これには亜
型のようなものもあると考えてよろし
いのでしょうか。
　松島　そこが重要なところであろう
かと思います。このサブタイプ、いわ
ゆる亜型を特定しなさいというのが、
現在、草案の段階ですけれども、アメリ
カ精神医学会の新しい診断基準DSM-
５に盛られることになっています。
　この亜型についてですが、せん妄と
いうと、幻覚や妄想とともに興奮が出
てきて、大声で叫んだり、あるいは点
滴ラインを自己抜去したりして、治療
に大きな支障を来す。そういう活動性
の高い、過活動型のせん妄、活動がす
ぎるせん妄が中心に取り上げられ、典
型的なのは心臓の手術などのあとに出
現する術後せん妄があります。
　ただ、一方で、例えばがんの終末期
に出現してくるようなせん妄は、活動
性の低い、低活動型のせん妄、低い活
動型のせん妄と呼ばれるもので、症状
は一般に、先ほどの過活動型と比べる
と逆で、無関心や注意の減退、あるい
は発語が少なくなる、不活発になる、
動作が緩慢になる、目がうつろになる、
あるいは無感動などが挙げられていま
す。
　また、過活動型のせん妄と低活動型
のせん妄が混在するような混合型のせ
ん妄も見られます。

　山内　低活動型というのは、うつ病
に比較的近いような感じもありますの
で、鑑別も少し注意ということになり
ますね。
　松島　先生が言われるとおりで、よ
く私どもが臨床現場で「低活動型のせ
ん妄です」といわれてほかの科から紹
介されてくる患者さんは非常に少なく
て、むしろ先生が言われた「うつ病で
す。診てください」というかたちで精
神科に紹介されてくる患者さんが、実
はよく診断してみると、せん妄、特に
低活動型のせん妄が紛れ込んでいたと
いうことが見られます。
　山内　病気の原因というのは最近少
しずつわかっているのでしょうか。
　松島　実は、せん妄というのは一つ
の要因ではなくて、様々な要因が関与
して起こるといわれています。一般的
にはこれを３つの要因に分けています。
１つは準備因子、２つ目は誘発因子、
そして最後に器質因子、これは直接因
子ともいいますけれども、この３つの
要因に分けられます。
　準備因子というのは、身体的あるい
は精神的な脆弱性、つまりせん妄の起
こりやすい背景があるということにな
ります。例えば、高齢者、脳の器質疾
患や認知症があったり、あるいは慢性
の腎臓、心臓、肝臓、または肺の疾患
を持っていたり、あるいはせん妄の既
往があるなどです。
　また、２番目の誘発因子とは、環境
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会話が緩徐になったりといった言語の
障害とか、周囲の出来事を知覚して、
その意味を正しくとらえることができ
ない。そのために、誤解とか錯覚とか、
あるいは幻覚、妄想などが出現します。
さらに、知覚した、または自分が体験
したいろいろな内容を覚えることがで
きない、記憶と学習の障害なども見ら
れます。
　山内　それだけでも随分多彩なので
すが、実際にはさらにいろいろな精神
症状も出てくるとみてよろしいのでし
ょうか。
　松島　そうですね。多彩な症状が出
てくるのですが、いまお話しした注意
機能の障害を含む認知機能の変化のほ
かにもよく見られるのは、例えば夜眠
れない、または日中、眠くて仕方がな
いといった睡眠・覚醒リズムの障害、
それから不安・焦燥感、あるいは恐怖、
抑うつ、あるいは怒り、多幸感という
場合もありますし、逆に無感情などの
いわゆる感情の障害が出現してきます。
　それから、活動量が増えて落ち着か
なくなったり、あるいは逆に活動が減
退して反応が鈍くなったりといった、
精神運動性と私どもは呼んでいるので
すが、こういう障害など、本当に多種
多彩な症状が見られます。
　山内　お聞きいたしますと、いわゆ
る認知症とも少しかぶるような感じも
いたしますが、診断はどのようになさ
れるのでしょうか。

　松島　いまお話ししましたようなせ
ん妄の定義というのが診断に結びつい
てきます。私どもがよく使っているア
メリカ精神医学会の診断基準、現在は
DSM-Ⅳというものがあるのですが、
それによりますと、いま説明しました
注意能力の低下を伴う意識の障害があ
るということがまず第１です。そして
２番目は認知の変化がある。この意識
の障害と認知の変化という２つが診断
の前提となっています。
　そしてもう一つ、診断のために必要
なのは、これらの障害が短期間のうち
に出現するということです。すなわち、
通常は数時間から数日で出現し、１日
のうちでも変動がある傾向にあるとい
うことです。よく、朝は普通にお話し
していた患者さんが、夕方になるとい
ろいろ多彩な症状を示してくるという
ことが見かけられます。この変動があ
るというのは、認知症との鑑別診断の
うえでも大切です。
　といいますのも、認知症でも同じよ
うな、あるいはもっと重篤な、いわゆ
る認知の変化が認められるわけですけ
れども、認知症の場合は基本的にはせ
ん妄のような短時間の症状の変動はあ
りませんし、あるいは行きつ戻りつす
ることもなく、一方向に進行していく
というのが特徴です。また、認知症で
は意識水準の低下も重篤になるまでは
見られません。この辺のところが認知
症とせん妄の鑑別というところで大事

になってきます。
　山内　非常に幅広い疾患概念だなと
いう感じもいたしますが、これには亜
型のようなものもあると考えてよろし
いのでしょうか。
　松島　そこが重要なところであろう
かと思います。このサブタイプ、いわ
ゆる亜型を特定しなさいというのが、
現在、草案の段階ですけれども、アメリ
カ精神医学会の新しい診断基準DSM-
５に盛られることになっています。
　この亜型についてですが、せん妄と
いうと、幻覚や妄想とともに興奮が出
てきて、大声で叫んだり、あるいは点
滴ラインを自己抜去したりして、治療
に大きな支障を来す。そういう活動性
の高い、過活動型のせん妄、活動がす
ぎるせん妄が中心に取り上げられ、典
型的なのは心臓の手術などのあとに出
現する術後せん妄があります。
　ただ、一方で、例えばがんの終末期
に出現してくるようなせん妄は、活動
性の低い、低活動型のせん妄、低い活
動型のせん妄と呼ばれるもので、症状
は一般に、先ほどの過活動型と比べる
と逆で、無関心や注意の減退、あるい
は発語が少なくなる、不活発になる、
動作が緩慢になる、目がうつろになる、
あるいは無感動などが挙げられていま
す。
　また、過活動型のせん妄と低活動型
のせん妄が混在するような混合型のせ
ん妄も見られます。

　山内　低活動型というのは、うつ病
に比較的近いような感じもありますの
で、鑑別も少し注意ということになり
ますね。
　松島　先生が言われるとおりで、よ
く私どもが臨床現場で「低活動型のせ
ん妄です」といわれてほかの科から紹
介されてくる患者さんは非常に少なく
て、むしろ先生が言われた「うつ病で
す。診てください」というかたちで精
神科に紹介されてくる患者さんが、実
はよく診断してみると、せん妄、特に
低活動型のせん妄が紛れ込んでいたと
いうことが見られます。
　山内　病気の原因というのは最近少
しずつわかっているのでしょうか。
　松島　実は、せん妄というのは一つ
の要因ではなくて、様々な要因が関与
して起こるといわれています。一般的
にはこれを３つの要因に分けています。
１つは準備因子、２つ目は誘発因子、
そして最後に器質因子、これは直接因
子ともいいますけれども、この３つの
要因に分けられます。
　準備因子というのは、身体的あるい
は精神的な脆弱性、つまりせん妄の起
こりやすい背景があるということにな
ります。例えば、高齢者、脳の器質疾
患や認知症があったり、あるいは慢性
の腎臓、心臓、肝臓、または肺の疾患
を持っていたり、あるいはせん妄の既
往があるなどです。
　また、２番目の誘発因子とは、環境
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の変化やそれに対する心理的反応を指
します。例えば、集中治療室での環境、
ここでは感覚遮断や過剰な感覚負荷な
どが見られます。それから、睡眠の剝
奪、安静臥床を強く強いられたり、そ
のほかの心理的ストレスなどが挙げら
れます。
　山内　あと器質的な因子というもの
もあるということですね。
　松島　そうですね。これがせん妄の
直接的な原因になってくるので、直接
因子とも呼ばれるわけですけれども、
これには薬物と種々の身体疾患があり
ます。例えば、よくあるのは副腎皮質
ホルモン、抗コリン薬、オピオイドな
どの鎮痛薬、リドカインなどの抗不整
脈薬、抗がん剤、また私どももよく用
いているのですが、ベンゾジアゼピン
系抗不安薬や睡眠薬などを含む向精神
薬などの薬物がせん妄の原因になると
いわれています。
　もう一つは身体的な要因でありまし
て、例えば代謝性の障害、循環動態の
障害、呼吸障害、感染症、急性の脳障
害、さらにアルコールまたは鎮静睡眠
薬の離脱症状など、そして栄養不良や
ビタミン欠乏などもせん妄の原因にな
るといわれています。
　山内　非常に多彩ということですね。
有病率はわかっているのでしょうか。
　松島　入院患者さんではだいたい
10～30％くらいはせん妄が見られると
いわれていますが、年齢や、もともと

の病気の経過あるいは重症度といった
ものによっても有病率が異なってきま
す。例えば、入院中の高齢者では10～
40％くらい見られるといわれています
し、手術後は50％くらいの患者さんが、
軽いものも含めると、せん妄を起こす
といわれています。あるいは、臨死期、
すなわち死に近い終末期の患者さんで
は80％近くにせん妄が起こるともいわ
れています。
　山内　病態はまだはっきりしていな
いのでしょうか。
　松島　脳の病気ですので、きちんと
した病態が解明されているわけではあ
りません。様々な要因によって、最終
的には脳内の神経伝達物質のバランス
が崩れ、そしてシナプス間の伝達がう
まくいかなくなっている状態であると
いうふうに考えられます。神経伝達物
質の中でも、特にアセチルコリンやド
ーパミン系の活動の亢進あるいは低下
が関係していると考えられます。
　山内　最後に治療ですが、これはい
かがでしょう。
　松島　治療のところに結びついてく
るのは、先ほどの要因のところで挙げ
たようないろいろな因子です。そして、
治療でまず大切なことは、先ほど挙げ
た器質因子、直接因子ともいいますが、
これらを検索することです。何が原因
になっているかをいろいろと同定する
ということになります。そして、もし
これで主な原因がわかれば、その原因

に対して対応するということになりま
す。
　例えば、血圧を正常化させる、ある
いは適切な酸素供給をする、脱水とか
電解質のバランスを補正する。あるい
は、薬が原因だった場合には、ステロ
イドにしろ、オピオイドにしろ、そう
いう原因の薬物の減量や中止、特にオ
ピオイドによるせん妄が疑われたとき
には、積極的にオピオイドローテーシ
ョンを試みることが大切です。
　また、２番目に挙げた誘発因子の軽
減も同時に行う必要があります。例え
ば、十分な睡眠の確保や、できれば、
本人の意識レベルが高いときに病状の
説明をするということも、本人の不安
を和らげる要因になります。そして、
照明の調節ですとか、もともとめがね
や補聴器をされている方でしたら、そ
ういうものを使って感覚刺激の調整を
するということが大事です。
　あるいは、プライバシーの確保、本
人の意思を尊重するということも大事
ですし、それから家族の面会を増やし
たり、あるいは本人が自宅で使用して
いた、いろいろな愛用品、そういうも
のを持ってきて、患者さんのそばに置
いてあげて、患者さんの親しみやすい
環境を整えるということも、とても大
事です。
　その際、特に患者さんの行動の危険
性を評価して、例えば先ほど言ったよ
うに、興奮したりしますので、周囲に

何か危険物などがある場合は撤去して
安全性を確保するということも必要に
なってきます。さらに、患者さんの近
くにカレンダーとか、あるいは時計な
どを置いて、常に見当識を正すような、
そういう助けをするということも大切
になってきます。
　山内　このあたりは予防も兼ねてと
いう感じになりますね。
　松島　そうですね。これが予防へと
つながってきます。
　山内　最後に、もしこういった非薬
物的介入で改善しないとき、抗精神病
薬、このあたりはいかがなのでしょう
か。
　松島　先ほどありましたように、せ
ん妄というのは、過活動型のせん妄と
低活動型のせん妄があります。これに
よって若干使う薬が違ってきます。た
だ、いずれも抗精神病薬、いわゆるも
ともとは統合失調症の患者さんに使う
ような薬を中心として使います。
　その際、患者さんが経口ができる場
合、薬を口からのめる場合は、過活動
型せん妄に対してはリスペリドンです
とかクエチアピン、ペロスピロン、オ
ランザピンなどを使いますし、また低
活動型のせん妄に対してはアリピプラ
ゾールなどを使用します。
　一方、これはけっこう多いのですけ
れども、なかなか口からのめないとい
う患者さんには、ハロペリドールの点
滴がよく用いられます。
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の変化やそれに対する心理的反応を指
します。例えば、集中治療室での環境、
ここでは感覚遮断や過剰な感覚負荷な
どが見られます。それから、睡眠の剝
奪、安静臥床を強く強いられたり、そ
のほかの心理的ストレスなどが挙げら
れます。
　山内　あと器質的な因子というもの
もあるということですね。
　松島　そうですね。これがせん妄の
直接的な原因になってくるので、直接
因子とも呼ばれるわけですけれども、
これには薬物と種々の身体疾患があり
ます。例えば、よくあるのは副腎皮質
ホルモン、抗コリン薬、オピオイドな
どの鎮痛薬、リドカインなどの抗不整
脈薬、抗がん剤、また私どももよく用
いているのですが、ベンゾジアゼピン
系抗不安薬や睡眠薬などを含む向精神
薬などの薬物がせん妄の原因になると
いわれています。
　もう一つは身体的な要因でありまし
て、例えば代謝性の障害、循環動態の
障害、呼吸障害、感染症、急性の脳障
害、さらにアルコールまたは鎮静睡眠
薬の離脱症状など、そして栄養不良や
ビタミン欠乏などもせん妄の原因にな
るといわれています。
　山内　非常に多彩ということですね。
有病率はわかっているのでしょうか。
　松島　入院患者さんではだいたい
10～30％くらいはせん妄が見られると
いわれていますが、年齢や、もともと

の病気の経過あるいは重症度といった
ものによっても有病率が異なってきま
す。例えば、入院中の高齢者では10～
40％くらい見られるといわれています
し、手術後は50％くらいの患者さんが、
軽いものも含めると、せん妄を起こす
といわれています。あるいは、臨死期、
すなわち死に近い終末期の患者さんで
は80％近くにせん妄が起こるともいわ
れています。
　山内　病態はまだはっきりしていな
いのでしょうか。
　松島　脳の病気ですので、きちんと
した病態が解明されているわけではあ
りません。様々な要因によって、最終
的には脳内の神経伝達物質のバランス
が崩れ、そしてシナプス間の伝達がう
まくいかなくなっている状態であると
いうふうに考えられます。神経伝達物
質の中でも、特にアセチルコリンやド
ーパミン系の活動の亢進あるいは低下
が関係していると考えられます。
　山内　最後に治療ですが、これはい
かがでしょう。
　松島　治療のところに結びついてく
るのは、先ほどの要因のところで挙げ
たようないろいろな因子です。そして、
治療でまず大切なことは、先ほど挙げ
た器質因子、直接因子ともいいますが、
これらを検索することです。何が原因
になっているかをいろいろと同定する
ということになります。そして、もし
これで主な原因がわかれば、その原因

に対して対応するということになりま
す。
　例えば、血圧を正常化させる、ある
いは適切な酸素供給をする、脱水とか
電解質のバランスを補正する。あるい
は、薬が原因だった場合には、ステロ
イドにしろ、オピオイドにしろ、そう
いう原因の薬物の減量や中止、特にオ
ピオイドによるせん妄が疑われたとき
には、積極的にオピオイドローテーシ
ョンを試みることが大切です。
　また、２番目に挙げた誘発因子の軽
減も同時に行う必要があります。例え
ば、十分な睡眠の確保や、できれば、
本人の意識レベルが高いときに病状の
説明をするということも、本人の不安
を和らげる要因になります。そして、
照明の調節ですとか、もともとめがね
や補聴器をされている方でしたら、そ
ういうものを使って感覚刺激の調整を
するということが大事です。
　あるいは、プライバシーの確保、本
人の意思を尊重するということも大事
ですし、それから家族の面会を増やし
たり、あるいは本人が自宅で使用して
いた、いろいろな愛用品、そういうも
のを持ってきて、患者さんのそばに置
いてあげて、患者さんの親しみやすい
環境を整えるということも、とても大
事です。
　その際、特に患者さんの行動の危険
性を評価して、例えば先ほど言ったよ
うに、興奮したりしますので、周囲に

何か危険物などがある場合は撤去して
安全性を確保するということも必要に
なってきます。さらに、患者さんの近
くにカレンダーとか、あるいは時計な
どを置いて、常に見当識を正すような、
そういう助けをするということも大切
になってきます。
　山内　このあたりは予防も兼ねてと
いう感じになりますね。
　松島　そうですね。これが予防へと
つながってきます。
　山内　最後に、もしこういった非薬
物的介入で改善しないとき、抗精神病
薬、このあたりはいかがなのでしょう
か。
　松島　先ほどありましたように、せ
ん妄というのは、過活動型のせん妄と
低活動型のせん妄があります。これに
よって若干使う薬が違ってきます。た
だ、いずれも抗精神病薬、いわゆるも
ともとは統合失調症の患者さんに使う
ような薬を中心として使います。
　その際、患者さんが経口ができる場
合、薬を口からのめる場合は、過活動
型せん妄に対してはリスペリドンです
とかクエチアピン、ペロスピロン、オ
ランザピンなどを使いますし、また低
活動型のせん妄に対してはアリピプラ
ゾールなどを使用します。
　一方、これはけっこう多いのですけ
れども、なかなか口からのめないとい
う患者さんには、ハロペリドールの点
滴がよく用いられます。
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　ただし、これら、今言った抗精神病
薬はいずれも適応外使用になります。

　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　及川先生、産業医の先生から、
労働基準監督署が発表する管内平均の
有所見率に比して突出して高いのです
が、異常値の基準は統一されているの
でしょうかというすごく基本的なお話
ですけれども。
　及川　これは本当に熱心に産業医を
していらっしゃる先生の重要なご質問
だと思います。要するに、健康診断結
果を労働基準監督署に提出する目的と
いうのは、事業所ごとの疾病率とか、
労働に関係する疾病状況、そういうも

のを中心に把握することで、個人ごと
の健康管理を云々する報告書ではない
わけです。ですから、あくまで報告書
の目的としては、先生方が産業医をし
ておられる職場の安全配慮義務、これ
を遂行するためにはどのような職場の
医療状況がいいのか、望ましいのか、
現実の疾病状況はどうなのか、そうい
うところからの発想です。これは行政
としては、毎年の報告を把握すること
によって、その翌年の健康行政の方針
を決めるとか、あるいは事業所単位で

健康診断の検査基準

こころとからだの元氣プラザ統括所長
及　川　孝　光

（聞き手　池田志斈）

　和歌山県開業医、従業員80人の会社の産業医をしています。
　労働基準監督署が発表する管内平均の有所見率に比して突出して高いのです
が、異常値の基準は統一されているのでしょうか。LDLコレステロールに関し
ては120以上を一律に異常としていますが、140以上でもよいのでしょうか。降
圧剤を内服して血圧が正常であれば有所見者とは言わないのでしょうか。検査
項目は何を含めるのでしょうか。
　以上、有所見率を算出するうえで、きちんとした指針が示されているような
のでよろしくお願いします。胸部X線写真やECGも、何を有所見とするのか基準
はあるのでしょうか。

＜和歌山県開業医＞
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　ただし、これら、今言った抗精神病
薬はいずれも適応外使用になります。

　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　及川先生、産業医の先生から、
労働基準監督署が発表する管内平均の
有所見率に比して突出して高いのです
が、異常値の基準は統一されているの
でしょうかというすごく基本的なお話
ですけれども。
　及川　これは本当に熱心に産業医を
していらっしゃる先生の重要なご質問
だと思います。要するに、健康診断結
果を労働基準監督署に提出する目的と
いうのは、事業所ごとの疾病率とか、
労働に関係する疾病状況、そういうも

のを中心に把握することで、個人ごと
の健康管理を云々する報告書ではない
わけです。ですから、あくまで報告書
の目的としては、先生方が産業医をし
ておられる職場の安全配慮義務、これ
を遂行するためにはどのような職場の
医療状況がいいのか、望ましいのか、
現実の疾病状況はどうなのか、そうい
うところからの発想です。これは行政
としては、毎年の報告を把握すること
によって、その翌年の健康行政の方針
を決めるとか、あるいは事業所単位で

健康診断の検査基準

こころとからだの元氣プラザ統括所長
及　川　孝　光

（聞き手　池田志斈）

　和歌山県開業医、従業員80人の会社の産業医をしています。
　労働基準監督署が発表する管内平均の有所見率に比して突出して高いのです
が、異常値の基準は統一されているのでしょうか。LDLコレステロールに関し
ては120以上を一律に異常としていますが、140以上でもよいのでしょうか。降
圧剤を内服して血圧が正常であれば有所見者とは言わないのでしょうか。検査
項目は何を含めるのでしょうか。
　以上、有所見率を算出するうえで、きちんとした指針が示されているような
のでよろしくお願いします。胸部X線写真やECGも、何を有所見とするのか基準
はあるのでしょうか。

＜和歌山県開業医＞
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の推移を見ながら問題点を指摘する、
そういう非常に貴重な資料になってお
ります（図１）。
　80人の産業医をしていらっしゃるの
で、これは労働安全衛生規則（52条）
という法律で、常時50人以上の労働者
を雇用する事業者は毎年必ず職域の健
診結果を管轄の労働基準監督署長に報
告しなければいけない、こういう義務
のもとで先生のほうでおつくりになっ
ていらっしゃると思います。背景はそ
のようなところだと思います。
　池田　異常値の基準に統一がないと
いうことですが、統一されていないと
いうことはどういう意味なのでしょう
か。
　及川　これは、先ほど申し上げたと
おり、ドックの健診結果とか、一般の
病院の健診結果のように、その方個人
ごとの健康状況をチェックする目的で
はないわけです。むしろ事業所単位で
どういう疾病状況があり、どの程度に
なっていて、どういう傾向があるかと
いうこと、それが目的です。したがっ
て、職場の構成状況が、例えば高年齢
者が多いとか、若年者が多い、あるい
は男女の比率、業種の差異、そういう
ことによって健診データというのは大
きく異なるわけです。
　ですから、そこで統一の基準にして
も、結局職場の構成状況によっては、
かなり異なったデータも逆に出ます。
そのために、産業医の先生がその事業

所を十分にご覧になっていただいて、
職場の状況とか仕事の状況、人員構成
の状況から、この健診項目については
どういうところを中心に基準を決めた
らいいか。かなり産業医の裁量権とい
いますか、産業医がその事業所の健康
管理をどういうふうに考えるかという
ことが基本になりますので、あえてガ
イドラインはなしということでお考え
いただきたいと思います。
　池田　その意味から申し上げると、
産業医の先生がある事業所に着任して、
以前のデータも見つつ、ある程度ご自
分で基準をつくって、その基準を毎年
見ていく。あるときに何か特定のもの
で大きな変化があったときに報告義務
が生じる、そういう考えでよろしいで
しょうか。
　及川　基本的にはその対応でよろし
いでしょう。そして、報告書のほうで
記載しなければいけない数値に医師の
指示人数という欄がありまして、ここ
はまさに産業医の先生方が最も気をつ
けなくてはいけない項目だと思います。
要するに、ある程度健診機関のほうで、
各臨床専門学会のガイドライン、ある
いは日本人間ドック学会、日本総合健
診医学会のガイドラインに沿って、有
所見者は比較的クリアカットに出てく
ると思います。問題は医師の指示人数
で、これが産業医の先生が主体的に判
定するところで、有所見者のうち、ど
れぐらいの方を早急な医療上のケアと

図１　定期健康診断結果報告書
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の推移を見ながら問題点を指摘する、
そういう非常に貴重な資料になってお
ります（図１）。
　80人の産業医をしていらっしゃるの
で、これは労働安全衛生規則（52条）
という法律で、常時50人以上の労働者
を雇用する事業者は毎年必ず職域の健
診結果を管轄の労働基準監督署長に報
告しなければいけない、こういう義務
のもとで先生のほうでおつくりになっ
ていらっしゃると思います。背景はそ
のようなところだと思います。
　池田　異常値の基準に統一がないと
いうことですが、統一されていないと
いうことはどういう意味なのでしょう
か。
　及川　これは、先ほど申し上げたと
おり、ドックの健診結果とか、一般の
病院の健診結果のように、その方個人
ごとの健康状況をチェックする目的で
はないわけです。むしろ事業所単位で
どういう疾病状況があり、どの程度に
なっていて、どういう傾向があるかと
いうこと、それが目的です。したがっ
て、職場の構成状況が、例えば高年齢
者が多いとか、若年者が多い、あるい
は男女の比率、業種の差異、そういう
ことによって健診データというのは大
きく異なるわけです。
　ですから、そこで統一の基準にして
も、結局職場の構成状況によっては、
かなり異なったデータも逆に出ます。
そのために、産業医の先生がその事業

所を十分にご覧になっていただいて、
職場の状況とか仕事の状況、人員構成
の状況から、この健診項目については
どういうところを中心に基準を決めた
らいいか。かなり産業医の裁量権とい
いますか、産業医がその事業所の健康
管理をどういうふうに考えるかという
ことが基本になりますので、あえてガ
イドラインはなしということでお考え
いただきたいと思います。
　池田　その意味から申し上げると、
産業医の先生がある事業所に着任して、
以前のデータも見つつ、ある程度ご自
分で基準をつくって、その基準を毎年
見ていく。あるときに何か特定のもの
で大きな変化があったときに報告義務
が生じる、そういう考えでよろしいで
しょうか。
　及川　基本的にはその対応でよろし
いでしょう。そして、報告書のほうで
記載しなければいけない数値に医師の
指示人数という欄がありまして、ここ
はまさに産業医の先生方が最も気をつ
けなくてはいけない項目だと思います。
要するに、ある程度健診機関のほうで、
各臨床専門学会のガイドライン、ある
いは日本人間ドック学会、日本総合健
診医学会のガイドラインに沿って、有
所見者は比較的クリアカットに出てく
ると思います。問題は医師の指示人数
で、これが産業医の先生が主体的に判
定するところで、有所見者のうち、ど
れぐらいの方を早急な医療上のケアと

図１　定期健康診断結果報告書
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するか、この辺がまさに産業医の先生
としての大きい役目だと思います。
　ちなみに、医師の指示人数はどうい
う基準で考えるかといいますと、早急
な医療対応が必要な方、あるいは精密
検査が必要な方、すでに血圧とか脂質
の薬をのんでいて、受診の継続がその
まま必要な方、それから例えば高度の
肥満があって、早く減量しないとさま
ざまな合併疾病が出る、そういう指導
に関しても早急な対応が必要な方、こ
ういう方は医師の指示人数として入れ
ていただければと思います。
　ただし、軽度な異常で、１年後の経
過観察でいいとか、あるいは単なる再
検でいいというのは、特に医師の指示
人数としてカウントしなくていいと思
います。
　池田　その意味では、産業医の先生
の負担がかなり大きくなるといいます
か、逆にいいますと、例年ずっとやっ
ている方であれば、ある程度把握でき
ているのでしょうけれども、新しく着
任された方が何かの基準が欲しいとい
うことでも、都道府県とか市単位で、
そういった基準はあまりないのでしょ
うか。
　及川　聴力以外の数値的なガイドラ
インはないのですが、毎年、各都道府
県の労働基準局から、年度ごとの有所
見率という報告書、これはネットでも
全国統計とともに公表されています。
ご質問の先生の県にもありますので、

ぜひそれをある程度参考になさってい
ただいて、全国統計も出ていますので
（図２）、ご自分の担当事業所がそれに
比較してどうかということを、検討な
さるのも一つの目安かなと思います。
　ただし、大事なことは、産業保健の
中で、産業医は職場での健康管理の委
託責任を持つわけですから、新しく産
業医になられた先生も、前の産業医の
先生と連携をよく取られて、この事業
所の特徴として、どういう疾病構造が
多いのか、あるいはどういうところで
病気が発生しやすいのか、そこのとこ
ろを考えながら有所見率を見て、医師
としての指示人数を出していただけれ
ばと思います。
　ただ、これは非常に興味があるので
すが、都道府県単位の有所見率はそれ
ほどに大きな差はありませんし、実際、
総合健診医学会とか人間ドック学会な
どで出されている有所見率とは大幅に
異ならないと思います。ですから、有
所見率に関しては、先生方は学会のガ
イドラインに沿ってお出しになって、
あとはそのあとの医師の指示人数、要
するに産業医として関与すべき人数に
関しては、ここはかなり産業医の考え
方が反映されるなという感じがありま
す。
　池田　もう一つのご質問で、検査項
目は何を含めるのか。異常、有所見率
を算出するうえできちんとした指針が
示されているようですがということで

図
２

　
定

期
健

康
診

断
検

査
項

目
別

有
所

見
率

（
全

国
）

東
京
労
働
局
労
働
基
準
部
：
グ
ラ
フ
で
見
る
労
働
安
全
衛
生
　
平
成

24
年

ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013） （261）  2120 （260） ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013）

1304本文.indd   20-21 13/03/15   14:17



するか、この辺がまさに産業医の先生
としての大きい役目だと思います。
　ちなみに、医師の指示人数はどうい
う基準で考えるかといいますと、早急
な医療対応が必要な方、あるいは精密
検査が必要な方、すでに血圧とか脂質
の薬をのんでいて、受診の継続がその
まま必要な方、それから例えば高度の
肥満があって、早く減量しないとさま
ざまな合併疾病が出る、そういう指導
に関しても早急な対応が必要な方、こ
ういう方は医師の指示人数として入れ
ていただければと思います。
　ただし、軽度な異常で、１年後の経
過観察でいいとか、あるいは単なる再
検でいいというのは、特に医師の指示
人数としてカウントしなくていいと思
います。
　池田　その意味では、産業医の先生
の負担がかなり大きくなるといいます
か、逆にいいますと、例年ずっとやっ
ている方であれば、ある程度把握でき
ているのでしょうけれども、新しく着
任された方が何かの基準が欲しいとい
うことでも、都道府県とか市単位で、
そういった基準はあまりないのでしょ
うか。
　及川　聴力以外の数値的なガイドラ
インはないのですが、毎年、各都道府
県の労働基準局から、年度ごとの有所
見率という報告書、これはネットでも
全国統計とともに公表されています。
ご質問の先生の県にもありますので、

ぜひそれをある程度参考になさってい
ただいて、全国統計も出ていますので
（図２）、ご自分の担当事業所がそれに
比較してどうかということを、検討な
さるのも一つの目安かなと思います。
　ただし、大事なことは、産業保健の
中で、産業医は職場での健康管理の委
託責任を持つわけですから、新しく産
業医になられた先生も、前の産業医の
先生と連携をよく取られて、この事業
所の特徴として、どういう疾病構造が
多いのか、あるいはどういうところで
病気が発生しやすいのか、そこのとこ
ろを考えながら有所見率を見て、医師
としての指示人数を出していただけれ
ばと思います。
　ただ、これは非常に興味があるので
すが、都道府県単位の有所見率はそれ
ほどに大きな差はありませんし、実際、
総合健診医学会とか人間ドック学会な
どで出されている有所見率とは大幅に
異ならないと思います。ですから、有
所見率に関しては、先生方は学会のガ
イドラインに沿ってお出しになって、
あとはそのあとの医師の指示人数、要
するに産業医として関与すべき人数に
関しては、ここはかなり産業医の考え
方が反映されるなという感じがありま
す。
　池田　もう一つのご質問で、検査項
目は何を含めるのか。異常、有所見率
を算出するうえできちんとした指針が
示されているようですがということで
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すけれども、これは項目としてはいか
がでしょうか。
　及川　図１に書式（様式第６号）を
出しましたが、項目は決まっておりま
して、聴力では1,000㎐と4,000㎐、胸
部エックス線検査、喀痰検査、血圧、
それから血液検査での貧血検査、肝機
能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿
検査での糖と蛋白、そして心電図検査、
これらの項目が報告義務になっていま
す。さらに歯科健診も記載項目となっ
ています。必ずしも法定健診に入って
いるすべての項目ではありませんが、

ほぼ網羅されています。その目的は、
もともと定期健康診断結果報告書は職
域の結核対策として国のほうが報告を
義務づけたものですから、胸部エック
ス線や喀痰検査がまだ残っております。
　そして現状では、生活習慣病の項目
が中心になっていますが、新しい、例
えばメタボとかメンタルヘルスとか、
その辺も今後は加わる可能性もないと
はいえないと思います。おそらくその
時代、時代に沿って、行政がチェック
したい項目がここに記載されてくると
思います。

表１　特定業務従事者の、健康診断を実施すべき労働者が従事する業務
　　　（安衛則第13条第１項第２号）

１　多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
２　多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
３　ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
４　土石、獣毛のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
５　異常気圧化における業務
６　さく岩機、びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
７　重量物の取り扱いなど重激な業務
８　ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
９　坑内における業務
10　深夜業を含む業務
11　 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石灰酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12　 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫
酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他のこれらに準
ずる有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務

13　病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14　その他厚生労働大臣が定める業務

中央労働災害防止協会　衛生管理（上）第１種用から　平成24年２月
　池田　特化した項目というのはあり
ますか。
　及川　基本の報告書は共通項目なの
ですが、あとは特定業務従事者には、
半年に１回ずつ健診を実施して報告を
しなくてはいけません。特定業務とい
うのは、高温、寒冷、高騒音、坑内な
どの高リスク作業環境、有害物の取り
扱い、病原体汚染の可能性がある業務、
あるいは放射線業務などを指します。
深夜業もこの中に含まれます（表１）。
そしてこれらは一般健康診断としての
同一項目の健康診断ですが、その他に
特殊健康診断として、特に有害な業務
への従事者には別に法規上の実施報告
義務があります（表２）。それぞれが

個別の健診項目で実施され、その場合
は、１名でももしそういう業務の方が
いたら、結果を労働基準監督署に報告
しなくてはいけない。健診方法、手順
も細かく規定されていて、報告書も個
別ごとになっております。
　この特殊健康診断としては、じん肺
法に規定されるじん肺とか、高気圧作
業、電離放射線、特定化学物質、鉛、
四アルキル鉛、有機溶剤、石綿従事者
が対象で、こういうものは特殊健康診
断として別に報告する書類があります。
　池田　産業医の先生方、地方によっ
てはあまり人数が多くいらっしゃらず、
複数の事業所を担当していますので、
非常に難しいなという印象を受けたの

表２　法令による特殊健康診断の種類

１　じん肺健康診断（じん肺法第３条）
２　安衛法第66条第２項及び第３項で定める有害業務従事者に対する特殊健康診断
　①高気圧作業健康診断（高気圧作業安全衛生規則第38条）
　②電離放射線健康診断（電離放射線障害防止規則第56条）
　③特定化学物質健康診断（特定化学物質障害予防規則第39条）
　④鉛健康診断（鉛中毒予防規則第53条）
　⑤四アルキル鉛健康診断（四アルキル鉛中毒予防規則第22条）
　⑥有機溶剤健康診断（有機溶剤中毒予防規則第29条）
　⑦石綿健康診断（石綿障害予防規則第40条）
　⑧除染等業務従事者健康診断（除染電離則※　第20条）
　⑨歯科特殊健康診断（安衛則第48条）

※  「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業
務等に係る電離放射線障害防止規則」（以下、除染電離則）。平成23年12月22日公布　
平成24年１月１日施行
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すけれども、これは項目としてはいか
がでしょうか。
　及川　図１に書式（様式第６号）を
出しましたが、項目は決まっておりま
して、聴力では1,000㎐と4,000㎐、胸
部エックス線検査、喀痰検査、血圧、
それから血液検査での貧血検査、肝機
能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿
検査での糖と蛋白、そして心電図検査、
これらの項目が報告義務になっていま
す。さらに歯科健診も記載項目となっ
ています。必ずしも法定健診に入って
いるすべての項目ではありませんが、

ほぼ網羅されています。その目的は、
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が中心になっていますが、新しい、例
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時代、時代に沿って、行政がチェック
したい項目がここに記載されてくると
思います。
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　　　（安衛則第13条第１項第２号）
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４　土石、獣毛のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
５　異常気圧化における業務
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８　ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
９　坑内における業務
10　深夜業を含む業務
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14　その他厚生労働大臣が定める業務
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ですけれども、事業が違う中で、特殊
な検査を除いたものは同じように扱っ
ていくということでしょうか。
　及川　あくまでも職場全体としての
共通項目、質問のLDLコレステロール
などの脂質、貧血、肝臓、血糖、尿、
胸部エックス線、聴力、血圧、心電図、
これらは共通項目で、すべての労働者
に対して年１回は必ず実施しなければ
いけない。ただし、先ほど申し上げた
特定業務に入っている方に関しては、
半年に１回、同一項目で実施する。こ
れらの業務への配置替え時にも必要で
す。また特に有害業務の方には、特殊
健康診断として別な体系で健診を受け
ていただいて、それは別な報告書とし
て上げていただく、そういう格好にな
ると思います。
　池田　この質問の内容をうかがって、
先生のお話をうかがうと、新しく着任
された場合は前の産業医の先生とご相
談されて判定していくということです
ね。
　及川　全くそのとおりで、この辺は
あまり健診結果に前年と差異がありま

すと、その事業所に対する健康状況の
チェックが行政としても必要となりま
すので、できるだけ前任の先生ともコ
ンタクトを持っておかれたほうがいい
と思います。そして、健診実施機関と
のコンタクトは非常に大事だと思いま
す。ですから、健診を内部でやってい
る場合は別として、外部に健康診断を
委託している場合は、健診をされてい
る先生方との連絡体制をつくり、有所
見者の基準、健診の内容も含めまして、
ぜひそれは定期的なコンタクトを取り
ながら、統一感を持つのが良いと思い
ます。
　もう一つ、例えば複数の事業所であ
る場合、それに関して産業医の先生が
複数いらっしゃっても、そこも各先生
方の意見が食い違うと、会社の中でた
いへん困ります。そこは同一社内であ
れば、産業医の先生方のご意見は統一
し、基準を決めて、きちんと有所見率
ないしは医師の指示人数の社内的なガ
イドラインは決める。それは会社内部
としては必要だと思います。
　池田　ありがとうございました。

　山内　赤座先生、膀胱癌ですが、
我々にとっては比較的なじみの薄い癌
なのですが、頻度はどれぐらいのもの
でしょうか。
　赤座　日本では、10万人当たりだい
たい10人前後です。それは男性の場合
ですけれども、非常に興味深いことは、
女性の場合はその約３分の１で、男女
比がものすごく大きな癌です。もう一
つの特徴は、日本を含めて、アジアの
膀胱癌は欧米に比較しまして、頻度も
死亡率も約半分、そういう特徴があり
ます。
　先ほど頻度を言いましたけれども、
死亡率に関してもやはり男女比があり
ます。日本の死亡率を見ると、だいた
い10万人当たり３～４人前後です。女
性はその３分の１、欧米ではその倍と
いうのが特徴的でして、この傾向はこ

こ20～30年、ほとんど変わっていませ
ん。
　山内　泌尿器系の癌といいますと、
前立腺癌がおなじみですが、これに比
べて頻度的にはかなり差があるのでし
ょうか。
　赤座　前立腺癌は膀胱癌の２～３倍
多いので、頻度的にはずっと高いです。
ただ、死亡率ということになりますと、
前立腺癌の死亡率はけっこう低く、膀
胱癌の２倍弱程度となっています。
　山内　原因や誘因といったものはど
んなものが考えられているのでしょう
か。
　赤座　古くから、膀胱癌はすなわち
化学発癌であると。つまり、いろいろ
な化学物質が実験的にも臨床的にも確
認されている。日本でも有名だった職
業性膀胱癌というのは、特にアニリン

膀胱癌

東京大学先端科学技術研究センター教授
赤　座　英　之

（聞き手　山内俊一）

　膀胱癌（CIS）について、予後、治療、経過、BCGなどについてご教示くだ
さい。

＜兵庫県開業医＞
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ですけれども、事業が違う中で、特殊
な検査を除いたものは同じように扱っ
ていくということでしょうか。
　及川　あくまでも職場全体としての
共通項目、質問のLDLコレステロール
などの脂質、貧血、肝臓、血糖、尿、
胸部エックス線、聴力、血圧、心電図、
これらは共通項目で、すべての労働者
に対して年１回は必ず実施しなければ
いけない。ただし、先ほど申し上げた
特定業務に入っている方に関しては、
半年に１回、同一項目で実施する。こ
れらの業務への配置替え時にも必要で
す。また特に有害業務の方には、特殊
健康診断として別な体系で健診を受け
ていただいて、それは別な報告書とし
て上げていただく、そういう格好にな
ると思います。
　池田　この質問の内容をうかがって、
先生のお話をうかがうと、新しく着任
された場合は前の産業医の先生とご相
談されて判定していくということです
ね。
　及川　全くそのとおりで、この辺は
あまり健診結果に前年と差異がありま

すと、その事業所に対する健康状況の
チェックが行政としても必要となりま
すので、できるだけ前任の先生ともコ
ンタクトを持っておかれたほうがいい
と思います。そして、健診実施機関と
のコンタクトは非常に大事だと思いま
す。ですから、健診を内部でやってい
る場合は別として、外部に健康診断を
委託している場合は、健診をされてい
る先生方との連絡体制をつくり、有所
見者の基準、健診の内容も含めまして、
ぜひそれは定期的なコンタクトを取り
ながら、統一感を持つのが良いと思い
ます。
　もう一つ、例えば複数の事業所であ
る場合、それに関して産業医の先生が
複数いらっしゃっても、そこも各先生
方の意見が食い違うと、会社の中でた
いへん困ります。そこは同一社内であ
れば、産業医の先生方のご意見は統一
し、基準を決めて、きちんと有所見率
ないしは医師の指示人数の社内的なガ
イドラインは決める。それは会社内部
としては必要だと思います。
　池田　ありがとうございました。

　山内　赤座先生、膀胱癌ですが、
我々にとっては比較的なじみの薄い癌
なのですが、頻度はどれぐらいのもの
でしょうか。
　赤座　日本では、10万人当たりだい
たい10人前後です。それは男性の場合
ですけれども、非常に興味深いことは、
女性の場合はその約３分の１で、男女
比がものすごく大きな癌です。もう一
つの特徴は、日本を含めて、アジアの
膀胱癌は欧米に比較しまして、頻度も
死亡率も約半分、そういう特徴があり
ます。
　先ほど頻度を言いましたけれども、
死亡率に関してもやはり男女比があり
ます。日本の死亡率を見ると、だいた
い10万人当たり３～４人前後です。女
性はその３分の１、欧米ではその倍と
いうのが特徴的でして、この傾向はこ

こ20～30年、ほとんど変わっていませ
ん。
　山内　泌尿器系の癌といいますと、
前立腺癌がおなじみですが、これに比
べて頻度的にはかなり差があるのでし
ょうか。
　赤座　前立腺癌は膀胱癌の２～３倍
多いので、頻度的にはずっと高いです。
ただ、死亡率ということになりますと、
前立腺癌の死亡率はけっこう低く、膀
胱癌の２倍弱程度となっています。
　山内　原因や誘因といったものはど
んなものが考えられているのでしょう
か。
　赤座　古くから、膀胱癌はすなわち
化学発癌であると。つまり、いろいろ
な化学物質が実験的にも臨床的にも確
認されている。日本でも有名だった職
業性膀胱癌というのは、特にアニリン
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色素など染料系、それから自動車の排
気ガス、こういった化学物質と膀胱癌
の関係は明らかになっています。ただ、
最近はそういうものは全部コントロー
ルされていますので、今一番考えられ
るというか、指摘されている化学物質
としてはたばこです。
　山内　おなじみのいろいろな悪いこ
とをする危険因子ですね。ホルモン系
も関与するのでしょうか。
　赤座　非常に特徴的なのは、繰り返
しますけれども、男性の膀胱癌が女性
に比べて非常に高いというところから、
基礎的研究、発癌実験を何本か、世界
中でやっていますけれども、アンドロ
ジェン、つまり男性ホルモンの関与が
膀胱癌の男性における頻度の高さに関
係するというデータが二、三、出てい
ます。
　山内　発見されるきっかけとなるの
は血尿とか、そういうことでしょうか。
　赤座　まず血尿です。大半が血尿で
す。それも、無症候性肉眼的血尿とい
いまして、痛みがなくて、突然真っ赤
な尿が出る。これが特徴です。
　山内　スクリーニングは当然画像検
査ということになるのでしょうか。
　赤座　我々泌尿器科で、画像で例え
ば１㎝の膀胱腫瘍を見つけるのはけっ
こうたいへんなものなのですが、肉眼
的血尿、男性、30歳以降の成人、その
三つの条件がそろうと、まず膀胱鏡を
考えます。内視鏡で見つけます。そう

すると、数ミリの癌まで見つかります。
　山内　ついでにほかのものも見られ
ますね。さて、質問ですが、この癌の
予後ですが、癌にもいろいろと亜型が
あるかと思われます。この質問はCIS
となっていますが、このあたりを含め
て。
　赤座　まず膀胱癌の治療選択とも非
常に深く関与する因子がありまして、
予後規定因子といいまして、それはも
ちろん癌ですから、細胞の異型性、異
型度もありますけれども、膀胱癌の場
合には、特に我々は癌の膀胱壁への浸
潤の度合いを問題にします。つまり、
膀胱の筋層に浸潤しているか、浸潤し
ていないかで予後がものすごく違うし、
治療法も違うのです。
　つまり、浸潤癌は膀胱を残すわけに
いかないので、まず原則的に膀胱全摘
ということになります。そうすると、
患者さんのQOLは非常に落ちます。尿
路変更しなければいけない。したがっ
て、古くから、膀胱癌はなるべく膀胱
を温存したいという方向で検討されて
きまして、少なくとも筋層に浸潤して
いないような、TNM分類、専門的にい
うと、TISとかTAとかT１とかいいま
すけれども、そういう場合には内視鏡
でまず腫瘍を切除します。それで膀胱
を残す。
　ただし、この場合の大きい問題は、
結局、膀胱を残したあとに、同じよう
に、例えば１年で30％とか50％とかの

割合で膀胱の中に再発するのです。そ
れが問題でして、また同じように筋層
非浸潤癌で再発するのならいいのだけ
れども、今度は10％ずつぐらい浸潤癌
になってくるというので、TURといい
ますが、内視鏡で手術したあとの再発
をいかに抑えるか、これに臨床的な努
力が非常に古くから重ねられてきてい
ます。
　山内　まず手術の選択ですが、筋層
までいくと全摘ということですか。
　赤座　一義的にいうとそうなのです
けれども、実は私が筑波大学にいたと
きは、それでもあまりにも問題だと。
つまり、膀胱癌は、先ほど言いました
内視鏡で見ると、非常に小さいうちか
ら発見されますので、例えば３㎝程度
の膀胱癌で筋層に浸潤している。それ
は全摘をすれば非常に予後はいいので
すけれども、患者さんはたいへんです。
ですので、そういう場合には内視鏡で
できるだけ削って、放射線とか、ある
いは化学療法を使って、膀胱を温存す
るという治療法を私たち筑波大学研究
チームでは開発してきました。世界で
もそういう研究が続けられていまして、
ある特殊な、特定の大きさを持った膀
胱癌では膀胱を残すということも今可
能になってきています。
　山内　それは朗報ですね。質問に戻
りますと、CISですが、これをもう少
し詳しくご説明いただけますか。
　赤座　これは筋層非浸潤癌の一種で

すけれども、普通のTA、T１というよ
うに、キノコ状に膀胱の腔内に飛び出
すタイプとは違って、膀胱の上皮その
ものに横に這っていくのです。よく上
皮内癌といいますけれども。しかも、
その上皮内癌は細胞の異型性が非常に
高い場合が多くて、ほうっておくと、
どんどん浸潤癌になる、あるいは転移
を起こすということで、扱い方を誤る
と非常に怖いタイプの癌です。
　山内　むしろ、たちが悪い。
　赤座　たちが悪いですね。一見する
と、内視鏡ではなかなか見つけにくい
ということがあるので、専門家が見て
怪しいと思ったら、そこを生検するか、
一般的な診断法としては尿の細胞診を
行います。尿の細胞診で上皮細胞を見
る。そこに異型性があるかどうかとい
うことが大きな決め手になります。
　山内　そうすると、基本的には温存
処置でよろしいのでしょうか。
　赤座　そうですね。とりあえず１回
目、ファーストチョイスの治療として
は、上皮内癌に対しては、現在では
BCGです。BCGの膀胱内注入療法、こ
れがゴールドスタンダードです。
　山内　BCGですか。これは何か理論
的な背景があるのでしょうか。
　赤座　結局、膀胱癌の膀胱腔内再発
予防には何かしなければいけない。つ
まり、手術した段階で癌細胞が残って
いるということが原則なので、それに
対して今までは抗癌剤の膀胱内注入療
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法が行われていたのです。ある程度再
発のリスクを半分ぐらいまで下げるの
ですけれども、その効果の持続があま
りなかったということで、古くから研
究されまして、ひょんなところからア
メリカで第１報が発表されたのが今か
ら20年以上前ですけれども、それから
BCGが途端に世界中で使われるように
なりました。生きたBCGです。
　メカニズムは、おそらく腫瘍免疫だ
ろうということで、今までわかってい
ることは、例えばBCGを注入すること
によって、BCGそのものが、これは生
きていなければいけないのですが、癌
細胞の中に入る。癌細胞の中に能動的
に入って、そして癌細胞の中でそれが
分解されて、抗原提示する。癌細胞自
身がある種のBCGの抗原を持った抗原
提示細胞になる。それに対して免疫細
胞が攻撃するというメカニズムまでは
だいたいわかってきています。
　山内　治療成績はいかがなのでしょ
うか。
　赤座　まずTIS、CISに限っていいま
すと、もし何もしなかったら再発率が
１～２年で50％から、時には90％とい
うデータもあります。BCGの膀胱内注
入療法をしますと、１年の再発率はお
そらく10％程度に減らすことができま
す。ただ、それが３年、５年もつかと

いうところが問題点です。
　したがって、BCGも、もう少し詳し
く話しますと、インダクション、導入
療法というものがあって、週に１回、
患者さんに注入するのです。それを 
５～８回ぐらい。データによると、そ
のくらい注入すると非常に効果がある。
それは導入療法といいます。その効果
はだいたい２～３年持続する。しかし、
その後はまた持続しなくなるので、ブ
ースをかける。つまり、維持療法とい
う方法です。
　今一番いわれている維持療法が、導
入療法が終わった３カ月後から、３カ
月に一遍、３回ぐらいの膀胱内注入療
法をする。それを２～３年続けるとい
う方法が一般的になっています。そう
すると、再発も抑制できるし、当然再
発が抑制されるから筋層に浸潤すると
いう進行も抑制されます。それが今の
スタンダードです。
　山内　そういう意味では、かなり有
望な治療法になっているわけですね。
　赤座　そうですね。ただ、欠点もあ
りまして、人によっては非常に強い膀
胱刺激症状を示して、血尿とか、時に
は発熱とか関節炎といった全身症状も
現れます。ですから、使い方には非常
に慎重な注意が必要だと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　田中先生、大人の場合には健
診で貧血を指摘されて精査というパタ
ーンがありますけれども、そもそも子
どもの場合に、貧血で受診するという
子どもさんはあまりいないような気が
するのですけれども、どうなのでしょ
う。
　田中　そうですね。そのとおりだと
思います。私どもが一般的な外来をや
っていると、貧血そのものを主訴とし
て外来を受診する子どもさんはまあい
ないと言っていいかと思います。ある
とすれば、最近特にアレルギー性疾患
などで、「アレルギーの検査をしてく
ださい」というお母さんが非常に多い
のですが、その検査の中で、たまたま
ヘモグロビン値がわかって、「貧血だ」
というようなことが時々あるかと思い

ます。
　池脇　そうすると、ほかのことで採
血したときに貧血だと。子どもの場合、
ヘモグロビン値がどの程度以下で貧血
と考えるのでしょうか。
　田中　子どもといいましても、赤ち
ゃんから中学生までとしますと、正常
値に幅がありますので、必ずしも大人
のように「ヘモグロビン値が12だから
貧血っぽいね」とは言えないですね。
２～３歳ぐらいですと、12でも全く正
常ですので、年齢別の検査データを見
ていただければすぐわかっていただけ
ると思います（表）。時々、内科の先
生でヘモグロビンが12ぐらいの２～３
歳の子に、貧血だということで鉄剤を
処方していることが実際にあったりし
て、鉄過剰症の危険がむしろあります

子どもの貧血

埼玉医科大学国際医療センター小児腫瘍科准教授
田　中　竜　平

（聞き手　池脇克則）

　最近子どもの貧血が話題となっていますが、子どもの貧血にはどんな種類の
ものがあるか、またどんな治療がなされているか、最近の治療などについてご
教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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ので、その辺は年齢別の正常値という
ものに注意を払っていただきたいと思
います。
　池脇　今先生がおっしゃった２～３
歳の子と、あとイメージとしては中学
生ぐらい、特に女子学生は貧血の症状
というのでしょうか、立ちくらみが主
訴で必ずしも貧血なのかどうかと思う
ことがあるのですけれども、そういっ
た患者さんを診られることは多いので
しょうか。
　田中　貧血と一般の方がおっしゃる
と、いわゆる起立性の調節障害、要す
るに立ちくらみの一種といっていいか
と思いますけれども、それを訴えて来
院される母親と娘さんという組み合わ
せはけっこうあります。朝礼の時間に
倒れてしまうとか、そういうことが昔
からあったと思います。それを貧血と
おっしゃる方がいますけれども、それ
は真の意味の、医学的な意味での貧血
ではないですね。調節障害ですから。
　池脇　では逆に、真の貧血は何なの
かということになりますが。
　田中　真の貧血は、まさに赤血球が
足りない、ヘモグロビン値が低いとい
うことで定義されます。脳に行く血流
が少なくなって一過性の虚血発作のよ
うにふらっとするということとは意味
が違います。
　池脇　結果的に赤血球が足りないと
いっても、いろいろな機序でそういう
病態を起こすわけですけれども。

　田中　これは大人でも子どもでも同
じですけれども、赤血球が慢性的に喪
失する。大人ですと、痔などが代表的
なものですけれども、子どもさんの場
合でも、特に思春期のお嬢さんなどで
すと、月経出血での喪失というのは非
常に大きくなってきます。ほかには、
例えば小さいお子さんであれば、メッ
ケル憩室からの喪失などもよく見逃さ
れるものの一つです。
　それから、赤血球の破壊が亢進して
いる状態ということもあります。例え
ば、脾機能亢進症などが大人では代表
的だと思いますけれども、パルボウイ
ルスB19（リンゴ病）に感染した赤血
球膜異常症、代表的なものでは遺伝性
球状赤血球症などがあります。そうい
うものがありますと、いきなりaplastic 
crisisと申しますか、ヘモグロビンが
２とか３とかになって、心不全の状態
で来るようなお子さんも時々拝見しま
す。
　それから造血異常です。これは骨髄
異形成症候群ですとか、白血病なども
その中に入ってくるかと思いますけれ
ども、造血の場の異常、あるいは造血
幹細胞から赤芽球、赤血球への分化の
異常というものも含まれてくるかと思
います。
　池脇　先生が言われた、女子学生で
生理による赤血球の喪失による貧血と
いうふうに、年齢あるいは月齢によっ
て、貧血にも特徴があるのでしょうか。
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２とか３とかになって、心不全の状態
で来るようなお子さんも時々拝見しま
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　それから造血異常です。これは骨髄
異形成症候群ですとか、白血病なども
その中に入ってくるかと思いますけれ
ども、造血の場の異常、あるいは造血
幹細胞から赤芽球、赤血球への分化の
異常というものも含まれてくるかと思
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　田中　小さいお子さんの場合は、正
常値そのものが、中学生、高校生と全
然違いますけれども、母乳で育ててい
らっしゃるか、ミルクで育てていらっ
しゃるかでも変わってきます。母乳の
ほうが吸収率がよいので、相対的に含
まれている鉄の量は母乳のほうが少な
いのですけれども、吸収は人口乳に比
べ母乳のほうが圧倒的によいとされて
いるのです。しかし、これはお母さん
の食生活も影響しているので、必ずし
もそうとは言えません。
　池脇　そうすると、貧血疑いの子ど
もさんが来られたとして、貧血の検査
をしていく。出てきた検査の結果をど
う解釈していくかというあたりに関し
てお聞きしたいのですけれども。
　田中　先ほど内科の先生がヘモグロ
ビン12だから鉄剤を処方していたとい
う話をしました。外注業者に検査を出
しますと、正常値より高いとか低いと
かいう印が結果の値の横についている
場合が多いと思うのですけれども、こ
の印はあくまで成人の正常値を基準に
しています。２歳だからとか、10歳だ
からとかいう、年齢を考慮した小児用
の正常値にはなっておりません。これ
で判断してしまうと、かなりの部分が
貧血になってしまうということがあり
ます。年齢別の正常値をぜひ注意して
いただきたいと思います。
　池脇　そういう数値等々を見て、最
終的にどういう貧血かということにな

りますが、実態としてはどういう貧血
が一番多いのでしょうか。
　田中　圧倒的に鉄欠乏性貧血と言っ
ていいと思います。
　池脇　何回も触れるようですけれど
も、女子学生で生理出血の鉄欠乏以外
の、例えば男の子どもさんでも、やは
り頻度的には鉄欠乏が多いということ
ですね。
　田中　圧倒的に多いです。昔といい
ますか、社会が、こんなふうでなかっ
たころには、男の子で鉄欠乏性貧血に
なるのは、非常に背が伸びるとき、体
が大きくなるとき、体じゅうの鉄需要
が増えるときに相対的に鉄欠乏性貧血
になるということはよくあったのです
けれども、最近では両親が共働きで、
お母さんもごはんをつくらないという
状況がままあります。外食弁当を与え
られているだけのようなお子さんがお
られますので、そういうところから摂
取できる鉄分というのは非常に少なく
なってしまいます。そういったジャン
クフードとか、あるいは極端な偏食を
そのまま容認してしまう現在の風潮、
そういったものが鉄欠乏をもたらして
いるのではないかと思います。
　池脇　これは反省しないといけない
ところですね。貧血が、貧血だけにと
どまらずに、神経の発達障害ですとか、
そういった影響も指摘されていると聞
いていますけれども。
　田中　鉄分、赤血球に入っているヘ

モグロビンの役目は、まさに酸素を運
ぶということでありまして、酸素は全
身の、すべての細胞の生存に必須なも
のであります。特に小児では、脳の中
枢神経が発達していく途上にあります
ので、そのときに脳が慢性的に貧血の
状態、すなわち酸素不足の状態に陥る
と、脳の発達が明らかに遅れます。こ
れは実際に私、臨床でも経験しますし、
報告例も多くあります。
　実際に貧血のお子さんに、これはあ
る宗教的な問題で食生活が偏っていた
方だったと記憶していますが、インク
レミンのシロップを出したら、途端に
発達のキャッチアップが起こってきて、
よくなったという例を経験したことも
あります。これは早く対処しないと回
復しませんので、小さいうちの極端な
貧血というのは非常に将来に障害を残
します。
　池脇　冒頭から、大部分が鉄欠乏性
というふうにおっしゃいましたが、ま
れかもしれませんけれども、そうでは
ないパターンの中に何か重大な血液疾
患が潜んでいる可能性にも気をつけな
ければいけないのでしょうか。
　田中　一般の開業の先生に、そうい

う極端な状況のままで行くことがそん
なにあるかどうかわかりませんが、例
えば極端な例を申し上げますと、ちょ
っと奇異な顔貌でありますとか、四肢
（手足）の発生異常、間葉系の発生異
常で、例えば指が多指症であるとか、
合指症などや、血液も間葉系由来のも
ので、間葉系発生異常と合併した貧血
の中には、そういう遺伝的な血液疾患
が含まれていることがあります。そう
いうものには注意していただきたいと
思います。
　鉄欠乏であれば、小球性貧血なので
すが、MCV、赤血球の容積が100を超
えるようなものがまれにあります。そ
ういうものを見たら、私ども、子ども
の血液を見ている人間としては、MDS
（骨髄異形成症候群）であるとか、再
生不良性貧血というものをまず鑑別に
挙げていくと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

出典
NATHAN AND OSKI’S HEMATOLOGY 
OF INFANCY AND CHILDHOOD, 7TH 
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の食生活も影響しているので、必ずし
もそうとは言えません。
　池脇　そうすると、貧血疑いの子ど
もさんが来られたとして、貧血の検査
をしていく。出てきた検査の結果をど
う解釈していくかというあたりに関し
てお聞きしたいのですけれども。
　田中　先ほど内科の先生がヘモグロ
ビン12だから鉄剤を処方していたとい
う話をしました。外注業者に検査を出
しますと、正常値より高いとか低いと
かいう印が結果の値の横についている
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の印はあくまで成人の正常値を基準に
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からとかいう、年齢を考慮した小児用
の正常値にはなっておりません。これ
で判断してしまうと、かなりの部分が
貧血になってしまうということがあり
ます。年齢別の正常値をぜひ注意して
いただきたいと思います。
　池脇　そういう数値等々を見て、最
終的にどういう貧血かということにな

りますが、実態としてはどういう貧血
が一番多いのでしょうか。
　田中　圧倒的に鉄欠乏性貧血と言っ
ていいと思います。
　池脇　何回も触れるようですけれど
も、女子学生で生理出血の鉄欠乏以外
の、例えば男の子どもさんでも、やは
り頻度的には鉄欠乏が多いということ
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ますか、社会が、こんなふうでなかっ
たころには、男の子で鉄欠乏性貧血に
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が大きくなるとき、体じゅうの鉄需要
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けれども、最近では両親が共働きで、
お母さんもごはんをつくらないという
状況がままあります。外食弁当を与え
られているだけのようなお子さんがお
られますので、そういうところから摂
取できる鉄分というのは非常に少なく
なってしまいます。そういったジャン
クフードとか、あるいは極端な偏食を
そのまま容認してしまう現在の風潮、
そういったものが鉄欠乏をもたらして
いるのではないかと思います。
　池脇　これは反省しないといけない
ところですね。貧血が、貧血だけにと
どまらずに、神経の発達障害ですとか、
そういった影響も指摘されていると聞
いていますけれども。
　田中　鉄分、赤血球に入っているヘ

モグロビンの役目は、まさに酸素を運
ぶということでありまして、酸素は全
身の、すべての細胞の生存に必須なも
のであります。特に小児では、脳の中
枢神経が発達していく途上にあります
ので、そのときに脳が慢性的に貧血の
状態、すなわち酸素不足の状態に陥る
と、脳の発達が明らかに遅れます。こ
れは実際に私、臨床でも経験しますし、
報告例も多くあります。
　実際に貧血のお子さんに、これはあ
る宗教的な問題で食生活が偏っていた
方だったと記憶していますが、インク
レミンのシロップを出したら、途端に
発達のキャッチアップが起こってきて、
よくなったという例を経験したことも
あります。これは早く対処しないと回
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します。
　池脇　冒頭から、大部分が鉄欠乏性
というふうにおっしゃいましたが、ま
れかもしれませんけれども、そうでは
ないパターンの中に何か重大な血液疾
患が潜んでいる可能性にも気をつけな
ければいけないのでしょうか。
　田中　一般の開業の先生に、そうい

う極端な状況のままで行くことがそん
なにあるかどうかわかりませんが、例
えば極端な例を申し上げますと、ちょ
っと奇異な顔貌でありますとか、四肢
（手足）の発生異常、間葉系の発生異
常で、例えば指が多指症であるとか、
合指症などや、血液も間葉系由来のも
ので、間葉系発生異常と合併した貧血
の中には、そういう遺伝的な血液疾患
が含まれていることがあります。そう
いうものには注意していただきたいと
思います。
　鉄欠乏であれば、小球性貧血なので
すが、MCV、赤血球の容積が100を超
えるようなものがまれにあります。そ
ういうものを見たら、私ども、子ども
の血液を見ている人間としては、MDS
（骨髄異形成症候群）であるとか、再
生不良性貧血というものをまず鑑別に
挙げていくと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　小林先生、まず最初に、湿疹
性の外耳疾患としてどういうものがあ
って、その原因はどのようなものが考
えられるか、おうかがいしたいと思い
ます。
　小林　質問には湿疹性の外耳疾患と
書かれていますけれども、湿疹かどう
かというのはこの質問だけではわから
ないのですが、まず外耳の病気に関し
ては、痛みがあるものとないもので大
きく分けられると思います。痛みがあ
るとすると、それが限局した痛みなの
か、耳全体なのか、そのほか痛みがな
くて、湿疹でかゆみがあるのか、少し
耳だれが出るのかなどいろいろな症状
が考えられます。
　痛みがある疾患で一番多いのがびま
ん性の外耳道炎で、耳の入り口から全
体が少し赤くなっていたり、場合によ

っては耳だれが出たりします。痛みが
特に限局している場合は、限局性の外
耳道炎、いわゆるせつ、耳せつという
病気があります。
　耳は、外側の部分が軟骨部外耳道で、
奥の鼓膜に近いところは骨部外耳道と
いいます。耳あかの出る腺とか皮脂腺
は軟骨部の外側の外耳道にあります。
多くの外耳道炎は軟骨部の周辺から骨
部にかけて炎症があります。外耳道炎
に湿疹が伴ったものも多くみられます。
　池田　治療法について質問があるの
ですけれども、びまん性、限局性とい
ったものに対して、それぞれどのよう
な治療が行われるのですか。
　小林　限局性の外耳道炎は毛囊の感
染で、ブドウ球菌が多いので、明らか
に膿瘍で腫れているような場合は、そ
この部分を穿刺したり、小さく切開す

ることがあります。その後、抗菌薬が
入った軟膏を塗布します。痛みが強け
れば痛み止めを、またブドウ球菌が多
いですから、ブドウ球菌に感受性のあ
る抗菌薬を出すこともあります。
　びまん性の外耳道炎ですと、軟骨部
から骨部の外耳道全体が腫れていたり、
耳だれが出ていることがあります。耳
だれがあれば、菌の検査をして、それ
に合った抗菌薬の点耳薬とか軟膏を使
うことが多いです。
　池田　一般の湿疹がある場合はどう
いうような治療をされるのでしょうか。
　小林　外耳炎もそうですけれど、湿
疹がある方は、かゆみがあって、耳を
さわることが非常に多いです。耳かき
の習慣がある方が非常に多いです。必
要以上に耳かきをされています。日本
人はすごく耳かきが好きな方が多く、
耳かきをやめていただくことが第一で
す。
　そのほか、時々見られるのが耳栓に
よる湿疹（かぶれ）です。補聴器の耳
栓にかぶれる、イヤホンなどの耳栓に
かぶれるという方もいらっしゃいます。
原因があるかどうかをよくお聞きして、
耳栓にかぶれるようであれば、例えば
補聴器の耳栓ですと、アクリル系の樹
脂ですとかぶれやすいといわれていま
すので、シリコンにかえていただくと
か、素材をかえることも治療の一つで
す。
　その後に耳掃除をやめてもらいます。

治療はステロイドの入った軟膏の局所
塗布をしています。
　池田　耳の湿疹で、脂漏性湿疹があ
りまして、皮膚科領域ですと、けっこ
う抗真菌薬の外用をされているのです
けれども、耳鼻科的にはよくやられる
のでしょうか。
　小林　先ほどお話しした補聴器を常
時つけていらっしゃる方、お仕事で耳
栓をされる方、あと慢性中耳炎があっ
て、鼓膜に穴があって、少し分泌物が
外耳道にあるような方というのは真菌
感染を起こすことがあり、外耳道真菌
症と私たちは言っています。診察をし
て、外耳道に真菌塊が見えるような場
合は抗真菌薬の軟膏とかクリームを使
うことがあります。
　池田　中耳炎があって、耳だれが続
いていて、また二次感染のような状態
ということですね。
　小林　そうですね。
　池田　質問ですと、非常に難治で困
ることがあるというふうにあるのです
けれども、難治性である耳の外耳道疾
患、これについてはどのような推測を
されますか。
　小林　おそらく過度にご自分の耳を
さわるのだと思います。湿疹の方はと
てもかゆみが強くて、どうしても気に
なってしまって、さわってしまう。さ
わってしまうと、軟骨部外耳道に軽い
感染を起こす。感染を起こして、そこ
に分泌物が出て、痂皮がついたりする

湿疹性外耳疾患

昭和大学耳鼻咽喉科准教授
小　林　一　女

（聞き手　池田志斈）

　湿疹性の外耳疾患にはどのような疾患があるのでしょうか。非常に難治性で、
困ることがあります。疾患の種類、治療法、注意点などご教示ください。
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ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013） （275）  3534 （274） ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013）

1304本文.indd   34-35 13/03/15   14:17



　池田　小林先生、まず最初に、湿疹
性の外耳疾患としてどういうものがあ
って、その原因はどのようなものが考
えられるか、おうかがいしたいと思い
ます。
　小林　質問には湿疹性の外耳疾患と
書かれていますけれども、湿疹かどう
かというのはこの質問だけではわから
ないのですが、まず外耳の病気に関し
ては、痛みがあるものとないもので大
きく分けられると思います。痛みがあ
るとすると、それが限局した痛みなの
か、耳全体なのか、そのほか痛みがな
くて、湿疹でかゆみがあるのか、少し
耳だれが出るのかなどいろいろな症状
が考えられます。
　痛みがある疾患で一番多いのがびま
ん性の外耳道炎で、耳の入り口から全
体が少し赤くなっていたり、場合によ

っては耳だれが出たりします。痛みが
特に限局している場合は、限局性の外
耳道炎、いわゆるせつ、耳せつという
病気があります。
　耳は、外側の部分が軟骨部外耳道で、
奥の鼓膜に近いところは骨部外耳道と
いいます。耳あかの出る腺とか皮脂腺
は軟骨部の外側の外耳道にあります。
多くの外耳道炎は軟骨部の周辺から骨
部にかけて炎症があります。外耳道炎
に湿疹が伴ったものも多くみられます。
　池田　治療法について質問があるの
ですけれども、びまん性、限局性とい
ったものに対して、それぞれどのよう
な治療が行われるのですか。
　小林　限局性の外耳道炎は毛囊の感
染で、ブドウ球菌が多いので、明らか
に膿瘍で腫れているような場合は、そ
この部分を穿刺したり、小さく切開す

ることがあります。その後、抗菌薬が
入った軟膏を塗布します。痛みが強け
れば痛み止めを、またブドウ球菌が多
いですから、ブドウ球菌に感受性のあ
る抗菌薬を出すこともあります。
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けれども、難治性である耳の外耳道疾
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てもかゆみが強くて、どうしても気に
なってしまって、さわってしまう。さ
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と、またそれが気になって、いじって
取っているという方が多いです。
　他に真菌と一般細菌の混合感染があ
るのではないかと思います。
　池田　先ほどかゆみがあるというこ
とと、それから機械的刺激として耳か
きとかをやられる。綿棒とかですね。
そういう場合に、かゆみを止めるとい
うことで、いわゆる抗アレルギー剤で
すか、そういうものはよく使われるの
でしょうか。
　小林　どうしても局所の軟膏だけで
はかゆくてだめだとか、あと寝ている
間に無意識にかいてしまっている方が
いますので、そういう場合には抗ヒス
タミン薬を出すこともありますけれど
も、あまり効果はないようです。
　池田　難治性の外耳道のかゆみに関
して、そのほかに使われるお薬はあり
ますか。
　小林　かゆみに対して特別というの
はないのですけれども、ブロー液とい
う酢酸アルミニウムの液があります。
難治性の緑膿菌の感染とか、MRSAの
感染のときに効くといわれています。
　池田　そのブロー液というのはよく
処方されるものですか。
　小林　一般的に売っているものでは
なくて、病院で処方してつくらなくて
はいけないので、ちょっと面倒です。
一般には手には入らないと思います。
　池田　そういう意味で、耳鼻科の専
門医の方しか処方できないということ

ですね。
　小林　そうですね。病院で製剤とし
てつくらなければいけないものです。
緑膿菌とかMRSAでひどい場合は、ブ
ロー液の使用も一つの選択肢と思いま
す。
　池田　診断方法がなかなか難しいと
思うのですけれども、非常に疾患も多
いわけですし、それから二次感染で細
菌、真菌、それプラス、それぞれの混
合といいますか、オーバーラップみた
いなものがあると思いますけれども、
そのためには一般の開業の先生がどの
くらい治療をして、どのような場合、
専門の先生へのご紹介が考えられるの
でしょうか。
　小林　症状をよく詳しく聞いていた
だいて、機械的な刺激がないかどうか、
中耳炎の既往がないかなどを確認して
いただきます。機械的な刺激があれば、
やめていただくことが一番ですし、慢
性中耳炎があって、その分泌物で難治
性であれば、それは専門医の先生に診
ていただいて、中耳炎の治療をしなけ
ればいけないと思います。
　それから、もし可能であれば菌検査
をやっていただいて、混合感染、真菌
と一般細菌の感染があるかどうかを調
べてください。そのうえで局所処置を
できるだけやっていただいて、それで
も耳だれが止まらない、かゆみなどの
症状が取れないようであれば、専門医
に紹介していただければいいと思いま

す。
　耳かきを一生懸命やっていて外耳道
炎を頻回になさる方は、耳の穴がだん
だん狭くなってきます。ひどいときは
綿棒が入らないぐらい狭くなっている
方もいます。綿棒の入りが左右の耳で
違うとか、片側の耳の穴が狭いなどの
所見があれば、専門医へ送っていただ
いたほうがいいと思います。
　池田　いわゆる外耳道の皮膚のリモ
デリングということですね。
　小林　そうですね。
　池田　それは恐ろしい状態ですね。
　小林　そういう方が時々いらっしゃ
います。
　池田　そういう方は、例えば綿棒が
入らなくなると、さらに細いものとか。
　小林　そうですね。そういう方はご
自分でわかっていらして、悪いほうの
耳は綿棒が最近入らなくなってきたな
ど自覚されています。
　池田　それでも、かゆみが強いので。
　小林　そうですね。綿棒などで刺激
をしています。
　池田　かさぶたみたいなものがある
ので、やってしまう。
　小林　綿棒で取ってしまうようです。
　池田　その場合は、なかなかかゆみ
の調節、コントロールというのは難し
いですね。
　小林　すごく難しいです。私のほう
が先生に教えていただきたいくらいで
す。抗ヒスタミン薬とかステロイドの

お薬を使ってもよくならない方が多く
おられます。
　池田　かゆみに関しては、最近いろ
いろ研究されているのですけれども、
非常に複雑で、おそらく20種類以上の
分子が関係してかゆみがありますので、
それぞれの病態でも違いますし、それ
ぞれの患者さんでも違うのではないか
と思います。
　小林　そうですね。
　池田　近年では漢方薬を使ったりも
しているのですけれども。
　小林　漢方薬は何を使っていますか。
　池田　アトピー性皮膚炎では抑肝散
です。これも論文にしているのですけ
れども。
　小林　読ませていただきます。
　池田　マウスではものすごく効きま
して、今、ヒトでレトロスペクティブ
にやって、まあいいかなということで、
クロスオーバー試験を予定しています。
　小林　湿疹でも、外耳炎でも、何の
かゆみでも効くのでしょうか。
　池田　その辺はわからないのです。
今はアトピー性皮膚炎だけやっている
のですけれども。かゆみはすごく複雑
なのですね。
　小林　そうですよね。
　池田　我々が予想していたよりもか
ゆみ関連分子が多すぎます。従来の、
例えばうつ病とかにSSRIを使っていま
すけれども、そういった神経伝達の物
質と同じような経路もかゆみは使った
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と、またそれが気になって、いじって
取っているという方が多いです。
　他に真菌と一般細菌の混合感染があ
るのではないかと思います。
　池田　先ほどかゆみがあるというこ
とと、それから機械的刺激として耳か
きとかをやられる。綿棒とかですね。
そういう場合に、かゆみを止めるとい
うことで、いわゆる抗アレルギー剤で
すか、そういうものはよく使われるの
でしょうか。
　小林　どうしても局所の軟膏だけで
はかゆくてだめだとか、あと寝ている
間に無意識にかいてしまっている方が
いますので、そういう場合には抗ヒス
タミン薬を出すこともありますけれど
も、あまり効果はないようです。
　池田　難治性の外耳道のかゆみに関
して、そのほかに使われるお薬はあり
ますか。
　小林　かゆみに対して特別というの
はないのですけれども、ブロー液とい
う酢酸アルミニウムの液があります。
難治性の緑膿菌の感染とか、MRSAの
感染のときに効くといわれています。
　池田　そのブロー液というのはよく
処方されるものですか。
　小林　一般的に売っているものでは
なくて、病院で処方してつくらなくて
はいけないので、ちょっと面倒です。
一般には手には入らないと思います。
　池田　そういう意味で、耳鼻科の専
門医の方しか処方できないということ

ですね。
　小林　そうですね。病院で製剤とし
てつくらなければいけないものです。
緑膿菌とかMRSAでひどい場合は、ブ
ロー液の使用も一つの選択肢と思いま
す。
　池田　診断方法がなかなか難しいと
思うのですけれども、非常に疾患も多
いわけですし、それから二次感染で細
菌、真菌、それプラス、それぞれの混
合といいますか、オーバーラップみた
いなものがあると思いますけれども、
そのためには一般の開業の先生がどの
くらい治療をして、どのような場合、
専門の先生へのご紹介が考えられるの
でしょうか。
　小林　症状をよく詳しく聞いていた
だいて、機械的な刺激がないかどうか、
中耳炎の既往がないかなどを確認して
いただきます。機械的な刺激があれば、
やめていただくことが一番ですし、慢
性中耳炎があって、その分泌物で難治
性であれば、それは専門医の先生に診
ていただいて、中耳炎の治療をしなけ
ればいけないと思います。
　それから、もし可能であれば菌検査
をやっていただいて、混合感染、真菌
と一般細菌の感染があるかどうかを調
べてください。そのうえで局所処置を
できるだけやっていただいて、それで
も耳だれが止まらない、かゆみなどの
症状が取れないようであれば、専門医
に紹介していただければいいと思いま

す。
　耳かきを一生懸命やっていて外耳道
炎を頻回になさる方は、耳の穴がだん
だん狭くなってきます。ひどいときは
綿棒が入らないぐらい狭くなっている
方もいます。綿棒の入りが左右の耳で
違うとか、片側の耳の穴が狭いなどの
所見があれば、専門医へ送っていただ
いたほうがいいと思います。
　池田　いわゆる外耳道の皮膚のリモ
デリングということですね。
　小林　そうですね。
　池田　それは恐ろしい状態ですね。
　小林　そういう方が時々いらっしゃ
います。
　池田　そういう方は、例えば綿棒が
入らなくなると、さらに細いものとか。
　小林　そうですね。そういう方はご
自分でわかっていらして、悪いほうの
耳は綿棒が最近入らなくなってきたな
ど自覚されています。
　池田　それでも、かゆみが強いので。
　小林　そうですね。綿棒などで刺激
をしています。
　池田　かさぶたみたいなものがある
ので、やってしまう。
　小林　綿棒で取ってしまうようです。
　池田　その場合は、なかなかかゆみ
の調節、コントロールというのは難し
いですね。
　小林　すごく難しいです。私のほう
が先生に教えていただきたいくらいで
す。抗ヒスタミン薬とかステロイドの

お薬を使ってもよくならない方が多く
おられます。
　池田　かゆみに関しては、最近いろ
いろ研究されているのですけれども、
非常に複雑で、おそらく20種類以上の
分子が関係してかゆみがありますので、
それぞれの病態でも違いますし、それ
ぞれの患者さんでも違うのではないか
と思います。
　小林　そうですね。
　池田　近年では漢方薬を使ったりも
しているのですけれども。
　小林　漢方薬は何を使っていますか。
　池田　アトピー性皮膚炎では抑肝散
です。これも論文にしているのですけ
れども。
　小林　読ませていただきます。
　池田　マウスではものすごく効きま
して、今、ヒトでレトロスペクティブ
にやって、まあいいかなということで、
クロスオーバー試験を予定しています。
　小林　湿疹でも、外耳炎でも、何の
かゆみでも効くのでしょうか。
　池田　その辺はわからないのです。
今はアトピー性皮膚炎だけやっている
のですけれども。かゆみはすごく複雑
なのですね。
　小林　そうですよね。
　池田　我々が予想していたよりもか
ゆみ関連分子が多すぎます。従来の、
例えばうつ病とかにSSRIを使っていま
すけれども、そういった神経伝達の物
質と同じような経路もかゆみは使った
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りしているのです。一つの、例えばヒ
スタミンというレセプターを止めるだ
けでは、他にいろいろな分子の関与が
あり過ぎてかゆみは止まらないのです。
そういう意味では、従来の多機能のも

のとして、シクロスポリンとかステロ
イドを使ったり、漢方もいろいろな生
薬の混合なので、多分多機能薬として
使われるという意味です。
　ありがとうございました。

　齊藤　きょうは、脂質異常症の最新
情報シリーズの最初として、脂質異常
症のトピックス、最近の話題というこ
とで、中村先生にお話しいただきます。
　今回、ガイドラインが改訂されまし
たが、まず検査についてお話しくださ
い。
　中村　これはガイドラインにも新し
く載った指標ですけれども、non-HDL
コレステロール、これは総コレステロ
ールからHDLコレステロールを引いた
値を指しておりまして、これが動脈硬
化疾患予測のよい指標になるのではな
いかということが加えられてまいりま
した。
　といいますのは、今までLDLのコレ
ステロールが主犯として、これを減ら
すように、あるいはその前にこれを測
るようにといわれていましたが、測定
法のキットがばらばらでございまして、
標準化がなかなかできなくて、キット
によって同じサンプルを測ってもかな
り違うということがわかってきたのと、
主犯のLDLを測るのはいいのですが、

共犯のリポ蛋白があるのではないか。
それは、VLDLとかIDLとかといった
ものにあるコレステロールで共犯者と
して重要ではないかということがいわ
れてきたからでございます。
　事実、これは４年ほど前に欧米でい
われ始めていたのですけれども、日本
人ではよくわからない状況でありまし
たが、私どもがプラバスタチンを使っ
た一次予防試験でこれを見てみますと、
確かにLDLコレステロールを指標とす
るよりは、non-HDLコレステロールを
指標にしたほうが的確にわかる。しか
も、食事をしてきたあとでもこの指標
は正しく使えるということがわかって
きたものですから、ガイドラインにも
載ってきて、これがこれから一般化さ
れようとしているという段階です。
　齊藤　実際に実地医家の先生が使お
うと思った場合には、総コレステロー
ルとHDLコレステロールを検査して、
それを引けばよいと。
　中村　そうです。
　齊藤　ということは、ある意味、極

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

三越厚生事業団顧問
中　村　治　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

脂質異常症のトピックス
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りしているのです。一つの、例えばヒ
スタミンというレセプターを止めるだ
けでは、他にいろいろな分子の関与が
あり過ぎてかゆみは止まらないのです。
そういう意味では、従来の多機能のも

のとして、シクロスポリンとかステロ
イドを使ったり、漢方もいろいろな生
薬の混合なので、多分多機能薬として
使われるという意味です。
　ありがとうございました。

　齊藤　きょうは、脂質異常症の最新
情報シリーズの最初として、脂質異常
症のトピックス、最近の話題というこ
とで、中村先生にお話しいただきます。
　今回、ガイドラインが改訂されまし
たが、まず検査についてお話しくださ
い。
　中村　これはガイドラインにも新し
く載った指標ですけれども、non-HDL
コレステロール、これは総コレステロ
ールからHDLコレステロールを引いた
値を指しておりまして、これが動脈硬
化疾患予測のよい指標になるのではな
いかということが加えられてまいりま
した。
　といいますのは、今までLDLのコレ
ステロールが主犯として、これを減ら
すように、あるいはその前にこれを測
るようにといわれていましたが、測定
法のキットがばらばらでございまして、
標準化がなかなかできなくて、キット
によって同じサンプルを測ってもかな
り違うということがわかってきたのと、
主犯のLDLを測るのはいいのですが、

共犯のリポ蛋白があるのではないか。
それは、VLDLとかIDLとかといった
ものにあるコレステロールで共犯者と
して重要ではないかということがいわ
れてきたからでございます。
　事実、これは４年ほど前に欧米でい
われ始めていたのですけれども、日本
人ではよくわからない状況でありまし
たが、私どもがプラバスタチンを使っ
た一次予防試験でこれを見てみますと、
確かにLDLコレステロールを指標とす
るよりは、non-HDLコレステロールを
指標にしたほうが的確にわかる。しか
も、食事をしてきたあとでもこの指標
は正しく使えるということがわかって
きたものですから、ガイドラインにも
載ってきて、これがこれから一般化さ
れようとしているという段階です。
　齊藤　実際に実地医家の先生が使お
うと思った場合には、総コレステロー
ルとHDLコレステロールを検査して、
それを引けばよいと。
　中村　そうです。
　齊藤　ということは、ある意味、極

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

三越厚生事業団顧問
中　村　治　雄

（聞き手　齊藤郁夫）

脂質異常症のトピックス
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めて簡単ということですね。
　中村　そうです。しかも、現在のと
ころ、総コレステロールもHDLコレス
テロールも極めて正確にわかりますの
で、正確性、特異性でいってもかなり
見劣りはしないのではないかというこ
とで、アメリカではかなり使われ始め、
日本人でもこの値が170㎎/㎗を超える
と虚血性の心臓病のリスクが高いとい
うことが考えられております。
　齊藤　non-HDLの話題が出ましたけ
れども、今回、いわゆるリスク区分等
も行われていますけれども、その場合
にもまだLDLが中心ですか。
　中村　一応主犯格はどうしてもない
がしろにはできない。ただ、やはり共
犯者も加えたほうがいいのではないか
ということです。
　齊藤　そうすると、その両方を見な
がら考えていくということが今後の方
向性なのでしょうか。
　中村　いずれはnon-HDLコレステロ
ールだけで十分ではないかと考えられ
ています。
　齊藤　現在は過渡期としてそういう
状況が起こっていると。
　中村　はい。
　齊藤　食事は、朝食べたあとの採血
でも大丈夫ということですか。
　中村　そうです。コレステロール測
定ですから、かなり正確に測れます。
　齊藤　食事で中性脂肪値が動くので、
その場合にLDLコレステロールを計算

で出すのも若干問題がある場合があり
ますね。その点も大丈夫ということで
すね。
　中村　そうです。
　齊藤　これがまた病態と関連がある
ということなのでしょうか。
　中村　比較的関係はするのですけれ
ども、今一番問題になっているのは、
HDLの低い人から虚血性の心臓病が出
てくるということがわかってきている
半面、それを改善させる方法がないと
いう状態でございます。したがって、
その薬あるいは方法がわかり、HDLを
上げていったときに、例えばHDLのコ
レステロールが90㎎/㎗を超えるとか、
100㎎/㎗を超えるとかいう人たちは大
丈夫なのか、問題はないのか。逆に、
そういう病態に対する疑問があるわけ
です。現状では、HDLのコレステロー
ルが120㎎/㎗を超えていても虚血性の
心臓病を起こす人は確かにいるので、
この辺の病態をこれから広く検討して
いかなければいけないのではないか。
　特に日本人では、コレステロールエ
ステル転送蛋白、つまりHDLのコレス
テロールをほかのリポ蛋白に手渡すと
いう酵素の活性が極めて低い。そのた
めにHDLのコレステロールが高いとい
う人たちが比較的日本海の沿岸で見つ
かっておりまして、こういう人たちの
病態あるいは予後、こういったものも
検討しなければいけないだろうと現在
考えられております。

　齊藤　一般的にはHDLが低いのは悪
い。
　中村　そうです。HDLコレステロー
ルが低い人を改善させる薬は、ファイ
ザーをはじめ、メルクとか、日本では
JTなどが開発してきたのですが、ファ
イザーが開発したトルセトラピブとい
う薬で第３相までいったのですが、副
作用が多いということで、これは電解
質異常、アルドステロンが高くなると
いうことが原因なのですが、開発をや
めてしまった。それから、JTがロッシ
ュと組んで開発してきたCETPの阻害
薬、これは副作用というよりは、むし
ろ効果が弱いということで開発を中止
してしまいました。
　現在残っているのは、メルクが開発
しているアナセトラピブという薬が進
行中です。もう一つ、イーライリリー
が研究しているものも開発されつつあ
りますが、この辺はまだよくわかって
いません。メルクの薬はHDLを100％
ぐらいまで上げるというものが出てき
まして、この薬が治療にはかなり役に
立つのではないかということが考えら
れておりますが、実際に本当に心臓病
が減るのかというのは、現在、リビー
ル（REVEAL）試験というもので行わ
れている途中です。
　齊藤　HDLをターゲットとした治療
ということですけれども、従来の治療
についての新しい見方はいかがでしょ
うか。

　中村　LDLコレステロールを上げる
という働きとしてジェネティックにわ
かっていたのは、受容体の働きが悪い、
受容体の障害があるという場合と、ア
ポ蛋白Bに障害があるというのは今ま
でわかってきたのですが、ここ数年前
からわかってきたのは、PCSK９（PRO-
PROTEIN CONVERTASE SUBTILI-
SIN/KEXIN ９）という酵素、これが
ヒトの体にはあるのだということがわ
かってきました。これはプロプロテイ
ンコンベルターゼサブティリシン／ケ
キシン９という厄介な名前の酵素なの
ですが、これがある人は、これがLDL
受容体を食べてしまう。破壊してしま
う。そのためにLDLの分解が進まない
ということがわかってきまして、これ
を阻害する物質が探されています。
　現在のところ、抗体を使ってこの
PCSK９という酵素の働きを抑え、実
際に一部の家族性高コレステロール血
症などにも効果が出ているということ
がわかってきておりますので、こうい
った方向へこれから治療も一部向かっ
ていくのではないかということが考え
られております。
　齊藤　従来のスタチンとは別な観点
でそういったものが使われていくとい
うことでしょうか。
　中村　はい。
　齊藤　そのほか、スタチンの使い方
等で考え方は何か変わりがありますか。
　中村　ただ、外国人と日本人とでは、
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めて簡単ということですね。
　中村　そうです。しかも、現在のと
ころ、総コレステロールもHDLコレス
テロールも極めて正確にわかりますの
で、正確性、特異性でいってもかなり
見劣りはしないのではないかというこ
とで、アメリカではかなり使われ始め、
日本人でもこの値が170㎎/㎗を超える
と虚血性の心臓病のリスクが高いとい
うことが考えられております。
　齊藤　non-HDLの話題が出ましたけ
れども、今回、いわゆるリスク区分等
も行われていますけれども、その場合
にもまだLDLが中心ですか。
　中村　一応主犯格はどうしてもない
がしろにはできない。ただ、やはり共
犯者も加えたほうがいいのではないか
ということです。
　齊藤　そうすると、その両方を見な
がら考えていくということが今後の方
向性なのでしょうか。
　中村　いずれはnon-HDLコレステロ
ールだけで十分ではないかと考えられ
ています。
　齊藤　現在は過渡期としてそういう
状況が起こっていると。
　中村　はい。
　齊藤　食事は、朝食べたあとの採血
でも大丈夫ということですか。
　中村　そうです。コレステロール測
定ですから、かなり正確に測れます。
　齊藤　食事で中性脂肪値が動くので、
その場合にLDLコレステロールを計算

で出すのも若干問題がある場合があり
ますね。その点も大丈夫ということで
すね。
　中村　そうです。
　齊藤　これがまた病態と関連がある
ということなのでしょうか。
　中村　比較的関係はするのですけれ
ども、今一番問題になっているのは、
HDLの低い人から虚血性の心臓病が出
てくるということがわかってきている
半面、それを改善させる方法がないと
いう状態でございます。したがって、
その薬あるいは方法がわかり、HDLを
上げていったときに、例えばHDLのコ
レステロールが90㎎/㎗を超えるとか、
100㎎/㎗を超えるとかいう人たちは大
丈夫なのか、問題はないのか。逆に、
そういう病態に対する疑問があるわけ
です。現状では、HDLのコレステロー
ルが120㎎/㎗を超えていても虚血性の
心臓病を起こす人は確かにいるので、
この辺の病態をこれから広く検討して
いかなければいけないのではないか。
　特に日本人では、コレステロールエ
ステル転送蛋白、つまりHDLのコレス
テロールをほかのリポ蛋白に手渡すと
いう酵素の活性が極めて低い。そのた
めにHDLのコレステロールが高いとい
う人たちが比較的日本海の沿岸で見つ
かっておりまして、こういう人たちの
病態あるいは予後、こういったものも
検討しなければいけないだろうと現在
考えられております。

　齊藤　一般的にはHDLが低いのは悪
い。
　中村　そうです。HDLコレステロー
ルが低い人を改善させる薬は、ファイ
ザーをはじめ、メルクとか、日本では
JTなどが開発してきたのですが、ファ
イザーが開発したトルセトラピブとい
う薬で第３相までいったのですが、副
作用が多いということで、これは電解
質異常、アルドステロンが高くなると
いうことが原因なのですが、開発をや
めてしまった。それから、JTがロッシ
ュと組んで開発してきたCETPの阻害
薬、これは副作用というよりは、むし
ろ効果が弱いということで開発を中止
してしまいました。
　現在残っているのは、メルクが開発
しているアナセトラピブという薬が進
行中です。もう一つ、イーライリリー
が研究しているものも開発されつつあ
りますが、この辺はまだよくわかって
いません。メルクの薬はHDLを100％
ぐらいまで上げるというものが出てき
まして、この薬が治療にはかなり役に
立つのではないかということが考えら
れておりますが、実際に本当に心臓病
が減るのかというのは、現在、リビー
ル（REVEAL）試験というもので行わ
れている途中です。
　齊藤　HDLをターゲットとした治療
ということですけれども、従来の治療
についての新しい見方はいかがでしょ
うか。

　中村　LDLコレステロールを上げる
という働きとしてジェネティックにわ
かっていたのは、受容体の働きが悪い、
受容体の障害があるという場合と、ア
ポ蛋白Bに障害があるというのは今ま
でわかってきたのですが、ここ数年前
からわかってきたのは、PCSK９（PRO-
PROTEIN CONVERTASE SUBTILI-
SIN/KEXIN ９）という酵素、これが
ヒトの体にはあるのだということがわ
かってきました。これはプロプロテイ
ンコンベルターゼサブティリシン／ケ
キシン９という厄介な名前の酵素なの
ですが、これがある人は、これがLDL
受容体を食べてしまう。破壊してしま
う。そのためにLDLの分解が進まない
ということがわかってきまして、これ
を阻害する物質が探されています。
　現在のところ、抗体を使ってこの
PCSK９という酵素の働きを抑え、実
際に一部の家族性高コレステロール血
症などにも効果が出ているということ
がわかってきておりますので、こうい
った方向へこれから治療も一部向かっ
ていくのではないかということが考え
られております。
　齊藤　従来のスタチンとは別な観点
でそういったものが使われていくとい
うことでしょうか。
　中村　はい。
　齊藤　そのほか、スタチンの使い方
等で考え方は何か変わりがありますか。
　中村　ただ、外国人と日本人とでは、
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目標値といいましょうか、どこまで下
げていったらいいのかについては若干
違いがあるということは言えるようで、
日本人は食生活上、あるいは遺伝子の
影響もあるかと思いますが、比較的軽
い低下でいいのではないかと考えられ

ております。
　齊藤　日本独自の考え方が必要だと
いうことでしょうか。
　中村　そうですね。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　山門先生、脂質異常症の最新
情報のシリーズとしまして、検査を受
けるには、ということでおうかがいし
たいと思います。
　タイトルそのものなのですが、まず
脂質異常症等の検査を受ける前に、あ
るいは受けるに当たって、注意しなけ
ればいけないことがあろうかと思いま
すので、具体的なことを教えていただ
けますか。
　山門　まず一番重要なことは、普段
の状況でぜひお受けいただきたい。例
えば、検査があるから、１週間ちょっ
と普段と違うことをしたとか、そうい
うことなしに、実際に普段どおりに受
けていただきたいと思います。
　もう一つ重要なのは、前の日に、で
きれば10～12時間、お食事を取らずに、
水分は取ってけっこうですので、食事
を十分に制限してからお受けいただく
ということがとても重要なことだと思
います。ご自分の状況を把握できると
ともに、検査が正確に行われるという
ことで、その点が重要ではないかと思

っております。
　大西　例えば、中性脂肪などは影響
を受けやすいですね。
　山門　そうですね。
　大西　健診の前になると、わざとセ
ーブしたりということがありますけれ
ども、ありのままのほうが正確にわか
るということですね。
　山門　そうですね。それが結果に基
づく生活習慣の修正ということにつな
がりますので、ぜひ、ありのまま。
　大西　普段どおりということですね。
あと、法で定められた健診、その他い
ろいろな種類の健診があろうかと思い
ますけれども、そのあたりの日本の状
況から教えていただけますか。
　山門　今までは、老人保健法に基づ
いて市町村、区が行う住民健診という
ものが行われたわけでありますけれど
も、それが平成20年度から、高齢者の
医療の確保に関する法律に基づいて特
定健診・特定保健指導に変わりました。
がん健診と分けて行うということにな
りましたので、40～74歳までの方は、

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

三井記念病院総合健診センター特任顧問
山　門　　實

（聞き手　大西　真）

検査を受けるには
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目標値といいましょうか、どこまで下
げていったらいいのかについては若干
違いがあるということは言えるようで、
日本人は食生活上、あるいは遺伝子の
影響もあるかと思いますが、比較的軽
い低下でいいのではないかと考えられ

ております。
　齊藤　日本独自の考え方が必要だと
いうことでしょうか。
　中村　そうですね。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　山門先生、脂質異常症の最新
情報のシリーズとしまして、検査を受
けるには、ということでおうかがいし
たいと思います。
　タイトルそのものなのですが、まず
脂質異常症等の検査を受ける前に、あ
るいは受けるに当たって、注意しなけ
ればいけないことがあろうかと思いま
すので、具体的なことを教えていただ
けますか。
　山門　まず一番重要なことは、普段
の状況でぜひお受けいただきたい。例
えば、検査があるから、１週間ちょっ
と普段と違うことをしたとか、そうい
うことなしに、実際に普段どおりに受
けていただきたいと思います。
　もう一つ重要なのは、前の日に、で
きれば10～12時間、お食事を取らずに、
水分は取ってけっこうですので、食事
を十分に制限してからお受けいただく
ということがとても重要なことだと思
います。ご自分の状況を把握できると
ともに、検査が正確に行われるという
ことで、その点が重要ではないかと思

っております。
　大西　例えば、中性脂肪などは影響
を受けやすいですね。
　山門　そうですね。
　大西　健診の前になると、わざとセ
ーブしたりということがありますけれ
ども、ありのままのほうが正確にわか
るということですね。
　山門　そうですね。それが結果に基
づく生活習慣の修正ということにつな
がりますので、ぜひ、ありのまま。
　大西　普段どおりということですね。
あと、法で定められた健診、その他い
ろいろな種類の健診があろうかと思い
ますけれども、そのあたりの日本の状
況から教えていただけますか。
　山門　今までは、老人保健法に基づ
いて市町村、区が行う住民健診という
ものが行われたわけでありますけれど
も、それが平成20年度から、高齢者の
医療の確保に関する法律に基づいて特
定健診・特定保健指導に変わりました。
がん健診と分けて行うということにな
りましたので、40～74歳までの方は、

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

三井記念病院総合健診センター特任顧問
山　門　　實

（聞き手　大西　真）

検査を受けるには
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約5,600万人おられますけれども、特定
健診をぜひお受けいただくということ
になります。それから働いている方は、
事業主が行う労働安全衛生法に基づく
定期健康診断がありますので、それを
ぜひお受けいただきたい。
　それ以外の対象者は、健康増進法に
基づいて市町村、区がそれぞれの定期
健康診断を行っていますので、ぜひそ
ういう健診を進んでお受けいただきた
いということです。健診を受けていた
だかないと、重要な脂質異常症も診断
できないということになりますので、
ぜひ機会を見つけて受けていただきた
いと考えております。
　大西　特定健診もいろいろ始まって、
成果はかなり出てきているのでしょう
か。
　山門　そうです。ただ、問題点は、
先ほど言いました40～74歳、約5,600万
人ですけれども、その方の受診率が低
いということが問題です。特定健診だ
けですと43.3％、その結果に基づく特
定保健指導は13.7％というふうに低迷
しているということで、ご承知のよう
に、平成25年の４月から第２期の特定
健診が行われますけれども、その際の
重要課題は、先ほど言いましたように、
お受けいただくということで、受診率
をいかに上げるかということ、これは
国を挙げてのテーマになっております。
　大西　非常に重要なところですね。
　山門　そうですね。

　大西　先生のところでは人間ドック
なども盛んにやられており、いろいろ
な種類があるかと思いますけれども、
脂質関係で推奨されているのはどうい
うものがありますか。
　山門　脂質に関しまして、先ほど申
しました国で行う対策型健診、これは
脂質がすべて含まれております。それ
から、私ども、脂質に異常があった場
合に、生活習慣の修正指導をするとき
のよりどころといいますか、動脈硬化
が実際どの程度あるのかとか、そうい
うことを把握することによって、より
受診者の脂質異常症をきめ細やかに管
理できるというために、動脈硬化関連
の検査を同時に行うことが多いのです。
それを行っているのが人間ドック健診
あるいは生活習慣病健診というものだ
と思います。心電図だとか眼底だとか、
尿中の蛋白、尿中アルブミンとか、そ
ういうものを見ております。
　大西　頸動脈エコーとかもあります
ね。
　山門　そうですね。一番重要なのは、
今ご指摘いただきました超音波による
頸動脈の内膜中膜複合体厚です。画像
というのは受診者に非常に納得いただ
けるのです。LDL 180㎎/㎗だから治
療しないといけませんと、数字でいい
ますと、わかりません。ところが、頸
動脈がこんなに厚いのですよ、プラー
クもこんなについていますよというこ
とを実際に見せて画像で説明しますと、

非常に説得力がありますので、生活習
慣の修正、あるいは専門医への受診勧
奨がしやすくなります。今お話があっ
た頸動脈は、私ども、最も重要視し、
また頻度も多く使っているところです。
　大西　いろいろな健診をやっていま
すと、脂質異常症のある方は多いよう
に思いますけれども。
　山門　そうなのです。びっくりしま
す。例えば、私どもの人間ドック学会
に所属する約800弱の施設で年間300万
人ほどが、人間ドック健診としてお受
けになるのですけれども、その中で一
番多いのは肝機能異常なのです。これ
は脂肪肝だと思いますけれども、その
次に高コレステロール血症が来ます。
先ほど言った肝機能異常は33.3％ぐら
いなのですが、高コレステロール血症
は29.8％と、３人に１人ぐらい高コレ
ステロール血症であるということで、
人間ドックにおいても極めて重要な生
活習慣病関連項目になっております。
　大西　そこで見つけられた異常に対
してどのように指導していくかという
ところはなかなか難しいと思うのです
けれども、どういう段取りでやられま
すか。
　山門　私どもは、日本動脈硬化学会
の動脈硬化性疾患予防ガイドラインに
基づいて、非薬物療法のレベル、すな
わち受診勧奨、専門医の先生にご紹介
するという以前のレベルのものに対し
て対応しています。生活習慣の修正を

行うことは、なかなか難しいのです。
先ほど言いましたように、数字で示し
てもなかなかわかりませんので、まず
どうして今の生活を変えなければいけ
ないかということから始まりますので、
かなり時間と労力がいることです。
　大西　いわゆる保健指導とか。
　山門　そうです。おっしゃるとおり、
保健指導ですね。
　大西　どの程度有効ですか。
　山門　ナショナルデータベースでも
だんだん特定健診のデータが出ていま
すけれども、私どもの学会のデータで
も、約３分１の人がメタボリックシン
ドロームが改善するというデータが集
積されておりますので、やはりそれな
りの効果があるのではないかと思って
おります。
　大西　腹囲のことがかなり問題にな
っていましたけれども、今どうなので
すか。
　山門　腹囲が内臓脂肪面積の指標で
あるというのは間違いないと思うので
す。先ほどお話が出ました平成25年４
月からの第２期の特定健診においても、
腹囲基準は男性85㎝、女性90㎝でいく
ことになります。ただ、エビデンスの
集積によってはまた考えようというこ
とです。ただ、男性85㎝、女性90㎝の
腹囲長が内臓脂肪面積の100㎠に一致
するということも間違いない事実です。
私ども人間ドック学会に関連する９施
設で、受診された約１万人の方のCT
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約5,600万人おられますけれども、特定
健診をぜひお受けいただくということ
になります。それから働いている方は、
事業主が行う労働安全衛生法に基づく
定期健康診断がありますので、それを
ぜひお受けいただきたい。
　それ以外の対象者は、健康増進法に
基づいて市町村、区がそれぞれの定期
健康診断を行っていますので、ぜひそ
ういう健診を進んでお受けいただきた
いということです。健診を受けていた
だかないと、重要な脂質異常症も診断
できないということになりますので、
ぜひ機会を見つけて受けていただきた
いと考えております。
　大西　特定健診もいろいろ始まって、
成果はかなり出てきているのでしょう
か。
　山門　そうです。ただ、問題点は、
先ほど言いました40～74歳、約5,600万
人ですけれども、その方の受診率が低
いということが問題です。特定健診だ
けですと43.3％、その結果に基づく特
定保健指導は13.7％というふうに低迷
しているということで、ご承知のよう
に、平成25年の４月から第２期の特定
健診が行われますけれども、その際の
重要課題は、先ほど言いましたように、
お受けいただくということで、受診率
をいかに上げるかということ、これは
国を挙げてのテーマになっております。
　大西　非常に重要なところですね。
　山門　そうですね。

　大西　先生のところでは人間ドック
なども盛んにやられており、いろいろ
な種類があるかと思いますけれども、
脂質関係で推奨されているのはどうい
うものがありますか。
　山門　脂質に関しまして、先ほど申
しました国で行う対策型健診、これは
脂質がすべて含まれております。それ
から、私ども、脂質に異常があった場
合に、生活習慣の修正指導をするとき
のよりどころといいますか、動脈硬化
が実際どの程度あるのかとか、そうい
うことを把握することによって、より
受診者の脂質異常症をきめ細やかに管
理できるというために、動脈硬化関連
の検査を同時に行うことが多いのです。
それを行っているのが人間ドック健診
あるいは生活習慣病健診というものだ
と思います。心電図だとか眼底だとか、
尿中の蛋白、尿中アルブミンとか、そ
ういうものを見ております。
　大西　頸動脈エコーとかもあります
ね。
　山門　そうですね。一番重要なのは、
今ご指摘いただきました超音波による
頸動脈の内膜中膜複合体厚です。画像
というのは受診者に非常に納得いただ
けるのです。LDL 180㎎/㎗だから治
療しないといけませんと、数字でいい
ますと、わかりません。ところが、頸
動脈がこんなに厚いのですよ、プラー
クもこんなについていますよというこ
とを実際に見せて画像で説明しますと、

非常に説得力がありますので、生活習
慣の修正、あるいは専門医への受診勧
奨がしやすくなります。今お話があっ
た頸動脈は、私ども、最も重要視し、
また頻度も多く使っているところです。
　大西　いろいろな健診をやっていま
すと、脂質異常症のある方は多いよう
に思いますけれども。
　山門　そうなのです。びっくりしま
す。例えば、私どもの人間ドック学会
に所属する約800弱の施設で年間300万
人ほどが、人間ドック健診としてお受
けになるのですけれども、その中で一
番多いのは肝機能異常なのです。これ
は脂肪肝だと思いますけれども、その
次に高コレステロール血症が来ます。
先ほど言った肝機能異常は33.3％ぐら
いなのですが、高コレステロール血症
は29.8％と、３人に１人ぐらい高コレ
ステロール血症であるということで、
人間ドックにおいても極めて重要な生
活習慣病関連項目になっております。
　大西　そこで見つけられた異常に対
してどのように指導していくかという
ところはなかなか難しいと思うのです
けれども、どういう段取りでやられま
すか。
　山門　私どもは、日本動脈硬化学会
の動脈硬化性疾患予防ガイドラインに
基づいて、非薬物療法のレベル、すな
わち受診勧奨、専門医の先生にご紹介
するという以前のレベルのものに対し
て対応しています。生活習慣の修正を

行うことは、なかなか難しいのです。
先ほど言いましたように、数字で示し
てもなかなかわかりませんので、まず
どうして今の生活を変えなければいけ
ないかということから始まりますので、
かなり時間と労力がいることです。
　大西　いわゆる保健指導とか。
　山門　そうです。おっしゃるとおり、
保健指導ですね。
　大西　どの程度有効ですか。
　山門　ナショナルデータベースでも
だんだん特定健診のデータが出ていま
すけれども、私どもの学会のデータで
も、約３分１の人がメタボリックシン
ドロームが改善するというデータが集
積されておりますので、やはりそれな
りの効果があるのではないかと思って
おります。
　大西　腹囲のことがかなり問題にな
っていましたけれども、今どうなので
すか。
　山門　腹囲が内臓脂肪面積の指標で
あるというのは間違いないと思うので
す。先ほどお話が出ました平成25年４
月からの第２期の特定健診においても、
腹囲基準は男性85㎝、女性90㎝でいく
ことになります。ただ、エビデンスの
集積によってはまた考えようというこ
とです。ただ、男性85㎝、女性90㎝の
腹囲長が内臓脂肪面積の100㎠に一致
するということも間違いない事実です。
私ども人間ドック学会に関連する９施
設で、受診された約１万人の方のCT
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検査の結果と腹囲の関連を調べました
が、男性85㎝、女性90㎝にちょうど100
㎠が一致しますので、第２期の特定健
診も現行どおりでいこうと。
　ただ、本当に85㎝でいいのか、90㎝
でいいのか、あるいは何㎝がいいのか
というのは、今後のエビデンスの集積
に基づいて、また随時変えていこうと
いうスタンスです。
　大西　最近、ややメタボのほうがい
いのだとか、そういう風潮もあるので
すけれども、そのあたりはどうなので
すか。
　山門　ほかのリスクがない方、それ
から内臓脂肪型肥満ではない方、皮下
脂肪型の方は比較的、他のリスクを重
積することが少ないので、そういう方
についてだと思います。ただ、BMIが
25㎏/㎡未満でありましても、内臓脂
肪が多い人はそれなりにリスクが多い
ので、やはりBMIのみならず、内臓脂
肪ということも考慮して対応すべきだ
と考えております。
　大西　先ほど画像の話が出ましたけ
れども、実際、人間ドックや健診をや
られていて、頸動脈エコーで所見のあ
る人はかなり引っかかってくるのでし
ょうか。
　山門　びっくりしますが、多いので
す。私どもが一番びっくりするのは、
いわゆる古典的な動脈硬化のリスク、
危険因子である、肥満、高血圧、糖尿
病。今回のテーマである脂質異常症が

ないにもかかわらず、頸動脈の肥厚あ
るいはプラークを示す人があって、こ
の方がどうしてなのかなというのが今
私どもの直近のテーマでもあります。
　大西　そうしますと、そういったエ
コーというのは必須の検査の一つです
ね。
　山門　必須ですね。動脈硬化あるい
は動脈硬化症については必須の検査だ
と思います。
　大西　脂質もいろいろな検査項目が
あるかと思いますけれども、それぞれ
階層化したり、総合的に解釈して当た
っていくということでしょうか。
　山門　そうですね。
　大西　よくLDLが強調されますけれ
ども、他にもいろいろな指標があるか
と思いますが。
　山門　私どもは、総コレステロール、
LDLコレステロール、HDLコレステロ
ール、中性脂肪を同時に測っておりま
すけれども、そうしますと、LDLコレ
ステロールのみならず、HDLコレステ
ロールとのバランスですね、いわゆる
LDL/HDL比とか、そういうものも考
慮しながら個別に対応するようにして
おります。
　大西　最近、non-HDLというものも
出てきて、これらは健診や人間ドック
などではどうなのでしょうか。
　山門　これはガイドラインで定めが
あってからというふうに考えておりま
すけれども、LDL＋30㎎/㎗ということ

ですけれども、私どもとしてはまだ十
分なデータを持っておりませんので、
これからまた集積して、というふうに
考えております。
　大西　最初に特定健診の受診率が低
いというお話が出ましたけれども、い
わゆる人間ドックなども含めて、ちゃ
んと健診を受けられている人はまだま
だ少ないのでしょうか。
　山門　少ないですね。
　大西　今後、その辺はどのようにし
て改善するのでしょうか。

　山門　健康というものが重要である
ということを、ポピュレーション・ア
プローチといいますか、国民全体によ
く周知徹底するということが重要です。
がんに続いての死因が心疾患であり、
脳血管疾患であり、それは動脈硬化症、
すなわち脂質異常症というものが極め
て重要であるということを、広く国民
の皆様に知っていただくことが重要で
はないかと考えております。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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診も現行どおりでいこうと。
　ただ、本当に85㎝でいいのか、90㎝
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すか。
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肪ということも考慮して対応すべきだ
と考えております。
　大西　先ほど画像の話が出ましたけ
れども、実際、人間ドックや健診をや
られていて、頸動脈エコーで所見のあ
る人はかなり引っかかってくるのでし
ょうか。
　山門　びっくりしますが、多いので
す。私どもが一番びっくりするのは、
いわゆる古典的な動脈硬化のリスク、
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病。今回のテーマである脂質異常症が

ないにもかかわらず、頸動脈の肥厚あ
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の方がどうしてなのかなというのが今
私どもの直近のテーマでもあります。
　大西　そうしますと、そういったエ
コーというのは必須の検査の一つです
ね。
　山門　必須ですね。動脈硬化あるい
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あるかと思いますけれども、それぞれ
階層化したり、総合的に解釈して当た
っていくということでしょうか。
　山門　そうですね。
　大西　よくLDLが強調されますけれ
ども、他にもいろいろな指標があるか
と思いますが。
　山門　私どもは、総コレステロール、
LDLコレステロール、HDLコレステロ
ール、中性脂肪を同時に測っておりま
すけれども、そうしますと、LDLコレ
ステロールのみならず、HDLコレステ
ロールとのバランスですね、いわゆる
LDL/HDL比とか、そういうものも考
慮しながら個別に対応するようにして
おります。
　大西　最近、non-HDLというものも
出てきて、これらは健診や人間ドック
などではどうなのでしょうか。
　山門　これはガイドラインで定めが
あってからというふうに考えておりま
すけれども、LDL＋30㎎/㎗ということ

ですけれども、私どもとしてはまだ十
分なデータを持っておりませんので、
これからまた集積して、というふうに
考えております。
　大西　最初に特定健診の受診率が低
いというお話が出ましたけれども、い
わゆる人間ドックなども含めて、ちゃ
んと健診を受けられている人はまだま
だ少ないのでしょうか。
　山門　少ないですね。
　大西　今後、その辺はどのようにし
て改善するのでしょうか。

　山門　健康というものが重要である
ということを、ポピュレーション・ア
プローチといいますか、国民全体によ
く周知徹底するということが重要です。
がんに続いての死因が心疾患であり、
脳血管疾患であり、それは動脈硬化症、
すなわち脂質異常症というものが極め
て重要であるということを、広く国民
の皆様に知っていただくことが重要で
はないかと考えております。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　今回、新しいガイドラインが
できまして、この見方というか、測定
項目、これが少し変更になったような
印象がありますけれども、どうなので
しょうか。
　木下　リポ蛋白の異常を見るときに
は、基本的に空腹時の採血で総コレス
テロールとHDLコレステロールとトリ
グリセライド、この３つを測って、フ
リードワルドの式でまずLDLコレステ
ロールを計算してもらいたいと考えて
おります。フリードワルドの式という
のは、総コレステロール（TC）から
HDLコレステロール（HDL-C）を引い
て、それからさらにトリグリセライド
を５で割ったもの（TG/5）を引くも
ので、これでLDLコレステロールが計
算できることになっています。
　齊藤　トリグリセライドが高い場合
はちょっと使いにくいでしょうか。
　木下　トリグリセライドが400㎎/㎗
を超えた場合および食後の採血のとき
にはフリードワルドの式は使えないと
いうことになっています。このように

フリードワルドの式が使えなくてLDL
コレステロールが計算できないときに
は、non-HDLコレステロール、すなわ
ち総コレステロールからHDLコレステ
ロールを引いた数字、これをLDLコレ
ステロールの代わりとして使っていた
だきたいと考えております。
　齊藤　直接法でのLDLは今どう評価
されているのでしょうか。
　木下　LDLの直接測定法というのは
特定健診に採用されて以来、一般の先
生方は多く使われていると思うのです
けれども、測定値が不正確になる場合
があるということがわかってまいりま
した。特に、トリグリセライドが高い
ときなどには不正確な値をとることが
多いということがわかってまいりまし
た。したがって、LDLの直接測定法で
はなくて、計算式で求めたLDLもしく
はnon-HDLコレステロールでリスクを
見ていただきたいなと思っております。
　齊藤　LDLが高いという場合に、今
のお話を受けて、何か注意点はありま
すでしょうか。

　木下　特定健診でLDLコレステロー
ルで引っかかった患者さんが来られた
ら、ぜひ一度、食事をしない状態で、
先ほどお話ししました総コレステロー
ル、HDLコレステロール、トリグリセ
ライドを測り直して、それで対応して
いただければいいかなと思います。ど
うしても食事を抜くことができないと
いうときには、non-HDLコレステロー
ルで対応していただくのがいいかなと
思います。
　齊藤　実際の基準値は今どうなって
いますか。
　木下　今回のガイドラインで決めた
脂質異常をスクリーニングするための
基準値というのは、LDLコレステロー
ル140㎎/㎗以上、トリグリセライド150
㎎/㎗以上、HDLコレステロール40㎎/

㎗未満となっています（表１）。
　それから、LDLコレステロールに関
しては、120～139㎎/㎗というのが境
界域の高LDLコレステロール血症とい
うことで、スクリーニング基準の中に
入っています。というのは、LDLコレ
ステロールが120～140㎎/㎗の間とい
うのは、患者さんが持っている動脈硬
化の危険因子が多いときにはやはり異
常値というふうに考えられますので、
動脈硬化の危険因子が多い患者さんを
診るときには、120～139㎎/㎗という
境界域を考えていただきたいと考えて
おります。
　それから、non-HDLコレステロール
というのは、だいたいLDLコレステロ
ール＋30㎎/㎗の値が出ることがわか
っています。したがって、LDLコレス

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

帝京大学内科教授
木　下　　誠

（聞き手　齊藤郁夫）

血清脂質、リポ蛋白の異常判定について

表１　脂質異常症：スクリーニングのための診断基準（空腹時採血＊）

LDLコレステロール
140㎎/㎗以上 高LDLコレステロール血症

120～139㎎/㎗ 境界域高LDLコレステロール血症＊＊

HDLコレステロール 40㎎/㎗未満 低HDLコレステロール血症

トリグリセライド 150㎎/㎗以上 高トリグリセライド血症

・LDLコレステロールはFriedewald（TC－HDL-C－TG/5）の式で計算する（TGが400
㎎/㎗未満の場合）。

・TGが400㎎/㎗以上や食後採血の場合にはnon HDL-C（TC－HDL-C）を使用し、そ
の基準はHDL-C＋30㎎/㎗とする。

  ＊ 10～12時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし、水やお茶などカロリーのない水
分の摂取は可とする。

＊＊スクリーニングで境界域高LDLコレステロール血症を示した場合は、高リスク病態が
ないか検討し、治療の必要性を考慮する。
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　齊藤　今回、新しいガイドラインが
できまして、この見方というか、測定
項目、これが少し変更になったような
印象がありますけれども、どうなので
しょうか。
　木下　リポ蛋白の異常を見るときに
は、基本的に空腹時の採血で総コレス
テロールとHDLコレステロールとトリ
グリセライド、この３つを測って、フ
リードワルドの式でまずLDLコレステ
ロールを計算してもらいたいと考えて
おります。フリードワルドの式という
のは、総コレステロール（TC）から
HDLコレステロール（HDL-C）を引い
て、それからさらにトリグリセライド
を５で割ったもの（TG/5）を引くも
ので、これでLDLコレステロールが計
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にはフリードワルドの式は使えないと
いうことになっています。このように

フリードワルドの式が使えなくてLDL
コレステロールが計算できないときに
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されているのでしょうか。
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があるということがわかってまいりま
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ときなどには不正確な値をとることが
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すでしょうか。
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ル140㎎/㎗以上、トリグリセライド150
㎎/㎗以上、HDLコレステロール40㎎/
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しては、120～139㎎/㎗というのが境
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  ＊ 10～12時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし、水やお茶などカロリーのない水
分の摂取は可とする。
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テロールの基準値に30を足したものが
non-HDLコレステロールの基準値と考
えていただいていいと思っています。
　齊藤　実際には、その患者さんの喫
煙、年齢、血圧などを考慮して目標値
が設定されていますね。
　木下　おのおのの患者さんの将来、
動脈硬化を起こすリスクをまず算定し
ていかなければいけないのですけれど
も、動脈硬化を起こすリスクが低リス
クなのか、中等度リスクなのか、高リ
スクなのかをまず分けていただく必要
があります。それから、もうすでに動
脈硬化症を起こした二次予防の患者さ
んもおられます。この４つの群に患者

さんを分けていただいて、低リスク群
だったらLDLコレステロールは160㎎/
㎗未満を目標に、中リスク群だったら
LDLコレステロール140㎎/㎗未満、高
リスク群だったら120㎎/㎗未満、二次
予防だったらLDLコレステロール100
㎎/㎗未満を目標にコントロールして
いただきたいと考えております。
　トリグリセライドは、すべての群で
150㎎/㎗未満、HDLコレステロールは
40㎎/㎗以上、これが管理の目標とな
っています（表２）。
　齊藤　目標を患者さんとともに設定
して、そこに向かっていくということ
だと思いますけれども、まずは生活習

慣の修正になりますか。
　木下　そうですね。脂質異常の患者
さんは、二次予防の患者さんですでに
動脈硬化を起こしている人は別として、
一次予防の患者さんは、最初の３～６
カ月ぐらいは生活習慣の改善をやって
もらいたいと考えております。生活習
慣の改善というのは、カロリーを制限
するなど食事の注意と運動療法、もし
たばこを吸っておられれば禁煙をして
もらう。そういったものが主体となり
ます。
　齊藤　そういった生活習慣の注意を
して、ある一定期間、半年ぐらいをめ
どに見ていく。その間、１～２カ月に
１回、採血しながら見ていくというこ
とでしょうか。
　木下　そうですね。２カ月おきぐら
いに検査をしながら、生活改善の効果
を見ていって、非常に反応がよければ、
もちろんそれでいいわけですし、あま
り生活習慣の改善に対して反応してこ
ない場合には、次のステップ、すなわ
ち薬物療法を始めるかどうかを検討す
ることになります。
　齊藤　生活習慣の修正でうまくいく
人はどのぐらいいますか。
　木下　LDLコレステロールが高いと
きには、なかなか食事・運動療法は効
かないことが多いので、うまくいく人
が４人に１人いればいいかなぐらいに
思っています。トリグリセライドが高
い人はわりと反応する人が多いので、

まじめにやると、30～40％の人がよく
なってくるかなというぐらいの印象が
あります。
　齊藤　そうしますと、半分以上の人
はそれだけではコントロールできない
ということになりますと、その後はど
ういうことになりますか。
　木下　管理目標値に達しないからと
いって、すべて薬物療法を行うわけで
はありません。最終的な目標値を見な
がら、そこにまだまだ遠い場合には、
当然薬物療法を行います。しかし、そ
の人のリスクがかなり低い場合には、
まだ管理目標値には届いていないけれ
ども、食事療法、運動療法をそのまま
続けていくということも十分あります。
　齊藤　若い女性でコレステロールが
高いという人がいますけれども、こう
いった方の場合は、低リスクというこ
とでしょうか。
　木下　女性の場合には、40代、50代
ぐらいの女性でも、糖尿病とか、そう
いった大きなリスクファクターがなけ
れば、かなり心疾患リスクは低いこと
がわかっています。したがって、高齢
だというだけで薬物が必要だという判
断にはなかなかなりにくいと思ってい
ます。ましてや、若い女性では、すぐ
に薬物療法を導入する必要性は、遺伝
的な高脂血症の場合は別として、高く
ないと思っています。
　齊藤　更年期を過ぎた女性でコレス
テロールが上がってきて、かなり高く

表２　リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則 管理区分
脂質管理目標値（㎎/㎗）

LDL-C HDL-C TG non HDL-C

一次予防
まず生活習慣の改善を
行ったあと、薬物療法
の適用を考慮する

カテゴリーⅠ ＜160 ＜190

カテゴリーⅡ ＜140 ＜170

カテゴリーⅢ ＜120 ≧40 ＜150 ＜150

二次予防
生活習慣の是正ととも
に薬物治療を考慮する

冠動脈疾患の
既往 ＜100 ＜130

・これらの値はあくまでも到達努力目標値である。
・LDL-Cは20～30％の低下を目標とすることも考慮する。
・non HDL-Cの管理目標は、高TG血症の場合にLDL-Cの管理目標を達成したのちの二
次目標である。TGが400㎎/㎗以上および食後採血の場合は、non HDL-Cを用いる。

・いずれのカテゴリーにおいても管理目標達成の基準はあくまでも生活習慣の改善である。
・カテゴリーⅠにおける薬物療法の適用を考慮するLDL-Cの基準は180㎎/㎗以上とする。
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テロールの基準値に30を足したものが
non-HDLコレステロールの基準値と考
えていただいていいと思っています。
　齊藤　実際には、その患者さんの喫
煙、年齢、血圧などを考慮して目標値
が設定されていますね。
　木下　おのおのの患者さんの将来、
動脈硬化を起こすリスクをまず算定し
ていかなければいけないのですけれど
も、動脈硬化を起こすリスクが低リス
クなのか、中等度リスクなのか、高リ
スクなのかをまず分けていただく必要
があります。それから、もうすでに動
脈硬化症を起こした二次予防の患者さ
んもおられます。この４つの群に患者

さんを分けていただいて、低リスク群
だったらLDLコレステロールは160㎎/
㎗未満を目標に、中リスク群だったら
LDLコレステロール140㎎/㎗未満、高
リスク群だったら120㎎/㎗未満、二次
予防だったらLDLコレステロール100
㎎/㎗未満を目標にコントロールして
いただきたいと考えております。
　トリグリセライドは、すべての群で
150㎎/㎗未満、HDLコレステロールは
40㎎/㎗以上、これが管理の目標とな
っています（表２）。
　齊藤　目標を患者さんとともに設定
して、そこに向かっていくということ
だと思いますけれども、まずは生活習

慣の修正になりますか。
　木下　そうですね。脂質異常の患者
さんは、二次予防の患者さんですでに
動脈硬化を起こしている人は別として、
一次予防の患者さんは、最初の３～６
カ月ぐらいは生活習慣の改善をやって
もらいたいと考えております。生活習
慣の改善というのは、カロリーを制限
するなど食事の注意と運動療法、もし
たばこを吸っておられれば禁煙をして
もらう。そういったものが主体となり
ます。
　齊藤　そういった生活習慣の注意を
して、ある一定期間、半年ぐらいをめ
どに見ていく。その間、１～２カ月に
１回、採血しながら見ていくというこ
とでしょうか。
　木下　そうですね。２カ月おきぐら
いに検査をしながら、生活改善の効果
を見ていって、非常に反応がよければ、
もちろんそれでいいわけですし、あま
り生活習慣の改善に対して反応してこ
ない場合には、次のステップ、すなわ
ち薬物療法を始めるかどうかを検討す
ることになります。
　齊藤　生活習慣の修正でうまくいく
人はどのぐらいいますか。
　木下　LDLコレステロールが高いと
きには、なかなか食事・運動療法は効
かないことが多いので、うまくいく人
が４人に１人いればいいかなぐらいに
思っています。トリグリセライドが高
い人はわりと反応する人が多いので、

まじめにやると、30～40％の人がよく
なってくるかなというぐらいの印象が
あります。
　齊藤　そうしますと、半分以上の人
はそれだけではコントロールできない
ということになりますと、その後はど
ういうことになりますか。
　木下　管理目標値に達しないからと
いって、すべて薬物療法を行うわけで
はありません。最終的な目標値を見な
がら、そこにまだまだ遠い場合には、
当然薬物療法を行います。しかし、そ
の人のリスクがかなり低い場合には、
まだ管理目標値には届いていないけれ
ども、食事療法、運動療法をそのまま
続けていくということも十分あります。
　齊藤　若い女性でコレステロールが
高いという人がいますけれども、こう
いった方の場合は、低リスクというこ
とでしょうか。
　木下　女性の場合には、40代、50代
ぐらいの女性でも、糖尿病とか、そう
いった大きなリスクファクターがなけ
れば、かなり心疾患リスクは低いこと
がわかっています。したがって、高齢
だというだけで薬物が必要だという判
断にはなかなかなりにくいと思ってい
ます。ましてや、若い女性では、すぐ
に薬物療法を導入する必要性は、遺伝
的な高脂血症の場合は別として、高く
ないと思っています。
　齊藤　更年期を過ぎた女性でコレス
テロールが上がってきて、かなり高く

表２　リスク区分別脂質管理目標値

治療方針の原則 管理区分
脂質管理目標値（㎎/㎗）

LDL-C HDL-C TG non HDL-C

一次予防
まず生活習慣の改善を
行ったあと、薬物療法
の適用を考慮する

カテゴリーⅠ ＜160 ＜190

カテゴリーⅡ ＜140 ＜170

カテゴリーⅢ ＜120 ≧40 ＜150 ＜150

二次予防
生活習慣の是正ととも
に薬物治療を考慮する

冠動脈疾患の
既往 ＜100 ＜130

・これらの値はあくまでも到達努力目標値である。
・LDL-Cは20～30％の低下を目標とすることも考慮する。
・non HDL-Cの管理目標は、高TG血症の場合にLDL-Cの管理目標を達成したのちの二
次目標である。TGが400㎎/㎗以上および食後採血の場合は、non HDL-Cを用いる。

・いずれのカテゴリーにおいても管理目標達成の基準はあくまでも生活習慣の改善である。
・カテゴリーⅠにおける薬物療法の適用を考慮するLDL-Cの基準は180㎎/㎗以上とする。
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なる方がありますね。
　木下　女性は、エストロゲンが減っ
てくるとコレステロールが高くなりま
すが、先ほどもお話ししましたように、
高血圧、糖尿病とかいったリスクがな
ければ、かなり食事療法、運動療法で
見ていけると思います。
　ただ、今回のガイドラインでは、LDL
コレステロールが180㎎/㎗を超えてい
るときには、低リスク群であっても薬
物療法を考慮していいとしています。
したがって、LDLコレステロール180
㎎/㎗以上がそういう女性などの低リ
スク群管理の一つの目安になるのかな
と思っております。
　齊藤　患者さんと治療のメリット、
デメリットをよく話しながら決めてい
くということでしょうか。
　木下　今回のガイドラインを見てい

ただくとおわかりになると思うのです
けれども、その患者さんが今後10年間
で心筋梗塞で亡くなるリスクというの
が色分けして数字で出ていますので、
それを見ながら、患者さんと、こうい
う状況だけれども、コレステロールを
下げようかとか、そういうことをお話
しになってもいいのではないかと思っ
ております。
　齊藤　インフォームド・コンセント
が重要になるということでしょうか。
　木下　そうですね。心筋梗塞で亡く
なる可能性が２％なら怖いと思う方も
おられれば、１％でも嫌だと思われる
方もおられるでしょうから。患者さん
とお話しして対応することも重要かと
思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　山下先生、高HDL-コレステ
ロールの成因と意義ということで、お
話をうかがいたいと思います。
　まず、HDLの代謝ですが、そのあた
りから教えていただけますか。
　山下　HDLをつくっている蛋白は主
にアポ蛋白A１という蛋白と、コレス
テロールとかリン脂質が球状になって
存在するわけですけれども、HDLとい
うのは動脈硬化巣にたまったコレステ
ロールを取り出して、それを最終的に
肝臓に運んでいき、胆汁酸にして捨て
去る、そういう動脈硬化を防御する働
きがあります。コレステロールをHDL
が取ってきたあとは、LCATという酵
素でコレステロールがエステル化され
て、HDLの中心部分にたまってくるわ
けですけれども、それ以上たまり過ぎ
ないように、ヒトではコレステロール
エステル転送蛋白、CETPという蛋白
がありまして、それがVLDLとかIDLと
かLDLというようなアポBを含有する
リポ蛋白にコレステロールエステルを
転送します。

　そのコレステロールエステルを転送
されて受け取った側のリポ蛋白が最終
的には肝臓のLDL受容体によって取り
込まれるということで、いったんHDL
を介してコレステロールを取ってきて、
最終的にはアポBを含有するリポ蛋白
に転送して、それが肝臓に戻ってくる、
そういう過程で働いています。したが
って、HDLというのは動脈硬化を防ぐ
リポ蛋白であるということになります。
　大西　今回のテーマでありますHDL
コレステロールが高くなる場合の原因
について教えていただけますか。
　山下　今申しましたHDLの中のコレ
ステロールエステルを転送するCETP
という蛋白があるのですけれども、こ
れが欠損しますと、HDLの中のコレス
テロールエステルがどんどんたまって
いって、HDLコレステロール値は高く
なってくるわけです。それがわが国の
高HDLコレステロール血症のだいたい
７割～７割５分ぐらいを占めています。
　それ以外にも、遺伝性でないような
疾患がありまして、例えば長期間、ア

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

大阪大学循環器内科教授
山　下　静　也

（聞き手　大西　真）

高HDL-コレステロールの成因と意義
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なる方がありますね。
　木下　女性は、エストロゲンが減っ
てくるとコレステロールが高くなりま
すが、先ほどもお話ししましたように、
高血圧、糖尿病とかいったリスクがな
ければ、かなり食事療法、運動療法で
見ていけると思います。
　ただ、今回のガイドラインでは、LDL
コレステロールが180㎎/㎗を超えてい
るときには、低リスク群であっても薬
物療法を考慮していいとしています。
したがって、LDLコレステロール180
㎎/㎗以上がそういう女性などの低リ
スク群管理の一つの目安になるのかな
と思っております。
　齊藤　患者さんと治療のメリット、
デメリットをよく話しながら決めてい
くということでしょうか。
　木下　今回のガイドラインを見てい

ただくとおわかりになると思うのです
けれども、その患者さんが今後10年間
で心筋梗塞で亡くなるリスクというの
が色分けして数字で出ていますので、
それを見ながら、患者さんと、こうい
う状況だけれども、コレステロールを
下げようかとか、そういうことをお話
しになってもいいのではないかと思っ
ております。
　齊藤　インフォームド・コンセント
が重要になるということでしょうか。
　木下　そうですね。心筋梗塞で亡く
なる可能性が２％なら怖いと思う方も
おられれば、１％でも嫌だと思われる
方もおられるでしょうから。患者さん
とお話しして対応することも重要かと
思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　山下先生、高HDL-コレステ
ロールの成因と意義ということで、お
話をうかがいたいと思います。
　まず、HDLの代謝ですが、そのあた
りから教えていただけますか。
　山下　HDLをつくっている蛋白は主
にアポ蛋白A１という蛋白と、コレス
テロールとかリン脂質が球状になって
存在するわけですけれども、HDLとい
うのは動脈硬化巣にたまったコレステ
ロールを取り出して、それを最終的に
肝臓に運んでいき、胆汁酸にして捨て
去る、そういう動脈硬化を防御する働
きがあります。コレステロールをHDL
が取ってきたあとは、LCATという酵
素でコレステロールがエステル化され
て、HDLの中心部分にたまってくるわ
けですけれども、それ以上たまり過ぎ
ないように、ヒトではコレステロール
エステル転送蛋白、CETPという蛋白
がありまして、それがVLDLとかIDLと
かLDLというようなアポBを含有する
リポ蛋白にコレステロールエステルを
転送します。

　そのコレステロールエステルを転送
されて受け取った側のリポ蛋白が最終
的には肝臓のLDL受容体によって取り
込まれるということで、いったんHDL
を介してコレステロールを取ってきて、
最終的にはアポBを含有するリポ蛋白
に転送して、それが肝臓に戻ってくる、
そういう過程で働いています。したが
って、HDLというのは動脈硬化を防ぐ
リポ蛋白であるということになります。
　大西　今回のテーマでありますHDL
コレステロールが高くなる場合の原因
について教えていただけますか。
　山下　今申しましたHDLの中のコレ
ステロールエステルを転送するCETP
という蛋白があるのですけれども、こ
れが欠損しますと、HDLの中のコレス
テロールエステルがどんどんたまって
いって、HDLコレステロール値は高く
なってくるわけです。それがわが国の
高HDLコレステロール血症のだいたい
７割～７割５分ぐらいを占めています。
　それ以外にも、遺伝性でないような
疾患がありまして、例えば長期間、ア

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

大阪大学循環器内科教授
山　下　静　也

（聞き手　大西　真）
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ルコールを大量に飲んでいるというよ
うな場合であるとか、特徴的なのは原
発性胆汁性肝硬変、PBCという状態で
す。PBCの場合には必ずHDLコレステ
ロールが増加してきて、胆汁酸も増加
してきます。肝機能異常があって、HDL
コレステロールが高いという症例があ
ったら、それはひょっとするとPBCで
はないかということで、いろいろPBC
に特徴的な抗体を調べていく必要があ
るかと思います。
　大西　気をつけなければいけないと
いうことですね。今お話がありました
CETP欠損の意義ですが、特に動脈硬
化との関連について教えていただけま
すか。
　山下　CETP欠損はわが国ではけっ
こう頻度が高いわけで、大きく分けて
２つ、大きな遺伝子の異常がありまし
て、CETP遺伝子のイントロン14のス
プライスドナーサイトのGがAに変わ
る変異、これは蛋白が減ってしまいま
すので、活性がすごく落ちてくるとい
う変異です。もう１つはD442Gという
変異がありまして、蛋白はあるけれど
も活性がおかしくなってしまうという
変異なのですけれども、その変異の場
合には蛋白量はそんなに落ちないとい
うことで、少し活性への影響が違うの
です。
　わが国は両方の変異が多いのですが、
特にイントロン14の変異が秋田県の大
曲（現在は大仙市）地域にすごく多い

ということがわかりまして、この地域
で疫学的な調査を昔行ったのですけれ
ども、そういうCETP欠損によってHDL
コレステロールの高い方がけっこう集
まっていました。そういう方々の動脈
硬化を調べてみると、例えばHDLコレ
ステロールが高いにもかかわらず、安
静時に虚血性の心電図の変化が非常に
多かったり、狭心症を起こしていたり、
心筋梗塞になっていたり、あるいは頸
動脈のエコーで動脈硬化を調べてみる
と、同じ年齢の方々に比べると、動脈
硬化がむしろ進行していました。頸動
脈エコーでプラークスコアで見るので
すけれども、同じ年齢の人に比べると、
プラークスコアが進行していたという
ことで、例えばHDLコレステロールが
100㎎/㎗以上に極端に高いというよう
な場合には、必ずしも動脈硬化が予防
できていない、防げていないというの
がわかってきました。
　大西　今までですと、HDLコレステ
ロールが高いといいというような常識
がありましたけれども、必ずしもそう
ではないこともあるということですね。
　山下　そうですね。今まで製薬会社
のほうがHDLコレステロールを上げる
お薬としてCETP阻害薬というものを
ずっと開発していたわけです。これは
今でも全世界でまだ開発されていて、
一番最初にトルセトラピブというお薬
が開発されて、これは臨床試験、大規
模試験が幾つか行われたのです。その

試験で、スタチンに加えてCETP阻害
薬を使うとスタチン単独に比べてHDL
コレステロールが60％ぐらい上がって、
しかもLDLコレステロールが20％ぐら
い下がるということで、非常にリスク
が減るだろうと思われたのですけれど
も、ILLUMI NATE試験を行ってイベ
ントの評価をしてみますと、スタチン
をベースにCETP阻害薬を使うと、逆
にイベントがものすごく増えてしまっ
て、特に心血管イベントが増えたこと
によって総死亡率が増えてしまったの
で、１年半ぐらいで試験が中止になっ
てしまいました。
　同じときに、ILLUSTRATE試験、
これは冠動脈のプラークのボリューム
を見ていくという試験ですけれども、
それもCETP阻害薬を使ってHDLコレ
ステロールを上げたにもかかわらず、
プラークのボリュームが減らなかった
という結果になりました。
　また、これらの２つの試験と並行し
て、別にARRIANCE １、ARRIANCE 
２という試験が行われたのですけれど
も、これは同じプロトコールで、スタ
チンをベースにCETP阻害薬を使うか、
使わないかということでやったのです
けれども、それも頸動脈のエコーを見
てみると、進行が抑制できなかったと
いう結果だったのです。
　結局、４つの試験が同時に失敗して
しまったということです。ただ、トル
セトラピブというお薬は４㎜Hgほど血

圧を上げるという副作用がありまして、
それはアルドステロンというものを増
やすことによって血圧が上がってしま
うという理由があったのですけれども。
それ以外のCETP阻害薬として、ダル
セトラピブであるとか、アナセトラピ
ブという薬が開発中だったのです。
　ダルセトラピブも、2012年５月の初
めにある会社が開発を中止しました。
その理由は、イベント試験をやってい
たのですが、CETP阻害薬を使ってHDL
コレステロールを上げることはできま
したが、その薬はLDLコレステロール
は下がりにくいという特徴が少しあっ
たのです。HDLコレステロールを上げ
たけれどもイベントには差がなかった
ということで開発が中止になってしま
ったわけです。
　そういうことで、２つ、大きなCETP
阻害薬が中止になってしまいまして、
まだ幾つか開発中の薬はあるのですけ
れども、なかなかイベントの低下には
つながっていないというのが現状です。
　大西　そうしますと、CETP阻害薬
の開発はなかなか多難だということで
すね。
　山下　はい。
　大西　次に、臨床の現場でHDLコレ
ステロールが高い人を見た場合、どう
したらいいかということをうかがいた
いのですけれども、まず幾つ以上だと
高いのでしょうか。
　山下　一般的にはHDLコレステロー
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ルコールを大量に飲んでいるというよ
うな場合であるとか、特徴的なのは原
発性胆汁性肝硬変、PBCという状態で
す。PBCの場合には必ずHDLコレステ
ロールが増加してきて、胆汁酸も増加
してきます。肝機能異常があって、HDL
コレステロールが高いという症例があ
ったら、それはひょっとするとPBCで
はないかということで、いろいろPBC
に特徴的な抗体を調べていく必要があ
るかと思います。
　大西　気をつけなければいけないと
いうことですね。今お話がありました
CETP欠損の意義ですが、特に動脈硬
化との関連について教えていただけま
すか。
　山下　CETP欠損はわが国ではけっ
こう頻度が高いわけで、大きく分けて
２つ、大きな遺伝子の異常がありまし
て、CETP遺伝子のイントロン14のス
プライスドナーサイトのGがAに変わ
る変異、これは蛋白が減ってしまいま
すので、活性がすごく落ちてくるとい
う変異です。もう１つはD442Gという
変異がありまして、蛋白はあるけれど
も活性がおかしくなってしまうという
変異なのですけれども、その変異の場
合には蛋白量はそんなに落ちないとい
うことで、少し活性への影響が違うの
です。
　わが国は両方の変異が多いのですが、
特にイントロン14の変異が秋田県の大
曲（現在は大仙市）地域にすごく多い

ということがわかりまして、この地域
で疫学的な調査を昔行ったのですけれ
ども、そういうCETP欠損によってHDL
コレステロールの高い方がけっこう集
まっていました。そういう方々の動脈
硬化を調べてみると、例えばHDLコレ
ステロールが高いにもかかわらず、安
静時に虚血性の心電図の変化が非常に
多かったり、狭心症を起こしていたり、
心筋梗塞になっていたり、あるいは頸
動脈のエコーで動脈硬化を調べてみる
と、同じ年齢の方々に比べると、動脈
硬化がむしろ進行していました。頸動
脈エコーでプラークスコアで見るので
すけれども、同じ年齢の人に比べると、
プラークスコアが進行していたという
ことで、例えばHDLコレステロールが
100㎎/㎗以上に極端に高いというよう
な場合には、必ずしも動脈硬化が予防
できていない、防げていないというの
がわかってきました。
　大西　今までですと、HDLコレステ
ロールが高いといいというような常識
がありましたけれども、必ずしもそう
ではないこともあるということですね。
　山下　そうですね。今まで製薬会社
のほうがHDLコレステロールを上げる
お薬としてCETP阻害薬というものを
ずっと開発していたわけです。これは
今でも全世界でまだ開発されていて、
一番最初にトルセトラピブというお薬
が開発されて、これは臨床試験、大規
模試験が幾つか行われたのです。その

試験で、スタチンに加えてCETP阻害
薬を使うとスタチン単独に比べてHDL
コレステロールが60％ぐらい上がって、
しかもLDLコレステロールが20％ぐら
い下がるということで、非常にリスク
が減るだろうと思われたのですけれど
も、ILLUMI NATE試験を行ってイベ
ントの評価をしてみますと、スタチン
をベースにCETP阻害薬を使うと、逆
にイベントがものすごく増えてしまっ
て、特に心血管イベントが増えたこと
によって総死亡率が増えてしまったの
で、１年半ぐらいで試験が中止になっ
てしまいました。
　同じときに、ILLUSTRATE試験、
これは冠動脈のプラークのボリューム
を見ていくという試験ですけれども、
それもCETP阻害薬を使ってHDLコレ
ステロールを上げたにもかかわらず、
プラークのボリュームが減らなかった
という結果になりました。
　また、これらの２つの試験と並行し
て、別にARRIANCE １、ARRIANCE 
２という試験が行われたのですけれど
も、これは同じプロトコールで、スタ
チンをベースにCETP阻害薬を使うか、
使わないかということでやったのです
けれども、それも頸動脈のエコーを見
てみると、進行が抑制できなかったと
いう結果だったのです。
　結局、４つの試験が同時に失敗して
しまったということです。ただ、トル
セトラピブというお薬は４㎜Hgほど血

圧を上げるという副作用がありまして、
それはアルドステロンというものを増
やすことによって血圧が上がってしま
うという理由があったのですけれども。
それ以外のCETP阻害薬として、ダル
セトラピブであるとか、アナセトラピ
ブという薬が開発中だったのです。
　ダルセトラピブも、2012年５月の初
めにある会社が開発を中止しました。
その理由は、イベント試験をやってい
たのですが、CETP阻害薬を使ってHDL
コレステロールを上げることはできま
したが、その薬はLDLコレステロール
は下がりにくいという特徴が少しあっ
たのです。HDLコレステロールを上げ
たけれどもイベントには差がなかった
ということで開発が中止になってしま
ったわけです。
　そういうことで、２つ、大きなCETP
阻害薬が中止になってしまいまして、
まだ幾つか開発中の薬はあるのですけ
れども、なかなかイベントの低下には
つながっていないというのが現状です。
　大西　そうしますと、CETP阻害薬
の開発はなかなか多難だということで
すね。
　山下　はい。
　大西　次に、臨床の現場でHDLコレ
ステロールが高い人を見た場合、どう
したらいいかということをうかがいた
いのですけれども、まず幾つ以上だと
高いのでしょうか。
　山下　一般的にはHDLコレステロー
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ルが100㎎/㎗以上というところですが、
それぐらい高い人というのはそんなに
多くないですので、そういう中でいろ
いろな成因を調べていくということに
なるかと思います。
　大西　まずどういった検査から始め
たらよろしいでしょうか。
　山下　保険はまだ通っていないので
すけれども、CETPの蛋白量を測って
いく。あるいは、昔は活性を測るとい
う方法もあったのですが、日常臨床で
は保険が通っていないということで、
少し難しいかなと思います。
　そうしますと、CETP欠損の見分け
方ですけれども、血液中のアポ蛋白A
１に比べてHDLコレステロールが非常
に多すぎるということが１点と、あと
アポ蛋白のC３、それからEという蛋白
がすごく増えるのです。トリグリセラ
イドが高くなくてもそういうものが増
えて、HDLコレステロールも高いとい
うので、それがけっこう特徴になりま
す。
　そういう方が来られたら、実際どう
するかということですけれども、まず
動脈硬化の所見、例えば狭心症があっ
たり、心筋梗塞になっていたり、脳梗
塞になっていないかどうか病歴を聞い
たうえで、あとは動脈硬化の評価とい
う意味で、最低でも頸動脈のエコーの
検査で、プラークがないかどうか、IMT
が肥厚していないかどうか、そういう
ことを調べていただくことになるかと

思います。
　もちろん心臓のほうに関しては、ト
レッドミルの検査とか、あるいはエル
ゴメーターの検査とか、そういう負荷
テストをやっていただく。これがたい
へんであれば、最低でもマスターの負
荷心電図はぜひともやっていただきた
いと思います。
　大西　そういう検査で異常が見つか
った場合は、一般的な高脂血症の治療
をするということですね。
　山下　そうですね。動脈硬化が見つ
かれば、治療ということになるかと思
います。
　大西　LDLコレステロールが高い人
もいらっしゃるでしょうし。
　山下　LDLコレステロールが高い場
合は、LDLコレステロールを下げるた
めにスタチンを併用するとか、あるい
はエゼチミブのようなコレステロール
吸収阻害薬を使うとか、あるいはLDL
コレステロールの酸化を抑えてコレス
テロールの逆転送を促進させるという
薬として、プロブコールという昔から
の薬があります。そういう薬物は抗酸
化効果も強いですし、抗動脈硬化作用
も非常に強いので、動脈硬化があるこ
とがわかった高HDLコレステロール血
症の場合にはおそらく有効だと思いま
す。
　大西　昔からある薬ですけれども、
有効だということですね。
　山下　はい。

　大西　薬物療法のほかに、患者さん
に一般的な生活指導はどのようにされ
ていますでしょうか。
　山下　例えば、たばこを吸われる方
などは非常に強いリスクになりますの
で、たばこはできるだけやめていただ
くということが大事ですし、運動をあ
まりされない方などはできるだけ運動
をしていただく。糖尿病なども、悪い
方はちゃんと糖尿病の治療をしないと

いけませんし、血圧の高い方などは血
圧の治療もしないといけないというこ
とになります。アルコールを大量に飲
みますと、特にHDLコレステロールが
もともと高い人はさらに上がりますの
で、アルコールは適度に、ほどほどに、
休肝日も設けていただくことが大事で
はないかと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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ルが100㎎/㎗以上というところですが、
それぐらい高い人というのはそんなに
多くないですので、そういう中でいろ
いろな成因を調べていくということに
なるかと思います。
　大西　まずどういった検査から始め
たらよろしいでしょうか。
　山下　保険はまだ通っていないので
すけれども、CETPの蛋白量を測って
いく。あるいは、昔は活性を測るとい
う方法もあったのですが、日常臨床で
は保険が通っていないということで、
少し難しいかなと思います。
　そうしますと、CETP欠損の見分け
方ですけれども、血液中のアポ蛋白A
１に比べてHDLコレステロールが非常
に多すぎるということが１点と、あと
アポ蛋白のC３、それからEという蛋白
がすごく増えるのです。トリグリセラ
イドが高くなくてもそういうものが増
えて、HDLコレステロールも高いとい
うので、それがけっこう特徴になりま
す。
　そういう方が来られたら、実際どう
するかということですけれども、まず
動脈硬化の所見、例えば狭心症があっ
たり、心筋梗塞になっていたり、脳梗
塞になっていないかどうか病歴を聞い
たうえで、あとは動脈硬化の評価とい
う意味で、最低でも頸動脈のエコーの
検査で、プラークがないかどうか、IMT
が肥厚していないかどうか、そういう
ことを調べていただくことになるかと

思います。
　もちろん心臓のほうに関しては、ト
レッドミルの検査とか、あるいはエル
ゴメーターの検査とか、そういう負荷
テストをやっていただく。これがたい
へんであれば、最低でもマスターの負
荷心電図はぜひともやっていただきた
いと思います。
　大西　そういう検査で異常が見つか
った場合は、一般的な高脂血症の治療
をするということですね。
　山下　そうですね。動脈硬化が見つ
かれば、治療ということになるかと思
います。
　大西　LDLコレステロールが高い人
もいらっしゃるでしょうし。
　山下　LDLコレステロールが高い場
合は、LDLコレステロールを下げるた
めにスタチンを併用するとか、あるい
はエゼチミブのようなコレステロール
吸収阻害薬を使うとか、あるいはLDL
コレステロールの酸化を抑えてコレス
テロールの逆転送を促進させるという
薬として、プロブコールという昔から
の薬があります。そういう薬物は抗酸
化効果も強いですし、抗動脈硬化作用
も非常に強いので、動脈硬化があるこ
とがわかった高HDLコレステロール血
症の場合にはおそらく有効だと思いま
す。
　大西　昔からある薬ですけれども、
有効だということですね。
　山下　はい。

　大西　薬物療法のほかに、患者さん
に一般的な生活指導はどのようにされ
ていますでしょうか。
　山下　例えば、たばこを吸われる方
などは非常に強いリスクになりますの
で、たばこはできるだけやめていただ
くということが大事ですし、運動をあ
まりされない方などはできるだけ運動
をしていただく。糖尿病なども、悪い
方はちゃんと糖尿病の治療をしないと

いけませんし、血圧の高い方などは血
圧の治療もしないといけないというこ
とになります。アルコールを大量に飲
みますと、特にHDLコレステロールが
もともと高い人はさらに上がりますの
で、アルコールは適度に、ほどほどに、
休肝日も設けていただくことが大事で
はないかと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　脂質異常症の最新情報のシリ
ーズの１つとしまして、新しい指標
non-HDLコレステロールについて、お
話をうかがいたいと思います。
　まず、non-HDLコレステロールとい
うと、聞き慣れない方もいらっしゃる
かと思うのですけれども、これが少し
注目されだした背景はどのようなこと
なのでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールが注
目された理由としまして、２つありま
す。１つは、動脈硬化の促進因子とし
ましてはLDLコレステロールが最も重
要です。LDLコレステロールの測定に
つきましては、最近、個々の検査メー
カーがそれぞれの測定値を出しており
ますが、必ずしもそれが統一されたも
のではなく、ばらつきがあることがわ
かりました。そのためLDLコレステロ
ール値は、総コレステロールマイナス
HDLコレステロール、マイナス５分の
１の中性脂肪で算出されます。しかし、
中性脂肪が400㎎/㎗を超えた場合には、
このフリードワルドの式を使うことが

できません。これが１番目です。
　２番目としましては、最近、メタボ
リック症候群や糖尿病が増えまして、
この方たちは中性脂肪が高いといわれ
ております。中性脂肪が高いと、レム
ナントとかsmall dense LDLコレステ
ロールが高値になるといわれまして、
これが動脈硬化を促進する因子という
こともいわれています。LDLコレステ
ロールだけを測定しますと、レムナン
トやsmall dense LDLコレステロール
等々が無視されるということがありま
すので、この２つの理由で最近、HDL
コレステロールが注目されてきている
わけであります。
　大西　そうしますと、non-HDLコレ
ステロールにはいろいろなものが中に
入っているということですね。少しお
話に出ましたけれども、どのような範
疇のものが。
　水野　non-HDLコレステロールの
中には先ほど言いました中性脂肪や、
カイロミクロン、small dense LDL、
レムナント、それとLDLコレステロー

ル等々が入ってきておりまして、non-
HDLコレステロール自体は、本物の動
脈硬化惹起、また動脈硬化を促進する
コレステロールといわれております。
このnon-HDLコレステロールはアポB、
これは動脈硬化を促進するわけであり
ますけれども、それを反映するのでは
ないかということもいわれております。
　大西　最近、ガイドラインもいろい
ろ改訂されてきていますけれども、ガ
イドラインでもLDLコレステロールに
次ぐような重要な指標として取り上げ
られてきているのでしょうか。
　水野　特に中性脂肪が高い方に関し
ましては、non-HDLコレステロールと
いうものは第２の到達目標として使用
されつつあるということです。
　大西　non-HDLコレステロールは心
血管イベントと関係があるという話を
うかがっているのですけれども、その
辺に関して教えていただけますでしょ
うか。
　水野　最も重要なことは、non-HDL
コレステロールが高くなればなるほど
果たしてイベントが増えるかどうかと
いうことですけれども、これに対し 
ては、Health Professional Follow up 
Studyがありまして、non-HDLコレス
テロールが高ければ高いほど心血管イ
ベントが上昇するということがいわれ
ております。
　また、non-HDLコレステロールが
果たして心血管イベントを予測しうる

かどうかということも重要なことでは
ないかと思いますが、それに対しては
Women’s Health Study、これがLDLコ
レステロールよりもnon-HDLコレステ
ロールのほうが予測因子として重要で
あったということがいわれております。
　また、例えばスタチンを使った患者
さんで、スタチン服薬中のnon-HDL
コレステロールと、その後の心血管イ
ベントのハザード比を見ますと、アポ
BやLDLコレステロールよりも、non-
HDLコレステロールのほうがより鋭敏
な指標であったということがいわれて
おります。
　もっと大切なことは、non-HDLコ
レステロールを下げることにより、果
たしてイベントが減少するかどうかと
いうことではないかなと思いますが、
2009年のJACCという雑誌に、いろい
ろなスタチンやフィブラートやニコチ
ンを使ったメタアナリシスがありまし
て、non-HDLコレステロールを１％下
げると、心血管イベントが１％低下す
るということが書かれています。
　大西　日本人ではnon-HDLコレステ
ロールに関するエビデンスというのは
集積されてきているのでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールに関
しましては、心血管イベントの指標と
して有用であるということにつきまし
ては、われわれが行ったメガスタディ
等よりnon-HDLコレステロールの重要
性を証明しておりますが、non-HDLコ

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

日本医科大学循環器内科主任教授
水　野　杏　一

（聞き手　大西　真）

新しい指標non-HDLコレステロール

ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013） （299）  5958 （298） ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013）

1304本文.indd   58-59 13/03/15   14:17



　大西　脂質異常症の最新情報のシリ
ーズの１つとしまして、新しい指標
non-HDLコレステロールについて、お
話をうかがいたいと思います。
　まず、non-HDLコレステロールとい
うと、聞き慣れない方もいらっしゃる
かと思うのですけれども、これが少し
注目されだした背景はどのようなこと
なのでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールが注
目された理由としまして、２つありま
す。１つは、動脈硬化の促進因子とし
ましてはLDLコレステロールが最も重
要です。LDLコレステロールの測定に
つきましては、最近、個々の検査メー
カーがそれぞれの測定値を出しており
ますが、必ずしもそれが統一されたも
のではなく、ばらつきがあることがわ
かりました。そのためLDLコレステロ
ール値は、総コレステロールマイナス
HDLコレステロール、マイナス５分の
１の中性脂肪で算出されます。しかし、
中性脂肪が400㎎/㎗を超えた場合には、
このフリードワルドの式を使うことが

できません。これが１番目です。
　２番目としましては、最近、メタボ
リック症候群や糖尿病が増えまして、
この方たちは中性脂肪が高いといわれ
ております。中性脂肪が高いと、レム
ナントとかsmall dense LDLコレステ
ロールが高値になるといわれまして、
これが動脈硬化を促進する因子という
こともいわれています。LDLコレステ
ロールだけを測定しますと、レムナン
トやsmall dense LDLコレステロール
等々が無視されるということがありま
すので、この２つの理由で最近、HDL
コレステロールが注目されてきている
わけであります。
　大西　そうしますと、non-HDLコレ
ステロールにはいろいろなものが中に
入っているということですね。少しお
話に出ましたけれども、どのような範
疇のものが。
　水野　non-HDLコレステロールの
中には先ほど言いました中性脂肪や、
カイロミクロン、small dense LDL、
レムナント、それとLDLコレステロー

ル等々が入ってきておりまして、non-
HDLコレステロール自体は、本物の動
脈硬化惹起、また動脈硬化を促進する
コレステロールといわれております。
このnon-HDLコレステロールはアポB、
これは動脈硬化を促進するわけであり
ますけれども、それを反映するのでは
ないかということもいわれております。
　大西　最近、ガイドラインもいろい
ろ改訂されてきていますけれども、ガ
イドラインでもLDLコレステロールに
次ぐような重要な指標として取り上げ
られてきているのでしょうか。
　水野　特に中性脂肪が高い方に関し
ましては、non-HDLコレステロールと
いうものは第２の到達目標として使用
されつつあるということです。
　大西　non-HDLコレステロールは心
血管イベントと関係があるという話を
うかがっているのですけれども、その
辺に関して教えていただけますでしょ
うか。
　水野　最も重要なことは、non-HDL
コレステロールが高くなればなるほど
果たしてイベントが増えるかどうかと
いうことですけれども、これに対し 
ては、Health Professional Follow up 
Studyがありまして、non-HDLコレス
テロールが高ければ高いほど心血管イ
ベントが上昇するということがいわれ
ております。
　また、non-HDLコレステロールが
果たして心血管イベントを予測しうる

かどうかということも重要なことでは
ないかと思いますが、それに対しては
Women’s Health Study、これがLDLコ
レステロールよりもnon-HDLコレステ
ロールのほうが予測因子として重要で
あったということがいわれております。
　また、例えばスタチンを使った患者
さんで、スタチン服薬中のnon-HDL
コレステロールと、その後の心血管イ
ベントのハザード比を見ますと、アポ
BやLDLコレステロールよりも、non-
HDLコレステロールのほうがより鋭敏
な指標であったということがいわれて
おります。
　もっと大切なことは、non-HDLコ
レステロールを下げることにより、果
たしてイベントが減少するかどうかと
いうことではないかなと思いますが、
2009年のJACCという雑誌に、いろい
ろなスタチンやフィブラートやニコチ
ンを使ったメタアナリシスがありまし
て、non-HDLコレステロールを１％下
げると、心血管イベントが１％低下す
るということが書かれています。
　大西　日本人ではnon-HDLコレステ
ロールに関するエビデンスというのは
集積されてきているのでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールに関
しましては、心血管イベントの指標と
して有用であるということにつきまし
ては、われわれが行ったメガスタディ
等よりnon-HDLコレステロールの重要
性を証明しておりますが、non-HDLコ

脂質異常症の最新情報（Ⅰ）

日本医科大学循環器内科主任教授
水　野　杏　一

（聞き手　大西　真）

新しい指標non-HDLコレステロール

ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013） （299）  5958 （298） ドクターサロン57巻４月号（3 . 2013）

1304本文.indd   58-59 13/03/15   14:17



レステロールを下げることによって、
どれだけイベントが減るかということ
については、まだ日本では研究されて
おりません。今後行っていかなければ
ならないことではないかと思います。
　大西　ガイドラインでは、non-HDL
コレステロールに関しては何か管理目
標値みたいなものは定められているの
でしょうか。
　水野　2012年に出されました動脈硬
化学会のガイドラインにおきましては、
non-HDLコレステロールの管理目標値
というのがつくられておりまして、例
えば心血管イベントのあった方、すな
わち二次予防でありますが、LDLコレ
ステロール＋30㎎/㎗というのがnon-
HDLコレステロールの管理目標とい
うことです。二次予防についてはLDL
コレステロールが100㎎/㎗以下が管理
目標ですので、100＋30ということで、
130㎎/㎗以下にするということ。
　また、一次予防については、軽症、中
症、重症のリスクがありますが、LDL
コレステロール＋30㎎/㎗を目標とす
るということです。例えば、糖尿病が
あるような方、これは120㎎/㎗がLDL
コレステロールの目標でありますので、
190㎎/㎗以下にするということ。また、
リスクがほとんどない方は160㎎/㎗で
ありますので、160＋30ということで、
190㎎/㎗ということ。中間の方は140＋
30ということですので、170㎎/㎗とい
うことです。

　大西　実際の臨床の現場で診療され
ている先生方が、LDLコレステロール
もあって、トリグリセライドもあって、
総コレステロールもあって、non-HDL
コレステロールもありますけれども、
どのように戦略的に組み合わせて診療
に当たっていったらよろしいでしょう
か。
　水野　トリグリセライドがあって、
LDLコレステロールがあって、総コレ
ステロールがあってということですが、
先ほど言いましたように、通常一番大
切なものはLDLコレステロールです。
その次はnon-HDLコレステロールとい
うことで、non-HDLコレステロールは、
総コレステロールマイナスHDLコレス
テロールということですので、通常そ
の２つを測ればこれは計算ができると
いうことです。LDLコレステロール、
HDLコレステロールともに採血は空腹
にしなくてもよいという非常に大きな
メリットがある指標ではないかと思い
ます。
　大西　食事の影響もないし、トリグ
リセライドが高くても影響されないと
いうことで、使いやすいということで
すね。
　水野　はい。
　大西　実際、治療目標に使う場合、
薬物療法としては、こういう患者さん
に関してはやはりスタチンということ
になるのでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールを下

げるという薬剤は、特異的なものはあ
りません。今先生がおっしゃったよう
に、スタチンもそうですし、フィブラ
ート、あとはニコチン酸もそうですし、
EPA等々もnon-HDLコレステロール
を下げるということがいわれています。
特異的に下げるという薬はまだ今のと
ころ開発はされていないのではないか
と思いますが、通常の薬物療法でnon-
HDLコレステロールを下げるというこ
とが可能だということです。
　大西　今後は日本人でエビデンスを
集積することが重要だというお話でし
たけれども、特に心臓血管で重要なの
か、あるいは脳血管障害だとか、いろ
いろな面でも影響があるのか、そのあ
たりの今後の展望はいかがでしょうか。
　水野　non-HDLコレステロールとい

うのは動脈硬化の指標ですので、冠動
脈とか末梢動脈の閉塞症等の治療に有
用ではないかと思いますが、脳血管障
害に関しましては、コレステロールよ
りも高血圧の影響が高いということで
す。先ほど言ったnon-HDLコレステロ
ールとのイベントを見ますと、心血管
イベントについてはある程度よい相関
がありますけれども、脳血管障害に関
してはあまり予測因子としてはならな
いということもいわれております。
　大西　ASOとか、そういう足の血管
などは影響があると考えてよろしいで
しょうか。
　水野　はい。
　大西　今後ますます研究が進むこと
が重要だということですね。ありがと
うございました。
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