
　山内　銭谷先生、まず、肝硬変の現
状からおうかがいしたいのですが。
　銭谷　日本では、ウイルス肝炎によ
る肝硬変が７～８割ということで、特
にC型が非常に多い。C型もB型も治療
法がだいぶ確立したので、ウイルス肝
炎がどんどん進んで肝硬変になるとい
うのは、今から急激に減っていくこと
になると思います。しかし、最近話題
になっている脂肪性肝炎からの肝硬変
は今後増えるかもしれませんし、肥満
からくる肝硬変も今後増えてくるでし
ょう。アルコール性と同じ組織を呈す
肝硬変が増えてくることが危惧されて
おります。
　山内　決してまだまだ過去の病気に
はなっていないということですね。
　銭谷　そうですね。
　山内　肝硬変の腹水というと、我々
の世代は非常に難儀した覚えがあるの

ですが、まず基本的な治療法のアウト
ラインをご説明願えますか。
　銭谷　まず肝硬変の腹水がなぜたま
るかというと、肝臓がつくるアルブミ
ンが減って、血液の膠質浸透圧が下が
るということが第１点。肝硬変で門脈
血流が流れにくくなるので、消化管が
うっ血して、透過性も上がって、フリ
ーのスペースである腹腔に水がたまり
やすくなる。同時に、静脈系にうっ滞
が起こるので循環血漿量が減り、腎臓
の血流が減少し、腎臓も変化を受けて
いるということを一緒に考えることが
大事だと思うのです。これを考えなが
ら治療を進める。とにかく水がたまる
のだから、膠質浸透圧が下がることを
阻止する。まずアルブミンを上げるこ
とを考えるのが一番よろしい。それか
ら、塩分制限をして少し腹水がたまる
のを防ぐというのが第一だと思います。

肝硬変患者の腹水コントロール

東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科教授
銭　谷　幹　男

（聞き手　山内俊一）

　肝硬変患者の腹水コントロールについて最近の知見をご教示ください。
＜北海道開業医＞
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　山内　アルブミンを上げる、昔、ア
ルブミンの製剤の静注もありましたが、
このあたりの最近の使い方を教えてい
ただけますか。
　銭谷　分枝鎖アミノ酸というのは、
アミノ酸ですけれども、肝臓ではほと
んど代謝されず、筋肉で代謝されます。
しかも長期に服用していると、血清の
アルブミンがきれいに上がってきて、
肝疾患の予後も改善することがわが国
の大規模試験でわかっていますので、
肝硬変になったら、まずアミノ酸製剤
をきちんと使って、アルブミンをなる
べく保つようにするというのが非常に
大事だと思います。
　山内　アルブミン製剤を静注する、
これも入院でないとなかなか難しいと
いうのもありますね。
　銭谷　保険上の縛りもかなりあるの
で、アルブミンが非常に下がったとき
には当然利尿薬を使う前にアルブミン
の補塡ということも考えなければいけ
ません。一般的にはアルブミンの補塡
を考えながら利尿薬を上手に使ってい
くということになると思います。
　山内　長期的に外来でフォローアッ
プする際には、アミノ酸製剤と利尿薬
というのが基本ということですね。
　銭谷　はい。
　山内　そうしますと、利尿薬の使い
方ですが。
　銭谷　先ほど申し上げましたように、
腹腔内にうっ滞して、循環血漿量が減

少して、腎臓の血流が減っているわけ
ですから、レニン・アンジオテンシン、
アルドステロン系が亢進しているとい
うことになります。したがって、抗ア
ルドステロン剤を使うとこの状態が改
善できますので、まず抗アルドステロ
ン剤を使います。ただし、これは効き
出すのに２～３日かかるのです。です
から、腹水がたまってきたときにこれ
を使うと、すぐ効かないので、当院は
抗アルドステロン剤とループ利尿薬を
併用して使って、尿量を見ながら治療
していくというのが一般的だと思いま
す。
　山内　そのあたりでだいたい対処で
きる比率というと、どのぐらいなので
しょうか。
　銭谷　日本の場合は半分ぐらいの人
はこれで対応できると思うのですが、
やはり治療抵抗性の人もいるのです。
抗アルドステロン剤をどんどん増量し
ていって、ループ利尿薬でどんどん利
尿していくことになります。しかし、
使用量には上限があります。利尿薬の
投与量が上昇すると電解質のアンバラ
ンスが起こってくる可能性が高くなり
ます。私どもはループ利尿薬を使って
なかなか効かないときは、少量のサイ
アザイドを使ってみることもいたしま
す。
　山内　サイアザイドですか。
　銭谷　サイアザイドの利尿薬を使う
と効いてくるということもあるので、
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で、それを補塡する意味では入院中に
腹水を抜いて、抜いた腹水を濃縮して
体に静脈を通して返してしまう。腹水
濃縮還流というのも一つの手だと思い
ます。
　山内　これは技術的には高度なので
すか。
　銭谷　これは濃縮する機械がいるの
で、透析と同じようなかたちの機械が
いるわけで、入院しなければできませ
ん。ただし、腹水に含まれているもの
が濃縮されて血中に入るときに、エン
ドトキシンなどに感染していると、そ
れが入ってしまうということもあるの
で、その辺の注意も必要だと思います。
　山内　あと、血圧の問題も少し出て
きました。それから水管理ですか。
　銭谷　そうです。
　山内　まず電解質についてですが。
　銭谷　濃縮還流するときには、もと
もとあったものが入っているわけです
から、それはあまり問題ないと思うの
ですけれども、腹水の性状をまずきち
んと検討して、濃縮液も測って返すと
いうことになると思います。
　山内　特に腹膜炎が起きているよう
だったら、これはあまり頻回にはでき
ないということですね。
　銭谷　もちろんできないことになり
ます。ほかには、穿刺をせずに、腹腔
内に管を入れて、その液を直接静脈に
返すという方法、いわゆる腹膜―静脈
シャントをつくるという方法もありま

す。
　山内　具体的にはどういうかたちで
すか。
　銭谷　腹腔内からチューブを入れて、
皮下を通して頸静脈のほうに返してし
まう。今まで血管外にあった液体が静
脈に返るわけですから、うまく循環血
漿量が増えてきて、腎血流も増し、ア
ルブミンもそのまま体内に返るので、
非常によろしいということになるわけ
です。ただし、これも腹水が直接大循
環に入るので、肝性脳症とかDICを起
こすことが心配です。
　腹水の中にはデブリスも入っている
ので、昔はよく詰まったりと、うまく
いかなかったのですけれども、最近の
市販の回路にはポンプがついているの
で、デブリスを除きながら、うまく腹
水の還流ができるようになったという
こともあります。これをやると、かな
り腎血流量も増えるので、移植を希望
している方などは、これをやっている
と、移植後の腎不全が少なくなったと
いう報告もあるようです。
　山内　非常に理想的なのですが、保
険などはいかがですか。
　銭谷　これは大丈夫です。ただ、水
の管理上では、今度は肝臓内で門脈と
静脈を直接結ぶTIPSという方法は、も
うちょっと水が抜けるので非常にいい
といわれています。これは保険が適用
されていません。しかしQOLを上げる
意味では非常にいいと思います。
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これもちょっとお試しになったほうが
いいと思います。
　山内　少量ですか。
　銭谷　はい。フルイトラン１～２㎎
とか、そのぐらいの量でループ利尿薬
に加えると、利尿が得られることがよ
くあります。
　山内　利尿薬に関しては、新しい使
用方法とか新しい薬剤というのは、今
のところ、まだあまりないと見てよろ
しいでしょうか。
　銭谷　しばしば認められる低ナトリ
ウム血症で125mEq/L以下ですと、抗
バゾプレシン受容体阻害薬というもの
を使えばいいのではないかというのが
出ています。これはナトリウムの是正
には役立ちますけれども、腹水のコン
トロールにはあまり有用性はないので、
今後の課題だと思いますが、そういう
薬もだんだん出てきています。
　山内　次のステップになりますと、
また高度な技術が必要なものが出てく
るかもしれませんが、その前に昔から
あります穿刺ですね、これに関して少
しお願いします。
　銭谷　利尿薬を使ってもあまり効か
ない場合、どうしても抵抗がある、あ
るいは腹水がたまって日常生活が非常
に問題になるというときは、やはり腹
水穿刺をしなければいけないと思いま
す。ただ、穿刺といっても、一遍に全
部抜いてしまうと、ものすごい量の水
が抜けてしまって、アルブミンも当然

一緒に失ってしまうわけですから、１
回に１ℓとか２ℓ抜いてみて、それで
利尿薬が効くか。腹腔内圧が下がると、
それで腎臓の血流が増して利尿薬が効
くということもありますので、最初は
あまりいっぱい抜かずに、１回抜いて
みる。抜いたら、必ず腹水の検査をし
て、特発性腹膜炎が起こっていないか
ということを検討しなければいけない
と思います。
　山内　この穿刺する液は、今１ℓか
２ℓというお話ですが、そのぐらい抜
いても大丈夫ということですね。
　銭谷　１ℓ、２ℓは、血圧が落ちる
のは心配ですけれども、一応測ってい
れば、２ℓぐらい抜いても平気だと思
います。一般に、パンパンになってい
ると５～６ℓはたまっているわけです
から、そのぐらいの穿刺排液は問題な
いと思います。
　山内　当然これは入院してというこ
とでしょうか。
　銭谷　そうですね。感染の危惧もあ
りますし、入院して、当然失ったアル
ブミンを補う必要もありますし、電解
質の変調にも気をつけなければいけま
せんので、入院で行うことが大事だと
思います。
　山内　抜いても、またたまってくる
ことが多いと思うのですが。
　銭谷　そうです。結局、抜いても、
肝臓の病態は変わっていないので、症
状は取れますけれども、結局だめなの
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しお願いします。
　銭谷　利尿薬を使ってもあまり効か
ない場合、どうしても抵抗がある、あ
るいは腹水がたまって日常生活が非常
に問題になるというときは、やはり腹
水穿刺をしなければいけないと思いま
す。ただ、穿刺といっても、一遍に全
部抜いてしまうと、ものすごい量の水
が抜けてしまって、アルブミンも当然

一緒に失ってしまうわけですから、１
回に１ℓとか２ℓ抜いてみて、それで
利尿薬が効くか。腹腔内圧が下がると、
それで腎臓の血流が増して利尿薬が効
くということもありますので、最初は
あまりいっぱい抜かずに、１回抜いて
みる。抜いたら、必ず腹水の検査をし
て、特発性腹膜炎が起こっていないか
ということを検討しなければいけない
と思います。
　山内　この穿刺する液は、今１ℓか
２ℓというお話ですが、そのぐらい抜
いても大丈夫ということですね。
　銭谷　１ℓ、２ℓは、血圧が落ちる
のは心配ですけれども、一応測ってい
れば、２ℓぐらい抜いても平気だと思
います。一般に、パンパンになってい
ると５～６ℓはたまっているわけです
から、そのぐらいの穿刺排液は問題な
いと思います。
　山内　当然これは入院してというこ
とでしょうか。
　銭谷　そうですね。感染の危惧もあ
りますし、入院して、当然失ったアル
ブミンを補う必要もありますし、電解
質の変調にも気をつけなければいけま
せんので、入院で行うことが大事だと
思います。
　山内　抜いても、またたまってくる
ことが多いと思うのですが。
　銭谷　そうです。結局、抜いても、
肝臓の病態は変わっていないので、症
状は取れますけれども、結局だめなの
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　山内　このあたりの進歩はなかなか
素晴らしいものがありますね。
　銭谷　はい。
　山内　最後になりますが、肝硬変は、
こういう管理が随分進んできたという
ところを見ましても、予後は、長期予
後も含めて、よくなってきているので
しょうか。
　銭谷　はい。肝硬変の場合には、肝
不全死、食道静脈瘤の出血死というの
が非常に多かったのですが、食道静脈
瘤は内視鏡的治療で非常によく管理で
きますし、肝不全も腹水の管理が、先
ほど言ったように、利尿薬、それから
いろいろな回路などでコントロールで
きたので、肝硬変の予後自体は非常に
よくなってきて、むしろ合併する肝臓
がんが予後規定因子としては今最も重

要だということになっています。
　山内　そうしますと、肝臓がんがな
いケースの肝硬変はかなり予後がよく
なっていると見てよろしいわけですね。
　銭谷　そうですね。肝硬変それ自体
の予後は非常によくなった時代に入っ
たと思います。
　山内　あと、いわゆる栄養管理が少
し難しいというのはまだ残っているの
ですか。
　銭谷　そうですね。アルブミン、そ
れから食べ過ぎるとアンモニアが上が
るということもありますから、やはり
食事の管理は、管理栄養士さんをつけ
たり、食事の取り方、低血糖にならな
いような工夫なども必要だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　竹村先生、まず、溶連菌とは
何か、またその感染した症状はどのよ
うなものなのか、おうかがいしたいと
思います。
　竹村　溶連菌感染症ということです
が、溶連菌というのは溶血性連鎖球菌
の略です。本菌は、いわゆるグラム陽
性球菌ですが、咽頭や喉頭に保菌され
ている方も数％いらっしゃいます。問
題になる感染症としては、咽頭炎から
劇症型といわれる全身性の感染症まで
様々なのですが、一番多いのは小児の
咽頭炎であると思います。
　溶連菌による咽頭炎は一般に軽症の
感染症ですが、猩紅熱という皮膚に発

疹をきたすような病態になることもあ
りますし、治癒後に、リウマチ熱であ
るとか、糸球体腎炎であるとか、重篤
な病態になることもあります。
　咽頭や喉頭の感染症に関しては、い
わゆる風邪との鑑別が必要な軽症の感
染症ですが、それとは別に、劇症型と
いわれるタイプの感染症もあります。
これは皮膚における外傷などの傷口か
ら菌が入り込んで、末梢で壊死性筋膜
炎を起こし、同時に敗血症という状態
で多臓器不全であるとかDICなどを起
こし、命を落とすようなこともありま
す。
　そうでなくても、壊死を起こした組

溶連菌感染症

聖マリアンナ医科大学感染制御部病院教授
竹　村　　弘

（聞き手　池田志斈）

　溶連菌感染症についてご教示ください。
　１．strepテスト陽性でも溶連菌は咽頭常在菌の可能性あり。発熱、咽頭炎、

化膿性扁桃炎などの臨床症状がなければ治療は不要、つまり、感染イコ
ール発症ではないのでしょうか。

　２．20歳以上の成人はほとんど溶連菌に対する抗体を持っており、家族内発
症はまれであり、予防的投与は不要なのでしょうか。

＜東京都開業医＞

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （347）  27

1305本文.indd   26-27 13/04/16   9:59




