
ですね。
　渡邊　極めて近い将来に腹腔鏡下手
術がゴールドスタンダードになるだろ
うと思います。
　池田　そういう意味では、大腸癌を
外科医に紹介するときは内視鏡的手術

をと。
　渡邊　とりあえずそれを要求してか
まわないと思いますし、患者さんも喜
ばれます。入院期間はだいたい１週間
ぐらいです。
　池田　ありがとうございました。

　池田　まず滑液囊胞についておうか
がいしたいと思います。
　黒田　滑液囊胞炎というのは、質問
の先生がおっしゃるように、膝とか肘
などの特に凸側、出っ張っているほう
にできます。そして、外傷によって起
こることもありますし、慢性的な局所
の刺激、例えば膝だったら、正座され
て長い間刺激されるとか、肘だったら、
机か何かに肘頭部、肘の頭のところを
刺激していて起こったりする。その２
つが原因としてなることが多いのです
が、ぷよぷよとしたやわらかい塊で見
つかって、なかなかそれが引かないと
いうことで患者さんは来院されること
が多いです。
　それに対する鑑別診断ですけれども、

もちろん炎症から起きていることもあ
りますけれども、炎症以外に、腫瘍の
場合も考えなければいけません。腫瘍
では軟部腫瘍を考えるのですが、まず
中身を吸引してみる。吸引して、中身
が液体であれば炎症性のものを考えま
す。この場合は黄色い液体で滑液包炎
のことが多いのです。全く引けなけれ
ば脂肪腫だとか、ほかの腫瘍を考えな
ければいけないので、腫瘤の中身を針
で刺して引いてみるということが重要
だと思います。
　ただ、針を刺すときに一番嫌な合併
症は、細菌感染ですから、それに対し
ての防御としては、手をよく消毒して、
患部もよく消毒して針を刺すといいと
思うのです。その針もできれば18ゲー

難治性の滑液包炎治療

聖路加国際病院整形外科部長
黒　田　栄　史

（聞き手　池田志斈）

　膝関節や肘関節にできる滑液囊胞は針で吸引しても数日で元の大きさに戻り
ます。たまに、うっとうしいので根治的に治してほしいという患者さんに、小
さいドレーンを入れて、常時内容を抜いて囊の閉鎖を図っていますが正しいで
しょうか。他によい方法があればご教示ください。

＜京都府開業医＞
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ジ、太いほうが中のものがよく吸えま
す。慢性の滑液囊胞だと中に滑膜が増
殖し中身が吸いにくいことがあります。
これは、皆さんが掃除機でカーテンの
そばを引くと、ぺたっとカーテンを吸
ってしまって掃除機が働かないように、
細い針だと、滑液の組織を吸って液体
を吸いにくいので、太いほうが引きや
すいし、最後まで引けると思います。
そういう処置をします。
　そして、血性の外傷であれば、１回
抜いただけで、自然と治ることがある
のですが、ほとんどの場合は慢性の炎
症で、黄色い液体が引けるのですけれ
ども、この黄色い液体が引ける場合は、
数日で元に戻ることがしばしばありま
す。数日で元に戻った場合に、その対
処としては、こちらの質問の先生はド
レーンを入れるということですが、私
は今までこれはやったことがないし、
調べたかぎりにおいては、そういう治
療はあまり普通に行われていないよう
です。
　私がやる治療というのは、18ゲージ
で内容を引くわけですけれども、吸引
したあとにステロイドを入れるのです。
ステロイドを入れるときも、18ゲージ
の針を、手でさわったりして不潔にな
ると困りますから、針の固定はペアン
だとかコッヘルみたいな器械でちゃん
とつまんでおいて、ともかくコンタミ
ネーション、感染を起こさないように
してステロイドを入れます。そのステ

ロイドとしては、デカドロンでもいい
ですし、リンデロンという薬でもいい
のですけれども、私が好きなのはケナ
コルトという懸濁液で、懸濁液のほう
が慢性化したものには効くと思ってい
ますので、それを使うことが多いです。
　その後、１日は、コンタミネーショ
ンが怖いので、シャワーもお風呂も禁
止しています。こういうことをしても、
残念ながらまた再発を繰り返すような
場合には、私は麻酔下、その麻酔は上
肢全体の局所麻酔でもいいのですけれ
ども、もし患者さんが緊張されるとい
うことであれば、軽い全身麻酔でもい
いのです。そして粘液囊胞、滑液包を
取る手術をします。慢性化した滑液包
を取るわけですが、その後に皮膚と滑
膜との間にスペースができますので、
そこのところにまたセローマ、粘液包
みたいなものができると嫌ですから、
その場合にはドレーンを入れます。１
～２日でそのドレーンは抜去しても再
発は少ないように今までは感じていま
す。
　こういう治療をしたのが今までの治
療ですが、私が調べているかぎりにお
いては、先ほど言いましたように、ド
レーンだけ入れるということはあまり
一般的には行われていませんでした。
　池田　お話から、治療のためですけ
れども、小さいドレーンを入れて常時
置いておくというのは、二次感染の可
能性を増すので、少し危険であるとい

うことですね。
　黒田　そうですね。コンタミネーシ
ョンが怖いので、コンタミネーション
をできるだけ避けたいと思いますので、
そういう治療はあまり一般的ではない
ように考えています。
　池田　あと保存的な治療の一つとし
て、ステロイドの局所注射というお話
ですけれども、これは何回か繰り返し
てやることはあるのでしょうか。
　黒田　１回やって、だめであれば、
２回目をすることもあります。ご存じ
のように、ステロイドというのは炎症
細胞のライソゾームが破裂して、中か
らケミカルメディエーターが出ないた
めの局所の治療だと思っていますので、
十分に炎症細胞に届かないときにはま
た再発すると思っています。再発した
ときには、前の薬、前にデカドロンを
使ったら次はケナコルト、ケナコルト
を前に使ったら、ステロイドをちょっ
と変えてデカドロンとかリンデロンと
か、ちょっと剤質を変えたりすること
もあります。そういう姑息的かもしれ
ませんけれども、ステロイドで治るこ
とが多いです。
　ただ、もし手術をしたくないと思っ
たら、その後、ギプスシーネみたいな
器具で固定をすると、少し炎症がおさ
まるようなことも経験していますけれ
ども、患者さんにギプスシーネなり、
シーネ、副木を当てることによる面倒
くささ、煩雑さがありますので、そこ

まで患者さんが希望することはあまり
多くありません。このような保存的治
療をします。
　先ほどちょっと言うのを忘れました
けれども、粘液包を麻酔下に、全身麻
酔か局所麻酔下に切除した場合に、そ
の後の痛みを取るために、少し副子固
定なりギプスシーネを使って、これは
１週間ぐらいで取れますけれども、使
ったりしたほうが痛みにとっては楽だ
ということは経験しています。
　ただ、最近、いい包帯、弾性包帯の
少し粘着力のある包帯がありますので、
それを厚く巻くと、ギプスシーネほど
は固くはないのですが、少し運動がで
きなくなります。それでもいいかなと
思っております。
　こういうことをやっていますが、粘
液包の膝だとか肘だとかいうところは
露出している場所ですので、コンタミ
ネーション、細菌が入るのが一番嫌な
ことですから、このドレーンだけを入
れるということは私はしていないし、
今後もあまり皆さんにはお勧めしたく
ないと思っております。
　池田　最初の粘液包炎の発生する機
序といいますか、肘とか膝の関節の外
側にできるということですから、物理
的なこすれですか、いろいろな機械的
刺激で起きるということで、先ほどシ
ーネ固定などでもある程度効果が出る
方がいらっしゃるということですけれ
ども、逆にいいますと、そういった方
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ジ、太いほうが中のものがよく吸えま
す。慢性の滑液囊胞だと中に滑膜が増
殖し中身が吸いにくいことがあります。
これは、皆さんが掃除機でカーテンの
そばを引くと、ぺたっとカーテンを吸
ってしまって掃除機が働かないように、
細い針だと、滑液の組織を吸って液体
を吸いにくいので、太いほうが引きや
すいし、最後まで引けると思います。
そういう処置をします。
　そして、血性の外傷であれば、１回
抜いただけで、自然と治ることがある
のですが、ほとんどの場合は慢性の炎
症で、黄色い液体が引けるのですけれ
ども、この黄色い液体が引ける場合は、
数日で元に戻ることがしばしばありま
す。数日で元に戻った場合に、その対
処としては、こちらの質問の先生はド
レーンを入れるということですが、私
は今までこれはやったことがないし、
調べたかぎりにおいては、そういう治
療はあまり普通に行われていないよう
です。
　私がやる治療というのは、18ゲージ
で内容を引くわけですけれども、吸引
したあとにステロイドを入れるのです。
ステロイドを入れるときも、18ゲージ
の針を、手でさわったりして不潔にな
ると困りますから、針の固定はペアン
だとかコッヘルみたいな器械でちゃん
とつまんでおいて、ともかくコンタミ
ネーション、感染を起こさないように
してステロイドを入れます。そのステ

ロイドとしては、デカドロンでもいい
ですし、リンデロンという薬でもいい
のですけれども、私が好きなのはケナ
コルトという懸濁液で、懸濁液のほう
が慢性化したものには効くと思ってい
ますので、それを使うことが多いです。
　その後、１日は、コンタミネーショ
ンが怖いので、シャワーもお風呂も禁
止しています。こういうことをしても、
残念ながらまた再発を繰り返すような
場合には、私は麻酔下、その麻酔は上
肢全体の局所麻酔でもいいのですけれ
ども、もし患者さんが緊張されるとい
うことであれば、軽い全身麻酔でもい
いのです。そして粘液囊胞、滑液包を
取る手術をします。慢性化した滑液包
を取るわけですが、その後に皮膚と滑
膜との間にスペースができますので、
そこのところにまたセローマ、粘液包
みたいなものができると嫌ですから、
その場合にはドレーンを入れます。１
～２日でそのドレーンは抜去しても再
発は少ないように今までは感じていま
す。
　こういう治療をしたのが今までの治
療ですが、私が調べているかぎりにお
いては、先ほど言いましたように、ド
レーンだけ入れるということはあまり
一般的には行われていませんでした。
　池田　お話から、治療のためですけ
れども、小さいドレーンを入れて常時
置いておくというのは、二次感染の可
能性を増すので、少し危険であるとい

うことですね。
　黒田　そうですね。コンタミネーシ
ョンが怖いので、コンタミネーション
をできるだけ避けたいと思いますので、
そういう治療はあまり一般的ではない
ように考えています。
　池田　あと保存的な治療の一つとし
て、ステロイドの局所注射というお話
ですけれども、これは何回か繰り返し
てやることはあるのでしょうか。
　黒田　１回やって、だめであれば、
２回目をすることもあります。ご存じ
のように、ステロイドというのは炎症
細胞のライソゾームが破裂して、中か
らケミカルメディエーターが出ないた
めの局所の治療だと思っていますので、
十分に炎症細胞に届かないときにはま
た再発すると思っています。再発した
ときには、前の薬、前にデカドロンを
使ったら次はケナコルト、ケナコルト
を前に使ったら、ステロイドをちょっ
と変えてデカドロンとかリンデロンと
か、ちょっと剤質を変えたりすること
もあります。そういう姑息的かもしれ
ませんけれども、ステロイドで治るこ
とが多いです。
　ただ、もし手術をしたくないと思っ
たら、その後、ギプスシーネみたいな
器具で固定をすると、少し炎症がおさ
まるようなことも経験していますけれ
ども、患者さんにギプスシーネなり、
シーネ、副木を当てることによる面倒
くささ、煩雑さがありますので、そこ

まで患者さんが希望することはあまり
多くありません。このような保存的治
療をします。
　先ほどちょっと言うのを忘れました
けれども、粘液包を麻酔下に、全身麻
酔か局所麻酔下に切除した場合に、そ
の後の痛みを取るために、少し副子固
定なりギプスシーネを使って、これは
１週間ぐらいで取れますけれども、使
ったりしたほうが痛みにとっては楽だ
ということは経験しています。
　ただ、最近、いい包帯、弾性包帯の
少し粘着力のある包帯がありますので、
それを厚く巻くと、ギプスシーネほど
は固くはないのですが、少し運動がで
きなくなります。それでもいいかなと
思っております。
　こういうことをやっていますが、粘
液包の膝だとか肘だとかいうところは
露出している場所ですので、コンタミ
ネーション、細菌が入るのが一番嫌な
ことですから、このドレーンだけを入
れるということは私はしていないし、
今後もあまり皆さんにはお勧めしたく
ないと思っております。
　池田　最初の粘液包炎の発生する機
序といいますか、肘とか膝の関節の外
側にできるということですから、物理
的なこすれですか、いろいろな機械的
刺激で起きるということで、先ほどシ
ーネ固定などでもある程度効果が出る
方がいらっしゃるということですけれ
ども、逆にいいますと、そういった方
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になりますと、一度ステロイドで治っ
たり、手術で治って、またできてしま
うということはけっこうあるのでしょ
うか。
　黒田　手術して再発する人は、今ま
で私は経験していません。ただ、もし
再発するのだったら、ほかの疾患とし
て、もともと炎症が起きやすい、例え
ば関節リウマチだとか、何か膠原病的
なものがあるのではないかとか、そう
いう炎症を起こすものがあるのではな
いかということはちょっと考えなけれ
ばいけないと思いますが、幸い今まで
経験したことはありません。
　池田　逆に、ある患者さんで肘にで
きて、次にまた反対側の肘にできたと
か、そういうことはあるのでしょうか。
　黒田　それはリウマチの患者さんで
経験したことがあります。他部位、一
度手術したところの再発は少ないので
すが、似たような、健側と患側は逆に
なるわけですけれども、それは経験し
たことがあります。それは、今まで経
験したことがあるのはほとんどゼネラ
ルな、全身的な病気がある場合だけで
す。
　ただ、そのときはステロイドは著効
します。普通の慢性炎症よりもステロ

イドが著効します。ただ、著効するの
は、液体は少ないのですが、もともと
滑液の組織が厚くなっていますので、
何かまだ軟部組織が残ったような、す
っきりとした治り方ではないのですけ
れども、ステロイドを使うと、中の液
体は本当にきれいに消えます。まだそ
の後、ぶよぶよした、リウマチ結節ま
で固くはないのですけれども、何かも
やもやしたものが触れますので、それ
が将来結節になるのかなと思ったこと
もありますけれども、その後、将来、
固くなったのは見たことがないです。
　池田　お話をうかがうと、多発する
ものであるとか、ステロイドによく反
応するもの、そういったものにはリウ
マチなどの疾患が背後に隠れている。
　黒田　隠れていることがあると思い
ますから。
　池田　容易に治療しないで、専門医
に紹介するということですね。
　黒田　そうですね。局所の治療では
なくて、全身的な治療をすることによ
って、局所の腫脹だとか炎症がよくな
ることは経験していますので、苦労さ
れたら、すぐ専門家に送っていただい
たほうがいいのではないかと思います。
　池田　ありがとうございました。

　山内　高血圧の新しい治療法という
ことで、腎交感神経除神経術、少し話
題になっていますが、これに関して、
まず詳細をうかがう前に、血圧への交
感神経の役割といったあたりを簡単に
教えていただけますか。
　熊谷　血圧調節というのは、私ども
が考えるには延髄の腹側に交感神経の
中枢の神経細胞、ニューロンが集まっ
ているところがありまして、そこの電
気活動が亢進すると心臓や末梢の血管
や腎臓へ行く末梢の交感神経活動が亢
進し、心臓へ行く交感神経が亢進する
と脈拍が増える、あるいは収縮性が増
す、contractivityがよくなります。末
梢の血管はもちろん交感神経が亢進す
ると、きゅっと締まりまして血圧を上
昇させる。
　腎臓交感神経が亢進しますと、レニ
ンという酵素ができまして、それが全

身に作用してアンジオテンシンⅡとい
う、血管を締めたり、心肥大を起こし
たりする物質をつくるということで血
圧が上がります。それから、腎臓交感
神経が亢進すると、近位尿細管に作用
しましてナトリウムを再吸収する。い
ったん尿に出たナトリウムイオンを血
管の中に再吸収するということで、こ
れも血圧上昇につながる。
　そういったことを合わせて、やはり
交感神経が中枢において亢進し、末梢
を支配する交感神経活動が亢進すると
血圧が上がるということになっていま
す（図１）。
　山内　まさに緊張状態になって血圧
が上がる典型的なものですね。
　熊谷　そうです。
　山内　さて、これは「ランセット」
に出て一躍有名になった治療法ですが、
このあたりの経緯は、もともとこれは

高血圧の新しい治療法について

防衛医科大学校腎臓内分泌内科教授
熊　谷　裕　生

（聞き手　山内俊一）

　高血圧の新しい治療法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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