
　池田　線維筋痛症の診断・治療につ
いて、まずどのくらいの数の患者さん
が日本にいるのでしょうか。
　岡　2004年に厚生労働省の研究班が
できまして、最初の仕事として疫学調
査をしました。これは8,000人の住民票
からランダムに人を抽出し、３カ月以
上の痛みがあって、精神科の治療歴が
ない。そういった患者さんを二次アン
ケートのもとに実際に来てもらって、
ベテランの医師が、その診断基準を満
たすかどうか、いわゆる我々の言葉で
いうところのpopulation based studyと
いう方法でやったところ、人口の1.66
％、日本の人口１億2,000万人に掛け算
すると、約200万人の患者さんがいる
ことがわかりました。
　この200万人の話をして、皆さんか
ら懐疑的な意見をいただいたのですが、

実はその後、2012年に今度は20歳以上
のインターネット調査を行ったところ、
この調査では人口の2.1％、すなわち
240万人の患者さんがいることが推定
されました。この２つの疫学調査にあ
まり差がないこと、米国の罹患率がち
ょうど2.0％ということで、日本の患者
さんも米国とほぼ同じ程度いることが
明らかになっています。
　池田　懐疑的な意見の方が多い理由
は、例えばそれほど重症でない方も含
めてということで、実際に先生がご覧
になっているような重症の方、治療の
必要な方は、あまり病院に行っていな
いということなのでしょうか。
　岡　線維筋痛症の前の段階に、実は
慢性広範囲疼痛（chronic wide spread 
pain）という病態があるのです。それ
が線維筋痛症の３倍ぐらいいらっしゃ

る。慢性疼痛になって、次に慢性広範
囲疼痛になって、その後に進行したか
たちが線維筋痛症なのです。いわゆる
慢性広範囲疼痛の病態の人はだいたい
600万人ぐらいとされますがこの数字
よりも治療対象者は多いのです。
　池田　病気の進展、最終形を線維筋
痛症と呼んでいるだけで、そのスペク
トラムとしてはもっとたくさんいらっ
しゃるということですね。
　岡　そうですね。そのときに中枢が
感作されるというのですけれども、そ
ういった病態の進んだ状態が線維筋痛
症です。
　池田　原因はわかっているのでしょ
うか。
　岡　これは末梢と中枢と、物事を２
つに考えますと、原因は中枢なのです。
中枢は、脊髄からシグナルが入って、
脳で感受する。これは脊髄よりも脳そ
のものに関係があるということが最近
の脳画像によって明らかになったので
す。その一つがfunctional MRIという、
機能的に中枢神経を刺激して、MRIで
どこがより反応しているかを調べる。
それともう一つはPETといって、この
検査に特別なリガンドを使って、脳内
のミクログリアという細胞のどこが活
性化しているかを調べる。この２つの
方法で、特に大脳辺縁系の後帯状回と
いうところが一番反応していることが
最近わかってきたのです。
　functional MRIとPETでほぼ同じよ

うな結果が出たということから、慢性
の痛みに関しては大脳辺縁系の中の後
帯状回がキーになっているのかと考え
ていまして、今後、もう少したくさん
の患者さんで検証してみる必要がある
と思います。
　池田　神経そのものではなくて、そ
の周囲の細胞ということですか。
　岡　脳内の炎症ですね。炎症がある
ところに集積する脳内のミクログリア
の活性、これはケモカインというもの
が関係しているのですけれども、炎症
が慢性的に起こって疼痛を起こしてい
るのではないかと考えられます。
　池田　何か炎症が起こって、そこに
ミクログリアが集積している。
　岡　そうですね。
　池田　ということは、そこに炎症が
あったという証拠なのですね。
　岡　脳内の炎症といいます。動物実
験では、神経結束マウスというものが
あるのです。神経を束ねて痛みを起こ
すマウス、このマウスの結果もやはり
後帯状回が関与していることがわかり
まして、動物実験とfunctional MRIと
PET、それぞれ同じようなところに異
常があるのがわかってきたところです。
今後さらにもう少し深くわかってくる
のではないかと思います。
　池田　次に診断についてうかがいた
いと思いますけれども、どのように診
断されるのでしょうか。
　岡　まず線維筋痛症の話をすると、
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圧痛点がわかりにくいし、覚えていな
いということなので、まず「ロンドン
の質問票」というものを使って、患者
さんにどこが痛いか、左右両方とも痛
いか、疲労によって日常生活が障害さ
れているかなど質問項目をチェックし
ていただきます。その左右と痛みの箇
所、疲労、それぞれ質問で該当数が多
いほど線維筋痛症かもしれないという、
簡単なスクリーニングの方法があるの
です。私たちが、ファイザー社と一緒
につくったものがあり、表が質問票に
なっていて裏が線維筋痛症かもしれな
いから専門科にかかりましょうという
内容になっています。そういう質問票
で当たりをつけてもらって、専門科に
来ていただくのがいいと思うのです。
　実際の診断は、1990年にアメリカリ
ウマチ学会（ACR）のいろいろな州の
えらい人たちが集まって、コンセンサ
ス会議というものをつくり、そのとき
に分類基準、ACRの1990という基準を
つくったのです。
　このACRの1990には３つの骨子があ
ります。まず、慢性疼痛と我々が言っ
ているもので３カ月以上の疼痛が持続
する。それから体の広範囲に痛みがあ
る。体の広範囲というのは、上半身、
下半身、右半身、左半身だけではなく
て、体の真ん中には骨があるのですが、
体軸の痛みを含めた広範囲の疼痛。そ
して腱の付着部という一番知覚を過敏
にあらわすところの左右９対の18カ所

のうち、11カ所以上の圧痛が陽性であ
ること。
　もう一度いいますと、３カ月以上の
疼痛、広範囲の疼痛、腱付着部の11/18
カ所以上の圧痛、この３つのエレメン
トを満たす人を線維筋痛症としていま
す。これらの基準はアメリカでつくっ
たのですが、日本の患者さんでも十分
な特異度、感度が出まして、現在、最
も信頼できる診断基準です。
　池田　なかなか難しいですね。専門
家の先生でないと診断がつきにくいと
思いますけれども。
　岡　とりあえずロンドンの質問票を
やっていただいて、線維筋痛症かと思
ったら専門家に紹介していただくのが
早いかもしれません。
　池田　ロンドンの質問票というのは、
インターネット等でダウンロードでき
るのでしょうか。
　岡　できます。
　池田　ダウンロードして、それに書
いていただいて、専門の先生に受診、
ということですね。
　岡　そうですね。
　池田　それで診断がつくと、次に治
療に移るわけですけれども、薬物・非
薬物治療にはどのようなものがあるの
でしょうか。
　岡　日本では薬物治療には２剤、保
険収載されています。１剤目がプレガ
バリン、２剤目がデュロキセチンです。
　プレガバリンは75㎎の錠剤２個、150

㎎以上で有効ですが、300㎎、450㎎と
量を増やすと、多少眠気、ふらつき、
めまいなどが増えるという欠点も若干
あるのです。
　デュロキセチンは、脳の痛みに関す
るセロトニンやノルアドレナリンを増
やす、SNRIと我々はいっていますが、
そういった作用を持っています。デュ
ロキセチンは嘔気や嘔吐などがあるの
で、制吐剤を食前に飲んでから内服し
ていただいたり、眠気に対しては夕方
１回飲んでいただいたりしています。
　この２つのほかにも、保険適用外に
なるノイロトロピンという一般的な疼
痛に使う薬や、最近、アミノトリプチ
リン、トリプタノールという薬が神経
障害性の疼痛の治療薬として公知申請
に通ったので、そういうものを使った

り、弱オピオイドであるトラマドール
などを患者さんに使っています。
　池田　いわゆる神経障害性疼痛の薬
を使うのですね。
　岡　そうですね。もともと神経障害
性疼痛を先に効能取得してから線維筋
痛症を取ったものもあります。
　池田　我々も帯状疱疹後神経痛など
で使うのですけれども、この薬の有効
性はどのくらいなのでしょうか。
　岡　プレガバリンもデュロキセチン
もだいたい５～６割です。非常に高い
確率ではないのですが、プラセボとは
きれいな差が出ているので、１つ効か
なくても、次にいろいろ変えてみる。
１つの薬でずっとやるのはどうかと思
います。
　池田　効果を見つつ、変えていくの
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ですね。患者さんは非常に悩みも多く
て、訴えも多いと思うのですけれども、
先生が診療されるうえでのポイントを
聞かせていただけますか。
　岡　この疾患は遺伝性かどうかがあ
まりはっきりしないのですけれども、
病前性格がはっきりしているのです。
几帳面、完璧性、あと強迫性といって、
何かしないと気が済まないといった人
たちで、病気になったときにマイナス
の感情を持つのです。怒り、憎しみ、
後悔、こういったマイナス感情を持っ
ている人たちに対し、とりあえず患者

さんの痛みを否定するのではなく、肯
定し、とにかく疾患を受容して、前向
きに治療しましょうと。これは少し時
間がかかかるのですが、こういった治
療態度、前向きの姿勢を引き出すこと
により、同じ薬をのんでも効果が違い
ますので、そういったメンタルの面も
少しずつ見ながらやっていくのが大事
なのではないかなと思っています（図）。
　池田　薬の効果を出すためにも精神
的サポートが大切であるということで
すね。どうもありがとうございました。

　池脇　今回の質問は、生活習慣病の
予防あるいは改善のためのウォーキン
グをどうやったらいいのかということ
です。川内先生はリハビリテーション
病院の副院長をされるかたわら、日本
市民スポーツ連盟会長、また日本ウォ
ーキング協会の理事ということで、お
話をうかがうのに適任の方だと思いま
す。運動が生活習慣病にいいというの
は、皆さんご存じだと思いますが、改
めて生活習慣病に対していい、将来の
心筋梗塞等に対して予防効果があるこ
とはもう証明されているといってもよ
いのでしょうか。
　川内　それは間違いないです。厚生
労働省でも心疾患の二次予防のための
ガイドラインとして、有酸素運動、心
臓リハビリテーションが推奨されてい
ます。

　池脇　例えば、運動によって、高血
圧の人なら血圧は下がるということで
すね。
　川内　下がります。
　池脇　糖尿病であれば、インスリン
の働きがよくなって血糖のコントロー
ルがよくなるし、中性脂肪、HDLもい
い方向に向く、いろいろいい影響を与
えてくれる。ただ、問題は運動療法、
ウォーキングも含めて、どうやって患
者さんに行っていただくか、苦労され
ている医師も多いと思うのです。種類
としては、有酸素運動がいいのでしょ
うか。
　川内　有酸素運動がいいと思います。
それは、過負荷になりにくいという点
でもいいと思います。
　池脇　歴史的にはいつからそういっ
た運動が提唱され始めたのでしょうか。

生活習慣病とウォーキング

小金井リハビリテーション病院副院長
川　内　基　裕

（聞き手　池脇克則）

　生活習慣病の予防・改善とウォーキングの効果について、最新の知見をご教
示ください。

＜東京都勤務医＞
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