
杏林大学呼吸器内科教授
滝　澤　　始

（聞き手　池脇克則）

　咳失神は中年の肥満男性でヘビースモーカーや飲酒者に発症しやすいといわ
れますが、咳に伴う失神の発症メカニズムについてご教示ください。

＜兵庫県勤務医＞

咳失神

　池脇　時々失神の質問をいただきま
す。多くは神経調節性失神、そして循
環器の先生には心臓原性の失神につい
ての質問はいただくのですが、咳失神
は初めてです。咳で失神を起こすので
すか。
　滝澤　実際、先生がおっしゃったと
おりで、そんなに多い現象ではなくて、
多くは激しい咳の後に数秒から、せい
ぜい10秒ぐらい、全く跡形なく、後遺
症なく回復するような失神が起きる。
それを咳失神といっています。今回質
問いただいた先生のおっしゃるとおり
で、中年の男性が圧倒的に多いことと、
肥満だったり、がっしりした体格の方
で、たばこもたいへんお吸いになるし、
お酒も強い、そういう方が多いように
思います。
　胸腔内圧が咳とともに非常に高くな

る。これはよくわかる現象で、その結
果、脳脊髄圧が同時に非常に高くなる
ことを観察した先生がいました。そう
いったことから類推するに、激しい咳
をすると胸腔内圧が非常に上がる。そ
の結果、脳脊髄圧が高くなって、脳の
血管を圧迫したり、あるいはよく絞り
出す効果があるといわれているのです
が、それによって脳の虚血が起きて一
過性の失神になるのではないかという
説が一番有力とされています。
　池脇　胸腔内圧が上がる。激しい咳
で肋骨にひびが入ったり、骨折するこ
ともあるぐらいですから、一時的にせ
よ、非常に胸腔内圧が上がるとは思う
のですが、失神に至るとなると、咳を
ある程度繰り返すのが一つの条件なの
でしょうか。
　滝澤　そうですね。激しい咳発作と
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礎疾患がありました。飲酒は特に喘息
の増悪因子として知られています。た
ばこもそうですけれども、お酒を飲む
と必ず咳がひどくなるという喘息の方
はけっこういるのです。だいたい半分
ぐらいはお酒を飲むと悪くなりますの
で、全部が全部説明はできませんけれ
ども、やはり増悪因子であろうと思い
ます。
　池脇　激しい咳発作の後、意識を失
って、心配されて病院に来られる。激
しい咳の後、気を失ったという問診だ
けで、診断していいのでしょうか。
　滝澤　非常に典型的なケースであれ
ば、今おっしゃったとおり、激しい咳
と失神が続いていて、しかも非常に速
やかに回復していれば、まず診断して
間違いないと思います。しかし、疑問
がある場合、例えばてんかんとか、あ
るいは一過性脳虚血、それから鑑別で
先生も最初におっしゃった、いわゆる
循環器系、不整脈とか徐脈、こういう
疑いのある方はそれぞれの鑑別診断が
重要かと思います。特に最近、咳発作
がきっかけでsick sinus syndromeにな
って、洞性徐脈になって失神したとい
うケースレポートがありますから、や
はり基礎疾患の鑑別は大事ではないで
しょうか。
　池脇　心臓由来の失神とも何か関係
するとなると、ちょっと複雑な症例も
あるのですね。
　滝澤　そう思います。

　池脇　指導ですが、呼吸器疾患を基
盤としてということになれば、いろい
ろなことを管理しないといけないので
しょうか。
　滝澤　咳失神を起こした場合、最初
は非常に不安が強いので、しばらくは
そういう時の運転などは控えていただ
きながら、この病気のメカニズムにつ
いてよくお話をする。後遺症なく戻る
ことをお話しする。そして、基礎疾患
をこまめに管理、指導して治療してい
く。例えば、喘息やCOPDであれば、
その治療を優先しますし、先ほどのお
話にあるように、体重制限や、あるい
は禁煙、お酒も控えていただきながら、
だんだんと自信をつけていただきます。
　実際には、私が経験した方もみんな、
たばこをやめて、喘息治療をして、よ
くなられて、普通にマイカーで出勤さ
れていますし、全然再発もないです。
　池脇　例えば、喘息がベースにある
とはいっても、たくさんの喘息患者さ
んがいて、コントロールの悪い方もい
らっしゃると思います。そういう方が
失神になるわけではないので、本当に
激しい咳をされているとすれば、それ
をうまく管理するためにどのような指
導をされているのでしょうか。
　滝澤　一つには、どうしてごく一部
の人が失神するのか、まだわかってい
ないのですが、我々が付き合っている
咳失神の方はだいたい共通して非常に
まじめで、しっかりとした咳をされて

よくいわれています。私が経験した数
例の方を見ていても、体格のいい男性
が、それこそ肋骨骨折するのではない
かと思うぐらい激しい咳発作を起こし
て、それによって胸腔内圧が非常に上
がる。ある研究によると、240㎜Hgと
いいますから、血圧と比べてもすごい
圧です。それが、ほかに逃げ場がない
ために胸腔内圧から脳脊髄圧に直結し
てしまう。これが大きな原因かと思わ
れます。
　池脇　胸腔内圧が上昇して、その後、
脳脊髄圧が上昇、脳血管が圧迫される
とおっしゃいましたが、心臓への静脈
灌流が減って、心臓からの血流のアウ
トプットが減り脳虚血になるというメ
カニズムは、今は否定的なのでしょう
か。
　滝澤　そういう考え方もよく文献に
あります。実際に胸腔内圧が上がるこ
とで胸腔内への静脈系の灌流が落ちま
すので、二次的にcardiac outputが下
がって脳の虚血も起こる。大動脈圧を
測ってみると必ずしもあまり下がらな
いという報告もあったりして、脳脊髄
圧が直接上がるというほうが、やや優
勢なのかと思います。しかし、そうい
ったメカニズムの研究は数十年前の文
献がメインで、なかなか現代的な目で
行った研究がありません。激しい咳に
よる心電図異常なども報告されていま
すので、後者の場合は、先生がおっし
ゃるような関係があるのではないかと

思います。
　池脇　咳といえども、激しい咳を繰
り返すというのは体に大きな影響を与
えて、失神にもつながるということで、
ばかにできないですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　中年の方で肥満傾向、そうい
った年齢層や性別の方などがリスクと
言っていいのでしょうか、このあたり、
どうなのでしょうか。
　滝澤　まさにこの質問の方がおっし
ゃったとおりで、私が見てきた患者さ
んを振り返ると全例男性ですし、中年
の方が多いです。そして、肥満ないし
は筋肉質のしっかりした体格をした方
が非常に激しく咳をする。女性に少な
くて男性に多いというのは、激しく咳
をして胸腔内圧が上がらなければ失神
は起きませんので、やはり筋肉質ある
いは肥満の中年の力のある男性に起こ
りやすい。それから、たばこを吸って
いるということは、喘息とかCOPDの
悪化因子ですので、激しい咳を起こし
やすいことにもつながると思います。
　池脇　変な言い方かもしれませんけ
れども、激しい咳ができるのは女性よ
りも男性だということですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　もう一つ、飲酒はどうして関
係するのでしょう。
　滝澤　飲酒をすると咳が出るかは難
しいところですが、実は私が経験した
人の多くは喘息とかCOPDといった基
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礎疾患がありました。飲酒は特に喘息
の増悪因子として知られています。た
ばこもそうですけれども、お酒を飲む
と必ず咳がひどくなるという喘息の方
はけっこういるのです。だいたい半分
ぐらいはお酒を飲むと悪くなりますの
で、全部が全部説明はできませんけれ
ども、やはり増悪因子であろうと思い
ます。
　池脇　激しい咳発作の後、意識を失
って、心配されて病院に来られる。激
しい咳の後、気を失ったという問診だ
けで、診断していいのでしょうか。
　滝澤　非常に典型的なケースであれ
ば、今おっしゃったとおり、激しい咳
と失神が続いていて、しかも非常に速
やかに回復していれば、まず診断して
間違いないと思います。しかし、疑問
がある場合、例えばてんかんとか、あ
るいは一過性脳虚血、それから鑑別で
先生も最初におっしゃった、いわゆる
循環器系、不整脈とか徐脈、こういう
疑いのある方はそれぞれの鑑別診断が
重要かと思います。特に最近、咳発作
がきっかけでsick sinus syndromeにな
って、洞性徐脈になって失神したとい
うケースレポートがありますから、や
はり基礎疾患の鑑別は大事ではないで
しょうか。
　池脇　心臓由来の失神とも何か関係
するとなると、ちょっと複雑な症例も
あるのですね。
　滝澤　そう思います。

　池脇　指導ですが、呼吸器疾患を基
盤としてということになれば、いろい
ろなことを管理しないといけないので
しょうか。
　滝澤　咳失神を起こした場合、最初
は非常に不安が強いので、しばらくは
そういう時の運転などは控えていただ
きながら、この病気のメカニズムにつ
いてよくお話をする。後遺症なく戻る
ことをお話しする。そして、基礎疾患
をこまめに管理、指導して治療してい
く。例えば、喘息やCOPDであれば、
その治療を優先しますし、先ほどのお
話にあるように、体重制限や、あるい
は禁煙、お酒も控えていただきながら、
だんだんと自信をつけていただきます。
　実際には、私が経験した方もみんな、
たばこをやめて、喘息治療をして、よ
くなられて、普通にマイカーで出勤さ
れていますし、全然再発もないです。
　池脇　例えば、喘息がベースにある
とはいっても、たくさんの喘息患者さ
んがいて、コントロールの悪い方もい
らっしゃると思います。そういう方が
失神になるわけではないので、本当に
激しい咳をされているとすれば、それ
をうまく管理するためにどのような指
導をされているのでしょうか。
　滝澤　一つには、どうしてごく一部
の人が失神するのか、まだわかってい
ないのですが、我々が付き合っている
咳失神の方はだいたい共通して非常に
まじめで、しっかりとした咳をされて

よくいわれています。私が経験した数
例の方を見ていても、体格のいい男性
が、それこそ肋骨骨折するのではない
かと思うぐらい激しい咳発作を起こし
て、それによって胸腔内圧が非常に上
がる。ある研究によると、240㎜Hgと
いいますから、血圧と比べてもすごい
圧です。それが、ほかに逃げ場がない
ために胸腔内圧から脳脊髄圧に直結し
てしまう。これが大きな原因かと思わ
れます。
　池脇　胸腔内圧が上昇して、その後、
脳脊髄圧が上昇、脳血管が圧迫される
とおっしゃいましたが、心臓への静脈
灌流が減って、心臓からの血流のアウ
トプットが減り脳虚血になるというメ
カニズムは、今は否定的なのでしょう
か。
　滝澤　そういう考え方もよく文献に
あります。実際に胸腔内圧が上がるこ
とで胸腔内への静脈系の灌流が落ちま
すので、二次的にcardiac outputが下
がって脳の虚血も起こる。大動脈圧を
測ってみると必ずしもあまり下がらな
いという報告もあったりして、脳脊髄
圧が直接上がるというほうが、やや優
勢なのかと思います。しかし、そうい
ったメカニズムの研究は数十年前の文
献がメインで、なかなか現代的な目で
行った研究がありません。激しい咳に
よる心電図異常なども報告されていま
すので、後者の場合は、先生がおっし
ゃるような関係があるのではないかと

思います。
　池脇　咳といえども、激しい咳を繰
り返すというのは体に大きな影響を与
えて、失神にもつながるということで、
ばかにできないですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　中年の方で肥満傾向、そうい
った年齢層や性別の方などがリスクと
言っていいのでしょうか、このあたり、
どうなのでしょうか。
　滝澤　まさにこの質問の方がおっし
ゃったとおりで、私が見てきた患者さ
んを振り返ると全例男性ですし、中年
の方が多いです。そして、肥満ないし
は筋肉質のしっかりした体格をした方
が非常に激しく咳をする。女性に少な
くて男性に多いというのは、激しく咳
をして胸腔内圧が上がらなければ失神
は起きませんので、やはり筋肉質ある
いは肥満の中年の力のある男性に起こ
りやすい。それから、たばこを吸って
いるということは、喘息とかCOPDの
悪化因子ですので、激しい咳を起こし
やすいことにもつながると思います。
　池脇　変な言い方かもしれませんけ
れども、激しい咳ができるのは女性よ
りも男性だということですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　もう一つ、飲酒はどうして関
係するのでしょう。
　滝澤　飲酒をすると咳が出るかは難
しいところですが、実は私が経験した
人の多くは喘息とかCOPDといった基
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しまうのです。これは乾性咳嗽に入り
ますから、あまり無理してむきになっ
て咳をするなと。「咳をいなしなさい」
と私はよく冗談半分でいうのですけれ
ども、そういう説明とかサポートをす
ることで随分楽になって、それだけで
解決した人もいます。ですから、疾患
と生活指導と両輪でいくといいかと思

っています。
　池脇　まじめに咳をされている方が
いらっしゃるので、もう少し力を抜い
てという指導で楽になる方がいらっし
ゃるのですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター佐倉病院循環器内科講師
清　水　一　寛

（聞き手　池脇克則）

　肺塞栓や深部静脈血栓症でワルファリンを服用することがありますが、ワル
ファリンを使用することで血栓は消失するのでしょうか。どのような効果をも
たらすのかご教示ください。また、末梢にある血栓が治療により縮小すること
で動きやすくなって中枢側に移動して新たな塞栓を生じることはないのでしょ
うか。

＜大阪府開業医＞

ワルファリンによる血栓治療

　池脇　肺塞栓や深部静脈血栓症
（DVT）に対する抗凝固治療、特にワ
ルファリンという言葉が出ていますけ
れども、最近は新規抗凝固薬、いわゆ
るNOACも登場しました。質問は、ワ
ルファリンということでいただいてい
ますが、治療に際してワルファリンか、
NOACかで治療方針が変わることはな
いと考えてよいですか。
　清水　ワルファリンは非常に歴史の
ある薬で、50年以上の歴史のなかで、
豊富なエビデンスを有しています。ワ
ルファリンの特徴としては、治療域の
抗血栓療法のレベルを維持しさえすれ
ば、非常に効果が期待できることです。
しかし、薬、食べ物といった影響を受

けやすく、そのコントロールがなかな
か困難なため、これまで敬遠されてき
ました。専門医が適切にコントロール
したワルファリンの治療成績はよく、
新しく出てきた新規の抗凝固薬のすべ
てがそうなのですけれども、ワルファ
リンの効果に負けないところが大規模
試験の目的となっています。
　池脇　ワルファリンはいい薬だけれ
ども、きちんと治療域まで調整してい
くのがなかなか一般の先生方には大変
というなかで、NOACの登場によって
抗凝固薬の治療背景が変わりつつある
ということですね。今回はワルファリ
ンで質問をいただいていますが、ワル
ファリンを適正に使って治療すれば、
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