
左足のほうができやすいのです。それ
は、血管が圧迫を受けやすい構造にな
っているからです。太った方とか妊婦
さんとか、あとは手術後の方は、左に
できやすい傾向があります。そして、
血栓の量が多くて足がパンパンに腫れ
上がってしまった場合には、足を休め
てあげることが最も大事になります。
弾性ストッキングをはいたり、また長
時間の立ち仕事は避けたり、夜寝ると
きに腫れ上がった足を少し上げたり、
歩いていて足が重だるくなったら少し

休む。そういった配慮で急性期の症状
は随分よくなると思います。
　池脇　手術で入院された高齢者の方
で、術後、ADLが低下してDVTを発
症することがありますが、術後過度の
安静は必要ないように思うのですが、
どうでしょう。
　清水　最近では安静は不要となって
いて、抗凝固療法を行えばよいという
ことになっています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科循環器病態内科学准教授
川　尻　剛　照

（聞き手　池脇克則）

　スタチン服用による筋肉痛、全身倦怠感といった副作用を軽減するために、
何かよい方法があればご教示ください。また、副作用が出にくいスタチンがあ
ればご教示ください。

＜大阪府開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　免疫性壊死性ミオパチーについてご教示ください。
最近、抗高脂血症薬アトルバスタチンカルシウム錠に対して、上記の重大な副
作用が追加されました。

＜大阪府開業医＞

スタチンの副作用

　池脇　スタチン服用で筋肉痛、全身
倦怠感を訴える患者さんに、どのよう
に対処したらいいのか。確かに、私も
スタチンはよく使いますが、何らかの
不調、筋肉痛関係の不調を訴える方が
多いという印象はありますが、先生の
印象はどうでしょうか。
　川尻　おっしゃるとおりで、スタチ
ンの副作用の中で骨格筋障害は忘れて
はならない非常に重要なものです。し
かしながら、筋肉痛などの骨格筋症状
は誰しも覚えるものですので、我々医
師の側が「筋肉痛などの症状が出ませ

んか」とあまり執拗に問いかけると、
患者さんの側が少しナーバスになるこ
ともあるかもしれません。実際、スタ
チンの副作用に関するプラセボとのダ
ブルブラインドの試験では、プラセボ
をのんだ方でもなんと二十数％の方が
筋肉痛を訴えたということです。その
ことからもスタチンの内服いかんにか
かわらず、筋肉痛は起こり得るものだ
ということです。
　池脇　確かに患者さんは薬局でもら
った薬の副作用の一覧の中で一つでも
当てはまると、副作用だと思い込んで
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　池脇　質問では、それでやめるとい
うのではなくて、何とか副作用を軽減
したい。スタチンがある程度、因果関
係を持って筋肉痛、全身倦怠感に関係
しているという前提になるかもしれま
せん。なかなか難しいとは思うのです
が、先生はどのように対処されている
のでしょう。
　川尻　先ほども申しましたが、よく
お話を聞いて、患者さん側が不安であ
ったり、あるいはスタチンの副作用が
強く疑われる場合には、いったん中止
して様子をみています。そして、２週
間ないしはその前後で症状が速やかに
消退するのであれば、この段階で副作
用を疑ってもいいですし、再チャレン
ジするかどうかはその時々です。また
別のスタチンを使うなり、コレステロ
ールの吸収阻害剤を併用したり、様々
な方法を取っています。
　池脇　確かに比較的初期のスタチン
であっても、コレステロール吸収阻害
薬と併用することによって、強いスタ
チンと同等ぐらいの効果が得られます
よね。
　川尻　おっしゃるとおりです。
　池脇　スタチンの副作用で日常生活
が不自由になっている場合、他に使う
薬はあるのでしょうか。
　川尻　対症療法的ではありますけれ
ども、漢方の芍薬甘草湯というものが
あります。芍薬と甘草は、カルシウム
やカリウム、そういったイオンの筋肉

細胞への出入りを調整してくれます。
即効性もあるので、患者さんが筋肉痛
を覚えられたら、そのときにのんでい
ただいてもけっこうです。症状が強い
場合には連用していただくこともあり
ますが、偽アルドステロン症など、副
作用には注意する必要があると思いま
す。
　池脇　確かに、効果・効用を見ると、
こむらがえりと書いてありますから、
筋肉症状に対しては即効性があるので
すね。
　川尻　そうですね。比較的患者さん
は喜んで使われますけれども、先ほど
のような副作用には注意が必要です。
　また、メバロン酸経路において、
HMG-CoAの下流にコエンザイムQ10
があります。ミトコンドリアの電子伝
達系の補酵素であり、これが欠乏する
と、やはり筋力低下、脱力といったこ
とが起き得ます。これは理論上はそう
なのですけれども、なかなか臨床試験
では証明されていません。
　ただ、個人的な経験ですけれども、
コエンザイムQ10を内服していただき
ますと、半数弱ぐらいの方が本当にこ
むらがえりを起こさなくなった。明ら
かに臨床徴候が減っていますので、一
度は試されてもよいかと思います。
　池脇　私もコエンザイムQ10はよく
使うのですけれども、全く先生と同じ
で、だいたい２人に１人ぐらいの方は
少なくとも症状が軽くなる印象があり

しまいますし、医師もそのまま受け取
ってしまって、中止ということになる
と、本来は使えるものが使えなくなっ
てしまいます。症状があるからといっ
て、必ずしもスタチンに起因している
かどうかについては、よく見る必要が
あるのですね。
　川尻　そのとおりです。スタチンの
副作用としての筋肉痛の特徴は、当た
り前ですけれども、大概は両側性に出
るものですし、臀部とか大腿、ふくら
はぎ、あるいは上腕といった大きな筋
肉に起きることが多いです。また、そ
の副作用が発現する時期は、スタチン
を開始してから最初の４週間が一番多
く、12週までにほとんどのものは出尽
くしてしまうといわれています。
　また、スタチンを中止して２週間ほ
どで、すっきりと消えるのも特徴で、
再チャレンジすれば、また筋肉痛が出
る。ここまで出れば間違いなくスタチ
ンの副作用ということになります。し
かし、必ずしもそうでない場合も多々
あります。そのときには患者さんとよ
くお話をして、これはもしかしたらス
タチンの副作用ではないと理解してい
ただける場合もあると思います。
　池脇　そのあたりは患者さんも心配
で言っているので、「それは副作用じ
ゃないよ」と言うと、なかなか患者さ
んまで届かないこともあります。ある
程度の患者さんとの信頼関係が必要な
のでしょうね。

　川尻　そうですね。いずれにしても、
非常に長期にわたって内服する薬剤で
すので、患者さんとよく話をして信頼
関係を構築することはとても重要だと
思います。
　池脇　スタチンをのんで、定期的に
採血している患者さんではCKを測っ
ているのですが、CKはこういう症状
が起こったときに、何らかの判断材料
にはなるのでしょうか。
　川尻　必ずしもパラレルではないこ
とが多いです。しかしながら、よく論
文などでも推奨されているのは、CK
が正常上限の３倍を超えたあたり、値
でいうと600を超えたあたりから中止
を考えてもいいだろう。さすがに1,000
を超えると多くの医師はやめると思い
ますが、600～1,000の間というのはグ
レーゾーンで、もし患者さんに症状が
ないのであれば、私であれば続けてい
る場合が多いです。
　池脇　前日、前々日ぐらいでしたら、
激しい運動をすると、それだけでもCK
は上がってきますよね。
　川尻　そうですね。
　池脇　そういった運動の既往がない
か。あるいは、例えば感冒だとか、そ
ういったこともきっかけになりますか。
　川尻　そうですね。それこそ、尻も
ちをついたりとか、たまたま風邪など
で別の薬をのんで、そのせいでいっと
きだけスタチンの血中濃度が上がるこ
ともあるかもしれません。
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　池脇　質問では、それでやめるとい
うのではなくて、何とか副作用を軽減
したい。スタチンがある程度、因果関
係を持って筋肉痛、全身倦怠感に関係
しているという前提になるかもしれま
せん。なかなか難しいとは思うのです
が、先生はどのように対処されている
のでしょう。
　川尻　先ほども申しましたが、よく
お話を聞いて、患者さん側が不安であ
ったり、あるいはスタチンの副作用が
強く疑われる場合には、いったん中止
して様子をみています。そして、２週
間ないしはその前後で症状が速やかに
消退するのであれば、この段階で副作
用を疑ってもいいですし、再チャレン
ジするかどうかはその時々です。また
別のスタチンを使うなり、コレステロ
ールの吸収阻害剤を併用したり、様々
な方法を取っています。
　池脇　確かに比較的初期のスタチン
であっても、コレステロール吸収阻害
薬と併用することによって、強いスタ
チンと同等ぐらいの効果が得られます
よね。
　川尻　おっしゃるとおりです。
　池脇　スタチンの副作用で日常生活
が不自由になっている場合、他に使う
薬はあるのでしょうか。
　川尻　対症療法的ではありますけれ
ども、漢方の芍薬甘草湯というものが
あります。芍薬と甘草は、カルシウム
やカリウム、そういったイオンの筋肉

細胞への出入りを調整してくれます。
即効性もあるので、患者さんが筋肉痛
を覚えられたら、そのときにのんでい
ただいてもけっこうです。症状が強い
場合には連用していただくこともあり
ますが、偽アルドステロン症など、副
作用には注意する必要があると思いま
す。
　池脇　確かに、効果・効用を見ると、
こむらがえりと書いてありますから、
筋肉症状に対しては即効性があるので
すね。
　川尻　そうですね。比較的患者さん
は喜んで使われますけれども、先ほど
のような副作用には注意が必要です。
　また、メバロン酸経路において、
HMG-CoAの下流にコエンザイムQ10
があります。ミトコンドリアの電子伝
達系の補酵素であり、これが欠乏する
と、やはり筋力低下、脱力といったこ
とが起き得ます。これは理論上はそう
なのですけれども、なかなか臨床試験
では証明されていません。
　ただ、個人的な経験ですけれども、
コエンザイムQ10を内服していただき
ますと、半数弱ぐらいの方が本当にこ
むらがえりを起こさなくなった。明ら
かに臨床徴候が減っていますので、一
度は試されてもよいかと思います。
　池脇　私もコエンザイムQ10はよく
使うのですけれども、全く先生と同じ
で、だいたい２人に１人ぐらいの方は
少なくとも症状が軽くなる印象があり

しまいますし、医師もそのまま受け取
ってしまって、中止ということになる
と、本来は使えるものが使えなくなっ
てしまいます。症状があるからといっ
て、必ずしもスタチンに起因している
かどうかについては、よく見る必要が
あるのですね。
　川尻　そのとおりです。スタチンの
副作用としての筋肉痛の特徴は、当た
り前ですけれども、大概は両側性に出
るものですし、臀部とか大腿、ふくら
はぎ、あるいは上腕といった大きな筋
肉に起きることが多いです。また、そ
の副作用が発現する時期は、スタチン
を開始してから最初の４週間が一番多
く、12週までにほとんどのものは出尽
くしてしまうといわれています。
　また、スタチンを中止して２週間ほ
どで、すっきりと消えるのも特徴で、
再チャレンジすれば、また筋肉痛が出
る。ここまで出れば間違いなくスタチ
ンの副作用ということになります。し
かし、必ずしもそうでない場合も多々
あります。そのときには患者さんとよ
くお話をして、これはもしかしたらス
タチンの副作用ではないと理解してい
ただける場合もあると思います。
　池脇　そのあたりは患者さんも心配
で言っているので、「それは副作用じ
ゃないよ」と言うと、なかなか患者さ
んまで届かないこともあります。ある
程度の患者さんとの信頼関係が必要な
のでしょうね。

　川尻　そうですね。いずれにしても、
非常に長期にわたって内服する薬剤で
すので、患者さんとよく話をして信頼
関係を構築することはとても重要だと
思います。
　池脇　スタチンをのんで、定期的に
採血している患者さんではCKを測っ
ているのですが、CKはこういう症状
が起こったときに、何らかの判断材料
にはなるのでしょうか。
　川尻　必ずしもパラレルではないこ
とが多いです。しかしながら、よく論
文などでも推奨されているのは、CK
が正常上限の３倍を超えたあたり、値
でいうと600を超えたあたりから中止
を考えてもいいだろう。さすがに1,000
を超えると多くの医師はやめると思い
ますが、600～1,000の間というのはグ
レーゾーンで、もし患者さんに症状が
ないのであれば、私であれば続けてい
る場合が多いです。
　池脇　前日、前々日ぐらいでしたら、
激しい運動をすると、それだけでもCK
は上がってきますよね。
　川尻　そうですね。
　池脇　そういった運動の既往がない
か。あるいは、例えば感冒だとか、そ
ういったこともきっかけになりますか。
　川尻　そうですね。それこそ、尻も
ちをついたりとか、たまたま風邪など
で別の薬をのんで、そのせいでいっと
きだけスタチンの血中濃度が上がるこ
ともあるかもしれません。
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るステロイドを中心とするのか、ある
いはほかの免疫抑制剤を使うのでしょ
うか。
　川尻　１㎎/㎏のステロイドが推奨
されていますし、その他のメトトレキ
セートなどの免疫抑制剤を併用するこ
ともあるそうです。

　池脇　頻度は少ないにしても、一応
頭の片隅に入れておいたほうがいい副
作用ということですね。
　川尻　そうですね。今後、この疾患
を念頭に置いておくことは重要だと思
います。
　池脇　ありがとうございました。

ます。きちんとしたエビデンスはない
にしても、実臨床では試す価値はあり
そうだということでしょうか。
　川尻　そうですね。骨格筋症状その
ものが何か単一のメカニズムではなく
て、おそらく幾つかのメカニズムが重
なって生じるのだろうと思います。そ
のせいでコエンザイムQ10が全員に効
くわけではない、そういうものではな
いでしょうか。
　池脇　病名に関してもきちんとつけ
たうえで使われる。薬価的にはそう高
い薬でもないですし、それが２つ目と
いうことですね。先生としてはこの２
つを試されるのですね。
　川尻　そうですね。
　池脇　最近、免疫性壊死性ミオパチ
ーという、これは副作用だと思うので
すけれども、たしか2016年の秋ぐらい
に厚生労働省が重篤な副作用として追
加したらしいのですが、どんなミオパ
チーなのでしょう。
　川尻　私も経験したことがないので
すが、論文によりますと、スタチンを
内服している患者さんで、近位筋の脱
力が生じるということです。特にCK
が6,000とか１万とか、非常に高くな
る症例もあるのだそうです。通常のス
タチンの骨格筋症状と違い、スタチン
を中止してもその脱力が遷延するのが
特徴です。生検をすると、筋組織の壊
死とか、マクロファージの集積とか、
MRIでは筋肉の壊死を示唆する所見が

特徴だそうです。
　池脇　何か免疫が絡んでいるという
ことは、スタチンをのむことによって、
コレステロール合成系のところの途中
をストップさせる。それによって増え
ることが契機になって、それに対する
自己抗体ができる、という大まかな理
解でよいのでしょうか。
　川尻　これは一部、私の想像も含ま
れていますが、スタチンの標的である
HMG-CoA還元酵素、これに対する自
己抗体が発現することが臨床的な特徴
だそうです。スタチンを投与しますと、
HMG-CoA還元酵素、これそのものは
阻害するのですが、実はこの酵素を誘
導して血中では濃度が高くなると想定
されます。また、免疫性壊死性ミオパ
チーは、ある特殊な方といいますか、
HLAの型を持った方に多いということ
で、増えたHMG-CoA還元酵素に対し
て免疫を持ってしまう。私自身はそう
いうことがメカニズムと考えています。
　池脇　私も経験はないのですけれど
も、神経内科の先生がそういった検査
をよく行うようで、HMG-CoAに対す
る自己抗体を測るELISAがある。診断
はそういったことでつけるのでしょう
か。
　川尻　そうですね。その抗体の測定
と、できれば生検まで行うともっと確
実だろうと思います。
　池脇　免疫が絡んでくると、治療は
ちょっと厄介なのでしょうか。いわゆ
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るステロイドを中心とするのか、ある
いはほかの免疫抑制剤を使うのでしょ
うか。
　川尻　１㎎/㎏のステロイドが推奨
されていますし、その他のメトトレキ
セートなどの免疫抑制剤を併用するこ
ともあるそうです。

　池脇　頻度は少ないにしても、一応
頭の片隅に入れておいたほうがいい副
作用ということですね。
　川尻　そうですね。今後、この疾患
を念頭に置いておくことは重要だと思
います。
　池脇　ありがとうございました。

ます。きちんとしたエビデンスはない
にしても、実臨床では試す価値はあり
そうだということでしょうか。
　川尻　そうですね。骨格筋症状その
ものが何か単一のメカニズムではなく
て、おそらく幾つかのメカニズムが重
なって生じるのだろうと思います。そ
のせいでコエンザイムQ10が全員に効
くわけではない、そういうものではな
いでしょうか。
　池脇　病名に関してもきちんとつけ
たうえで使われる。薬価的にはそう高
い薬でもないですし、それが２つ目と
いうことですね。先生としてはこの２
つを試されるのですね。
　川尻　そうですね。
　池脇　最近、免疫性壊死性ミオパチ
ーという、これは副作用だと思うので
すけれども、たしか2016年の秋ぐらい
に厚生労働省が重篤な副作用として追
加したらしいのですが、どんなミオパ
チーなのでしょう。
　川尻　私も経験したことがないので
すが、論文によりますと、スタチンを
内服している患者さんで、近位筋の脱
力が生じるということです。特にCK
が6,000とか１万とか、非常に高くな
る症例もあるのだそうです。通常のス
タチンの骨格筋症状と違い、スタチン
を中止してもその脱力が遷延するのが
特徴です。生検をすると、筋組織の壊
死とか、マクロファージの集積とか、
MRIでは筋肉の壊死を示唆する所見が

特徴だそうです。
　池脇　何か免疫が絡んでいるという
ことは、スタチンをのむことによって、
コレステロール合成系のところの途中
をストップさせる。それによって増え
ることが契機になって、それに対する
自己抗体ができる、という大まかな理
解でよいのでしょうか。
　川尻　これは一部、私の想像も含ま
れていますが、スタチンの標的である
HMG-CoA還元酵素、これに対する自
己抗体が発現することが臨床的な特徴
だそうです。スタチンを投与しますと、
HMG-CoA還元酵素、これそのものは
阻害するのですが、実はこの酵素を誘
導して血中では濃度が高くなると想定
されます。また、免疫性壊死性ミオパ
チーは、ある特殊な方といいますか、
HLAの型を持った方に多いということ
で、増えたHMG-CoA還元酵素に対し
て免疫を持ってしまう。私自身はそう
いうことがメカニズムと考えています。
　池脇　私も経験はないのですけれど
も、神経内科の先生がそういった検査
をよく行うようで、HMG-CoAに対す
る自己抗体を測るELISAがある。診断
はそういったことでつけるのでしょう
か。
　川尻　そうですね。その抗体の測定
と、できれば生検まで行うともっと確
実だろうと思います。
　池脇　免疫が絡んでくると、治療は
ちょっと厄介なのでしょうか。いわゆ
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