
肩関節は、滑膜包というのでしょうか、
それが非常に大きい。リウマチという
のは炎症だから、いろいろな骨に影響
を与える、そういう理解でよいでしょ
うか。
　神戸　滑膜から分泌されるMMP３
という軟骨を壊す蛋白質、これが関節
の全域にわたりますので、広い範囲で
関節破壊が起こってくるのが特徴にな
ってきます。
　池脇　最後に治療法ですが、リウマ
チに関しての、ということでいいかと
思うのですが、どうでしょうか。
　神戸　まず薬物治療をもう一度見直
していただいて、現在では早期のメト
トレキサート、MTXが適応になって
くるかと思いますので、スクリーニン
グをした後、できればリウマチの専門
医に一度診てもらったほうがいいと思
います。さらにいきますと、生物学的
製剤というものが現在出ていますので、
関節破壊を早期に抑えるという点では
メトトレキサートと生物学的製剤の併
用療法がいいかもしれません。
　しかし、炎症もあまりなくて、肩だ
けしか痛くないといった場合、リハビ
リテーションや関節注射などもされて
いるかもしれませんけれども、それで
だめな場合には、現在、関節鏡視下の
滑膜切除というのが有効です。RAの
場合は、膝とか足関節とか、そういっ

たところには若干否定的ですけれども、
肩に関しては、私のところでやってい
ますが、滑膜を取ることで関節破壊の
原因を取ってあげて、そして固くなっ
た袋を切離して関節を広げます。その
後、リハビリをやると、薬物治療の効
果が、要するに薬が効く環境ができま
すので、関節破壊が治ってくる患者さ
んがいるのです。そうすると、罹患期
間といって、リウマチになってからだ
いたい５年以内であれば、半年ぐらい
で腕が上がるようになると思いますが、
そうでない場合は１年あるいはそれ以
上かかりますので、タイミングとして
は待ったなしの状態かと思います。
　池脇　滑膜の手術に関しては、あま
り我慢しないというか、場合によって
は早期から薬物治療と一緒に介入した
ほうがいいということですね。
　神戸　そういうことです。薬物治療
と内視鏡の手術が、私のところでは第
一に考えています。ただ、そういった
手術ができる施設は全国でも限られて
います。特に肩のリウマチに関しては
内視鏡でできる手術が非常に少ないの
です。多くは人工関節あるいは人工骨
頭という手術をされている病院が日本
は多いのですが、いずれにしても人工
関節ができるところなどで、一度見て
いただくといいのかもしれません。
　池脇　ありがとうございました。

東京女子医科大学循環器内科講師
佐　藤　加代子

（聞き手　池脇克則）

　40代女性です。生理の10日ほど前から狭心痛と思われる発作が頻発するよ
うになり、頻脈傾向（90/分前後）あるいは散発的にみられる心室性期外収縮
に起因すると思われる「動悸」を訴えるようになります。生理が訪れると、そ
れらの症状が半分以下に軽減します。動悸に関してはメインテート1.25㎎の内
服、狭心痛様の症状にはフランドルテープ20㎎の貼付で一定の改善が得られま
す。ストレスの増大のためか、症状が増悪傾向にあり、治療に苦慮しています。
循環器科にも随時コンサルテーションをしていますが、抜本的な解決に至って
いません。狭心痛、頻脈および散発的にみられる心室性期外収縮の治療、そし
て、生理周期に関連して症状が増悪するということに関してご教示ください。

＜北海道開業医＞

月経周期と動悸

　池脇　40代の女性で、生理の時期に
合わせて狭心症のような症状や動悸が
起こり、生理が始まると楽になるとい
うことです。私などはこういう症状が
あると、更年期障害と一緒とはいいま
せんけれども、不定愁訴としてしまい
がちな症状です。よく考えますと、女
性ホルモン、卵胞ホルモン、黄体ホル
モンというのは心臓を含めた循環器に
もいろいろな影響を与えているのでし
ょうか。
　佐藤　そのとおりだと思います。女

性の性周期に応じて、エストロゲンが
非常に低い月経期では、心室性期外収
縮や上室性頻拍症、特発性心室頻拍症
などが多いことが知られています。
　池脇　それはいわゆるエストロゲン
と不整脈、少なくとも女性ホルモンと
そういった不整脈との関係は以前から
知られていることなのですね。
　佐藤　そうですね。エストロゲンに
はQTを延長させる効果があり、女性
では一般的に男性よりQT延長が知ら
れています。ただ、プロゲステロンは
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いう方は微小血管狭心症が疑われ、冠
静脈洞の乳酸値の亢進を認めたり、冠
血流予備能の低下が知られています。
　池脇　微小血管なので、通常の心臓
カテーテル検査まで行うかどうかの問
題もありますし、実際に予想される所
見が出てくるかという問題もあります
が、やはり微小血管レベルの循環不全
が起こっているという意味では、大き
なくくりの中では狭心症ということで
よいのですね。
　佐藤　そうですね。
　池脇　そうすると、亜硝酸剤が５割
しか効かないとなると、むしろほかの
薬ということなのでしょうか。
　佐藤　Ca拮抗剤の中ですと、ジル
チアゼム（ヘルベッサー）が非常に効
くことが知られています。微小血管狭
心症は血管内皮の障害と考えられてお
り、それで改善しない方は硝酸剤、脂
質異常症があればスタチン、高血圧症
ではACE阻害剤の追加を考慮し、メタ
ボリック症候群などでは運動・食事療
法、適度な飲酒と禁煙指導、また精神
的なサポートや、話をよく聞いて差し
上げることも非常に重要だと思います。
　池脇　質問の女性の場合、フランド
ルテープがある程度の効果があるけれ
ども、先生が言われたように、ジルチ
アゼム（ヘルベッサー）を試してみる
ことで、むしろ治療的な診断を考えて
もよいですか。
　佐藤　そうですね。あとは、もし動

悸のときに不整脈が原因ではなかった
とすると、メインテートはβブロッカ
ーですから、微小血管狭心症とすれば
よくないかもしれません。
　池脇　あるいは、動悸が心室性期外
収縮による動悸なのかどうかわかりま
せんが、狭心症と一元的に考えるより
も、別々のほうがよいのですか。
　佐藤　冠攣縮性狭心症の発作のとき
に期外収縮が増えている可能性もあり
ますし、期外収縮が出ているときに胸
痛と感じる方もいますので、ホルター
心電図をして確かめることや、携帯型
心電図でご自分で確認していただき、
受診時に結果を持参していただくこと
も有効かと思います。
　池脇　すごく苦労されているような
質問ですので、ホルターもされている
と思いますが、もし再度するのであれ
ば、自覚症状が出やすい生理が始まる
前ぐらいを狙うことになりますか。
　佐藤　狭心症や上室性頻拍の起こり
やすい月経期から卵胞早期や、誘因が
明らかであればその時に合わせ、ホル
ターや運動負荷試験を行うとよいと思
います。また、微小循環の評価として
外来でできるEndo-PATによる血管内
皮機能（RHI）検査をやることも１つ
の手立てかと思います。症状のコント
ロールに難渋していて、入退院を繰り
返す方もいるので、患者さんも、担当
される先生も、微小循環狭心症の可能
性もあるという視点から診ていただく

逆にQT時間短縮効果があり、実際の
月経期の不整脈発現に関しては、その
比が重要であることが知られています。
　池脇　そういう意味では、生理が始
まる前はエストロゲンが優位で、生理
が始まるとプロゲステロンが上がって
くるという点では、その比はめまぐる
しく変わっているのですか。
　佐藤　そうです。この方の場合です
と、一つの可能性としては心房性や心
室性期外収縮に起因すると思われる動
悸の可能性があります。月経の症状が
増悪するときに併せてホルターなどを
行うことが鑑別診断の一つと考えられ
ます。
　池脇　質問では40代ということです
から、まだ生理はおそらくある患者さ
んですが、もうすぐ更年期障害になる
手前の患者さんで気になるのは、先生
がお話しになられた不整脈、それと同
時に狭心痛と思われる発作、いわゆる
心筋虚血も生理の時期に多いこともあ
りうるのでしょうか。
　佐藤　見逃されがちな循環器の病気
の一つで、微小血管狭心症というもの
があります。これは通常の冠動脈より
も細い100μm以下の微小血管の収縮亢
進や拡張反応不全による不均一な血管
拡張に伴う凍結現象が起こることによ
ります。胸痛、しかも普通の狭心症の
胸痛とは異なる判断の難しさがありま
す。一番発症年齢が多いのが更年期前
後で、30代半ばぐらいから60代半ば、

特に40～50代の女性に多いとされてい
ます。
　池脇　今いわれた100μm以下の微小
血管の拡張不全というと、冠攣縮性狭
心症に似ているような印象を受けまし
たが。
　佐藤　実際に微小血管が収縮するこ
とにより、不定愁訴に近いような、消
化器症状であったり、あごが痛い、肩
甲骨が痛い、後頭部が痛いなどの多彩
な症状を呈することがあります。また
症状は精神的なストレス、糖尿病、脂
質異常症、高血圧症、メタボリックシ
ンドローム、喫煙などでも誘発されま
す。
　池脇　心臓由来ではない胸痛の場合
は、おそらくフランドルテープを貼っ
てもよくならない。あるいは逆に悪く
なると思うのですが、一定の改善が得
られるとなると、血管拡張作用が微小
血管狭心症に対して効果を示している
と考えてもよいですか。
　佐藤　微小血管狭心症の場合には、
普通の狭心症の特効薬である硝酸剤、
発作時のニトロペンなどが効く方は50
％以下だといわれています。むしろジ
ルチアゼム（ヘルベッサー）が奏効す
るといわれています。症状の重い方の
場合には、心臓カテーテル検査で、攣
縮を誘発させるアセチルコリンやエル
ゴノビン負荷を行い、カテーテル検査
中に症状と心電図変化が出現しても造
影上、冠動脈が収縮していない。そう
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いう方は微小血管狭心症が疑われ、冠
静脈洞の乳酸値の亢進を認めたり、冠
血流予備能の低下が知られています。
　池脇　微小血管なので、通常の心臓
カテーテル検査まで行うかどうかの問
題もありますし、実際に予想される所
見が出てくるかという問題もあります
が、やはり微小血管レベルの循環不全
が起こっているという意味では、大き
なくくりの中では狭心症ということで
よいのですね。
　佐藤　そうですね。
　池脇　そうすると、亜硝酸剤が５割
しか効かないとなると、むしろほかの
薬ということなのでしょうか。
　佐藤　Ca拮抗剤の中ですと、ジル
チアゼム（ヘルベッサー）が非常に効
くことが知られています。微小血管狭
心症は血管内皮の障害と考えられてお
り、それで改善しない方は硝酸剤、脂
質異常症があればスタチン、高血圧症
ではACE阻害剤の追加を考慮し、メタ
ボリック症候群などでは運動・食事療
法、適度な飲酒と禁煙指導、また精神
的なサポートや、話をよく聞いて差し
上げることも非常に重要だと思います。
　池脇　質問の女性の場合、フランド
ルテープがある程度の効果があるけれ
ども、先生が言われたように、ジルチ
アゼム（ヘルベッサー）を試してみる
ことで、むしろ治療的な診断を考えて
もよいですか。
　佐藤　そうですね。あとは、もし動

悸のときに不整脈が原因ではなかった
とすると、メインテートはβブロッカ
ーですから、微小血管狭心症とすれば
よくないかもしれません。
　池脇　あるいは、動悸が心室性期外
収縮による動悸なのかどうかわかりま
せんが、狭心症と一元的に考えるより
も、別々のほうがよいのですか。
　佐藤　冠攣縮性狭心症の発作のとき
に期外収縮が増えている可能性もあり
ますし、期外収縮が出ているときに胸
痛と感じる方もいますので、ホルター
心電図をして確かめることや、携帯型
心電図でご自分で確認していただき、
受診時に結果を持参していただくこと
も有効かと思います。
　池脇　すごく苦労されているような
質問ですので、ホルターもされている
と思いますが、もし再度するのであれ
ば、自覚症状が出やすい生理が始まる
前ぐらいを狙うことになりますか。
　佐藤　狭心症や上室性頻拍の起こり
やすい月経期から卵胞早期や、誘因が
明らかであればその時に合わせ、ホル
ターや運動負荷試験を行うとよいと思
います。また、微小循環の評価として
外来でできるEndo-PATによる血管内
皮機能（RHI）検査をやることも１つ
の手立てかと思います。症状のコント
ロールに難渋していて、入退院を繰り
返す方もいるので、患者さんも、担当
される先生も、微小循環狭心症の可能
性もあるという視点から診ていただく

逆にQT時間短縮効果があり、実際の
月経期の不整脈発現に関しては、その
比が重要であることが知られています。
　池脇　そういう意味では、生理が始
まる前はエストロゲンが優位で、生理
が始まるとプロゲステロンが上がって
くるという点では、その比はめまぐる
しく変わっているのですか。
　佐藤　そうです。この方の場合です
と、一つの可能性としては心房性や心
室性期外収縮に起因すると思われる動
悸の可能性があります。月経の症状が
増悪するときに併せてホルターなどを
行うことが鑑別診断の一つと考えられ
ます。
　池脇　質問では40代ということです
から、まだ生理はおそらくある患者さ
んですが、もうすぐ更年期障害になる
手前の患者さんで気になるのは、先生
がお話しになられた不整脈、それと同
時に狭心痛と思われる発作、いわゆる
心筋虚血も生理の時期に多いこともあ
りうるのでしょうか。
　佐藤　見逃されがちな循環器の病気
の一つで、微小血管狭心症というもの
があります。これは通常の冠動脈より
も細い100μm以下の微小血管の収縮亢
進や拡張反応不全による不均一な血管
拡張に伴う凍結現象が起こることによ
ります。胸痛、しかも普通の狭心症の
胸痛とは異なる判断の難しさがありま
す。一番発症年齢が多いのが更年期前
後で、30代半ばぐらいから60代半ば、

特に40～50代の女性に多いとされてい
ます。
　池脇　今いわれた100μm以下の微小
血管の拡張不全というと、冠攣縮性狭
心症に似ているような印象を受けまし
たが。
　佐藤　実際に微小血管が収縮するこ
とにより、不定愁訴に近いような、消
化器症状であったり、あごが痛い、肩
甲骨が痛い、後頭部が痛いなどの多彩
な症状を呈することがあります。また
症状は精神的なストレス、糖尿病、脂
質異常症、高血圧症、メタボリックシ
ンドローム、喫煙などでも誘発されま
す。
　池脇　心臓由来ではない胸痛の場合
は、おそらくフランドルテープを貼っ
てもよくならない。あるいは逆に悪く
なると思うのですが、一定の改善が得
られるとなると、血管拡張作用が微小
血管狭心症に対して効果を示している
と考えてもよいですか。
　佐藤　微小血管狭心症の場合には、
普通の狭心症の特効薬である硝酸剤、
発作時のニトロペンなどが効く方は50
％以下だといわれています。むしろジ
ルチアゼム（ヘルベッサー）が奏効す
るといわれています。症状の重い方の
場合には、心臓カテーテル検査で、攣
縮を誘発させるアセチルコリンやエル
ゴノビン負荷を行い、カテーテル検査
中に症状と心電図変化が出現しても造
影上、冠動脈が収縮していない。そう
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ことも大事かと思います。
　池脇　質問の症例は確かに生理周期
に関連して症状が出たり、おさまった
りするということですが、ストレスも
関係しているということでした。スト
レスがさらにそういった症状を増悪さ
せることもあるのでしょうか。
　佐藤　もちろんです。
　池脇　そうすると、こういった症例
に関しては、不定愁訴と片付けずに、
微小循環も含めた狭心症あるいは不整
脈も念頭に、きちんとした診断と治療
が必要ということですね。
　佐藤　そうですね。
　池脇　ちなみに、この方は40代です
から、あと10年近く経つと更年期にな
り、女性ホルモンの分泌が恒常的に枯

渇すると症状はむしろおさまってくる
のでしょうか。変わらないのでしょう
か。
　佐藤　60代半ばぐらいまではホルモ
ンが不安定なため、微小循環狭心症は
動脈硬化に起因する狭心症よりは早い
時期に出てきます。ただ、予後は一般
の狭心症（動脈硬化性）と違い、心筋
梗塞や脳卒中になることは少ないこと
が知られています。
　池脇　そうはいっても、まあ心臓で
はないでしょうと門前払いされ、自分
で悩むという方も多いでしょうから、
そういう点では心臓のことに関しては
きちんと診ていくことが必要ですね。
　佐藤　そのとおりだと思います。
　池脇　ありがとうございました。

杏林大学産科婦人科学教授
小　林　陽　一

（聞き手　山内俊一）

　女性の腹部エコーをする折、卵巣のう腫を認めることがあります。壁の一部
肥厚、不整形等、悪性とも思われる所見が一部に認められる場合、血液検査で
の腫瘍マーカー（CA19-９、CA125、CEA等）で100％悪性の判定ができるもの
でしょうか。ご教示ください。

＜福岡県開業医＞

卵巣のう腫と腫瘍マーカー

　山内　小林先生、まず、卵巣のう腫、
良性と悪性の鑑別のところから教えて
いただきたいのですが。
　小林　鑑別は形態学的なものが一番
確実だと思います。具体的にいいます
と、超音波です。超音波は簡単にすぐ
できますし、しかも超音波の所見を見
ると、だいたい悪性か良性かがわかる
ことが多いですから、まずそれを行っ
て、補助的な診断として腫瘍マーカー
を行う。あるいは、はっきり腫瘍とし
てののう腫があるのであれば、MRI等
の検査を行うという手順になると思い
ます。
　山内　良性と悪性、これはかなりは
っきり分かれたものなのでしょうか。
それとも、ほかの臓器で時々あります

けれども、良性が悪性化するといった
種類のものなのでしょうか。
　小林　基本的には良性と悪性は、は
っきり分かれるものですけれども、卵
巣のう腫の種類によっては、がん化す
ることが知られているものが幾つかあ
ります。
　山内　有名なものとしてはどのよう
なものがありますか。
　小林　有名なものには、いわゆる子
宮内膜症性のう胞、チョコレートのう
腫といわれるものが、一部がん化する
ことが知られていますし、あと成熟の
う胞性奇形腫、若い女性に一番多いタ
イプの良性の卵巣のう腫ですけれども、
これも例えば年齢が50歳を超えてくる
と、がん化することが知られています。
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