
　池脇　薬を使った予防法以外の、非
薬物療法というのでしょうか、先生が
指導されていることはありますか。
　荒木　片頭痛は、発作の頭痛期に運
動すると頭痛が悪くなってできないの
ですが、頭痛のないときに頭痛体操と
いう、ラジオ体操のような体操をする
と、けっこうよくなってくる方もいる
ので、お勧めすることがあります。

　池脇　誘発因子で、例えばお酒、チ
ーズ、チョコレートなどがありますよ
ね。できればそういったものは避ける
ようにという指導もされるのですね。
　荒木　これも大事で、本人に飲食の
状況をお聞きし、そういうものはなる
べく避けるようにしていただくのが大
事だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

国際医療福祉大学塩谷病院高齢者総合診療科教授
岩　本　俊　彦

（聞き手　池脇克則）

　高齢者の下腿浮腫について対策をご教示ください。
＜大阪府勤務医＞

高齢者の下腿浮腫

　池脇　高齢者の下腿浮腫の対策とい
うことで質問をいただきました。実は
１年半ぐらい前にも、高齢者の施設に
勤務されている先生から、始終車イス
の患者さんで、足が腫れているという
質問をいただきました。全般的な高齢
者の下腿浮腫、特徴、要因、そのあた
りを聞かせていただきます。
　さて、足の浮腫というと、教科書的
には心臓が悪い、腎臓が悪い、あるい
は肝硬変などがありますが、何もなく
てもむくむ、という高齢者はけっこう
多いように思うのですが、どうでしょ
うか。
　岩本　おっしゃるように、外来に来
られる高齢者で下腿浮腫を伴う方はか
なりいます。教科書的には様々な病
因・病態（表）があるのですが、実際、
高齢者を診ていて、その病因、病態を
考えると、３つほど特徴があります。

１つは、長時間の不動性座位といって、
一日中椅子に座ったままで、立ったり、
歩いたりがない高齢者です。先ほどの
車椅子で来られた方もそういったもの
に該当します。２つ目は薬剤で、高齢
者の場合には多薬によって浮腫が生じ
てくる場合です。３つ目は、栄養状態
が知らず知らずに悪くなり、低蛋白血
症が起こって足がむくんでくる。この
３つが高齢者の場合には非常に多いと
いえます。
　池脇　確かに今先生が言われた３つ
の要因は、いわゆる一般的な内科学の
教科書にはなかなか出てこなくて、老
年医学のテキストで最近出てくるよう
になったものですね。高齢になってだ
んだんと活動度が落ちてきて、フレイ
ルという問題とも関連すると思うので
すが、一日中動かさない。やはり足も
動かさないとむくむのでしょうか。
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因との鑑別点になりますし、もう１つ
の特徴は、朝は軽いのだけれども、だ
んだん夕方になってくるとそのむくみ
がひどくなるという日内変動で、そう
いったところをご家族の方にうかがえ
ば、ある程度病態がわかってくると思
うのです。
　池脇　少し特殊な例かもしれません
が、座位になった原因が脳梗塞で半身
麻痺という場合には、やはり麻痺側の
ほうのむくみが強いのでしょうか。
　岩本　そうです。麻痺側はもちろん
不動性ですが、神経性の浮腫も手伝っ
て強くなります。あるいは、パーキン
ソン病など、そういった運動が減少す
る病態でも足がむくんできますし、高
齢者の場合にはたくさんの病気を抱え
ているので、その要因はたくさんある
と思います。
　池脇　２つ目が薬物、複数の病気を
抱えている場合には、当然複数の薬が
出るので、そういったものが逆に浮腫
の原因になるのでしょうか。
　岩本　多薬の中でもよく使われてい
るCa拮抗薬、これは血管平滑筋を緩め
る働きがあるので、どうしても足のほ
うの血管が拡張して静脈うっ滞が起こ
ることが知られています。
　池脇　そういう場合にはCa拮抗薬を
止めて、ほかの降圧薬に変更すること
で比較的すぐに、むくみは取れてくる
こともあるのでしょうか。
　岩本　この場合は、降圧薬がほかに

もたくさんあるので、例えば利尿薬に
代えるとか、そういうかたちで血圧を
治療しながら下腿浮腫をよくするなど
の方法がよいかと思います。
　池脇　今先生がおっしゃったのは、
薬物の中でも特にCa拮抗薬を留意しな
さいということですが、多剤をのんで
いることがむくみの原因になることも
あるのでしょうか。
　岩本　はい。どういう内容のものが
組み合わされているかにもよりますが、
例えばARBやACE阻害薬などでも浮
腫が起こるといわれていますし、ある
いは漢方薬の中でも、甘草という成分
を含んだ漢方薬では浮腫が起こりやす
いともいわれています。
　池脇　浮腫が起こりやすい薬物をの
んでいるかどうか、あるいはそれが多
剤併用によって血中濃度が変化するこ
とも、考えたほうがいいのですね。
　岩本　相乗・相加作用が大きく影響
してくるように思います。
　池脇　そして３つ目の低栄養、確か
に高齢の方は栄養状態がよくない方も
多いと思いますが、これもやはり問題
なのでしょうか。
　岩本　特にその背景として、独居老
人とか、あるいは老老介護の方がどう
してもうまく食事が準備できないこと
もあって、３食を１食にしたり、２食
にしたりして、かなり不規則な栄養管
理をしているので、そういった方たち
がそれを長く続けることによって低栄

　岩本　座ったままの状態ですと静脈
の圧が上がり、この静水圧上昇に伴う
静脈うっ滞が起こって浮腫が生じると
いうものです。そういう方たちの生活
状況をうかがうと、ほとんど椅子に座
ったままという方が多い。しかも足を
全く動かさないということが、この下
腿浮腫の原因になっています。
　池脇　動かす、筋肉の収縮・弛緩が、
いわゆる静脈の灌流にも寄与している
ということなのでしょうか。
　岩本　そうなのです。下腿三頭筋、
すなわちヒラメ筋、腓腹筋は第２の心
臓と呼ばれていて、その収縮に伴って
心臓に血液を汲み上げる、そういった
ポンプ作用があるのです。ところが、

高齢者で今のような全く動かさない状
況、あるいは動かしたとしても、もう
すでにサルコペニアという筋肉の減少
した状態の中で筋力が低下した方では、
その効率が悪くなって足のむくみが発
生すると考えられます。
　池脇　下腿の心臓、ポンプ作用がほ
ぼないという状況で、むくんでしまう
ということですね。
　岩本　そうなのです。
　池脇　こういったむくみは、見立て
といったら変な言い方かもしれません
が、何か特徴があるのでしょうか。
　岩本　まず１つは、下腿にだけ限定
されていて、全身には見られないとい
うことです。それはほかのむくみの原

表　浮腫の病因・病態による分類

１．血管内静水圧の上昇
　１）心不全、２）腎不全、３）塩分摂取過多、４）静脈弁不全、静脈瘤、
　５）長時間の不動性座位
２．血管内膠質浸透圧の低下
　１）ネフローゼ症候群、２）肝硬変、３）低栄養、４）吸収不良症候群、
　５）蛋白漏出性胃腸症
３．リンパ管閉塞
　１）悪性リンパ腫、２）悪性腫瘍のリンパ節転移
４．血管透過性の亢進
　１）特発性浮腫、２）炎症、３）アレルギー
５．その他
　１）薬物性、２）甲状腺機能低下症、３）神経原性

高齢者にみられる浮腫の病因・病態で特徴的なものは長時間の不動性座位、
薬物性、低栄養で、これに塩分摂取過多、心不全、静脈弁不全、静脈瘤など
が加わる。
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因との鑑別点になりますし、もう１つ
の特徴は、朝は軽いのだけれども、だ
んだん夕方になってくるとそのむくみ
がひどくなるという日内変動で、そう
いったところをご家族の方にうかがえ
ば、ある程度病態がわかってくると思
うのです。
　池脇　少し特殊な例かもしれません
が、座位になった原因が脳梗塞で半身
麻痺という場合には、やはり麻痺側の
ほうのむくみが強いのでしょうか。
　岩本　そうです。麻痺側はもちろん
不動性ですが、神経性の浮腫も手伝っ
て強くなります。あるいは、パーキン
ソン病など、そういった運動が減少す
る病態でも足がむくんできますし、高
齢者の場合にはたくさんの病気を抱え
ているので、その要因はたくさんある
と思います。
　池脇　２つ目が薬物、複数の病気を
抱えている場合には、当然複数の薬が
出るので、そういったものが逆に浮腫
の原因になるのでしょうか。
　岩本　多薬の中でもよく使われてい
るCa拮抗薬、これは血管平滑筋を緩め
る働きがあるので、どうしても足のほ
うの血管が拡張して静脈うっ滞が起こ
ることが知られています。
　池脇　そういう場合にはCa拮抗薬を
止めて、ほかの降圧薬に変更すること
で比較的すぐに、むくみは取れてくる
こともあるのでしょうか。
　岩本　この場合は、降圧薬がほかに

もたくさんあるので、例えば利尿薬に
代えるとか、そういうかたちで血圧を
治療しながら下腿浮腫をよくするなど
の方法がよいかと思います。
　池脇　今先生がおっしゃったのは、
薬物の中でも特にCa拮抗薬を留意しな
さいということですが、多剤をのんで
いることがむくみの原因になることも
あるのでしょうか。
　岩本　はい。どういう内容のものが
組み合わされているかにもよりますが、
例えばARBやACE阻害薬などでも浮
腫が起こるといわれていますし、ある
いは漢方薬の中でも、甘草という成分
を含んだ漢方薬では浮腫が起こりやす
いともいわれています。
　池脇　浮腫が起こりやすい薬物をの
んでいるかどうか、あるいはそれが多
剤併用によって血中濃度が変化するこ
とも、考えたほうがいいのですね。
　岩本　相乗・相加作用が大きく影響
してくるように思います。
　池脇　そして３つ目の低栄養、確か
に高齢の方は栄養状態がよくない方も
多いと思いますが、これもやはり問題
なのでしょうか。
　岩本　特にその背景として、独居老
人とか、あるいは老老介護の方がどう
してもうまく食事が準備できないこと
もあって、３食を１食にしたり、２食
にしたりして、かなり不規則な栄養管
理をしているので、そういった方たち
がそれを長く続けることによって低栄

　岩本　座ったままの状態ですと静脈
の圧が上がり、この静水圧上昇に伴う
静脈うっ滞が起こって浮腫が生じると
いうものです。そういう方たちの生活
状況をうかがうと、ほとんど椅子に座
ったままという方が多い。しかも足を
全く動かさないということが、この下
腿浮腫の原因になっています。
　池脇　動かす、筋肉の収縮・弛緩が、
いわゆる静脈の灌流にも寄与している
ということなのでしょうか。
　岩本　そうなのです。下腿三頭筋、
すなわちヒラメ筋、腓腹筋は第２の心
臓と呼ばれていて、その収縮に伴って
心臓に血液を汲み上げる、そういった
ポンプ作用があるのです。ところが、

高齢者で今のような全く動かさない状
況、あるいは動かしたとしても、もう
すでにサルコペニアという筋肉の減少
した状態の中で筋力が低下した方では、
その効率が悪くなって足のむくみが発
生すると考えられます。
　池脇　下腿の心臓、ポンプ作用がほ
ぼないという状況で、むくんでしまう
ということですね。
　岩本　そうなのです。
　池脇　こういったむくみは、見立て
といったら変な言い方かもしれません
が、何か特徴があるのでしょうか。
　岩本　まず１つは、下腿にだけ限定
されていて、全身には見られないとい
うことです。それはほかのむくみの原

表　浮腫の病因・病態による分類

１．血管内静水圧の上昇
　１）心不全、２）腎不全、３）塩分摂取過多、４）静脈弁不全、静脈瘤、
　５）長時間の不動性座位
２．血管内膠質浸透圧の低下
　１）ネフローゼ症候群、２）肝硬変、３）低栄養、４）吸収不良症候群、
　５）蛋白漏出性胃腸症
３．リンパ管閉塞
　１）悪性リンパ腫、２）悪性腫瘍のリンパ節転移
４．血管透過性の亢進
　１）特発性浮腫、２）炎症、３）アレルギー
５．その他
　１）薬物性、２）甲状腺機能低下症、３）神経原性

高齢者にみられる浮腫の病因・病態で特徴的なものは長時間の不動性座位、
薬物性、低栄養で、これに塩分摂取過多、心不全、静脈弁不全、静脈瘤など
が加わる。
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養に陥ってきます。
　池脇　確かに私の患者さんで最近、
宅配の食事サービスがあったのだけれ
ども、それがなくなってから、低栄養
で具合が悪くなったという方もいまし
た。そういう環境の方は、生活を含め
た背景から把握しておくことが必要な
のでしょうか。
　岩本　そうですね。生活する地域に
応じて、都会だとわりあい周りにコン
ビニエンスストアがあるのですが、地
方になると、それも遠いところに行か
なければないということで、結局我慢
の生活の中で低栄養が起こってきてい
るのです。
　池脇　質問では対策を教えてくださ
いということで、３つ言われた中の２
番目の薬剤に関しては医師のほうでそ
のあたりをきちんと見分け、必要であ
れば中止、変更するということでいい
ように思うのですが、座位の生活の方、
そして低栄養の高齢者はどうやって対
処していくのでしょう。
　岩本　長時間の不動性座位の場合に
は、少なくとも足を動かしていただく。
座っていてもできる運動があるので、
足を上げて足首を曲げ伸ばしする、あ
るいは横たわって足を上げる、そうい

う中で水分が中枢に戻っていきますし、
あるいはポンプ作用で汲み上げられる
ということもあるので、ぜひ座った姿
勢ででも運動ができることを、指導し
ていただければよいかと思います。
　池脇　どのくらいいるかわかりませ
んが、なかなか自分で動かせないとい
うレベルの方は、周りの方がマッサー
ジする、そういうものも効果があるの
でしょうか。
　岩本　これは、体を横にして足を体
よりも高く上げただけで戻りますし、
あるいはそういった人的な支援があれ
ば、それで足を動かす、あるいは弾性
ストッキングを使って、なるべく足に
むくみが生じないようにすることも、
大事かと思います。
　池脇　低栄養に関しては、栄養状態
を改善することで終わってしまうので
すが、高齢者の置かれている環境によ
って、どう対処するのか、少し難しい
ところがあるような気がしますが、ど
うでしょう。
　岩本　これは地域包括支援センター
を中心にして、介護保険、社会資源を
活用することが大事だと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東海大学医学部長
坂　部　　貢

（聞き手　池田志斈）

　皮膚の搔痒に対するいわゆる温熱療法は、どの程度支持されているのかご教
示ください。

＜東京都開業医＞

皮膚の搔痒に対する温熱療法

　池田　坂部先生、いろいろなかゆみ
があると思うのですが、どのようなメ
カニズムでかゆみは起こっているので
しょうか。
　坂部　皮膚のかゆみに熱刺激は有効
なのかどうか、一言で言えばそういう
質問なのかと思いますが、皮膚の感覚、
特にかゆみや痛みに関するメカニズム
を総論的にまずお話ししないといけな
いかと思います。最近注目されている
ものに一過性受容器電位チャネル、一
般的にTRP、トリップと呼んでいます
が、化学刺激とか温度を受容してスイ
ッチが入るような、そういった受容体
が注目されています。
　そのTRP受容体は幾つかサブファミ
リーというのがあり、熱刺激に対して
反応するような受容体、特に43度以上
の熱に受容するようなTRP-V１と呼ば

れるものがあります。そういったもの
は、熱い刺激が皮膚に入ったときに、
まずはかゆみを惹起する反応を示すの
ですが、逆にそのスイッチが入った後、
非常に短時間で脱感作が起こって、そ
のかゆみを抑えることが、わかってい
ます。
　そのほか、52度ぐらいの高い温度で
スイッチするようなTRP-V２と呼ばれ
るものもあり、また、32～39度ぐらい
まで、我々がお風呂として入るにはか
なりぬるいと感じるぐらいのものでは、
TRP-V３と呼ばれるものがあります。
　そのほかにも冷たい刺激、25～28度
ぐらいでスイッチが入るようなTRP- 
M８と呼ばれるものがありますが、こ
れは我々の研究室と国立医薬品食品衛
生研究所でクローニングした経験があ
ります。そのほか17度ぐらいのかなり
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