
　池田　楽しみですね。特に、再発例、
難治例は適応になろうかということで
すね。そういった新しい治療も含めて、
厚生労働省で班会議が行われていると
うかがったのですが、今どのような状
態でしょうか。
　神澤　2011年から厚生労働省で班が
できて、現在も続いていますが、難治
性疾患克服研究事業の班で、診断基準
をつくったり、成因の研究等を行って
います。

　池田　すでに難病指定はされている
のでしょうか。
　神澤　2015年に難病指定されていま
して、難治性のIgG４関連疾患、つま
りステロイドがなかなか効かないとか、
ステロイド依存状態のIgG４関連疾患
が難病指定になっています。
　池田　そういう方には国からのサポ
ートがある程度得られるのですね。
　神澤　はい。
　池田　ありがとうございました。

図４

IgG４関連硬化性胆管炎の内視鏡的胆管造影像。ステロイド
投与１カ月後、胆管狭窄（矢印）の著しい改善を認める。

ステロイド治療前 ステロイド治療開始１カ月後

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　山内俊一）

　副腎不全の診断および治療、ステロイドの減量方法についてご教示ください。
＜京都府開業医＞

副腎不全の診断と治療法

　山内　方波見先生、今回の症例の副
腎不全はアジソンとほぼ同じような意
味で使われていると考えてよいのでし
ょうか。
　方波見　副腎自体が障害されて副腎
不全を発症する場合をアジソン病とい
う、先生のおっしゃるとおりです。
　山内　我々世代は、アジソンという
と、国家試験ですぐに結核ときました
が、さすがに最近は減っているのでし
ょうね。
　方波見　以前に比べると、結核の占
める頻度は下がってきていて、今は自
己免疫による場合が最も多いといわれ
ています。
　山内　そうしますと、女性にやはり
多いのでしょうか。
　方波見　自己免疫の場合は女性に多
く、男性の場合は結核もまだまだ頻度
的にはあるといわれています。

　山内　結核になって、しばらくたっ
てからですね。
　方波見　CTで副腎を写しますとだ
いたいの方が石灰化があって、かなり
古いだろうという場合が多いのですが、
中には急性期で、副腎を生検して、結
核菌がディテクトされた症例もあると
いう報告が散見されています。
　山内　大人で自己免疫で発症する方
で、実際に発症してから、この病気の
病態ないし症状が出てくるまでの自然
経過というのはわかっているのでしょ
うか。
　方波見　その点は学問的には非常に
重要だと思いますが、なかなかいい自
己抗体がありません。どれくらいの時
点で抗体ができて、そこから何年ぐら
いすると発症するのかという自然史に
ついては、ほとんど研究がありません。
　山内　そうしますと、発見される最
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の日内変動が少ないなりにあるといわ
れていて、これを反映して今のような
自覚症状が出るということです。
　山内　うつ病とは逆パターンなので、
覚えやすいといえば覚えやすいですね。
　方波見　そうですね。疲れやすいと
いう方がいれば、聞いていただくとよ
いと思います。
　山内　あと、一般検査、スクリーニ
ング、最近はいろいろと健康診断も発
達していますが、ここで上げられるこ
とも多いのでしょうね。
　方波見　はい。２つ目がまさしく、
今ご指摘がありました一般検査から疑
う、というやり方です。私は授業でい
つも話しているのですが、典型的には
低ナトリウム血症、高カリウム血症、
低血糖、貧血、この４つがそろえば、
副腎不全か肝腎症候群、この２つしか
ありません。ただし、４つ全部そろう
患者さんはむしろ少なく、また低ナト
リウム血症だけでこの病気にイコール
とはなりませんが、低ナトリウム血症
に例えば低血糖があったとか、低ナト
リウム血症に貧血があったとか、そう
いう場合にはこの病気をぜひ疑ってい
ただきたいなと思います。
　山内　実際にコルチゾールを測るの
でしょうが、コルチゾールの測定は時
間的な制約があるのでしょうか。
　方波見　外注で測定すると４～５日
かかりますが、私たちの施設ではコル
チゾールのラピッドアッセイを導入し

まして、即日に測れるようにしました。
一般医家の先生方の施設ではやはり数
日かかることがほとんどだと思います
ので、確定診断を得るまでにタイムラ
グが生ずるという問題は現在もありま
す。
　山内　患者さんは午前に限らず、い

表２　副腎クリーゼを疑う症候と検査所見

１．脱水、低血圧、原因不明のショック
２．食欲低下、体重減少、嘔気、嘔吐、下痢
３．原因不明の腹痛・急性腹症
４．原因不明の発熱、関節痛
５．予期せぬ低血糖
６．低ナトリウム、高カリウム血症
７．貧血、好酸球増多
８．高カルシウム血症、BUN上昇
９．色素沈着、白斑

副腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の
診断と治療に関する指針（解説）
Author：柳瀬敏彦（福岡大学医学部内分泌・
糖尿病内科）、笠山宗正、岩崎泰正、宗友厚、
菅原明、沖隆、長谷川奉延、中川祐一、宮
村信博、清水力、方波見卓行、田島敏広、
野村政壽、大月道夫、棚橋祐典、田邉真紀人、
明比祐子、高柳涼一、成瀬光栄、西川哲男、
笹野公伸、勝又規行、柴田洋孝、山田正信、
武田仁勇、曽根正勝、三宅吉博、佐藤文俊、
上芝元、日本内分泌学会、日本小児内分泌
学会、日本ステロイドホルモン学会、厚生
労働科学研究費補助金政策研究事業「副腎
ホルモン産生異常に関する調査研究」班、「副
腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の診
断と治療に関する指針」作成委員会
Source：日本内分泌学会雑誌（0029-0661）
91巻Suppl. Page1-78（2015.09）

初のきっかけはどういったあたりなの
でしょう。
　方波見　ここが一番重要な点だと思
うのですが、副腎不全を疑う契機は大
きく分けて２つあります。１つは臨床
症状から疑うことです。学生時代に習
われたと思いますが、色素沈着が非常
に有名です。色素沈着を、口腔粘膜や
爪に認めれば非常に診断的価値が高く
なります。それ以外の症状は、どちら
かというと不定愁訴に近い、疲れやす
い、関節に違和感がある、体重が減っ

たなどの訴えが多くなります。ポイン
トはそういった症状が１つではなくて、
２つないしは３つある場合に副腎不全
を疑っていただきたいと思います。
　特に自覚症状で私が重視しているの
は、疲れやすいとおっしゃった場合に、
朝は比較的元気なのですが、午後から
夕方にかけて症状が悪くなる場合は強
く副腎不全を疑って調べています。こ
の理由は、コルチゾールには朝高くて
夕方ぐらいから下がるという生理的日
内変動がありますが、患者さんにもこ

表１　副腎不全患者に対するストレス下でのステロイド補充

医学的・外科的ストレス ステロイド投与量

軽度
　鼠径ヘルニア修復、大腸鏡、軽度発熱、
　胃腸炎、軽度～中等度悪心・嘔吐

25㎎/日HC、あるいは５㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的あるいは経口投与

中等度
　開腹下胆囊、半結腸切除、高度発熱、
　肺炎、重症胃腸炎

50～75㎎/日HC、あるいは10～15㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

重度
　胸部大手術、Whipple手術、
　肝切除、膵炎

100～150㎎/日HC、あるいは20～30㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

瀕死
　敗血症性低血圧・ショック 50～100㎎ HC×６時間ごとiv ＋50μg/日FCあるいは0.18㎎/㎏/時 HC div

ショック離脱まで継続
バイタル、血中Naをみながら漸減

HC：ヒドロコルチゾン　mPSL：メチルプレドニゾロン　FC：フルドロコルチ
（Coursin DB and Wood KE et al. JAMA 287：236-40、2002より引用改変）
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の日内変動が少ないなりにあるといわ
れていて、これを反映して今のような
自覚症状が出るということです。
　山内　うつ病とは逆パターンなので、
覚えやすいといえば覚えやすいですね。
　方波見　そうですね。疲れやすいと
いう方がいれば、聞いていただくとよ
いと思います。
　山内　あと、一般検査、スクリーニ
ング、最近はいろいろと健康診断も発
達していますが、ここで上げられるこ
とも多いのでしょうね。
　方波見　はい。２つ目がまさしく、
今ご指摘がありました一般検査から疑
う、というやり方です。私は授業でい
つも話しているのですが、典型的には
低ナトリウム血症、高カリウム血症、
低血糖、貧血、この４つがそろえば、
副腎不全か肝腎症候群、この２つしか
ありません。ただし、４つ全部そろう
患者さんはむしろ少なく、また低ナト
リウム血症だけでこの病気にイコール
とはなりませんが、低ナトリウム血症
に例えば低血糖があったとか、低ナト
リウム血症に貧血があったとか、そう
いう場合にはこの病気をぜひ疑ってい
ただきたいなと思います。
　山内　実際にコルチゾールを測るの
でしょうが、コルチゾールの測定は時
間的な制約があるのでしょうか。
　方波見　外注で測定すると４～５日
かかりますが、私たちの施設ではコル
チゾールのラピッドアッセイを導入し

まして、即日に測れるようにしました。
一般医家の先生方の施設ではやはり数
日かかることがほとんどだと思います
ので、確定診断を得るまでにタイムラ
グが生ずるという問題は現在もありま
す。
　山内　患者さんは午前に限らず、い

表２　副腎クリーゼを疑う症候と検査所見

１．脱水、低血圧、原因不明のショック
２．食欲低下、体重減少、嘔気、嘔吐、下痢
３．原因不明の腹痛・急性腹症
４．原因不明の発熱、関節痛
５．予期せぬ低血糖
６．低ナトリウム、高カリウム血症
７．貧血、好酸球増多
８．高カルシウム血症、BUN上昇
９．色素沈着、白斑

副腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の
診断と治療に関する指針（解説）
Author：柳瀬敏彦（福岡大学医学部内分泌・
糖尿病内科）、笠山宗正、岩崎泰正、宗友厚、
菅原明、沖隆、長谷川奉延、中川祐一、宮
村信博、清水力、方波見卓行、田島敏広、
野村政壽、大月道夫、棚橋祐典、田邉真紀人、
明比祐子、高柳涼一、成瀬光栄、西川哲男、
笹野公伸、勝又規行、柴田洋孝、山田正信、
武田仁勇、曽根正勝、三宅吉博、佐藤文俊、
上芝元、日本内分泌学会、日本小児内分泌
学会、日本ステロイドホルモン学会、厚生
労働科学研究費補助金政策研究事業「副腎
ホルモン産生異常に関する調査研究」班、「副
腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の診
断と治療に関する指針」作成委員会
Source：日本内分泌学会雑誌（0029-0661）
91巻Suppl. Page1-78（2015.09）

初のきっかけはどういったあたりなの
でしょう。
　方波見　ここが一番重要な点だと思
うのですが、副腎不全を疑う契機は大
きく分けて２つあります。１つは臨床
症状から疑うことです。学生時代に習
われたと思いますが、色素沈着が非常
に有名です。色素沈着を、口腔粘膜や
爪に認めれば非常に診断的価値が高く
なります。それ以外の症状は、どちら
かというと不定愁訴に近い、疲れやす
い、関節に違和感がある、体重が減っ

たなどの訴えが多くなります。ポイン
トはそういった症状が１つではなくて、
２つないしは３つある場合に副腎不全
を疑っていただきたいと思います。
　特に自覚症状で私が重視しているの
は、疲れやすいとおっしゃった場合に、
朝は比較的元気なのですが、午後から
夕方にかけて症状が悪くなる場合は強
く副腎不全を疑って調べています。こ
の理由は、コルチゾールには朝高くて
夕方ぐらいから下がるという生理的日
内変動がありますが、患者さんにもこ

表１　副腎不全患者に対するストレス下でのステロイド補充

医学的・外科的ストレス ステロイド投与量

軽度
　鼠径ヘルニア修復、大腸鏡、軽度発熱、
　胃腸炎、軽度～中等度悪心・嘔吐

25㎎/日HC、あるいは５㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的あるいは経口投与

中等度
　開腹下胆囊、半結腸切除、高度発熱、
　肺炎、重症胃腸炎

50～75㎎/日HC、あるいは10～15㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

重度
　胸部大手術、Whipple手術、
　肝切除、膵炎

100～150㎎/日HC、あるいは20～30㎎/日mPSL
該当日のみ経静脈的投与
１～２日で通常量まで減量

瀕死
　敗血症性低血圧・ショック 50～100㎎ HC×６時間ごとiv ＋50μg/日FCあるいは0.18㎎/㎏/時 HC div

ショック離脱まで継続
バイタル、血中Naをみながら漸減

HC：ヒドロコルチゾン　mPSL：メチルプレドニゾロン　FC：フルドロコルチ
（Coursin DB and Wood KE et al. JAMA 287：236-40、2002より引用改変）
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そういう場合は病院に来ていただいて、
点滴でステロイド薬を投与する必要が
あることを何度もお話ししています。
　山内　かなりの量の点滴量になりま
すね。
　方波見　下痢や嘔吐がある最中は基
本的に点滴でヒドロコルチゾンを１日
100㎎程度投与します。入院期間は下
痢や嘔吐がおさまれば退院可能ですの
で、通常は数日間です。
　山内　最後に、女性ですから妊娠が
かかわる場合も出てくると思うのです
が、このときはいかがでしょう。
　方波見　ヒドロコルチゾンの場合は、
妊娠中の増量、減量は不要です。ただ
し分娩時にはsick dayに準じた処置が
必要となるので、この場合は必ず専門
医にコンサルトしていただきたいと思

います。もう１点は、デキサメタゾン
などの合成フッ化ステロイドを通常の
補償薬としている場合は、これらの薬
剤には高い胎盤移行性があるので、胎
児に対して悪影響を及ぼす可能性があ
ります。妊娠前からヒドロコルチゾン
またはプレドニンにかえていただく、
計画妊娠を推奨しています。
　山内　質問の最後で、ステロイドの
減量方法についてですが、副腎不全の
場合に関しては、原則減量することは
ないと考えてよいのですね。
　方波見　副腎不全の方の場合は、副
腎自体あるいは下垂体、視床下部が障
害によりコルチゾールを自身で十分つ
くることができませんので、減量はで
きません。
　山内　ありがとうございました。

つ来られるかわからないのですが、こ
のあたりはいかがですか。
　方波見　これにつきましては、数年
前に学会で作成しました『診療の手引
き』に記載がありますが、随時でよい
ので、測定した血中コルチゾール濃度
が４μg/dL未満であればこの病気と診
断してよいとしました。
　山内　そのボーダーラインのときに
は負荷試験ですね。
　方波見　このガイドラインではボー
ダーラインとなるコルチゾール濃度を
４～18μg/dLと、かなり幅を持たせて
書きましたが、私自身はこの値が１桁
で、疑う自覚症状や検査所見があれば、
迅速ACTH負荷を行っています。この
検査は昔からある方法ですが、今でも
副腎不全疑い例に対し、負荷試験とし
て最初に行うべき検査とされています。
　山内　治療に移りますが、すぐにコ
ートリル、という感じのため、よくプ
レドニゾロンではだめなのかという話
があります。いかがでしょう。
　方波見　推奨されるのはヒドロコル
チゾンです。その理由は、作用時間が
他のステロイド薬に比べて短いため、
これを利用して生理的な日内変動、午
前中に高くて午後に低くなる、正常な
日内変動をミミックできるからです。
通常、副腎性の副腎不全の場合はヒド
ロコルチゾン15㎎を２回に分けて、朝
10㎎、夕方５㎎で投与するのが標準的
なやり方となります。

　山内　分割したほうがベターという
ことですね。
　方波見　そうですね。
　山内　治療開始以降がよく問題にな
るのですが、感染だ、ストレスだとい
ったときに副腎クリーゼを起こしやす
いということなので、対応について教
えていただけますか。
　方波見　副腎クリーゼを発症すると
命にかかわりますので、感染等のsick 
dayにおける対策が副腎不全診断後は
最も重要となります。この際はふだん
服薬している補償量を状況によって２
倍から３～４倍ぐらいまで増量してく
ださい。またほかのステロイド薬、例
えばプレドニンを通常の補償薬として
用いている方では、ヒドロコルチゾン
に変更していただくほうが即効性があ
りますのでよいと思います。
　山内　具体的には、よく最近のイン
フルエンザのような感染とか大きなス
トレス、あるいは抜歯、手術とか内視
鏡なども入るのでしょうか。
　方波見　内視鏡、例えば大腸鏡とか、
患者さんにストレスがかかりそうとい
う場合には、２倍ぐらい検査当日にの
んでいただきます。指摘があったイン
フルエンザについては、発熱期間中に
２～３倍量とします。私たちが患者さ
んに必ず「この場合は病院に来てくだ
さい」と言うのは胃腸炎です。胃腸炎
の場合は、経口で投与量を増やしても
吸収されない可能性が非常に高いため、
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