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　池脇　浜野先生、IgG４関連疾患の
背景を見ますと、どうも日本で生まれ
た疾患だということで、まず基本的な
ところからお聞かせください。
　浜野　IgG４関連疾患についてお話
をさせていただく前に、自己免疫性膵
炎という病気のお話を先にしたいと思
います。
　自己免疫性膵炎は、膵癌と鑑別をす
るのが困難なこともある疾患です。原
因は不明ですが、膵臓の慢性炎症であ
ると考えられています。膵臓自体は固
く腫大しまして、その変化は膵臓全体
に及ぶこともありますが、局所的に見
られることもあります。局所的に見ら
れる場合は、あたかも膵臓に腫瘤をつ
くるような病変として認められます。
　また、膵管、膵臓の管は細く、ギザ
ギザと不整になり、この膵管像も自己
免疫性膵炎の大きな特徴です。以前に

は、この特徴ある膵管の形態から、膵
管狭細型膵炎とも呼ばれていました。
　膵臓は十二指腸のほうから、全体を
頭部、中部、尾部と分けて表現するこ
とが多いですが、膵頭部、つまり十二
指腸に近い部分の病変では、下部胆管
の狭窄を伴い、高頻度に閉塞性黄疸と
して発症します。また、糖尿病の発症
や増悪で発見されることもあります。
しかし、それ以外には初期に特徴的な
自覚症状がないことが多いようです。
黄疸や糖尿病の症状が出てくるころに
は、体重減少や倦怠感を伴っているこ
とも多いようで、これらの症状は膵癌
の臨床像とも似ており、特に腫瘤をつ
くるようなタイプの自己免疫性膵炎は
膵癌との鑑別が難しい場合も少なくな
いのです。
　日本では、以前から腫瘤形成性膵炎
という呼び方をすることもありますが、
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これは膵癌と鑑別が難しい特別な膵炎
のことです。過去に腫瘤形成性膵炎と
呼ばれていた症例の中にも、自己免疫
性膵炎が含まれていたことも予想され
ます。
　池脇　今、先生がお話しになった自
己免疫性膵炎が、IgG４関連疾患と何
かつながりが出てくるのだろうと思い
ますが、もう少しそのあたりを教えて
ください。
　浜野　自己免疫性膵炎の発症年齢は
50～70歳代と中高年に多く、性差は男
性が全体の70～80％と多い特徴があり
ます。また、血液検査ではγグロブリ
ンが上昇しており、免疫グロブリンの
IgG上昇を70％程度の症例で認めます。
また、リウマチ因子が30％程度で陽性
となります。これらのことから、この
疾患が何らかの自己免疫性疾患である
ことは以前より指摘されていました。
　現在では、経験的にステロイド治療
が有効であることがわかっています。
この疾患に世界で初めてステロイド治
療を試みられたのは1975年のことです。
岐阜県にあります大垣市民病院で、当
時、消化器内科の医師でした中野聡先
生が、最初に自己免疫性膵炎に対して
ステロイド治療を施行しております。
現在、中野先生は岐阜県の大垣女子短
期大学の学長としてご活躍です。
　中野先生と、私、何回かお話をさせ
ていただいたことがありますが、その
最初のステロイド治療を施行した患者

さんには、今でいう十分なインフォー
ムド・コンセントを取られたようです。
実は、患者さん自身が医師、ドクター
でして、後にお話ししますけれども、
シェーグレン症候群も合併していると
考えられていました。当時、有名な先
生方にも中野先生がご相談されて、そ
れでもよくわからないが、自己免疫性
疾患の可能性もあるので、ステロイド
治療をということで患者さんにご提案
され、了解していただいた上でのスタ
ートだったということです。
　この世界で最初にステロイド治療を
した症例は、まさにIgG４関連疾患の
代表的臨床像を呈しております。この
患者さんは、50歳代の男性で、初めは
両側顎下部の腫脹を認め、当時として
はシェーグレン症候群の可能性が考え
られていました。そしてその後に膵臓
が腫大してきたという経過です。実は、
自己免疫性膵炎でこういう顎下腺など
唾液腺腫脹も３割程度の高頻度に認め
ることが現在ではわかっています。ス
テロイド治療により、この患者さんは
膵臓の腫大などの症状は見事に軽快し
ましたが、ステロイドの減量につれて
また腫大を認め、再度ステロイドを増
量することで軽快しているという経過
です。
　この症例は、自己免疫性膵炎で高率
に唾液腺腫脹も合併すること、またス
テロイド治療によって軽快するが、再
燃することがあるという２つの重要な
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特徴を示しており、私は自己免疫性膵
炎を学ぶ臨床医にとってバイブルのよ
うな報告であるというふうに考えてい
ます。
　池脇　シェーグレン症候群という言
葉も出てきましたし、いよいよIgG４
関連疾患としての認識ということなの
でしょうけれども、まだまだ私、全体
像がつかめません。IgG４関連疾患と
の関連についてもう少し教えてくださ
い。
　浜野　自己免疫性膵炎についてです
が、以前から７割程度の患者さんで血
清IgGが高値となることがわかってい
ました。実は、IgGにはIgG１からIgG
４まで、４つのサブクラスがあります。
そして、IgG４が自己免疫性膵炎の患
者さんでは高率に上昇していることを
2001年に私たちが報告いたしました。
４つのサブクラスでは、通常はIgG１
が最も多く、反対にIgG４は最も少な
いのですが、そのIgG４が自己免疫性
膵炎の患者さんの90％以上で上昇して
いることがわかったのです。
　しかし、血清IgG４の上昇がこの疾
患にどういう意味があるのか。あるい
は、病気の原因は何なのかについては、
まだわかっておりません。
　また、自己免疫性膵炎の患者さんの
膵臓の一部を顕微鏡で見ますと、多く
のリンパ球や形質細胞といった炎症細
胞が浸潤しています。そこで、特別な
免疫染色をしてみますと、浸潤してい

る形質細胞の多くは細胞の表面にIgG
４という免疫グロブリンがくっついて
いることもわかりました。これを、IgG
４陽性形質細胞というふうにいいます。
この染色方法は、IgG４に対する市販
されている抗体を使用した免疫染色で、
IgG４免疫染色と呼ばれ、最近では病
理医の先生方の間でもかなり浸透して
きていると思われます。
　実は、先ほどの症例で説明した顎下
腺が腫脹した症例も、その顎下腺の一
部を顕微鏡で観察しますと、やはり
IgG４免疫染色で陽性となる形質細胞
を多く認めることがわかってきていま
す。
　一方、膵臓には変化がなく、唾液腺
の腫脹だけを認める患者さんもおいで
になることもわかっています。その患
者さんたちも、自己免疫性膵炎の患者
さんと同じく、血清IgG４が上昇して
おり、やはり唾液腺の病理学的検査で
はIgG４陽性形質細胞が多く見られる
ということもわかってきました。
　以前では、おそらくこのような患者
さんはシェーグレン症候群として認識
されていました。しかし、本来のシェ
ーグレン症候群は唾液腺や涙腺などの
乾燥症状、ドライアイ、ドライマウス
といった症状が主なのですが、IgG４
陽性形質細胞を多く認める場合は、そ
ういった乾燥症状よりも、腫大、腫脹、
腫れる、そういった症状がメインだと
いうことです。
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　その後の検討で、本来のシェーグレ
ン症候群ではIgG４陽性形質細胞の浸
潤をほとんど認めないこともわかりま
して、現在では血清IgG４の上昇があ
り、IgG４陽性形質細胞の浸潤を多く
認める涙腺・唾液腺腫脹の症例につい
ては、本来のシェーグレン症候群とは
区分して、ミクリッツ病ということが
多くなっています。
　池脇　IgG４陽性形質細胞が早期に
浸潤するというのがこの関連疾患なの
だろうということですね。
　浜野　そうです。
　池脇　臨床像、治療を含めて、整理
していただけますか。
　浜野　自己免疫性膵炎やミクリッツ
病のように、腫脹などの病的変化があ
り、血清中のIgG４上昇と組織中に多
くのIgG４陽性形質細胞を認めるもの
をひっくるめて、IgG４関連疾患と呼
ぶことが多くなってきているというふ
うにご理解いただくと、わかりやすい
かと思います。
　現在、IgG４関連疾患としては、膵
臓、涙腺、唾液腺以外に、肺、後腹膜、
腎臓、胆管、前立腺、甲状腺、リンパ
節、下垂体などにも同様の病変を認め
ることが報告されてきています。
　後腹膜では、後腹膜線維症の一部が
このIgG４に関連しており、症例によ
っては尿管狭窄を伴い、水腎症として
発症することもあります。
　肺病変は、咳嗽、咳症状が強く、気

管支壁肥厚をCTで認める場合、ある
いは肺門縦隔のリンパ節の腫脹、肺野
に腫瘤を認める場合など、いろいろな
パターンが報告されています。
　これら、ほかの臓器で認められた病
変の多くは、これまでその病態がよく
わからなかったというのが正直なとこ
ろです。それが、IgG４によって、ど
うも幾つかの臓器に同様の変化を認め
る疾患があり、それらは臓器が異なっ
ていても、病態は同一であり、それを
IgG４関連疾患とまとめて表現してい
こうというのが現在の考え方になって
います。
　IgG４関連疾患は、共通してステロ
イド治療が有効ですが、最初に報告し
た症例にもありましたが、ステロイド
を減量してきますと、３～４割では数
カ月から数年後に再燃といって、また
症状がぶり返してきます。このような
場合は、再度ステロイドを増量するこ
とで、また軽快します。しかし、症例
によっては何回も再燃を繰り返す例も
あり、このような症例では疾患活動性
が高いことが考えられます。
　まとめますと、IgG４関連疾患は次
の２つに集約できます。まず１つは、
血清IgG４上昇と腫脹など病的変化を
認める病変組織中に著明なIgG４陽性
形質細胞を認める。２つ目に、臨床経
過は時間的・空間的多発性を特徴とす
るということになります。時間的多発
性は高頻度に再燃を認めるということ
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ですし、空間的多発性は膵臓、唾液腺、
肺など、いろいろな臓器に病変を認め
るということです。さらには、これら
多臓器の病変は必ずしも同時に見られ
ないことも少なくありませんで、その
意味で時間的かつ空間的多発性という
ことになります。
　今後はさらにほかの臓器にもIgG４
関連疾患と認識される病変が拡大して
いく可能性もあります。したがって、
多くの先生方にIgG４関連疾患と呼ば
れる病態が、いろいろな臓器で認める
ことがあるということをぜひご理解し
ていただく必要があると考えられます。
　池脇　IgG４関連疾患の臨床像とい
うのはなかなか難しいと思うのですけ

れども、少なくとも血中のIgG４が高
いというのが一つの手がかりというふ
うに考えますと、これをお読みの先生
方でも、測定可能なのでしょうか。
　浜野　2010年の４月から保険適用も
通っております。ただ、ほとんどが外
注検査になっておりますので、まずは
IgGの値を測っていただく。あるいは、
総蛋白が高いということでまず気づか
れる場合もありますし、最近はあまり
測定されないのですが、膠質反応とい
って、ZTT、TTTが高値だというこ
とでも引っかかってくる場合もありま
す。その辺が手がかりになるかと思い
ます。
　池脇　ありがとうございました。
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　林田　天寿がんについてのお話をし
ていただきたいと思いますが、まず天
寿がんという概念ですが、これはどう
でしょうか。
　北川　天寿がんは、「安らかに人を
死に導く超高齢者のがん」というふう
に定義しています。超高齢者というの
は、一応男性は85歳以上、女性は90歳
以上としてありますけれども、もちろ
ん60歳を過ぎますと、生理的年齢には
個体差が非常に大きいので、単純に超
高齢者といってはいけない方もたくさ
んいるし、定義よりも若くても、超高
齢者はいるわけです。
　林田　これは先生の昔の経験などが
入っているのでしょうか。

　北川　昔、40年も前なのですけれど
も、こんな症例を私は経験したのです。
98歳の男性で、ずっと病気を知らずに
健康で過ごしてきた方なのですけれど
も、亡くなる４カ月前ぐらいから次第
に食欲が低下し、結局やせ衰えて、眠
るように大往生を遂げたのです。全く
苦しみはなくて、本人も家族も、この
成り行きには大変満足して亡くなった
のです。
　亡くなる前に、自分はまれにみる健
康体であった。死んだら、ぜひ解剖し
て、その健康の秘訣を明らかにして、
世の中の人のために役立ててほしいと、
こういう遺言をされました。この方は
自宅で亡くなったのですけれども、大

天寿がん

がん研究所名誉所長
北　川　知　行

（聞き手　林田康男）

　天寿がんについてご教示ください。
　１．天寿がんという概念とその導入の目的。
　２．生前での天寿がんの診断上のポイント。
　３．天寿がんに近づけるための治療。
　（がん研究所名誉所長　北川知行先生に）

＜島根県開業医＞
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学に運んで解剖しました。私がたまた
まそのとき当直だったので、解剖した
のですね。すると、胃の噴門部に径10
㎝ぐらいの大きながんがあって、食道
に少し浸潤していました。そのために
食事が通らなくなって亡くなったこと
がわかりました。ですから、がんで亡
くなったことは確かなのですけれども、
解剖をしなければ、天寿を全うして安
らかな自然死をされたということにな
るのです。
　そのとき私は、“こんな死に方なら、
がんで死んでもいいな”と思ったので、
この症例についてはよく覚えており、
ひそかに天寿がんと名づけて、心に温
めていたのです。
　この例は死後確認された天寿がんで
すけれども、生前から天寿がんと診断
される場合もあります。92歳の女性で、
肝臓に大きながんが見つかったのです
が、症状はなく、元気で生活している。
大学の医師団が“この方は何もしない
のが最善の治療である”と判断して、
そのままにしました。それで結局、半
年ぐらい健康な生活をされて、安らか
に亡くなった。
　それから、こういうこともあります。
元気で生活していた超高齢者で、ちょ
っとおかしいなと思って病院に行って
調べたら、末期の進行がんで、入院し
たけれども、じきに大して苦しまず亡
くなる。こういう例はけっこうありま
して、天寿がんではないかと思われま

す。
　林田　実際に、天寿がんというのは
だいたい何％ぐらいあるとお考えでし
ょうか。
　北川　母数がわからないのでなかな
か頻度を出すのは難しいのですけれど
も、いろいろな病院でそういう例は確
かにある。一番はっきりしているのは、
全国の在宅がん死亡者の数がわかって
いるのです。在宅がんで亡くなった超
高齢者を調べますと、約30％が天寿が
んで、実数では、全国で毎年600人ほ
どとなります。
　林田　そうしますと、概念導入の目
的ですが、それを歴史的なところから
見ていただけますか。
　北川　天寿がんの概念は、1994年ご
ろから私が提唱してきているのですけ
れども、日本は1970年ごろから急速に
高齢化が始まり、1994年に高齢社会に
なったのです。人口の14％以上が65歳。
それで、気がつくと、高齢者のがん患
者が急増している。
　ではどう治療しているかというと、
手術も進歩し、化学療法も進んでいま
したから、攻撃的な治療をする傾向が
ありました。それ以前は、80歳過ぎる
と手術はしないものだといわれていま
した。高齢者・超高齢者というのは、
いろいろな臓器に隠れた欠陥がありま
して、攻撃的な治療をすると、意外に
がくっとして、苦しんだだけで早く亡
くなる、そういう例も多いのです。で
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すから、どういう基準でこういう急増
する高齢者がんの治療をするかという
のはたいへん重要で難しい問題のわけ
ですけれども、それまでにほとんど基
準が確立していなかったということが
痛感されたのです。
　それから、高齢者のがんというのは、
そのまま放っておいたらどうなるのか
ということがまるでわかっていなかっ
たのです。ですから、何もしなかった
ら天寿がんになるような症例があって
も、そういうことはわからないから、
やみくもに攻撃的な治療をして、ひど
いことになっていく場合もけっこうあ
ると思われました。
　そういう背景の中で、厚生省（当時）
のがん研究助成金の中に「高齢者のが
んに関する研究班」というのができた
のです。その中で天寿がんの実態を明
らかにしよう、どういう診断法と治療
法があるのか研究しようということに
なりました。それで４年ぐらい研究し
たのです。
　そのとき天寿がんの概念を導入した
のですけれども、研究の目的というの
は、まず第１は高齢者のがんの個別化
治療を完成する。そのことに寄与する
ということです。個々の高齢者のがん
の性格と、その方の状態をよく見極め
て治療する。
　第２の目的は、人々が不必要にがん
を恐れず、がんと合理的に対処する道
をもっと広くする。このごろ、がんは

たいへんよく治るということが、皆さ
ん、わかってきましたが、当時はまだ、
がんというのはとにかく苦しんで死ぬ
ということで、たいへん恐れを持って
いる方が多かったのです。がんと診断
されることを恐れる。病院に来ない。
あるいは、診断されたら逃げてしまう。
そういう状態ですから、不必要にがん
を恐れないという状況をつくる必要が
ある。
　第３の目的というのは、何が何でも
延命治療を続けることが善であるとい
う考えに反省を加える。当時、医療者
が普通にやっていたことです。患者・
家族がどういう思いを持っているかと
いうのは無視して、とにかくどこまで
も延命治療をやってしまう。スパゲテ
ィ症候群という言葉がはやったころで
した。そういう医療の現状に警鐘を鳴
らす、そういうことでありました。
　林田　そうしますと、まず天寿がん
の診断上のポイント、それから天寿が
んに近づけるための治療、この辺を簡
単にお話しいただけますか。
　北川　生前に天寿がんと診断するの
はたいへん難しいのです。亡くなって
から、天寿がんだったということは簡
単なのですが。ましてや、がんには悪
性度の進行、プログレッションという
現象がありますし、浸潤や転移が起き
ますから、将来どういう症状が出てく
るかというのは予測できない。ですか
ら、絶対ということはないのですけれ
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ども、８割方、そうではないかという
ことはいえるのではないか。
　林田　予測は立てられる。
　北川　これからだんだんがんの性格
を明らかにして、こういう場合はこう
という経験をたくさん蓄積していけば、
診断ができるようになるのではないか
と考えているわけです。
　天寿がんの診断には、がんの性格が
大事でありますし、それから発見した
ときのサイズ、臓器の中のがんの位置、
それから患者さんの気力と体力、こう
いうものが重要なファクターになりま
す。
　がんの性格というのはいろいろあり
ますけれども、遺伝子が不安定である
とプログレッションを起こしやすいの
で、その不安定性ですね。それから、
転移しやすいがんというのがあります。
易転移性ですね。
　もう一つ、これは全然別なファクタ
ーですけれども、治療に感受性がある
かどうかというのも非常に重要です。
治療に高感受性であることがわかれば、
相当無理してでも攻撃的な化学療法な
どをやる必要があります。その場合は
天寿がんにしないということです。
　臓器内の位置が重要ということは、
例えば同じ胃がんでも、幽門部のがん
は、手術をしないと狭窄症状を生じひ
どいことになりますし、一方、手術は

簡単で、バイパスをつくればよいわけ
ですから、手術をする。すなわち攻撃
的治療をしますから、天寿がんにはな
りません。逆に噴門部のがんは、手術
するのはたいへん難しいし、しかも、
その効果はあまり望めないのです。で
すから、手術は避ける方にいく。そう
すると最初にお話ししたように、だん
だんと食が細くなって、安らかに亡く
なる可能性が大きい。すなわち天寿が
んになるだろうと、こんなぐあいです。
　現在は疼痛対策が非常に進歩してき
たので、多くの場合にがんの患者さん
が末期の疼痛から救われております。
天寿がんに近い状態、すなわち準天寿
がんが増えているということで、たい
へんけっこうなことです。この場合、
オピオイドを十分に使うということが
必要であるといわれております。
　一般に、原発巣を放置すると、ひど
いことになる場合は、手術的に取らな
くてはならない。大腸がんの場合には
イレウスを起こしますし、乳がんも放
置すると、崩れて、たいへんひどい状
態になりますから、こういう場合は手
術をする。そうすると、天寿がんの定
義から外れますが、その後の経過が天
寿がんのようであればよい。準天寿が
んになることが期待されます。
　林田　きょうはいろいろと難しいお
話をありがとうございました。
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　林田　五十嵐先生、まず便の色です
が、普通、黄色い、あるいは少し緑が
かっている。この便の色は何かという
ところからちょっとお話しいただけま
すか。
　五十嵐　便は、肝臓からできる胆汁
という消化酵素とビリルビンという色
素が混じっています。胆汁の中には胆
汁酸塩と、胆汁の色素（ビリルビン）
があり、その色素がちょうど食べ物に
混じって消化されて出てくると、茶色
になったり、褐色になったりします。
胆汁の色素により便に色がつきます。
　林田　そうしますと、白色便、色が
ない便というのは、まず何を考えたら
よろしいでしょうか。
　五十嵐　胆汁の流れていく経路のど
こかしらに問題があるのではないかと
いうことで、胆汁ができる肝臓から、

最後、到着点である十二指腸までの間
に、流れる場所が閉塞したり、詰まっ
ていたり、そうでなければ、肝臓自体
で胆汁をつくる力が落ちている場合と、
両方考えられます。
　林田　そうしますと、いわゆる胆汁
の流れが止まるということですから、
黄疸と関係がありますね。
　五十嵐　そうですね。胆汁の流れが
止まりますと、胆汁がたまってきて、
簡単にいえば、血液のほうに逆流し、
血液の中にビリルビンが増えてきて、
ビリルビンが３㎎という値を超えてく
ると、見た目で黄色くなってきますの
で、黄疸も一つのサインだと思います。
　林田　そうしますと、まず白色便の
ときにはどういう病態を考えたらよい
でしょうか。
　五十嵐　まず一番考えやすいのは、

脂肪便

東邦大学医療センター大森病院消化器内科教授
五十嵐　良　典

（聞き手　林田康男）

　大人で白い便が出るといった主訴の場合、何を考えればよいのか。
　また脂肪便とは、見かけ上どのような便なのか、ご教示ください。

＜富山県開業医＞
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胆汁が出にくくなる病気で、頻度的に
一番多いのは結石ですね。総胆管結石
などです。２番目には、癌で、胆汁の
流れに影響するところの癌ですから、
例えば乳頭部癌とか、膵臓の膵頭部癌、
あとは胆管癌、特に総胆管にできてい
る癌が考えられます。
　林田　いわゆる白い便がどのぐらい
続くと、異常としてとらえたらいいで
しょうか。
　五十嵐　子どもなどで、ウイルス性
の病気で時々便が白くなる場合がある
のですが、これは１～２日ですので、
心配ありません。結石とか癌では、あ
る程度白色便が続きますので、２～３
日以上続くようでしたら、お医者さん
に相談するのが一番いいかなと思いま
す。
　林田　ほかに、白色の中に非常に紛
らわしいものとして脂肪便があるかと
思うのですが、これはどのように考え
たらよろしいでしょうか。
　五十嵐　皆さんご存じのように、脂
肪というのは非常に比重が軽いもので
すから、水に対して浮きます。脂肪便
というのも、白色便とはちょっと違う
のですが、よくある場合として、お手
洗いに行ったときに、便器のところに
便が浮いて、ちょっと脂がある。そう
いうものを脂肪便といいまして、一番
多いのは、脂肪分の多い食べ物を食べ
過ぎた場合に、消化不良で脂肪便にな
るということがあります。あとは、脂

肪が消化されない場合です。脂肪を消
化する酵素、いわゆるリパーゼとか、
膵臓の酵素なのですけれども、そうい
うものが出にくくなっているときに脂
肪便などがあります。
　林田　今、先生のお話をうかがって
いますと、膵臓の疾患のときに脂肪便
が出るというふうに考えてよろしいで
しょうか。
　五十嵐　そうですね。通常、膵臓は
なかなか働きが落ちてこないのですけ
れども、ある程度慢性の膵炎とか膵臓
の病気が進んできますと、膵臓のいわ
ゆる外分泌といいまして、リパーゼと
かの消化酵素が出にくくなってきます
ので、そうすると脂肪便というものが
出現します。
　林田　脂肪便のときに、これは脂肪
便ですよという検査方法は何かありま
すか。
　五十嵐　昔は便の脂肪を調べる検査
があったのですけれども、今、これと
いった検査はやっていないのですが。
　林田　そうすると、見た目で判断す
るということでよろしいでしょうか。
　五十嵐　そうですね。
　林田　例えば、白色便あるいは脂肪
便が出たときの検査ですが、これを簡
単にお話しいただけますか。
　五十嵐　一番簡単な検査といえば血
液検査で、肝機能、胆道系の酵素、膵
酵素などを血液検査でみていただけれ
ば、簡単にわかると思います。
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　林田　血液で異常があるという場合
には、次のステップとしてはどういう
検査になりますか。
　五十嵐　痛くない検査からいけば、
腹部の超音波検査があります。あとは、
もう少しよく調べるとしたら、CT検
査。CTは最近非常によくわかるよう
になってきまして、胆管や膵臓に石が
あるかないかとか、癌があるかないか
というのはけっこうわかると思います。
　林田　ほかの検査はどうでしょうか。
　五十嵐　あとは超音波内視鏡、いわ
ゆるスコープというものの先端に超音
波がついていまして、それで胃や十二
指腸から膵臓を超音波でみる検査です。
あとは、内視鏡を使って、十二指腸ま
で入れて、乳頭から造影剤を入れまし
て、胆管、膵管を造影する、内視鏡的
膵管造影、胆管造影、いわゆるERCP
という検査があると思います。
　林田　CTのほかにMRCP、これは今、
精度はどうでしょうか。
　五十嵐　MRCPも最近どんどん機器
の性能が上がっていますので、非常に
有用ですが、１日に行える検査数がど
うしても限られてしまいます。患者さ
んに負担が少ないのでMRCPはCT検
査と同じぐらい、情報が簡単に得られ
ます。腹部の体外式超音波検査、CT
検査、MRCPなどを施行して、そこで
異常があった場合には内視鏡的な検査
をされたらいいのではないかと思いま
す。

　林田　白い便のときには、いわゆる
胆道系あるいは膵臓系の病気があるの
で、それを根治的に治療する。いわゆ
る脂肪便、膵臓の機能が落ちたとき、
これを治す方法といいましょうか、保
存的な治療法といいましょうか、完全
なものはなかなか難しいと思いますけ
れども、どのように気をつけたらいい
でしょうか。
　五十嵐　膵臓を悪くする原因として
一番多いのがアルコールなのです。お
酒をずっと飲み続けている方に慢性膵
炎という病気が出てきますので、まず
お酒をやめてもらうことが一番大事で
す。
　その次に、いわゆる膵臓の炎症を少
しやわらげる膵酵素系のお薬を飲んで
いただいたり、あとは消化酵素を少し
多めに飲むということが勧められてい
ます。
　林田　あと、生活の中で予防は何か
ありますか。
　五十嵐　予防としては、少し脂っこ
いものを控えていただくことと、やは
りお酒を控えていただくことが一番大
事ではないかと思います。
　林田　実際に脂肪便というのは、い
わゆる食事が欧米化してくると増える
ものなのでしょうか。
　五十嵐　やはり増えますね。一番簡
単な例は、肉をたくさん食べて、ビー
ルを飲めば、これはだいたい健康な人
でも脂肪便になります。和食を食べて
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いる分にはありません。お肉とか洋風
のものをたくさん食べれば、脂肪便は
出てくると思います。
　林田　そうしますと、自分の排泄し
た便の性状を見ることが一つ大事であ
る。
　五十嵐　大事ですね。
　林田　それから、脂肪便が出るよう
であれば、日常生活上、自分はちょっ
と脂肪食を取り過ぎているのかどうか、
そういうことをチェックすることが大
事になりますね。
　五十嵐　そうですね。よく遅くまで
働かれる方ですと、夜遅く食事をして、
お酒を飲んで、おなかがすいてラーメ
ンを食べてしまうとか、そういう方も
いらっしゃいますので、そうすると過
食になるので、どうしても脂肪便にな
るかなと思います。
　林田　あと、白色便、脂肪便に対す
る注意事項といいますか、あるいは最
近のトピックスがあればお話しいただ
きたいのですが。
　五十嵐　白色便が出た場合ですと、
石であれば、内視鏡的に石はほとんど

切らずに取ることができます。あとは、
早期の癌であれば、これは手術で切除
することが大事かなと思います。
　林田　それから、日常的に気をつけ
ること、例えば石などは何かあります
か。
　五十嵐　石は無症状のことが多いの
です。ただ、ある日突然、腹痛が起き
たりとか、それから前兆的に時々右季
肋部が痛んだりすることがあるようで
す。何気なく右季肋部が痛んでいる方
というのは一度、超音波検査でみてい
ただいたらどうでしょうか。
　林田　そうしますと、白色便あるい
は脂肪便のときには、肝臓・胆臓・膵
臓系の病気が何かあるだろうというこ
とで、それに対する精密検査をしてい
くということになりますか。
　五十嵐　そうですね。血液検査と超
音波検査だけでもかなりのところがわ
かりますので、簡単に受けられるので、
検査を受けられたほうがいいと思いま
す。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　最近は高齢化、それから生活
習慣病、特に糖尿病が増えていますか
ら、血管とともに老いるとよくいいま
すけれども、冠動脈、脳血管、そして
下肢の動脈硬化症が増えてきています。
閉塞性動脈硬化症の血管内治療を専門
にされている宮本先生にお話をうかが
います。
　最近、急速な勢いで普及しつつある
治療だと思うのですが、その背景とい
うのはどういうことなのでしょうか。
　宮本　従来、閉塞性動脈硬化症とい
うのは外科的手術が一般的でしたが、
最近は高齢者が特に多いということで、
合併症が非常に多いために、全身麻酔
をかけることもかなりリスクが高いと
いうことがわかってきました。
　ところが、血管内治療というのは、
そういった外科的なリスクというもの
を考えると、非常に低侵襲でできるた

めに、特に高齢者、あるいは合併症が
多い患者さん、特に冠動脈疾患、そう
いう人に対しては、好んでこの治療が
選ばれるようになってきました。実際、
全身麻酔も必要ありませんし、局所麻
酔で、穿刺する場所にだいたい２～３
㎜の太さの管を入れるだけですので、
ほとんど傷も残らない。通常は翌日退
院することが可能であるということで、
急速に普及してきたということです。
　池脇　宮本先生は、循環器を背景に
して、足の治療も行っておられる。施
設によっては血管外科の先生がやって
いるところ、あるいは放射線科の先生
がやっているところ。これは施設によ
って違うのでしょうか。
　宮本　基本的に我々は冠動脈疾患を
中心にやってきたものですから、カテ
ーテル治療は、冠動脈に対するPTCA、
PCIを中心にやってきました。実際、

閉塞性動脈硬化症の血管内治療

菊名記念病院心臓血管センター長
宮　本　　明

（聞き手　池脇克則）

　閉塞性動脈硬化症の血管内治療についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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冠動脈疾患の患者さんは全身動脈硬化
もありますので、冠動脈造影の際に足
の血管等にも病変があることがわかっ
てきて、末梢動脈病変に対しても冠動
脈と同じように治療を行うようになっ
てきたという傾向があると思います。
　冠動脈疾患に対してPCIを施行する
場合、従来は足の血管をよく使ってい
たので、カテーテルの通り道である腸
骨動脈にも病変があることがわかって
きました。
　また、冠動脈疾患を合併する患者さ
んの２～３割程度は全身の動脈硬化と
して、冠動脈以外にも病変があること
がわかっています。そして、末梢動脈
病変を持っている患者さんの予後は、
末梢動脈病変を持っていない冠動脈疾
患の患者さんよりも悪いということが
わかっていますので、末梢動脈病変を
同時に治療できれば、きっと冠動脈疾
患の患者さんの予後が延びるのではな
いかということが指摘されています。
　池脇　末梢の血管疾患、PADと総称
されていますけれども、PADの血管内
治療といっても、腰ぐらいの部位から
足先まで足の動脈も様々で、おそらく
治療戦略も異なると思うのですけれど
も、具体的に説明してください。
　宮本　血管内治療の基本的な手技は、
細い管を大腿部分、足の付け根のとこ
ろから通して行うわけです。ただし病
変部位によっては、アプローチの仕方
が異なるということもあります。病変

部位は、腸骨動脈、大腿膝窩動脈、そ
して膝から下の膝下動脈の３つに大き
く分類されています。通常、膝下動脈
以外の腸骨・大腿膝窩動脈部分は、跛
行症例に対して重要ですが、膝下動脈
は、症状としてより重篤な、重症虚血
肢のときに問題になる部位だといわれ
ています。
　治療方法は、基本として、穿刺をし
た後に細い針金、ガイドワイヤーとい
いますが、これを病変部を通過させて、
風船のついたカテーテル、バルーンカ
テーテルといいますが、それで拡張す
る。あるいは、ステントといって、金
属の編み目のようになったチューブを
閉塞部に留置して拡張するということ
になります。
　腸骨動脈の場合は、一般的にステン
ト治療が第一選択とされ、これは外科
的治療に匹敵するといわれ、長期開存
も良好です。一方、大腿膝窩動脈では、
未だ日本ではステントが保険償還され
ていませんので、通常、バルーン治療
が基本になっています。
　膝下動脈に至っては、血管径がだい
たい２～３㎜程度とかなり細いため、
対応する末梢用のステントはまったく
ありません。現在、日本で使えるステ
ントとしては、冠動脈用ステントがだ
いたい同じ大きさなので、万一の場合
はこれを使用しますが、これに関して
は保険はまったく通っていないという
状況です。したがって、膝下動脈に対
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しては、バルーン治療だけで治療しな
ければいけない、こういった問題があ
ります。
　また、手技的な問題として一番大き
な問題は、病変の形態です。形態が狭
窄病変、つまり多少でも血液が流れて
いれば、血管が狭くなっていても、造
影では、血流の通り道を認知すること
が可能です。一方、閉塞病変といって、
血流がまったくとだえてしまうと、ガ
イドワイヤーを通す際に閉塞部の血管
はまったく見えないので、ワイヤーを
通すのが非常に難しいということにな
ります。したがって、従来は病変の中
でも完全に詰まっているもの（完全閉
塞）に対しては外科的手技が第一選択
だといわれていました。
　池脇　足の動脈硬化と、冠動脈の動
脈硬化の共通点あるいは相違点につい
てはどうなのでしょうか。
　宮本　病変長に関しては、心臓は大
きさが下肢に比べ小さいですから、病
変長が短い。心臓での病変長は数ミリ
から、長くても１㎝、２㎝ぐらいのオ
ーダーです。それに対して下肢動脈は、
実際、腰から足首まで、だいたい１m
とはいいませんが、70～80㎝の長さが
あり、その各領域にわたって病気が起
こるということになりますので、治療
範囲はかなり広くなる。実際に病変長
は、数センチから時に10㎝以上、完全
に詰まっている完全閉塞病変では10～
20㎝に及ぶこともまれではなく、そう

いった長い病変に対して治療しなけれ
ばならないということになります。
　ただし、冠動脈でもそうですが、最
近は技術の向上に加えて、器具の開発
が非常に盛んになってきました。冠動
脈では数センチというと、非常に長い
というイメージがあって、特に完全に
閉塞している場合は、いくらステント
治療をしても、また詰まってしまうの
で、バイパス手術が第一選択であると
一般的にいわれていましたが、下肢に
関しては、長いナイチノール性ステン
トが開発され、本器具により閉塞性病
変、特に腸骨あるいは大腿膝窩動脈の
閉塞病変に対する開存率というのはか
なり向上していると思います。実際、
完全に詰まっている病変でも、当院で
はだいたい95％ぐらい初期成果を得ら
れていますので、器具の進歩が伴えば、
たぶん外科治療に匹敵するようなデー
タが今後出てくるのではないかと思っ
ています。
　池脇　完全閉塞でも非常に高い成功
率でインターベンションできるという
ことですが、一方比較的マイルドなと
いったら変ですけれども、冠動脈です
と、だいたい70％ぐらいがインターベ
ンションするかどうか、ボーダーにな
りますけれども、足の場合はこのぐら
いというのがあるのでしょうか。
　宮本　基本的に、足の重症虚血肢と
いいまして、潰瘍ができているとか、
壊死を起こしてくる。こういう人たち
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は絶対的な血行再建の適応になります。
しかしながら、跛行症状といって、歩
くと足が痛いが、休むと痛みが消失す
る状態では、病変があっても、その人
の生活レベルが困っていないときには
薬物療法でいいと思っています。
　ただし、今後、跛行に関しても血管
内治療を積極的に行っていくかもしれ
ません。それは、歩くことが代謝を改
善するからです。例えば糖尿病のコン
トロールのために、散歩をしなさいと
いっても、足が痛くてできない、こう
いう人に対しては、血管内治療をする
ことで症状が改善すれば、運動療法が
もっとうまくいく。あるいは、今まで
歩けなかったというのは、実は足が痛
かったからだと。実際、血管内治療を
行うと治療直後から症状が著明に改善
しますので、20～30mしか歩けない人
が、翌日は１㎞、２㎞歩けるようにな
る場合もあります。そうしますと歩く
喜びを知って積極的に歩くようになる
方もいます。
　池脇　糖尿病の方たちの場合には、
持っている悪循環を血管内治療で断ち
切るということになる。
　宮本　そうですね。
　池脇　先生のところには重症な症例
が集まってきていますが、低侵襲とは
いえ、リスクも伴う。血管内治療の問
題点についてはどうでしょう。
　宮本　現実的に、血管内治療をどこ
までやるのか。これは一つはバイパス

手術との兼ね合わせもあると思います。
手術という、最後の手段を残しておい
てあげるということが大事であって、
血管内治療でやみくもにステントを入
れてしまいますと、外科手術を困難に
することがあります。また、無理な血
管内治療によって、造影剤を多量に使
って腎臓を悪くしてしまう、カテーテ
ルにより血管を損傷してしまう、まれ
に血管を破って死亡させてしまうなど、
重篤な合併症があるわけですので、適
応や患者選択、無理な治療をしないと
いうことが大事だと思います。
　池脇　比較的マイルドな状況では、
薬物療法がいいとおっしゃっていまし
たけれども、よく使われる薬がありま
したら教えてください。
　宮本　基本はバイアスピリンが抗血
小板剤としてはトップに使う薬だと思
います。跛行症状に関しては、プレタ
ールがよいといわれていますが、現実
的には、動悸がするとか、顔が赤くな
る、また頭痛などの副作用により、使
いづらい方もいらっしゃいます。副作
用の少ない点ではEPAもよいと思って
います。
　開業医の先生に覚えておいてほしい
のは、足の病気で来る方の多くは、全
身の動脈硬化という病気があるので、
全身の動脈硬化に対するお薬を十分使
う、すなわち、降圧剤や高脂血症薬、
あるいは、糖尿病のコントロールを行
うことです。また、PADの予後を決め
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る冠動脈疾患を否定するために検査を
組んでいただくということが必要だと

思います。
　池脇　ありがとうございました。



28（108） 

　山内　松田先生、まず、質問で挙げ
られている指標の使い方、使い分けと
いうことになりますが、このあたりか
ら先生のお考えをお聞かせ願いたいの
ですが。
　松田　まず、用語についてですけれ
ども、インスリン抵抗性の指標、HOMA- 
Rということですが、これは日本糖尿
病学会で用語集に採用していますけれ
ども、実は海外の文献にはほとんど出
ていなくて、HOMA-IR、homeo static 
model assessment insulin resistance、
そういった用語がよく使われています。
実際、日本糖尿病協会の糖尿病連携手
帳というものが今回新しく皆さんのと
ころに配布されていますが、その中に

はHOMA-IRと、こっちの用語が使わ
れています。
　この指標は本当に歴史が古くて、
1979年にイギリスのオックスフォード
大学のターナー教授が提唱されていま
す。この指標はインスリン抵抗性なの
ですが、一緒にこの先生はインスリン
分泌能の指標、HOMA-βというもの
を提唱されまして、この２つの指標が
一般的にはインスリン抵抗性、分泌能
の評価でよく用いられています。基礎
状態といいますか、空腹時で血糖値と
インスリンを測って評価するというも
ので、一定の評価を得、皆さん、これ
を使えば大丈夫だということで、ソリ
ッド・スタンダードといいますか、世

血液中インスリン濃度とC-ペプチド濃度

埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科教授
松　田　昌　文

（聞き手　山内俊一）

　血液中インスリン濃度、C-ペプチド濃度についてご教示ください。
　２型糖尿病患者でインスリン抵抗性やインスリン治療必要の目安に、HOMA-R

（空腹時血糖値×インスリン値÷405）やCPI（C-ペプチド値×100÷空腹時血
糖値）を参考にしております。実地医療での両者の使い分け、注意点等ご教示
ください。

＜大阪府開業医＞
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の中で広く認められた指標です。
　今回挙げられていますCPI、C-ペプ
チドのほうを用いた指標というのは、
インスリンを測るのとほとんど同じ意
味なのですが、インスリンと違いまし
て、インスリン自体を使っている方で
も、C-ペプチドですと、ある程度測れ
る。あるいは、インスリンと違って若
干安定性があるということで、使いや
すいといった面で、最近はC-ペプチド
をインスリンの代わりに用いた指標が
使われているということだと思います。
　山内　まず最初に出たHOMA-IRで
すけれども、どういった形で出てきた
指標なのでしょうか。
　松田　空腹時のインスリン値と血糖
値（血中ブドウ糖濃度）の積、掛け算
です。そういうことで指標として書い
てあって、「なんだ、これは簡単じゃ
ないか」と思われるけれども、初めて
出てきたときは、実は体の糖代謝をコ
ンピュータで計算しています。オック
スフォード大学ですから、そういった
シミュレーション装置があったわけで、
それによって非常に難しい計算をして
出していました。
　ところが、そのうちに弟子のマシュ
ー先生が、プロットしてみると一定の
曲線上に乗るので、最初は対数曲線上
にプロットした数式を提唱された。し
かし、提唱された数式が、実は変形さ
せると、単なる掛け算で表せるのだと
いうことをテキサス大学のハフナー先

生が言い出して、臨床的にも使いやす
い指標として使われています。
　山内　インスリン抵抗性というもの
を一番科学的に立証しようとすると、
どういった方法があるわけでしょうか。
　松田　インスリンの効きやすさです
ね。インスリンが実際効く臓器という
のは、実は肝臓と筋肉の２つ、人間に
はありますので、それぞれの臓器につ
いて、あるいは全体として見る。それ
によってまたちょっとやり方が変わっ
てきます。
　山内　HOMA-IRに関しましては、例
えば空腹時血糖値を用いておりますね。
このあたりのところは独特のものと思
われるのですが、これによってインス
リン抵抗性、例えば今、肝臓とか筋肉
というのがありましたが、どういった
臓器の、どういった状態のインスリン
抵抗性が一番出てくるとか、こういっ
たものはあるのでしょうか。
　松田　肝臓がブドウ糖を産生してい
る。産生したものだけ体で使われてい
る。ただ、使われている部分について
は、実際、インスリン濃度で用量依存
性にどんどん動くといった状態ではな
く、HOMA-IRが反映しているのは明
らかに肝臓のインスリン抵抗性という
ことになります。
　山内　肝臓のとなりますと、例えば
ですが、夜間とか早朝空腹時、このあ
たりを中心としたものと考えてよろし
いのでしょうか。
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　松田　測っている時点のインスリン、
ブドウ糖濃度ですから、少し前とかい
うよりも、本当にリアルタイムの肝臓
の様子を表しているということになり
ますけれども、ではその測って採血し
た時点というのは、夜中はだいたいず
っと平衡状態になっているわけです。
そういった意味ではもっと早い時期と
か、あるいは食事を食べたからといっ
て、そんなに急に肝臓の抵抗性がどん
どん変わってくるとか、そういったふ
うには一般的に考えていないというこ
とと、もう一つは肝臓のインスリン抵
抗性というのは筋肉のインスリン抵抗
性とほぼ比例する場合が多い。実際は
個々の方でかなりばらつくのですが、
大ざっぱに、特に統計的に見るときは、
それは間違いない。そういったことで、
こういう指標が全身のインスリン抵抗
性の指標としても用いられてきたとい
うことになります。
　山内　専門家がよく使われるクラン
プ試験などとの相関が高いということ
ですね。
　松田　相関は保証されているといっ
ていいです。ただし、実際に全身のイ
ンスリン抵抗性とか筋肉のインスリン
感受性を評価していないので、実際に
全身的にどうかというのは、ブドウ糖
などを負荷したときに、ブドウ糖負荷
試験から、手前みそですけれども、松
田インデックス、そういったものを計
算するということがやられていて、特

に海外の学会では非常に多く使ってい
ただいています。
　山内　食事の後の状態との関係につ
いては何か出ているのでしょうか。
　松田　食事の後といっても、インス
リン抵抗性という用語のとらえ方が非
常に難しい。インスリンを使って効か
ない。なんで効かないか。食べた後で
ブドウ糖がどんどん肝臓からつくられ
ていく。つくられていくから、腸管か
ら回ってきて体に入ってくる。それで、
いくらインスリンをやっても血糖が下
がらない。そういったインスリンが効
きにくい状態を抵抗性ととらえたら、
食べるもの自体が、どれだけ食べたか
ということがインスリンの抵抗性とい
うものに直接関係してくる。基質の増
加によるインスリンの効きにくさ、抵
抗性、肝臓のインスリンの抵抗性とい
うことでとらえていただけたらと思っ
ています。
　山内　抵抗性とは別の病態に分泌不
全ということがあるわけですが、この
分泌の指標というのは、従来はC-ペ
プチド、１日蓄尿量から算出されたC-
ペプチド量とか、あるいはグルカゴン
を負荷したあとの値、こういったもの
をよく参考にしたのですが、最近出て
きたCPI、このあたりはどういう使わ
れ方をしているのでしょうか。
　松田　インスリンの分泌能というか、
インスリンは一日中かかってどのぐら
い出ているかということで、蓄尿中の



（111）31

インスリン分泌を反映するC-ペプチ
ド、これはちゃんとしたマーカーにな
るはずだとやっていたのですが、非常
にばらつく。
　しかし実際には、HOMA-βなどが、
朝の１ポイントだけを取っても、結局
は１日の代謝をほぼ反映するのと同じ
ように、１つのポイントを取っただけ
でインスリンのある程度の分泌の状態
を反映します。
　でも、それではなくて、ちゃんとブ
ドウ糖を負荷したり、先ほどグルカゴ
ンといわれましたけれども、それを負
荷したときの反応を見ないと、実際、
物を言えないのではないかという立場
はもちろんあるのですが、われわれが
本当にインスリンが出ているか、出な
いか、指標にしたいのは、外因性イン
スリン、外からインスリンを使わない
で、この方は生命が維持できるかどう
か、そういったレベルの話なので、本
当にインスリンが出ているか、出てい
ないかだけ見るのなら、空腹時だけで
十分だと、そういったようなとらえ方
でいいのではないかと思います。
　グルカゴンに対する反応というのは
よく使われるのですが、実は保険適用
がありません。実際にそういったうま
いデータが十分に取れない。グルカゴ
ンによるインスリンの分泌反応という
のが、本当に分泌能を反映しているか
というのは、ほかの指標とうまく相関
が取れないのです。ですから、ブドウ

糖負荷によるinsulinogenic index、これ
が一番いい指標だと思いますけれども、
ワンポイントでもし取られるのだった
ら、HOMA-β、インスリンとブドウ
糖の比、それとよく似た、インスリン
の代わりにC-ペプチドを用いたCPI、
こういったものでも臨床的には十分に
使えるということになるのだと思いま
す。
　山内　最後に、こういった指標を使
うときの注意点は何かありますでしょ
うか。
　松田　まず、こういった指標の限界
というものが幾つかあります。最初に
HOMA-IRについて限界をいいますと、
血糖値があまり高い方だとよくない。
だいたい140を超えると、掛け算した
ものというのは非常にばらついてきま
す。でも、逆にいうと、その逆数を取
ってしまうと数が小さくなり、ばらつ
かなくなるので、実際にQUICKIとい
う指標がありまして、そういった計算
の仕方をすると、いい評価になる可能
性があります。
　それと、一番問題なのは、インスリ
ンを治療で使ったときにHOMA-IRを
測ってはいけない。例えば、NPHとか
の中間型が効いている状態、あるいは
最近の持効型インスリンが効いている
状態ですと、肝臓へのインスリンの濃
度というのは末梢と門脈で全然違いま
すので、これはまったく話にならない。
この２ポイントに気をつけていただき
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たいと思います。
　それと分泌能はあまり問題ないと思
うのですが、どちらの指標にしても、
抵抗性がすごく高い、では抵抗性を改
善するように注意しよう、これはいい
のです。それから、CPIが非常に低い、
ではインスリンを使ってやろう。そう
いったふうに持っていくのはいいので
すけれども、逆に、抵抗性はあまりな
い、普通だ、では抵抗性に対する介入
はいいのではないか、これは困るので
す。あるいは、C-ペプチドがそこそこ
出ている、ではインスリンを使わなく
ても大丈夫ではないか、これをやられ

るとたいへん困ります。
　現実的に、インクレチン薬、GLP-１
受容体作動薬というものが出まして、
注射剤なのでインスリンと同じぐらい
効くのではないかという形で、ではCPI
を測ってみて、２を超えている。では
インスリンではなくて、受容体作動薬
のほうを使ってみる。使ってみて、専
門医ですが、ケトアシドーシスを起こ
して危篤に陥る。そういうことが実際
ありますので、使われるときは今いっ
たことをよく注意していただかないと
いけないと思います。
　山内　ありがとうございました。
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　林田　斎藤先生、まず最近の腎結石
の治療指針といいますか、ESWL（体
外衝撃波結石破砕術）手術、手術的な
もの、その前に薬でなど、いろいろと
治療があるかと思うのですが、そのへ
んのお話をお願いいたします。
　斎藤　一般的に結石は、まず腎臓の
中で石ができて、それが流れていきま
す。尿管に行くと尿管結石、膀胱に行
くと膀胱結石ということになりますが、
尿管というのは非常に細い臓器なので、
結石の大きさが問題になるわけです。
長径10㎜を超す石は尿管に詰まってし
まいます。尿管結石として、疝痛発作、
救急車を呼ぶような痛みになる。我々

医師は、人間と同じく、結石も「小さ
いやつほどよく騒ぐ」と言います。数
ミリの米粒のような石は転げまわるよ
うな痛みが出ます。ところが、20㎜、
30㎜の大きい石になると、これは腎臓
から出てきませんから鈍痛です。
　もちろん、出ない大きさに育ったら、
これは手術の対象になる。小さい石の
場合は、手術をしないで内科的な治療
で尿とともに流すというのが基本的な
治療になると思います。
　林田　内科的治療といいますと、い
わゆる薬などはあるのですか。
　斎藤　結石の薬ですが、治療薬はウ
ロカルンとかロワチンといった結石治

サンゴ状腎結石症のESWL治療

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院副院長
斎　藤　忠　則

（聞き手　林田康男）

　サンゴ状腎結石症のESWL治療についてご教示ください。
　一般論として、ESWLの回数の最大限度は何回くらいまでは問題がないのでし
ょうか。多糖結石症に本術を施行するには回数の限界があると愚考しています。
　73歳で、左腎のサンゴ状巨大結石症の診断を18年前に受けた後、放置してい
た患者本人も、長年無症状であったので、もうESWLは中止してほしいと望んで
います（高血圧症、前立腺肥大症の治療中です）。

＜大分県開業医＞
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療薬と、もう一つは尿管を弛緩させ太
くする、または痛みを取る鎮痙剤です
ね。一般的な医家ではブスコパンとい
うお薬をお使いなのですが、そうする
と腸管も麻痺して、おなかが張ってし
まうので、泌尿器科の場合はコスパノ
ンという胆道と尿管に限局的に効くと
いうお薬を使ったりします。保険適用
がないのでお勧めできませんが、最近
の話題ではα１ブロッカー（高血圧と
か前立腺肥大の薬）です。そういうお
薬で尿管を弛緩させ、自然に結石を流
してしまうのがまず基本です。ですか
ら最初から手術は考えません。
　林田　そうすると、内科的治療はだ
いたいどのくらいの期間を目安にする
のでしょうか。
　斎藤　それはよく質問されるのです
が、期間というよりも、結石が詰まっ
て、水腎症や腎臓が腫れてきた場合に、
３カ月ぐらい動かなかったら手術を勧
めます。腎臓が腫れてこなければ、尿
管で石の周りにおしっこが流れている
証拠ですから、治療の対象にならない
ということになると思います。
　林田　それで症状がなければ、むし
ろそのまま放置してもよろしいという
ことですね。
　斎藤　そういうことですね。
　林田　そうしますと、ESWL、これ
の適応は何でしょうか。
　斎藤　その前に、ちょっと話が戻り
ますが、尿管結石なのですが、実は内

視鏡が非常に細径になって、硬性鏡も
軟性鏡も泌尿器科専門医のいる病院で
は、麻酔下で比較的簡単に挿入できる
ようになりましたので、尿道から膀胱
を通して尿管に行きまして、Ho-YAG 
Laser（ホロニウムヤグレーザー）で
石を割ってしまうというのが主流とな
ってきました。腎臓にとどまっている
石はESWLを行います。体外衝撃波は
背中を平手で約3,000回たたかれるよう
な感じの手術です。
　林田　繰り返しますけれども、ESWL
の適応はどうなのでしょうか。
　斎藤　一つは、今話したように、出
ない大きさの結石です。水腎症や尿路
感染を起こし、発熱などが起きます。
あと血尿のもとになったり、年単位の
長いものになりますと、歩くたびに腎
盂の粘膜を刺激して、血尿になります。
長い目で見ると、腎盂癌の発生の原因
の一つにもなるということなので、時
期を見て手術ということになると思い
ます。
　林田　ESWLの最大限度回数につい
てですが、これはどうでしょうか。多
分ケース・バイ・ケースになるかと思
うのですけれども。
　斎藤　なかなか難しいと思います。
石の大きさによると、ある程度の、20
㎜以下のものだと１回で割れることも
ありますし、それ以上になりますと、
一般的には腎臓に対するダメージを考
え、約半年ぐらい手術の間隔を空ける
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ことが多いと思います。３カ月から半
年空けますと、合計で年単位の治療に
なってきます。５回目、６回目を行う
こともあります。最近は結石の原因と
して、メタボリック症候群の方、糖尿
病の方とか、肥満だとか合併症を持っ
た患者さんが何回もやると腎臓が傷ん
でくることがあります。あまりにも大
きい石の場合は最初から手術で、腎臓
を２つに割って石を出すとか、または
内視鏡と腹腔鏡の手術１回で結石を取
るのも一つの方法だと思います。
　林田　今、メタボの話が出たのです
が、これと腎結石のお話をちょっとし
ていただけますか。
　斎藤　昔は、石は「環境」とか、親
子で多いですから「遺伝」とかいわれ
ていました。あと男性に多いのですが、
営業の方などは、スーツを着ていて、
汗をかくのが嫌なので水分を制限した
りするケース、要するに水分が取れる
状況かどうかというのが非常に響きま
す。最近話題になっているのですが、
実は、腎結石は肥満の方と糖尿病の方
に多い。そうなると、環境要因よりも、
実は食生活などによる生活習慣病だと
いうことがだんだんわかってきまして、
食生活習慣の指導がかなり大事だとい
われております。30年くらい前は「ビ
ールを飲んで縄跳びしろ」というのが
メインでしたけれども、実は食生活な
どによることがわかってきたので、夜
遅く食事をするなどの生活習慣自体も

直していかなくてはならないというこ
とがわかってきました。
　林田　そうしますと、メタボに対す
る対策も非常に大事だということです
し、逆に腎結石の発症も常に関連づけ
て見ていくということが大事だという
ことですね。
　斎藤　はい、非常に大事です。
　林田　いわゆるサンゴ状腎結石と
ESWLの治療ですが、おそらくサンゴ
状腎結石ということで、手足があると
いうか、いびつな形をした石の場合は
どうしましょうということなのですが、
こういういわゆる難治性になりやすい
ような石、これに対してはどうなので
しょうか。
　斎藤　これには２つの考え方があり
ます。ある程度腎盂、腎杯の形、要す
るにサンゴ状になった石の場合、全部
石で腎臓が埋まっていてもけっこう腎
機能は正常である場合もあるのです。
症状がなければ、そのまま無治療で一
生を送っていただく選択もあるわけで
す。
　ただ、熱が出たり、血尿が出たり、
また腎盂癌の原因にもなりうるという
ことで、ある時期で治療ということに
なります。もちろん尿管に近い部位か
ら、５回にも６回にも分けて割ってい
かなくてはいけない。手間と時間がか
かるESWLの手術になります。ですけ
れども、それだけ、２～３年かかるの
でしたら、初めからスパッと切ってし
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まう。豆腐にメスを入れるようにして
腎臓を割って、石を出して、それでま
た縫うという方法もあります。私の患
者さんで糖尿病の方で、初めから手術
をやって、一発で治ってしまう患者さ
んもいます。しかも、１回の手術で石
を全部取りきれるというメリットもあ
ります。
　最初の段階で患者さんと主治医がよ
く話し合って、年単位の治療がいいか、
それとも糖尿病とか麻酔を乗り切りな
がら１回の手術でやりますかと説明し
ます。ESWLを採用すると、３カ月、
半年ごとに入院して、割って、また結
石を流して、また割ってということに
なると思います。
　林田　サンゴ状腎結石というのは、
メタボとの関連が強いのでしょうか。
　斎藤　サンゴ状に限って具体的にい
われていることはありません。もう一
つは感染性結石、代謝性のシスチン結
石とか、尿酸結石が原因となることが
あります。
　林田　手術なのですが、これは今、
非常に簡単にできると考えてよろしい
のでしょうか。
　斎藤　メスを振るう開腹術は少なく
なり、経尿道的な手術、またはESWL
がほとんどで、90％以上になっていま
す。実際に、私の後輩の若い先生には、
開腹術を見たこともやったこともない
医師もいます。内視鏡の手術が普及し
ますと、これが現実となるのですね。

　林田　胆石の手術などと同じですね。
　斎藤　同じです。ですから、ある程
度経験のある先生方がいる病院を選ぶ
必要があります。
　林田　先ほど内視鏡のお話が出てき
ましたけれども、これはレーザーで割
る。そのときにはバスケットカテーテ
ルのような、バスケットといいますか、
鉗子などを使うのでしょうか。
　斎藤　大事なことは、尿の流れに逆
らって機械を挿入しレーザーで割りま
すので、その衝撃で腎臓の中に結石が
戻ってしまうことがあるのです。です
から、先に尿管の石を超えてストーン
コーンという装置を結石にかぶせて結
石が上にいかないようにして、下から
レーザーで割ります。普通は２㎜以下
に割って、全部尿とともに出してしま
うのですが、ある程度のところで、手
間が大変だということで、バスケット
というネットのようなものがありまし
て、それでつかんで体外に出すという
方法もあります。
　林田　最後に腎結石の予防ですが、
水をたくさん飲みなさいとか、何かあ
りますか。
　斎藤　日本人の場合はシュウ酸カル
シウムの石が非常に多いのです。です
から、シュウ酸の多いホウレンソウだ
とか、シュウ酸の多い食品を食べると
きに、同時にカルシウムを摂ることが
大切です。コーヒーもシュウ酸が多い
のですが、ミルクをいっぱい入れる。
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そういう形で、シュウ酸の多い食物を
摂るときは同時にカルシウムを摂るこ
とによってかなり防ぐことができます。
また、基本的には水分が大切です。水
分をたくさん摂って、しかもCa（カル

シウム）やMg（マグネシウム）の多い
水分、つまりヨーロッパ系の硬水、硬
い水を飲むことによって、かなり防ぐ
ことができます。
　林田　ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　山内　清水先生、子どもの食中毒は
時々流行したりしますが、最近のトピ
ックスとしてはどんなものがあります
でしょうか。
　清水　非常に大きなトピックスとな
ったと思うのですけれども、昨年、生
肉のユッケを食べて、原因はO111だっ
たのですけれども、腸管出血性大腸菌
感染症が流行して、その合併症で溶血
性尿毒症症候群の発症によって何人か
が亡くなったという事件があったかと
思います。
　山内　軽いものですと、時々突発し
ていると見てもよろしいわけでしょう
か。
　清水　そうですね。例えば、成人な
どでは、焼き肉屋さんに行って、お肉
を食べた場合、何回かに１回は軽い感
染症を起こしているというデータもあ
ります。

　山内　そうしますと、わりにありふ
れたというと言い過ぎになるかもしれ
ませんが、よく見られるものだという
認識は持っておいたほうがいいという
ことですね。
　清水　そう思っていいと思うのです
けれども、問題は、ただの大腸炎で終
わらずに、その後、先ほどもお話しし
ましたように、致死的にもなりうる
HUS、すなわち溶血性尿毒症症候群を
発症するかどうか、そこが一番のポイ
ントではないかと思います。
　山内　子どもと大人で症状に大きな
差はあるのでしょうか。
　清水　だいたい食中毒の症状といい
ますと、熱が出たり、あるいは腹痛、
下痢、嘔吐、血便、そういったところ
が主な症状なわけですけれども、成人
と小児でそれに大きな違いがあるかと
いうと、あまり大きな違いはないと思

小児食中毒

順天堂大学小児科教授
清　水　俊　明

（聞き手　山内俊一）

　小児食中毒についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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います。
　山内　やはり吐いて、下してという
のが多いのですか。
　清水　その辺の症状はあまり大きな
差はないと思います。
　山内　症状的に診断は比較的容易と
考えてよろしいわけですね。
　清水　だと思います。
　山内　先ほどのような重症化する例
もあるということですが、例えば子ど
もだと重症化しやすいというようなこ
とはあるのでしょうか。
　清水　同じように感染、汚染した食
べ物を食べても、大人は全然発症しな
いのだけれども、子どもだけ発症して
しまったということは、よく経験され
ていることです。それはなぜかといい
ますと、子どものほうが衛生観念が少
なく、汚い手で食べたりとかいうこと
もあるのですけれども、それだけでは
なくて、子ども自身の防御能力が、大
人と比べると未熟であるということが
重要です。
　例えば、胃の中の胃酸、これは強酸
ですので、非常に防御能としては重要
で、腸内細菌もそうですけれども、外
界の細菌から体をプロテクトするには
大切なわけです。成人よりも小児のほ
うが胃酸が低い、pHとしては高いので
すけれども、防御能が弱いということ
です。
　あとは、腸内細菌、これも病原大腸
菌であるとか、あるいはサルモネラ菌、

そういった病原菌が来たときに、それ
を排除する力を持っているわけですけ
れども、その成熟もまだ十分ではない
ことで重症化しやすくなっているわけ
です。
　山内　なりやすいし、重症化もしや
すいということですね。
　清水　そうですね。
　山内　なりやすいというのは、時々
話題になりますが、家族みんなで同じ
ものを食べたのだけれども、子どもだ
けということがあるということですね。
　清水　はい。よく経験されることだ
と思います。
　山内　世代別に見ても、こういう食
中毒は子どもに多いと見てよろしいの
でしょうか。
　清水　そうですね。もう一つ、子ど
もの患者数が多い理由として、この患
者数はだいたい10代、あるいは10～15
歳ぐらいが食中毒の患者数として一番
多いところなのですけれども、もう一
つの理由としては、集団生活をしてい
るということです。例えば、学校給食
であるとか、あるいは集団で食事をし
たりとか、そういうところから多くの
人が一度に感染する機会が多い。それ
が患者数が多い一つの理由だと思いま
す。
　山内　初診で来られたときに、お子
さんになりますと症状の訴えも不十分
だったりしがちだと思われますが、重
症化することも念頭に置くと、ここの
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見極めですね。特にお子さんの場合、
あとから問題になりかねないのですが、
どういったあたりが重症化を見逃さな
いポイントになるのでしょうか。
　清水　重症な食中毒ですと、脱水に
なりやすいというのが一つあります。
脱水になると、それなりの脱水症状、
あるいは元気がないということがあり
ますが、ぐったりしている場合は、重
症化の目安にはなると思いますし、も
う一つは原因菌によっても、そのまま
見ていていい菌なのか、あるいは合併
症を起こして致死的になりうる菌なの
か、その辺も気にしなければいけない
と思います。
　ただ、その菌が何であるかというの
はなかなかわかりづらいときがありま
す。一般的にいわれているのは、例え
ば牛肉が原因食材ですと、より重症化
しやすい病原大腸菌による場合が多い
とか、あるいはサルモネラというのも
比較的重症化しやすいのですけれども、
それは鶏卵で感染しやすいことが知ら
れています。したがって、どういうも
のを食べて感染したか、あるいは症状
を出してきたかを考えるのも一つ大切
なことかもしれません。
　あとは、血液検査の結果などを見て
重症化をある程度予測していくことも
大切かもしれません。
　山内　家族が一斉になっているよう
な場合も要注意と見てよろしいのでし
ょうか。

　清水　そうですね。それはおそらく
家族で、ある同じ原因の食品を食べた
のか、あるいは多少タイムラグがある
とすると、例えばお父さんが外で感染
して、それを家庭に持ち帰って、家族
のみんなが感染した、そういうことも
あり得ます。
　山内　先ほど卵でサルモネラという
のがありましたが、生卵ですね。
　清水　そうです。生卵です。鶏には
卵管にサルモネラがすみついていたり
するのです。そうすると、その鶏が産
んだ卵の中にサルモネラ菌が幾つか入
っている。普通、それは少ない量です
から、そのまま冷蔵庫保存したりとか、
ある程度加熱して食べれば問題ないの
ですけれども、例えば夏場に卵をその
ままにしておいて、その中で菌が繁殖
して、それを生で食べたときにサルモ
ネラにかかる。そういうことも知られ
ています。
　山内　あと、時々聞く話で、ハチミ
ツがよくないというのがありますね。
あれはいかがなのですか。
　清水　これは、小児科医は皆が知っ
ていなければいけないところですし、
小児科医に限らず、子どもを持ったお
母様、特に小さいお子さんを持ったお
母様はぜひ知っておかなければいけな
いところなのですけれども、ハチミツ
の中に時としてボツリヌス菌が入って
いて、それを食べた赤ちゃん、これは
１歳未満といわれていますけれども、
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多くは２～３カ月未満の子が、ボツリ
ヌス菌が大腸で繁殖して食中毒を起こ
すのです。成人ですと、ボツリヌス菌
は大腸で繁殖してボツリヌス毒素を出
すということはないのですけれども、
多くは２～３カ月、時には１歳未満の
子ですと、腸内細菌叢が十分でありま
せんので、ボツリヌス菌が増殖し、そ
こで毒素を出して、乳児ボツリヌス症
を発症して、神経麻痺などを起こして
重篤になることもあります。
　山内　あと、冬場の特にウイルス関
係で注意すべきものというと、どうい
ったものがあるでしょうか。
　清水　食中毒というと、多くは春か
ら夏にかけてというところで皆さん考
えるのですけれども、冬に注意しなけ
ればいけない食中毒があります。これ
はノロウイルスといって、ふだん小児
では吐いて、下痢をするウイルス性の
急性胃腸炎の原因として知られている
のですけれども、多くは人から人に感
染するわけですが、中には、特に二枚
貝とかカキを生で食べて、ウイルス性
のノロウイルスによる食中毒を発症す
ることも時々報告されています。
　ただ、小児ではあまりそれらを生で
食べるということは多くないので、む
しろ大人が食べて感染して、それが家
族内、家庭内で子どもに感染しないよ
うに注意しなければいけないというこ

とになると思います。
　山内　予防はやはり手洗いになるの
でしょうね。
　清水　手洗いは非常に大切で、まず
手洗いをして、調理する人もしっかり
手洗いをして、調理器具なども清潔に
して、予防としてはやはり加熱という
のが大切ですし、その前に、ある程度
冷蔵庫で保存して、菌が増えないよう
にすることも重要です。さらには、体
力をきちんとつけて、そういった菌が
体内に入っても発症しないようにする
というのも非常に大切かもしれません。
　山内　治療としては抗生剤になるの
でしょうか。
　清水　はい。ただ、抗生剤はむしろ
排菌期間を延ばすという意見もありま
すので、よほど重症か、敗血症になっ
たりとかしない限りは、積極的に与え
なくてもいいといわれています。むし
ろ善玉菌である整腸剤、プロバイオテ
ィクス、すなわちビフィズス菌とか乳
酸菌がその代表ですが、こういったも
のを治療として使用するべきだといわ
れています。
　山内　重症化してくると、脱水への
対応が必要になりますね。
　清水　はい。非常に重症な場合は経
静脈的な輸液が大切な治療法だと思い
ます。
　山内　ありがとうございました。
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　林田　斎藤先生、まず、唾石症の定
義といいましょうか、主に原因につい
て、好発部位を含めてお話しいただけ
ますでしょうか。
　斎藤　原因に関しては、まだはっき
りした定説はありませんが、唾液腺に
できた石灰化物で、組成は炭酸カルシ
ウムが主だといわれております。何か
芯になるものが、例えば文献的には魚
の骨などありますが、何か小さなもの
が芯になって、そこに炭酸カルシウム
が徐々に沈着して唾石ができるといわ
れております。
　林田　例えば、顎下腺、耳下腺、舌
下腺があります。この腺領域では何か
差がありますか。

　斎藤　これは圧倒的に顎下腺が好発
部位です。なぜかといいますと、顎下
腺はいわゆる大唾液腺（耳下腺、舌下
腺、顎下腺）の中で、唾液の性状が粘
稠です。耳下腺の漿液性唾液とは違い、
顎下腺の唾液は粘稠性が高く、唾石が
できやすい原因の一つになっています。
また、唾液の排泄管（ワルトン管）が、
比較的長いということも関連している
と思われます。
　林田　詰まりやすいということです
か。
　斎藤　そうですね。
　林田　好発年齢、性別では何かあり
ますか。
　斎藤　私どもの100例ぐらいのデー

唾石症

NTT東日本関東病院歯科口腔外科部長
斎　藤　健　一

（聞き手　林田康男）

　唾石症についてご教示ください。
　顎下腺腫瘍疼痛の反後で、そのつど、抗生剤・抗炎症剤で対症しております。
以前、一度口腔底より切開し数個除去しましたが、完全に除去できず、今後顎
下腺全摘を勧められました。内視鏡的除去法もあるといわれたようですが、そ
れぞれの適応、合併症等ご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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タでは、平均年齢は40歳ぐらいでした。
性差はありません。
　林田　40代の方に多いというのは、
何か理由がわかっているのでしょうか。
　斎藤　これはなかなかわからないの
です。ただ、われわれの経験の中でち
ょっと感じたことは、硬水といいます
か、カルシウムの多いミネラルウォー
ターとか、そういったものを摂取され
ている方に見られたケースがありまし
た。たまたまフランスに長年住まわれ
てから帰国された方で、母親と娘さん
に同時期に唾石症が見つかったという
ことがありましたし、また、20代の女
性で、フランスからわざわざミネラル
ウォーターを取り寄せて、非常に長い
期間飲用され、その後に唾石症ができ
たという症例がありました。
　林田　そうすると、硬水といいまし
ょうか、カルシウムの多い飲料水は気
をつけなければいけないということに
なりますね。
　斎藤　そうですね。それと、水分摂
取をきちんとされていないと唾液が濃
縮するということで、唾石ができやす
い要因にもなるかなと考えております。
　林田　唾石ができて、そのままでい
ればよろしいのですが、結局これに痛
みが伴うということなのですが、この
症状発現のメカニズムはいかがでしょ
うか。
　斎藤　これは非常に特徴的な症状が
あります。唾液腺は、もちろん唾液を

食事のときに出すわけですが、唾石が
できますと、唾液を出す（排泄する）
ときに、栓の役目をします。そうする
と、石から、唾液腺の中枢側のほうで
圧力が高まりますので、急激な痛みが
出て、顎下腺の腫脹が起こります。こ
れは唾疝痛ということで表現されてお
りますけれども、たいへん強い痛みで
す。
　林田　石があると、顎下腺自体が腫
れるという症状がありますが、これは
何ですか。
　斎藤　一つには、今お話ししました
ように、圧力が高まって腫れるという
ことです。もう一つは、口腔内には、
ご存じのように、たいへん多くの細菌
がいますので、排泄管から逆行性に細
菌が中に入って、そこで細菌感染を起
こす。そうしますと、さらに強い痛み
が起こります。われわれの経験では、
石を取ったら、中のほうから、膿汁が
湧き出るように出てきたという経験を
何例もしています。
　林田　そうしますと、口腔内をきれ
いにするということも大事だというこ
とになりますか。
　斎藤　大事な要因だと思います。
　林田　今、ワルトン管のお話が出た
のですが、これにまつわる処置の仕方、
診察の仕方は何かありますか。
　斎藤　診察に関しては、基本的には
ワルトン管から腺体への移行部付近に
できるケースが多いので、診察の段階
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で触診を必ず行います。方法はワルト
ン管を口腔内の開口部、舌下小丘部か
ら探っていき、腺体のほうへ示指によ
る触診を進めます。このとき口腔外の
顎下腺体上に片方の手指を置いて触診
しますので、双手診というような表現
でいわれています。それで石の位置を
確認します。
　林田　石はすぐわかりますか。
　斎藤　腺管内に存在する唾石で３㎜
以上であればほとんどわかります。し
かし、腺体の中に存在するものは難し
い場合が少なくありません。
　林田　今、診断についてだいたいお
話をうかがったのですが、どうしても
鑑別診断をつけなければいけない疾病
はほかに何かありますか。
　斎藤　化膿性顎下腺炎などです。よ
くご高齢の方で、唾液が少なくなりま
すと、舌下小丘部の開口部から細菌が
逆行性に入って感染を起こします。唾
石が存在しなくとも顎下腺の腫脹と疼
痛、それから開口部からの排膿など、
同じような症状を呈することもありま
すので、鑑別をしなければいけません。
　あとは、極めてまれですけれども、
唾石と悪性腫瘍が併存していたケース
がありました。それは、たまたま他の
医療機関のケースですけれども、石を
取っても、なかなか痛みが取れない。
それでずっと見ていたら、それは悪性
腫瘍だったということがありましたの
で、唾石摘出後に痛みが取れないケー

スでは、そういうことも頭の片隅にち
ょっと置いておいたほうがいいかもし
れません。
　林田　あと、画像診断はどうでしょ
うか。
　斎藤　レントゲンは必須な検査です。
単純レントゲンだけではなくCTも必
要になります。
　林田　診断がついて、次に処置と治
療に入るのですが、まず第一にやらな
ければいけない処置は何でしょうか。
　斎藤　多くの場合、感染を伴います
ので、まず抗生物質で消炎するという
こと。それから、口の中をきれいに保
つ。あとは、手術の予定を組むわけで
すけれども、手術に際しては大きく分
けて２つの方法があります。１つは、
唾石の位置にもよりますが、顎下腺そ
のものを石とともに摘出する口外法で
す。もう１つは、口腔内から切開を行
って摘出する、いわゆる口内法です。
　それぞれ一長一短がありまして、口
外法は唾石を摘出するという意味で根
治性が高いわけですが、顎下腺体を摘
出するため、顎下部の皮膚に手術瘢痕
が残ります。したがって、若い女性で
は、かなり抵抗があります。それから、
ちょうど顎下部に顔面神経の下顎縁枝
が存在しますので、顎下腺摘出時の手
術操作で損傷し、神経麻痺出現も少な
からず合併症としてあります。それと、
長い目で見ると、唾液腺そのものを取
りますので、将来的にはドライマウス
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とか、唾液量の減少ということが考え
られます。
　それに対して口内法では舌神経の障
害、あとは、狭い切開で、比較的深い
ところの手術操作になりますので、深
部での出血などが問題になりますけれ
ども、幸い私どもの100例の経験では
長期（２カ月以上）の舌神経の障害出
現例はなく出血も問題ありませんでし
た。ただ、１例だけ、ガマ腫というも
の、唾液が貯留する囊胞ですけれども、
その形成が１例、術後にありました。
　林田　口内法はどのくらい頻繁にや
るのか。例えば、１回取りますね。そ
うすると、また石が再燃する。そうす
るとまたやるという場合、何回ぐらい
で全摘のほうに移行するのでしょうか。
　斎藤　先ほど申しましたように、100
例の経験では口内法を２～３回繰り返
した方はいらっしゃいますが、全体か
ら見ると２～３％です。口内法で摘出
不能例（５％）はほとんどが経過観察
で、顎下腺体摘出を希望された方は１
名だけでした。まずは取れる位置であ
れば、口内法で行ったほうが患者さん
の負担は少ないと思います。
　林田　顎下腺そのものを取ってしま
うというのはだいたい何％ぐらいです
か。

　斎藤　口内法を100例行った期間中、
顎下腺摘出例は３例です。内容は、非
常に大きな唾石、例えば４㎝ぐらいの
唾石、それで高齢者の方。これを口内
法から取りますと、口底部に大きな
hematomaをつくって、術後に感染を
起こす可能性があります。また、高齢
者ですので、顎下部の手術瘢痕は特に
問題ないということでしたので、顎下
腺体摘出の適応にしました。あとの例
ですが、これも60代の男性ですけれど
も、もし口内法で取れなければ口外法
に切り替えますという、あらかじめ了
解を得てから施行しました。
　林田　それから、予防になるかと思
いますが、口腔内をきれいにするとい
う方法、これは何か特別な口腔内を洗
浄するような液であるとか、処置とい
うのはありますか。
　斎藤　通常のオーラルケアといいま
すか、通常の磨き方とか清掃性でよろ
しいと思います。ただ、入れ歯、義歯
を使っている方は細菌に汚染しやすい
という状況がありますので、それは丹
念に清掃される。場合によっては、入
れ歯や義歯の洗浄剤などを使われたほ
うがいいかもしれません。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　森本先生、「高齢者のための
災害医療のポイント」ということで、
お話をうかがいたいと思います。
　今回の大震災が発生してから、被災
された高齢の方々に対する医療現場の
厳しい現状が報告されていますけれど
も、学会で高齢者のための災害時のマ
ニュアルを準備されていたとうかがっ
ています。そのあたりからご紹介いた
だけますでしょうか。
　森本　私ども、金沢医科大学におり
まして、能登半島地震というのがあり
ました。そのときに、災害救助要請を
されたのですけれども、現地はご老人
ばかりで、災害が起こりますと、高齢
の方々に対し、特に医療をどうするの
か、その辺のガイドラインをつくるの
が急務になっておりました。厚生労働
科研に日本老年医学会のメンバーを中
心に、高齢者の災害時の医療ガイドラ
イン作成班を作り、平成22、23年の２
年間でガイドラインをまとめる予定に
しておりました。平成23年３月11日に
東日本大震災が起こり、ガイドライン

はまだ試作版の段階でありましたが、
急遽それを日本老年医学会のホームペ
ージに載せさせていただきました。
　掲載いたしました第１のものは医療
者向けで、300ページを超えるような
詳しい医療のガイドラインです。第２
のものは一般救護者向けのマニュアル、
これは高齢の方の周りで、災害の現場
におられ、避難所の主導をされている
ような方、例えば保健婦さん、あるい
はボランティアの方などに読んでいた
だいて、高齢者の病気を早く発見する
目的で作られています。25ページのハ
ンドブックで小さなものです。これら
２つのものをホームページに載せさせ
ていただきました。
　大西　ホームページを拝見させてい
ただいたのですが、非常に充実した内
容なので、ぜひ皆様方がご覧になると
いいのではないかと思いました。
　実際、被災された方々が避難所など
に行かれて、そこでいろいろ病気にな
ったりされるケースが多いと思います
けれども、まず急性期や亜急性期のい

後期高齢者を診る（Ⅰ）

金沢医科大学高齢医学科主任教授
森　本　茂　人

（聞き手　大西　真）

高齢者のための災害医療のポイント
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ろいろな医療上の問題といいますと、
どういった特徴がありますでしょうか。
　森本　今回の大震災で、たくさんの
方が亡くなられたのですけれども、そ
の９割以上が、大津波で流されて溺死
された方々です。阪神・淡路大震災の
ときにDMATという組織ができました。
阪神・淡路大震災のときは８割以上が
建物の崩壊の下敷きになって、これら
の方々を救出するという目的でDMAT
ができたのです。今回、DMATが真っ
先に現地に赴いたのですが、すでに津
波に流されて活躍の場がなかったので
す。つまり、災害直後の急性期では、
阪神・淡路大震災とは大きく様相が異
なっていたのです。
　しかし、阪神・淡路大震災の時と同
じように、今回の大震災におきまして
も、亜急性期、すなわち震災発生後３
日から１カ月の期間に、高齢の方の慢
性疾患が悪化したり、肺炎や脳卒中、
心臓病を発症されている。高齢の方は
避難所で非常に大きなストレスを受け
ており、亜急性期にいろいろな疾患が
多発する様相は阪神・淡路大震災と同
じです。特に、亜急性期以降の慢性疾
患の悪化を防ぐ、あるいは脳卒中、肺
炎などの新たな疾患を防ぐ、そういう
ところが非常に重要かと思います。
　大西　実際、派遣された医師の方に
うかがいますと、お薬手帳もないし、
どんな薬、どんな治療を受けられてい
たのかもわからない場合が多いという

ふうにうかがったのですけれども、現
場は大変な状況なのですね。
　森本　そうだと思います。高齢の方
ですので、たくさんのお薬を服用され
ておられるのですけれども、お聞きし
ても、何のお薬か、なかなか正確にわ
からないということもあります。お薬
の名前が分からなければ、高血圧ある
いは糖尿病、あるいは慢性の心臓病を
持っておられるのか、そういうところ
をお聞きしてお薬を出していくという
作業であったということです。お薬手
帳はとても大切なものですので、災害
時には是非とも大事に持ち出していた
だきたいと思います。
　もう一つのポイントは今回の震災に
関しましては、たくさんの医師の方々、
あるいは医療チームの方々が現地に向
かわれましたが、入れかわり立ちかわ
りになりますので、ご本人のカルテを
うまく残せなかったという反省点があ
ります。その方にどういうふうな医療
が行われたのか、どういうふうな注意
点が必要なのか、医療の記録をうまく
引き継いでいくということが今後とも
必要だと思います。
　大西　特に避難所では、集団で高齢
の方が残られるケースが多いと思うの
ですけれども、最初のころは寒かった
ので、インフルエンザがはやったり、
最近では食中毒であったり、そういう
感染症の問題などもかなり大きな問題
でしょうか。
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　森本　そうだと思います。高齢の方
は、特にストレスにさらされているよ
うなときには免疫力が低下しますので、
風邪から肺炎になったり、あるいは急
性の胃腸炎を起こされたり、食中毒を
起こされたり、非常にストレスのかか
る狭い場所で様々なことが一挙に広が
りますので、細心の注意が必要かと思
います。
　大西　ストレスの関係で、メンタル
ヘルスの問題も非常に大きいというふ
うにうかがったのですが、そのあたり
はいかがですか。
　森本　震災直後はむしろ高揚されて
いて、皆さん「頑張ろう」という気持
ちが強いのですけれども、１カ月、２
カ月、３カ月と時間がたっていきます
と、むしろ気持ちが落ち込んでしまう。
阪神・淡路大震災のときもそうだった
のですけれども、仮設住宅ができて、
それぞれ個人が離ればなれになると、
うつ病や、あるいはアルコール中毒に
なられたり、孤独死が起こったりいた
します。今後はそういうところを支え
ていくことが非常に重要だと思います。
　大西　現地で医療活動をする場合、
機材や薬剤もあまりない状況で、いか
に最善を尽くすかというのが、非常に
困難な課題だと思うのですけれども、
そのあたりはいかがですか。検査も十
分にはできないかと思うのですけれど
も。
　森本　避難所では血圧計すらなかっ

たり、あるいは検査もできないという
ことがあります。それでも、救護班の
先生方、あるいは医療チームの方々は
一生懸命頑張っておられますので、で
きる範囲でできる限りの医療を尽くさ
れておられると思います。特に、高齢
の方は病気の予兆をあまり示されず、
急に悪くなられるということが多い点
に注意が必要だと思います。
　大西　急変した場合の搬送基準とい
いますか、そのあたりの判断もなかな
か難しいと思うのですけれども、その
あたりはいかがですか。
　森本　先ほど申しました一般救護者
向けの高齢者医療マニュアルに載せて
おりますが、息遣い、血圧、あるいは
意識状態など、この状態よりも悪くな
られたら、ぜひとも医療チームに連絡
していただきたい、あるいは搬送が必
要ですよ、そういうところも載せさせ
ていただきました。ですから、息遣い
が荒くなられたり、あるいは意識状態
が悪くなられたりした場合は、高齢の
方は早急に医療チームに引き継いでい
ただく。あるいは、避難所、被災地か
ら病院に搬送していただく。そういう
ことがタイミングよく行われることが
非常に重要だと思います。
　大西　避難生活も長くなりますと、
ふだんの食事や生活もたいへんだと思
うのですが、何か注意しなければいけ
ない点、脱水とかいろいろあるかもし
れませんけれども、その辺はいかがで
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すか。
　森本　特に脱水症は一時をあらそう
状態です。高齢の方は、避難所あるい
は被災地で、トイレに行って周りに迷
惑をかけないようにできるだけ水を摂
らず、自ら気を配り、トイレに行くこ
とを制限されてしまう場合があるので
す。そうしますと、重篤な脱水症にな
られるという怖いことが起こりますの
で、１日１ℓの水分をぜひとも摂って
いただきたいのです。
　また、お食事ですけれども、高齢の

方は塩分を摂りすぎますと高血圧が悪
くなる場合が多いのです。避難所では、
保存食や、インスタント食品などをた
くさんと摂られていると思うのです。
調味料を調節できるようでしたら、ぜ
ひとも調味料の袋の1/3ぐらいにして
召し上がっていただくことが重要です。
例えば、カップラーメンなどでしたら、
１杯で５gぐらいの塩分が入っている
のです。３食食べますと15gになって
しまいます。その1/3が適量なのです。
　大西　ありがとうございました。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第56巻２月号をお届けいたします。
※〔続・新年の展望〕欄には、日本医師会長の原中先生から『年頭所感』を
頂戴いたしました。また、呼吸器領域から、北海道大学の西村先生に、平
成24年度の学会（総会）を中心に呼吸器領域における最近の動向を踏まえ
て展望していただきました。

　ご多用の中ご執筆賜りましたこと改めて厚く御礼申し上げます。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、８篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「後期高齢者を診る」シリーズの第１回目
として、５篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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　齊藤　老年症候群と高齢者の総合機
能評価について神﨑先生におうかがい
いたします。
　まず、老年症候群、これはどういっ
たものなのでしょうか。
　神﨑　お年を召されると、どうして
も体の訴えが多くなりやすくなります。
具体的には、腰が痛いですとか、膝が
痛いですとか、目が見えにくいですと
か、耳が聞こえにくいですとか、そう
いったややもすれば不定愁訴というふ
うに片付けられやすい、いわゆる非特
異的な症状がだんだん増えてきます。
そういった訴えを、単なる非特異的な
徴候、不定愁訴と呼ばずに、私たちは
高齢者特有の問題点として、老年症候
群という名前をつけて管理、注目する
ようにしております。
　齊藤　加齢に伴って、特にこれとい
った原因がなくて、ぐあいが悪くなる、
そういったことでしょうか。
　神﨑　おっしゃるとおりです。例え
ば心不全ですとか胃潰瘍といった病気
は必ずはっきりした医学的な原因があ

るのですが、今申し上げました老年症
候群というのは、先生がおっしゃいま
すとおり、必ずしも原因が一つに特定
しにくく、それゆえに対処しにくいと
いう問題点があります。
　齊藤　そういった中で、どういった
ポイントが重要なのでしょうか。
　神﨑　老年症候群の中でも、とりわ
け重要と考えられるのが摂食、ごはん
を食べること。その延長としての栄養
の障害、やせていくことですね。筋肉
の量が落ちていくことになります。そ
れが歩行障害にもつながりますし、そ
れから物を食べれば当然排泄という問
題も出ます。排泄に関しては、失禁、
主には尿失禁のことが多いのですが、
失禁があり、必ずしも自分の意思で尿
を出すことができないということは、
人の尊厳にかかわる問題ですから、こ
れはその人にとって大きな問題です。
場合によってうつにつながることもあ
ります。そのような摂食とか排泄以外
に、歩行の問題、場合によっては転倒
につながりますし、あとは物を考える

後期高齢者を診る（Ⅰ）

杏林大学高齢医学教授
神　﨑　恒　一

（聞き手　齊藤郁夫）

老年症候群の考え方と高齢者の総合機能評価
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という認知の問題。それから、生活に
対する意欲ですとか、うつですとか、
そういった項目が重要と考えられます。
これらはその人の生活の質に大きく影
響するという意味で、とりわけ重要な
老年症候群と認識されています。
　齊藤　高齢者になりますと、いろい
ろな病気にもなるでしょうけれども、
病気に加えて、その人全体を見るとい
うことでしょうか。
　神﨑　おっしゃるとおりです。
　齊藤　例えば、具体例で挙げていた
だくと、どうですか。
　神﨑　例えば、これは私が実際外来
で２年以上拝見していた患者さんの例
ですが、その方は糖尿病と高血圧のあ
る高齢の女性で独居でした。外来でお
話をする中で、特にコミュニケーショ
ンに問題を感じなかったので、認知機
能に問題があるとは考えていなかった
のですが、その方があるとき、2010年
の夏でしたが、熱中症になって入院さ
れました。その際、入院中の看護師と
のやり取り、もちろん熱中症による意
識障害がなくなった後ですが、意識障
害がないにもかかわらず、どうもコミ
ュニケーションが非常にちぐはぐであ
るということがわかりました。
　そのときに初めて認知機能検査であ
るMMSEという検査をやりましたら、
30点満点で17点という点数でした。
MMSEはカットオフが23点であり、点
数で必ずしも認知症を判断するという

わけではないのですが、17点という点
数は明らかに低くて、その後の検査を
追加して、そのときに初めて、この患
者さんが認知症であるということがわ
かりました。
　その方は、今お話ししたように、糖
尿病と高血圧がおありになる方で、そ
れにプラスして認知機能に問題があっ
たと考えられます。糖尿病と高血圧に
対して、食事指導や運動指導を行い、
薬をお出ししていたわけです。ところ
が振り返って考えた場合、認知に問題
がある方に対して、どれほど食事療法
ですとか服薬がしっかりできていたか
という点は、非常にあいまいであり、
問題があった可能性が考えられます。
そういう意味で、認知機能のほか、ど
のくらい自分の生活がちゃんと営めて
いたかということをきちっと評価して
おく必要があったということを自戒さ
せられた例です。
　齊藤　独りでお住まいの高齢者です
と、例えば買い物の問題とか、食事の
問題とかがあるわけですね。
　神﨑　おっしゃるとおりです。
　齊藤　そういったものも含めてとい
うことでしょうけれども、患者さん、
糖尿病、高血圧に加えて、全体を見る
ということで、その手段としていわゆ
る総合機能評価があるのでしょうか。
　神﨑　おっしゃるとおりです。
　齊藤　これはどういったものでしょ
うか。



52（132） 

　神﨑　私ども老年医学会の中で、あ
る程度ルーチンにこれだけの項目を調
べましょうと決めているものがありま
す。具体的には、今お話しさせていた
だきましたADL（Activities of Daily 
Living）がその１つです。ADLという
言葉はわりとよく使われると思うので
すけれども、ちょっと漠然としている
かもしれません。でも私たちが言う
ADLというのは、例えば基本的なADL、
これは屋内生活の自立を見るための10
項目で、トイレでの排泄、歩行、みだ
しなみ、洋服の着替え、そういった10
項目を100点満点で評価するような方
法です。
　そして、基本的ADLよりももう少し
高次の機能として、独居生活の自立を
見るのに適した手段的なADL、これは
買い物、お金の管理、服薬管理、食事
の準備、屋内をきれいにすること、そ
のような項目ができているか、できて
いないかということを評価するもので
す。
　ADL以外の総合機能評価は今少し
お話しさせていただいた認知機能とし
てのMMSEや長谷川式簡易知能評価ス
ケール、そして高齢者に見られやすい
うつ、低下すると問題である生活意欲、
そういった項目をできるだけ多くの方
に対して評価、それは疾患の評価とい
うこととは別に、生活状態の評価を行
うようにしています。
　齊藤　そういったことで全体像をと

らえれば理想的ということですけれど
も、かなりたくさんあるので、実際、
日常臨床ではちょっと大変かなと思う
のですが、どうでしょうか、何か工夫
は。
　神﨑　工夫といたしまして、今お話
しした、例えばADLの項目というのは、
これは別に医師が患者本人に直接問わ
なくても、例えば同居している家族の
方から情報を入手することができます。
ですから、あらかじめ紙に書かれた 
「これらをどうされていますか」という
質問項目に、答えていただく形で情報
を入手することができますし、MMSE
や長谷川式スケールの場合にはコメデ
ィカルスタッフにやってもらうという
こともできます。
　うつに関しては、ジェリアトリッ
ク・デプレッション・スケールという
ものがありますが、これは本人に問う
形しかありませんので、これも医師が
自分で行うか、コメディカルスタッフ
にやってもらうかになります。それか
ら生活意欲、これは５項目なのですが、
これは同居している家族の方に確認し
ます。以上、すべてを医師がやらなけ
ればならないということはありません。
　もう一つは、先生がおっしゃったよ
うに、すべての患者さんの全部を評価
するということは必ずしも現実的では
ありません。スクリーニング検査とし
て、総合機能評価（CGA）の中で最も
重要な項目だけをピックアップした
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CGA７、すなわち７項目だけをうかが
って、その中で問題がある項目のみ、
より詳細な検査として、認知機能検査
をやったり、手段的なADLを評価した
り、GDS15を評価したりというように、
まず前段階としてCGA７を行い、その
後、必要な項目をフルに評価するとい
う方法を実施できます。
　齊藤　いろいろな職種の方の協力が
必要だということでしょうか。
　神﨑　これも最近、市民権を得てい
ますが、「多職種連携」という言葉が
あります。これは医師を中心として看
護師や栄養士、薬剤師、あと実際の生
活を見ているという意味で、ケアマネ
ージャーであったり、ソーシャルワー
カーであったり、そういった人たちが、
総合機能評価の情報を共有し、討論を
行い、ケアプランに生かしていく。そ
ういった情報の共有を行ううえで、多

職種連携や総合機能評価といった形式
が大切なのだろうと思います。
　齊藤　これらをコンパクトにまとめ
たハンドブックが近々出るのでしょう
か。
　神﨑　そうです。最後に少しだけお
話しさせていただきたいと思います。
私たち日本老年医学会で高齢者の実地
診療を行ううえで、開業医の先生方で
すとか病院に勤務されている先生方、
高齢の方をふだんたくさん見ていらっ
しゃる先生方向けに、今お話しさせて
いただいたような総合機能評価ですと
か、歩行、排泄、介護保険、介護予防、
在宅医療などの問題を幅広く取り上げ
て、コンパクトに150ページにおさめ
たハンドブックをつくりました。ご覧
いただければ、きっと日常診療に役立
つと思います。
　齊藤　ありがとうございました。



54（134） 

　大西　海老原先生、高齢者の嚥下障
害についていろいろお話をうかがいた
いと思います。
　高齢の方の嚥下障害という問題は非
常に最近増えてきて、臨床の現場でも
問題になっているかと思いますが、そ
の辺の疫学的な現状はいかがでしょう
か。
　海老原　疫学といいましても、嚥下
障害というのはかなり幅広い概念であ
りまして、かなり軽症から、肺炎を起
こしてしまうような重症まで含めて、
いろいろな幅があるのです。はっきり
した疫学調査というものはないのです
が、非常に軽微な嚥下障害、嚥下機能
の低下ということをとらえますと、非
常に少ないサンプルのデータですが、
高齢者のおよそ3/4は何らかの嚥下機
能の低下があるかなという報告があり
ます。
　大西　個人差がいろいろあるのでし
ょうけれども、年齢的にはどの辺から
問題になってくるでしょうか。
　海老原　後期高齢者になってくると

急激に増えてくるようなイメージもあ
りますし、実際に様々な問診とか、そ
ういったものでの調査でも、後期高齢
者になってから急速に増えてくるよう
な感じになっております。
　大西　男女差みたいなものはあまり
ないのでしょうか。
　海老原　それは嚥下障害の基礎疾患
にかかわってくることかと思うのです
が、嚥下障害の基礎疾患には症候性、
無症候性、両方ありますが、脳梗塞が
最大の原因と思われます。ですからそ
ういった脳梗塞のリスクということで
考えますと、やはり男性のほうが多く
て、それに伴って嚥下障害も同年齢で
は男性のほうが多いような感じになっ
ています。ただ、女性のほうが長寿で
すので、トータルとしては同じぐらい
になってしまうのかなと考えておりま
す。
　大西　臨床の現場でいろいろ診断を
つけなければいけないと思うのですけ
れども、現在行われている嚥下障害の
診断のいろいろなモダリティみたいな

後期高齢者を診る（Ⅰ）

東北大学内部障害学講師
海老原　　覚

（聞き手　大西　真）

高齢者の嚥下障害
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ものはどういったものがあるのでしょ
うか。
　海老原　単純な日常外来では、簡単
な検査といたしまして、意識が清明で、
炎症などが強くなければ、水飲みテス
トというものをやっていただくのが一
番簡単なスクリーニング法かと思いま
す。それは、３㏄の水を飲んでいただ
いて、誤嚥の徴候があるかどうかを見
る方法で、それをクリアしますと、さ
らにフードテストというふうに、段階
的にアップしていく感じになっており
ます。
　大西　フードテストというのはどの
ようなものですか。
　海老原　フードテストというのは、
スプーンで約４g程度のプリンとかお
かゆを食べていただいて、それで誤嚥
があるかどうかを調べるテストです。
そういった簡単なテストが実地臨床家
とか、そういう方にとって有用な検査
かと思います。
　大西　精密検査で時々造影剤を使う
検査も行われているようなのですが、
そのあたりの評価はどのようなものな
のでしょうか。
　海老原　水飲みテスト、フードテス
トなどで異常がありましたら、その異
常の実態、詳しい詳細を知るために嚥
下造影や嚥下内視鏡検査などをするの
は非常に有用かと思います。そういっ
た検査をすることによって、直接的な
治療法に結びつくというふうに考えら

れています。
　大西　次に治療のことをおうかがい
します。治療と申しましてもいろいろ
広範囲にわたると思うのですけれども、
まず日常生活的なこと、食事のことと
か、そのあたりから、工夫みたいなも
のはございますでしょうか。
　海老原　嚥下障害にはいろいろなバ
リエーションがあって、一概にはいえ
ないのですけれども、一般的には水の
ようなさらさらしたものは気管に入り
やすい、誤嚥しやすいといわれており
ます。そこで、そういった水のような
ものにとろみをつけるという工夫をす
ることが多いのです。そういった工夫
などが非常に有効で、ゼリー食、さら
に嚥下訓練食、嚥下食といった、段階
的に少しずつアップしていくような形
のものが、病院などでは栄養士さんが
つくられているものになっております。
　大西　薬物療法も最近進歩している
のでしょうか。
　海老原　いろいろな薬物療法が考え
られています。なかでも最初の嚥下反
射をスムーズにすることが誤嚥を防ぐ
ことに非常に重要なことと考えられて
いまして、嚥下反射を誘発する、促進
するような薬剤などは、今までいろい
ろ提唱されております。
　大西　それはいろいろ刺激をするよ
うな薬になるのでしょうか。
　海老原　最近、私たちがいろいろ調
べてきたところによりますと、食べ物
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は、飲み込むときの温度を考えたとき
に、体温に近い温度が一番むせやすい
ということがわかりました。つまり、
それが誤嚥しやすい温度ということに
なっております。嚥下の機能は、飲み
込む食べ物の温度が体温、つまり37℃
から離れれば離れるほど、例えば熱け
れば熱いほど、また冷たければ冷たい
ほど、嚥下を誘発するというような仕
組みになっているようで、まず温度感
覚を刺激するということが私たちの考
えている方法です。
　温度感覚を刺激するという方法です
けれども、実際に熱いもの、冷たいも
ので試すというのがなかなか、実際の
介護の場で簡便にやるのは難しいし、
怖いという場合もあります。それで私
たちが考えているのは、神経細胞にあ
ります温度の受容体を刺激することに
よって、冷たい刺激なら冷たい刺激、
熱い刺激なら熱い刺激と同じような効
果を、いってみれば、その物質、薬物
によって誘発するような方法を考えて
おります。
　大西　具体的にはどのような薬剤を
よく使われるのでしょうか。
　海老原　まず熱いほうの温度を刺激
する薬剤といたしましては、熱いとい
う温度の受容体であるTRPV１という
のがありまして、それのアゴニストに
なるわけですけど、唐辛子の辛味の成
分であるカプサイシンが熱いほうのレ
セプターを刺激して、嚥下に関与する

温度感受性の神経を刺激して、嚥下反
射を誘発するということがわかってお
ります。さらに冷たいほうの受容体で
TRPM８というものがありまして、そ
れのアゴニストがミントの成分であり
ますメンソールなのです。ですから、
ミントを食べたときに清涼感があると
いうことですけれども、それを利用し
て、メンソールを食べていただいて、
そして冷たいほうの受容体を刺激して
嚥下反射を促進するという薬物療法を
考えております。
　大西　熱い刺激と冷たい刺激を両方
やるのでしょうか。あるいは、使い分
けていくのですか。
　海老原　温度の場合は、重ねてしま
うと中和されてしまいますけれども、
実際にレセプターは別々ですので、重
ねるとそれなりの効果があると考えら
れています。
　それ以外に、もう一つ感覚を刺激す
る方法としましては、私たちは黒こし
ょうのにおいの刺激が嚥下反射を促進
するということを見いだしまして、そ
ういったにおい刺激とか温度の刺激を
組み合わせることによって、何とか上
手に嚥下反射を促進できないかという
ふうに考えているところであります。
　大西　刺激して反射を起こして、嚥
下しやすくする。
　海老原　そうです。
　大西　逆に、体温に近いと鈍感にな
ってしまって、ついつい誤嚥してしま
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うとか、そういう感じなのですか。
　海老原　私たちもそうですけれども、
介護食というのはえてして作り置きに
なりがちな場合が多々ありまして、や
はりそうではなくて、できたてを食べ
させてあげるということも、そういっ
た観点からは重要なのかなと考えてお
ります。
　大西　不幸にして誤嚥してしまって、
誤嚥性肺炎を起こすという人もけっこ
う多いですね。
　海老原　そうですね。そういった方
が非常に多くて、日本人の死因の４位
が肺炎ということになっているのだと
思います。
　大西　お年寄りの誤嚥性肺炎という
のは、的確に早く治療すればよくなる
のでしょうけれども、重症化する場合
も多いですね。
　海老原　そうですね。
　大西　再発しやすいですよね。
　海老原　そうですね。再発の機序と
しては、私たちはその一つの大きな要
因として、再誤嚥が絡んでいるのだと
思うのです。通常、誤嚥性肺炎の患者
さんが重症で入院してきたときは絶食
にさせるわけですけれども。

　大西　そうですね。
　海老原　誤嚥性肺炎の治療の過程で
一番重要な、難しい過程は肺炎ですか
ら、抗生剤の選択とか、そういうもの
もいろいろあるのですけれども、私た
ちはそこからある程度抗生剤の治療で
よくなってきたときに、再びその方を
経口摂取させるわけです。そのときに、
なるたけ再誤嚥などを起こさないよう
にすることが非常に誤嚥性肺炎の治療
上、重要だと考えております。
　大西　そういった過程で、先ほどの
いろいろ刺激する治療なども組み合わ
せていくということなのでしょうか。
　海老原　そうですね。私たちの教室
では、そういったいろいろな感覚刺激
のまず初めに黒こしょうのにおい、こ
れがどんな意識障害がある方でも使い
やすいので、まず使ってみて、そして
カプサイシンとかメンソールを少しず
つ試して、そして嚥下訓練食をおそる
おそる始めてみる。スムーズに食べら
れていれば、嚥下反射をよくする薬と
して有名なACE阻害剤とか、そういっ
たものをその次に重ねてみるというふ
うな形で行っております。
　大西　ありがとうございました。
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　大西　鈴木先生、高齢者の転倒・骨
折とその対策について、最近の状況を
おうかがいしたいと思います。
　まず、高齢の方が転倒されたり、骨
折されたりするというのが最近増えて
いるように思うのですが、そのあたり
の日本の現状はいかがでしょうか。
　鈴木　転倒というのは確かに高齢社
会では非常に大きな問題だと思います。
老年症候群という、高齢期になって
様々な形で出てくるものの最たるもの
が、転倒です。
　いろいろな疫学調査がございまして、
在宅で暮らしておられる高齢者と、入
院とか施設に入っておられる高齢者、
前期の高齢者と後期の高齢者、それか
ら男性と女性、それぞれどのぐらい転
倒するのかという報告はかなりなされ
ております。
　一般的に申しますと、65歳以上の全
体でいうと、女性が大体年間に２割ぐ
らいは転んでいるといわれています。
男性は15％ぐらい、女性よりもやや低
い。女性のほうが転びやすいというこ

とがわかっております。
　それから、前期の高齢者と後期の高
齢者では、圧倒的に後期の高齢者のほ
うが転倒、骨折、そういった一連の現
象が発生しやすいですし、転倒だけで
いいますと、後期高齢の女性ですと、
30％ぐらいは年間に転んでいるという
のが、いろいろなデータを見てみます
と、だいたい一致しています。
　それから、地域で在宅で暮らしてい
る方と、施設あるいは入院の方では、
どうしても入院されている、あるいは
施設に入っておられる方というのは身
体機能が弱って虚弱な方が多いですか
ら、非常に多く発生します。１年間と
いう期間で比較するというデータはあ
まり出ていないのですけれども、おそ
らく施設高齢者では40％ぐらいの方は
転倒を起こしている可能性が大きいと
いわれています。
　大西　転倒して骨折する患者さんも、
倍ぐらいに増えているのでしょうか。
　鈴木　一番問題なのは、転んで骨折、
なかでも大腿骨頸部骨折を起こすこと

後期高齢者を診る（Ⅰ）

国立長寿医療研究センター研究所長
鈴　木　隆　雄

（聞き手　大西　真）

高齢者の転倒・骨折とその対策
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ですけれども、大腿骨頸部骨折は、長
寿科学研究費による継年調査がされて
おり、５年おきに全国調査されている
のです。最初に行われた1987年ですと、
大腿骨頸部骨折の年間の発生はおよそ
５万3,200件。それが直近の2007年では、
約15万件に上がっておりまして、ほぼ
倍増している（図）。
　これは単に高齢者が増えて発生件数
が増えただけではなくて、発生率自体
が増えているということなので、日本
の高齢者の、特に後期高齢者の虚弱が
その背景にあるのではないかと考えら
れております。
　大西　大腿骨の頸部骨折を起こすと、
寝たきりになる方も多いというので、
一番問題になるのでしょうか。
　鈴木　寝たきりになる方もおられま

すし、そこまでいかなくても、転倒や
骨折を非常に怖がってしまって、その
後の生活空間が狭くなるとか、QOLが
低下することが問題です。もちろん寝
たきりになった場合などは、介護費用
が負担としてかかっていきますので、
非常に負担が大きい症例になります。
　大西　気をつけなさいといっても、
なかなか難しいのかもしれませんけれ
ども、日常の場ではどういう場面で骨
折されて、大腿骨頸部骨折などを起こ
されることが多いのでしょうか。
　鈴木　やはり最大のものは転倒だと
思いますけれども、中でも大腿骨頸部
骨折の場合、転倒の仕方も、若いとき
に比べると異なっている。比較的若い
ときには大腿骨頸部骨折よりも、前腕
の橈骨遠位端骨折が多いのです。それ

図　大腿骨頸部骨折年間発生数の推移
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は、転んだときに手をつく余裕がある
のですけれども、80代ぐらいになりま
すと、その余裕がない。だけれども、
頭を打つことだけは避けようとして、
ねじって、そのまま倒れていくような
ケースですね。これは明らかに大転子
のところからの外力が直達的にかかっ
ていって、それで大腿骨頸部骨折が発
生すると考えられます。
　大西　そうしますと、高齢の方々は
いろいろなリスクが多いと思うのです
が、そのリスク評価というのはかなり
やられて、進んでいるのでしょうか。
　鈴木　転倒に対するリスク評価とい
うのは相当に進んでいます。いろいろ
な研究報告がございますけれども、総
じていうと、３つか４つぐらいに大き
く分けられると思います。
　１つは、転倒した既往のある方、「こ
の１年間で転倒しましたか」と聞いた
ときに、「はい、転倒しました」とい
う方、この方々は、同じ年齢、同じ性
であっても、そうでない方々よりも５
倍ぐらいリスクが高い。再転倒すると
いうことです。ですから、転倒を一度
したということ自体が、次の転倒の最
大のリスクと思っていいと思います。
　もう一つは、歩くスピードですとか、
歩くときの歩容というのでしょうか、
特につま先が上がっていないような、
すり足歩行。そういう歩行になり始め
ている人というのは非常に危ない。で
すから、外来に入ってきたときに、そ

ういうすり足歩行になっているような
方というのは非常にリスクが高いので
はないかというふうに判断されてよろ
しいと思います。
　もう一つは薬物です。それぞれの先
生方がそれぞれの疾病に応じて、きち
んと治そうとしますと薬剤を処方しま
す。ところが、例えば血圧を下げるお
薬ですとか、安定剤ですとか眠剤です
とか、そういったものが複合的に処方
されていると、非常に高い転倒のリス
クをもたらしているということはよく
知られております。
　大西　お薬はなるべく少ないほうが
いいということですね。
　鈴木　そうですね。それと、薬によ
る転倒について気をつけて出していた
だければと思います。
　大西　一番重要な大腿骨頸部骨折を
起こしてしまった場合は、治療は手術
になるのでしょうか。
　鈴木　基本的には手術だと思います。
大腿骨頸部骨折は治療は基本的には外
科的に、現在では非常に安全に行われ
ますけれども、仮に骨折を起こさなく
ても、転倒恐怖感とか、そういうもの
がありますので、転倒というのは非常
に重要で、厄介なものだなという気が
いたします。
　大西　予防が非常に重要だと思うの
ですけれども、その対策は進んでいる
のでしょうか。
　鈴木　転倒予防の対策というのは、
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科学的根拠が必要です。いわゆるRCT
（randomized control trial）でランダム
化試験をやって、何が有効かというこ
ともかなりよくわかっております。や
はり一番有効なのは足腰の筋力を強く
する。ある程度これも自助努力になり
ますけれども、足腰の筋力を強くする
ということが一番のポイントになると
思います。
　そういうことを背景として、日本で
おそらく７割、８割の自治体は、介護
保険の中の介護予防という領域の中で、
転倒予防あるいは運動器の機能向上と
いうプログラムを必ず持って、実施し
ていることになっております。ですか
ら、転倒しやすい人というのは、まず
筋力の向上ということになりますと、
なかなか病院ですぐにというわけにい
かない、比較的息の長い取り組みにな
りますから、ぜひそういう場合には地
域包括支援センターを通じて、自治体
で行われているような転倒予防教室へ
お入りになれるかどうかというあたり
を見極めていただければと思います。
　それから、膝痛、腰痛があっても、
今はかなりいいプログラムが開発され
ていますので、ぜひそういう情報も先
生方に知っておいていただければと思
います。
　大西　何らかの薬物を使う場合もあ
るのでしょうか。
　鈴木　よく知られていますように、
骨粗鬆症であれば、一般的にビスホス

ホネートが第一選択とされることが多
いと思います。転倒について、最近わ
かってきたことはビタミンDです。血
中のビタミンDの濃度、安定型の25HD
で測りますけれども、25HDが下がっ
ていると転倒しやすいというのははっ
きりわかってきております。
　世界中のランダム化試験で、ビタミ
ンDをサプリメントで投与した場合に
転倒発生が下がるというデータも出て
おりますし、わが国でも、非常にまだ
プレリミナリーですけれども、転倒に
かかわる筋力やバランス能力が、ビタ
ミンDをサプリメントすることによっ
て改善したというデータが出ておりま
すので、今後、そういう意味では、ど
うしても虚弱で、なかなか運動に耐え
られないという人は必ずビタミンDを
処方してみて、ということになるかと
思います。
　ただ、ビタミンDはご存じのように、
保険が効かない、支払いのところが難
しいのです。今後そこが問題だろうと
思っています。
　大西　将来的にはそういうものを検
査でスクリーニングして、低い場合は
予防的に治療することも十分考えられ
るわけですね。
　鈴木　そうですね。サプリメントで
あれ、エクササイズであれ、いろいろ
な形で、その人に応じた形でやれれば
と思います。
　大西　ありがとうございました。
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　齊藤　高齢者の排尿障害ということ
で、本間先生におうかがいいたします。
　高齢者での問題点はどういうことが
ありますか。
　本間　症状として最も問題になりま
すのは、トイレが近いとか、間に合わ
なくて漏れてしまうといった、過活動
膀胱といわれている症状、これがお元
気な高齢の方に非常に多いです。70歳
を過ぎますと、４人に１人ぐらいはそ
ういった症状をお持ちだというふうに
考えていいと思います。
　齊藤　高齢者の数が増えているとい
うことで、そういう方もかなり増えて
いるということですね。
　本間　そうですね。
　齊藤　どのような治療がありますか。
　本間　治療としては、いわゆる抗コ
リン薬という薬が使われますけれども、
女性の場合はあまりご心配ないのです
が、男性の場合は排尿困難、悪くする
と、尿閉とか、そういった副作用が起
こり得ます。ガイドラインとしては、
我々が出しています「男性下部尿路症

状診療ガイドライン」があり、その中
では、一応慎重に投与していただきた
いという位置づけになっています。
　齊藤　そうしますと、やはり専門家
の関与が望ましいということですね。
　本間　そのとおりです。
　齊藤　いろいろなガイドラインが出
ていますね。
　本間　排尿障害関係だけで10種類近
いガイドラインがございますけれども、
多くは泌尿器科専門医向けのものです。
先ほど言いました「男性下部尿路症状
診療ガイドライン」というのは、一般
の先生方も対象になっています。
　齊藤　その症状をとらえるとすると、
どういったことでしょうか。
　本間　下部尿路症状の診療ガイドラ
インですから、どうやって症状をとら
えるのかというのが実はすごく重要な
ことなのですけれども、今までいい方
法がなかったのです。今回、私どもが
このガイドラインをつくるに当たりま
して、10個の症状を聞いていただくと、
症状の全体がだいたいわかるという質

後期高齢者を診る（Ⅰ）

東京大学泌尿器科教授
本　間　之　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

高齢者の排尿障害
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問票を作成しました。排尿の回数、尿
が我慢できないような感じとか、漏れ
てしまうとか、尿が出にくいとか、あ
とは膀胱、尿道が痛むとか、そういっ
たような症状を10個に分けて聞いてい
ます。これを踏まえたうえで治療に入
るということをお勧めしています。
　齊藤　ポイントとしては、回数と我
慢できなくなってしまうことでしょう
か。
　本間　そうですね。特に過活動膀胱
の場合は回数が増えて、我慢できない
感じが強くなりまして、場合によって
は我慢できずに漏れてしまうという方
が多いですね。そのスコアが高ければ、
過活動膀胱だとお考えになっていいと
思います。
　齊藤　治療にはかなり注意が必要だ
ということですね。
　本間　女性の場合はあまり注意はい
らないのですけれども、男性の場合は
注意しないと、前立腺肥大がございま
すと、抗コリン薬を投与したことによ
って尿閉等の合併症が起こりうるので
す。
　齊藤　高齢者は女性のほうが多いわ
けですけれども、頻度的には男女同じ
ようなものなのですか。
　本間　過活動膀胱の頻度は、男女、
あまり変わりません。
　齊藤　介護が必要な方の問題にはど
ういうことがありますか。
　本間　いわゆる要介護の高齢者と申

しましても、要介護もいろいろレベル
がございます。要介護度２というレベ
ルを超えるような方々については、や
はりそれなりの介護に伴う特有の排尿
管理が必要になってくるわけです。こ
れは全く質の違う管理になりますので、
お薬を投与するだけでは済まないよう
な介護が必要になってまいります。そ
れに関する問題があります。
　齊藤　介護をする人が足りないとい
うことですね。
　本間　単純に手が足りないというこ
ともありますが、ちゃんとそれを介護
しようとしていないといいますか、体
制ができていないといった問題があり
ます。
　齊藤　体制とは、どういうことでし
ょうか。
　本間　具体的に申しますと、すでに
失禁の方がたくさんいらっしゃるとい
うことがいろいろな調査でわかってい
るわけです。数字で申しますと、60歳
以上の方で失禁の方はだいたい400万
人はいるといわれているわけです。そ
のうちの半分の200万人の方はパッド
を使用されておられて、さらにその半
分の100万人の方はほとんどパッドに
すべての尿をしてしまうといった状態
なのです。それは要介護の状態になれ
ばある程度は仕方がない部分もありま
すが、泌尿器科医のコンサルテーショ
ンを受けている方というのは、これは
５％に満たない。端的にいいますと、
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ほとんどいないということです。
　尿失禁というのは排尿の問題なので
すから、要介護でない方であれば当然
泌尿器科にかかると思うのですけれど
も、要介護になってしまいますと、そ
の段階でこれは医療と関係ないのだと
いうふうに切り離されてしまうわけで
す。そういう問題があります。
　では介護でちゃんとやっているのか、
医療とは関係ないというのであれば、
介護もしくは看護でちゃんと見ている
のかというと、これも決してそうでは
なくて、最近の調査によりますと、例
えばおむつの交換とかトイレ介助、ト
イレにお連れする、そういった介助が
必要になる方がいます。そういった
方々の必要度を調べてみたところ、当
然介護度によっていろいろその必要度
は違うのです。いずれにしましても、
日中はいわゆる介護サービスの対象に
なって、ご家族等の負担は少ないので
すけれども、早朝とか夜、もしくは夕
方から夜にかけての時間帯というのは
非常に必要度は高いのにもかかわらず、
介護サービスの供給が不十分で、結局
家族の方のご負担になっている、もし
くは、おむつを当てられっぱなしにな
っているといったような、不適切な介
護もしくは看護状態になっているとい
うことがわかってまいりました。
　齊藤　かなりそういったところで問
題があるということですね。改善方法
は、何かありませんか。

　本間　そういう問題点を何度もお話
しするという形で対応するのがひとつ
だと思っています。関連する学会とし
ては、日本老年泌尿器科学会という学
会がございまして、そこでそういった
方々への適切な医療もしくは介護・看
護を行うといったような研究活動をも
うすでに20年以上やっています。その
学会活動の中でもすでに何度か、在宅
の高齢者に対しての介入効果を検討し
ていまして、そういう中では半分以上
の方に、介入することによって効果が
上がるといったような成果も出してい
るのです。
　ごく最近の結果では、対象者を選ん
で、改善が見込める方を選んで介入す
るといったような研究も行っていまし
て、その結果では約７割の方におむつ
の使用量が減って、約１割の方に関し
てはおむつが全くいらなくなったとい
うような研究成果も出しています。
　齊藤　ある程度よくなりそうな方の
目安というのは何かありますか。
　本間　膀胱の機能というのをある程
度推定しなければいけないのです。そ
れは通常の自立度評価といった外見的
なものではわかりません。具体的に言
いますと、まず１つは残尿を測る必要
があります。これは今、非常に簡便な
残尿測定器がありまして、超音波で測
るので、おなかにポッと当てれば済む
のです。あとは、１回の排尿量をある
程度厳密に測っていただく必要があり
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ます。その２つをしっかりやることに
よって膀胱機能が推定できるのです。
　今は、そういうことをやらないで、
単に精神論になってしまって、何でも
いいから、心をこめて一生懸命面倒を
見ればいいのだというふうになるので
すけれども、膀胱機能がよくない方に
いくらやってもだめなのです。ここで
頑張り過ぎて燃え尽きてしまう介護者
もいます。もしくは、膀胱機能が悪い
方であれば、医学的な介入で、薬を使
って膀胱機能を改善させ、それにプラ
スして介護的・看護的な介入を行うこ
とによって、おむつが外れるというこ
とにもなるわけです。そのあたりはま
だ十分医学的な見地から評価されてい
なかったと思います。
　齊藤　そういった先生の研究で、か
なりの人がよくなったということです
ね。
　本間　はい。
　齊藤　そうしますと、かなり希望が
持てるということですね。
　本間　しかし、残念ながら、それだ
けの成果を上げているのですけれども、
いわゆる保険点数等がつかない。これ
は医師が行う行為に関してもそうです
し、看護師が行う行為に関してもそう
なのです。
　私どももいろいろ運動をしてきたの
ですけれども、いろいろな事情があり
まして、どうしてもその点数が認めら

れないという経緯で来ています。例え
ば医師が定期的に在宅訪問して排尿管
理を行うといった行為とか、看護師が
外来もしくは訪問した場で、コンチネ
ンスケアと呼んでいますけれども、排
泄等のケアに関する介護的・看護的な
介入を行っても、これは点数がつかな
いのです。
　専門看護師のひとつにWOCナース
というものがありまして、創傷、オス
トミー、失禁管理といったことを専門
にしているのですけれども、創傷、オ
ストミーについては点数がついている
のです。ところが、コンチネンスケア
についてはつかない。そういった事態
になっています。
　齊藤　まとめるとどうなりますか。
　本間　やはりもう少しコンチネンス
ケアについて皆さん方に注目していた
だきたいですね。現在はお年寄りにな
ったり、ある程度要介護状態になった
りした場合、排泄等の問題というのは、
もう仕方がないんだ、おむつでいいん
だというふうな常識になってしまって
いるのです。そうではなくて、排泄等
の問題は医学的もしくは看護的介入が
必要な状態で、完全とはいきませんが、
介入で何らかの改善が可能だというこ
とを認識していただくことです。そし
てそれに対して正当な報酬を支払うべ
きだと思っていただきたいです。
　齊藤　ありがとうございました。
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