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　池脇　杉先生、2010年は抗凝固薬に
関して新薬が出る、あるいは出る予定
があるという、節目の年になりまして、
そういったことに関連した質問をいた
だきました。まずは抗凝固薬全般につ
いて教えていただけますか。
　杉　簡単にお話しさせていただきま
す。日本で使用できる抗凝固薬として
経口薬はワーファリンと今回使用でき
るようになったダビガトランがあり、
注射薬はヘパリンなどがあります。抗
凝固薬は血液が停滞してフィブリンが
析出してできるフィブリン血栓に対し
て使う薬と思っていただければいいと
思います。心房細動による血栓塞栓症、
深部静脈血栓症などに抗凝固薬が使わ
れます。
　一方、抗血小板薬は動脈硬化でプラ
ークが破裂して、そこを流れている血
液中の血小板が集まってできる血小板

血栓には有効です。ですが、心房にで
きる血栓、または静脈血栓は、血液の
停滞によるものですから、抗凝固薬が
適用になります。
　池脇　確かに、使いやすいというこ
とで、バイアスピリン等々を使います
けれども、そのあたりはきちっと病態
によって使い分ける必要があるという
ことですね。
　杉　お分けになったほうがいいと思
います。
　池脇　特に今回の抗凝固薬に関して
は、心原性の脳梗塞の予防に関してエ
ビデンスがあるということでしょうか。
　杉　1990年代の初めから、世界的に
もワーファリンとアスピリンのどちら
が心原性の血栓塞栓症を予防できるか
というスタディがあって、大半はワー
ファリンが有効という成績が報告され
ました。ガイドラインではワーファリ
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ンが使いにくいときには抗血小板薬も
可能とあったのですが、2008年の日本
の心房細動による薬物治療ガイドライ
ンには抗血小板薬は消えました。
　それは日本のJAST研究で、脳梗塞
の危険性の軽い心房細動の患者さんに
抗血小板薬を使ったところ、プラセボ
と比べて脳梗塞予防にまったく効果が
なかったというのがわかりましたので、
日本では心原性の血栓塞栓症予防には
抗凝固薬を使用しようということにな
りました。
　池脇　心原性の脳塞栓の場合には、
圧倒的に心房細動が原因として多いの
でしょうか。
　杉　そうですね。動脈壁に付着した
血栓、それから心機能が悪くて、左心
室の心尖部または右心室の心尖部にで
きた血栓が飛ぶという血栓塞栓症もあ
ります。一般的には心房細動による血
栓塞栓症による脳梗塞が圧倒的に多く、
高齢化に伴って心房細動も多発してお
りますので、ぜひ抗凝固薬で血栓塞栓
症を予防するということが大事だと思
っております。
　池脇　その意味では、繰り返しにな
りますけれども、心原性の脳塞栓の予
防ということに限っていいますと、抗
血小板薬ではなくて、やはり抗凝固薬
ですね。
　杉　はい。ワーファリンは、使用量
が個人個人によってまったく違います。
その効果はトロンボテスト、またはプ

ロトロンビン時間で見るのですが、施
設間によってプロトロンビン時間の表
し方に非常に差ができてしまうのです。
ですから、ある程度統一基準でこの効
果を見ようというときには、プロトロ
ンビン時間による国際標準化率、INR
を見て、ワーファリンの投与量を決め
ているというのが実情です。
　私自身はだいたいINRは2.0前後でコ
ントロールするように心掛けておりま
す。
　池脇　ある程度量が決まって、比較
的安定している方はいいのですけれど
も、場合によっては変動したりとか、
薬の相互作用ということもあって、な
かなかそのあたりが使いにくくしてい
る理由なのでしょうか。
　杉　そうだと思います。ワーファリ
ンは、ビタミンKに依存した凝固因子
を抑制しますので、ビタミンKが含ま
れているもの、またはそれを産生する
ものを摂取したり、服用したりします
と、効果が減弱します。よくいわれる
のが納豆、それから緑の野菜、本当は
健康には非常にいい食べ物なのですけ
れども、そこは注意していただきたい
と思います。
　それから、先ほどご指摘があった薬
の併用でワーファリンの効果が強く出
てしまうということがあります。特に、
風邪のときに使う抗炎症薬、抗生剤、
抗癌剤などを併用しますと、ワーファ
リンの効果が強くなって、出血が非常
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に起きやすくなるので要注意です。
　池脇　新しい抗凝固薬についてうか
がいます。トロンビン阻害薬のダビガ
トラン（商品名プラザキサ）は、ワー
ファリンのような食事制限やモニタリ
ングが必要なくて、ワーファリンと同
等あるいはそれ以上の効果がある薬と
いうことのようですが。
　杉　日本の患者さんも含めたダビガ
トランとワーファリンを比較する大規
模なRE-LY研究が行われ、心房細動に
よる血栓塞栓症の予防について検討さ
れました。その結果、ダビガトランの
150㎎を２回（１日300㎎）服用します
と、ワーファリンを投与した例よりも
有意に血栓塞栓症を減少しました。さ
らに、ダビガトランの110㎎２回（１
日220㎎）服用は、ワーファリンとほ
ぼ同じような効果を示したということ
で、ともに非常に効果のあることが報
告されました。
　ダビガトランというのは、ビタミン
Kに依存せず、直接的なトロンビン阻
害薬なものですから、食べ物の影響も
受けず、併用薬の影響もほとんど受け
ないという利点があります。ですが、
腎排泄なので、ワーファリンと少し違
って、70歳以上の高齢者、または腎機
能障害のある方には、少ない量の110
㎎を２回服用というのが指標といわれ
ております。
　池脇　確認ですが、モニタリングの
必要がないというのは、ワーファリン

の場合はいろいろな要素で血中濃度が
動く、治療域が狭いということに対し
て、この薬の場合には治療域が比較的
広いので、モニタリングの必要がない、
こういう理解でよろしいのでしょうか。
　杉　そうですね。要するに、ワーフ
ァリンの場合には、人によって効いた
り効かなかったりというのがあるので
すが、この薬はほとんどそういうこと
はないだろうといわれていますので、
ある程度一定の条件で服用していただ
ければ、危険もなく、出血性の合併症
もなく、また効果も落ちることなく服
用できるといわれます。
　やはり一番の問題は、先ほどの70歳
以上の高齢者、それから腎機能障害、
そしてP糖蛋白阻害薬といわれるよう
な薬があるのですが、それが不整脈の
薬でいいますと、ベラパミル、アミオ
ダロン、キニジンですね。あとは免疫
抑制剤が少し入ります。こういうもの
と併用するときには効果が増強するの
で要注意ということになります。
　池脇　心房細動の場合には、rate 
controlでベラパミルのような薬をお使
いのこともあるので、その場合、ちょ
っと注意されたほうがいいですね。
　杉　そうですね。注意していただい
たほうがいいと思います。
　池脇　この薬は１日２回ということ
ですから、半減期がやや短いという理
解ですね。
　杉　そうです。服用して、２時間で
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ピークになります。だいたい半減期は、
12～14時間です。１日２回服用という
方法がRE-LY研究の中で用いられまし
たので、朝晩のんでいただきたいとい
われています。
　池脇　アドヒアランスという点では
心配ですけれども、一方で、内視鏡検
査や手術前のウォッシュアウトが比較
的短くてすむという利点にもなります
ね。
　杉　おっしゃるとおりです。この薬
の利点は、内視鏡検査、手術、それか
ら抜歯、そういう点において、とめて
すぐに効果がなくなるという点と、ま
た終わってから服用すればすぐに効果
が出る。ですから、電気ショックを行

う場合にも、あるいは薬で除細動を行
う場合にも有利だというふうに考えて
おります。
　池脇　現在は２週間投与という投与
期間の制限がありますけれども、実力
も十分な薬で、今後、十分に期待され
る薬ということでしょうか。
　杉　そのように考えております。先
生方で丁寧に使っていただいて、この
薬を育てていただければと思っており
ます。また、これ以外にも、ファクタ
ーXa阻害薬も出てまいりますが、これ
も同じように、丁寧に使っていただけ
れば、非常に強い武器になるのではな
いかと思っております。
　池脇　ありがとうございました。
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　林田　森先生、まず超音波とはどの
ようなものかということをご説明いた
だけますでしょうか。
　森　私どもが普段会話をしていると
きに、人の耳で聞こえる音というのは
20～２万㎐ぐらいですが、それよりも
高くて、人が聞くことを目的としない
音のことを超音波と呼んでおります。
　林田　まず消化器領域の超音波検査
を行うときの注意点についてお話しい
ただけますか。
　森　肝・胆・膵領域を中心とした検
査のときには、原則としてコップ１杯
ぐらいのお水や必要なお薬以外は検査
の当日は禁食にして、なるべく午前中
に検査を施行したほうが観察しやすい

です。食事を召し上がってしまいます
と、消化管のガスの影響や胆囊が収縮
するため検査の妨げになることがあり
ます。ただし泌尿器科領域や産婦人科
領域などの検査の際は、食事の摂取は
可能です。
　林田　同日に超音波検査とバリウム
造影、または内視鏡検査を予定するこ
とも多いと思いますが、このような場
合はどのような手順で検査を行ったら
よいでしょうか。
　森　同日にバリウム造影や内視鏡検
査を予定しているときは、バリウムや
内視鏡検査時の送気が超音波検査の妨
げになりますので、先に超音波検査を
行っていただきたいと思います。

腹部超音波検査

杏林大学第三内科准教授
森　　秀　明

（聞き手　林田康男）

　超音波検査は主に技師にお願いしていますが、自分でも検査することがあり
ます。
　肝の区分でS５とS６の区分、S６とS７の区分、S５とS８の区分の簡単な見
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　林田　腹部超音波検査で、鮮明な画
像を得るためにはどうしたらよろしい
でしょうか。
　森　病院や健診施設などでは１台の
超音波診断装置を複数の検者が使用し
ますので、装置の設定条件も検査のた
びに変わってしまっていることがあり
ます。私は、朝、検査を行う前に超音
波診断装置をよい条件に設定してから
検査を開始するようにしています。ま
ず右肋骨弓下で肝臓を描出して、ゲイ
ンを用いてモニター画面全体の明るさ
を調節します。次に肝臓の浅部から深
部までが均一な明るさになっているか
を確認します。もしある深さの部位が
他の部位より明るかったり暗かったり
した場合は、対応する深度のSTCを調
節します。
　林田　超音波画像の明るさの基準は
決まっているのですか。
　森　普段から検査の際に、健常者の
肝臓の輝度はどの程度かを認識してお
くとよいと思います。実際は肝臓が明
るすぎず、暗すぎずといった状態で、
例えば本来、超音波検査では、胆囊や
血管のように、内部に液体があるとこ
ろは黒く映りますから、もしこれらの
黒くないといけないところが白くなっ
ていれば、明るすぎることがわかりま
す。逆にモニター画面が全体的に暗く
なりますと、肝内の脈管と肝実質の境
界が不明瞭になってしまいます。
　林田　今回の質問は、肝臓の区域と

いうことですけれども、肝臓は実際に
は全部で８つの区域に分けられますね。
これらの区域について説明してくださ
い。
　森　今、先生がおっしゃいましたよ
うに、肝臓を８つの区域に分けるのは、
フランスの解剖学者であるクイノーが
これらの区域をパリの番地になぞらえ
て命名したというのが始まりです。肝
臓は大きく分けまして、右葉と左葉か
らなります。さらに左葉はS１からS４、
右葉はS５からS８に分けられます。こ
のように肝右葉と肝左葉はそれぞれ４
つの区域に分かれますが、そのうち左
葉のS２とS３を合わせて外側区、S１
とS４を合わせて内側区と呼んでいま
す。また右葉のS５とS８を合わせて前
区、S６とS７を合わせて後区と呼んで
います。
林田　肝臓の８区域をどのように区別
するか、特に、S５とS６、S６とS７、
さらにS５とS８の区分についての質問
が来ていますが、これらを超音波検査
で区別するポイントはどうでしょうか。
　森　腹部超音波検査で、肝臓の区域
を判定する中でポイントとなる血管が
３本ございます。
　まず、先ほど申し上げましたS１か
らS４の肝左葉と、S５からS８の肝右
葉の境界となるのは、解剖学的には下
大静脈と胆囊窩を結ぶカントリー線で
す。このカントリー線に一致しますの
が中肝静脈になります。ですから、超
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音波検査で中肝静脈を描出することに
よって右葉と左葉が分けられます。
　次に左葉の外側区と内側区の境界に
は門脈左枝臍部が走行しています。
　また右葉は前区と後区に分かれます
が、この間には右肝静脈が走行してお
ります。今まで申し上げた右および中
肝静脈、門脈左枝臍部の３本が、肝区
域を区別する際に超音波検査でポイン
トとなる血管となります。
　それからご質問の肝右葉のS５～S８
ですが、前下区域（S５）と前上区域枝
（S８）の間には境界となる明瞭な血管
がないため、肝内門脈の区域枝の走行
を参考にして判断します。後下区域（S
６）と後上区域（S７）の区別も同様
です。またS５に関しては、右肋間走
査で胆囊に接した領域、S６に関して
は右肋間走査で右腎に接した領域にな
ります。
　林田　そうしますと、門脈、肝静脈
を描出することにより、肝区域の区分
が簡単につくということになりますね。
　森　はい、そういうことです。
　林田　肝臓の超音波検査を行う際に
死角になりやすい部位はどこでしょう
か。
　森　肝臓の死角になりやすい部位は、
特に横隔膜直下のS７、S８と、右葉の
辺縁、および左葉の辺縁です。
　林田　肝臓の死角をなくす方法はあ
りますか。
　森　肝臓の死角をなくすためには幾

つかのコツがあります。まず横隔膜直
下の右葉の観察の際は、患者さんを仰
臥位だけでなく左側臥位にして、右肋
骨弓下に探触子を当てて、探触子を肋
骨弓下にすべりこませるように倒しな
がら走査を行うことです。またこのと
き、呼吸は胸を膨らませるようにして
もらってください。お腹を膨らませる
ように息を吸うとお腹に力がかかって
しまい、探触子を肋骨弓下にうまくす
べりこませることができにくくなるか
らです。
　林田　今、肝臓の走査法のお話が出
ましたが、肝臓の走査の際に肋間走査
と肋骨弓下で走査する際の探触子の走
査法のコツは何でしょうか。
　森　まず、肋骨弓下走査の際は、探
触子の扇動走査を行うことが見落とし
を防ぐために有用です。扇動走査とは、
肋骨弓下に探触子を当てて、そこから
探触子を腹壁に接するぐらいまで寝か
せていって、肝臓を端から端まで見落
としがないように観察していく走査法
です。
　また肋間走査に関しては、深く息を
吸ってしまいますと、肺のガスが肝臓
にかぶって見づらくなることが多いの
で、むしろ息を吐いた状態で観察する
ことが多いです。通常の腹部超音波検
査の際には、コンベックスプローブを
使うのですが、肋間走査の際には狭い
肋間から走査がしやすいように曲径の
小さいセクタプローブを使用すること
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も有用です。
　林田　超音波検査の際に体位変換を
頻繁にされますか。
　森　はい、例えば肝臓を観察すると
きは仰臥位と左側臥位、膵臓の場合に
は仰臥位と座位といったかたちで、必
ず体位を変換して観察するようにして
おります。
　林田　もう一つ大事なことがありま
して、特に太った人では膵臓を描出し
にくいことが多い。膵臓の描出をどう
すればうまくできますかという質問で
すが、これはいかがでしょうか。
　森　膵臓は後腹膜腔に位置していま
すので、肥満の方や消化管のガスの影
響により、しばしば描出しづらいこと
があります。超音波検査で膵臓を観察
するうえで良好に描出するポイントが
４つほどあります。
　まず１つ目のポイントは、探触子に
よる圧迫です。膵臓の腹側には胃が存
在していますので、少し探触子を強め
に当てて、胃のガスを排除するように
して膵臓を描出します。
　２つ目のポイントは、体位の変換で
す。先ほど申し上げましたように仰臥
位で見づらい場合には、座位で検査を
行うことにより、肝臓が尾側に移動し
てきます。この肝臓を音響窓にするこ
とにより見やすくなります。
　３つ目のポイントは、呼吸です。患
者さんによって、お腹を膨らませるほ
うがよい場合と、胸で大きく息を吸っ

ていただいたほうがよい場合がありま
すので、モニター画面を見ながら、描
出しやすい呼吸法をお願いするとよい
と思います。
　４つ目のポイントは、膵尾部の病変
の見落としを防ぐためには左肋間走査
で脾臓を音響窓にして膵尾部を観察す
ることです。
　林田　今、肝臓と膵臓のお話をいた
だいたのですが、実際に超音波検査は、
それ以外の体の中のいろいろな臓器の
検査に用いられると思いますが、いか
がでしょうか。
　森　超音波検査は肝臓、胆囊、膵臓、
脾臓以外に、腎臓、副腎、前立腺、膀
胱などの泌尿器科領域、それから子宮、
卵巣などの産婦人科領域に用いられま
す。また、消化管や腹部大動脈などの
脈管の検査にも行われております。
　林田　超音波検査ではドプラを使う
方法がありますが、どのような方法で
血流を描出していますか。またどのよ
うな疾患で用いると有効であるかとい
うお話をいただけますか。
　森　ドプラ法というのは超音波検査
の特徴的な方法で、ドプラ効果を応用
した検査法です。ドプラ効果とは、た
とえば救急車やパトカーが近づいて来
るとサイレンの音が大きくなり、遠ざ
かると小さくなる現象です。超音波検
査では、探触子から送信した超音波が
血管内の赤血球にあたるとドプラ効果
により、戻ってくる超音波の周波数に
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変化が見られます。この変化により血
液の流れを映像化することができます。
普通、CTとかMRI検査では造影剤を使
わないと詳しい血流情報を得ることが
できませんが、超音波検査ではドプラ
のスイッチを押すだけで、造影剤を用
いなくても、血流情報を得ることがで
きます。
　ドプラ法が有用な腹部領域の疾患と
しては、消化器領域の腫瘍、門脈肝静
脈シャントや、動脈門脈シャントなど
の短絡路の診断、血栓と癌による腫瘍
塞栓の鑑別などがあげられます。
　林田　先ほど消化管の超音波検査と
いうお話があったのですが、消化管の
超音波内視鏡検査と体外式の超音波検
査の違いを説明していただけますか。
　森　どうしても体外式超音波検査で
は、肥満の方や手術痕がある方などで
は、検査の妨げになることがあります。

特に膵臓は、先ほど申し上げたように
座位にして観察しても描出できないこ
とがあるのですが、超音波内視鏡検査
では、胃の中まで先端に超音波を装着
した内視鏡を挿入しまして、直接胃壁
を通して病変を観察することができま
すので、膵臓や胆道系の疾患、特に対
外式超音波検査で見づらい下部の肝外
胆管の病変などに対しては非常に有用
な検査法だと思います。
　また胃壁などの消化管壁の層構造の
観察にも有用ですので、消化管病変の
観察に用いられることもあります。
　林田　そうしますと、腹部領域の診
断には超音波検査がほとんど全部の領
域で有用であるというふうに考えてよ
ろしいでしょうか。
　森　そう思っております。
　林田　どうもありがとうございまし
た。



10（170） 

　林田　相川先生、腎移植について、
非常に細かい質問が来ておりますので、
ぜひお聞かせいただきたいと思います。
　まず、移植と透析の選択ですが、実
際に現実問題としてどのようにされて
いるのか、このあたりからお話しいた
だきましょうか。
　相川　透析というのは、腎不全にな
ると、やらなくてはいけないですから、
透析に入られる方は腎不全であるとい
う適応で、これはどの方でもお入りに
なるということです。

　移植の場合は幾つか制限があります。
移植を受けるに当たって、年齢で区切
るのはどうかなと思うのですけれども、
一応70歳未満が望ましいということに
なっています。ただ、そうはいっても、
年齢がご高齢でも肉体は若い方がいら
っしゃいますので、それは適宜、患者
さんによって決めることであって、絶
対的なものではないです。
　あとは、感染症の問題があります。
全身の感染症がある方は当然無理です。
それから、悪性腫瘍のある患者さんは

腎移植

東邦大学医療センター大森病院腎センター主任教授
相　川　　厚

（聞き手　林田康男）

　腎移植について以下の点をご教示ください。
　１．移植と透析の選択は（現実問題として）どのようになされているのか。
　２．移植によりQOLはどのくらい向上するのか。
　３．移植後の妊娠、出産は可能か。
　４．夫婦間移植の増加を示すデータの有無。
　５． 都道府県により、他県で発生した脳死腎は使用できないことになってい

ると聞くがその真偽は。
　６． 移植と透析の医療経済面を考慮すれば透析を受けながら移植を待つより

も最初から移植を受けるほうが有利なのかどうか。
＜岡山県開業医＞
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免疫抑制をかけると増悪するので、完
治した患者さんしか腎移植はできない
ということになっております。
　あとは、腎不全になった患者さんが、
ドナーに対して抗体を持っている場合
も移植はできません。たくさん抗体を
持っている方は、死体腎移植でも生体
腎移植でも、なかなかできないのです。
　あと、腎移植の場合は、ほかの臓器
がぐあいが悪いときはできないという
ことになっているのですけれども、最
近はこれも随分変わってきて、肝臓と
腎臓の同時の移植とか、膵臓と腎臓は
当たり前ですが、糖尿病の方がありま
すので、膵腎同時移植、特に１型の方
はそのまま同時に移植してしまいます。
最近は心臓と腎臓も同時にできるとい
うことになっています。
　林田　腎移植というのは、それだけ
非常にレベルが高いところに来ている
ということでよろしいですね。
　相川　かなりハイリスクの方でも今
は受けられるような状況になっていま
す。
　林田　次に、移植によりましてQOL
はどのくらい向上するのですかという、
ちょっと難しい質問かなと思いますが、
これについてはいかがでしょうか。
　相川　腎移植というのは、これは
QOLを改善する医療なのです。
　林田　もともとですね。
　相川　もともと命がかかるというこ
とは少ない医療ですから、透析があり

ますので、たとえ腎移植で急性拒絶反
応で腎臓がだめになっても、透析に入
れば、すぐ亡くなることはないのです。
ですから、肝臓とか心臓の移植とはち
ょっと違うのです。皆さん、QOLを望
んで移植を受けられる。
　透析でも当然、ある意味では生存は
担保されていますので、腎移植は生き
るために受けるというより、QOLの改
善のため受けることになります。透析
をしていると、１週間に３回、１回４
時間、週12時間拘束されるわけです。
その間に通院時間も入りますから、相
当な時間を透析に費やされてしまう。
移植して元気になれば、その時間がま
ったく必要なくなりますので、自分の
好きなことに時間を使えるわけです。
仕事でもいいですし、余暇でもいいで
すし、それから遠くに旅行することも
できます。
　林田　可能ですね。
　相川　可能です。免疫抑制薬だけ持
っていけばいいわけですから。透析の
患者さんは、長期の場合は旅先で透析
をしないといけない。
　あとは食事の問題です。多くの患者
さんは、思いきり水を飲みたい。ただ、
尿が出ないものですから、５ℓも６ℓ
もとられると、その分だけ透析で水を
引かなくてはいけないので、そうとう
たいへんになるのです。ですから、水
分制限がなくなるということ。あとは、
食事制限がなくなるということです。



12（172） 

そうはいっても、あまり塩分の多いも
の、高脂質、高カロリーのものを食べ
ると、成人病になりやすいですから、
ある意味ではそういう制限はあります
けれども、その程度です。
　林田　スポーツですと、だいたいど
の程度までできるのですか。
　相川　スポーツは、移植後１カ月、
２カ月したら水泳をやっていいよとい
う話をしています。移植患者のスポー
ツ大会というのがあるのです。毎年、
国内大会をやっています。国際大会は
２年ごとにあります。私は14年ぐらい、
日本チームのチームドクターをやって
いますけれども、皆さんお元気ですよ。
女性の場合は、あとで出てまいります
けれども、妊娠して出産できる。これ
もQOLの一つでしょうね。
　林田　今先生が言われたように、次
の質問が、移植後の妊娠、出産という
ことですが、お話しいただけますか。
　相川　透析をしていると、なかなか
妊娠、出産というのは難しい。まった
くできないわけではないのです。ただ、
母体と胎児に対して安全性を保つとい
うのは非常に難しいのです。
　移植後、妊娠、出産が許可される条
件は、移植後１年経過していること、
拒絶反応がないこと、蛋白尿がないこ
と、そして高血圧がないこと、腎機能
が安定していること、そういう条件が
あります。その条件をクリアして、ク
レアチニンでいえば腎機能が２㎎/dL

未満ということ。そのぐらいの値であ
れば妊娠は許可できるということにな
ります。
　ただ、妊娠するとリスクがあって、
妊娠中毒症になる方が多いですから、
十分注意して出産まで持っていかなく
てはいけない。
　林田　そうすると、専門病院でやれ
ばまず間違いないということですね。
　相川　そうですね。腎センターと移
植の先生と産婦人科の先生、そういう
方々がタッグを組んで一緒にやれば、
安全に出産できます。2,600～2,800gの
３㎏までいかない赤ちゃんが多いです。
もちろん、正常で出産される方も38％
ぐらいいますけれども、40％以上は体
重の小さい子が多いです。それから早
産です。満期より、２カ月ほど早く生
まれる。そのぐらいの短い期間で生む
方が多いです。
　林田　次に、夫婦間移植が増えてい
るのでしょうかということですが、こ
れに関する実際のデータはあるのでし
ょうか。
　相川　2010年のデータを見ますと、
生体腎移植、全部で1,041例あるのです
けれども、その中で夫婦間で移植をさ
れた方が359例、つまり34.5％です。こ
れは両親からいただいた484例、46.5％
に次ぐものです。ですから、ご兄弟、
姉妹とか、ほかの親族よりも、夫婦間
移植が最近は非常に多くなって、３割
以上は夫婦間移植です。
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　20年前は、夫婦間では、HLA、いわ
ゆる人間のDNAが違うので、拒絶反応
が起きて、そんなに生着期間は長くな
いのではないかといわれた時代があっ
たのですけれども、よくよく調べてみ
ると、あまり変わらないのです。しか
も今、免疫抑制薬は非常によくなって
いますから、多少HLAが異なっていて
も、そんなに成績に差が出ていません。
ですから、ご高齢の方、特に、お母様、
お父様からもらえない方、そういう方
は結構ご夫婦間で移植される方が多い
のです。
　林田　次は、これは法令に関する問
題でしょうか、都道府県によりまして、
他県で発生した脳死腎は使用できない
ことになっていると聞いているのです
が、その真偽のほどはどうでしょうか。
　相川　いや、そんなことはないです。
ただ、得点が違うのです。例えば、東
京都で摘出された腎臓は、東京都に登
録されている方はポイントが12点加算
されていて、他県に登録されている方
より６ポイント多いのです。ですから、
その県で提供された腎臓はその県の人
たちに移植しなさいということなので
す。
　林田　なるべくということですね。
　相川　ただ、その適応がなければ、
他県に行くこともあります。
　林田　もう一つ、これはたいへん大
事な問題かもしれません。移植と透析
の医療経済面を考慮すれば、透析を受

けながら移植を待つよりも、最初から
移植を受けるほうが有利なのかどうか。
これはデータもあるのでしょうか。
　相川　データはあるのです。透析を
受けないで移植をした方が成績がよい
のです。１年間の医療費を考えると、
透析の医療費というのはだいたい500
万～600万円ぐらいかかるのです。移
植の医療費というのは、１年目に関し
ては、多少生体腎とか献腎とか、それ
から血液型適合と不適合がありますけ
れども、これがだいたい580万～740万
円ぐらい。１年目はだいたい同じぐら
いの料金です。
　２年目になると、腎移植の場合には
非常に少なくなります。200万円以下
になります。
　林田　そんなにですか。
　相川　具体的にいうと、183万円。
これは血液型適合ですけれども、不適
合の場合でも208万7,000円。年々少な
くなっていきます。５年になると、143
万円、132万円ということで、移植腎
がつけばつくほど、透析をしているよ
り医療費は安くなる。これが積み重な
ると、たいへんな医療費を節減するこ
とになるのです。
　林田　むしろ透析はどちらかという
と回数が増えていきますからね。
　相川　はい。ですから、経済的に苦
しい東南アジアなどでは、透析はしな
いけれども、移植はやっているところ
は結構あるのです。
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　林田　最後に、移植の大家として、
移植学会を代表して、これからこうし
てほしいのだという希望は何かござい
ますか。
　相川　臓器移植法が改正されて、臓
器を提供する方が多少増えております。
ただ、全体的な数はそんなに増えてい
ないのですけれども、脳死で臓器提供
する方は約半分ぐらいになっているの
です。ですから、脳死は人の死だとい
うことがある程度国民に認められたと
思います。ただ、全体の臓器提供者数、

心臓停止でもいいですし、脳死でもい
いですけれども、提供される方が増え
ないとなかなか献腎移植は受けられま
せん。今、腎臓移植を待っている方、
待機期間が14年以上になっています。
14年の透析の生存率というのは20％で
すから、できるなら海外並みに５年以
内にさせてあげたい。もう少し臓器を
提供することを皆さんちょっとお考え
になっていただきたいなと思います。
　林田　どうもありがとうございまし
た。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　池脇　兼島先生、ペットブームとい
うことで、犬、猫を中心として、最近
は様々なペットをお飼いになって、ペ
ットも多様化しています。したがって
ペットを介した感染症も多様化してい
るという意味では、動物由来感染症が
問題だと思うのですけれども、まず簡
単に最近のペットの動向を教えてくだ
さい。
　兼島　犬、猫の総数は2000年には約
1,600万頭で徐々に増え、現在約2,200万
頭ぐらい飼われています。15歳未満の
お子さんたちは2000年には約1,800万人
でしたが、少子化の影響で減り続け、
2003年には逆転して、今は犬、猫のほ
うが多くなっているという状況になっ
ています（表）。
　池脇　これはすごいとしか言いよう
がないですね。やはりペットも多様化

しているのでしょうか。
　兼島　昔は犬と猫がメインでしたが、
最近は、小鳥も多くの家庭で飼われて
います。あとは意外に多いのが、小学
生のお子さんたちが飼っているは虫類
です。小さな子どもは小動物が好きな
ので、は虫類を飼う家庭も増えていま
す。あと、若い20代、30代の人では、
エキゾチックアニマルといって、あま
り見ないようなトカゲや、変わったカ
メ、あとはフェレットなどを飼育し、
いろいろな動物が動物病院に来院して
います。
　池脇　飼っている方たちは、まさか
感染症が起こるなどということは考え
もしないと思うのですけれども、動物
由来感染症というのは、かまれる、引
っかかれるといった直接的なものと、
間接的なものがあるかと思いますが、

ペット媒介の感染症

みずほ台動物病院院長
兼　島　　孝

（聞き手　池脇克則）

　ペット（小動物）が媒介する感染症について実地臨床で気をつけるべき点が
あればご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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その基本的なところを教えてください。
　兼島　今、ほとんどの動物が家の中
で飼うようになっていて、人間と動物
の接触頻度が非常に高くなっています。
この10年は特に高くなってきています
ので、接触で起こる感染症が増えてい
ます。家の中で飼うことによって、例
えば小鳥ですと、羽毛やふん塵を、小
鳥が羽ばたいたことによって飼い主が
吸ってしまいます。また、カメですと、
食中毒菌のサルモネラ症が問題になっ
ています。それをお母さんたちがあま
り気を遣わず、食事をつくる台所でカ
メの水槽の掃除をして、そこからうつ
るということも最近は増えています。
　池脇　ペットとの距離が以前に比べ
てだいぶ近くなってきたというのも、

そういった感染症が増えている原因の
一つだということですが、兼島先生は
動物を診ておられて、実際に感染した
患者さんを診るのは基本的には人間を
診る医師ということなのですけれども、
どの科の先生が主に診ておられるでし
ょうか。
　兼島　今お話ししたように、動物か
らの接触感染が非常に多いので、皮膚
糸状菌症が一番多いかと思います。そ
うしますと、動物にも同じような皮膚
病、飼い主さんも全く同じような皮膚
病変が出ますので（図）、まず動物病
院に飼い主さんが動物を連れてこられ
て、これは皮膚糸状菌症だとわかった
ときに、飼い主さんに「飼っている方
もそういう皮膚病はないですか」と一

表　国内の犬猫の総数と子どもの数
単位：千（頭、名）

犬飼育数 猫飼育数（外猫除く） 犬猫
総数

子どもの数
（15歳未満）西暦 純粋犬 雑種犬 種不明 犬合計 純粋猫 雑種猫 種不明 猫合計

2000 4,746 ＜4,772   536 10,054   579 5,384   575 6,538 16,592 　18,580

2001 5,093 ＞4,225   550  9,867   834 5,181   584 6,599 16,466 　18,340

2002 5,240 　3,713   570  9,523   808 4,826   569 6,203 15,726 ＜18,170

2003 5,805 　4,312 1,020 11,137   599 5,358 1,005 6,962 18,099 ＞18,010

2004 8,559 　3,898 ─ 12,457 1,502 8,867 ─ 10,369 22,826 　17,810

2005 8,857 　4,211 ─ 13,068 1,531 8,554 ─ 10,085 23,153 　17,650

2006 8,708 　3,381 ─ 12,089 1,361 8,235 ─ 9,596 21,685 　17,470

2007 8,921 　3,601 ─ 12,522 1,802 8,387 ─ 10,189 22,711 　17,380

2008 9,904 　3,197 ─ 13,101 1,960 8,930 ─ 10,890 23,991 　17,250

2009 9,774 　2,548 ─ 12,322 1,807 8,214 ─ 10,021 22,343 　17,120

出典：ペットフード協会　犬猫飼育率全国調査※（http : //www.jppfma.org/）、統計局
※2004年よりインターネット調査を採用のため、前後の比較は参考値
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言聞きますと、「うちの娘がある」とか、
そういう話になります。そうしますと、
近くの皮膚科に行って、動物が皮膚糸
状菌症なので、飼い主さんも治療を受
けてくださいという話をして促してい
るような状況です。
　池脇　今の場合には先生のほうが家
族にというか、患者さんに指導して、
皮膚科に行きなさいということなので
すけれども、全く原因がわからずに、
患者さんのほうが皮膚科に行くという
こともあるわけですね。
　兼島　そうですね。そのときに、動
物の飼育歴を患者さんから言わないと、
こじれる場合があります。例えば、ア
トピー性皮膚炎という診断になってし
まって、ステロイドを使って逆に悪化
させてしまう。そういう状況も何例か
今まで見ています。
　池脇　ほかの感染症に移る前に、皮
膚糸状菌症の治療は、具体的には抗生
物質ということになりますか。
　兼島　抗真菌薬を使います。ヒトと
全く同じように使って、あとは飼育環

境を変えてもらいます。湿度が高いと
皮膚病変はひどくなるので、水槽で飼
っていたら、もう少し風通しをよくし
てくださいとか、意外に劣悪な環境で
飼われている場合が多いので、飼育指
導をしています。
　池脇　これはほかの感染症でも言え
ることでしょうけれども、診断がつい
て、治療するとなると、医師と獣医の
先生方が連携することが必要ですね。
　兼島　一番それが大切だと思ってい
ます。動物も治せますので、きちんと
治して、患者さんもハッピーになって、
動物もハッピーにしたいなと思ってい
ます。
　池脇　皮膚科の先生以外には、どう
いう科の先生が多いのでしょうか。
　兼島　次に多いのは内科でしょうか。
例えば不明熱などのときに、動物を飼
っている患者さんが、動物を飼育して
いるということを内科の先生におっし
ゃったときに、お医者さんがぴんと来
る場合もあります。あとはかまれると
いうことですね。猫ですと、引っかか
れたりなどすると、外科の先生のとこ
ろに行かれるかなと思います。
　池脇　不明熱というのは、成人でも
起こるし、子どもさんでも起こるとい
うことで、成人の場合には内科に、子
どもさんの場合には小児科に行かれる。
これも背景としてペットがいるという
ことがわからないと、医師サイドはな
かなか診断がつかないような気がしま

写真提供：杉山獣医科 杉山和寿先生（静岡県）

下肢露出部の病変

図　皮膚糸状菌症（境界明瞭な環状紅斑）
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すけれども。
　兼島　そうですね。例えば、Q熱に
は一般的な抗生物質が効かず、キノロ
ン系でないと効きません。ですから、
医師がQ熱を疑わない限り治療がスタ
ートできないので、やはりこじれると
いうパターンが多いというふうに聞い
ています。
　池脇　ひっかき、あるいはかむ、こ
れは外科ということになりますけれど
も、具体的にはどういう感染症が起こ
るのでしょうか。
　兼島　一番多いのは、かまれること
によって起こるのはパスツレラ症です。
パスツレラ症のパスツレラ菌は、犬で
すと、正常細菌叢として約75％ぐらい
の犬の口の中にいますし、猫ですと、
約100％、ほとんどの猫の口の中にい
ます。そのパスツレラ菌が、体力の弱
った、免疫力の落ちた人たちに侵入す
ると、そこが化膿してしまうのです。
大したことない傷だと思っていても、
だいたい24時間以内に激烈に痛み、腫
れてきますので、大あわてで病院に行
かれる方が多いです。
　池脇　けっこう発症は急激なのです
ね。
　兼島　そうですね。あと、猫ひっか
き病という病気はバルトネラ菌で感染
します。猫ひっかき病は、ヒトではだ
いたい２週間後ぐらいに所属のリンパ
節が腫れてきます。ですから、時間が
経過しているので猫に引っかかれた傷

のことを忘れてしまっているのです。
それで、原因不明でリンパ節が腫れた
ということで、リンパ節を取ってしま
うというような事態が出てくることも
あります。
　池脇　本当にペットとの距離が近く
なって、溺愛する。恋人のように接触
する。それはおそらく自分の飼ってい
るペットには、菌がないといったら変
ですけれども、全くそういうものは予
想もしていないのでしょうが、実際に
はいろいろな菌が至るところに存在し
ていると考えないといけないというこ
とですね。
　兼島　そうなのです。飼っている方
は「うちの子は大丈夫」と思っていて、
動物とキスをしたり、動物と一緒のお
はしでごはんを食べたり、一緒のベッ
ドで寝たりというふうに、動物を恋人
のように思っている人が非常に多いで
すね。
　池脇　それ以外の感染症として、一
般の実地の先生方が気をつけるべきも
のというのはありますか。
　兼島　先ほど、子どもさんの病気の
話をしたのですが、年配の方にうつる
病気として代表的なのはオウム病です。
オウム病は、クラミドフィラという菌
からうつります。だいたい45歳以上の
人たちに発症しやすい。これもやはり
不明熱だとか、抗生物質も通常のもの
は効きにくいので、なかなか治りにく
いという形で起こっています。日本で
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の発生は、感染症法でお医者さんのほ
うには届け出の義務があるので、その
データを見ると、年々増えています。
　池脇　オウム病というのは、ペット
では何が多いのでしょうか。
　兼島　小鳥です。一番事例として多
いのは、セキセイインコという小さな
鳥です。
　池脇　最近、は虫類が多いというこ
とで、以前は飼わなかったようなもの、
要するに得体が知れないものには得体
の知れない感染症がある。
　兼島　そのとおりです。
　池脇　それが非常に危険な感染症も
あると思うのですけれども、そういっ
たことで最近問題になっていることは
ありますか。
　兼島　最初のころに話しましたが、
は虫類で非常に心配なのはサルモネラ
菌です。これは幼児に関しては死亡例
も出ています。は虫類は、ほとんどが
野生をつかまえてくることが多かった
り、海外から輸入されるものも多いの
で、は虫類のサルモネラ汚染に関して
は非常に気を遣わないといけないかな
と思っています。
　池脇　次に狂犬病は致死率が高い病

気で、これに関しては、日本では比較
的少ないとは聞いていますけれども、
どうでしょうか。
　兼島　狂犬病に関しては、狂犬病予
防法という法律がありまして、飼い主
さんには狂犬病予防注射の登録の義務
があって、幸い日本国内では50年以上
発生していないです。しかし、アジア
ではいまだに狂犬病は発生しています
し、2006年には60歳代の男性が２人、
横浜の方と京都の方がフィリピンでか
まれて、日本で発症して死亡していま
す。国内では安心でも海外は危険とい
う認識が低いので、発症すると100％
死亡する狂犬病に関して、さらに注意
が必要になると思います。
　池脇　ヒトの側に感染症が起こると、
場合によってはペットを処理してくだ
さいということもあると聞いています
けれども、ちょっとかわいそうですね。
　兼島　そうですね。狂犬病以外の動
物由来の感染症は、ほとんど治すこと
ができますので、私の立場としては、
ヒトも治して、動物も治す、治療する。
それで幸せに暮らしていってもらいた
いなと思っています。
　池脇　ありがとうございました。
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　山内　東條先生、分子標的薬という
言葉も随分耳にするようになっていま
すが、いわゆる抗体薬と考えてよろし
いのでしょうか。
　東條　そうですね。今、この分野で
は花形となっている治療薬だと思いま
す。
　山内　大ざっぱにどういう概念のも
のなのでしょうか。
　東條　モノクローナル抗体を使う治
療というのは、基本的にはそれが何を
認識するかということになるのですけ
れども、今は大別して２つの種類があ
ると考えてよろしいと思います。
　１つは、細胞の表面にある抗原を認
識する抗体では、ご質問のリツキサン
が該当します。CD20というのは、正
常・悪性を問わず、B細胞の表面に出

ている抗原です。
　もう一つは可溶性の（血液中に存在
するような）分子を認識する抗体で、
例えば慢性関節リウマチに使われてい
るTNFαに対するモノクローナル抗体
とか、大腸癌で使われている血管新生
を促進するサイトカインのVEGFに対
するモノクローナル抗体が該当します
が、それぞれ役割が違います。
　遊離している抗原を認識する抗体の
場合、それを中和することが主たる作
用ですけれども、細胞表面にある抗原
を認識する抗体は、その細胞を殺すこ
とが主な役割になります。
　山内　そのあたりの作用機序で薬剤
の分類といいますか、違いといったも
のが出てくるわけでしょうか。
　東條　ここでは、質問にありました

分子標的薬の作用機序と副作用

東京大学医科学研究所教授
東　條　有　伸

（聞き手　山内俊一）

　悪性リンパ腫等のCD20抗体、リツキサン等の分子標的薬の作用機序および
副作用等についてご教示ください（最近多くの分子標的薬が発売されているの
で、その作用について説明していただければありがたいです）。

＜大阪府開業医＞
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細胞表面にある抗原を認識する抗体に
絞りますが、作用機序は大別して３つ
あると考えられています。
　まず１つめの機序はADCC（抗体依
存性の細胞傷害反応：antibody de-
pendent cell cytotoxicity）です。抗原
に抗体が結合すると、抗体中の定常領
域（Fc領域）に対するレセプターを持
っている免疫細胞、NK細胞やマクロ
ファージ抗体を介して抗原を出してい
る標的細胞に接触します。すると、NK
細胞やマクロファージは細胞傷害活性
を持っていますので、標的細胞を殺し
てしまう。これがADCCです。
　次がCDCです。これは補体依存性の
細胞融解作用も、標的抗原に結合した
抗体の定常領域に補体が結合すること
を契機として、補体の活性化反応が連
鎖的に起こり、最終的に形成された複
合体が細胞膜を溶かすという作用です。
したがって、細胞が融解してしまう。
以上、２つは抗体の作用機序としてよ
く知られているものです。
　残る１つは、まだ直接的な証明はさ
れていませんが、抗体が認識する抗原
に結合した際、生理的なリガンドと同
じような作用を発揮して、細胞が死ぬ
シグナル、つまりアポトーシスを誘導
するようなシグナルを直接入れる可能
性が、一部の抗体について指摘されて
います。
　ただ、主たる作用機序は最初の２つ、
ADCCとCDCといわれています。

　山内　特にリツキサンに関して作用
機序を少し詳しくお聞かせ願いたいの
ですが。
　東條　リツキサンが認識する抗原は
B細胞の表面にあるCD20という分子で、
非常にたくさん発現しています。リツ
キサンはCD20分子に結合して、先ほど
のADCC作用やCDC作用を発揮します。
その後の研究から、特にADCC作用が
最も効いているのではないかといわれ
ています。
　その根拠として、抗体の定常領域に
対するレセプターの一つ、Fcγレセプ
ターⅢaには遺伝的な多型性があり、
これと治療効果の間に関係のあること
が判明したことが挙げられます。
　もともとモノクローナル抗体はヒト
抗原をマウスに免疫してつくったもの
です。ただ、マウスのモノクローナル
抗体をヒトに使いますと、異物に対す
る免疫反応が起こり、抗体ができたり
して排除されてしまう。したがって、
これをヒトに使うためには、ヒトの免
疫グロブリンに置きかえていく必要が
あります。そこで、蛋白質工学を駆使
して、いろいろ改変を加えていったわ
けです。
　リツキサンはもともとマウスに免疫
したモノクローナル抗体に由来するの
ですけれども、抗原に結合する部分 
（可変部位の一部）のごく一部だけを
残して、残りをヒトの配列に変えてし
まったヒト化抗体です。
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　最近ではさらに進歩して、ファージ
ライブラリーを使ったり、ヒトの免疫
グロブリン遺伝子を持つマウスに免疫
して、ヒトの抗体をつくることもでき
ています。リツキサンの場合はヒト化
抗体ですので、一部マウスの配列も残
っている。ごくまれに、そういうマウ
スの配列に対する抗体があります。
　山内　そういった加工することでの
メリットというものも出てくるわけで
すか。
　東條　一番のメリットは、マウスで
つくった抗体で抗原に対する親和性が
最も高いものを使います。すると、マ
ウスの配列でも、一番ポイントとなる
配列だけをマウスのまま残して、残り
をヒトに変えることによって、抗原に
対する親和性はそのままで、異物に対
する免疫反応が起こらないように、残
りの部分はヒト由来にしてしまうわけ
です。
　山内　今度は逆に、問題点といいま
すか、副作用といったものですが、こ
れも少しおうかがいしたいのですが。
　東條　モノクローナル抗体は蛋白質
製剤ですので、分子量が非常に大きい
のです。十数万。したがって、まず一
つは、リツキサンに限らず、高分子の
製剤を投与したときに起こりやすい副
次的な反応、例えば発熱ですとか悪寒、
頭痛、悪心、嘔吐、一般的に起こりう
る副作用です。リツキサンの場合も、
投与後に発熱や頭痛は比較的経験する

副作用です。ただし、最初の投与のと
きは比較的起こりやすいのですが、２
回目以降使うときには、ほとんど出て
こなくなります。
　また、認識する抗原が何であるかに
よって、抗体固有の副作用が出てくる
こともあります。リツキサンが認識す
るCD20は悪性リンパ腫だけではなく
て、正常のBリンパ球にも発現してい
ます。したがって、この抗体を投与し
ますと、正常のBリンパ球も少なくな
ってしまいます。その結果、正常のB
リンパ球がつくる免疫グロブリンも減
ってしまいます。
　ただし、正常のBリンパ球は、骨髄
中の幹細胞から補充されますので、一
時的にBリンパ球が減っても、また時
間がたちますと、戻ってきます。した
がって、これは何とか回避できる副作
用だと思います。
　山内　最後に、従来の抗癌剤と比較
しての利点とか、あるいは併用上の利
点とかについてご紹介願えますか。
　東條　従来の抗癌剤というのは、正
常、異常の区別なく、組織に障害を与
えてしまいますので、副作用が非常に
強いわけです。それは、心臓であれ、
肝臓であれ、腎臓であれ、障害されま
す。抗体医薬はピンポイントの治療薬
ですので、脱毛とか、消化器症状とか、
非特異的な副作用はほとんど起こりま
せん。先述のように、認識する抗原が
何かによっては、抗体独自の副作用が
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出てきます。
　リツキサンの場合、単剤としての効
果もありますが、その治療効果には限
界があります。また、同じB細胞リン
パ腫でも、単剤でもかなり有効なもの
と、これだけでは治療に限界があるも
のがあります。今、悪性リンパ腫、特

にB細胞性リンパ腫の標準治療は、従
来の抗癌剤の組み合わせにリツキサン
を上乗せしたRCHOP療法で、この組
み合わせが非常に効果をあげているの
が現状です。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　稲垣先生、ご質問は非常に深
刻な話かと思われますが、現地の実態
もそろそろわかってきたところかと思
いますので、まずそのあたりからお聞
かせ願えますか。
　稲垣　震災から時間がたって、私ど
もの施設からも多くの支援のドクター
がそちらに向かって、精神科のドクタ
ー、あるいは小児科のドクターが、知
的障害の方々の施設等の問診あるいは
調査をされておりまして、情報が集ま
ってきています。
　特に、子どもの知的障害、あるいは

自閉症、発達障害の特徴としては、当
初、むしろ落ち着いたかたちで震災を
受け止められているというタイプの
方々がいて、もう一つはご質問いただ
いているように、非常に行動面で落ち
着きがない、意味不明の言動を繰り返
す等の症状を呈する方が見られるよう
であります。
　山内　一般的なイメージですと、あ
れだけのストレスがあるので、かなり
パニックになるのかなと思っていたら、
意外にどっしりと落ち着かれた、そう
いった行動を取られる方もけっこうお

知的障害と災害ストレス

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的障害研究部長
稲　垣　真　澄

（聞き手　山内俊一）

　当院では知的障害者の施設等での医療も行っております。平成23年３月11日
の震災以来、落ち着きのない行動や意味不明の言動を繰り返すようになったり、
急に食欲が落ちたりと、外的ストレスの影響が一部に出ております。また、高
齢者におきましては、知的障害に加え、認知機能の低下なども進行しているよ
うに思います。認知機能の低下、外的ストレスなどへの対応の中で何か知的障
害者に対する注意点などがありましたら、ご教示ください。
　※ 知的障害者の認知機能の低下の把握は少し難しく、また、外的ストレスへ

の反応も様々で、なかなか内服を増やすのが難しい方もおりました。
＜宮城県開業医＞
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られたということですか。
　稲垣　そうです。何％にそういう方
がおられるかというのは今現在詳細を
調査中ですので、まだわかりませんが、
非常に印象に残るケースですので、一
握りではないようです。特に、知的な
状態あるいはレベルに応じて症状にタ
イプが見られるのではないかというコ
メントもいただいております。
　山内　落ち着かれている方に関して
は、これは一安心といえば一安心なの
ですが、逆にパニック状態ですね。実
際に、このご質問の中に知的障害者の
認知機能の低下の把握が少し難しいと
いうことがありましたが、こちらのほ
うはいかがなのでしょうか。
　稲垣　確かに知的障害の方は、もと
もと認知力が弱い。さらに認知機能の
低下ということで、また一層把握が難
しいと思うのですけれども、日頃そう
いう方々の言動といいますか、行動を
しっかりと見ておく。そういう見守り、
あるいは観察という態度が、医療者に
とっても、いわゆる支援者にとっても
必要なことだと思います。
　山内　実際に、今あがってきている
事例ですと、このご質問のように、落
ち着きのない行動とか意味不明の言動、
こういったものは目立つのでしょうか。
　稲垣　そうですね。特に、自閉症の
症状も一緒にお持ちの方などは、これ
までとまるっきり違った生活様式にな
る。あるいは、避難所とか、それ以外

のところで暮らさざるをえない。そう
なってくると、これまで当たり前だっ
たところが、まるっきり違う世界にな
ってしまうということで、パニックを
呈する。
　お母さん方のお話をうかがいますと、
そういう方々はどうしても聴覚的な、
聞こえてからの理解よりも、視覚的な
認知力が比較的優れていますので、見
て経験していただく。自分はどういう
ところにいるのかを、周りを見せて回
る。そうすると、現状、自分たちがど
ういう状況にあるのかということをは
っきりと納得する。そうすると、パニ
ックが減ってくる。そのようなことも
いわれています。
　山内　一般的には周りとコミュニケ
ーションが取りにくい方が多いと思う
のですが、こういったあたりの問題点、
例えばどこかとんでもないところに行
ってしまったとか、こういったケース
はいかがなのでしょうか。
　稲垣　自分が住んでいたところでは
ないところに急に避難するというかた
ちを取りますので、幼少例の中には、
自分の住んでいた地域あるいはおうち
のほうに、知らないうちに行ってしま
って、ちょっとしたトラブルになって
しまったということもあったようです。
　山内　医療サイドですが、先ほど見
守りといいますか、注意深い観察が必
要だということでした。普段から状態
をよく見ておくということが大前提に
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なるわけで、そこから変わってくると
いうことですが、観察すべきポイント
としてはどのようなものでしょうか。
　稲垣　知的障害の方のそういう退行
現象というのは、いわゆる内科的な心
身の退行と、それから行動面といいま
すか、活動面での退行の２種類に分け
ることができるのです。そうすると、
医療サイドはわりと内科的な症状とか、
あるいは様々な疾患に関して非常に目
を光らすことができますし、その支援
をされるような方々、指導員とか看護
師さんの方は、活動面に注目していっ
ていただくとよろしいかと思います。
　山内　具体的な活動面ですが、どう
いった変化がよく見られるのでしょう
か。同じ方をずっと観察していて、何
かの能力が落ちてくるとか。
　稲垣　知的障害の方は、30歳あるい
は40歳ぐらいになってくると、徐々に
活動面の退行が起こるといわれている
のですけれども、いわれる症状として
は、動作が緩慢になったりとか、歩行
が不安定になる、あるいは集中力が低
下する、あるいは身辺自立、これまで
できていた食事、入浴行為、そういっ
たものが低下してくる。そういうこと
もいわれているようです。
　山内　今お話に出ました自然退行と
いうのは、震災などに関係なく起こる
ことがあるということですか。
　稲垣　私どもが過去、５年ほど前な
のですけれども、全国で1,000ほどある

入所・授産、あるいは通所等の厚生施
設を対象に調査をさせていただきまし
て、そのうちの300の施設からいただ
いたご返答によると、指導員の方々あ
るいは看護師さんが、その施設を利用
している知的障害の方々の、先ほど申
し上げたような活動性の低下という退
行現象に気がつかれているのです。
　山内　そうしますと、こういう震災
あるいはほかの出来事が起こったとき
も、実は自然に起こっているものを見
ている可能性もあると。
　稲垣　そうですね。一つはもちろん
そのとおりだと思いますけれども、こ
ういう明瞭なエピソードがあるときに
は、徐々に変化しているのに、もう一
つ悪化させる要因になるのかもしれな
いと思います。
　山内　さて、この治療ですが、すで
に様々に処方が行われているので、内
服薬も増やしにくい。ごもっともかと
思うのですが。
　稲垣　おっしゃるとおりですね。高
年齢の方は、ただでさえ、白内障とか、
あるいは糖尿病とか高血圧、そういっ
た様々な薬を飲まれていて、それがこ
のようなエピソード、震災で悪化され
るということで、どうしてもお薬のこ
とを考えざるをえないと思うのです。
非常に強いエピソードで一過性に悪く
なるということもありますので、お薬
の過量、オーバードーズによって、本
来の力を消したり、減らしてしまうよ
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うなことになってはいけないと思うの
で、お薬の使用はよく冷静に考えて、
慎重になったほうがいいのかなとも私
は感じます。
　山内　一過性に悪化して、また少し
戻ってくるということも期待できると
いうことですか。
　稲垣　そうですね。それはもちろん、
知的障害の方で、徐々にできなくなっ
ていることもあるのかもしれませんけ
れども、予防するという観点もありま
すし、それから変動ももちろんあると
いうことです。ですので、持っている
力をしっかりと把握していただくのが
よろしいかと思います。
　山内　見守りとか支援が重要とよく
いわれますが、これは非常に大変な仕
事になります。一言では言えないのか

もしれませんが、医療側の基本的な態
度として先生が推奨されるものは何な
のでしょう。
　稲垣　一人ひとりの能力をじっくり
と長く見ている方は、その方の力を尊
重して、お薬ももちろん考えながら対
応していっていただく。それと、周り
のスタッフの意見もよく聞いていただ
いて、トータルで見ていくということ
も必要かなと思います。
　山内　大丈夫だよというメッセージ
を与えるということは必要と考えてよ
ろしいのでしょうか。
　稲垣　そうですね。こういうことが
あったとしても、持っている力に応じ
て安心感を与えるということは大事な
ことではないかなと思います。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　山中先生、妊娠中の薬物の使
い方ということで、私自身、妊婦さん
が来られて、風邪薬といわれても、極
力出したくないなと思っております。
やはり妊娠中というのは、もし胎児に
何かあったらということが非常に心配
になってしまいます。まず先生にその
あたりの基本的なところから教えてい
ただきたいのですが。
　山中　妊婦さんにお薬を出すときは、
確かに慎重にしていただきたいという
のは基本的にはあるのですけれども、
妊娠の時期によって、薬剤の影響が変
わってくるということをまず知ってい
ていただければと思います。

　妊娠の週数の数え方ですが、最終月
経の開始日を起点にして、280日目、
40週０日が予定日というふうにして計
算していきます。赤ちゃんの内臓の原
基といわれるものができる器官形成期
はだいたい妊娠の８週、９週ぐらいま
でで、それまでにほとんどのものは出
来上がってしまうのです。
　ですから、産婦人科以外の先生方は
非常に奇形のことを心配されるのです
が、奇形に関して気をつけていただき
たいのは、妊娠の初期になります。器
官形成期は８～９週なのですが、その
後の臓器分化などのことも考えると、
気をつけていただきたいのは16週あた

妊娠中の薬物投与

聖路加国際病院女性総合診療部医長
山　中　美智子

（聞き手　池脇克則）

　妊娠中の薬物投与についてご教示ください。
　１． 妊娠中および授乳中の女性に対して風邪症状の治療をする場合の注意に

ついて（授乳中の場合、子どもが何カ月あるいは授乳が１日何回程度ま
で注意が必要か）。

　２． 婦人科において抗生剤投与でカンジダが発生しやすい方の場合、どのよ
うな薬剤を選択すべきか。

＜福岡県開業医＞
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りまで。それ以降は、奇形というより
は、今度は胎児への毒性の問題になっ
てきます。
　それから、もう一つよく心配される
のが、妊娠と気づかないうちに使って
しまったお薬についてです。妊婦さん
が妊娠に気づかれるのは、ちょっと月
経が遅れた５～６週頃のことが多く、
この頃はすでに器官形成期の真っ最中
です。しかし最終月経から４週以内と
いうのは、いわゆる“all or none”の
時期というふうにいわれていて、何か
異常が起これば流産してしまう、ある
いは着床すらしないし、生まれてくる
場合はまったく影響なく普通に生まれ
てくるということがわかっているので、

４週までの時期は比較的心配がいりま
せん。
　つまり、最終月経から４週から16週
あたりまでの間は、奇形に関連する薬
剤は気をつけていただきたいし、それ
以降は胎児毒性の問題があるので、今
度は奇形とはまた違った意味で少し慎
重に考えていただきたいということに
なります（図１）。
　池脇　胎児への影響といいますと、
胎児への直接的な作用以外にも、胎盤
を介してとか、幾つかあるのでしょう
か。
　山中　大半のものは胎盤を通って胎
児に移行することによって、いろいろ
な副作用、胎児への影響が出てくるの

図１　妊娠の時期による薬剤の影響の変化

妊娠の時期 薬剤の影響

４週未満 胎児の器官形成未開始。母体薬剤投与の影響を受けた受精卵は、着
床しなかったり、流産してしまったり、あるいは完全に修復される
かのいずれか。ただし、残留性のある薬剤の場合は要注意。

４～７週 「絶対過敏期」
胎児の体の原器が作られる器官形成期。奇形を起こすかどうかとい
う意味では最も過敏性が高い。この時期には本人も妊娠しているこ
とに気づいていないことも少なくない。

８～15週 「相対過敏期」
胎児の重要な器官の形成は終わり、奇形を起こすという意味での感
受性が低下する時期。一部では分化などが続いているため、奇形を
起こす心配がなくなるわけではない。

16週以降 胎児発育の抑制、胎児の機能的発育への影響、子宮内胎児死亡、分
娩直後の新生児の適応障害や離脱障害が問題となる。
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ですが、一つ注意していただきたいの
が、子宮収縮を起こす薬剤です。産婦
人科領域で子宮収縮剤として使われて
いるものは、もちろん皆さんご存じだ
と思うのですが、内科領域で使われる
ことがある、胃潰瘍に使われるミソプ
ロストール（製品名：サイトテック）
です。このお薬は強い子宮収縮を起こ
しますので、妊婦さんには絶対禁忌に
なります。海外では流産させるために
用いる薬剤ですので、ぜひこれに関し
ては覚えておいていただければと思い
ます。
　池脇　そんなに繁用される薬ではな
いにしても、これは頭に入れておいた
ほうがいいですね。
　山中　そうですね。
　池脇　では、質問は妊娠中および授
乳中の女性に対して、風邪症状の治療
で、どういうふうに注意したらいいか
ということです。これに関してはいか
がですか。
　山中　確かにこれからの季節、妊婦
さんの風邪あるいはインフルエンザが
問題になってくる時期なのですけれど
も、一般的な上気道炎、いわゆる風邪
症候群の場合は、できれば薬剤なしで
経過できればと思います。例えば、一
般的な総合感冒剤みたいなものは基本
的には影響ないといわれていますけれ
ども、万が一赤ちゃんに何かあったと
きというのは、どうしてもお母さんた
ちは「やっぱりあのときの薬じゃない

か」というふうに結びつけて考えられ
ることが多いので、私はお薬を出すと
きには、よほど症状が辛いのであれば、
それを緩和する作用はありますけれど
も、風邪そのものをよくする力はない
のですということをお話しして、それ
でも夜眠れないほど咳き込んだり、鼻
づまりが辛いといわれるときには、一
般的な総合感冒剤や、あるいは咳止め
の薬も一般的なものを処方しています。
　池脇　特にだめだというわけではな
くて。
　山中　はい、そうです。ただ、投与
されるときには一応添付文書を見てい
ただくといいと思います。去痰剤でム
コダインが繁用されるのですが、添付
文書には「投与しないことが望ましい」
となっているのです。「投与しないこ
とが望ましい」と書かれているときは、
処方しないでおくほうがいいと思いま
す。投与するときの基本は、わりと古
くから使われている、繁用されている
薬を使っていただくというのが一つの
ポイントになるのではないかと思いま
す。
　池脇　感冒薬というと、主には抗ヒ
スタミン剤、そして解熱剤、場合によ
っては抗生剤、今いわれた去痰剤とな
りますけれども、抗ヒスタミン剤と解
熱剤に関しては、いかがでしょうか。
　山中　抗ヒスタミン剤は、第一世代、
第二世代、何々世代とあると思うので
すが、第一世代は古くから使われてい
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て、経験も豊富なので、問題ないとい
うことがわかっています。第二世代も
ほとんど問題ないのではないかと思い
ますが、新しいものを出すときは、ま
だデータの蓄積がそんなにないので、
少し気をつけていただくほうがいいで
しょう。いわゆるオーソドックスに使
われているものを使っていただくとい
うことが大事と思います。
　あと、解熱剤に関してですが、
NSAIDsは胎児に対する毒性がいわれ
ておりますので、妊婦さんに鎮痛剤あ
るいは解熱剤として出すときには、ア
セトアミノフェンに限って使われるの
がいいと思います。NSAIDsは、胎児
の動脈管といわれる血管を収縮させて
しまって胎児心不全を起こしたり、あ
るいは、尿量を減らして羊水過少を起
こしたりすることがあるので、ぜひ鎮
痛剤、解熱剤も注意していただきたい
と思います。
　池脇　先生がおっしゃったことは妊
娠中ということですが、授乳中はちょ
っと違った考え方になりますか。
　山中　授乳婦さんであっても、一般
的な感冒薬はそんなに心配はないと思
います。ただ、お薬を飲んだ直後の授
乳は避けるとか、あるいは授乳した直
後にお薬を飲んでいただくということ
で、乳汁への移行を少しでも減らすこ
とができるので、すごく心配される方
にはそういう指導をしていただくのも
いいかもしれないです。

　池脇　子どもが何カ月、あるいは授
乳が１日何回程度まで注意が必要かと
いうことですけれども、これに関して
はいかがでしょう。
　山中　当然ながら、日にちの若い赤
ちゃんはまだ代謝系がしっかりしてい
ないので、特に新生児の場合には少し
注意が必要かと思います。授乳の回数
とは関連がないと思います。
　池脇　感冒で抗生物質はそもそもあ
まり適用はないと思うのですけれども、
もしそういったものを出すときには、
どういった薬を使われますか。
　山中　ペニシリン系かセフェム系で
あれば、安心して使っていただけます。
　池脇　話がずれますが、インフルエ
ンザのワクチンは妊娠中に使ってもい
いのでしょうか。
　山中　妊娠中も安全に使えるという
ことがデータとしても出てきているの
で、特に妊婦さんの場合は重症化しや
すいということがいわれていますので、
むしろ積極的に接種をお勧めしていま
す。
　池脇　もう一つ、婦人科で抗生剤の
投与でカンジダが発生しやすい方の場
合は、どういった薬をという質問です。
いかがでしょうか。
　山中　残念ながら、常在菌を変化さ
せてしまうというのはやむをえない副
作用なので、妙案は私どもも持ち合わ
せていないというのが実際のところで
す。
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　池脇　これは薬物に頼らない、ほか
の方法というのもなかなかないという
ことですか。
　山中　そうですね。
　池脇　最近は市販薬やサプリメント
がよく使われていますけれども、何か
コメントがございましたらお願いしま
す。
　山中　市販薬に関しても、やはり先
ほど申し上げたような解熱剤あるいは

鎮痛剤は、例えば湿布薬でもインドメ
タシンが入っているものとかがありま
すので、これは要注意になります。そ
れからサプリメントは、脂溶性のビタ
ミンは妊婦さんには過剰になる可能性
があります。妊婦さん用というものに
限っていただく。あとは薬剤師さんと
相談していただくことが大事かと思い
ます（図２）。
　池脇　ありがとうございました。

図２　注意が必要な主な薬剤

ぜひとも避けたい薬剤

■抗菌薬・抗ウイルス剤
　─リバビリン、キニーネ
■抗高脂血症薬
　─プラバスタチン、シンバスタチンなど
■抗がん剤
■麻薬
■睡眠薬
　─フルラゼパム、トリアゾラムなど
■抗潰瘍薬
　─ミソプロストール

■抗凝固薬
　─ワーファリン
■ホルモン剤
　─ダナゾール、女性ホルモン
■ワクチン類
　─ 麻疹ワクチン、おたふくかぜワクチン、

風疹ワクチンなど
■その他
　─エルゴメトリン、ビタミンAなど
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　山内　瀧澤先生、まず、ご質問の意
味するところ、背景、このあたりから
おうかがいしたいのですが。
　瀧澤　女性の膣は、お産をした方は
極めて大きく、やわらかくなります。
これは、たとえその方が70歳、80歳に
なっても、その状況は変わらないので
す。ところが、お産をしていない、結
婚もしていない、性交渉を持った経験
がないといった場合ですと、膣の入り
口がまず狭く、固くなる。奥のほうは、
本当は広がりやすいのですけれども、
入り口が狭いために、奥を広げようと
すると、入り口が痛い。痛いというこ
とになりますから、できないわけです。
そうすると、これを乗り越えて検査を
進めるというのはとても難しいことで
す。

　私どもでは、患者さんがもし不正出
血があったり、子宮体がんの可能性が
あるのではないかという場合には、子
宮の入り口をまず検査しますが、非常
に細い器械を使います。膣の入り口と
いうのは、もしお子さんを産んでいな
い人ですと、性交渉があれば３㎝ぐら
いまでは開きますが、性交渉がなけれ
ば１㎝半ぐらいしか開かないので、そ
の状況で見られるのは子宮の入り口だ
けなのです。子宮の入り口を見て、細
胞診を取ってくる。これはだれでもで
きますので。
　そして、がんがあるかないかを診ま
して、がんがありそうな感じであれば、
子宮の入り口から今度はおしりのほう
に移ります。おしりから超音波検査の
器械を入れて子宮を写します。写され

子宮体がんの診察

がん研有明病院副院長
瀧　澤　　憲

（聞き手　山内俊一）

　近年子宮体がんが増加している。子宮体がんは未産婦閉経後に多いため、膣
が狭小化し、外来での診察（内診、経膣超音波、細胞診採取など）に難渋する
ことが多い。何かよい方法があればご教示ください。

＜静岡県開業医＞
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た子宮の内腔に怪しげな影があるとい
うことになりますと、これは患者さん
に十分説明したあとに、子宮の入り口
のところから何とか器具を入れて細胞
診を取ります。ですが、実際に無理は
しないで、後日、改めて麻酔をかけて、
細胞と子宮の中からの組織検査を同時
に行うことのほうがよいかもしれませ
ん。
　山内　お話をうかがいますと、診察
上、痛みがかなりあるということが一
つの大きなポイントと見てよろしいわ
けですか。
　瀧澤　そのとおりです。子宮の入り
口が、性交渉を持っていない方ですと、
直径で２㎝開くのがやっとで、それを
無理やり開きますと、処女膜が破れま
す。出血をしたり、痛みを伴って、結
果的に何でもなかったというと、問題
になりかねない。ですから、そこは非
常に慎重に行うべきだと思います。
　そして、もし性交渉を持っている方
であれば、３㎝ほど開きますので、う
まく患者さんが納得してくれて、説明
に同意していただければ、子宮の内腔
に細いチューブを入れて細胞の検査を
する。麻酔をかけないでもできるのが
普通です。
　山内　ただし、それにはかなり高度
な手技が必要そうな感じですね。
　瀧澤　日本では産婦人科の先生がこ
の検査を行いますけれども、アメリカ
では産婦人科医でない、一般内科医の

先生も子宮がん検診をやっております。
そういう場合ですと、子宮の入り口の
検査はできても、子宮の奥に細い器具
を入れて細胞を取ってくるということ
はできないので、日本では普通にやっ
ているこういう検査も、世界から見る
と、やっていないところのほうが圧倒
的に多いという実情があります。
　山内　日本は非常に進んでいるとい
う、ありがたいお話ですね。
　瀧澤　進んでいるというべきか、こ
れはわかりません。ただ、日本の場合
ですと、訓練された産婦人科の先生が
この検査を行っておりますので、患者
さんとしては、少々の出血とか痛みと
かがあったとしても、ぜひ子宮体がん
の検査をやってほしいと強く希望して
ください。それをおっしゃっていただ
ければ、どの産婦人科の先生もその検
査を行うことができます。
　山内　もう一つは、直接見ることが
できない袋のようなところのがん細胞
を見つけ出すのはかなり難しそうな印
象を受けますが。
　瀧澤　おっしゃるとおりです。子宮
の入り口のがんの検査というのは、い
わば直接綿棒などをこすりつけたり、
小さな木のへらでこすり取ることがで
きますから、細胞としてもたくさん取
れるし、がんがあれば、がんそのもの
の細胞・組織を取ってくるわけです。
ですから、正診率といって、正しく診
断される確率は、子宮頸がんでは95％
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以上が日本では普通です。
　子宮体がんということになりますと、
細いチューブを子宮の中に入れて、が
んの表面をこするのですけれども、う
まくこすれるかどうかというのが一つ
問題だと思います。それから、がん細
胞自身も、大きながん組織で、直接器
具に接触できればいいですけれども、
がんはしばしば分泌物をたくさん出し
ますので、その分泌物によって直接が
ん組織をこすれず、分泌物を介して細
胞が取れる、そういう事態も起こりま
す。そうすると、がんがフレッシュな
状態ではなく、変性して出てくる。そ
ういうこともありますので、子宮体が
んの検査では、適切な採取、すなわち、
きちんと細胞を取るという問題点と、
その細胞が本当にがんなのかというこ
とを診断する診断医の能力の２つの点
で、子宮頸がんに比べて不利な要素が
あります。
　山内　正診率はかなり低いとみてよ
ろしいのでしょうか。
　瀧澤　日本の平均的な正診率は６割
いくかいかないかだと思います。これ
を何とか乗り越えなければいけないと
いうことで、がんセンターとか、がん
研とか、一生懸命訓練を積んできた施
設でも八十数％です。子宮頸がんが95
％以上なのに比べると、一生懸命取っ
てもらったのに、もしかしてちゃんと
診断してくれないという危険性が、一
般レベルで４割ぐらい。がん研病院な

どでも２割ぐらいあるということにな
ります。
　それを乗り越えるためにどうしたら
いいかということになりますと、患者
さんのお話を聞いて、がんらしいなと
思った場合は、採取の工夫、取り方を
工夫しなければいけない。工夫するた
めには、まず分泌物を除いて、除いた
状態でもう一回器具を挿入して細胞を
取りにいく。そうすれば、混じりっけ
のない細胞が取れる。
　そして、細胞診ではがんとは言えな
いのだけれども、疑いが消えないなと
いった場合には、患者さんにわけを話
して、今度は組織を削り取る検査を勧
めるべきだと思います。この検査をし
ますと、少々の分泌物でがん組織が被
われていても、組織は削り取られて出
てきます。
　ただ、これは少々痛みがありますの
で、通常、お子さんを産んだ経験のあ
る方でも、おしりから坐薬を入れて、
痛みの閾値を上げてあげる。そういう
工夫が必要ですし、お子さんを産んで
いない方などですと、場合によっては
麻酔をしっかりかけて取らないといけ
ない。そういう話に一般的にはなろう
かと思います。
　山内　非常に大変だということがわ
かりました。日本のトップというか、
世界のトップといってもいいがん研で
も、逆にいうと、20％は診断しきれな
いものがあるということですね。
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　瀧澤　そういうことですね。
　山内　こういうことを患者さんに前
もってよく説明しておくということは
非常に重要だと。
　瀧澤　おっしゃるとおりです。最近
の患者さんは、こんな痛い思いをした
のに、何でもないと、抗議して怒る人
もいますから。やはり患者さんにはぜ
ひご理解いただきたいのです。もし不
正出血などの症状を自覚して産婦人科
に行った場合、子宮頸がんと子宮体が
んを含めた子宮がんの確率は1/20とい
われています。しかしながら、もし生
理が終わってしまった、月経が終わっ
てしまったという年代（50歳以上）で
不正出血がありますと、がんである確
率は1/10～1/8ぐらいになります。そ
うすると、子宮体がんかもしれないわ
けですから、自分でも閉経後で不正出

血がありますということを言って、少
し痛いかもしれないと聞いているけれ
ども、ぜひ子宮体がんの検査をやって
くださいというふうに言うべきだと思
います。
　そして、結果の解釈にいたしまして
も、少しでも怪しいということになれ
ば、より大きな病院を紹介していただ
いて、先ほど申しました組織を削り取
る検査を受けられるようにすべきです。
もしくは、積極的に自分からそれをや
ってほしいというふうにおっしゃる。
そういう知識も大切だと思います。
　山内　このあたりは患者サイド、医
療サイド、双方ともに意識レベルをも
う少し高めないといけないというとこ
ろですね。
　瀧澤　そういうことだと思います。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　高木先生、今回のご質問は非
常に大事な問題です。小児期、成長期、
いろいろな検査指標は違ってくるので
しょうね。
　高木　おっしゃるとおりです。小児
期では身体が大きく成長いたしますの
で、いろいろな血液中の検査項目は変
化いたします。それが非常にダイナミ
ックに動きますので、重要なことの一
つとして基準値をしっかり決めなくて
はいけないことがあげられます。現在、
日本では２つの大きな調査とか研究が
あります。
　１つは、1996年に約１万6,000人の健
常ボランティア、これはお母様もしく
はお父様にご快諾いただいて、ボラン
ティアの新生児・乳児からの小児検体
を集めまして、その検査値の基準値を

決めたものです。104項目について検
討され、日本で最も広範囲な、しかも
多項目の基準値になっております。
　山内　そうしますと、それは現時点
では確立したものと考えてよろしいの
でしょうか。
　高木　各年齢的なもの、新生児、乳
児、幼児、学童期については、変動は
ある程度わかります。ただし、今回の
ご質問のようなALP（アルカリホスフ
ァターゼ）、あるいはLDHにつきまして
は、1996年と現在とは測定系が少し変
わってきておりますので、同じような
数値、測定値を用いることはできませ
ん。
　山内　それはそうですね。
　高木　それで、2008年に国立成育医
療センターで、今度は患者のデータを

小児のLDH、ALP

昭和大学医学教育推進室教授
高　木　　康

（聞き手　山内俊一）

　成長期の小児の採血検査でLDHやALPが高値を示す。これは成長に伴うこと
と考えられるが、異常を疑ってアイソザイムを測定するのは正常と比して、ど
れくらい高値になったときかご教示ください。

＜愛知県開業医＞
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使いまして、異常値だけを除外した潜
在基準値抽出法というのがありますけ
れども、それを用いまして、アルカリ
ホスファターゼあるいはLDHの基準
値を決めました。
　山内　それですと当然ながら今おっ
しゃったデータは、今の検査値に近い
か、同じということですね。
　高木　そうですね。検査の数字とし
て同じになっております。
　山内　具体的にはどういうかたちで
行われているのでしょうか。
　高木　患者のデータの中から、異常
と思われるデータを全部除外していっ
て、正常と思われるデータだけをピッ
クアップして、これを統計処理します。
特定の疾患で、これは異常だろうと思
われる検査値、あるいは並外れて大き
な値もしくは小さな値のデータについ
ては、それを除外いたします。
　山内　先ほどの、少し古いですが
1996年のデータは、当然値は違うので
すが、傾向といいますか、成長に伴う
変化といったもの、これは同じような
ものだったのでしょうか。
　高木　変動の傾向はまったく同じで
した。
　山内　そういう新しいものに基づい
てということで、今回のご質問の各論
に移らせていただきますが、まず最初
のご質問が、LDH、これはお子さんで
はどういう値、ないし変化なのでしょ
うか。

　高木　LDHにつきましては、新生児
ではだいたい大人の1.5～２倍ぐらいの
値で、ピークは生後10カ月ぐらいに約
２倍ぐらいになりまして、それから徐々
に下がっていって、最終的には14～15
歳ぐらいで成人値になる変動です。
　山内　ちなみに、ほかに肝臓関係で
ASTやALTがありますが、このあたり
の変化とは一致するのでしょうか。
　高木　肝障害マーカーのAST、ALT
もほぼ同じような変動をしております
ので、LDHもおそらく起源は肝臓に由
来しているのではないかと考えられて
おります。
　山内　先ほどお話に出てまいりまし
たが、測定方法が随分違うということ
ですが、値としてもかなり違いがある
のでしょうか。
　高木　LDHにつきましては、２つの
測定系が昔からあります。基質にピル
ビン酸を使う方法と、乳酸を使う方法
です。値がだいたい倍違いまして、ピ
ルビン酸を基質にすると200～400単位、
今使われております乳酸を基質にする
と、100～200単位ぐらいが基準値です。
　山内　それはたいへんな差ですね。
　高木　そうです。
　山内　現実問題として、LDHという
のはいろいろな臓器が出すということ
が知られているわけですが、先ほどの
AST、ALTとの関係からいくと、肝臓
が主体というふうに見てよろしいので
しょうか。
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　高木　肝臓が主ですが、そのほかに
赤血球、心筋、それから筋肉、骨格筋
にも存在します。ですから溶血性貧血、
心筋梗塞、筋ジストロフィーではLDH
が高くなります。
　山内　そうすると、アイソザイムの
測定というのは大事ということですね。
　高木　そうですね。アイソザイムは、
LDHにつきましては、HとM（heartと
muscle）という２つのサブユニットが
ありまして、それの四量体ですので、
全部で５つのアイソザイムがあります。
LDHの１というのは主に心筋に特異性
がありまして、LDHの５が肝臓に特異
性があります。
　山内　比較的ありふれた検査指標で
すが、それでも、例えば乳幼児であえ
て測るわけですから、何か病気を疑っ
ているときだろうということですので、
アイソザイムで確認するという作業は
非常に重要と考えてよろしいわけです
ね。
　高木　そうだと思います。LDHにつ
きましては、血液疾患、それと骨格筋
の疾患、筋ジストロフィーなどが疑わ
れた場合にアイソザイムを検査すると
思います。
　山内　子ども相手の検査になります
から、独特の落とし穴みたいなものは
何かないのでしょうか。
　高木　あります。それは乳幼児です
と採血が非常に難しい。ときに、機械
的な溶血を起こします。赤血球には血

漿の200倍ぐらいのLDHがありますの
で、溶血をしますと、LDHが少し高め
になります。
　山内　そこのあたりは本当に要注意
ということになりますね。
　高木　そうですね。
　山内　次にアルカリホスファターゼ
のほうに移らせていただきます。こち
らのほうもいろいろなタイプがあるか
と思いますが。
　高木　アルカリホスファターゼにつ
きましては、６つのアイソザイムがあ
りまして、１が肝・胆管細胞の膜に結
合しているアルカリホスファターゼ、
これは閉塞性黄疸で出現しますので、
健康のときには見つかりません。２が
肝由来でして、これは健康な患者さん
でも出現します。３が骨です。骨芽細
胞から出てくるアルカリホスファター
ゼです。４が胎盤型。ですから、妊娠
しますと、アルカリホスファターゼ４
が増えます。５が小腸型でして、小腸
型はB型とO型の方が食事を取ります
と、小腸型のアルカリホスファターゼ
が出現します。だいたい10～20単位ぐ
らいは増えるといわれております。６
が、これはちょっと異常ですけれども、
免疫グロブリンと結合しているアルカ
リホスファターゼ。この６つですけれ
ども、健常人では肝臓と骨由来のアル
カリホスファターゼということになり
ます。
　山内　小児ですと、骨はかなり問題
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になりそうですね。
　高木　そうですね。骨芽細胞からア
ルカリホスファターゼが出ますので、
通常、成人のだいたい３～５倍ぐらい
の高値になります。
　山内　かなり成長の影響を受けると
いうことですね。LDHと同じような年
齢による変化といったもの、これはい
かがなのでしょうか。
　高木　アルカリホスファターゼにつ
きましては、骨芽細胞から出ると先ほ
ど申し上げましたけれども、だいたい

２～３カ月のところに一つのピーク。
それから、骨が成長する、男性ですと
だいたい12歳前後、女性ですと、それ
よりも少し若い10歳前後にアルカリホ
スファターゼのピークが認められます。
　山内　そうしますと、アルカリホス
ファターゼに関しましては、ある意味、
非常に成長の影響を受けやすいという
ことで、アイソザイムを測った場合に、
骨型ですと、少しの間様子を見るとい
うかたちになってしまいますね。
　高木　それで結構だと思います。

図　小児の基準値（ALP）

田中敏章、他：潜在基準値抽出法による小児臨床検査基準範囲の設定。
日本小児科学会雑誌　112：1117-1132、2008より図作成
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　山内　それ以外のものですと、子ど
もの場合、どういうものが特に問題に
なるのでしょうか。
　高木　子どもの場合ですと、ご存じ
のように、まず肝由来です。特に閉塞
性の障害の場合、肝疾患の場合にはア
ルカリホスファターゼの先ほど申しま
した１が増えてまいります。それから、
非常にまれですけれども、悪性腫瘤で
す。悪性腫瘤につきましては胎盤由来
のアルカリホスファターゼが増えるこ
とがあります。胎盤由来のものは熱に
強いのですけれども、これは種の保存
ということから考えても合理的です。
熱に強い胎盤由来のアルカリホスファ
ターゼが増えてくるのが特徴です。
　山内　そうしますと、アイソザイム

を測るというのはむしろ非常に重要と
いっていいわけですね。
　高木　そう思います。特に、アルカ
リホスファターゼが５倍以上に上昇す
ることはあまりありませんので、1,500、
1,600単位以上になりましたら、アイソ
ザイム分析をしていただいて、骨芽細
胞由来なのか、骨の成長に従っている
のか、そのほかの疾患、肝疾患や悪性
疾患に付随しているものなのかを検査
していただければと思っています。
　山内　むろん、関連する疾患マーカ
ーのほうのさらなる検索が必要になる
ということですね。
　高木　そうです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　小島先生、ご質問は、中耳フ
ァイバースコープの保険適用と正しい
適応疾患について教えてくださいとい
うことです。
　この先生は、実際に中耳ファイバー
スコープを使っておられるようですが、
まず中耳ファイバースコープの適応に
ついてお話しいただけますか。
　小島　中耳ファイバースコープとい
うのは、本来は鼓膜に穴のあいている
症例、いわゆる慢性中耳炎で、そこの
鼓膜の穴、穿孔を通じて、鼓室内、耳
小骨ですとか、あるいは鼓室内の粘膜、
こういったものを観察する目的で設定
されたものなのです。
　確かにこの内視鏡を用いますと、非

常に視野角が広くて、全体を見ること
ができますし、かなり近づけて見ます
と、詳細な検討ができます。また、記
録をすることも可能ですし、モニター
画面を見せて患者さんに説明すること
もできますから、非常にいい検査方法
だろうと思います。さらに、以前と比
較してよくなった、あるいは悪くなっ
たということも説明できるので、広く
使われている検査法です。
　林田　今のお話は、慢性中耳炎とい
うことだったのですが、ほかには病名
としては何がありますか。
　小島　真珠腫という病気があります
けれども、これも広く含めると慢性中
耳炎の一種です。鼓室の中の鼓膜に陥

中耳ファイバースコープ

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科准教授
小　島　博　己

（聞き手　林田康男）

　中耳ファイバースコープの保険適用と正しい適応疾患についてご教示ください。
　中耳ファイバースコープにて鼓膜所見を調べていますが、やたらと減点され
ます。「滲出性中耳炎」「耳管狭窄症」「急性外耳炎」等、耳内に異常のある診
断をつけても削除されます。唯一「中耳炎」または「中耳炎の疑い」だけ認め
られるようです。

＜東京都開業医＞
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凹、いわゆるへこみがあって、そこが
どんどん広がっていって、耳垢などが
たまっていくという病気なのですが、
その陥凹の奥がなかなかのぞけない。
こういう場合に内視鏡を入れて、その
奥を見るということは保険上もおそら
く問題ないだろうと考えます。
　林田　そうしますと、最初にこの先
生が請求しています滲出性の中耳炎、
あるいは耳管狭窄症、急性外耳炎とい
うのは、一般的にはどういうものを使
って検査をするのでしょうか。
　小島　いわゆる古くからあります耳
鏡です。昔は額帯鏡を用いて、反射す
る光で裸眼で見ていたのですけれども、
これだと、今の時代はほとんど役に立
たないだろうと思うのです。その次に
拡大耳鏡がありまして、充電式の電池
がついていて、レンズがあって拡大す
る。これはかなり有用です。さらに、
顕微鏡ですね。耳鏡を持って、顕微鏡
を当てて見る。こういうものが一般的
だろうと思います。
　林田　そうしますと、例えば拡大耳
鏡というと、これは保険請求としては
個別であるのでしょうか。
　小島　いえ、ありません。顕微鏡も
ありません。
　林田　ファイバースコープを使うこ
とは非常に便利で効率もいいというこ
とになりますと、中耳ファイバースコ
ープという名前は、なぜ中耳という名
前がついたのでしょうか。

　小島　そのいきさつは私にはわかり
ませんけれども、先ほど申し上げまし
たように、従来は耳鏡で見ていた。顕
微鏡で見るにしても、拡大耳鏡で見る
にしても、真っすぐしか見られないの
です。穴があいている鼓膜の裏側を見
るには限界がありました。ですから、
鼓膜穿孔のさらに奥を見たいという意
味で中耳のファイバースコープという
名前が決まったのだろうと思います。
　ただ、時代背景から、昨今ではAV
機器の発達も著しいですし、電子カル
テもあります。さらに、証拠を残すと
いう意味でも、写真、画像を撮影して
保存することは非常に大切だろうと思
いますので、どんどん使われる機会は
増えていくということになってきてい
るのではないでしょうか。
　林田　例えば、処置をするときに、
鼓膜のところにチューブを入れたり、
ドレナージを入れたりする。そのよう
な細かい操作をするときに、こういう
ファイバースコープの監視下でもって
行うことのほうが、非常に意味合いが
あるような気がするのですけれども。
　小島　処置に関していいますと、顕
微鏡を使うのが一般的です。というの
は、顕微鏡を使いますと、両手操作が
できるということになります。ただ、
外耳道が狭いとか、そういうような場
合は内視鏡でチューブを入れることも
実際に行われています。
　林田　実際に、これは保険適用の問
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題から外れてお話しいただきたいので
すが、この中耳ファイバースコープが
いわゆる外耳道も含めて有用であると
いうお話をいただけますか。先ほど少
しお話しいただきましたけれども。
　小島　重なるところもありますけれ
ども、非常に視野角が広くて詳細に見
られますから、外耳道から鼓膜までの
かなり詳細な観察ができるのです。で
すから、それを写真に撮る、あるいは
記録に残すということをすることをお
勧めします。
　林田　実際に中耳ファイバースコー
プの径はどのくらいですか。
　小島　だいたい一般的に使われてい
るのは2.7㎜ぐらいの直径で、長さが６
㎝ぐらいの硬性鏡を使うことが多いと
思います。あと、鼻用のファイバース
コープで直径が４㎜ぐらいのものがあ
るのですが、それも使うことが多いの
です。口径が大きいほうが画像がきれ
いに見えるということになります。
　林田　こういうふうにいろいろなス
コープを作ってくると、スコープのグ
レードアップといいましょうか、そう
いうものは、実際に使われている先生
方からごらんになって、ファイバース
コープの精度はどういうところをもう
少し上げてもらいたいか、そういう要
望は何かありますか。
　小島　現在のものでもかなりファイ
バースコープ自体は完成されたものに
近いだろうと思います。ただ、それを

ポータブルで使えるものですとか、よ
り明るく見えるものとか、こういうも
のをもっとコンパクトにして、完全に
持ち運びができ、往診や病棟などで使
えるようなものができると、かなり有
用だろうと思います。
　林田　私も専門外なのでいろいろ調
べてきたのですが、外耳道の中に異物
が入りますね。そうしますと、保険の
点数では、簡単なものと複雑なものの
２つに分かれているのですが、簡単な
ものは耳鏡などで簡単に取れるような
気がいたします。けれども、複雑なも
のとなると、先ほどいわれた顕微鏡と
か、それからこういうスコープという
ものが効果を発揮するような気がする
のですけれども、これはいかがでしょ
うか。
　小島　おっしゃるとおりだと思いま
す。特に、鼓膜に異物がくっついてい
るようなときですとか、異物で、虫な
ども多いのですけれども、そういうも
のを雑に取ると、鼓膜に穴があいてし
まいますので、鼓膜との関係をよく見
ながら、鼓膜を傷つけないように取る
ということが大切です。それには顕微
鏡なり内視鏡なり、拡大して、確実な
視野のもとに取るということが大切だ
ろうと思います。
　林田　中耳ファイバースコープの適
用拡大といいましょうか、いわゆる医
療保険のうえで適用拡大の要素という
のはだいぶありそうな気がするのです
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が、学会として少し適応用を広げよう
とか、あるいはもう少し処置の内容に
よっては中耳ファイバースコープの点
数、これも調べてまいりましたら、10
年以上、同じ点数なのですね。学会と
してこれを変えようとか、そういう動
きはあるのでしょうか。
　小島　私が申し上げる立場ではない
ので、今の時点では適用に従っていた
だくということしか言えないのですけ
れども、先ほどから申し上げています
ように、中耳ファイバースコープはか
なり有用な検査だということと、時代
背景が、これを設定したときと今とで
はだいぶ違いますので、そういう意味
で点数アップを考慮していただければ
と、一耳鼻科医として思います。
　林田　最後になりますが、中耳ファ
ィバースコープを使用したときの注意
事項、この辺をまとめていただけます
か。
　小島　特に、お子さんですと、不用
意に動いてしまったときに、外耳道な
り鼓膜を損傷してしまうおそれがある
ので、必ず片手で持って、片手の指を

患者さんの頭とか顔につけて固定する。
少しでも動く気配があるときはすぐ引
き抜くということが一番大切だろうと
思います。また、入れるときも、ちゃ
んとモニター画面を見ながら、外耳道
が曲がっている方も多いですから、外
耳道の曲がりに合わせて、そっと入れ
ていくということが大切だと思います。
　林田　中耳ファイバースコープへの
要望、こういうことがこうなるといい
なというのは何かありますか。
　小島　いろいろ見ながら処置ができ
るということで、鉗子もそうなのです
けれども、いい固定器具ですとか、ど
うしても片手操作になってしまいます
ので、その操作性をよくして、両手で
操作できるとか、そういうことができ
ると、今後もっと発展するのではない
かと思います。
　林田　洗浄機能を持ったり、吸引、
それから両手操作処置ができる、そう
いうチャンネルがつくと、さらにいい
ようになるということですね。
　小島　可能性はあると思います。
　林田　ありがとうございました。
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　池脇　玉置先生、網膜色素変性症は
特定疾患に指定された難病ですが、い
ったい、日本でどのくらいの方がこの
病気をお持ちなのか、基本的なところ
から教えてください。
　玉置　まず、この病気は網膜に異常
をきたす遺伝性の進行性疾患です。具
体的には、網膜を構成する細胞のうち、
視細胞の光を受容したり、伝達する等
の物を見るための基本的な機能に関与
する遺伝子や、あるいは視細胞自体が
生存、維持していくのに必要な遺伝子、
これは単一ではなく、数十種類の原因
遺伝子が今のところ報告されています
けれども、その遺伝子の異常が原因で
起こる疾患です。
　視細胞には錐体細胞と杆体細胞の２
種類のものがありますが、主として杆
体細胞のほうが変性、脱落をするとい

うことがまず起こります。
　池脇　錐体細胞、杆体細胞、それぞ
れどういう役割なのでしょうか。
　玉置　錐体細胞は明所視と申しまし
て、明るいところで細かい形や色を弁
別する、すなわち細かな文字を見たり、
視力が1.0あるとかいうのは錐体細胞の
働きで、杆体細胞は暗所視と申しまし
て、暗いところで、非常に感度は高い
のだけれども、形のみを弁別するとい
う働きです。したがいまして、この病
気で最初に杆体細胞が障害されますと、
夜盲が初発症状として起こることが非
常に多く、それがさらに進行していき
ますと、視野の狭窄が起こる。病気が
さらに進行して、錐体のほうも障害さ
れますと、視力が障害されるという経
過をたどるのが一般的です。
　池脇　視力が障害されれば、患者さ

網膜色素変性症

東京大学感覚・運動機能医学講座准教授
玉　置　泰　裕

（聞き手　池脇克則）

　網膜色素変性症の経過、予後、日常生活の留意点、治療（ES細胞治療も含め）
についてご教示ください。

＜宮城県開業医＞
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ん自身も病院に来られると思うのです
けれども、夜盲というのはどうなので
しょうか。患者さんはそのぐらいの症
状で受診されるものなのでしょうか。
　玉置　受診されるきっかけですけれ
ども、むしろご自身で夜盲の段階で気
がつかれて診断されるということは比
較的少ないかと思います。ただ、視野
障害の程度によりましては、非常に進
行して視野の狭窄を伴うようになりま
すと、やはり日常生活に不自由を感じ
ますので、それで受診されることもあ
ります。けれども、先ほど申しました
ように、これは遺伝性の疾患ですので、
初期の場合は、どなたか血縁の方が診
断されて、その家系調査を行った際に
診断されるということもあります。
　池脇　遺伝性疾患ということですが、
どういうタイプの遺伝なのでしょうか。
　玉置　原因の遺伝子が、今わかって
いるだけで数十種類ありますので、遺
伝形式も様々で、常染色体劣性遺伝で
すとか、常染色体優性遺伝、あるいは
X染色体劣性遺伝など、様々な形式を
たどります。遺伝傾向がある方は約50
％とされています。孤発例も少なくあ
りません。最近では血族結婚の減少に
よりまして、孤発例が多くなっている
という傾向が指摘されております。
　池脇　比較的まれな疾患と考えてよ
ろしいのでしょうか。
　玉置　頻度としましては、約4,000～
8,000人に１人とされております。

　池脇　進行にも個人差が大きいよう
ですが、原因遺伝子が何かということ
が、進行のばらつきの原因なのでしょ
うか。
　玉置　そうですね。一番はそういう
ふうに原因遺伝子が多様であるという
ことが原因ですけれども、家系内の発
症であったとしても進行度や重症度が
違うということもあります。一般的に
は、10代で夜盲を自覚されるようにな
って、それがだんだん視野狭窄、視力
障害と進んで、50代で高度な視力障害
に陥るということが多くありますけれ
ども、逆に30～40代ぐらいで健診等で
初めて診断されて、生涯にわたってそ
れほど不自由なく過ごされるという方
も少なくありませんので、この病気だ
と診断されたからといって、必ず失明
してしまうということではないという
ことです。
　池脇　診断に関しては、眼科専門医
にゆだねられるわけですけれども、ど
のようにして診断されるのでしょうか。
　玉置　これは厚生労働省の特定疾患
ということで、診断基準というものが
決められているのですけれども、要点
を申し上げますと、６つの基準があり
まして、１つ目は進行性の病変である。
２つ目は、自覚症状、先ほど申し上げ
た夜盲、視野狭窄、視力低下の１つ以
上。３つ目は眼底所見として、特徴的
な網膜血管狭小化ですとか、骨小体様
色素沈着等、幾つかあるのですが、そ



48（208） 

のうちの２つ以上。４つ目が網膜電図
という検査で振幅が低下または消失し
ている。５つ目が蛍光眼底造影という
造影検査による過蛍光という特徴的な
所見。６つ目は炎症性や続発性のもの
を除外するということで、それらすべ
てを満たすものを特定疾患としてこの
病気と診断することになっております。
　池脇　質問では、日常生活でどう注
意したらいいかということで、治療法
とも関係してくるのですが、いかがで
しょうか。
　玉置　日常生活の注意点として、こ
の病気の特徴は、初期には夜盲や視野
狭窄が症状として出るけれども、視力
は障害されていないという状態が比較
的長く続きます。
　池脇　錐体細胞が比較的保持される
からということですね。
　玉置　はい。そうしますと、視力は
非常に良好ですので、例えば車の運転
免許は視力だけで免許の更新基準が決
められておりますので、車の免許は視
力検査で更新できるのだけれども、視
野が狭かったり、特に夜間の運転は夜
盲がございますので、車の運転には注
意が必要であるということになります。
　池脇　光が病気を進行させるという
ようなことはないのでしょうか。
　玉置　一般的に、日常生活の光もあ
るのですけれども、特に注意が必要な
のは、病気の合併症で、例えば白内障
になったようなときに、これは若くし

て白内障を起こしやすい病気ですので、
手術の適応にはなるのですけれども、
手術に際しては、手術の顕微鏡の光の
ような非常に強い光を短時間で浴びる
ことによって、この病気自体が進行し
てしまわないように、注意して手術を
するということが必要になります。
　池脇　今お聞きしたのは、遮光眼鏡
をかけると聞いたことがあるものです
から、できるだけ光は避けたほうがい
いのかなと思いまして。
　玉置　日常生活におきましても、強
い光が当たるのを避けるということは、
羞明感等を防ぎ、見やすいということ
にもつながりますので、遮光眼鏡等を
使うということが一般的に行われてお
ります。
　池脇　治療については根本的な治療
法はないのだろうと思いますが、ビタ
ミンA治療はどうなのでしょうか。
　玉置　治療としての根本的な治療法
は今のところ残念ながらありません。
補助的な、進行を少しでも遅らせる試
みとして、今おっしゃったビタミンA
の内服ですとか、そのほかにも暗順応
改善薬、あるいは循環改善薬等の投与
が現実に試みられているのですけれど
も、効果としては残念ながら科学的に
確実に立証されたものではありません。
　池脇　最後に、最新の治療法という
ことに関してはどうでしょうか。
　玉置　この病気は、今までは根本的
な治療法がなかったのですけれども、
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最近になりまして幾つかの新しい治療
法が研究されております。主なもので
も遺伝子治療、神経保護療法、人工網
膜、再生医療の４つがあります。
　遺伝子治療については、欧米でこの
病気の類縁疾患に対して正常な遺伝子
を導入するという臨床試験が少数例行
われて、今後さらに検討は必要ですけ
れども、一定の効果が得られたという
中間報告がなされています。
　神経保護療法としましては、神経保
護因子を目の中で徐放するカプセルを

留置して効果を見る試験が行われたり、
あるいは人工網膜に関しましても、1990
年代から臨床試験が徐々に始まってお
ります。
　再生医療につきましては、ES細胞、
iPS細胞を用いまして、健常な視細胞
を作って移植するというコンセプトで、
様々な動物実験が行われており、今後
の発展、臨床応用が待たれるという段
階です。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　大西　葛谷先生、「高齢者における
薬の使い方」というテーマでおうかが
いしたいと思います。
　まず総論としまして、高齢者の薬物
治療の問題点といいますか、どういっ
た点に注意したらいいかということを
教えていただけますでしょうか。
　葛谷　いろいろあると思うのですけ
れども、大きく２つあげるとすると、
１つは高齢者の場合はお薬の代謝が若
い人に比べると遅くなっておりますの
で、薬物動態のことを考えながら投与
する必要があるということと、もう一
つは多くの病気を抱えて、多くの診療
科がお薬を出しておられるケースがあ
るので、いわゆる多剤投与が大きな問
題といえると思います。
　大西　ご高齢の方に慎重に気をつけ
て投与する薬というのもいろいろリス
トアップされているわけですね。
　葛谷　そうですね。
　大西　例えばどういう点に注意した
らよろしいですか。
　葛谷　例えば夏になりますと、脱水

が多い季節です。高齢者の場合は若い
人と違って、食欲がなくなると水も飲
まなくなるのです。そういう状態にも
かかわらず、心不全で利尿剤をお使い
になっている方は、利尿剤を飲んで無
理やりおしっこを出すわけですので、
脱水になりやすいということが目立ち
ます。
　また、降圧剤なども、夏はただでさ
え血圧が下がりぎみなところに、冬と
同じ量の降圧剤を飲んでいると、血圧
が下がり過ぎることがあり、ふらつい
てしまうということにもなりかねませ
ん。
　あとは、糖尿病のお薬もそうです。
食欲をなくしているにもかかわらず、
まじめに糖尿病の薬を飲んでいると、
あたりまえのことですけれども、低血
糖になってしまうことがあります。細
かいことですけれども、高齢者に対し
て薬物療法というのは注意をしなけれ
ばいけない点がたくさんあると思いま
す。
　大西　季節とか食事の量とか、いろ

後期高齢者を診る（Ⅱ）

名古屋大学老年内科教授
葛　谷　雅　文

（聞き手　大西　真）

高齢者における薬の使い方
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いろなことに気をつけなければいけな
いということですね。
　葛谷　そうですね。あとは、よく高
齢者は夜眠れないという訴えがござい
ますので、先生方もよく睡眠薬、また
は時によって、認知症の周辺症状に対
して抗精神病薬を出さなければいけな
いというケースがあると思います。そ
うすると、それらの薬剤により、夜中
にふらついてしまったり、それが転倒
の原因になって骨折に至るというケー
スも往々にしてあると思います。
　大西　睡眠薬の使い方もかなり気を
つけないといけないということですね。
　葛谷　高齢者では不眠の訴えが非常
に強いですけれども、ただ、量が多い
とか、作用時間が長いようなお薬は、
朝起きたときとか、夜中にトイレに行
ったときに、ふらつきの原因になると
思いますので、極力避けることが必要
だと思います。
　大西　NSAIDsなどもよく使われま
すが、高齢者で気をつけなければいけ
ないところがありますか。
　葛谷　NSAIDsは今は市販薬もあり
ますし、高齢者では腰痛、膝痛など疼
痛を引き起こす疾患を多く抱えており
ますので、ついつい飲み過ぎてしまっ
て、胃潰瘍を起こして、急激に貧血が
進むとか、最近は胃潰瘍だけではなく
て、消化管全体の潰瘍のリスクにもな
っているようです。投与するときには、
予防するお薬を出しながら慎重に投与

するとか、細かな注意が必要だと思い
ます。
　大西　高齢者の方というのは、いろ
いろな疾患を持っていて、様々な薬を
飲んでいたり、複数の病院にかかって
いたり、複数の科にかかっていること
が多くて、処方の種類とか数とか、そ
の辺もけっこう問題になってきますね。
　葛谷　大きな問題だと思います。お
一人の先生がすべて自分で診ていれば
薬の調整もできると思うのですが、多
数の先生方がかかわっていると、その
調整が難しいときがあります。ある先
生が出された薬と、別の先生が同様の
薬効の薬をかぶせて出していたり、逆
に相反する作用のお薬が出ていたりす
るケースも往々にしてありますので、
本当をいうと、どなたかがお一人、責
任をお持ちになってお薬を調整してい
くということも大事だと思います。
　大西　ホームドクターがいて、あと
は専門家がいて、お薬手帳なども活用
しながら、十分情報を共有しないとい
けないですね。
　葛谷　それが最も大事だと思います。
同じ薬効の薬がかぶって出ていたとい
うことは何も珍しいことではなく、本
当によくあると思います。先ほど先生
がお話しになったNSAIDsも複数の診
療科で処方されることがあります。最
近の私の経験ですと、ある先生から「元
気がないから診てくれ」といわれた患
者さんで、採血して、血液データを見
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ると、カルシウムが高いのです。調べ
てみると、依頼をされた先生も活性型
ビタミンDを処方しておられ、別の診
療所の先生も出していたということで、
大量にビタミンDが入っていたケース
がございましたので、個々の先生方の
処方をだれかが監視するということが
大事だと思います。
　大西　処方の数自体も、可能なかぎ
り少ないほうがいいといわれているの
ですね。
　葛谷　そうです。コンパクトにしな
いと。あとは、たくさんお出しになっ
ても、飲めない可能性があるというこ
とです。アドヒアランスも大きな問題
だと思います。
　大西　確かに、こちらは処方したつ
もりでも、実際、患者さんがお飲みで
ない場合、あるいは量を間違えている
場合とか、高齢者の方は間違いやすい
ですよね。
　葛谷　ほんとにそのとおりですね。
　大西　そのあたりはどのようにした
らよろしいですか。
　葛谷　これは本当に大事なことで、
患者さんが、先生方がお出しになった
お薬を飲む能力がまずあるかどうかと
いうことを判断しなければいけないと
思います。身体機能障害というのは、
先生方が診ればおわかりですが、実は
けっこう認知機能障害が隠れているケ
ースがあって、先生方の診察だけでな
かなかそれが把握できないことがござ

います。恥ずかしながら、私どもの外
来でも経験しておりまして、認知症と
は別の病気で外来で経過を見ていたと
きに、あるとき患者さんの家族から「実
は先生、おばあさんのお薬箱を見ると、
こんなにたくさん余っている。どうも
飲めていないようだ」と報告を受けま
して、「あっ」と思って、認知症の検
査をすると、しっかり認知機能障害が
あったということがありますので、飲
む能力、服薬を管理する能力があるか
どうかということを把握してあげるこ
とが重要ですね。
　もし軽度の認知症であっても、お薬
の処方の仕方を先生方は考える必要が
あると思います。そういう高齢者に、
例えば朝・昼・晩の食前・食後、また
眠る前の７回服用というのはとても無
理だと思いますので、処方をシンプル
にしてあげる必要がありますし、でき
るならばご家族の方で服薬管理をお願
いする人を決める必要があると思いま
す。
　大西　ご家族の協力が非常に重要で
すね。
　葛谷　協力が必要ですね。ただ、最
近ひとり暮らしの高齢者も多いですの
で、なかなか家族の協力が得られない
ケースもありますので、そういうとき
は、処方の仕方を先生方に考えていた
だいて、シンプルにするということと、
あとは一包化にしていただいて、朝は
この袋だけとか、そういうかたちで処
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方を考えていただくというのも重要な
ことだと思います。
　大西　ちょっと副作用が出てしまう
ケースもあるかと思うのですけれども、
それを早く見つけるにはどうしたらい
いですか。
　葛谷　これは先生方もすでにやって
おられると思うのですが、定期的なモ
ニタリングをすることが重要だと思い
ます。それは症状だけではなくて、ほ
かの副作用のモニタリングもこまめに
やっていただくということが必要です。
　あとは、患者さんに飲み忘れのこと
をいっていただくような、信頼を得る
ということも重要かと思います。患者
さんが、お薬を飲めていないというの
はやはり嫌悪感を感じておられますの
で、先生に悪いなと思っている半面、
いうと怒られるのではないかと心配し
ておられます。ですから、先生方がう
まくそこを聞き出して、ご自分が処方
された薬を本当に飲んでもらっている
かどうかということを確認されるとい
うことが非常に重要だと思います。
　大西　特に、認知症の方も増えてい
らっしゃいますので、そういう方にど
ういうふうに服薬指導をするか、ご家
族も含めて、これから非常に大変だと
思うのですけれども、そのあたりは何
か工夫がありますか。
　葛谷　認知症の程度にもよりますが、

認知症を抱えておられる方がいたら、
極力家族の方とお話ししていただいて、
家での服薬の状況であるとか、症状の
変化であるとか、そういう情報を聞き
出す努力というのは必要だと思います。
もしどうしてもご家族に来院いただけ
ないときは、こちらから積極的に電話
などで連絡を取らせていただいて、「お
ばあさんのお薬箱はどうなっています
か」とか、「家での症状はどうですか」
とか聞いてみることが必要ですね。え
てして患者さんはいいことしかいわな
いことがありますので、家での状況を
把握していただくというのが重要だと
思います。
　大西　睡眠薬なども間違えてちょっ
と飲み過ぎて、意識障害で救急に来る
方も時々いらっしゃいますね。
　葛谷　そうですね。あってはならな
いですけれども、お薬の貸し借りとか。
　大西　そういうのもありますね。
　葛谷　この薬いいから飲みなさいと
か、全然知らない隣のおばさんにあげ
たり、そういう行為も患者さんには十
分注意する必要があると思います。
　大西　その患者さんのことをよくわ
かっている主治医の存在というのは非
常に大きいということですね。
　葛谷　大きいと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　認知症の原因と鑑別診断を中
心に飯島先生におうかがいします。
　認知症と一口にいっても、いろいろ
あるということで、どんなものが代表
的なのでしょうか。
　飯島　頻度としては、アルツハイマ
ー型認知症（アルツハイマー病）が最
も多いと思います。それから血管性認
知症、この２つでおおよそ８割ぐらい
は占めるのではないかと思います。最
近では、これに加えて、レビー小体型
認知症という疾患が非常に注目されて
おります。
　齊藤　病態には、どういった差があ
るのでしょうか。
　飯島　アルツハイマー型認知症とレ
ビー小体型認知症は、いわゆる変性性
の認知症ですので、いつの間にか始ま
って、ゆっくりと、しかし非常にステ
ディに、着実に進行していくというの
が特徴かと思います。
　アルツハイマー病の場合には、何と
いっても、もの忘れ、記憶の障害が最
初に出てくる症状です。

　血管性認知症の場合には、基本的に
血管障害に伴って起こってきますので、
血管障害に伴うような運動機能の障害
であるとか、言語の障害であるとか、
あるいは嚥下の障害であるとか、そう
いったいわゆる神経症候を一緒に伴っ
てくるということが非常に重要かと思
います。
　齊藤　ちょっとしたもの忘れなのか、
認知症なのかの診断はどうすればいい
のでしょうか。
　飯島　そこは実は非常に難しいとこ
ろで、どこまでが生理的な、いわゆる
年のせいでだれでも記憶力が低下して
くるわけですけれども、そういったも
のなのか、どこからが病気なのかとい
うことをはっきりと線引きするのは非
常に難しいということになってきます。
　ただ、認知症とはっきり診断する場
合には、そういった記憶の障害だけで
はなくて、それが日常生活に実際にい
ろいろな支障を来すようになる、ある
いは、社会生活にいろいろな問題が起
こってくる、そういうところまでいっ

後期高齢者を診る（Ⅱ）

筑波大学人間総合科学研究科教授
飯　島　　節

（聞き手　齊藤郁夫）

認知症の原因と鑑別診断
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て初めて認知症と診断するということ
になっております。ですから、年をと
ってもの忘れが増えてきたというだけ
では必ずしも認知症とはいえないとい
うことです。
　齊藤　日常生活の調査には質問票な
どを使うのでしょうか。
　飯島　そうですね。幾つかスクリー
ニングのための質問紙のようなものが
あって、日本で最も有名なのが長谷川
式、現在では改訂版になっていますの
で、HDS-Rというふうに呼ばれていま
す。あと、国際的にはMMSE（Mini 
Mental State Examination）というも
のがよく使われていて、それでまずス
クリーニングするということから始め
ます。
　齊藤　ご本人とご家族、両方の所見
が必要なのでしょうか。
　飯島　そのとおりです。それが非常
に大切な点だと思います。大きく分け
て、ご本人がもの忘れを心配して受診
される場合、それからご家族が非常に
心配されて連れてこられる場合の２つ
あるわけです。ご家族が心配されて連
れてこられる場合には、実は本当は大
したこともないのに、ご家族のほうが
過大に評価して、認知症だと決めつけ
てしまうような傾向がありますので、
ご家族の話をうかがうだけではなくて、
あくまでもご本人の話をしっかりうか
がうということが非常に大切かと思い
ます。

　齊藤　そういったような症状、その
中では当然既往歴等々、全体像が重要
になるのでしょうか。
　飯島　そのとおりです。まず一番大
切なことは、そもそも本当に認知症な
のかどうかということをしっかり鑑別
することです。年をとってまいります
と、いろいろな全身疾患が増えてまい
ります。あるいは、いろいろな薬を飲
んだりすることもある。そういうこと
によって、実際には認知症ではないの
に、認知症のように見えてしまう場合
がたくさんありますので、それを最初
にしっかり鑑別しておくということが
大事です。
　一番注意しなくてはいけないのは薬
です。いろいろな向精神薬、たとえば
睡眠導入薬であるとか、あるいは抗不
安薬のようなもの、それから抗コリン
作用を持った薬、そういったものによ
っても認知機能が障害されたり、ある
いはせん妄のような症状が出たりしま
すので、それは必ずチェックしておか
なくてはいけないと思います。
　あとは、うつ病です。年をとってか
ら生じてくるうつ病では、いろいろな
記憶の障害であるとか、作業能率の低
下であるとか、そういうものが非常に
目立ってきて、あまりメランコリック
な症状が表に出ないということがあり
ますので、これも必ず忘れてはいけな
いものだと思います。
　あとは、甲状腺機能低下症のような、
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いろいろな内科的な疾患、代謝異常、
そういったものをしっかり鑑別したう
えで初めて認知症かどうかという話に
進んでいくわけです。
　齊藤　そういうことで、一歩進んで、
検査に入ろうということになると、こ
れはどういう検査をやっていくのでし
ょうか。
　飯島　一つは、今申し上げたような
全身疾患をルールアウトするための血
液検査、もの忘れ外来の検査で、貧血
があって、癌が見つかったりするよう
なこともあります。そのほか、頭の検
査としては、現在は何といっても画像
診断が非常に大事で、CTもしくは
MRIを撮ります。それから、認知症の
中の鑑別ということになってきますと、
例えばSPECT（single-photon emission 
computed tomography）のような、機
能画像といわれるようなものも必要に
なってくるかと思います。
　齊藤　CT検査では血管性のほうは、
はっきりするということなのでしょう
か。
　飯島　そのとおりです。多かれ少な
かれ、梗塞巣であるとか、あるいは陳
旧性の出血巣であるとか、びまん性の
白質病変であるとか、そういったもの
があれば血管性認知症を強く疑うこと
になります。
　齊藤　CTでうまくわからない、陽
性に出ない、その辺からアルツハイマ
ー病などに向かっていくということで

いいのでしょうか。
　飯島　そうですね。もちろん、並行
して両方、常に考えていきますけれど
も、アルツハイマー病やレビー小体型
認知症では、そういった血管障害、も
ちろんそれを伴うこともありますので、
そのあたりは難しいのですけれども、
原則として運動機能障害がないとか、
大きな血管障害がないとかいうことが、
アルツハイマー病あるいはレビー小体
型認知症の特徴ということになります。
　齊藤　アルツハイマー病の早期診断
で何か新しい検査があるということで
すが、どうでしょうか。
　飯島　最近は、MRIであるとか、あ
るいはSPECTの所見を統計学的にコ
ンピュータで解析して、特定の部位の
代謝が低下しているとか、あるいは特
定の部位の萎縮が早く進んでいるとか
いうことをかなり正確に調べられるよ
うになってきています。
　さらに最近では、アルツハイマー病
というのは脳内にアミロイドという物
質がたまるわけですけれども、そのア
ミロイドを PET（positron emission 
tomography）を使って画像化するとい
う研究も行われています。
　齊藤　今はまだ研究段階で、特殊な
人間ドックみたいな形でやっているの
でしょうか。
　飯島　MRIの画像解析などはもうす
でにかなり普及していると思います。
　齊藤　今、レビー小体型認知症、そ
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れとアルツハイマー病の両方が残った
ということで、この鑑別には、どうい
った点があるでしょうか。
　飯島　レビー小体型認知症というの
は、レビー小体という、パーキンソン
病のときに中脳の黒質にたまる異常な
構造物が大脳皮質全体に生じてくると
いうのが病理学的な特徴です。そのた
めに、レビー小体型認知症では、パー
キンソン病のときに見られるような所
見、パーキンソニズム、自律神経障害、
さらに特徴的な症状としては、幻覚、
特に実際にはないものが見えてしまう
というふうな幻視が非常に特徴的です。
　齊藤　レビー小体型もかなり頻度と
してはあるということですか。
　飯島　比較的最近になって確立され
た疾患なので、まだあまり注目されて
いませんけれども、実はアルツハイマ
ー病に次いでかなり多い。あるいは、
従来アルツハイマー病と診断されてい
た中にかなりレビー小体型認知症もま
じっているのではないかと考えられて
いますので、非常に重要ではないかと
思います。

　齊藤　治療はどうなりますか。
　飯島　ご承知のように、アルツハイ
マー病に関しては、現在、４種類の薬
が認可されております。そのうち、ア
リセプトに関してはレビー小体型認知
症でも効く場合があるといわれていま
す。ただし、これはまだ正式には認可
されてはいません。
　齊藤　その４種類を使って進行を抑
えるということなのでしょうか。
　飯島　少なくとも症状をある程度抑
えることはできます。ただ、本当に進
行を抑えているのかどうかというと、
ちょっと難しいところかなと思います。
　齊藤　治療の問題点はどんなところ
でしょうか。
　飯島　確かに薬としては４種類出て
きたわけですけれども、実際には薬で
治療できる部分というのは認知症全体
のごく一部であって、むしろ日常生活
であるとか、あるいは生活の環境を整
える、あるいはご家族に対する指導で
あるとか、そういったものが非常に大
切だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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　大西　旭先生、「認知症の長期フォ
ローアップと介護」というテーマでお
話をうかがいたいと思います。
　まず、認知症、特にアルツハイマー
病が日本では最近増えてきているので
しょうか。
　旭　今、160万人とも170万人ともい
われておりますけれども、実際にはそ
れの２倍ないし３倍、400万人、500万
人くらいいるといわれる認知症専門の
先生もいらっしゃいます。予想以上に
増えてきているというのが現状ではな
いかと思います。
　大西　非常に高齢化社会が進むのに
伴って、アルツハイマー病も相当増え
てきているということですね。
　旭　そうですね。
　大西　アルツハイマー病の診療の一
つのエポックといいますか、新しい薬
剤が出てきましたね。
　旭　1999年発売の塩酸ドネペジルで
すね。アメリカではそれ以前にレーガ
ン元大統領が服用されたことで有名に
なりましたけれども、日本では、日本

発の薬でありながら発売が遅れました。
　大西　それによって非常に様相が変
わってきたと考えてよろしいでしょう
か。
　旭　そうですね。塩酸ドネペジルと
いうのは、認知症の早い段階の人に有
効だということで、アルツハイマー病
の初期診断というのが非常に重要視さ
れるようになりました。その後全国的
にもの忘れ外来などが増えてきていま
す。
　大西　初期はそういったもの忘れみ
たいな症状で見つかってくることが多
いのでしょうか。
　旭　そうですね。
　大西　そういう薬ができて、その後、
そういう患者さんが非常に増えてきて、
介護保険などに入ってくる患者さんも
増加してきたのでしょうか。
　旭　そうですね。2000年に介護保険
が始まって、全国の市町村の介護支援
課のほうに申請する認知症高齢者が増
えて、全国的に認知症がこんなにも多
いのかということで、非常に注目され

後期高齢者を診る（Ⅱ）

旭神経内科リハビリテーション病院長
旭　　俊　臣

（聞き手　大西　真）

認知症の長期フォローアップと介護
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るようになりました。
　大西　日本の現状というのは、諸外
国と比べて何か特徴みたいなものはあ
りますか。
　旭　それまでは、日本は欧米と違っ
て、認知症の中でも、脳卒中に関連し
て発症する血管性認知症が多いといわ
れていたのですけれども、最近は欧米
と同じように、アルツハイマー病が増
えて、現在では全認知症の約半数がア
ルツハイマー病といわれるようになり、
欧米と大きな差がないということがわ
かってきました。
　大西　最近ではさらに新しい薬が出
てきたと聞いていますが、そのあたり
の状況はいかがでしょうか。
　旭　ちょうど昨年、震災があったた
めにちょっと遅れたのですけれども、
３種類の新薬が同時に発売されました。
３剤のうちの２剤は、最初の塩酸ドネ
ペジルと比較的作用機序が似ているの
ですが、もう１剤のメマンチンという
薬は、かなり重度のアルツハイマー病
の人にでもある程度有効だということ
で、発売される前から認知症高齢者の
ご家族などは、かなり期待されていた
ということがあります。
　大西　そうしますと、そういった薬
がこれからかなり広まってくるだろう
というふうに予想されるわけですね。
　旭　はい。
　大西　実際のところ、いろいろなデ
ータから、かなり期待できるのでしょ

うか。
　旭　アメリカなどの治療効果と日本
での治験の結果、塩酸ドネペジルと併
用して重度の人にも使えるということ
で、かなり期待ができるのではないか
と思われます。
　大西　重度のアルツハイマー病とい
うお話が出ましたけれども、アルツハ
イマー病もかなり初期の段階から、中
期、後期、末期というふうに、いろい
ろ分けられると思いますが、それぞれ
で対応が違うかと思うのですけれども、
まず初期の段階ではどのような対応に
なりますでしょうか。
　旭　できるだけ早く、癌と同じよう
に、早期に診断をつけるということが
重要です。初期に診断がついたら、治
療として薬物療法と、最近注目されて
いるのが、認知症リハビリテーション
です。リハビリは認知症にも有効だと
いうことで、短期集中リハビリが、３
年前に介護保険で認知症に適用されま
した。認知症のもの忘れもある程度改
善すると同時に、一番ご家族が困って
いる介護負担となる周辺症状もある程
度軽減する効果があるということで、
注目されています。初期の通所リハビ
リで運動療法および作業療法と薬物療
法を併用するとより効果があるといわ
れています。
　大西　運動療法も有効なのですね。
　旭　はい。
　大西　中期のアルツハイマーでどの
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ような対応を取ったらよろしいでしょ
うか。
　旭　中期になると、よくいわれてい
るような周辺症状といわれる不穏状態
になったり、徘徊とか、夜寝ないで騒
ぐなどの症状が出ます。そのためにご
家族、介護する人が大変だということ
で、いろいろ相談に来る方が多いです。
　大西　その場合の対応もなかなか難
しいと思いますけれども、そういった
場合は、精神科が関与したり、神経内
科も関与したりとか、いろいろあるの
でしょうか。
　旭　そうですね。この場合に非常に
重要になってくるのは、介護者に対す
る援助だと思います。ご家族は、急に
そういう症状が出てきたのを見ると、
非常に混乱して、どういうふうに対応
していいのかわからないのです。その
対応のよしあしによって、患者さんの
症状もよくなることもありますし、逆
に対応が悪いと、症状がより悪くなる
ということがあります。ご家族に病気
の状態をよく理解していただきたいと
思います。神経内科および精神科の専
門医としてご家族の介護のたいへんさ
についてよくお話を聞いて、アドバイ
スをするということが非常に重要かと
思います。
　大西　確かに介護の負担というのが
非常に大きな問題になっていますね。
さらに中期から後期になりますと、骨
折したりとか、整形的な問題もあるの

ですね。
　旭　はい。初期から中期まではわり
あい元気で、あちこち動き回り、遠く
まで行ってしまうこともあります。か
なり広範囲に動けるわけですけれども、
後期になってきますと、歩行がだんだ
ん悪くなって、転倒して骨折しやすく
なります。それで整形外科とか、我々、
リハビリの病院のほうに相談に来られ
る方が多いです。
　大西　その結果、寝たきりになって
しまったりとか、いろいろなケースが
出てきて、さらに進み、いわゆる末期
の状況といいますと、かなりADLも落
ちるというふうになっていくのでしょ
うか。
　旭　そのときもリハビリが重要です。
一時代前までは、転倒して骨折すると
動けなくなるわけですけれども、その
場合に、動き回って困るから、骨折し
ても、極端にいえば、骨折の治療とか
リハビリをやらないという考え方も一
部にあったのです。しかし、動けなく
なったら、急速に認知症が進行して、
家族の顔もわからないとか、寝たきり
になってしまうのです。骨折したら、
整形外科で手術をして、リハビリをや
って動けるようになると、また元気を
取り戻して認知症の周辺症状も改善す
ることがあります。
　大西　そういう場合も運動療法的な
リハビリになるのでしょうか。
　旭　運動療法や作業療法と、心理療
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法があります。心理療法としては、最
近の新しい記憶はどんどん薄れていく
のですけれども、長期記憶とか、長年
の自分の持った趣味活動とか、長年の
知識は保たれていますから、そういう
ことを取り入れた回想療法があります。
この療法は昔の古い記憶を話題にして
いろいろお話をすると、30年、40年昔
のことはよく話すことができます。
　大西　そうですよね。
　旭　そうすると、それが心理療法と
して精神的な安定につながる。また、
意欲を取り戻すという効果があるとい
われています。
　大西　そうしますと、いろいろなス
テージがあって、いろいろな科にもか
からなければいけないということで、

今後は密接な連携が非常に重要になる
のでしょうか。
　旭　そうですね。特に、さらに進ん
で終末期になりますと、飲み込みが悪
くなって誤嚥性肺炎、心筋梗塞、脳卒
中および癌などを合併すると、救急病
院にお願いしなければならなくなりま
す。
　大西　そちらはまたそちらで対応し
なければいけないということですね。
そうしますと、いろいろな連携が重要
になってくるということですね。
　旭　そうですね。それと終末期には、
飲み込みを改善するための嚥下リハビ
リや寝たきり予防のためのベットサイ
ドでのリハビリも重要です。
　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３月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、11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２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、糖尿病・動脈硬化の２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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　大西　鈴木先生、高齢の方の脳血管
障害の診療についておうかがいしたい
と思います。
　高齢社会を迎えて、非常に脳血管障
害が増えているように聞いているので
すけれども、現状はいかがでしょうか。
　鈴木　おっしゃるとおりです。わが
国では、社会の高齢化に伴って、特に
虚血性脳血管障害が非常に増えていま
す。新入院の患者の動態を眺めても70
代、80代が非常に多くなっております。
　大西　やはり虚血性脳血管障害の占
めるパーセンテージが非常に多いので
すね。
　鈴木　多くなっています。
　大西　出血性脳血管障害などは、そ
の一部という感じなのでしょうか。
　鈴木　脳出血自体、30～40年くらい
前には非常に多かったのですけれども、
性能の良い降圧薬が出てきたため出血
自体が減ってきています。そのかわり
に増えているのがアテローム血栓性の
脳梗塞、あるいは心房細動による心原
性脳塞栓で、とても多くなっておりま

す。
　大西　それでは、まず基本的なこと
から少しうかがいたいのですけれども、
高齢の方の脳血管障害の診断ですけれ
ども、まず症状ですが、典型的な症状
はいろいろあると思うのですけれども、
高齢の方の場合、少しわかりにくい場
合もあろうかと思いますけれども、そ
のあたりは何か注意する点はあります
か。
　鈴木　基本的には、青年・壮年層と
同じ現象が起こるわけですが、特に高
齢になってきますと、日常生活におい
てあまり動かれず、活動性が少なくな
ってきています。したがいまして、症
状が見つかりにくいということがある
かもしれません。発語が少なくなって
きた段階で、例えば失語症などが起こ
っても、なかなか気づかれない。ある
いは、睡眠時間が長くなっているよう
な方で、麻痺が起こっても、なかなか
はっきりそれが訴えられないなど、意
外に発見が遅れたりすることが多いの
で注意が必要です。特に昨今、ひとり

後期高齢者を診る（Ⅱ）

慶應義塾大学神経内科教授
鈴　木　則　宏

（聞き手　大西　真）

高齢者脳血管障害の診療
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暮らしの高齢者が多くなっていますの
で、発症して１日、２日たってから発
見されるというような悲しい例も増え
ています。
　大西　まず診断に当たって、画像診
断もいろいろ組み合わせるのでしょう
けれども、何か注意すべき点はありま
すか。
　鈴木　通常とは異なり動きが悪かっ
たりする場合は、まず脳卒中を疑って
いただいて、医療機関に搬送していた
だくことだと思います。診断自体は通
常の若い方の脳血管障害と同じように、
MRI、全身の血液の検査とか、リスク
ファクターなどを精査し、脳血管障害
の病型診断をしなければいけません。
　昨今多いのは心臓の問題です。心房
細動が非常に増えています。80歳以上
のご高齢の方は８割方、心房細動を持
っているといってもいい過ぎではあり
ませんので、心房細動に伴う心原性の
脳塞栓が非常に増えているということ
は注意しなければなりません。もし80
代の患者さんがいらっしゃるようなこ
とがあったら、まず不整脈の存在を疑
って心電図をとるということが大切で
す。
　大西　その場合の治療ですが、いろ
いろご高齢の場合は気をつけなければ
いけない点もあろうかと思いますけれ
ども、何か注意点はありますか。
　鈴木　基本的には、虚血性脳血管障
害の発症３時間以内であれば、tPAに

よる超急性期の血栓溶解療法という治
療法がございます。ですので、早期に
発見されて、搬送されていらした場合
は、このtPAを使うかどうかというこ
とになります。しかし、脳卒中の診療
ガイドラインでも明示されております
が、75歳以上の高齢者のtPA使用に関
しては適用を慎重に対応すべき、とい
う記載があります。ただし、合併症を
引き起こすリスクが検査によってクリ
アできれば、適用になると思います。
　もう一つは心房細動です。急性期の
治療は、今申し上げたような形で同じ
ですけれども、急性期を過ぎて、回復
期、リハビリ期になった場合に、次の
発作を抑えるためには、心房細動があ
る場合は抗凝固療法を行わなければい
けません。最近はダビガトランという
新薬が出てきましたけれども、まだま
だワーファリンによる抗凝固が一般的
だと思います。その場合は、コントロ
ールに血液凝固の指標であるINRのチ
ェックをしなければいけないのですけ
れども、特に70歳以上の非弁膜症性の
心房細動のある、脳梗塞あるいは一過
性脳虚血発作の患者さんでは、やや低
用量のワーファリンを使って、INRを
1.6～2.6ぐらいに抑えるべきである、と
推奨されています。したがって、INR
が2.6を超さないように、低めにコント
ロールすべきです。
　普通、若い方でしたら2.0～3.0という、
少しきつめで行うわけですけれども、
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高齢の方の場合はそれと異なるという
ことを念頭におかなければいけないと
思います。
　大西　脳梗塞が非常に増えていると
いうお話でしたけれども、リスクファ
クターとしてはどの辺が重要でしょう
か。
　鈴木　昔は高血圧症が多かったので、
ラクナ梗塞が多かったのですが、最近
は食の欧米化に伴って、動脈硬化に伴
うアテローム血栓性脳梗塞が増えてき
ています。それから、今申し上げまし
た心房細動に伴う心原性脳塞栓が多い
ということです。直接の原因を特定す
ると同時に、リスクファクターに何が
あるかというのをしっかり見極めて、
それに応じた治療なり予防をしていく
ということが非常に大切になってまい
ります。
　大西　やはり重要なのは糖尿病とか
高脂血症とか高血圧とか喫煙とか、そ
のあたりになるのでしょうか。
　鈴木　そうです。特に、動脈硬化を
助長するものは、排除しておくという
ことになると思います。
　大西　特にその中でも重要なリスク
ファクターはありますか。
　鈴木　まず「高血圧」がトップです。
その次は「高脂血症」です。昨今叫ば
れているのは、スタチンなどを使って
動脈硬化を抑えるとともに、スタチン
は内皮の機能を改善させる作用もある
といわれていますので、併用していく。

もちろん、「喫煙」を避けていただく
のは当然のことだと思います。
　それから「糖尿病」も、どの程度脳
梗塞のリスクになるかというのは、ま
だまだ不明の点があるのですけれども、
やはり耐糖能の低下があれば是正して
おくというのが脳梗塞予防の第１段階
ではないかと思います。
　大西　高齢の方では脱水などはいか
がでしょうか。
　鈴木　そうですね。特に夏場は脱水
が起こりやすく、高齢の方はトイレが
近くなるというので、お水を飲まない
方も多い。それで血液が濃縮されて脳
血管が詰まってしまうということもあ
ります。特に暑い夏などは水の補給に
留意されていないと、血液の粘度が高
くなるということがありますので、注
意しなければいけません。
　大西　先ほど脳出血はだいぶ減った
というお話でしたけれども、高血圧症
の治療がずいぶんよくなってきたから
減ったというふうに考えてよろしいで
しょうか。
　鈴木　そうですね。40年ぐらい前は、
脳卒中といえば脳出血が代表と考えら
れていました。日本の死因も脳卒中が
１位のことがありましたけれども、そ
れは脳出血が大きく寄与していたとい
うことになります。昨今、きわめて性
能のよい降圧薬がたくさん出てきてお
りまして、高血圧症の病初期から介入
されるようになってきたということで
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しょうか、脳出血は減ってきています。
ただ、脳梗塞のほうは漸増していると
いうことになりますので、やはり脳梗
塞においても高血圧が最大のリスクフ
ァクターということは明らかですので、
高血圧治療は予防の第一歩になります。
　大西　脳梗塞も、ひどい場合は寝た
きりになる場合もあるかと思いますが、
その辺も結構大きな問題になりますか。
　鈴木　そうですね。そうなりますと、
ご家族の負担、それから介護保険等々
の負担、身障者認定の申請ということ
で、医療費の増大につながりますので、
国家財政的にも脳梗塞、脳出血を起こ
させないための予防策が重要な課題で
はないかと思います。
　大西　予防もなかなか難しいと思う
のですけれども、高齢の患者さんには、
ふだんの生活をどのようにご指導され
ていますでしょうか。
　鈴木　やはり現役時代と同じように
体を動かしていただくということでし
ょうか。ご隠居様にならないで、しっ
かりいろいろな行動、活動に参加して
いただく。規則正しい生活をしていた
だくという、リズムをつけていただく。
そうしますと、血圧のコントロールな
どもきちんとついてきますし、体の代

謝も回転します。すなわち、リスクフ
ァクターを減らす方向に作用しますの
で、なるべく動く、ということだと思
います。
　大西　これからますます高齢社会を
迎える日本なのですけれども、この先、
脳血管障害を減らすための戦略はどう
考えたらよろしいでしょうか。
　鈴木　やはり若いころからリスクフ
ァクターを持たないことですね。壮年
期は仕事が忙しくて、健康チェックな
どは二の次だということになることが
多いと思うのですけれども、自分のウ
ィークポイントを若いころから知って
おくということ。それを極力是正して
おいて老年期を迎えるということにな
ります。加齢の変化というのは避けら
れませんので、それにプラスしての高
血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙などの
リスクを増やさないことが大切です。
　大西　アルコールなどはどうなので
しょうか。
　鈴木　アルコールは二面性がありま
して、心臓のイベントとかを減少させ
るということがあります。ただ、多量
に飲み過ぎますと、これは逆になり、
脳出血も脳梗塞も増えてきます。
　大西　ありがとうございました。
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