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　山内　巽先生、本日話題の痰は一般
の医家にとって非常によくお目にかか
る疾病ですが、文字どおりピンからキ
リまであるだろうと思われます。一般
的に痰といいますと、生体自らが出す
防御反応だという印象もありますので、
それを止めることの意義とか、あるい
は止めないほうがいい場合とか、まず
このあたりから少しお話をうかがえま
すか。
　巽　まず、痰はどこから出るかとい
う話からですけれども、気道というの
は、太い気道から、いわゆる末梢気道、
細い気道にかけて移行してきて、さら
にその先に肺胞があります。痰を出す
気道というのは、太いところなのです。
いわゆる末梢気道という細い気道は、
喀痰を出す組織がないのです。
　喀痰はどこから出るかというと、杯
細胞（goblet cell）と、もう一つ、気管

支腺の上皮から痰が産生されるのです。
痰は健康な人でも常に産生されていて、
気道の粘膜上皮の線毛が激しく動いて
いますから、常に上皮の上の排泄物と
いいますか、それが常に口腔のほうへ、
咽頭のほうへ向かっている。喘息とか
COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病
気の一番の問題点は末梢気道だといわ
れているのです。細い気道、ここは狭
くはなるのですけれども、痰は出ない
のです。痰が出る場所は太い気道であ
るという、そこの認識をまずされたら
よろしいかなと思います。
　健康な方でも、実は常に喀痰という
のは咽頭のほうに流れていまして、無
意識のうちに常に飲み込んでいるので
す。それがある一定以上の量になると、
喀痰を感じる。ないしは、粘膜の線毛
機能が落ちてくると、喀痰が残ってし
まう。上皮の上にとどまる時間が長く
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なると、それを感じるので、痰という
かたちで排泄すると思います。
　山内　まず、ありふれた例について
お話をうかがいたいのですが、いわゆ
る風邪、感冒でもおなじみのものです。
悪いものを出してしまうという作用か
らみて、必ずしも止めなくてもいいと
いうところも出てくるわけでしょうか。
　巽　止めないほうがいい。風邪は、
上気道炎から始まります。最初に鼻の
ほうがやられますので、副鼻腔ないし
は鼻腔に炎症が起こると、重力の関係
で、そこの分泌物が気道のほうへ流れ
ていくのです。上気道、つまり、鼻の
粘膜構造と、下気道といって、気管、
気管支の構造が極めてよく似ているの
です。不思議なことに、鼻のほうから、
喀痰ではないのですけれども、分泌物
が産生されると、胃のほうではなくて、
下気道のほうへ行くのです。そうする
と、例えば風邪を引いて鼻が詰まる、
鼻水が出るという人が、一部分泌物が
下気道に流れ込みますので、それが異
和感というかたちで痰になる。これは
止めてはいけないのです。止めるとな
ぜいけないかというと、そこが細菌の
すみかになるから、止めてはいけない。
　山内　痰が気になって、せき込んで
しまうとか、煩わしさを訴えるような
例に関して、一時的に使うコツ、例え
ば抗生物質を使うとか、何かそういっ
たあたりのものはいかがでしょうか。
　巽　呼吸器内科医は、原則としては

ひどい咳でないかぎりは咳止めは使わ
ない。空咳で本当にひどい場合は使う
のですけれども、実は咳止めというの
はあまり効果がはっきりしないところ
がありまして、それよりは去痰薬のほ
うが実際の効果がある。
　山内　去痰薬に関して、現存するも
のはそれなりの効果があると見てよろ
しいわけですね。
　巽　そうですね。これは一応呼吸器
内科医、あとは耳鼻科の先生方がだい
たい共通の認識を持っているのですが、
去痰薬はいわゆる副次的な存在と思わ
れているかもしれませんが、実際の臨
床効果があります。だから昔から延々
とみんなが使っていて、別になくなる
ことはないというか、皆さんが臨床的
な実感として「効いているな」という
感覚があるので使い続けている。
　山内　それに抗炎症薬のようなもの
を併用するのが、よくあるパターンで
すが。
　巽　そうですね。パターンとしては、
細菌感染症があると、喀痰というか、
分泌物の色が黄色になりますので、そ
のときは抗菌薬を併用する。白色の場
合は原則、細菌感染ではなくて、ウイ
ルス感染の場合が多いので、その場合
は去痰薬のみでもありです。
　山内　よく緑色という話も聞きます。
緑膿菌とはとても思えないのですが、
これはいかがなのでしょうか。
　巽　患者さんが緑色というふうにお

っしゃった場合は、白色に近い緑色の
場合と、黄色に近い緑色の場合とあっ
て、そのどちらかなのです。緑膿菌が
出るというのは本当にぐあいの悪い人
です。慢性気管支炎が重症化している
人とか、気管支拡張症が重症化してい
る人でないと緑膿菌は出ませんので、
緑色の痰が普通の健康そうな人から出
たという場合は、だいたい白に近い、
ちょっと緑色に見える、ないしは黄色
にちょっと近いのだけれども、緑に見
えるというのがほとんどだと思います。
　山内　この次がもう少し深刻なもの
になってまいりますが、慢性の肺のほ
うの病気、これはいわゆるCOPD中心
になりますが、癌などもあります。こ
ういうものへの対応になりますが。
　巽　去痰薬というと、特にCOPDに
おいてなぜ有効かという話になるので
すけれども、例えば去痰薬の代表であ
るムコダイン、カルボシステインとい
うのは、MUC５ACというものを減ら
して喀痰の産生量を減らすという作用
があります。もう一つ重要な作用とい
うのは、風邪ウイルスの感染予防にな
るのです。例えば、ライノウイルス、
インフルエンザウイルス、ウイルスは
気道の上皮にくっつく。その後、上皮
の中に入り込みますので、そのくっつ
くところを、実は接着因子というもの
をムコダインは抑えるのです。実は治
療をしながら予防もしているというの
がムコダインという薬のおもしろいと

ころなのです。
　山内　そうしますと、基本的にはわ
りに長期に使うというのが前提になり
ますか。
　巽　慢性呼吸器疾患では、例えば呼
吸器内科医だと長期的にムコダインを
出しているという場合もあります。あ
とは、よく見られるのは、耳鼻科の先
生方は、鼻が悪い場合、副鼻腔炎の場
合に、マクロライド＋ムコダインとい
うかたちで、試みられています。
　山内　COPDでは、最後、痰が出な
くて窒息死するという話がありますが、
これはありうるわけですか。
　巽　あり得ます。特に、COPDでも、
気管支喘息でも、いわゆる末梢気道と
いう細い気道が収縮してしまって、細
くなっていますので、そこに分泌物が
詰まってしまうということになります。
　山内　先ほどの太いところから、だ
んだん下に垂れ込んでくる。
　巽　それは多分ほとんどなくて、垂
れ込んでくるのは上気道から咽頭、気
管の入り口ぐらいまでが多分垂れ込む
のです。あとは、線毛運動というのが
ありますので、それがまったくなけれ
ば垂れ込んでしまうと思いますけれど
も、線毛運動があるうちは外へ外へ出
そうという作用がある程度残っていま
すので、あまり垂れ込むということは
ないのです。どちらかというと、その
場所でたくさん産生されてしまう。そ
れをいかにうまくクリーンにするかと
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なると、それを感じるので、痰という
かたちで排泄すると思います。
　山内　まず、ありふれた例について
お話をうかがいたいのですが、いわゆ
る風邪、感冒でもおなじみのものです。
悪いものを出してしまうという作用か
らみて、必ずしも止めなくてもいいと
いうところも出てくるわけでしょうか。
　巽　止めないほうがいい。風邪は、
上気道炎から始まります。最初に鼻の
ほうがやられますので、副鼻腔ないし
は鼻腔に炎症が起こると、重力の関係
で、そこの分泌物が気道のほうへ流れ
ていくのです。上気道、つまり、鼻の
粘膜構造と、下気道といって、気管、
気管支の構造が極めてよく似ているの
です。不思議なことに、鼻のほうから、
喀痰ではないのですけれども、分泌物
が産生されると、胃のほうではなくて、
下気道のほうへ行くのです。そうする
と、例えば風邪を引いて鼻が詰まる、
鼻水が出るという人が、一部分泌物が
下気道に流れ込みますので、それが異
和感というかたちで痰になる。これは
止めてはいけないのです。止めるとな
ぜいけないかというと、そこが細菌の
すみかになるから、止めてはいけない。
　山内　痰が気になって、せき込んで
しまうとか、煩わしさを訴えるような
例に関して、一時的に使うコツ、例え
ば抗生物質を使うとか、何かそういっ
たあたりのものはいかがでしょうか。
　巽　呼吸器内科医は、原則としては

ひどい咳でないかぎりは咳止めは使わ
ない。空咳で本当にひどい場合は使う
のですけれども、実は咳止めというの
はあまり効果がはっきりしないところ
がありまして、それよりは去痰薬のほ
うが実際の効果がある。
　山内　去痰薬に関して、現存するも
のはそれなりの効果があると見てよろ
しいわけですね。
　巽　そうですね。これは一応呼吸器
内科医、あとは耳鼻科の先生方がだい
たい共通の認識を持っているのですが、
去痰薬はいわゆる副次的な存在と思わ
れているかもしれませんが、実際の臨
床効果があります。だから昔から延々
とみんなが使っていて、別になくなる
ことはないというか、皆さんが臨床的
な実感として「効いているな」という
感覚があるので使い続けている。
　山内　それに抗炎症薬のようなもの
を併用するのが、よくあるパターンで
すが。
　巽　そうですね。パターンとしては、
細菌感染症があると、喀痰というか、
分泌物の色が黄色になりますので、そ
のときは抗菌薬を併用する。白色の場
合は原則、細菌感染ではなくて、ウイ
ルス感染の場合が多いので、その場合
は去痰薬のみでもありです。
　山内　よく緑色という話も聞きます。
緑膿菌とはとても思えないのですが、
これはいかがなのでしょうか。
　巽　患者さんが緑色というふうにお

っしゃった場合は、白色に近い緑色の
場合と、黄色に近い緑色の場合とあっ
て、そのどちらかなのです。緑膿菌が
出るというのは本当にぐあいの悪い人
です。慢性気管支炎が重症化している
人とか、気管支拡張症が重症化してい
る人でないと緑膿菌は出ませんので、
緑色の痰が普通の健康そうな人から出
たという場合は、だいたい白に近い、
ちょっと緑色に見える、ないしは黄色
にちょっと近いのだけれども、緑に見
えるというのがほとんどだと思います。
　山内　この次がもう少し深刻なもの
になってまいりますが、慢性の肺のほ
うの病気、これはいわゆるCOPD中心
になりますが、癌などもあります。こ
ういうものへの対応になりますが。
　巽　去痰薬というと、特にCOPDに
おいてなぜ有効かという話になるので
すけれども、例えば去痰薬の代表であ
るムコダイン、カルボシステインとい
うのは、MUC５ACというものを減ら
して喀痰の産生量を減らすという作用
があります。もう一つ重要な作用とい
うのは、風邪ウイルスの感染予防にな
るのです。例えば、ライノウイルス、
インフルエンザウイルス、ウイルスは
気道の上皮にくっつく。その後、上皮
の中に入り込みますので、そのくっつ
くところを、実は接着因子というもの
をムコダインは抑えるのです。実は治
療をしながら予防もしているというの
がムコダインという薬のおもしろいと

ころなのです。
　山内　そうしますと、基本的にはわ
りに長期に使うというのが前提になり
ますか。
　巽　慢性呼吸器疾患では、例えば呼
吸器内科医だと長期的にムコダインを
出しているという場合もあります。あ
とは、よく見られるのは、耳鼻科の先
生方は、鼻が悪い場合、副鼻腔炎の場
合に、マクロライド＋ムコダインとい
うかたちで、試みられています。
　山内　COPDでは、最後、痰が出な
くて窒息死するという話がありますが、
これはありうるわけですか。
　巽　あり得ます。特に、COPDでも、
気管支喘息でも、いわゆる末梢気道と
いう細い気道が収縮してしまって、細
くなっていますので、そこに分泌物が
詰まってしまうということになります。
　山内　先ほどの太いところから、だ
んだん下に垂れ込んでくる。
　巽　それは多分ほとんどなくて、垂
れ込んでくるのは上気道から咽頭、気
管の入り口ぐらいまでが多分垂れ込む
のです。あとは、線毛運動というのが
ありますので、それがまったくなけれ
ば垂れ込んでしまうと思いますけれど
も、線毛運動があるうちは外へ外へ出
そうという作用がある程度残っていま
すので、あまり垂れ込むということは
ないのです。どちらかというと、その
場所でたくさん産生されてしまう。そ
れをいかにうまくクリーンにするかと
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いうところが問題だと思うのです。
　山内　長くアシストすると、非常に
有用な薬剤ということですね。

　巽　本当にそのとおりだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　青柴先生、COPDに対する短
時間作動性のβ2刺激薬のアシストユー
スということですけれども、まずは、
COPD、それから気管支喘息は、最近
の患者の数なども含めまして、どうい
う動向なのでしょうか。
　青柴　COPDというのは、ご承知の
ように、タバコが主な原因となる病気
です。日本には患者さんが500万人以
上いるといわれています。喘息患者さ
んが400万人ぐらいですので、喘息患
者さんと同じぐらい、あるいはむしろ
それよりも多いのではないかといわれ
ています。両方とも患者さんの数はだ
んだん増えてきているのですけれども、
COPDの場合には今後もあと30年ぐら
いは増え続けるだろうといわれていま

す。なぜかといいますと、タバコを吸
って20年、30年たってから起きてくる
病気なのです。したがって、喫煙の害
に気がついてタバコをやめても、20年、
30年ぐらい影響が残るということです
ので、今後もしばらくはだんだん増え
てくるだろうと思われています。
　池脇　日本人も高齢化になりますの
で、それも増えていく一つの要因とい
うことですね。
　青柴　そこも一つのポイントだと思
います。COPDは高齢者に多い病気で
すので、高齢化するにつれて患者さん
もだんだん増えてくるということにな
ると思います。
　池脇　両方とも非常に多い患者さん
ということになってきますと、場合に

COPDと気管支喘息の合併

東京女子医科大学呼吸病態制御学教授
青　柴　和　徹

（聞き手　池脇克則）

　COPD（慢性閉塞性肺疾患）に対する短時間作動性β2刺激薬のアシストユー
スについてご教示ください。
　特に気管支喘息合併COPD患者について、アシストユースを指導するうえで、
注意すべきことはありますでしょうか。

＜広島県開業医＞
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いうところが問題だと思うのです。
　山内　長くアシストすると、非常に
有用な薬剤ということですね。

　巽　本当にそのとおりだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　青柴先生、COPDに対する短
時間作動性のβ2刺激薬のアシストユー
スということですけれども、まずは、
COPD、それから気管支喘息は、最近
の患者の数なども含めまして、どうい
う動向なのでしょうか。
　青柴　COPDというのは、ご承知の
ように、タバコが主な原因となる病気
です。日本には患者さんが500万人以
上いるといわれています。喘息患者さ
んが400万人ぐらいですので、喘息患
者さんと同じぐらい、あるいはむしろ
それよりも多いのではないかといわれ
ています。両方とも患者さんの数はだ
んだん増えてきているのですけれども、
COPDの場合には今後もあと30年ぐら
いは増え続けるだろうといわれていま

す。なぜかといいますと、タバコを吸
って20年、30年たってから起きてくる
病気なのです。したがって、喫煙の害
に気がついてタバコをやめても、20年、
30年ぐらい影響が残るということです
ので、今後もしばらくはだんだん増え
てくるだろうと思われています。
　池脇　日本人も高齢化になりますの
で、それも増えていく一つの要因とい
うことですね。
　青柴　そこも一つのポイントだと思
います。COPDは高齢者に多い病気で
すので、高齢化するにつれて患者さん
もだんだん増えてくるということにな
ると思います。
　池脇　両方とも非常に多い患者さん
ということになってきますと、場合に

COPDと気管支喘息の合併

東京女子医科大学呼吸病態制御学教授
青　柴　和　徹

（聞き手　池脇克則）

　COPD（慢性閉塞性肺疾患）に対する短時間作動性β2刺激薬のアシストユー
スについてご教示ください。
　特に気管支喘息合併COPD患者について、アシストユースを指導するうえで、
注意すべきことはありますでしょうか。

＜広島県開業医＞
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よってはそれが合併するということも。
　青柴　そうですね。
　池脇　合併率のデータはありますで
しょうか。
　青柴　ございます。最近たくさん研
究がなされています。ただし、研究者
によって報告がばらばらでして、少な
い研究では10％ぐらい、多い報告では
COPDの５割ぐらいに喘息があるとい
われています。なぜそういうばらつき
があるかといいますと、合併している
という、その診断の基準がないわけで
す。ですから、人によって、研究者に
よってまちまちな診断になります。
　もう一つは、最近、合併している状
態が非常に多いのだということがだん
だん注目されてきましたので、最近の
報告ではだいたい押しなべてCOPDの
患者さんの３割ぐらいは喘息を合併し
ているというふうに考えて間違いない
だろうと思います。
　池脇　COPDも喘息も気道の炎症、
そして気道の閉塞ということでしょう
か、そういう共通点もありますけれど
も、違うところもある。その違いがい
ろいろな意味で治療の違いにもつなが
ってくると思うのですけれども、その
あたりを教えてください。
　青柴　COPDはタバコによる炎症で
すので、好中球やマクロファージによ
る炎症になります。一方、喘息は好酸
球の炎症になります。後ほど治療のと
ころで出てくると思いますけれども、

吸入ステロイドというのは好酸球には
非常に効果がありますけれども、好中
球やマクロファージの炎症には効果が
弱いわけです。ですから、そこで薬の
使い分けが違ってきます。
　まず基本的には炎症の質が違う、
COPDは好中球やマクロファージの炎
症で、一方喘息は好酸球の炎症である
というところを理解することが大事だ
ろうと思います。
　池脇　合併例が多いということでし
たけれども、COPDなのか、喘息なの
か、あるいは合併なのか、鑑別が難し
い気がするのですけれども。
　青柴　難しいですね。私たち呼吸器
内科の専門医にとっても難しいところ
があります。COPDと喘息を見分ける
ポイントは、問診によるわけですけれ
ども、COPDでは体を動かしたときの
息切れというのがポイントであります。
運動したとき、体を動かしたとき。で
すから、例えば一番最初は坂道を上る
ときですとか、あるいは階段を上ると
きに、昔なら休まないで上れたのに、
最近このところ、途中で１～２回休ん
でしまうんだというところから始まる
と思います。
　一方、喘息では典型的には発作時で
す。発作性の息切れですので、例えば
夜間ですとか早朝になります。そうし
ますと、どういう人が合併かといいま
すと、労作時の息切れ、つまり運動し
たときの息切れを主訴としていますけ

れども、夜中とか早朝に咳や息切れで
目が覚める。こういう場合は合併例と
考えていいと思います。
　もう一つ、合併例を疑う根拠として
は、COPD、つまり労作時の息切れが
ありながら、例えば好酸球が増えてい
るとか、IgEが高いとか、あるいはア
トピーの素因がある。そういう場合に
は喘息の合併を疑っていただいてかま
わないだろうと思います。
　池脇　治療についてですが、両疾患
ともにきちんとしたガイドラインがあ
りますが、まず概略を教えてください。
　青柴　まず薬物療法についてお話し
しようかと思いますけれども、大きく
分けまして、喘息もCOPDも短時間作
用性の気管支拡張薬、長時間作用性の
気管支拡張薬、それから吸入ステロイ
ドという大きな３つのカテゴリーがご
ざいます。
　まず短時間作用性気管支拡張薬につ
いてお話しさせていただこうと思いま
す。多くは短時間作用性気管支拡張薬
の中でもβ2刺激薬というものが使われ
ることが多いだろうと思います。喘息
でもCOPDでも、同じように使われる
わけですけれども、その使い方がちょ
っと違います。
　喘息の場合は、発作が出現したとき
に短時間作用型のβ2刺激薬を吸入して
いただいて発作を止める。つまり、リ
リーバーということです。発作を止め
てやる薬ということになります。

　COPDも、例えば動いたとき、階段
を上ったときとか、あるいは坂道を上
ったとき、あるいは運動して息切れし
たときに使っていただけばいいのです
けれども、それとは別に、運動する前
に、例えばこれからお風呂に入るです
とか、あるいはこれから坂道を上るで
すとか、これから外出する、つまり息
切れが出る前に使っていただく。それ
を、リリーバーではなくて、アシスト
ユースという使い方をします。COPD
は、これから運動する、体を動かすと
なれば、息切れすることが予想できま
すので、その前に使っていただく。そ
ういうことによって日常の活動性を上
げていただくことができます。
　ですから、喘息とCOPDの短時間作
用性β2刺激薬の使い方は、喘息は主に
リリーバーとしての使い方ですし、
COPDではリリーバーと同時に、アシ
ストユースという使い方ができるとい
うことです。
　喘息の場合には、吸入ステロイドを
使うわけですけれども、それを十分使
ってやることによってリリーバーを使
わなくしてやるというのが一つの治療
のポイントになります。COPDの場合、
なかなかそうはいきませんので、苦し
いときには使っていただく、あるいは
苦しくなりそうなときには使っていた
だいて、ぜひ患者さんのQOLを上げて
いただく、それを目指すということだ
ろうと思います。
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よってはそれが合併するということも。
　青柴　そうですね。
　池脇　合併率のデータはありますで
しょうか。
　青柴　ございます。最近たくさん研
究がなされています。ただし、研究者
によって報告がばらばらでして、少な
い研究では10％ぐらい、多い報告では
COPDの５割ぐらいに喘息があるとい
われています。なぜそういうばらつき
があるかといいますと、合併している
という、その診断の基準がないわけで
す。ですから、人によって、研究者に
よってまちまちな診断になります。
　もう一つは、最近、合併している状
態が非常に多いのだということがだん
だん注目されてきましたので、最近の
報告ではだいたい押しなべてCOPDの
患者さんの３割ぐらいは喘息を合併し
ているというふうに考えて間違いない
だろうと思います。
　池脇　COPDも喘息も気道の炎症、
そして気道の閉塞ということでしょう
か、そういう共通点もありますけれど
も、違うところもある。その違いがい
ろいろな意味で治療の違いにもつなが
ってくると思うのですけれども、その
あたりを教えてください。
　青柴　COPDはタバコによる炎症で
すので、好中球やマクロファージによ
る炎症になります。一方、喘息は好酸
球の炎症になります。後ほど治療のと
ころで出てくると思いますけれども、

吸入ステロイドというのは好酸球には
非常に効果がありますけれども、好中
球やマクロファージの炎症には効果が
弱いわけです。ですから、そこで薬の
使い分けが違ってきます。
　まず基本的には炎症の質が違う、
COPDは好中球やマクロファージの炎
症で、一方喘息は好酸球の炎症である
というところを理解することが大事だ
ろうと思います。
　池脇　合併例が多いということでし
たけれども、COPDなのか、喘息なの
か、あるいは合併なのか、鑑別が難し
い気がするのですけれども。
　青柴　難しいですね。私たち呼吸器
内科の専門医にとっても難しいところ
があります。COPDと喘息を見分ける
ポイントは、問診によるわけですけれ
ども、COPDでは体を動かしたときの
息切れというのがポイントであります。
運動したとき、体を動かしたとき。で
すから、例えば一番最初は坂道を上る
ときですとか、あるいは階段を上ると
きに、昔なら休まないで上れたのに、
最近このところ、途中で１～２回休ん
でしまうんだというところから始まる
と思います。
　一方、喘息では典型的には発作時で
す。発作性の息切れですので、例えば
夜間ですとか早朝になります。そうし
ますと、どういう人が合併かといいま
すと、労作時の息切れ、つまり運動し
たときの息切れを主訴としていますけ

れども、夜中とか早朝に咳や息切れで
目が覚める。こういう場合は合併例と
考えていいと思います。
　もう一つ、合併例を疑う根拠として
は、COPD、つまり労作時の息切れが
ありながら、例えば好酸球が増えてい
るとか、IgEが高いとか、あるいはア
トピーの素因がある。そういう場合に
は喘息の合併を疑っていただいてかま
わないだろうと思います。
　池脇　治療についてですが、両疾患
ともにきちんとしたガイドラインがあ
りますが、まず概略を教えてください。
　青柴　まず薬物療法についてお話し
しようかと思いますけれども、大きく
分けまして、喘息もCOPDも短時間作
用性の気管支拡張薬、長時間作用性の
気管支拡張薬、それから吸入ステロイ
ドという大きな３つのカテゴリーがご
ざいます。
　まず短時間作用性気管支拡張薬につ
いてお話しさせていただこうと思いま
す。多くは短時間作用性気管支拡張薬
の中でもβ2刺激薬というものが使われ
ることが多いだろうと思います。喘息
でもCOPDでも、同じように使われる
わけですけれども、その使い方がちょ
っと違います。
　喘息の場合は、発作が出現したとき
に短時間作用型のβ2刺激薬を吸入して
いただいて発作を止める。つまり、リ
リーバーということです。発作を止め
てやる薬ということになります。

　COPDも、例えば動いたとき、階段
を上ったときとか、あるいは坂道を上
ったとき、あるいは運動して息切れし
たときに使っていただけばいいのです
けれども、それとは別に、運動する前
に、例えばこれからお風呂に入るです
とか、あるいはこれから坂道を上るで
すとか、これから外出する、つまり息
切れが出る前に使っていただく。それ
を、リリーバーではなくて、アシスト
ユースという使い方をします。COPD
は、これから運動する、体を動かすと
なれば、息切れすることが予想できま
すので、その前に使っていただく。そ
ういうことによって日常の活動性を上
げていただくことができます。
　ですから、喘息とCOPDの短時間作
用性β2刺激薬の使い方は、喘息は主に
リリーバーとしての使い方ですし、
COPDではリリーバーと同時に、アシ
ストユースという使い方ができるとい
うことです。
　喘息の場合には、吸入ステロイドを
使うわけですけれども、それを十分使
ってやることによってリリーバーを使
わなくしてやるというのが一つの治療
のポイントになります。COPDの場合、
なかなかそうはいきませんので、苦し
いときには使っていただく、あるいは
苦しくなりそうなときには使っていた
だいて、ぜひ患者さんのQOLを上げて
いただく、それを目指すということだ
ろうと思います。

1206本文.indd   406-407 12.5.17   11:15:31 AM



8（408） ドクターサロン56巻６月号（5 . 2012） （409）9

　池脇　COPDの場合は重症度とは別
に積極的に使うことによって日常生活
の活動度を上げる。
　青柴　それが非常に大事な視点だろ
うと思います。
　池脇　短時間作用型β2刺激薬の位置
づけが違うということですね。
　青柴　そうですね。短時間作用型β2

刺激薬の治療が目指すところが違うと
いうことだろうと思います。
　池脇　喘息の場合には吸入型のステ
ロイドが主流で、COPDの場合には長
時間作用型の気管支拡張薬の抗コリン
薬が主流ということでしょうか。
　青柴　日本のガイドラインでは長時
間作用性の抗コリン薬が勧められてい
ます。ただし、最近では、2011年の秋
に発売になったのですけれども、超長
時間作用性のβ2刺激薬のインダカテロ
ールという薬があります。この薬は、
従来の長時間作用性の抗コリン薬とほ
ぼ同じぐらいの効果、あるいはむしろ
ちょっと優れているかもしれないとい
う効果が得られています。したがいま
して、今後は必ずしも抗コリン薬が第
一選択と考えなくてもよろしいのかも
しれません。どちらの薬を第一選択に
するかというのは、まだ決まった点は
ないだろうと考えています。
　池脇　気管支喘息とCOPDが合併し
ている患者に関して、アシストユース
の指導も含めて、留意するところはと
いうことですけれども、この両者が合

併したときに、それぞれの治療がどう
いうふうに変化していくのかというこ
とに関してはどうでしょうか。
　青柴　基本的には喘息とCOPDを合
併しているときには、喘息の治療を優
先してくださいというのがポイントに
なります。つまり、吸入ステロイドを
使わなければいけません。しかも、
COPDを合併していますので、原則的
には吸入ステロイド＋長時間作用性の
β2刺激薬が今勧められている状況だろ
うと思います。そのための配合剤とい
うのが発売されていますので、それを
お使いになるのが非常にいいと思いま
す。
　それを使ったうえで、例えば短時間
作用性β2刺激薬のアシストユース、そ
れは合併例でも、合併していなくても、
同じように使っていただいてまったく
かまわないと思います。
　池脇　最後に、去痰薬やマクロライ
ドに関して、何か話題はございますか。
　青柴　この２つの薬剤は、最近、
COPDの増悪を抑えるということが知
られています。
　例えば、去痰薬のムコダインという
薬、これは日本や中国で行われた研究
で、これを使うことによってCOPDの
増悪が抑えられる。
　それから最近では、マクロライドの
中のアジスロマイシンという薬を定期
的に使いますとCOPDの増悪が抑えら
れるということがわかってきました。

したがって、必ずしもマクロライドが
COPDに適用となっているわけではあ
りませんけれども、そういう治療も今

後ありうるだろうと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　COPDの場合は重症度とは別
に積極的に使うことによって日常生活
の活動度を上げる。
　青柴　それが非常に大事な視点だろ
うと思います。
　池脇　短時間作用型β2刺激薬の位置
づけが違うということですね。
　青柴　そうですね。短時間作用型β2

刺激薬の治療が目指すところが違うと
いうことだろうと思います。
　池脇　喘息の場合には吸入型のステ
ロイドが主流で、COPDの場合には長
時間作用型の気管支拡張薬の抗コリン
薬が主流ということでしょうか。
　青柴　日本のガイドラインでは長時
間作用性の抗コリン薬が勧められてい
ます。ただし、最近では、2011年の秋
に発売になったのですけれども、超長
時間作用性のβ2刺激薬のインダカテロ
ールという薬があります。この薬は、
従来の長時間作用性の抗コリン薬とほ
ぼ同じぐらいの効果、あるいはむしろ
ちょっと優れているかもしれないとい
う効果が得られています。したがいま
して、今後は必ずしも抗コリン薬が第
一選択と考えなくてもよろしいのかも
しれません。どちらの薬を第一選択に
するかというのは、まだ決まった点は
ないだろうと考えています。
　池脇　気管支喘息とCOPDが合併し
ている患者に関して、アシストユース
の指導も含めて、留意するところはと
いうことですけれども、この両者が合

併したときに、それぞれの治療がどう
いうふうに変化していくのかというこ
とに関してはどうでしょうか。
　青柴　基本的には喘息とCOPDを合
併しているときには、喘息の治療を優
先してくださいというのがポイントに
なります。つまり、吸入ステロイドを
使わなければいけません。しかも、
COPDを合併していますので、原則的
には吸入ステロイド＋長時間作用性の
β2刺激薬が今勧められている状況だろ
うと思います。そのための配合剤とい
うのが発売されていますので、それを
お使いになるのが非常にいいと思いま
す。
　それを使ったうえで、例えば短時間
作用性β2刺激薬のアシストユース、そ
れは合併例でも、合併していなくても、
同じように使っていただいてまったく
かまわないと思います。
　池脇　最後に、去痰薬やマクロライ
ドに関して、何か話題はございますか。
　青柴　この２つの薬剤は、最近、
COPDの増悪を抑えるということが知
られています。
　例えば、去痰薬のムコダインという
薬、これは日本や中国で行われた研究
で、これを使うことによってCOPDの
増悪が抑えられる。
　それから最近では、マクロライドの
中のアジスロマイシンという薬を定期
的に使いますとCOPDの増悪が抑えら
れるということがわかってきました。

したがって、必ずしもマクロライドが
COPDに適用となっているわけではあ
りませんけれども、そういう治療も今

後ありうるだろうと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　宮入先生、まず溶連菌感染、
おなじみのものですが、ご質問の中に
あります抗生剤の選択、主にペニシリ
ン系の比較的長期、10～14日間、これ
に対するセファロスポリン系の５日間、
この２つの対比ということですが、ガ
イドライン的にはやはりペニシリン系
が第一選択薬と見てよろしいのでしょ
うか。
　宮入　そのとおりです。過去50年を
さかのぼっても、ペニシリン系の抗菌

薬がガイドラインの中心になってきま
した。そして現在も、ペニシリン系抗
菌薬がA群溶連菌治療のファーストチ
ョイスになっております。
　山内　それに対して、セファロスポ
リン系、これも最近よく使われてきて
いるという話ですが、これはいかがな
のでしょうか。
　宮入　セファロスポリン系抗菌薬は、
基本的には溶連菌の感染症に対して有
効です。ただ、どちらがよいかという

ことになりますと、幾つかの要素を考
慮しなければなりません。
　山内　まず実際に、今までに比較調
査研究はあるのでしょうか。
　宮入　今まで直接ペニシリン系の薬
とセファロスポリン系の薬を比較した
スタディは、小児、成人ともに三十数
件あります。そしてこれらの結果をま
とめたメタアナリシスというものが存
在します。
　山内　その結果はいかがなのですか。
　宮入　基本的には、臨床的な有効性
としては、明らかな溶連菌感染症があ
った場合に、両者に大きな差はありま
せん。どちらを使っても、よく治りま
す。典型的な溶連菌感染症の場合は、
ペニシリン系の有効性は90％以上、セ
ファロスポリン系も90％以上、もしか
すると95％以上になると思います。
　山内　有効性では甲乙つけがたい。
ただ、ご質問にあります、ペニシリン
系は10～14日間、これもガイドライン
的にはこれぐらい長いわけですね。
　宮入　はい。
　山内　それに対して、セファロスポ
リン系がもし５日間だとすると、これ
は薬剤コンプライアンス上はセファロ
スポリン系に軍配が上がりそうなので
すが、このあたりはいかがなのでしょ
うか。
　宮入　各スタディでフォローアップ
がなされておりまして、コンプライア
ンスは５日間のほうが、当然ながらよ

いという結果になっています。ただ、
セファロスポリン系とペニシリン系の
どちらを使うかということを考えるう
えで、過去にA群溶連菌でペニシリン
に耐性であった菌株というのは分離さ
れたことがないという重要な前提があ
ります。
　山内　これだけ使われていても。
　宮入　これだけ使われていても、ペ
ニシリン耐性菌は存在しないという事
実と、過去50年使われていて、非常に
有効であったという実績もあります。
　山内　それに対しますセファロスポ
リン系は、耐性菌の問題が出てくると
見ておられますか。
　宮入　セファロスポリン系の抗菌薬
を繁用することで、必ずしも溶連菌の
耐性菌が出てくるとは思っていません。
ただし、非常にスペクトラムの広いセ
ファロスポリン系の抗菌薬を推奨する
ことで、小児においても成人において
も重要な病原菌である肺炎球菌やイン
フルエンザ桿菌、そして腸内細菌の多
剤耐性化が懸念されます。小児診療の
なかでもありふれた疾患である溶連菌
感染症に対して、セファロスポリン系
抗菌薬をファーストチョイスに持って
くることで、溶連菌による咽頭炎だけ
ではなく、あらゆる感染症に対して、
セファロスポリン系という広域抗菌薬
が使われることになるのではないかと
いう懸念があります。
　山内　そのあたりを考慮すると、ペ

溶連菌感染症

国立成育医療研究センター感染症科医長
宮　入　　烈

（聞き手　山内俊一）

　溶連菌感染症での抗生剤の選択と抗生剤終了後の合併症への対応、検査につ
いてご教示ください。
　１．�抗生剤は現在、ペニシリン系薬剤の10〜14日間内服が提唱されているが、

最近、セファロスポリン系薬剤５日間内服が行われている。小児の場合、
どちらの薬剤を使うのがよいか（それぞれ投与方法のメリット、デメリ
ットがあればあわせて教えてください）。

　２．�以前、内服終了後に合併症（急性糸球体腎炎、心筋炎など）への対応と
して、ASLO、尿検査、心雑音のチェックをするようにテキストには書
いてありましたが、最近、あまり行われていないような話を聞きました。
具体的に、どのように対応すればよいでしょうか。

＜神奈川県開業医＞
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　山内　宮入先生、まず溶連菌感染、
おなじみのものですが、ご質問の中に
あります抗生剤の選択、主にペニシリ
ン系の比較的長期、10～14日間、これ
に対するセファロスポリン系の５日間、
この２つの対比ということですが、ガ
イドライン的にはやはりペニシリン系
が第一選択薬と見てよろしいのでしょ
うか。
　宮入　そのとおりです。過去50年を
さかのぼっても、ペニシリン系の抗菌

薬がガイドラインの中心になってきま
した。そして現在も、ペニシリン系抗
菌薬がA群溶連菌治療のファーストチ
ョイスになっております。
　山内　それに対して、セファロスポ
リン系、これも最近よく使われてきて
いるという話ですが、これはいかがな
のでしょうか。
　宮入　セファロスポリン系抗菌薬は、
基本的には溶連菌の感染症に対して有
効です。ただ、どちらがよいかという

ことになりますと、幾つかの要素を考
慮しなければなりません。
　山内　まず実際に、今までに比較調
査研究はあるのでしょうか。
　宮入　今まで直接ペニシリン系の薬
とセファロスポリン系の薬を比較した
スタディは、小児、成人ともに三十数
件あります。そしてこれらの結果をま
とめたメタアナリシスというものが存
在します。
　山内　その結果はいかがなのですか。
　宮入　基本的には、臨床的な有効性
としては、明らかな溶連菌感染症があ
った場合に、両者に大きな差はありま
せん。どちらを使っても、よく治りま
す。典型的な溶連菌感染症の場合は、
ペニシリン系の有効性は90％以上、セ
ファロスポリン系も90％以上、もしか
すると95％以上になると思います。
　山内　有効性では甲乙つけがたい。
ただ、ご質問にあります、ペニシリン
系は10～14日間、これもガイドライン
的にはこれぐらい長いわけですね。
　宮入　はい。
　山内　それに対して、セファロスポ
リン系がもし５日間だとすると、これ
は薬剤コンプライアンス上はセファロ
スポリン系に軍配が上がりそうなので
すが、このあたりはいかがなのでしょ
うか。
　宮入　各スタディでフォローアップ
がなされておりまして、コンプライア
ンスは５日間のほうが、当然ながらよ

いという結果になっています。ただ、
セファロスポリン系とペニシリン系の
どちらを使うかということを考えるう
えで、過去にA群溶連菌でペニシリン
に耐性であった菌株というのは分離さ
れたことがないという重要な前提があ
ります。
　山内　これだけ使われていても。
　宮入　これだけ使われていても、ペ
ニシリン耐性菌は存在しないという事
実と、過去50年使われていて、非常に
有効であったという実績もあります。
　山内　それに対しますセファロスポ
リン系は、耐性菌の問題が出てくると
見ておられますか。
　宮入　セファロスポリン系の抗菌薬
を繁用することで、必ずしも溶連菌の
耐性菌が出てくるとは思っていません。
ただし、非常にスペクトラムの広いセ
ファロスポリン系の抗菌薬を推奨する
ことで、小児においても成人において
も重要な病原菌である肺炎球菌やイン
フルエンザ桿菌、そして腸内細菌の多
剤耐性化が懸念されます。小児診療の
なかでもありふれた疾患である溶連菌
感染症に対して、セファロスポリン系
抗菌薬をファーストチョイスに持って
くることで、溶連菌による咽頭炎だけ
ではなく、あらゆる感染症に対して、
セファロスポリン系という広域抗菌薬
が使われることになるのではないかと
いう懸念があります。
　山内　そのあたりを考慮すると、ペ

溶連菌感染症

国立成育医療研究センター感染症科医長
宮　入　　烈

（聞き手　山内俊一）

　溶連菌感染症での抗生剤の選択と抗生剤終了後の合併症への対応、検査につ
いてご教示ください。
　１．�抗生剤は現在、ペニシリン系薬剤の10〜14日間内服が提唱されているが、

最近、セファロスポリン系薬剤５日間内服が行われている。小児の場合、
どちらの薬剤を使うのがよいか（それぞれ投与方法のメリット、デメリ
ットがあればあわせて教えてください）。

　２．�以前、内服終了後に合併症（急性糸球体腎炎、心筋炎など）への対応と
して、ASLO、尿検査、心雑音のチェックをするようにテキストには書
いてありましたが、最近、あまり行われていないような話を聞きました。
具体的に、どのように対応すればよいでしょうか。

＜神奈川県開業医＞
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ニシリンは非常にいい薬だということ
ですが、一方で、ペニシリンといえば、
すぐペニシリンアレルギーということ
で、ペニシリンアレルギーに対するア
レルギーみたいなものが医師の側にあ
るのですが、このあたりはいかがなの
でしょうか。
　宮入　確かにペニシリンによる重篤
なアナフィラキシー反応というものは
存在します。それは一度経験すると、
まざまざと脳裏に刻み込まれて、使う
ことに対する抵抗が強くなってしまう
と思いますが、実際にその発生頻度と
いうものは２万人に１人未満といわれ
ておりまして、さらにペニシリンに対
してⅠ型のアレルギーのある方に関し
ては、セファロスポリン系の抗菌薬を
投与しても同じような反応が起こる可
能性があります。そういった観点から
は大きな差はないと考えます。
　山内　そういう意味でも甲乙つけが
たいというか、特別ペニシリンに対し
ておそれをなすことはないと見てよろ
しいわけですね。
　宮入　そうですね。
　山内　ペニシリンにもいろいろな種
類がありますが、この中ではどれかと
いうのはあるのでしょうか。
　宮入　服用性の問題であるとか、特
に子どもに使うという観点からは、１
日３回で、味も吸収も優れているアモ
キシシリンが使われることが多いです。
　山内　子どもの場合、当然体重に応

じた投与量ということになりますが、
アモキシシリンの場合にはそういった
調節もしやすい薬剤と考えてよろしい
でしょうか。
　宮入　長年の実績がありまして、体
重あたり何㎎と処方量が変わってきま
すが、細粒による処方ができますので、
そこは調整できます。
　山内　使いやすいということですね。
　宮入　小児の細菌感染症治療の基本
になる薬です。
　山内　２番目のご質問に移りますが、
内服終了後に合併症、急性糸球体腎炎、
心筋炎など、こういったものが起こる
ので、対応としていろいろな検査をし
てチェックするようにとテキストに書
いてありますが、最近あまり行われて
いないのではないかというご質問です。
　まず、内服終了後の合併症という意
味なのですが、これは何なのでしょう
か。
　宮入　溶連菌感染症というのは、ま
ず咽頭に直接浸潤して起こす咽頭炎、
さらにそれが波及して起こる扁桃周囲
膿瘍などがございます。それ以外に、
感染を起こした後に体の免疫反応によ
って起こってくる２種類の合併症とい
うものが知られています。一つはリウ
マチ熱、もう一つは急性糸球体腎炎と
いう病気です。
　山内　心筋炎、心膜炎といった急性
リウマチ熱、こちらのほうに関係する
と考えてよろしいわけですね。

　宮入　はい、そうです。
　山内　こういったものへの対応とい
うのが最近はあまりないのではないか
ということですが、実際そうなのでし
ょうか。
　宮入　一律に感染後の合併症をスク
リーニングするかどうかということで
すが、それを考えるうえでは疫学が重
要になってきます。スクリーニングや
フォローアップが一般的であった30～
40年前は、溶連菌に感染して、治療を
しなかった場合における、リウマチ熱
の発生頻度は１～３％、高く見積もれ
ば、30人に１人という計算になります。
このような状況下ではフォローが必要
だったと思いますが、今現在はリウマ
チ熱の発生頻度は国内で１万人に１人
以下、米国で10万人に１人未満といわ
れていますので、スクリーニングの対
象にはなりにくいと考えます。
　山内　逆に菌のほうに、こういう二
次合併症を起こしやすい亜種というの

は知られているのでしょうか。
　宮入　急性糸球体腎炎に関して言い
ますと、急性糸球体腎炎を起こしやす
い菌株というものがありまして、その
株が流行している状況では、多ければ、
５～10％に急性糸球体腎炎を発生する
ということが知られています。そのよ
うな場合は感染後に、検尿などのスク
リーニングが必要になると思いますが、
現在の日本の疫学ではそれは、特に必
要ないと考えています。
　山内　最後になりますが、小児科領
域で溶連菌感染症、これはよく見受け
られるものなのでしょうか。
　宮入　非常に多いです。特に冬場に
さしかかる時期は、溶連菌感染症が増
えてきます。成育医療研究センターと
いう三次医療施設で診療しております
が、咽頭後部膿瘍や扁桃周囲膿瘍とい
った合併症をきたした患者さんが同時
に増えてくるという印象があります。
　山内　ありがとうございました。
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ニシリンは非常にいい薬だということ
ですが、一方で、ペニシリンといえば、
すぐペニシリンアレルギーということ
で、ペニシリンアレルギーに対するア
レルギーみたいなものが医師の側にあ
るのですが、このあたりはいかがなの
でしょうか。
　宮入　確かにペニシリンによる重篤
なアナフィラキシー反応というものは
存在します。それは一度経験すると、
まざまざと脳裏に刻み込まれて、使う
ことに対する抵抗が強くなってしまう
と思いますが、実際にその発生頻度と
いうものは２万人に１人未満といわれ
ておりまして、さらにペニシリンに対
してⅠ型のアレルギーのある方に関し
ては、セファロスポリン系の抗菌薬を
投与しても同じような反応が起こる可
能性があります。そういった観点から
は大きな差はないと考えます。
　山内　そういう意味でも甲乙つけが
たいというか、特別ペニシリンに対し
ておそれをなすことはないと見てよろ
しいわけですね。
　宮入　そうですね。
　山内　ペニシリンにもいろいろな種
類がありますが、この中ではどれかと
いうのはあるのでしょうか。
　宮入　服用性の問題であるとか、特
に子どもに使うという観点からは、１
日３回で、味も吸収も優れているアモ
キシシリンが使われることが多いです。
　山内　子どもの場合、当然体重に応

じた投与量ということになりますが、
アモキシシリンの場合にはそういった
調節もしやすい薬剤と考えてよろしい
でしょうか。
　宮入　長年の実績がありまして、体
重あたり何㎎と処方量が変わってきま
すが、細粒による処方ができますので、
そこは調整できます。
　山内　使いやすいということですね。
　宮入　小児の細菌感染症治療の基本
になる薬です。
　山内　２番目のご質問に移りますが、
内服終了後に合併症、急性糸球体腎炎、
心筋炎など、こういったものが起こる
ので、対応としていろいろな検査をし
てチェックするようにとテキストに書
いてありますが、最近あまり行われて
いないのではないかというご質問です。
　まず、内服終了後の合併症という意
味なのですが、これは何なのでしょう
か。
　宮入　溶連菌感染症というのは、ま
ず咽頭に直接浸潤して起こす咽頭炎、
さらにそれが波及して起こる扁桃周囲
膿瘍などがございます。それ以外に、
感染を起こした後に体の免疫反応によ
って起こってくる２種類の合併症とい
うものが知られています。一つはリウ
マチ熱、もう一つは急性糸球体腎炎と
いう病気です。
　山内　心筋炎、心膜炎といった急性
リウマチ熱、こちらのほうに関係する
と考えてよろしいわけですね。

　宮入　はい、そうです。
　山内　こういったものへの対応とい
うのが最近はあまりないのではないか
ということですが、実際そうなのでし
ょうか。
　宮入　一律に感染後の合併症をスク
リーニングするかどうかということで
すが、それを考えるうえでは疫学が重
要になってきます。スクリーニングや
フォローアップが一般的であった30～
40年前は、溶連菌に感染して、治療を
しなかった場合における、リウマチ熱
の発生頻度は１～３％、高く見積もれ
ば、30人に１人という計算になります。
このような状況下ではフォローが必要
だったと思いますが、今現在はリウマ
チ熱の発生頻度は国内で１万人に１人
以下、米国で10万人に１人未満といわ
れていますので、スクリーニングの対
象にはなりにくいと考えます。
　山内　逆に菌のほうに、こういう二
次合併症を起こしやすい亜種というの

は知られているのでしょうか。
　宮入　急性糸球体腎炎に関して言い
ますと、急性糸球体腎炎を起こしやす
い菌株というものがありまして、その
株が流行している状況では、多ければ、
５～10％に急性糸球体腎炎を発生する
ということが知られています。そのよ
うな場合は感染後に、検尿などのスク
リーニングが必要になると思いますが、
現在の日本の疫学ではそれは、特に必
要ないと考えています。
　山内　最後になりますが、小児科領
域で溶連菌感染症、これはよく見受け
られるものなのでしょうか。
　宮入　非常に多いです。特に冬場に
さしかかる時期は、溶連菌感染症が増
えてきます。成育医療研究センターと
いう三次医療施設で診療しております
が、咽頭後部膿瘍や扁桃周囲膿瘍とい
った合併症をきたした患者さんが同時
に増えてくるという印象があります。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　内山先生、お恥ずかしい話で
すけれども、私は、不眠症には、幾つ
かの決まった薬を出して、「あまり使
わなくてもいいよ。必要なときに使え
ばいいよ」と話すのですが、先生のお
書きになったものを見ましたら、これ
が一番よくない指導だと書いてあって
反省しております。さて、まず不眠症
の動向から教えてください。
　内山　不眠というものは年をとるに
従って増えてくるものです。したがっ
て、高齢化が進んでいますので、不眠
症で悩んでいらっしゃる方は増えてい
ます。
　不眠症のお話をすることになります
ので、不眠の定義を申し上げますと、
寝床に入って眠れないで苦しんでいる
状態を不眠といいます。これによって、
日中、調子が悪いなということを患者
さんが感じたところからが臨床的に何

らかのアプローチをしてあげなければ
いけないところだと考えます。
　池脇　寝床に入って眠れないという
のは、睡眠障害の中で入眠障害ですけ
れども、不眠症というのは、それ以外
にも幾つかあるということですね。
　内山　寝床に入って、寝つきが悪い
場合も、夜中に目が覚める場合も、睡
眠が浅い場合も、著しく早い時間に目
覚めてしまう場合も、どれも含めてと
いうことになります。これはよく患者
さんが間違えるのですけれども、不眠
不休で仕事をするときの不眠は医学的
な不眠ではないのです。これは床に入
らないという意味で、眠らないような
状況を意味します。これは医学的には
睡眠不足と呼んでいる状態です。つま
り不眠と睡眠不足は、違ったものとし
てとらえておくことが大切かと思いま
す。

　池脇　不眠ということになって、治
療が必要なのかどうか。不眠でも、調
子がよければいいとも考えられるので
すけれども、不眠がいろいろなほかの
弊害というのでしょうか、そういうこ
とで考えるべきなのでしょうか。
　内山　そうですね。ですから、患者
さんが「寝つくのに時間がかかってい
るけれども、あまり気にしていません」
という場合は、「それだったら、この
ままでもいいですかね」と言ってあげ
てもいいと思います。気にならない人
にとってはいいのですが、気になり始
めると、どうも日中、体調が悪いのは、
夜、床に入って眠れない、あるいは寝
つけないせいだ、あるいは夜中に目が
覚めているせいだ、あるいは朝早く目
が覚めてしまって調子が悪いせいだと
いうふうに思い始めます。これが非常
にフラストレーションになってくる。
こういう状態が不眠症なのです。
　池脇　不眠症と高血圧やうつ病など
との関係というのも最近明らかになっ
てきているのでしょうか。
　内山　疫学研究では、不眠症の人を
何年かフォローしていると糖尿病を発
症するリスクが不眠のない人の２倍ぐ
らいある。あるいは、３倍ぐらいある
など幾つかの報告がありますが、不眠
症自体がこういった生活習慣病の発症
にかかわっていて、高血圧になるリス
クもやはり２倍近くあると報告されて
います。最近は、私の専門のうつ病に

関しても、不眠症になった人は、長い
経過で見ていくと、うつ病になりやす
いということが明らかになってきまし
た。
　池脇　そういう意味では、不眠を治
療することが、うつ病、糖尿病、高血
圧の予防にもつながる可能性があると
いうことですね。
　内山　そうですね。予防につなげる
ために、早めにきちんと治してあげる
ことが大切だと考えられるようになっ
ています。
　池脇　今回は薬物治療のご質問です
が、やはり生活指導というのは大事で
すし、それがあっての薬物治療という
ふうに考えていいのでしょうか。
　内山　そのとおりです。ただ現実的
には、こういう考え方でもいいのです。
診療時間もなかなか取れない。あるい
は患者さんが不眠の苦しさを訴えたの
に、「まず生活を直してください」だ
と苦しさをわかってもらえなかったと
思ってしまうこともあると思うんです
よ。今ある辛さを軽くしてあげるとこ
ろから始めないといけない点が臨床で
はあるかと思います。そうなると、必
要最小限の用量で効果的な治療ができ
るように、よく患者さんの訴えを聞い
て鑑別診断をして、そのうえで生活の
指導と一緒にお薬を出すというかたち
が、今のところ一番効率がいいのでは
ないかと考えられています。
　池脇　具体的にはどういう生活の指

睡眠障害の薬物治療

日本大学精神医学系主任教授
内　山　　真

（聞き手　池脇克則）

　睡眠障害の薬物治療についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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　池脇　内山先生、お恥ずかしい話で
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かの決まった薬を出して、「あまり使
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らかのアプローチをしてあげなければ
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こういう状態が不眠症なのです。
　池脇　不眠症と高血圧やうつ病など
との関係というのも最近明らかになっ
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思ってしまうこともあると思うんです
よ。今ある辛さを軽くしてあげるとこ
ろから始めないといけない点が臨床で
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導をされるのでしょうか。
　内山　患者さんは、寝床に入っても
眠れない状態、つまり不眠になると、
日中の調子の悪さを感じるようになり、
なんとかたくさん眠ろうと、いろいろ
な工夫をするのです。例えば、寝つけ
ないと、早く床についてしまう。これ
は、かえって不眠の苦しさを増加させ
てしまいます。私たちもいつもより早
く床につくと寝つきが悪くなります。
体内時計の働きでだいたい寝つけるの
は時刻で決まっているので、それより
早く就床するとますます眠れない。で
すから、よくお話を聞いて、不眠にな
る前は何時ごろ床に入っていたのかと
いうことを確かめたうえで、うまく薬
を服用する時刻、床につく時刻を指示
してあげてお薬を出すということが大
切になってきます。寝つきが悪いとき
は早寝は禁物ですね。
　池脇　不眠で悩んでいる方で、床に
入るのが遅いと不眠になってしまうの
ではないかという心配があるような気
がするのですが、そうではないのです
ね。
　内山　実は、早く入って、寝床の中
で眠れるか眠れないかと緊張している
状態が、よけい目をさえさせてしまう
のです。そういうことをしていると、
床に入ると眠れない心配をする癖がつ
いてしまう。この心配がさらに不眠の
大きな原因になります。お薬を出す場
合も、あまり極端な早寝はやめてもら

って、夜の時間帯をうまく過ごすよう
にして、ちょっと眠気を感じたときに
お薬を飲んで床につくというようなか
たちでやっていただくのがまず第一に
なります。
　池脇　そうすると、床につくのは必
ずしも時刻で限らなくてもいいと。先
生がお書きになったものを見ると、朝
はできるだけ同じ時刻に起きなさいと
あります。これはどういうことなので
しょう。
　内山　夜眠くなる時刻というのは体
内時計によって大ざっぱに決まってき
ます。体が少し休息状態に入ってくる
と眠くなるのです。体が休息状態に入
ってくるというのは、血圧でいうと、
ちょうど５㎜Hgぐらい最高血圧が下が
ってくる。あと、脈拍も全体にベース
ラインが下がってくる。深部体温、体
の内部の体温が少し下がってくる。こ
ういう変化が起こって眠たくなる。そ
して安定して眠ることができるのです。
こういう体のほうの準備とタイミング
は、実は朝、光を浴びてから何時間後、
つまり何時間ぐらい活動する状態を体
が保っていたかということがあって、
その後、休み始めるところに合わせて
眠るのがちょうどいいところに当たり
ます。そういう意味では夜眠る前に眠
ろうとしてじたばたするよりは、朝ち
ゃんと早く起きて、いつも同じ時刻に
起きるというのが非常に大切なことに
なってきます。

　池脇　薬物治療に関してですが、作
用時間等々を勘案しながら出していく
というのが基本ですか。
　内山　特に、中高年の方々を診察さ
れている場合、作用時間の前に何時間
眠らせてあげるかと考えることが必要
です。
　よく８時間睡眠といわれますが、実
は最新の健康人のデータですと、10代
では８時間眠っていても、25歳ですと
７時間睡眠になる。45歳になると、30
分ぐらい減って、夜の睡眠時間は6.5時
間ぐらいになる。65歳になると６時間
ということで、健康な人はそんなにた
くさん眠ることはできないのです。そ
れ以上、床に入っていると、睡眠が浅
くなったり、床の中で眠れず、つまり
不眠になるのです。長く眠ろうとする
とかえって苦しいことになりますから、
まずある程度年齢標準ぐらいの睡眠時
間にあわせて床の中で過ごすように整
えてあげる。７時間前後でしょうか。
そのうえでお薬を出すことが重要です。
　そうでないと、８時間、９時間、床
に入っているのを見逃してしまって、
お薬を出しても効果は得られない。「眠
れません」と言われると、お薬が増え
る。するとお薬が大量になったせいで
朝からの調子が悪くなって、これが悪
循環になっていくのです。
　池脇　薬を出すときには、その方が
どういう時間帯で寝床についているか
も、考えないといけない。

　内山　そうですね。ご本人にお聞き
すると、必ず睡眠時間は４時間とか３
時間という答えが返ってくるのですが、
ただ、「寝床に入るのは何時ですか」
というのと、あと「床から出るのは何
時ですか」というのを聞きますと、け
っこう長い方が多くて、圧倒的に８時
間以上の方が、特に高齢の方は多いで
すね。
　池脇　ある睡眠剤を出して、「なか
なか眠れません」というときに、では
どうしようかというのはいつも迷って
しまうのですけれども、そういう場合
に薬を足すのではなくて、もう少し背
景を見たほうがいいのでしょうか。
　内山　最初に出すときに、寝床につ
く時刻と、睡眠時間を聞くよりも、寝
床に入る・出るというのが非常に大切
なポイントになりますので、ここのと
ころを見てあげるのが一番です。それ
に合わせてお薬を出す。
　池脇　基本的には睡眠薬というのは
一つの薬を使うことが原則で、何かほ
かのものと組み合わせるということは
ないのでしょうか。
　内山　１剤で効かなかった場合、例
えば寝つくのに、飲んでも１時間半か
かるとしたら、１時間半後には眠れる
わけですから、床につく時刻とともに、
飲む時刻を30分なり１時間遅らせてあ
げるというのが非常に大切です。
　池脇　最後に、最近メラトニン受容
体作動薬が出ていますけれども、この
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導をされるのでしょうか。
　内山　患者さんは、寝床に入っても
眠れない状態、つまり不眠になると、
日中の調子の悪さを感じるようになり、
なんとかたくさん眠ろうと、いろいろ
な工夫をするのです。例えば、寝つけ
ないと、早く床についてしまう。これ
は、かえって不眠の苦しさを増加させ
てしまいます。私たちもいつもより早
く床につくと寝つきが悪くなります。
体内時計の働きでだいたい寝つけるの
は時刻で決まっているので、それより
早く就床するとますます眠れない。で
すから、よくお話を聞いて、不眠にな
る前は何時ごろ床に入っていたのかと
いうことを確かめたうえで、うまく薬
を服用する時刻、床につく時刻を指示
してあげてお薬を出すということが大
切になってきます。寝つきが悪いとき
は早寝は禁物ですね。
　池脇　不眠で悩んでいる方で、床に
入るのが遅いと不眠になってしまうの
ではないかという心配があるような気
がするのですが、そうではないのです
ね。
　内山　実は、早く入って、寝床の中
で眠れるか眠れないかと緊張している
状態が、よけい目をさえさせてしまう
のです。そういうことをしていると、
床に入ると眠れない心配をする癖がつ
いてしまう。この心配がさらに不眠の
大きな原因になります。お薬を出す場
合も、あまり極端な早寝はやめてもら

って、夜の時間帯をうまく過ごすよう
にして、ちょっと眠気を感じたときに
お薬を飲んで床につくというようなか
たちでやっていただくのがまず第一に
なります。
　池脇　そうすると、床につくのは必
ずしも時刻で限らなくてもいいと。先
生がお書きになったものを見ると、朝
はできるだけ同じ時刻に起きなさいと
あります。これはどういうことなので
しょう。
　内山　夜眠くなる時刻というのは体
内時計によって大ざっぱに決まってき
ます。体が少し休息状態に入ってくる
と眠くなるのです。体が休息状態に入
ってくるというのは、血圧でいうと、
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ってくる。あと、脈拍も全体にベース
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の内部の体温が少し下がってくる。こ
ういう変化が起こって眠たくなる。そ
して安定して眠ることができるのです。
こういう体のほうの準備とタイミング
は、実は朝、光を浴びてから何時間後、
つまり何時間ぐらい活動する状態を体
が保っていたかということがあって、
その後、休み始めるところに合わせて
眠るのがちょうどいいところに当たり
ます。そういう意味では夜眠る前に眠
ろうとしてじたばたするよりは、朝ち
ゃんと早く起きて、いつも同じ時刻に
起きるというのが非常に大切なことに
なってきます。

　池脇　薬物治療に関してですが、作
用時間等々を勘案しながら出していく
というのが基本ですか。
　内山　特に、中高年の方々を診察さ
れている場合、作用時間の前に何時間
眠らせてあげるかと考えることが必要
です。
　よく８時間睡眠といわれますが、実
は最新の健康人のデータですと、10代
では８時間眠っていても、25歳ですと
７時間睡眠になる。45歳になると、30
分ぐらい減って、夜の睡眠時間は6.5時
間ぐらいになる。65歳になると６時間
ということで、健康な人はそんなにた
くさん眠ることはできないのです。そ
れ以上、床に入っていると、睡眠が浅
くなったり、床の中で眠れず、つまり
不眠になるのです。長く眠ろうとする
とかえって苦しいことになりますから、
まずある程度年齢標準ぐらいの睡眠時
間にあわせて床の中で過ごすように整
えてあげる。７時間前後でしょうか。
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に入っているのを見逃してしまって、
お薬を出しても効果は得られない。「眠
れません」と言われると、お薬が増え
る。するとお薬が大量になったせいで
朝からの調子が悪くなって、これが悪
循環になっていくのです。
　池脇　薬を出すときには、その方が
どういう時間帯で寝床についているか
も、考えないといけない。

　内山　そうですね。ご本人にお聞き
すると、必ず睡眠時間は４時間とか３
時間という答えが返ってくるのですが、
ただ、「寝床に入るのは何時ですか」
というのと、あと「床から出るのは何
時ですか」というのを聞きますと、け
っこう長い方が多くて、圧倒的に８時
間以上の方が、特に高齢の方は多いで
すね。
　池脇　ある睡眠剤を出して、「なか
なか眠れません」というときに、では
どうしようかというのはいつも迷って
しまうのですけれども、そういう場合
に薬を足すのではなくて、もう少し背
景を見たほうがいいのでしょうか。
　内山　最初に出すときに、寝床につ
く時刻と、睡眠時間を聞くよりも、寝
床に入る・出るというのが非常に大切
なポイントになりますので、ここのと
ころを見てあげるのが一番です。それ
に合わせてお薬を出す。
　池脇　基本的には睡眠薬というのは
一つの薬を使うことが原則で、何かほ
かのものと組み合わせるということは
ないのでしょうか。
　内山　１剤で効かなかった場合、例
えば寝つくのに、飲んでも１時間半か
かるとしたら、１時間半後には眠れる
わけですから、床につく時刻とともに、
飲む時刻を30分なり１時間遅らせてあ
げるというのが非常に大切です。
　池脇　最後に、最近メラトニン受容
体作動薬が出ていますけれども、この
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位置づけはどうなっているのでしょう
か。
　内山　これは、体の眠る準備、先ほ
ど少し血圧が下がったり、体温が下が
ったりするという、こちらの状態をつ
くるお薬なのです。ですから、なかな
か準備が整わない人に準備を整えてあ
げるようなタイプのお薬と考えていた
だければいいかと思います。ですから、
これは鎮静作用で眠らせるというより
も、むしろ体のほうの条件を整えてあ
げて、そこから自然に眠れるようにす
る。そんなお薬という考え方で使って

いったらいいかなと思っています。こ
の点がこれまでの睡眠薬と全く違うと
ころです。このように作用機序の異な
るお薬が出てきたことで、それぞれの
弱点をうまく補った活用が可能になり
ました。特に昼夜逆転の方やひどく夜
型化した若者などにはメラトニン受容
体作動薬は効果がありますし、ベンゾ
ジアゼピン等では寝ぼけたりしやすい
認知症の方には安心して投与できるよ
うになりました。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　浅尾先生、手足症候群につい
てまず基本的なところから教えてくだ
さい。
　浅尾　手足症候群というのは、抗癌
剤を飲んでいる患者さんの皮膚の細胞
傷害によって起こる副作用の一つです。
主な症状としては、手足の痺れとか痛
みといった感覚の異常で始まり、視診
では紅斑、むくみ、色素沈着、ひどく
なりますと、潰瘍ができたり、ひびわ
れができて日常生活に支障をきたすよ
うになります。また同時に、皮膚だけ
ではなくて、爪の変形や色素沈着も伴
ってくる、そういう症候群です。
　池脇　これは従来の抗癌剤ではあま
りなくて、最近の分子標的薬で多いと
いうことで注目されているということ

でしょうか。
　浅尾　そのとおりだと思います。も
ともとはフッ化ピリミジン系の抗癌剤、
５-FUという薬で、手が黒くなる程度
の副作用といった認識だったのですけ
れども、新しい薬では高い効果と同時
に手足症候群の頻度も程度も高くなっ
てきました。最近では、ご質問にもあ
りましたように、分子標的薬が出てま
いりました。さらに、頻度も高く、程
度も重篤なものも出てくるということ
で注目されていると思います。
　池脇　私自身、癌の患者さんを診て
いないのですが、どういった癌の患者
さんに多いか、どういった薬に多いの
かということになると思うのですけれ
ども、そのあたりはどうでしょうか。

手足症候群

群馬大学病態総合外科学准教授
浅　尾　高　行

（聞き手　池脇克則）

　手足症候群の病態と治療についてご教示ください。
　カペシタビン（ゼローダ）などのフッ化ピリミジン系抗癌剤とスニチニブ�
（スーテント）などの分子標的薬とでは、同じ手足症候群でも機序や治療法が
異なる可能性はあるでしょうか。

＜石川県開業医＞
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位置づけはどうなっているのでしょう
か。
　内山　これは、体の眠る準備、先ほ
ど少し血圧が下がったり、体温が下が
ったりするという、こちらの状態をつ
くるお薬なのです。ですから、なかな
か準備が整わない人に準備を整えてあ
げるようなタイプのお薬と考えていた
だければいいかと思います。ですから、
これは鎮静作用で眠らせるというより
も、むしろ体のほうの条件を整えてあ
げて、そこから自然に眠れるようにす
る。そんなお薬という考え方で使って

いったらいいかなと思っています。こ
の点がこれまでの睡眠薬と全く違うと
ころです。このように作用機序の異な
るお薬が出てきたことで、それぞれの
弱点をうまく補った活用が可能になり
ました。特に昼夜逆転の方やひどく夜
型化した若者などにはメラトニン受容
体作動薬は効果がありますし、ベンゾ
ジアゼピン等では寝ぼけたりしやすい
認知症の方には安心して投与できるよ
うになりました。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　浅尾先生、手足症候群につい
てまず基本的なところから教えてくだ
さい。
　浅尾　手足症候群というのは、抗癌
剤を飲んでいる患者さんの皮膚の細胞
傷害によって起こる副作用の一つです。
主な症状としては、手足の痺れとか痛
みといった感覚の異常で始まり、視診
では紅斑、むくみ、色素沈着、ひどく
なりますと、潰瘍ができたり、ひびわ
れができて日常生活に支障をきたすよ
うになります。また同時に、皮膚だけ
ではなくて、爪の変形や色素沈着も伴
ってくる、そういう症候群です。
　池脇　これは従来の抗癌剤ではあま
りなくて、最近の分子標的薬で多いと
いうことで注目されているということ

でしょうか。
　浅尾　そのとおりだと思います。も
ともとはフッ化ピリミジン系の抗癌剤、
５-FUという薬で、手が黒くなる程度
の副作用といった認識だったのですけ
れども、新しい薬では高い効果と同時
に手足症候群の頻度も程度も高くなっ
てきました。最近では、ご質問にもあ
りましたように、分子標的薬が出てま
いりました。さらに、頻度も高く、程
度も重篤なものも出てくるということ
で注目されていると思います。
　池脇　私自身、癌の患者さんを診て
いないのですが、どういった癌の患者
さんに多いか、どういった薬に多いの
かということになると思うのですけれ
ども、そのあたりはどうでしょうか。

手足症候群

群馬大学病態総合外科学准教授
浅　尾　高　行

（聞き手　池脇克則）

　手足症候群の病態と治療についてご教示ください。
　カペシタビン（ゼローダ）などのフッ化ピリミジン系抗癌剤とスニチニブ�
（スーテント）などの分子標的薬とでは、同じ手足症候群でも機序や治療法が
異なる可能性はあるでしょうか。

＜石川県開業医＞
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　浅尾　古典的な手足症候群といいま
すと、フッ化ピリミジン系の薬剤です。
最近よく出てくるのはカペシタビン
（ゼローダ）という薬剤です。手足症
候群の頻度が高いので、注目されてい
ます。そのほか、タキサン系の薬剤と
か、ドキソルビシンなどでもよく似た
症状が出てくると思います。
　一方、分子標的薬といわれているも
のですけれども、ご質問にありました
ように、スニチニブ（スーテント）と
いう薬ですけれども、それからソラチ
ニブ（ネクサバール）というような分
子標的薬が表皮細胞に傷害を与えます
ので、同じように手足を中心に症状が
出てきます。
　池脇　フッ化ピリミジン系の抗癌剤
あるいは分子標的薬で多いということ
ですが、それは薬のクラスエフェクト
ではなくて、それぞれの中の幾つかの
ものが特に起こしやすいという、そう
いうとらえ方でよろしいですか。
　浅尾　そういうことになると思いま
す。
　池脇　念のために、最初に言われた
フッ化ピリミジン系抗癌剤、これはど
ういった癌によく使われるのでしょう
か。
　浅尾　大腸癌や乳癌でも用います。
抗癌剤の中で５-FUは料理でいいます
とベースになるブイヨンみたいなもの
だといわれています。いろいろな薬に
合わせて使いますので、手足症候群を

起こす頻度が高い薬剤の代表といえま
す。
　池脇　もう一つの分子標的薬のスー
テントはどうでしょうか。
　浅尾　腎臓癌です。ただ、最近では
消化器系の腫瘍にも適用が広がりまし
た。今後もさまざまな癌で適用が広が
ってくると思いますので、目にされる
方も多くなるのではないかと思います。
　池脇　適用になる癌が増える分、手
足症候群も気をつけなければいけない
わけですね。さて症状ですが、基本的
には手足が赤く腫れる。
　浅尾　痛みが出てくるとか。
　池脇　ピリピリ感ですとか、痺れ。
　浅尾　痺れも出てきます。
　池脇　あるいは、水疱とか。
　浅尾　そうですね、ひどくなります
と。
　池脇　びらん、潰瘍、ここまでいく
ことはあるのでしょうか。
　浅尾　薬の副作用と気がつかないで、
そのままほうっておかれますと、患者
さんは薬を飲み続けますので、どんど
ん悪くなっていきます。そうしますと、
亀裂ができたり、潰瘍になり、歩けな
い、箸が持てないということになりま
す。日常生活に支障が出るとグレード
３ということになりますが、管理のポ
イントはグレード２のうちに適切な対
処をしてグレード３にしないことです。
　池脇　好発部位というのは、接触す
るところ、あるいは圧がかかるところ

ということでしょうか。
　浅尾　手足症候群はなぜ「手と足」
かということについてはこれまでにも
様々な説がありました。しかし、考え
ますと、手とは力が常にかかるところ
でありますし、足の裏は全体重を支え
ているわけで、細胞にとって傷害を受
けやすいところだということで手と足
の皮膚に頻度が高いのではないかと思
います。
　池脇　ゼローダですとかスーテント
で高い頻度で手足症候群を起こすとな
ると、予防的なことも重要になってく
ると思うのですけれども、それに関し
てはどうでしょうか。
　浅尾　３つの点が大事だと思います。
１つは、機械的な刺激で起こりますの
で、そういうものをできるだけあらか
じめ排除しておくことです。具体的に
は、例えばハイヒールを履かないとか、
家事をする方であれば、ぞうきんを絞
らないとか、そういうところがポイン
トになります。
　２番目の点は保湿です。クリームを
塗って、バリアをつくるということで
す。ただ、特に男の方は慣れていませ
んので、せいぜいやっても、１日１回、
お風呂上がりにということなのですが、
ポイントは１日に５回、６回と回数を
多く塗ってもらいます。
　池脇　そんなに。
　浅尾　はい。時間を決めて塗るよう
に指導していくことが大事だと思いま

す。
　３番目は、清潔に保つということで
す。二次感染の予防という面からも大
切です。皆さん手を洗われると思いま
すが、なかなか足というのは１日に何
回も洗ったりするようなことは日常で
はないと思いますので、診察のときに
は足もよく診ていただいて、症状が出
ていないか、ケアができているかを確
認することが大事だと思います。
　池脇　今回の質問では、フッ化ピリ
ミジン系の抗癌剤とスーテントのよう
な分子標的薬でこういった症状が違う
のか。その機序、治療に関しても異な
る可能性があるのでしょうかというこ
とですけれども。
　浅尾　非常にポイントを突いた質問
だと思います。まず、フッ化ピリミジ
ン系の薬剤では、皮膚が薄く赤くなっ
てくる。手のひら全体、足の裏全体が
赤くなるのですけれども、分子標的薬
はちょっと違いまして、最初の症状は
限局性の発赤というかたちで始まりま
す。次第に痛みを伴うようになってき
て、だんだん広がっていきます。フッ
化ピリミジン系の手足症候群しか見た
ことがない先生が、初めて分子標的薬
による手足症候群を目にされますと、
何かにぶつけたのではないかとか、あ
るいはやけどの跡ではないかとか、考
えて見逃してしまうので、注意が必要
だと思います。
　池脇　出方が違うということは、機
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　浅尾　古典的な手足症候群といいま
すと、フッ化ピリミジン系の薬剤です。
最近よく出てくるのはカペシタビン
（ゼローダ）という薬剤です。手足症
候群の頻度が高いので、注目されてい
ます。そのほか、タキサン系の薬剤と
か、ドキソルビシンなどでもよく似た
症状が出てくると思います。
　一方、分子標的薬といわれているも
のですけれども、ご質問にありました
ように、スニチニブ（スーテント）と
いう薬ですけれども、それからソラチ
ニブ（ネクサバール）というような分
子標的薬が表皮細胞に傷害を与えます
ので、同じように手足を中心に症状が
出てきます。
　池脇　フッ化ピリミジン系の抗癌剤
あるいは分子標的薬で多いということ
ですが、それは薬のクラスエフェクト
ではなくて、それぞれの中の幾つかの
ものが特に起こしやすいという、そう
いうとらえ方でよろしいですか。
　浅尾　そういうことになると思いま
す。
　池脇　念のために、最初に言われた
フッ化ピリミジン系抗癌剤、これはど
ういった癌によく使われるのでしょう
か。
　浅尾　大腸癌や乳癌でも用います。
抗癌剤の中で５-FUは料理でいいます
とベースになるブイヨンみたいなもの
だといわれています。いろいろな薬に
合わせて使いますので、手足症候群を

起こす頻度が高い薬剤の代表といえま
す。
　池脇　もう一つの分子標的薬のスー
テントはどうでしょうか。
　浅尾　腎臓癌です。ただ、最近では
消化器系の腫瘍にも適用が広がりまし
た。今後もさまざまな癌で適用が広が
ってくると思いますので、目にされる
方も多くなるのではないかと思います。
　池脇　適用になる癌が増える分、手
足症候群も気をつけなければいけない
わけですね。さて症状ですが、基本的
には手足が赤く腫れる。
　浅尾　痛みが出てくるとか。
　池脇　ピリピリ感ですとか、痺れ。
　浅尾　痺れも出てきます。
　池脇　あるいは、水疱とか。
　浅尾　そうですね、ひどくなります
と。
　池脇　びらん、潰瘍、ここまでいく
ことはあるのでしょうか。
　浅尾　薬の副作用と気がつかないで、
そのままほうっておかれますと、患者
さんは薬を飲み続けますので、どんど
ん悪くなっていきます。そうしますと、
亀裂ができたり、潰瘍になり、歩けな
い、箸が持てないということになりま
す。日常生活に支障が出るとグレード
３ということになりますが、管理のポ
イントはグレード２のうちに適切な対
処をしてグレード３にしないことです。
　池脇　好発部位というのは、接触す
るところ、あるいは圧がかかるところ

ということでしょうか。
　浅尾　手足症候群はなぜ「手と足」
かということについてはこれまでにも
様々な説がありました。しかし、考え
ますと、手とは力が常にかかるところ
でありますし、足の裏は全体重を支え
ているわけで、細胞にとって傷害を受
けやすいところだということで手と足
の皮膚に頻度が高いのではないかと思
います。
　池脇　ゼローダですとかスーテント
で高い頻度で手足症候群を起こすとな
ると、予防的なことも重要になってく
ると思うのですけれども、それに関し
てはどうでしょうか。
　浅尾　３つの点が大事だと思います。
１つは、機械的な刺激で起こりますの
で、そういうものをできるだけあらか
じめ排除しておくことです。具体的に
は、例えばハイヒールを履かないとか、
家事をする方であれば、ぞうきんを絞
らないとか、そういうところがポイン
トになります。
　２番目の点は保湿です。クリームを
塗って、バリアをつくるということで
す。ただ、特に男の方は慣れていませ
んので、せいぜいやっても、１日１回、
お風呂上がりにということなのですが、
ポイントは１日に５回、６回と回数を
多く塗ってもらいます。
　池脇　そんなに。
　浅尾　はい。時間を決めて塗るよう
に指導していくことが大事だと思いま

す。
　３番目は、清潔に保つということで
す。二次感染の予防という面からも大
切です。皆さん手を洗われると思いま
すが、なかなか足というのは１日に何
回も洗ったりするようなことは日常で
はないと思いますので、診察のときに
は足もよく診ていただいて、症状が出
ていないか、ケアができているかを確
認することが大事だと思います。
　池脇　今回の質問では、フッ化ピリ
ミジン系の抗癌剤とスーテントのよう
な分子標的薬でこういった症状が違う
のか。その機序、治療に関しても異な
る可能性があるのでしょうかというこ
とですけれども。
　浅尾　非常にポイントを突いた質問
だと思います。まず、フッ化ピリミジ
ン系の薬剤では、皮膚が薄く赤くなっ
てくる。手のひら全体、足の裏全体が
赤くなるのですけれども、分子標的薬
はちょっと違いまして、最初の症状は
限局性の発赤というかたちで始まりま
す。次第に痛みを伴うようになってき
て、だんだん広がっていきます。フッ
化ピリミジン系の手足症候群しか見た
ことがない先生が、初めて分子標的薬
による手足症候群を目にされますと、
何かにぶつけたのではないかとか、あ
るいはやけどの跡ではないかとか、考
えて見逃してしまうので、注意が必要
だと思います。
　池脇　出方が違うということは、機
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序が違うといってもいいのでしょうか。
　浅尾　そうだと思います。分子標的
薬の場合、細胞の角化の異常が起こっ
てきて、どちらかというと皮膚が厚く
なってくる。フッ化ピリミジン系の場
合は細胞の増殖が抑制されることによ
って薄くなっていく。そういう機序の
違いがあるのかもしれないですけれど
も、はっきりしたことはまだわかって
いないと思います。
　池脇　先ほど予防という観点で、刺
激を排除するですとか、保湿、清潔に
保つということをおっしゃいましたけ
れども、治療に関してはどうでしょう
か。
　浅尾　まず、手足症候群は急性の毒
性ですので、皆さんよくご存じの、急
性毒性である抗癌剤による白血球の減
少と同じように考えてください。白血
球数が下がったときには薬をやめれば
戻るわけです。それと同じで、手足症
候群も休薬することによって比較的早
いうちによくなります。休薬のタイミ
ングがポイントだと思います。
　池脇　不可逆的なものでしたらたい
へんですけれども、比較的早期に見つ
けられたら、休薬することによってほ
とんどよくなるということですね。
　浅尾　はい。
　池脇　休薬以外に、治療という範疇
で何か気をつけるようなことはありま
すか。
　浅尾　清潔にするということももち

ろんそうなのですけれども、爪がけっ
こう侵されることがあります。爪に色
がついたり、変形したりしますが、基
本的には痛みもありませんので、グレ
ード１ということになるわけですが、
こういう所見を見たら力がかかってい
るのだということです。爪というのは
指を守るためにあるわけでありまして、
そこに変化があるということは、余分
な力がかかっていると考えて早めの対
処をします。
　爪の周りの皮膚に炎症が及ぶような
場合、爪周囲炎ということがあります
けれども、これは皮膚の炎症よりも少
し遅く出てくるのが特徴です。これが
起こりますと、歩けないとか、物が持
てないということになりますので、爪
の症状は早めにピックアップしてあげ
なければいけないと思います。
　池脇　確認ですけれども、フッ化ピ
リミジン系とスーテントのような分子
標的薬で、機序が違う可能性はありま
すけれども、治療まで違うということ
は考えなくていいですか。
　浅尾　そうですね。基本的な対処の
仕方、ケアの仕方、治療法、これは共
通するところが多いと思います。
　池脇　グレードが高くなれば、これ
は専門の皮膚科の先生に診ていただく
ということでしょうか。
　浅尾　そうですね。グレード３にな
ったら、必ず皮膚科の先生に診ていた
だいてください。鑑別診断が非常に大

事です。特に、女性の方ですと、主婦
手湿疹ですね、そういうものとよく似
ております。それから、白癬症とも似
ていることがありますので、疑われた

ら皮膚科の専門の先生にご相談いただ
くのがよろしいのではないでしょうか。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　河合先生、ABC検診というこ
とで、この言葉自体がいいのかどうか
もちょっと難しい問題かなと思うので
すが、最近提唱されていますペプシノ
ーゲン検査を併用したABC検診、胃癌
の検診ということなのですが、これに
ついてお話をいただきたいと思います。
　まず、ABC検診とは何なのか、どう
いう材料を用いるのか、その辺のお話
からいただけますか。
　河合　ABC検診は、一言でいいます
と血液検査なのです。血液検査だけで、
胃癌にかかりやすい方を拾い上げられ
るという検査です。今までは内視鏡を
して、この人は萎縮があるから危ない
なというのが、それが血液検査だけで
できるので、内視鏡の専門の先生でな
くても、内視鏡をやらない施設でも、

どこの施設でも均等にできるというの
が最大のメリットではないかなと思い
ます。
　林田　そうすると、胃癌にかかりや
すい人を抽出できるということですか。
　河合　そうですね。
　林田　そうしますと、まず材料です
が、何を材料にしましょうか。
　河合　今回は、一つはペプシノーゲ
ン検査、もう一つはヘリコバクターの
抗体検査です。ですから、ヘリコバク
ターにかかっている人をまず絞り込ん
で、ヘリコバクターに感染している方
のうち、ペプシノーゲン検査が陽性で
ある萎縮性胃炎、いわゆる慢性胃炎が
強い人を絞り込んでいく方法です。
　林田　ペプシノーゲンは慢性胃炎の
程度を見るものとしてよろしいですか。

　河合　そうですね。
　林田　実際、具体的にどのぐらいの
数、どのぐらいの差で出てくるのか、
その辺のデータはあるのでしょうか。
　河合　いろいろな先生のデータで、
多少は異なりますが、A群とB群とC群
の３つの群に分けられます。A群とい
うのはピロリ菌もいなくて、ペプシノ
ーゲンも陰性。これに比べて、B群は
ピロリ菌はいるけれども、ペプシノー
ゲンは陰性。ですから、かかっただけ
で、あまり慢性胃炎が強くない。それ
に比べてC群というのは、ピロリ菌に
かかっている、あるいは以前かかった
人を含めてペプシノーゲン陽性になり
ます。A群ではほとんど胃癌がないと
報告されています（僕たちはわずかに
可能性があるのではないかなと思って
いるのです）。例えば川崎医大の井上
先生のデータですと、A群は１例もな
い。1,500人ぐらいの患者さんで、A群
はゼロ、それに比べてC群は32人、胃
癌が出たと報告されています。
　林田　かなり高いですね。
　河合　そうですね。ですから、かな
り絞り込んで検査を受けていただける。
　林田　そうしますと、従来は胃癌検
診といいますと、胃のレントゲンをや
ったり、あるいは内視鏡をやったりと
いうことですが、まず血液検査でふる
い分けをしよう。それで胃癌のリスク
の高い人、低い人を分けて、リスクの
高い人には二次検査を、胃の透視、内

視鏡をやろう、そういうことでしょう
か。
　河合　今は、例えばバリウムの検査
も１日に短時間でたくさんの人数の方
をやってしまうと、レントゲンの精度
が少し落ちてきてしまうかなと思うの
です。ですから、逆にこれで絞り込ん
で、丁寧にやっていけば、また昔なが
らのレントゲンのいいところや、ある
いは内視鏡でもそうですけれどもいか
されると思うのです。
　もともと日本人は、僕もそうですけ
れども、隣の人がやっていると、「な
にやってるのかな」と気になって、同
じようにしたいですね。でも、実はピ
ロリ菌がいる人といない人だとリスク
が違うので、いわゆるオーダーメイド
的にやっていく一つの方法だと思うの
です。完全にオーダーメイドまでいか
ないのですけれども、少しリスクで差
をつけてやる。新しい健診の方法の一
つかなと思っています。
　林田　ピロリ菌がいる、感染をして
いる、それから以前感染していたとい
う表現を使われましたが、これは同じ
土俵でよろしいのでしょうか。
　河合　僕も今言いながら、少し戸惑
ったのですけれども、以前いたとお話
しした例は、５歳ぐらいまでにピロリ
菌の感染が完成して、ずうっと感染し
続け、胃粘膜が、慢性的に萎縮が強く
進んだ状態が腸上皮化生なのです。実
はピロリ菌というのは、腸上皮化生に

ABC検診

東京医科大学内視鏡センター教授
河　合　　隆

（聞き手　林田康男）

　最近提唱されているペプシノーゲン検査を併用したABC検診についてご教示
ください。
（東京医科大学病院内視鏡センター　河合隆先生に）

＜鹿児島県開業医＞
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う表現を使われましたが、これは同じ
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　河合　僕も今言いながら、少し戸惑
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しした例は、５歳ぐらいまでにピロリ
菌の感染が完成して、ずうっと感染し
続け、胃粘膜が、慢性的に萎縮が強く
進んだ状態が腸上皮化生なのです。実
はピロリ菌というのは、腸上皮化生に

ABC検診

東京医科大学内視鏡センター教授
河　合　　隆

（聞き手　林田康男）

　最近提唱されているペプシノーゲン検査を併用したABC検診についてご教示
ください。
（東京医科大学病院内視鏡センター　河合隆先生に）

＜鹿児島県開業医＞

1206本文.indd   424-425 12.5.17   11:15:36 AM



26（426） ドクターサロン56巻６月号（5 . 2012） （427）27

なってしまうと、腸の粘膜にはすめま
せんので、荒らし終わると自分からい
なくなってしまうのです。いわゆる自
然除菌なのですが、このように、高度
な萎縮性胃炎になると、ピロリ菌がい
なくなってしまう場合があります。し
かし、ピロリ菌はいなくとも高度な萎
縮性胃炎が残存しているため、胃癌の
リスクはあります。
　林田　これは実際に日本ではどのく
らいの数が行われているのでしょうか。
　河合　行っているのは人間ドックの
ほうでありまして、いわゆる区民健診
とかの対策型ではほとんどやられてい
ないのです。今度行われ始めたのが群
馬県で１つと足立区で１つぐらいで、
実際に行っているのは、例えば神戸の
ほうのある大きな会社が、会社の人間
ドック的なものとしては取り入れてい
るのですけれども、なかなか一般の方
の区民健診、住民健診のほうにはまだ
まだ実際は入り込めていないというの
が現状です。
　林田　これは当然保険診療には入ら
ないのですが、逆にABC検診に向かな
いといいましょうか、「あなたはあま
り適応はありませんよ」というような
人たちは抽出できるのですか。
　河合　ABC検診に向かないというか
適応にならない人は、すでにピロリ菌
の除菌をされた方です。なぜかといい
ますと、ピロリ菌の除菌をしてしまう
とABC検診の判定が変わってしまうた

めです。ABC検診というのは、一つは
リスクがある方を絞り込むのと、ある
いは本当にリスクがないA群の方は胃
の検診を受けなくてもよくなる可能性
もあります。
　一度もピロリ菌に感染しておらず、
ペプシノーゲン陰性の場合、胃のレン
トゲン検査はせずに、心臓の検査など
を受けるなど、ひとりひとりのリスク
にあった検診が今後可能と思われます。
　林田　そうしますと、このABC検診
がもう少し広がって、いわゆる母数が
多くなると、いろいろな評価ができる
ということでしょうか。
　河合　まだまだこれからの問題点だ
と思うのです。これからどこまでこれ
を広めていけるかということだと思う
のですが、一つの選択肢として、こう
いう形を取ってみていただいてもいい
のかなと思います。
　林田　例えば、あなたはABCのAで
すよ。ペプシノーゲンもマイナス、ピ
ロリ菌もマイナス。そうすると、この
方はずっと何もしなくていいというこ
とですか。
　河合　そこが実は先ほどちょっと触
れた問題点で、例えばSさんという人
がいて、その人がピロリ菌も陽性で、
ペプシノーゲンも陽性だった。それで、
いわゆるABCのC群だったのですけれ
ども、除菌をすると、あっという間に、
１～３年ぐらいで判定がAに変わって
います。ですから、本当にピロリに１

回も子どものときからかかっていない、
ペプシノーゲンも陰性、いわゆる萎縮
性胃炎もないというのを、１回内視鏡
で見れば、ある程度わかりますので、
A群の方でも、１回見て、本当にこの
人はピロリ菌にかかっていないぐらい、
きれいな人でも、まったくやらないの
は僕も反対です。正直いって、３年に
１回とかはすべきです。
　林田　少し間隔をあけるのは。
　河合　間隔をあけるのは可能だと思
うのですけれども。
　林田　最後にちょっと意地悪い質問
ですが、いわゆるモンゴリアン、蒙古
人種ですが、これは胃癌の発生が非常
に高い民族である。いわゆる白人は胃
癌の発生が少ないのですが、この人た
ちのペプシノーゲンあるいはピロリ菌
との関連性というのは評価されている
のでしょうか。

　河合　ペプシノーゲンは日本が主流
です。欧米とかでも多少データが出て
いるのですけれども、やはり先生がお
っしゃっていただいたとおり、欧米の
ピロリ感染している方は、日本みたい
に萎縮が進まない、前庭部のほうの胃
炎だけなので、ペプシノーゲンも高く
て、ペプシノーゲン法で陽性にならな
いのです。ですから、日本のようにペ
プシノーゲン法はあまり使われていま
せん。ただ、除菌の判定とか、何かの
胃炎の変化で使っているだけで、胃癌
とかの指標には欧米では使っていない
ようです。
　林田　これは胃癌の多い日本人の中
から出てきた健診法というふうに評価
してよろしいでしょうか。
　河合　そうですね。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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ほうでありまして、いわゆる区民健診
とかの対策型ではほとんどやられてい
ないのです。今度行われ始めたのが群
馬県で１つと足立区で１つぐらいで、
実際に行っているのは、例えば神戸の
ほうのある大きな会社が、会社の人間
ドック的なものとしては取り入れてい
るのですけれども、なかなか一般の方
の区民健診、住民健診のほうにはまだ
まだ実際は入り込めていないというの
が現状です。
　林田　これは当然保険診療には入ら
ないのですが、逆にABC検診に向かな
いといいましょうか、「あなたはあま
り適応はありませんよ」というような
人たちは抽出できるのですか。
　河合　ABC検診に向かないというか
適応にならない人は、すでにピロリ菌
の除菌をされた方です。なぜかといい
ますと、ピロリ菌の除菌をしてしまう
とABC検診の判定が変わってしまうた

めです。ABC検診というのは、一つは
リスクがある方を絞り込むのと、ある
いは本当にリスクがないA群の方は胃
の検診を受けなくてもよくなる可能性
もあります。
　一度もピロリ菌に感染しておらず、
ペプシノーゲン陰性の場合、胃のレン
トゲン検査はせずに、心臓の検査など
を受けるなど、ひとりひとりのリスク
にあった検診が今後可能と思われます。
　林田　そうしますと、このABC検診
がもう少し広がって、いわゆる母数が
多くなると、いろいろな評価ができる
ということでしょうか。
　河合　まだまだこれからの問題点だ
と思うのです。これからどこまでこれ
を広めていけるかということだと思う
のですが、一つの選択肢として、こう
いう形を取ってみていただいてもいい
のかなと思います。
　林田　例えば、あなたはABCのAで
すよ。ペプシノーゲンもマイナス、ピ
ロリ菌もマイナス。そうすると、この
方はずっと何もしなくていいというこ
とですか。
　河合　そこが実は先ほどちょっと触
れた問題点で、例えばSさんという人
がいて、その人がピロリ菌も陽性で、
ペプシノーゲンも陽性だった。それで、
いわゆるABCのC群だったのですけれ
ども、除菌をすると、あっという間に、
１～３年ぐらいで判定がAに変わって
います。ですから、本当にピロリに１

回も子どものときからかかっていない、
ペプシノーゲンも陰性、いわゆる萎縮
性胃炎もないというのを、１回内視鏡
で見れば、ある程度わかりますので、
A群の方でも、１回見て、本当にこの
人はピロリ菌にかかっていないぐらい、
きれいな人でも、まったくやらないの
は僕も反対です。正直いって、３年に
１回とかはすべきです。
　林田　少し間隔をあけるのは。
　河合　間隔をあけるのは可能だと思
うのですけれども。
　林田　最後にちょっと意地悪い質問
ですが、いわゆるモンゴリアン、蒙古
人種ですが、これは胃癌の発生が非常
に高い民族である。いわゆる白人は胃
癌の発生が少ないのですが、この人た
ちのペプシノーゲンあるいはピロリ菌
との関連性というのは評価されている
のでしょうか。

　河合　ペプシノーゲンは日本が主流
です。欧米とかでも多少データが出て
いるのですけれども、やはり先生がお
っしゃっていただいたとおり、欧米の
ピロリ感染している方は、日本みたい
に萎縮が進まない、前庭部のほうの胃
炎だけなので、ペプシノーゲンも高く
て、ペプシノーゲン法で陽性にならな
いのです。ですから、日本のようにペ
プシノーゲン法はあまり使われていま
せん。ただ、除菌の判定とか、何かの
胃炎の変化で使っているだけで、胃癌
とかの指標には欧米では使っていない
ようです。
　林田　これは胃癌の多い日本人の中
から出てきた健診法というふうに評価
してよろしいでしょうか。
　河合　そうですね。
　林田　どうもありがとうございまし
た。
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　林田　鴻先生、慢性鼻炎というより
は、その中で一番ありふれたといいま
すか、ポピュラーなアレルギー性鼻炎
についてお話をいろいろとうかがいた
いと思います。
　まず、アレルギー性鼻炎の定義とい
いましょうか、その辺を詳しくお話し
いただけますか。
　鴻　まず一番最初に簡単にご説明し
なければいけないのは、意外とよく混
同しやすいのが鼻腔と副鼻腔の違いで
す。慢性の鼻炎というと鼻腔の中、副
鼻腔炎というと鼻腔の周囲にある副鼻
腔の問題です。鼻腔には、鼻中隔とい
う左右の仕切りの壁があって、左右そ
れぞれの鼻腔の中にある鼻粘膜に炎症
が起こることを鼻炎といいます。急性
鼻炎の代表的なものといえば鼻風邪で
すけれども、慢性の鼻炎となると、今
度は鼻風邪が慢性炎症にはそうそう続

きませんから、慢性鼻炎の代表的なも
のというとアレルギー性鼻炎です。
　林田　これはいわゆるアレルギーの
反応ということですが、IgEだとか、
そういう抗原を持つということでよろ
しいのでしょうか。
　鴻　そうですね。Ⅰ型のアレルギー
ですから。代表的な抗原としましては、
ハウスダスト、ダニ、それから花粉で
いえば、日本人でいうとスギの花粉、
あるいはヒノキ、カモガヤ、ブタクサ
など様々です。
　林田　たくさんあるということです
ね。
　鴻　そうですね。
　林田　アレルギー性鼻炎の典型的な
症状は何でしょうか。
　鴻　典型的な症状というと、それこ
そ、世間の方はコマーシャルでよく知
っていると思うのですけれども、くし

ゃみ・鼻水・鼻づまりになります。
　林田　これがいわゆる３主徴でよろ
しいでしょうか。
　鴻　そうですね。
　林田　具体的には、抗原と、教科書
などを調べますと、肥満細胞というの
が出てくるのですが、この辺のかかわ
り合いをお話しいただけますか。
　鴻　典型的なⅠ型アレルギーが関与
した鼻炎ですから、先ほど申し上げた
抗原、ハウスダストアレルギーならほ
こりが、スギの花粉症であればスギの
花粉が鼻腔内に入ったときに、あらか
じめ感作された患者さんにおいては鼻
粘膜の中でアレルギー反応が起きます。
肥満細胞を介して、例えばヒスタミン
が遊離されるとか、あるいはロイコト
リエンが遊離されて、くしゃみ・鼻水
反射、あるいは血管拡張や透過性亢進
が起きて鼻閉が生じるという機序にな
ります。
　林田　こういう物質はどの方でも、
個人差がある、あるいは全体的に出る
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　鴻　個人差というと、アレルギー体
質が強いか軽いかになると思うのです
けれども、一般的な出方、特に同じア
レルギーの３主徴の中でも、鼻水・く
しゃみというのは、ご存じだと思うの
ですけれども、早く出る反応です。即
時型です。それから、鼻づまりという
のは、それから少し遅れて出る反応で

す。つまり、鼻水・くしゃみ反射とい
うのは神経を介したいわゆる反射です。
ですから、花粉が入ったすぐ後に「く
しゅん」と出るというのが即時型の反
射です。それから、鼻づまり、鼻閉に
関していうと、ロイコトリエンなどを
介した、少し遅れて出る、あとからじ
わじわと腫れてくるタイプです。そう
いう起こり方に多少の個人差はもちろ
んあると思いますけれども、基本的に
はいわゆるアレルギー反応。アレルギ
ーに感作されているかどうかというの
が、反応が起きるか、起きないかを決
めるということだと思います。
　林田　それでは次に診断に移りたい
と思いますが、いわゆる確定診断を得
るためにはどうしたらよろしいでしょ
うか。
　鴻　まず視診です。これは鼻の中を
内視鏡ないし裸眼で見たときに、鼻粘
膜は普通は口の中と同じような感じで
す。口の中は内科の先生方でも、医師
であればどなたも見ると思います。鼻
の中をごらんになった方はそんなには
いないと思うのですけれども、鼻の中
は基本的に口と同じように赤いのです。
血管も透けて見えますし、赤い色をし
ています。それが、アレルギーがあっ
て、むくんでくると、蒼白という言葉
を使いますけれども、白っぽくなって
きます。白っぽくむくんでくるのはア
レルギーで、赤くなっているのが普通、
すごく赤いのが急性の鼻風邪、感染で

アレルギー性鼻炎

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科准教授
鴻　　信　義

（聞き手　林田康男）

　慢性鼻炎と鼻ポリープについてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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　林田　鴻先生、慢性鼻炎というより
は、その中で一番ありふれたといいま
すか、ポピュラーなアレルギー性鼻炎
についてお話をいろいろとうかがいた
いと思います。
　まず、アレルギー性鼻炎の定義とい
いましょうか、その辺を詳しくお話し
いただけますか。
　鴻　まず一番最初に簡単にご説明し
なければいけないのは、意外とよく混
同しやすいのが鼻腔と副鼻腔の違いで
す。慢性の鼻炎というと鼻腔の中、副
鼻腔炎というと鼻腔の周囲にある副鼻
腔の問題です。鼻腔には、鼻中隔とい
う左右の仕切りの壁があって、左右そ
れぞれの鼻腔の中にある鼻粘膜に炎症
が起こることを鼻炎といいます。急性
鼻炎の代表的なものといえば鼻風邪で
すけれども、慢性の鼻炎となると、今
度は鼻風邪が慢性炎症にはそうそう続

きませんから、慢性鼻炎の代表的なも
のというとアレルギー性鼻炎です。
　林田　これはいわゆるアレルギーの
反応ということですが、IgEだとか、
そういう抗原を持つということでよろ
しいのでしょうか。
　鴻　そうですね。Ⅰ型のアレルギー
ですから。代表的な抗原としましては、
ハウスダスト、ダニ、それから花粉で
いえば、日本人でいうとスギの花粉、
あるいはヒノキ、カモガヤ、ブタクサ
など様々です。
　林田　たくさんあるということです
ね。
　鴻　そうですね。
　林田　アレルギー性鼻炎の典型的な
症状は何でしょうか。
　鴻　典型的な症状というと、それこ
そ、世間の方はコマーシャルでよく知
っていると思うのですけれども、くし

ゃみ・鼻水・鼻づまりになります。
　林田　これがいわゆる３主徴でよろ
しいでしょうか。
　鴻　そうですね。
　林田　具体的には、抗原と、教科書
などを調べますと、肥満細胞というの
が出てくるのですが、この辺のかかわ
り合いをお話しいただけますか。
　鴻　典型的なⅠ型アレルギーが関与
した鼻炎ですから、先ほど申し上げた
抗原、ハウスダストアレルギーならほ
こりが、スギの花粉症であればスギの
花粉が鼻腔内に入ったときに、あらか
じめ感作された患者さんにおいては鼻
粘膜の中でアレルギー反応が起きます。
肥満細胞を介して、例えばヒスタミン
が遊離されるとか、あるいはロイコト
リエンが遊離されて、くしゃみ・鼻水
反射、あるいは血管拡張や透過性亢進
が起きて鼻閉が生じるという機序にな
ります。
　林田　こういう物質はどの方でも、
個人差がある、あるいは全体的に出る
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　鴻　個人差というと、アレルギー体
質が強いか軽いかになると思うのです
けれども、一般的な出方、特に同じア
レルギーの３主徴の中でも、鼻水・く
しゃみというのは、ご存じだと思うの
ですけれども、早く出る反応です。即
時型です。それから、鼻づまりという
のは、それから少し遅れて出る反応で

す。つまり、鼻水・くしゃみ反射とい
うのは神経を介したいわゆる反射です。
ですから、花粉が入ったすぐ後に「く
しゅん」と出るというのが即時型の反
射です。それから、鼻づまり、鼻閉に
関していうと、ロイコトリエンなどを
介した、少し遅れて出る、あとからじ
わじわと腫れてくるタイプです。そう
いう起こり方に多少の個人差はもちろ
んあると思いますけれども、基本的に
はいわゆるアレルギー反応。アレルギ
ーに感作されているかどうかというの
が、反応が起きるか、起きないかを決
めるということだと思います。
　林田　それでは次に診断に移りたい
と思いますが、いわゆる確定診断を得
るためにはどうしたらよろしいでしょ
うか。
　鴻　まず視診です。これは鼻の中を
内視鏡ないし裸眼で見たときに、鼻粘
膜は普通は口の中と同じような感じで
す。口の中は内科の先生方でも、医師
であればどなたも見ると思います。鼻
の中をごらんになった方はそんなには
いないと思うのですけれども、鼻の中
は基本的に口と同じように赤いのです。
血管も透けて見えますし、赤い色をし
ています。それが、アレルギーがあっ
て、むくんでくると、蒼白という言葉
を使いますけれども、白っぽくなって
きます。白っぽくむくんでくるのはア
レルギーで、赤くなっているのが普通、
すごく赤いのが急性の鼻風邪、感染で

アレルギー性鼻炎

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科准教授
鴻　　信　義

（聞き手　林田康男）

　慢性鼻炎と鼻ポリープについてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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す。まずそれを判別するのが視診です。
　それから、もちろん鼻水、正確にい
うと鼻汁、もっというと水様性の鼻汁
です。粘性鼻汁、膿性鼻汁が感染を意
味するものであるとすると、アレルギ
ーの鼻汁は水様性の鼻汁になりますか
ら、水はながあるのか、あるいは粘性
のはながあるのか、いわゆる視診でま
ず判断します。
　それから、簡単なのは血液検査です。
特異的なIgEを調べて、感作されてい
るかどうかを確認するのが一つですけ
れども、例えば誘発テストといって、
アレルゲンをしみ込ませたディスクを
鼻粘膜に置くと、鼻汁分泌が起きて、
それから鼻粘膜の腫脹が起きてくる。
その誘発試験を見るのもそうですし、
あとは鼻汁のスメアで好酸球があると
いうのがいわゆる診断になります。
　林田　これは血液中の好酸球も増え
るというふうに考えてよろしいでしょ
うか。
　鴻　そうですね。
　林田　診断がつきました。次に治療
ということですが、これが幾つかある
と思うのですが、これはいかがでしょ
うか。
　鴻　治療は、もちろんどの疾患でも
そうですけれども、保存的治療があっ
て、だめな場合に手術というかたちに
なりますが、一般的な治療としては、
まずは抗ヒスタミン薬の内服。抗ヒス
タミン薬も、いわゆる第一世代のクラ

シカルな抗ヒスタミン薬を飲むと、眠
気が激しかったり、いろいろな副作用
がありましたが、今の抗ヒスタミン薬
はなかなかよくできていまして、飲ん
でも眠くならないとか、本来は鼻汁分
泌は抗ヒスタミン薬、鼻閉に対しては
抗ロイコトリエン薬ですけれども、抗
ヒスタミン薬でも鼻閉に対して効くと
か、非常にいい薬がたくさんあります。
　それから外用薬ですが、鼻腔という
のは、咽頭腔、鼻腔、どちらも外界と
接していますから、非常に外用薬の使
いやすいところです。ですから、噴霧
薬としてステロイドを使うと、鼻閉も
とれるし、いろいろなアレルギーの症
状が抑えられます。もちろん抗ヒスタ
ミンの噴霧も有効な外用薬です。それ
から抗ヒスタミン薬の内服。どうしよ
うもないときは、ステロイドの内服も
するということです。
　ただ、一番大事な治療ということで
いいますと、もちろん抗原からの回避
です。例えばスギの花粉症ですと、マ
スク、外出を控える、洗濯物は外に干
さないということです。一方、ほこり
のアレルギーでいうと、部屋の掃除と
換気をまめにすることです。それから、
温度と湿気、これもけっこう関係しま
す。ですから、適度な温度、適度な湿
度で、なるべく鼻の中を快適な環境に
することです。そういう普段の生活環
境ですね。生活環境というのは、スギ
の花粉症の患者さんにおいては、例え

ば通学・通勤中にスギ花粉に暴露して
しまうわけですから、そういうことも
含めて、生活環境でなるべく抗原から
遠ざかる。
　それと、抗原をもし吸ってしまった
場合、ほこりを吸わないときはありま
せんから、今、先生と僕もほこりを吸
っているわけです。どうしても吸って
しまう。そうしますと、アレルギーの
患者さんでは必ず反応が出ますので、
鼻をかむとか、抗原を出すための鼻う
がい、鼻洗浄といいますが、市販の鼻
うがい液がたくさんありますし、温生
食水で中を洗うというのも非常にいい
治療だと思います。
　林田　免疫療法があるとうかがいま
したけれども、これは日本と欧米とち
ょっと違うということですが、その辺
のことも含めてお話しいただけますか。
　鴻　免疫療法は根本治療の可能性が
ある体質改善治療です。これは日本で
すと、皮下の減感作治療になります。
ハウスダスト、スギやカモガヤなどの
花粉、また、カビもありますし、いろ
いろな特異的な抗原のエキスを微量ず
つ定期的に注射します。濃度はだんだ
ん高くしていきます。減感作療法を 
２～３年続けると、有効率はだいたい
６割とか７割といわれていますが、有
効率が100％ではない。
　もう一つの問題は、注射なので単純
に痛いのです。お子さんでも適応のあ
る子はたくさんいるのですが、痛みを

伴う治療だというのが欠点です。それ
と、もう一つの欠点が、外来に毎週来
ないといけない、特に最初は。そうす
ると、社会人の方とか、学生さんもな
かなか週に１回の通院は難しいと思い
ます。それで欧米では、舌下の減感作
治療といいますが、抗原のエキスを舌
下錠にして、それを口腔内に入れるの
です。そうすると、処方をすればいい
ので、病院にあまり来なくていい。そ
れから痛みを伴わないという非常に大
きな利点があります。
　しかし、口の中に入りますから、万
が一アナフィラキシーを起こすと、こ
れはかなりリスクの高い状況になりま
す。ですから、そこのところを見なが
ら、今、厚労省、耳鼻科の中の研究班
を主体として、さらなる臨床検討を行
っているところだと思います。
　林田　鼻閉のときに、鼻茸がありま
すが、これの処置はどのようにしたら
よろしいでしょうか。
　鴻　鼻茸というのは、ちょっと難し
い言葉でいうと、中鼻道というところ
にできるのです。アレルギー性鼻炎は、
下鼻甲介粘膜および総鼻道、つまり簡
単にいうと、鼻腔の下半分のほうで起
こるのが鼻炎です。鼻茸というのは鼻
腔の上半分のほうにできて、大きくな
ると下のほうに垂れ下がってきます。
鼻茸があるアレルギー性鼻炎の患者は
たくさんいますけれども、これは簡単
にいうと、アレルギー性鼻炎に副鼻腔
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す。まずそれを判別するのが視診です。
　それから、もちろん鼻水、正確にい
うと鼻汁、もっというと水様性の鼻汁
です。粘性鼻汁、膿性鼻汁が感染を意
味するものであるとすると、アレルギ
ーの鼻汁は水様性の鼻汁になりますか
ら、水はながあるのか、あるいは粘性
のはながあるのか、いわゆる視診でま
ず判断します。
　それから、簡単なのは血液検査です。
特異的なIgEを調べて、感作されてい
るかどうかを確認するのが一つですけ
れども、例えば誘発テストといって、
アレルゲンをしみ込ませたディスクを
鼻粘膜に置くと、鼻汁分泌が起きて、
それから鼻粘膜の腫脹が起きてくる。
その誘発試験を見るのもそうですし、
あとは鼻汁のスメアで好酸球があると
いうのがいわゆる診断になります。
　林田　これは血液中の好酸球も増え
るというふうに考えてよろしいでしょ
うか。
　鴻　そうですね。
　林田　診断がつきました。次に治療
ということですが、これが幾つかある
と思うのですが、これはいかがでしょ
うか。
　鴻　治療は、もちろんどの疾患でも
そうですけれども、保存的治療があっ
て、だめな場合に手術というかたちに
なりますが、一般的な治療としては、
まずは抗ヒスタミン薬の内服。抗ヒス
タミン薬も、いわゆる第一世代のクラ

シカルな抗ヒスタミン薬を飲むと、眠
気が激しかったり、いろいろな副作用
がありましたが、今の抗ヒスタミン薬
はなかなかよくできていまして、飲ん
でも眠くならないとか、本来は鼻汁分
泌は抗ヒスタミン薬、鼻閉に対しては
抗ロイコトリエン薬ですけれども、抗
ヒスタミン薬でも鼻閉に対して効くと
か、非常にいい薬がたくさんあります。
　それから外用薬ですが、鼻腔という
のは、咽頭腔、鼻腔、どちらも外界と
接していますから、非常に外用薬の使
いやすいところです。ですから、噴霧
薬としてステロイドを使うと、鼻閉も
とれるし、いろいろなアレルギーの症
状が抑えられます。もちろん抗ヒスタ
ミンの噴霧も有効な外用薬です。それ
から抗ヒスタミン薬の内服。どうしよ
うもないときは、ステロイドの内服も
するということです。
　ただ、一番大事な治療ということで
いいますと、もちろん抗原からの回避
です。例えばスギの花粉症ですと、マ
スク、外出を控える、洗濯物は外に干
さないということです。一方、ほこり
のアレルギーでいうと、部屋の掃除と
換気をまめにすることです。それから、
温度と湿気、これもけっこう関係しま
す。ですから、適度な温度、適度な湿
度で、なるべく鼻の中を快適な環境に
することです。そういう普段の生活環
境ですね。生活環境というのは、スギ
の花粉症の患者さんにおいては、例え

ば通学・通勤中にスギ花粉に暴露して
しまうわけですから、そういうことも
含めて、生活環境でなるべく抗原から
遠ざかる。
　それと、抗原をもし吸ってしまった
場合、ほこりを吸わないときはありま
せんから、今、先生と僕もほこりを吸
っているわけです。どうしても吸って
しまう。そうしますと、アレルギーの
患者さんでは必ず反応が出ますので、
鼻をかむとか、抗原を出すための鼻う
がい、鼻洗浄といいますが、市販の鼻
うがい液がたくさんありますし、温生
食水で中を洗うというのも非常にいい
治療だと思います。
　林田　免疫療法があるとうかがいま
したけれども、これは日本と欧米とち
ょっと違うということですが、その辺
のことも含めてお話しいただけますか。
　鴻　免疫療法は根本治療の可能性が
ある体質改善治療です。これは日本で
すと、皮下の減感作治療になります。
ハウスダスト、スギやカモガヤなどの
花粉、また、カビもありますし、いろ
いろな特異的な抗原のエキスを微量ず
つ定期的に注射します。濃度はだんだ
ん高くしていきます。減感作療法を 
２～３年続けると、有効率はだいたい
６割とか７割といわれていますが、有
効率が100％ではない。
　もう一つの問題は、注射なので単純
に痛いのです。お子さんでも適応のあ
る子はたくさんいるのですが、痛みを

伴う治療だというのが欠点です。それ
と、もう一つの欠点が、外来に毎週来
ないといけない、特に最初は。そうす
ると、社会人の方とか、学生さんもな
かなか週に１回の通院は難しいと思い
ます。それで欧米では、舌下の減感作
治療といいますが、抗原のエキスを舌
下錠にして、それを口腔内に入れるの
です。そうすると、処方をすればいい
ので、病院にあまり来なくていい。そ
れから痛みを伴わないという非常に大
きな利点があります。
　しかし、口の中に入りますから、万
が一アナフィラキシーを起こすと、こ
れはかなりリスクの高い状況になりま
す。ですから、そこのところを見なが
ら、今、厚労省、耳鼻科の中の研究班
を主体として、さらなる臨床検討を行
っているところだと思います。
　林田　鼻閉のときに、鼻茸がありま
すが、これの処置はどのようにしたら
よろしいでしょうか。
　鴻　鼻茸というのは、ちょっと難し
い言葉でいうと、中鼻道というところ
にできるのです。アレルギー性鼻炎は、
下鼻甲介粘膜および総鼻道、つまり簡
単にいうと、鼻腔の下半分のほうで起
こるのが鼻炎です。鼻茸というのは鼻
腔の上半分のほうにできて、大きくな
ると下のほうに垂れ下がってきます。
鼻茸があるアレルギー性鼻炎の患者は
たくさんいますけれども、これは簡単
にいうと、アレルギー性鼻炎に副鼻腔
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炎を合併しているというふうに考えま
す。
　それと、治療にもう一つ、手術とい
うのがあります。これは内服あるいは
減感作、いろいろなことを試して、ど
うしても鼻閉がとれない場合や鼻汁分
泌過多がとれない場合は、下鼻甲介粘

膜、先ほど言った鼻腔の下半分のアレ
ルギー反応が主に起こる場所を、例え
ばレーザーで焼灼して収縮させるとか、
メスで粘膜下の組織を切除して、瘢痕
化させてボリュームを減らす。そうい
う手術療法もあります。
　林田　ありがとうございました。

　山内　田中先生、低体温症、今回、
震災でも初期のころには話題になりま
したが、まずこの定義は何度ぐらいの
体温なのでしょうか。
　田中　一般的に低体温とは深部体温
（核心温度）が35度未満と定義されま
す。軽症の低体温症の場合、32～35度
ぐらい、中等症の場合で28～32度、重
症の低体温症になりますと、28度未満
と深部体温によって重症度が決まって
きます。
　山内　一般的に、今回のような被災
あるいは山岳登山、こういった場面で
発症するイメージが強いのですが、都
市部でも普通に起こりうる病態なので
しょうか。
　田中　はい、健常の方が野外活動を

しているときとか、溺水などで寒冷環
境にさらされて生じるというのが低体
温症としては有名です。しかし中には
乳幼児や高齢者の方、あるいは基礎疾
患に糖尿病があるとか、アルコール多
飲や薬物中毒時、重症の感染症などの
患者さんでは、冬期以外でもまた室内
にいても低体温症を発症することがあ
ります。
　山内　長時間、比較的低い温度の中
に放置されていた場合ということにな
るわけでしょうか。
　田中　そうですね。低体温症の発生
に関しては、いろいろな考えがあると
思うのですが、一つは体温調節機序が
破綻されてしまう。人は恒温動物です
ので、体温調節は非常に狭い範囲で行

低体温症

順天堂大学救急・災害医学教授
田　中　　裕

（聞き手　山内俊一）

　低体温症についてご教示ください。
　１．低体温症の発生メカニズムについて。
　２．低体温症の症状について。
　３．低体温症の対処法について。

＜兵庫県開業医＞
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炎を合併しているというふうに考えま
す。
　それと、治療にもう一つ、手術とい
うのがあります。これは内服あるいは
減感作、いろいろなことを試して、ど
うしても鼻閉がとれない場合や鼻汁分
泌過多がとれない場合は、下鼻甲介粘

膜、先ほど言った鼻腔の下半分のアレ
ルギー反応が主に起こる場所を、例え
ばレーザーで焼灼して収縮させるとか、
メスで粘膜下の組織を切除して、瘢痕
化させてボリュームを減らす。そうい
う手術療法もあります。
　林田　ありがとうございました。

　山内　田中先生、低体温症、今回、
震災でも初期のころには話題になりま
したが、まずこの定義は何度ぐらいの
体温なのでしょうか。
　田中　一般的に低体温とは深部体温
（核心温度）が35度未満と定義されま
す。軽症の低体温症の場合、32～35度
ぐらい、中等症の場合で28～32度、重
症の低体温症になりますと、28度未満
と深部体温によって重症度が決まって
きます。
　山内　一般的に、今回のような被災
あるいは山岳登山、こういった場面で
発症するイメージが強いのですが、都
市部でも普通に起こりうる病態なので
しょうか。
　田中　はい、健常の方が野外活動を

しているときとか、溺水などで寒冷環
境にさらされて生じるというのが低体
温症としては有名です。しかし中には
乳幼児や高齢者の方、あるいは基礎疾
患に糖尿病があるとか、アルコール多
飲や薬物中毒時、重症の感染症などの
患者さんでは、冬期以外でもまた室内
にいても低体温症を発症することがあ
ります。
　山内　長時間、比較的低い温度の中
に放置されていた場合ということにな
るわけでしょうか。
　田中　そうですね。低体温症の発生
に関しては、いろいろな考えがあると
思うのですが、一つは体温調節機序が
破綻されてしまう。人は恒温動物です
ので、体温調節は非常に狭い範囲で行

低体温症

順天堂大学救急・災害医学教授
田　中　　裕

（聞き手　山内俊一）

　低体温症についてご教示ください。
　１．低体温症の発生メカニズムについて。
　２．低体温症の症状について。
　３．低体温症の対処法について。

＜兵庫県開業医＞
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われています。これには脳の視床下部
が、寒冷に対して体温などの生理的反
応を調節しているといわれています。
寒冷にさらされますと、筋緊張が生じ
て熱産生が増えます。これをシバリン
グといいますが、体の震えが起こるの
です。シバリングにより熱産生を亢進
させて代償しようとしているのですが、
ここにも限界がありまして、そういう
状態を超えてしまいますと、一気に体
温が下がります。低体温症では、寒冷
暴露によって熱が放散され体温が失わ
れることと、生体が熱の産生をするこ
とができなくなることが考えられます。
熱産生と熱放出のバランスの崩れで低
体温症が起こってくると考えられます。
したがって、寒冷下、例えば冷たい風
が吹いているところとか、あるいは乾
燥状態とか、そういう場合には起こり
やすいです。
　山内　例えば、夏場のクーラーのつ
けっぱなしなどでも起こりうるという
ことですか。
　田中　そうですね。例えばお酒を飲
み過ぎて倒れてしまったとか、薬物中
毒で意識をなくして倒れてしまった。
そういうときに室内でクーラーがきい
ているようなときには体温が急速に下
がります。閉鎖空間で塗装作業などを
しているようなときも注意が必要です。
塗装溶液中のトルエンなどの影響で意
識を失ったうえに、体表の熱放散が亢
進し低体温症になるケースも報告され

ています。
　山内　原因は様々ということですね。
さて、どういった症状が出てくるので
しょうか。
　田中　低体温症は、体温の状況に応
じて軽症から重症まで定義され症状が
異なります。
　例えば、震えといいますか、体温調
節を行うためのシバリング、これに関
しては軽症の場合ではよく見られるの
ですが、32度以下の重症低体温の場合
にはシバリングも止まってしまいます。
　それから呼吸が、軽症の場合は頻呼
吸になるのですが、中等症以上になり
ますと呼吸が弱くなり、低換気状態や
無呼吸になってしまうこともあります。
また、循環に関しましても、軽症の場
合は頻脈である一方、中等症になって
きますと徐脈になり、血圧も下がって
きます。重篤な低体温症の場合には、
著明な徐脈となり救急隊が心肺停止状
態と判断してしまうこともあります。
　山内　意識はだいたいどのあたりの
温度ぐらいまでは保たれているのでし
ょうか。
　田中　32度ぐらいまでの軽症の場合
は、ある程度呼びかけには応じてもら
えるのですが、見当識障害が見られる
ようになってきたりします。中等症以
上になりますと、興奮状態になり、瞳
孔は散瞳してきます。重症になります
と昏睡状態になり、反射も消失してし
まいます。瞳孔の反応も非常に遅延し

ます。
　山内　重症感あふれる感じになって
くるわけですね。さて、この対処法と
いいますか、治療に移らせていただき
ます。これもやはり軽症から重症まで
でだいぶ違ってくるわけでしょうか。
　田中　そうですね。まず深部体温を
戻す、復温することが非常に重要にな
ってきます。復温の方法には保温と表
面加温、それから中心加温という３つ
の方法があります。後者ほどより積極
的な復温方法になります。復温方法も
低体温の状況によって変わってきます。
軽症の低体温症の場合には保温で十分
かなと思います。この場合は、例えば
濡れた衣服を除いて、暖かい場所で全
身を毛布などで覆ってあげる。そうし
た場合、だいたい１時間当たり0.5～２
度ぐらい深部体温の上昇が期待できま
す。中等症になりますと、表面加温を
加えていく必要があると思います。こ
の場合は、例えば電気毛布とかヒータ
ーなどを用いて復温していく。この場
合で１時間当たり0.8度前後の上昇が期
待できます。重症の低体温症では中心
加温が必要になります。43度ぐらいの
温かい補液をし、酸素投与なども温か
くしてあげる必要があります。より侵
襲的な方法になってきますと、例えば
温かい液で胃洗浄を行うとか、あるい
は腹腔洗浄、胸腔洗浄を行う施設もあ
ります。もっと早く復温したいという
ときには、体外循環を回す方法もあり

ます。この場合は５分ぐらいで１～２
度、温度が上がってきますので、速や
かに復温が期待できるかと思います。
　山内　素人的にはお風呂みたいなと
ころで温めるというのもありかなと思
われますが、いかがでしょうか。
　田中　お風呂に入れるというのは、
表面加温の一種になると思うのですが、
モニタリングをすることが難しくなる
のが欠点です。点滴ルートの問題や心
電図を外さないといけないなどの問題
があり、あまりお勧めはできないかと
思います。
　山内　今のお話にも少し出てきたか
と思いますが、モニタリングが必要だ
ということですね。急速に元に戻そう
とすると、かえっていろいろ障害が出
てくるということでしょうか。
　田中　はいそうですね。重症の低体
温症の場合ほど、気道の確保であると
か、呼吸循環の管理、こういった全身
管理を行うことが一番大事です。全身
管理を行いながら復温していくわけで
すが、復温過程で思わぬ合併症を生じ
ることがあります。私自身、重症の呼
吸不全を発症したり、急激に腸管壊死
が進んでしまって救命できなかったケ
ースを経験しています。また突然の不
整脈、特に心室細動が起こることもあ
ります。低体温のときは心臓が非常に
易刺激性の状態になっています。です
から血圧が低いからといって安易に昇
圧剤などを使いますと、致死的な不整
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われています。これには脳の視床下部
が、寒冷に対して体温などの生理的反
応を調節しているといわれています。
寒冷にさらされますと、筋緊張が生じ
て熱産生が増えます。これをシバリン
グといいますが、体の震えが起こるの
です。シバリングにより熱産生を亢進
させて代償しようとしているのですが、
ここにも限界がありまして、そういう
状態を超えてしまいますと、一気に体
温が下がります。低体温症では、寒冷
暴露によって熱が放散され体温が失わ
れることと、生体が熱の産生をするこ
とができなくなることが考えられます。
熱産生と熱放出のバランスの崩れで低
体温症が起こってくると考えられます。
したがって、寒冷下、例えば冷たい風
が吹いているところとか、あるいは乾
燥状態とか、そういう場合には起こり
やすいです。
　山内　例えば、夏場のクーラーのつ
けっぱなしなどでも起こりうるという
ことですか。
　田中　そうですね。例えばお酒を飲
み過ぎて倒れてしまったとか、薬物中
毒で意識をなくして倒れてしまった。
そういうときに室内でクーラーがきい
ているようなときには体温が急速に下
がります。閉鎖空間で塗装作業などを
しているようなときも注意が必要です。
塗装溶液中のトルエンなどの影響で意
識を失ったうえに、体表の熱放散が亢
進し低体温症になるケースも報告され

ています。
　山内　原因は様々ということですね。
さて、どういった症状が出てくるので
しょうか。
　田中　低体温症は、体温の状況に応
じて軽症から重症まで定義され症状が
異なります。
　例えば、震えといいますか、体温調
節を行うためのシバリング、これに関
しては軽症の場合ではよく見られるの
ですが、32度以下の重症低体温の場合
にはシバリングも止まってしまいます。
　それから呼吸が、軽症の場合は頻呼
吸になるのですが、中等症以上になり
ますと呼吸が弱くなり、低換気状態や
無呼吸になってしまうこともあります。
また、循環に関しましても、軽症の場
合は頻脈である一方、中等症になって
きますと徐脈になり、血圧も下がって
きます。重篤な低体温症の場合には、
著明な徐脈となり救急隊が心肺停止状
態と判断してしまうこともあります。
　山内　意識はだいたいどのあたりの
温度ぐらいまでは保たれているのでし
ょうか。
　田中　32度ぐらいまでの軽症の場合
は、ある程度呼びかけには応じてもら
えるのですが、見当識障害が見られる
ようになってきたりします。中等症以
上になりますと、興奮状態になり、瞳
孔は散瞳してきます。重症になります
と昏睡状態になり、反射も消失してし
まいます。瞳孔の反応も非常に遅延し

ます。
　山内　重症感あふれる感じになって
くるわけですね。さて、この対処法と
いいますか、治療に移らせていただき
ます。これもやはり軽症から重症まで
でだいぶ違ってくるわけでしょうか。
　田中　そうですね。まず深部体温を
戻す、復温することが非常に重要にな
ってきます。復温の方法には保温と表
面加温、それから中心加温という３つ
の方法があります。後者ほどより積極
的な復温方法になります。復温方法も
低体温の状況によって変わってきます。
軽症の低体温症の場合には保温で十分
かなと思います。この場合は、例えば
濡れた衣服を除いて、暖かい場所で全
身を毛布などで覆ってあげる。そうし
た場合、だいたい１時間当たり0.5～２
度ぐらい深部体温の上昇が期待できま
す。中等症になりますと、表面加温を
加えていく必要があると思います。こ
の場合は、例えば電気毛布とかヒータ
ーなどを用いて復温していく。この場
合で１時間当たり0.8度前後の上昇が期
待できます。重症の低体温症では中心
加温が必要になります。43度ぐらいの
温かい補液をし、酸素投与なども温か
くしてあげる必要があります。より侵
襲的な方法になってきますと、例えば
温かい液で胃洗浄を行うとか、あるい
は腹腔洗浄、胸腔洗浄を行う施設もあ
ります。もっと早く復温したいという
ときには、体外循環を回す方法もあり

ます。この場合は５分ぐらいで１～２
度、温度が上がってきますので、速や
かに復温が期待できるかと思います。
　山内　素人的にはお風呂みたいなと
ころで温めるというのもありかなと思
われますが、いかがでしょうか。
　田中　お風呂に入れるというのは、
表面加温の一種になると思うのですが、
モニタリングをすることが難しくなる
のが欠点です。点滴ルートの問題や心
電図を外さないといけないなどの問題
があり、あまりお勧めはできないかと
思います。
　山内　今のお話にも少し出てきたか
と思いますが、モニタリングが必要だ
ということですね。急速に元に戻そう
とすると、かえっていろいろ障害が出
てくるということでしょうか。
　田中　はいそうですね。重症の低体
温症の場合ほど、気道の確保であると
か、呼吸循環の管理、こういった全身
管理を行うことが一番大事です。全身
管理を行いながら復温していくわけで
すが、復温過程で思わぬ合併症を生じ
ることがあります。私自身、重症の呼
吸不全を発症したり、急激に腸管壊死
が進んでしまって救命できなかったケ
ースを経験しています。また突然の不
整脈、特に心室細動が起こることもあ
ります。低体温のときは心臓が非常に
易刺激性の状態になっています。です
から血圧が低いからといって安易に昇
圧剤などを使いますと、致死的な不整
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脈が出やすくなりますので、注意が必
要かと思います。
　山内　同時にまた、発症原因となっ
ているのが、先ほど少しお話がありま
した、インスリンなどの問題もあるか
もしれませんし、感染症もあるかもし
れない。
　田中　基礎疾患がベースにあって起

こっている低体温症の場合には、原因
に対する対応も必要となります。低血
糖もそうですし、甲状腺機能低下症で
あるとか、糖尿病の患者さん、あるい
は重症の感染症の患者さんなどでは、
これらの合併症や基礎疾患を治療する
というのが大前提になるかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　東先生、爪の変化は非常に身
近な話題ですが、まずスプーンネイル、
これは鉄欠乏性貧血のみの特徴でしょ
うか。
　東　スプーンネイルというのは、鉄
欠乏性貧血で見られるのは間違いない
のですけれども、それにだけ生じると
いうものではありません。まず、鉄欠
乏性貧血があるとスプーンネイルにな
るかというと、患者の25％ぐらいにし
か現れないという統計があります。
　山内　我々がよく見るのはどうして
も手の指の爪なのですが、足の爪もみ
なこうなるのでしょうか。
　東　スプーンネイルについては、普
通は手の指にしかほとんど起きており

ません。全身的な疾患、鉄欠乏性貧血
も全身性の疾患ですけれども、それ以
外の、例えば慢性の心肺疾患とか、バ
チ状指になるとか、こういう変化は全
部の指・趾の爪に起きるのです。それ
から、例えば皮膚筋炎という病気があ
りますけれども、そのときには爪郭が
赤くなるのですが、これも手と足と両
方、全部の爪に起きるのです。ところ
が、スプーンネイルはそうなっていな
いということです。
　山内　そのあたりも含めて、どうし
て爪がスプーン状に変形するかという
ところですが。
　東　スプーンネイルというのはたい
てい人指し指や中指、親指の爪に起き

爪の変化

東皮フ科医院院長
東　　禹　彦

（聞き手　山内俊一）

　爪の変化についてご教示ください。
　１．スプーンネイルは鉄欠乏性貧血のみの身体徴候でしょうか。
　２．�ヘモグロビンが十分に合成されないと、なぜ爪に特徴的な形態が起きる

のでしょうか（他の臓器の変化も含めて）。
　３．爪の肉眼的所見に関する最近の知見について。

＜島根県開業医＞
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脈が出やすくなりますので、注意が必
要かと思います。
　山内　同時にまた、発症原因となっ
ているのが、先ほど少しお話がありま
した、インスリンなどの問題もあるか
もしれませんし、感染症もあるかもし
れない。
　田中　基礎疾患がベースにあって起

こっている低体温症の場合には、原因
に対する対応も必要となります。低血
糖もそうですし、甲状腺機能低下症で
あるとか、糖尿病の患者さん、あるい
は重症の感染症の患者さんなどでは、
これらの合併症や基礎疾患を治療する
というのが大前提になるかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　東先生、爪の変化は非常に身
近な話題ですが、まずスプーンネイル、
これは鉄欠乏性貧血のみの特徴でしょ
うか。
　東　スプーンネイルというのは、鉄
欠乏性貧血で見られるのは間違いない
のですけれども、それにだけ生じると
いうものではありません。まず、鉄欠
乏性貧血があるとスプーンネイルにな
るかというと、患者の25％ぐらいにし
か現れないという統計があります。
　山内　我々がよく見るのはどうして
も手の指の爪なのですが、足の爪もみ
なこうなるのでしょうか。
　東　スプーンネイルについては、普
通は手の指にしかほとんど起きており

ません。全身的な疾患、鉄欠乏性貧血
も全身性の疾患ですけれども、それ以
外の、例えば慢性の心肺疾患とか、バ
チ状指になるとか、こういう変化は全
部の指・趾の爪に起きるのです。それ
から、例えば皮膚筋炎という病気があ
りますけれども、そのときには爪郭が
赤くなるのですが、これも手と足と両
方、全部の爪に起きるのです。ところ
が、スプーンネイルはそうなっていな
いということです。
　山内　そのあたりも含めて、どうし
て爪がスプーン状に変形するかという
ところですが。
　東　スプーンネイルというのはたい
てい人指し指や中指、親指の爪に起き

爪の変化

東皮フ科医院院長
東　　禹　彦

（聞き手　山内俊一）

　爪の変化についてご教示ください。
　１．スプーンネイルは鉄欠乏性貧血のみの身体徴候でしょうか。
　２．�ヘモグロビンが十分に合成されないと、なぜ爪に特徴的な形態が起きる

のでしょうか（他の臓器の変化も含めて）。
　３．爪の肉眼的所見に関する最近の知見について。

＜島根県開業医＞
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るのですけれども、どうしてスプーン
状になるかという話になると、これは
指の構造、解剖学的な構造ですけれど
も、末節部は末節骨があるのですが、
末節骨の一番遠位端は指の途中までし
かないのです。末節部の骨の幅はとい
うと、爪より狭いのです。指にかかっ
た力はどこが支えるかというと、末節
骨が支えているのが多いのですけれど
も、それ以外の部分にかかった力とい
うのは全部爪が支えることになるので
す（図１）。ですから、結局よく使う指、
親指、人指し指、中指によく起きると
いうことになるわけです。
　山内　力学的な理由ということです
ね。
　東　そういうことですね。足の爪に
はほとんど起きないのです。昔の報告

なのですけれども、南アフリカで、今
は近代国家になっていますが、人力車
が使われた時代があるようで、そのと
きには人力車の車夫の足の指の爪がス
プーン状になっていた。それも経験年
数が長いほどスプーン状になるという
報告もありまして、スプーン状になる
のは力学的な理由だろうというふうに
考えています。
　山内　今のお話で少しイメージはつ
きました。そうしますと職業等々でス
プーンネイルになりやすい方というの
がいるわけですね。
　東　はい。ですから、指先を使う仕
事ですね。例えば、いろいろなネジを
指で締める仕事をしている人では、よ
く力のかかる指にスプーンネイルが起
きるということが報告されております。
　山内　逆にいいますと、そういった
仕事をしていないと、初めのお話のよ
うに、鉄欠乏性貧血だけれども爪の変
形がないということが出てきますね。
　東　はい。そういうことで、鉄欠乏
性貧血があっても、指を使う仕事をし
なければ、ならないということです。
そこが25％ぐらいしか起きない理由で
す。
　山内　鉄欠乏性貧血で特に起こりや
すい理由、これはいかがなのでしょう
か。
　東　これは実際にはよくわからない
のです。ただ、爪の厚さがスプーンネ
イルになるかどうかに関係すると思う

図１　爪甲が匙状化する理由

東禹彦：爪─基礎から臨床まで、
金原出版、2004、P60図５-11より引用
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のです。貧血の人の爪を見ると、何と
なく弱々しい感じを受けるのです。で
すから、酸素欠乏ということになると
思うのですが、そのために爪甲が丈夫
につくられない。そういうことが考え
られるのですけれども、爪の厚みを計
測してくれた人はいないので、はっき
りしたことは言えません。
　山内　２番目のご質問になります。
ヘモグロビンが十二分に合成されてい
ない。これは、今のお話と関係するわ
けですが、酸素が欠乏すると考えてよ
ろしいわけですか。
　東　はい。そう考えております。
　山内　ほかの臓器との関連というこ
とのご質問もあるのですが、鉄欠乏性
貧血で来るほかの臓器の変化と、何か
特別一致するといったものは。
　東　鉄欠乏性貧血でほかの臓器にい
ろいろ変化が起きるかということにな
ると、内科的にはいろいろあると思い
ますけれども。
　山内　貧血の程度、ヘモグロビンの
濃度がどのぐらいまで下がると起きや
すいといった目安はあるのでしょうか。
　東　先ほどの25％というのは、これ
は重度の貧血の患者さんで調べられて
いるのです。ですけれども、先ほど言
いましたように、外からの力で起きる
変化なので、重度でなくても、ヘモグ
ロビンが９ぐらいでも、起きる人には
起きるということになります。
　山内　爪といいますと、いろいろと

患者さんから「ついでに」という感じ
でご質問を受けることが多いものです
から、この際、爪の肉眼的所見に関し
て、最近わかっていることをおうかが
いします。鉄欠乏性貧血というのは爪
の厚さ、こういったものも絡むという
話ですが、このあたり、もう少し詳し
くお話しいただけますか。
　東　鉄欠乏性貧血でスプーンネイル
よりさらに多く見られる変化というと、
爪の表面が雲母のように薄くはがれる
という変化がありまして、爪甲層状分
裂というのですけれども、こういうも
のがよく見られるのです。これはあま
りそういう力仕事をしない人でも現れ
るということがわかっておりますので、
こちらのほうがもっといいサインにな
るのではないかと私は考えております
けれども、なかなか昔からいわれてい
る説を覆すのは大変なのです。今の層
状分裂というのも、やはりよく使う指
に起きやすいのは起きやすい。これは
多分爪の水分含量の低下が関係してい
ると思います。
　山内　爪がはがれやすいというのは
よく耳にいたしますが、鉄欠乏性貧血
がない状態の方ですと、どういったも
のが考えられるのでしょうか。
　東　洗剤を使って水仕事をたくさん
する人とか、マニキュアの除光液をよ
く使う人で起きやすいですね。
　山内　マニキュアではなくて、それ
を取り除くほう。
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るのですけれども、どうしてスプーン
状になるかという話になると、これは
指の構造、解剖学的な構造ですけれど
も、末節部は末節骨があるのですが、
末節骨の一番遠位端は指の途中までし
かないのです。末節部の骨の幅はとい
うと、爪より狭いのです。指にかかっ
た力はどこが支えるかというと、末節
骨が支えているのが多いのですけれど
も、それ以外の部分にかかった力とい
うのは全部爪が支えることになるので
す（図１）。ですから、結局よく使う指、
親指、人指し指、中指によく起きると
いうことになるわけです。
　山内　力学的な理由ということです
ね。
　東　そういうことですね。足の爪に
はほとんど起きないのです。昔の報告

なのですけれども、南アフリカで、今
は近代国家になっていますが、人力車
が使われた時代があるようで、そのと
きには人力車の車夫の足の指の爪がス
プーン状になっていた。それも経験年
数が長いほどスプーン状になるという
報告もありまして、スプーン状になる
のは力学的な理由だろうというふうに
考えています。
　山内　今のお話で少しイメージはつ
きました。そうしますと職業等々でス
プーンネイルになりやすい方というの
がいるわけですね。
　東　はい。ですから、指先を使う仕
事ですね。例えば、いろいろなネジを
指で締める仕事をしている人では、よ
く力のかかる指にスプーンネイルが起
きるということが報告されております。
　山内　逆にいいますと、そういった
仕事をしていないと、初めのお話のよ
うに、鉄欠乏性貧血だけれども爪の変
形がないということが出てきますね。
　東　はい。そういうことで、鉄欠乏
性貧血があっても、指を使う仕事をし
なければ、ならないということです。
そこが25％ぐらいしか起きない理由で
す。
　山内　鉄欠乏性貧血で特に起こりや
すい理由、これはいかがなのでしょう
か。
　東　これは実際にはよくわからない
のです。ただ、爪の厚さがスプーンネ
イルになるかどうかに関係すると思う

図１　爪甲が匙状化する理由

東禹彦：爪─基礎から臨床まで、
金原出版、2004、P60図５-11より引用
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のです。貧血の人の爪を見ると、何と
なく弱々しい感じを受けるのです。で
すから、酸素欠乏ということになると
思うのですが、そのために爪甲が丈夫
につくられない。そういうことが考え
られるのですけれども、爪の厚みを計
測してくれた人はいないので、はっき
りしたことは言えません。
　山内　２番目のご質問になります。
ヘモグロビンが十二分に合成されてい
ない。これは、今のお話と関係するわ
けですが、酸素が欠乏すると考えてよ
ろしいわけですか。
　東　はい。そう考えております。
　山内　ほかの臓器との関連というこ
とのご質問もあるのですが、鉄欠乏性
貧血で来るほかの臓器の変化と、何か
特別一致するといったものは。
　東　鉄欠乏性貧血でほかの臓器にい
ろいろ変化が起きるかということにな
ると、内科的にはいろいろあると思い
ますけれども。
　山内　貧血の程度、ヘモグロビンの
濃度がどのぐらいまで下がると起きや
すいといった目安はあるのでしょうか。
　東　先ほどの25％というのは、これ
は重度の貧血の患者さんで調べられて
いるのです。ですけれども、先ほど言
いましたように、外からの力で起きる
変化なので、重度でなくても、ヘモグ
ロビンが９ぐらいでも、起きる人には
起きるということになります。
　山内　爪といいますと、いろいろと

患者さんから「ついでに」という感じ
でご質問を受けることが多いものです
から、この際、爪の肉眼的所見に関し
て、最近わかっていることをおうかが
いします。鉄欠乏性貧血というのは爪
の厚さ、こういったものも絡むという
話ですが、このあたり、もう少し詳し
くお話しいただけますか。
　東　鉄欠乏性貧血でスプーンネイル
よりさらに多く見られる変化というと、
爪の表面が雲母のように薄くはがれる
という変化がありまして、爪甲層状分
裂というのですけれども、こういうも
のがよく見られるのです。これはあま
りそういう力仕事をしない人でも現れ
るということがわかっておりますので、
こちらのほうがもっといいサインにな
るのではないかと私は考えております
けれども、なかなか昔からいわれてい
る説を覆すのは大変なのです。今の層
状分裂というのも、やはりよく使う指
に起きやすいのは起きやすい。これは
多分爪の水分含量の低下が関係してい
ると思います。
　山内　爪がはがれやすいというのは
よく耳にいたしますが、鉄欠乏性貧血
がない状態の方ですと、どういったも
のが考えられるのでしょうか。
　東　洗剤を使って水仕事をたくさん
する人とか、マニキュアの除光液をよ
く使う人で起きやすいですね。
　山内　マニキュアではなくて、それ
を取り除くほう。
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　東　取り除くほうにアセトンなどが
入っていますので、水分を取ってしま
うのです。
　山内　マニキュア自体はどうなので
しょうか。
　東　マニキュア自体は、爪の上に膜
をつくりますので、厚く塗れば爪を丈
夫にするという効果もあります。
　山内　むしろ保護するかもしれない
ということですね。
　東　そういうことですね。
　山内　逆に、爪が分厚くなる病気と
いうのは。
　東　いろいろな病気があるのですけ
れども、全部の爪が分厚くなる病気と
して、少し黄色っぽくなって起きてく
る病気があります。黄色爪症候群とい
われているのですけれども、これはほ
かにリンパ浮腫があったりとか、胸水
がたまるとか、そういうような症状が
あるのです。なかなか診断がつかなく
て困る先生が多いような病気です。
　山内　よく私ども、爪といいますと、
服用中の薬で変化が来るということも
耳にしますが、これはいかがなのでし
ょうか。
　東　今の黄色爪症候群もそれと同じ
ような黄色っぽい爪になる人がありま
して、リマチルという、ブシラミンと
いう薬で起きるというのがあります。

それから、近年、いわゆる抗癌剤の影
響で爪に変化がよく起きますけれども、
出血とか、色がつくとかございます。
　山内　それ以外に、例えば癌とか、
あるいは感染症、こういったあたりは
いかがなのでしょうか。
　東　癌の場合は、今言った抗癌剤の
使用でそういうものが起こりますし、
先ほどリマチルの話をしましたけれど
も、これは薬をやめると、わりあいす
ぐ治るのです。
　山内　最後に感染症はいかがですか。
　東　最近話題になったのは手足口病
です。手足口病になると、爪に横線が
入ったり、爪が脱落したりする人がた
くさん出たのです。２～３年前から、
地区によって違うのですけれども、大
阪などは2011年にたくさん出ておりま
して、それはコクサッキーA６型で起
きた手足口病の場合です。昔から別の
原因で、エンテロウイルス71型とかコ
クサッキーA16型とかでは、そういう
変化はほとんどなかったのです。2011
年のA６型ではそういう変化が多かっ
た。
　山内　原因は多彩だということです
ね。
　東　はい。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　向井先生、乾癬の最新治療と
いうことですが、まず、乾癬の基本的
なところから教えてください。
　向井　乾癬とは、いわゆる炎症性角
化症の代表的な皮膚疾患と定義できま
す。組織像では皮膚の真皮上層の炎症
所見と、その上の表皮の部分が肥厚し
て、皮表の角質細胞は角化異常を伴い、
不全角化を呈しています。一般的に、
発症しますと、慢性的に繰り返して難
治性になります。男女比は約２対１と、
男性に多く見られます。好発する年齢
は青年期から壮年期に発症します。遺
伝的な素因が推察されていますが、日
本の家族内の発生頻度というのは５％
程度と、さほど多くありません。親子
で発症する場合は、父親に乾癬がある
場合が90％と圧倒的に多いようです。
　池脇　表皮が厚くなるというのは、

皮膚のターンオーバーという意味では
亢進するということでしょうか。
　向井　表皮細胞は異常なまでに亢進
します。普通、基底細胞が角化により
角質細胞として脱落するまでの時間は
28日ぐらい、１カ月ぐらいかかるので
すけれども、それが１週間程度の短い
期間で、どんどん角化が亢進されてい
きます。
　池脇　だから、ぼろぼろと取れてく
るということですね。
　向井　そういうことです。
　池脇　これは日本も含めてどのくら
いの患者さんがいらっしゃるのでしょ
うか。
　向井　古くは明治36年に発売された
土肥慶蔵先生の教科書にこの乾癬とい
うのが記載されております。特に戦後、
食生活の欧米化に伴って、脂肪の多い

乾癬の最新治療

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科教授
向　井　秀　樹

（聞き手　池脇克則）

　乾癬の最新治療についてご教示ください。
　（東邦大学医療センター大橋病院皮膚科　向井秀樹先生に）

＜埼玉県勤務医＞
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　東　取り除くほうにアセトンなどが
入っていますので、水分を取ってしま
うのです。
　山内　マニキュア自体はどうなので
しょうか。
　東　マニキュア自体は、爪の上に膜
をつくりますので、厚く塗れば爪を丈
夫にするという効果もあります。
　山内　むしろ保護するかもしれない
ということですね。
　東　そういうことですね。
　山内　逆に、爪が分厚くなる病気と
いうのは。
　東　いろいろな病気があるのですけ
れども、全部の爪が分厚くなる病気と
して、少し黄色っぽくなって起きてく
る病気があります。黄色爪症候群とい
われているのですけれども、これはほ
かにリンパ浮腫があったりとか、胸水
がたまるとか、そういうような症状が
あるのです。なかなか診断がつかなく
て困る先生が多いような病気です。
　山内　よく私ども、爪といいますと、
服用中の薬で変化が来るということも
耳にしますが、これはいかがなのでし
ょうか。
　東　今の黄色爪症候群もそれと同じ
ような黄色っぽい爪になる人がありま
して、リマチルという、ブシラミンと
いう薬で起きるというのがあります。

それから、近年、いわゆる抗癌剤の影
響で爪に変化がよく起きますけれども、
出血とか、色がつくとかございます。
　山内　それ以外に、例えば癌とか、
あるいは感染症、こういったあたりは
いかがなのでしょうか。
　東　癌の場合は、今言った抗癌剤の
使用でそういうものが起こりますし、
先ほどリマチルの話をしましたけれど
も、これは薬をやめると、わりあいす
ぐ治るのです。
　山内　最後に感染症はいかがですか。
　東　最近話題になったのは手足口病
です。手足口病になると、爪に横線が
入ったり、爪が脱落したりする人がた
くさん出たのです。２～３年前から、
地区によって違うのですけれども、大
阪などは2011年にたくさん出ておりま
して、それはコクサッキーA６型で起
きた手足口病の場合です。昔から別の
原因で、エンテロウイルス71型とかコ
クサッキーA16型とかでは、そういう
変化はほとんどなかったのです。2011
年のA６型ではそういう変化が多かっ
た。
　山内　原因は多彩だということです
ね。
　東　はい。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　向井先生、乾癬の最新治療と
いうことですが、まず、乾癬の基本的
なところから教えてください。
　向井　乾癬とは、いわゆる炎症性角
化症の代表的な皮膚疾患と定義できま
す。組織像では皮膚の真皮上層の炎症
所見と、その上の表皮の部分が肥厚し
て、皮表の角質細胞は角化異常を伴い、
不全角化を呈しています。一般的に、
発症しますと、慢性的に繰り返して難
治性になります。男女比は約２対１と、
男性に多く見られます。好発する年齢
は青年期から壮年期に発症します。遺
伝的な素因が推察されていますが、日
本の家族内の発生頻度というのは５％
程度と、さほど多くありません。親子
で発症する場合は、父親に乾癬がある
場合が90％と圧倒的に多いようです。
　池脇　表皮が厚くなるというのは、

皮膚のターンオーバーという意味では
亢進するということでしょうか。
　向井　表皮細胞は異常なまでに亢進
します。普通、基底細胞が角化により
角質細胞として脱落するまでの時間は
28日ぐらい、１カ月ぐらいかかるので
すけれども、それが１週間程度の短い
期間で、どんどん角化が亢進されてい
きます。
　池脇　だから、ぼろぼろと取れてく
るということですね。
　向井　そういうことです。
　池脇　これは日本も含めてどのくら
いの患者さんがいらっしゃるのでしょ
うか。
　向井　古くは明治36年に発売された
土肥慶蔵先生の教科書にこの乾癬とい
うのが記載されております。特に戦後、
食生活の欧米化に伴って、脂肪の多い

乾癬の最新治療

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科教授
向　井　秀　樹

（聞き手　池脇克則）

　乾癬の最新治療についてご教示ください。
　（東邦大学医療センター大橋病院皮膚科　向井秀樹先生に）

＜埼玉県勤務医＞
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食事の影響なのでしょうか、患者数は
確実に増えています。乾癬とメタボリ
ック症候群や肥満との関連なども、現
在、しばしば議論されています。
　1988年の第３回の日本乾癬学会で、
全国の59施設で集計した乾癬の患者数
は7,319人程度でした。その後、2009年
の日本乾癬学会に登録された患者数は
実に４万人を超えました。要するに、
約20年の間に６倍という形で、毎年
2,000人程度の患者さんが増えていると
いう計算になります。この統計を取っ
ている施設というのは限られておりま
すので、実際は日本では10万人を超え
ているのではないかといわれています。
これは全人口の0.1％に相当します。
　池脇　確かに、先生が４万人とおっ
しゃって、案外少ないなという感じが
いたしました。今、先生が食事という
ことで、欧米化によって増えている。
確かにこの病気は欧米人種に多いとい
うことで。
　向井　そうです。
　池脇　遺伝的な背景もあるでしょう
けれども、やはり食事が大きいわけで
すね。
　向井　そうですね。
　池脇　症状はどうでしょうか。
　向井　最初は頭、特に生え際に圧倒
的に多く発症します。次いで、ひじと
か膝といった、いわゆる機械的な刺激
の加わりやすい部位に生じます。
　頭では直径１～２㎜程度のふけのよ

うな鱗屑を伴った点状の紅斑から始ま
って、次第に周辺に拡大して大きな局
面になります。生え際より頭部全体に
広がりますけれども、不思議なことに、
顔面は比較的侵されません。
　一方、体とか腕、下腿の皮疹という
のは境界が明瞭で、わずかに隆起した
紅斑で、いわゆる特徴的な所見として
は表面に銀白色、あるいは雲母状の厚
い鱗屑が付着します。そして、左右対
称性に皮疹が認められて、全身に拡大
していきます。
　わずかな外傷、あるいは搔破といっ
た機械的な刺激によって、新たな皮疹
が発生するケブネル現象というものが、
この疾患の特徴的な所見だと思います。
　池脇　基本的に乾癬は皮膚だけの疾
患というふうに考えてよろしいのです
か。
　向井　そうですね。乾癬は皮膚の症
状が圧倒的に多くて、ほかの臓器を侵
すことは少なく、いわゆる生命予後の
よい疾患といわれています。しかしな
がら、皮膚病が目に見える、そしてふ
けが非常に多いということで、人目が
気になる。また、乾癬という名前が、
どうも細菌感染と誤解されて、うつる
のではないかということで、日常生活
とか社会生活を営むうえで大きな制約
や生活の質、すなわちQOLの低下につ
ながっています。
　手の指、あるいは全身の関節炎や関
節痛といった、いわゆる関節症状を訴

える患者さんが実は５～20％ぐらいお
ります。治療がうまくいきませんと、
関節の変形あるいは歩行障害をきたす
ようなことも時にあります。
　池脇　治療に関してですけれども、
ひところはステロイドの外用薬等々が
主体だったと思うのですけれども、そ
ういったことに関していかがでしょう
か。
　向井　皮膚の炎症をとるには、今先
生がおっしゃったステロイド外用薬、
そして表皮の増殖を抑える意味でビタ
ミンD3の外用剤が基本となります。軽
症から中等症は外用剤でコントロール
できるのですけれども、外用剤治療で
反応性が悪い難治性の場合は、表皮細
胞の増殖を抑えるといった目的で、
PUVA療法、すなわち紫外線を用いた
光線療法、あるいはMTX、メトトレ
キサートの少量内服、あるいはビタミ
ンAの誘導体の内服などが行われてい
ます。
　最近では、Tリンパ球の作用を特異
的に抑えるようなシクロスポリンの有
用性が評価され、乾癬の病態が今まで
表皮だといわれていたのですが、真皮
の炎症細胞のほうに移行してきました。
　池脇　これも、最新の治療の一つだ
と思いますが、免疫抑制剤は注意して
使わないといけないということでしょ
うか。
　向井　そうですね。高血圧あるいは
腎障害発症の危険性というものがあり

ますので、やはり定期的な検査が必要
かと思われます。
　池脇　新しい治療ということになり
ますけれども、どうでしょうか。
　向井　最近考えられている乾癬の病
態の主役を演じているのは、真皮の抗
原提示細胞であります樹状細胞と、そ
れによって活性化された特定のT細胞
といわれています（図１）。この樹状
細胞が産生するTNFαというものに樹
状細胞を活性化する重要な働きがあり
まして、樹状細胞はさらにIL-23を産生
し、Th17細胞を活性化して、IL-17、
あるいはIL-22を産生して、表皮の角化
細胞を増殖するということがわかって
きました。
　このTNFαと申しますのは、いわゆ
る腫瘍の壊死因子の略でありますけれ
ども、乾癬の病変部で非常に発現が亢
進して病態に大きな役割を演じている
炎症性のサイトカインといわれていま
す。この新しい治療法というのは、実
はTNFαの作用を中和する抗体薬で、
乾癬という炎症をきたす上流でその作
用を抑えることで高い有用性が得られ
るということがわかりました。
　2010年の１月に乾癬にも適用が拡大
されて、使用可能になりました。すで
に皆さんご存じのとおり、関節リウマ
チの治療薬として、その高い有用性が
評価されたものと全く同じものであり
ます。現在、２週間ごとに皮下注射を
繰り返し、いわゆる自己注射の可能な
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食事の影響なのでしょうか、患者数は
確実に増えています。乾癬とメタボリ
ック症候群や肥満との関連なども、現
在、しばしば議論されています。
　1988年の第３回の日本乾癬学会で、
全国の59施設で集計した乾癬の患者数
は7,319人程度でした。その後、2009年
の日本乾癬学会に登録された患者数は
実に４万人を超えました。要するに、
約20年の間に６倍という形で、毎年
2,000人程度の患者さんが増えていると
いう計算になります。この統計を取っ
ている施設というのは限られておりま
すので、実際は日本では10万人を超え
ているのではないかといわれています。
これは全人口の0.1％に相当します。
　池脇　確かに、先生が４万人とおっ
しゃって、案外少ないなという感じが
いたしました。今、先生が食事という
ことで、欧米化によって増えている。
確かにこの病気は欧米人種に多いとい
うことで。
　向井　そうです。
　池脇　遺伝的な背景もあるでしょう
けれども、やはり食事が大きいわけで
すね。
　向井　そうですね。
　池脇　症状はどうでしょうか。
　向井　最初は頭、特に生え際に圧倒
的に多く発症します。次いで、ひじと
か膝といった、いわゆる機械的な刺激
の加わりやすい部位に生じます。
　頭では直径１～２㎜程度のふけのよ

うな鱗屑を伴った点状の紅斑から始ま
って、次第に周辺に拡大して大きな局
面になります。生え際より頭部全体に
広がりますけれども、不思議なことに、
顔面は比較的侵されません。
　一方、体とか腕、下腿の皮疹という
のは境界が明瞭で、わずかに隆起した
紅斑で、いわゆる特徴的な所見として
は表面に銀白色、あるいは雲母状の厚
い鱗屑が付着します。そして、左右対
称性に皮疹が認められて、全身に拡大
していきます。
　わずかな外傷、あるいは搔破といっ
た機械的な刺激によって、新たな皮疹
が発生するケブネル現象というものが、
この疾患の特徴的な所見だと思います。
　池脇　基本的に乾癬は皮膚だけの疾
患というふうに考えてよろしいのです
か。
　向井　そうですね。乾癬は皮膚の症
状が圧倒的に多くて、ほかの臓器を侵
すことは少なく、いわゆる生命予後の
よい疾患といわれています。しかしな
がら、皮膚病が目に見える、そしてふ
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もの（ヒュミラ）、そして２カ月ごとに
通院して点滴静注する（レミケード）、
この２つの剤型があります（図２）。
どちらも同様の高い有用性を呈してお
り、患者さんと相談して決めています。
　その有効率は80％以上といわれてお
り、効果の発現は早く、１～２回の投
与でかゆみは消失して皮疹が改善して
いきます。毎日30分以上かけて全身に
軟膏を塗っていた生活から解放される、
言い方を一つ換えますと、注射１本で
厄介な皮膚病を簡単にコントロールで
きるような時代になってきたというこ
とがいえるわけです。
　また、2011年の３月から、これとは

ちょっと異なる作用機序を持つ薬剤
（ステラーラ）が承認されて（図２）、
我々にとって治療の選択肢がまた一つ
増えたということが言えると思います。
　池脇　根治治療とまではいかなくて
も、極めて上流のTNFαという炎症性
のサイトカインを抑えるということが、
こんなにも効果があるということで、
関節リウマチやほかの炎症性の疾患と
同様、大きなインパクトなのですね。
こんなに効くのだったら、それに飛び
つきたくなるのですけれども、適応や
副作用をきちんと考えてということに
なりますね。
　向井　ステロイドの内服薬に比べま

図１　乾癬における発症機序

すと、ターゲットを絞っておりますの
で、臓器障害はそれほど多くありませ
ん。開発前から一番問題視していたの
は、日本人に多い肺結核の顕在化でし
た。治療前に胸部レントゲンを専門医
が詳細に観察したり、あるいはツベル
クリン反応を行って、疑わしき症例は

抗結核剤を予防的に投与する。こうい
うことによって、この副作用に関して
はそれほど大きな問題は起こりません
でした。
　しかしながら、いわゆる細菌性の肺
炎は生じております。また、カンジダ
あるいはB型肝炎を含めて、やはり感

図２　生物学的製剤の特徴
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染症には気をつけるべきで、定期的に
血液検査や画像検査を行うことが使用
指針に記載されています。
　それと、問題なのは医療費の高さで、
高額医療の対象になりますので、還付
金がありますけれども、それでも年間
に検査代を含めると80万～100万円ぐ
らいかかるという、ちょっと高額な医
療です。
　あと、よくある質問なのですが、治
療に必要な期間というものの正確な答
えはありません。皮下注射を、例えば
２週に一回を４週間に一回に延ばして
投与している患者さんも現在おります
し、また、２年もたつのに、２～３週
のペースを崩せないという方もいて、
答えは出ないわけであります。
　池脇　いい薬ですけれども、金銭的
なことも含めて、まだまだ解決されな
いところがあるというところですね。
　向井　はい。
　池脇　特殊な治療ですから、どこで
もというわけにはいかないと思うので
すけれども。
　向井　呼吸器内科の医師が常勤する
病院でないと認められておりませんが、
2011年５月現在、日本皮膚科学会が承
認したTNFα阻害薬の使用可能施設は
全国で479施設に上っています。これ
は日本の皮膚科学会のホームページで
使用可能な施設を見ることができます。
2010年度改訂された使用指針では、メ
インの病院で定期的な検査と診療を行

って、副作用の管理が十分できている
ような改善例に関しては、今後、協力
していただける開業医さんのところで
も継続して、同じ注射を打てる時代に
なりました。これによって通院問題が
クリアされますと、患者さんにとって
大きなメリットになりますし、開業医
さんも今まで病院でしかやれないこの
治療法が自分たちでもできるというこ
とで、いわゆる一石二鳥の試みだと思
っています。
　池脇　高価ですけれども、非常に効
く治療法も開発された。一方で、乾癬
自体にはまだ不明な部分が残されてい
るということでした。最後に治療に関
してまとめていただけますか。
　向井　乾癬の原因は完全に解明され
たわけではないので、放置しますと慢
性化するばかりではなくて、容易に重
症化を起こします。図３のごとく乾癬
治療のピラミッド計画に基づいて適切

図３　乾癬治療のピラミッド計画

（飯塚　一；日皮会誌　116、1285、2006）

な治療法を選んで、症状の改善あるい
はQOLの向上を私たちは目指していま
す。その意味でも、重症度別にいろい
ろな治療法を選択することが必要で、
中でも現在使われている生物学的製剤

の有用性は極めて高く、経済的な余裕
があれば、ぜひとも試してみる価値の
ある治療法だと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　高齢者における糖尿病管理と
いうことで、山田先生におうかがいい
たします。
　高齢人口も増えていますが、糖尿病
患者さんは増えていますか。
　山田　糖尿病患者は、日本全体で今、
予備群も含めて約2,210万人いらっし
ゃると報告されています。特に高齢者
においてその比率が高いということが
わかっています。例えば、男性では60
歳以上70歳未満で39.4％、70歳以上で
41.0％、女性でも、60歳以上70歳未満
で32.3％、70歳以上では34.9％と糖尿病
またはその予備群の割合が加齢ととも
に増加しています。
　また、高齢者の人口がどんどん増え
ています。65歳以上の高齢者は、男性
で1,258万人、女性で1,685万人です。し
たがいまして、高齢者の糖尿病がどん
どん増えているというのが現状であり
ます。
　齊藤　たいへんな数ですが、高齢者
の診断基準は若い患者さんと特に違わ
ないのでしょうか。

　山田　血糖値とHbA1Cなどを指標に
糖尿病を診断しますが、それらの基準
は高齢者でも変わりありません。
　齊藤　高齢者ではHbA1Cと空腹時血
糖が乖離するような方がいるのでしょ
うか。
　山田　高齢者は、空腹時の血糖値が
正常でも、食後の血糖値が高い方がい
らっしゃいます。空腹時血糖値は正常、
HbA1C値は正常か軽度上昇でも、ブド
ウ糖負荷試験をすると負荷後２時間の
血糖値が基準の200㎎/㎗を超えること
がしばしばです。したがいまして、空
腹時血糖値が正常でも糖尿病が疑われ
る方にはブドウ糖負荷試験をしてしっ
かりと糖尿病かどうかを診断するとい
うことが重要になってきます。
　齊藤　診断の注意点は、高齢者にな
ると、血圧も脂質も異常、その他いろ
いろあるということで、総合的に評価
するということでしょうか。
　山田　糖尿病は、特に高齢者では、
血圧も高い、脂質異常もあるというこ
とで、糖尿病合併症の細小血管障害だ

けではなく動脈硬化も進んでいる可能
性があります。また、認知機能が低下
されている方も多く、単に血糖値をコ
ントロールするだけではなくて、もっ
と全身的にみて総合的に治療を進めて
いく必要があります。
　齊藤　認知機能と血糖の関係も重要
ということなのでしょうか。
　山田　はい。高血糖も認知症によく
ありませんが、低血糖も高齢者では認
知機能を低下させます。したがって低
血糖が起こらないようにすることが重
要です。ただし、高齢者は低血糖にな
っても動悸や冷汗などの典型的な低血
糖症状を自覚されない方がいらっしゃ
います。特に、夜間に低血糖が起こっ
ても、全く気づかずに、認知機能だけ
が低下するという方がいらっしゃるの
で、低血糖を起こさないような治療法
を選択することが重要です。
　齊藤　血糖の変動が大きいというこ
とですね。
　山田　はい。高齢者では高血糖でも
低血糖でもよくないのですが、実際に
は血糖の変動の大きい方が多いのです。
　齊藤　そういったことを踏まえて、
治療ということですけれども、薬を使
わない治療はどうでしょうか。
　山田　まず食事療法と運動療法とい
うのは、これは糖尿病の患者さんにと
っては、治療の第一歩です。
　食事療法に関しましては、基本的な
考え方は一緒です。ただし、高齢者で

は基礎代謝が低下しますので、摂取エ
ネルギー量は若干少なめにしておりま
す。
　もう一つ重要なのは、食事というの
は習慣ですので、なかなか変えられな
いということがあります。どういうも
のを食べているかということを聞いて、
問題点があれば、それを少しずつ修正
していくようにしています。例えば、
果物を食べすぎているか、おやつをた
くさん食べる、そういうことがあった
ら、まずはそれを修正する。カロリー
の計算よりは、そういう問題点を修正
するということが重要だと思っていま
す。
　齊藤　果物は健康にいいという話も
あって、食べすぎてしまう方もいらっ
しゃるのでしょうね。
　山田　果物には各種のビタミンやミ
ネラルが含まれていますので、ある程
度取っていただいていいと思います。
しかし、果物は体にいいと思って、食
べすぎる方がいらっしゃいます。しか
し、果物には糖分がたくさん含まれて
いますから、糖尿病の方にとっては血
糖コントロールが悪化します。その点
をわかっていただくようにお話をしま
す。
　齊藤　運動はいかがでしょうか。
　山田　運動に関しましても、非常に
重要です。ただし、注意しなければい
けない点もあります。一つは、高齢者
の糖尿病では心筋梗塞や脳梗塞などを
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ちゃんとメディカルチェックをして、
運動療法をしてもいいかどうかを評価
してから始めるということが重要です。
　もう一つは、高齢者は転倒しやすい
ので、その点も十分配慮して運動を指
導していかないといけないだろうと思
っています。転倒し骨折すると、どう
しても認知機能が低下するなど、QOL
や生命予後が悪化することがわかって
います。
　齊藤　運動の種類としては、歩くこ
とがお勧めですか。
　山田　歩くのが一番やりやすいし、
私たちは勧めております。
　齊藤　だいたいどのぐらいするとい
いとおっしゃっていますか。
　山田　運動も習慣ですから、食事療
法と同様にまずは、普段どのぐらい歩
いているかを確認します。歩数計など
の方法で確認して、目標はそれにまず
は1,000歩増やすということを勧めてい
ます。例えば、普段5,000歩しか歩いて
いない方に、急に１万歩歩くことを指
導するのではなくて、まずは6,000歩歩
きましょうと指導します。
　齊藤　体重のコントロールはどうで
しょうか。
　山田　体重に関しまして、原則とし
てBMIが22をめざします。ただし、高
齢者では、BMIが22より少し高いほう
が、かえって生命予後がよいのではな
いかということがいわれています。こ
れは、やせている方では食事が偏って

いるなどのため必要な栄養素が摂取で
きていないのではと思われるからです。
もちろん肥満になると血管合併症が起
こりやすいので、バランスよく食べて
いただくようにしています。
　齊藤　薬を使わない治療で、どの程
度コントロールされるとよしとするの
でしょうか。
　山田　高齢者糖尿病では、目標は若
い方よりは若干ゆるく、空腹時血糖で
したら140㎎/㎗未満、HbA1C（JDS値）
でしたら7.0％未満にしております。こ
れが達成できれば、このままの食事療
法、運動療法を続けていただきます。
　齊藤　達成できない人もかなりいら
っしゃるということで、薬になるわけ
ですが、これはどういう考え方がいい
のでしょうか。
　山田　薬に関しまして、先ほど高齢
者は、食後の血糖値が高いということ
を申しましたが、それだけに、食後の
血糖値をしっかり下げる治療が求めら
れております。
　食後高血糖値の方に関しては、従来
αグルコシダーゼ阻害薬やグリニド薬
が使われてきました。2009年よりイン
クレチン製剤のDPP-４阻害薬が使わ
れるようになりました。これまでの２
製剤との違いの一つとして、DPP-４
阻害薬は１日１～２回の内服でよいこ
とは、高齢者でも間違いなく内服しや
すいといえます。
　齊藤　αGIあるいはグリニド薬とい

うのは、３回飲むことと、食前ですか。
　山田　毎回の食事の直前に飲まない
と効果がありません。
　齊藤　そうなると、なかなか飲めな
い、飲み切れない、アドヒアランスが
悪いということもありますね。
　山田　１日３回内服するように処方
しても、結局１日２回とか１回になっ
てしまい、十分な血糖のコントロール
が得られないということも珍しくあり
ません。
　齊藤　血圧とか脂質の薬は１回のこ
とが多いですから、余ってしまうとい
うことになるわけですね。
　山田　はい。
　齊藤　インクレチン製剤といいます
か、DPP-４阻害薬が主流になりつつ
あるということなのでしょうか。
　山田　そう思っています。単独では
低血糖や体重増加が起こりにくいこと
もDPP-４阻害薬の特徴です。
　齊藤　インスリンはどうでしょうか。
　山田　食後の血糖コントロールのた
めには１日３～４回のインスリン療法
が勧められます。ただし、注意しない
といけない点は、どうしても低血糖が

起こりやすいということと、自分では
正確に注射できないかもしれないこと
です。場合によっては、家族のヘルプ
が必要です。そのようなため、コント
ロールをゆるくしてしまう傾向にあり
ます。
　齊藤　強い血糖コントロールと軽め
のコントロール、これの比較も行われ
ていますが、いかがでしょうか。
　山田　高齢者にとって、低血糖が頻
回に起こることは絶対に避けるべきで
す。より厳密な血糖コントロールが望
ましいわけでありますけれども、それ
が低血糖を招くようなことがあれば、
最終的には生命予後がよくないという
こともあります。こういう理由で若い
方よりは少しゆるめの血糖コントロー
ルをめざすことが多いと思います。
　齊藤　高齢者の場合には特に低血糖
に気を配りながらということで、先ほ
どのHbA1Cで７％未満、空腹時血糖で
140㎎/㎗未満をめざしてということに
なるのでしょうか。
　山田　そうなると思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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に気を配りながらということで、先ほ
どのHbA1Cで７％未満、空腹時血糖で
140㎎/㎗未満をめざしてということに
なるのでしょうか。
　山田　そうなると思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　白澤先生、抗加齢医学の現在
と未来ということで、お話をうかがい
たいと思います。
　アンチエイジング、いわゆる抗加齢
医学ということが非常に盛んになって
きていると思うのですけれども、現在
の状況は、どんなものなのでしょうか。
　白澤　我々が学会をつくって、ちょ
うど10年目の記念式典を2010年にやっ
たので、12年目に入ったところです。
今は、会員の先生が約7,000名。この会
員の中の70％がドクターということで、
あとの30％がパラメディカルの人とい
うことになります。一番多いのは内科
なのですけれども、それ以外に、歯科
の先生、眼科の先生、すべての科にま
たがっているということで、非常に横
断的な学問体系になっているというこ
とです。
　大西　すばらしいですね。そういう
意味では、活動も活発に行われている
ということですね。
　白澤　美容外科学会というのがまた
別にありますので、我々、むしろ内側

からのアンチエイジングによって健康
長寿を達成するということで、どちら
かというと、予防医学を実践する、そ
ういう学問体系にだんだんなってきて
いるということです。
　大西　実際、高齢者の患者さんに対
して、食事の指導とか、生活習慣の指
導とか、運動の指導とか、いろいろ現
場の先生はされると思うのですけれど
も、まず食事のことから、いろいろう
かがいたいのですが、カロリーを制限
したほうが長生きするという話をよく
聞くのですが。
　白澤　今は、病院の治療というとこ
ろが皆さん慣れていると思うのですが、
予防医学となると、病院の外の、家庭
とかレストランとか、そういうところ
でどういう食生活をするかとか、運動
をするかというところが非常に重要に
なってきます。
　実験レベルでは、健康長寿、要する
に健康寿命を延ばすのに最も確立され
た方法というのは、カロリー制限とい
う実験方法になっているのですが、こ

れは動物実験ですので、人間でカロリ
ー制限をして本当に健康寿命が延びる
かどうかというのはまだ議論があると
ころではありますけれども、動物を70
％のカロリー制限をすると寿命が延び
てくるということで、最近の研究によ
りますと、例えば糖尿病、動脈硬化、
肥満、それから加齢性のいろいろな疾
患というものの発症予防効果があると
いうことがわかってきましたので、や
はり太りすぎの人はカロリーを抑えて、
理想的な体重を維持することが非常に
重要であるということを言っているわ
けです。
　大西　日本では昔から腹八分目がい
いということですが、腹七分目ぐらい
がいいと。
　白澤　実際には、実験条件はもう少
し厳しくて、腹七分目ぐらいの条件に
しているのです。でも、糖尿病の患者
さんが病院に入院しますと、1,600kcal
の食事をオーダーしたりしますので、
そのレベルが腹七分目ぐらいのカロリ
ー数ということになります。もちろん、
年齢とか、性別によって、自分の理想
的なカロリーというのはまちまちにな
りますので、一概に何キロカロリーと
いうことはできないのですけれども、
主観的に腹八分目よりもうちょっと厳
しめの気持ちでいくと、ちょうどいい
ところに落ち着くようです。
　大西　実際、ご高齢の患者さんに具
体的にどのように指導されますか。食

事のバランスなどもあるかと思います
が。
　白澤　患者さんの年齢にもよると思
うのです。我々は、中高年、40、50、
60歳ぐらいまではメタボの予防という
ところが主眼になると思いますけれど
も、それを超えて、70、80、後期高齢
者、こういうレンジに入ってまいりま
すと、逆に栄養不足というところが問
題になってきますので、あまりカロリ
ー、カロリーというふうに言っていま
すと、高齢者の場合は血液中のアルブ
ミンという値が下がってきまして、今
度は介護リスクが出てくるということ
がありますので、よく患者さんの年齢
を考えてそこら辺の指導をやっていく
必要があるかなと思っております。
　大西　トータルとして、年齢を見な
がら、どの程度セーブするかというこ
とに気をつけるということですね。
　白澤　まず、その人のBMIを計算し
て、あとは血液データなどを見て指導
していくことが大事になるかなと思い
ます。
　大西　いろいろな情報が入ってきて、
BMIは少し高いほうがいいのだとか、
いろいろな説が出てきますね。
　白澤　中高年に関しては、多くの疫
学データは心臓病の死亡率をエンドポ
イントにしたスタディから出てきてい
るので、若干低めの値が出ていますけ
れども、私が東京都老人総合研究所に
いたときは、介護予防という観点で、

後期高齢者を診る（Ⅴ）

順天堂大学加齢制御医学講座教授
白　澤　卓　二

（聞き手　大西　真）

抗加齢医学の現在と未来
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　大西　白澤先生、抗加齢医学の現在
と未来ということで、お話をうかがい
たいと思います。
　アンチエイジング、いわゆる抗加齢
医学ということが非常に盛んになって
きていると思うのですけれども、現在
の状況は、どんなものなのでしょうか。
　白澤　我々が学会をつくって、ちょ
うど10年目の記念式典を2010年にやっ
たので、12年目に入ったところです。
今は、会員の先生が約7,000名。この会
員の中の70％がドクターということで、
あとの30％がパラメディカルの人とい
うことになります。一番多いのは内科
なのですけれども、それ以外に、歯科
の先生、眼科の先生、すべての科にま
たがっているということで、非常に横
断的な学問体系になっているというこ
とです。
　大西　すばらしいですね。そういう
意味では、活動も活発に行われている
ということですね。
　白澤　美容外科学会というのがまた
別にありますので、我々、むしろ内側

からのアンチエイジングによって健康
長寿を達成するということで、どちら
かというと、予防医学を実践する、そ
ういう学問体系にだんだんなってきて
いるということです。
　大西　実際、高齢者の患者さんに対
して、食事の指導とか、生活習慣の指
導とか、運動の指導とか、いろいろ現
場の先生はされると思うのですけれど
も、まず食事のことから、いろいろう
かがいたいのですが、カロリーを制限
したほうが長生きするという話をよく
聞くのですが。
　白澤　今は、病院の治療というとこ
ろが皆さん慣れていると思うのですが、
予防医学となると、病院の外の、家庭
とかレストランとか、そういうところ
でどういう食生活をするかとか、運動
をするかというところが非常に重要に
なってきます。
　実験レベルでは、健康長寿、要する
に健康寿命を延ばすのに最も確立され
た方法というのは、カロリー制限とい
う実験方法になっているのですが、こ

れは動物実験ですので、人間でカロリ
ー制限をして本当に健康寿命が延びる
かどうかというのはまだ議論があると
ころではありますけれども、動物を70
％のカロリー制限をすると寿命が延び
てくるということで、最近の研究によ
りますと、例えば糖尿病、動脈硬化、
肥満、それから加齢性のいろいろな疾
患というものの発症予防効果があると
いうことがわかってきましたので、や
はり太りすぎの人はカロリーを抑えて、
理想的な体重を維持することが非常に
重要であるということを言っているわ
けです。
　大西　日本では昔から腹八分目がい
いということですが、腹七分目ぐらい
がいいと。
　白澤　実際には、実験条件はもう少
し厳しくて、腹七分目ぐらいの条件に
しているのです。でも、糖尿病の患者
さんが病院に入院しますと、1,600kcal
の食事をオーダーしたりしますので、
そのレベルが腹七分目ぐらいのカロリ
ー数ということになります。もちろん、
年齢とか、性別によって、自分の理想
的なカロリーというのはまちまちにな
りますので、一概に何キロカロリーと
いうことはできないのですけれども、
主観的に腹八分目よりもうちょっと厳
しめの気持ちでいくと、ちょうどいい
ところに落ち着くようです。
　大西　実際、ご高齢の患者さんに具
体的にどのように指導されますか。食

事のバランスなどもあるかと思います
が。
　白澤　患者さんの年齢にもよると思
うのです。我々は、中高年、40、50、
60歳ぐらいまではメタボの予防という
ところが主眼になると思いますけれど
も、それを超えて、70、80、後期高齢
者、こういうレンジに入ってまいりま
すと、逆に栄養不足というところが問
題になってきますので、あまりカロリ
ー、カロリーというふうに言っていま
すと、高齢者の場合は血液中のアルブ
ミンという値が下がってきまして、今
度は介護リスクが出てくるということ
がありますので、よく患者さんの年齢
を考えてそこら辺の指導をやっていく
必要があるかなと思っております。
　大西　トータルとして、年齢を見な
がら、どの程度セーブするかというこ
とに気をつけるということですね。
　白澤　まず、その人のBMIを計算し
て、あとは血液データなどを見て指導
していくことが大事になるかなと思い
ます。
　大西　いろいろな情報が入ってきて、
BMIは少し高いほうがいいのだとか、
いろいろな説が出てきますね。
　白澤　中高年に関しては、多くの疫
学データは心臓病の死亡率をエンドポ
イントにしたスタディから出てきてい
るので、若干低めの値が出ていますけ
れども、私が東京都老人総合研究所に
いたときは、介護予防という観点で、

後期高齢者を診る（Ⅴ）

順天堂大学加齢制御医学講座教授
白　澤　卓　二

（聞き手　大西　真）

抗加齢医学の現在と未来
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介護になりにくいBMIは幾つかという
ところを調査していきますと、やはり
心臓病の死亡率よりはちょっと高めに
出てくるということで、ちょっと小太
りのほうが実は介護になりにくいとい
うようなことがありますから、後期高
齢者になった場合はあまりカロリー制
限、カロリー制限と言わずに、少し小
太りめぐらいを維持するほうが予後が
いいということがわかっております。
　大西　食事の中身といいますか、蛋
白とか糖とか、その辺の配慮は。
　白澤　バランスというのは非常に重
要なのですけれども、特に私が強調し
ているのは、朝食を抜かないほうがい
いということなのです。先ほどの東京
都老人総合研究所の調査でも、やはり
朝食を食べている人のほうが介護にな
りにくいということがわかっておりま
す。
　それから、そしゃく回数も非常に健
康長寿と関係しているということが最
近わかりまして、functional MRIとい
う検査をやりますと、そしゃくしてい
るときには脳の血流が増えて、脳が活
性化されるということがわかってまい
りましたので、消化吸収ということだ
けではなくて、脳のアンチエイジング
という観点からも、なるべくかんでも
らいたい。
　大西　何回ぐらいかむのでしょうか。
　白澤　実は一口30回かむように、僕
は講演会で言っているんですけれども、

外食に行きますと、５回ぐらいかむと、
物が口の中に残っていないわけです。
要するに、軟らかいものは30回かめま
せん。ですから、かみごたえのあるも
のをしっかり食べて、食卓の上に載せ
てもらう、こういうことが非常に重要
になります。
　大西　あまり軟らかいものだけでも
よくないですね。
　白澤　外食に行きますと、軟らかい
ものがおいしいものだというふうにシ
ェフの人はつくっておりますので、軟
らかいものしか出ないのです。ですか
ら、ほとんどが外食という人は、ほと
んど軟らかいものしか食べていないの
で、おうちでしっかりと、かみごたえ
のあるものを揃えてもらうということ
が大事になると思います。
　大西　食事と並んで、普段の生活習
慣とか、適度な運動とか、そういった
ことも重要かと思いますけれども、ど
のようなアドバイスがあるでしょうか。
　白澤　運動に関しては、フィットネ
スクラブに行くよりも、日常の生活活
動量というものが非常に大事だという
ことがわかりまして、最も大事なもの
は何歩ぐらい歩いているかということ
なのです。ですから、歩数計をつけて
もらうと、１日に何千歩、自分は歩い
ているのかという、まずここら辺の評
価からしていただいて、ウォーキング
というのは一応のお勧めになります。
一つの目安としては、１日30分のウォ

ーキングを週５回を一応の目標にして
くれと。そうしますと、大体6,000歩、
7,000歩ぐらい確保できると、介護予防
にもかなりつながってくるということ
なのです。
　それで物足りない人は、インターバ
ル速歩というものをお勧めしているの
ですが、これは３分間速歩きして、３
分間ゆっくり歩いて、そうすると１サ
イクルが６分になります。これを５サ
イクル繰り返すと、30分ということで、
これは速歩が入っていますので、有酸
素運動にもなっているということで、
かなり歩数も稼げますし、すごく健康
増進効果が高いということがわかって
います。
　大西　速歩き30分とよくいわれてい
たのですけれども、むしろ速くしたり、
ゆっくりしたり。
　白澤　30分速歩きをすると、相当負
担になってきます。３分の速歩きでも、
かなりの距離を歩くことができますの
で、どういうところを歩くかにもよる
のですが、都心でこれをやりますと、
信号がたくさんありますので、３分も
速歩きできないのです。公園とかそう
いうところに行けばできますけれども、
忙しい皆さんで、ちょっとした時間に
都心でやりたいという場合は、信号か
ら信号までぐらいというふうにすると、
30秒ぐらいで行ってしまうという感じ
なのですが、どこでもそういうふうに
心がけて健康増進できるようなバリエ

ーションということで、インターバル
に速歩きをするということをお勧めし
ています。
　大西　最後に、抗加齢医学の未来で
すが、今、長寿遺伝子なども見つかっ
たと聞いているのですが、そのあたり
をちょっとご紹介いただけますか。
　白澤　最近、分子生物学というもの
が進んできましたので、我々のゲノム
の中にも健康長寿に関係した遺伝子と
か分子があることがわかってまいりま
した。
　私どもが研究している遺伝子の中に
長寿遺伝子というものがありまして、
この遺伝子を持っている人が長生きに
なるのではなくて、全員誰でもこの遺
伝子を持っている。ところが、ある状
態ではスイッチが入っていないという
ことがわかりまして、最近の研究では、
食べすぎて、運動をしないメタボリッ
ク症候群の人がこのスイッチがオンに
なっていない。逆に、カロリー制限を
して、しっかり運動している人は長寿
遺伝子のスイッチがオンになっている
ということがわかりました。
　大西　それで先ほどの先生のご指導
が効いてくるわけですね。
　白澤　そうなのです。結局、ライフ
スタイルの指導をするときに、こうい
う遺伝子をスイッチオンにするように
指導するという研究をしているもので
すから、そのうち血液でこういうもの
がモニターできるようになれば、今の
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介護になりにくいBMIは幾つかという
ところを調査していきますと、やはり
心臓病の死亡率よりはちょっと高めに
出てくるということで、ちょっと小太
りのほうが実は介護になりにくいとい
うようなことがありますから、後期高
齢者になった場合はあまりカロリー制
限、カロリー制限と言わずに、少し小
太りめぐらいを維持するほうが予後が
いいということがわかっております。
　大西　食事の中身といいますか、蛋
白とか糖とか、その辺の配慮は。
　白澤　バランスというのは非常に重
要なのですけれども、特に私が強調し
ているのは、朝食を抜かないほうがい
いということなのです。先ほどの東京
都老人総合研究所の調査でも、やはり
朝食を食べている人のほうが介護にな
りにくいということがわかっておりま
す。
　それから、そしゃく回数も非常に健
康長寿と関係しているということが最
近わかりまして、functional MRIとい
う検査をやりますと、そしゃくしてい
るときには脳の血流が増えて、脳が活
性化されるということがわかってまい
りましたので、消化吸収ということだ
けではなくて、脳のアンチエイジング
という観点からも、なるべくかんでも
らいたい。
　大西　何回ぐらいかむのでしょうか。
　白澤　実は一口30回かむように、僕
は講演会で言っているんですけれども、

外食に行きますと、５回ぐらいかむと、
物が口の中に残っていないわけです。
要するに、軟らかいものは30回かめま
せん。ですから、かみごたえのあるも
のをしっかり食べて、食卓の上に載せ
てもらう、こういうことが非常に重要
になります。
　大西　あまり軟らかいものだけでも
よくないですね。
　白澤　外食に行きますと、軟らかい
ものがおいしいものだというふうにシ
ェフの人はつくっておりますので、軟
らかいものしか出ないのです。ですか
ら、ほとんどが外食という人は、ほと
んど軟らかいものしか食べていないの
で、おうちでしっかりと、かみごたえ
のあるものを揃えてもらうということ
が大事になると思います。
　大西　食事と並んで、普段の生活習
慣とか、適度な運動とか、そういった
ことも重要かと思いますけれども、ど
のようなアドバイスがあるでしょうか。
　白澤　運動に関しては、フィットネ
スクラブに行くよりも、日常の生活活
動量というものが非常に大事だという
ことがわかりまして、最も大事なもの
は何歩ぐらい歩いているかということ
なのです。ですから、歩数計をつけて
もらうと、１日に何千歩、自分は歩い
ているのかという、まずここら辺の評
価からしていただいて、ウォーキング
というのは一応のお勧めになります。
一つの目安としては、１日30分のウォ

ーキングを週５回を一応の目標にして
くれと。そうしますと、大体6,000歩、
7,000歩ぐらい確保できると、介護予防
にもかなりつながってくるということ
なのです。
　それで物足りない人は、インターバ
ル速歩というものをお勧めしているの
ですが、これは３分間速歩きして、３
分間ゆっくり歩いて、そうすると１サ
イクルが６分になります。これを５サ
イクル繰り返すと、30分ということで、
これは速歩が入っていますので、有酸
素運動にもなっているということで、
かなり歩数も稼げますし、すごく健康
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信号がたくさんありますので、３分も
速歩きできないのです。公園とかそう
いうところに行けばできますけれども、
忙しい皆さんで、ちょっとした時間に
都心でやりたいという場合は、信号か
ら信号までぐらいというふうにすると、
30秒ぐらいで行ってしまうという感じ
なのですが、どこでもそういうふうに
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ーションということで、インターバル
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すが、今、長寿遺伝子なども見つかっ
たと聞いているのですが、そのあたり
をちょっとご紹介いただけますか。
　白澤　最近、分子生物学というもの
が進んできましたので、我々のゲノム
の中にも健康長寿に関係した遺伝子と
か分子があることがわかってまいりま
した。
　私どもが研究している遺伝子の中に
長寿遺伝子というものがありまして、
この遺伝子を持っている人が長生きに
なるのではなくて、全員誰でもこの遺
伝子を持っている。ところが、ある状
態ではスイッチが入っていないという
ことがわかりまして、最近の研究では、
食べすぎて、運動をしないメタボリッ
ク症候群の人がこのスイッチがオンに
なっていない。逆に、カロリー制限を
して、しっかり運動している人は長寿
遺伝子のスイッチがオンになっている
ということがわかりました。
　大西　それで先ほどの先生のご指導
が効いてくるわけですね。
　白澤　そうなのです。結局、ライフ
スタイルの指導をするときに、こうい
う遺伝子をスイッチオンにするように
指導するという研究をしているもので
すから、そのうち血液でこういうもの
がモニターできるようになれば、今の
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コレステロールの指導のように、もっ
としっかりやってくださいとか、そう
いう外来指導ができるようになるので

はないかなというふうに、今後期待し
ています。
　大西　ありがとうございました。

　中村　辻先生、本日は、「地域包括
ケア政策の展開と高齢者医療」という
テーマで先生にお話をちょうだいした
いと思っております。
　まず、地域包括ケアというのは、ど
ういうことを具体的に言っているのか、
その辺を教えていただけますでしょう
か。
　辻　地域包括ケアというのは、今の
介護保険の政策といいましょうか、介
護政策の基本的な方向性になっている
わけですが、その背景といいますのは、
75歳以上人口がこれからものすごい勢
いで増えます。2005～2030年にかけて
1,100万～2,200万と倍増です。世界でこ
んな経験をしたところはないというこ
とが起こるわけですけれども、それが
大都市圏で起こるのです。しかも、大
都市圏の高齢者というと、ひとり暮ら
し、ないしは夫婦だけでお住まいとい
うのが2025年段階で高齢者世帯の７割
を占める。そうなると、今までのよう
に、施設に入っていただいて、そこで
過ごすというようなかたちで施設がい

っぱい整備できるかといえば、それは
ほぼ不可能と見通されています。
　一方において、今までの４人部屋と
か、いわゆる大きな施設の大部屋の集
団処遇ともいわれていますけれども、
そういうかたちというのはどうかとい
うことになりますと、私も行政に携わ
っておりましたけれども、日本は非常
に大きな経験をしまして、ユニットケ
アというのですけれども、むしろ個室
に住んで、顔なじみの職員がいて、昼
間は茶の間みたいなところにいて、そ
こで食事をしてというような、そうい
うライフスタイルのほうが自立度が高
い。よくおしゃべりもするし、歩く量
も増える。要するに、今までのライフ
スタイルを切らないで継続するほうが、
その人の自立度も高いし、もちろん幸
せだと、こういうことがわかってきた
わけです。
　そうなりますと、結局その人らしい
住まい、生活の場をいかに確保して、
そこへその人を支えるために外からい
ろいろなケアシステムが入ってくる。

後期高齢者を診る（Ⅴ）

東京大学高齢社会総合研究機構教授
辻　　哲　夫

（聞き手　中村治雄）

地域包括ケア政策の展開と高齢者医療について
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むしろこれがメインではないかという
方向に介護政策の方向がはっきり変わ
ってきたのです。もちろん、重い認知
症といったような場合には、グループ
ホームという、常時見守っている態勢
のある施設が必要です。ですから、施
設がいらないという意味ではありませ
んが、基本的に住まいに対してサービ
スが入るようにする。
　そうなると、地域で、いわば訪問サ
ービスですね。昼間にはちょっと来て
いただいてもいいのですけれども、夜
は自分の部屋に住んでいる。あるいは、
来にくい人ということについては定期
的に訪問する。これを24時間体制でや
る。そのような方向で、地域そのもの
を、あえて例えて言えば、病院や施設
にするというのでしょうか、病院や施
設の中の廊下がいわば地域における道
だと見て、その人の住まいに行く。
　基本的にはそういうようなかたちで、
地域全体をケアシステムで整備して、
できるかぎり自分のお住まいの場で頑
張れるようにする。こういう方向が地
域包括ケアです。そういう方向に転換
するという政策を厚労省ははっきり出
しているということです。
　中村　そうしますと、その地域とい
うのは、先ほどご指摘になった大都市
とか、そういうものが一つのユニット
になるということですか。
　辻　大体30分圏内ぐらいというふう
にいわれておりますけれども、中学校

区とか、そういうコミュニティの存在
する地域単位に地域包括ケアというも
のをセットしていく。こういう方向を
打ち出しています。ただ、すぐにはで
きませんから、団塊の世代というのが
おおむね75を超えますのが2025年ぐら
いなのです。2025年というと、あと十
数年ですけれども、これぐらいのタイ
ムスパンで、特に都市部をそういうシ
ステムにしていくというのがこの地域
包括ケアの考え方だと思います。
　中村　たいへんおもしろいお考えだ
と思います。これは日本独自のものな
のでしょうか。
　辻　この方向性というのは、高齢化
のケアシステムとして、様々な国が
様々なトライアルをしておりますけれ
ども、北欧が随分日本のお手本になっ
ております。北欧を始めどの国も最初
は大きな施設をつくって、そこでいろ
いろなことにぶつかってというふうに
ケアシステムが変遷していっているの
ですけれども、先に高齢化して、より
よいケアシステムを求めた先例という
のは北欧が一つの代表ですけれども、
だいたいこういう方向を目指していま
す。
　中村　これは変な質問ですけれども、
包括ケアというのは英語で何というの
ですか。
　辻　地域包括ケアを支える理念とい
うのは、私は東京大学に今おりますけ
れども、東京大学の高齢社会総合研究

機構が目指しているかたちとして、あ
ちこちPRしているのですが、エイジン
グ・インプレイスといっています。老
いても住み慣れた地域に住み続ける。
それを支えるケアシステムという感じ
で地域包括ケアを考えていただいたら
いいと思います。
　中村　なかなか魅力的なお考えだと
思いますが、あと10年あるいは20年も
すれば、極めてお年寄りが多くなる。
病人も多くなる。それに伴って社会的
な事情などもより変わってくるでしょ
うし、それを今、先生のお考えを展開
するというのには多少お時間とかお金
がかかるかなと思いますが。
　辻　その大前提というのは、地域包
括ケアというのは24時間体制の在宅ケ
アシステムですね。訪問介護とか訪問
看護をイメージしていますが、加えて
必要なのは在宅医療ですね。住まいに
対して。ただ、在宅医療という概念に
おける在宅というのは自宅だけではあ
りません。例えば、今整備しようとし
ているサービスつき高齢者向け住宅、
あるいはケアハウスとか有料老人ホー
ム、これらはみんな在宅という概念な
のですが、そういうところに医師が訪
問診療として行く。これが不可欠なの
です。今の医療システムは「病気にな
ったらおいでなさい。待っている」と
いうのが基本です。「来い」と言った
って、来られない人もいるわけです。
虚弱な高齢者が病院に行かざるを得な

いときは入院ということですが、かな
りの方が入院したら寝たきりや認知症
になって帰ってこられないということ
もあるわけです。在宅医療は不可欠だ
ということです。したがって、私がお
願いしたいことは、在宅医療というの
は来られない人に対して包括的に見る
医療です。総合医療でもあります。そ
ういう医療がこれからの高齢者医療の
非常に大きな基本領域になる。そして、
そういうものを含めて地域包括ケアが
進んでいく。
　もちろん、そのためにはお金がいり
ます。したがって、在宅医療とか訪問
看護介護部分にもっとお金を投入する
ことは不可欠です。日本の国民負担率
は国際的に見ても非常に低いのです。
これからはみんなが幸せで、生活の場
でにっこり笑って、いわば自分の住ま
いで最後まで、終のすみかとして頑張
れるようないい社会をつくろうという
ことですから、それには相応の財源の
投入も必要ですし、それを投入すれば
地域には雇用も起こる。したがって、
地域経済も回るわけです。全体として
はそういうシステムをこれから目指す
という決意が必要ですね。
　中村　医師の側でも一つの単一な科
だけを専門にするのではなくて、内科
から外科から、すべてを勉強した医師
がどうしても必要になってまいります
ね。
　辻　私は不可欠だと思います。要す
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るに、生活の場で、生活そのものを支
えるということです。治すというだけ
ではなくて。年をとって80、90になれ
ば、多くの病気もある。そして、治ら
ない病気もある。治らなかったらおし
まいだといわれたら、たまらないです
よね。病気でもにっこり笑える生活が
したいわけです。それを支える医療、
それが在宅医療であり、これからの高
齢者医療であると思います。そういう
医療を私たちは求めています。
　中村　たいへん立派な理念だと思い
ますが、実際にこれを展開していくた
めの期間はどのくらいかかるのでしょ
うか。
　辻　今の地域の開業医がそういう医
療に取り組めるように、オン・ザ・ジ
ョブの研修プログラムを東京大学で開
発中です。在宅患者のところへ指導医
とともに同行訪問して学ぶ。もう一つ
は多職種連携のグループワークに参加
する。日本の医師は専門医として育っ
ている人が大部分なのですけれども、
非常に優秀といわれているわけです。

私もそう思います。ですから、こうい
うプログラムを適用することによって
総合的な医療ができる人に育つと思い
ます。そういうものが育ち、今言いま
したようにお金を投入して在宅系統の
サービスを整備しつつ、基本的には
2025年ぐらいまでに日本の医療もそう
いう方向に向かってほしいということ
を私はこいねがっております。
　中村　私ども医師会に所属する者に
とっても、確かにそういう勉強のチャ
ンスが必要だと思いますし、医師会も
協力してそれに加わらないといけない
のだろうと思いますが、何かほかにご
意見は。
　辻　私どもとしては、今言いました
ようなきちっとした研修プログラムを
開発する。それから、地域包括ケアの
モデルを千葉県柏市で柏市医師会の協
力の下でモデル実践するということも
やっておりまして、ともかく積極的に
チャレンジすることが必要だというこ
とです。
　中村　ありがとうございました。

　中村　大内先生、本日は、先生にご
企画いただいた「後期高齢者を診る」
というシリーズの一番最後になるわけ
でございまして、「超高齢社会の到来
と今後の高齢者医療」という極めて難
しい問題ですが、どうぞよろしくお願
い申し上げます。
　まず最初に、先生に企画いただいた
このシリーズ、これは先生としてはど
ういうところにねらいがあったのでし
ょうか。
　大内　日本は今、高齢化率が23％強
ですけれども、これからさらに高齢化
が進んで、特に、今後の20年間で75歳
以上の後期高齢者が2,200万人と、ほぼ
倍増するという、超高齢社会を目前に
控えています。そうしますと、必然的
に臨床の先生方の前に来られる患者さ
んも、75歳以上の後期高齢者の方が増
えるということが、予想されるわけで
す。
　後期高齢者には、いろいろな臨床的
特徴がありますが、一番の特徴は、あ
る臓器、例えば心臓なり、肺なり、そ

ういう単一臓器の疾患を持っている患
者さんはほとんどいなくて、たくさん
の、しかもいろいろな臓器の病気を持
っておられることです。
　もう一つは、栄養過多よりも栄養不
良、肥満よりもやせ、そういった虚弱
に陥りやすい方が増えてくるというの
が特徴です。そうしますと、何となく
元気がなく、食欲が落ち、やせてきて、
例えば転んで寝たきりになって肺炎を
起こす、こういうコースをたどる患者
さんが非常に増えるだろうと考えられ
るわけです。
　この企画では、後期高齢者のそうい
う特徴をふまえて、虚血性心疾患、高
血圧、呼吸器疾患のような臓器別の疾
患、高齢者に多い認知症、骨粗鬆症、
感染症、特に肺炎、それから悪性腫瘍
といった疾患をまずこのシリーズの中
に取り入れました。
　もう一つは、後期高齢者で管理がな
かなか難しい、嚥下障害、転倒骨折、
排尿障害、先ほど申し上げた虚弱とか、
最近サルコペニア（筋肉減少症）とい

後期高齢者を診る（Ⅴ）

東京大学加齢医学講座教授
大　内　尉　義

（聞き手　中村治雄）

超高齢社会の到来と今後の高齢者医療
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う病態が話題になっているのですが、
そういう老年症候群にどう対処するか
ということを取り上げました。この老
年症候群への対処が、高齢者医療の、
言わばキーポイントになっているわけ
です。
　そういった後期高齢者の特徴と、そ
れに対する対応ということをメインに
企画をいたしました。
　中村　ありがとうございました。そ
うしますと、少なくとも私どもは、後
期高齢者を総合的に診なければいけな
いということですね。
　大内　そうですね。それが後期高齢
者の医療における一番のポイントです。
高齢者では、ある臓器の疾患だけに注
目していると、失敗することが多いの
です。
　例えば、寝たきりにさせないために
は、臥床の期間をできるだけ短くして、
高齢者だから早く起こす、これが老年
医学の大原則なのですが、逆に高齢者
だから大事にしましょうというと、あ
る臓器から見るとそれはあながち間違
いではないのですが、全身の機能の維
持という面からみると、それが虚弱、
寝たきりということにつながっていく
わけです。
　ですから、ある臓器の疾患と全身の
機能がどうかという総合的な視点が必
要だと思います。
　それから、たくさんの病気を抱えて
いますので、ある一つの疾患の治療が

ほかの臓器の疾患に影響を及ぼすこと
もあるわけです。薬剤の使い方もそう
ですし、常にその人にとって最適な医
療はどういうことなのかということを
考えながら、診療に当たることが必要
だと思います。
　中村　私ども医師にとっても、そう
いった面での専門的な知識が必要だろ
うということでしょうか。
　大内　はい。
　中村　今までですと、臓器単位に診
ていればよかった、という感じでした
ね。
　大内　若い方ですと、まずたくさん
の疾病を持っている方が少ないという
ことと、それから自然回復力が非常に
ありますから、若い方は臓器の疾病の
治療だけに力を注げば、あとは自然に
社会復帰できるわけですが、高齢者は
総合的に全身を診るという視点がなけ
れば、高齢者医療そのものが成り立た
ないですね。
　中村　私ども、一人の高齢者を診て
いくのに、多少時間をかけないといけ
ないかなとか、栄養面での知識ももち
ろん必要になるでしょうし。
　大内　生活指導も大切ですし、加え
て経済環境や家族環境など、社会的な
側面の配慮が必要です。
　例えば、血糖の管理を例にとります
と、インスリン注射が必要な方でも網
膜症があって視力が悪く、ひとり住ま
いであれば、難しいですね。そういっ

た場合、どのように血糖管理していく
のか、若い方とは違った考えが必要だ
ろうと思います。
　中村　ただ、政府も医師会もそうで
しょうが、増えれば、それだけお金が
かかってくるのではないでしょうか。
そういった面での解決策も、何らかの
かたちで必要かもしれない、というこ
とですね。
　大内　そうですね。高齢の患者さん
たちは、たくさんの疾病を持っている
わけですが、それらの優先順位を考え
ないで、すべての症状にいろいろなお
薬を出していくと、どんどん薬も増え
て当然医療費もかさんでいきます。患
者さんの状態をみながら医療の優先順
位を考えていくのが、老年科医のスキ
ルです。
　もう一つは、医療の質を落とさない
で、むしろ上げる方向で医療費を節約
する方法を考えなければいけないと思
っています。
　例えば、肺炎をおこせば抗生物質で
治療するわけで、それを否定するつも
りはありませんが、口腔ケアというよ
うな簡単な、ほとんどコストのかから
ない方法で、高齢者の誤嚥性肺炎が半
分近く減るということが証明されてい
ます。まさに医療の質を上げて医療費
を節約する代表例ですね。我々はその
ためのエビデンスを、これからもっと
もっとつくっていかなければいけない
と思います。

　中村　そうすると、経済的な面でも
後期高齢者をしっかりと支えていくと
いうのは、たいへんなお金と時間がか
かるし、いろいろな知識を集めてやっ
ていかなければいけませんね。
　大内　そのためにこれだけは最低限
理解しておいていただきたいという内
容でこの特集を組ませていただきまし
た。
　中村　ありがとうございました。た
いへん細かい点まで配慮して企画いた
だいたことを、改めて感謝申し上げま
す。
　一つの例として、血圧の下げ方につ
いてお聞きしたいのですが、お年寄り
の高血圧、これをすとんと下げるのか、
じわじわと下げて、どこまで持ってい
くのかという意味でも、後期と前期で
違うのでしょうか。
　大内　前期高齢者は若い人と同じよ
うな考え方で生活習慣病の管理に臨め
ばよいと思うのですが、後期高齢者に
なりますと、やはりゆっくりと時間を
かけて血圧を下げていくのが原則だと
思います。降圧薬も半量、場合によっ
ては1/4量くらいから始めて、徐々に
血圧を下げていって目標値まで持って
いく。目標値は、現在では高齢者も若
い人もあまり変わらないような設定に
なっているのですが、やはり下げるス
ピードが大切です。
　中村　下げ方が大事だと。
　大内　はい。それから、いろいろな
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違うのでしょうか。
　大内　前期高齢者は若い人と同じよ
うな考え方で生活習慣病の管理に臨め
ばよいと思うのですが、後期高齢者に
なりますと、やはりゆっくりと時間を
かけて血圧を下げていくのが原則だと
思います。降圧薬も半量、場合によっ
ては1/4量くらいから始めて、徐々に
血圧を下げていって目標値まで持って
いく。目標値は、現在では高齢者も若
い人もあまり変わらないような設定に
なっているのですが、やはり下げるス
ピードが大切です。
　中村　下げ方が大事だと。
　大内　はい。それから、いろいろな
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合併症、併発症が起こる可能性があり
ますから、その間の患者さんの状態を
よく診るのが大切です。
　例えばスタチンを使ってコレステロ
ールを下げていて、よく下がった。と
ころが下がったと思っていたら、実は
癌が発生していたとか、そういうこと
がよくありますので、そういう意味で
も全身をきちんと診ていく必要があり
ます。
　中村　先生が班長でしょうか、代表
世話人でやっておられるユートピアと
いう試験がございますね。あれは後期
高齢者の試験で、私は極めて大事だと
思うのですけれども、ただ、ちょっと
一つ気になりますのは、今お話があり
ましたが、コレステロールは下がった、
だけど癌が発生していたなど、どうや
って分けていくのかなと。
　大内　ユートピア75は、後期高齢者
の高LDLコレステロール血症をエゼチ
ミブで測定してそのアウトカムを見る
前向き臨床試験です。
　そのプライマリー・エンドポイント
は、いわゆるハード・エンドポイント
と呼ばれます複合心血管イベントの発
症なのですが、セカンダリー・エンド
ポイントとして悪性腫瘍の発症以外に、
日常生活動作（ADL）や認知症の発症、
骨折というような、高齢者の機能を障
害する老年症候群の発症を取り上げて
います。後期高齢者の臨床試験では単
に心血管イベントを抑えただけではな

くて、老年症候群の発症やQOLに対す
る影響を見ていく必要があります。
　ユートピア75はその辺に力点を置い
てプロトコールを作成しました。
　中村　いずれにせよ、後期高齢者で
２人に１人ぐらいの割合で癌を持って
いる人が出てきますから。
　大内　悪性腫瘍の発症というのは、
特に注意してフォローすべきポイント
ですね。
　中村　一つの試験を取っても、たい
へん重要な注意が必要だということで
ございますね。
　大内　はい。
　中村　ほかに何か、こういった点を
強調しておきたいという部分はござい
ますか。
　大内　先ほども申しましたけれども、
後期高齢者は全身管理が重要です。今
まで、高齢者の医療とは無縁と考えて
おられた先生方も多いと思いますが、
後期高齢者の数がこれから倍増します
ので、そのようなことを言っていられ
ない時代になります。そういった意味
でも、どのような専門分野を持ってお
られる先生も、すべからく本講座の内
容をレビューしていただければと思い
ます。
　先日、日本老年医学会が編集しまし
た、『健康長寿診療ハンドブック』と
いう書籍が出版されました。それにも
高齢者医療のエッセンスについて書か
れていますので、ご参考になればと思

います。
　中村　もう売り出されているのです
か。
　大内　2011年９月に発売になってお
ります。１冊1,000円と非常に安い値段

を設定いたしましたので、ご覧いただ
ければと思います。
　中村　本日は、たいへん重要な示唆
をいただき、どうもありがとうござい
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６月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「後期高齢者を診る」シリーズの最終回と
して、４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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