
　池脇　最近COPDに関する質問をい
ただくことが多くなりました。これは
おそらくCOPDをみておられる臨床実
地の先生方が増えたためだろうと思っ
ているのですけれども、まずCOPD、
これは潜在する患者さんが非常に多い
ということは確かなのでしょうか。
　玉置　そのとおりです。今まで日本
では見逃されていたケースが非常に多
かったのですけれども、NICE Study
という疫学調査が行われまして、それ
によりますと、おそらく550万～600万
人のCOPD患者が日本にいるといわれ
ています。
　池脇　欧米に多くて、日本は少ない
のではないかといわれていたのは、決
してそうではないということでよろし
いですか。

　玉置　そうですね。
　池脇　スパイロメトリーによる閉塞
性障害の検出がCOPDの診断に欠かせ
ないということで、臨床実地の先生方
のレベルでもスパイロメトリーが普及
することが、COPDの診断の向上につ
ながると思うのですけれども、現状は
いかがでしょうか。
　玉置　確かにCOPDを診断するうえ
でのゴールドスタンダードがスパイロ
メトリーなのです。ですから、このス
パイロメトリーを行わないかぎりは確
定診断ができないということで、ここ
数年、この検査が行われることが多く
なってきたのですけれども、まだまだ
欧米に比べますと少ないという問題が
あります。これは一つは保険点数が低
いということと、それから人手もかか

COPD治療薬の使い分け

東京女子医科大学呼吸器内科教授
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（聞き手　池脇克則）

　COPDの第一選択に抗コリン薬の吸入薬を用いているが、アドエアなどの吸
入ステロイドも効力があるようです。使い分けと、何をメルクマールにすべき
かご教示ください。
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る、エキスパートの検査技師でないと
正確な値が出にくいなどの欠点があり
ますので、なかなか普及しないという
ことです。
　池脇　スパイロメトリーを使っての
診断が一番いいとは思うのですけれど
も、ない場合でも、きちんとCOPDを
診断する。この点について、どのよう
に診断に結びつけたらいいでしょうか。
　玉置　まずCOPDを疑うというステ
ップが第一です。これは長年の喫煙者
で、しかも労作時の息切れとか、咳、
痰などの自覚症状が慢性的にあるとい
う患者さんがおりましたら、まずこの
病気を疑っていただくということです。
その後は、スパイロメトリーとか、場
合によっては胸部レントゲンやCTと
いった検査に進んでいきます。
　池脇　私自身、症状からCOPDを疑
ってレントゲンを撮ったときに、肺の
過膨脹の所見がないと、COPDと診断
していいものかどうか迷うのですが、
過膨脹以前のCOPDというものもある
ということでしょうか。
　玉置　そうです。その時点で診断す
るにはスパイロメトリーが不可欠にな
ってくるわけです。
　池脇　喘息とCOPDにはともに気管
支拡張薬が重要なのでしょうけれども、
喘息に関しては吸入ステロイド薬が主
体で、COPDの場合には吸入抗コリン
薬が主体だというところが大まかな違
いというふうに理解しているのですけ

れども、そのあたりから教えてくださ
い。
　玉置　日本のガイドラインでは抗コ
リン薬がファーストチョイスになって
いるのですけれども、欧米では必ずし
もそうではなくて、抗コリン薬でも、
長時間作用型のβ2刺激薬でも、どちら
でもよいということになっております。
ただ、最近では抗コリン薬のほうが臨
床効果が高いということで、使用され
る頻度も抗コリン薬のほうが高くなっ
ているという現状です。
　池脇　患者さんの症状の程度によっ
て治療薬というのは調整していくとい
うことでしょうか。
　玉置　そうですね。軽症から重症ま
で、それぞれ選択する薬剤がガイドラ
インで示されているのですけれども、
基本的には長時間作用型の気管支拡張
薬を使う。これがベースにありまして、
それでも効果不十分な場合は気管支拡
張薬を複数組み合わせる。あるいは、
それに吸入ステロイドをプラスすると
いうやり方です。さらには、テオフィ
リン製剤を併用するということにもな
ります。
　池脇　今回の質問に出てくるアドエ
アはステロイドと長時間作用型β2刺激
薬の合剤ですが、COPDでは、例えば
抗コリン薬とステロイドの配合剤は今
のところはないですね。
　玉置　今のところはないのですけれ
ども、これも現在開発中で、この数年
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以内には必ず市場に出てきます。
　池脇　今までの先生のお話で、気管
支拡張薬で、欧米では抗コリン薬でも
長時間作用型β2刺激薬でもいいけれど
も、日本では主には抗コリン薬が主体
ということですが、アドエアをどう使
い分けるかということに関してはいか
がでしょうか。
　玉置　我が国のガイドラインでは、
先ほど申しましたように、ファースト
ラインは抗コリン薬ということになっ
ておりますので、まずは抗コリン薬を
使うということでよろしいかと思いま
す。
　ただ、アドエアをファーストライン
に使う場合もありまして、それは例え
ば前立腺肥大とか緑内障があって、抗
コリン薬を使いにくい患者さん、ある
いはCOPDの中にも喘息が合併してい
るような患者さんもたくさんいらっし
ゃいます。そういう人には、吸入ステ
ロイドとか長時間作用型β2刺激薬の効
果が期待できます。
　例えばアレルギーの素因があるとか、
IgEが高いとか、好酸球が多いとか、
そういったアトピー型喘息のコンポー
ネントがまじっているような患者さん
には、アドエアの切れ味は非常によい
ことがわかっています。
　池脇　単純すぎる言い方かもしれま
せんけれども、COPDと喘息が合併し
ている患者さんでは、基本的に喘息の
治療を優先するという考え方でよろし

いのでしょうか。
　玉置　喘息の治療といいますか、ア
ドエアは両方に効きますので、これを
使えば問題ないと思います。
　池脇　今先生がおっしゃった２つの
シチュエーションにおいてアドエアを
使うというのは確かにそのとおりだと
思うのですけれども、喘息を合併して
いないCOPDの患者さんで、症状が強
いときに、アドエア等を使うという場
合もあるのでしょうか。
　玉置　あります。先ほど申しました
ように、抗コリン薬がファーストライ
ンで、それでも効果不十分な場合は長
時間作用型のβ2刺激薬、あるいはそれ
でも不十分な場合は合剤をアドオンす
るわけです。そうしますと、抗コリン
薬と長時間作用型β2刺激薬と吸入ステ
ロイド、３つの吸入を行うことになり
まして、これが現在行われているCOPD
の治療の中では最も強力な、いわゆる
トリプルセラピーというものです。
　池脇　喘息の場合には、いわゆるス
テップダウン治療ということで、最初
にきちっと治療薬を使って、状態がよ
くなると、減量するという治療ですけ
れども、今先生がおっしゃったトリプ
ル治療をしている患者さんで落ち着い
てきた場合には、治療薬を減らしてい
くのでしょうか。それとも、そのまま
キープしていくのでしょうか。
　玉置　一般的には、喘息と違って、
COPDは非可逆的な気道閉塞でしかも
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症状は進行性ですので、薬を使ってい
るうちに重症から中等症、軽症に移っ
てゆくということはなかなかありませ
ん。ですから、普通の治療の仕方は、
オーバーな治療をするよりも、ちょう
どいい治療をして、重症度が増してく
れば薬をアドオンする、あるいは変更
してゆくという使い方が一般的です。
　池脇　COPDの場合には、私も何人
か患者さんを拝見していて、急性増悪
で入院して、場合によってはそれが命
取りになるということもあって、急性
増悪をいかに予防するかという観点で
の薬の評価はどうなのでしょう。
　玉置　COPDに対する維持療法の効
果についていろいろな評価項目がある
のですが、患者さんの自覚症状とか肺
機能以外に、増悪の抑制というのが非

常に重要なポイントの一つです。これ
まで多くの研究が行われておりますけ
れども、抗コリン薬にしても、アドエ
アのような配合剤にしても、いずれも
COPDの急性増悪を減らす作用がある
ということがわかっておりますので、
ベースにこれを使います。
　ただ、それでも増悪を来すことがあ
ります。きっかけとしては気道感染が
最も多いのですけれども、そういった
場合は吸入ステロイドを高用量使うと
か、気管支拡張薬も強力なものを短期
間使う。さらに、気道感染があります
ので、抗生物質も一緒に使うといった
治療を一時的に行い、急性増悪をしの
ぐということです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　山根先生、心房細動自体、高
齢化でかなり増えている印象があるの
ですが、心房細動がどうして起こるの
かということと、このアブレーション
の適応から教えていただけますか。
　山根　心房細動はいろいろな原因で
起こってくるものですけれども、多く
の方は、特に何か特別な現象としてで
はなくて、一種の加齢現象として起こ
ってきます。発生年齢は人によって異
なり、70歳、80歳で起こってくる方も
いらっしゃれば、場合によっては30歳、
40歳ぐらいで起こってくる方もいらっ
しゃいます。ただ、平均しますと、50～
60歳ぐらいから増えてくる、そういう
イメージだと思います。
　山内　非常に脈が速くなる、伝達系
がおかしくなると考えてよろしいわけ
ですね。
　山根　そうですね。心臓の中は常に

電気が流れています。これは心臓の上
のほうと下のほう、つまり心房と心室
が調和を取った動きをするために、そ
の命令系統があるわけです。心房細動
の場合には、その命令系統が働いてい
ない状態になってしまいます。心房の
中の電気が、めちゃくちゃに興奮し、
１分間に600～1,000回という、脈拍が
非常に速く混沌とした状態になってし
まいます。この状態ですと、心房は収
縮をするということはできなくて、た
だ震えているだけ、痙攣しているだけ
です。この細かく動くという状態が、
心房細動という名前の由来です。
　病態としては、細かく動いているだ
けで収縮できていない状態なので、心
房の中の、特に端っこのほうに血液の
淀みができて、血栓が形成されやすく
なります。その血栓が血流に流れてい
くと、頭で詰まったりして脳梗塞を起

心房細動のカテーテルアブレーション

東京慈恵会医科大学循環器内科准教授
山　根　禎　一

（聞き手　山内俊一）

　心房細動のカテーテルアブレーションの現状についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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こすわけです。これが心房細動の病態
と、よく知られている合併症としての
脳梗塞の起こる原因ということになり
ます。
　山内　心室は一応保たれているので、
心臓としては何とか生きながらえてい
ると考えてよろしいわけですか。
　山根　そのとおりです。心房から心
室への電気の通り道自体は働いており
ますので、心房の非常に多い興奮が、
ふるいにかけられながら心室へ非常に
不規則な状態でおりていく。不整脈自
体としては、基本的には命にかかわる
ものではなく、良性に分類されること
も多い疾患です。
　山内　さてそこで、昔から薬を使っ
たりもしましたが、どうも私自身、あ
まりよく効くという印象は受けないの
ですが、これはいかがですか。
　山根　この心房細動という病気は、
本当に長い間、オーバーなことを言え
ば、人類が長い間苦しんできた病気だ
と思います。いろいろな薬も開発され
てきたわけですけれども、なかなか薬
で抑え切れるわけではない。そして、
何といっても薬には治す力はありませ
んので、抑えている間に心房細動とい
う病気はだんだんと進行していきます。
　多くの方は発作性心房細動という、
時々起こるという状態から始まり、そ
してそれが持続時間が長くなっていっ
て、最終的に慢性心房細動（なりっ放
しという状態）になっていきます。発

作性から慢性へと移行していくのは、
何年もかかって進行していく方もいれ
ば、比較的短い数カ月の間に発作性か
ら慢性へと進行してしまうという方も
いらっしゃいます。
　山内　慢性化したら、いろいろな問
題も出てくるので、とりあえず薬の切
れ味が悪いので出てきたのがカテーテ
ルアブレーションということですね。
どういうことをやるのか、原理的なも
のを教えていただけますか。
　山根　カテーテルアブレーションと
いう方法自体は、1990年代から広く広
まった方法です。体の中に、主に足の
つけ根から長いカテーテルという管を
挿入し、先端を心臓の中に留置します。
ここで使いますカテーテルは先端に電
極が付いておりまして、その電極で心
臓の中の電気を測ったり、またその電
極から電気を流して心臓の筋肉や組織
を加熱することができます。ですから、
ごく簡単な表現をすれば、カテーテル
アブレーションというのは、足のとこ
ろから入れた管を用いて心臓の中の不
整脈の原因の場所を焼いて治すという
方法です。
　カテーテルアブレーションは、当初
は原因が小さい範囲に限局している不
整脈から治療が始まりました。ワンポ
イントで治療が可能になるような不整
脈についてはカテーテルアブレーショ
ンが非常に効果が高く、1990年代の初
めから広く行われるようになりました。
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　しかし、心房細動は、心房全体が震
えてしまっている疾患です。カテーテ
ルの先端で加熱する限局した治療で心
房細動を治すことは難しいと、長い間
考えられてきました。
　そういう中で1998年に心房細動の大
きな原因が左心房の後ろにある肺静脈
の中に存在することが発見されました。
これは、まさにコロンブスの卵のよう
な発見でした。心房細動というものは、
心房全体が原因なのですけれども、そ
の中でも特に悪い原因が肺静脈という
血管および周囲にあるということがわ
かってきたのです。これはやや難しい
話になってしまうかもしれませんが、
簡単に考えていただきますと、全体が
悪いと思われていた心房細動が、実は
比較的限られたところに原因があった
のだということがわかってきたという
ことになります。
　山内　カテーテルアブレーションの
成績をおうかがいしたいのですが。
　山根　開発当初、今から10年ほど前
には、やや成績が悪いといわれており
ました。この10年の間に成績は大きく
向上し、今の成績としては、発作性と
いわれる比較的早い状態で治療します
と、９割方は治ります。
　一方で、進行してしまってから治療
する場合は話が異なります。これは慢
性化してからということになりますけ
れども、原因が広がっていますので、
治療の成績は落ちてしまいます。慢性

化してからの治療では、根治率が５～
６割というのが、今のだいたいの成績
だというふうに思います。
　山内　そうしますと、早期発見、早
期治療ということに尽きるわけですね。
　山根　そのとおりです。進行性の病
気というのは、進行しないうちに、早
期発見、早期治療するのが原則ですが、
この心房細動でも非常に大切なポイン
トだと思います。
　山内　技術的進歩で術中のトラブル
や合併症も減ってきたと見てよろしい
わけでしょうか。
　山根　そのとおりです。現在、合併
症として２点ほど、私たちが非常に注
意しているものがあります。１つはカ
テーテルアブレーションをしている術
中に脳梗塞を起こしてしまう可能性が
あるということ。そしてもう１つは、
心タンポナーデといいまして、心臓の
薄い場所に熱を加えているときに、心
臓の壁に穴があくことがあります。こ
の２点が合併症として、私たちが非常
に注意して治療しているものです。ど
ちらも発生率は１％を切る確率です。
　山内　今まで、よく見るわりには放
置されていた感じがあるものなのです
が、今後は積極的な治療法で、予防も
兼ねながら、いい方向に持っていきた
いというところですね。
　山根　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。
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　山内　小沼先生、まず、ビグアナイ
ド薬、最近見直された薬剤で、かなり
広く使われていますが、高齢者に禁忌
といわれる理由はどういったものなの
でしょうか。
　小沼　ビグアナイド薬の重大な副作
用として、乳酸アシドーシスがありま
す。最近でも乳酸アシドーシスが、数
は少ないのですけれども起こっていま
す。乳酸アシドーシスを起こしやすい
場合の一つに高齢者が含まれます。高
齢者では、肝、腎、そして心肺の機能
が低下していることが多く、血中乳酸
値が上昇しやすい状態になっています。
そのために、ビグアナイド薬は高齢者
には禁忌ということになっています。
　山内　年齢がいっているからという
理由よりは、高齢者では腎機能、肝機

能、こういったものが弱っているケー
スが多いからという、間接的な理由と
考えてよろしいわけですね。
　小沼　そうだと思います。
　山内　実際、腎機能の目安ですが、
どのあたり以上が禁忌で、どのあたり
までは慎重に使えるか、このあたりは
いかがなのでしょうか。
　小沼　これまでのビグアナイド薬は、
いわゆる腎機能低下が軽度でもあれば
禁忌でした。最近、ビグアナイド薬の
中でメトグルコが投与できるようにな
り、腎機能の軽度低下の患者さんに関
しては慎重に使ってもいいということ
になっています。しかし、以前は禁忌
になっていたということがかなり重要
な問題ではないかと考えています。
　山内　実際上は禁忌なのだというこ

ビグアナイド薬の適用

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
糖尿病・内分泌内科教授
小　沼　富　男

（聞き手　山内俊一）

　ビグアナイド薬は高齢者に禁忌とされています。ビグアナイド類の経口糖尿
病薬を内服し、血糖コントロールが良好な患者さんが高齢になった際、このま
ま治療を継続してよいか否か、ご教示ください。

＜北海道開業医＞
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とを念頭に置きながら慎重投与という
ことで、非専門の先生方は特に慎重に
使っていただきたいと考えてよろしい
わけでしょうか。
　小沼　そうですね。特に高齢者にお
いては、その点が重要視されなければ
ならないと考えます。
　山内　高齢者の定義については何か
明示されているのでしょうか。
　小沼　一般的に65歳以上と考えられ
ています。ただし、添付文書によれば、
75歳以上の高齢者ではとりわけ注意深
く考えなければならないと思います。
　山内　75歳というのが一つの目安と
見てよろしいわけでしょうね。
　小沼　そうですね。
　山内　今回発売されたメトグルコに
なりますと、従来のメトホルミン製剤
に比べると少し緩められたというお話
でした。使用可能な軽症の腎機能障害
の一つの目安は、どういったものなの
でしょうか。
　小沼　ビグアナイド薬、特にメトグ
ルコの適正使用に関する勧告が、2012
年２月１日付で日本糖尿病学会から出
されました。それによると、血清クレ
アチニン値で男性1.3㎎/㎗、女性1.2㎎/
㎗以上の患者さんには投与を推奨しな
いことになっています。この血清クレ
アチニン値未満の腎機能障害が軽症の
一つの目安になるかもしれません。し
かし、高齢者へのメトグルコは、腎機
能障害が軽度であっても、相当注意深

く、禁忌ぐらいのつもりでお使いにな
ったほうがいいのではないかと考えま
す。
　山内　血清クレアチニン値が1.3㎎/
㎗ないし1.2㎎/㎗未満ということは、
１㎎/㎗をちょっと超えてきたら要注
意ということになりますね。最近測定
方法の変更で、血清クレアチニンの基
準値が少し下がってはいますが、1.1㎎/
㎗とかいいますと、糖尿病ですと、す
ぐ出てくるような数字ですね。
　小沼　そうですね。
　山内　非常に注意深く、腎機能検査
も同時にしてということになるわけで
しょうか。
　小沼　ご高齢の方ですと、特に血清
クレアチニン値が正常範囲であっても、
実際の腎機能が低下していることもあ
るわけです。したがって、データの読
みには注意する必要があります。
　山内　実際にもうすでに使われてい
る方、けっこうこれで血糖コントロー
ルがいいという方がいらっしゃると思
うのです。当然だんだん年をとってい
きますが、こういった方への対応です
が、これはいかがでしょうか。
　小沼　私もこの質問をいただいた先
生と同様に、ビグアナイド薬、特にメ
ルビンを使ってきた患者さんが高齢に
なった際に、さあどうしようかと迷っ
たことがあります。しかし、血糖コン
トロールがよい患者さんで、肝・腎機
能、さらに心肺機能に全く異常がなけ
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れば、以前は、同意をいただいてメル
ビンをそのまま継続して使用しました。
現在は、メルビンをメトグルコに変更
して、先ほど申し上げたような点に注
意しながら、ビグアナイド薬を継続し
て使っています。
　山内　実際に血清クレアチニン値が
だんだん上がってきた段階では、ほか
の薬に切り替えるということはやむを
えないということですね。
　小沼　私の場合は、腎機能障害が軽
度であっても、出現した段階で別の薬
剤に切り替える方針を取っております。
　山内　一般論になりますが、高齢者
の場合は経口薬が軒並みなかなか使い
にくい。あるいは、注意、禁忌が多い
ので、インスリン、あるいは新しい薬
剤もありますが、こういったものへの
切り替えも出てくると見てよろしいの
でしょうか。
　小沼　そのとおりだと思います。
　山内　次はメトグルコなのですが、
高用量、従来のメトホルミン製剤は
750㎎が１日の最大量だったのですが、
これがかなり大量に投与ができるよう
になってきたというのが一つの売りと
いえば売りなのですが、実際に高齢者
で1,000㎎、1,500㎎といった高用量の
使用経験はいかがなものでしょうか。
　小沼　私の場合は、高齢者であれば
メトグルコ750㎎、せいぜい1,000㎎に
とどめる方針でいます。先ほど申し上
げたように、高齢者の場合は潜在的に

腎機能低下があります。また、高齢に
なると様々な病気を併発して、腎機能
が低下しやすい状況にあるので、若い
方と同じような1,500㎎以上の投与はし
ないようにしております。
　山内　悪い話ばかりになってきたの
で、今度は少しいいところになります
が、使えるという判断に立った場合の
高齢者に対する有用性としては、メト
グルコでけっこうですが、確認されて
いるのでしょうか。
　小沼　これまでの報告では、メトホ
ルミン製剤を使うことによって、糖尿
病の病態の進展を抑える、すなわち膵
β細胞の疲弊を抑えること、また血管
障害、とりわけ動脈硬化性血管障害の
進行を防ぐことが知られています。高
齢者に限った場合でも、同様の報告が
サブ解析等で示されていると思います。
　山内　あと、血糖降下作用自体に関
して、日本人の高齢者はやせ型がわり
に多い感じがいたしますが、有効な例
はあると見てよろしいのでしょうか。
　小沼　そう思います。私は実際に、
肥満例や軽度肥満でも動脈硬化のリス
クファクターを重積合併したメタボリ
ックシンドローム例に対して、メトホ
ルミン製剤を積極的に使います。しか
し、やせ型の方で、さらに高齢者でも、
メトホルミン製剤に有効な血糖降下作
用が認められることを実感しておりま
す。
　山内　ありがとうございました。
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　池脇　肝硬変というと、予後的にも
あまりよくない病気というふうに思っ
ていたのですけれども、インターフェ
ロンもそうですし、あるいは肝硬変に
なってからのいろいろなケアが充実し
て、最近はいろいろな意味で、長期的
に管理できる疾患と考えてよろしいで
しょうか。
　池嶋　そうですね。肝硬変は、かつ
ては非可逆的な変化だという認識が非
常に強かったかと思うのですが、最近
ではウイルス性肝炎の治療も非常によ
くなっておりますので、肝硬変の状態
でも必ずしも非可逆的ということでは
なくて、治療によってかなりいい状態
をキープすることができるということ

もあります。中には線維化が改善する
ような方もいらっしゃいますので、そ
ういった意味では非常に希望の光が見
えてきているという状況にもあるので
はないかと思います。
　池脇　肝硬変の患者さんは栄養状態
が悪くて、おなかは腹水で膨隆して、
足もむくむ。これは低アルブミン血症
が原因で、治療はアルブミン補給と利
尿剤が中心と理解していましたが、最
近は、今回の質問にもありますように、
分岐鎖アミノ酸（BCAA）が重要とい
うことなのでしょうか。
　池嶋　そうですね。肝硬変の方の場
合、アミノ酸のバランスが崩れてきて
いるということが病態に非常に深くか

肝硬変での治療抵抗性の低アルブミン血症

順天堂大学消化器内科准教授
池　嶋　健　一

（聞き手　池脇克則）

　ウイルス性肝硬変の進行する具合により、低アルブミン血症はよく見られま
す。BCAA製剤を投与されることはアルブミン血中濃度の上昇に関与しており
ますが、BCAA製剤に抵抗性、不応化になる低アルブミン血症も存在すると思
われます。上記の治療抵抗性の低アルブミン血症に対して治療方針はどう進め
たらいいですか。ご教示ください。

＜千葉県開業医＞
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かわっております。ですから、分岐鎖
アミノ酸を加えることによってアミノ
酸のバランスを是正してあげるという
ことが非常に有効だということが考え
られております。
　池脇　肝硬変で分岐鎖アミノ酸が減
るということですが、どうして減るの
でしょうか。
　池嶋　筋肉でアンモニアが代謝され
るときに分岐鎖アミノ酸が利用される
ということで、減りやすいということ
が一つには挙げられるかと思います。
　池脇　BCAAを含めた、ほかのアミ
ノ酸のバランスを整えるということが、
最終的にアルブミンの濃度を上げると
いう、その間がまだ私にはブラックボ
ックスなのですけれども、どう考えた
らいいのでしょうか。
　池嶋　幾つかの考え方があるかと思
いますけれども、当然のことながら、
アミノ酸は蛋白質の材料になるもので、
これがバランスよく整っていないと、
蛋白合成が効率よく行えないという側
面がもちろん基本的にはあります。特
に今回の話題でありますアルブミンの
肝臓での合成調節の機序を考えますと、
その律速段階に分岐鎖アミノ酸の中の
ロイシンというアミノ酸がかなり中心
的な役割を果たしているということが、
最近解明されてきています。
　特に、ロイシンはmTORという細
胞内の分子と結合することによって、
様々なシグナル伝達にかかわっている

ということがわかっておりますので、
その辺を含めた分子メカニズムがアル
ブミン合成の調節に重要なポイントに
なっているということが最近では注目
されています。
　池脇　そうすると、蛋白の合成を亢
進させて分解を抑制することが、アル
ブミンも含めた蛋白濃度の上昇につな
がるということですね。
　池嶋　そうですね。
　池脇　BCAAのアミノ酸全体の中で
の比率はいかがでしょうか。
　池嶋　アミノ酸は、ご存じのように、
標準的に20種類のものがあって、その
中で分岐鎖アミノ酸と呼ばれているも
のは３種類ですから、全体の割合とし
ては必ずしも大きなものということで
はないかもしれませんが、役割として
は非常に重要なところを担っていると
言えます。
　池脇　BCAA製剤というのは、肝性
脳症の原因になるアンモニアの上昇も
抑えてくれるということですね。
　池嶋　そうですね。先ほどお話しし
ましたように、筋肉でアンモニアの代
謝が行われるときに分岐鎖アミノ酸が
重要な役割を果たしていますので、分
岐鎖アミノ酸を補充することは、アン
モニアを下げるという意味でも効果が
あるという認識でいいかと思います。
　池脇　そうしますと、一般的に肝硬
変の方でアルブミンが低値で、それに
よる腹水等々があるときには、BCAA
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をあげるという治療になるわけですけ
れども、当然食事も重要になってきま
すが、具体的には何か指導されるので
しょうか。
　池嶋　肝硬変の患者さんの栄養指導
というのは、実際のところはなかなか
難しい側面もあるのですが、その方の
栄養の状態を本来はしっかりアセスメ
ントして、そのうえで適正な食事指導
を行うということが必要ではないかと
思います。
　池脇　BCAA製剤は経口で補給する
製剤で幾つか種類があるように思うの
ですけれども、そのあたりはどうなの
でしょうか。
　池嶋　BCAA製剤は、BCAA単独の
製剤とBCAAに加えてほかの成分も一
緒に入っている総合的な栄養製剤と、
大きく２通りに分かれます。分岐アミ
ノ酸のみの製剤のほうが、ボリューム
としても少ないので、比較的初期の段
階の方にはそちらのほうが服用しやす
いと思います。より進行された肝硬変
の方の場合ですと、総合的な栄養の補
給が必要になってくるということで、
ほかの成分も含まれた製剤を使うよう
な方向にシフトしていかざるをえない
と思います。
　池脇　確認ですけれども、BCAA単
独製剤というのは、商品名でいいます
と、リーバクトでよろしいのですね。
　池嶋　そうです。
　池脇　総合的なというのがアミノレ

バン。
　池嶋　はい。
　池脇　そうすると、現在、これらの
２種類がBCAA製剤として使われてい
るということでよろしいですか。
　池嶋　基本的なコンセプトとしては、
大きくいうとその２つに分かれると思
いますが、幾つかのメーカーから類似
の商品が出ておりますので、どれをチ
ョイスされるかというのは先生によっ
ても違うのではないかと思います。
　池脇　基本的にはBCAA単独か、あ
るいはプラスアルファかという、その
２つが大きなところですね。
　池嶋　そうですね。
　池脇　今回の質問は、BCAA製剤で
も低アルブミン血症が改善しない、治
療抵抗性の低アルブミン血症に対して、
どうしたらいいのかということですけ
れども、いかがでしょうか。
　池嶋　様々な状況が考えられますの
で、アプローチもいろいろと考えなく
てはいけないかと思います。まず第一
に考えられるのは、肝硬変の成因によ
っては、原因療法をしっかり行えば、
それで状態が改善できるということで
す。
　特にB型肝炎に関しては、最近、抗
ウイルス効果の高い核酸アナログ製剤
が普及してきています。それを使うこ
とによって、非代償性の肝硬変に至っ
た患者さんでも状態が改善して、代償
期に戻るとか、線維化が改善するとい
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った報告も数々見られます。ですから、
B型肝炎による肝硬変では積極的な抗
ウイルス療法が治療方針のベースとし
て重要です。
　池脇　C型に関してはどうでしょう
か。
　池嶋　C型肝炎に対しても、ペグイ
ンターフェロン、リバビリン併用療法
に加えて、最近では新しいプロテアー
ゼ阻害薬なども市販されておりますの
で、非常に治療法が進んできています。
しかし、残念ながら現状ではあくまで
もインターフェロンを中心にせざるを
えないので、非代償期の肝硬変になら
れている患者さんにはインターフェロ
ン製剤が使用できないため、抗ウイル
ス療法を直接行うということが難しい
と思います。
　池脇　栄養状態に関して、全般的に
改善させるということも、こういう状

況では改めて考えてみる必要があるの
でしょうか。
　池嶋　そうですね。肝硬変の患者さ
んは、普通の方に比べると、栄養の状
態が全体的に低下しているということ
が問題ですし、特に飢餓に対する応答
性が悪いので、夜間、食事摂取をしな
い時間帯が長く続くことが身体的に大
きな負担になります。ですから、最近
ではlate-evening snackといって、夜、
寝しなに栄養補給を行うことが推奨さ
れています。これに分岐鎖アミノ酸製
剤を用いる場合もありますし、あるい
はそれ以外の通常の食品でサポートす
る場合もあります。このような飢餓を
回避するアプローチというのが全身の
蛋白異化を防ぐという意味でも重要で
はないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　仙石先生、今回はパーキンソ
ン病の非運動症状に関しての質問です
が、まず、運動症状に関して確認した
いのですけれども。
　仙石　パーキンソン病といいますと、
ふるえ、体が固くなる等の症状が有名
ですが、いわゆる四徴と呼ばれる、振
戦、筋固縮、無動・寡動、姿勢反射障
害が運動症状になります。
　池脇　これはどの症状から始まると
かいう一定の傾向というのはあるので
しょうか。
　仙石　主にふるえから始まることが
多いです。
　池脇　ふるえからですね。片方から
始まって、その後もう片方にもという
流れでよろしいですか。
　仙石　はい。片側からのふるえとい

うのが特徴です。
　池脇　さて、今回の質問は非運動症
状ということです。改めて、非運動症
状に関してお願いします。
　仙石　先ほど述べました運動症状に
対して、近年、非運動症状と総称され
る症状が注目されるようになりました
（表）。非運動症状の内容を申し上げま
すと、便秘を代表とする自律神経障害、
精神症状、睡眠障害、嗅覚障害を代表
とする特殊器官障害などがあげられま
す。
　池脇　先生に言われると何となく簡
単に見えるのですが、なかなか臨床的
には難しいかなと思うのですけれども、
それぞれの非運動症状の特徴に関して
はいかがですか。
　仙石　まず、非運動症状の中で一番

パーキンソン病の非運動症状

東京慈恵会医科大学神経内科講師
仙　石　錬　平

（聞き手　池脇克則）

　パーキンソン病の運動症状はわかりますが、非運動症状についてご教示くだ
さい。
　（東京慈恵会医科大学神経内科　仙石錬平先生に）

＜東京都開業医＞
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頻度が多いものとしましては、自律神
経障害を代表する便秘です。便秘に関
しましては、主にパーキンソン病患者
の90％以上に見られておりまして、責
任病巣は延髄迷走神経背側核の障害と
考えられています。この神経は、骨盤
臓器を除く全内臓器官に迷走神経を送
り内臓の調節を行っておりますので、
消化管に対しては働きをよくする機能
を有します。したがいまして、この部
位が障害されて便秘を起こすと考えら
れております。
　また、非運動症状として続いて多い
ものとしましては頻尿です。特に夜間
の頻尿を認めるのが特徴でして、夜間

に３回以上トイレに行く場合は頻尿と
定義されます。
　さらに、大事なこととしましては、
嗅覚障害です。なぜかと申しますと、
非運動症状の中では嗅覚障害やレム睡
眠行動異常症といったものが、運動症
状に先行する症状として最近注目され
ているからです。非運動症状が気づか
ないうちに出現していて、その非運動
症状をとらえることでパーキンソン病
の早期診断につながるのではないかと
いうことで着目されております。
　池脇　便秘といいますと、common
な症状でもありますし、パーキンソン
病だからといって、非運動症状かどう
かというのは、なかなか診断するのが
難しいような気がするのです。それを
パーキンソン病由来の症状で、どうい
うふうな介入、いわゆる一般的な便秘
に対する介入と同じなのか、あるいは
パーキンソン病に何か固有の介入があ
るのか、この点に関してはどうでしょ
う。
　仙石　その点に関しましては、結果
的には区別はつかないのですけれども、
鑑別としましては、若年の患者さんで
便秘が出た場合にパーキンソン病を今
後起こしうることもあるかもしれませ
ん。治療に関しましては、いわゆる便
秘の治療と全く同じでかまいません。
　池脇　確認なのですけれども、便秘
が一つのきっかけとして、将来パーキ
ンソン病が発症するかもという意味で

表　パーキンソン病の非運動症状

・自律神経障害
　　起立性低血圧
　　性機能障害
　　胃腸管機能障害
　　流涎
　　発汗障害
・認知機能障害・認知症
・嗅覚障害
・精神症状
・うつ病
・不安
・アパチー
・疲労
・睡眠障害
　　不眠
　　レム睡眠行動異常症
　　日中の睡眠
　　睡眠発作
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の症状ということなのでしょうか。
　仙石　先行症状としましては、先ほ
ど申し上げた非運動症状の中で認めら
れる症状の一つで、嗅覚障害やレム睡
眠行動異常症等と同様に、便秘も先行
する点で重要です。
　池脇　便秘、嗅覚障害、レム睡眠行
動異常症ということでしたけれども、
それ以外の非運動症状はどういうもの
があるのでしょうか。
　仙石　ほかには、過度の眠気やうつ
病、不安、勃起障害、それから疲労、
認知症等が知られております。
　池脇　個々の症状について、少し詳
しく説明していただきます。うつ病と
いうことを言われましたが、うつ病も
common diseaseで、それこそ認知症に
うつ病も合併しやすいというふうに聞
いておりますが、パーキンソン病でも
うつ病を発症するということですか。
　仙石　はい。
　池脇　これは疾患として何か共通の
バックグラウンドがあってのうつ病と
いうことなのでしょうか。
　仙石　パーキンソン病の患者さんの
約30％がうつ病を合併するといわれて
います。一つ特徴としてあげていいと
思うのですが、うつ病を意識している
患者さんはそのうち１％しかいないと
いうことです。障害部位に関しまして
いろいろいわれているのですけれども、
一番大きいものとしては縫線核のセロ
トニンニューロンの変性があげられて

おります。
　池脇　一般的にうつ病というのは、
自分自身で、何となく元気がなくて、
意欲がない。まさに自分自身が自覚し
ている病気と思いますが、全く自覚の
ないうつ病ということなのですか。
　仙石　はい。したがいまして、自殺
企図も少ないのが特徴としてあげられ
ます。
　池脇　うつ病に対する対応はどうな
のでしょう。
　仙石　対応に関しましては、第三者
の介入というのが一番だと思うのです
けれども、話をよく聞いてあげるとい
うことが大事かと思います。治療とい
うことに関しましては、薬物について
は、今のところ、非麦角系のドパミン
アゴニストの一つであるプラミペキソ
ールが有効といわれております。
　池脇　先生はパーキンソン病の専門
家ではありますけれども、例えばひど
いうつ病で、一般的な薬ではなかなか
対応できないというときには、やはり
先生でも精神科の先生にお願いすると
いうことになるのでしょうか。
　仙石　はい、そのとおりです。
　池脇　もう一つ、これも先ほどの私
のうつ病に対するコメントと同じで、
認知症に関しても最近増えていますが、
パーキンソン病の認知症というのはど
ういう特徴があるのでしょうか。
　仙石　従来、パーキンソン病におき
ましては認知症は起こらないと考えら
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れておりました。特に、James Parkinson
の原著にも認知症は来ていないと書か
れております。ところが、最近、パー
キンソン病に対する薬剤がかなり有効
になってきておりまして、天寿をまっ
とうするようになったことから、認知
症を合併するようになりました。
　池脇　そうすると、予後がよくなり
加齢が進んだ結果、認知症を合併しや
すくなったということですね。
　仙石　はい。
　池脇　パーキンソン病というのはド
ーパミンが枯渇して、アセチルコリン
が優位になってくる。逆に認知症とい
うのは、アセチルコリンのほうがむし
ろ枯渇する病気。ですから、パーキン
ソン病であるということはアセチルコ
リンの枯渇から免れているから、認知
症になりにくいのかと思ったのですが、
間違っているのでしょうか。
　仙石　パーキンソン病の病理は、レ
ビー小体というαシヌクレインで構成
された細胞内封入体がたまります。マ
イネルト基底核という場所にもαシヌ
クレインが沈着しまして、マイネルト
基底核はアセチルコリンに対しても関
連する場所ですので、そこが障害され
ることによって認知症状を起こすとい
うふうに考えられております。
　池脇　レビー小体型認知症では幻視
が特徴的といわれていますけれども、
パーキンソン病での認知症というのは

幻覚とか妄想といった特徴があります
か。
　仙石　幻覚、妄想に関しましては、
薬剤の治療中の副作用として出てくる
ことが最も多いといわれております。
幻覚の中でも、先ほど先生がご指摘さ
れましたように、幻視が一番多くて、
幻聴もごくごくまれに出ることがあり
ます。
　池脇　次に、頻尿、睡眠障害につい
て、治療を含めて何かありますでしょ
うか。
　仙石　頻尿に関しましては、頻尿の
原因としては中枢における自律神経障
害と考えられておりますので、尿意を
抑えられなくなっての頻尿というとこ
ろがポイントだと思います。治療に関
しましては、抗コリン薬が第一選択で、
または三環系の抗うつ薬を使ったりも
いたします。
　睡眠障害に関しましては、入眠障害
はパーキンソン病ではほとんど見られ
ません。一方、中途覚醒がほとんどを
占めております。ですので、入眠はよ
いが、夜中１時ごろに目が覚めて、朝
まで眠れないといった訴えが多いので
す。その際には睡眠薬を長期作用型に
変更してみたりとか、一度覚めてしま
って寝るときには短期の睡眠薬を使っ
たりという工夫をいたします。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

18 （738） ドクターサロン56巻10月号（9 . 2012）



　山内　山岡先生、過食症は昔からあ
る病気、病態の一つかと存じますが、
最近の知見、特に発症メカニズム的な
あたりを教えていただけますか。
　山岡　過食症は摂食障害という病態
の中の一つのタイプで、先生方もご存
じのように、いわゆる拒食症、そして
過食症と大別して２つに分けられます。
これは一つの病態と最近はみなされて
います。最初はいわゆる拒食症のかた
ちで発症し、それが時間とともに過食
症に移行する。
　拒食症の中に制限型という基本的に
はほとんど食べないタイプがあります。
それから半年から２年ぐらいたつと、
我慢できなくなって、今度はむちゃ食
いをしてしまうタイプ。このむちゃ食
い・排出型は一見過食というふうに思
えるのですけれども、実はまだ過食症

ではないのです。まだそのときは心の
中でやせ願望がものすごく強いもので
すから、むちゃ食いしながらも、下剤
を使ったり、吐いたりという、排出行
為をする。
　その次に、経過とともに過食症に移
行する。大量の過食をしながら、下剤
の服用や嘔吐とかでやはり排出する。
そして自然経過の流れの中で最後には
過食しながらも嘔吐をしない、排出し
ない。そして寛解というのが、ナチュ
ラルコースといわれています。どこの
ステージで受診されるかによって診断
名が違ってきます。
　今回の質問ですが、過食症といわれ
ていますけれども、一番数が多いのは
拒食症の制限型の次に来るむちゃ食
い・排出型なのです。実は、このむち
ゃ食い・排出型と過食症の排出型の区

過食症

国家公務員共済組合連合会九段坂病院副院長／心療内科
山　岡　昌　之

（聞き手　山内俊一）

　過食症の最近の治療についてご教示ください。
　（特に自己嘔吐を繰り返す症例について）

＜新潟県開業医＞
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別というのは難しいのです。
　例えば、先生方が目の前に来た患者
さんが、吐いている、あるいは過食し
ているというときに、まずやせている
か、やせていないか。そして、女性で
あれば生理があるかないか、これによ
っておよその診断がつきます。
　拒食症というのは、基本的にはBMI
が17.5以下、食べない時期の制限型と、
むちゃ食い・排出型です。そこまでは
生理がないのです。ところが、我慢が
できなくなって、むちゃ食いの量が増
え、そして排出もしながらも、だんだ
ん体重が増加してくると、生理が出て
きます。ですから、過食症というのは
基本的には生理がある状態なのです。
拒食症は生理がない状態、これが大ま
かな目安です。
　山内　一人の方にそういうステージ
があるということですね。
　山岡　数年から10年以上にわたる長
い期間のことですけれども、その間に
ステージが変化していくことが多いの
です。このように摂食障害は強いやせ
願望と肥満恐怖を持ち続ける病態なの
です。
　山内　やせ願望が出てくる原因につ
いてはどう考えられているのでしょう
か。
　山岡　いろいろ仮説としていわれて
いますが、私たちが考えているのは、
基本的には母子関係の問題がベースに
あって、心の中で満たされていない部

分を埋めるため、やせて体が小さくな
ることで母親の目を自分に向けさせよ
うとしたり、食べ物で心を満たそうと
したりしますが、母親の愛情は物（食
べ物）では本当には満たされません。
しかし、いくら食べても、吐いたり、
下剤を使うことによって下痢すること
で生じる、低血糖がドライブとして働
き、食欲が出るという強力な身体的な
メカニズムがあります。
　また、過食症の場合、母親あるいは
周りの人が自分を認めてくれない、わ
かってくれない、その思いのストレス
が心に作用し過食という方向へ向かっ
てしまうわけです。
　山内　そうすると、治療というのは
まずそこのあたりを解きほぐすという
ところから始めるわけですね。
　山岡　この病気の治療の難しさは、
摂食障害というのは治療関係を結ぶの
がとてもたいへんな病気のところにあ
ります。ですから、先生方のところを
受診しても、なかなか心を開かなかっ
たり、あるいはなかなか継続して受診
しない、一度で切れてしまう。そうい
った継続の難しい病気なのです。患者
さんとの治療関係を結ぶコツは、まず
何でも受け入れるということです。
　ですから、仮に過食して、吐いてい
る場合でも、患者さんに「そんなこと
しちゃだめじゃないか」と言ったら、
そこで終わりです。次は受診しない。
心の中に必ず強いやせ願望あるいは肥
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満恐怖がありますので、そこら辺の部
分をまず病気として認めてあげること
から始めます。ですから、「あなたの
やせたい気持ち、これは病的だけれど
も、辛いよね」とか、あるいは、食べ
てしまったときに、「止まらなくてた
いへんだね」とか、本人の辛い症状を
まず認めてあげること。
　拒食症で特に制限型の場合、やせて
いて、自分では食べなくて、自分の思
いどおりにできているから、受診はし
たがらないのです。食べ始めてきて、
自分でコントロールがつかなくなって
初めて、困ったというかたちで医療機
関を受診します。ですから、食べ、吐
きというのは、過食が一番辛いですけ
れども、吐くのも辛いのです。そこら
辺が医療機関を受診する一つの患者さ
んのモチベーションになってきます。
　それを否定すると、治療がつながり
ませんので、その辛さというものをま
ず受け止めてあげる。そのためには治
療を担当する治療者、すなわち医師と
患者さんだけではなかなかそこから先
の進展が難しいのです。我々のところ
では家族も入ってもらって、治療に参
加してもらいます。
　家族の中で母親が一番大事なのです。
たいていは母親との関係がうまくいっ
てなくて、それが基本にありますので、
母親にまず今の状況を受け入れてもら
う。わかりやすくいえば、母親に優し
くしてもらうということを、まず医師

から母親に頼みます。母親には、患者
さんの心の中を読み取ってください、
それに対応してください、死ぬという
こと、命にかかわること以外は何でも
許してあげてください、そういう受け
止めてもらう環境を医師がつくってあ
げるのです。
　山内　母親に対する愛情飢餓感とい
ってよろしいわけですね。
　山岡　その通りです。母親に対する
愛情飢餓感が基本的には摂食障害の病
因のベースになっています。
　山内　そうしますと、そこを具体的
に治療に応用しようとすると、例えば
過食になったり、あるいは吐いたりす
るときに、母親にどういった役回りを
していただいたらよろしいでしょうか。
　山岡　過食は本人にとってとても辛
いものです。しかし、嘔吐して血糖が
下がっているときとか、あるいは何に
も食べないで長時間たっているときと
か、そういうときに「食べたい」とい
うのを止めるのは絶対無理なのです。
生物学的な低血糖のドライブのほうが
強いですから。
　むしろ過食もして、それでいてなか
なかやめられないようなとき、本人は
おなかがいっぱいですが、そういうと
きは母親にハグしてもらうのです。15～
20分、じっとハグしてもらうと、だい
たい確率としては半分くらいですけれ
ども、止まります。それがきっかけで、
「お母さん、ハグしてよ」という次の
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モチベーションにつながっていき、治
療がうまくいくことがあるのです。
　山内　それが母子関係の調整という
ことですね。
　山岡　調整にもつながっていきます。
あるいは、薬物的にはSSRIの中でフル

ボキサミンなどを使うことによって、
確率としては半数ぐらいには効果が出
ます。母子関係の調整をしながら薬物
投与を行うと有効なことがあります。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　まず、食道癌に対する外科的
切除による手術関連死亡は、他の消化
器癌に比して高いことを示すデータは
ありますかという質問ですが、いかが
でしょうか。
　宇田川　確かに食道癌というのは最
も手術の難しい、リスクの高い手術の
癌だといわれてきましたけれども、全
体的に手術の成績はどの癌も上がって
きています。いろいろと公式に出てい
る数字を調べてみたのですけれども、
胸部外科学会のアンケート調査により

ますと、食道癌の場合には、例えばい
わゆる直接死亡率といわれる30日以内
死亡は、だいたいここのところ、１％
をちょっと超える、1.2％というような
数字で推移しています。
　これに在院死亡率を比較として出し
ますと、当然少し増えますが、だいた
い３％前後。この数字は、昔に比べれ
ばはるかによくなっていて、ほかの癌
と比べてどうかといいますと、例えば
胃癌は30日以内死亡の数字があるので
すけれども、これは胃癌学会が出して

食道外科治療

虎の門病院消化器外科部長
宇田川　晴　司

（聞き手　池田志斈）

　食道外科について以下の点をご教示ください。
　１．食道癌に対する外科的切除による手術関連死亡が、他の消化器癌に比し

て高いことを示すデータの有無。
　２．GERD、アカラシアに対する内視鏡手術の現況。
　３．食道癌根治術としての内視鏡手術の現況。
　４．ステージⅠ食道癌に対する根治的化学放射線療法と外科的根治切除の比

較試験のデータの有無。
　５．ステージⅡ～Ⅲ食道癌に対する化学療法施行時期は、外科的根治切除の

前とあとではどちらが優れているか。
＜岡山県開業医＞
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いますが、だいたい0.5～0.6％というよ
うな数字です。ですから、これを比較
すれば、食道癌に比べて半分ぐらいと
いうことになります。
　大腸癌はなかなかきちっとした数字
がなかったのですが、例えば最近行わ
れている腹腔鏡の大腸癌手術での数字
を見ますと、これは１桁違います。胃
癌よりさらに１桁少ないぐらいの手術
死亡率ということになっていますから、
大腸癌に比べれば明らかに危険の高い
手術だと。胃癌に比べると、その倍ぐ
らい。
　ただ、肝癌ですとか、あるいはもう
一つの手術の危険が高いと言われる膵
頭十二指腸切除、それと比べますと、
肝癌がだいたい胃癌とほぼ似ている、
0.7％という数字で、PD、膵頭十二指腸
切除ははっきりした数字はないのです
が、１～２％というところではないか
と推定されます。ですから、食道癌と
膵頭十二指腸切除がほぼ似たような数
字で、胃癌の倍ぐらいのリスクという
ことだと思います。
　池田　次に、GERD、アカラシアに
対する内視鏡手術の現況についてお聞
かせください。
　宇田川　GERDに対しては、Nissen
とToupet（トゥペ）という２つの術式
がありまして、アカラシアに対しては、
現在、Heller-Dorという術式があって、
これらの術式がそれぞれの疾患に対す
る標準手術ということになっています。

どちらも、開腹でも、あるいは腹腔鏡
でもできるのですけれども、現在では
腹腔鏡の割合が非常に高くなっていま
す。
　例えば、やはり同じ胸部外科学会の
アンケート調査ですが、アカラシア手
術は88％が腹腔鏡で行われています。
また、食道裂孔ヘルニアの手術は67％
が鏡視下手術として行われています。
ですから、現在では腹腔鏡手術のほう
が普通であるといえます。
　腹腔鏡手術でアカラシアの治療成績
が非常に安定したものですから、アカ
ラシアに対しては手術適応そのものが
変わってきました。昔は拡張したりし
て、何とか薬物療法とかそういうこと
で、手術を避ける傾向にあったのです
が、現在ではアカラシアとはっきり診
断されたならば、比較的早い時期に手
術を検討してもいいというふうに考え
られています。それは、遅くなります
と、かえって食道の機能障害が出てき
ますので、機能予後がよくないという
ことから、早めの手術ということをお
勧めしています。
　ただし、これとの関連でいいますと、
もう一つ、最近になって非常に注目さ
れている手術のやり方があって、これ
は内視鏡手術、本当に内視鏡で行う、
おなかを開けたりしない手術なのです。
昭和大学の横浜北部病院に現在おられ
る井上晴洋先生が、2008年から始めら
れた方法ですけれども、彼はPOEM
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（ポエム）というふうに名前をつけて
います。
　これは、peroral（経口的な）、endo-
sco pic（内視鏡による）、myotomy（筋
層切開術）というものを開発しまして、
食道の途中から粘膜を切開して、内視
鏡で食道の壁内に入って、そこから筋
層の中でも、特に輪状筋だけ、内輪筋
だけを切っていく。それを胃に入るま
でずっと切り続けて、筋層切開をする
という術式を開発しました。
　現在は、まだほとんど彼しか行って
いない、あの施設でしか行っていない
ようなやり方なのですが、もうすでに
200例を超えています。まだ成績に関
して完全にオーソライズされたわけで
はないですけれども、非常に注目され
ています。
　池田　次に食道癌根治術としての内
視鏡手術の現況についてお聞かせくだ
さい。
　宇田川　食道癌根治術としての内視
鏡手術というのは、振り返りますと、
だいたい1990年代ぐらいから行われて
いるのですけれども、技術的な難しさ
があって、なかなか広がっていきませ
んでした。2000年代ぐらいから急速に
広がり始めまして、現在ではかなりの
割合が胸腔鏡下の手術として行われて
います。
　例えば、2009年の胸部外科学会のア
ンケート調査では、表在食道癌の34％、
進行癌の17％がこの方法で手術されて

いて、年々この割合は上がってきてい
ます。
　手術の内容として、開胸と同等の手
術ができるのかというところが常に批
判にさらされるわけですけれども、い
わゆるRCT（ランダム化比較試験）が
ありませんので、確定的ではないので
すけれども、今のところ、少なくとも
胸腔鏡で手術を担当している者たちは、
根治性に遜色はなく、少なくとも予後
にも悪影響を与えていないというふう
に考えています。
　もちろん、傷が小さくなることのメ
リットはあるわけですし、この手術法
はどんどん広がっていくのではないか
と思います。
　また、実際にやってみると、拡大視、
大きく視野を拡大して細かい操作がで
きるという利点が明らかになってきて
いて、どんどん広がっていく傾向にあ
ります。
　池田　次に、ステージⅠ食道癌に対
する根治的化学放射線療法と外科的根
治切除の比較試験のデータはあります
かという質問です。
　宇田川　実は現在、オンゴーイング
で行われているスタディがあるのです
けれども、そもそもがJCOGという組
織で、9708という番号がついた第Ⅱ相
試験がありまして、日本全国で七十数
名ぐらいの患者さんに化学放射線療法
だけで表在食道癌を治すというものを
やってみたのですが、その成績はかな
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りいいものでした。同じようなステー
ジの手術の成績と、比較することは難
しいのですけれども、並べてみても、
ほぼ遜色がないような結果が出たので、
それをベースにして、現在、JCOG0502
という名前で第Ⅲ相試験、ランダム化
比較試験が行われています。
　ただし、考えていただければわかる
と思うのですけれども、手術をするか、
化学放射線療法で治療するかという、
治療の一番大本のやり方をランダム化
で決めるというのは、なかなか患者さ
んとしては参加しにくいスタディデザ
インなのです。そんなわけで、実際に
なかなかphaseⅢ部分に患者さんが登
録されてきません。同時並行で、もう
一度第Ⅱ相試験の結果を確認しようで
はないかということで、患者さんの選
択による治療方法の決定をして、それ
でそれぞれの患者群の成績を観察しよ
うというのも行われているのですが、
そちらのほうはきちっとデータは集ま
りつつあるのですが、残念ながら本当
の意味での比較試験にはならないとい
う見込みになっています。
　もう一つ、ステージⅠの食道癌に関
して言いますと、もう一つのphaseⅡ
ですけれども、同じJCOGの0508とい
うものが今走っていまして、これは内
視鏡的な粘膜下層切開剝離術で、食道

の病変は取ってしまいましょう。これ
までの判定でいえば、それで例えば粘
膜下層に入っていれば、これは手術を
するのが本来であって、根治的なESD
ではないという判定なのですけれども、
そういう患者さんに手術の代わりに化
学放射線療法をやりましょうという治
療の一つのスタディがあります。これ
は現在かなり進んでいて、成績がはっ
きり出れば、あるいは表在食道癌に対
しては手術と並ぶ標準治療の一つにな
っていく可能性があると思います。
　池田　最後に、ステージⅡ～Ⅲの食
道癌に対する化学療法施行時期につい
て、外科的根治切除のあとと前ではど
ちらが優れているかという質問です。
　宇田川　実際にこういうことを調べ
るためのスタディが、これも同じJCOG
で行われていまして、これは9907とい
う試験ですが、その結果、術前２回の
化学療法をやってから手術をする群の
ほうが、手術をしてから術後２回の化
学療法をするという群に比べて成績が
いいという結果になっています。これ
は実際、我々も参加して行ったのです
が、非常に驚くほどにはっきりとした
差が出てしまいましたので、現在では
術前化学療法が標準治療というふうに
考えられて施行されています。
　池田　ありがとうございました。
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　池脇　井関先生、認知症に関しての
質問です。周辺症状ということですが、
そもそも周辺症状というのはどういう
ものでしょう。
　井関　認知症の場合には、私たちは
症状によって、例えば記憶障害ですと
か失見当識とか、認知症である以上必
ず出てくる症状のことを中核症状とい
いますが、そういう中核症状と、それ
から必ず出てくるわけではなくて、患
者さんによって、あるいは状況に応じ
て出てくるような症状のことを周辺症
状と呼びまして、認知症の症状として
中核症状と周辺症状の２つを区別して
使っております。
　池脇　聞くところによりますと、こ
の周辺症状が厄介、特に家族の方にと
っては非常にたいへんだということで、
具体的にはどんな症状になるのでしょ

うか。
　井関　よくある周辺症状というのは、
例えば怒りっぽい、興奮しやすい、あ
るいは幻覚や妄想といった精神症状と、
あと徘徊ですとか不潔行為ですとか、
そういう行動症状に分けて使っており
まして、現在、周辺症状を国際的に統
一されたかたちでBPSDという言葉を使
って評価しています。これはbehavioral 
and psychological symptoms of demen-
tiaの略ですけれども、要するに認知症
に伴う行動・心理症状のことをいいま
す。
　BPSDは周辺症状とほぼ一致してい
るのですけれども、周辺症状という場
合はせん妄も入れていますが、BPSD
ではせん妄は含めないで使っています。
　池脇　認知症に関しては、例えば長
谷川式といったスケールがありますけ

認知症の周辺症状への薬の使い分け

順天堂東京江東高齢者医療センター精神医学教授
井　関　栄　三

（聞き手　池脇克則）

　認知症の周辺症状（BPSD）、独語、不穏、徘徊、暴力などに対する薬の使い
分けについてご教示ください。

＜新潟県勤務医＞
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れども、周辺症状の評価というものに
関して、何かそういうものはあるので
しょうか。
　井関　現在よく使われている周辺
症状の評価尺度として、一つはBE-
HAVE-ADといいまして、25の評価項
目の７つのドメインから成っています
が、症状の重症度と頻度で評価します。
　もう一つは、NPI、これはNeuro-
psychiatric Inventoryの略ですけれど
も、これは幻覚や妄想など10のドメイ
ン、場合によっては12のドメインから
成っており、それを重症度と頻度で評
価して、治療効果もNPIが何点に下が
って、特にどのドメインが下がった、
そういう評価で行っています。
　池脇　周辺症状、BPSDにはいろい
ろな症状があるようですけれども、幾
つかある認知症で、例えばこれの場合
にはこういう症状が出やすいとか、疾
患ごとに何か特徴というのはあります
か。
　井関　それは非常に重要であり、
BPSDあるいは周辺症状を一括して、
この症状に対してはどんな治療、あの
症状に対してはどんな治療というより
は、おのおのの疾患特有に出てくるよ
うなBPSDをまず知って、それに対応
するような治療をしていくというのが
重要です。疾患を通じて多少共通して
いる部分もありますけれども、同じよ
うな症状でも疾患によって治療方法な
どが違ってくることがあります。

　池脇　では、まずアルツハイマー病
に関してのBPSD、この対処ですが、
それはどうでしょうか。
　井関　もともとこの周辺症状あるい
はBPSDというのは、アルツハイマー
病に出てくる症状で評価されていまし
たので、まずアルツハイマー病につい
ての具体的な症状についての対処とい
うことになります。
　薬物療法ということが今回の主題で
すが、BPSDに対しては、非薬物療法、
例えば環境調整ですとか、介護者の対
応ですとか、そういう方法でできるだ
けBPSDを軽減するということをまず
最初にやらないといけない。そのうえ
で、もしそれが十分な効果を上げない、
あるいは家族、介護者がBPSDを非常
に負担に思う場合、そういう場合は薬
物療法を行うということにしておりま
す。
　どうしてかといいますと、一つには、
BPSDに対する薬物というのは、実は
保険適用になっているものはほとんど
ないです。ですから、使用するための
インフォームド・コンセントを患者さ
んあるいは家族から得たうえで使わな
いと、何か問題が起きたときに困って
しまうということになります。
　まず、アルツハイマー病のBPSDに
は、易怒性や興奮、要するに陽性症状
と、無欲など陰性症状によって分かれ
てきます。
　易怒性や興奮は介護者にとって一番
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負担の大きな症状だろうと思います。
それに対して最も効果的であるのは抗
精神病薬ですけれども、その前に幾つ
かの代わりになるような薬物を試みる
ことがあります。
　例えば、抑肝散という漢方薬、これ
は様々なBPSDに対して、特に多少鎮
静をする必要のあるようなBPSDに対
しては効果的で、副作用としましては
低カリウム血症ですとか幾つかはあり
ますけれども、それほど大きな副作用
は出にくく、比較的使いやすいと思い
ます。
　それ以外に抗てんかん薬の幾つか、
例えば、バルプロ酸（デパケン）やカ
ルバマゼピン（テグレトール）も、興
奮や衝動性をかなり鎮めます。ただ、
その場合には、てんかんに対して使う
よりは、血中濃度の低い少ない量で使
います。
　池脇　量的にはちょっと少なくする。
　井関　そのうえで、最も効果的だと
いわれる抗精神病薬で、この場合も非
定型抗精神病薬と呼ばれているものを
使います。
　従来の定型抗精神病薬、例えばハロ
ペリドールなどは過鎮静を生じやすく、
錐体外路症状などを起こしやすいので
ほとんど使いません。
　ただ、非定型抗精神病薬であっても、
保険適用外であり、FDA勧告（これを
認知症のBPSDに対して使うと死亡率
を上げる）というような勧告がありま

すので、私たちはそれを患者さんや家
族に説明をしたうえで同意を得て使っ
ております。
　非定型抗精神病薬で易怒性や興奮な
どに対してよく使うのは、リスペリド
ン（リスパダール）といわれている薬
です。ただ、これは本来、統合失調症
に対する薬物ですから、認知症に対し
てははるかに少ない量で使います。
　池脇　これも量的には少ない。
　井関　はるかに少ない量です。例え
ば、リスペリドンは統合失調症では６
㎎とか、多い量を使っていきますけれ
ども、一番少ない量の１㎎のさらに半
分の0.5㎎とか非常に少量から開始して、
決して２㎎以上は使わずに、副作用に
注意しながら、症状が軽減したら、漸
減、中止していくという使い方をしま
す。
　リスペリドン以外に、例えばオラン
ザピン（ジプレキサ）と呼ばれている
薬があり、それから、クエチアピン 
（セロクエル）と呼ばれる薬を使いま
す。あとは、ペロスピロン（ルーラン）、
あるいは最近はアリピプラゾール（エ
ビリファイ）と呼ばれる薬があり、そ
れぞれ特徴があります。リスペリドン
は比較的鎮静効果も強いが、過鎮静に
なってしまうこともある。クエチアピ
ンは錐体外路症状が出にくくて、鎮静
効果もあまり強くないので使いやすい
ということもあります。
　池脇　アルツハイマー病に関して、
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特に非定型抗精神病薬に関して詳しく
お話しいただきましたけれども、次に
レビー小体型認知症と前頭側頭型認知
症に関してはいかがでしょうか。
　井関　レビー小体型認知症のBPSD
で一番特徴的なのは幻視で、これは必
発といってもいい症状です。これに対
しての第一選択薬はコリンエステラー
ゼ阻害剤、従来からあるドネペジル 
（アリセプト）、あるいは、2011年新し
く出たリバスチグミン（リバスタッチ）、
あるいはガランタミン（レミニール）
となります。それで効果が十分なかっ
た場合に、先ほどの非定型抗精神病薬、
特にクエチアピンが有効とされていま
すし、それから抑肝散などを使ってい
くということになります。
　池脇　前頭側頭型認知症というのは
一番厄介だと聞きますけれども、これ
に関しては何かありますか。

　井関　前頭側頭型認知症の場合の
BPSDは、前頭葉症状、例えば常同行
動ですとか、強迫行動、食行動異常と
いったもので、この治療は難しく、従
来は抗精神病薬でそれを鎮静すること
をしていました。
　最近はこれに対してSSRI（セロトニ
ン特異的再取り込み阻害薬）、これら
の症状はセロトニンが低下しているこ
とが影響していることがわかってきて
いますから、例えばフルボキサミン、
これはときに極量を使いますけれども、
最近はセルトラリンとかパロキセチン
などがこれらの症状に効果的といわれ
ております。それで効果がなかったと
きに、少し抑えるような非定型抗精神
病薬や抗てんかん薬を使っていくこと
になります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　黒澤先生、ジャンパーはジャ
ンプする方、ランナーはランナーでし
ょうが、今、ランニングブームもあり
ますので、こういう障害が増えている
かもしれませんが、そもそもどういっ
たものかといったところから解説願え
ますか。
　黒澤　スポーツで起こる、けがとい
うよりは、故障という言葉のほうがぴ
ったりしていると思います。ジャンパ
ー膝あるいはランナー膝ともに、大き
く分類すると、使いすぎ症候群（over-
use syndrome）というものに入る概念
です。要するに、１回で起こるけがで
はなく、繰り返し繰り返しスポーツの
練習を行うことによって、その人にと
って無理な負荷がかかって、膝なら膝、
脚なら脚に故障を起こしてしまうとい
うものがこういうオーバーユース症候

群です。
　山内　具体的に、例えば腱とか関節
とか、こういったところの異常という
とどうなのでしょうか。
　黒澤　ジャンパー膝の場合は、膝を
伸ばす大腿四頭筋、それから膝蓋骨、
その下につながっている膝蓋靱帯、そ
ういうところです。先生がおっしゃっ
たように、ジャンプする競技、バスケ
ットボール、バレーボール、それから
陸上の跳躍競技などで、特に痛みが集
中するのは膝蓋骨の下端です。膝蓋靱
帯と膝蓋骨の境界面のところに痛みが
来る。場合によっては、MRIなどで調
べると、そこに組織のマイクロダメー
ジが見られるというのがジャンパー膝
です。
　ランナー膝のほうは、これは非常に
広い概念で、どちらも練習をずっと続

スポーツ外傷

順天堂東京江東高齢者医療センター副院長
黒　澤　　尚

（聞き手　山内俊一）

　スポーツ外傷（膝）のジャンパー膝、ランナー膝に対する具体的なトレーニ
ング方法などをご教示ください。

＜宮城県開業医＞
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けていると膝が全体に痛くなってくる
というものを総称しているのですけれ
ども、具体的にその中に、例えば腸脛
靱帯炎とか、あるいは鵞足炎というよ
うな、特定部位に広い意味での炎症が
起こって、そこが痛むというものもあ
ります。しかし、ランナー膝は多くの
場合、どこが痛いのか、MRIを撮って
も、いったいどこが中心なのかわから
ないというのがほとんどです。
　山内　そうしますと、器質的な変化
というのはあまりはっきりしない。
　黒澤　ランナー膝の場合は、はっき
りしない場合のほうが多いのです。
　山内　ランナー膝のほうは、今のラ
ンニングブームと絡んで、よく見られ
るようになっているのでしょうね。
　黒澤　そう思います。使いすぎとい
っても、その中には指摘できるような
原因があるわけで、大別すると原因は
３つに分かれるのです。
　１つ目は、個人個人の要因。２つ目
は、身体各部にかける負荷。３つ目が
靴とかサーフィスとか、走っている環
境、その３つに分けることができます。
　もう少し具体的に申し上げますと、
１つ目の個人の要因というのは、例え
ばその方がどれだけ運動経験が今まで
あるのか。あるいは、身体そのものの
特性、太りすぎたり、やせすぎたり、
筋力がなかったり、柔軟性がなくなっ
ていて、50代ぐらいになって体が固か
ったり、そういう個人の特性。それか

ら、２つ目の脚にかける負荷とは、練
習の強度、頻度と時間です。つまり練
習量です。さらに脚にかける負担には
練習量を上げていくスピードも関係し
ます。短期間に強度や量を上げていっ
てしまうと、こういうことを起こしや
すい。３つ目の環境要因というのは、
先ほど申し上げた靴であるとか、走っ
ているところがアスファルトなのか、
土なのか、芝生なのかなどです。これ
らの３つの絡み合いで決まってくるの
です。
　山内　お聞きしますと、一番よく見
られるのは、素人で急に走り始めたと
いう方なのでしょうが、強度が増せば
増すほど出てくるということになりま
すと、かなり走り込んでいる方でも出
てくるということですね。
　黒澤　はい。おっしゃるとおりで、
プロの陸上競技選手あるいはマラソン
の選手でも、絶対量が多くなってきま
すから、例えばプロのマラソン選手な
どは、通常、少なくとも毎日15～30㎞
ぐらい走るわけですけれども、さらに
世界レベルぐらいの選手になると、も
っと上へと挑戦して、毎日40～50㎞と
か、それを半年も１年もずっと続ける
という方がおられて、そうなると絶対
量が何しろ多くて、そのうち体のどこ
かが破綻してしまうということもあり
えます。
　山内　素人の方も最近はかなり走り
始めていますが、こういった方々で多
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いケースというとどういうものでしょ
うか。
　黒澤　確かに最近、ジョギングブー
ム、ランニングブームで、50代ぐらい
から始められる方が非常に多いわけで
すけれども、かなりの方がだんだん走
ることのおもしろみに引き込まれてい
って、どんどん練習量を上げていくこ
とが多いのです。週に２～３回、５㎞
ぐらい走っている、こういう方はよろ
しいのですけれども、走っているうち
におもしろみが湧いてくると、大会に
出たりして、ますますおもしろくなる。
そうすると、練習量を上げていく。例
えば、３カ月後のマラソン大会に出て
みようとなると、今までの５㎞では足
りないから、10㎞か15㎞走ろう。そう
すると、今までよりも、急激に練習量
をアップしていくことになるわけです。
そういう練習量の急激な変化というの
は、体が急にはついていけないもので
すから、どこかで破綻が起こる。そう
いうことが特に愛好家によく見られる
パターンです。
　山内　ブームですから、走る方は非
常な量を走っているのでしょうか。
　黒澤　はい。愛好家の雑誌などを見
ますと、毎月500㎞走るとか、そうい
うものをみんなで競い合うような、自
慢し合うようなコーナーもあるぐらい
で、走る人は本当に夢中で、ご本人は
楽しいのですけれども、それが落とし
穴になってしまいます。

　山内　質問は具体的なトレーニング
方法ということですが、お聞きいたし
ますと、基本的な治療というか、リハ
ビリは、まず休養というか、休むこと
ですか。
　黒澤　そうです。でも、休養といっ
ても、その方は治ったらきっとまた走
るつもりでしょうから、完全な休養は
マイナスです。ですから、故障の部位
が痛くないような範囲内で走る。例え
ば、８～９㎞までは痛くないけれども、
10㎞を超すと痛くなってくるというの
であれば、痛くない範囲内で続ける。
　ただ、私は今度マラソン大会に出た
いから、10㎞ではとても心配だという
方であれば、持久力を補うために自転
車こぎのようなもので、心肺系を維持
することができますから、週に３日は
自転車こぎを30分～１時間やる。ある
いは、泳げる人だったら、水泳を2,000～
3,000m泳ぐ。それだけでは使う筋肉が
ちょっと違うからだめだよというので
あれば、それにプラスして下肢の筋ト
レを含めていく。そういう代わりの練
習を増やしていって、痛いことは絶対
無理しない。そうすると、わりあいス
ムーズに治していける。
　オーバーユース症候群は、基本的に
は自然回復しかないのです。その自然
回復の期間を自分の運動能力をなるべ
く落とさないでやっていくというのが
基本になるわけです。
　山内　逆にいうと、自然回復が期待
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できるということですね。
　黒澤　できます。多くの場合、期待
できます。
　山内　それをご本人によく説明した
うえで、予防のほうも非常に大事とい
うことですね。
　黒澤　大事です。まず素人の方がい
ろいろな運動をするのを見ると、何に
も準備運動をしないで、ばっと走り出
す。そういう方が非常に多いのです。
ところが、専門家は走る前に20～30分
かけて、特に下半身のストレッチング
を十分やるのです。つまり、動かすた
めに十分な筋肉と関節回りの靱帯の柔
軟性を向上させるようなストレッチン
グをやるわけです。そして、まずゆっ
くりしたスピードで15～20分、その辺
を走り回るウォーミングアップをしま
す。このストレッチングとウォーミン

グアップを十分行うということです。
　それから、ちょっと今日は量を走っ
たなと思ったら、練習後にアイシング
ということです。プロ野球の選手は、
たった１イニングしか終盤に投げてい
ないのに、肩を氷のうのようなもので
１時間ぐらい冷やします。つまり、ピ
ッチャーは１回投げても、ものすごい
負担を肩に与えますから、そこでいっ
たん冷やすことで、使いすぎによる炎
症を翌日に持ち越さないですむのです。
ですから、一般の方々も、ちょっと今
日走ったなと思ったら、アイシングを
30分～１時間、氷のうやアイスパック
を用いて膝や脚を冷やすということが、
長持ちさせる、故障を起こさせない一
つのコツです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　福田先生、今回は薬剤アレル
ギーに関しての質問をいただきました。
　薬剤アレルギー、即時型、遅延型、
いろいろあると思うのですけれども、
薬疹ですとか中毒、多くは肝障害だと
思いますけれども、そういった場合に
どうやって原因の薬剤を同定していく
かということで、リンパ球幼若化試験、
いわゆるDLSTのちょっと突っ込んだ
質問をいただいています。
　私が知る範囲では、そういったとき
にやる検査としては、DLST以外にも、
パッチテストとか、あるいは症状にも
よりますが、いわゆるチャレンジ試験
とか、幾つかあるように思うのですけ
れども、どういうときにどういうもの

をやるのか、まずこのあたりを先生に、
整理していただきたいのですが。
　福田　薬疹の原因薬を同定する検査
には、DLSTやパッチテスト、内服誘
発試験などがありますが、in vitro検査
ということで、DLSTはまず行う検査
の一つだと考えています。パッチテス
トや内服誘発試験のほうが陽性率は高
く出ますが、それらの検査で新たな感
作をさせてしまうことや、症状が再燃
することがありますので、我々はDLST
を最初に行っています。
　池脇　確かに、患者さん自身の体を
使うというのは、症状を再燃させる、
再発させるという意味では、安全性と
いうことから考えると、DLSTの大き

リンパ球幼若化試験（DLST）

東邦大学医療センター大橋病院皮膚科講師
福　田　英　嗣

（聞き手　池脇克則）

　薬物中毒や薬疹に使用される「リンパ球幼若化試験」（DLST）の信用度（信
頼度）についてご教示ください。
　使用したことのない薬剤が陽性に出たり、PCショックを何度も発症してい
る患者が陰性のこともあり、信頼度に疑問があります。また、リンパ球は最低
何個あれば検査可能でしょうか。

＜北海道勤務医＞
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なメリットだということになりますね。
　DLST、私自身も以前に勉強した記
憶があるのですけれども、原理も含め
てちょっとぼやけてしまっているので
すが、そこに関してはどうでしょう。
　福田　まず、DLSTは原因薬剤に感
作されたT細胞が、in vitroで抗原であ
る薬剤を認識して、特異的に増殖し、
それをDNA合成の増加を指標としてみ
る検査です。
　原理は、被験者の末梢血中からリン
パ球や単球などの単核細胞を分離し培
養します。その際に、被疑薬を様々な
濃度で添加して細胞を刺激し、最後の
段階で 3H-thymidineを加えます。添加
した薬剤に感作されていると、リンパ
球が刺激され増殖し、リンパ球が増殖
する際に3H-thymidineが取り込まれま
す。その取り込まれた量をcount per 
minute（cpm）で表します。
　池脇　そうすると、これは単純にプ
ラスマイナスというよりも、どのくら
い取り込まれるかという数字が出るこ
とになるわけですね。
　福田　はい。プラスマイナスではな
く、取り込まれた量が数字として表示
されます。
　池脇　これは原因となる薬剤がリン
パ球を刺激して増殖する際には、サイ
トカインなどが関与しているのでしょ
うか。
　福田　今指摘されていますのはイン
ターロイキン２、４、５などが関与す

るといわれています。
　池脇　これはあとからまた触れられ
るかもしれませんけれども、そういっ
た患者さんがいて、いつ検査をやるの
でしょうか。
　福田　薬疹にはいろいろな病型があ
りますので、病型によっても多少異な
りますが、最も頻度が高いタイプであ
る播種状紅斑丘疹型や重症型である
Stevens-Johnson症候群（SJS）型、toxic 
epidermal nencrolysis（TEN）型などは、
発症初期から１週間以内が陽性に出や
すいと指摘されています。注意すべき
病型には薬剤性過敏症症候群（drug-
induced hypersensitivity syndrome：
DIHS）があり、DIHSは８週以降に陽
性が出ることがありますので、初期に
陰性だからといって否定はできないと
いうことになります。
　池脇　確認ですけれども、これは一
つひとつの薬剤をリンパ球と反応させ
るということで、いわゆるキャンディ
デートの薬が増えれば、血液の必要量
も増えるのか、また、プラシーボをコ
ントロールにするのでしょうか。
　福田　被疑薬が増えると必要な血液
量も増加します。コントロールは、薬
剤を添加しない群を陰性コントロール
とします。陰性コントロール群でも若
干リンパ球は増殖しますので、陰性コ
ントロール群での増殖の際に取り込ま
れた3H-thymidine量（cpm）と、薬剤
を添加した群での取り込み量（cpm）
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の割合をstimulation index（SI）値と
して表します。判定の仕方は、欧米で
はSI値が２～３以上を陽性と取ります
が、本邦ではその値に100を掛けてパ
ーセント表示し、180％以上を陽性と
しています。
　池脇　白血球が少ないと、血液量も
それなりに増えてくる。これは質問の
一番最後の部分ですが、リンパ球は最
低何個あれば検査可能でしょうか。そ
ういう値とちょっと関連しているかと
思うのですけれども、患者さんの白血
球数との関連はどうなのでしょう。
　福田　一応理論上は、白血球が少な
くても、多量に採血をすれば検査可能
ですが、通常はリンパ球が30％ぐらい
で1,200～1,500個ぐらいあれば検査可
能です。
　池脇　リンパ球に薬を加えるという
ことで、薬を砕くとか、何かの処置は
必要なのですね。
　福田　通常、被疑薬を粉砕や超音波
破砕し、溶解します。水溶性薬剤に関
しては、溶解可能なので培養できます
が、中には、坐薬やシロップ剤などの
水溶性薬剤でないものに関しては検査
ができない場合もありえます。
　池脇　次にお聞きしたいのは、陽性
率や検査の信用度ですね。一般的に感
度ですとか特異度ということになると
思うのですけれども、そのあたりに関
してはいかがですか。
　福田　本邦で報告されたDLSTの陽

性率は、約50％です。他施設で調べら
れたデータでも、40～50％ぐらいの陽
性率になっています。
　池脇　印象としては、ちょっと低い
かなという感じがしますけれども、ど
うでしょう。
　福田　先ほどお話ししましたように、
検査時期の問題が関係していると思わ
れます。
　DIHSのように発症から時間が経過
して陽性に出てくるタイプや、播種状
紅斑丘疹型でも発症初期は陰性で時間
が経過して陽性になるケースもありま
すから、実際は検査を数回行うことが
可能であれば、陽性率は上がってくる
と考えられます。
　また、薬剤自体が白血球の増殖能に
直接影響する抗腫瘍薬や免疫抑制薬、
インターフェロンαやβなどは細胞毒
性などから偽陰性になることがあり、
注意が必要です。
　中にはリンパ球そのものを刺激して
しまうIL-２や、レドックス機能で非特
異的にリンパ球を増殖するSH基を持つ
薬剤（ブシラミンやチオプロニンなど）
では、偽陽性が生じることがあります。
　池脇　そうすると、薬によって、高
く出たり、低く出たりすることもある
ということを一応念頭に置いてという
ことになりますね。
　皮疹に関して、皮疹のタイプによっ
て、陽性率は変わってくるのでしょう
か。
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　福田　様々な報告がありますが、多
くの感作リンパ球が血中に存在すれば、
陽性になりやすい傾向があり、例えば
重症型であるDIHSや、TEN型、SJS型
は陽性率が高い（表）。
　池脇　重症型の場合は、患者さんの
体を使う検査はちょっと危険ですね。
　福田　そうですね。パッチテストや
内服誘発試験では、新たな感作や症状
の再燃を誘発してしまうことがあり、
安全性に問題が出てきますので、そう
いう意味でもDLSTは非常に有用な検
査だと思います。

　池脇　疾患によってはステロイドを
使われている方もいらっしゃって、当
然影響を受けるということでよろしい
ですか。
　福田　海外では0.2㎎/㎏以下で検査
をしたほうがいいという報告がありま
す。しかし、本邦では過去の報告を見
てみますと、ステロイドを使用中では、
陰性コントロールでの3H-thymidineの
取り込み量が低下する傾向が認められ
ていますが、薬剤を投与した群でも同
様に低下しますので、結果としてSI値
はほとんど影響を受けないと指摘され

表　各病型におけるDLSTの陽性率

　 陽性（例） 陰性（例） 陽性率

播種状紅斑丘疹型
多形紅斑型
SJS型
TEN型
DIHS
固定薬疹
蕁麻疹型
扁平苔癬型
紅皮症型
急性汎発性発疹性膿疱症
膿疱型
光線過敏症型
アナフィラキシー型
湿疹型
乾癬型
水疱型
エリテマトーデス型
その他

105
 50
 92
 99
134
 36
  6
 36
 33
 26
 15
 14
 15
 18
  6
 15
  3
102

105
 79
 46
 61
 53
 95
 13
 48
 31
 19
 23
 26
 14
 16
 13
 25
 10
120

50.0％
38.7％
66.7％
61.9％
71.6％
27.5％
31.6％
42.8％
51.6％
57.8％
39.5％
35.0％
51.7％
52.9％
31.6％
37.5％
23.1％
45.9％

計 805 797 50.2％
（福田英三編：薬疹情報、福田皮膚科クリニック、福岡、第14版、2011により作成）
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ています。したがって、ステロイドを
使用中なので検査ができないというこ
とではないです。
　池脇　使用したことのない薬剤が陽
性に出る、あるいはPCショックを何度
も発症している患者で陰性に出たりと
信頼度に疑問があるということですが、
この点に関してはどうでしょうか。
　福田　まず、DLSTは遅延型の反応
をみていますので、即時型反応のアナ
フィラキシーショックの場合は、あま
り陽性になりません。
　しかし、中には陽性と出るケースが
あります。その理由としては、皮膚症
状としては即時型が出ていても、遅延
型を含めた感作が成立している場合が
ありますので、その場合は陽性と出る
ケースがあります。
　池脇　もう１点の使ったことのない
薬剤が陽性、これはどうなのでしょう
か。
　福田　通常は、使用したことのない

薬剤で感作されていることはないので、
陽性になることはないはずです。しか
し、ウイルス感染症の際にリンパ球が
増加し、増加したリンパ球の中に薬剤
に交叉反応を示すリンパ球が存在した
場合に、使用したことのない薬剤にお
けるDLSTが陽性と出る可能性がある
ということが指摘されています。
　池脇　私、ずっと以前にやったとき
には、患者さんに費用を負担していた
だいた記憶があるのですけれども、今
そのあたりはどうでしょう。
　福田　その点が問題の一つでしたが、
平成20年度からリンパ球幼若化検査
（290点）というかたちで保険収載され、
22年度から350点となっております。
24年度からは名称が変更し、リンパ球
刺激試験となっています。したがって、
現在では患者さんの負担も軽減されて
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　中村先生、自家感作性皮膚炎
ということで、まずどんな病気なのか、
簡単なところから教えていただけます
か。
　中村　皮膚炎という病気自体は、皮
膚科の外来診療で非常に多い病気です。
いわゆる湿疹皮膚炎群といわれており
まして、その中で自家感作性皮膚炎は
全身に広がるという特徴が一つありま
す。全身性で炎症症状の非常に強い皮
膚炎、そういう考え方でいいかと思い
ます。
　池脇　そうすると、言い方が正しい
かどうかわかりませんけれども、どこ
かに原発の皮膚病変があって、そこが
契機となって全身に広がるというイメ
ージでよろしいですか。
　中村　まさに先生がおっしゃられる
ように、原発疹というものがあり、そ
こが感作源ですね。原発疹の不十分な

治療が長引きますと、そこが感作源と
なって小型の発疹が全身に広がるとい
う病気です。全身に広がった場合には
散発疹というのですが、原発疹と全身
に生じた散発疹をともにとらえるとい
うことが診断で大切になるかと思いま
す。
　池脇　おそらく全身に広がってしま
ったら、内科医ではなくて、皮膚科医
が診ることになりますが、原発疹の状
況であれば、皮膚科医以外の医師が診
ることもあると思います。原発疹につ
いて教えてください。
　中村　湿疹の中で、なかなか治りに
くい状態というものがありまして、特
に多いのは、いわゆる接触皮膚炎です
とか、貨幣状湿疹というものですが、
他にうっ滞性皮膚炎とか、まれに水虫
なども原発疹となります。そういうと
ころをこじらせてしまって、二次感染

自家感作性皮膚炎

埼玉医科大学皮膚科教授
中　村　晃一郎

（聞き手　池脇克則）

　自家感作性皮膚炎の病態、治療についてご教示ください。
＜静岡県開業医＞
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があるとか、それから治療法がうまく
いかなくて、湿潤傾向になってくると
か、そういう状態が続きますと、全身
に小型の発疹が急激に広がっていくこ
とがあります。それが自家感作性皮膚
炎です。
　池脇　接触皮膚炎、貨幣状湿疹、そ
れからうっ滞性皮膚炎などはどのよう
な特徴があるのでしょうか。
　中村　接触皮膚炎の場合は原因とな
る物質に接触した場所に生じる皮膚炎
ですので、かなり急激な症状を生じま
す。
　それから、貨幣状湿疹というのは、
実はこれは自家感作性皮膚炎と非常に
密接といいますか、これが原発疹とな
って自家感作性皮膚炎に発展するケー
スが多いのですけれども、形が貨幣の
ように丸い形態をとる湿疹病変が、主
に下腿、足に生じ、特に男性に多いの
です。非常にじゅくじゅくしたタイプ
の発疹が長く続いてしまう。これが貨
幣状湿疹です。
　これは非常にかゆみが強いので、そ
れを搔爬しているうち、それが拡大し
て、１週間から数週間にわたってコン
トロールの悪い状態が続きますと、今
度は体に非常に小さい発疹が急速に広
がっていく。そういう経過で、貨幣状
湿疹はしばしば自家感作性皮膚炎の原
因となります。
　また、うっ滞性皮膚炎というのは、
これは下肢に表在性の静脈瘤がある方

に生じる湿疹です。そういう方で、搔
爬しているうちに、びらん、潰瘍をつ
くってきて、色素沈着も生じますし、
夜、就寝時に搔爬して、それがこじれ
てしまう。そういう状態が数カ月続い
たあとで、発疹が急激に全身に広がっ
てしまうことがあるわけです。
　池脇　今の先生の説明で、だいぶイ
メージが湧いてきました。次に、下肢
を中心とした原発疹が全身的な自家感
作性皮膚炎に進展していく機序を教え
ていただけますか。
　中村　これは一種のアレルギー反応
のようなものとして考えていただいて
けっこうなのですけれども、では何が
アレルゲンかというと、原発疹湿疹が
非常に悪い状態で続くと、皮膚が壊れ
て、そういう変性蛋白であるとか、あ
るいはまれに二次感染を起こしたとき
に、細菌成分や、細菌性の毒素といっ
たものが血流を回って全身に散布して、
それに対する過敏反応が生じるという
ふうに考えられます。
　池脇　少し話がずれるかもしれませ
んが、自家感作性皮膚炎の血中マーカ
ーはありませんか。
　中村　アレルギー反応といっても抗
原があまりはっきりしないわけです。
ですから、特異的なIgEが高くなると
か、そういうものはありません。検査
で何かすぐ診断できるというより、や
はり臨床症状で、まず原発疹があり、
それが非常に湿潤していること、また
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小型の粟粒大、直径１～２㎜大の非常
に小さい、漿液性丘疹、あとは場合に
よっては小さな水疱、そういった散発
疹が全身に広がる、そういう臨床的な
特徴が診断の目安となります。
　池脇　皮疹は全身性で、左右対称と
いうことですが、不思議ですね。
　中村　確かに不思議ですね。血流に
より全身に散布されるので、左右対称
ということで、特にこの特徴としては、
小型の皮疹が全身に広がる。しかも急
激に広がって、かゆいということが特
徴だと思います。
　池脇　鑑別診断としてはどういうも
のがありますか。
　中村　成人ないし高齢の方にも多い
疾患として、多形紅斑とか、疥癬、小
児の場合では例えばウイルス疾患、ジ
アノッティ症候群などがあります。そ
れから、全身に広がるタイプの湿疹の
鑑別として薬疹もあります。ただ、そ
ういった疾患では原発疹というものは
ありませんので、そういったところか
ら、また臨床症状、血液のウイルス抗
体価とか、そういったものから区別し
ていくことはできると思います。
　ただ、臨床症状も難しいですし、患
者さんの全身症状は非常に強いので、
それをきちんと診て、わからなければ
皮膚科の専門医の先生にご紹介いただ
くのがいいかなと思います。
　池脇　今、先生が鑑別診断に挙げら
れた全身性の皮疹がある疾患に比べて、

かゆみが格段に強いというのはこの疾
患の特徴といってもよろしいでしょう
か。
　中村　まさにそうだと思います。
　池脇　治療に関してはどうでしょう
か。
　中村　まず第一に全身に拡大してい
る皮膚の炎症を速やかに抑えるという
ことです。
　副腎皮質ステロイド外用薬、しかも
比較的強力なものを短期間、きちっと
全身に外用していただくということが
必要になります。これが治療の原則で
す。場合によっては、じゅくじゅくし
た局面に関しては、亜鉛華軟膏外用な
どによって湿潤を改善できますので、
そういった外用薬も併用していただく
こともあります。
　あるいは先ほど申しましたように、
二次感染がある場合には抗生物質の軟
膏を病変部に外用するとか、あるいは
短期間内服することも有効です。かゆ
みの強い場合には抗アレルギー薬の内
服を併用します。
　池脇　確認ですけれども、ステロイ
ド外用薬というのは、原発疹にはもち
ろん使うのでしょうけれども、波及し
たところにも使う。
　中村　そうです。
　池脇　そうすると、外用で対応でき
るのでしょうか。
　中村　基本の治療は外用薬でコント
ロールするということになります。全
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身に広がっていますので、十分使って
いただくということになります。そし
て、かゆみには抗アレルギー薬の内服
が有効です。
　ただ、外用薬でコントロールできな
い場合には、ステロイド内服を短期間
行う場合もありますが、やはりこれは
短期間ということで、漫然と長期にわ
たってということは行わないように注
意していただくことが必要になるかと
思います。
　池脇　一番大事なところは、原発疹

をきちっと治すということなのでしょ
うか。
　中村　そのとおりです。ですから、
治ったあとも、足白癬とか接触皮膚炎
とか、貨幣状湿疹などの病気を、日常
生活でコントロールすることが重要で
す。保湿や清潔などいわゆるスキンケ
アを十分行って、そちらを悪くしない
ようにすることが自家感作性皮膚炎の
再発予防につながっていくと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　加藤先生、歯科健診のことで
うかがいたいと思います。
　歯の健診といいますと、昔はお子さ
んとか、むし歯が多くてという時代が
あったと思いますけれども、現在の日
本の状況はどのようになっていますで
しょうか。
　加藤　保育者の意識が変わられて、
若年層のむし歯はかなり減少傾向にあ
ります。ただ、いわゆる歯周病、歯肉
の病気というのは年々増えておりまし
て、小学生でだいたい半分以上は歯肉
炎という軽い炎症が起き始めています。
　そして、企業に勤め始める新入社員
では、健康な方がだいたい１割、８割
方が軽症の歯周病、そして残り１割が
もうすでに中等度から重度の歯周病に
かかっているというのが現状です。
　大西　若いころにもうすでにかなり
の方が歯周病にかかっているというこ
とですね。
　加藤　そうですね。
　大西　それだけ増えてきたのは、何
か背景とか原因はあるのでしょうか。

　加藤　むし歯予防としては、甘味制
限や歯みがき意識が高まった、あとは
フッ素入りの歯みがき粉が普及してき
た、そのあたりが大きな抑制要因にな
っていると思います。
　一方、皆さんが歯みがきをきちんと
できているかというとそうではなく、
歯周病予防に一番大切な、歯と歯の間
をお掃除するフロス、そして歯間ブラ
シ、こういった普及がまだまだで、軟
食化でよくかまなくなった、ストレス
が増えたなどの要因が加わって歯周病
の低年齢化が進んできたと思われます。
　大西　かなりご高齢の方も増えてき
ますけれども、高齢者ではやはり歯周
病も大きな問題なのでしょうか。
　加藤　大きいと思います。職域を卒
業される60代になると、半数の方が、
中等度から重度の歯周病になっていら
っしゃる。大半は歯周病で歯を失って
しまいますので、そしゃくできないと
いうことはかなり健康にも大きな影響
が出てくると思います。
　大西　年を取られても、自分の歯で

健康診断の新たなる展望（Ⅳ）

日本アイ・ビー・エム健康保険組合産業歯科
加　藤　　元

（聞き手　大西　真）

歯科健診
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ちゃんと食べられるというのが極めて
重要ですね。そのためにも、歯周病の
予防が重要だということですね。
　加藤　そうですね。
　大西　それでは、一般に行われてい
る歯科健診についてうかがいたいので
すけれども、まず初めに一般歯科健診
というのはどのようなもので、どうい
ったことをチェックするとか、そうい
ったことから教えていただけますか。
　加藤　まず職域で行われている歯科
健診では口に関する問診、自覚症状や
保健行動を聞いたうえで、実際に口の
中を拝見します。未処置のむし歯の数、
すでに処置してあるむし歯の数、それ
から歯の欠損数を調べ、次に、歯周病

に関しては、CPIといって、WHOで定
めたプローブという器具を使って、歯
周ポケットや歯石のつきぐあい、それ
から歯肉からの出血ぐあいを調べる歯
周病の検査を行います（図）。あとは、
口腔の粘膜や顎関節、かみ合わせ、そ
ういったものを総合的にチェックする
のが一般的です。
　大西　きちんと検査を受けられれば
非常に素晴らしいと思うのですけれど
も、大勢の方が受けられているのでし
ょうか。
　加藤　今、労働人口が約6,200万人い
るといわれていますが、その中で歯科
健診を受けられているのはだいたい
100万人ぐらいで、残念ながら積極的

図　CPI（Community Periodontal Index）地域歯周疾患指数
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にできているとはいえないのが現状で
す。
　大西　健診を受けられている方が少
ない主な原因はどのあたりにあるので
しょうか。
　加藤　職業性の歯科疾患を予防する
ための特殊健診、これは労働安全衛生
法で企業に義務化されております。た
だ、一般の歯科健診になりますと、法
的な基盤が非常に希薄なために、残念
ながら企業の自主的な取り組みに任さ
れる部分があります。そうすると、最
近の社会情勢から、企業が積極的に取
り組めない。一番の原因は法的な基盤
が薄いということにあります。
　大西　そうしますと、皆さまが自主
的に進んでクリニック、その他で歯科
健診を受けたほうがいいということで
しょうか。
　加藤　そうですね。できるだけ企業
の中で健診やその事後処置の取り組み
が広がっていくのが理想ではあるので
すが、地域歯科保健と企業、産業歯科
保健が協力し合って歯科健診を受けや
すい環境を作っていければと思ってお
ります。
　大西　先ほどお話が出ました特殊な
歯科健診というのは、酸とか特別な物
質を扱っている方とか、そういった方
が対象なのでしょうか。
　加藤　そうです。塩酸、硝酸、硫酸、
亜硫酸、そういったガスとか蒸気、ミ
スト、粉じんを発散する職場において

は、雇い入れ時、配置時、それから配
置後６カ月以内ごとに歯科健診をしな
ければいけない。これは義務づけられ
ています。
　ただ、残念ながらそれがきちんとで
きているかどうか。過去には、そうい
った酸で歯の表面が溶けてしまうかな
り重篤な症状があったのですが、最近
はそこまで環境が劣悪な企業というの
は、大企業ではほとんどないので、発
生事例が少なくなってきました。逆に、
少なくなってきたので、実施率が減っ
てきたというのが現状で、実際にどれ
ぐらいの特殊健診をやってきているか
というのはきちんと把握できていない
というところに問題があります。
　大西　一般健診も特殊健診も、受け
ている方がまだまだ少ないというとこ
ろが大きな課題になっているわけです
ね。
　加藤　そうですね。
　大西　それを上げていくためにはど
のようにしていったらよろしいでしょ
うか。
　加藤　どうしても歯科健診というと、
学校健診で私たちが受けたイメージ、
口を開けて、治療勧告を受けて、紙を
持ってしぶしぶ歯科医院に行く、ああ
いった疾病管理の非常にマイナスイメ
ージが強いと思うのです。一方、自己
管理、すなわちセルフケアできちんと
改善、予防ができるような能力を身に
つける、ご自身の健康づくりを前面に
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出したヘルス・プロモーション型の歯
科健診が実施されると、受け入れやす
いのではないかなと考えています。
　大西　ほかに何か歯科健診の今の問
題点や課題はありますか。
　加藤　歯科健診だけ、つまり、口腔
内のチェックをしただけで、事後措置
がない場合は、残念ながら行動変容に
結びつかなくて、かえって医療費が増
大してしまったり、あとはご自身の保
健行動が変わらないと、いつまでたっ
ても、同じようにまたむし歯ができて
しまったり、歯周病が改善しない。そ
ういった問題があるので、歯科健診の
事後措置がいかにうまくできるか、そ
れが一番大切なところだと考えます。
　大西　そのあたりを上手にやるには、
どのようにしたらよろしいでしょうか。
　加藤　流れ作業的な歯科健診ではな
く、きちんと時間を取って、口のチェ
ックをしたあとに、歯科衛生士による
セルフケアのガイドを行う、そういっ
たものがパッケージ化されるようなも
のを行うのが一番いいと思います。
　大西　普通の内科健診と同じように、
歯科健診も事後措置の問題が非常に大
きいということですね。
　あとは、先ほどから歯周病の重要性
が強調されていましたけれども、最近、
歯周病が成人病とかいろいろな病気と
関係あるとかいわれているように思う
のですが、そのあたりの最近のトピッ
クスはいかがでしょうか。

　加藤　今までは口腔は全身とは別個
に考えられていた傾向が強かったので
すが、当然、口は体の一部です。特に、
歯周病が進行し、歯周ポケットといっ
て、病的に歯肉がはがれてしまった場
合、潰瘍がポケットの内面にできてい
る状態になります。例えばポケットが
５㎜あると、手のひらと同じぐらいの
面積の潰瘍が口の中にあるのと同じ状
態になり、その潰瘍から歯周病菌が侵
入し、血管を通して全身に回ってしま
います。まだメカニズムははっきりと
わかっていないのですが、動脈硬化性
の疾患と糖尿病、この２つがかなり歯
周病と関連があることがわかってきて
います。
　大西　歯周病の根本的な治療みたい
なものは今進歩しているのでしょうか。
　加藤　そうですね。歯周病の一番の
原因は歯垢の中に潜む嫌気性、つまり
空気が嫌いな細菌、それが幾つかいる
のですけれども、その幾つかの細菌が
歯周組織の中に入り込んだり、免疫機
能によってこの組織が壊れてしまうの
が歯周病です。将来的には、特異的な
歯周病菌をたたくような薬が出てきて
くれればいいのですけれども、多因子
の疾患ですので、まずは生活の習慣を
きちんと整えて、歯周病菌が潜む歯垢
の量を減らす、そういった細菌のコン
トロール、それが歯ブラシや、皆さん
がまだなかなか習慣化できていない歯
間ブラシやフロスできちんとお手入れ
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する、まずこれが第一だと思います。
　大西　セルフケアが非常に重要だと
いうことですね。それと同時に、きち
んと健診を受けて、その後の処置を受
ける。そのあたりが重要だということ
ですね。
　加藤　そうですね。それに加え相互
リスクファクターといわれている糖尿
病、そして喫煙は歯周病に大きなリス
クファクターとなりますので、そのあ
たりをきちんと取り組まなくてはいけ
ない。ということは、歯科だけではな
くて、医科の先生方、看護師の方、保
健師の方と一緒にという、協業が一番
大切だと思います。
　大西　これからますます高齢社会を
迎えますけれども、年を取ってからも
自分の歯でかめるというのが非常に重
要だと思うのですけれども、そのため

には普段どのようにしたらよろしいで
しょうか、食生活なども含めて。
　加藤　歯周病やむし歯にならないよ
うなセルフケアと、逆に、なってしま
って、歯を失ってしまった場合、その
ままにせず、かみ合わせを治療によっ
て回復させることが大切です。実は歯
の欠損歯数と全身の医療費の関係も明
らかとなってきており、歯が少ない方
ほど医療費が高いという傾向にありま
す。ですから、しっかりよくかめるこ
と、それから、かまないですぐ飲み込
んでしまったり、早食いをしてしまわ
ないことも大切です。早食いは肥満と
非常に関連があるとエビデンスも出て
きておりますので、お口のケアととも
に、ゆっくり、よくかむことを心掛け
るとよいと思います。
　大西　ありがとうございました。
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　大西　鈴木先生、今回は高齢者健診
についてうかがいたいと思います。
　今後ますますご高齢の方が増えてく
ることが予想されていますけれども、
ご高齢の方の健康上の問題点からお聞
かせいただけますでしょうか。
　鈴木　日本は世界の中でもトップの
高齢社会、今や超高齢社会といってい
いと思うのですけれども、これは単に
高齢者が増えている、あるいは寿命が
延びるということだけではなくて、高
齢者の健康が昔から見て相当大きく変
わってきています。
　昔のように平均寿命が短くて、高齢
者の数も少なかったときは、慢性疾患
だけではなく、脳卒中後遺症を抱えた
ような高齢者というイメージでしたし、
背中が曲がっていたりとか、虚弱のイ
メージが非常に強かったのですけれど
も、今は必ずしもそうではないという
ことです。
　これは、日本で２～３カ所でやって
いる、高齢者の加齢にかかわる老化の
縦断研究などのデータを総合しますと、

20年前、あるいはもっというと10年ぐ
らい前の高齢者と、今日の高齢者とで
は、身体状況や健康状態も全然違って
います。今日では高齢者の多様性も含
め、ひとくくりにはできないといえる
でしょう。
　大きく分けますと、前期の高齢者と
後期の高齢者です。前期の高齢者、65～
74歳の高齢者の方々は、非常に活力も
ありますし、健康状態も良好です。疾
病予防をきちっとやって乗り越えてき
た方々が今その主体をなしていますの
で、ある意味で非常に元気です。です
から、社会活動性も高いですし、そう
いう意味では前期の高齢者はたいへん
健康的な集団です。
　しかし、75歳以上の後期になります
と、病気というよりは虚弱という、老
化に伴う心身の機能の減弱が明らかと
なり、日常の生活を自分で自立して行
うことが困難となってきた集団といえ
るでしょう。今後の高齢社会というの
は後期高齢者が増えていきますので、
そういう方々の健康をどのように見守

健康診断の新たなる展望（Ⅳ）

国立長寿医療研究センター研究所長
鈴　木　隆　雄

（聞き手　大西　真）

高齢者健診
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っていくかということが非常に大きな
課題になります。そういう中で高齢者
の健診というものを位置づけていかな
ければいけないのかなと思います。
　大西　一般的には働き盛りの方が、
いわゆるメタボ健診といいますか、特
定健診みたいなものが盛んにやられて
いますけれども、ご高齢の方と随分対
象が違うわけですが、そういった健診
と高齢者の健診はどういった点に考え
方の違いがあるのでしょうか。
　鈴木　若い方の健診は、かつては老
人保健法に基づいて、40歳以上の方々
に健康基礎調査というかたちでやって
います。今は、ご存じのように、各保
険者がその健診を担う。やはり40歳以
上が主たる対象です。ただ、それがい
わゆるメタボ健診といわれる特定健診、
特定保健指導ですが、これは基本的に
は、循環器疾患をターゲットにしてい
る。明確に病気をターゲットにしてい
るのです。
　日本人の死亡は、がん死亡、あるい
は循環器死亡が非常に多いのです。脳
卒中も心疾患も、いってみれば循環器
死亡になりますので、それを合わせる
と、たいへん多くの方々が罹患する可
能性の高い循環器疾患を予防しなけれ
ばならない。そういう意味で、健診を
若いときからやっている。
　今までの経緯を見ますと、健診の効
果もあって、循環器の死亡率は大幅に
改善しているのです。ですから、寿命

が延びているのです。ところが、危険
因子を持っている方の割合ですとか、
発症率、特に脳卒中の発症率、これは
年齢調整や人口の変動を調整しても、
ほとんど減っていないのです。これは
秋田県の脳卒中登録を見てもわかりま
すし、九州大学でやっている有名な久
山町研究を見ても、死亡率は改善され
たけれども、リスクを持つ割合の方や
発症率は必ずしも下がっていないこと
が示されています。
　これはやはり問題でして、死亡率は
改善したけれども、発症率が変わらな
いということは、１回その病気を発症
したあと、後遺症を抱えて生きる、す
なわち要介護の状態になって生きると
いうことを意味するのです。
　ですから、今のメタボ健診というの
は非常に重要で、若いときにとにかく
循環器疾患の予防をする。そして、そ
れが高齢期になっても、疾病による要
介護の状態にならないということを目
的にしている健診でもあるということ
がいえると思います。
　一方で高齢者の健診というのは、い
かに疾病の予防をしても、加齢によっ
て心身の機能が減弱してまいります。
日常の生活機能が衰えてまいります。
高齢者の健診というのは、疾病の予防
と同時に、あるいは疾病の予防よりも
むしろ、日常の生活がきちんと自立し
てやれるかどうか。要介護状態になら
ずに生活ができるかどうかということ
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が一番重要な視点になると思います。
そこが成年期の健診と高齢期の健診の
違いだといっていいと思います。
　大西　そうしますと、介護予防のた
めということが一つ大きな柱といいま
すか、目的だということですね。
　鈴木　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　大西　具体的には、高齢者健診の内
容に特徴があるのでしょうか。
　鈴木　例えば、循環器の病気の予防
ですと、血圧を測るとか、心電図をと
るとか、そういったようなことが具体
的なツールになります。では、高齢者
での生活機能を維持する、介護予防の
ための健診とは具体的に何かというと、
具体的に申しますと、いわゆる老年症
候群、例えば転倒ですとか、あるいは
栄養が偏ってやせていくとか、あるい
は失禁とか、あるいはいわゆる認知機
能が軽度に低下した、MCIと呼ばれる
状態、それからうつ、特にサブクリニ
カルなうつを含めて、さらには口腔機
能の低下等を予防することだと思いま
す。
　そういったような老年症候群といわ
れるものは、必ずしも病気ではない。
けれども、高齢期になって、そういう
ものが顕在化すると、必ず生活の質を
落としてしまう。日常の生活を過ごし
ていくための機能が損なわれてしまう
ということになりますので、高齢者の
場合には病気を診るだけではなく、そ

ういった高齢期特有の病気以外で生活
に影響を及ぼしていくような老年症候
群を確認し予防していく。
　中でも、先ほど申し上げた頻度の高
いものとしては、転倒、失禁、軽度の
認知機能の低下、閉じこもりですとか、
あるいは低栄養、それから咀嚼と、嚥
下、つまり物をきちんとかんで飲み込
むという機能、こういったものはご本
人もなかなか気づかないし、なかなか
病院にも行かないところがあります。
そういうものを積極的に健診で見いだ
して、その人の生活の機能を高めてい
くということが大事ではないかなと思
います。
　大西　制度的にはどのような仕組み
になっていますでしょうか。
　鈴木　2000年に介護保険法が施行さ
れて、2006年に改訂がなされたときに、
介護に対するケアを給付するだけでは
なく、予防にもシフトする。予防を特
に重視するというふうになりました。
これが介護予防といわれるものです。
介護予防は、実際に65歳以上の方の健
診においては生活機能を評価するとい
うことになっていますし、75歳以上の
方も当然同じような基準で含まれてま
いります。
　そういうものを担うのが、例えば地
域包括支援センターと呼ばれる、各市
町村にだいたい人口２万～３万規模に
１カ所設置されていますけれども、そ
ういうところが中心となって高齢者の
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生活機能を守ることになっています。
日常診療に当たられるドクターの方々
も、そういう制度がありますし、先生
方は、これは病気を重視するのか、あ
るいは生活を重視するのかという、い
わば交通整理の、一番最前線におられ
る立場ですので、ぜひそういう制度と
もども、気をつけていただければあり
がたいなと思います。
　大西　私たちは通常の健診やら診療
では病気のことについつい目が行って
しまうのですけれども、ご高齢の方の
場合は、いかに自立をさせていくかと
いったことの観点が重要で、それに沿
って健診とか指導をしていくというこ
とになるわけですね。

　鈴木　そうですね。今は特に在宅で、
自分が住み慣れ、安心して地域で、自
宅で高齢期を過ごしたい。また、それ
を過ごせるような仕組みをみんなで整
えましょう、それがよくいわれる地域
包括ケアだと思うのですが、そういう
理念というのは高齢社会では必須のも
のだと私も思っております。ですので、
ぜひ医療に携わる先生方も、そういう
視点を持っていただければありがたい
なと思います。
　大西　これからますます高齢者健診
が重要になってくるということですね。
　鈴木　はい、そう思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　健康診断のエビデンスについ
て、山崎先生にうかがいます。
　まず、健康診断の目的はどのように
理解したらよいでしょうか。
　山崎　予防医学の範疇に入りますが、
健康診断を行うことによって、受けた
方の予後が改善するか、あるいはQOL
の向上につながるかといったことが、
健康診断のエビデンスという点では第
一の目標になります。
　第二は、治療医学とは少し様相が異
なっていて、最終的に医療費の抑制に
つながるのかどうか。健康診断を受け
ることが医療費の抑制につながるのか、
こういった視点も健康診断を受ける目
的の大きな柱ということになって、こ
の２点から健康診断のエビデンスを考
えなければいけないということになり
ます。
　齊藤　健康診断は戦後から行われて
きておりますので、現在のようなEBM
時代に入って、先生がおっしゃったよ
うな点でのサポートするエビデンスが
あるかが問題だということでしょうか。

　山崎　はい。
　齊藤　例えば、胸部レントゲン写真
についてはどんな状況なのでしょうか。
　山崎　胸部レントゲン写真を撮るこ
との有効性を証明する最上のエビデン
スということになりますと、これは治
療領域と全く同一で、RCT、すなわち
ランダム化症例対照試験によって証明
する必要があります。具体的には、胸
部レントゲン写真を撮る集団と撮らな
い集団をランダム割付によって２群つ
くり、その両群での予後、あるいは肺
癌の発見率といったものを比較する必
要があります。
　これについて2011年、「JAMA」と
いうアメリカの医学雑誌にRCTが一つ
発表されました。それによりますと、
毎年、胸部レントゲン写真を１回ずつ
４年間にわたって撮る集団と、それを
いっさい行わない集団、２つのグルー
プでの肺癌の発見率、予後の改善効果
といったものを比較したわけですけれ
ども、肺癌の発見率および肺癌の早期
発見による予後の改善に胸部レントゲ

健康診断の新たなる展望（Ⅳ）

東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター教授
（東京大学医学部附属病院検診部部長兼任）

山　崎　　力
（聞き手　齊藤郁夫）

健康診断のエビデンス
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ン撮影が貢献しなかったという論文が
発表されております。海外のエビデン
スではありますけれども、胸部レント
ゲン写真は肺癌の発見、予後改善には
つながらない、推奨できないと米国で
報告されました。
　齊藤　胸部レントゲンの目的は肺癌
の発見ということですけれども、古く
は結核の発見ということですね。そう
いった意味で、結核が多い地域ではま
だ必要性があると考えてよろしいです
か。
　山崎　おそらくそうだろうと思いま
す。肺癌に比べると、肺結核の診断率、
すなわち正しく診断する確率が非常に
高いということも間違いなくあります
ので、おそらくは肺結核をターゲット
にした場合には、その有効性は証明さ
れる可能性が高いと思われますが、
RCTを行うこと自体が難しいのが現状
です。
　齊藤　まだなかなか難しいというこ
とですね。ヘリカルCTではどうでし
ょうか。
　山崎　人間ドックなどでは最近はむ
しろ肺癌を見つけるためにはCTを撮
りましょうということで行っている施
設が多いかと思いますけれども、これ
についても幾つかのRCTが海外では行
われていて、CTではあっても必ずし
も肺癌の予後改善の証明には至らなか
ったということが報告されております。
　齊藤　なかなか難しいということで

すね。
　山崎　難しいと思います。
　齊藤　前立腺癌の血液マーカーにつ
いてはどうですか。
　山崎　PSAですね。
　齊藤　これはいかがでしょうか。
　山崎　腫瘍マーカーの中では、PSA
が断トツに前立腺癌を見つける感度あ
るいは特異度が高い検査法として確立
はしております。これも実は、2011年
ですけれども、米国予防医学作業部会
がこれまでのPSAによる健康診断を行
う群と行わない群で行われたRCT２つ
をまとめて報告いたしました。その報
告の中では、２つのRCTはいずれも、
PSA健診を行っても、前立腺癌を見つ
けて治療することによる予後の改善に
は貢献できなかったということが報告
され、その部会からは、米国民に向け
て、PSA健診は推奨されないと勧告が
なされました。
　一方、それに日本の泌尿器科学会が
素早く反応いたしまして、2012年にな
ってから、学会声明を出しております。
それによると、米国と日本での疾病構
造等々違いがあるだろう、まだ日本で
は体系的な情報収集、すなわちエビデ
ンスの蓄積ができていないので、今の
ところ、日本国民に対してはPSA健診
を推奨するということが報告され、ホ
ームページ上にも公開されているとこ
ろです。
　齊藤　アメリカの予防医学のエキス
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パートの勧告と、一般の泌尿器科医の
考え方は違うということですね。
　山崎　そういうことですね。やはり
かなり環境が違う、医療費ももちろん
違ってくるわけですから、日本でのエ
ビデンスの収集がないことには、海外
のそういった勧告であっても、必ずし
も日本には受け入れがたいというのが、
少なくとも日本の泌尿器科学会の考え
方ということになろうかと思います。
　齊藤　ということで、EBMのつくり
方になってきますけれども、PSAでい
くと、どういうことが可能なのでしょ
うか。
　山崎　ある男性集団の中で、ランダ
ムにPSA健診を行う方と行わない方と
いうのを割り付けて、ある程度長期間
のフォローアップをして、両群間での
発見率のみでなく予後を比較するとい
うRCTを行わないと、正確な証明はで
きないと思います。
　齊藤　数、期間という意味で、たい
へんな時間とお金もかかりますね。
　山崎　はい。
　齊藤　やるのは難しいでしょうか。
　山崎　難しいと思います。観察研究
として、例えばPSA健診を行っている
方々、PSA健診を行わなかった方々を、
前向き、あるいは後ろ向きに過去にさ
かのぼってデータを収集することによ
って、PSAを調べることが癌の発見お
よび予後改善につながるかということ
を調べる手法もありますけれども、こ

れはどうしても幾つかのバイアスが両
群間で生じるということが考えられて、
必ずしも得られたエビデンスが正しい
ものかどうかという保証にはならない
ということがあります。
　例えば、前立腺癌が典型ですが、ゆ
っくりと進行する癌は、健康診断では
見つかるわけですが、そういう癌はも
ともと予後がいいわけです。
　一方で、健康診断を行わなくて、何
らかの症状が出て、病院に行って診断
されて前立腺癌が見つかる。これは症
状が出ている癌ですから、ある意味で
は進行の速い癌だということもありま
すので、健康診断を行う群と行わない
群を比較すると、健康診断を行うこと
が、予後のいい癌を見つけて、その癌
の予後がいいということになるわけで
すが、これは健康診断を行うことが予
後をよくしているのではなくて、予後
のいい癌を健康診断が見つけるという
ことにすぎない。これをlead time bias
といったりしますけれども、こういっ
た現象が起こりえますので、どうして
も観察研究だけでは十分なエビデンス
とはなりません。
　齊藤　EBM時代の健診の立場とい
うのは難しいということですね。
　山崎　そのとおりです。
　齊藤　さて、人間ドックが広く行わ
れていますけれども、人間ドックとエ
ビデンスという関係はいかがでしょう
か。
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　山崎　いわゆる集団で行う対策型の
健康診断に対して、本人の希望で自費
で行う人間ドック、すなわち任意型の
健康診断がありますが、人間ドックの
ほうは本人がみずからお金を出して、
希望して行うわけですから、医療費と
いう点では多少ハードルを低くしても
いいのだろうと思いますし、人間ドッ
クを行うことによって、健康である、
病気がないということを確認すること
による充足感、満足感、そういった要
素も加味したうえでの評価ということ
になりますので、集団で行う健康診断
に比べると、人間ドックのほうがハー
ドルが低くて、必ずしも有効性が証明
されていなくても、十分に行う意味の
あるものが幾つか出てくるのではない
かと思います。

　例えば、現在、私も東大病院検診部
長を兼任して東大病院での人間ドック
を担当しております。脳血管ドックと
して脳のMRIやMRAを撮る検査があ
ります。これなどは、行うことによっ
て予後改善につながるというエビデン
スはないのですけれども、こういった
ドック検査を行い、動脈瘤がないこと
がわかることによって、クモ膜下出血
のリスクは自分にはないのだと安心す
る。そういった充足感が得られますの
で、そのサービスの対価を個人が負担
しているという点で、意味があるので
はないか、と思います。保険等の公的
資金に依存していないのですから医療
費抑制を云々する必要がありません。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

56 （776） ドクターサロン56巻10月号（9 . 2012）



　中村　山門先生、健診のシリーズで
今回は最後といいますか、掉尾を飾っ
ていただくことになるのですが、先生
がいつも主張されておられるテーラー
メイド健診、この辺について、先生の
忌憚のないご意見をちょうだいできれ
ばと思っております。
　ただ、私ども素人側から見て、テー
ラーメイドという言葉はあまり欧米で
は使われていないような、individual-
izedとか、何かそういうふうな言葉で
言っていることが多いですよね。先生
がこのテーラーメイドをお使いになっ
ておられる理由というのはどの点なの
でしょうか。
　山門　先生のご指摘のように、個別
的という意味ではindividualということ
が正しいかと思うのですけれども、よ
り一般的にという意味では、テーラー
メイドがいいかと考えました。このテ
ーラーメイドというのは、例えば洋服
を仕立てるときに、その人のサイズに
合ったものを、きっちり個人の希望に
合わせて作り上げる。テーラーという

のは、仕立てるのと同時に、希望をか
なえるという意味もあると思うのです
が、先生がおっしゃるように、個人に
合ったという意味では、indi vidualized
なのですけれども、テーラーメイドと
いう言葉がいいかなということで、ま
た、テーラーメイドのほうがより国民
の方々には受け入れられやすいのでは
ないかと考えたからです。
　中村　確かに一般の人にはよくわか
るように思います。
　山門　ただ、問題点は、現在、テー
ラーメイド医療として遺伝子関連検査
の領域で使われる言葉になってきまし
たので、そこでちょっと私としては 
「しまったかな」と今思っております。
このテーラーメイド医療の解釈として
は、関連遺伝子の検索をして、個人の
体質とか、そういうものを遺伝子レベ
ルで見て、その結果から病気の診断・
治療等々をindividualにしていこうとい
うのがテーラーメイド医療と考えられ
ます。それに対抗するようであります
けれども、テーラーメイド健診という

健康診断の新たなる展望（Ⅳ）

三井記念病院総合健診センター所長
山　門　　實

（聞き手　中村治雄）

テーラーメイド健診
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ことで、健康診断の部門におきまして
も、先ほど来、先生からご指摘があり
ました個別的な、その人に合った健診
というものを作り上げていきたいとい
うことなのです。
　中村　そうしますと、人によって、
この項目はこの人にはいらない、この
人には行うというような、かなり差別
が個別項目の中でできてくるわけでし
ょうか。
　山門　そうなのです。おっしゃると
おりです。先生もご承知のように、今
の人間ドック健診というのはすべて画
一的に、決まった検査を毎年やってい
るわけです。
　中村　全くそうですね。
　山門　それは少し医療経済的にも無
駄があるのではないかということで、
最終的には必要な検査、毎年やるべき
必須な検査を決めて、それは毎年やっ
ていただく。経年的な受診をしていた
だくと、その人なりの問題点が出てき
ますので、その問題点を検索するため
の検査をその人なりに組み込んでいく
というのがテーラーメイド健診という
ことです。先生がおっしゃるように、
一人ひとりによって検査内容が異なっ
てくるということになると思います。
　中村　経年的に見ていって、その中
から積もって出てきた内容で判断をし、
この人にはこれがいいだろうというの
はわかるのですけれども、最初の健診
で見分けられるのでしょうか。

　山門　それは難しいですね。問診を
通して、生活習慣、家族歴等から、ど
ういう疾病を将来起こしやすいかとい
う予知という部分がありませんと、初
回の受診時にテーラーメイドの健診を
組み立てるというのはなかなか難しい
と思います。
　ただ、人間ドック健診というのは、
まずがんを早期に発見すること、そし
て脳卒中、心筋梗塞等の生活習慣病の
罹病率、死亡率を減らすということが
目的ですので、がんについては検査を
しなければわからないということで、
がんに対する検査は初回時にはすべて
受けていただくということになります。
　中村　それはどんなことですか。
　山門　現在わが国で死亡率が最も高
いのは肺がんですので、肺がんは胸部
X線検査になります。続いて上部消化
管の胃がんについては、通常はバリウ
ムでの検査が多いのですけれども、最
近では内視鏡を選択する方が多くなっ
ております。下部消化管の大腸がんに
関しては便潜血反応ですけれども、そ
ういうものを組み込みます。あと、人
間ドック健診で一番特徴的なのは腹部
超音波検査ががん検診の中に含まれて
いるということで、従来の対策型健診
ではできない肝臓、胆囊、膵臓、腎臓
等のがんが、人間ドック健診のがん検
診では発見しうるということが、普通
の対策型健診と大きく異なる点だと思
います。
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　中村　がん以外では。
　山門　がん以外では、脳卒中、心筋
梗塞の予知、予防ということになりま
すので、家族歴で脳卒中あるいは心筋
梗塞がある方では、それに関連するリ
スクである肥満、高血圧、糖・脂質・
尿酸代謝異常を管理していくというこ
とになります。特にこれらの疾患は動
脈硬化性疾患と考えますので、リスク
のある方は早期から頸動脈の超音波検
査を行うとか、脈波伝播速度を行うと
か、実際に動脈硬化があるかどうかと
いう検査を組み込んでいくということ
になります。
　中村　前もって、例えばある会社な
り、ある組合の人たちに、こういうふ
うにしますよというのはご説明なさる
のですか。
　山門　健康保険組合との契約の際に、
価格交渉というのがありますので、そ
の際に、どういう検査を行っていくか
ということは相談します。ただ、その
際には私どもの施設のセールスポイン
トをお話しします。他施設にない検査
も含まれていますよということでご相
談申し上げます。
　特に、先生のご専門であります動脈
硬化性疾患は炎症性疾患というふうに
我々も考えておりますので、高感度
CRP、あるいは尿中微量アルブミンが
基本検査に入っているわけです。
　中村　そうすると、一方では安くし
てほしい。だけど、ある程度の金額は

かかりますよということを納得しても
らわないといけないですね。
　山門　おっしゃるとおりです。なぜ
そんな値段になるかということを納得
していただく。そういう検査が不可欠
であって、予知、予防というためには
必要なのだということで、少し高いの
ですけれどもお受けくださいというこ
とになります。
　中村　山門先生の施設で、プラスに
なったというか、こういうよい結果が
出たよという事実もおありなのですか。
　山門　私どもの、より精度の高いと
いいますか、質といいますか、そうい
うことになりますと、日本人間ドック
学会が毎年全国集計結果を報告してお
ります。例えば、がんの発見率に関し
ては全国で0.24％、1,000人受診者があ
ると、2.4人にがんが見つかるというと
ころですが、私どもの施設では約４％
近く発見されるということで、発見率
が異なってくるということです。動脈
硬化性疾患に関しても、先ほどの予知
という意味では高感度CRPとか尿中微
量アルブミンの陽性の人たちには積極
的な介入をしていくということで、脳
卒中、心筋梗塞の発症を予防していく
ということが可能になってきていると
思っております。
　中村　冒頭でおっしゃられた遺伝子
の件はその中に入っているのでしょう
か。
　山門　遺伝子関連検査はなかなか難
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しいのですけれども、将来的にはこれ
は入ってくると思います。ただ、遺伝
子関連検査の場合は、私どもの学会を
含めて、かなり倫理的な面をきっちり
と整備しないといけないと考えていま
す。人間ドックでは、検査のやりっ放
しではいけないということで、必ず結
果の説明を医師が受診者に対面で話を
する。必要に応じて生活習慣の修正を
するということが人間ドック健診です
ので、遺伝子関連検査のレベルでは精
神面でのコンサルテーションやフォロ
ーアップが重要になります。まだまだ
そこまで全国レベルでもいっておりま
せんし、私どもの団体である日本人間
ドック学会としても、しっかりとした
基準を持って遺伝子関連検査について
は取り組もうと考えております。
　ただ、それに置き換えるような検査、
今、新規的な検査を私どもは開発して

おります。血漿中のアミノ酸の組成を
測ることによって、また、その結果を
アミノインデックス技術により解析す
ることで、遺伝子学的な検索とほぼ同
等に、その人のがんのリスク、あるい
は動脈硬化性疾患のリスクを早期に予
知できるという検査、アミノインデッ
クスがんリスクスクリーニング（AICS）
といいますけれども、そういうものも
今開発中ですので、遺伝子関連検査よ
りも、より簡便にできるだろうと考え
ております（図）。
　中村　ただ、私が山門先生のところ
で受けて、あなたは膵臓のがんになり
やすいよと言われると、本人はだいぶ
ショックですね。そういったときはど
ういうふうに。
　山門　そこが先ほど言った検査結果
に対するコンサルテーション、フォロ
ーアップに含まれますけれども、結果

図　「アミノインデックス技術」を用いたアミノインデックスⓇがんリスク
　　スクリーニング（Amino index cancer risk screening：AICS）の活用方法
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の説明と同時に、精神的なサポートを
してあげなければいけないと思ってお
ります。その人たちは、リスクはある
けれども、現在、がんは発見されてな
いので、がんの発症を予防するような
生活指導ということが必要となります。
必ずその結果については私どもが１対
１で説明するということで、中村先生
が私どものところを受診されて、膵臓
がんのリスクがありますということに
なりましても、年に１回、膵臓がんに
ついての、今はCT検査になると思い
ます。そういう精密検査を年に１回受

けていただくことで、がんの早期発見
に努めることで、ご安心いただくよう
にというようにしております。
　中村　本人が安心できるのかどうか、
だいぶ難しいですね。
　山門　そうですね。やはり検査につ
いてはそのメリットとデメリットを含
めて、十分に受診者に説明することが、
先生のおっしゃるとおり、私たちにと
って不可欠な点だと考えております。
　中村　先生の意欲的なお話は、私も
感銘深くうかがいました。ありがとう
ございました。
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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10月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、11篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「健康診断の新たなる展望」シリーズの第
４回目として、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




