
　池脇　伊達先生、高齢化に伴いまし
て、心不全や心房細動が増えているの
は事実ですけれども、心不全に心房細
動を合併したものも、高齢者を中心に
増えている印象があります。
　伊達　心不全の重症度が上がるにつ
れて心房細動の合併率は上がるといわ
れていまして、NYHAの４度の心不全
ですと、半分ぐらいが心房細動といわ
れています。ただ、現実の医療現場で
非常に診療に苦慮することも少なくな
くて、基本的な考え方を知っておいた
ほうがいいと思います。
　池脇　心不全に心房細動を合併した
ときには、心房細動が心不全を増悪さ
せることもあるでしょうし、何といっ

ても、心原性の脳塞栓のリスクを上げ
るという意味では、リスクの高い病態
と考えてよろしいですか。
　伊達　そうですね。心房細動が先な
のか、心不全が先なのかというのは非
常に難しい問題ですが、おそらく両方
あると思うのです。いずれにしても、
患者さん個々の病態に応じて治療を変
えなければいけないということは肝に
銘じておくべきだと思います。
　池脇　今回の質問は、心不全に合併
した心房細動をどう治療していくかと
いうことです。心不全に合併した心房
細動の治療について、レートコントロ
ールか、リズムコントロールかについ
てはどう考えたらいいのでしょう。

心不全での心房細動
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　心不全に合併する心房細動の治療についてご教示ください。
　１．ピルジカイニドの適応の有無
　２．抗凝固薬投与は必須と考えてよいか
　３．βブロッカー、カルシウム拮抗薬投与における注意点
　４．アミオダロンが適応となる症例
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す。
　池脇　次にリズムコントロールに関
してですが、様々な薬があって、どう
いうふうにして治療に入っていったら
いいのか、このあたりから教えてくだ
さい。
　伊達　抗不整脈薬を大きく分けると、
一つはナトリウムチャネルを遮断する
お薬、もう一つはカリウムチャネルを
遮断するお薬になります。
　前者は伝導を抑制して不整脈を起こ
さなくする薬。後者は不応期を延長し
て不整脈を起こさなくする薬です。結
局、両方とも不整脈を抑制する薬なの
ですけれども、大きな違いは、ナトリ
ウムチャネルブロッカーというのは、
心収縮力を低下させる作用があって、
心不全を増悪させる可能性があるので
す。
　そういう意味では、ナトリウムチャ
ネルブロッカーの遮断作用が強い薬は
なるべく避けたほうがいいという考え
になります。
　池脇　ピルジカイニド（商品名サン
リズム）を含めてⅠaやⅠcの薬全般に、
今先生がおっしゃったことは言えるこ
となのでしょうか。
　伊達　そうですね。特に、Ⅰcに当た
ると思いますけれども、ナトリウムチ
ャネルのピュアなブロッカー、ピルジ
カイニドのような薬は心不全に対して
は禁忌に近い薬、というよりは禁忌と
考えていいのではないでしょうか。

　池脇　心房細動にサンリズムはだめ
なのかと、違和感を持たれる先生もい
らっしゃるかもしれませんけれども、
これはあくまでも心不全に合併した心
房細動では、あまりお勧めしないとい
うことですね。
　伊達　そうですね。その代わりに、
カリウムチャネルブロッカーを主体と
したお薬、アミオダロンのような薬、
こういったものが、日本の保険適用で
あり、使える薬になってくるのではな
いかと思います。
　池脇　今の先生のお答えですと、基
本的にはリズムコントロールでカリウ
ムチャネルに働く薬となると、アミオ
ダロンということになりますか。
　伊達　アミオダロンということにな
りますね。
　池脇　心不全の病態によって、効果
にもばらつきがあると思うのですが、
リズムコントロールできるかどうかは
どの程度期待できますか。
　伊達　心不全の程度にもよりますけ
れども、一般的にいわれるのは、５割
ぐらいの症例でしか洞調律を維持でき
ない、つまり長期にわたって本当に完
全に維持するというのは難しいという
ことです。
　池脇　リズムをコントロールできれ
ば、当然心機能に関してもいい影響が
あるわけですから、理想的にはリズム
をコントロールしようとして、だめな
場合に、レートコントロールと考える

　伊達　これも昔から、心不全のとき
に心房細動を積極的に止めていくべき
なのか、いわゆるリズムコントロール
が必要なのかどうかということが非常
に議論されていて、それが大規模試験
というかたちで、AF-CHF試験が行わ
れました。
　これは心房細動合併心不全の患者さ
んをリズムコントロール、レートコン
トロールに振り分けて、どちらのクリ
ニカル・アウトカムがよかったかを見
たものですが、結果は結局両者同じだ
ったのです。
　いろいろな解釈があると思うのです
けれども、レートコントロールでもい
いではないかという人もいれば、リズ
ムコントロールも安全にできたのでは
ないか、そういう解釈もあるわけです
が、結果的にはどちらを選んでもよい
と、臨床医にとっては非常に都合のい
い結果ではあったわけです。
　池脇　リズムコントロールをしたく
ても、なかなかできない患者さんもい
らっしゃいますよね。
　伊達　そうですね。AF-CHF試験で
は抗不整脈薬の中で一番強い薬である
アミオダロンが多く使用されたわけで
すが、結果的に長期間、洞調律を維持
できた症例はそんなに多くなかったと
いうことで、抗不整脈薬を投与すれば
洞調律を維持できるということは全く
ないわけです。
　池脇　レートコントロールとリズム

コントロールに分けたとき、まずはレ
ートコントロールに関して、βブロッ
カーやカルシウム拮抗薬ということで
すけれども、こういう病態ではジギタ
リスも使うのではないかと思うのです
けれども、どうでしょう。
　伊達　先生のおっしゃるとおりでし
て、心不全に心房細動を合併しますと、
一番使いやすいのはジギタリスです。
なぜかというと、心収縮力を変えない
か、あるいは増強させる作用があるわ
けです。
　一方、βブロッカーとかカルシウム
拮抗薬というのは、しっかりレートコ
ントロールするのですが、心収縮力を
低下させてしまう、心不全を増悪させ
てしまうので、その点、注意が必要だ
ということになると思います。
　池脇　βブロッカーやカルシウム拮
抗薬に関しては、心機能抑制作用があ
るので、それを注意深く使っていくと
いうことですが、まずはジギタリスを
使って、その次にという位置づけでし
ょうか。
　伊達　ジギタリスから始めて、次に
心不全の治療薬でもあるβブロッカー
をごく少量から慎重に使うというのが
一般的だと思います。ただ、βブロッ
カーを少量から初めに使うというのも
もちろん間違いではないと思います。
ただ、カルシウム拮抗薬に関してはか
なり注意が必要で、できれば使わない
ほうがいいというスタンスだと思いま
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す。
　池脇　次にリズムコントロールに関
してですが、様々な薬があって、どう
いうふうにして治療に入っていったら
いいのか、このあたりから教えてくだ
さい。
　伊達　抗不整脈薬を大きく分けると、
一つはナトリウムチャネルを遮断する
お薬、もう一つはカリウムチャネルを
遮断するお薬になります。
　前者は伝導を抑制して不整脈を起こ
さなくする薬。後者は不応期を延長し
て不整脈を起こさなくする薬です。結
局、両方とも不整脈を抑制する薬なの
ですけれども、大きな違いは、ナトリ
ウムチャネルブロッカーというのは、
心収縮力を低下させる作用があって、
心不全を増悪させる可能性があるので
す。
　そういう意味では、ナトリウムチャ
ネルブロッカーの遮断作用が強い薬は
なるべく避けたほうがいいという考え
になります。
　池脇　ピルジカイニド（商品名サン
リズム）を含めてⅠaやⅠcの薬全般に、
今先生がおっしゃったことは言えるこ
となのでしょうか。
　伊達　そうですね。特に、Ⅰcに当た
ると思いますけれども、ナトリウムチ
ャネルのピュアなブロッカー、ピルジ
カイニドのような薬は心不全に対して
は禁忌に近い薬、というよりは禁忌と
考えていいのではないでしょうか。

　池脇　心房細動にサンリズムはだめ
なのかと、違和感を持たれる先生もい
らっしゃるかもしれませんけれども、
これはあくまでも心不全に合併した心
房細動では、あまりお勧めしないとい
うことですね。
　伊達　そうですね。その代わりに、
カリウムチャネルブロッカーを主体と
したお薬、アミオダロンのような薬、
こういったものが、日本の保険適用で
あり、使える薬になってくるのではな
いかと思います。
　池脇　今の先生のお答えですと、基
本的にはリズムコントロールでカリウ
ムチャネルに働く薬となると、アミオ
ダロンということになりますか。
　伊達　アミオダロンということにな
りますね。
　池脇　心不全の病態によって、効果
にもばらつきがあると思うのですが、
リズムコントロールできるかどうかは
どの程度期待できますか。
　伊達　心不全の程度にもよりますけ
れども、一般的にいわれるのは、５割
ぐらいの症例でしか洞調律を維持でき
ない、つまり長期にわたって本当に完
全に維持するというのは難しいという
ことです。
　池脇　リズムをコントロールできれ
ば、当然心機能に関してもいい影響が
あるわけですから、理想的にはリズム
をコントロールしようとして、だめな
場合に、レートコントロールと考える

　伊達　これも昔から、心不全のとき
に心房細動を積極的に止めていくべき
なのか、いわゆるリズムコントロール
が必要なのかどうかということが非常
に議論されていて、それが大規模試験
というかたちで、AF-CHF試験が行わ
れました。
　これは心房細動合併心不全の患者さ
んをリズムコントロール、レートコン
トロールに振り分けて、どちらのクリ
ニカル・アウトカムがよかったかを見
たものですが、結果は結局両者同じだ
ったのです。
　いろいろな解釈があると思うのです
けれども、レートコントロールでもい
いではないかという人もいれば、リズ
ムコントロールも安全にできたのでは
ないか、そういう解釈もあるわけです
が、結果的にはどちらを選んでもよい
と、臨床医にとっては非常に都合のい
い結果ではあったわけです。
　池脇　リズムコントロールをしたく
ても、なかなかできない患者さんもい
らっしゃいますよね。
　伊達　そうですね。AF-CHF試験で
は抗不整脈薬の中で一番強い薬である
アミオダロンが多く使用されたわけで
すが、結果的に長期間、洞調律を維持
できた症例はそんなに多くなかったと
いうことで、抗不整脈薬を投与すれば
洞調律を維持できるということは全く
ないわけです。
　池脇　レートコントロールとリズム

コントロールに分けたとき、まずはレ
ートコントロールに関して、βブロッ
カーやカルシウム拮抗薬ということで
すけれども、こういう病態ではジギタ
リスも使うのではないかと思うのです
けれども、どうでしょう。
　伊達　先生のおっしゃるとおりでし
て、心不全に心房細動を合併しますと、
一番使いやすいのはジギタリスです。
なぜかというと、心収縮力を変えない
か、あるいは増強させる作用があるわ
けです。
　一方、βブロッカーとかカルシウム
拮抗薬というのは、しっかりレートコ
ントロールするのですが、心収縮力を
低下させてしまう、心不全を増悪させ
てしまうので、その点、注意が必要だ
ということになると思います。
　池脇　βブロッカーやカルシウム拮
抗薬に関しては、心機能抑制作用があ
るので、それを注意深く使っていくと
いうことですが、まずはジギタリスを
使って、その次にという位置づけでし
ょうか。
　伊達　ジギタリスから始めて、次に
心不全の治療薬でもあるβブロッカー
をごく少量から慎重に使うというのが
一般的だと思います。ただ、βブロッ
カーを少量から初めに使うというのも
もちろん間違いではないと思います。
ただ、カルシウム拮抗薬に関してはか
なり注意が必要で、できれば使わない
ほうがいいというスタンスだと思いま
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の検討なので、もうちょっとエビデン
スがきちんとしてから、はっきりした

ことが言えるのではないでしょうか。
　池脇　ありがとうございました。

のですけれども、どうでしょうか。
　伊達　必ずしもそうとは限らないと
思います。適用というのも非常に難し
いと思いますけれども、症状が全くな
いのに、慢性化した心房細動に対して、
アミオダロンで無理に洞調律にすべき
かどうかというと困難なケースが多い
ですし、症状の有無と心房細動が明ら
かに心不全の増悪因子になっているか
どうか、そういったものが、リズムコ
ントロールを行うかどうかを決めるき
っかけになると思います。
　池脇　いろいろな状況を併せて考え
るということですね。そして、抗凝固
薬の投与が心不全を合併した心房細動
で必須なのかどうかについてはいかが
ですか。
　伊達　心房細動に対して抗凝固薬治
療を行うべきかということは、一般的
にはCHADS 2スコア、心不全、高血圧、
加齢、あとDM、Stroke、初めの四つが
各１点、最後が２点、合計６点満点の
スコアで、２点以上は必ず抗凝固薬治
療を行いましょう、０点であればいり
ません。１点は、ワーファリンに関し
ては考慮可となっています。最近出た
ダビガトランという薬に関しては、循
環器学会のガイドラインではCHADS 2
１点の患者さんには推奨ということに
なっています。
　この質問のお答えは非常に難しくて、
確実なことは言えないですが、必須か
といわれると、可能なかぎり投与した

ほうがいいという位置づけになると思
います。
　池脇　いわゆるCHADS 2スコアの１
点の場合には、必須かどうかというと
どちらでもということですね。
　伊達　そうですね。
　池脇　新しい抗凝固薬が出ましたけ
れども、ワーファリンが皆さん使い慣
れている薬ではないかと思うのですけ
れども。
　伊達　そういうスタンスでは、
CHADS 2１点の場合は何とも言えない。
ただ、心不全の患者さんでこのスコア
が１点という方もそんなに多くはなく、
たいてい高血圧があったり、糖尿病が
あったりとか、２点以上の方が多いで
すから、かなりの方がワーファリンと
かダビガトランをのまれているのでは
ないでしょうか。
　池脇　リズムコントロールに関して、
先生の施設で積極的にやっておられる
アブレーション治療、もちろんこれも
すべての患者さんにというわけではな
いと思うのですけれども、アブレーシ
ョン治療の適応になるのはどういう患
者さんでしょうか。
　伊達　先ほどお話ししましたような
症状が強い患者さんとか、明らかに心
不全が心房細動で悪くなる、そういう
患者さんに関しては適応があると思い
ますけれども、まだちょっとチャレン
ジングなフィールドで、合併症もどう
なのかとか、過去の報告もまだ少数例
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の検討なので、もうちょっとエビデン
スがきちんとしてから、はっきりした

ことが言えるのではないでしょうか。
　池脇　ありがとうございました。

のですけれども、どうでしょうか。
　伊達　必ずしもそうとは限らないと
思います。適用というのも非常に難し
いと思いますけれども、症状が全くな
いのに、慢性化した心房細動に対して、
アミオダロンで無理に洞調律にすべき
かどうかというと困難なケースが多い
ですし、症状の有無と心房細動が明ら
かに心不全の増悪因子になっているか
どうか、そういったものが、リズムコ
ントロールを行うかどうかを決めるき
っかけになると思います。
　池脇　いろいろな状況を併せて考え
るということですね。そして、抗凝固
薬の投与が心不全を合併した心房細動
で必須なのかどうかについてはいかが
ですか。
　伊達　心房細動に対して抗凝固薬治
療を行うべきかということは、一般的
にはCHADS 2スコア、心不全、高血圧、
加齢、あとDM、Stroke、初めの四つが
各１点、最後が２点、合計６点満点の
スコアで、２点以上は必ず抗凝固薬治
療を行いましょう、０点であればいり
ません。１点は、ワーファリンに関し
ては考慮可となっています。最近出た
ダビガトランという薬に関しては、循
環器学会のガイドラインではCHADS 2
１点の患者さんには推奨ということに
なっています。
　この質問のお答えは非常に難しくて、
確実なことは言えないですが、必須か
といわれると、可能なかぎり投与した

ほうがいいという位置づけになると思
います。
　池脇　いわゆるCHADS 2スコアの１
点の場合には、必須かどうかというと
どちらでもということですね。
　伊達　そうですね。
　池脇　新しい抗凝固薬が出ましたけ
れども、ワーファリンが皆さん使い慣
れている薬ではないかと思うのですけ
れども。
　伊達　そういうスタンスでは、
CHADS 2１点の場合は何とも言えない。
ただ、心不全の患者さんでこのスコア
が１点という方もそんなに多くはなく、
たいてい高血圧があったり、糖尿病が
あったりとか、２点以上の方が多いで
すから、かなりの方がワーファリンと
かダビガトランをのまれているのでは
ないでしょうか。
　池脇　リズムコントロールに関して、
先生の施設で積極的にやっておられる
アブレーション治療、もちろんこれも
すべての患者さんにというわけではな
いと思うのですけれども、アブレーシ
ョン治療の適応になるのはどういう患
者さんでしょうか。
　伊達　先ほどお話ししましたような
症状が強い患者さんとか、明らかに心
不全が心房細動で悪くなる、そういう
患者さんに関しては適応があると思い
ますけれども、まだちょっとチャレン
ジングなフィールドで、合併症もどう
なのかとか、過去の報告もまだ少数例
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　池脇　中尾先生は、2007年に「慢性
腎臓病に対する食事療法」というガイ
ドラインの委員長をされて、腎臓病で
の食事療法の中心的な役割を担ってお
られますが、今回の質問は腎疾患での
食事療法について新しい情報を教えて
くださいということです。
　ネフローゼ症候群では腎臓から蛋白
が漏出してしまうので、高蛋白で補充
するという考え方だったと記憶してい
ますが、最近では低蛋白という考え方
に変わってきたのでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおり、以前はネ
フローゼ症候群といいますと、尿中に
血液中の蛋白質が大量に出てしまって、
失われる状態ですので、血液では低蛋
白血症といって、血清アルブミン濃度、
蛋白濃度が下がってしまう状況が生ま

れるわけです。ですから、それを補充
するということで、蛋白質をたくさん
摂取したほうがいいとか、あるいは点
滴で蛋白製剤を補充しようという単純
な発想で進められていた経緯がありま
す。
　ところが、1990年代の初めぐらいか
ら、逆にそういう大量の蛋白質の摂取
や点滴での補充、そういうことは逆に
腎臓を傷めるということがわかってき
ました。ネフローゼ症候群などのよう
なときは、たくさん蛋白質を点滴など
で補っても、一遍にその分だけ、すっ
ぽり腎臓から尿中に失われてしまうと
いうことが起きて、結局は血清の蛋白
濃度を上げる効果に結びつかないとい
うような経緯もありました。
　池脇　そうすると、蛋白を補おうと

しても、必ずしも血中の蛋白濃度に反
映されないばかりか、むしろ腎臓への
負荷を強めてしまって、あまりよくな
いということで、これは通常の蛋白食
ではなくて、むしろ低く抑えるという
のが今の主流なのでしょうか。
　中尾　現段階ではトライアルの状況
で、低くというところまでは、まだな
かなかいっていませんけれども、正常
人、健常者よりも多く食べさせよう、
多く食べてくださいというような発想
はなくなっています。逆に多少減らし
ぎみぐらいのところがいいのではない
かといわれておりまして、そういう食
事にすると、逆に蛋白尿も軽快すると
いいますか、腎臓病、糸球体疾患の中
にはそういうものもあるということが
少しずつ証明されてきているような状
況です。
　池脇　ネフローゼといっても、いろ
いろな種類があるし、あるいは年代別
にもいろいろな状況があって、一概に
は言えないかもしれないのですけれど
も、蛋白に関しては抑えぎみというこ
とですが、摂取エネルギーはどうでし
ょうか。
　中尾　エネルギー量は、腎臓病のあ
るなしにかかわらず、普通の方と同じ
量をまずは食べていただければいいと
いう考え方です。
　池脇　慢性腎臓病（CKD）食事療法
については、1997年から10年ぶりの改
訂です。その間様々なエビデンスが出

てきたり、日本人の食事そのものも変
わってきた中で、ご苦労があったと思
いますが、2007年版では、変更点を含
めてどういったところが特徴なのでし
ょうか。
　中尾　一番大きいのは、以前の腎臓
病の食事基準は、急性腎炎に対する食
事とか、ネフローゼ症候群に対するも
のとか、慢性腎炎症候群とか、糖尿病
性腎症に対するとか、病態別に示され
ていたものです。2005年ぐらいから慢
性腎臓病という概念が提唱されまして、
それはすべての腎臓病をひとまとめに
してCKDと呼ぶという考え方になりま
した。そうすると、腎臓病がわかりや
すくなったという利点もあります。
　そして、ひとまとめにした腎臓病を、
腎臓機能、つまり糸球体ろ過量別にス
テージ分類する。第１～５期までステ
ージ分類して考えていこう。そういう
考えに基づいて、食事療法もステージ
別に分類して考えてみようというふう
にしたところが一番大きな変更点かと
思います。
　池脇　読者の先生方で、さすがにス
テージ５を診ておられる先生方はそう
多くないかもしれませんけれども、ス
テージ２、３、４でしたら、管理され
ている先生方が多いと思いますので、
ステージごとに詳しく解説していただ
けますでしょうか。
　中尾　食事療法は、ステージの早い
うち、１～３期ぐらいまでは、そんな

腎臓病での最新の食事療法

東京医科大学腎臓内科教授
中　尾　俊　之

（聞き手　池脇克則）

　腎臓病についての食事療法が変わってきていると聞きました。特にネフロー
ゼ症候群では高蛋白食より低蛋白食になったそうですが、急性腎炎、慢性腎炎、
腎不全時の食事療法についての最新情報をご教示ください。
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　池脇　中尾先生は、2007年に「慢性
腎臓病に対する食事療法」というガイ
ドラインの委員長をされて、腎臓病で
の食事療法の中心的な役割を担ってお
られますが、今回の質問は腎疾患での
食事療法について新しい情報を教えて
くださいということです。
　ネフローゼ症候群では腎臓から蛋白
が漏出してしまうので、高蛋白で補充
するという考え方だったと記憶してい
ますが、最近では低蛋白という考え方
に変わってきたのでしょうか。
　中尾　おっしゃるとおり、以前はネ
フローゼ症候群といいますと、尿中に
血液中の蛋白質が大量に出てしまって、
失われる状態ですので、血液では低蛋
白血症といって、血清アルブミン濃度、
蛋白濃度が下がってしまう状況が生ま

れるわけです。ですから、それを補充
するということで、蛋白質をたくさん
摂取したほうがいいとか、あるいは点
滴で蛋白製剤を補充しようという単純
な発想で進められていた経緯がありま
す。
　ところが、1990年代の初めぐらいか
ら、逆にそういう大量の蛋白質の摂取
や点滴での補充、そういうことは逆に
腎臓を傷めるということがわかってき
ました。ネフローゼ症候群などのよう
なときは、たくさん蛋白質を点滴など
で補っても、一遍にその分だけ、すっ
ぽり腎臓から尿中に失われてしまうと
いうことが起きて、結局は血清の蛋白
濃度を上げる効果に結びつかないとい
うような経緯もありました。
　池脇　そうすると、蛋白を補おうと

しても、必ずしも血中の蛋白濃度に反
映されないばかりか、むしろ腎臓への
負荷を強めてしまって、あまりよくな
いということで、これは通常の蛋白食
ではなくて、むしろ低く抑えるという
のが今の主流なのでしょうか。
　中尾　現段階ではトライアルの状況
で、低くというところまでは、まだな
かなかいっていませんけれども、正常
人、健常者よりも多く食べさせよう、
多く食べてくださいというような発想
はなくなっています。逆に多少減らし
ぎみぐらいのところがいいのではない
かといわれておりまして、そういう食
事にすると、逆に蛋白尿も軽快すると
いいますか、腎臓病、糸球体疾患の中
にはそういうものもあるということが
少しずつ証明されてきているような状
況です。
　池脇　ネフローゼといっても、いろ
いろな種類があるし、あるいは年代別
にもいろいろな状況があって、一概に
は言えないかもしれないのですけれど
も、蛋白に関しては抑えぎみというこ
とですが、摂取エネルギーはどうでし
ょうか。
　中尾　エネルギー量は、腎臓病のあ
るなしにかかわらず、普通の方と同じ
量をまずは食べていただければいいと
いう考え方です。
　池脇　慢性腎臓病（CKD）食事療法
については、1997年から10年ぶりの改
訂です。その間様々なエビデンスが出

てきたり、日本人の食事そのものも変
わってきた中で、ご苦労があったと思
いますが、2007年版では、変更点を含
めてどういったところが特徴なのでし
ょうか。
　中尾　一番大きいのは、以前の腎臓
病の食事基準は、急性腎炎に対する食
事とか、ネフローゼ症候群に対するも
のとか、慢性腎炎症候群とか、糖尿病
性腎症に対するとか、病態別に示され
ていたものです。2005年ぐらいから慢
性腎臓病という概念が提唱されまして、
それはすべての腎臓病をひとまとめに
してCKDと呼ぶという考え方になりま
した。そうすると、腎臓病がわかりや
すくなったという利点もあります。
　そして、ひとまとめにした腎臓病を、
腎臓機能、つまり糸球体ろ過量別にス
テージ分類する。第１～５期までステ
ージ分類して考えていこう。そういう
考えに基づいて、食事療法もステージ
別に分類して考えてみようというふう
にしたところが一番大きな変更点かと
思います。
　池脇　読者の先生方で、さすがにス
テージ５を診ておられる先生方はそう
多くないかもしれませんけれども、ス
テージ２、３、４でしたら、管理され
ている先生方が多いと思いますので、
ステージごとに詳しく解説していただ
けますでしょうか。
　中尾　食事療法は、ステージの早い
うち、１～３期ぐらいまでは、そんな

腎臓病での最新の食事療法

東京医科大学腎臓内科教授
中　尾　俊　之

（聞き手　池脇克則）

　腎臓病についての食事療法が変わってきていると聞きました。特にネフロー
ゼ症候群では高蛋白食より低蛋白食になったそうですが、急性腎炎、慢性腎炎、
腎不全時の食事療法についての最新情報をご教示ください。

＜岡山県開業医＞
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に目に見えた効果を表すという手ごた
えはありませんで、むしろほかの薬物
療法、原疾患、腎臓病のもとになる病
気ですね。例えば、糸球体腎炎なら免
疫の機序で起きてきますから免疫抑制
薬、糖尿病性腎症でしたら、高血糖が
もとになりますから、血糖値をコント
ロールする薬物とか、高血糖を抑える
ということで効果が出てくるわけです。
ですから、１期、２期、３期ぐらいま
では、高血圧のコントロールとか、そ
ういう薬物療法がわりあい主体になっ
て、食事療法はそれを支援するといい
ますか、副次的な立場に回るという面
が多いかと思います。
　それがステージが進んで、４期、５
期、つまり糸球体ろ過量が30㎖/分以
下ぐらいになりますと、今度は食事療
法、つまり食塩制限とか、蛋白質のコ
ントロールという食事療法の効果が目
に見えて出てきて、いわゆる透析導入
をうんと延期させるという力が出てく
るというふうに感じます。
　池脇　ステージの進まない時期より
も、保存期といったらいいでしょうか、
透析あるいは、その前段階でこそ食事
療法が重要だということですね。
　中尾　透析をなさっている患者さん
の場合は、食事療法が守られないと、
それこそすぐにでも命にかかわる状況
になります。例えば水分、塩分が多す
ぎたりとか、カリウムの摂取が多すぎ
たりとか、蛋白質もそうですけれども。

ですから、腎臓の機能が低い患者さん
ほど、食事療法の効果は目に見えて、
すぐ命にかかわるような状況になって
くるという場合もあるわけですし、ス
テージ４とか５の場合は、透析を始め
るのをうんと先に延ばすという効果も、
手ごたえが目に見えて出てくる時期に
なります。
　池脇　CKDの患者さんは、早期から
こうした食事に慣れていくというのも
重要だと思うのです。実際に診る立場
として、薬に関しては処方というかた
ちで患者さんに出せるのですけれども、
食事というと、なかなか言葉だけで患
者さんに伝わるかどうか。どう伝えた
らいいか、いつも疑問に思うのですけ
れども、どのようにして指導している
のでしょう。
　中尾　薬物療法は、薬を患者さんに
のんでいただければ、それでひとりで
に体の中で効果が出てきます。ただ、
食事療法は、患者さんがそれに取り組
む気持ちをまずもって、医療者側が食
事療法の技術を患者さんに伝えて、患
者さんがそれをマスターして、日々実
行して、そういうプロセスを経て初め
て効果が出るということになるので、
薬物療法と同じように簡単には考えら
れないところがあります。
　そこで、患者さんのコンプライアン
スということがよく問題にされますけ
れども、コンプライアンスを支えると
いいましょうか、そういうことがうま

くできる医療者ということが大切にな
ってきます。コンプライアンスの良し
悪しといっても、患者さんのせいばか
りではなくて、むしろ医療者側に患者
さんへの指導、教育、管理のうまい下
手ということが大いに出てきて、同じ
病院の中でも、医師個人個人でそうい
う技量に差が出たりとか、あるいは医
療チーム、管理栄養士あるいは看護師
と一緒になったチーム医療の中で、チ
ームごとに差が出てきてしまう、そう
いう医療です。
　薬物ですと、ひとりでに薬が勝手に
効果を表してくれますので、研修医が
処方しても、ベテランが処方しても、
同じような結果になりますけれども、
食事療法はそういうわけにいきません。
ですから、食事療法は、逆にいうと、
外科の手術に似ているようなところが
あって、腕の良し悪しというものが出
る治療だと感じています。
　池脇　大きな病院でしたら、医師が
いて、管理栄養士がいて、チームでと

いうことになるのでしょうけれども、
臨床実地の先生はすべて一人でという
ときに、簡単に済むかどうかわかりま
せんけれども、そのあたりをどういう
ふうに指導していくか。これはなかな
か難しい問題でしょうか。
　中尾　食事の指導というのは意外と
手間がかかるのです。実際に効果を上
げようとした実効性のある指導という
ことになりますと、かなり熱を入れて
綿密にやらないといけません。それに
比べて診療報酬は低いという点があり
ますので、割に合わないと感じられる
医療になっています。また、医師一人
ではなかなか難しい面もありますし、
簡単な食塩制限ぐらいだったら、いろ
いろ工夫して簡単に患者さんに伝える
ようなやり方もあります。しかし蛋白
質の制限などになりますと、管理栄養
士とチームになるということができな
いと、なかなか難しいかなと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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に目に見えた効果を表すという手ごた
えはありませんで、むしろほかの薬物
療法、原疾患、腎臓病のもとになる病
気ですね。例えば、糸球体腎炎なら免
疫の機序で起きてきますから免疫抑制
薬、糖尿病性腎症でしたら、高血糖が
もとになりますから、血糖値をコント
ロールする薬物とか、高血糖を抑える
ということで効果が出てくるわけです。
ですから、１期、２期、３期ぐらいま
では、高血圧のコントロールとか、そ
ういう薬物療法がわりあい主体になっ
て、食事療法はそれを支援するといい
ますか、副次的な立場に回るという面
が多いかと思います。
　それがステージが進んで、４期、５
期、つまり糸球体ろ過量が30㎖/分以
下ぐらいになりますと、今度は食事療
法、つまり食塩制限とか、蛋白質のコ
ントロールという食事療法の効果が目
に見えて出てきて、いわゆる透析導入
をうんと延期させるという力が出てく
るというふうに感じます。
　池脇　ステージの進まない時期より
も、保存期といったらいいでしょうか、
透析あるいは、その前段階でこそ食事
療法が重要だということですね。
　中尾　透析をなさっている患者さん
の場合は、食事療法が守られないと、
それこそすぐにでも命にかかわる状況
になります。例えば水分、塩分が多す
ぎたりとか、カリウムの摂取が多すぎ
たりとか、蛋白質もそうですけれども。

ですから、腎臓の機能が低い患者さん
ほど、食事療法の効果は目に見えて、
すぐ命にかかわるような状況になって
くるという場合もあるわけですし、ス
テージ４とか５の場合は、透析を始め
るのをうんと先に延ばすという効果も、
手ごたえが目に見えて出てくる時期に
なります。
　池脇　CKDの患者さんは、早期から
こうした食事に慣れていくというのも
重要だと思うのです。実際に診る立場
として、薬に関しては処方というかた
ちで患者さんに出せるのですけれども、
食事というと、なかなか言葉だけで患
者さんに伝わるかどうか。どう伝えた
らいいか、いつも疑問に思うのですけ
れども、どのようにして指導している
のでしょう。
　中尾　薬物療法は、薬を患者さんに
のんでいただければ、それでひとりで
に体の中で効果が出てきます。ただ、
食事療法は、患者さんがそれに取り組
む気持ちをまずもって、医療者側が食
事療法の技術を患者さんに伝えて、患
者さんがそれをマスターして、日々実
行して、そういうプロセスを経て初め
て効果が出るということになるので、
薬物療法と同じように簡単には考えら
れないところがあります。
　そこで、患者さんのコンプライアン
スということがよく問題にされますけ
れども、コンプライアンスを支えると
いいましょうか、そういうことがうま

くできる医療者ということが大切にな
ってきます。コンプライアンスの良し
悪しといっても、患者さんのせいばか
りではなくて、むしろ医療者側に患者
さんへの指導、教育、管理のうまい下
手ということが大いに出てきて、同じ
病院の中でも、医師個人個人でそうい
う技量に差が出たりとか、あるいは医
療チーム、管理栄養士あるいは看護師
と一緒になったチーム医療の中で、チ
ームごとに差が出てきてしまう、そう
いう医療です。
　薬物ですと、ひとりでに薬が勝手に
効果を表してくれますので、研修医が
処方しても、ベテランが処方しても、
同じような結果になりますけれども、
食事療法はそういうわけにいきません。
ですから、食事療法は、逆にいうと、
外科の手術に似ているようなところが
あって、腕の良し悪しというものが出
る治療だと感じています。
　池脇　大きな病院でしたら、医師が
いて、管理栄養士がいて、チームでと

いうことになるのでしょうけれども、
臨床実地の先生はすべて一人でという
ときに、簡単に済むかどうかわかりま
せんけれども、そのあたりをどういう
ふうに指導していくか。これはなかな
か難しい問題でしょうか。
　中尾　食事の指導というのは意外と
手間がかかるのです。実際に効果を上
げようとした実効性のある指導という
ことになりますと、かなり熱を入れて
綿密にやらないといけません。それに
比べて診療報酬は低いという点があり
ますので、割に合わないと感じられる
医療になっています。また、医師一人
ではなかなか難しい面もありますし、
簡単な食塩制限ぐらいだったら、いろ
いろ工夫して簡単に患者さんに伝える
ようなやり方もあります。しかし蛋白
質の制限などになりますと、管理栄養
士とチームになるということができな
いと、なかなか難しいかなと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013） （169）  98 （168） ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013）

1303本文.indd   8-9 13/02/13   17:45



　山内　跡見先生、膵頭部のう胞性腫
瘤（IPMN分枝型疑い）に関して、ま
ず基本的なところですが、のう胞とい
うのは超音波や画像が発達してから随
分性状がわかるようになったと思われ
るのですが、やはり膵臓の領域でも同
じことが言えるのでしょうか。
　跡見　そうですね。のう胞というの
は、水を入れた袋というくらいの意味
で、膵臓の中にはいろいろなのう胞が
あるのです。その中で、今多く見つか
っているのが膵管内乳頭粘液性腫瘍で
す。膵管のどこかに、粘液をつくるよ
うな乳頭状の腫瘍や、腫瘍性の病変が
できて、それが粘液を出したりして、

だんだんと分枝膵管や何かに拡張して
くるのです。そうすると、超音波での
う胞状に見えるということで、非常に
たくさん見つかってきています。
　山内　頻度ですが、普通に超音波を
やりますと、10％程度なのでしょうか。
　跡見　いろいろなのう胞を合わせる
と、成人といいますか、高齢者の10％
ぐらいに見つかってしまう。その中で
おそらく、この方のように主膵管が少
し拡張していて、膵頭部にのう胞性の
病変が見えるというと、鑑別する他の
疾病はあまりないのです。こういう
IPMN、膵管内乳頭粘液性腫瘍か、あ
とは慢性膵炎のようなものかというこ

とになるのです。
　山内　腫瘤となりますと、すぐに良
性か悪性かといったあたりが気になる
わけですが、このあたりはいかがなの
でしょうか。
　跡見　外来に実はこういう患者さん
はいっぱいいらっしゃいます。先生が
今おっしゃったように、いろいろなと
ころで超音波やCTでのう胞が膵頭部
に見つかった、どうしたらいいかとい
うことで紹介されてきます。こういう
方のように、おそらくこの病態は昔か
らあったのだろうと思いますけれども、
画像診断が発達して、どんどん見つか
るようになってきました。一時、膵臓
ののう胞性病変というのは前癌病変の
ようなとらえ方をしていましたので、
けっこう外科で切除したのです。切除
してもそれほど癌の方がいない。むし
ろ良性や非腫瘍が少なくありませんで
した。
　これはおかしい、こういう場合は癌
を疑おうということで、いろいろな分
類や、いろいろな提言が今されている
のです。分類の中で一番わかりやすい
のは、こういう膵管内乳頭粘液性腫瘍
というのは、主膵管だけが拡張してく
るタイプ、主膵管型といいます。それ
と分枝膵管、枝分かれした膵管が拡張
してくる分枝膵管型。さらにそれが合
わさっている、複合型とか混合型とか
いいますけれども、主膵管も分枝膵管
も少し拡張している、そういうタイプ

に分けられているのです。大まかにい
うと、その三つに分類することが多く
行われています。
　その中で、主膵管型、主膵管だけが
１㎝とか1.5㎝拡張してくるようなもの
と、分枝膵管も拡張しているし、主膵
管も拡張しているという複合型、その
二つは比較的癌が多いのですが、質問
のような分枝膵管、この人は主膵管も
ちょっと拡大しているようですが、主
に分枝膵管の拡張のような方だろうと
思います。そういう人は分枝膵管型。
これは手術しても手術しても、なかな
か癌が出てこない。つまりこちらは癌
が少ないタイプなのです。
　山内　そういう病理学的な分類で、
良性、悪性の差があるわけですね。サ
イズの面ではいかがなのでしょう。
　跡見　今お話ししたように、たぶん
主膵管だとだいたい６㎜とか７㎜から
１㎝で分けますね。１㎝以上あると悪
性が多い。分枝膵管型だと、分枝膵管
が拡張しているのをのう胞というかた
ちで正確に計測するのはなかなか難し
いのですが、だいたい３㎝とか５㎝、
そのくらいが良悪を考える目安となっ
ています。
　山内　やはり大きいと要注意でしょ
うか。
　跡見　そうですね。大きいことや、
それからだんだん大きくなってくると
いうのは、増殖能力などと関連してい
ると考えられるので、小さいものより

膵頭部のう胞性腫瘤

杏林大学学長
跡　見　　裕

（聞き手　山内俊一）

　膵頭部のう胞性腫瘤（IPMN分枝型疑い）についてご教示ください。
　患者：70歳女性、６〜７年前人間ドックの際、腹部エコーにて膵管拡大との
ことで精査。IPMN分枝型疑いにてフォローしている。無症状で経過していたが、
2011年５月、急性膵炎を合併し数日の入院で軽快した。のう胞は徐々にサイズ
増大傾向にあり、今後いかに対処すべきか。食事は十分注意しており、アルコ
ール飲酒歴はありません。

＜岡山県開業医＞
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　山内　跡見先生、膵頭部のう胞性腫
瘤（IPMN分枝型疑い）に関して、ま
ず基本的なところですが、のう胞とい
うのは超音波や画像が発達してから随
分性状がわかるようになったと思われ
るのですが、やはり膵臓の領域でも同
じことが言えるのでしょうか。
　跡見　そうですね。のう胞というの
は、水を入れた袋というくらいの意味
で、膵臓の中にはいろいろなのう胞が
あるのです。その中で、今多く見つか
っているのが膵管内乳頭粘液性腫瘍で
す。膵管のどこかに、粘液をつくるよ
うな乳頭状の腫瘍や、腫瘍性の病変が
できて、それが粘液を出したりして、

だんだんと分枝膵管や何かに拡張して
くるのです。そうすると、超音波での
う胞状に見えるということで、非常に
たくさん見つかってきています。
　山内　頻度ですが、普通に超音波を
やりますと、10％程度なのでしょうか。
　跡見　いろいろなのう胞を合わせる
と、成人といいますか、高齢者の10％
ぐらいに見つかってしまう。その中で
おそらく、この方のように主膵管が少
し拡張していて、膵頭部にのう胞性の
病変が見えるというと、鑑別する他の
疾病はあまりないのです。こういう
IPMN、膵管内乳頭粘液性腫瘍か、あ
とは慢性膵炎のようなものかというこ

とになるのです。
　山内　腫瘤となりますと、すぐに良
性か悪性かといったあたりが気になる
わけですが、このあたりはいかがなの
でしょうか。
　跡見　外来に実はこういう患者さん
はいっぱいいらっしゃいます。先生が
今おっしゃったように、いろいろなと
ころで超音波やCTでのう胞が膵頭部
に見つかった、どうしたらいいかとい
うことで紹介されてきます。こういう
方のように、おそらくこの病態は昔か
らあったのだろうと思いますけれども、
画像診断が発達して、どんどん見つか
るようになってきました。一時、膵臓
ののう胞性病変というのは前癌病変の
ようなとらえ方をしていましたので、
けっこう外科で切除したのです。切除
してもそれほど癌の方がいない。むし
ろ良性や非腫瘍が少なくありませんで
した。
　これはおかしい、こういう場合は癌
を疑おうということで、いろいろな分
類や、いろいろな提言が今されている
のです。分類の中で一番わかりやすい
のは、こういう膵管内乳頭粘液性腫瘍
というのは、主膵管だけが拡張してく
るタイプ、主膵管型といいます。それ
と分枝膵管、枝分かれした膵管が拡張
してくる分枝膵管型。さらにそれが合
わさっている、複合型とか混合型とか
いいますけれども、主膵管も分枝膵管
も少し拡張している、そういうタイプ

に分けられているのです。大まかにい
うと、その三つに分類することが多く
行われています。
　その中で、主膵管型、主膵管だけが
１㎝とか1.5㎝拡張してくるようなもの
と、分枝膵管も拡張しているし、主膵
管も拡張しているという複合型、その
二つは比較的癌が多いのですが、質問
のような分枝膵管、この人は主膵管も
ちょっと拡大しているようですが、主
に分枝膵管の拡張のような方だろうと
思います。そういう人は分枝膵管型。
これは手術しても手術しても、なかな
か癌が出てこない。つまりこちらは癌
が少ないタイプなのです。
　山内　そういう病理学的な分類で、
良性、悪性の差があるわけですね。サ
イズの面ではいかがなのでしょう。
　跡見　今お話ししたように、たぶん
主膵管だとだいたい６㎜とか７㎜から
１㎝で分けますね。１㎝以上あると悪
性が多い。分枝膵管型だと、分枝膵管
が拡張しているのをのう胞というかた
ちで正確に計測するのはなかなか難し
いのですが、だいたい３㎝とか５㎝、
そのくらいが良悪を考える目安となっ
ています。
　山内　やはり大きいと要注意でしょ
うか。
　跡見　そうですね。大きいことや、
それからだんだん大きくなってくると
いうのは、増殖能力などと関連してい
ると考えられるので、小さいものより

膵頭部のう胞性腫瘤

杏林大学学長
跡　見　　裕

（聞き手　山内俊一）

　膵頭部のう胞性腫瘤（IPMN分枝型疑い）についてご教示ください。
　患者：70歳女性、６〜７年前人間ドックの際、腹部エコーにて膵管拡大との
ことで精査。IPMN分枝型疑いにてフォローしている。無症状で経過していたが、
2011年５月、急性膵炎を合併し数日の入院で軽快した。のう胞は徐々にサイズ
増大傾向にあり、今後いかに対処すべきか。食事は十分注意しており、アルコ
ール飲酒歴はありません。
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は要注意だとはいえますね。
　山内　のう胞で、サイズがだんだん
大きくなる割合といいますと。
　跡見　こういう方をフォローアップ、
ずっと10年とか20年して、長期的に全
国集計で集めても、サイズが大きくな
ってこない方が多いですね。７～８割
の方は不変です。残り20％ぐらいは大
きくなってくるのですが、大きくなっ
てくる中で癌を疑って手術しても、す
べてが癌ではありません。最初の時点
が大きいからまずいのかというと、小
さいのう胞も大きいのう胞も、サイズ
はあまり変わってこないということで
す。
　サイズや主膵管の太さや、そういう
ものだけでは癌を疑えないので、今、
一番癌を疑うポイントとなるのは、壁
在結節といって、のう胞様に見えると
ころの中に、盛り上がった、隆起した
ものがあるかどうかですね。もしそれ
が見つかれば、かなり癌を積極的に疑
ったほうがいいだろうと思います。
　山内　特に、先ほどのお話ですと、
少し大きめで、中に結節があるタイプ
ですね。
　跡見　そうですね。小さくても結節
があるタイプは要注意です。結節が一
番問題だろうと思います。
　山内　こういう病気は日本人に多い
ものなのですか。
　跡見　1982年ごろですか、がん研の
大橋先生がこういう病態を見つけて、

世界で最初に報告したのがきっかけな
んです。我々も興味をもって調べて、
各国で講演をしました。そのときに、
日本の風土病ではないかという言い方
をされたこともありますけれども、そ
んなことはありません。今は、アメリ
カや中国、いろいろなところでかなり
多数の症例が出ています。ただ、日本
はご存じのように、これだけ画像診断
が普及しています。全国、どのレベル
でも普及しているので、たくさん見つ
かってきているということだと思いま
す。
　山内　そういう意味では、全部良性
だといってほうっておくわけにもいか
ないし、ということで少し厄介ですね。
　跡見　厄介なところですね。ぜひお
話ししておきたいのは、こういう病変、
もともとの、のう胞を伴った病変はず
っと悪性化しなくても、すぐそばや、
ちょっと離れたところに、たちの悪い
浸潤性膵管癌が出てくる頻度が、従来
考えられていたよりも少し高いような
のです。高いものでは10％ぐらいとい
う報告がありますので、元が大丈夫で
も、たちの悪い膵癌が出てくる可能性
があるということは、患者さんにはよ
く説明をしておいていただく必要があ
ります。突然癌が出てきたとすると、
今まで何を検査していたのだといわれ
ることになりかねませんので。
　山内　もう一つ、質問の中に急性膵
炎を合併したという記載がありますが、

これも合併しやすいものなのでしょう
か。
　跡見　そうなのです。粘液が詰まっ
て、膵液のうっ滞が起こるのでしょう。
膵炎の定義の仕方にもよりますけれど
も、少なからずあります。膵炎を起こ
して、調べてみたらこういう病気だっ
たということもあります。
　山内　確かに定義は少しあいまいな
ところがありますが。
　跡見　膵炎の患者さんをみたら、こ
ういう画像検査をやっておいたほうが
いいということですね。
　山内　質問の最後のほうのところに、
「食事は十分注意しており、アルコー
ル飲酒歴はありません」とあります。
こういう食習慣は関係するのでしょう
か。
　跡見　慢性膵炎と違って、アルコー
ルはあまり関係ないだろうと思います。
ただ、こういう方の４分の１ぐらいが
糖尿病があるのです。そういうものを
ベースに持っている方がけっこう多い。
それは原因か結果かわかりませんけれ
ども、多いので、そういう意味では食
事には注意をなさったほうがいいかも
しれないですね。

　山内　かなり高い率ですね。
　跡見　そうですね。
　山内　そうしますと、食事療法はも
ちろん糖尿病を念頭に置いていただく
ことで、当然時々糖尿病関連も調べな
ければだめだということですね。
　跡見　そうですね。
　山内　少し怪しいという場合に手術
になるかと思いますが、手術は限局的
なものでしょうか。
　跡見　手術では、大きくごっそり取
ったりということはないです。リンパ
節の郭清も、そんなに一生懸命しなく
ていい。わりあい縮小手術ということ
で手術はできます。手術成績も、昔に
比べるとはるかにいいです。
　山内　高齢者に好発するようですと、
将来だんだん増えてくる疾患かなとい
う気もいたしますが。
　跡見　高齢者に増えています。80歳
ぐらいだと、結節があっても経過を見
ているだけの人というのはけっこう多
いですね。そういう意味では非常に
slow grow ingなものであるということ
は確かだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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は要注意だとはいえますね。
　山内　のう胞で、サイズがだんだん
大きくなる割合といいますと。
　跡見　こういう方をフォローアップ、
ずっと10年とか20年して、長期的に全
国集計で集めても、サイズが大きくな
ってこない方が多いですね。７～８割
の方は不変です。残り20％ぐらいは大
きくなってくるのですが、大きくなっ
てくる中で癌を疑って手術しても、す
べてが癌ではありません。最初の時点
が大きいからまずいのかというと、小
さいのう胞も大きいのう胞も、サイズ
はあまり変わってこないということで
す。
　サイズや主膵管の太さや、そういう
ものだけでは癌を疑えないので、今、
一番癌を疑うポイントとなるのは、壁
在結節といって、のう胞様に見えると
ころの中に、盛り上がった、隆起した
ものがあるかどうかですね。もしそれ
が見つかれば、かなり癌を積極的に疑
ったほうがいいだろうと思います。
　山内　特に、先ほどのお話ですと、
少し大きめで、中に結節があるタイプ
ですね。
　跡見　そうですね。小さくても結節
があるタイプは要注意です。結節が一
番問題だろうと思います。
　山内　こういう病気は日本人に多い
ものなのですか。
　跡見　1982年ごろですか、がん研の
大橋先生がこういう病態を見つけて、

世界で最初に報告したのがきっかけな
んです。我々も興味をもって調べて、
各国で講演をしました。そのときに、
日本の風土病ではないかという言い方
をされたこともありますけれども、そ
んなことはありません。今は、アメリ
カや中国、いろいろなところでかなり
多数の症例が出ています。ただ、日本
はご存じのように、これだけ画像診断
が普及しています。全国、どのレベル
でも普及しているので、たくさん見つ
かってきているということだと思いま
す。
　山内　そういう意味では、全部良性
だといってほうっておくわけにもいか
ないし、ということで少し厄介ですね。
　跡見　厄介なところですね。ぜひお
話ししておきたいのは、こういう病変、
もともとの、のう胞を伴った病変はず
っと悪性化しなくても、すぐそばや、
ちょっと離れたところに、たちの悪い
浸潤性膵管癌が出てくる頻度が、従来
考えられていたよりも少し高いような
のです。高いものでは10％ぐらいとい
う報告がありますので、元が大丈夫で
も、たちの悪い膵癌が出てくる可能性
があるということは、患者さんにはよ
く説明をしておいていただく必要があ
ります。突然癌が出てきたとすると、
今まで何を検査していたのだといわれ
ることになりかねませんので。
　山内　もう一つ、質問の中に急性膵
炎を合併したという記載がありますが、

これも合併しやすいものなのでしょう
か。
　跡見　そうなのです。粘液が詰まっ
て、膵液のうっ滞が起こるのでしょう。
膵炎の定義の仕方にもよりますけれど
も、少なからずあります。膵炎を起こ
して、調べてみたらこういう病気だっ
たということもあります。
　山内　確かに定義は少しあいまいな
ところがありますが。
　跡見　膵炎の患者さんをみたら、こ
ういう画像検査をやっておいたほうが
いいということですね。
　山内　質問の最後のほうのところに、
「食事は十分注意しており、アルコー
ル飲酒歴はありません」とあります。
こういう食習慣は関係するのでしょう
か。
　跡見　慢性膵炎と違って、アルコー
ルはあまり関係ないだろうと思います。
ただ、こういう方の４分の１ぐらいが
糖尿病があるのです。そういうものを
ベースに持っている方がけっこう多い。
それは原因か結果かわかりませんけれ
ども、多いので、そういう意味では食
事には注意をなさったほうがいいかも
しれないですね。

　山内　かなり高い率ですね。
　跡見　そうですね。
　山内　そうしますと、食事療法はも
ちろん糖尿病を念頭に置いていただく
ことで、当然時々糖尿病関連も調べな
ければだめだということですね。
　跡見　そうですね。
　山内　少し怪しいという場合に手術
になるかと思いますが、手術は限局的
なものでしょうか。
　跡見　手術では、大きくごっそり取
ったりということはないです。リンパ
節の郭清も、そんなに一生懸命しなく
ていい。わりあい縮小手術ということ
で手術はできます。手術成績も、昔に
比べるとはるかにいいです。
　山内　高齢者に好発するようですと、
将来だんだん増えてくる疾患かなとい
う気もいたしますが。
　跡見　高齢者に増えています。80歳
ぐらいだと、結節があっても経過を見
ているだけの人というのはけっこう多
いですね。そういう意味では非常に
slow grow ingなものであるということ
は確かだと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　河野先生、まずバレット食道
というのは、名前としては時々耳にし
ますが、具体的にはどういった病態と
考えてよろしいでしょうか。
　河野　バレットというのは、Norman 
Barrettという医師の名前に由来します。
これが逆流性食道炎と深いかかわりが
あるということと、このバレット食道
に引き続いて起きるバレット食道癌と
いわれるものが欧米の白人の間で非常
に増加していて、しかも食道癌の中で
割合が高い。こういったことで最近話

題になっていると思われます。
　山内　そうしますと、これ自体が出
てくる発生母地に関しても少しわかっ
ているのでしょうか。
　河野　バレット食道というのは、本
来、扁平上皮で覆われた食道の粘膜が、
胃と同じ円柱上皮に置き換わった状態
を呼んでいます。その原因については、
ほとんどが逆流性食道炎に基づくとい
うことになっていまして、この円柱上
皮化した食道の部分が、遺伝子の変化
などにより、だんだんと異形成といっ

たことが起きて、最終的に一部の方で
癌化するということです。
　山内　逆流性食道炎と非常に縁の深
い病気と見てよろしいわけですね。
　河野　そうですね。ただ、時に誤解
されますが、逆流性食道炎の方は最近
かなり多いのですけれども、ごく一部
の方で癌の不安があるような円柱上皮
化食道、あるいはバレット食道と呼ば
れるものに変わっていくわけで、イコ
ールでは決してないわけです。
　山内　日本人に関しては、癌の心配
はそれほど多くないと見てよろしいわ
けですか。
　河野　そうですね。欧米ではバレッ
ト食道から発生した癌というのが、食
道癌の半数以上、多いところでは７割
ぐらいを占めています。一方、幸い日
本ではまだ５％にも満たない、おそら
く２～３％にいくかどうかというとこ
ろです。癌化までする方はまだまだ少
ない、まれなものです。
　山内　その差は何か遺伝子が違うか
らでしょうか。
　河野　遺伝子ということもあります
し、また疾病の構造が、欧米から日本
へ、20年、30年のタイムラグをもって
構造が変わってくるということが、こ
の領域でもあると思うのです。基本的
には逆流性食道炎というものが非常に
欧米で多くなって、それに引き続いて
バレット食道も多くなった。日本でも
最近、バレット食道というよりも、逆

流性食道炎が多いといわれていまして、
それで関心が持たれているということ
です。
　山内　質問にあるのですが、胃体部
萎縮との関連、あるいは食道裂孔ヘル
ニアとの関連、これは逆流性食道炎が
らみでもよく聞きますし、それ以外に
も胃炎でも聞きますが、これとの関連
はいかがなのでしょうか。
　河野　基本的な発生の原因が逆流症
ですので、胃酸の分泌が非常に大きな
要素になります。そうしますと、ヘリ
コバクターピロリの感染や胃粘膜の萎
縮がそれに大きくかかわります。そう
いうことを考えますと、欧米のピロリ
感染や粘膜萎縮というのが日本よりも
だいぶ前に解決して、粘膜萎縮は欧米
の方は少ないわけです。日本も最近は
そういったピロリ感染の率がだんだん
減ってきていますので、そういうこと
もかかわって逆流性食道炎が増えてい
るというふうに考えられているのです。
　山内　バレット食道と逆流性食道炎
の鑑別ですが、これは臨床的には簡単
なのでしょうか。
　河野　臨床的にというと、少なくと
も症候といいますか、自覚症状からは
これは現実には不可能だと思われます。
一番診断が確実なのはやはり内視鏡で
す。逆流性食道炎の場合は、症状から
でもある程度診断はつきますけれども、
バレット食道が発生しているのかどう
かについては、やはり内視鏡検査が必

バレット食道

東京医科歯科大学食道・胃外科教授
河　野　辰　幸

（聞き手　山内俊一）

　バレット食道について、以下の点をご教示ください。
　・発生母地としてのSCE（specialized columnar epithelium）の意義
　・肥満、ヘリコバクターピロリ感染、p53発現、血圧との関連
　・LSBE（long segment Barrett esophagus）の臨床的意義
　・食道胃接合部癌とバレット食道の差異
　・性別による差異の有無
　・胃体部萎縮との関連
　・食道裂孔ヘルニアとの関連
　・年齢、喫煙歴、飲酒歴、PPI服用歴との関連
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　山内　河野先生、まずバレット食道
というのは、名前としては時々耳にし
ますが、具体的にはどういった病態と
考えてよろしいでしょうか。
　河野　バレットというのは、Norman 
Barrettという医師の名前に由来します。
これが逆流性食道炎と深いかかわりが
あるということと、このバレット食道
に引き続いて起きるバレット食道癌と
いわれるものが欧米の白人の間で非常
に増加していて、しかも食道癌の中で
割合が高い。こういったことで最近話

題になっていると思われます。
　山内　そうしますと、これ自体が出
てくる発生母地に関しても少しわかっ
ているのでしょうか。
　河野　バレット食道というのは、本
来、扁平上皮で覆われた食道の粘膜が、
胃と同じ円柱上皮に置き換わった状態
を呼んでいます。その原因については、
ほとんどが逆流性食道炎に基づくとい
うことになっていまして、この円柱上
皮化した食道の部分が、遺伝子の変化
などにより、だんだんと異形成といっ

たことが起きて、最終的に一部の方で
癌化するということです。
　山内　逆流性食道炎と非常に縁の深
い病気と見てよろしいわけですね。
　河野　そうですね。ただ、時に誤解
されますが、逆流性食道炎の方は最近
かなり多いのですけれども、ごく一部
の方で癌の不安があるような円柱上皮
化食道、あるいはバレット食道と呼ば
れるものに変わっていくわけで、イコ
ールでは決してないわけです。
　山内　日本人に関しては、癌の心配
はそれほど多くないと見てよろしいわ
けですか。
　河野　そうですね。欧米ではバレッ
ト食道から発生した癌というのが、食
道癌の半数以上、多いところでは７割
ぐらいを占めています。一方、幸い日
本ではまだ５％にも満たない、おそら
く２～３％にいくかどうかというとこ
ろです。癌化までする方はまだまだ少
ない、まれなものです。
　山内　その差は何か遺伝子が違うか
らでしょうか。
　河野　遺伝子ということもあります
し、また疾病の構造が、欧米から日本
へ、20年、30年のタイムラグをもって
構造が変わってくるということが、こ
の領域でもあると思うのです。基本的
には逆流性食道炎というものが非常に
欧米で多くなって、それに引き続いて
バレット食道も多くなった。日本でも
最近、バレット食道というよりも、逆

流性食道炎が多いといわれていまして、
それで関心が持たれているということ
です。
　山内　質問にあるのですが、胃体部
萎縮との関連、あるいは食道裂孔ヘル
ニアとの関連、これは逆流性食道炎が
らみでもよく聞きますし、それ以外に
も胃炎でも聞きますが、これとの関連
はいかがなのでしょうか。
　河野　基本的な発生の原因が逆流症
ですので、胃酸の分泌が非常に大きな
要素になります。そうしますと、ヘリ
コバクターピロリの感染や胃粘膜の萎
縮がそれに大きくかかわります。そう
いうことを考えますと、欧米のピロリ
感染や粘膜萎縮というのが日本よりも
だいぶ前に解決して、粘膜萎縮は欧米
の方は少ないわけです。日本も最近は
そういったピロリ感染の率がだんだん
減ってきていますので、そういうこと
もかかわって逆流性食道炎が増えてい
るというふうに考えられているのです。
　山内　バレット食道と逆流性食道炎
の鑑別ですが、これは臨床的には簡単
なのでしょうか。
　河野　臨床的にというと、少なくと
も症候といいますか、自覚症状からは
これは現実には不可能だと思われます。
一番診断が確実なのはやはり内視鏡で
す。逆流性食道炎の場合は、症状から
でもある程度診断はつきますけれども、
バレット食道が発生しているのかどう
かについては、やはり内視鏡検査が必

バレット食道

東京医科歯科大学食道・胃外科教授
河　野　辰　幸

（聞き手　山内俊一）

　バレット食道について、以下の点をご教示ください。
　・発生母地としてのSCE（specialized columnar epithelium）の意義
　・肥満、ヘリコバクターピロリ感染、p53発現、血圧との関連
　・LSBE（long segment Barrett esophagus）の臨床的意義
　・食道胃接合部癌とバレット食道の差異
　・性別による差異の有無
　・胃体部萎縮との関連
　・食道裂孔ヘルニアとの関連
　・年齢、喫煙歴、飲酒歴、PPI服用歴との関連
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要になるということです。
　山内　肉眼的にかなり違いがあるも
のなのでしょうか。
　河野　バレット食道というのが欧米
と日本では、少し性格が異なるという
ふうに考えられています。欧米のバレ
ット食道の方の場合は、非常に強い食
道炎と食道の円柱上皮化生が、面積的
にも広い場合がほとんどです。ですか
ら、内視鏡で見ますと、すぐにわかり
ます。
　一方、日本のバレット食道というの
は、これは定義にかかわる問題もある
んですけれども、非常に範囲が狭くて、
中には逆流性食道炎の所見がほとんど
ないという方もおられます。ですから、
今、バレット食道の研究家の間では、
欧米でいうバレット食道と日本でいう
バレット食道では、重なる部分もある
けれども、少し病態が違うものを同じ
名前で呼んでいるのではないか、そう
いった考えもあります。
　山内　ご質問の中に、LSBE、long 
segment Barrett esophagusというの
が出てきていますが、これは何なので
しょうか。
　河野　これはSkinner先生という方
が提唱されました定義に基づいている
のですが、食道の下端、食道胃接合部
から３㎝以上、全周性に円柱上皮化し
た粘膜がある場合に、long segmentバ
レット食道というふうに呼んでいます。
そうではない、それよりも範囲の狭い

バレット食道は、short segmentバレ
ット食道、つまりSSBEというふうに
呼ばれているわけです。
　山内　かなり臨床的に異なるものな
のでしょうか。
　河野　はい。LSBEというのは逆流
症との関係が非常にはっきりしていて、
強い相関があるということです。面積
の狭い、つまり日本では大半の方が面
積が非常に狭いのですが、それは必ず
しも逆流症と直接関係がないかもしれ
ないということがいわれています。そ
れが癌化との関連で問題になってきま
す。SSBEからも癌が発生するわけで
すが、日本人のSSBEからは頻度的に
少ないということです。
　山内　この病気の性差や好発年齢と
か、あるいは誘因といったあたりのと
ころもお聞きしたいのですが。
　河野　日本の内視鏡診断が欧米に比
べ非常に発達していて、精密な診断が
できるということで、狭い範囲のバレ
ット食道がたくさん診断されています。
私ども、学会、研究会などで全国調査
をしますと、short segment、狭い範囲
のバレット食道が、検査を受ける方の
約20％ぐらいと高率です。一方、LSBE
といわれる典型的なものは0.2％とか
0.4％というふうに非常に少ないのです。
　ところが、欧米ではLSBEが多いわ
けです。その辺が、要素といいますか、
性差であるとか年代であるとかいうこ
とにかかわりまして、日本ではあまり

強い性差はないのです。男性にも女性
にも、ある程度類似の頻度で出てきま
す。欧米では一般的にバレット食道と
いうのは白人の男性に多いということ
が以前からわかっています。
　山内　日本の場合には、性差はあま
りないということですね。あと、たば
ことか飲酒、あるいは肥満とか生活習
慣、こういったものはいかがですか。
　河野　バレット食道というのは、基
本的に胃食道逆流、あるいは逆流性食
道炎というものを起こす要素はすべて
関係することになります。つまり、逆
流症のもとになる肥満であるとか、あ
るいは生活習慣であるとか、あるいは
飲酒などもそういった意味では関係し
ます。
　山内　PPI服用歴、あるいはヘリコ
バクターピロリの感染、これが誘因に
なるということはあるのでしょうか。
　河野　それは重要で、日本の場合、
ヘリコバクターピロリの感染の割合が
欧米に比べると高いということがあり

ます。ピロリ感染がある場合は酸分泌
が一般的に少ないということで、ピロ
リ感染は逆流性食道炎あるいはバレッ
ト食道の、どちらかというと、いい方
向に働く因子であるということがいわ
れています。PPI服用が誘因になると
いう確かな証拠はありません。
　山内　P53発現ですが、これはある
のでしょうか。
　河野　P53発現というのは、バレッ
ト食道癌の発生に関して問題になって
くるわけですけれども、こういう遺伝
子の、癌抑制遺伝子の働きの異常が、
バレット食道が起きた段階で少し出て
きているということがわかっています。
それがさらに、いわゆるdysplasia（異
形成）といった粘膜、あるいはその程
度の高い、ハイグレードのdysplasiaが
出てくると、P53の異常は非常に高率
になってくるということで、関連性が
指摘されております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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要になるということです。
　山内　肉眼的にかなり違いがあるも
のなのでしょうか。
　河野　バレット食道というのが欧米
と日本では、少し性格が異なるという
ふうに考えられています。欧米のバレ
ット食道の方の場合は、非常に強い食
道炎と食道の円柱上皮化生が、面積的
にも広い場合がほとんどです。ですか
ら、内視鏡で見ますと、すぐにわかり
ます。
　一方、日本のバレット食道というの
は、これは定義にかかわる問題もある
んですけれども、非常に範囲が狭くて、
中には逆流性食道炎の所見がほとんど
ないという方もおられます。ですから、
今、バレット食道の研究家の間では、
欧米でいうバレット食道と日本でいう
バレット食道では、重なる部分もある
けれども、少し病態が違うものを同じ
名前で呼んでいるのではないか、そう
いった考えもあります。
　山内　ご質問の中に、LSBE、long 
segment Barrett esophagusというの
が出てきていますが、これは何なので
しょうか。
　河野　これはSkinner先生という方
が提唱されました定義に基づいている
のですが、食道の下端、食道胃接合部
から３㎝以上、全周性に円柱上皮化し
た粘膜がある場合に、long segmentバ
レット食道というふうに呼んでいます。
そうではない、それよりも範囲の狭い

バレット食道は、short segmentバレ
ット食道、つまりSSBEというふうに
呼ばれているわけです。
　山内　かなり臨床的に異なるものな
のでしょうか。
　河野　はい。LSBEというのは逆流
症との関係が非常にはっきりしていて、
強い相関があるということです。面積
の狭い、つまり日本では大半の方が面
積が非常に狭いのですが、それは必ず
しも逆流症と直接関係がないかもしれ
ないということがいわれています。そ
れが癌化との関連で問題になってきま
す。SSBEからも癌が発生するわけで
すが、日本人のSSBEからは頻度的に
少ないということです。
　山内　この病気の性差や好発年齢と
か、あるいは誘因といったあたりのと
ころもお聞きしたいのですが。
　河野　日本の内視鏡診断が欧米に比
べ非常に発達していて、精密な診断が
できるということで、狭い範囲のバレ
ット食道がたくさん診断されています。
私ども、学会、研究会などで全国調査
をしますと、short segment、狭い範囲
のバレット食道が、検査を受ける方の
約20％ぐらいと高率です。一方、LSBE
といわれる典型的なものは0.2％とか
0.4％というふうに非常に少ないのです。
　ところが、欧米ではLSBEが多いわ
けです。その辺が、要素といいますか、
性差であるとか年代であるとかいうこ
とにかかわりまして、日本ではあまり

強い性差はないのです。男性にも女性
にも、ある程度類似の頻度で出てきま
す。欧米では一般的にバレット食道と
いうのは白人の男性に多いということ
が以前からわかっています。
　山内　日本の場合には、性差はあま
りないということですね。あと、たば
ことか飲酒、あるいは肥満とか生活習
慣、こういったものはいかがですか。
　河野　バレット食道というのは、基
本的に胃食道逆流、あるいは逆流性食
道炎というものを起こす要素はすべて
関係することになります。つまり、逆
流症のもとになる肥満であるとか、あ
るいは生活習慣であるとか、あるいは
飲酒などもそういった意味では関係し
ます。
　山内　PPI服用歴、あるいはヘリコ
バクターピロリの感染、これが誘因に
なるということはあるのでしょうか。
　河野　それは重要で、日本の場合、
ヘリコバクターピロリの感染の割合が
欧米に比べると高いということがあり

ます。ピロリ感染がある場合は酸分泌
が一般的に少ないということで、ピロ
リ感染は逆流性食道炎あるいはバレッ
ト食道の、どちらかというと、いい方
向に働く因子であるということがいわ
れています。PPI服用が誘因になると
いう確かな証拠はありません。
　山内　P53発現ですが、これはある
のでしょうか。
　河野　P53発現というのは、バレッ
ト食道癌の発生に関して問題になって
くるわけですけれども、こういう遺伝
子の、癌抑制遺伝子の働きの異常が、
バレット食道が起きた段階で少し出て
きているということがわかっています。
それがさらに、いわゆるdysplasia（異
形成）といった粘膜、あるいはその程
度の高い、ハイグレードのdysplasiaが
出てくると、P53の異常は非常に高率
になってくるということで、関連性が
指摘されております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　感染症とがんといいますと、
例えば肝炎ウイルスと肝がんですとか、
ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん、
胃がんに関してはヘリコバクターピロ
リ程度しか知らなかったのですけれど
も、質問にあるEpstein-Barr Virus、
EBウイルス関連胃がんというのが、
胃がんの10％もあるというのを聞いて
びっくりしました。
　宇於崎　EBウイルス関連胃がんと
いいますのは、最近、といっても1990
年ごろから知られるようになりまして、
Epstein-Barr Virus、EBウイルスと呼
びますが、こちらが胃がんのがん細胞
に感染していることが知られるように
なったのです。それが、その後の研究
で、胃がんの10％ぐらい、報告によっ

ては５～15％ぐらいとされますが、EB
ウイルスが感染した胃がんが世界中に
分布しているようです。
　池脇　EBウイルスというと、伝染
性単核球症ですとかリンパ腫に関連し
ているという印象ですけれども、これ
が胃がんということなのですね。
　宇於崎　そうです。このEBウイル
スというのは当初、バーキットリンパ
腫の細胞株から発見されましたけれど
も、その後、リンパ腫だけではなくて、
鼻腔の上咽頭がんとか、今回取り上げ
ていただきました胃がんの一部に感染
していることが知られています。
　このEBウイルス関連胃がんでは、リ
ンパ球にはなぜかあまり感染しておら
ずに、腫瘍細胞、がん細胞のほうだけ

に感染が見られます。
　池脇　EBウイルス関連胃がんの定
義ということですけれども、いかがで
しょうか。
　宇於崎　こちらはがん細胞にEBウ
イルスが感染しているということで定
義しておりますが、最近ではin situ hy-
bridizationといいまして、通常の病理
検体から染色によってEBウイルスの
RNAを検出することができるようにな
っていまして、それで確定しています。
　池脇　内視鏡で胃がんを疑って生検
するわけですが、全部が全部、そうい
った検査をするようには思えないので
すけれども。
　宇於崎　確かに比較的コストのかか
る検査です。EBウイルス関連胃がん
では、リンパ球の浸潤がけっこう多く、
低分化の腺がんの形態をとることが多
いという特徴があります。そういった

組織像を参考にしながら、最終的にin 
situ hybridizationを含めて確定してい
るところです（図１、２）。
　ただ、低分化でなくても、中分化程
度のがんでも、一部にウイルスの感染
があることがありまして、その場合、
染色をしないと確定しえないです。
　池脇　低分化が多いということです
が、形態的にはどういうタイプが多い
のでしょうか。
　宇於崎　内視鏡的には、進行がんの
場合にはⅢ型のかたちをとることが多
くて、厚ぼったい形態をとります。早
期がんで発見される場合もあるのです
が、その場合はⅡc型の軽度陥凹した
病変を取ってきます。
　池脇　いずれにしても、EBウイル
ス関連胃がん、怪しいなということに

Epstein-Barr Virus（EBV）関連胃がん

帝京大学病理学教授
宇於崎　　宏

（聞き手　池脇克則）

　Epstein-Barr Virus（EBV）関連胃がんについて以下の点をご教示ください。
　・EBVによる胃がんの発生機序について
　・「EBV関連胃がん」の定義・診断法
　・「EBV関連胃がん」と「ヘリコバクターピロリ陽性胃がん」との差異

＜岡山県開業医＞

図１　EBウイルス関連胃癌の組織像
　　　（HE染色）

図２　図１と同じ症例の
　　　EBER in situ hybridization像

リンパ球浸潤が多く、低分化ながんである。

0 50 100 150 200μm 0 50 100 150 200μm

EBウイルスの小さなRNAであるEBERを
ターゲットとした染色である。がん細胞の
ほとんどに黒色の陽性像が得られている。
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　池脇　感染症とがんといいますと、
例えば肝炎ウイルスと肝がんですとか、
ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん、
胃がんに関してはヘリコバクターピロ
リ程度しか知らなかったのですけれど
も、質問にあるEpstein-Barr Virus、
EBウイルス関連胃がんというのが、
胃がんの10％もあるというのを聞いて
びっくりしました。
　宇於崎　EBウイルス関連胃がんと
いいますのは、最近、といっても1990
年ごろから知られるようになりまして、
Epstein-Barr Virus、EBウイルスと呼
びますが、こちらが胃がんのがん細胞
に感染していることが知られるように
なったのです。それが、その後の研究
で、胃がんの10％ぐらい、報告によっ

ては５～15％ぐらいとされますが、EB
ウイルスが感染した胃がんが世界中に
分布しているようです。
　池脇　EBウイルスというと、伝染
性単核球症ですとかリンパ腫に関連し
ているという印象ですけれども、これ
が胃がんということなのですね。
　宇於崎　そうです。このEBウイル
スというのは当初、バーキットリンパ
腫の細胞株から発見されましたけれど
も、その後、リンパ腫だけではなくて、
鼻腔の上咽頭がんとか、今回取り上げ
ていただきました胃がんの一部に感染
していることが知られています。
　このEBウイルス関連胃がんでは、リ
ンパ球にはなぜかあまり感染しておら
ずに、腫瘍細胞、がん細胞のほうだけ

に感染が見られます。
　池脇　EBウイルス関連胃がんの定
義ということですけれども、いかがで
しょうか。
　宇於崎　こちらはがん細胞にEBウ
イルスが感染しているということで定
義しておりますが、最近ではin situ hy-
bridizationといいまして、通常の病理
検体から染色によってEBウイルスの
RNAを検出することができるようにな
っていまして、それで確定しています。
　池脇　内視鏡で胃がんを疑って生検
するわけですが、全部が全部、そうい
った検査をするようには思えないので
すけれども。
　宇於崎　確かに比較的コストのかか
る検査です。EBウイルス関連胃がん
では、リンパ球の浸潤がけっこう多く、
低分化の腺がんの形態をとることが多
いという特徴があります。そういった

組織像を参考にしながら、最終的にin 
situ hybridizationを含めて確定してい
るところです（図１、２）。
　ただ、低分化でなくても、中分化程
度のがんでも、一部にウイルスの感染
があることがありまして、その場合、
染色をしないと確定しえないです。
　池脇　低分化が多いということです
が、形態的にはどういうタイプが多い
のでしょうか。
　宇於崎　内視鏡的には、進行がんの
場合にはⅢ型のかたちをとることが多
くて、厚ぼったい形態をとります。早
期がんで発見される場合もあるのです
が、その場合はⅡc型の軽度陥凹した
病変を取ってきます。
　池脇　いずれにしても、EBウイル
ス関連胃がん、怪しいなということに

Epstein-Barr Virus（EBV）関連胃がん

帝京大学病理学教授
宇於崎　　宏

（聞き手　池脇克則）

　Epstein-Barr Virus（EBV）関連胃がんについて以下の点をご教示ください。
　・EBVによる胃がんの発生機序について
　・「EBV関連胃がん」の定義・診断法
　・「EBV関連胃がん」と「ヘリコバクターピロリ陽性胃がん」との差異

＜岡山県開業医＞

図１　EBウイルス関連胃癌の組織像
　　　（HE染色）

図２　図１と同じ症例の
　　　EBER in situ hybridization像

リンパ球浸潤が多く、低分化ながんである。

0 50 100 150 200μm 0 50 100 150 200μm

EBウイルスの小さなRNAであるEBERを
ターゲットとした染色である。がん細胞の
ほとんどに黒色の陽性像が得られている。
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なったら、先ほど言われた検査をする
ということで、それが定義というふう
に言っていいですね。
　宇於崎　はい。
　池脇　そうすると、なかなかそこま
でやっていない症例もあるでしょうか
ら、実態はもう少し頻度としては高い
のかもしれませんね。
　宇於崎　そうですね。リンパ球浸潤
が多いがんとなりますと、胃がん全体
の１～４％程度といわれていまして、
それ以外にもあるので、全例検索する
ことによって全体像がわかると思いま
す。
　池脇　先ほどこのウイルスは胃がん
細胞にしかいない。リンパ球浸潤が豊
富でも、そこにはいないという点で特
異的な分布を示しているようですが、
EBウイルスが胃がんを起こす機序に
ついてはいかがでしょうか。
　宇於崎　ウイルスに感染している症
例では、ほぼすべてのがん細胞にEB
ウイルスの存在が観察されます。それ
らのEBウイルスについては、単クロ
ーン、一つのクローンだけが増えてい
ることが知られておりまして、それら
から、発がんに密接に関係しているこ
とが考えられます。ウイルスの遺伝子
自体も幾つか発現していますが、それ
らが発がんに関係しているという研究
もなされています。
　そのほか、2000年代に入りまして、
EBウイルス関連胃がんはDNAのメチ

ル化が極めて亢進した一群であるとい
うことが知られるようになりました。
一部のウイルス遺伝子を発現させるこ
とによってメチル化が亢進するといっ
た事象も観察されまして、今後さらに
研究を進めていく必要があると思いま
す。
　池脇　DNAのメチル化ががん化に
結びつくのかもしれないということで
すが、メチル化したらどうしてがんに
なるのか、そこも教えてください。
　宇於崎　がん関連遺伝子のプロモー
ター領域のメチル化が特に注目されて
いるわけですが、メチル化が起きます
と、それらの遺伝子の発現が低下する
という現象が広く知られていまして、
がん関連遺伝子に起こった場合、発が
んと密接に関係していると考えられて
います。
　池脇　現時点では、EBウイルスと
がんを結びつけるところにメチル化と
いうことがありそうだということ。そ
れ以外の機序というのは、現時点では
何か提唱されているのでしょうか。
　宇於崎　ウイルス自体の発現する遺
伝子によっても増殖の刺激になったり
するという報告もありまして、研究が
進められているところです。
　池脇　EBウイルスに感染している
人はけっこう多いと思うのですけれど
も、その中の一部の方がそういうふう
になるということは、感染というファ
クター以外の何かほかのがん化につな

がるような増悪因子というか、そうい
ったものもあるのでしょうか。
　宇於崎　確かに成人の90％以上が感
染しているといわれるEpstein-Barr 
Virusですが、この関連胃がんが発生
する確率は極めて低いので、途中に何
があるかはさらに検討が必要だと思い
ます。
　池脇　先ほどの定義でも少しおっし
ゃいましたけれども、このEBウイル
ス関連胃がんの診断というのは、どう
いうことになっていますか。
　宇於崎　組織型に着目しつつ、最終
的にin situ hybridizationでウイルスの
存在を確認します。
　池脇　そうすると、これは純粋に病
理レベルでの診断ということで、血清
学的なところに関しては、今のところ
は難しいということでしょうか。
　宇於崎　血清学的なアプローチとし
てはなかなか難しいかと思いますが、
抗EBウイルス抗体の一部が上昇して
いるということは報告されています。
　池脇　具体的にその一部というのは、
先生がおっしゃるIgGとかAとかMとか、
そういうレベルではなくて、違うもの
ですか。
　宇於崎　ウイルスのcapsid antigen
とか、early antigenに対するような抗
体が上昇しているようです。
　池脇　それが上昇しているからそう
だというよりも、それは補助的な役割
というかたちでしょうか。

　宇於崎　そうです。病勢のフォロー
アップなどに使えるものと思います。
　池脇　最後に、このEBウイルス関
連胃がんとヘリコバクターピロリ陽性
胃がんとの違い、あるいは鑑別といっ
ていいでしょうか、それに関してはい
かがですか。
　宇於崎　ピロリ菌感染も胃がんの重
要なリスク因子ですが、ピロリ菌によ
って発生する胃がんというのは、胃の
下部から中部に多いとされています。
また、腸型の組織型をとる分化型胃が
んが多いとされています。一方、EB
ウイルスが関連する胃がんでは上部か
ら中部に多いとか、組織型で低分化型
胃がんが多いというように、若干発生
部位、組織型とも傾向が違っています。
　そういった場所を考えると、排他的
な発生機序というのも考えられますが、
EBウイルスの感染前に、ピロリ菌に
よって萎縮性胃炎が起こってきて、そ
の背景をもとにEBウイルス関連胃が
んが発生するという仮説も考えられて
います。したがって、両者の関係は今
後ともさらに突き詰めていく必要があ
ると思います。
　池脇　ピロリ陽性の胃がんは分化型
で、EBウイルス関連胃がんは低分化
型、何となく低分化型のほうが予後が
悪いのかなと思うのですけれども、ど
うなのでしょう。
　宇於崎　通常、そのように考えがち
ですが、EBウイルス関連胃がんの場
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なったら、先ほど言われた検査をする
ということで、それが定義というふう
に言っていいですね。
　宇於崎　はい。
　池脇　そうすると、なかなかそこま
でやっていない症例もあるでしょうか
ら、実態はもう少し頻度としては高い
のかもしれませんね。
　宇於崎　そうですね。リンパ球浸潤
が多いがんとなりますと、胃がん全体
の１～４％程度といわれていまして、
それ以外にもあるので、全例検索する
ことによって全体像がわかると思いま
す。
　池脇　先ほどこのウイルスは胃がん
細胞にしかいない。リンパ球浸潤が豊
富でも、そこにはいないという点で特
異的な分布を示しているようですが、
EBウイルスが胃がんを起こす機序に
ついてはいかがでしょうか。
　宇於崎　ウイルスに感染している症
例では、ほぼすべてのがん細胞にEB
ウイルスの存在が観察されます。それ
らのEBウイルスについては、単クロ
ーン、一つのクローンだけが増えてい
ることが知られておりまして、それら
から、発がんに密接に関係しているこ
とが考えられます。ウイルスの遺伝子
自体も幾つか発現していますが、それ
らが発がんに関係しているという研究
もなされています。
　そのほか、2000年代に入りまして、
EBウイルス関連胃がんはDNAのメチ

ル化が極めて亢進した一群であるとい
うことが知られるようになりました。
一部のウイルス遺伝子を発現させるこ
とによってメチル化が亢進するといっ
た事象も観察されまして、今後さらに
研究を進めていく必要があると思いま
す。
　池脇　DNAのメチル化ががん化に
結びつくのかもしれないということで
すが、メチル化したらどうしてがんに
なるのか、そこも教えてください。
　宇於崎　がん関連遺伝子のプロモー
ター領域のメチル化が特に注目されて
いるわけですが、メチル化が起きます
と、それらの遺伝子の発現が低下する
という現象が広く知られていまして、
がん関連遺伝子に起こった場合、発が
んと密接に関係していると考えられて
います。
　池脇　現時点では、EBウイルスと
がんを結びつけるところにメチル化と
いうことがありそうだということ。そ
れ以外の機序というのは、現時点では
何か提唱されているのでしょうか。
　宇於崎　ウイルス自体の発現する遺
伝子によっても増殖の刺激になったり
するという報告もありまして、研究が
進められているところです。
　池脇　EBウイルスに感染している
人はけっこう多いと思うのですけれど
も、その中の一部の方がそういうふう
になるということは、感染というファ
クター以外の何かほかのがん化につな

がるような増悪因子というか、そうい
ったものもあるのでしょうか。
　宇於崎　確かに成人の90％以上が感
染しているといわれるEpstein-Barr 
Virusですが、この関連胃がんが発生
する確率は極めて低いので、途中に何
があるかはさらに検討が必要だと思い
ます。
　池脇　先ほどの定義でも少しおっし
ゃいましたけれども、このEBウイル
ス関連胃がんの診断というのは、どう
いうことになっていますか。
　宇於崎　組織型に着目しつつ、最終
的にin situ hybridizationでウイルスの
存在を確認します。
　池脇　そうすると、これは純粋に病
理レベルでの診断ということで、血清
学的なところに関しては、今のところ
は難しいということでしょうか。
　宇於崎　血清学的なアプローチとし
てはなかなか難しいかと思いますが、
抗EBウイルス抗体の一部が上昇して
いるということは報告されています。
　池脇　具体的にその一部というのは、
先生がおっしゃるIgGとかAとかMとか、
そういうレベルではなくて、違うもの
ですか。
　宇於崎　ウイルスのcapsid antigen
とか、early antigenに対するような抗
体が上昇しているようです。
　池脇　それが上昇しているからそう
だというよりも、それは補助的な役割
というかたちでしょうか。

　宇於崎　そうです。病勢のフォロー
アップなどに使えるものと思います。
　池脇　最後に、このEBウイルス関
連胃がんとヘリコバクターピロリ陽性
胃がんとの違い、あるいは鑑別といっ
ていいでしょうか、それに関してはい
かがですか。
　宇於崎　ピロリ菌感染も胃がんの重
要なリスク因子ですが、ピロリ菌によ
って発生する胃がんというのは、胃の
下部から中部に多いとされています。
また、腸型の組織型をとる分化型胃が
んが多いとされています。一方、EB
ウイルスが関連する胃がんでは上部か
ら中部に多いとか、組織型で低分化型
胃がんが多いというように、若干発生
部位、組織型とも傾向が違っています。
　そういった場所を考えると、排他的
な発生機序というのも考えられますが、
EBウイルスの感染前に、ピロリ菌に
よって萎縮性胃炎が起こってきて、そ
の背景をもとにEBウイルス関連胃が
んが発生するという仮説も考えられて
います。したがって、両者の関係は今
後ともさらに突き詰めていく必要があ
ると思います。
　池脇　ピロリ陽性の胃がんは分化型
で、EBウイルス関連胃がんは低分化
型、何となく低分化型のほうが予後が
悪いのかなと思うのですけれども、ど
うなのでしょう。
　宇於崎　通常、そのように考えがち
ですが、EBウイルス関連胃がんの場
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合には、そうでない胃がんよりも比較
的予後がよいとされていまして、病理
検体で見ても、脈管侵襲が少ないとか、

リンパ節転移が少ないといった傾向が
あります。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　針谷先生、関節リウマチ（RA）
といいますと、私の古い知識では、ス
テロイドを含めた抗炎症剤と金製剤で
治療したにもかかわらず、徐々に骨破
壊が進んで、最終的には極めてQOLが
損なわれる病気と理解していたのです
が、この20年で、特に治療に関しては
著しく進歩したそうですね。
　針谷　はい、その通りです。最初に
関節リウマチの病態を簡単に説明させ
てください。関節リウマチは、持続性
の多関節炎によって関節構造が破壊さ
れていく全身性炎症性疾患と定義され
ます。
　罹患した関節の中を覗いてみると、
正常では１層または２層の滑膜細胞が
何層にも増殖して、パンヌスと呼ばれ
る組織を形成します。パンヌス中には
多くのリンパ球が浸潤し、活発な免疫
応答を行っております。パンヌスは破

骨細胞分化を誘導するとともに、軟骨
表面に到達して、メタロプロテイネー
スを分泌します。その結果、骨・軟骨
が破壊されて関節機能障害が進展して
いきます。
池脇　治療法の話の前に、新しい検査
法も含めた新しい診断法に関してはい
かがでしょうか。
　針谷　関節リウマチは、昔は緩徐に
進行するといわれておりましたが、最
近では発症後１～２年の間に急速に関
節破壊が進行することがわかってきま
した。そこで、早期診断の必要性が高
まり、2010年に新分類基準が作成され
ました。
　新分類基準では、関節リウマチを 
「持続的な関節炎あるいは骨びらんを
伴う関節炎に進展していく可能性が高
い末梢性多関節炎」と定義しています。
従来の分類基準では関節が壊れてしま

関節リウマチ治療の進歩

東京医科歯科大学薬害監視学講座教授
針　谷　正　祥

（聞き手　池脇克則）

　関節リウマチ治療の進歩についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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合には、そうでない胃がんよりも比較
的予後がよいとされていまして、病理
検体で見ても、脈管侵襲が少ないとか、

リンパ節転移が少ないといった傾向が
あります。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　針谷先生、関節リウマチ（RA）
といいますと、私の古い知識では、ス
テロイドを含めた抗炎症剤と金製剤で
治療したにもかかわらず、徐々に骨破
壊が進んで、最終的には極めてQOLが
損なわれる病気と理解していたのです
が、この20年で、特に治療に関しては
著しく進歩したそうですね。
　針谷　はい、その通りです。最初に
関節リウマチの病態を簡単に説明させ
てください。関節リウマチは、持続性
の多関節炎によって関節構造が破壊さ
れていく全身性炎症性疾患と定義され
ます。
　罹患した関節の中を覗いてみると、
正常では１層または２層の滑膜細胞が
何層にも増殖して、パンヌスと呼ばれ
る組織を形成します。パンヌス中には
多くのリンパ球が浸潤し、活発な免疫
応答を行っております。パンヌスは破

骨細胞分化を誘導するとともに、軟骨
表面に到達して、メタロプロテイネー
スを分泌します。その結果、骨・軟骨
が破壊されて関節機能障害が進展して
いきます。
池脇　治療法の話の前に、新しい検査
法も含めた新しい診断法に関してはい
かがでしょうか。
　針谷　関節リウマチは、昔は緩徐に
進行するといわれておりましたが、最
近では発症後１～２年の間に急速に関
節破壊が進行することがわかってきま
した。そこで、早期診断の必要性が高
まり、2010年に新分類基準が作成され
ました。
　新分類基準では、関節リウマチを 
「持続的な関節炎あるいは骨びらんを
伴う関節炎に進展していく可能性が高
い末梢性多関節炎」と定義しています。
従来の分類基準では関節が壊れてしま

関節リウマチ治療の進歩

東京医科歯科大学薬害監視学講座教授
針　谷　正　祥

（聞き手　池脇克則）

　関節リウマチ治療の進歩についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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った段階で診断されることが多かった
のですが、現在は、関節が破壊される
前に関節リウマチと診断しようという
考え方に変わってまいりました。
　池脇　先生が今言われたのはわかる
のですけれども、実際にはどのように
診断するのかお話しいただけますか。
　針谷　新分類基準を適用するには、
他の関節疾患では説明できない１カ所
以上の滑膜炎による関節腫脹があるこ
とがまず必要です（図１）。そして最初
に、どの部位の関節が何個、関節炎に
罹患しているかを調べます。２番目に
リウマトイド因子、あるいは抗環状シ
トルリン化ペプチド抗体と呼ばれる自
己抗体の有無と力価を調べます。３番
目に、関節炎の持続期間を調べます。
４番目に、赤沈（ESR）とCRPを測定

します。これらの４つの因子を総合し
て、10点満点のスコアをつけて、それ
が６点以上であれば関節リウマチに分
類すると定められています（図２）。
　池脇　先生が今言われた抗環状シト
ルリン化ペプチド抗体は、略して抗
CCP抗体というものでしょうか。
　針谷　はい、そうです。
　池脇　それが陽性であれば、たとえ
その時点で関節症状がはっきりしてい
なくても、将来関節リウマチになる可
能性が高いという意味で重要視されて
いると聞いています。新分類基準では、
抗CCP抗体も含めて全体的に評価をし
ていくという仕組みなのでしょうか。
　針谷　そうです。スクリーニングと
しては、抗CCP抗体あるいはリウマト
イド因子は非常に重要です。しかし、

図１　2010年ACR/EULAR新分類基準

関節リウマチは関節疾患ですから、診
断するためには１カ所以上の関節が腫
れていることが前提条件として必要に
なります。そして、今申し上げたよう
な因子を評価して点数をつけていきま
す。
　池脇　関節が腫れているというのは、
特にX線写真を撮る必要はなくて、理
学的に腫れているということでよろし
いのですか。
　針谷　リウマチ専門医が触診して、
その関節に滑膜炎による関節腫脹があ
ると判断されれば、その関節が腫れて

いるということになります。
　池脇　それでは、関節リウマチと診
断されて、そこから先のいわゆる治療
戦略についてはどうでしょう。
　針谷　関節リウマチの治療戦略とし
ては、目標達成に向けた治療、treat to 
targetが広く受け入れられています。
目標達成に向けた治療では、まず臨床
的な寛解、すなわち、関節リウマチの
自・他覚症状がほとんど消失し、炎症
反応も正常に近い状態、これを主要な
治療目標とします。合併症などの事情
で臨床的な寛解を目指せない方では、
もう一段、目標を下げて低疾患活動性、
すなわち、多少の自・他覚症状が残存
し炎症反応も軽度陽性の状態を治療目
標とします（図３）。これらの治療目
標を治療開始から３カ月以内に達成し、
その状態を継続的に維持していくこと
によって、患者さんの長期予後は非常
に改善することが示されています。
　池脇　確認ですけれども、治療開始
から３カ月で治療目標を達成するとい
うのは何か意味があるのでしょうか。
　針谷　はい、非常に重要な意味があ
ります。関節リウマチは発症してから
短い期間に関節がどんどん破壊されて
いきますので、３カ月以内に目標を達
成することによって、関節破壊の進行
を最小限に食い止めることができます。
　池脇　確かにおっしゃるとおりです
ね。そして関節リウマチの治療は、新
しい薬が次々と登場して、だいぶ変わ

図２　関節リウマチ新判定基準のスコア

罹患関節数
＝１　　大関節 ０
２～10　大関節 １
１～３　小関節 ２
４～10　小関節 ３
＞10（小関節１カ所≧１） ５

リウマトイド因子／抗CCP抗体（ACPA）
両者陰性 ０
低値（≦正常値の３倍） ２
高値（＞正常値の３倍） ３

関節炎の持続期間
＜６週間 ０
≧６週間 １

急性期反応物質 （ESRまたはCRP）
正常 ０
異常 １
合計６点以上でdefinite RAと分類する
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った段階で診断されることが多かった
のですが、現在は、関節が破壊される
前に関節リウマチと診断しようという
考え方に変わってまいりました。
　池脇　先生が今言われたのはわかる
のですけれども、実際にはどのように
診断するのかお話しいただけますか。
　針谷　新分類基準を適用するには、
他の関節疾患では説明できない１カ所
以上の滑膜炎による関節腫脹があるこ
とがまず必要です（図１）。そして最初
に、どの部位の関節が何個、関節炎に
罹患しているかを調べます。２番目に
リウマトイド因子、あるいは抗環状シ
トルリン化ペプチド抗体と呼ばれる自
己抗体の有無と力価を調べます。３番
目に、関節炎の持続期間を調べます。
４番目に、赤沈（ESR）とCRPを測定

します。これらの４つの因子を総合し
て、10点満点のスコアをつけて、それ
が６点以上であれば関節リウマチに分
類すると定められています（図２）。
　池脇　先生が今言われた抗環状シト
ルリン化ペプチド抗体は、略して抗
CCP抗体というものでしょうか。
　針谷　はい、そうです。
　池脇　それが陽性であれば、たとえ
その時点で関節症状がはっきりしてい
なくても、将来関節リウマチになる可
能性が高いという意味で重要視されて
いると聞いています。新分類基準では、
抗CCP抗体も含めて全体的に評価をし
ていくという仕組みなのでしょうか。
　針谷　そうです。スクリーニングと
しては、抗CCP抗体あるいはリウマト
イド因子は非常に重要です。しかし、

図１　2010年ACR/EULAR新分類基準

関節リウマチは関節疾患ですから、診
断するためには１カ所以上の関節が腫
れていることが前提条件として必要に
なります。そして、今申し上げたよう
な因子を評価して点数をつけていきま
す。
　池脇　関節が腫れているというのは、
特にX線写真を撮る必要はなくて、理
学的に腫れているということでよろし
いのですか。
　針谷　リウマチ専門医が触診して、
その関節に滑膜炎による関節腫脹があ
ると判断されれば、その関節が腫れて

いるということになります。
　池脇　それでは、関節リウマチと診
断されて、そこから先のいわゆる治療
戦略についてはどうでしょう。
　針谷　関節リウマチの治療戦略とし
ては、目標達成に向けた治療、treat to 
targetが広く受け入れられています。
目標達成に向けた治療では、まず臨床
的な寛解、すなわち、関節リウマチの
自・他覚症状がほとんど消失し、炎症
反応も正常に近い状態、これを主要な
治療目標とします。合併症などの事情
で臨床的な寛解を目指せない方では、
もう一段、目標を下げて低疾患活動性、
すなわち、多少の自・他覚症状が残存
し炎症反応も軽度陽性の状態を治療目
標とします（図３）。これらの治療目
標を治療開始から３カ月以内に達成し、
その状態を継続的に維持していくこと
によって、患者さんの長期予後は非常
に改善することが示されています。
　池脇　確認ですけれども、治療開始
から３カ月で治療目標を達成するとい
うのは何か意味があるのでしょうか。
　針谷　はい、非常に重要な意味があ
ります。関節リウマチは発症してから
短い期間に関節がどんどん破壊されて
いきますので、３カ月以内に目標を達
成することによって、関節破壊の進行
を最小限に食い止めることができます。
　池脇　確かにおっしゃるとおりです
ね。そして関節リウマチの治療は、新
しい薬が次々と登場して、だいぶ変わ

図２　関節リウマチ新判定基準のスコア

罹患関節数
＝１　　大関節 ０
２～10　大関節 １
１～３　小関節 ２
４～10　小関節 ３
＞10（小関節１カ所≧１） ５

リウマトイド因子／抗CCP抗体（ACPA）
両者陰性 ０
低値（≦正常値の３倍） ２
高値（＞正常値の３倍） ３

関節炎の持続期間
＜６週間 ０
≧６週間 １

急性期反応物質 （ESRまたはCRP）
正常 ０
異常 １
合計６点以上でdefinite RAと分類する
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ってきたとお聞きしていますが、その
点についてはいかがでしょうか。
　針谷　関節リウマチの治療薬として
は、抗リウマチ薬、生物学的製剤、そ
のほかに副腎皮質ステロイドや非ステ
ロイド性消炎鎮痛薬（NSAID）があり
ます。関節リウマチ治療の中心となる
のはメトトレキサートに代表される抗
リウマチ薬です。そして、抗リウマチ
薬を選ぶときには、関節の予後不良因
子の有無を調べます。
　予後不良因子には、進行した身体機
能障害、単純X線写真での骨びらんの
存在、リウマトイド結節などの関節外
症状、リウマトイド因子や抗CCP抗体
などの自己抗体陽性、高疾患活動性な

どが知られています。MRIでの骨髄浮
腫の存在、超音波検査で滑膜の血流増
加も関節破壊の進行と関連します。予
後不良因子を有する症例にはメトトレ
キサートを積極的に使用します。
　池脇　2003年に日本でメトトレキサ
ートが承認されましたが、投与量の上
限は８㎎/週で、欧米に比べて低用量
でした。つい最近、投与量上限が引き
上げられたと聞いていますが、実際に
はどのようにしてメトトレキサートで
治療していくのでしょうか。
　針谷　メトトレキサートの開始時は、
１週間のうちの１日あるいは２日間で
６～８㎎を内服します。そして２～４
週間ごとに２㎎、または４週間ごとに

図３　「目標達成に向けた治療（Treat to Target, T2T）」のアルゴリズム

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis. 2010. 69：631～637

４㎎の幅で増量していきます。先ほど
申し上げたように、３カ月以内にその
方の有効量までメトトレキサートを増
量していくと、腫脹関節数、圧痛関節
数、炎症反応、身体機能が改善してき
ます。
　池脇　treat to target、目標達成に
向けた治療を実践するためには、メト
トレキサートの最高投与量が８㎎から
16㎎に引き上げられたというのは、先
生方にとっては非常に良かったわけで
すね。
　針谷　そうですね。８㎎と16㎎では
メトトレキサートの使い勝手がかなり
違います。16㎎まで使えるようになっ
たことで、関節破壊の進行を効率よく
抑制できるようになりました。しかし、
それでもメトトレキサートを使ってい
る関節リウマチ患者の約半数で関節破
壊が進行してしまうことが臨床試験の
結果で示されています。
　池脇　メトトレキサートで効果不十
分な場合の次の手段として生物学的製
剤があるわけですね。現在、様々な生
物学的製剤が使えるようになったと聞
いておりますけれども、どうなのでし
ょう。
　針谷　日本では2003年に抗TNFモノ
クローナル抗体であるインフリキシマ
ブが承認されて以来、この10年間で合
計６種類の生物学的製剤が承認・発売
されました。現在では、メトトレキサ
ートを中心とする十分量の抗リウマチ

薬を３カ月以上使用しても、適切な疾
患コントロールが得られない場合、画
像検査で進行性の関節破壊を認める場
合、あるいは中等度以上の疾患活動性
を認める場合に対して生物学的製剤を
使用しています。
　それに加えて、最近の臨床試験の結
果を踏まえて、発症６カ月以内で、疾
患活動性が高く、先ほどお話しした予
後不良因子のうちのリウマトイド因子、
抗CCP抗体、骨びらんのいずれか一つ
以上を有しているリウマチ患者では、
最初からメトトレキサートとTNF阻害
薬を併用する選択肢も出てまいりまし
た。
　池脇　より早期から生物学的製剤を
使って積極的に治療することの有効性
が臨床的にも確立されたということに
なるのですね。
　針谷　そのとおりです。生物学的製
剤で治療しますと、関節リウマチが20
％以上改善する患者が６～７割、臨床
的寛解を達成する患者が３～４割とい
われております。
　池脇　これまでの関節リウマチ治療
とは全く違う世界になってきました。
ここで一つ確認ですけれども、こうい
った抗リウマチ薬、あるいは生物学的
製剤の安全性には問題がないのでしょ
うか。
　針谷　薬剤による多少の違いはあり
ますが、最も重要な副作用は感染症で
す。関節リウマチ患者は一般の方より
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ってきたとお聞きしていますが、その
点についてはいかがでしょうか。
　針谷　関節リウマチの治療薬として
は、抗リウマチ薬、生物学的製剤、そ
のほかに副腎皮質ステロイドや非ステ
ロイド性消炎鎮痛薬（NSAID）があり
ます。関節リウマチ治療の中心となる
のはメトトレキサートに代表される抗
リウマチ薬です。そして、抗リウマチ
薬を選ぶときには、関節の予後不良因
子の有無を調べます。
　予後不良因子には、進行した身体機
能障害、単純X線写真での骨びらんの
存在、リウマトイド結節などの関節外
症状、リウマトイド因子や抗CCP抗体
などの自己抗体陽性、高疾患活動性な

どが知られています。MRIでの骨髄浮
腫の存在、超音波検査で滑膜の血流増
加も関節破壊の進行と関連します。予
後不良因子を有する症例にはメトトレ
キサートを積極的に使用します。
　池脇　2003年に日本でメトトレキサ
ートが承認されましたが、投与量の上
限は８㎎/週で、欧米に比べて低用量
でした。つい最近、投与量上限が引き
上げられたと聞いていますが、実際に
はどのようにしてメトトレキサートで
治療していくのでしょうか。
　針谷　メトトレキサートの開始時は、
１週間のうちの１日あるいは２日間で
６～８㎎を内服します。そして２～４
週間ごとに２㎎、または４週間ごとに

図３　「目標達成に向けた治療（Treat to Target, T2T）」のアルゴリズム

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis. 2010. 69：631～637

４㎎の幅で増量していきます。先ほど
申し上げたように、３カ月以内にその
方の有効量までメトトレキサートを増
量していくと、腫脹関節数、圧痛関節
数、炎症反応、身体機能が改善してき
ます。
　池脇　treat to target、目標達成に
向けた治療を実践するためには、メト
トレキサートの最高投与量が８㎎から
16㎎に引き上げられたというのは、先
生方にとっては非常に良かったわけで
すね。
　針谷　そうですね。８㎎と16㎎では
メトトレキサートの使い勝手がかなり
違います。16㎎まで使えるようになっ
たことで、関節破壊の進行を効率よく
抑制できるようになりました。しかし、
それでもメトトレキサートを使ってい
る関節リウマチ患者の約半数で関節破
壊が進行してしまうことが臨床試験の
結果で示されています。
　池脇　メトトレキサートで効果不十
分な場合の次の手段として生物学的製
剤があるわけですね。現在、様々な生
物学的製剤が使えるようになったと聞
いておりますけれども、どうなのでし
ょう。
　針谷　日本では2003年に抗TNFモノ
クローナル抗体であるインフリキシマ
ブが承認されて以来、この10年間で合
計６種類の生物学的製剤が承認・発売
されました。現在では、メトトレキサ
ートを中心とする十分量の抗リウマチ

薬を３カ月以上使用しても、適切な疾
患コントロールが得られない場合、画
像検査で進行性の関節破壊を認める場
合、あるいは中等度以上の疾患活動性
を認める場合に対して生物学的製剤を
使用しています。
　それに加えて、最近の臨床試験の結
果を踏まえて、発症６カ月以内で、疾
患活動性が高く、先ほどお話しした予
後不良因子のうちのリウマトイド因子、
抗CCP抗体、骨びらんのいずれか一つ
以上を有しているリウマチ患者では、
最初からメトトレキサートとTNF阻害
薬を併用する選択肢も出てまいりまし
た。
　池脇　より早期から生物学的製剤を
使って積極的に治療することの有効性
が臨床的にも確立されたということに
なるのですね。
　針谷　そのとおりです。生物学的製
剤で治療しますと、関節リウマチが20
％以上改善する患者が６～７割、臨床
的寛解を達成する患者が３～４割とい
われております。
　池脇　これまでの関節リウマチ治療
とは全く違う世界になってきました。
ここで一つ確認ですけれども、こうい
った抗リウマチ薬、あるいは生物学的
製剤の安全性には問題がないのでしょ
うか。
　針谷　薬剤による多少の違いはあり
ますが、最も重要な副作用は感染症で
す。関節リウマチ患者は一般の方より
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も感染症を発症するリスクが1.5～1.8
倍程度高いことが報告されています。
さらに、生物学的製剤を使いますと、
メトトレキサートによる治療と比べて、
約２倍、重症感染症のリスクが上昇し
ます。したがって、日ごろから病院ス
タッフの教育、患者教育を徹底し、感
染症の早期診断・早期治療を心がける
必要があります。
　池脇　こういった新しい治療を先生
は日本で中心的な役割を担って引っ張
ってこられましたけれども、今後の展
望、個人的にはまだあるのかな、とい
う感じがするのですけれども、どうな
のでしょうか。
　針谷　日本では、今後１～２年の間
に発売予定の有望な抗リウマチ薬とし
て、トファシチニブが挙げられます。

このお薬は細胞内のJAK（ヤヌスキナ
ーゼ）を阻害することにより抗リウマ
チ作用を発揮します。先ほどお話しし
た生物学的製剤に匹敵する臨床的効果
と関節破壊進行抑制効果が臨床試験で
報告されております。
　また、日本で開発されたイグラチモ
ドも近々発売される予定です。この薬
剤もメトトレキサートと併用、あるい
は単独で使用することによって、関節
リウマチの臨床症状を改善することが
報告されています。
　そのほか、世界的にはIL-６、IL-17、
B細胞、ケモカインなどを阻害する様々
な生物学的製剤が開発途上にあり、わ
が国でも臨床試験が進められています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず食物アレルギーについて
トピックスのようなものはありますか。
　宇理須　食物アレルギーについては、
ここ10年ぐらいで非常に大きな変化を
来しております。例えば、学校あるい
は保育所など社会的な食物アレルギー
対応でも大きく変わってきております
し、診療においても大きな変化が起こ
っております。その背景というのは、
食物アレルギーに関する研究が進んで
きた点を挙げることができます。
　今回は診療についてお話をしようと
思います。食物アレルギーの基本的な
治療は、現在でも原因食品の除去です。
以前は疑わしきは除去という考え方だ
ったわけですけれども、それが必要最
小限にしましょうという考え方に変わ
ってきました。
　食物アレルギーの除去食というのは、
必ずしも患者さんにとってメリットが

あるわけではなくて、栄養的な問題が
起こったり、あるいはQOLの低下を来
すことがあります。そういう意味では、
必要最小限にするということは当然な
対処法といえますが、それがなかなか
できなかったわけです。最近、経口負
荷試験という原因食品の同定法が日常
診療で取り入れられるようになってき
ました。この検査法の導入が必要最小
限の除去を可能とする一番大きなファ
クターではないかと思います。
　あとはin vitroの検査です。特異的
IgE抗体を調べる検査、ここにおいて
もいろいろな進歩が見られています。
これも診断精度の向上に貢献していま
す。この辺が食物アレルギーにおける
トピックスだと思います。
　池田　昨今、テレビ等で、食物アレ
ルギーの明らかな食品を少量から患者
さんに投与する免疫療法という話があ

小児食物アレルギーの最前線

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科教授
宇理須　厚　雄

（聞き手　池田志斈）

　小児食物アレルギーの最前線についてご教示ください。
＜鳥取県開業医＞

ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013） （189）  2928 （188） ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013）

1303本文.indd   28-29 13/02/13   17:45



も感染症を発症するリスクが1.5～1.8
倍程度高いことが報告されています。
さらに、生物学的製剤を使いますと、
メトトレキサートによる治療と比べて、
約２倍、重症感染症のリスクが上昇し
ます。したがって、日ごろから病院ス
タッフの教育、患者教育を徹底し、感
染症の早期診断・早期治療を心がける
必要があります。
　池脇　こういった新しい治療を先生
は日本で中心的な役割を担って引っ張
ってこられましたけれども、今後の展
望、個人的にはまだあるのかな、とい
う感じがするのですけれども、どうな
のでしょうか。
　針谷　日本では、今後１～２年の間
に発売予定の有望な抗リウマチ薬とし
て、トファシチニブが挙げられます。

このお薬は細胞内のJAK（ヤヌスキナ
ーゼ）を阻害することにより抗リウマ
チ作用を発揮します。先ほどお話しし
た生物学的製剤に匹敵する臨床的効果
と関節破壊進行抑制効果が臨床試験で
報告されております。
　また、日本で開発されたイグラチモ
ドも近々発売される予定です。この薬
剤もメトトレキサートと併用、あるい
は単独で使用することによって、関節
リウマチの臨床症状を改善することが
報告されています。
　そのほか、世界的にはIL-６、IL-17、
B細胞、ケモカインなどを阻害する様々
な生物学的製剤が開発途上にあり、わ
が国でも臨床試験が進められています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず食物アレルギーについて
トピックスのようなものはありますか。
　宇理須　食物アレルギーについては、
ここ10年ぐらいで非常に大きな変化を
来しております。例えば、学校あるい
は保育所など社会的な食物アレルギー
対応でも大きく変わってきております
し、診療においても大きな変化が起こ
っております。その背景というのは、
食物アレルギーに関する研究が進んで
きた点を挙げることができます。
　今回は診療についてお話をしようと
思います。食物アレルギーの基本的な
治療は、現在でも原因食品の除去です。
以前は疑わしきは除去という考え方だ
ったわけですけれども、それが必要最
小限にしましょうという考え方に変わ
ってきました。
　食物アレルギーの除去食というのは、
必ずしも患者さんにとってメリットが

あるわけではなくて、栄養的な問題が
起こったり、あるいはQOLの低下を来
すことがあります。そういう意味では、
必要最小限にするということは当然な
対処法といえますが、それがなかなか
できなかったわけです。最近、経口負
荷試験という原因食品の同定法が日常
診療で取り入れられるようになってき
ました。この検査法の導入が必要最小
限の除去を可能とする一番大きなファ
クターではないかと思います。
　あとはin vitroの検査です。特異的
IgE抗体を調べる検査、ここにおいて
もいろいろな進歩が見られています。
これも診断精度の向上に貢献していま
す。この辺が食物アレルギーにおける
トピックスだと思います。
　池田　昨今、テレビ等で、食物アレ
ルギーの明らかな食品を少量から患者
さんに投与する免疫療法という話があ

小児食物アレルギーの最前線

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科教授
宇理須　厚　雄

（聞き手　池田志斈）

　小児食物アレルギーの最前線についてご教示ください。
＜鳥取県開業医＞
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りますけれども、これについてはいか
がですか。
　宇理須　食物アレルギーに関する考
え方で大きく変化してきた点として、
今先生がおっしゃいました経口免疫療
法というものがもう一つあります。そ
の背景として、適切な量の原因食品を
食べていると、だんだん耐性がついて
くるということがわかってきたことが
あります。計画的に原因食品を少量か
ら漸増摂取する免疫療法が、最近いろ
いろな施設で行われるようになってき
ました。
　ただ、この治療法はリスクを伴いま
す。まれですけれども、患者さんに、
アナフィラキシーという非常に重篤な
副反応を起こすこともあります。
　もう一つ、この効果も永久に続くよ
うな、いわゆる永久寛解という状態ま
で達成できるのか、あるいは一時的に
耐性が得られる状態、いわゆる、脱感
作状態にすぎないのか、まだわかって
いません。また、免疫療法でどうして
耐性がついていくかという機序も十分
にはわかっていません。まだまだ研究
段階の治療法だということです。そう
いう意味では、緊急時の対処ができる
専門的な病院でやってほしい治療法で
す。
　池田　まだまだエビデンスが少ない
ということですね。
　宇理須　そうですね。これからエビ
デンスを積み上げていってほしい。た

だ、耐性がついていくという効果に関
しては多くのエビデンスが出ていて、
有効性は皆が認めている治療法です。
そういう意味では非常に有望な、われ
われ食物アレルギーをずっとやってい
る医師としても非常に期待する治療法
といえます。
　池田　私、以前から興味があるので
すけれども、いったん食物アレルギー
になった子どもたちは、将来どのよう
になっていくのかということですけれ
ども、その点はいかがですか。
　宇理須　食物アレルギーは、先生が
おっしゃったように、乳幼児期に多い
病気です。しかし、ほとんどの患者さ
んが年齢とともに治っていく。つまり、
outgrowということになっていくわけ
です。そういう意味では予後のいい、
非常に治りやすい病気だといっていい
のではないかと思います。
　ただ、一部の食品、例えばそばやピ
ーナッツのような食品に関してはなか
なか治りにくいといわれています。治
りやすい食品、治りにくい食品に分か
れるわけです。
　池田　多くは卵とか小麦とか、そう
いったものがアレルギーの中心になる
と思うのですけれども、そういった食
品のアレルギーのあるお子さんたちは
どういうふうになっていくのでしょう
か。
　宇理須　先生がおっしゃったように、
乳幼児期アレルギーの一番頻度の高い

のは卵です。次が牛乳、小麦です。幸
いにして、これら三つに関しましては、
ほとんどの患者さんが年齢とともに治
っていきます。ただ、その「治る」と
いう年齢が、３～４歳で治ってしまう
お子さんから、それこそ高校生ぐらい
までかかることもあります。幅がある
わけです。そういう意味で免疫療法と
いうのも、治りにくい患者さんに関し
ては積極的にやろうという傾向になり
つつあるのではないかと思います。
　池田　そういう意味では、免疫療法
の目安、何歳からやるのかとか、そう
いったことは決まっているのでしょう
か。
　宇理須　まだそこも研究段階なので
すけれども、５歳以上というのをわれ
われの施設では考えております。根拠
といたしましては、５歳ぐらいになる
と、腸管免疫が成熟してきます。それ
から長く続けなければいけない治療な
ので、子どもさんも自覚して、自分で
やってみようという気になるような点
も大事です。
　もう一つは、自然に治る患者さんが
多いわけですから、５歳になっても治
っていない、つまり治りにくい患者さ
んを対象にしたほうがいいのではない
かということです。施設によってはも
う少し低年齢からやっている施設もあ
ります。将来、適切な開始年齢に関す
る答えが出てくると思います。
　池田　もう一つ、最近話題になって

いますが、食物を摂取して運動すると
アナフィラキシーになるという、食物
依存性運動誘発性のアナフィラキシー
ですけれども、これについてはいかが
ですか。
　宇理須　これは、今、ある石けんの
中に含まれている加水分解小麦、これ
が原因で感作が成立し、その後、小麦
製品を食べて、先生がおっしゃった食
物依存性運動誘発性アナフィラキシー
が起こってしまうという病気が問題に
なっています。これで非常に興味深い
のは、皮膚からの食物による感作によ
って、その後、その食品を食べて発症
するということがわかった点です。つ
まり、食物アレルギーの発症に皮膚か
らの感作が非常に重要な役割をしてい
るということが示されたということで
す。食物アレルギーの科学的な発生機
序を知る意味で非常に興味深い事件で
あったわけです。
　それと同時に、食物抗原だから、皮
膚に使っても、大きな問題にならない
だろうとだれでも思うわけですけれど
も、意外にこれが落とし穴で、食物で
も皮膚から入るとアレルギーを起こす
ことがあると注意喚起をしてくれたわ
けです。
　そういう目で見てみると、今回問題
になっている石けんに限らず、いろい
ろな外用の保湿剤だとか、化粧品だと
か、いろいろなものに食物抗原が含ま
れています。加水分解小麦だけではな
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りますけれども、これについてはいか
がですか。
　宇理須　食物アレルギーに関する考
え方で大きく変化してきた点として、
今先生がおっしゃいました経口免疫療
法というものがもう一つあります。そ
の背景として、適切な量の原因食品を
食べていると、だんだん耐性がついて
くるということがわかってきたことが
あります。計画的に原因食品を少量か
ら漸増摂取する免疫療法が、最近いろ
いろな施設で行われるようになってき
ました。
　ただ、この治療法はリスクを伴いま
す。まれですけれども、患者さんに、
アナフィラキシーという非常に重篤な
副反応を起こすこともあります。
　もう一つ、この効果も永久に続くよ
うな、いわゆる永久寛解という状態ま
で達成できるのか、あるいは一時的に
耐性が得られる状態、いわゆる、脱感
作状態にすぎないのか、まだわかって
いません。また、免疫療法でどうして
耐性がついていくかという機序も十分
にはわかっていません。まだまだ研究
段階の治療法だということです。そう
いう意味では、緊急時の対処ができる
専門的な病院でやってほしい治療法で
す。
　池田　まだまだエビデンスが少ない
ということですね。
　宇理須　そうですね。これからエビ
デンスを積み上げていってほしい。た

だ、耐性がついていくという効果に関
しては多くのエビデンスが出ていて、
有効性は皆が認めている治療法です。
そういう意味では非常に有望な、われ
われ食物アレルギーをずっとやってい
る医師としても非常に期待する治療法
といえます。
　池田　私、以前から興味があるので
すけれども、いったん食物アレルギー
になった子どもたちは、将来どのよう
になっていくのかということですけれ
ども、その点はいかがですか。
　宇理須　食物アレルギーは、先生が
おっしゃったように、乳幼児期に多い
病気です。しかし、ほとんどの患者さ
んが年齢とともに治っていく。つまり、
outgrowということになっていくわけ
です。そういう意味では予後のいい、
非常に治りやすい病気だといっていい
のではないかと思います。
　ただ、一部の食品、例えばそばやピ
ーナッツのような食品に関してはなか
なか治りにくいといわれています。治
りやすい食品、治りにくい食品に分か
れるわけです。
　池田　多くは卵とか小麦とか、そう
いったものがアレルギーの中心になる
と思うのですけれども、そういった食
品のアレルギーのあるお子さんたちは
どういうふうになっていくのでしょう
か。
　宇理須　先生がおっしゃったように、
乳幼児期アレルギーの一番頻度の高い

のは卵です。次が牛乳、小麦です。幸
いにして、これら三つに関しましては、
ほとんどの患者さんが年齢とともに治
っていきます。ただ、その「治る」と
いう年齢が、３～４歳で治ってしまう
お子さんから、それこそ高校生ぐらい
までかかることもあります。幅がある
わけです。そういう意味で免疫療法と
いうのも、治りにくい患者さんに関し
ては積極的にやろうという傾向になり
つつあるのではないかと思います。
　池田　そういう意味では、免疫療法
の目安、何歳からやるのかとか、そう
いったことは決まっているのでしょう
か。
　宇理須　まだそこも研究段階なので
すけれども、５歳以上というのをわれ
われの施設では考えております。根拠
といたしましては、５歳ぐらいになる
と、腸管免疫が成熟してきます。それ
から長く続けなければいけない治療な
ので、子どもさんも自覚して、自分で
やってみようという気になるような点
も大事です。
　もう一つは、自然に治る患者さんが
多いわけですから、５歳になっても治
っていない、つまり治りにくい患者さ
んを対象にしたほうがいいのではない
かということです。施設によってはも
う少し低年齢からやっている施設もあ
ります。将来、適切な開始年齢に関す
る答えが出てくると思います。
　池田　もう一つ、最近話題になって

いますが、食物を摂取して運動すると
アナフィラキシーになるという、食物
依存性運動誘発性のアナフィラキシー
ですけれども、これについてはいかが
ですか。
　宇理須　これは、今、ある石けんの
中に含まれている加水分解小麦、これ
が原因で感作が成立し、その後、小麦
製品を食べて、先生がおっしゃった食
物依存性運動誘発性アナフィラキシー
が起こってしまうという病気が問題に
なっています。これで非常に興味深い
のは、皮膚からの食物による感作によ
って、その後、その食品を食べて発症
するということがわかった点です。つ
まり、食物アレルギーの発症に皮膚か
らの感作が非常に重要な役割をしてい
るということが示されたということで
す。食物アレルギーの科学的な発生機
序を知る意味で非常に興味深い事件で
あったわけです。
　それと同時に、食物抗原だから、皮
膚に使っても、大きな問題にならない
だろうとだれでも思うわけですけれど
も、意外にこれが落とし穴で、食物で
も皮膚から入るとアレルギーを起こす
ことがあると注意喚起をしてくれたわ
けです。
　そういう目で見てみると、今回問題
になっている石けんに限らず、いろい
ろな外用の保湿剤だとか、化粧品だと
か、いろいろなものに食物抗原が含ま
れています。加水分解小麦だけではな
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くて、大豆だとか、あるいはピーナッ
ツオイルとか、そういったものが使わ
れているわけです。そういうものに対
しても注意して使う必要性を示唆して
くれ、これから検討していく大きな課
題ではないかなと思っています。
　池田　最後に、食物アレルギーのガ
イドラインについてうかがいたいと思
います。
　宇理須　ガイドラインが2011年の10
月に日本小児アレルギー学会から出た
わけですけれども、これは2005年に出
たものの改訂版です。この５年の間に
食物アレルギーの研究、診療、社会的
対応が大きく進展してきました。それ
を反映して、非常に多くの変更点があ
ったと思っています。
　このガイドラインは、食物アレルギ
ーの診療の標準的なものを示したとい
う意味では非常に意義があったと思い
ます。例えば、食物を除去することは
必要ないという考え方から、厳しく除

去しなければいけないという考え方ま
で、非常に幅があったわけですけれど
も、「正確な原因食品の診断に基づい
た必要最小限の除去食」という基本的
コンセプトを提示することができまし
た。
　ただ、具体的な治療に関して、この
ガイドラインに書かれた治療が唯一か
というと、そうではありません。あく
までこれは治療の目安だというふうに
理解していただいたほうがいいと思い
ます。将来、研究が進歩すれば、当然
変わっていきます。そういう意味では、
あくまで標準的な治療であり、これを
参考にして治療をしていただきたいと
思っています。
　池田　昨今、ガイドライン作成が流
行なのですけれども、絶対の金科玉条
ではないということですね。
　宇理須　そのとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　薬剤の重大な副作用に中毒性
表皮壊死融解症（toxic epider mal 
necrolysis：TEN）やスチーブンス・
ジョンソン症候群（Stevens-Johnson 
syndrome：SJS）がありますけれども、
最近、それに急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）が追加されているというこ
とです。それについてうかがいたいと
思います。まず、どのような疾患ある
いは病態であるか、鑑別疾患も含めて
うかがいたいと思います。
　池澤　急性汎発性発疹性膿疱症、す
なわち、その略語であるAGEPは、病
名にあるように全身の皮膚に膿疱が多
発する病気で、通常、発熱を伴います。
膿疱ができるというと、一般的に毛囊
（毛包）一致性ですけれども、これは
非毛囊性ですので、毛穴と関係なくで

きてきます。そして、その膿疱は融合
して大きくなりますので、一見して重
症感があります。しかし、最初に報告
された典型的なものは、原因薬をやめ
ると概して早期に良くなるという特徴
がありまして、見た目が重症の割には
比較的経過は良好だとされています。
　ところが、このAGEPとは明らかに
違った病態と考えられる薬剤性過敏性
症候群（drug-induced hypersensitivity 
syndrome：DIHS）の場合にも同じよ
うな膿疱が全身の皮膚に発熱を伴って
出てきますので、AGEPによく似た発
疹が出るわけです（写真１、２参照）。
ですから、AGEPの診断で大事な点は、
どちらかというと、汎発性の膿疱とい
う発疹学的特徴を重視して病名をつけ
ています。一方、DIHSの場合は、皆

急性汎発性発疹性膿疱症

横浜市立大学名誉教授
池　澤　善　郎

（聞き手　池田志斈）

　急性汎発性発疹性膿疱症についてご教示ください。
　薬剤の重大な副作用に中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群に上記疾患
が追加されております。
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くて、大豆だとか、あるいはピーナッ
ツオイルとか、そういったものが使わ
れているわけです。そういうものに対
しても注意して使う必要性を示唆して
くれ、これから検討していく大きな課
題ではないかなと思っています。
　池田　最後に、食物アレルギーのガ
イドラインについてうかがいたいと思
います。
　宇理須　ガイドラインが2011年の10
月に日本小児アレルギー学会から出た
わけですけれども、これは2005年に出
たものの改訂版です。この５年の間に
食物アレルギーの研究、診療、社会的
対応が大きく進展してきました。それ
を反映して、非常に多くの変更点があ
ったと思っています。
　このガイドラインは、食物アレルギ
ーの診療の標準的なものを示したとい
う意味では非常に意義があったと思い
ます。例えば、食物を除去することは
必要ないという考え方から、厳しく除

去しなければいけないという考え方ま
で、非常に幅があったわけですけれど
も、「正確な原因食品の診断に基づい
た必要最小限の除去食」という基本的
コンセプトを提示することができまし
た。
　ただ、具体的な治療に関して、この
ガイドラインに書かれた治療が唯一か
というと、そうではありません。あく
までこれは治療の目安だというふうに
理解していただいたほうがいいと思い
ます。将来、研究が進歩すれば、当然
変わっていきます。そういう意味では、
あくまで標準的な治療であり、これを
参考にして治療をしていただきたいと
思っています。
　池田　昨今、ガイドライン作成が流
行なのですけれども、絶対の金科玉条
ではないということですね。
　宇理須　そのとおりです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　薬剤の重大な副作用に中毒性
表皮壊死融解症（toxic epider mal 
necrolysis：TEN）やスチーブンス・
ジョンソン症候群（Stevens-Johnson 
syndrome：SJS）がありますけれども、
最近、それに急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）が追加されているというこ
とです。それについてうかがいたいと
思います。まず、どのような疾患ある
いは病態であるか、鑑別疾患も含めて
うかがいたいと思います。
　池澤　急性汎発性発疹性膿疱症、す
なわち、その略語であるAGEPは、病
名にあるように全身の皮膚に膿疱が多
発する病気で、通常、発熱を伴います。
膿疱ができるというと、一般的に毛囊
（毛包）一致性ですけれども、これは
非毛囊性ですので、毛穴と関係なくで

きてきます。そして、その膿疱は融合
して大きくなりますので、一見して重
症感があります。しかし、最初に報告
された典型的なものは、原因薬をやめ
ると概して早期に良くなるという特徴
がありまして、見た目が重症の割には
比較的経過は良好だとされています。
　ところが、このAGEPとは明らかに
違った病態と考えられる薬剤性過敏性
症候群（drug-induced hypersensitivity 
syndrome：DIHS）の場合にも同じよ
うな膿疱が全身の皮膚に発熱を伴って
出てきますので、AGEPによく似た発
疹が出るわけです（写真１、２参照）。
ですから、AGEPの診断で大事な点は、
どちらかというと、汎発性の膿疱とい
う発疹学的特徴を重視して病名をつけ
ています。一方、DIHSの場合は、皆

急性汎発性発疹性膿疱症
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　薬剤の重大な副作用に中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群に上記疾患
が追加されております。
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さんご存じのように、投薬開始から発
症までの期間が長く、発症後に遷延化
しやすいとか、HHV６の再活性化を伴
うとか、またしばしば多臓器性である
など、通常の薬疹に比べて少し趣を異
にした特異な重症薬疹とされており、
先生がさっきおっしゃったようにこの
DIHSはTENやSJSと同じように注意を
要する重症薬疹に分類されています。
　したがって、私たちは症例の症状所
見と検査値所見がDIHSのクライテリア
に基づいて作成された診断基準に一致
する場合はDIHSと診断し、皮膚症状が
AGEPに一致するDIHSの場合はAGEP
の症状を呈したDIHSと診断します。そ
れに、先ほど紹介した薬疹の最重症型
として知られるTENも、皮膚症状だけ
に限れば発症早期にはAGEPのように
膿疱が多発する臨床像を呈することが

あります。ですから、AGEPの多くは
先に述べたように原因薬をやめると比
較的早期に良くなる傾向があるのです
が、実際には診察したときに経過が比
較的良好な典型的なAGEPなのか、あ
るいはAGEPに見られるような膿疱が
汎発性に多発したAGEPの症状を呈し
たDIHSなのか、またはSJS/TENなの
か、発症早期にそのいずれなのか見た
目だけではわからないことが問題なの
です。したがって、鑑別すべき疾患と
しては、まずDIHS、次いでSJS/TEN
が重要です。また膿疱性の皮疹が汎発
性に出現する点で膿疱性乾癬も臨床的
に似ている点がありますので、鑑別す
べき疾患です。
　池田　診断のポイントについてうか
がいたいのですが。
　池澤　大事な点は発疹学的特徴です。
すでに述べましたように毛穴に一致し
ない非毛囊性の無菌性膿疱が全身に多
発する。そして発熱を伴って起こる。

写真１  AGEPの症状を呈したアロプリノール
によるDIHS（63歳、女性）の顔面

写真２　写真１と同じ症例の体幹

顔面は浮腫性腫脹し、鼻唇溝や口囲に紅
斑、膿疱、痂疲が見られる。

紅斑上に多数の小膿疱が見られる。

当然、血液検査をすれば白血球増多が
ある。そのため、感染症なのかなと思
うのですけれども、AGEPは細菌培養
しても通常無菌性であることが診断上
一番のポイントだと思います。ただ、
先ほど申し上げたように、それだけで
はなくて、DIHSやSJS/TENのような
重症薬疹も時に同じように非毛囊性の
無菌性膿疱として汎発性に発症するこ
とが重要なのだと思います。
　池田　皮膚の生検等はいかがでしょ
うか。
　池澤　もちろん、やってみたほうが
いいと思います。生検してみると、膿
疱性乾癬に似ている病理組織所見を示
すことがあります。すなわち、表皮の
角化細胞が好中球浸潤により破壊さ 
れ、細胞膜が網目状に残存したため 
に形成される多房性の膿疱であるコゴ
イ（Kogoj）の海綿状膿疱（spongiform 
pustule）の所見がしばしば見られます。
それに、皮膚の膿疱からの細菌培養と
末梢血や血清の検査により細菌感染の
有無や炎症マーカーをチェックして病
勢の程度を把握することも鑑別診断や
病勢の程度を判定するうえで非常に大
切です。また概して重症感のある汎発
性の膿疱性の発疹ですが、経過が比較
的良好な場合と、そうではない場合が
ありますから、やはり専門の先生に早
めにご相談されたほうがいいと思いま
す。
　池田　急性汎発性発疹性膿疱症の原

因薬剤として最もよく見られる薬剤は
どのようなものがありますか。
　池澤　原因薬として一番頻度が高い
薬剤は抗生物質などの抗菌薬だと思い
ます。そのほかで有名なのは水銀アレ
ルギーによる水銀疹や水銀かぶれに伴
う接触皮膚炎症候群や全身性接触皮膚
炎として汎発疹があります。ほかの外
用薬による接触皮膚炎（かぶれ）も、
強い反応の場合は膿疱型となり、それ
が接触皮膚炎症候群や全身性接触皮膚
炎を起こして汎発性（全身型）になる
ことがありますから、その点に留意す
る必要があります。このタイプのAGEP
は原因となる薬剤の外用や内服をやめ
ることですぐ良くなることがわかって
おり、経過が比較的良好なためいいの
ですが、DIHSやSJS/TENの原因薬と
して知られるカルバマゼピン（テグレ
トール）によるAGEPの場合、この薬剤
はどのタイプの薬疹の原因薬にもなり
ますので、臨床症状からAGEPが疑わ
れた場合には、DIHSやSJS/TENとし
ても診断できる症例なのか、それとも
これらの重症薬疹のクライテリアに当
てはまらないで、典型的なAGEPに当
てはまる症例なのかできるだけ早期に
判定することが大切です。抗痙攣薬と
か消炎鎮痛薬とか、また抗菌薬の場合
もカルバマゼピンと同じようにAGEP
の原因薬となり、AGEPの皮膚症状を
呈したDIHSやSJS/TENの原因薬とも
なるため、その鑑別が重要です。
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さんご存じのように、投薬開始から発
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　池田　次に治療についてうかがいた
いと思います。先ほどAGEPであれば、
ある程度薬を中止することによって良
くなるということですけれども、こう
いった治療以外に、要するに被疑薬を
やめても治らないといった状態はある
のでしょうか。
　池澤　そこが大事だと思うのです。
ですから、AGEPで来られて、発熱が
あって、患者さんが辛そうに感じたと
きは、入院させないと不安ですので、
まず入院させます。すぐ一挙にステロ
イドの全身投与に踏み切るかというと、
一般的にはまず疑われる原因薬をやめ
て、ちょっと経過を見ます。そしてそ
のときの軽快の仕方が比較的早い場合
は、これは典型的なAGEPかなと思う
わけです。でも、ちょっと長引いたり
する場合、当然血液検査もしますから、
そこで問題は、症例によっては、たと
え典型的なAGEPの場合でも、症状が
あまりにも激しかったら、私はステロ
イドを全身投与します。また高熱でし
たら、点滴もします。
　池田　この疾患の合併症といいます
か、そういったものはありますか。
　池澤　合併症は、臓器障害があまり
ない点が典型的なAGEPの特徴だと思
います。ただし、そのときにもう一つ
大事なことは、基礎疾患に何があるか
ということです。例えば、基礎疾患に
白血病とか、ベーチェット病とか、ス
イート病とか、骨髄異形成症候群とか、

あるいはリンパ腫などがある場合、先
ほどお話ししたAGEPの症状を呈した
DIHSやSJS/TENでなくとも、遷延化
して治りにくい人がいますから、基礎
疾患に何があるかということを十分検
索して対応すべきものと思われます。
当然、AGEPの原因薬となる抗菌薬、
抗痙攣薬、鎮痛薬などの薬が投与され
ているわけですから、その薬が投与さ
れる基礎疾患がどういうものかという
ことをきちんと捉えておくことが大事
なのではないかと思います。
　池田　一般の開業の先生方にとって、
鑑別も難しいですし、どうして治療し
ていいかわからないということですの
で、専門医にコンサルトする時期とし
ましては、いつごろがよろしいでしょ
うか。
　池澤　私は自分が医師としてAGEP
が疑われるような症例を見ましたら、
当然入院させようと思いますから、開
業の先生や、一線で専門ではない先生
が見られたら、すぐに専門の先生にコ
ンサルトするのが一番いいと思います。
そうして経過を見ることが大事なので、
最初の時点で「これは軽いぞ、これは
重いぞ」と決められると思うことが危
ないのではないかと思っております。
　池田　まとめますと、全身の発熱、
小さな膿疱が多発する、そして臨床的
に非常に重症感がある。そういった症
例を経験すると、単純に比較的予後が
いいというAGEPのことが多いのです

けれども、もっと重篤なDIHS、ある
いはSJS/TEN、こういったものも念頭
に置き、すぐさま専門医にコンサルト
して、指示を仰ぐことが重要だという
ことですね。
　池澤　この疾患は、一見してAGEP
と思われる症例の中に経過が良い場合
と悪い場合があり、さらに経過が良い
と思われる「DIHSやSJS/TENでない
典型的・定型的な症例」でも基礎疾患
によっては予後が悪い症例もあること
が、臨床的に一番大事な点だと思うの
です。
　池田　今、先生のお話をうかがいま
して、だいぶ前ですけれども、私が研
修医のときに遭遇した患者に一致する
のではないかというのを思い出したの
です。その患者さんは、50歳ぐらいの
女の方で、膿疱性乾癬ということで、
いろいろな施設で治療を受けていたの
ですけれども、入院されて、長いこと、
我々はずっと見ていたのですけれども、
何にも変化がないのです。皮膚症状が
ない。ムーンフェースとか、ステロイ
ドの副作用ばかり、目立っていたので
す。あるとき、消炎鎮痛剤を注射した
ところ、全身の発熱と細かい膿疱が出
ました。そのとき、みんなが「膿疱性
乾癬じゃないか」と言っていたのです
けれども、薬をやめたら素直に皮疹が
治ってしまう。そういうものを見てい
て、これは何だろうなとずっと思って
いたのです。あるときAGEPという病

名が出てきて、「ああ、これなんだ」
と納得はしたのですけれども、先生は
若いころからそういうご経験はありま
すか。
　池澤　私は、助教授の時代ですけれ
ども、クリンダマイシンによる例を経
験しました。発熱を伴って膿疱が全身
に多発しており、重症感がありました
が、この症例は薬をやめたら急速に良
くなりました。文献を見ていましたら、
こういう病名があることがわかりまし
た。そうこうしているうちに、重症薬
疹の代表であるTENとか、SJS、それ
に加えてDIHSという重症薬疹の概念
が出てきまして、このDIHSにはAGEP
と皮膚症状に非常に似ている症例があ
るものですから、あらためてAGEPの
臨床的重要性を認識した次第です。も
ともと報告されたのは、原因薬をやめ
ると良くなるという特徴があるのです
けれども、実はそうではない疾患との
鑑別が重要になる。しかも、この患者
の基礎疾患によっては同じような症状
でも遷延化し予後があまり良くない症
例があるということで、AGEPは臨床
的に重視すべき皮膚病と考えておりま
す。
　池田　非常に複雑なスペクトラムの
中の一つのところを臨床的に見ている
ということですので、やはり専門家で
ないとなかなか難しいということです
ね。
　池澤　そう思います。
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に加えてDIHSという重症薬疹の概念
が出てきまして、このDIHSにはAGEP
と皮膚症状に非常に似ている症例があ
るものですから、あらためてAGEPの
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　池田　専門家でも難しい。
　池澤　専門家だからと思って、これ
で安心してしまうと危ないので、僕は
重症薬疹を一生懸命やってきて、いつ
も思うことは、安心しないほうがいい。

経過を見て、経過の中から学ぶという
ことを大事にしています。この疾患こ
そ、まさにそういう疾患ではないかと
思っています。
　池田　ありがとうございました。

　池脇　まず、多系統萎縮症（MSA）
がどんな病気なのか、簡単に説明いた
だけますか。
　三枝　多系統萎縮症というのは、以
前、小脳失調を主とするオリーブ橋小
脳萎縮症（OPCA）と、錐体外路系の
障害を主とする線条体黒質変性症、自
律神経系の障害を主とするシャイ・ド
レーガーの三つの神経変性疾患が、そ
の経過をたどっていくと、互いの神経
症状が重なり合うように発現してくる
ということと、この三つの疾患では互
いに共通した脳の病理学的な特徴が認
められるということで、近年では同一
系統の疾患としてまとめられ、多系統
萎縮症と呼ばれています。

　従来いわれていたこの三つの病は、
結局はオリーブ、橋、小脳、線条体、
黒質、自律神経系の各変性の度合いが
強い部分によって臨床像の発現形態が
異なって表現されたものだと考えられ
ています。
　いずれにしても、基本的には原因不
明の神経変性疾患であるために、根本
的な治療は難しく、数年から10年程度
の経過をたどるといわれています。た
だ、ほかの神経変性疾患と違って、多
系統萎縮症では突然死の確率が非常に
高いことが指摘されています。この突
然死の原因として、吸気時に両側の声
帯の外転運動が障害され、気道狭窄を
来すということと、中枢性の呼吸障害
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に対して
　１．気管切開以外にとりうる処置。
　２．手術を要する場合はその術式、適応、および専門医への紹介のタイミン

グについて（なお、現在PEG栄養中です）。
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を発症することが関与していると指摘
されています。
　池脇　初歩的な質問ですけれども、
吸気時に声帯が外転するというのは、
これは声門を広げるような動きという
ことですか。
　三枝　そうです。基本的には、発声
をするときには両側の声帯が内転して、
互いに合わさって声帯が振動する、も
しくは咳払いをするとか、嚥下をする
ときには両側の声帯が発声時よりもさ
らに強く合わさって、嚥下したものが、
下気道に入らないようにするなどして
働いています。呼吸の場合にはその逆
で、吸気時には基本的には両側の声帯
がある程度開いて気道を形成すること
になっていますので、両側の声帯の外
転運動が障害されるということは、そ
れができなくなってくるということで

す。
　池脇　それがうまくいかないから、
声門が広がらないで気道狭窄を来す。
このことが突然死に関与している可能
性が高いということですね。どうして
そういうことが起こるのかという原因
について教えてください。
　三枝　これは日本の研究者である磯
崎先生らにより明らかにされたことで
すが、MSAの患者さんでは延髄の疑核
の運動ニューロンのうち、声帯を外転
させる唯一の筋肉である後輪状披裂筋
を支配する運動ニューロンが選択的に
変性してしまうということが明らかに
なっていまして、このため、後輪状披
裂筋の選択的な萎縮が起こることが原
因です（図１）。
　また、病気が進行してくると、声帯
の内転筋である甲状披裂筋が、吸気時

図１　MSA患者（50歳男性）の後輪状披裂筋の吸気時における筋電図干渉波形

本症例は夜間の異常ないびき音を指摘されて受診した。内喉頭筋に対する筋電図検査
では、後輪状披裂筋のみが、干渉波の振幅が増大し、神経筋単位の減少していること
が指摘され、後輪状披裂筋の選択的な神経原性変化の起こっていることが確認された。

during inspiration

200μV
0.1 msec.

には本当は活動すべきものではないの
ですけれども、吸気時に同期した筋活
動をすることで、さらに声門の閉鎖が
強められてしまう現象のあることも報
告されています。
　さらに、自律神経系の障害を伴って
いますので、胃や下部消化管の運動性
が悪くなるために、胃食道逆流が起き
て、胃酸が食道を乗り越えて咽頭にま
で達し、喉頭蓋の喉頭面の化学受容体
を刺激することで、中枢性無呼吸や喉
頭痙攣、喉頭の奇異性運動といって吸
気時に声門が閉鎖してしまう現象など
を誘発することも知られていまして、
これらもおそらく突然死の原因になる
のではないかと考えられています。
　両側の声帯の外転運動が悪くなると、
夜になると、牛が鳴いているようない
びきをかくようになったとか、最近に
なってひどいいびきをかくようになっ
たといったことで気づかれることがあ
ります。この場合のいびきは、通常の
「ガァーッ」という低いピッチのいび
きとは違って、高いピッチの、うなっ
ているような声、息を吸いながら出す
声のようないびき音ですから、「フゥ
ーッ」というような音になります。２
階にいても聞こえるような、一度聞い
たら忘れられないというようないびき
です。病気が進行してくると、日中で
も声帯の外転運動が悪くなって、呼吸
困難感と、労作時の吸気性喘鳴を伴っ
てくるようになります。

　池脇　先生の今のいびきの音の実演
は非常に印象的でした。
　そうしますと、そういったものに対
してどういうふうに対処するべきなの
か。手術あるいはそれ以外のというこ
とですけれども、それに関してお話を
進めてください。
　三枝　病初期、夜間のみの吸気性喘
鳴、もしくはいびきで発見されたり、
ほかの身体所見が進行していないよう
な比較的初期の場合には、気管切開を
行うことは逆にADLを低下させる原因
になりますし、患者さんも希望しない
と思います。この場合にはCPAPもし
くはBiPAPのようなマスクによる陽圧
換気が有効といわれています。
　声帯の外転障害ばかりではなくて、
呼吸中枢が障害されて中枢性の呼吸障
害が加わってくる場合には、単に陽圧
をかけるのではなくて、換気も行える
BiPAPが必要になってきます。
　池脇　いわゆる睡眠時無呼吸症候群
に対しての最近普及してきた治療法と
いうものが、MSAの患者さんの声帯開
大不全に対してもまずは試みられるべ
き治療法になってきたということです
ね。
　三枝　はい、そう思います。
　池脇　それ以外にはどうでしょう。
　三枝　先ほど述べました胃食道逆流
という問題に対して、プロトンポンプ
阻害剤や、消化管運動改善薬の処方を
行うということも非常に重要です。こ
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れらを処方してみると、意外に吸気性
喘鳴が軽減して呼吸が楽になったとい
う症例をしばしば経験します。
　池脇　そういったことでも解決つか
ないようなレベルにまで進行して外科
的な気道確保が必要になってくるとい
うのは、どういう段階からなのでしょ
うか。
　三枝　日中も声帯の外転障害による
吸気性喘鳴や呼吸困難が明らかになっ
てきた場合には、やはり何らかの外科
的な気道確保が必要になってくると思
います。外科的な気道確保の方法とし
ては、もちろん気管切開が非常に有名
ですけれども、気管切開を行ったから
といって、必ずしも発声できなくなる
わけではなくて、もちろんスピーチカ
ニューレの使用というのも理論的には
可能なのですけれども、おそらくこの
段階に来たMSAの患者さんでは、起立
性低血圧とか失調、錐体外路系症状、
そして胃食道逆流などによって、ADL
が非常に低下してくるとともに、おそ
らく嚥下障害が問題になってくるかと
思います。こうなると、やはりスピー
チカニューレの使用は難しく、カフ付
きカニューレを使用するということに
なってしまうと思います。
　そうしますと、単純な気管切開を行
うことがかえって嚥下にとってはマイ
ナスの要因となり、さらに嚥下障害が
悪化したり、よけいにADLが低下する
ということになってくると思います。

そうしますと、口腔内や気管内の吸引
回数も増えますし、肺炎の発症のリス
クも増えてしまうということで、本人
もそうですし、ご家族にも非常に負担
が大きくなってしまうということが懸
念されます。
　加えて気管切開をすることで、もと
もと自律神経系の障害があるところに、
さらに便秘だとか、胃食道逆流がひど
くなることがありますので、そういっ
た問題も表面化してくるかと思います。
　おそらくこのころには声帯の外転障
害のみによる気道狭窄ではなくて、構
音障害であるとか、発声の問題も出て
くるでしょうから、単純な気管切開を
行うよりは、音声を犠牲にしてまでも、
とはいいますけれども、もともと発声
が非常に困難な状態なわけですから、
気管切開に加えて誤嚥防止手術を行っ
たほうがADLを保つことができるので
はないかと考えられています。
　池脇　そうしますと、誤嚥防止手術
を行うことで肺炎の発症あるいは増悪
が制御されますし、気管内吸引の回数
も減ることが期待できますね。
　三枝　はい。呼吸のほうは、誤嚥を
ブロックした位置より下方に永久気管
孔を作製して、ここから行います。誤
嚥がなくなるということで、ある程度
ADLが保たれていれば、経口摂取がも
う一回再開できるというメリットのあ
る場合もあります。
　池脇　それは大きいですね。

　三枝　多系統萎縮症では、その名の
とおり、気道の問題だけではなく、失
調だとか錐体外路系の障害、神経因性
膀胱、嚥下障害と、様々な障害が全身
に起こりますけれども、これらに対す
る対応のうちで最も重要な問題は、呼
吸と栄養の管理だと思います。単純な
気管切開だけではなくて、気道ととも
に、嚥下障害と胃食道逆流による誤嚥
を確実に制御するということが、最終
的に安定した療養や介護を続けるとい
う意味で非常に重要になるかと思いま
す。
　池脇　確認ですけれども、手術を要
する場合はどんな手術かという質問で
すが、これは今、先生が言われた永久
気管孔というのがその手術ということ
なのでしょうか。あるいは、違う手術
があるのでしょうか。
　三枝　いや、そうではなくて、誤嚥
防止手術を行いますと、結局はそこよ
り上方では呼吸ができなくなってしま
いますので、それより下方に気管切開
を行って、呼吸のための孔をつくるわ
けですけれども、その際に皮膚と気管
粘膜とを縫合し、永久気管孔にします。
こうしますとカニューレの交換も容易

ですし、場合によってはカニューレフ
リーとすることも可能になります。い
ずれにしても、誤嚥防止手術を行って
誤嚥を確実にブロックして呼吸を守る
ということが非常に重要だろうと思い
ます。
　池脇　専門医へどういうタイミング
で紹介したらいいかという質問につい
て、MSA自体が予後が悪い病気で、突
然死もあるとなると、早めに連絡を取
り合いながらというのがいいのかなと
思うのですけれども、そのあたり、ど
うでしょう。
　三枝　耳鼻咽喉科の中でも、この手
術（「嚥下機能手術」のうち「喉頭気管
分離術」）は2010年から保険適用にな
ったぐらいですから、耳鼻咽喉科以外
ではまだ十分認知されていないかと思
いますけれども、こういった治療があ
るということをまず知っていただくと
いうことで、少しずつ普及できればと
思います。
　池脇　MSAの患者さんの声帯の状態
に関してはまず一度、耳鼻咽喉科に診
てもらうほうがよいということですね。
　三枝　はい。
　池脇　ありがとうございました。
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れらを処方してみると、意外に吸気性
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　三枝　はい。呼吸のほうは、誤嚥を
ブロックした位置より下方に永久気管
孔を作製して、ここから行います。誤
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　大西　目黒先生、インクレチン関連
薬についてお話をうかがいたいと思い
ます。
　インクレチン関連薬というのは、非
常に注目されていて、日本でも臨床の
現場で相当使われてきているように思
うのです。糖尿病の治療も随分変わっ
てきている面もあるかと思うのですが、
現在の動向はいかがでしょうか。
　目黒　インクレチン関連薬の中でも、
飲み薬であるDPP-４阻害薬が発売さ
れたのが2009年の12月になりますので、
３年少々使われてきております。DPP-
４阻害薬は、今現在出ている薬の中で
もベスト10に入ってくるような売り上
げというふうに聞いておりますので、
爆発的に売れているような状況で、さ
らにほかのメーカーからも次々と発売
されているという状況です。
　また、もう一つの注射薬であるGLP-
１受容体作動薬に関しましても、日本
で使われるようになって１～２年とい
うことになってきますので、こちらの
ほうもだんだん使われる幅が広がって

います。
　大西　糖尿病治療の選択肢もだいぶ
幅が広くなってきたということですね。
　目黒　そうですね。
　大西　インクレチンという用語です
が、専門外の先生方には少しなじみが
薄いかもしれませんので、そもそもイ
ンクレチンというのはどういうものか、
教えていただけますでしょうか。
　目黒　インクレチンといいますのは、
腸管から出るホルモンで、膵臓に働い
てインスリンを分泌させるようなもの
をインクレチンといいます。現在、イ
ンクレチンとして知られているものに
は、gulcagon-like peptide１（GLP-１）
と呼ばれるものと、あとGastric Inhibi-
tory Polypeptide（GIP）と呼ばれるも
のの２種類があります。主に薬剤とし
て利用されておりますのはGLP-１に
なります。これらはDPP-４というペ
プチド分解酵素によって速やかに分解
されてしまうため、なかなか製剤とし
て使用するのが難しかったのですけれ
ども、ここ10年ぐらいで開発されてき

まして、ようやく日本でも使えるよう
になったということになります。
　大西　それでは、お薬の話に移りた
いのですが、主にGLP-１の受容体作動
薬とDPP-４阻害薬の二つに分かれる
わけですね。大まかにどういった違い
があるのでしょうか。
　目黒　インクレチンというのは、腸
管から分泌されたあとに、生理的には
DPP-４によって数分で分解されてし
まうものなのですが、GLP-１のアミノ
酸配列の一部を変えたりとか、あるい
は脂肪酸とくっつけることにより、半
減期を長くし製剤化したものがいわゆ
るGLP-１受容体作動薬というものに
なります。
　現在は、エキセナチドとリラグルチ
ドというものが使用可能でありまして、
最初に出てきたエキセナチドのほうは、
アメリカドクトカゲの唾液腺に含まれ
ている成分であるということで、イン
ターネットなどでも紹介されています。
そういったものがヒトのGLP-１と相
同性が高くて、薬理的な作用を持って
いるということになります。
　また、DPP-４阻害薬のほうは、イン
クレチンを分解するDPP-４という酵
素を阻害することによりまして、体内
でのインクレチンの作用を長く強くす
ることができる薬剤になります。
　大西　最初のGLP-１の受容体作動薬、
これは主に注射なのですか。
　目黒　そうです。現在、注射薬とし

て、先ほど言いましたエキセナチドと
いうものとリラグルチドという２剤を
使用することができます。
　大西　その２剤の使い方の違いとい
うのはありますか。
　目黒　GLP-１受容体作動薬は、現在
使用できる糖尿病の薬剤としましては
比較的効果が強いものになります。イ
ンクレチン関連薬共通の特徴としまし
て、血糖値が高いときには膵臓に働い
てインスリンを分泌させるのですが、
血糖値が下がってくると、そういった
効果を表さなくなる。血糖値を下げる
効果は強いけれども、単独で使った場
合に低血糖を起こしにくいという効果
があります。
　大西　そうしますと、使いやすいで
すね。
　目黒　またGLP-１に関しましては、
胃の動きを遅らせるとか、あるいは中
枢神経に働いて食欲を抑制させるとか、
膵臓以外への効果も期待されておりま
す。
　大西　体重があまり増えないという
効果がありますね。
　目黒　はい。体重が増えない、ある
いは減るという効果が期待されていま
す。
　大西　この２剤の違いは何かありま
すか。
　目黒　エキセナチドのほうは、今現
在では１日２回の注射が必要になりま
す。ただ、現在、１週間に１回注射と
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薬についてお話をうかがいたいと思い
ます。
　インクレチン関連薬というのは、非
常に注目されていて、日本でも臨床の
現場で相当使われてきているように思
うのです。糖尿病の治療も随分変わっ
てきている面もあるかと思うのですが、
現在の動向はいかがでしょうか。
　目黒　インクレチン関連薬の中でも、
飲み薬であるDPP-４阻害薬が発売さ
れたのが2009年の12月になりますので、
３年少々使われてきております。DPP-
４阻害薬は、今現在出ている薬の中で
もベスト10に入ってくるような売り上
げというふうに聞いておりますので、
爆発的に売れているような状況で、さ
らにほかのメーカーからも次々と発売
されているという状況です。
　また、もう一つの注射薬であるGLP-
１受容体作動薬に関しましても、日本
で使われるようになって１～２年とい
うことになってきますので、こちらの
ほうもだんだん使われる幅が広がって
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幅が広くなってきたということですね。
　目黒　そうですね。
　大西　インクレチンという用語です
が、専門外の先生方には少しなじみが
薄いかもしれませんので、そもそもイ
ンクレチンというのはどういうものか、
教えていただけますでしょうか。
　目黒　インクレチンといいますのは、
腸管から出るホルモンで、膵臓に働い
てインスリンを分泌させるようなもの
をインクレチンといいます。現在、イ
ンクレチンとして知られているものに
は、gulcagon-like peptide１（GLP-１）
と呼ばれるものと、あとGastric Inhibi-
tory Polypeptide（GIP）と呼ばれるも
のの２種類があります。主に薬剤とし
て利用されておりますのはGLP-１に
なります。これらはDPP-４というペ
プチド分解酵素によって速やかに分解
されてしまうため、なかなか製剤とし
て使用するのが難しかったのですけれ
ども、ここ10年ぐらいで開発されてき

まして、ようやく日本でも使えるよう
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　大西　それでは、お薬の話に移りた
いのですが、主にGLP-１の受容体作動
薬とDPP-４阻害薬の二つに分かれる
わけですね。大まかにどういった違い
があるのでしょうか。
　目黒　インクレチンというのは、腸
管から分泌されたあとに、生理的には
DPP-４によって数分で分解されてし
まうものなのですが、GLP-１のアミノ
酸配列の一部を変えたりとか、あるい
は脂肪酸とくっつけることにより、半
減期を長くし製剤化したものがいわゆ
るGLP-１受容体作動薬というものに
なります。
　現在は、エキセナチドとリラグルチ
ドというものが使用可能でありまして、
最初に出てきたエキセナチドのほうは、
アメリカドクトカゲの唾液腺に含まれ
ている成分であるということで、イン
ターネットなどでも紹介されています。
そういったものがヒトのGLP-１と相
同性が高くて、薬理的な作用を持って
いるということになります。
　また、DPP-４阻害薬のほうは、イン
クレチンを分解するDPP-４という酵
素を阻害することによりまして、体内
でのインクレチンの作用を長く強くす
ることができる薬剤になります。
　大西　最初のGLP-１の受容体作動薬、
これは主に注射なのですか。
　目黒　そうです。現在、注射薬とし

て、先ほど言いましたエキセナチドと
いうものとリラグルチドという２剤を
使用することができます。
　大西　その２剤の使い方の違いとい
うのはありますか。
　目黒　GLP-１受容体作動薬は、現在
使用できる糖尿病の薬剤としましては
比較的効果が強いものになります。イ
ンクレチン関連薬共通の特徴としまし
て、血糖値が高いときには膵臓に働い
てインスリンを分泌させるのですが、
血糖値が下がってくると、そういった
効果を表さなくなる。血糖値を下げる
効果は強いけれども、単独で使った場
合に低血糖を起こしにくいという効果
があります。
　大西　そうしますと、使いやすいで
すね。
　目黒　またGLP-１に関しましては、
胃の動きを遅らせるとか、あるいは中
枢神経に働いて食欲を抑制させるとか、
膵臓以外への効果も期待されておりま
す。
　大西　体重があまり増えないという
効果がありますね。
　目黒　はい。体重が増えない、ある
いは減るという効果が期待されていま
す。
　大西　この２剤の違いは何かありま
すか。
　目黒　エキセナチドのほうは、今現
在では１日２回の注射が必要になりま
す。ただ、現在、１週間に１回注射と
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いう製剤も臨床応用され始めて、日本
でも治験が行われております。近い将
来、１週間製剤というものが利用可能
になります。
　大西　従来のSU薬とかインスリンと
か、古典的な体系がありますけれども、
インクレチン関連薬は、それをどのよ
うに補っていく薬なのでしょうか。
　目黒　一つは血糖値を下げる効果が
ありながら低血糖を起こしにくいとい
うことで、低血糖を生じることなく、
いい血糖コントロールを維持できる可
能性があります。
　また、従来のSU薬やインスリンとい
うのは、低血糖と同時に、体重が増え
やすいという欠点があったのですけれ
ども、インクレチン関連薬は体重増加
を来しにくいということがもう１つの
メリットです。
　さらには、SU薬の場合は長期間使用
することによって、むしろ膵臓を疲弊
させてしまうのではないかという懸念
がありました。まだ動物実験の段階で
はありますけれども、GLP-１受容体作
動薬あるいはDPP-４阻害薬に関して
は、膵臓のβ細胞を保たせる、あるい
は齧歯類などではむしろ増やすという
ようなデータが出ておりますので、膵
臓の保護作用ということでも期待され
ております。
　大西　新しい薬なのですね。DPP-
４阻害薬というのは、飲み薬ですね。
　目黒　そうです。DPP-４阻害薬は

飲み薬、製剤によって１日１～２回服
用ということになってきます。
　大西　これは何種類かあるわけです
ね。
　目黒　現在、日本ではシタグリプチ
ン、ビルダグリプチン、アログリプチ
ン、リナグリプチン、４つの製剤が使
用可能でして、またこれからほかのメ
ーカーからもいろいろと発売されてく
る予定となっております。
　大西　この４種類の違いや使い分け
はあるのでしょうか。
　目黒　まず医学的な観点からいいま
すと、代謝過程の違いなどによりまし
て、例えば腎障害のときには減量しな
いといけない、あるいは透析の方には
使えないというような製剤から、肝代
謝であるので、そういったことを勘案
せずに使用できるもの、あるいは減量
することで腎障害があっても使えるも
のなど、様々なものがあります。あと、
半減期の違いから、１日１回投与のも
の、あるいは２回投与のものがありま
す。２回投与のものは若干血糖値を下
げる効果が強いという報告もあります。
　大西　これらのインクレチン関連薬
というのは、低血糖も起こしにくいし、
体重もむしろ下がるということで、ご
高齢の方や交替勤務で不規則な勤務の
方にも使いやすい糖尿病の薬なのでし
ょうか。
　目黒　はい。従来のSU薬などではど
うしても低血糖という問題がありまし

たし、場合によって、高齢の方では低
血糖によって認知症と間違われるなど
ということもありました。インクレチ
ン関連薬もSU薬との併用の場合には注
意しないといけませんが、低血糖を起
こしにくい薬との併用あるいは単独の
場合には、比較的そういった懸念が少
なく使用できるのではないかと思いま
す。
　大西　SU薬との併用もよくされると
いうことですけれども、それはどうい
ったケースでしょうか。
　目黒　現段階では、もともとSU薬が
投与されていた方に対して、血糖コン
トロールが不十分であるためにインク
レチン関連薬が追加されるということ
が一番多いのではないかと思います。
その場合、重篤な低血糖を起こした例
などもありますので、SU薬を減量して
投与するようにという勧告がなされて
おります。
　大西　一方でインスリンの使用など
も、こういった薬がどんどん出てくる
と、多少は減ってくるような気もする
のですが、このあたりの兼ね合いはい
かがでしょうか。
　目黒　先の糖尿病学会でも、ある施
設においてインスリンの使用が減って
いるという報告もありました。また、
2011年からインスリンとDPP-４阻害
薬の併用もできるようになってきてい
ますので、そうするとインスリンの量
が減らせる、あるいは低血糖が減ると

いう報告もあります。
　大西　お話をうかがいますと、かな
り糖尿病の治療が様変わりしつつある
ように感じ、非常に期待が持てる薬で
はないかと思うのですが、今後の展望
はいかがですか。
　目黒　一番の問題点としましては、
まだ長期的な成績がないということだ
と思います。今後、欧米で行われてい
る、特に血管の合併症に対する成績な
どが出てきますと、どういった例に使
うべきか、あるいはどういった場合に
注意が必要かということがより明確に
なってくると思います。
　また、インクレチン関連薬が非常に
注目を集めておりますけれども、今後、
ほかにも低血糖を起こしにくいような
糖尿病の薬剤も出てくるということで
す。
　大西　それはまた別の機序のお薬が
出てくるわけですね。
　目黒　そうですね。そうすると、さ
らに低血糖を起こしにくく、体重を増
やしにくく、よりいい血糖値を維持し
やすいということになればというふう
に期待しております。
　大西　今回のテーマのインクレチン
関連薬は、日本ではトップセールの一
つになってきているということですね。
　目黒　そのようにうかがっておりま
す。
　大西　今後、どんどん使われるよう
になりそうですか。
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　目黒　合併症の予防効果、あと副作
用の問題もどうしても出てくると思い
ます。一部、糖尿病のほかの薬剤では、
だいぶ使用されてから初めて副作用が
明らかになってきたというものもあり
ますので、そういった点では注意して
使用していく必要があるのではないか
と思います。
　大西　患者さんの反応はいかがです
か。
　目黒　すごくいい薬というふうに当
初紹介されておりましたので、むしろ

患者さんのほうから「インクレチン関
連薬を使用したい」という問い合わせ
が相当あった薬剤です。
　大西　非常に注目されている薬とい
うことで、期待が持てますね。
　目黒　従来の薬剤と比べますと、飲
む回数が少ない、あるいは副作用の点
で、ゼロではないかもしれませんが、
飲みやすいという評判なのではないか
と思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　インスリン分泌薬についてお
うかがいいたします。
　まず、インスリン分泌薬にはどうい
うものがあるのでしょうか。
　梶尾　インスリン分泌薬は、インス
リン分泌を促進する薬物のことですが、
大きく分けて２つの種類があります。
１つはスルホニル尿素薬、SU薬、もう
１つは速効型インスリン分泌促進薬、
グリニド薬というものです。
　齊藤　それぞれ特徴があるのでしょ
うか。
　梶尾　作用機序はいずれも同じで、
膵臓のβ細胞の表面にあるSU受容体に
結合してインスリン分泌を促進させま
す。グリニド薬の場合、SU受容体への
結合がより弱く、速いということで、
早く作用が発現し、作用の時間が短い。
それに比べて、SU薬全般に、結合力が
より強く、結合している時間が長いも
のですから、効果がより強く長く出て
くるということになります。
　齊藤　それはどんなタイプの方に使
っていくことになりますか。

　梶尾　２型の糖尿病の方は一般的に
インスリンの分泌が落ちており、かつ
インスリンに対する抵抗性が強いとい
う特徴があります。これらの薬は、特
に、インスリンの分泌は落ちているが、
比較的保たれていて、かつ食事療法と
か運動療法によってインスリン抵抗性
がある程度改善されつつあるような方
に適用できるお薬です。
　齊藤　太っていないような方という
ことでしょうか。
　梶尾　はい。今おっしゃったように、
特に日本人の場合はあまり肥満してい
なくて、インスリン抵抗性が欧米人と
比べてそれほど強くない。そういう方
には適応になる方が多いということに
なると思います。
　齊藤　これは以前から使われている
お薬ということで、エビデンスが集ま
ってきているということですが、それ
をお話しくださいますか。
　梶尾　SU薬の効果とか作用につい
ての研究はたくさんあるわけですけれ
ども、特に近年、大規模臨床研究とし
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国立国際医療研究センター病院糖尿病・代謝・内分泌科長
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て幾つか重要な研究が出ております。
　その中の一つには、UKPDS（United 
Kingdom Prospective Diabetes Study）
といいまして、イギリスで行われまし
た、新規に発症された２型糖尿病の患
者さん全部で5,000人以上、この方々を
20年前から継続して追跡した研究があ
ります。具体的にいいますと、その方々
を強化療法群、SU薬とか、あるいは場
合によってはインスリンを使いますけ
れども、強化療法をした方々、あるい
は食事を中心とした従来療法群に分け
まして、平均約10年、追跡しました。
　その結果、糖尿病関連のエンドポイ
ント、これが強化療法群の場合、従来
療法群と比べて12％下がった。あと、
網膜症とか腎症といった細小血管症に
関しては25％下がった。有意な差が出
ています。しかしながら、心筋梗塞と
か、そのような大血管症に関しては、
最初の10年間では差が出ていなかった
のです。ところが、その後、強化療法
群と従来療法群に同じような治療を行
いました。その結果、さらに10年たっ
てみると、最初の10年では差が出てこ
なかった心筋梗塞であるとか総死亡の
リスク、こういった合併症については、
最初のころにコントロールをきちっと
やった方々のほうが明らかにいい結果
が出たということがあります。これを
legacy effect、遺産効果というふうに
我々は呼んでおります。
　つまり、早期に糖尿病をよくする。

つまり、SU薬というのは経口薬の中で
も非常に強い、一番強いタイプのお薬
ですが、そういったものを使ってきち
っと早期にコントロールすることは意
味があるということがわかりました。
　齊藤　これは、新しく糖尿病になっ
た患者さんが対象になったということ
でしょうか。
　梶尾　そうです。何しろ、イギリス、
しかも20～30年前のことですので、い
まのように薬は多数ありませんけれど
も、その中で症例を分けてやったとい
うことになります。
　齊藤　より新しい研究もありますね。
　梶尾　近年のものですと、ADVANCE
研究というものがありまして、これは
SU薬、グリクラジドの徐放剤を使っ
た研究ですが、発症後８年経過された
方々を５年間追いました。
　齊藤　糖尿病になってしばらくたっ
た人ということですね。
　梶尾　そうです。それは細小血管症
に関しては差が出たのですが、大血管
症あるいは死亡の抑制効果については
差がなかったという結果でありました。
　齊藤　ちょっと違うわけですね。
　梶尾　ここでポイントなのは、糖尿
病の方は、大血管症の発症頻度や、そ
れによる死亡率が高いのですが、これ
はいわゆる血糖値、平均的に我々は
HbA1cで見ておりますけれども、これ
だけでは測り得ない何かがあるのでは
ないかという議論がありました。

　齊藤　ということは、血糖がいろい
ろ変動するということでしょうか。
　梶尾　そのとおりです。特にそのこ
とが近年よくわかってきましたのは、
血糖をモニターするシステムが非常に
発達してきたことによります。いわゆ
る持続血糖値モニター、CGMといいま
すけれども、この測定器を患者さんに
装着し、皮下に針を刺して、皮下の組
織の血糖値を24時間、場合によっては
２日、３日とモニターすることができ
ます。その結果を見ますと、その患者
さん、特に糖尿病の方がいかに血糖値
が変動しているかということがよくわ
かってきました。
　齊藤　血糖の変動をそういったかた
ちでとらえてやっていくということで、
要点としては、下げすぎない、上げす
ぎないということでしょうか。
　梶尾　その通りです。特に最近、先ほ
ど申し上げました大規模臨床研究にお
いて、いかに血糖値を下げたら合併症
が防げるかという研究が多々あります
けれども、その中の一つに、ACCORD
研究というのがあります。この研究で
は非常に強力に血糖値を下げたのです
が、そうするとかえって重篤な低血糖
が多く発生し、死亡率が増えたという
ことで研究が中止になりました。この
ように、血糖値をなだらかに、上げな
い、あるいは逆に下げすぎないという
ことが重要であるということがありま
す。

　もう一つ、インスリン分泌促進薬で
はないのですけれども、αグルコシダ
ーゼ阻害薬といって、食後の高血糖を
是正するお薬があります。その研究で、
STOP-NIDDM研究というのがありま
すけれども、その結果によると、食後
高血糖を是正することによって、境界
型の方からの糖尿病の発症率が抑制で
きたとか、あるいは心血管イベントも
抑制できたという結果があります。し
たがって、インスリン分泌促進薬につ
いても、より細かく血糖値の変動を抑
えることによって、いい結果が出ると
いうことを今後さらに検討できる状況
にあります。
　齊藤　そうしますと、ターゲットは
食後ということでしょうか。
　梶尾　そうです。インスリン分泌促
進薬にも、先ほど申し上げましたSU薬
とグリニド薬がありますが、特にグリ
ニド薬をどう使っていくかということ
が非常に重要になります。
　グリニド薬というのは、食後の高血
糖を是正することができます。グリニ
ド薬の種類によっては空腹時の血糖値
も下げることができるのですけれども、
SU薬ほど十分には下げることはできま
せん。したがって、血糖値の上昇の仕
方を見ながら、幾つかの薬を組み合わ
せることによって、さらに血糖値をよ
り良くする工夫が必要となる場合もあ
ります。最終的な目的は、合併症の発
症を防ぐ、あるいは増悪させないとい
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て幾つか重要な研究が出ております。
　その中の一つには、UKPDS（United 
Kingdom Prospective Diabetes Study）
といいまして、イギリスで行われまし
た、新規に発症された２型糖尿病の患
者さん全部で5,000人以上、この方々を
20年前から継続して追跡した研究があ
ります。具体的にいいますと、その方々
を強化療法群、SU薬とか、あるいは場
合によってはインスリンを使いますけ
れども、強化療法をした方々、あるい
は食事を中心とした従来療法群に分け
まして、平均約10年、追跡しました。
　その結果、糖尿病関連のエンドポイ
ント、これが強化療法群の場合、従来
療法群と比べて12％下がった。あと、
網膜症とか腎症といった細小血管症に
関しては25％下がった。有意な差が出
ています。しかしながら、心筋梗塞と
か、そのような大血管症に関しては、
最初の10年間では差が出ていなかった
のです。ところが、その後、強化療法
群と従来療法群に同じような治療を行
いました。その結果、さらに10年たっ
てみると、最初の10年では差が出てこ
なかった心筋梗塞であるとか総死亡の
リスク、こういった合併症については、
最初のころにコントロールをきちっと
やった方々のほうが明らかにいい結果
が出たということがあります。これを
legacy effect、遺産効果というふうに
我々は呼んでおります。
　つまり、早期に糖尿病をよくする。

つまり、SU薬というのは経口薬の中で
も非常に強い、一番強いタイプのお薬
ですが、そういったものを使ってきち
っと早期にコントロールすることは意
味があるということがわかりました。
　齊藤　これは、新しく糖尿病になっ
た患者さんが対象になったということ
でしょうか。
　梶尾　そうです。何しろ、イギリス、
しかも20～30年前のことですので、い
まのように薬は多数ありませんけれど
も、その中で症例を分けてやったとい
うことになります。
　齊藤　より新しい研究もありますね。
　梶尾　近年のものですと、ADVANCE
研究というものがありまして、これは
SU薬、グリクラジドの徐放剤を使っ
た研究ですが、発症後８年経過された
方々を５年間追いました。
　齊藤　糖尿病になってしばらくたっ
た人ということですね。
　梶尾　そうです。それは細小血管症
に関しては差が出たのですが、大血管
症あるいは死亡の抑制効果については
差がなかったという結果でありました。
　齊藤　ちょっと違うわけですね。
　梶尾　ここでポイントなのは、糖尿
病の方は、大血管症の発症頻度や、そ
れによる死亡率が高いのですが、これ
はいわゆる血糖値、平均的に我々は
HbA1cで見ておりますけれども、これ
だけでは測り得ない何かがあるのでは
ないかという議論がありました。

　齊藤　ということは、血糖がいろい
ろ変動するということでしょうか。
　梶尾　そのとおりです。特にそのこ
とが近年よくわかってきましたのは、
血糖をモニターするシステムが非常に
発達してきたことによります。いわゆ
る持続血糖値モニター、CGMといいま
すけれども、この測定器を患者さんに
装着し、皮下に針を刺して、皮下の組
織の血糖値を24時間、場合によっては
２日、３日とモニターすることができ
ます。その結果を見ますと、その患者
さん、特に糖尿病の方がいかに血糖値
が変動しているかということがよくわ
かってきました。
　齊藤　血糖の変動をそういったかた
ちでとらえてやっていくということで、
要点としては、下げすぎない、上げす
ぎないということでしょうか。
　梶尾　その通りです。特に最近、先ほ
ど申し上げました大規模臨床研究にお
いて、いかに血糖値を下げたら合併症
が防げるかという研究が多々あります
けれども、その中の一つに、ACCORD
研究というのがあります。この研究で
は非常に強力に血糖値を下げたのです
が、そうするとかえって重篤な低血糖
が多く発生し、死亡率が増えたという
ことで研究が中止になりました。この
ように、血糖値をなだらかに、上げな
い、あるいは逆に下げすぎないという
ことが重要であるということがありま
す。

　もう一つ、インスリン分泌促進薬で
はないのですけれども、αグルコシダ
ーゼ阻害薬といって、食後の高血糖を
是正するお薬があります。その研究で、
STOP-NIDDM研究というのがありま
すけれども、その結果によると、食後
高血糖を是正することによって、境界
型の方からの糖尿病の発症率が抑制で
きたとか、あるいは心血管イベントも
抑制できたという結果があります。し
たがって、インスリン分泌促進薬につ
いても、より細かく血糖値の変動を抑
えることによって、いい結果が出ると
いうことを今後さらに検討できる状況
にあります。
　齊藤　そうしますと、ターゲットは
食後ということでしょうか。
　梶尾　そうです。インスリン分泌促
進薬にも、先ほど申し上げましたSU薬
とグリニド薬がありますが、特にグリ
ニド薬をどう使っていくかということ
が非常に重要になります。
　グリニド薬というのは、食後の高血
糖を是正することができます。グリニ
ド薬の種類によっては空腹時の血糖値
も下げることができるのですけれども、
SU薬ほど十分には下げることはできま
せん。したがって、血糖値の上昇の仕
方を見ながら、幾つかの薬を組み合わ
せることによって、さらに血糖値をよ
り良くする工夫が必要となる場合もあ
ります。最終的な目的は、合併症の発
症を防ぐ、あるいは増悪させないとい
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うことですが、そういったことを観点
に今SU薬においても研究が進められて
いるという状況です。
　齊藤　そういった中で、SU薬の低血
糖がやはり問題になるのでしょうか。
　梶尾　そうですね。ここ最近、よく
使われておりますDPP-４阻害薬との
併用はたいへん有用ですが、併用に際
して、SU薬を減量するといった低血糖
についての注意が必要です。
　齊藤　効果に加えて、低血糖が少な
いということになるわけですね。
　梶尾　そうです。

　齊藤　SU薬をうまく組み合わせて使
って、血糖値のコントロール、合併症
の予防を目指すということでしょうか。
　梶尾　はい。そういう点で、新たな
糖尿病薬の使い方の時代が今訪れてき
たといえるのではないかと思います。
　齊藤　そういった中で、持続血糖値
モニターが非常に力を発揮すると。
　梶尾　一人ひとりに合ったテーラー
メイドな治療、これが最終的な目的だ
と思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　佐中先生、妊婦と糖尿病とい
うことで話をおうかがいしたいと思い
ます。
　もともと糖尿病があった方が、妊娠
中に少しぐあいが悪くなったり、ある
いは妊娠中にたまたま血糖値が上がっ
たり、いろいろなケースがあるかと思
うのですけれども、2010年に診断基準
が改訂されたあたりからお聞かせいた
だけますでしょうか。
　佐中　妊娠時に血糖値が上がりやす
い状態には、もともと糖尿病があった
方が妊娠したときに悪くなる場合と、
妊娠時の糖代謝の変化によって血糖値
が上がってくる場合があります。
　糖尿病と診断されている方が妊娠さ
れるときには、妊娠前からいろいろ注
意が必要なわけですが、2010年７月の
定義、診断基準の改訂によって、妊娠
時に発見された糖代謝異常が少し変わ
ってきました。以前は妊娠糖尿病と診
断していた「妊娠時に発見された糖代
謝異常」は「妊娠糖尿病」と、「妊娠時
に診断された明らかな糖尿病」の２つ

に分けることになりました。
　そして妊娠糖尿病は、「妊娠中に初
めて発見または発症した、糖尿病に至
っていない糖代謝異常」と定義されま
した。以前は糖尿病と考えられる方が
妊娠時に発見された場合には「妊娠糖
尿病」に含まれていましたが、新しい
定義では「妊娠糖尿病」には含めず、 
「明らかな糖尿病」と診断することに
なりました。
　診断基準も、世界的に統一されてい
なかったのですが、HAPOスタディの
結果、ブドウ糖負荷量は75gで、かつ
数値も統一されました。空腹時血糖値
が92㎎/㎗以上、１時間値が180㎎/㎗
以上、２時間値が153㎎/㎗以上の３ポ
イントのうち１ポイント以上が合致し
た場合に「妊娠糖尿病」と診断するこ
とになりました。この３ポイントの値
は少し異なりますが、以前は２ポイン
ト以上が異常だった場合に「妊娠糖尿
病」と診断しましたが、１ポイント以
上が異常だった場合に「妊娠糖尿病」
と診断することになり、厳しい診断基

糖尿病治療の最新情報（Ⅳ）

東京女子医科大学代謝内科講師
佐　中　眞由実

（聞き手　大西　真）

妊婦と糖尿病
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うことですが、そういったことを観点
に今SU薬においても研究が進められて
いるという状況です。
　齊藤　そういった中で、SU薬の低血
糖がやはり問題になるのでしょうか。
　梶尾　そうですね。ここ最近、よく
使われておりますDPP-４阻害薬との
併用はたいへん有用ですが、併用に際
して、SU薬を減量するといった低血糖
についての注意が必要です。
　齊藤　効果に加えて、低血糖が少な
いということになるわけですね。
　梶尾　そうです。

　齊藤　SU薬をうまく組み合わせて使
って、血糖値のコントロール、合併症
の予防を目指すということでしょうか。
　梶尾　はい。そういう点で、新たな
糖尿病薬の使い方の時代が今訪れてき
たといえるのではないかと思います。
　齊藤　そういった中で、持続血糖値
モニターが非常に力を発揮すると。
　梶尾　一人ひとりに合ったテーラー
メイドな治療、これが最終的な目的だ
と思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　佐中先生、妊婦と糖尿病とい
うことで話をおうかがいしたいと思い
ます。
　もともと糖尿病があった方が、妊娠
中に少しぐあいが悪くなったり、ある
いは妊娠中にたまたま血糖値が上がっ
たり、いろいろなケースがあるかと思
うのですけれども、2010年に診断基準
が改訂されたあたりからお聞かせいた
だけますでしょうか。
　佐中　妊娠時に血糖値が上がりやす
い状態には、もともと糖尿病があった
方が妊娠したときに悪くなる場合と、
妊娠時の糖代謝の変化によって血糖値
が上がってくる場合があります。
　糖尿病と診断されている方が妊娠さ
れるときには、妊娠前からいろいろ注
意が必要なわけですが、2010年７月の
定義、診断基準の改訂によって、妊娠
時に発見された糖代謝異常が少し変わ
ってきました。以前は妊娠糖尿病と診
断していた「妊娠時に発見された糖代
謝異常」は「妊娠糖尿病」と、「妊娠時
に診断された明らかな糖尿病」の２つ

に分けることになりました。
　そして妊娠糖尿病は、「妊娠中に初
めて発見または発症した、糖尿病に至
っていない糖代謝異常」と定義されま
した。以前は糖尿病と考えられる方が
妊娠時に発見された場合には「妊娠糖
尿病」に含まれていましたが、新しい
定義では「妊娠糖尿病」には含めず、 
「明らかな糖尿病」と診断することに
なりました。
　診断基準も、世界的に統一されてい
なかったのですが、HAPOスタディの
結果、ブドウ糖負荷量は75gで、かつ
数値も統一されました。空腹時血糖値
が92㎎/㎗以上、１時間値が180㎎/㎗
以上、２時間値が153㎎/㎗以上の３ポ
イントのうち１ポイント以上が合致し
た場合に「妊娠糖尿病」と診断するこ
とになりました。この３ポイントの値
は少し異なりますが、以前は２ポイン
ト以上が異常だった場合に「妊娠糖尿
病」と診断しましたが、１ポイント以
上が異常だった場合に「妊娠糖尿病」
と診断することになり、厳しい診断基

糖尿病治療の最新情報（Ⅳ）

東京女子医科大学代謝内科講師
佐　中　眞由実

（聞き手　大西　真）
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準になりました。
　また「妊娠糖尿病」から除外するこ
とになった「明らかな糖尿病」の定義
は日本糖尿病・妊娠学会と日本糖尿病
学会で少し異なります。日本糖尿病学
会では「臨床診断で糖尿病と診断され
るもの」を、日本糖尿病・妊娠学会で
は、①空腹時血糖値が126㎎/㎗以上、
②HbA1c（NGSP値）が6.5％以上、③
随時血糖値が200㎎/㎗以上、あるいは
75gOGTTで２時間値が200㎎/㎗以上
の場合（空腹時血糖値、HbA1cで確認
する必要がある）、④確実な糖尿病網
膜症が存在する場合、のいずれかが存
在する場合を「明らかな糖尿病」と診
断することになりました。
　大西　はっきりと区別をつけたとい
うことですね。
　佐中　そうです。
　大西　そうしますと、妊娠中はかな
り糖代謝というのは変わってくるので
はないかと思うのですけれども、その
あたりを教えていただけますか。
　佐中　妊娠中は、胎盤で血糖を上げ
やすい物質やホルモンが産生され、母
体血中に分泌されるために、母体の糖
代謝が非妊娠時と変わってきます。胎
盤が完成した16週以降、これらの産生
が多くなり、二十数週から血糖を上げ
る要因になります。インスリン抵抗性
といいますけれども、ほとんどの妊婦
さんでは、母体膵臓からのインスリン
産生が増大し、血糖を上げないように

調整します。しかし、膵臓でのインス
リン産生能力が低下している場合には
インスリン需要量の増大に対応できず、
血糖値が上昇します。妊娠前から糖尿
病であった場合には、この時期にイン
スリン療法を開始したり、インスリン
使用量を増量します。
　非妊娠時に異常がなかった方でも、
妊娠糖尿病を発症します。そこで、非
妊娠時に糖尿病がなかった方でも、妊
娠24～28週で血糖値が高くなっていな
いか産科サイドではスクリーニングを
行い、児への影響を防ぐ努力がされて
います。
　大西　そもそも血糖値が高いという
ことが、母体や胎児にどのように影響
するかということを教えていただけま
すか。
　佐中　母体の栄養素、炭水化物、脂
質、蛋白質、これらは全部、胎盤を通
過して胎児へ移行します。糖尿病の場
合は、高血糖、特にグルコースが問題
になりますが、母体から胎児へ移行し
ます。胎児では妊娠の早期にすでに膵
臓が形成されていますが、膵臓からイ
ンスリンを多く分泌して、母体から移
行してきた糖を調節しようと努力し、
胎児は高インスリン血症になります。
インスリンは成長因子として働き、胎
児を大きくする、つまり、巨大児や、
妊娠週数に比して大きな児（HFD児：
heavy-for-dates児）になります。
　さらに児の高インスリン血症は新生

児期にも影響を及ぼし、新生児の低血
糖、高ビリルビン血症、呼吸障害等の
合併症を起こします。また母体の高血
糖の影響を受けた膵臓は児の一生を左
右して、思春期、成長後に肥満や糖代
謝異常を引き起こすと報告されていま
す。
　大西　妊娠中の血糖のコントロール
や治療がきちんとしていないと、赤ち
ゃんに一生、影響が出てくると考えて
よろしいでしょうか。
　佐中　そうですね。
　大西　大きくなってからも、例えば
糖尿病になりやすいとか、そういった
こともあるということですか。
　佐中　子宮内環境が児にそういう変
化を起こすといわれています。
　大西　妊娠中の糖の管理というのは、
かなり厳格な治療が求められるのでし
ょうか。そのあたりに関して、具体的
なアドバイスがありますでしょうか。
　佐中　妊娠中の血糖値は、非妊娠時
よりも全体に低くなることはすでに証
明されています。最近「Diabetes Care」
に掲載された結果では、健常妊婦さん
では空腹時血糖値が平均71㎎/㎗、食
後１時間血糖値が平均109㎎/㎗、２時
間血糖値が平均99㎎/㎗と報告されま
した。妊娠33週、すなわち妊娠末期の
血糖値ですが、非妊娠時より低い血糖
値であり、この値に近づける工夫をし
なければいけないわけです。
　現在、世界的には１時間血糖値が140

㎎/㎗以下、２時間血糖値が120㎎/㎗
以下を目標に、食事療法やインスリン
療法をしなければいけないことになっ
ていますが、この結果から、さらに厳
しい血糖値を目標にすべきだという意
見もあります。すなわち平均＋１SDで
ある、１時間血糖値122㎎/㎗、２時間
血糖値110㎎/㎗を血糖コントロール目
標として提唱している先生方もいらっ
しゃいます。
　大西　かなり厳格なコントロールが
求められているということですね。も
ともと糖尿病がかなり悪くて妊娠した
ケースと、いわゆる妊娠糖尿病と、具
体的なコントロールのやり方のような
ものは何か差異があるのでしょうか。
　佐中　健常妊婦さんの血糖値に近づ
けるという目標は変わりないのですが、
母体の膵臓からのインスリン分泌の程
度で、治療のやりやすさは違ってくる
と思います。１型糖尿病では内因性イ
ンスリン分泌がほとんどない方が多い
ので、血糖変動が激しく、そのため変
動幅を少なく、血糖コントロールをよ
くするためには、食事とインスリンの
関係を把握したり、いろいろ工夫する
必要があります。２型糖尿病では内因
性インスリン分泌が残存しているため、
血糖の変動は少なく、血糖コントロー
ルはしやすいと思います。
　妊娠糖尿病では、妊娠中の糖代謝の
変化によって血糖値が上昇するので、
インスリン分泌を補うというかたちで
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準になりました。
　また「妊娠糖尿病」から除外するこ
とになった「明らかな糖尿病」の定義
は日本糖尿病・妊娠学会と日本糖尿病
学会で少し異なります。日本糖尿病学
会では「臨床診断で糖尿病と診断され
るもの」を、日本糖尿病・妊娠学会で
は、①空腹時血糖値が126㎎/㎗以上、
②HbA1c（NGSP値）が6.5％以上、③
随時血糖値が200㎎/㎗以上、あるいは
75gOGTTで２時間値が200㎎/㎗以上
の場合（空腹時血糖値、HbA1cで確認
する必要がある）、④確実な糖尿病網
膜症が存在する場合、のいずれかが存
在する場合を「明らかな糖尿病」と診
断することになりました。
　大西　はっきりと区別をつけたとい
うことですね。
　佐中　そうです。
　大西　そうしますと、妊娠中はかな
り糖代謝というのは変わってくるので
はないかと思うのですけれども、その
あたりを教えていただけますか。
　佐中　妊娠中は、胎盤で血糖を上げ
やすい物質やホルモンが産生され、母
体血中に分泌されるために、母体の糖
代謝が非妊娠時と変わってきます。胎
盤が完成した16週以降、これらの産生
が多くなり、二十数週から血糖を上げ
る要因になります。インスリン抵抗性
といいますけれども、ほとんどの妊婦
さんでは、母体膵臓からのインスリン
産生が増大し、血糖を上げないように

調整します。しかし、膵臓でのインス
リン産生能力が低下している場合には
インスリン需要量の増大に対応できず、
血糖値が上昇します。妊娠前から糖尿
病であった場合には、この時期にイン
スリン療法を開始したり、インスリン
使用量を増量します。
　非妊娠時に異常がなかった方でも、
妊娠糖尿病を発症します。そこで、非
妊娠時に糖尿病がなかった方でも、妊
娠24～28週で血糖値が高くなっていな
いか産科サイドではスクリーニングを
行い、児への影響を防ぐ努力がされて
います。
　大西　そもそも血糖値が高いという
ことが、母体や胎児にどのように影響
するかということを教えていただけま
すか。
　佐中　母体の栄養素、炭水化物、脂
質、蛋白質、これらは全部、胎盤を通
過して胎児へ移行します。糖尿病の場
合は、高血糖、特にグルコースが問題
になりますが、母体から胎児へ移行し
ます。胎児では妊娠の早期にすでに膵
臓が形成されていますが、膵臓からイ
ンスリンを多く分泌して、母体から移
行してきた糖を調節しようと努力し、
胎児は高インスリン血症になります。
インスリンは成長因子として働き、胎
児を大きくする、つまり、巨大児や、
妊娠週数に比して大きな児（HFD児：
heavy-for-dates児）になります。
　さらに児の高インスリン血症は新生

児期にも影響を及ぼし、新生児の低血
糖、高ビリルビン血症、呼吸障害等の
合併症を起こします。また母体の高血
糖の影響を受けた膵臓は児の一生を左
右して、思春期、成長後に肥満や糖代
謝異常を引き起こすと報告されていま
す。
　大西　妊娠中の血糖のコントロール
や治療がきちんとしていないと、赤ち
ゃんに一生、影響が出てくると考えて
よろしいでしょうか。
　佐中　そうですね。
　大西　大きくなってからも、例えば
糖尿病になりやすいとか、そういった
こともあるということですか。
　佐中　子宮内環境が児にそういう変
化を起こすといわれています。
　大西　妊娠中の糖の管理というのは、
かなり厳格な治療が求められるのでし
ょうか。そのあたりに関して、具体的
なアドバイスがありますでしょうか。
　佐中　妊娠中の血糖値は、非妊娠時
よりも全体に低くなることはすでに証
明されています。最近「Diabetes Care」
に掲載された結果では、健常妊婦さん
では空腹時血糖値が平均71㎎/㎗、食
後１時間血糖値が平均109㎎/㎗、２時
間血糖値が平均99㎎/㎗と報告されま
した。妊娠33週、すなわち妊娠末期の
血糖値ですが、非妊娠時より低い血糖
値であり、この値に近づける工夫をし
なければいけないわけです。
　現在、世界的には１時間血糖値が140

㎎/㎗以下、２時間血糖値が120㎎/㎗
以下を目標に、食事療法やインスリン
療法をしなければいけないことになっ
ていますが、この結果から、さらに厳
しい血糖値を目標にすべきだという意
見もあります。すなわち平均＋１SDで
ある、１時間血糖値122㎎/㎗、２時間
血糖値110㎎/㎗を血糖コントロール目
標として提唱している先生方もいらっ
しゃいます。
　大西　かなり厳格なコントロールが
求められているということですね。も
ともと糖尿病がかなり悪くて妊娠した
ケースと、いわゆる妊娠糖尿病と、具
体的なコントロールのやり方のような
ものは何か差異があるのでしょうか。
　佐中　健常妊婦さんの血糖値に近づ
けるという目標は変わりないのですが、
母体の膵臓からのインスリン分泌の程
度で、治療のやりやすさは違ってくる
と思います。１型糖尿病では内因性イ
ンスリン分泌がほとんどない方が多い
ので、血糖変動が激しく、そのため変
動幅を少なく、血糖コントロールをよ
くするためには、食事とインスリンの
関係を把握したり、いろいろ工夫する
必要があります。２型糖尿病では内因
性インスリン分泌が残存しているため、
血糖の変動は少なく、血糖コントロー
ルはしやすいと思います。
　妊娠糖尿病では、妊娠中の糖代謝の
変化によって血糖値が上昇するので、
インスリン分泌を補うというかたちで
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治療をすすめます。食事直前に３回、
超速効型インスリンを補うことから開
始します。このように少しずつ治療法
が違ってくると思います。
　大西　糖尿病の患者さんは日本に非
常に多いといわれていますけれども、
妊娠と糖尿病、あるいは妊娠糖尿病の
患者さんは増加しているのでしょうか。
また、今後の見通しなどをお聞かせい
ただければと思います。
　佐中　もともと糖尿病があって妊娠
される方はおそらくそんなに増加する
ことはないと思いますが、妊娠糖尿病

は診断基準が、１ポイント以上と厳し
くなり、今までの約４倍の数の妊婦さ
んが「妊娠糖尿病」と診断されるよう
になると報告されています。つまり今
まで約２％でしたが、８～10％近くの
方が妊娠糖尿病と診断されるので、対
応する医療従事者のほうも、数が増え
るのでたいへんになると思います。
　大西　その分、早期に介入してきち
んと治療すれば、いろいろな合併症を
防げると考えられるのでしょうか。
　佐中　はい。
　大西　ありがとうございました。

　大西　広瀬先生、糖尿病の予防、特
に境界型とメタボリックシンドローム
についておうかがいしたいと思います。
　まず、定義から教えていただけます
でしょうか。
　広瀬　糖尿病の診断基準は皆さんご
存じと思いますが、1999年から空腹時
血糖110㎎/㎗未満、OGTT２時間値140
㎎/㎗未満が正常で、糖尿病型は空腹時
126㎎/㎗以上、またはOGTT２時間値
200㎎/㎗以上との診断基準です。2010
年に改訂が出まして（それまでもHbA1c
がJDS値で6.5％以上という明らかな糖
尿病は言えていたのですが）、JDS値で
6.1％以上（国際基準値は0.4高くて6.5
％以上）が認められれば糖尿病の診断
基準のうちの１つにしようというふう
に改訂がなされました。
　大西　今回のテーマでもあるのです
が、糖尿病予備軍のような境界型とい
いますか、そういう患者さんはかなり
たくさんいらっしゃると考えられます
か。
　広瀬　先ほどの正常型と糖尿病型の

間が境界型なわけですけれども、2002
年の厚生労働省の糖尿病実態調査で、
予備軍が880万人いるだろうといわれ
ていたのが、2007年の調査では1,320万
人と、440万人増えていました（図１）。
まだまだ糖尿病も増えていますけれど
も、予備軍のほうがより増えていて、
減らないなという感じです。
　大西　メタボリックシンドロームの
診断基準について教えていただけます
か。
　広瀬　男性で腹囲85㎝以上、または
女性で90㎝以上を必須要件として、そ
れ以外に３つの異常（脂質、血圧、血
糖）のうち２つ以上が該当する場合、
メタボリックシンドロームの診断にな
ります（図２）。中性脂肪150㎎/㎗以上、
またはHDLコレステロール40㎎/㎗未
満、血圧は130/85㎜Hg以上、空腹時血
糖110㎎/㎗以上、その３項目のうち２
つ以上になります。
　大西　腹囲については議論もあるよ
うですが、いかがですか。
　広瀬　測り方によって２～３㎝違っ
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治療をすすめます。食事直前に３回、
超速効型インスリンを補うことから開
始します。このように少しずつ治療法
が違ってくると思います。
　大西　糖尿病の患者さんは日本に非
常に多いといわれていますけれども、
妊娠と糖尿病、あるいは妊娠糖尿病の
患者さんは増加しているのでしょうか。
また、今後の見通しなどをお聞かせい
ただければと思います。
　佐中　もともと糖尿病があって妊娠
される方はおそらくそんなに増加する
ことはないと思いますが、妊娠糖尿病

は診断基準が、１ポイント以上と厳し
くなり、今までの約４倍の数の妊婦さ
んが「妊娠糖尿病」と診断されるよう
になると報告されています。つまり今
まで約２％でしたが、８～10％近くの
方が妊娠糖尿病と診断されるので、対
応する医療従事者のほうも、数が増え
るのでたいへんになると思います。
　大西　その分、早期に介入してきち
んと治療すれば、いろいろな合併症を
防げると考えられるのでしょうか。
　佐中　はい。
　大西　ありがとうございました。

　大西　広瀬先生、糖尿病の予防、特
に境界型とメタボリックシンドローム
についておうかがいしたいと思います。
　まず、定義から教えていただけます
でしょうか。
　広瀬　糖尿病の診断基準は皆さんご
存じと思いますが、1999年から空腹時
血糖110㎎/㎗未満、OGTT２時間値140
㎎/㎗未満が正常で、糖尿病型は空腹時
126㎎/㎗以上、またはOGTT２時間値
200㎎/㎗以上との診断基準です。2010
年に改訂が出まして（それまでもHbA1c
がJDS値で6.5％以上という明らかな糖
尿病は言えていたのですが）、JDS値で
6.1％以上（国際基準値は0.4高くて6.5
％以上）が認められれば糖尿病の診断
基準のうちの１つにしようというふう
に改訂がなされました。
　大西　今回のテーマでもあるのです
が、糖尿病予備軍のような境界型とい
いますか、そういう患者さんはかなり
たくさんいらっしゃると考えられます
か。
　広瀬　先ほどの正常型と糖尿病型の

間が境界型なわけですけれども、2002
年の厚生労働省の糖尿病実態調査で、
予備軍が880万人いるだろうといわれ
ていたのが、2007年の調査では1,320万
人と、440万人増えていました（図１）。
まだまだ糖尿病も増えていますけれど
も、予備軍のほうがより増えていて、
減らないなという感じです。
　大西　メタボリックシンドロームの
診断基準について教えていただけます
か。
　広瀬　男性で腹囲85㎝以上、または
女性で90㎝以上を必須要件として、そ
れ以外に３つの異常（脂質、血圧、血
糖）のうち２つ以上が該当する場合、
メタボリックシンドロームの診断にな
ります（図２）。中性脂肪150㎎/㎗以上、
またはHDLコレステロール40㎎/㎗未
満、血圧は130/85㎜Hg以上、空腹時血
糖110㎎/㎗以上、その３項目のうち２
つ以上になります。
　大西　腹囲については議論もあるよ
うですが、いかがですか。
　広瀬　測り方によって２～３㎝違っ
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てしまうとかいうことはあるのですが、
明らかに95㎝ある人はメタボの腹囲基
準に該当します。また、ご本人もあと

で経過を見やすいという点もあるので、
導入された意義はたいへん大きいと思
っています。

図１　厚生労働省による糖尿病実態調査（2002年および2007年）の比較

図２　メタボリックシンドロームの診断基準

危険因子 判定基準値

臍周囲径
（腹囲）

男性　　　　　　≧85㎝
女性　　　　　　≧90㎝
　　　（内臓脂肪面積　男女とも≧100㎠に相当）

上記に加え、以下の２項目以上に該当する場合、メタボリックシンドロームと診断する

トリグリセリド
かつ／または

HDLコレステロール

　　　　　　　　≧150㎎/㎗

　　　　　　　　＜40㎎/㎗（男女とも）

血圧
収縮期（最大）　≧130㎜Hg
　　　かつ／または
拡張期（最小）　≧85㎜Hg

空腹時血糖 　　　≧110㎎/㎗

＊ 腹囲は立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏移して
いる場合は、肋骨下線と前上腸骨棘の中点の高さで測定する。

　大西　それでは次のテーマとしまし
て、糖尿病や境界型の予防策について
教えていただけますか。
　広瀬　やはり食事、運動を基本とす
るのが王道なわけですけれども、いろ
いろ世界で研究もされていまして、ス
ウェーデンのマルメ研究とか、中国の
大慶市での研究とかもあるのですが、
大規模なものではアメリカで糖尿病予
防プログラム（DPP）というものがあ
ります（図３）。境界型から糖尿病へ
の累積発症率がプラセボ群に比べて生
活習慣改善群で半分ぐらいに減ったと
いう大規模な研究であって、メトホル
ミンの投薬よりも、むしろ生活習慣改
善のほうがよかったという成績が報告
されました。
　あと、フィンランドでも生活習慣 
（食事・運動）にしっかりと介入する

と、糖尿病の発症が半分に減ったとい
う研究も出ていまして、世界でそうい
う研究がなされています。
　大西　やはり基本は食事とかライフ
スタイルの改善とか運動療法だと思い
ますけれども、薬物療法はこれらを補
う治療という位置づけになるのでしょ
うか。
　広瀬　おっしゃるとおりで、食事療
法、運動療法をやったうえで、どうし
ても改善しない場合に、飲み薬とかイ
ンスリンを使用します（図４）。また、
最近はインスリン注射とか、GLP-１製
剤の注射を比較的早めに使う傾向にな
ってきていると思います。
　大西　特に生活習慣の改善について
は、どのようなことを先生はご指導さ
れますか。
　広瀬　若い方では、特に肥満型の方

図３　米国における糖尿病予防プログラム（DPP）

（Knowler WC, et al : N Engl J Med 346 : 393-403, 2002から改変引用）
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図１　厚生労働省による糖尿病実態調査（2002年および2007年）の比較

図２　メタボリックシンドロームの診断基準
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う治療という位置づけになるのでしょ
うか。
　広瀬　おっしゃるとおりで、食事療
法、運動療法をやったうえで、どうし
ても改善しない場合に、飲み薬とかイ
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は足腰等が大丈夫なら運動量を増やす
のが一番ですし、最近はやりの糖質制
限、合併症がなくて、糖質を制限する
とカロリーも減らせる方は、主食とか
お菓子類とか、そういう炭水化物を減
らすと血糖にも体重にもいいようなの
で、そういう方向でお話ししたりもし
ます。
　大西　今、炭水化物の話が出ました
けれども、食事療法として、ほかに何
か気をつけたほうがいいこととか、予
防に役に立つこととかありますか。
　広瀬　これもちまたで言われている
ことですけれども、野菜類を食事の最
初のほうに取ると、空腹が解消される
のも早いですし、野菜を先に取ること
によって、その後に取った糖質とかの
吸収がゆっくりになるので、非常に効
果的だと思います。
　大西　栄養のバランスとか、そうい
ったことも重要になるのでしょうか。
　広瀬　おっしゃるとおりです。

　大西　お酒に関してはいかがですか。
　広瀬　アルコール自体によるカロリ
ーもありますし、それとともに、つま
みが脂っこいものとかでカロリーが入
ってしまうので、特に血糖コントロー
ルが悪い方はアルコールは極力控えな
いといけないと思っています。
　大西　運動療法、先ほども少し出ま
したけれども、普段どういったことを
心がければよろしいでしょうか。
　広瀬　日常生活の中で、１日１万歩
以上とか、ジョギングでなくても、ウ
ォーキングでいいと思うのですが、あ
とは30分とか１時間の運動を週２回で
も３回でもする、なるべく体を動かし
て、自分の足を使ってというのが大事
になると思います。
　大西　改めて何か運動というとなか
なかたいへんだと思うのですけれども、
ふだん少しウォーキングとか、そうい
ったことに気をつけるということです
ね。

図４　糖尿病治療の基本は日常生活の改善、食事・運動療法。
　　　薬物療法は、これらを補う治療法
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　広瀬　そのとおりですね。エレベー
ターのかわりに階段を使ったり、車の
かわりに自転車とか、歩いたりされる
といいと思います。
　大西　そういった工夫が必要だとい
うことですね。
　広瀬　そうですね。
　大西　３つめのテーマとしまして、
メタボリックシンドロームの予防、改
善策について教えていただけますでし
ょうか。
　広瀬　これも肥満型の糖尿病や境界
型と近い部分があるのですけれども、
メタボリックシンドローム自体が糖尿
病の前段階というふうにも考えられて
いますし、我々、小規模なのですが、
メタボの方に運動、食事を栄養士さん
や保健師さんから指導したことがあり
まして、３カ月間のメタボリックシン

ドローム予防プログラムと銘打ってや
ったときに、腹囲は平均で1.6㎝ぐらい
しか減少しなかったのですが、食後の
高インスリン血症や中性脂肪の値が改
善しまして、あと善玉のアディポカイ
ンであるアディポネクチン、特に高分
子量型のアディポネクチンの増加が認
められ（表１）、体重とか腹囲のわり
には代謝状態が随分よくなったなとい
う印象がありました。
　大西　アディポネクチンのお話が出
たので、アディポネクチンについて教
えていただけますか。
　広瀬　アディポネクチンは脂肪細胞
から分泌される善玉のホルモンで、動
物実験などで、東京大学、大阪大学を
中心に、血糖値をよくしたり、動脈硬
化の予防に効くということが示されて
います。我々も、臨床・疫学研究でア

表１　メタボリックシンドロームの男性16名における
　　　指導前と３カ月後のアディポネクチンの変化

ベースライン ３カ月後 P値

空腹時
　高分子量アディポネクチン
　　全量アディポネクチン
　高分子量／全量 比

食事負荷後２時間
　高分子量アディポネクチン
　　全量アディポネクチン
　高分子量／全量 比

2.5±1.8
4.1±1.7

0.56±0.15

2.6±2.1
4.3±1.8

0.57±0.17

3.4±2.6
4.3±2.1

0.71±0.24

3.3±2.7
4.2±2.1

0.71±0.24

0.0045
NS

0.0016

0.0115
NS

0.0023

平均±SD. NS : P＞0.5（Wilcoxon testによる）。

Hirose H : J. Atheroscler. Thromb. 17（12），2010から改変引用

ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013） （221）  6160 （220） ドクターサロン57巻３月号（2 . 2013）

1303本文.indd   60-61 13/02/13   17:45



は足腰等が大丈夫なら運動量を増やす
のが一番ですし、最近はやりの糖質制
限、合併症がなくて、糖質を制限する
とカロリーも減らせる方は、主食とか
お菓子類とか、そういう炭水化物を減
らすと血糖にも体重にもいいようなの
で、そういう方向でお話ししたりもし
ます。
　大西　今、炭水化物の話が出ました
けれども、食事療法として、ほかに何
か気をつけたほうがいいこととか、予
防に役に立つこととかありますか。
　広瀬　これもちまたで言われている
ことですけれども、野菜類を食事の最
初のほうに取ると、空腹が解消される
のも早いですし、野菜を先に取ること
によって、その後に取った糖質とかの
吸収がゆっくりになるので、非常に効
果的だと思います。
　大西　栄養のバランスとか、そうい
ったことも重要になるのでしょうか。
　広瀬　おっしゃるとおりです。

　大西　お酒に関してはいかがですか。
　広瀬　アルコール自体によるカロリ
ーもありますし、それとともに、つま
みが脂っこいものとかでカロリーが入
ってしまうので、特に血糖コントロー
ルが悪い方はアルコールは極力控えな
いといけないと思っています。
　大西　運動療法、先ほども少し出ま
したけれども、普段どういったことを
心がければよろしいでしょうか。
　広瀬　日常生活の中で、１日１万歩
以上とか、ジョギングでなくても、ウ
ォーキングでいいと思うのですが、あ
とは30分とか１時間の運動を週２回で
も３回でもする、なるべく体を動かし
て、自分の足を使ってというのが大事
になると思います。
　大西　改めて何か運動というとなか
なかたいへんだと思うのですけれども、
ふだん少しウォーキングとか、そうい
ったことに気をつけるということです
ね。
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　広瀬　そのとおりですね。エレベー
ターのかわりに階段を使ったり、車の
かわりに自転車とか、歩いたりされる
といいと思います。
　大西　そういった工夫が必要だとい
うことですね。
　広瀬　そうですね。
　大西　３つめのテーマとしまして、
メタボリックシンドロームの予防、改
善策について教えていただけますでし
ょうか。
　広瀬　これも肥満型の糖尿病や境界
型と近い部分があるのですけれども、
メタボリックシンドローム自体が糖尿
病の前段階というふうにも考えられて
いますし、我々、小規模なのですが、
メタボの方に運動、食事を栄養士さん
や保健師さんから指導したことがあり
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高インスリン血症や中性脂肪の値が改
善しまして、あと善玉のアディポカイ
ンであるアディポネクチン、特に高分
子量型のアディポネクチンの増加が認
められ（表１）、体重とか腹囲のわり
には代謝状態が随分よくなったなとい
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　大西　アディポネクチンのお話が出
たので、アディポネクチンについて教
えていただけますか。
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から分泌される善玉のホルモンで、動
物実験などで、東京大学、大阪大学を
中心に、血糖値をよくしたり、動脈硬
化の予防に効くということが示されて
います。我々も、臨床・疫学研究でア
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ディポネクチンはBMI、中性脂肪や肝
機能などと負の相関を示し、状態をよ
くすると善玉のアディポネクチンが上
がるということを示していますので、
指標にさせてもらっています。
　大西　重要な指標だということです
ね。
　広瀬　そう考えています。
　大西　では、糖尿病の予防・改善策、
これに対して、まとめ的なお話を聞か
せていただけるとありがたいのですが。
　広瀬　糖尿病とかメタボリックシン
ドロームの家族歴（遺伝）がある方は
もちろんなのですが、なくても、過食
とか運動不足で肥満にならないように
注意する。アルコールやたばこも糖尿
病によくありません。境界型の糖尿病
やメタボリックシンドロームになって
しまった場合でも、食事や運動に気を
つけて減量すると改善することが多い
ので、そのように頑張っていただく。
　あと、境界型糖尿病やメタボリック

シンドロームの早期発見・早期改善の
ために、健康診断や人間ドックなどを
きちんと受ける意義は大きいだろうと
思っています。
　大西　わが国の場合、糖尿病予備軍
の方が非常に多いというお話が最初に
ありましたけれども、こういった予防
策、改善策で、相当そういった患者さ
ん、前段階ですけれども、糖尿病にな
る方を相当防げるというふうに考えら
れますでしょうか。
　広瀬　糖尿病自体も、先ほどのよう
に、740万人から890万人に増えていま
すが、予備軍のほうがさらに増えてい
ますので、そこをしっかり抑えていく
ことが今後の医療費とか生活の質に大
事なのだろうと考えています。
　大西　非常に重要な課題であるとい
うことですね。
　広瀬　そのとおりです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　中村　糖尿病診療のシリーズの最後
を飾りまして、植木先生に「糖尿病治
療の未来」ということでお話をいただ
きます。夢を語っていただきたいと思
っておりますが、まず私ども一般の医
師も、血糖はわりにすぐ簡易に測れる
ということで一般にはやっていて、患
者さんでもわかるわけですが、HbA1c
も手軽にわかる方法というのがもうち
ょっと普及してくるといいなと思って
おりますが、この辺はいかがでしょう。
　植木　現在では、HbA1cも血糖値と
同じように数分で測れるような簡易測
定器ができておりまして、将来的には
それを、例えば薬局ですとか、医師会
ですとか、健診センターに置いて、患
者さんが手軽に測っていただけるとい
うようなシステムができると思います。
ただ、非常に正確というわけではない
ので、それが最終診断ではなくて、
HbA1cが高めの人は、病院に行ってい
ただいて、診断をしていただくという
ことが必要だと思います。
　中村　ただ、「高そうですよ」とい

うことは言えるわけですね。
　植木　そうですね。
　中村　それもちょっと精度がよくな
って普及してくるということが望まれ
るかと思います。あと、先生に治療の
未来、夢をお教えいただきたいのです
が。
　植木　現在、糖尿病患者はわが国で
は1,000万人近くいると考えられていま
すけれども、そのうち５％ぐらいが１
型糖尿病で、残りのほとんどが生活習
慣病である２型糖尿病ということにな
ると思います。どちらのタイプの糖尿
病も、今のところは根治療法がありま
せんし、患者さんは食事療法ですとか
運動療法ですとか、決まった時間にイ
ンスリンの注射や、のみ薬をのまない
といけないという生活上の制約がたく
さんありますので、糖尿病治療の未来
といいますと、そのような患者さんの
負担を少なくするような治療法ですと
か、あるいは一歩進んで根治療法が望
まれるのではないかと思います。
　まず１型糖尿病からお話しさせてい

糖尿病治療の最新情報（Ⅳ）

東京大学糖尿病代謝内科准教授
植　木　浩二郎

（聞き手　中村治雄）

糖尿病治療の未来
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ディポネクチンはBMI、中性脂肪や肝
機能などと負の相関を示し、状態をよ
くすると善玉のアディポネクチンが上
がるということを示していますので、
指標にさせてもらっています。
　大西　重要な指標だということです
ね。
　広瀬　そう考えています。
　大西　では、糖尿病の予防・改善策、
これに対して、まとめ的なお話を聞か
せていただけるとありがたいのですが。
　広瀬　糖尿病とかメタボリックシン
ドロームの家族歴（遺伝）がある方は
もちろんなのですが、なくても、過食
とか運動不足で肥満にならないように
注意する。アルコールやたばこも糖尿
病によくありません。境界型の糖尿病
やメタボリックシンドロームになって
しまった場合でも、食事や運動に気を
つけて減量すると改善することが多い
ので、そのように頑張っていただく。
　あと、境界型糖尿病やメタボリック

シンドロームの早期発見・早期改善の
ために、健康診断や人間ドックなどを
きちんと受ける意義は大きいだろうと
思っています。
　大西　わが国の場合、糖尿病予備軍
の方が非常に多いというお話が最初に
ありましたけれども、こういった予防
策、改善策で、相当そういった患者さ
ん、前段階ですけれども、糖尿病にな
る方を相当防げるというふうに考えら
れますでしょうか。
　広瀬　糖尿病自体も、先ほどのよう
に、740万人から890万人に増えていま
すが、予備軍のほうがさらに増えてい
ますので、そこをしっかり抑えていく
ことが今後の医療費とか生活の質に大
事なのだろうと考えています。
　大西　非常に重要な課題であるとい
うことですね。
　広瀬　そのとおりです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　中村　糖尿病診療のシリーズの最後
を飾りまして、植木先生に「糖尿病治
療の未来」ということでお話をいただ
きます。夢を語っていただきたいと思
っておりますが、まず私ども一般の医
師も、血糖はわりにすぐ簡易に測れる
ということで一般にはやっていて、患
者さんでもわかるわけですが、HbA1c
も手軽にわかる方法というのがもうち
ょっと普及してくるといいなと思って
おりますが、この辺はいかがでしょう。
　植木　現在では、HbA1cも血糖値と
同じように数分で測れるような簡易測
定器ができておりまして、将来的には
それを、例えば薬局ですとか、医師会
ですとか、健診センターに置いて、患
者さんが手軽に測っていただけるとい
うようなシステムができると思います。
ただ、非常に正確というわけではない
ので、それが最終診断ではなくて、
HbA1cが高めの人は、病院に行ってい
ただいて、診断をしていただくという
ことが必要だと思います。
　中村　ただ、「高そうですよ」とい

うことは言えるわけですね。
　植木　そうですね。
　中村　それもちょっと精度がよくな
って普及してくるということが望まれ
るかと思います。あと、先生に治療の
未来、夢をお教えいただきたいのです
が。
　植木　現在、糖尿病患者はわが国で
は1,000万人近くいると考えられていま
すけれども、そのうち５％ぐらいが１
型糖尿病で、残りのほとんどが生活習
慣病である２型糖尿病ということにな
ると思います。どちらのタイプの糖尿
病も、今のところは根治療法がありま
せんし、患者さんは食事療法ですとか
運動療法ですとか、決まった時間にイ
ンスリンの注射や、のみ薬をのまない
といけないという生活上の制約がたく
さんありますので、糖尿病治療の未来
といいますと、そのような患者さんの
負担を少なくするような治療法ですと
か、あるいは一歩進んで根治療法が望
まれるのではないかと思います。
　まず１型糖尿病からお話しさせてい

糖尿病治療の最新情報（Ⅳ）

東京大学糖尿病代謝内科准教授
植　木　浩二郎

（聞き手　中村治雄）

糖尿病治療の未来
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ただきますと、１型糖尿病は、ご存じ
のように、自己免疫によってβ細胞が
破壊されてインスリンの分泌が枯渇し
ているような状態です。インスリンを
頻回に注射したりですとか、持続注入
ポンプというものが必要なのですけれ
ども、お子さんや若い方がこの病気に
かかられることが多いですから、イン
スリンの注射の不便さとか、低血糖の
ような副作用とか、将来の合併症とか、
学校や職場で何らかの不利益を受けた
りとか、経済的負担のような多くの問
題があります。
　そこで、患者さんが注射をしなくて
もいいような根治療法が望まれると思
いますけれども、今のところは膵臓移
植あるいは膵島移植、つまりランゲル
ハンス島だけ抽出して移植する、この
２つの移植法があります。これは海外
ではかなり多くやられておりますけれ
ども、日本ではドナーの問題がありま
して少ないのですが、移植法が改正さ
れましてからはだんだん増えています。
　ただ、このような方法も、拒絶反応
が起きたりとか、免疫抑制剤をずっと
のまなければいけないというような不
便さがありますので、今一番期待され
ているのは、京都大学の山中先生らが
開発されたiPS細胞から、β細胞です
とか膵臓あるいは膵島をつくって、そ
れを移植する。そうしますと、ドナー
の問題は解決されるはずです。
　ただ、ここでちょっと問題は、１型

糖尿病は、先ほど申し上げましたよう
に、自己免疫の病気ですから、移植し
た自分の膵臓あるいは膵島は、やはり
また自己免疫で破壊されてしまう可能
性があるのではないか。そこで、そう
いうことを解消するために、現在、大
型動物、例えば豚とかに抗原性が少な
いようなβ細胞を大量につくらせてお
いて、それをカプセルみたいなものに
入れて移植するという考え方もありま
して、もしかするとこちらのほうが早
く実現するかもしれません。
　中村　それは体内のどこへ入れても
いいのですか。
　植木　そうです。ただ、生理的なイ
ンスリンの経路は門脈を通るというこ
とですから、腹腔の中に入れるという
のが、例えば腕とかの皮下よりは、そ
のほうが生理的であると思います。
　中村　それも将来の夢の一つになる
わけですね。
　植木　そうですね。
　中村　あとは、２型が私どもとして
圧倒的に多いのですが。
　植木　２型糖尿病の場合には、肥満
ですとか、あるいは加齢によってイン
スリン抵抗性が出てくるということが、
病態の本体であると思います。最近わ
かってきましたこととしましては、肥
満、特におなかの中に脂肪がついてく
る内臓脂肪肥満がこの病気の大きな誘
因ですけれども、その場合に脂肪組織
や肝臓に慢性的な炎症が起きてくると

いうことが出発点だということがわか
ってきました。そうしますと、炎症の
本態を突きとめて、それを遮断するこ
とができれば、病気を治したり、ある
いは発症を予防したりすることができ
ると考えられます。
　最近非常におもしろいことがわかっ
てきまして、肥満している人の腸内細
菌叢とやせて健康な人の腸内細菌叢は
違うということがわかってきました。
腸内細菌が出している何らかの炎症惹
起物質が病気の大本ではないかという
ことで、マウスの段階ですけれども、
太った糖尿病のマウスの腸内細菌叢と、
やせて健康なマウスの腸内細菌叢を入
れかえると、マウスの糖尿病が治って
しまったということがわかりまして、
ヒトでも、何らかのいい腸内細菌を増
加させるような薬がもしあれば、根本
的な治療につながるのかもしれないと
いうこともわかっています。
　それからもう一つ、私どもが主にや
っておりますのは、炎症が起きた後は
脂肪組織にマクロファージがやってき
まして、それが出すいろいろな悪玉の
物質が病気を悪くしているということ
がわかっています。マクロファージの
遊走にとって非常に大事なPI３キナー
ゼγという酵素に対する阻害薬を太っ
たマウスに投与しますと、糖尿病が改
善するということも私たちは、実験的
には確かめておりますので、そういう
マクロファージがやってこないような

治療というのも将来的には実現するか
もしれません。
　中村　それには、リウマチや何かに
使われております、ああいう生物学的
なものも多少効くのでしょうか。
　植木　今のところ、あまりはっきり
した証拠はないのですけれども、特に
今期待されておりますのはIL-1βの抗
体療法ですとか、あるいは阻害薬とい
うものが期待されています。
　今申し上げたのは悪玉を抑える方法
ですけれども、もちろん善玉を増やす
という方法も考えられるかと思います。
善玉の代表選手としては、私どもの教
室の門脇教授がこの10年間ぐらい一生
懸命取り組んでおりますアディポネク
チンというものがありますけれども、
アディポネクチンは糖尿病や動脈硬化
を抑制するほかに、百寿者、100歳以上
の方ですと、その血中濃度が非常に高
いということがわかっておりまして、
老化を抑制するかもしれないというこ
とも注目されています。
　私どもの教室の山内講師は、アディ
ポネクチンの受容体を同定しまして、
それの作動薬というものを最近幾つか
突きとめています。アディポネクチン
のトランスジェニックマウスは長寿だ
ということがわかっていますので、も
しかすると、そのような作動薬を糖尿
病の方に投与すると、糖尿病も改善す
るし、寿命も延びるということがあり
得るのかもしれないと思っています。
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ただきますと、１型糖尿病は、ご存じ
のように、自己免疫によってβ細胞が
破壊されてインスリンの分泌が枯渇し
ているような状態です。インスリンを
頻回に注射したりですとか、持続注入
ポンプというものが必要なのですけれ
ども、お子さんや若い方がこの病気に
かかられることが多いですから、イン
スリンの注射の不便さとか、低血糖の
ような副作用とか、将来の合併症とか、
学校や職場で何らかの不利益を受けた
りとか、経済的負担のような多くの問
題があります。
　そこで、患者さんが注射をしなくて
もいいような根治療法が望まれると思
いますけれども、今のところは膵臓移
植あるいは膵島移植、つまりランゲル
ハンス島だけ抽出して移植する、この
２つの移植法があります。これは海外
ではかなり多くやられておりますけれ
ども、日本ではドナーの問題がありま
して少ないのですが、移植法が改正さ
れましてからはだんだん増えています。
　ただ、このような方法も、拒絶反応
が起きたりとか、免疫抑制剤をずっと
のまなければいけないというような不
便さがありますので、今一番期待され
ているのは、京都大学の山中先生らが
開発されたiPS細胞から、β細胞です
とか膵臓あるいは膵島をつくって、そ
れを移植する。そうしますと、ドナー
の問題は解決されるはずです。
　ただ、ここでちょっと問題は、１型

糖尿病は、先ほど申し上げましたよう
に、自己免疫の病気ですから、移植し
た自分の膵臓あるいは膵島は、やはり
また自己免疫で破壊されてしまう可能
性があるのではないか。そこで、そう
いうことを解消するために、現在、大
型動物、例えば豚とかに抗原性が少な
いようなβ細胞を大量につくらせてお
いて、それをカプセルみたいなものに
入れて移植するという考え方もありま
して、もしかするとこちらのほうが早
く実現するかもしれません。
　中村　それは体内のどこへ入れても
いいのですか。
　植木　そうです。ただ、生理的なイ
ンスリンの経路は門脈を通るというこ
とですから、腹腔の中に入れるという
のが、例えば腕とかの皮下よりは、そ
のほうが生理的であると思います。
　中村　それも将来の夢の一つになる
わけですね。
　植木　そうですね。
　中村　あとは、２型が私どもとして
圧倒的に多いのですが。
　植木　２型糖尿病の場合には、肥満
ですとか、あるいは加齢によってイン
スリン抵抗性が出てくるということが、
病態の本体であると思います。最近わ
かってきましたこととしましては、肥
満、特におなかの中に脂肪がついてく
る内臓脂肪肥満がこの病気の大きな誘
因ですけれども、その場合に脂肪組織
や肝臓に慢性的な炎症が起きてくると

いうことが出発点だということがわか
ってきました。そうしますと、炎症の
本態を突きとめて、それを遮断するこ
とができれば、病気を治したり、ある
いは発症を予防したりすることができ
ると考えられます。
　最近非常におもしろいことがわかっ
てきまして、肥満している人の腸内細
菌叢とやせて健康な人の腸内細菌叢は
違うということがわかってきました。
腸内細菌が出している何らかの炎症惹
起物質が病気の大本ではないかという
ことで、マウスの段階ですけれども、
太った糖尿病のマウスの腸内細菌叢と、
やせて健康なマウスの腸内細菌叢を入
れかえると、マウスの糖尿病が治って
しまったということがわかりまして、
ヒトでも、何らかのいい腸内細菌を増
加させるような薬がもしあれば、根本
的な治療につながるのかもしれないと
いうこともわかっています。
　それからもう一つ、私どもが主にや
っておりますのは、炎症が起きた後は
脂肪組織にマクロファージがやってき
まして、それが出すいろいろな悪玉の
物質が病気を悪くしているということ
がわかっています。マクロファージの
遊走にとって非常に大事なPI３キナー
ゼγという酵素に対する阻害薬を太っ
たマウスに投与しますと、糖尿病が改
善するということも私たちは、実験的
には確かめておりますので、そういう
マクロファージがやってこないような

治療というのも将来的には実現するか
もしれません。
　中村　それには、リウマチや何かに
使われております、ああいう生物学的
なものも多少効くのでしょうか。
　植木　今のところ、あまりはっきり
した証拠はないのですけれども、特に
今期待されておりますのはIL-1βの抗
体療法ですとか、あるいは阻害薬とい
うものが期待されています。
　今申し上げたのは悪玉を抑える方法
ですけれども、もちろん善玉を増やす
という方法も考えられるかと思います。
善玉の代表選手としては、私どもの教
室の門脇教授がこの10年間ぐらい一生
懸命取り組んでおりますアディポネク
チンというものがありますけれども、
アディポネクチンは糖尿病や動脈硬化
を抑制するほかに、百寿者、100歳以上
の方ですと、その血中濃度が非常に高
いということがわかっておりまして、
老化を抑制するかもしれないというこ
とも注目されています。
　私どもの教室の山内講師は、アディ
ポネクチンの受容体を同定しまして、
それの作動薬というものを最近幾つか
突きとめています。アディポネクチン
のトランスジェニックマウスは長寿だ
ということがわかっていますので、も
しかすると、そのような作動薬を糖尿
病の方に投与すると、糖尿病も改善す
るし、寿命も延びるということがあり
得るのかもしれないと思っています。
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　中村　つくるのは肝臓ですか。
　植木　つくるのは脂肪細胞です。ア
ディポネクチンそのものは脂肪細胞で
つくりますけれども、おそらく糖代謝
をよくしたりしているのは、肝臓とか
骨格筋の受容体にそれが結合すると、
血糖値を下げたりとか、筋肉をインス
リン感受性にしたりということが起き
ていると思います。
　中村　基本的にはアディポネクチン
の受容体を刺激するお薬になるわけで
すね。
　植木　そうですね。強める薬という
ことになると思います。
　中村　おもしろいものですね。
　植木　最後に、健康的な生活といい
ますか、運動というのはインスリンの
効きをよくしたり、あるいは寿命を延
ばしたりするということがわかってい
ますけれども、最近非常におもしろい
ことがわかってきまして、先ほどのア
ディポネクチンは脂肪から出てきます

けれども、骨格筋もマイオカインとい
う様々な物質を出しているということ
がわかってきました。
　ハーバード大学のグループが、持続
的な、散歩ぐらいの運動を毎日してお
りますと、アイリシンという物質が出
てきて、それが脂肪を褐色脂肪化して
くれる。エネルギー産生を高める細胞
に変えてくれて、体重も減らすし、糖
尿病もよくするというような、夢みた
いな物質が出ているということを突き
とめましたので、それを増やすような
治療というのも将来有望かもしれませ
ん。
　中村　それは軽い運動ですね。
　植木　そうですね。一生懸命やらな
くても、軽い散歩ですとかジョギング
で増えるということがわかっています。
　中村　それは私どもにとっては大変
な朗報ですね。
　植木　そうですね。
　中村　ありがとうございました。

　Long-term protective effect of lactation on the development of 
type 2 diabetes in women with recent gestational diabetes mellitus.
　Ziegler AG, Wallner M, Kaiser I, Rossbauer M, Harsunen MH, 
Lachmann L, Maier J, Winkler C, Hummel S.
　Diabetes. 61 (12) : 3167〜3171, 2012.

　妊娠糖尿病（GDM）の女性は出産後の２型糖尿病発症リスクが高い。出産後
の２型糖尿病発症予防戦略は、増加する糖尿病発症や社会的影響を減らすために
も重要である。授乳が出産後早期の耐糖能を改善させ、その後の２型糖尿病リス
クを軽減させることが報告されている。出産後の短期および長期の糖尿病発症に
及ぼす授乳の影響を観察するために、ドイツGDM前向き研究に参加している
GDM女性（n＝304）を分娩後から19年間にわたって出産後糖尿病発症を追跡調
査した。
　全対象者は1989～1999年の間に登録した。出産後に147人の女性に糖尿病が発
症し、この発症には妊娠中の治療法（インスリンまたは食事）、BMI、膵島自己
抗体の有無などが関係していた。自己抗体陰性の女性の中では、授乳が糖尿病発
症に関連しており、発症までの中央値は授乳のない女性の2.3年に比較して授乳者
では12.3年であった。出産後糖尿病発症リスクは３カ月以上の授乳者で最も低か
った。
　これらの結果から、授乳は糖尿病ハイリスク群の糖尿病発症リスクを軽減する
ための安全、容易、低コストの介入方法であるので、我々は妊娠糖尿病女性に授
乳を推奨する。

糖尿病シリーズ（464）

岩手医科大学医学部内科学講座／糖尿病代謝内科分野教授

佐　藤　　譲
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