
　山内　荒木先生、質問のsick day、糖
尿病以外のほかの病気などで食事が取
れなくなったような状態のときどうす
るかということですね。高齢者ですと、
いろいろな理由で食欲が落ちたりとか、
全く食べられないといったことが突発
的に起こることも多いし、また逆に、
慢性的に時々単発に起きたりとか、い
ろいろなケースがあると思われますが、
まずとりあえず狭い意味でsick day、
急に何かの病気で食べられなくなった
とき、どういった対応をするかという
ことになります。ただ、その前に高齢
者の血糖コントロールの維持目標です
が、これはどういうふうになっている
か、簡単に解説願えますか。
　荒木　高齢者の血糖コントロールの
目標は、２つに分けて設定するという
考え方が主流になってきております。
１つは健康で元気に歩いている高齢者

と、もう１つは、虚弱（frail）とも言
うべき認知症があったり、寝たきりに
近い高齢者とは血糖コントロール目標
を分けて考える必要があると思います。
例えば、健康な高齢者の場合は、HbA1c
（NGSP値）で7.0±0.5％を目標としま
すが、虚弱な高齢者（認知症を合併し
た患者）の場合、HbA1c（NGSP値）の
8.0±0.5％を目標にするという考え方
が、欧州の高齢者の糖尿病の研究グル
ープで提唱されてきております。また、
併発疾患が多い場合やインスリン治療
で低血糖のリスクが高い場合もHbA1c 
8.0±0.5％が目標となります。
　山内　比較的覚えやすい数値ですけ
れども、非常に大ざっぱにまとめてし
まいますと、７～８％ぐらいのHbA1c
で通常はいきましょうかという感じで
しょうか。
　荒木　そうですね。

高齢糖尿病患者のシックデイ時ケア

東京都健康長寿医療センター内科総括部長
荒　木　　厚

（聞き手　山内俊一）

　高齢糖尿病患者のシックデイ時の対応についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞
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　山内　こういった状態に維持されて
いるとして、さあ急に食べられなくな
ったというときですが、一般に高齢者
でまず注意しなければならない対処、
対応、こういったものはいかがでしょ
うか。
　荒木　一番注意しないといけない点
は、脱水にならないようにするという
ことが大事かと思います。というのは、
脱水になりますと、高齢者の糖尿病で
は高浸透圧高血糖症候群、すなわち昔
でいう糖尿病性昏睡になりやすいとい
うことがあります。あるいは、脱水を
契機に脳血管障害ということが起こっ
たりすることもありますので、脱水を
防ぐために水分を十分に取るように指
導すべきかと思います。
　山内　この場合、例えば飲めないと
か飲まないとかで脱水症状が出てくる
わけなので、ケースによっては補液と
いうことも考えてということでしょう
ね。
　荒木　そうですね。実際には食事が
取れなくなったとき、あるいは水分の
摂取がいつもよりも少なくなったとき
は、何とかして食事のときだけでなく、
食事の間で水分をこまめに取るという
ことをお勧めします。特に、水分の取
り方としては、お茶だけではなくて、
スープ、みそ汁、牛乳、果汁、スポー
ツドリンクなど、様々なものを組み合
わせて摂取するということが大事かと
思います。どうしても取れないときは

補液が必要となります。
　山内　もし少しでも食べられるよう
なケースでは、食べ物としてはどうい
ったものがよろしいのでしょうか。
　荒木　経口血糖降下薬やインスリン
を使用している糖尿病の人の場合は炭
水化物を多く含んだ食物を摂取するこ
とが必要になります。主食となるごは
ん、おかゆ、うどんなどで、炭水化物
が取れない場合には、その代わりに果
物類を取ることをお勧めします。
　山内　極端に炭水化物の摂取量を絞
ってしまうと、これはむしろリスクが
大きいということですね。
　荒木　はい。
　山内　今、例えばいろいろな薬を使
っているようなケースではどう対応し
たらいいかということですが、いかが
でしょうか。
　荒木　食事の摂取が少なくなった場
合にはSU薬による低血糖に注意する必
要があります。作用時間が長いグリベ
ンクラミド、グリメピリドを使ってい
る場合には、意識障害、けいれんなど、
人の助けを借りないと回復しない重症
の低血糖が起こりやすくなります。な
おかつ、これらのSU薬は一度起こった
低血糖が、ブドウ糖投与で回復しても、
再び低血糖を繰り返し、それが24時間
以上も続くといった低血糖の遷延を起
こします。そういう意味で、SU薬は食
事が取れないときには中止するという
注意が必要かと思います。

　山内　先生のご経験でも、薬を使い
っ放しにしていると低血糖は非常に起
こりやすいと見てよろしいでしょうか。
　荒木　本人に、食事が取れなくなっ
たらSU薬は中止してくださいと言って
も、ついつい習慣で飲んでしまわれる
という方がいます。低血糖の症状を教
育することも大事ですが、食べなかっ
たらこの薬は飲んではいけませんよと
いうことを患者だけでなく、家族にも
指導することが大事かと思います。
　山内　さて、それ以外の薬剤ですが、
これも高齢者で使用可能な薬剤で非常
に要注意ということが今叫ばれている
薬剤、いろいろあるので、難しいとこ
ろがあるかもしれませんが、ずっと使
い続けている薬という前提のもとでで
すが、これはいかがでしょう。
　荒木　一般的に、sick dayのときと
いうのは、内服薬はやめてもさしつか
えないのではないかと思います。特に、
ビクアナイド薬であるメトホルミンは、
腎機能がある程度、保たれている方
（GFR40～45㎖/min以上）に使うわけ
ですけれども、そうした方でも、食事
が取れないときは脱水症状になって、
一時的に腎機能が悪くなって蓄積する
可能性があります。ですから、sick day
のときはメトホルミンは中止するよう
に指導します。
　それから、αGIは食事が取れない場
合は効果が出ませんので、これもやめ
てもさしつかえないかと思います。

　DPP-４阻害薬は、作用機序が血糖
依存性にインスリン分泌を促すという
ことですから、そういう意味で、食べ
なくて飲んでも、理論上は大丈夫なの
ですけれども、やはりまだ使用経験が
浅いお薬ですので、sick dayのときは
一時的に中止してもかまわないのでは
ないかと考えています。
　山内　そうしますと、インスリンが
残りますね。インスリンは、ずっと使
用を続けている場合はどう対応したら
よろしいでしょうか。
　荒木　インスリンの場合は、飲み薬
と違って、急に中止しますと、１型糖
尿病の場合はケトアシドーシスを起こ
します。ですから、急にインスリンを
中止するというのはかなり危険を伴う
ことであります。したがって、一般的
には食事が全く取れない場合は、いつ
もの量の1/2、あるいは人によっては
2/3量を打つように言われております。
　山内　むろん食事に対応するインス
リンは、これは打たなくてもいいだろ
うということになってくるわけでしょ
うか。
　荒木　速効型インスリンとか超速効
型インスリンというのは食事量に合わ
せて打つということができるかと思い
ます。この場合、インスリンは食後に
注射します。例えば、炭水化物の摂取
量を目安にして全量取った場合のイン
スリン量を８単位とすると、半分の摂
取量であれば４単位にするといった調
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　山内　こういった状態に維持されて
いるとして、さあ急に食べられなくな
ったというときですが、一般に高齢者
でまず注意しなければならない対処、
対応、こういったものはいかがでしょ
うか。
　荒木　一番注意しないといけない点
は、脱水にならないようにするという
ことが大事かと思います。というのは、
脱水になりますと、高齢者の糖尿病で
は高浸透圧高血糖症候群、すなわち昔
でいう糖尿病性昏睡になりやすいとい
うことがあります。あるいは、脱水を
契機に脳血管障害ということが起こっ
たりすることもありますので、脱水を
防ぐために水分を十分に取るように指
導すべきかと思います。
　山内　この場合、例えば飲めないと
か飲まないとかで脱水症状が出てくる
わけなので、ケースによっては補液と
いうことも考えてということでしょう
ね。
　荒木　そうですね。実際には食事が
取れなくなったとき、あるいは水分の
摂取がいつもよりも少なくなったとき
は、何とかして食事のときだけでなく、
食事の間で水分をこまめに取るという
ことをお勧めします。特に、水分の取
り方としては、お茶だけではなくて、
スープ、みそ汁、牛乳、果汁、スポー
ツドリンクなど、様々なものを組み合
わせて摂取するということが大事かと
思います。どうしても取れないときは

補液が必要となります。
　山内　もし少しでも食べられるよう
なケースでは、食べ物としてはどうい
ったものがよろしいのでしょうか。
　荒木　経口血糖降下薬やインスリン
を使用している糖尿病の人の場合は炭
水化物を多く含んだ食物を摂取するこ
とが必要になります。主食となるごは
ん、おかゆ、うどんなどで、炭水化物
が取れない場合には、その代わりに果
物類を取ることをお勧めします。
　山内　極端に炭水化物の摂取量を絞
ってしまうと、これはむしろリスクが
大きいということですね。
　荒木　はい。
　山内　今、例えばいろいろな薬を使
っているようなケースではどう対応し
たらいいかということですが、いかが
でしょうか。
　荒木　食事の摂取が少なくなった場
合にはSU薬による低血糖に注意する必
要があります。作用時間が長いグリベ
ンクラミド、グリメピリドを使ってい
る場合には、意識障害、けいれんなど、
人の助けを借りないと回復しない重症
の低血糖が起こりやすくなります。な
おかつ、これらのSU薬は一度起こった
低血糖が、ブドウ糖投与で回復しても、
再び低血糖を繰り返し、それが24時間
以上も続くといった低血糖の遷延を起
こします。そういう意味で、SU薬は食
事が取れないときには中止するという
注意が必要かと思います。

　山内　先生のご経験でも、薬を使い
っ放しにしていると低血糖は非常に起
こりやすいと見てよろしいでしょうか。
　荒木　本人に、食事が取れなくなっ
たらSU薬は中止してくださいと言って
も、ついつい習慣で飲んでしまわれる
という方がいます。低血糖の症状を教
育することも大事ですが、食べなかっ
たらこの薬は飲んではいけませんよと
いうことを患者だけでなく、家族にも
指導することが大事かと思います。
　山内　さて、それ以外の薬剤ですが、
これも高齢者で使用可能な薬剤で非常
に要注意ということが今叫ばれている
薬剤、いろいろあるので、難しいとこ
ろがあるかもしれませんが、ずっと使
い続けている薬という前提のもとでで
すが、これはいかがでしょう。
　荒木　一般的に、sick dayのときと
いうのは、内服薬はやめてもさしつか
えないのではないかと思います。特に、
ビクアナイド薬であるメトホルミンは、
腎機能がある程度、保たれている方
（GFR40～45㎖/min以上）に使うわけ
ですけれども、そうした方でも、食事
が取れないときは脱水症状になって、
一時的に腎機能が悪くなって蓄積する
可能性があります。ですから、sick day
のときはメトホルミンは中止するよう
に指導します。
　それから、αGIは食事が取れない場
合は効果が出ませんので、これもやめ
てもさしつかえないかと思います。

　DPP-４阻害薬は、作用機序が血糖
依存性にインスリン分泌を促すという
ことですから、そういう意味で、食べ
なくて飲んでも、理論上は大丈夫なの
ですけれども、やはりまだ使用経験が
浅いお薬ですので、sick dayのときは
一時的に中止してもかまわないのでは
ないかと考えています。
　山内　そうしますと、インスリンが
残りますね。インスリンは、ずっと使
用を続けている場合はどう対応したら
よろしいでしょうか。
　荒木　インスリンの場合は、飲み薬
と違って、急に中止しますと、１型糖
尿病の場合はケトアシドーシスを起こ
します。ですから、急にインスリンを
中止するというのはかなり危険を伴う
ことであります。したがって、一般的
には食事が全く取れない場合は、いつ
もの量の1/2、あるいは人によっては
2/3量を打つように言われております。
　山内　むろん食事に対応するインス
リンは、これは打たなくてもいいだろ
うということになってくるわけでしょ
うか。
　荒木　速効型インスリンとか超速効
型インスリンというのは食事量に合わ
せて打つということができるかと思い
ます。この場合、インスリンは食後に
注射します。例えば、炭水化物の摂取
量を目安にして全量取った場合のイン
スリン量を８単位とすると、半分の摂
取量であれば４単位にするといった調
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節を行います。炭水化物の量に合わせ
てインスリン量を打つというカーボカ
ウントの考え方にならって、インスリ
ン量を調節することが大事かと思いま
す。
　山内　予測可能であればということ
ですね。

　荒木　はい。
　山内　いずれにしても、インスリン
に関しては、ほかの薬剤と違って、全
量、全面的な中止はむしろ危ないとい
うことですね。
　荒木　はい。
　山内　ありがとうございました。

　山内　瀬戸口先生、RS3PE Syndrome
について、まずこの記号文字のような
RS3PE、これは何かの頭文字だと思い
ますが、これから解説していただけま
すか。
　瀬戸口　RS3PE症候群、訳はRemitt-
ing Seronegative Symmetrical Synovi-
tis With Pitting Edemaとなっておりま
して、Rはremitting、予後良好のとい
う意味ですが、S3のSが３つあるとこ
ろが、seronegative、これはリウマチ
因子が陰性ということで、symmetri-
calが対称性、そしてsynovitis、これは
滑膜炎、いわゆる関節で炎症を起こし
ている状態、この状態の３つのSでS3
となっておりまして、それにPEがpitting 
edema、圧痕浮腫ということです。そ
ういう特徴の症候群ということになり
ます。
　山内　おのおのの頭文字、よく理解

していると、病態、状態がむしろよく
わかるわけですね。これは最近注目さ
れているのでしょうか。以前からあっ
たのでしょうか。
　瀬戸口　最初に1985年にMcCartyと
いう方が特徴ある症候群として報告し
たところから始まりました。四肢、特
に下腿、手背に著明な浮腫を呈してき
て、関節の痛みを呈してくる、ある程
度高齢の患者さんで目立ってきたとい
う、そういう意味では特徴的な症状で
す。それぞれの単独の症状からいくと、
ほかの疾患と間違われたりしていて、
もともとあった病態が、概念が広まっ
てきて、わかるようになってきて増え
ているのか、わからなくて見つかって
いなかっただけなのか、そこは何とも
言えないのです。しかし、はっきり目
立ってきたということはあると思いま
す。

RS3PE Syndrome

がん感染症センター都立駒込病院膠原病科医長
瀬戸口　京　吾

（聞き手　山内俊一）

　RS3PE Syndromeについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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節を行います。炭水化物の量に合わせ
てインスリン量を打つというカーボカ
ウントの考え方にならって、インスリ
ン量を調節することが大事かと思いま
す。
　山内　予測可能であればということ
ですね。

　荒木　はい。
　山内　いずれにしても、インスリン
に関しては、ほかの薬剤と違って、全
量、全面的な中止はむしろ危ないとい
うことですね。
　荒木　はい。
　山内　ありがとうございました。

　山内　瀬戸口先生、RS3PE Syndrome
について、まずこの記号文字のような
RS3PE、これは何かの頭文字だと思い
ますが、これから解説していただけま
すか。
　瀬戸口　RS3PE症候群、訳はRemitt-
ing Seronegative Symmetrical Synovi-
tis With Pitting Edemaとなっておりま
して、Rはremitting、予後良好のとい
う意味ですが、S3のSが３つあるとこ
ろが、seronegative、これはリウマチ
因子が陰性ということで、symmetri-
calが対称性、そしてsynovitis、これは
滑膜炎、いわゆる関節で炎症を起こし
ている状態、この状態の３つのSでS3
となっておりまして、それにPEがpitting 
edema、圧痕浮腫ということです。そ
ういう特徴の症候群ということになり
ます。
　山内　おのおのの頭文字、よく理解

していると、病態、状態がむしろよく
わかるわけですね。これは最近注目さ
れているのでしょうか。以前からあっ
たのでしょうか。
　瀬戸口　最初に1985年にMcCartyと
いう方が特徴ある症候群として報告し
たところから始まりました。四肢、特
に下腿、手背に著明な浮腫を呈してき
て、関節の痛みを呈してくる、ある程
度高齢の患者さんで目立ってきたとい
う、そういう意味では特徴的な症状で
す。それぞれの単独の症状からいくと、
ほかの疾患と間違われたりしていて、
もともとあった病態が、概念が広まっ
てきて、わかるようになってきて増え
ているのか、わからなくて見つかって
いなかっただけなのか、そこは何とも
言えないのです。しかし、はっきり目
立ってきたということはあると思いま
す。

RS3PE Syndrome

がん感染症センター都立駒込病院膠原病科医長
瀬戸口　京　吾

（聞き手　山内俊一）

　RS3PE Syndromeについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （325）  54 （324） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

詰
碁
さ
ろ
ん

白先でどうなりますか
ヒント（粘りです）

12 13 14 15 16 17 18 19
一
二
三
四
五
六

〔出題〕
　 五段　酒井正則

（解答P.52）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1305本文.indd   4-5 13/04/16   9:59



　山内　症状としては少しリウマチに
近いかなというところがあるというこ
とですが、リウマチ因子は陰性という
ところが一つのポイントですね。あと
ほかにむくみだと心不全、腎不全が出
てきますが、そういったものと決定的
に違うとすれば、やはりこれは膠原病
ということで、炎症反応があると見て
よろしいのでしょうか。
　瀬戸口　そうです。この疾患で非常
に特徴的なのは、血液検査をしていた
だくと、炎症反応、CRPや血沈がかな
り亢進しているという特徴的なデータ
の異常があります。普通の心不全など
ではまず起こり得ないような炎症反応
の高値を示しますので、その点、かな
り鑑別はできてくるのではないかなと
思われます。
　山内　今おうかがいしたようなもの
が診断基準になっているのでしょうか。
　瀬戸口　ほかのリウマチ性疾患はい
ろいろ診断基準が出てきているのです
けれども、この疾患に関してはまだい
ろいろ議論が多いところです。ある論
文で患者さんを集めてくるときに使っ
た基準にプラスした特徴的なものを診
断基準のようなものとして扱っている
のが現状です。
　山内　まだ確定していないと見てよ
ろしいですか。
　瀬戸口　そうですね。
　山内　そうしますと、よく膠原病関
係で出てくる特異的な抗体、あるいは

非特異的なものも多少入りますが、こ
ういう抗体に関しても特徴的なものは
ないのでしょうか。
　瀬戸口　特に、抗核抗体も陰性であ
ることがほとんどですし、病名につい
ているように、リウマチ因子も陰性で
す。最近、抗CCP抗体という、リウマ
チの患者さんだったら、まずこれが陽
性になるでしょうという抗体もありま
す。これに関しての論文はまだ見つか
らなかったのですが、私が当院で拝見
しているこの疾患の患者さんではいず
れも陰性でしたので、特徴的な抗体は
今のところないのかなというのが実情
です。
　山内　リウマチの中の亜型ではない
かとか、そういった説はあるのでしょ
うか。
　瀬戸口　あります。特に、先ほど出
ましたリウマチ因子が陰性ということ
はあるのですけれども、リウマチ因子
が陽性のリウマチ患者さんというのは
全体の60％程度で、逆に残りの40％は
リウマチ因子は陰性の方なのです。で
すので、リウマチ因子陰性の関節リウ
マチとこの病態が、実は同じ病態を違
うところで見ているだけなのではない
かという意見もあります。
　もう一つ付け加えさせていただくと、
同様に高齢者で多いリウマチ性疾患の
中では、リウマチ性多発筋痛症という
ものがあります。この疾患もやはりリ
ウマチ因子が陰性で、炎症反応が非常

に強いのですけれども、浮腫もちょっ
とあります。症状として特徴的なのは
肩とか足の付け根の体の近い部分の関
節筋肉の疼痛が非常に特徴的な病態で
す。この疾患も、問題とされている
RS3PEと同様に、炎症反応が非常に高
値になることが多く、どちらかという
と、RS3PE症候群よりもリウマチ性多
発筋痛症のほうが、悪くなると非常に
炎症反応が強くて、体力と気力を消耗
してしまって、それで入院になってし
まうような患者さんもけっこういらっ
しゃいます。
　このリウマチ性多発筋痛症とリウマ
チ因子陰性の関節リウマチとRS3PE症
候群は鑑別が非常に難しい点がありま
す。結局のところ、ステロイドで反応
するという点は共通ですし、リウマチ
因子が陰性であって、あと炎症反応も
高くて、症状が微妙に違いますけれど
も、どう違っているのだという意見も
ありまして、なかなか難しいところで
はあります。
　山内　少し議論があるところという
ことですね。これは後ろにPE、pitting 
edemaというのがくっついていますが、
わざわざくっつけるほど特徴的な症状
なのでしょうか。
　瀬戸口　典型的な症例は、ちょっと
やそっとの浮腫ではなくて、体重が元
の１割以上増えるぐらいの浮腫を呈す
る方もいらっしゃいますので、浮腫が
特徴だというふうに最初定義したとき

に考えたのではないかなと思われます。
　山内　手と足と考えてよろしいわけ
ですね。
　瀬戸口　だいたい手背か足背部、下
腿にかけての浮腫が非常に顕著です。
　山内　これはかなり顕著なものに限
られるのでしょうか。浮腫が軽いもの
というのもあるのでしょうか。
　瀬戸口　そこは浮腫の程度を定義さ
れていないものですから、軽度な浮腫
であっても、全部ほかを満たしてしま
えば、この症候群というふうに考えて
はいけないということにはなりません。
　山内　この浮腫は利尿剤には反応し
ないようなものなのですか。
　瀬戸口　しないことはないようなの
ですが、使わなくても、逆に炎症をと
るためにステロイドを投与することで
改善いたします。
　山内　むくみの原因として何か考え
られているのでしょうか。
　瀬戸口　まだはっきりわからないの
ですけれども、滑膜炎からの炎症の波
及で血管の透過性が亢進しているので
はないか。その中には、VEGFなどと
いった因子が関与しているという説も
あります。
　山内　そういったものなどで血管壁
から血液の水が漏れてくるという、そ
ういうニュアンスと見てよろしいでし
ょうか。
　瀬戸口　それでよろしいと思われま
す。

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （327）  76 （326） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

1305本文.indd   6-7 13/04/16   9:59



　山内　症状としては少しリウマチに
近いかなというところがあるというこ
とですが、リウマチ因子は陰性という
ところが一つのポイントですね。あと
ほかにむくみだと心不全、腎不全が出
てきますが、そういったものと決定的
に違うとすれば、やはりこれは膠原病
ということで、炎症反応があると見て
よろしいのでしょうか。
　瀬戸口　そうです。この疾患で非常
に特徴的なのは、血液検査をしていた
だくと、炎症反応、CRPや血沈がかな
り亢進しているという特徴的なデータ
の異常があります。普通の心不全など
ではまず起こり得ないような炎症反応
の高値を示しますので、その点、かな
り鑑別はできてくるのではないかなと
思われます。
　山内　今おうかがいしたようなもの
が診断基準になっているのでしょうか。
　瀬戸口　ほかのリウマチ性疾患はい
ろいろ診断基準が出てきているのです
けれども、この疾患に関してはまだい
ろいろ議論が多いところです。ある論
文で患者さんを集めてくるときに使っ
た基準にプラスした特徴的なものを診
断基準のようなものとして扱っている
のが現状です。
　山内　まだ確定していないと見てよ
ろしいですか。
　瀬戸口　そうですね。
　山内　そうしますと、よく膠原病関
係で出てくる特異的な抗体、あるいは

非特異的なものも多少入りますが、こ
ういう抗体に関しても特徴的なものは
ないのでしょうか。
　瀬戸口　特に、抗核抗体も陰性であ
ることがほとんどですし、病名につい
ているように、リウマチ因子も陰性で
す。最近、抗CCP抗体という、リウマ
チの患者さんだったら、まずこれが陽
性になるでしょうという抗体もありま
す。これに関しての論文はまだ見つか
らなかったのですが、私が当院で拝見
しているこの疾患の患者さんではいず
れも陰性でしたので、特徴的な抗体は
今のところないのかなというのが実情
です。
　山内　リウマチの中の亜型ではない
かとか、そういった説はあるのでしょ
うか。
　瀬戸口　あります。特に、先ほど出
ましたリウマチ因子が陰性ということ
はあるのですけれども、リウマチ因子
が陽性のリウマチ患者さんというのは
全体の60％程度で、逆に残りの40％は
リウマチ因子は陰性の方なのです。で
すので、リウマチ因子陰性の関節リウ
マチとこの病態が、実は同じ病態を違
うところで見ているだけなのではない
かという意見もあります。
　もう一つ付け加えさせていただくと、
同様に高齢者で多いリウマチ性疾患の
中では、リウマチ性多発筋痛症という
ものがあります。この疾患もやはりリ
ウマチ因子が陰性で、炎症反応が非常

に強いのですけれども、浮腫もちょっ
とあります。症状として特徴的なのは
肩とか足の付け根の体の近い部分の関
節筋肉の疼痛が非常に特徴的な病態で
す。この疾患も、問題とされている
RS3PEと同様に、炎症反応が非常に高
値になることが多く、どちらかという
と、RS3PE症候群よりもリウマチ性多
発筋痛症のほうが、悪くなると非常に
炎症反応が強くて、体力と気力を消耗
してしまって、それで入院になってし
まうような患者さんもけっこういらっ
しゃいます。
　このリウマチ性多発筋痛症とリウマ
チ因子陰性の関節リウマチとRS3PE症
候群は鑑別が非常に難しい点がありま
す。結局のところ、ステロイドで反応
するという点は共通ですし、リウマチ
因子が陰性であって、あと炎症反応も
高くて、症状が微妙に違いますけれど
も、どう違っているのだという意見も
ありまして、なかなか難しいところで
はあります。
　山内　少し議論があるところという
ことですね。これは後ろにPE、pitting 
edemaというのがくっついていますが、
わざわざくっつけるほど特徴的な症状
なのでしょうか。
　瀬戸口　典型的な症例は、ちょっと
やそっとの浮腫ではなくて、体重が元
の１割以上増えるぐらいの浮腫を呈す
る方もいらっしゃいますので、浮腫が
特徴だというふうに最初定義したとき

に考えたのではないかなと思われます。
　山内　手と足と考えてよろしいわけ
ですね。
　瀬戸口　だいたい手背か足背部、下
腿にかけての浮腫が非常に顕著です。
　山内　これはかなり顕著なものに限
られるのでしょうか。浮腫が軽いもの
というのもあるのでしょうか。
　瀬戸口　そこは浮腫の程度を定義さ
れていないものですから、軽度な浮腫
であっても、全部ほかを満たしてしま
えば、この症候群というふうに考えて
はいけないということにはなりません。
　山内　この浮腫は利尿剤には反応し
ないようなものなのですか。
　瀬戸口　しないことはないようなの
ですが、使わなくても、逆に炎症をと
るためにステロイドを投与することで
改善いたします。
　山内　むくみの原因として何か考え
られているのでしょうか。
　瀬戸口　まだはっきりわからないの
ですけれども、滑膜炎からの炎症の波
及で血管の透過性が亢進しているので
はないか。その中には、VEGFなどと
いった因子が関与しているという説も
あります。
　山内　そういったものなどで血管壁
から血液の水が漏れてくるという、そ
ういうニュアンスと見てよろしいでし
ょうか。
　瀬戸口　それでよろしいと思われま
す。
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　山内　ほかにこの病気、病態で少し
気になるもの、例えばほかに合併しや
すい疾患、あるいは誘発薬剤とか、そ
ういったもので知られているものは何
かあるのでしょうか。
　瀬戸口　確定的ではありませんが、
発症する方が高齢者ということもあり
まして、悪性疾患の合併は注意しない
といけない項目と思われます。実際に、
例えば治療に入ってステロイドを使っ
たときの反応性が悪い症例には、何ら
かの悪性疾患の合併があって同じよう
になっているのではないか。逆に、症
例報告などを見ると、何らかの腫瘍、が
んと同時に発症しているようなRS3PE
症候群の報告もあります。そのがんの
治療を行うと、RS3PEのほうも改善し
たという報告もありますので、いわゆ
る腫瘍随伴症候群の一型ではないかと
いう考え方もあるようです。
　山内　最後に治療ですが、先ほど比
較的良性のようなお話がありましたが、
そう考えてよろしいでしょうか。
　瀬戸口　悪性疾患の合併さえなけれ
ば、基本的には良性な疾患と考えてい

ただいてよろしいと思われます。
　山内　ステロイドにもよく反応する
と見てよろしいですか。
　瀬戸口　はい。ほかの膠原病では、
例えば大量のステロイドを使わないと
治らない膠原病が多いのですけれども、
この疾患に限っては、比較的量の少な
目なステロイドでよく反応いたします。
ただ、それでも、すごく少ない、例え
ばプレドニゾロンで５㎎という量では
少し心もとなくて、もう少し多めの量
から治療していって、炎症がおさまっ
たら減量していくような治療を行って
おります。
　山内　免疫抑制剤の併用が必要にな
るというほどのケースはあまりないと
いうことでしょうか。
　瀬戸口　初期段階でステロイドに反
応しない場合には、やはり診断を立ち
返ってみる必要があると思われます。
減量中に悪化した場合に、ほかの薬剤
を併用して炎症を抑えることがないわ
けではありません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　高木先生、アルカリホスファ
ターゼの異常高値についてですが、ま
ずアルカリホスファターゼについて、
一般論からご解説願えますか。
　高木　アルカリホスファターゼはリ
ン酸モノエステルを加水分解する酵素
で、アルカリ側、だいたいpHが9.8ぐ
らいに活性をもつ酵素です。物資のエ
ネルギーの輸送、それから無機リンの
供給、骨の石灰化などに役割を果たし
ています。ヒトでは、同一の分子２つ
からなる二量体で、遺伝学的には３つ
のアイソザイムが知られています。一
つは小腸型、一つは胎盤型、もう一つ

は組織非特異型でこれには肝臓や骨由
来があります。
　ただ、一般の臨床の先生方がよくご
存じなのは、アルカリホスファターゼ
のアイソザイムは６つで、これは電気
泳動法で分離されるアイソザイムです。
　このアルカリホスファターゼの６つ
のアイソザイムのうちアルカリホスフ
ァターゼ１型は肝由来で、これは胆管
上皮の膜と結合していて、閉塞性肝疾
患で上昇します。健常人では存在しま
せん。
　２型も肝由来で、こちらは健常人で
出現しています。特に肝細胞疾患、胆

高ALP血症

昭和大学医学教育推進室教授
高　木　　康

（聞き手　山内俊一）

　高ALP血症についてご教示ください。
　75歳、女性、胃潰瘍（H2ブロッカー、粘膜制御因子増強薬にて治療中）、高血
圧症（ARBにて治療中）は安定しております。２年前にALPが800〜1,000V/L（基
準値104〜338）と高値です。最近はアイソザイムはALP1,031で、２型：16％、
３型：43％、５型：41％です。ほかの血液検査で異常を認めません。画像診断
でも、甲状腺、胸部、腹部、骨盤に異常を認めず、自他覚的所見にも異常を認
めません。今後の検査についてご教示ください。

＜秋田県開業医＞
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　山内　ほかにこの病気、病態で少し
気になるもの、例えばほかに合併しや
すい疾患、あるいは誘発薬剤とか、そ
ういったもので知られているものは何
かあるのでしょうか。
　瀬戸口　確定的ではありませんが、
発症する方が高齢者ということもあり
まして、悪性疾患の合併は注意しない
といけない項目と思われます。実際に、
例えば治療に入ってステロイドを使っ
たときの反応性が悪い症例には、何ら
かの悪性疾患の合併があって同じよう
になっているのではないか。逆に、症
例報告などを見ると、何らかの腫瘍、が
んと同時に発症しているようなRS3PE
症候群の報告もあります。そのがんの
治療を行うと、RS3PEのほうも改善し
たという報告もありますので、いわゆ
る腫瘍随伴症候群の一型ではないかと
いう考え方もあるようです。
　山内　最後に治療ですが、先ほど比
較的良性のようなお話がありましたが、
そう考えてよろしいでしょうか。
　瀬戸口　悪性疾患の合併さえなけれ
ば、基本的には良性な疾患と考えてい

ただいてよろしいと思われます。
　山内　ステロイドにもよく反応する
と見てよろしいですか。
　瀬戸口　はい。ほかの膠原病では、
例えば大量のステロイドを使わないと
治らない膠原病が多いのですけれども、
この疾患に限っては、比較的量の少な
目なステロイドでよく反応いたします。
ただ、それでも、すごく少ない、例え
ばプレドニゾロンで５㎎という量では
少し心もとなくて、もう少し多めの量
から治療していって、炎症がおさまっ
たら減量していくような治療を行って
おります。
　山内　免疫抑制剤の併用が必要にな
るというほどのケースはあまりないと
いうことでしょうか。
　瀬戸口　初期段階でステロイドに反
応しない場合には、やはり診断を立ち
返ってみる必要があると思われます。
減量中に悪化した場合に、ほかの薬剤
を併用して炎症を抑えることがないわ
けではありません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　高木先生、アルカリホスファ
ターゼの異常高値についてですが、ま
ずアルカリホスファターゼについて、
一般論からご解説願えますか。
　高木　アルカリホスファターゼはリ
ン酸モノエステルを加水分解する酵素
で、アルカリ側、だいたいpHが9.8ぐ
らいに活性をもつ酵素です。物資のエ
ネルギーの輸送、それから無機リンの
供給、骨の石灰化などに役割を果たし
ています。ヒトでは、同一の分子２つ
からなる二量体で、遺伝学的には３つ
のアイソザイムが知られています。一
つは小腸型、一つは胎盤型、もう一つ

は組織非特異型でこれには肝臓や骨由
来があります。
　ただ、一般の臨床の先生方がよくご
存じなのは、アルカリホスファターゼ
のアイソザイムは６つで、これは電気
泳動法で分離されるアイソザイムです。
　このアルカリホスファターゼの６つ
のアイソザイムのうちアルカリホスフ
ァターゼ１型は肝由来で、これは胆管
上皮の膜と結合していて、閉塞性肝疾
患で上昇します。健常人では存在しま
せん。
　２型も肝由来で、こちらは健常人で
出現しています。特に肝細胞疾患、胆

高ALP血症

昭和大学医学教育推進室教授
高　木　　康

（聞き手　山内俊一）

　高ALP血症についてご教示ください。
　75歳、女性、胃潰瘍（H2ブロッカー、粘膜制御因子増強薬にて治療中）、高血
圧症（ARBにて治療中）は安定しております。２年前にALPが800〜1,000V/L（基
準値104〜338）と高値です。最近はアイソザイムはALP1,031で、２型：16％、
３型：43％、５型：41％です。ほかの血液検査で異常を認めません。画像診断
でも、甲状腺、胸部、腹部、骨盤に異常を認めず、自他覚的所見にも異常を認
めません。今後の検査についてご教示ください。

＜秋田県開業医＞

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （329）  98 （328） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

1305本文.indd   8-9 13/04/16   9:59



いうほどでもないわけですね。
　高木　そうですね。ですから、この
場合にはB型とO型の分泌型による上
昇ではなく、家族性高アルカリホスフ
ァターゼ血症が疑われるわけです。
　山内　日本での報告例などはありま
すか。
　高木　詳細に検討したデータがあり
ます。発端者は総アルカリホスファタ
ーゼ活性が528U/Lです。ただし、この
報告での基準値の上限が230U/Lです
から、上限の2.3倍の高値ということに
なります。アイソザイムについては３
型が61％の異常高値で、５型も14％認
められています。さらに家系調査で、
お姉さんとお兄さんが全く同じアイソ
ザイムパターンで総アルカリホスファ
ターゼ活性も異常高値でした。
　また、わが国の異なる報告では家系
調査はしていませんが、３症例で、総
アルカリホスファターゼ活性は３倍程
度で、２型と３型と５型が認められ、
５型は27～34％であり、しかもこれら
はすべて血液型がB型の分泌型でした。
　山内　家系調査というのが一つのポ
イントですね。
　高木　そうですね。このようなアイ
ソザイムパターンの場合には、家系調
査が一番大事と考えます。
　山内　実際、このタイプの方のアル
カリホスファターゼの特性といいます
か、例えば何かを処理した場合に変わ
っていくとか、そういった特徴で知ら

れているものはあるのでしょうか。
　高木　アルカリホスファターゼのア
イソザイム分析は先ほどお話ししたよ
うに電気泳動法で行われています。し
かも各アイソザイムの分離が必ずしも
良好ではありません。このため、種々
の処理をして、正確なアイソザイム分
画の同定を行います。
　１つは熱処理です。胎盤由来のアル
カリホスファターゼ、４型は耐熱性で
すが、他のアイソザイムは熱に弱い特
徴があります。
　もう１つ、非常に大事なのがノイラ
ミニダーゼ、これはシアル酸を分解す
る酵素ですが、この酵素で処理すると
肝由来、骨由来の易動度は変化します。
ただ、小腸由来は易動度が変化しませ
ん。したがって、ノイラミニダーゼで
処理して易動度が変化しない場合には
小腸由来、５型であることが推測でき
るのです。
　山内　ほかにも処理方法はあるので
しょうか。
　高木　あります。あまり使用されて
いませんが、アミノ酸であるホモアル
ギニンとフェニルアラニンで処理しま
すと、ホモアルギニン処理では肝由来
の２型や骨由来の３型は失活し、フェ
ニルアラニン処理では胎盤由来である
４型と小腸由来である５型が失活しま
す。アイソザイムが不明な場合はこれ
らの処理をすると詳細が判明する場合
があります。

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （331）  11

道疾患では上昇します。
　３型は骨芽細胞由来で、健常人でも
出現しますが、骨形成性疾患、骨肉腫、
悪性腫瘍の骨への転移あるいは甲状腺
機能亢進症などで上昇します。
　４型は胎盤由来で、妊娠の後期にな
ると上昇します。それから、しばらく
以前に注目されていましたのが、悪性
腫瘍の一部で耐熱性のこの４型が上昇
することでした。
　５型は小腸由来で、肝硬変で上昇し
ますが、血液型のABO式のB型、O型
の分泌型で、特に脂肪食の摂取のとき
に上昇します。
　そして、６型は通常は認められませ
んが、免疫グロブリンと結合したもの
で、潰瘍性大腸炎などで出現します。
これら６つがよく知られているアルカ
リホスファターゼのアイソザイムです。
　山内　実質的には、６つのうち、妊
娠に関係する４型は別にして、２型、
３型、５型、これが中心ということで、
このケースは５型が相対的に多そうで
すが、健常成人ですと、アイソザイム
の割合などはどういったあたりなので
しょうか。
　高木　健常成人では２型が50％前後
で、36～74％という基準範囲も提案さ
れています。３型の骨芽細胞由来が40
％ぐらい、基準範囲は25～60％、そし
て５型については血液型のB型とO型
は出現しますが、A型とAB型の方は出
現しません。基準範囲は０～15％です。

　それから、特徴的なのが小児です。
小児では成長のために骨芽細胞が活発
に活動します。このため、小児では３
型が60～80％で、残りが２型となりま
す。
　山内　その割合から見まして、この
症例ですが、アイソザイムの割合が出
ていますが、これの特徴はどう解釈し
たらよろしいでしょう。
　高木　通常のアルカリホスファター
ゼアイソザイムの特徴から解釈します
と、３型が上昇していることから甲状
腺機能亢進症も含めた骨疾患が疑われ
ます。それから５型が上昇しています
ので肝硬変や腎不全、それから糖尿病
も考えられます。しかし、今、山内先
生からのご紹介のように、他の臨床検
査成績や画像診断は異常がないという
ことですので、これらとは異なる疾患
といいますか、病態を考えなくてはい
けません。
　山内　具体的には何を考えたらよろ
しいでしょうか。
　高木　現在報告されている１つに、
家族性の高アルカリホスファターゼ血
症があります。これは特に小腸型、す
なわち５型が増加する特有なパターン
を示します。５型は小腸由来で、血液
型がB型とO型の分泌型では、特に脂
肪食の摂取後に上昇します。通常では
10～20U/Lですが、脂肪食を摂取する
と20～40U/Lぐらいに上昇します。
　山内　それにしても、すごく高いと
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いうほどでもないわけですね。
　高木　そうですね。ですから、この
場合にはB型とO型の分泌型による上
昇ではなく、家族性高アルカリホスフ
ァターゼ血症が疑われるわけです。
　山内　日本での報告例などはありま
すか。
　高木　詳細に検討したデータがあり
ます。発端者は総アルカリホスファタ
ーゼ活性が528U/Lです。ただし、この
報告での基準値の上限が230U/Lです
から、上限の2.3倍の高値ということに
なります。アイソザイムについては３
型が61％の異常高値で、５型も14％認
められています。さらに家系調査で、
お姉さんとお兄さんが全く同じアイソ
ザイムパターンで総アルカリホスファ
ターゼ活性も異常高値でした。
　また、わが国の異なる報告では家系
調査はしていませんが、３症例で、総
アルカリホスファターゼ活性は３倍程
度で、２型と３型と５型が認められ、
５型は27～34％であり、しかもこれら
はすべて血液型がB型の分泌型でした。
　山内　家系調査というのが一つのポ
イントですね。
　高木　そうですね。このようなアイ
ソザイムパターンの場合には、家系調
査が一番大事と考えます。
　山内　実際、このタイプの方のアル
カリホスファターゼの特性といいます
か、例えば何かを処理した場合に変わ
っていくとか、そういった特徴で知ら

れているものはあるのでしょうか。
　高木　アルカリホスファターゼのア
イソザイム分析は先ほどお話ししたよ
うに電気泳動法で行われています。し
かも各アイソザイムの分離が必ずしも
良好ではありません。このため、種々
の処理をして、正確なアイソザイム分
画の同定を行います。
　１つは熱処理です。胎盤由来のアル
カリホスファターゼ、４型は耐熱性で
すが、他のアイソザイムは熱に弱い特
徴があります。
　もう１つ、非常に大事なのがノイラ
ミニダーゼ、これはシアル酸を分解す
る酵素ですが、この酵素で処理すると
肝由来、骨由来の易動度は変化します。
ただ、小腸由来は易動度が変化しませ
ん。したがって、ノイラミニダーゼで
処理して易動度が変化しない場合には
小腸由来、５型であることが推測でき
るのです。
　山内　ほかにも処理方法はあるので
しょうか。
　高木　あります。あまり使用されて
いませんが、アミノ酸であるホモアル
ギニンとフェニルアラニンで処理しま
すと、ホモアルギニン処理では肝由来
の２型や骨由来の３型は失活し、フェ
ニルアラニン処理では胎盤由来である
４型と小腸由来である５型が失活しま
す。アイソザイムが不明な場合はこれ
らの処理をすると詳細が判明する場合
があります。

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （331）  11

道疾患では上昇します。
　３型は骨芽細胞由来で、健常人でも
出現しますが、骨形成性疾患、骨肉腫、
悪性腫瘍の骨への転移あるいは甲状腺
機能亢進症などで上昇します。
　４型は胎盤由来で、妊娠の後期にな
ると上昇します。それから、しばらく
以前に注目されていましたのが、悪性
腫瘍の一部で耐熱性のこの４型が上昇
することでした。
　５型は小腸由来で、肝硬変で上昇し
ますが、血液型のABO式のB型、O型
の分泌型で、特に脂肪食の摂取のとき
に上昇します。
　そして、６型は通常は認められませ
んが、免疫グロブリンと結合したもの
で、潰瘍性大腸炎などで出現します。
これら６つがよく知られているアルカ
リホスファターゼのアイソザイムです。
　山内　実質的には、６つのうち、妊
娠に関係する４型は別にして、２型、
３型、５型、これが中心ということで、
このケースは５型が相対的に多そうで
すが、健常成人ですと、アイソザイム
の割合などはどういったあたりなので
しょうか。
　高木　健常成人では２型が50％前後
で、36～74％という基準範囲も提案さ
れています。３型の骨芽細胞由来が40
％ぐらい、基準範囲は25～60％、そし
て５型については血液型のB型とO型
は出現しますが、A型とAB型の方は出
現しません。基準範囲は０～15％です。

　それから、特徴的なのが小児です。
小児では成長のために骨芽細胞が活発
に活動します。このため、小児では３
型が60～80％で、残りが２型となりま
す。
　山内　その割合から見まして、この
症例ですが、アイソザイムの割合が出
ていますが、これの特徴はどう解釈し
たらよろしいでしょう。
　高木　通常のアルカリホスファター
ゼアイソザイムの特徴から解釈します
と、３型が上昇していることから甲状
腺機能亢進症も含めた骨疾患が疑われ
ます。それから５型が上昇しています
ので肝硬変や腎不全、それから糖尿病
も考えられます。しかし、今、山内先
生からのご紹介のように、他の臨床検
査成績や画像診断は異常がないという
ことですので、これらとは異なる疾患
といいますか、病態を考えなくてはい
けません。
　山内　具体的には何を考えたらよろ
しいでしょうか。
　高木　現在報告されている１つに、
家族性の高アルカリホスファターゼ血
症があります。これは特に小腸型、す
なわち５型が増加する特有なパターン
を示します。５型は小腸由来で、血液
型がB型とO型の分泌型では、特に脂
肪食の摂取後に上昇します。通常では
10～20U/Lですが、脂肪食を摂取する
と20～40U/Lぐらいに上昇します。
　山内　それにしても、すごく高いと
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　山内　こういった家族性のもので、
総アルカリホスファターゼ活性はどの
ぐらいまで増えることがあるのかとい
った調査はあるのでしょうか。
　高木　文献的にいいますと、大体
2.5～４倍ぐらいの症例が多く、時に10
倍以上にも上昇する症例も報告されて
います。通常は、この症例のように
2.5～４倍ぐらいの高値になります。
　山内　かなり高いものもあるという
ことですね。
　高木　高い症例もあります。
　山内　さて、具体的に、本症例に戻
りますけれども、こういったケースが
あった場合、臨床家として次のステッ
プとしてどういう検査をやっていくべ
きなのか、あるいは経過観察でいいの
かといったあたりはいかがでしょう。
　高木　まずは血液型を調べていただ
きたいと思います。血液型と分泌型か
非分泌型か、この２つは重要です。B
型あるいはO型の分泌型では可能性が
高いと考えます。次に、家系調査をし
ていただきたい。家系調査は諸事情に
より難しい面もありますけれども、家
系内で同様なアルカリホスファターゼ
が高い方、アイソザイムが同じ方がい
らっしゃるかは重要で、いらっしゃれ
ば家族性の高アルカリホスファターゼ
血症が強く疑われます。
　山内　先ほどのいろいろな検体処理

ですが、こういったもので変わるかと
いうのも大きな参考になりますか。
　高木　そうですね。先ほどお話しし
たノイラミニダーゼ処理は非常に大事
で、この症例で易動度が変化しなけれ
ば骨由来ではなく、小腸由来、５型の
アルカリホスファターゼであると推測
できます。
　山内　実際に非常に高い値ですので、
これ自体も特徴的と見てよろしいわけ
でしょうか。
　高木　そうですね。このような高値
の症例では、今お話しした家族性がま
ず考えられますが、もう１つ、小児で
は一過性に高値となる場合があります
ので、注意が必要です。
　山内　その場合もかなり高いのです
か。
　高木　普通の小児は骨の成長のため
に成人値の２～４倍ですが、これが５
倍以上になります。20倍以上となる小
児もいます。この場合は、数カ月で、
元のデータに戻りますので、３カ月後
あるいは半年後に再検していただけれ
ばよいと考えます。当然、他に異常が
ない場合ですが。
　山内　やたらに細かい検査をする必
要もないかなというところですね。
　高木　そうです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

12 （332） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

　池田　まずBMIについてお話しいた
だきたいと思います。簡単で結構です
ので、いつごろから使われているのか、
どのような内容のものかということに
ついて、おうかがいしたいと思います。
　土肥　これはBMI、body mass index
と申しまして、体格指数を表しており
ます。どのように体格指数を表すかと
いいますと、体重を身長の２乗で割っ
たものです。体重はキログラム、身長
はメートルで表したもので、肥満度を
判定する方法です。近年、生活習慣病
で肥満度を判定するのに簡易的に用い
られている方法です。一応数値によっ
て、正常、肥満度１、肥満度２、肥満
度３、肥満度４、低体重というかたち

で分類されております。
　池田　これを用いる意義といいます
か、本当に有用であるのか、エビデン
スのようなものはあるのでしょうか。
　土肥　体重、身長はどこでも簡単に
測れますので、それをもってその人の
体格が肥満なのか、あるいは低体重な
のかという判断をするには非常に簡易
的で、よろしいかと思います。しかし、
この体重というのは基本的には体脂肪
量と除体脂肪組織量、主に筋肉、その
他、骨とか結合織ですけれども、これ
を合わせたものですので、筋肉の多い
人は当然体重が多くなってまいります。
体重が多く、BMIが高くて肥満度が高
いと判断されても、場合によっては筋

運動選手におけるBMI

国立スポーツ科学センタースポーツ医学研究部副主任
土　肥　美智子

（聞き手　池田志斈）

　私は私立高校の校医をしております。内科健診で身長、体重を測定してBMI 
25以上の人には肥満の注意を行っています。
　ただ、スポーツを行っている人で（特にアメリカンフットボールや柔道など）
BMIが30以上の人が多いのです。このような人に対してはどのようにアドバイ
スするべきでしょうか。ご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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　山内　こういった家族性のもので、
総アルカリホスファターゼ活性はどの
ぐらいまで増えることがあるのかとい
った調査はあるのでしょうか。
　高木　文献的にいいますと、大体
2.5～４倍ぐらいの症例が多く、時に10
倍以上にも上昇する症例も報告されて
います。通常は、この症例のように
2.5～４倍ぐらいの高値になります。
　山内　かなり高いものもあるという
ことですね。
　高木　高い症例もあります。
　山内　さて、具体的に、本症例に戻
りますけれども、こういったケースが
あった場合、臨床家として次のステッ
プとしてどういう検査をやっていくべ
きなのか、あるいは経過観察でいいの
かといったあたりはいかがでしょう。
　高木　まずは血液型を調べていただ
きたいと思います。血液型と分泌型か
非分泌型か、この２つは重要です。B
型あるいはO型の分泌型では可能性が
高いと考えます。次に、家系調査をし
ていただきたい。家系調査は諸事情に
より難しい面もありますけれども、家
系内で同様なアルカリホスファターゼ
が高い方、アイソザイムが同じ方がい
らっしゃるかは重要で、いらっしゃれ
ば家族性の高アルカリホスファターゼ
血症が強く疑われます。
　山内　先ほどのいろいろな検体処理

ですが、こういったもので変わるかと
いうのも大きな参考になりますか。
　高木　そうですね。先ほどお話しし
たノイラミニダーゼ処理は非常に大事
で、この症例で易動度が変化しなけれ
ば骨由来ではなく、小腸由来、５型の
アルカリホスファターゼであると推測
できます。
　山内　実際に非常に高い値ですので、
これ自体も特徴的と見てよろしいわけ
でしょうか。
　高木　そうですね。このような高値
の症例では、今お話しした家族性がま
ず考えられますが、もう１つ、小児で
は一過性に高値となる場合があります
ので、注意が必要です。
　山内　その場合もかなり高いのです
か。
　高木　普通の小児は骨の成長のため
に成人値の２～４倍ですが、これが５
倍以上になります。20倍以上となる小
児もいます。この場合は、数カ月で、
元のデータに戻りますので、３カ月後
あるいは半年後に再検していただけれ
ばよいと考えます。当然、他に異常が
ない場合ですが。
　山内　やたらに細かい検査をする必
要もないかなというところですね。
　高木　そうです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　まずBMIについてお話しいた
だきたいと思います。簡単で結構です
ので、いつごろから使われているのか、
どのような内容のものかということに
ついて、おうかがいしたいと思います。
　土肥　これはBMI、body mass index
と申しまして、体格指数を表しており
ます。どのように体格指数を表すかと
いいますと、体重を身長の２乗で割っ
たものです。体重はキログラム、身長
はメートルで表したもので、肥満度を
判定する方法です。近年、生活習慣病
で肥満度を判定するのに簡易的に用い
られている方法です。一応数値によっ
て、正常、肥満度１、肥満度２、肥満
度３、肥満度４、低体重というかたち

で分類されております。
　池田　これを用いる意義といいます
か、本当に有用であるのか、エビデン
スのようなものはあるのでしょうか。
　土肥　体重、身長はどこでも簡単に
測れますので、それをもってその人の
体格が肥満なのか、あるいは低体重な
のかという判断をするには非常に簡易
的で、よろしいかと思います。しかし、
この体重というのは基本的には体脂肪
量と除体脂肪組織量、主に筋肉、その
他、骨とか結合織ですけれども、これ
を合わせたものですので、筋肉の多い
人は当然体重が多くなってまいります。
体重が多く、BMIが高くて肥満度が高
いと判断されても、場合によっては筋

運動選手におけるBMI

国立スポーツ科学センタースポーツ医学研究部副主任
土　肥　美智子

（聞き手　池田志斈）

　私は私立高校の校医をしております。内科健診で身長、体重を測定してBMI 
25以上の人には肥満の注意を行っています。
　ただ、スポーツを行っている人で（特にアメリカンフットボールや柔道など）
BMIが30以上の人が多いのです。このような人に対してはどのようにアドバイ
スするべきでしょうか。ご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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多いようであれば、食事を考えたり、
トレーニングを考えたりするというこ
とで、そういう目標に近づけていくこ
とが大事なのではないかと思います。
　池田　そういう意味では、各スポー
ツの、もっと詰めていけば、例えばサ
ッカーであれば、フォワードとか、そ
のスポーツで分担する、役割別の選手
における調査みたいなものは何か行わ
れているのでしょうか。
　土肥　そういうデータはあります。
今先生がおっしゃられたように、サッ
カーやアメリカンフットボールなど、
走るのがメインな選手と、守るのがメ
インで、体が大きいほうがいい、そう
いうポジションによる特徴に対しては
いろいろ研究がなされています。そし
てだいたいこれぐらいの体重あるいは
体脂肪がいいだろうというデータは、
スポーツ選手においてはあります。で
すので、その運動の特徴、そのスポー
ツに有利な体格、それとその種目にお
いて優れた選手の特徴を兼ね備えたよ
うな体格、そういうものを推定して、
ある程度体脂肪量をコントロールさせ
ていくということが大事かと思います。
　ですから、食べ過ぎないでというこ
ととか、バランスよくとか、あるいは
筋肉量を増やしましょうということで
大事になってくるのは、食事の取り方、
食事の仕方です。あまりプレッシャー
をかけ過ぎて、体重を減らせ、減らせ
というと、選手はそれによって非常に

ストレスを感じる。あるいは、急激に
無理な体重の減量を行って、パフォー
マンスに影響が出る。そういうことも
ありますので、こういう目標の体重が
あって、これはこういうことに必要な
のだということを説明しながら、適切
な体重のコントロール、あるいは食事
をコントロールするということが大事
かと思います。
　池田　一方、マラソン選手や陸上選
手に多いと聞いていますけれども、BMI
がごく低い方、それによって、例えば
女性の選手で月経が止まってしまって
いるとか、そういったこともうかがっ
たことがあるのですけれども。
　土肥　特に陸上の長距離の選手は体
脂肪が低いほうが記録が伸びるという
ことで、極力体脂肪を落として、非常
にやせた状態で試合に臨む選手が多い
です。体脂肪が10％を下回りますと、
それに伴って月経異常、特に無月経が
非常に多くなりますので、これはたい
へんな問題と私たちは考えております。
無月経になりますと、女性ホルモン、
エストロゲンが非常に低くなりますの
で、それによって骨の代謝が落ちて骨
粗鬆症になり、疲労骨折になってしま
う。そういう悪循環がありますので、
選手にはそういう危険性を説明しなが
ら、なるべく体脂肪を最適なレベルに
コントロールするように促すことも、
私たちスポーツドクターとしては試み
ているところです。
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肉量が多くてBMIが高く出ていること
が考えられますので、判定には注意が
必要と考えております。
　池田　質問の先生が、スポーツを行
っている人で、おそらく筋肉量が多い
と思われる格闘技系あるいはアメリカ
ンフットボール、ラグビー、そういっ
た選手などでBMIが30を超える人たち
が多いけれども、どういうふうにアド
バイスすればいいかということですけ
れども。
　土肥　私どもはトップアスリートを
扱っている施設でして、データがトッ
プアスリートのものになるのですが、
トップアスリートでも、BMIだけで見
てまいりますと、30を超える選手、相
談のように、ラグビー、柔道、ウエイ
ト種目でも重量級、柔道も重量級の選
手などは30を超えておりますので、運
動選手でもこういうことはあります。
ですので、今申し上げたように、BMI
だけでこの運動選手たちは非常に肥満
度が高いかというと、そういうことで
はありませんので、判断する方法を考
えなければいけないと思います。
　私たちが実際、そういう意味でやっ
ておりますのが体脂肪量を測定いたし
まして、体重から体脂肪量を引き、除
体脂肪組織量、主に筋肉になりますが、
筋肉量を出すという方法でその人の体
格を調べることにしております。
　池田　脂肪量の測定はどのような方
法があるのでしょうか。

　土肥　幾つかありまして、身体密度
法、空気置換法と呼ばれるもので、特
別な機械を使って算出するものと、一
般的にあります体重計についている体
脂肪量を測る方法、生体電気インピー
ダンス法があります。これは生体に微
量の交流電流を通して、そのインピー
ダンスを測定して、体の水分量を推定
して体脂肪率を算出する。そのような
体重計が今出ておりまして、こちらの
ほうが一般の方には使いやすい方法で
はないかと思います。
　池田　そういうインピーダンス法と
か簡便なもので体脂肪量を測って、そ
して筋肉量も測るということで、結果
的には測定方法の選択は個々のスポー
ツ選手の判断によるのだと思うのです。
ちょっと偏見かもしれませんけれども、
相撲などの方ですが、もちろん筋肉も
多いのでしょうけれども、脂肪もたく
さんある。でも、そういう状態でない
となかなか試合にも出られない。そう
いう場合、どういうふうにアドバイス
されるのでしょうか。
　土肥　先生がおっしゃるとおり、体
格がある意味、パフォーマンスにおい
て大切な因子になります。ですから、
体が大きくて当たり強いことが必要に
なってくる場合もありますので、やは
りその種目に合わせた最適パフォーマ
ンスのための目標体重といいますか、
そういうものをある程度推定していき
ながら指導に当たる。それでも体重が
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多いようであれば、食事を考えたり、
トレーニングを考えたりするというこ
とで、そういう目標に近づけていくこ
とが大事なのではないかと思います。
　池田　そういう意味では、各スポー
ツの、もっと詰めていけば、例えばサ
ッカーであれば、フォワードとか、そ
のスポーツで分担する、役割別の選手
における調査みたいなものは何か行わ
れているのでしょうか。
　土肥　そういうデータはあります。
今先生がおっしゃられたように、サッ
カーやアメリカンフットボールなど、
走るのがメインな選手と、守るのがメ
インで、体が大きいほうがいい、そう
いうポジションによる特徴に対しては
いろいろ研究がなされています。そし
てだいたいこれぐらいの体重あるいは
体脂肪がいいだろうというデータは、
スポーツ選手においてはあります。で
すので、その運動の特徴、そのスポー
ツに有利な体格、それとその種目にお
いて優れた選手の特徴を兼ね備えたよ
うな体格、そういうものを推定して、
ある程度体脂肪量をコントロールさせ
ていくということが大事かと思います。
　ですから、食べ過ぎないでというこ
ととか、バランスよくとか、あるいは
筋肉量を増やしましょうということで
大事になってくるのは、食事の取り方、
食事の仕方です。あまりプレッシャー
をかけ過ぎて、体重を減らせ、減らせ
というと、選手はそれによって非常に

ストレスを感じる。あるいは、急激に
無理な体重の減量を行って、パフォー
マンスに影響が出る。そういうことも
ありますので、こういう目標の体重が
あって、これはこういうことに必要な
のだということを説明しながら、適切
な体重のコントロール、あるいは食事
をコントロールするということが大事
かと思います。
　池田　一方、マラソン選手や陸上選
手に多いと聞いていますけれども、BMI
がごく低い方、それによって、例えば
女性の選手で月経が止まってしまって
いるとか、そういったこともうかがっ
たことがあるのですけれども。
　土肥　特に陸上の長距離の選手は体
脂肪が低いほうが記録が伸びるという
ことで、極力体脂肪を落として、非常
にやせた状態で試合に臨む選手が多い
です。体脂肪が10％を下回りますと、
それに伴って月経異常、特に無月経が
非常に多くなりますので、これはたい
へんな問題と私たちは考えております。
無月経になりますと、女性ホルモン、
エストロゲンが非常に低くなりますの
で、それによって骨の代謝が落ちて骨
粗鬆症になり、疲労骨折になってしま
う。そういう悪循環がありますので、
選手にはそういう危険性を説明しなが
ら、なるべく体脂肪を最適なレベルに
コントロールするように促すことも、
私たちスポーツドクターとしては試み
ているところです。
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肉量が多くてBMIが高く出ていること
が考えられますので、判定には注意が
必要と考えております。
　池田　質問の先生が、スポーツを行
っている人で、おそらく筋肉量が多い
と思われる格闘技系あるいはアメリカ
ンフットボール、ラグビー、そういっ
た選手などでBMIが30を超える人たち
が多いけれども、どういうふうにアド
バイスすればいいかということですけ
れども。
　土肥　私どもはトップアスリートを
扱っている施設でして、データがトッ
プアスリートのものになるのですが、
トップアスリートでも、BMIだけで見
てまいりますと、30を超える選手、相
談のように、ラグビー、柔道、ウエイ
ト種目でも重量級、柔道も重量級の選
手などは30を超えておりますので、運
動選手でもこういうことはあります。
ですので、今申し上げたように、BMI
だけでこの運動選手たちは非常に肥満
度が高いかというと、そういうことで
はありませんので、判断する方法を考
えなければいけないと思います。
　私たちが実際、そういう意味でやっ
ておりますのが体脂肪量を測定いたし
まして、体重から体脂肪量を引き、除
体脂肪組織量、主に筋肉になりますが、
筋肉量を出すという方法でその人の体
格を調べることにしております。
　池田　脂肪量の測定はどのような方
法があるのでしょうか。

　土肥　幾つかありまして、身体密度
法、空気置換法と呼ばれるもので、特
別な機械を使って算出するものと、一
般的にあります体重計についている体
脂肪量を測る方法、生体電気インピー
ダンス法があります。これは生体に微
量の交流電流を通して、そのインピー
ダンスを測定して、体の水分量を推定
して体脂肪率を算出する。そのような
体重計が今出ておりまして、こちらの
ほうが一般の方には使いやすい方法で
はないかと思います。
　池田　そういうインピーダンス法と
か簡便なもので体脂肪量を測って、そ
して筋肉量も測るということで、結果
的には測定方法の選択は個々のスポー
ツ選手の判断によるのだと思うのです。
ちょっと偏見かもしれませんけれども、
相撲などの方ですが、もちろん筋肉も
多いのでしょうけれども、脂肪もたく
さんある。でも、そういう状態でない
となかなか試合にも出られない。そう
いう場合、どういうふうにアドバイス
されるのでしょうか。
　土肥　先生がおっしゃるとおり、体
格がある意味、パフォーマンスにおい
て大切な因子になります。ですから、
体が大きくて当たり強いことが必要に
なってくる場合もありますので、やは
りその種目に合わせた最適パフォーマ
ンスのための目標体重といいますか、
そういうものをある程度推定していき
ながら指導に当たる。それでも体重が
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　池脇　肺高血圧症の治療に関して大
きな進歩があったと聞いております。
肺高血圧症は肺動脈の血圧が高くなる。
そもそもどうして高くなるのか。定義
も含めて、教えてください。
　佐藤　肺高血圧症というのは、肺動
脈の血圧が一定以上に上昇するという、
全身の高血圧とほぼ同じように考えて
いただければいいかと思うのですけれ
ども、クライテリアは当然全身の血管
の高血圧とは異なっています。WHO
の世界会議で定められましたクライテ
リアといいますのは、平均肺動脈圧が
25㎜Hg以上を超えると、非常に高い特
異度で肺高血圧症といっていいだろう
というふうに定義がされております。
　池脇　通常の高血圧に比べると、だ
いぶ数値的には低いのですね。
　佐藤　そうですね。だいたい1/5～
1/6というふうに一般にはいわれてお

ります。
　池脇　これは日本でも同じ定義とい
うふうに考えてよろしいですか。
　佐藤　そうですね。世界中でそれに
従っているというふうに考えていただ
いていいかと思います。ただ、特異度
を上げるために、一部、病態として肺
高血圧症の可能性が高いけれども、そ
れに含まれないような症例もあるので、
感度を上げるためには、平均肺動脈圧
で20㎜Hg以上を境界肺高血圧症とい
うふうに、そういう分類も追加されて
おります。したがって、平均肺動脈圧
が20㎜Hgを超えていると肺高血圧症
の可能性がかなりあると考えていいか
と思います。
　池脇　どうして高くなるのでしょう
か。
　佐藤　肺循環の流れがどこかで非常
に悪くなった場合に、肺循環の血液を

肺高血圧症治療の現状

杏林大学循環器内科教授
佐　藤　　徹

（聞き手　池脇克則）

　肺高血圧症治療の現状についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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　池田　最後に、スポーツといいます
と、サッカーも含めまして今若年から
始めますね。この質問の先生は高校の
校医をされていますけれども、中学あ
るいは小学校において、BMIを見つつ、
子どもたちの発育も守りながら、スポ
ーツ選手としてのベスト・パフォーマ
ンスを出していく。そういう場合に、
BMIであるとか体脂肪の量の測定、そ
ういったものはどういうふうにとらえ
られているのでしょうか。
　土肥　今先生がおっしゃられたよう
に、ジュニアの選手の活躍が目立って
おりまして、スポーツの低年齢化が起
きておりますが、なかなかデータがな
いというのが現実です。今多いのは、
思春期、中学、高校ぐらいです。小学
生のデータはないので、どれが正しい
ということはないのですけれども、や
はりそういうデータを集めて、どこま
で、あるいはどういう体格でやるのが

いいか。
　特に、成長期は貧血とかそういう問
題もはらんでおりますので、体重を落
としてやるスポーツでも、落とし過ぎ
ますと貧血になる。貧血になれば、ケ
ガが多くなる。そういう問題も見据え
つつ、最適な体格を今後、私たちも調
べていかなければいけないなというふ
うには感じております。しかし、現実
はなかなかデータとしてまとまったも
のがないので、私たちとしても暗中模
索といいますか、いろいろなケースを
見ながら勉強していっているところで
す。
　池田　うかがいますと、まず高校生、
大学生、成人をターゲットとしてデー
タを集めて、それから成長期の児童に
当てはめていくということが今後の課
題ということになりますね。
　土肥　はい。
　池田　ありがとうございました。
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　池脇　肺高血圧症の治療に関して大
きな進歩があったと聞いております。
肺高血圧症は肺動脈の血圧が高くなる。
そもそもどうして高くなるのか。定義
も含めて、教えてください。
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脈の血圧が一定以上に上昇するという、
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異度で肺高血圧症といっていいだろう
というふうに定義がされております。
　池脇　通常の高血圧に比べると、だ
いぶ数値的には低いのですね。
　佐藤　そうですね。だいたい1/5～
1/6というふうに一般にはいわれてお

ります。
　池脇　これは日本でも同じ定義とい
うふうに考えてよろしいですか。
　佐藤　そうですね。世界中でそれに
従っているというふうに考えていただ
いていいかと思います。ただ、特異度
を上げるために、一部、病態として肺
高血圧症の可能性が高いけれども、そ
れに含まれないような症例もあるので、
感度を上げるためには、平均肺動脈圧
で20㎜Hg以上を境界肺高血圧症とい
うふうに、そういう分類も追加されて
おります。したがって、平均肺動脈圧
が20㎜Hgを超えていると肺高血圧症
の可能性がかなりあると考えていいか
と思います。
　池脇　どうして高くなるのでしょう
か。
　佐藤　肺循環の流れがどこかで非常
に悪くなった場合に、肺循環の血液を
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杏林大学循環器内科教授
佐　藤　　徹

（聞き手　池脇克則）

　肺高血圧症治療の現状についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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　池田　最後に、スポーツといいます
と、サッカーも含めまして今若年から
始めますね。この質問の先生は高校の
校医をされていますけれども、中学あ
るいは小学校において、BMIを見つつ、
子どもたちの発育も守りながら、スポ
ーツ選手としてのベスト・パフォーマ
ンスを出していく。そういう場合に、
BMIであるとか体脂肪の量の測定、そ
ういったものはどういうふうにとらえ
られているのでしょうか。
　土肥　今先生がおっしゃられたよう
に、ジュニアの選手の活躍が目立って
おりまして、スポーツの低年齢化が起
きておりますが、なかなかデータがな
いというのが現実です。今多いのは、
思春期、中学、高校ぐらいです。小学
生のデータはないので、どれが正しい
ということはないのですけれども、や
はりそういうデータを集めて、どこま
で、あるいはどういう体格でやるのが

いいか。
　特に、成長期は貧血とかそういう問
題もはらんでおりますので、体重を落
としてやるスポーツでも、落とし過ぎ
ますと貧血になる。貧血になれば、ケ
ガが多くなる。そういう問題も見据え
つつ、最適な体格を今後、私たちも調
べていかなければいけないなというふ
うには感じております。しかし、現実
はなかなかデータとしてまとまったも
のがないので、私たちとしても暗中模
索といいますか、いろいろなケースを
見ながら勉強していっているところで
す。
　池田　うかがいますと、まず高校生、
大学生、成人をターゲットとしてデー
タを集めて、それから成長期の児童に
当てはめていくということが今後の課
題ということになりますね。
　土肥　はい。
　池田　ありがとうございました。
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２番目に多いのが、今おっしゃいまし
た膠原病を原因とする肺高血圧症にな
ります。３番目に多いのは先天性疾患
に伴うものです。
　池脇　アイゼンメンジャーとか、そ
ういうことになりますね。
　佐藤　ほぼアイゼンメンジャーと同
等かと思います。次が、意外に肝疾患
に伴う肺高血圧症となります。あとは、
国によって少し違いがあるのですけれ
ども、南米などですと寄生虫によるも
のだとか、欧米では薬剤によるもの、
主にやせ薬ですが、やせ薬による肺高
血圧症、あとはエイズによるもの、HIV
ですね。だいたいそれが主な分類１の
肺動脈性の肺高血圧症になるかと思い
ます。
　池脇　分類１～５の頻度ですとか、
性差、好発年齢について教えてくださ
い。
　佐藤　一番頻度が多いと一般に考え
られているのは分類２の左心系の疾患
による肺高血圧症になるかと思います。
その次がおそらく肺疾患に伴う肺高血
圧症。ただ、この２つの分類の肺高血
圧症というのは、その原病の治療が肺
高血圧症の治療につながりますので、
特に分類２、分類３による肺高血圧症
に対する特異的な治療というのはない
と考えていいかと思います。したがっ
て、特に肺高血圧症として特別な治療
が必要なのは分類１と分類４、分類１
の肺動脈性肺高血圧症と、分類４の血

栓、塞栓による肺高血圧症、この２つ
が肺高血圧症に対するスペシフィック
な治療が必要な原因になるかと思いま
す。
　池脇　分類１の中でも特発性、これ
は男性に多いのでしょうか、女性に多
いのでしょうか。
　佐藤　頻度ですけれども、日本では
難病指定のために厚生労働省が数値を
持っており公表しておりまして、ホー
ムページにも出ておりますけれども、
だいたい現在は100万人に10～15人ぐ
らいの数になっています。ただ、最近
少し難病の指定の対象が広がりまして、
今まで肺動脈性の中の特発性だけだっ
たのが、肺動脈性全体に広がっており
ますので、肺動脈性肺高血圧症全体と
して約15人ぐらいと考えています。た
だ、膠原病の患者さんは膠原病のほう
で特定疾患としていますので、こちら
では取っていない人が多く、本当の正
しい数字とはいえないのですけれども、
大ざっぱにいうと、それぐらいのスケ
ールの頻度というふうにお考えいただ
ければいいかと思います。
　池脇　治療に関して詳しくお聞きし
たいのですけれども、その前に、症状
ですとか、あるいはどういうふうに診
断するのか、簡単にお願いします。
　佐藤　頻度という点でもう一つお話
ししないといけないのは、女性に非常
に多いというのが特徴です。特発性等
では３～４倍、女性のほうが多い。
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しっかり流すために圧を上げて流すと
いう、そういう人間の体の合目的な機
序から肺動脈の血圧が結果的に上がっ
ているというふうに考えたらいいので
はないかと思います。
　池脇　これは分類にも関係すること
だと思いますけれども、肺血管そのも
のに何か問題がある場合、あるいは肺
そのものに何か問題があってそういう
ふうになる場合、肺高血圧症の機序、
分類といっていいのでしょうか、どう
なっているのでしょうか。
　佐藤　今申し上げましたように、ど
こか肺循環に流れが悪いところがある。
どこに流れが悪いところがあるかとい
うことで、一応５つに分類されており
ます。これは1998年の世界会議からそ
ういう分類になりまして、それまでは
昔我々が大学で習ったころには、一次
性の肺高血圧症、すなわち原発性の肺
高血圧症と、二次性の肺高血圧症と 
いう分類をしていたのですけれども、
1998年の世界会議からは、先ほどの肺
循環の流れにくいところを５つに分類
して、それを原因の病態としよう、そ
のような分類に変わっております。
　池脇　具体的にその５つを教えてく
ださい。
　佐藤　分類１は、先生も先ほどおっ
しゃいましたように、肺動脈の細動脈
に一時的な異常がある場合の肺高血圧
症になります。
　分類２は左心系のほうに問題があり

まして、したがって、肺循環の出口が
うまく出ていけない。左心系疾患によ
る肺高血圧症になります。
　分類３は肺疾患による肺高血圧症と
いうことです。ただ、これは注釈がつ
いておりますけれども、肺疾患から低
酸素血症を起こすと肺動脈は収縮しま
すので、その結果として肺高血圧症を
起こす。それが主な機序としてなって
いる肺高血圧症です。
　分類４は、肺動脈の比較的太いとこ
ろ、分類１が0.1㎜以下の細動脈でした
けれども、分類４というのはもっと太
い、２㎜、５㎜、それぐらいの太い肺
動脈に血栓ができまして、流れにくく
なって肺動脈の血圧が上がる。それが
分類４になっています。
　分類５はその他ということで、全身
性疾患に伴うものとか、複数の原因が
ある場合とか、今までの４つのカテゴ
リーで分類しきれないものがその他と
いうかたちになっています。
　池脇　膠原病からくる肺高血圧症と
いうのは分類５のほうに入ってくるわ
けですか。
　佐藤　いえ、膠原病では肺動脈の細
動脈が障害されますので１の中にあり
ます。分類１がまたさらに幾つかに分
類されておりまして、１の分類を簡単
に紹介しますと、頻度順にいきますと、
１番頻度が多いのは特発性の肺動脈性
肺高血圧症、これは昔の原発性をほぼ
踏襲しているような分類になります。
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２番目に多いのが、今おっしゃいまし
た膠原病を原因とする肺高血圧症にな
ります。３番目に多いのは先天性疾患
に伴うものです。
　池脇　アイゼンメンジャーとか、そ
ういうことになりますね。
　佐藤　ほぼアイゼンメンジャーと同
等かと思います。次が、意外に肝疾患
に伴う肺高血圧症となります。あとは、
国によって少し違いがあるのですけれ
ども、南米などですと寄生虫によるも
のだとか、欧米では薬剤によるもの、
主にやせ薬ですが、やせ薬による肺高
血圧症、あとはエイズによるもの、HIV
ですね。だいたいそれが主な分類１の
肺動脈性の肺高血圧症になるかと思い
ます。
　池脇　分類１～５の頻度ですとか、
性差、好発年齢について教えてくださ
い。
　佐藤　一番頻度が多いと一般に考え
られているのは分類２の左心系の疾患
による肺高血圧症になるかと思います。
その次がおそらく肺疾患に伴う肺高血
圧症。ただ、この２つの分類の肺高血
圧症というのは、その原病の治療が肺
高血圧症の治療につながりますので、
特に分類２、分類３による肺高血圧症
に対する特異的な治療というのはない
と考えていいかと思います。したがっ
て、特に肺高血圧症として特別な治療
が必要なのは分類１と分類４、分類１
の肺動脈性肺高血圧症と、分類４の血

栓、塞栓による肺高血圧症、この２つ
が肺高血圧症に対するスペシフィック
な治療が必要な原因になるかと思いま
す。
　池脇　分類１の中でも特発性、これ
は男性に多いのでしょうか、女性に多
いのでしょうか。
　佐藤　頻度ですけれども、日本では
難病指定のために厚生労働省が数値を
持っており公表しておりまして、ホー
ムページにも出ておりますけれども、
だいたい現在は100万人に10～15人ぐ
らいの数になっています。ただ、最近
少し難病の指定の対象が広がりまして、
今まで肺動脈性の中の特発性だけだっ
たのが、肺動脈性全体に広がっており
ますので、肺動脈性肺高血圧症全体と
して約15人ぐらいと考えています。た
だ、膠原病の患者さんは膠原病のほう
で特定疾患としていますので、こちら
では取っていない人が多く、本当の正
しい数字とはいえないのですけれども、
大ざっぱにいうと、それぐらいのスケ
ールの頻度というふうにお考えいただ
ければいいかと思います。
　池脇　治療に関して詳しくお聞きし
たいのですけれども、その前に、症状
ですとか、あるいはどういうふうに診
断するのか、簡単にお願いします。
　佐藤　頻度という点でもう一つお話
ししないといけないのは、女性に非常
に多いというのが特徴です。特発性等
では３～４倍、女性のほうが多い。
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しっかり流すために圧を上げて流すと
いう、そういう人間の体の合目的な機
序から肺動脈の血圧が結果的に上がっ
ているというふうに考えたらいいので
はないかと思います。
　池脇　これは分類にも関係すること
だと思いますけれども、肺血管そのも
のに何か問題がある場合、あるいは肺
そのものに何か問題があってそういう
ふうになる場合、肺高血圧症の機序、
分類といっていいのでしょうか、どう
なっているのでしょうか。
　佐藤　今申し上げましたように、ど
こか肺循環に流れが悪いところがある。
どこに流れが悪いところがあるかとい
うことで、一応５つに分類されており
ます。これは1998年の世界会議からそ
ういう分類になりまして、それまでは
昔我々が大学で習ったころには、一次
性の肺高血圧症、すなわち原発性の肺
高血圧症と、二次性の肺高血圧症と 
いう分類をしていたのですけれども、
1998年の世界会議からは、先ほどの肺
循環の流れにくいところを５つに分類
して、それを原因の病態としよう、そ
のような分類に変わっております。
　池脇　具体的にその５つを教えてく
ださい。
　佐藤　分類１は、先生も先ほどおっ
しゃいましたように、肺動脈の細動脈
に一時的な異常がある場合の肺高血圧
症になります。
　分類２は左心系のほうに問題があり

まして、したがって、肺循環の出口が
うまく出ていけない。左心系疾患によ
る肺高血圧症になります。
　分類３は肺疾患による肺高血圧症と
いうことです。ただ、これは注釈がつ
いておりますけれども、肺疾患から低
酸素血症を起こすと肺動脈は収縮しま
すので、その結果として肺高血圧症を
起こす。それが主な機序としてなって
いる肺高血圧症です。
　分類４は、肺動脈の比較的太いとこ
ろ、分類１が0.1㎜以下の細動脈でした
けれども、分類４というのはもっと太
い、２㎜、５㎜、それぐらいの太い肺
動脈に血栓ができまして、流れにくく
なって肺動脈の血圧が上がる。それが
分類４になっています。
　分類５はその他ということで、全身
性疾患に伴うものとか、複数の原因が
ある場合とか、今までの４つのカテゴ
リーで分類しきれないものがその他と
いうかたちになっています。
　池脇　膠原病からくる肺高血圧症と
いうのは分類５のほうに入ってくるわ
けですか。
　佐藤　いえ、膠原病では肺動脈の細
動脈が障害されますので１の中にあり
ます。分類１がまたさらに幾つかに分
類されておりまして、１の分類を簡単
に紹介しますと、頻度順にいきますと、
１番頻度が多いのは特発性の肺動脈性
肺高血圧症、これは昔の原発性をほぼ
踏襲しているような分類になります。
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　ただ、はっきりしておりますのは、
NYHA４だとか、明らかな重症例には
先ほどのプロスタサイクリンを使う。
これは主に在宅の持続点滴静注で使い
ますので、それなりにいろいろ面倒な
点とか、患者さんの拒否感もあるとい

うことが問題ですけれども、治療効果
は最も高いので、これをいかにうまく
使うかというのが予後改善に重要なポ
イントになるかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　今の症状ですが、主に動いたとき、
労作時の呼吸困難が主な症状になるか
と思います。あとは、疲れやすいとい
う症状があるのですが、これは非常に
非特異的なので、なかなか診断のプラ
スにはならない。ただ、もう一つ診断
にプラスになるのは、失神がだいたい
１割ぐらいにあるといわれておりまし
て、失神から診断に至る例もあるとい
うのは注意が必要かと思います。
　池脇　診断では、何が決め手になる
のでしょうか。
　佐藤　初めに一般医家の先生のとこ
ろに行きまして、レントゲン、心電図
をお撮りになって、そこで少しでも心
疾患の疑いがある。もちろん、肺高血
圧症の鑑別までいかれたら素晴らしい
のですけれども、心疾患の可能性があ
るということになると、たいてい心エ
コーをするように少し大きい病院に紹
介になるかと思います。そこで肺高血
圧症の診断の可能性が非常に強く疑わ
れる、あるいは診断がつくということ
かと思います。
　池脇　治療についてですが、最近進
歩しているということですが。
　佐藤　今、主に３系統の薬が治療に
使われるようになってきております。
最も古くから使われたのはプロスタグ
ランジン系の薬剤で、これはPGI２、プ
ロスタサイクリンを薬剤にしたものに
なります。これは肺動脈の血管平滑筋
のサイクリックAMPを増やすことに

よって血管を拡張するという治療法で
すけれども、その後に開発されたのが
エンドセリンの受容体の拮抗薬という
薬です。
　池脇　エンドセリンは血管収縮にか
かわりますから。
　佐藤　そうですね。それを拮抗させ
て血管を広げようということになりま
す。その次に登場しましたのが、ちょ
っと長い名前になりますけれども、ホ
スホジエステラーゼの５番の抑制剤と
いう薬になります。
　池脇　これはいわゆる勃起不全の薬
ですね。
　佐藤　そうです。有名なバイアグラ、
これは男性器の静脈海綿層の血管を広
げるということですけれども、これは
同様に肺動脈にも非常にレセプターが
多くて、肺動脈も広げるということが
わかりまして、肺高血圧症の治療に使
われるようになってきております。
　池脇　大まかに３つの薬をどういう
ふうにして使っていくのでしょうか。
　佐藤　欧米からガイドライン、日本
も同じようなガイドラインを出してお
りますけれども、なかなかこのガイド
ラインから具体的な使い方までを選ぶ
のは非常に難しいような、中途半端な
ガイドラインになっております。これ
は、あまりクリアカットなエビデンス
がないということで、使い分けが非常
に難しいということだと思うのですけ
れども。
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　ただ、はっきりしておりますのは、
NYHA４だとか、明らかな重症例には
先ほどのプロスタサイクリンを使う。
これは主に在宅の持続点滴静注で使い
ますので、それなりにいろいろ面倒な
点とか、患者さんの拒否感もあるとい

うことが問題ですけれども、治療効果
は最も高いので、これをいかにうまく
使うかというのが予後改善に重要なポ
イントになるかと思います。
　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５月号（4 . 2013） （341）  21

　今の症状ですが、主に動いたとき、
労作時の呼吸困難が主な症状になるか
と思います。あとは、疲れやすいとい
う症状があるのですが、これは非常に
非特異的なので、なかなか診断のプラ
スにはならない。ただ、もう一つ診断
にプラスになるのは、失神がだいたい
１割ぐらいにあるといわれておりまし
て、失神から診断に至る例もあるとい
うのは注意が必要かと思います。
　池脇　診断では、何が決め手になる
のでしょうか。
　佐藤　初めに一般医家の先生のとこ
ろに行きまして、レントゲン、心電図
をお撮りになって、そこで少しでも心
疾患の疑いがある。もちろん、肺高血
圧症の鑑別までいかれたら素晴らしい
のですけれども、心疾患の可能性があ
るということになると、たいてい心エ
コーをするように少し大きい病院に紹
介になるかと思います。そこで肺高血
圧症の診断の可能性が非常に強く疑わ
れる、あるいは診断がつくということ
かと思います。
　池脇　治療についてですが、最近進
歩しているということですが。
　佐藤　今、主に３系統の薬が治療に
使われるようになってきております。
最も古くから使われたのはプロスタグ
ランジン系の薬剤で、これはPGI２、プ
ロスタサイクリンを薬剤にしたものに
なります。これは肺動脈の血管平滑筋
のサイクリックAMPを増やすことに

よって血管を拡張するという治療法で
すけれども、その後に開発されたのが
エンドセリンの受容体の拮抗薬という
薬です。
　池脇　エンドセリンは血管収縮にか
かわりますから。
　佐藤　そうですね。それを拮抗させ
て血管を広げようということになりま
す。その次に登場しましたのが、ちょ
っと長い名前になりますけれども、ホ
スホジエステラーゼの５番の抑制剤と
いう薬になります。
　池脇　これはいわゆる勃起不全の薬
ですね。
　佐藤　そうです。有名なバイアグラ、
これは男性器の静脈海綿層の血管を広
げるということですけれども、これは
同様に肺動脈にも非常にレセプターが
多くて、肺動脈も広げるということが
わかりまして、肺高血圧症の治療に使
われるようになってきております。
　池脇　大まかに３つの薬をどういう
ふうにして使っていくのでしょうか。
　佐藤　欧米からガイドライン、日本
も同じようなガイドラインを出してお
りますけれども、なかなかこのガイド
ラインから具体的な使い方までを選ぶ
のは非常に難しいような、中途半端な
ガイドラインになっております。これ
は、あまりクリアカットなエビデンス
がないということで、使い分けが非常
に難しいということだと思うのですけ
れども。
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　山内　銭谷先生、まず、肝硬変の現
状からおうかがいしたいのですが。
　銭谷　日本では、ウイルス肝炎によ
る肝硬変が７～８割ということで、特
にC型が非常に多い。C型もB型も治療
法がだいぶ確立したので、ウイルス肝
炎がどんどん進んで肝硬変になるとい
うのは、今から急激に減っていくこと
になると思います。しかし、最近話題
になっている脂肪性肝炎からの肝硬変
は今後増えるかもしれませんし、肥満
からくる肝硬変も今後増えてくるでし
ょう。アルコール性と同じ組織を呈す
肝硬変が増えてくることが危惧されて
おります。
　山内　決してまだまだ過去の病気に
はなっていないということですね。
　銭谷　そうですね。
　山内　肝硬変の腹水というと、我々
の世代は非常に難儀した覚えがあるの

ですが、まず基本的な治療法のアウト
ラインをご説明願えますか。
　銭谷　まず肝硬変の腹水がなぜたま
るかというと、肝臓がつくるアルブミ
ンが減って、血液の膠質浸透圧が下が
るということが第１点。肝硬変で門脈
血流が流れにくくなるので、消化管が
うっ血して、透過性も上がって、フリ
ーのスペースである腹腔に水がたまり
やすくなる。同時に、静脈系にうっ滞
が起こるので循環血漿量が減り、腎臓
の血流が減少し、腎臓も変化を受けて
いるということを一緒に考えることが
大事だと思うのです。これを考えなが
ら治療を進める。とにかく水がたまる
のだから、膠質浸透圧が下がることを
阻止する。まずアルブミンを上げるこ
とを考えるのが一番よろしい。それか
ら、塩分制限をして少し腹水がたまる
のを防ぐというのが第一だと思います。

肝硬変患者の腹水コントロール

東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科教授
銭　谷　幹　男

（聞き手　山内俊一）

　肝硬変患者の腹水コントロールについて最近の知見をご教示ください。
＜北海道開業医＞
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　山内　アルブミンを上げる、昔、ア
ルブミンの製剤の静注もありましたが、
このあたりの最近の使い方を教えてい
ただけますか。
　銭谷　分枝鎖アミノ酸というのは、
アミノ酸ですけれども、肝臓ではほと
んど代謝されず、筋肉で代謝されます。
しかも長期に服用していると、血清の
アルブミンがきれいに上がってきて、
肝疾患の予後も改善することがわが国
の大規模試験でわかっていますので、
肝硬変になったら、まずアミノ酸製剤
をきちんと使って、アルブミンをなる
べく保つようにするというのが非常に
大事だと思います。
　山内　アルブミン製剤を静注する、
これも入院でないとなかなか難しいと
いうのもありますね。
　銭谷　保険上の縛りもかなりあるの
で、アルブミンが非常に下がったとき
には当然利尿薬を使う前にアルブミン
の補塡ということも考えなければいけ
ません。一般的にはアルブミンの補塡
を考えながら利尿薬を上手に使ってい
くということになると思います。
　山内　長期的に外来でフォローアッ
プする際には、アミノ酸製剤と利尿薬
というのが基本ということですね。
　銭谷　はい。
　山内　そうしますと、利尿薬の使い
方ですが。
　銭谷　先ほど申し上げましたように、
腹腔内にうっ滞して、循環血漿量が減

少して、腎臓の血流が減っているわけ
ですから、レニン・アンジオテンシン、
アルドステロン系が亢進しているとい
うことになります。したがって、抗ア
ルドステロン剤を使うとこの状態が改
善できますので、まず抗アルドステロ
ン剤を使います。ただし、これは効き
出すのに２～３日かかるのです。です
から、腹水がたまってきたときにこれ
を使うと、すぐ効かないので、当院は
抗アルドステロン剤とループ利尿薬を
併用して使って、尿量を見ながら治療
していくというのが一般的だと思いま
す。
　山内　そのあたりでだいたい対処で
きる比率というと、どのぐらいなので
しょうか。
　銭谷　日本の場合は半分ぐらいの人
はこれで対応できると思うのですが、
やはり治療抵抗性の人もいるのです。
抗アルドステロン剤をどんどん増量し
ていって、ループ利尿薬でどんどん利
尿していくことになります。しかし、
使用量には上限があります。利尿薬の
投与量が上昇すると電解質のアンバラ
ンスが起こってくる可能性が高くなり
ます。私どもはループ利尿薬を使って
なかなか効かないときは、少量のサイ
アザイドを使ってみることもいたしま
す。
　山内　サイアザイドですか。
　銭谷　サイアザイドの利尿薬を使う
と効いてくるということもあるので、
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　山内　銭谷先生、まず、肝硬変の現
状からおうかがいしたいのですが。
　銭谷　日本では、ウイルス肝炎によ
る肝硬変が７～８割ということで、特
にC型が非常に多い。C型もB型も治療
法がだいぶ確立したので、ウイルス肝
炎がどんどん進んで肝硬変になるとい
うのは、今から急激に減っていくこと
になると思います。しかし、最近話題
になっている脂肪性肝炎からの肝硬変
は今後増えるかもしれませんし、肥満
からくる肝硬変も今後増えてくるでし
ょう。アルコール性と同じ組織を呈す
肝硬変が増えてくることが危惧されて
おります。
　山内　決してまだまだ過去の病気に
はなっていないということですね。
　銭谷　そうですね。
　山内　肝硬変の腹水というと、我々
の世代は非常に難儀した覚えがあるの

ですが、まず基本的な治療法のアウト
ラインをご説明願えますか。
　銭谷　まず肝硬変の腹水がなぜたま
るかというと、肝臓がつくるアルブミ
ンが減って、血液の膠質浸透圧が下が
るということが第１点。肝硬変で門脈
血流が流れにくくなるので、消化管が
うっ血して、透過性も上がって、フリ
ーのスペースである腹腔に水がたまり
やすくなる。同時に、静脈系にうっ滞
が起こるので循環血漿量が減り、腎臓
の血流が減少し、腎臓も変化を受けて
いるということを一緒に考えることが
大事だと思うのです。これを考えなが
ら治療を進める。とにかく水がたまる
のだから、膠質浸透圧が下がることを
阻止する。まずアルブミンを上げるこ
とを考えるのが一番よろしい。それか
ら、塩分制限をして少し腹水がたまる
のを防ぐというのが第一だと思います。

肝硬変患者の腹水コントロール

東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科教授
銭　谷　幹　男

（聞き手　山内俊一）

　肝硬変患者の腹水コントロールについて最近の知見をご教示ください。
＜北海道開業医＞
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　山内　アルブミンを上げる、昔、ア
ルブミンの製剤の静注もありましたが、
このあたりの最近の使い方を教えてい
ただけますか。
　銭谷　分枝鎖アミノ酸というのは、
アミノ酸ですけれども、肝臓ではほと
んど代謝されず、筋肉で代謝されます。
しかも長期に服用していると、血清の
アルブミンがきれいに上がってきて、
肝疾患の予後も改善することがわが国
の大規模試験でわかっていますので、
肝硬変になったら、まずアミノ酸製剤
をきちんと使って、アルブミンをなる
べく保つようにするというのが非常に
大事だと思います。
　山内　アルブミン製剤を静注する、
これも入院でないとなかなか難しいと
いうのもありますね。
　銭谷　保険上の縛りもかなりあるの
で、アルブミンが非常に下がったとき
には当然利尿薬を使う前にアルブミン
の補塡ということも考えなければいけ
ません。一般的にはアルブミンの補塡
を考えながら利尿薬を上手に使ってい
くということになると思います。
　山内　長期的に外来でフォローアッ
プする際には、アミノ酸製剤と利尿薬
というのが基本ということですね。
　銭谷　はい。
　山内　そうしますと、利尿薬の使い
方ですが。
　銭谷　先ほど申し上げましたように、
腹腔内にうっ滞して、循環血漿量が減

少して、腎臓の血流が減っているわけ
ですから、レニン・アンジオテンシン、
アルドステロン系が亢進しているとい
うことになります。したがって、抗ア
ルドステロン剤を使うとこの状態が改
善できますので、まず抗アルドステロ
ン剤を使います。ただし、これは効き
出すのに２～３日かかるのです。です
から、腹水がたまってきたときにこれ
を使うと、すぐ効かないので、当院は
抗アルドステロン剤とループ利尿薬を
併用して使って、尿量を見ながら治療
していくというのが一般的だと思いま
す。
　山内　そのあたりでだいたい対処で
きる比率というと、どのぐらいなので
しょうか。
　銭谷　日本の場合は半分ぐらいの人
はこれで対応できると思うのですが、
やはり治療抵抗性の人もいるのです。
抗アルドステロン剤をどんどん増量し
ていって、ループ利尿薬でどんどん利
尿していくことになります。しかし、
使用量には上限があります。利尿薬の
投与量が上昇すると電解質のアンバラ
ンスが起こってくる可能性が高くなり
ます。私どもはループ利尿薬を使って
なかなか効かないときは、少量のサイ
アザイドを使ってみることもいたしま
す。
　山内　サイアザイドですか。
　銭谷　サイアザイドの利尿薬を使う
と効いてくるということもあるので、
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で、それを補塡する意味では入院中に
腹水を抜いて、抜いた腹水を濃縮して
体に静脈を通して返してしまう。腹水
濃縮還流というのも一つの手だと思い
ます。
　山内　これは技術的には高度なので
すか。
　銭谷　これは濃縮する機械がいるの
で、透析と同じようなかたちの機械が
いるわけで、入院しなければできませ
ん。ただし、腹水に含まれているもの
が濃縮されて血中に入るときに、エン
ドトキシンなどに感染していると、そ
れが入ってしまうということもあるの
で、その辺の注意も必要だと思います。
　山内　あと、血圧の問題も少し出て
きました。それから水管理ですか。
　銭谷　そうです。
　山内　まず電解質についてですが。
　銭谷　濃縮還流するときには、もと
もとあったものが入っているわけです
から、それはあまり問題ないと思うの
ですけれども、腹水の性状をまずきち
んと検討して、濃縮液も測って返すと
いうことになると思います。
　山内　特に腹膜炎が起きているよう
だったら、これはあまり頻回にはでき
ないということですね。
　銭谷　もちろんできないことになり
ます。ほかには、穿刺をせずに、腹腔
内に管を入れて、その液を直接静脈に
返すという方法、いわゆる腹膜―静脈
シャントをつくるという方法もありま

す。
　山内　具体的にはどういうかたちで
すか。
　銭谷　腹腔内からチューブを入れて、
皮下を通して頸静脈のほうに返してし
まう。今まで血管外にあった液体が静
脈に返るわけですから、うまく循環血
漿量が増えてきて、腎血流も増し、ア
ルブミンもそのまま体内に返るので、
非常によろしいということになるわけ
です。ただし、これも腹水が直接大循
環に入るので、肝性脳症とかDICを起
こすことが心配です。
　腹水の中にはデブリスも入っている
ので、昔はよく詰まったりと、うまく
いかなかったのですけれども、最近の
市販の回路にはポンプがついているの
で、デブリスを除きながら、うまく腹
水の還流ができるようになったという
こともあります。これをやると、かな
り腎血流量も増えるので、移植を希望
している方などは、これをやっている
と、移植後の腎不全が少なくなったと
いう報告もあるようです。
　山内　非常に理想的なのですが、保
険などはいかがですか。
　銭谷　これは大丈夫です。ただ、水
の管理上では、今度は肝臓内で門脈と
静脈を直接結ぶTIPSという方法は、も
うちょっと水が抜けるので非常にいい
といわれています。これは保険が適用
されていません。しかしQOLを上げる
意味では非常にいいと思います。

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （345）  25

これもちょっとお試しになったほうが
いいと思います。
　山内　少量ですか。
　銭谷　はい。フルイトラン１～２㎎
とか、そのぐらいの量でループ利尿薬
に加えると、利尿が得られることがよ
くあります。
　山内　利尿薬に関しては、新しい使
用方法とか新しい薬剤というのは、今
のところ、まだあまりないと見てよろ
しいでしょうか。
　銭谷　しばしば認められる低ナトリ
ウム血症で125mEq/L以下ですと、抗
バゾプレシン受容体阻害薬というもの
を使えばいいのではないかというのが
出ています。これはナトリウムの是正
には役立ちますけれども、腹水のコン
トロールにはあまり有用性はないので、
今後の課題だと思いますが、そういう
薬もだんだん出てきています。
　山内　次のステップになりますと、
また高度な技術が必要なものが出てく
るかもしれませんが、その前に昔から
あります穿刺ですね、これに関して少
しお願いします。
　銭谷　利尿薬を使ってもあまり効か
ない場合、どうしても抵抗がある、あ
るいは腹水がたまって日常生活が非常
に問題になるというときは、やはり腹
水穿刺をしなければいけないと思いま
す。ただ、穿刺といっても、一遍に全
部抜いてしまうと、ものすごい量の水
が抜けてしまって、アルブミンも当然

一緒に失ってしまうわけですから、１
回に１ℓとか２ℓ抜いてみて、それで
利尿薬が効くか。腹腔内圧が下がると、
それで腎臓の血流が増して利尿薬が効
くということもありますので、最初は
あまりいっぱい抜かずに、１回抜いて
みる。抜いたら、必ず腹水の検査をし
て、特発性腹膜炎が起こっていないか
ということを検討しなければいけない
と思います。
　山内　この穿刺する液は、今１ℓか
２ℓというお話ですが、そのぐらい抜
いても大丈夫ということですね。
　銭谷　１ℓ、２ℓは、血圧が落ちる
のは心配ですけれども、一応測ってい
れば、２ℓぐらい抜いても平気だと思
います。一般に、パンパンになってい
ると５～６ℓはたまっているわけです
から、そのぐらいの穿刺排液は問題な
いと思います。
　山内　当然これは入院してというこ
とでしょうか。
　銭谷　そうですね。感染の危惧もあ
りますし、入院して、当然失ったアル
ブミンを補う必要もありますし、電解
質の変調にも気をつけなければいけま
せんので、入院で行うことが大事だと
思います。
　山内　抜いても、またたまってくる
ことが多いと思うのですが。
　銭谷　そうです。結局、抜いても、
肝臓の病態は変わっていないので、症
状は取れますけれども、結局だめなの
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で、それを補塡する意味では入院中に
腹水を抜いて、抜いた腹水を濃縮して
体に静脈を通して返してしまう。腹水
濃縮還流というのも一つの手だと思い
ます。
　山内　これは技術的には高度なので
すか。
　銭谷　これは濃縮する機械がいるの
で、透析と同じようなかたちの機械が
いるわけで、入院しなければできませ
ん。ただし、腹水に含まれているもの
が濃縮されて血中に入るときに、エン
ドトキシンなどに感染していると、そ
れが入ってしまうということもあるの
で、その辺の注意も必要だと思います。
　山内　あと、血圧の問題も少し出て
きました。それから水管理ですか。
　銭谷　そうです。
　山内　まず電解質についてですが。
　銭谷　濃縮還流するときには、もと
もとあったものが入っているわけです
から、それはあまり問題ないと思うの
ですけれども、腹水の性状をまずきち
んと検討して、濃縮液も測って返すと
いうことになると思います。
　山内　特に腹膜炎が起きているよう
だったら、これはあまり頻回にはでき
ないということですね。
　銭谷　もちろんできないことになり
ます。ほかには、穿刺をせずに、腹腔
内に管を入れて、その液を直接静脈に
返すという方法、いわゆる腹膜―静脈
シャントをつくるという方法もありま

す。
　山内　具体的にはどういうかたちで
すか。
　銭谷　腹腔内からチューブを入れて、
皮下を通して頸静脈のほうに返してし
まう。今まで血管外にあった液体が静
脈に返るわけですから、うまく循環血
漿量が増えてきて、腎血流も増し、ア
ルブミンもそのまま体内に返るので、
非常によろしいということになるわけ
です。ただし、これも腹水が直接大循
環に入るので、肝性脳症とかDICを起
こすことが心配です。
　腹水の中にはデブリスも入っている
ので、昔はよく詰まったりと、うまく
いかなかったのですけれども、最近の
市販の回路にはポンプがついているの
で、デブリスを除きながら、うまく腹
水の還流ができるようになったという
こともあります。これをやると、かな
り腎血流量も増えるので、移植を希望
している方などは、これをやっている
と、移植後の腎不全が少なくなったと
いう報告もあるようです。
　山内　非常に理想的なのですが、保
険などはいかがですか。
　銭谷　これは大丈夫です。ただ、水
の管理上では、今度は肝臓内で門脈と
静脈を直接結ぶTIPSという方法は、も
うちょっと水が抜けるので非常にいい
といわれています。これは保険が適用
されていません。しかしQOLを上げる
意味では非常にいいと思います。
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これもちょっとお試しになったほうが
いいと思います。
　山内　少量ですか。
　銭谷　はい。フルイトラン１～２㎎
とか、そのぐらいの量でループ利尿薬
に加えると、利尿が得られることがよ
くあります。
　山内　利尿薬に関しては、新しい使
用方法とか新しい薬剤というのは、今
のところ、まだあまりないと見てよろ
しいでしょうか。
　銭谷　しばしば認められる低ナトリ
ウム血症で125mEq/L以下ですと、抗
バゾプレシン受容体阻害薬というもの
を使えばいいのではないかというのが
出ています。これはナトリウムの是正
には役立ちますけれども、腹水のコン
トロールにはあまり有用性はないので、
今後の課題だと思いますが、そういう
薬もだんだん出てきています。
　山内　次のステップになりますと、
また高度な技術が必要なものが出てく
るかもしれませんが、その前に昔から
あります穿刺ですね、これに関して少
しお願いします。
　銭谷　利尿薬を使ってもあまり効か
ない場合、どうしても抵抗がある、あ
るいは腹水がたまって日常生活が非常
に問題になるというときは、やはり腹
水穿刺をしなければいけないと思いま
す。ただ、穿刺といっても、一遍に全
部抜いてしまうと、ものすごい量の水
が抜けてしまって、アルブミンも当然

一緒に失ってしまうわけですから、１
回に１ℓとか２ℓ抜いてみて、それで
利尿薬が効くか。腹腔内圧が下がると、
それで腎臓の血流が増して利尿薬が効
くということもありますので、最初は
あまりいっぱい抜かずに、１回抜いて
みる。抜いたら、必ず腹水の検査をし
て、特発性腹膜炎が起こっていないか
ということを検討しなければいけない
と思います。
　山内　この穿刺する液は、今１ℓか
２ℓというお話ですが、そのぐらい抜
いても大丈夫ということですね。
　銭谷　１ℓ、２ℓは、血圧が落ちる
のは心配ですけれども、一応測ってい
れば、２ℓぐらい抜いても平気だと思
います。一般に、パンパンになってい
ると５～６ℓはたまっているわけです
から、そのぐらいの穿刺排液は問題な
いと思います。
　山内　当然これは入院してというこ
とでしょうか。
　銭谷　そうですね。感染の危惧もあ
りますし、入院して、当然失ったアル
ブミンを補う必要もありますし、電解
質の変調にも気をつけなければいけま
せんので、入院で行うことが大事だと
思います。
　山内　抜いても、またたまってくる
ことが多いと思うのですが。
　銭谷　そうです。結局、抜いても、
肝臓の病態は変わっていないので、症
状は取れますけれども、結局だめなの
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　山内　このあたりの進歩はなかなか
素晴らしいものがありますね。
　銭谷　はい。
　山内　最後になりますが、肝硬変は、
こういう管理が随分進んできたという
ところを見ましても、予後は、長期予
後も含めて、よくなってきているので
しょうか。
　銭谷　はい。肝硬変の場合には、肝
不全死、食道静脈瘤の出血死というの
が非常に多かったのですが、食道静脈
瘤は内視鏡的治療で非常によく管理で
きますし、肝不全も腹水の管理が、先
ほど言ったように、利尿薬、それから
いろいろな回路などでコントロールで
きたので、肝硬変の予後自体は非常に
よくなってきて、むしろ合併する肝臓
がんが予後規定因子としては今最も重

要だということになっています。
　山内　そうしますと、肝臓がんがな
いケースの肝硬変はかなり予後がよく
なっていると見てよろしいわけですね。
　銭谷　そうですね。肝硬変それ自体
の予後は非常によくなった時代に入っ
たと思います。
　山内　あと、いわゆる栄養管理が少
し難しいというのはまだ残っているの
ですか。
　銭谷　そうですね。アルブミン、そ
れから食べ過ぎるとアンモニアが上が
るということもありますから、やはり
食事の管理は、管理栄養士さんをつけ
たり、食事の取り方、低血糖にならな
いような工夫なども必要だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　竹村先生、まず、溶連菌とは
何か、またその感染した症状はどのよ
うなものなのか、おうかがいしたいと
思います。
　竹村　溶連菌感染症ということです
が、溶連菌というのは溶血性連鎖球菌
の略です。本菌は、いわゆるグラム陽
性球菌ですが、咽頭や喉頭に保菌され
ている方も数％いらっしゃいます。問
題になる感染症としては、咽頭炎から
劇症型といわれる全身性の感染症まで
様々なのですが、一番多いのは小児の
咽頭炎であると思います。
　溶連菌による咽頭炎は一般に軽症の
感染症ですが、猩紅熱という皮膚に発

疹をきたすような病態になることもあ
りますし、治癒後に、リウマチ熱であ
るとか、糸球体腎炎であるとか、重篤
な病態になることもあります。
　咽頭や喉頭の感染症に関しては、い
わゆる風邪との鑑別が必要な軽症の感
染症ですが、それとは別に、劇症型と
いわれるタイプの感染症もあります。
これは皮膚における外傷などの傷口か
ら菌が入り込んで、末梢で壊死性筋膜
炎を起こし、同時に敗血症という状態
で多臓器不全であるとかDICなどを起
こし、命を落とすようなこともありま
す。
　そうでなくても、壊死を起こした組

溶連菌感染症

聖マリアンナ医科大学感染制御部病院教授
竹　村　　弘

（聞き手　池田志斈）

　溶連菌感染症についてご教示ください。
　１．strepテスト陽性でも溶連菌は咽頭常在菌の可能性あり。発熱、咽頭炎、

化膿性扁桃炎などの臨床症状がなければ治療は不要、つまり、感染イコ
ール発症ではないのでしょうか。

　２．20歳以上の成人はほとんど溶連菌に対する抗体を持っており、家族内発
症はまれであり、予防的投与は不要なのでしょうか。

＜東京都開業医＞
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感染症ですが、猩紅熱という皮膚に発
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りますし、治癒後に、リウマチ熱であ
るとか、糸球体腎炎であるとか、重篤
な病態になることもあります。
　咽頭や喉頭の感染症に関しては、い
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炎を起こし、同時に敗血症という状態
で多臓器不全であるとかDICなどを起
こし、命を落とすようなこともありま
す。
　そうでなくても、壊死を起こした組
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　溶連菌感染症についてご教示ください。
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化膿性扁桃炎などの臨床症状がなければ治療は不要、つまり、感染イコ
ール発症ではないのでしょうか。
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のですけれども、strepテスト陽性でも、
溶連菌は常在菌であるために、咽頭の
検査をしても、症状がないかぎりは治
療は不要である。つまり感染イコール
発症ではないのでしょうか、というこ
とですが。
　竹村　このご指摘はすごく重要な点
で、そのとおりでして、実は先ほども
ちょっと申し上げましたが、抗原検査
は培養検査ほど感度はよくないので、
おそらく症状があって、診察所見も当
てはまって、この検査が陽性であれば、
溶連菌による咽頭炎と診断してよいと
思います。一方では、例えば健康な学
童に対して調べた研究がありまして、
その結果で見ますと、健康な学童でも
15～20％ぐらいが保菌していることが
わかっています。
　したがって、症状がない方、あるい
は診察所見がちょっと合わない方、そ
ういった方の場合は、この検査を行っ
ても意味がないというか、行っても、
その結果をそのままうのみにすること
はできないということです。まず、疑
わしい臨床症状があって、さらに、こ
の検査が陽性のときに治療をするとい
うふうに考えていただいたほうがいい
かと思います。
　池田　つまり、このテストの信頼性
が臨床症状に関与しているということ
ですね。
　竹村　そうですね。そう考えていた
だいていいかと思います。

　池田　もう一つの質問ですけれども、
20歳以上の成人ではほとんどの人に溶
連菌に対する抗体があって、家族内発
症はまれである。そのため、予防的投
与は不要なのでしょうか。おそらく先
ほどの劇症型の溶連菌感染症の解説の
際に疑問を感じられている方も多いと
思うのですけれども。
　竹村　これについては、いろいろな
意見を持っておられる方がいらっしゃ
ると思うのですが、成人の方はどうで
しょうかということですね。この方が
おっしゃるとおり、確かに成人の方は、
これは疫学的に考えても、あまりヒト
からヒトに感染して発症される方はい
らっしゃらないだろうということがあ
ります。
　実は咽頭炎に関する好発年齢は、 
５～10歳ぐらいの学童になります。も
う少し小さい方の場合は、母親からの
移行抗体の関係もあるかと思うのです
けれども、疫学的にも患者さんの数は
少ないです。
　そういった中で、予防的投与が必要
なのかというと、先ほど申し上げた好
発年齢の学童で、同居されている家族
の場合、この方たちにはやったほうが
よいだろうとされている方もいらっし
ゃいます。それ以外に関しては基本的
に、予防的投与を行うのではなくて、
症状が出たら、それに対して治療をす
るということでよいのではないかと思
います。
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織を広範囲にデブリードメントしなけ
ればいけないような状態、あるいは手
や足を切断しなくてはならないという
ことが起こりうる感染症といえるでし
ょう。
　池田　あとの質問にも関係するので
すけれども、特に重篤な溶連菌感染症
のことも想定しますと、早急に菌種の
診断、それとどのような抗菌薬を使う
かということになるのですけれども、
溶連菌に感染しているという診断です
が、確定診断はどのようなものがあり
ますか。
　竹村　最も一般的といいますか、ゴ
ールデンスタンダードは培養検査であ
ると思います。
　ご存じのとおり、口腔内の常在菌と
いうのはグラム陽性球菌が多いです。
ですから、グラム染色で常在菌と区別
するのはちょっと難しいです。さらに、
培養検査は結果が出るまでに１～２日
という時間がかかってしまうので、昨
今はイムノクロマト法による咽頭ぬぐ
い液の抗原検査が臨床の現場では多用
されております。
　この検査に関しましては、培養検査
ほどの感度はないのですが、いわゆる
溶連菌感染症に典型的な発熱とか咽頭
痛のみが症状で、なおかつ診察してみ
て咽頭とか扁桃の腫脹があったり、扁
桃に膿がついているなどといったよう
な診察所見がある患者さんで、この検
査で陽性反応であれば、溶連菌感染症

を診断しても、まず間違いないかと思
います。
　池田　溶連菌感染症の場合、特によ
く用いられる抗菌薬にはどのようなも
のがありますか。
　竹村　抗菌薬は、グラム陽性球菌と
いうこともありまして、ペニシリン系
の抗菌薬が使われることが多いかと思
います。
　池田　そのほかありますでしょうか。
例えば、ペニシリンアレルギーの方が
いらっしゃるような場合などはどうで
しょう。
　竹村　その場合は、キノロン薬やマ
クロライド薬でもいいのかと思うので
すけれども、マクロライド薬に関して
は耐性が増えてきているという報告が
あります。
　池田　そういうお話ですと、まずペ
ニシリン系、だめならキノロン薬とい
うことですね。
　竹村　それでいいかと思いますが、
小児のことが多いので、実際はキノロ
ン薬はあまり使わないことが多いかも
しれないです。すなわちキノロン薬は
菌に対しては、試験管内での抗菌活性
という意味では良好ですが、小児に対
しては、副作用という観点から使われ
にくい薬だと思います。
　したがって、ペニシリン系または経
口のセフェム薬を使うことが多いかと
思います。
　池田　最初の質問にまた戻っていく
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のですけれども、strepテスト陽性でも、
溶連菌は常在菌であるために、咽頭の
検査をしても、症状がないかぎりは治
療は不要である。つまり感染イコール
発症ではないのでしょうか、というこ
とですが。
　竹村　このご指摘はすごく重要な点
で、そのとおりでして、実は先ほども
ちょっと申し上げましたが、抗原検査
は培養検査ほど感度はよくないので、
おそらく症状があって、診察所見も当
てはまって、この検査が陽性であれば、
溶連菌による咽頭炎と診断してよいと
思います。一方では、例えば健康な学
童に対して調べた研究がありまして、
その結果で見ますと、健康な学童でも
15～20％ぐらいが保菌していることが
わかっています。
　したがって、症状がない方、あるい
は診察所見がちょっと合わない方、そ
ういった方の場合は、この検査を行っ
ても意味がないというか、行っても、
その結果をそのままうのみにすること
はできないということです。まず、疑
わしい臨床症状があって、さらに、こ
の検査が陽性のときに治療をするとい
うふうに考えていただいたほうがいい
かと思います。
　池田　つまり、このテストの信頼性
が臨床症状に関与しているということ
ですね。
　竹村　そうですね。そう考えていた
だいていいかと思います。

　池田　もう一つの質問ですけれども、
20歳以上の成人ではほとんどの人に溶
連菌に対する抗体があって、家族内発
症はまれである。そのため、予防的投
与は不要なのでしょうか。おそらく先
ほどの劇症型の溶連菌感染症の解説の
際に疑問を感じられている方も多いと
思うのですけれども。
　竹村　これについては、いろいろな
意見を持っておられる方がいらっしゃ
ると思うのですが、成人の方はどうで
しょうかということですね。この方が
おっしゃるとおり、確かに成人の方は、
これは疫学的に考えても、あまりヒト
からヒトに感染して発症される方はい
らっしゃらないだろうということがあ
ります。
　実は咽頭炎に関する好発年齢は、 
５～10歳ぐらいの学童になります。も
う少し小さい方の場合は、母親からの
移行抗体の関係もあるかと思うのです
けれども、疫学的にも患者さんの数は
少ないです。
　そういった中で、予防的投与が必要
なのかというと、先ほど申し上げた好
発年齢の学童で、同居されている家族
の場合、この方たちにはやったほうが
よいだろうとされている方もいらっし
ゃいます。それ以外に関しては基本的
に、予防的投与を行うのではなくて、
症状が出たら、それに対して治療をす
るということでよいのではないかと思
います。
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織を広範囲にデブリードメントしなけ
ればいけないような状態、あるいは手
や足を切断しなくてはならないという
ことが起こりうる感染症といえるでし
ょう。
　池田　あとの質問にも関係するので
すけれども、特に重篤な溶連菌感染症
のことも想定しますと、早急に菌種の
診断、それとどのような抗菌薬を使う
かということになるのですけれども、
溶連菌に感染しているという診断です
が、確定診断はどのようなものがあり
ますか。
　竹村　最も一般的といいますか、ゴ
ールデンスタンダードは培養検査であ
ると思います。
　ご存じのとおり、口腔内の常在菌と
いうのはグラム陽性球菌が多いです。
ですから、グラム染色で常在菌と区別
するのはちょっと難しいです。さらに、
培養検査は結果が出るまでに１～２日
という時間がかかってしまうので、昨
今はイムノクロマト法による咽頭ぬぐ
い液の抗原検査が臨床の現場では多用
されております。
　この検査に関しましては、培養検査
ほどの感度はないのですが、いわゆる
溶連菌感染症に典型的な発熱とか咽頭
痛のみが症状で、なおかつ診察してみ
て咽頭とか扁桃の腫脹があったり、扁
桃に膿がついているなどといったよう
な診察所見がある患者さんで、この検
査で陽性反応であれば、溶連菌感染症

を診断しても、まず間違いないかと思
います。
　池田　溶連菌感染症の場合、特によ
く用いられる抗菌薬にはどのようなも
のがありますか。
　竹村　抗菌薬は、グラム陽性球菌と
いうこともありまして、ペニシリン系
の抗菌薬が使われることが多いかと思
います。
　池田　そのほかありますでしょうか。
例えば、ペニシリンアレルギーの方が
いらっしゃるような場合などはどうで
しょう。
　竹村　その場合は、キノロン薬やマ
クロライド薬でもいいのかと思うので
すけれども、マクロライド薬に関して
は耐性が増えてきているという報告が
あります。
　池田　そういうお話ですと、まずペ
ニシリン系、だめならキノロン薬とい
うことですね。
　竹村　それでいいかと思いますが、
小児のことが多いので、実際はキノロ
ン薬はあまり使わないことが多いかも
しれないです。すなわちキノロン薬は
菌に対しては、試験管内での抗菌活性
という意味では良好ですが、小児に対
しては、副作用という観点から使われ
にくい薬だと思います。
　したがって、ペニシリン系または経
口のセフェム薬を使うことが多いかと
思います。
　池田　最初の質問にまた戻っていく

28 （348） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

1305本文.indd   28-29 13/04/16   9:59



　学童に関しても、実はそうやって予
防的投与をしても二次発症を防ぐこと
ができなかったとする研究結果もあり
ます。ですから、それほど差がないの
であれば、医療経済的な面で見ても、
あるいは身体に対する負担や、副作用
の可能性の面から見ても、発症があれ
ば、それに対して治療していくという
ことのほうが効率がよいのではないか
というのが、一般的な考えだと思いま
す。
　先ほど先生がおっしゃいました劇症
型の件ですけれども、これも特に劇症
型だから予防的投与をしなくてはいけ
ないということはないはずです。ただ
し、欧米の研究、症例報告などでは、
救命センターなどで担ぎ込まれてきた
ような患者さんの場合、例えば挿管を
しなくてはいけないようなことがある
かもしれない。あるいは、デブリード
メントをするときにすごく大量に飛沫
を浴びることがあるかもしれない。そ
ういった場合、濃厚に曝露していて、
なおかつ溶連菌感染症になったことが
ないという成人の方に関しては、予防
的投与をしたほうがよいのではないか
とする論文もあります。
　ですから、ケース・バイ・ケースな
部分もあるのですが、劇症型の方に触
れた人はみんな、判で押したように予
防的投与をやらなくてはいけないのか
というと、それもちょっと違うのでは
ないかと私は思っています。

なる方が免疫不全であるとか、何か際
立った特徴はないと思います。この人
はこれが原因で劇症化したのだという
ことは、ケースごとには想定される場

　池田　心配なので予防投与というの
は心情的にはわかるのですけれども、
逆にいいますと、例えば溶連菌の感染
症の方から、成人の方に溶連菌感染症
がうつった、あるいは劇症型で二次感
染的に劇症型の感染症になった、そう
いう報告はあるのですか。
　竹村　そのような報告は、ほとんど
ないと思います。劇症型から二次感染
で劇症型になったという報告が何例か
あれば、それはやったほうがいいとい
う推奨レベルになると思うのですけれ
ども、私が知るかぎり、それはないと
思います。
　池田　その辺については、予防的に
投与しているからならない、という説
もありますけれども、全く１例もない
といいますと、やる意味があるのかど
うか、私自身はちょっと疑問に思って
います。
　竹村　もちろん多くの意見があって
よいところだとは思いますが、感染症
の原則から申し上げますと、予防的投
与ではなくて、感染症を発症したら治
療をするという考えが基本になるかと
思います。
　池田　もう一つ、劇症型の溶連菌感
染症になる方とならない方がいますけ
れども、背景は明らかになっているの
でしょうか。
　竹村　これも本当におもしろいとこ
ろというか、難しいところなのですけ
れども、特に劇症型の溶連菌感染症に

合もあると思いますが、明らかなリス
クファクターはわかっていないのでは
ないかと思います。
　池田　ありがとうございました。
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　学童に関しても、実はそうやって予
防的投与をしても二次発症を防ぐこと
ができなかったとする研究結果もあり
ます。ですから、それほど差がないの
であれば、医療経済的な面で見ても、
あるいは身体に対する負担や、副作用
の可能性の面から見ても、発症があれ
ば、それに対して治療していくという
ことのほうが効率がよいのではないか
というのが、一般的な考えだと思いま
す。
　先ほど先生がおっしゃいました劇症
型の件ですけれども、これも特に劇症
型だから予防的投与をしなくてはいけ
ないということはないはずです。ただ
し、欧米の研究、症例報告などでは、
救命センターなどで担ぎ込まれてきた
ような患者さんの場合、例えば挿管を
しなくてはいけないようなことがある
かもしれない。あるいは、デブリード
メントをするときにすごく大量に飛沫
を浴びることがあるかもしれない。そ
ういった場合、濃厚に曝露していて、
なおかつ溶連菌感染症になったことが
ないという成人の方に関しては、予防
的投与をしたほうがよいのではないか
とする論文もあります。
　ですから、ケース・バイ・ケースな
部分もあるのですが、劇症型の方に触
れた人はみんな、判で押したように予
防的投与をやらなくてはいけないのか
というと、それもちょっと違うのでは
ないかと私は思っています。

なる方が免疫不全であるとか、何か際
立った特徴はないと思います。この人
はこれが原因で劇症化したのだという
ことは、ケースごとには想定される場

　池田　心配なので予防投与というの
は心情的にはわかるのですけれども、
逆にいいますと、例えば溶連菌の感染
症の方から、成人の方に溶連菌感染症
がうつった、あるいは劇症型で二次感
染的に劇症型の感染症になった、そう
いう報告はあるのですか。
　竹村　そのような報告は、ほとんど
ないと思います。劇症型から二次感染
で劇症型になったという報告が何例か
あれば、それはやったほうがいいとい
う推奨レベルになると思うのですけれ
ども、私が知るかぎり、それはないと
思います。
　池田　その辺については、予防的に
投与しているからならない、という説
もありますけれども、全く１例もない
といいますと、やる意味があるのかど
うか、私自身はちょっと疑問に思って
います。
　竹村　もちろん多くの意見があって
よいところだとは思いますが、感染症
の原則から申し上げますと、予防的投
与ではなくて、感染症を発症したら治
療をするという考えが基本になるかと
思います。
　池田　もう一つ、劇症型の溶連菌感
染症になる方とならない方がいますけ
れども、背景は明らかになっているの
でしょうか。
　竹村　これも本当におもしろいとこ
ろというか、難しいところなのですけ
れども、特に劇症型の溶連菌感染症に

合もあると思いますが、明らかなリス
クファクターはわかっていないのでは
ないかと思います。
　池田　ありがとうございました。
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　山内　佐藤先生、メチル水銀という
と、有名な水俣病のイメージが浮かび
ますが、これはその後、相当厳しく工
場の排水の禁止などがなされたと思う
ので、もう過去の話かと思っていたの
ですが、まだあるというのは何か問題
があるのでしょうか。
　佐藤　水俣病では工場排水に含まれ
ていたメチル水銀が原因だったわけで
すけれども、もともと水銀というのは
自然界にある元素なのです。液体状の
金属ということで、医療の現場でも体
温計とか血圧計とか、最近まで使われ
ていたと思います。
　地殻、地球の表面から蒸発したり、
火山ガスに含まれており、石炭とか石
油とか、いわゆる化石燃料を燃やして
も発生します。そのために、水銀が蒸
気というかたちになって大気中に存在

しています。ただ、濃度は低いので、
健康障害を起こすようなことはありま
せん。その一部が、水の中であるとか
水底で、化学的あるいは微生物による
変化を受けてメチル水銀になります。
ただ、これも濃度としてはすごく低く
て、いわゆるppt、１兆分の１gという
ような単位で表されるような濃度なの
です。
　山内　非常に濃度が低い自然界にあ
るもので汚染が出てくると考えてよろ
しいわけでしょうか。
　佐藤　おっしゃるように、自然界で
は濃度は低いのですが、実は生態系の
中で食物連鎖というものがあります。
これは生物の食べる・食べられるの関
係のことです。その中でメチル水銀は
生物濃縮といって、濃縮されてしまう
のです。特に魚類ではメチル水銀はあ

魚介類摂取によるメチル水銀の身体的影響

内閣府食品安全委員会委員
佐　藤　　洋

（聞き手　山内俊一）

　メチル水銀を多く含むマグロ類の摂取について、妊娠中および幼児・小児に
対する注意点とその他の魚介類との関係をご教示ください。

＜北海道開業医＞

まり排泄されないということがあり、
そのために大型の肉食魚、例えばマグ
ロであるとか、サメであるとか、プラ
ンクトンを食べるヒゲクジラではなく
て、魚を食べるハクジラにはメチル水
銀が蓄積する。それはけっこうな濃度
になり、ppmオーダーになることがあ
ります。
　山内　濃縮されるわけですね。
　佐藤　はい、そうです。
　山内　海底などにすんでいる生き物、
例えば貝とか、こういったものはいか
がなのでしょうか。
　佐藤　海底付近でどうかというのは
あまりよくわかっていないのですけれ
ども、やはりメチル水銀を比較的高濃
度に蓄積するキンメダイ、これは海底
の深いところで生活しているらしいの
です。海底は温度が低いものですから、
成長が遅く長生きするらしくて、その
ためにメチル水銀を高濃度に濃縮する
というふうに考えられています。
　山内　貝なども一部では危ないもの
があるのでしょうか。
　佐藤　厚生労働省が注意勧告してい
ますけれども、エッチュウバイガイと
いう名前が挙げられています。ただ、
それがどうしてなのかというのは私は
よくわかりません。
　山内　人間が食べた場合の影響とい
うことになりますが、量はそんなに多
くはないので、普通の方が普通に食べ
ている分にはそれほど影響はないと見

てよろしいわけでしょうか。
　佐藤　現状の日本では問題ないので
すけれども、ただ、妊婦さんたちは注
意しなければいけないと考えられてい
ます。
　山内　それはなぜでしょう。
　佐藤　水俣病とか、あとイラクでも
メチル水銀中毒事件が起きたのですけ
れども、母親にはほとんど症状はなく
ても、水俣病の場合には新生児に脳性
麻痺が見られたり、あるいは発達の遅
れが見られたりしました。これは胎児
の感受性が高いということを示してい
るのだと考えられます。
　山内　ほかの地域にも同じようなも
のは知られているのでしょうか。
　佐藤　水俣病のようなものは自然界
の汚染では起こっていないと言ってい
いと思います。しかしながら、魚をた
くさん食べたり、ハクジラを食べると
ころでは何か影響があるのではないか
という心配はされていました。
　山内　いろいろなところで調査がな
されていると見てよろしいわけですね。
　佐藤　はい。1980年代の終わりぐら
いから、北海のフェロー諸島というと
ころですけれども、ここではクジラを
食べていたのです。それからインド洋
のセーシェル共和国、そこで出生コホ
ート調査といっていますけれども、妊
婦さんたちを登録して、出生後の子ど
もの発育・発達がどうなるかという調
査が行われています。
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　山内　佐藤先生、メチル水銀という
と、有名な水俣病のイメージが浮かび
ますが、これはその後、相当厳しく工
場の排水の禁止などがなされたと思う
ので、もう過去の話かと思っていたの
ですが、まだあるというのは何か問題
があるのでしょうか。
　佐藤　水俣病では工場排水に含まれ
ていたメチル水銀が原因だったわけで
すけれども、もともと水銀というのは
自然界にある元素なのです。液体状の
金属ということで、医療の現場でも体
温計とか血圧計とか、最近まで使われ
ていたと思います。
　地殻、地球の表面から蒸発したり、
火山ガスに含まれており、石炭とか石
油とか、いわゆる化石燃料を燃やして
も発生します。そのために、水銀が蒸
気というかたちになって大気中に存在

しています。ただ、濃度は低いので、
健康障害を起こすようなことはありま
せん。その一部が、水の中であるとか
水底で、化学的あるいは微生物による
変化を受けてメチル水銀になります。
ただ、これも濃度としてはすごく低く
て、いわゆるppt、１兆分の１gという
ような単位で表されるような濃度なの
です。
　山内　非常に濃度が低い自然界にあ
るもので汚染が出てくると考えてよろ
しいわけでしょうか。
　佐藤　おっしゃるように、自然界で
は濃度は低いのですが、実は生態系の
中で食物連鎖というものがあります。
これは生物の食べる・食べられるの関
係のことです。その中でメチル水銀は
生物濃縮といって、濃縮されてしまう
のです。特に魚類ではメチル水銀はあ

魚介類摂取によるメチル水銀の身体的影響

内閣府食品安全委員会委員
佐　藤　　洋

（聞き手　山内俊一）

　メチル水銀を多く含むマグロ類の摂取について、妊娠中および幼児・小児に
対する注意点とその他の魚介類との関係をご教示ください。

＜北海道開業医＞

まり排泄されないということがあり、
そのために大型の肉食魚、例えばマグ
ロであるとか、サメであるとか、プラ
ンクトンを食べるヒゲクジラではなく
て、魚を食べるハクジラにはメチル水
銀が蓄積する。それはけっこうな濃度
になり、ppmオーダーになることがあ
ります。
　山内　濃縮されるわけですね。
　佐藤　はい、そうです。
　山内　海底などにすんでいる生き物、
例えば貝とか、こういったものはいか
がなのでしょうか。
　佐藤　海底付近でどうかというのは
あまりよくわかっていないのですけれ
ども、やはりメチル水銀を比較的高濃
度に蓄積するキンメダイ、これは海底
の深いところで生活しているらしいの
です。海底は温度が低いものですから、
成長が遅く長生きするらしくて、その
ためにメチル水銀を高濃度に濃縮する
というふうに考えられています。
　山内　貝なども一部では危ないもの
があるのでしょうか。
　佐藤　厚生労働省が注意勧告してい
ますけれども、エッチュウバイガイと
いう名前が挙げられています。ただ、
それがどうしてなのかというのは私は
よくわかりません。
　山内　人間が食べた場合の影響とい
うことになりますが、量はそんなに多
くはないので、普通の方が普通に食べ
ている分にはそれほど影響はないと見

てよろしいわけでしょうか。
　佐藤　現状の日本では問題ないので
すけれども、ただ、妊婦さんたちは注
意しなければいけないと考えられてい
ます。
　山内　それはなぜでしょう。
　佐藤　水俣病とか、あとイラクでも
メチル水銀中毒事件が起きたのですけ
れども、母親にはほとんど症状はなく
ても、水俣病の場合には新生児に脳性
麻痺が見られたり、あるいは発達の遅
れが見られたりしました。これは胎児
の感受性が高いということを示してい
るのだと考えられます。
　山内　ほかの地域にも同じようなも
のは知られているのでしょうか。
　佐藤　水俣病のようなものは自然界
の汚染では起こっていないと言ってい
いと思います。しかしながら、魚をた
くさん食べたり、ハクジラを食べると
ころでは何か影響があるのではないか
という心配はされていました。
　山内　いろいろなところで調査がな
されていると見てよろしいわけですね。
　佐藤　はい。1980年代の終わりぐら
いから、北海のフェロー諸島というと
ころですけれども、ここではクジラを
食べていたのです。それからインド洋
のセーシェル共和国、そこで出生コホ
ート調査といっていますけれども、妊
婦さんたちを登録して、出生後の子ど
もの発育・発達がどうなるかという調
査が行われています。
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　山内　結果はいかがだったのでしょ
うか。
　佐藤　フェロー諸島の調査では、電
気生理学的な検査とか神経行動学的な
検査でメチル水銀の影響が見られたと
主張されています。ただし、影響は、
検査をして初めてわかるような微細な
もので、重篤ではない。これらの人た
ちは皆さん、今では小学校、中学校に
普通に通っていらっしゃる方ですが、
検査をすれば異常値が出るということ
です。
　山内　ただし、取り過ぎには注意と
いうことで、妊婦さんに対しては何ら
かの摂取基準があるのでしょうか。
　佐藤　食品安全委員会は、2005年に
胎児をハイリスクグループとして、胎
児は食べませんので、妊婦さんを対象
にして、耐容週間摂取量を決めました。
つまり、１週間当たりこれくらい食べ
ても胎児の発育・発達、それから生後
の発育・発達に影響がないという量と
して、妊婦さんの体重１㎏当たり２μg
というのを定めました。この評価結果
を受けて、厚生労働省が「妊婦への魚
介類の摂食と水銀に関する注意事項」
という注意勧告を出したわけです。
　山内　具体的にはどんな注意事項な
のでしょうか。
　佐藤　その内容は、水銀濃度の比較
的高い魚類の摂取頻度を制限すること
を勧めています。例えば、１回魚を食
べる量というのはだいたい80gぐらい

なのですが、ミナミマグロやマカジキ
ならば週に２回まで、ホンマグロやキ
ンメダイなら週に１回までということ
です。もちろん、量によって組み合わ
せも可能なわけです。
　山内　ほかにも、先ほどお話があり
ましたサメとか、これは食べられるか
どうかは別にしてもですが、少し珍し
いですが、注意しなければならないも
のもあるということですね。
　佐藤　はい。これは厚生労働省のホ
ームページやパンフレットなどにもわ
かりやすく解説しておりますので、気
になる方はご覧になっていただければ
と思います。
　山内　先生の調査でも、妊娠中のメ
チル水銀への曝露の影響といったもの
が見られたことはありましたか。
　佐藤　あとになってから私が以前に
いた東北大学医学系研究科でも調査し
ました。新生児の行動評価という方法
があるのですけれども、その項目の一
つがメチル水銀の曝露量と負の関連を
示したということがあります。ただし、
魚の摂取量とは正の関連を示したので
す。メチル水銀の曝露源、ソースにな
るものが魚であることを考えると、矛
盾する結果なのですけれども、魚には
不飽和脂肪酸、DHAとかEPAとか、そ
ういう神経系の発達によい影響を与え
るものがありますので、それとの関係
かなというふうに考えております。見
られた影響も、特に長く残るというこ

とではなくて、だんだん消えてしまっ
たり、もともと微細なものなので、普
通に生活していくうえではほとんど問
題にならないものだというふうに考え
ています。
　山内　そうしますと、厚生労働省が
示した種類の魚の摂取量は注意はすべ
きですが、魚全般を食べるなというわ
けでは決してないと見てよろしいわけ
ですね。
　佐藤　はい。耐容摂取量の対象者が
妊婦さんと妊娠している可能性のある
人だけですから、妊娠している間だけ
気になさって、ほかの大人の方々は今
までどおりの食事で特に問題はないと
思います。
　山内　質問に幼児・小児というのも
あるのですが、子どもはいかがなので
しょうか。
　佐藤　私ども、胎児が一番感受性が
高いというふうに考えております。乳
児や幼児の場合には、それよりも感受
性が落ちますし、母乳にはほとんどメ
チル水銀はいかないだろうと思われて
いますので、乳児の場合にはあまり問
題にならないと思います。それから、
幼児が食べ始めた場合にどうなのかと
いうことですけれども、胎児と比べて
感受性が低いと考えられますので、例

えばマグロばかり離乳食にするという
極端なことはないと思うのですけれど
も、普通に与えていれば特に問題はな
いというふうに考えております。
　山内　最後に、一般的に魚を食べる
ことやメチル水銀に関するトピックス
があれば、少しご紹介願いたいのです
が。
　佐藤　最近のやはり東北大学での研
究ですけれども、成人ではどうなのか
という研究をしました。健康成人に、
成人の基準程度、これは先ほどの妊婦
さんとは違って、もう少し上のほうで
すけれども、それにメチル水銀を摂取
してもらい、その後の心拍変動をフー
リエ解析しました。その中で、血液や
毛髪中水銀濃度が一番上がったときの
心拍変動のフーリエ解析の結果は、低
周波成分の増加傾向を示して、これは
交感・副交感神経活動のバランスが交
感神経優位の状態を示しているという
ふうに考えられます。通常の食事に戻
すと、この状態は解消されて、一過性
なのです。ただ、こういう状態が長く
続くとどうなるのか。今後の研究が必
要かなと考えております。
　山内　なかなか貴重な研究ですね。
ありがとうございました。
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　山内　結果はいかがだったのでしょ
うか。
　佐藤　フェロー諸島の調査では、電
気生理学的な検査とか神経行動学的な
検査でメチル水銀の影響が見られたと
主張されています。ただし、影響は、
検査をして初めてわかるような微細な
もので、重篤ではない。これらの人た
ちは皆さん、今では小学校、中学校に
普通に通っていらっしゃる方ですが、
検査をすれば異常値が出るということ
です。
　山内　ただし、取り過ぎには注意と
いうことで、妊婦さんに対しては何ら
かの摂取基準があるのでしょうか。
　佐藤　食品安全委員会は、2005年に
胎児をハイリスクグループとして、胎
児は食べませんので、妊婦さんを対象
にして、耐容週間摂取量を決めました。
つまり、１週間当たりこれくらい食べ
ても胎児の発育・発達、それから生後
の発育・発達に影響がないという量と
して、妊婦さんの体重１㎏当たり２μg
というのを定めました。この評価結果
を受けて、厚生労働省が「妊婦への魚
介類の摂食と水銀に関する注意事項」
という注意勧告を出したわけです。
　山内　具体的にはどんな注意事項な
のでしょうか。
　佐藤　その内容は、水銀濃度の比較
的高い魚類の摂取頻度を制限すること
を勧めています。例えば、１回魚を食
べる量というのはだいたい80gぐらい

なのですが、ミナミマグロやマカジキ
ならば週に２回まで、ホンマグロやキ
ンメダイなら週に１回までということ
です。もちろん、量によって組み合わ
せも可能なわけです。
　山内　ほかにも、先ほどお話があり
ましたサメとか、これは食べられるか
どうかは別にしてもですが、少し珍し
いですが、注意しなければならないも
のもあるということですね。
　佐藤　はい。これは厚生労働省のホ
ームページやパンフレットなどにもわ
かりやすく解説しておりますので、気
になる方はご覧になっていただければ
と思います。
　山内　先生の調査でも、妊娠中のメ
チル水銀への曝露の影響といったもの
が見られたことはありましたか。
　佐藤　あとになってから私が以前に
いた東北大学医学系研究科でも調査し
ました。新生児の行動評価という方法
があるのですけれども、その項目の一
つがメチル水銀の曝露量と負の関連を
示したということがあります。ただし、
魚の摂取量とは正の関連を示したので
す。メチル水銀の曝露源、ソースにな
るものが魚であることを考えると、矛
盾する結果なのですけれども、魚には
不飽和脂肪酸、DHAとかEPAとか、そ
ういう神経系の発達によい影響を与え
るものがありますので、それとの関係
かなというふうに考えております。見
られた影響も、特に長く残るというこ

とではなくて、だんだん消えてしまっ
たり、もともと微細なものなので、普
通に生活していくうえではほとんど問
題にならないものだというふうに考え
ています。
　山内　そうしますと、厚生労働省が
示した種類の魚の摂取量は注意はすべ
きですが、魚全般を食べるなというわ
けでは決してないと見てよろしいわけ
ですね。
　佐藤　はい。耐容摂取量の対象者が
妊婦さんと妊娠している可能性のある
人だけですから、妊娠している間だけ
気になさって、ほかの大人の方々は今
までどおりの食事で特に問題はないと
思います。
　山内　質問に幼児・小児というのも
あるのですが、子どもはいかがなので
しょうか。
　佐藤　私ども、胎児が一番感受性が
高いというふうに考えております。乳
児や幼児の場合には、それよりも感受
性が落ちますし、母乳にはほとんどメ
チル水銀はいかないだろうと思われて
いますので、乳児の場合にはあまり問
題にならないと思います。それから、
幼児が食べ始めた場合にどうなのかと
いうことですけれども、胎児と比べて
感受性が低いと考えられますので、例

えばマグロばかり離乳食にするという
極端なことはないと思うのですけれど
も、普通に与えていれば特に問題はな
いというふうに考えております。
　山内　最後に、一般的に魚を食べる
ことやメチル水銀に関するトピックス
があれば、少しご紹介願いたいのです
が。
　佐藤　最近のやはり東北大学での研
究ですけれども、成人ではどうなのか
という研究をしました。健康成人に、
成人の基準程度、これは先ほどの妊婦
さんとは違って、もう少し上のほうで
すけれども、それにメチル水銀を摂取
してもらい、その後の心拍変動をフー
リエ解析しました。その中で、血液や
毛髪中水銀濃度が一番上がったときの
心拍変動のフーリエ解析の結果は、低
周波成分の増加傾向を示して、これは
交感・副交感神経活動のバランスが交
感神経優位の状態を示しているという
ふうに考えられます。通常の食事に戻
すと、この状態は解消されて、一過性
なのです。ただ、こういう状態が長く
続くとどうなるのか。今後の研究が必
要かなと考えております。
　山内　なかなか貴重な研究ですね。
ありがとうございました。
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　池田　まず、薬疹とウイルス性疾患
は鑑別できるかということにつきまし
て、皮膚症状等、細かく見ていただい
て、鑑別の方法を教えていただきたい
と思います。
　狩野　日常の臨床ではご存じのとお
り、薬疹とウイルス性発疹症の鑑別は
非常に難しいと思います。最初に、患
者さんから得られる情報がとても重要
なことを述べさせていただきます。
　まず生活環境を聞いてみることが大
切です。例えば、家族の何らかの先行
感染症、あるいは学校、職場での感染
症の流行、また海外渡航歴などについ
て聞くことが重要です。といいますの
は、学童で伝染性紅斑（リンゴ病）が
はやっていたりすると、大人ではいろ
いろな発疹ができますし、マイコプラ
ズマ感染などにかかっていますと、じ
んましん様の発疹も出てきます。また、

渡航歴があり、デング熱にかかったり
していても全身性の発疹が出てきます。
　それから、今までの感染の既往歴、
例えば麻疹、風疹、水痘などにかかっ
ているかどうか。また、ワクチン接種
歴などについても聞くことが重要と思
います。そして、その後に薬剤摂取歴
を聞く必要があるのではないかと考え
ます。それに関しては、現在内服して
いるもののみを考えて聴取しがちです
が、注射あるいは坐薬なども含めてと
らえる必要があります。
　また、発疹が出る前に検査を受けた
かどうか。そのときに検査薬を使用し
たかどうか。あるいは、健康食品など
をとっているかどうかなどを尋ねます。
患者さんの中には、こういうものは発
疹の出現と関係ないと思われる方もい
らっしゃいますので、聞いてみる必要
があります。

薬疹とウイルス性疾患の鑑別方法

杏林大学皮膚科臨床教授
狩　野　葉　子

（聞き手　池田志斈）

　薬疹とウイルス性疾患の鑑別方法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

　次に、身体所見、臨床症状の診察で
す。まず粘膜症状を見ることが重要と
思います。初めに、先生方もご存じの
粘膜病変であるコプリック斑の有無を
見ます。これは、麻疹の診断に重要な
所見です。また、風疹では後口蓋に紫
斑をもたらすこともあります。
　ここで注意する必要があるのは、コ
プリック斑が非常に広範囲に見られた
場合には、スティーブンス・ジョンソ
ン症候群という粘膜症状を伴う重症薬
疹に類似してくることがあるのです。
　また、口唇や口の周りに小水疱など
が見られた場合には、スティーブンス・  
ジョンソン症候群と口唇ヘルペス、あ
るいは同じところに毎回水疱が出てく
る薬疹のタイプである固定薬疹などを
考えながら診察します。
　また、ウイルス性疾患で伝染性単核
球症、これはEpstein-Barrウイルスに
よってもたらされることが多いのです
が、これによって生じる粘膜病変もあ
ります。これでは、扁桃の腫大、ある
いは膿栓を付した扁桃腫大が見られる
ことが多いようです。
　このように、ウイルス性発疹症と薬
疹の鑑別には、粘膜症状に注意を払っ
て進めていくことが大切です。
　それでは、皮疹ではどうでしょうか。
皮疹の場合は、分布あるいはその性状
に注意する必要があるのではないかと
思います。
　まず分布ですけれども、例えば日光

露光部、露出部などに皮疹が有意に分
布しておりましたら、内服している薬
剤に光線過敏があるかどうかなどを考
える必要があります。
　また、私どもの経験からですが、ウ
イルス性発疹症の場合は四肢に優位に、
薬剤性の場合は体幹に多く皮疹が見ら
れる傾向があるような印象を持ってい
ます。
　また、ここで見逃してはいけないの
は多形紅斑といわれる発疹で、爪甲大
ぐらいの大きさの紅斑です。これはウ
イルス性疾患で見られることも多いの
ですが、薬疹でも認められることも多
いのです。
　この場合、中央に紫紅色調あるいは
水疱などが見られた場合には、先ほど
も申しましたけれども、スティーブン
ス・ジョンソン症候群を考えます。こ
れは薬疹の最も重症型である中毒性表
皮壊死症などへ進展する場合もありま
すので、発疹の性状にも十分気をつけ
て観察する必要があるように思います。
　池田　問診・臨床症状を中心に鑑別
診断を組んでいくのですけれども、そ
の際、質問の先生方にとりまして、鑑
別の手段としてどのようなものがあっ
て、それがどのような信頼性があるか
ということが重要になると思うのです
けれども、特にリンパ球幼若化試験と
か、そういったものの信頼性はいかが
なのでしょうか。
　狩野　リンパ球幼若化試験（薬剤添
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　池田　まず、薬疹とウイルス性疾患
は鑑別できるかということにつきまし
て、皮膚症状等、細かく見ていただい
て、鑑別の方法を教えていただきたい
と思います。
　狩野　日常の臨床ではご存じのとお
り、薬疹とウイルス性発疹症の鑑別は
非常に難しいと思います。最初に、患
者さんから得られる情報がとても重要
なことを述べさせていただきます。
　まず生活環境を聞いてみることが大
切です。例えば、家族の何らかの先行
感染症、あるいは学校、職場での感染
症の流行、また海外渡航歴などについ
て聞くことが重要です。といいますの
は、学童で伝染性紅斑（リンゴ病）が
はやっていたりすると、大人ではいろ
いろな発疹ができますし、マイコプラ
ズマ感染などにかかっていますと、じ
んましん様の発疹も出てきます。また、

渡航歴があり、デング熱にかかったり
していても全身性の発疹が出てきます。
　それから、今までの感染の既往歴、
例えば麻疹、風疹、水痘などにかかっ
ているかどうか。また、ワクチン接種
歴などについても聞くことが重要と思
います。そして、その後に薬剤摂取歴
を聞く必要があるのではないかと考え
ます。それに関しては、現在内服して
いるもののみを考えて聴取しがちです
が、注射あるいは坐薬なども含めてと
らえる必要があります。
　また、発疹が出る前に検査を受けた
かどうか。そのときに検査薬を使用し
たかどうか。あるいは、健康食品など
をとっているかどうかなどを尋ねます。
患者さんの中には、こういうものは発
疹の出現と関係ないと思われる方もい
らっしゃいますので、聞いてみる必要
があります。

薬疹とウイルス性疾患の鑑別方法

杏林大学皮膚科臨床教授
狩　野　葉　子

（聞き手　池田志斈）

　薬疹とウイルス性疾患の鑑別方法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

　次に、身体所見、臨床症状の診察で
す。まず粘膜症状を見ることが重要と
思います。初めに、先生方もご存じの
粘膜病変であるコプリック斑の有無を
見ます。これは、麻疹の診断に重要な
所見です。また、風疹では後口蓋に紫
斑をもたらすこともあります。
　ここで注意する必要があるのは、コ
プリック斑が非常に広範囲に見られた
場合には、スティーブンス・ジョンソ
ン症候群という粘膜症状を伴う重症薬
疹に類似してくることがあるのです。
　また、口唇や口の周りに小水疱など
が見られた場合には、スティーブンス・  
ジョンソン症候群と口唇ヘルペス、あ
るいは同じところに毎回水疱が出てく
る薬疹のタイプである固定薬疹などを
考えながら診察します。
　また、ウイルス性疾患で伝染性単核
球症、これはEpstein-Barrウイルスに
よってもたらされることが多いのです
が、これによって生じる粘膜病変もあ
ります。これでは、扁桃の腫大、ある
いは膿栓を付した扁桃腫大が見られる
ことが多いようです。
　このように、ウイルス性発疹症と薬
疹の鑑別には、粘膜症状に注意を払っ
て進めていくことが大切です。
　それでは、皮疹ではどうでしょうか。
皮疹の場合は、分布あるいはその性状
に注意する必要があるのではないかと
思います。
　まず分布ですけれども、例えば日光

露光部、露出部などに皮疹が有意に分
布しておりましたら、内服している薬
剤に光線過敏があるかどうかなどを考
える必要があります。
　また、私どもの経験からですが、ウ
イルス性発疹症の場合は四肢に優位に、
薬剤性の場合は体幹に多く皮疹が見ら
れる傾向があるような印象を持ってい
ます。
　また、ここで見逃してはいけないの
は多形紅斑といわれる発疹で、爪甲大
ぐらいの大きさの紅斑です。これはウ
イルス性疾患で見られることも多いの
ですが、薬疹でも認められることも多
いのです。
　この場合、中央に紫紅色調あるいは
水疱などが見られた場合には、先ほど
も申しましたけれども、スティーブン
ス・ジョンソン症候群を考えます。こ
れは薬疹の最も重症型である中毒性表
皮壊死症などへ進展する場合もありま
すので、発疹の性状にも十分気をつけ
て観察する必要があるように思います。
　池田　問診・臨床症状を中心に鑑別
診断を組んでいくのですけれども、そ
の際、質問の先生方にとりまして、鑑
別の手段としてどのようなものがあっ
て、それがどのような信頼性があるか
ということが重要になると思うのです
けれども、特にリンパ球幼若化試験と
か、そういったものの信頼性はいかが
なのでしょうか。
　狩野　リンパ球幼若化試験（薬剤添
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加リンパ球刺激試験）、DLSTと略しま
すけれども、これも薬疹とウイルス性
発疹症の１つの鑑別に使える場合があ
ります。これは薬疹の臨床病型や時期
によって陽性になる場合が異なります。
　例えば、薬剤性過敏症症候群といわ
れる薬剤アレルギーとヒトヘルペスウ
イルス６（human herpesvirus ６）の
再活性化で形成される複合的な病態で
すが、この疾患においてDLSTを行い
ますと、初期には陰性になります。し
かし、１カ月以上経過してDLSTの検
査を再度行いますと、陽性になります。
この結果は信頼できると思います。一
方、スティーブンス・ジョンソン症候
群や中毒性表皮壊死症では、すべてに
あてはまるわけではないのですけれど
も、比較的早期に陽性になる傾向があ
るような印象を持っております。感染
症時にはDLSTが陽性になりやすい傾
向があり、その解釈に悩むこともあり
ます。
　実際の臨床では、DLSTの結果はす
ぐには得られないので、その場で判断
することは難しいのですが、あとにな
って薬疹とウイルス性発疹症を分け、
原因薬を決定する一つの手段ではある
と思います。
　池田　皮膚生検とかは役に立つこと
が多いのでしょうか。
　狩野　皮膚生検による評価は、難し
い場合が多いですが、若干の違いはあ
ります。全身性の紅斑を呈する薬剤性

過敏症症候群と麻疹を比べると薬剤性
過敏症症候群では通常の麻疹、風疹な
どよりも、リンパ球あるいは好酸球な
どが真皮といわれる部分に比較的多く
浸潤していますし、時々表皮の中にも
リンパ球が入っています。
　ウイルス性発疹症の麻疹では巨細胞
などが出てくることがあります。また、
細胞浸潤の程度は、薬剤性過敏症症候
群と比べて低いのではないかと思いま
す。
　池田　先ほどお話に出ましたけれど
も、薬疹とウイルス性疾患の狭間みた
いな薬剤性過敏症症候群というお話が
ありましたけれども、それについて少
しうかがいたいと思います。
　狩野　薬剤性過敏症症候群というの
は、ある特定の薬剤とヒトヘルペスウ
イルス６が絡み合って起きる症候群で、
重症の薬疹です。その特定の薬剤とい
うのは、抗てんかん薬、例えばカルバ
マゼピン、フェノバルビタール、ある
いはアレビアチンなど、またアロプリ
ノール、サラゾスルファピリジン、メ
キシレチンなどによって起こる薬疹で
す。これらを短期間ではなくて、２～
６週間の長期にわたって内服しますと
発疹が出てきます。
　その発疹の特徴ですけれども、最初
に顔面の浮腫、それから麻疹様、ある
いは先ほども申しましたが、多形紅斑
様の発疹が全身に出てきます。頸部の
リンパ節、また鼠径部などの表在リン

パ節が腫大します。そして、高熱を伴
い肝障害も出現してきます。
　また、この薬疹の特徴は、薬剤を中
止して、いったんよくなったように見
えても、また発熱が再燃したり、発疹
が再発したり、遷延する経過を取りま
す。経過中、ヘルペスウイルスが再活
性化して病態を複雑にします。６型の
ヘルペスウイルスだけでなく、様々な
ヘルペスウイルスが再活性化すること
もわかってきています。
　池田　今うかがいまして、薬疹とウ
イルス性疾患の鑑別はかなり難しいも
のがありますし、薬疹といっても、か
なりの重症のものから、そうでないも
のもあって、なかなか専門医でも鑑別

が難しいということでしょうか。
　狩野　そうですね。私どもでも、麻
疹とスティーブンス・ジョンソン症候
群を見分けることができなかった症例
があります。また麻疹、薬剤性過敏症
症候群、また伝染性単核球症、この３
つは初診時の臨床像が非常に似ており
まして、初診時にはなかなか診断はつ
かないと思います。臨床経過、内服歴、
それから粘膜疹や皮疹の状況、そのよ
うなものを総合的に考えまして、初診
時には決定できなくて、薬疹とウイル
ス性発疹症の両者を疑いながら経過を
みていくことが重要だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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加リンパ球刺激試験）、DLSTと略しま
すけれども、これも薬疹とウイルス性
発疹症の１つの鑑別に使える場合があ
ります。これは薬疹の臨床病型や時期
によって陽性になる場合が異なります。
　例えば、薬剤性過敏症症候群といわ
れる薬剤アレルギーとヒトヘルペスウ
イルス６（human herpesvirus ６）の
再活性化で形成される複合的な病態で
すが、この疾患においてDLSTを行い
ますと、初期には陰性になります。し
かし、１カ月以上経過してDLSTの検
査を再度行いますと、陽性になります。
この結果は信頼できると思います。一
方、スティーブンス・ジョンソン症候
群や中毒性表皮壊死症では、すべてに
あてはまるわけではないのですけれど
も、比較的早期に陽性になる傾向があ
るような印象を持っております。感染
症時にはDLSTが陽性になりやすい傾
向があり、その解釈に悩むこともあり
ます。
　実際の臨床では、DLSTの結果はす
ぐには得られないので、その場で判断
することは難しいのですが、あとにな
って薬疹とウイルス性発疹症を分け、
原因薬を決定する一つの手段ではある
と思います。
　池田　皮膚生検とかは役に立つこと
が多いのでしょうか。
　狩野　皮膚生検による評価は、難し
い場合が多いですが、若干の違いはあ
ります。全身性の紅斑を呈する薬剤性

過敏症症候群と麻疹を比べると薬剤性
過敏症症候群では通常の麻疹、風疹な
どよりも、リンパ球あるいは好酸球な
どが真皮といわれる部分に比較的多く
浸潤していますし、時々表皮の中にも
リンパ球が入っています。
　ウイルス性発疹症の麻疹では巨細胞
などが出てくることがあります。また、
細胞浸潤の程度は、薬剤性過敏症症候
群と比べて低いのではないかと思いま
す。
　池田　先ほどお話に出ましたけれど
も、薬疹とウイルス性疾患の狭間みた
いな薬剤性過敏症症候群というお話が
ありましたけれども、それについて少
しうかがいたいと思います。
　狩野　薬剤性過敏症症候群というの
は、ある特定の薬剤とヒトヘルペスウ
イルス６が絡み合って起きる症候群で、
重症の薬疹です。その特定の薬剤とい
うのは、抗てんかん薬、例えばカルバ
マゼピン、フェノバルビタール、ある
いはアレビアチンなど、またアロプリ
ノール、サラゾスルファピリジン、メ
キシレチンなどによって起こる薬疹で
す。これらを短期間ではなくて、２～
６週間の長期にわたって内服しますと
発疹が出てきます。
　その発疹の特徴ですけれども、最初
に顔面の浮腫、それから麻疹様、ある
いは先ほども申しましたが、多形紅斑
様の発疹が全身に出てきます。頸部の
リンパ節、また鼠径部などの表在リン

パ節が腫大します。そして、高熱を伴
い肝障害も出現してきます。
　また、この薬疹の特徴は、薬剤を中
止して、いったんよくなったように見
えても、また発熱が再燃したり、発疹
が再発したり、遷延する経過を取りま
す。経過中、ヘルペスウイルスが再活
性化して病態を複雑にします。６型の
ヘルペスウイルスだけでなく、様々な
ヘルペスウイルスが再活性化すること
もわかってきています。
　池田　今うかがいまして、薬疹とウ
イルス性疾患の鑑別はかなり難しいも
のがありますし、薬疹といっても、か
なりの重症のものから、そうでないも
のもあって、なかなか専門医でも鑑別

が難しいということでしょうか。
　狩野　そうですね。私どもでも、麻
疹とスティーブンス・ジョンソン症候
群を見分けることができなかった症例
があります。また麻疹、薬剤性過敏症
症候群、また伝染性単核球症、この３
つは初診時の臨床像が非常に似ており
まして、初診時にはなかなか診断はつ
かないと思います。臨床経過、内服歴、
それから粘膜疹や皮疹の状況、そのよ
うなものを総合的に考えまして、初診
時には決定できなくて、薬疹とウイル
ス性発疹症の両者を疑いながら経過を
みていくことが重要だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　渡邉先生、妊娠中の薬の使用
はデリケートで、できれば使いたくな
い。解熱剤でアセトアミノフェンは妊
婦に安心して使える薬の一つという認
識を私は持っていたのですけれども、
胎児に動脈の収縮を起こすようだとい
うことで、どうしたらいいのかという
質問です。まず、妊娠時の薬の使い方
について、一般的なところからお話し
いただけますか。
　渡邉　妊娠中にお薬を使う場合には、
皆さんがまず心配されるのは催奇形性
ということだと思うのです。催奇形性
というのは、胎児の器官がつくられて
くる、いわゆる器官形成期に薬に曝露
した場合に起こることなのです。器官
形成期を過ぎれば安心かといえば、そ
うでもなくて、今度は胎盤から移行し

たお薬が胎児に直接作用することによ
って起こる影響があります。
　池脇　器官形成期というのはだいた
いどのくらいの時期なのでしょうか。
　渡邉　臓器によって異なりますけれ
ども、妊娠４週、受精後２週間たった
ぐらいから、一番大事なのは妊娠７週
ぐらいまで、多くの臓器は10週以前に
は形づくられていきます。
　池脇　４～７週というと、ご本人が
妊娠していることに気づかない時期と
いう可能性もありますか。
　渡邉　そのとおりです。危険に関し
て言いますと、どんな薬でも、その時
期にのむと影響するというわけではな
くて、実際、催奇形性があるとされる
薬はごくごく一部となってきます。た
だ、患者さん、女性の方はその時期に

妊娠中の解熱剤使用

国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター副センター長
渡　邉　央　美

（聞き手　池脇克則）

　妊娠後期の解熱剤の使用についてご教示ください。
　妊娠後期にアセトアミノフェン製剤の投与により、胎児に動脈管収縮を起こ
すことがあると報告されています。

＜北海道開業医＞

薬をのんだというだけで心配になって、
中絶したほうがいいのではないかとい
う相談が私たちの妊娠と薬情報センタ
ーには多く寄せられております。
　池脇　催奇形性と胎盤を介した胎児
に対する悪影響ということで、妊娠初
期、中期、後期というふうに分けてよ
ろしいのですか。
　渡邉　はい、そうです。
　池脇　中期、後期に関しては胎児に
対するどんな悪影響なのでしょう。
　渡邉　例えば、降圧薬のアンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬やアンジオテン
シン受容体拮抗薬は胎盤を移行して、
胎児のほうで低血圧、腎血流低下によ
って腎障害を起こしたり、それによっ
て尿が出なくなるということで、羊水
がなくなってしまって、子宮の中で体
の、例えば顔面などに変形が起こった
り、あと肺が大きくならないというよ
うな低形成が起こってきたりします。
　池脇　どの薬が胎盤を通過するのか、
しないのか、私自身もちょっと自信が
ないのですけれども、基本的に通過す
る薬のほうが多いのでしょうか。
　渡邉　するかしないかでいえば、す
る薬のほうが多いです。特に、分子量
が少ないお薬は通過しやすい。あと、
蛋白結合率が低いものは通過しやすい
ということになっています。
　池脇　中期では、薬が胎盤を通過し
て、尿量が少なくなり、羊水過少にな
って、それが最終的に悪影響を及ぼす

ということです。妊娠後期、この時期
には胎児に対してどういう機序で、ど
ういう悪影響が起こりうるのでしょう。
　渡邉　先ほどの降圧薬に関しては、
妊娠後期も同じような影響が続きます。
非ステロイド抗炎症薬については、ア
セトアミノフェンも似たような作用が
あるということで、動脈管への影響と
いうのはよく知られているところです。
　池脇　妊娠後期にアセトアミノフェ
ンの投与が胎児の動脈管収縮を起こす
ということですが、動脈管が収縮する
とどうなるのでしょうか。
　渡邉　まず胎児の動脈管というもの
は、胎児は呼吸をしておりませんので、
肺を血液がたくさん流れる必要がない
のです。胎児の総肺動脈から大動脈に
肺を通らないバイパスがありまして、
これが動脈管で、出生後は必要なくて、
急速に収縮して閉塞するものです。
　池脇　胎児にとっては、それは開い
ていなければいけないものが、狭くな
る、閉じてしまうというのは、血行動
態からして、あるいは酸素化というと
ころからして問題が出てくるというわ
けですね。
　渡邉　そうですね。動脈管が閉じて
きてしまいますと、エコーで見ると、
右室肥大が起こりまして、胎児心不全
になったりとか、胎児水腫という、全
身の浮腫が起こったりすることもあり
ます。
　池脇　どういう機序でそういうふう
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　池脇　渡邉先生、妊娠中の薬の使用
はデリケートで、できれば使いたくな
い。解熱剤でアセトアミノフェンは妊
婦に安心して使える薬の一つという認
識を私は持っていたのですけれども、
胎児に動脈の収縮を起こすようだとい
うことで、どうしたらいいのかという
質問です。まず、妊娠時の薬の使い方
について、一般的なところからお話し
いただけますか。
　渡邉　妊娠中にお薬を使う場合には、
皆さんがまず心配されるのは催奇形性
ということだと思うのです。催奇形性
というのは、胎児の器官がつくられて
くる、いわゆる器官形成期に薬に曝露
した場合に起こることなのです。器官
形成期を過ぎれば安心かといえば、そ
うでもなくて、今度は胎盤から移行し

たお薬が胎児に直接作用することによ
って起こる影響があります。
　池脇　器官形成期というのはだいた
いどのくらいの時期なのでしょうか。
　渡邉　臓器によって異なりますけれ
ども、妊娠４週、受精後２週間たった
ぐらいから、一番大事なのは妊娠７週
ぐらいまで、多くの臓器は10週以前に
は形づくられていきます。
　池脇　４～７週というと、ご本人が
妊娠していることに気づかない時期と
いう可能性もありますか。
　渡邉　そのとおりです。危険に関し
て言いますと、どんな薬でも、その時
期にのむと影響するというわけではな
くて、実際、催奇形性があるとされる
薬はごくごく一部となってきます。た
だ、患者さん、女性の方はその時期に

妊娠中の解熱剤使用

国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター副センター長
渡　邉　央　美

（聞き手　池脇克則）

　妊娠後期の解熱剤の使用についてご教示ください。
　妊娠後期にアセトアミノフェン製剤の投与により、胎児に動脈管収縮を起こ
すことがあると報告されています。

＜北海道開業医＞

薬をのんだというだけで心配になって、
中絶したほうがいいのではないかとい
う相談が私たちの妊娠と薬情報センタ
ーには多く寄せられております。
　池脇　催奇形性と胎盤を介した胎児
に対する悪影響ということで、妊娠初
期、中期、後期というふうに分けてよ
ろしいのですか。
　渡邉　はい、そうです。
　池脇　中期、後期に関しては胎児に
対するどんな悪影響なのでしょう。
　渡邉　例えば、降圧薬のアンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬やアンジオテン
シン受容体拮抗薬は胎盤を移行して、
胎児のほうで低血圧、腎血流低下によ
って腎障害を起こしたり、それによっ
て尿が出なくなるということで、羊水
がなくなってしまって、子宮の中で体
の、例えば顔面などに変形が起こった
り、あと肺が大きくならないというよ
うな低形成が起こってきたりします。
　池脇　どの薬が胎盤を通過するのか、
しないのか、私自身もちょっと自信が
ないのですけれども、基本的に通過す
る薬のほうが多いのでしょうか。
　渡邉　するかしないかでいえば、す
る薬のほうが多いです。特に、分子量
が少ないお薬は通過しやすい。あと、
蛋白結合率が低いものは通過しやすい
ということになっています。
　池脇　中期では、薬が胎盤を通過し
て、尿量が少なくなり、羊水過少にな
って、それが最終的に悪影響を及ぼす

ということです。妊娠後期、この時期
には胎児に対してどういう機序で、ど
ういう悪影響が起こりうるのでしょう。
　渡邉　先ほどの降圧薬に関しては、
妊娠後期も同じような影響が続きます。
非ステロイド抗炎症薬については、ア
セトアミノフェンも似たような作用が
あるということで、動脈管への影響と
いうのはよく知られているところです。
　池脇　妊娠後期にアセトアミノフェ
ンの投与が胎児の動脈管収縮を起こす
ということですが、動脈管が収縮する
とどうなるのでしょうか。
　渡邉　まず胎児の動脈管というもの
は、胎児は呼吸をしておりませんので、
肺を血液がたくさん流れる必要がない
のです。胎児の総肺動脈から大動脈に
肺を通らないバイパスがありまして、
これが動脈管で、出生後は必要なくて、
急速に収縮して閉塞するものです。
　池脇　胎児にとっては、それは開い
ていなければいけないものが、狭くな
る、閉じてしまうというのは、血行動
態からして、あるいは酸素化というと
ころからして問題が出てくるというわ
けですね。
　渡邉　そうですね。動脈管が閉じて
きてしまいますと、エコーで見ると、
右室肥大が起こりまして、胎児心不全
になったりとか、胎児水腫という、全
身の浮腫が起こったりすることもあり
ます。
　池脇　どういう機序でそういうふう
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になるのでしょうか。
　渡邉　これはプロスタグランジンを
抑制することによって起こるといわれ
ています。胎児の動脈管が開いた状態
であるのには、プロスタグランジンや
一酸化窒素などの血管を拡張させる物
質が大きく働いておりまして、プロス
タグランジンがシクロオキシゲナーゼ
阻害薬によって阻害されることによっ
て、胎児の動脈管が収縮、閉鎖を起こ
してしまうということになります。
　池脇　比較的強い解熱剤ではプロス
タグランジン抑制作用も強いので禁忌
だけれども、アセトアミノフェンは比
較的安全だと思っていました。今回の
質問はそういう危険性があるのかとい
うことですけれども、現状はどうなの
でしょうか。
　渡邉　厚生労働省からの「使用上の
注意の改訂について」というものを見
ますと、日本国内で３例、動脈管閉鎖
による新生児への影響というものが蓄
積されたということで、使用上の注意
に「妊娠後期の婦人への投与により胎
児に動脈管収縮を起こすことがある」
ということが追記されたわけです。た
だし、この使用を禁忌にするというこ
とではなく、その一言が付け加えられ
ただけで、従来どおり、有益性が上回
る場合には使用するということになっ
ております。
　池脇　そういうことなのですね。添
付文書にそれがあったから使ってはい

けないというわけではないし、妊婦に
使われるとしたら、アセトアミノフェ
ンの製剤がおそらく圧倒的に多いでし
ょうから、それだけ症例が多い中の３
例、あとは、その３例とアセトアミノ
フェンの因果関係は、そんなにはっき
りとしたものではないのですね。
　渡邉　そうですね。学会発表なので、
抄録を見ただけですけれども、妊娠後
期の服用でないものも含まれています
し、あとは１回限りの服用であったと
かで、実際には、世界的にいろいろ見
ますと、動脈管収縮、動脈管閉鎖とい
うものは特発性のものも数多く報告さ
れておりまして、必ずしも医原性、薬
剤性のものではないのです。ですから、
たまたまアセトアミノフェンをのんで
おられたという可能性も多々あるので
はないかと思っております。
　池脇　そうすると、これはこれまで
もそうだったし、今後も妊婦、特に妊
娠後期の解熱剤としてアセトアミノフ
ェンというのは比較的安心して使える
薬の一つという位置づけは変わらない
というふうに考えてよろしいですか。
　渡邉　はい、そのように考えており
ます。世界的にもアセトアミノフェン
の使用について、動脈管の収縮を原因
として懸念を表明したような国はあり
ませんし、そのような論文も出ており
ませんので、変わらずに使っていただ
ける薬だと思います。
　池脇　そうすると、アセトアミノフ

ェンでは対応できない場合にはどうい
う薬があるのでしょうか。
　渡邉　熱を下げなくてはいけないの
かどうかとか、そういう問題が出てく
ると思うのですけれども、抗炎症薬と
してはステロイドなどは妊娠のどの時
期であっても、例えば膠原病などの方
は使われていますし、原疾患の治療と
いうことが重要になってくるのだと思
います。
　池脇　アセトアミノフェンで効果が
不十分だったら、解熱剤の中でこれと
いえるほど、先生の立場で安心して出
せるような薬はなかなかないというこ
とですか。
　渡邉　そうですね。解熱剤としては、
塩基性のものなら動脈管への影響も少
ないというのはあるのですけれども、
ただ、効果としては、アセトアミノフ
ェンよりもそれほど強いとは思えませ
ん。
　池脇　妊婦さんとしても、何かあっ

て、あとから後悔するよりは、我慢で
きるのでしたら我慢することを選ぶの
ではないかと思いますけれども。
　最後にこの解熱剤、アセトアミノフ
ェンに関してもそうですけれども、最
近、それ以外の話題あるいは留意点に
ついては何かありますか。
　渡邉　アセトアミノフェンに関して
言いますと、胎児や乳幼児の曝露によ
って小児期の喘息の発症率が増えると
した報告が幾つか、2008年ごろからあ
ります。ただ、それを否定するような
報告もあって、実際に確定しているわ
けではないのですけれども、やはりお
薬というのはお母さんに必要でのんで
も、赤ちゃんにとっては実際必要のな
いお薬をのまされてしまうことになる
わけです。どのような場合であっても、
本当に必要かどうか、必要な量を最低
限の量でということで治療なさるのが
一番いいと思っております。
　池脇　ありがとうございました。
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になるのでしょうか。
　渡邉　これはプロスタグランジンを
抑制することによって起こるといわれ
ています。胎児の動脈管が開いた状態
であるのには、プロスタグランジンや
一酸化窒素などの血管を拡張させる物
質が大きく働いておりまして、プロス
タグランジンがシクロオキシゲナーゼ
阻害薬によって阻害されることによっ
て、胎児の動脈管が収縮、閉鎖を起こ
してしまうということになります。
　池脇　比較的強い解熱剤ではプロス
タグランジン抑制作用も強いので禁忌
だけれども、アセトアミノフェンは比
較的安全だと思っていました。今回の
質問はそういう危険性があるのかとい
うことですけれども、現状はどうなの
でしょうか。
　渡邉　厚生労働省からの「使用上の
注意の改訂について」というものを見
ますと、日本国内で３例、動脈管閉鎖
による新生児への影響というものが蓄
積されたということで、使用上の注意
に「妊娠後期の婦人への投与により胎
児に動脈管収縮を起こすことがある」
ということが追記されたわけです。た
だし、この使用を禁忌にするというこ
とではなく、その一言が付け加えられ
ただけで、従来どおり、有益性が上回
る場合には使用するということになっ
ております。
　池脇　そういうことなのですね。添
付文書にそれがあったから使ってはい

けないというわけではないし、妊婦に
使われるとしたら、アセトアミノフェ
ンの製剤がおそらく圧倒的に多いでし
ょうから、それだけ症例が多い中の３
例、あとは、その３例とアセトアミノ
フェンの因果関係は、そんなにはっき
りとしたものではないのですね。
　渡邉　そうですね。学会発表なので、
抄録を見ただけですけれども、妊娠後
期の服用でないものも含まれています
し、あとは１回限りの服用であったと
かで、実際には、世界的にいろいろ見
ますと、動脈管収縮、動脈管閉鎖とい
うものは特発性のものも数多く報告さ
れておりまして、必ずしも医原性、薬
剤性のものではないのです。ですから、
たまたまアセトアミノフェンをのんで
おられたという可能性も多々あるので
はないかと思っております。
　池脇　そうすると、これはこれまで
もそうだったし、今後も妊婦、特に妊
娠後期の解熱剤としてアセトアミノフ
ェンというのは比較的安心して使える
薬の一つという位置づけは変わらない
というふうに考えてよろしいですか。
　渡邉　はい、そのように考えており
ます。世界的にもアセトアミノフェン
の使用について、動脈管の収縮を原因
として懸念を表明したような国はあり
ませんし、そのような論文も出ており
ませんので、変わらずに使っていただ
ける薬だと思います。
　池脇　そうすると、アセトアミノフ

ェンでは対応できない場合にはどうい
う薬があるのでしょうか。
　渡邉　熱を下げなくてはいけないの
かどうかとか、そういう問題が出てく
ると思うのですけれども、抗炎症薬と
してはステロイドなどは妊娠のどの時
期であっても、例えば膠原病などの方
は使われていますし、原疾患の治療と
いうことが重要になってくるのだと思
います。
　池脇　アセトアミノフェンで効果が
不十分だったら、解熱剤の中でこれと
いえるほど、先生の立場で安心して出
せるような薬はなかなかないというこ
とですか。
　渡邉　そうですね。解熱剤としては、
塩基性のものなら動脈管への影響も少
ないというのはあるのですけれども、
ただ、効果としては、アセトアミノフ
ェンよりもそれほど強いとは思えませ
ん。
　池脇　妊婦さんとしても、何かあっ

て、あとから後悔するよりは、我慢で
きるのでしたら我慢することを選ぶの
ではないかと思いますけれども。
　最後にこの解熱剤、アセトアミノフ
ェンに関してもそうですけれども、最
近、それ以外の話題あるいは留意点に
ついては何かありますか。
　渡邉　アセトアミノフェンに関して
言いますと、胎児や乳幼児の曝露によ
って小児期の喘息の発症率が増えると
した報告が幾つか、2008年ごろからあ
ります。ただ、それを否定するような
報告もあって、実際に確定しているわ
けではないのですけれども、やはりお
薬というのはお母さんに必要でのんで
も、赤ちゃんにとっては実際必要のな
いお薬をのまされてしまうことになる
わけです。どのような場合であっても、
本当に必要かどうか、必要な量を最低
限の量でということで治療なさるのが
一番いいと思っております。
　池脇　ありがとうございました。
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　池田　まず最初に、外耳道真菌症に
ついてお話をうかがいます。
　吉田　外耳道真菌症は、外耳炎の約
10％以上といわれています。外耳炎で
一番多いのは細菌性ですが、外耳道真
菌症は耳を掃除することによる小さな
傷や炎症に真菌が感染して起こってく
る疾患です。
　中耳の真菌症はまれです。中耳の耳
漏から真菌が検出されることがありま
すが、主に細菌感染と一緒に起こる混
合感染の形態を取ることが多く、抗菌
薬を使うことで改善します。
　一方、外耳道真菌症は、真菌が外耳
道皮膚に感染し、耳鏡検査では白色、
あるいは黒い落屑物として付着します。

患者さんは強いかゆみ、耳漏を訴えま
す。
　池田　特に起炎菌で多いものは。
　吉田　アスペルギルス、カンジダが
代表的な起炎菌です。
　池田　この方の場合、繰り返す検査
でアスペルギルスが陽性であるので、
アスペルギルスの感染は間違いないで
しょうか。
　吉田　はい。そう考えます。
　池田　遷延化する理由というものは、
何か基礎疾患とか考えられますでしょ
うか。
　吉田　注意すべき基礎疾患は、糖尿
病、免疫不全、長期のステロイドを服
用されている方です。また抗菌薬を使

難治性耳真菌症

自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科准教授
吉　田　尚　弘

（聞き手　池田志斈）

　耳真菌症（難治性）の治療についてご教示ください。
　耳漏を主訴に受診した方ですが、細菌検査でアスペルギルス陽性であった 

（何回しても同じ結果）。ファンガード点滴用液やブロー液を点耳したり、短期
ジフルカンを内服したりしましたが完治しません。
　効果的な治療法があれば、ご教示ください。

＜和歌山県開業医＞

用しているときの菌交代により、真菌
症を生じてきます。
　耳漏を繰り返している場合に、腫瘍
性病変が隠れていたり、あるいは骨破
壊、炎症を起こす悪性外耳道炎もあり
ますので、注意すべきと思います。
　池田　質問では、逆にいいますと、
耳鏡を使った所見等は書いてありませ
んけれども、内耳とか鼓膜に影響があ
る可能性はあるのでしょうか。
　吉田　外耳道真菌症で、鼓膜に穿孔
が起きてくるという場合は、非常に炎
症が強い場合だと思います。一般的に
は外耳道の炎症のみで、鼓膜は穿孔あ
るいは炎症を伴っていないことが多い
と思います。しかし、落屑物は鼓膜方
向へたまっていきますので、それによ
って難聴を引き起こしたり、外耳道の
炎症で痛みを生じることがあります。
　池田　先ほど症状として、かゆみと
耳漏があるということですけれども、
患者さんが日常生活でよく綿棒で、か
ゆみを止めようとか、中から耳垢を取
り出そうとして、ひっかくことが多い
と思うのですけれども、その点につい
てはいかがなのでしょうか。
　吉田　最近、外耳道の掃除を非常に
好まれる患者さんが増えていますが、
過度に耳掃除をすることによって、表
皮が剝脱、傷がつくことがあります。
空気中あるいは常在することが多い真
菌が感染し、皮膚深部に進み、炎症を
遷延化させるということがあります。

　池田　安易な耳掃除はかえって症状
を悪化させるか、長引かせるというこ
とが考えられますね。
　吉田　はい、そうです。
　池田　治療として、ファンガード点
滴用液、これは保険適用外だと思うの
ですけれども、ブロー液を点耳したり、
これで効かないというのはアスペルギ
ルスでは多いのでしょうか。
　吉田　ブロー液というのは、ブロー
氏が発表した13％酢酸アルミニウムが
主成分の液ですけれども、これは外耳
道炎に有効という報告があり、実際に
私たちも使用しています。外耳への刺
激性があります。ご自身で点耳される
ということですが、強い痛みを感じた
り、あるいは使用したあとにはその液
を拭き取るほうがよいと思います。私
たちが使用する場合には、綿球に浸し
て、それを15分間、外耳道に置いて、
取ったあと、きれいに外耳道をクリー
ニングしまして、その後、抗真菌剤の
軟膏あるいはクリームを使うという方
法を取っています。
　池田　逆に、患者自身が点耳をする
ということは、かえって傷害を招く可
能性があるわけですね。
　吉田　実際に、大きく外耳道を削る
ような耳の手術をしたあとに、中耳炎
の術後後遺症として耳漏が止まらない
という場合があるのですが、そのよう
な場合に鼓膜穿孔のない患者さんに点
耳していただくこともあります。真菌
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　池田　まず最初に、外耳道真菌症に
ついてお話をうかがいます。
　吉田　外耳道真菌症は、外耳炎の約
10％以上といわれています。外耳炎で
一番多いのは細菌性ですが、外耳道真
菌症は耳を掃除することによる小さな
傷や炎症に真菌が感染して起こってく
る疾患です。
　中耳の真菌症はまれです。中耳の耳
漏から真菌が検出されることがありま
すが、主に細菌感染と一緒に起こる混
合感染の形態を取ることが多く、抗菌
薬を使うことで改善します。
　一方、外耳道真菌症は、真菌が外耳
道皮膚に感染し、耳鏡検査では白色、
あるいは黒い落屑物として付着します。

患者さんは強いかゆみ、耳漏を訴えま
す。
　池田　特に起炎菌で多いものは。
　吉田　アスペルギルス、カンジダが
代表的な起炎菌です。
　池田　この方の場合、繰り返す検査
でアスペルギルスが陽性であるので、
アスペルギルスの感染は間違いないで
しょうか。
　吉田　はい。そう考えます。
　池田　遷延化する理由というものは、
何か基礎疾患とか考えられますでしょ
うか。
　吉田　注意すべき基礎疾患は、糖尿
病、免疫不全、長期のステロイドを服
用されている方です。また抗菌薬を使

難治性耳真菌症

自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科准教授
吉　田　尚　弘

（聞き手　池田志斈）

　耳真菌症（難治性）の治療についてご教示ください。
　耳漏を主訴に受診した方ですが、細菌検査でアスペルギルス陽性であった 

（何回しても同じ結果）。ファンガード点滴用液やブロー液を点耳したり、短期
ジフルカンを内服したりしましたが完治しません。
　効果的な治療法があれば、ご教示ください。

＜和歌山県開業医＞

用しているときの菌交代により、真菌
症を生じてきます。
　耳漏を繰り返している場合に、腫瘍
性病変が隠れていたり、あるいは骨破
壊、炎症を起こす悪性外耳道炎もあり
ますので、注意すべきと思います。
　池田　質問では、逆にいいますと、
耳鏡を使った所見等は書いてありませ
んけれども、内耳とか鼓膜に影響があ
る可能性はあるのでしょうか。
　吉田　外耳道真菌症で、鼓膜に穿孔
が起きてくるという場合は、非常に炎
症が強い場合だと思います。一般的に
は外耳道の炎症のみで、鼓膜は穿孔あ
るいは炎症を伴っていないことが多い
と思います。しかし、落屑物は鼓膜方
向へたまっていきますので、それによ
って難聴を引き起こしたり、外耳道の
炎症で痛みを生じることがあります。
　池田　先ほど症状として、かゆみと
耳漏があるということですけれども、
患者さんが日常生活でよく綿棒で、か
ゆみを止めようとか、中から耳垢を取
り出そうとして、ひっかくことが多い
と思うのですけれども、その点につい
てはいかがなのでしょうか。
　吉田　最近、外耳道の掃除を非常に
好まれる患者さんが増えていますが、
過度に耳掃除をすることによって、表
皮が剝脱、傷がつくことがあります。
空気中あるいは常在することが多い真
菌が感染し、皮膚深部に進み、炎症を
遷延化させるということがあります。

　池田　安易な耳掃除はかえって症状
を悪化させるか、長引かせるというこ
とが考えられますね。
　吉田　はい、そうです。
　池田　治療として、ファンガード点
滴用液、これは保険適用外だと思うの
ですけれども、ブロー液を点耳したり、
これで効かないというのはアスペルギ
ルスでは多いのでしょうか。
　吉田　ブロー液というのは、ブロー
氏が発表した13％酢酸アルミニウムが
主成分の液ですけれども、これは外耳
道炎に有効という報告があり、実際に
私たちも使用しています。外耳への刺
激性があります。ご自身で点耳される
ということですが、強い痛みを感じた
り、あるいは使用したあとにはその液
を拭き取るほうがよいと思います。私
たちが使用する場合には、綿球に浸し
て、それを15分間、外耳道に置いて、
取ったあと、きれいに外耳道をクリー
ニングしまして、その後、抗真菌剤の
軟膏あるいはクリームを使うという方
法を取っています。
　池田　逆に、患者自身が点耳をする
ということは、かえって傷害を招く可
能性があるわけですね。
　吉田　実際に、大きく外耳道を削る
ような耳の手術をしたあとに、中耳炎
の術後後遺症として耳漏が止まらない
という場合があるのですが、そのよう
な場合に鼓膜穿孔のない患者さんに点
耳していただくこともあります。真菌
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症の場合には、真菌の落屑物をきちん
と取り除くということが治療にとって
は非常に重要だと思います。それを取
り除きませんと、なかなか治りにくい
です。
　池田　逆にいいますと、薬物云々よ
りも、耳の中の環境を改善してあげる
のが基本だという話ですね。わかりま
した。
　あと、短期ジフルカンを内服したが
完治しないということですけれども、
この点はいかがでしょうか。
　吉田　外耳道の真菌症も、表層に真
菌がついている表在性と、真皮から皮
下へ真菌が浸潤している深在性、その
２つがあります。基本的には表在性の
場合には局所治療、抗真菌薬のクリー
ムを使うことによって、多くの場合、
治癒できると思います。しかし、深在
性になりますと、皮下組織に入ってい
きますので、局所治療に加えて抗真菌
薬の内服が、必要になってきます。
　先ほどアスペルギルスとカンジダが
外耳道真菌症の主な起炎菌とお話しさ
せていただきましたが、アスペルギル
ス感染であった場合には、ジフルカン
よりもイトラコナゾールのほうが感受
性が高いと思います。逆にカンジダの
場合にはジフルカンが効果があります。
　池田　皮膚科的にもそうなのですけ
れども、表皮内に菌がいる場合にはよ
く効くのですけれども、それよりも、
耳垢とか、そこらへんに菌がいますと、

あまり効果がない印象を受けるのです
けれども、耳鼻科領域ではいかがなの
でしょうか。
　吉田　やはり局所治療が最も重要な
点だと思います。特に、外耳道は奥に
鼓膜がありますので、湿潤な環境にな
りやすいところです。まず局所処置で、
特に外耳道から鼓膜に移行する部分に
たまった落屑物まできちんと取り除く、
局所治療で耳の中の菌体量を減らすと
いうことが、一番重要な治療のスター
トになると思います。
　池田　この症例におきまして、確定
診断と治療に向けて、吉田先生からア
ドバイスをいただけますでしょうか。
　吉田　外耳道炎で細菌性の場合には、
最近は点耳液、あるいは内服の抗菌薬
でコントロールできるのですが、真菌
症の場合には、耳鼻科医が顕微鏡下に
外耳道の局所の治療を、吸引器具を使
って丁寧にすることが最も大事な点の
一つだと思います。そして、落屑物を
取り除いたあとに、ブロー液、あるい
はイソジンを使う先生もいらっしゃる
と思いますが、外耳道をきれいに清掃
し、少し乾燥させたあとに、抗真菌薬
のクリームを塗布することが必要だと
思います。なかなか手のかかる処置で
すので、日々のお忙しい診療の中では
「たいへんだな」と思われる先生もい
らっしゃると思うのですが、局所処置
は最も患者さんにとって必要であると
思っています。

　その局所治療でなかなか改善されな
いような場合には、深在性への移行を
考慮に入れる必要があると思います。
カンジダかアスペルギルスかを真菌培
養検査で診断できますので、それに合
った抗真菌薬を内服していただくこと
が必要になると思います。
　時々、長引く耳漏の方の中に、別の

疾患、腫瘍、あるいは悪性外耳道炎と
いった疾患が隠れている場合もありま
す。難治性の場合には注意が必要です。
　池田　まずは耳鼻科の専門医にかか
って、局所をよく見ていただく。それ
からの判断ということでよろしいでし
ょうか。どうもありがとうございまし
た。
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症の場合には、真菌の落屑物をきちん
と取り除くということが治療にとって
は非常に重要だと思います。それを取
り除きませんと、なかなか治りにくい
です。
　池田　逆にいいますと、薬物云々よ
りも、耳の中の環境を改善してあげる
のが基本だという話ですね。わかりま
した。
　あと、短期ジフルカンを内服したが
完治しないということですけれども、
この点はいかがでしょうか。
　吉田　外耳道の真菌症も、表層に真
菌がついている表在性と、真皮から皮
下へ真菌が浸潤している深在性、その
２つがあります。基本的には表在性の
場合には局所治療、抗真菌薬のクリー
ムを使うことによって、多くの場合、
治癒できると思います。しかし、深在
性になりますと、皮下組織に入ってい
きますので、局所治療に加えて抗真菌
薬の内服が、必要になってきます。
　先ほどアスペルギルスとカンジダが
外耳道真菌症の主な起炎菌とお話しさ
せていただきましたが、アスペルギル
ス感染であった場合には、ジフルカン
よりもイトラコナゾールのほうが感受
性が高いと思います。逆にカンジダの
場合にはジフルカンが効果があります。
　池田　皮膚科的にもそうなのですけ
れども、表皮内に菌がいる場合にはよ
く効くのですけれども、それよりも、
耳垢とか、そこらへんに菌がいますと、

あまり効果がない印象を受けるのです
けれども、耳鼻科領域ではいかがなの
でしょうか。
　吉田　やはり局所治療が最も重要な
点だと思います。特に、外耳道は奥に
鼓膜がありますので、湿潤な環境にな
りやすいところです。まず局所処置で、
特に外耳道から鼓膜に移行する部分に
たまった落屑物まできちんと取り除く、
局所治療で耳の中の菌体量を減らすと
いうことが、一番重要な治療のスター
トになると思います。
　池田　この症例におきまして、確定
診断と治療に向けて、吉田先生からア
ドバイスをいただけますでしょうか。
　吉田　外耳道炎で細菌性の場合には、
最近は点耳液、あるいは内服の抗菌薬
でコントロールできるのですが、真菌
症の場合には、耳鼻科医が顕微鏡下に
外耳道の局所の治療を、吸引器具を使
って丁寧にすることが最も大事な点の
一つだと思います。そして、落屑物を
取り除いたあとに、ブロー液、あるい
はイソジンを使う先生もいらっしゃる
と思いますが、外耳道をきれいに清掃
し、少し乾燥させたあとに、抗真菌薬
のクリームを塗布することが必要だと
思います。なかなか手のかかる処置で
すので、日々のお忙しい診療の中では
「たいへんだな」と思われる先生もい
らっしゃると思うのですが、局所処置
は最も患者さんにとって必要であると
思っています。

　その局所治療でなかなか改善されな
いような場合には、深在性への移行を
考慮に入れる必要があると思います。
カンジダかアスペルギルスかを真菌培
養検査で診断できますので、それに合
った抗真菌薬を内服していただくこと
が必要になると思います。
　時々、長引く耳漏の方の中に、別の

疾患、腫瘍、あるいは悪性外耳道炎と
いった疾患が隠れている場合もありま
す。難治性の場合には注意が必要です。
　池田　まずは耳鼻科の専門医にかか
って、局所をよく見ていただく。それ
からの判断ということでよろしいでし
ょうか。どうもありがとうございまし
た。
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　大西　芳野先生、「高トリグリセラ
イド血症をみたら」というタイトルで
おうかがいしたいと思います。
　まず、トリグリセライド（TG）が高
くなるというのは様々な原因があるか
と思います。例えば、お酒を飲まれる
方など、どういった原因が考えられま
すでしょうか。
　芳野　まず体質そのものです。血中
のTGを処理できないような体質の場
合で、それにアルコールの多飲、具体
的には焼き鳥、焼き豚、豚の角煮とか、
ラーメンのスープをしっかり飲んでし
まう、そういった中性脂肪豊富な食材
を大量に食べてお酒を飲む、そういう
ときに著明な高TG血症が出現するわ
けです。
　大西　実際、そういう方々を検査す
るとき、検査前は無理に節制していら
っしゃる方もありますね。検査となる
と、絶食で来なさいということをよく
言われるのですけれども、そのあたり
はどうなのでしょうか。
　芳野　昔は臨床検査機器がなかなか

キャパシティがなくて、高TG血症の
場合に血清が濁り、肝機能検査とかに
障害があるので、絶食していらっしゃ
いということがあったのですけれども、
今はTGが高くても、比較的正確な値
が出るので、無理に絶食して来なくて
も構わないというふうに変わってきて
います。
　大西　むしろ普段の、ありのままの
その方の様子を見るということも重要
だということでしょうか。
　芳野　そうですね。普段は毎日外食、
夜はどこかで飲んで帰ってくるという
ような生活をしている方が、検査のた
めにきちんと節制して、次の日、絶食
で朝来られて検査をすると、非常にき
れいなデータで、でもご本人は実は毎
日飲んで帰ってくる。そうすると、い
つもの生活習慣とは全く違うデータが
出てくることになります。
　大西　そうしますと、普段どおりの
値も重要だということですね。
　芳野　そうですね。
　大西　絶食のデータも、病型判定に

脂質異常症の最新情報（Ⅱ）

東邦大学名誉教授
医療法人社団慈恵会新須磨病院常任学術顧問

芳　野　　原
（聞き手　大西　真）

高トリグリセライド血症をみたら

は重要だという考え方でよろしいでし
ょうか。
　芳野　高脂血症の分類をするために、
一度は絶食して来ていただくというの
も、治療方針に関わるデータで必要な
ことは必要なわけです。
　大西　次に、実際、TGが高い場合に、
どの程度動脈硬化のリスクになるのか、
かなりわかっているのでしょうか。
　芳野　つい20年ぐらい前までは、TG
というのは、動脈硬化巣にはたまって
いないので（一度たまっても、脂肪酸
とグリセロールに分かれて、血中に出
てしまう）そういう観点からいくと、
あまり高TG血症というのは動脈硬化
惹起性はないという考え方があったの
です。その後いろいろな疫学研究用報
告が出てきますと、やはり日本人の場
合でも、食後のTG値が、80～170㎎/
㎗程度の間でも、明らかに高いほうが
動脈硬化が進展しているというデータ
があるので、そういうことから考え、
高TG血症というのは動脈硬化惹起性
があるということがわかってまいりま
した。
　大西　一方で、さほどリスクがない
ケースと、リスクがあるケースと、幾
つか分かれてくるのでしょうか。
　芳野　実際には、ピュアな４型高脂
血症といって、TGだけが高い、コレ
ステロールも高くない、HDLも低くな
いといった場合、そしてたばこも吸わ
ないとか、あるいは肥満もない、高血

圧もないといった、ほかのリスクを全
く持たない、TGだけが高いというよ
うな場合にはあまり冠動脈疾患のリス
クにならないような気がします。
　大西　TGが高い方というのは、心
臓疾患や脳血管障害などにもある程度
つながるということはいえるわけです
ね。
　芳野　もちろんつながります。
　大西　TGが高いと動脈硬化に結び
つくというメカニズムについておうか
がいしたいのですけれども、レムナン
トやsmall dense LDLという概念から
教えていただけますでしょうか。
　芳野　TGが上がってくると、血中
に動脈硬化惹起性のレムナント粒子や
small dense LDLといったリポ蛋白が
増えるということはよく知られていま
す。
　大西　そういったことがどのように
動脈硬化の進展に発展していくのでし
ょうか。
　芳野　例えば、レムナントというの
は酸化ストレスを受けずに、そのまま
でマクロファージに取り込まれてく 
るというデータが実際出ていますし、
small dense LDLのほうは、ノーマル
なサイズのLDLに比べると、酸化スト
レスに弱くて、簡単に酸化LDLに変化
して、マクロファージを泡沫化する。
そういったそれぞれのメカニズムで動
脈硬化巣を形成していくということが
いわれています。
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　大西　芳野先生、「高トリグリセラ
イド血症をみたら」というタイトルで
おうかがいしたいと思います。
　まず、トリグリセライド（TG）が高
くなるというのは様々な原因があるか
と思います。例えば、お酒を飲まれる
方など、どういった原因が考えられま
すでしょうか。
　芳野　まず体質そのものです。血中
のTGを処理できないような体質の場
合で、それにアルコールの多飲、具体
的には焼き鳥、焼き豚、豚の角煮とか、
ラーメンのスープをしっかり飲んでし
まう、そういった中性脂肪豊富な食材
を大量に食べてお酒を飲む、そういう
ときに著明な高TG血症が出現するわ
けです。
　大西　実際、そういう方々を検査す
るとき、検査前は無理に節制していら
っしゃる方もありますね。検査となる
と、絶食で来なさいということをよく
言われるのですけれども、そのあたり
はどうなのでしょうか。
　芳野　昔は臨床検査機器がなかなか

キャパシティがなくて、高TG血症の
場合に血清が濁り、肝機能検査とかに
障害があるので、絶食していらっしゃ
いということがあったのですけれども、
今はTGが高くても、比較的正確な値
が出るので、無理に絶食して来なくて
も構わないというふうに変わってきて
います。
　大西　むしろ普段の、ありのままの
その方の様子を見るということも重要
だということでしょうか。
　芳野　そうですね。普段は毎日外食、
夜はどこかで飲んで帰ってくるという
ような生活をしている方が、検査のた
めにきちんと節制して、次の日、絶食
で朝来られて検査をすると、非常にき
れいなデータで、でもご本人は実は毎
日飲んで帰ってくる。そうすると、い
つもの生活習慣とは全く違うデータが
出てくることになります。
　大西　そうしますと、普段どおりの
値も重要だということですね。
　芳野　そうですね。
　大西　絶食のデータも、病型判定に

脂質異常症の最新情報（Ⅱ）

東邦大学名誉教授
医療法人社団慈恵会新須磨病院常任学術顧問

芳　野　　原
（聞き手　大西　真）

高トリグリセライド血症をみたら

は重要だという考え方でよろしいでし
ょうか。
　芳野　高脂血症の分類をするために、
一度は絶食して来ていただくというの
も、治療方針に関わるデータで必要な
ことは必要なわけです。
　大西　次に、実際、TGが高い場合に、
どの程度動脈硬化のリスクになるのか、
かなりわかっているのでしょうか。
　芳野　つい20年ぐらい前までは、TG
というのは、動脈硬化巣にはたまって
いないので（一度たまっても、脂肪酸
とグリセロールに分かれて、血中に出
てしまう）そういう観点からいくと、
あまり高TG血症というのは動脈硬化
惹起性はないという考え方があったの
です。その後いろいろな疫学研究用報
告が出てきますと、やはり日本人の場
合でも、食後のTG値が、80～170㎎/
㎗程度の間でも、明らかに高いほうが
動脈硬化が進展しているというデータ
があるので、そういうことから考え、
高TG血症というのは動脈硬化惹起性
があるということがわかってまいりま
した。
　大西　一方で、さほどリスクがない
ケースと、リスクがあるケースと、幾
つか分かれてくるのでしょうか。
　芳野　実際には、ピュアな４型高脂
血症といって、TGだけが高い、コレ
ステロールも高くない、HDLも低くな
いといった場合、そしてたばこも吸わ
ないとか、あるいは肥満もない、高血

圧もないといった、ほかのリスクを全
く持たない、TGだけが高いというよ
うな場合にはあまり冠動脈疾患のリス
クにならないような気がします。
　大西　TGが高い方というのは、心
臓疾患や脳血管障害などにもある程度
つながるということはいえるわけです
ね。
　芳野　もちろんつながります。
　大西　TGが高いと動脈硬化に結び
つくというメカニズムについておうか
がいしたいのですけれども、レムナン
トやsmall dense LDLという概念から
教えていただけますでしょうか。
　芳野　TGが上がってくると、血中
に動脈硬化惹起性のレムナント粒子や
small dense LDLといったリポ蛋白が
増えるということはよく知られていま
す。
　大西　そういったことがどのように
動脈硬化の進展に発展していくのでし
ょうか。
　芳野　例えば、レムナントというの
は酸化ストレスを受けずに、そのまま
でマクロファージに取り込まれてく 
るというデータが実際出ていますし、
small dense LDLのほうは、ノーマル
なサイズのLDLに比べると、酸化スト
レスに弱くて、簡単に酸化LDLに変化
して、マクロファージを泡沫化する。
そういったそれぞれのメカニズムで動
脈硬化巣を形成していくということが
いわれています。
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　大西　先ほどTGが高い場合のお話
がいろいろ出ましたけれども、例えば
非常に高いと、膵炎などのリスクも上
がってくるのでしょうか。
　芳野　むしろTG値が1,000㎎/㎗を超
える、特に2,000㎎/㎗を超えてくると。
　大西　時々いらっしゃいますね。
　芳野　このような場合、血中に出現
しているリポ蛋白はカイロミクロンと
いった巨大粒子なので、これは血管内
皮細胞をくぐっていかないから、動脈
硬化の心配ではなくて、むしろ急性膵
炎発症の可能性が高まります。そのメ
カニズムとしては、中性脂肪の中の脂
肪酸がフリーになって膵の外分泌細胞
をやっつけるということが起こってく
るのです。そういったことで、2,000、
3,000㎎/㎗となってくると、これは動
脈硬化の問題ではなくて、急性膵炎の
リスクとして考えるべきです。
　大西　逆に、TG値が例えば200や100
などいろいろなケースがあると思うの
ですけれども、先生のお考えでは、普
通の状態で食事もしていらっしゃった
患者さんで、どのあたりを要注意領域
とお考えになりますか。
　芳野　絶食での正常値が150㎎/㎗以
下であることから換算しますと、だい
たい食後で30ぐらい上がるのが普通な
ので、180㎎/㎗。それを超えてくると、
病的な高TG血症ということで、300～
400㎎/㎗ぐらいまで。この間が動脈硬
化惹起性のレベルで、1,000㎎/㎗を超

えてくると、先ほど述べましたように、
むしろ急性膵炎のリスクを考えるべき
です。
　大西　それでは次に治療についてお
うかがいしたいのですけれども、まず
TGを下げるにはどのような生活習慣
の是正、食事や運動などについてアド
バイスをされますか。
　芳野　やはり最初にお話ししたよう
なTGが豊富な食材を減らすことと同
時に、禁酒までいかなくても、アルコ
ール量を減らす。この２ポイントが一
番大事です。それプラス、運動をして
エネルギーを燃やしてしまう。そうい
うところでまず頑張っていただくとい
うことが大前提になります。
　大西　TGが高い人は、往々にして
飲酒量も多い方が多いような印象があ
るのですけれども、どうでしょうか。
　芳野　例えば、TG値が1,000や2,000
㎎/㎗の方は、入院して禁酒していた
だくと、あっという間に150㎎/㎗ぐら
いに下がるのです。原因はやはり、ど
う考えてもアルコールの多飲というこ
とに尽きる場合が非常に多いです。ご
本人にそれを見せてあげると、「ああ、
やっぱりこんなことが起こるんだ」と
いうことで、実際に本人の血清を見せ
てあげて、例えばTG値が1,000㎎/㎗の
血液は白濁して真っ白なのです。それ
を本人に見せて、「こんなことしてた
ら急性膵炎を起こすよ」という話をし
て、できるだけ節制していただく。

　大西　本人の血清を見せるのはいい
かもしれませんね。
　芳野　高TG血症の血液だったらイ
チゴミルク状で、遠心分離すると上清
は完全に生クリームという、そんな血
清になります。
　大西　特にTGが上がるような食品
には、具体的にはどのようなものに気
をつけたらいいですか。
　芳野　「中性脂肪って何なの？」と
聞かれたら、豚の脂身、というように、
「コレステロールはどんなもの？」と
いうと、卵の黄身だ、というふうにい
つも表現している、そういう食材です
ね。特にラーメンのスープ、あれはラ
ードそのもので、熱々なので溶けてい
るだけなのです。常温になって見ると、
ベトッと白い分厚い膜がラーメンのス
ープにつきます。
　大西　残さず飲むというのは非常に
悪いわけですね。
　芳野　そうです。非常によくないで
すね。
　大西　それでは次に薬物療法につい
ておうかがいしたいのですけれども、
薬物療法を開始する基準や考え方はあ
りますか。
　芳野　実際に、フィブラート系の薬
剤というのは200㎎/㎗ぐらいしか下げ
られない、例えば2,000㎎/㎗の方に、
あまり食事療法をせずに薬をのんでい
ただいても、1,800㎎/㎗程度にしかな
らない。ですから、きちんと食事療法

をして、なおかつTG値が300～400㎎/
㎗の方にフィブラート系薬剤をお勧め
するというのが基本になってきます。
　大西　それで、ある程度正常化する
ということですね。
　芳野　そうですね。
　大西　薬剤を使用するにあたって、
副作用や注意する点など、何かありま
すか。
　芳野　特に、腎機能が低下する場合
にはフィブラート系は禁忌になってく
るので、うっかり腎機能低下の方に処
方すると、CPKが１万、２万となる場
合もまれに遭遇します。さらに、透析
になるとフィブラート系は使えない。
あるいは、腎不全でクレアチニンが２
とか３の場合にもむしろフィブラート
系は無理に使わないほうが安全だと思
います。
　大西　若い方でも最近、TGが高い
方がけっこう多いのですが。
　芳野　多いですね。
　大西　若い方への薬物療法というの
はどのように考えたらよろしいですか。
　芳野　高TG血症の動脈硬化惹起性
が発病されるのには15～20年かかるの
です。スタチンで強力にLDLコレステ
ロールを下げると、２～３年以内に動
脈硬化が退縮するといわれています。
高TG血症を下げた場合にどこで差が
つくかというのは、10～15年あたりか
ら効いてくるので、若い方にも必要で
あれば早めに薬物療法開始というのは

ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013） （371）  5150 （370） ドクターサロン57巻５月号（4 . 2013）

1305本文.indd   50-51 13/04/16   9:59



　大西　先ほどTGが高い場合のお話
がいろいろ出ましたけれども、例えば
非常に高いと、膵炎などのリスクも上
がってくるのでしょうか。
　芳野　むしろTG値が1,000㎎/㎗を超
える、特に2,000㎎/㎗を超えてくると。
　大西　時々いらっしゃいますね。
　芳野　このような場合、血中に出現
しているリポ蛋白はカイロミクロンと
いった巨大粒子なので、これは血管内
皮細胞をくぐっていかないから、動脈
硬化の心配ではなくて、むしろ急性膵
炎発症の可能性が高まります。そのメ
カニズムとしては、中性脂肪の中の脂
肪酸がフリーになって膵の外分泌細胞
をやっつけるということが起こってく
るのです。そういったことで、2,000、
3,000㎎/㎗となってくると、これは動
脈硬化の問題ではなくて、急性膵炎の
リスクとして考えるべきです。
　大西　逆に、TG値が例えば200や100
などいろいろなケースがあると思うの
ですけれども、先生のお考えでは、普
通の状態で食事もしていらっしゃった
患者さんで、どのあたりを要注意領域
とお考えになりますか。
　芳野　絶食での正常値が150㎎/㎗以
下であることから換算しますと、だい
たい食後で30ぐらい上がるのが普通な
ので、180㎎/㎗。それを超えてくると、
病的な高TG血症ということで、300～
400㎎/㎗ぐらいまで。この間が動脈硬
化惹起性のレベルで、1,000㎎/㎗を超

えてくると、先ほど述べましたように、
むしろ急性膵炎のリスクを考えるべき
です。
　大西　それでは次に治療についてお
うかがいしたいのですけれども、まず
TGを下げるにはどのような生活習慣
の是正、食事や運動などについてアド
バイスをされますか。
　芳野　やはり最初にお話ししたよう
なTGが豊富な食材を減らすことと同
時に、禁酒までいかなくても、アルコ
ール量を減らす。この２ポイントが一
番大事です。それプラス、運動をして
エネルギーを燃やしてしまう。そうい
うところでまず頑張っていただくとい
うことが大前提になります。
　大西　TGが高い人は、往々にして
飲酒量も多い方が多いような印象があ
るのですけれども、どうでしょうか。
　芳野　例えば、TG値が1,000や2,000
㎎/㎗の方は、入院して禁酒していた
だくと、あっという間に150㎎/㎗ぐら
いに下がるのです。原因はやはり、ど
う考えてもアルコールの多飲というこ
とに尽きる場合が非常に多いです。ご
本人にそれを見せてあげると、「ああ、
やっぱりこんなことが起こるんだ」と
いうことで、実際に本人の血清を見せ
てあげて、例えばTG値が1,000㎎/㎗の
血液は白濁して真っ白なのです。それ
を本人に見せて、「こんなことしてた
ら急性膵炎を起こすよ」という話をし
て、できるだけ節制していただく。

　大西　本人の血清を見せるのはいい
かもしれませんね。
　芳野　高TG血症の血液だったらイ
チゴミルク状で、遠心分離すると上清
は完全に生クリームという、そんな血
清になります。
　大西　特にTGが上がるような食品
には、具体的にはどのようなものに気
をつけたらいいですか。
　芳野　「中性脂肪って何なの？」と
聞かれたら、豚の脂身、というように、
「コレステロールはどんなもの？」と
いうと、卵の黄身だ、というふうにい
つも表現している、そういう食材です
ね。特にラーメンのスープ、あれはラ
ードそのもので、熱々なので溶けてい
るだけなのです。常温になって見ると、
ベトッと白い分厚い膜がラーメンのス
ープにつきます。
　大西　残さず飲むというのは非常に
悪いわけですね。
　芳野　そうです。非常によくないで
すね。
　大西　それでは次に薬物療法につい
ておうかがいしたいのですけれども、
薬物療法を開始する基準や考え方はあ
りますか。
　芳野　実際に、フィブラート系の薬
剤というのは200㎎/㎗ぐらいしか下げ
られない、例えば2,000㎎/㎗の方に、
あまり食事療法をせずに薬をのんでい
ただいても、1,800㎎/㎗程度にしかな
らない。ですから、きちんと食事療法

をして、なおかつTG値が300～400㎎/
㎗の方にフィブラート系薬剤をお勧め
するというのが基本になってきます。
　大西　それで、ある程度正常化する
ということですね。
　芳野　そうですね。
　大西　薬剤を使用するにあたって、
副作用や注意する点など、何かありま
すか。
　芳野　特に、腎機能が低下する場合
にはフィブラート系は禁忌になってく
るので、うっかり腎機能低下の方に処
方すると、CPKが１万、２万となる場
合もまれに遭遇します。さらに、透析
になるとフィブラート系は使えない。
あるいは、腎不全でクレアチニンが２
とか３の場合にもむしろフィブラート
系は無理に使わないほうが安全だと思
います。
　大西　若い方でも最近、TGが高い
方がけっこう多いのですが。
　芳野　多いですね。
　大西　若い方への薬物療法というの
はどのように考えたらよろしいですか。
　芳野　高TG血症の動脈硬化惹起性
が発病されるのには15～20年かかるの
です。スタチンで強力にLDLコレステ
ロールを下げると、２～３年以内に動
脈硬化が退縮するといわれています。
高TG血症を下げた場合にどこで差が
つくかというのは、10～15年あたりか
ら効いてくるので、若い方にも必要で
あれば早めに薬物療法開始というのは
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非常に大事なポイントだと思います。
　大西　逆に、ご高齢の方の適応に関
してはいかがでしょうか。
　芳野　例えば、後期高齢者の方でTG
値が400㎎/㎗程度ということでしたら、
この方はこれでずっときているのだか
ら、もちろん頸動脈エコー等で動脈硬

化の評価をしてあげて、もしもそれほ
ど進展がなければ、薬物療法だけで、
それほど生活習慣を厳しくするのは気
の毒ですので。
　大西　そういう方針で臨むというこ
とですね。どうもありがとうございま
した。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　齊藤　高LDLコレステロール血症の
成因、治療などについておうかがいい
たします。
　まず、簡単にLDLコレステロールの
評価の問題についてお話しいただけま
すか。
　島野　LDLコレステロールは、動脈
硬化症、特に冠動脈硬化症の最大のリ
スクファクターといわれています。そ
の予防のため、LDLコレステロールの
適正なコントロールが必要です。実際
にスクリーニングでは高コレステロー
ルは140以上ということになっていま
すが、その管理目標値はほかの動脈硬
化のリスク次第です。リスクがたくさ
んあれば、LDLコレステロールをきち
んと下げなければいけませんし、あま
りリスクのない人は緩くてもいいとい
うことになります。この数字だったら
オーケーで、この数字ではだめだとい
うことではなくて、それ以外のリスク
の管理も含めながら、LDLコレステロ
ールを適正に管理しなければいけない。
細かい目標値に関しては、動脈硬化の

予防のガイドラインがあるので、そち
らを参照していただければと思います。
　齊藤　LDLコレステロールとともに、
様々な全体的なリスクからその管理目
標値を評価していくということですね。
　島野　おっしゃるとおりです。
　齊藤　さて、LDLをフリードワルド
の計算等で出していく。それが高い場
合の要因はどうでしょうか。
　島野　血液中のLDLコレステロール
は、血液中への出入りのバランスの結
果、レベルが決まります。なかんずく、
LDLコレステロールのレベルを決めて
いるのは、処理側つまりLDLを細胞内
に取り込んで処理するLDL受容体で、
この活性が一番重要です。LDL受容体
の活性が低い方はどうしても処理が遅
れて、血液中にLDLコレステロールが
たまりやすくなります。
　一方、入りの方は食事由来、あるい
は肝や腸でつくっているコレステロー
ルが過食や飽和脂肪酸、コレステロー
ルの取り過ぎから、つまり合成側が上
がってLDLコレステロールが高くなる

脂質異常症の最新情報（Ⅱ）

筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科教授
島　野　　仁

（聞き手　齊藤郁夫）

高LDLコレステロール血症の成因、治療
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す。
　齊藤　禁煙も重要ということでしょ
うか。
　島野　喫煙が動脈硬化によくないと
いうことは、疫学的に証明され、研究
的にそのメカニズムもわかっています。
特にHDLコレステロール、善玉コレス
テロールを下げるということがわかっ
ています。また、LDLコレステロール
を酸化コレステロールや、いわゆる質
の悪い、より動脈硬化になりやすい悪
玉コレステロールにしてしまうという
意味でも、喫煙はよろしくない。善玉
コレステロールの質的な低下も最近い
われています。動脈硬化性疾患リスク
の高い方でたばこを吸っている方は、
イベントを起こすとあとで本人も、医
師も、わかっていたのにと忸怩たる思
いにさせられます。指導が非常に難し
いのは皆さんもよくご存じだと思いま
すが、ぜひ禁煙指導にも力を入れてく

ださい。
　齊藤　そういったあとで薬と。これ
はどういうものが中心になりますか。
　島野　基本的に、LDLコレステロー
ルの降下の確実性が大事です。LDLコ
レステロールを下げることによって動
脈硬化を予防、あるいは再発予防する
ものとしてはスタチンが圧倒的にエビ
デンスが豊富です。ですから、スタチ
ンをまず原則的に使います。さらに必
要に応じて、レジン製剤、あるいは最
近では腸管でコレステロールの吸収を
阻害するエゼチミブを併用しながら
LDLコレステロールを、リスクに応じ
た目標ライン以下に管理します。詳細
はガイドラインにありますのでご参照
ください。トリグリセライドが高い場
合はフィブラート薬、EPA製剤が考慮
されます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　低HDLコレステロール血症と
いうことでおうかがいいたします。低
HDLの診断基準はどうなっていますか。
　石橋　今の日本では、男性、女性と
もに40㎎/㎗未満を低HDLコレステロ
ールというふうにしています。
　齊藤　臨床的な意義づけとしてはど
う考えたらいいのでしょうか。
　石橋　虚血性心疾患をはじめとする
動脈硬化性疾患の発症率とHDLコレス
テロールの関係が逆相関になります。
HDLコレステロールが低いほどイベン
ト発症数が多くなりますから、血管イ
ベントのハイリスクというふうに考え
られていると思います。
　齊藤　LDLコレステロールも悪いわ
けですね。
　石橋　はい、そうです。
　齊藤　どちらもということでしょう
か。
　石橋　変動幅がLDLのほうが大きい
ですから、LDLが高い人のほうがリス
クとしてはかなり大きく効いてくると
思います。けれども、一般的な疫学で

調べるかぎりは両方効いているという
ふうに考えていいと思います。
　齊藤　低HDLコレステロールのある
疾患の分類はどうですか。
　石橋　原因があって低い場合と、原
因がよく見つからなくて低い場合とが
あります。前者の続発性といわれてい
るものに薬物があります。プロブコー
ルという脂質治療薬や男性ホルモンを
使っていらっしゃる方は低い。
　それから疾患としては、肝硬変など
の肝疾患、潰瘍性大腸炎やクローン病
などの炎症性腸疾患、全身感染症、特
に敗血症とか重篤なタイプですけれど
も、あとは、リンパ腫のようなリンパ
性増殖性疾患ではHDLが低下すること
があります。
　齊藤　それから生活習慣もあります
ね。
　石橋　そうです。喫煙、肥満、糖尿
病、運動不足で下がります。もともと
低めの人がそういった生活習慣を持っ
ていると、基準値の40㎎/㎗を切って
しまうということがあると思います。

脂質異常症の最新情報（Ⅱ）

自治医科大学内分泌代謝科教授
石　橋　　俊

（聞き手　齊藤郁夫）

低HDLコレステロール血症をみたら
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　齊藤　喫煙が最初に出ましたけれど
も、このメカニズムはある程度わかっ
ているのでしょうか。
　石橋　コレステロールエステル転送
蛋白をたくさんの方で測って、喫煙と
の関係を見ると、喫煙されている方が
コレステロールエステル転送蛋白が高
いということで、これが高いとHDLが
下がるといわれていますので、おそら
くそこを介している部分が一部あると
思うのです。
　齊藤　喫煙が関係している場合には
禁煙をお勧めするということですね。
　石橋　もちろんそうです。
　齊藤　糖尿病、肥満はどういうメカ
ニズムになりますか。
　石橋　両方とも肝臓でのTG、トリ
グリセライドを運ぶVLDLというリポ
蛋白の合成亢進を伴います。血中で
VLDLが増えると、HDLとの間に脂質
の交換が起こるのです。そうすると、
TGがVLDLからHDLに運ばれて、HDL
の中のTGが壊れてということが起こ
り、HDLコレステロールがそれに伴っ
て下がるということがいわれています。
　それ以外に、コレステロールを組織
から血中に運び上げるABCA１という
コレステロールトランスポーターがあ
ります。この働きは２型糖尿病がある
と落ちます。そうしますとHDLの産生
障害も起こってきますから、そういっ
たものが合わさってHDL低下に寄与し
ているのではないかというふうに理解

されています。
　齊藤　運動不足。これはどうでしょ
うか。
　石橋　運動、特に有酸素運動はHDL
を上げます。特に肥満している方、２
型糖尿病の方は一般に運動不足の方が
多いので、ぜひHDLが低い場合には食
事療法、肥満の解消と併せて、活発な
有酸素運動をしていただければと思い
ます。
　齊藤　糖尿病も１型と２型ではちょ
っと違うのでしょうか。
　石橋　はい。今、２型糖尿病に限定
して申し上げたのですけれども、１型
糖尿病の方では一般的にインスリンを
使わざるを得ないわけですので、イン
スリンを使って治療中で、ある程度血
糖がコントロールされている１型糖尿
病のHDLはむしろ高めになっていて、
80㎎/㎗以上を超えているような方が
少なくありません。ですから、一概に
糖尿病といっても、インスリン欠乏が
基本にある病態と、インスリン抵抗性
といいますか、肥満とインスリン抵抗
性が基本にある病態では、HDLの代謝
は随分違ってくると思います。
　齊藤　治療してみようということに
なりますと、どんな治療法があるので
しょうか。
　石橋　今申し上げた生活習慣に原因
がある場合は、当然生活習慣の改善と
いいますか、HDLを上げるような生活
習慣にしていただく。禁煙、運動、あ

とは肥満の解消ということが極めて大
事だと思います。
　また、高TG血症を伴っていると、そ
れと逆相関してHDLが低くなるという
関係がよく知られていますので、その
場合、TGを下げると、シーソーのよ
うにHDLが上がってきますから、TG
を下げるのも大切です。
　あとは、先ほど生活習慣で言い忘れ
ましたけれども、アルコールはHDLを
多少上げますので、全く飲まない人に
は多少のアルコールはHDLを上げる効
果があるかもしれません。
　それでも低い場合に、薬を使うかど
うかということに関しては議論があり
ます。
　齊藤　HDLを上げる薬ですね。
　石橋　そうです。
　齊藤　それはどんなものがあるので
すか。
　石橋　多くの脂質低下薬は、プロブ
コールを除いて、HDLを上げる作用が
あり、特に現時点で使われている薬で
は、ニコチン酸、フィブラート、スタ
チンの一部、それらがHDLを上げると
いわれています。薬を使う目的は心血
管イベントの発症抑制であって、必ず
しもHDLを上げることにはならないの
ですけれども、HDLが低い方の場合に
は積極的に、特にニコチン酸系の薬を
使ってもいいのではないかということ
がいわれています。
　ただ、最近のエビデンスを見ると、

スタチンをすでに使っている方にニコ
チン酸を上乗せしてイベントが抑えら
れるというデータには必ずしもなって
いないようなので、単剤でいく場合に
はいいのですけれども、スタチンと併
用した場合には必ずしもそれは当ては
まらないかもしれません。あと日本人
ではどうしてもフラッシングとかの副
作用で使いにくいということがありま
す。
　齊藤　HDLに特化して上げられれば
よくなるだろうというエビデンスはそ
う簡単には出ないということですか。
　石橋　CETP阻害薬が一番HDLを上
げる作用が強く、倍以上上げます。４
種類ぐらいの薬の開発が進行中です。
そのうちの一つで最初に開発された
torce trapib（トルセトラピブ）を用い
た臨床試験の結果が５年前に報告され
ました。しかし、残念ながら血圧も上
げてしまって、イベントも増やしたた
めに開発中止になったという経緯があ
ります。その後続部隊が今、開発中で
す。そのサロゲートマーカーで見ると、
効くという方向のものが出ているので、
最終的な結果を見て、それが使えるか
どうかということを判断していくこと
になると思います。
　齊藤　HDLに集中して、そこにアプ
ローチするという方策については、ま
だまだエビデンスが足りないというこ
とでしょうか。
　石橋　そう思います。HDLが低い病
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　齊藤　喫煙が最初に出ましたけれど
も、このメカニズムはある程度わかっ
ているのでしょうか。
　石橋　コレステロールエステル転送
蛋白をたくさんの方で測って、喫煙と
の関係を見ると、喫煙されている方が
コレステロールエステル転送蛋白が高
いということで、これが高いとHDLが
下がるといわれていますので、おそら
くそこを介している部分が一部あると
思うのです。
　齊藤　喫煙が関係している場合には
禁煙をお勧めするということですね。
　石橋　もちろんそうです。
　齊藤　糖尿病、肥満はどういうメカ
ニズムになりますか。
　石橋　両方とも肝臓でのTG、トリ
グリセライドを運ぶVLDLというリポ
蛋白の合成亢進を伴います。血中で
VLDLが増えると、HDLとの間に脂質
の交換が起こるのです。そうすると、
TGがVLDLからHDLに運ばれて、HDL
の中のTGが壊れてということが起こ
り、HDLコレステロールがそれに伴っ
て下がるということがいわれています。
　それ以外に、コレステロールを組織
から血中に運び上げるABCA１という
コレステロールトランスポーターがあ
ります。この働きは２型糖尿病がある
と落ちます。そうしますとHDLの産生
障害も起こってきますから、そういっ
たものが合わさってHDL低下に寄与し
ているのではないかというふうに理解

されています。
　齊藤　運動不足。これはどうでしょ
うか。
　石橋　運動、特に有酸素運動はHDL
を上げます。特に肥満している方、２
型糖尿病の方は一般に運動不足の方が
多いので、ぜひHDLが低い場合には食
事療法、肥満の解消と併せて、活発な
有酸素運動をしていただければと思い
ます。
　齊藤　糖尿病も１型と２型ではちょ
っと違うのでしょうか。
　石橋　はい。今、２型糖尿病に限定
して申し上げたのですけれども、１型
糖尿病の方では一般的にインスリンを
使わざるを得ないわけですので、イン
スリンを使って治療中で、ある程度血
糖がコントロールされている１型糖尿
病のHDLはむしろ高めになっていて、
80㎎/㎗以上を超えているような方が
少なくありません。ですから、一概に
糖尿病といっても、インスリン欠乏が
基本にある病態と、インスリン抵抗性
といいますか、肥満とインスリン抵抗
性が基本にある病態では、HDLの代謝
は随分違ってくると思います。
　齊藤　治療してみようということに
なりますと、どんな治療法があるので
しょうか。
　石橋　今申し上げた生活習慣に原因
がある場合は、当然生活習慣の改善と
いいますか、HDLを上げるような生活
習慣にしていただく。禁煙、運動、あ

とは肥満の解消ということが極めて大
事だと思います。
　また、高TG血症を伴っていると、そ
れと逆相関してHDLが低くなるという
関係がよく知られていますので、その
場合、TGを下げると、シーソーのよ
うにHDLが上がってきますから、TG
を下げるのも大切です。
　あとは、先ほど生活習慣で言い忘れ
ましたけれども、アルコールはHDLを
多少上げますので、全く飲まない人に
は多少のアルコールはHDLを上げる効
果があるかもしれません。
　それでも低い場合に、薬を使うかど
うかということに関しては議論があり
ます。
　齊藤　HDLを上げる薬ですね。
　石橋　そうです。
　齊藤　それはどんなものがあるので
すか。
　石橋　多くの脂質低下薬は、プロブ
コールを除いて、HDLを上げる作用が
あり、特に現時点で使われている薬で
は、ニコチン酸、フィブラート、スタ
チンの一部、それらがHDLを上げると
いわれています。薬を使う目的は心血
管イベントの発症抑制であって、必ず
しもHDLを上げることにはならないの
ですけれども、HDLが低い方の場合に
は積極的に、特にニコチン酸系の薬を
使ってもいいのではないかということ
がいわれています。
　ただ、最近のエビデンスを見ると、

スタチンをすでに使っている方にニコ
チン酸を上乗せしてイベントが抑えら
れるというデータには必ずしもなって
いないようなので、単剤でいく場合に
はいいのですけれども、スタチンと併
用した場合には必ずしもそれは当ては
まらないかもしれません。あと日本人
ではどうしてもフラッシングとかの副
作用で使いにくいということがありま
す。
　齊藤　HDLに特化して上げられれば
よくなるだろうというエビデンスはそ
う簡単には出ないということですか。
　石橋　CETP阻害薬が一番HDLを上
げる作用が強く、倍以上上げます。４
種類ぐらいの薬の開発が進行中です。
そのうちの一つで最初に開発された
torce trapib（トルセトラピブ）を用い
た臨床試験の結果が５年前に報告され
ました。しかし、残念ながら血圧も上
げてしまって、イベントも増やしたた
めに開発中止になったという経緯があ
ります。その後続部隊が今、開発中で
す。そのサロゲートマーカーで見ると、
効くという方向のものが出ているので、
最終的な結果を見て、それが使えるか
どうかということを判断していくこと
になると思います。
　齊藤　HDLに集中して、そこにアプ
ローチするという方策については、ま
だまだエビデンスが足りないというこ
とでしょうか。
　石橋　そう思います。HDLが低い病
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態は悪いということはわかっているの
ですけれども、そこに薬物介入してイ
ベントを抑えようということに関して
は、まだもうちょっとエビデンスがい
る。あるいは、別の方法を考えていく
必要があるかなということを感じてい
ます。
　齊藤　先生方は、HDLが非常に低い
症例もご経験されているということで
すが、これはどういうものですか。
　石橋　メンデル遺伝を示すようなタ
イプの遺伝性のHDL欠損症といわれる
ものが３つぐらいあって、１つはアポ
A-Ⅰ異常症、ABCA-Ⅰの欠損症のタ
ンジール病、レシチンコレステロール
アシルトランスフェレーズ（LCAT）
というコレステロールをリン脂質から
転送する酵素の欠損症の３つが主要な
HDL欠損の原因です。
　この診断に関しては、HDLが10㎎/
㎗を切るような重度のHDL低下を示し
て、ほかの臨床症状も、例えば腎障害
とか、あと角膜混濁とかがあるので、
そういったものを見ながら、どれに該
当するかということを、最終的には専
門家のレベルで遺伝子診断に持ってい
きます。ホモ接合体の頻度は極めて少

ないのですけれども、一般に例えば
HDLが20㎎/㎗とか30㎎/㎗とか、その
ぐらいの低い方をよくよく調べると、
今申し上げた遺伝子の変異が見つかる
ことがあります。
　齊藤　頻度としてはどうなのでしょ
うか。
　石橋　ホモ接合体型のいわゆる欠損
症自身は、国内で、例えばタンジール
病、LCAT欠損、アポA-Ⅰ欠損にして
も、合わせて数十例の報告ですから、
極めて少ないと思います。ただ、ヘテ
ロ接合体であれば、おそらく全体に対
して数パーセントぐらいは変異があっ
てもおかしくない。
　日本ではまだ報告はないのですけれ
ども、内皮リパーゼ欠損症のヘテロ接
合体がHDLの低い人の中に数パーセン
トいるということが海外ではいわれて
います。
　齊藤　今の非常に珍しいタイプの方
と、先ほどからお話がある環境あるい
は生活習慣由来、両方でHDLの、まだ
まだわからない点もあるけれども、多
分重要だろうということですね。
　石橋　そうだと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　大西　多田先生、食事の注意につい
ておうかがいしたいと思います。
　まず、最近できた動脈硬化性疾患予
防ガイドラインについて簡単に触れて
いただけますでしょうか。
　多田　今回、動脈硬化性疾患予防ガ
イドライン2012年版が発表されました。
これまでを少し振り返りますと、アメ
リカ等先進工業国において冠動脈疾患
で死亡する人が非常に多くなり、どう
にかしようということで、アメリカで
はNCEP（National Cholesterol Educa-
tion Program）の中で脂質治療のため
のガイドラインが出たのです。最初の
ガイドラインの公表は1985年でした。
ちょうど時を同じくしまして、日本で
も中村治雄先生が、私の恩師ですけれ
ども、どうにかしなくてはいけないと
いうことで、1987年動脈硬化学会冬期
大会にて、コンセンサス・カンファレ
ンスを開催し、わが国の専門家の意見
を集め、脂質の管理基準値を決めたの
です。その後、実際、高脂血症を治療
する目的は動脈硬化を予防し、治療す

るのだということで、ガイドラインの
名称も少し変わったり、時間経過の中
で日本人のより詳細なエビデンスが利
用できるようになりまして、今回、第
５回目の改訂ということになったわけ
です。
　大西　新しいガイドラインに即した
食事療法の話をいろいろお聞かせいた
だけると思いますけれども、初めに食
事療法の意義から教えていただきたい
と思います。食事療法の有用性に関し
ては、いろいろなスタディがすでにな
されているのでしょうか。そのあたり
から教えていただけますでしょうか。
　多田　まずは、動脈硬化を起こすリ
スクファクター、特に脂質異常症とか
糖尿病とか肥満とか高血圧、こういっ
たものをいかに治療しようかという中
で、生活習慣をしっかり是正する。そ
こから治療を開始することが大事であ
るというメッセージが込められていま
す。生活習慣の是正ということの中で
一番大事なのは食事です。食事療法を
実際行いますと、今申し上げました脂

脂質異常症の最新情報（Ⅱ）

東京慈恵会医科大学柏病院内科学教授
多　田　紀　夫

（聞き手　大西　真）

食事の注意
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態は悪いということはわかっているの
ですけれども、そこに薬物介入してイ
ベントを抑えようということに関して
は、まだもうちょっとエビデンスがい
る。あるいは、別の方法を考えていく
必要があるかなということを感じてい
ます。
　齊藤　先生方は、HDLが非常に低い
症例もご経験されているということで
すが、これはどういうものですか。
　石橋　メンデル遺伝を示すようなタ
イプの遺伝性のHDL欠損症といわれる
ものが３つぐらいあって、１つはアポ
A-Ⅰ異常症、ABCA-Ⅰの欠損症のタ
ンジール病、レシチンコレステロール
アシルトランスフェレーズ（LCAT）
というコレステロールをリン脂質から
転送する酵素の欠損症の３つが主要な
HDL欠損の原因です。
　この診断に関しては、HDLが10㎎/
㎗を切るような重度のHDL低下を示し
て、ほかの臨床症状も、例えば腎障害
とか、あと角膜混濁とかがあるので、
そういったものを見ながら、どれに該
当するかということを、最終的には専
門家のレベルで遺伝子診断に持ってい
きます。ホモ接合体の頻度は極めて少

ないのですけれども、一般に例えば
HDLが20㎎/㎗とか30㎎/㎗とか、その
ぐらいの低い方をよくよく調べると、
今申し上げた遺伝子の変異が見つかる
ことがあります。
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うか。
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　大西　多田先生、食事の注意につい
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　まず、最近できた動脈硬化性疾患予
防ガイドラインについて簡単に触れて
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　多田　今回、動脈硬化性疾患予防ガ
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るのだということで、ガイドラインの
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質代謝異常といいますか、脂質異常症
が改善されると同時に、糖代謝ですと
か高血圧、肥満症、こういったほかの
リスクも一緒に治療に導くことができ
るわけです。しかも、もっと大事なこ
とは、食事療法を継続していきますと、
使う薬の量も少なくて済むということ
です。
　大西　食事療法は従来、日本食がい
いといわれていましたけれども、その
あたりはいかがでしょうか。
　多田　食事療法の有用性を明らかと
したスタディは幾つもあるのですが、
有名なのはDASH（Dietary Approach-
es to Stop Hypertension）スタディ、
この報告は特に血圧を専門としている
先生方には非常に有名です。その後の
DASH-Sodiumスタディとか、OMNI-
Heart Trialですとか、それからGISSI、
これは魚油に多いn-３系多価不飽和脂
肪酸の有用性をみたスタディです。非
常に有名になったのは、地中海料理の
有用性をみたLyon Heartスタディで、
冠動脈疾患を患った方々に地中海食を
継続して食べてもらったところ、薬を
使うよりもさらに高い確率で、冠動脈
疾患の再発を減らすということがわか
ってきまして、俄然注目されたわけで
す。
　日本におきましても、それ以前にミ
ネソタ大学のKeys氏と久留米大学の
木村氏らが中心となり、1950年頃から
Seven Count ries Studyが開始されてい

ます。このスタディでは、日本も含め
た７カ国で、実際食べているコレステ
ロールの量ですとか飽和脂肪酸量、ト
ランス型脂肪酸量と冠動脈疾患発症と
の関係を見たら、明らかに血清コレス
テロール濃度と正相関を示すことや、
飽和脂肪酸やトランス型脂肪酸の摂取
が少なければ血清コレステロール値が
低く、冠動脈疾患が少ないという事実
が見えてきたのです。
　大西　先ほどお話がありました地中
海食というのは、具体的にはどういう
点がよろしいのでしょうか。
　多田　実はこれはハーバード大学の
グループが非常に興味を持って、大き
くその解明に関与したのですけれども、
実際、細かくいろいろ見ていくと、ど
ういう具体的食材が本当に有用性を発
揮したかというのは統計学的に抽出で
きませんでした。一般的に地中海食と
いうのは、オリーブをしっかり食べて、
しかも穀物は比較的少なめで、肉をで
きるだけ食べないようにして、野菜、
果物、ナッツ類を中心として、少量の
アルコール、それから運動の励行、こ
ういったものをセットした一つの食事
様式です。実際的にオリーブ油が非常
に有名になったのですけれども、オリ
ーブ油が本当に冠動脈疾患の抑制にい
いかというと、最近はなかなか難しい
状況にあります。逆な方向性を示すス
タディも出ているようです。ただ、地
中海食というそういった生活様式のセ
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ットがよく、有用性を示したと考えら
れています。
　同じように、日本食というのは食習
慣も含め、セットとして効いているの
ではないか、昔からできるだけ節食し
ようとか、近海の魚、小魚を食べ、野
菜を中心とした食事に慣れ親しんでき
ました。こういった食事形態が動脈硬
化を少なくしているのではないかとい
うことで、最近、わが国民の平均余命
が長いことも含め、その原因の１つと
して日本食が俄然有名になって、脚光
を浴びてきたのです。
　大西　このたびのガイドラインでは、
様々な生活習慣の改善策が提示されて
いると思いますけれども、具体的な食
事内容に関しても何かうたわれている
のでしょうか。
　多田　まず先ほど申しました生活習
慣をどうやって改善するか、ここで７
項目が挙げられています。まず１番目
には禁煙をすること。受動喫煙も回避
していくということです。２番目とし
ましては、過食を抑えて標準体重を維
持するということ。３番目としては、
肉の脂身とか乳脂肪、卵黄の摂取を抑
えて、できるだけ魚とか大豆、こうい
った食品から蛋白を摂る。それから４
番目として、野菜、果物、未精製の穀
物、海藻、こういったものの摂取を増
やす。塩分をできるだけ少なくする、
アルコールの過剰摂取を控える、有酸
素運動を毎日30分以上行う。こういっ

た生活様式に変容することが望ましい
ということです。
　大西　そのうえで、基本的な食事内
容の指導についてもガイドラインに示
されているのでしょうか。
　多田　先ほど言ったエネルギー摂取
ですが、これは標準体重をもととして
エネルギー摂取量を決めることです。
実際的にはその人の日常生活での活動
度といいますが、運動量にもよります
が、標準体重×25～30kcalというふう
に設定しています。それから、食事の
中で三大栄養素、すなわち脂肪、炭水
化物、蛋白があるのですが、特に脂肪
摂取エネルギー比を20～25％にする。
すべての脂肪が決して悪いのではなく、
中でも飽和脂肪酸を減らし、4.5～７％
程度にする。それから植物油に水素を
加えて硬化し、マーガリンなどを作る
ときに派生するトランス型脂肪酸は摂
らないようにする。コレステロールの
摂取量を、これも厳しいのですが、１
日当たり200㎎未満に抑えるというこ
となどが提唱されています。一方、勧
められる脂肪酸としては常温で液状の
植物油に加えて、n-３系の脂肪酸。魚
油に多い脂肪酸ですが、これらを増や
していく。炭水化物の摂取はそんなに
多くしてはいけない。以前は総摂取エ
ネルギーの60％ということだったので
すが、もうちょっと低くてもいいので
はないかということで、50～60％に設
定されています。
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　大西　最近これは強調されています
ね。
　多田　私見ですが、最近のエビデン
スからはメタボの方では炭水化物の摂
取はさらに減らして、45％くらいにし
てもいいかと考えています。それから
食物繊維を増やしてください。塩分の
摂取も厳しくて、６g以下にしてくだ
さい。
　大西　厳しいですね。
　多田　アルコール摂取は25g以下と
いうことです。おっしゃるように全体
を通じ、今までの栄養指導の方式より
も厳しく設定されています。
　大西　それでは次に具体的な食事療
法の内容をおうかがいしたいのですが、
まず一般的にLDLコレステロールが高
い人が多いと思うのですけれども、そ
ういう場合はどのようにしたらよろし
いでしょうか。
　多田　LDLコレステロールの高い人
にとって困難なことは、食事療法は比
較的効果が薄いということです。とは
いえ、しっかり食事療法をやったほう
が薬の効きもよくなるということで、
２～３カ月ぐらい食事療法を頑張って
みて、それでうまくいかなかったら、
比較的早期から薬物療法も併用してい
いのだということがうたわれておりま
す。
　大西　そういう考え方なのですね。
　多田　LDLコレステロールが高い方
では、LDLコレステロールを減らすと

ともに、飽和脂肪酸摂取をとにかく減
らしていく。それから、トランス型脂
肪酸はゼロにするということが大事で
す。それで、多価不飽和脂肪酸を増や
していっていただきたい。こういった
ことをしっかりやってもらう。そのう
えで、多価不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸
の摂取比率をできるだけ上げて、１～
２程度にしていくということがいわれ
ています。食物繊維を増やすことも大
切です。
　大西　中性脂肪が高い人もけっこう
いらっしゃいますけれども、そういう
方々にはどのように指導したらよろし
いでしょうか。
　多田　中性脂肪に関しては、太って
いる方ではまずやせてもらうというの
が一番大事なのかもしれません。中性
脂肪は、脂肪の仲間というのですが、
実際これを増やすのは炭水化物（糖質）
なのです。中性脂肪といいますが、ト
リグリセライド、これはグリセロール
に３つの脂肪酸がくっついたもので、
グリセロールは実は糖から派生するわ
けなので、摂取脂肪を減らすことも大
事なのですが、それよりもむしろ糖を
減らすほうが中性脂肪は下がっていく
ということです。
　大西　やせるということですね。中
性脂肪が高い方はけっこうお酒を飲む
人も多いような気もしますけれども、
どうなのでしょうか。
　多田　アルコールは、エンプティカ
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ロリーといわれまして、実際アルコー
ルが代謝され燃えていくとアルコール
のカロリーはその代謝のためにほとん
ど消費されてしまうのです。しかし、
アルコールを飲むと太る人と、やせる
人がいます。アルコールを飲んで太る
人はやはり中性脂肪が上がってくるの
で、そういう方は注意しなければいけ
ない。よくビール腹といいますが、そ
ういう方は中性脂肪を減らすというこ
とも含めて、アルコールは減らすとい
うことが大事になります。
　大西　HDLコレステロールが低い方
もいらっしゃいますけれども、そうい
う方はどのようにしたらよろしいでし
ょうか。
　多田　HDLコレステロールが低い方
は食事や薬でのコントロールは非常に
難しいと思います。しかし、いくつか
の方法があります。まず体重を減らす
ことでHDLコレステロールは増加し
ます。食事でいえば、やはりn-３系の
脂肪酸をよく摂ることが大事ですし、
あと食物繊維を多く摂っていくという
ことで、HDLコレステロールは上がる
可能性があります。薬でもなかなか上
がってきませんので、難しいところが

ありますが、中性脂肪を下げる薬は、
HDLコレステロールを増加させます。
運動をしっかりして体重を減らしてい
くことが確実にHDLコレステロールを
上げますから、運動療法を食事療法と
一緒に選択していくことが大事になる
と思います。
　大西　今回のガイドラインは、少し
厳しい食事療法だということですけれ
ども、食事療法や運動療法などが非常
に重要な基本だという考え方なのでし
ょうか。
　多田　はい。まずそこから始めるこ
と。それから今回、もう一つ大事なこ
とは、糖の摂り方も問題にしていまし
て、GI、グラスミックインデックスと
いう概念を導入しております。これは、
同じ炭水化物でも、その構造、製造過
程、調理法とか、精製度によって食後
血糖増加に及ぼす影響が違うのです。
そこに注意してくださいと。できるだ
け単純糖質を減らして、複合糖質、つ
まりデンプン類とか、それから繊維を
多く摂ってくださいと、こういったこ
とも一緒に提言しております。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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