
　山内　長瀬先生、まず、質問に入る
前に、肺がんの現在の状況といったも
のを少し解説願えますか。
　長瀬　日本人の死因の第１位は悪性
新生物、がんです。がんの中でも、臓
器別に見ますと、肺が最も多いという
ことになっています。年間では、実に
６万人以上の方が呼吸器系の腫瘍で亡
くなっているというのが現状です。
　山内　肺がん自体も非常に種類が多
いわけですね。この質問も非小細胞肺
がん、昔からこういった分類は知られ
ておりますが、このあたり、もう少し
詳しくお話し願えますか。
　長瀬　肺がんは大きく２つに分ける
ことができます。１つは質問にあるよ
うな非小細胞肺がん、もう一つが小細
胞肺がんです。これは病理組織で見極

めることができますが、がんの性質が
大きく異なっているということがあり
ます。
　小細胞肺がんというのは非常に予後
が悪くて、全身に転移しやすい。基本
的には外科の手術の対象にならないと
いうことが一般的にいわれています。
　非小細胞肺がんは病理の組織所見に
より、大きく３つに分けることができ
ます。一番多いのが腺がんです。次に
扁平上皮がん、そして大細胞がんとい
うふうに区分されております。
　山内　この中でも、特に腺がんが一
番多いと考えてよろしいわけでしょう
か。
　長瀬　そうです。約７割は腺がんで
あると考えております。
　山内　質問は再発例なのですが、そ

再発非小細胞肺がんの最新治療

東京大学呼吸器内科教授
長　瀬　隆　英

（聞き手　山内俊一）

　再発非小細胞肺がんの最新の治療についてご教示ください。
　特に、放射線化学療法や分子標的薬の適応とその有効性についてご教示くだ
さい。

＜香川県開業医＞
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ことも考えておく必要があるかと思い
ます。
　山内　遠隔転移がある場合はいかが
なのでしょうか。
　長瀬　遠隔転移がある場合には、残
念ながら適応にはならないということ
です。
　山内　そこが限界ということになる
わけですね。
　長瀬　そうですね。
　山内　そうしますと、化学療法が基
本的には現時点では主流だと考えてよ
ろしいわけですね。
　長瀬　やはり化学療法、先ほどもお
話ししましたけれども、白金製剤に加
えて、様々な抗がん剤を加えるという
ことです。
　山内　併用療法として、多剤、多種
といったものが最近中心になっている
ようですが、やはり肺がんの場合もそ
うなってしまうわけでしょうか。
　長瀬　そうですね。白金製剤との組
み合わせとして、例えばビノレルビン、
ドセタキセル、パクリタキセル、ゲム
シタビン、これらのいずれかです。最
近ではまたさらに、ペメトレキセド、
あるいは経口薬であるTS-１、こうい
ったものを組み合わせる。こういう順
列組み合わせ的にレジメンを使ってい
くということになっています。
　山内　それに分子標的薬が出てくる
のかなという感じなのですが、これも
あちらこちらで聞くようにはなってい

ますが、肺がん関係ではいかがなので
しょうか。
　長瀬　肺がんでは分子標的薬が非常
に注目されております。特に、EGFR
阻害薬であるゲフィチニブ（商品名イ
レッサ）あるいはエルロチニブ（商品
名タルセバ）これらが代表的な薬です。
ただ、EGFRの遺伝子変異があるかな
いかによって大きく治療効果が異なり
ます。原則としては、EGFRの遺伝子
変異が陽性の患者に対しては、EGFR
の阻害薬はかなり有効であるといった
エビデンスが出てきつつあります。
　山内　このあたり、遺伝子を事前に
調べておきましょうといわれるゆえん
でもあるわけですね。
　長瀬　そうですね。変異が陽性であ
れば、初めからイレッサを使うという
ことが最近では行われつつあります。
　山内　それ以外のトピックス的に、
この分子標的薬には、何かあるのでし
ょうか。
　長瀬　最新の分子標的薬としてALK
阻害薬というものが投与可能となって
います。これは、2007年に自治医科大
学の間野教授らのグループが新しい肺
がん関連遺伝子としてALK遺伝子とい
うものを報告しました。このALKの融
合遺伝子が陽性の場合には、ALKの阻
害薬であるクリゾチニブ（商品名ザー
コリ）を使用することができるという
ことです。
　山内　この場合もあらかじめ遺伝子

の前に原発性のほうについて現在の治
療効果の状況を少しお話し願いたいの
ですが。
　長瀬　まず原発性肺がんの場合です
けれども、手術ができるのであれば手
術を行う。早期発見、早期外科治療と
いうのが基本になるわけですが、外科
治療の対象にならないような進行がん
の場合には、放射線療法あるいは化学
療法を組み合わせるといった治療を行
います。
　山内　そういったものは結局、いっ
たん効果があっても、また再発してく
るというのが現状ということで、この
質問のような話になると思われます。
次に、再発非小細胞肺がんに関して教
えていただきたいのですが。
　長瀬　肺がんというのは、ある意味
で非常に予後が厳しいがんです。例え
ば、手術ができたⅠ期、最もステージ
が低い場合でも、５年生存率は70％程
度といわれています。Ⅱ期以降ですと、
さらに低くなるということで、残念な
がら、手術ができても、また再発して
しまうということがあります。こうい
う再発した場合にどんな治療を行うか
です。
　山内　治療法の使い分けのあたりは
いかがなのでしょうか。
　長瀬　がんが再発してきたときに、
どういうかたちで再発するかというの
も一つのカギです。例えば、肺あるい
はリンパ節のように局所に限定される

場合と、肺以外の臓器に再発してしま
う遠隔転移の場合によって治療が異な
ってきます。
　例えば、放射線化学療法についてで
すが、これは放射線療法と化学療法を
同時に行うという治療法です。適応と
なるのは再発部位が限局した場合です。
例えば、ⅢA期といいますけれども、
リンパ節転移も同側に転移がある、こ
ういった場合が適応になってきます。
　山内　化学療法のほうの薬剤として
はどういったものが使われるのでしょ
うか。
　長瀬　化学療法のレジメンといいま
すけれども、今最もよく使われている
のがシスプラチンあるいはカルボプラ
チンといった白金製剤、これに加えて、
例えばビノレルビンあるいはドセタキ
セル、あるいはTS-１といったような
薬を組み合わせていくという治療法で
す。
　山内　それにプラス放射線療法とい
うことですね。
　長瀬　そうです。放射線化学療法の
場合には、さらに放射線を同時に行う
ということになります。
　山内　放射線化学療法の有効性は単
独よりもかなり高まると考えてよろし
いのでしょうか。
　長瀬　最近の臨床試験等を見ますと、
放射線化学療法の有効性といったよう
なエビデンスが出てきています。ただ、
治療法そのものが開発中であるという
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ことも考えておく必要があるかと思い
ます。
　山内　遠隔転移がある場合はいかが
なのでしょうか。
　長瀬　遠隔転移がある場合には、残
念ながら適応にはならないということ
です。
　山内　そこが限界ということになる
わけですね。
　長瀬　そうですね。
　山内　そうしますと、化学療法が基
本的には現時点では主流だと考えてよ
ろしいわけですね。
　長瀬　やはり化学療法、先ほどもお
話ししましたけれども、白金製剤に加
えて、様々な抗がん剤を加えるという
ことです。
　山内　併用療法として、多剤、多種
といったものが最近中心になっている
ようですが、やはり肺がんの場合もそ
うなってしまうわけでしょうか。
　長瀬　そうですね。白金製剤との組
み合わせとして、例えばビノレルビン、
ドセタキセル、パクリタキセル、ゲム
シタビン、これらのいずれかです。最
近ではまたさらに、ペメトレキセド、
あるいは経口薬であるTS-１、こうい
ったものを組み合わせる。こういう順
列組み合わせ的にレジメンを使ってい
くということになっています。
　山内　それに分子標的薬が出てくる
のかなという感じなのですが、これも
あちらこちらで聞くようにはなってい

ますが、肺がん関係ではいかがなので
しょうか。
　長瀬　肺がんでは分子標的薬が非常
に注目されております。特に、EGFR
阻害薬であるゲフィチニブ（商品名イ
レッサ）あるいはエルロチニブ（商品
名タルセバ）これらが代表的な薬です。
ただ、EGFRの遺伝子変異があるかな
いかによって大きく治療効果が異なり
ます。原則としては、EGFRの遺伝子
変異が陽性の患者に対しては、EGFR
の阻害薬はかなり有効であるといった
エビデンスが出てきつつあります。
　山内　このあたり、遺伝子を事前に
調べておきましょうといわれるゆえん
でもあるわけですね。
　長瀬　そうですね。変異が陽性であ
れば、初めからイレッサを使うという
ことが最近では行われつつあります。
　山内　それ以外のトピックス的に、
この分子標的薬には、何かあるのでし
ょうか。
　長瀬　最新の分子標的薬としてALK
阻害薬というものが投与可能となって
います。これは、2007年に自治医科大
学の間野教授らのグループが新しい肺
がん関連遺伝子としてALK遺伝子とい
うものを報告しました。このALKの融
合遺伝子が陽性の場合には、ALKの阻
害薬であるクリゾチニブ（商品名ザー
コリ）を使用することができるという
ことです。
　山内　この場合もあらかじめ遺伝子

の前に原発性のほうについて現在の治
療効果の状況を少しお話し願いたいの
ですが。
　長瀬　まず原発性肺がんの場合です
けれども、手術ができるのであれば手
術を行う。早期発見、早期外科治療と
いうのが基本になるわけですが、外科
治療の対象にならないような進行がん
の場合には、放射線療法あるいは化学
療法を組み合わせるといった治療を行
います。
　山内　そういったものは結局、いっ
たん効果があっても、また再発してく
るというのが現状ということで、この
質問のような話になると思われます。
次に、再発非小細胞肺がんに関して教
えていただきたいのですが。
　長瀬　肺がんというのは、ある意味
で非常に予後が厳しいがんです。例え
ば、手術ができたⅠ期、最もステージ
が低い場合でも、５年生存率は70％程
度といわれています。Ⅱ期以降ですと、
さらに低くなるということで、残念な
がら、手術ができても、また再発して
しまうということがあります。こうい
う再発した場合にどんな治療を行うか
です。
　山内　治療法の使い分けのあたりは
いかがなのでしょうか。
　長瀬　がんが再発してきたときに、
どういうかたちで再発するかというの
も一つのカギです。例えば、肺あるい
はリンパ節のように局所に限定される

場合と、肺以外の臓器に再発してしま
う遠隔転移の場合によって治療が異な
ってきます。
　例えば、放射線化学療法についてで
すが、これは放射線療法と化学療法を
同時に行うという治療法です。適応と
なるのは再発部位が限局した場合です。
例えば、ⅢA期といいますけれども、
リンパ節転移も同側に転移がある、こ
ういった場合が適応になってきます。
　山内　化学療法のほうの薬剤として
はどういったものが使われるのでしょ
うか。
　長瀬　化学療法のレジメンといいま
すけれども、今最もよく使われている
のがシスプラチンあるいはカルボプラ
チンといった白金製剤、これに加えて、
例えばビノレルビンあるいはドセタキ
セル、あるいはTS-１といったような
薬を組み合わせていくという治療法で
す。
　山内　それにプラス放射線療法とい
うことですね。
　長瀬　そうです。放射線化学療法の
場合には、さらに放射線を同時に行う
ということになります。
　山内　放射線化学療法の有効性は単
独よりもかなり高まると考えてよろし
いのでしょうか。
　長瀬　最近の臨床試験等を見ますと、
放射線化学療法の有効性といったよう
なエビデンスが出てきています。ただ、
治療法そのものが開発中であるという
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は確認しておく必要があるということ
ですね。
　長瀬　そうです。この薬物を使う場
合には、必ずALKの融合遺伝子が陽性
であるということを確認しなければい
けません。
　山内　実際にこの対象となる患者さ
んは、肺がん全体の何％ぐらいと見て
よろしいのでしょうか。
　長瀬　報告されているところでは非
小細胞肺がんのうちの約３％ぐらいだ
ろうということになっています。
　山内　あまり多くないというのが少
し残念なところですね。
　長瀬　そうですね。
　山内　こういった分子標的薬などが、
どんどん導入されてきて、治療効果も
高まっていると思われますが、実際、
先生が見ておられまして、全体として
の５年生存率などは上がってきている

と見てよろしいですか。
　長瀬　どうしても進行がんに対して
使うということでありますので、５年
生存率というよりも、むしろ生存中央
値で何カ月間ぐらい生存期間を延ばせ
るかということが最も大きな目標であ
るのが現状です。３～４カ月延長させ
ることができれば、薬物の有効性があ
ったというふうに評価されるのが現状
です。
　山内　薬剤の問題点についてはいか
がですか。
　長瀬　やはり抗がん剤というのは非
常に副作用を伴うことが多いわけです。
個々の患者さんに応じて、その症例、
適応をよく見極め、副作用の危険性な
どを患者さんによく説明して使うとい
うことが大事かと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　大動脈弁狭窄症のカテーテル
治療ということで、「なんだ、それは」
という感じの先生も少なくないと思う
のですけれども、実際のところ、循環
器領域、特に海外では今非常に脚光を
浴びている新しい治療法というふうに
聞いております。大動脈弁狭窄症とい
いますと、最近、高齢化に伴って増え
ていると聞きますけれども、いかがで
しょうか。
　桃原　我々のデータでも、高齢者の
大動脈弁狭窄症、動脈硬化を主体とす
る弁の硬化症として増えています。
　池脇　65歳以上の20～30％、あるい
は85歳を過ぎると２人に１人ぐらい、
これは狭窄症とまではいかなくても、
硬化症があるというデータを聞いたこ
とがあるのですけれども、日本も同じ
ような状況だと考えてよろしいですか。

　桃原　おそらく日本の場合は、動脈
硬化としての弁の狭窄症は増えている
印象です。ペーパー上といいましょう
か、論文上は大動脈弁狭窄症を10割と
しますと、５～６割が硬化症、３割ぐ
らいが先天性の二尖弁、その他という
ふうに分類されていますので、かなり
増えてきているのではないかと考えて
います。
　池脇　二尖弁ではちょっと話は別か
もしれませんけれども、そういったい
わゆる硬化性の大動脈弁狭窄症は、生
活習慣病、すなわち高脂血症ですとか
高血圧、これが影響している、要因に
なっているということなのでしょうか。
　桃原　おそらく長く生きてきたとい
う、戦後を含めて、平均余命が延びた、
寿命が延びたということもあるでしょ
うけれども、生活習慣病としての動脈

大動脈弁狭窄症のカテーテル治療（TAVI）

榊原記念病院循環器内科部長
桃　原　哲　也

（聞き手　池脇克則）

　重症大動脈弁狭窄症のカテーテル治療（TAVI）についての現状、その適応と
合併症、禁忌についてご教示ください。

＜宮城県開業医＞
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は確認しておく必要があるということ
ですね。
　長瀬　そうです。この薬物を使う場
合には、必ずALKの融合遺伝子が陽性
であるということを確認しなければい
けません。
　山内　実際にこの対象となる患者さ
んは、肺がん全体の何％ぐらいと見て
よろしいのでしょうか。
　長瀬　報告されているところでは非
小細胞肺がんのうちの約３％ぐらいだ
ろうということになっています。
　山内　あまり多くないというのが少
し残念なところですね。
　長瀬　そうですね。
　山内　こういった分子標的薬などが、
どんどん導入されてきて、治療効果も
高まっていると思われますが、実際、
先生が見ておられまして、全体として
の５年生存率などは上がってきている

と見てよろしいですか。
　長瀬　どうしても進行がんに対して
使うということでありますので、５年
生存率というよりも、むしろ生存中央
値で何カ月間ぐらい生存期間を延ばせ
るかということが最も大きな目標であ
るのが現状です。３～４カ月延長させ
ることができれば、薬物の有効性があ
ったというふうに評価されるのが現状
です。
　山内　薬剤の問題点についてはいか
がですか。
　長瀬　やはり抗がん剤というのは非
常に副作用を伴うことが多いわけです。
個々の患者さんに応じて、その症例、
適応をよく見極め、副作用の危険性な
どを患者さんによく説明して使うとい
うことが大事かと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　大動脈弁狭窄症のカテーテル
治療ということで、「なんだ、それは」
という感じの先生も少なくないと思う
のですけれども、実際のところ、循環
器領域、特に海外では今非常に脚光を
浴びている新しい治療法というふうに
聞いております。大動脈弁狭窄症とい
いますと、最近、高齢化に伴って増え
ていると聞きますけれども、いかがで
しょうか。
　桃原　我々のデータでも、高齢者の
大動脈弁狭窄症、動脈硬化を主体とす
る弁の硬化症として増えています。
　池脇　65歳以上の20～30％、あるい
は85歳を過ぎると２人に１人ぐらい、
これは狭窄症とまではいかなくても、
硬化症があるというデータを聞いたこ
とがあるのですけれども、日本も同じ
ような状況だと考えてよろしいですか。

　桃原　おそらく日本の場合は、動脈
硬化としての弁の狭窄症は増えている
印象です。ペーパー上といいましょう
か、論文上は大動脈弁狭窄症を10割と
しますと、５～６割が硬化症、３割ぐ
らいが先天性の二尖弁、その他という
ふうに分類されていますので、かなり
増えてきているのではないかと考えて
います。
　池脇　二尖弁ではちょっと話は別か
もしれませんけれども、そういったい
わゆる硬化性の大動脈弁狭窄症は、生
活習慣病、すなわち高脂血症ですとか
高血圧、これが影響している、要因に
なっているということなのでしょうか。
　桃原　おそらく長く生きてきたとい
う、戦後を含めて、平均余命が延びた、
寿命が延びたということもあるでしょ
うけれども、生活習慣病としての動脈

大動脈弁狭窄症のカテーテル治療（TAVI）

榊原記念病院循環器内科部長
桃　原　哲　也

（聞き手　池脇克則）

　重症大動脈弁狭窄症のカテーテル治療（TAVI）についての現状、その適応と
合併症、禁忌についてご教示ください。

＜宮城県開業医＞
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硬化を主体とした狭窄症が増えてきて
いるような印象です。
　池脇　通常は外科適応になった場合
には大動脈弁の置換術が適応というこ
とぐらいしか知らないのですけれども、
その中でカテーテル治療が最近脚光を
浴びてきた背景はどういうことなので
しょうか。
　桃原　ヨーロッパのデータなどです
と、メジャーなデータが2001年に出て
おりますけれども、大動脈弁狭窄症に
よる症状があっても、３割強ぐらいは
バルーンの治療、大動脈弁の置換術な
どの治療を受けられていないのです。
その論文が出まして、今からお話しす
るTAVIという経カテーテル大動脈弁
植え込み術がヨーロッパで始まったと
いうのが経緯です。ですから、重症で
大動脈弁置換ができない人に対して一
般的に始まった治療と思っていただい
ていいのではないかと思います。
　池脇　確認ですが、それは高齢でい
ろいろな合併症もあって、開胸手術を
するにはリスクが高い。なかなか心臓
外科の先生方も二の足を踏んでしまう。
そういう患者さんに対して、TAVIが
使われるようになってきたということ
でよろしいですか。
　桃原　今はヨーロッパではちょっと
違うのですけれども、最初のころ、手
術が難しい困難例にTAVIという治療
をバルーンでやる、もしくは植え込む
ということでスタートしたので、先生

がおっしゃるような適応が一番だと思
っています。
　池脇　バルーンで大動脈弁の固いと
ころを広げるという、これもカテーテ
ル治療ではあるのですけれども、TAVI
は具体的にどういう治療なのでしょう
か。
　桃原　一般的には足の動脈、大腿動
脈を使って行うパターンと、直接第六
肋間を５㎝ほど切開しまして、ダイレ
クトに心尖部を穿刺して行う、経心尖
部アプローチがあります。足のほうは
経大腿動脈アプローチといって、一般
的には２つあります。やり方は基本的
に一緒なのですけれども、風船で膨ら
ませて前拡張をして、その後、バルー
ンに乗っている植え込みの弁を生体弁、
牛の心膜弁ですけれども、それを広げ
て植え込んで終了するというのが一般
的なやり方です。
　池脇　雑な言い方かもしれませんけ
れども、そうすると冠動脈で使用して
いるステントに牛の生体弁がひっつい
ていて、正しい位置までステントを持
っていって、そこでぐっと広げて弁を
つくるという理解でよいでしょうか。
　桃原　そうですね。牛の心膜弁が一
般的なのですけれども、心膜を外科で
使っている３つの形にして植え込んで
いくというのが一般的で、基本的には
生体と同様に３弁が動いているという
かたちに最終的にはなっています。
　池脇　ステントに牛の生体弁をつけ

て広げるという発想はなかなか思いつ
かないような気がするのですけれども。
　桃原　2002年にフランスのアラン・
クリビエ先生が初めて経静脈的に中隔
を穿刺して行ったのですけれども、そ
れがファーストインマンでして、世界
で最初の論文でした。それから発展し
まして最終的に動脈経由でやるように
なったということです。
　池脇　世界的に見ると、10年過ぎて、
TAVIも進化しているのではないかと
思うのですが、どうでしょうか。
　桃原　一番の進歩はデバイスが細く
なったということです。最初は24フレ
ンチという大きさ、直径でいいますと
８㎜強でやっていましたけれども、今
一番細いのは16フレンチ、６㎜前後で
やっています。血管に対して優しいと
いうことと、以前は大動脈弁の植え込
み術、TAVIに関しましては、先ほど
お話ししたように非常にリスクが高い
方にやっていましたけれども、非常に
成績がいいということで、年齢的にも
85歳が75歳になったり、65歳になった
りして、だんだんおりてきまして、中
ぐらいのリスクの人にも今ヨーロッパ
では行われているのが現状です。
　池脇　日本では、先生方の施設も含
めて、治験をされて、いよいよ申請と
いうふうに聞いていますけれども、日
本の状況はどうなのでしょうか。
　桃原　我々の初期のデータは、2012
年の３月に厚生労働省に報告してあり

まして、これはまだ話の段階ですけれ
ども、2013年の５月以降、もしくは夏
ぐらいまでには保険償還される可能性
があるといわれていますので、近々日
本でも正式に使えることになるのでは
ないかと期待しています。
　池脇　先生のお話では、置換術が行
えないような、高齢で、なおかつ合併
症の多い方ということでしたけれども、
日本での適応はどういうことになりそ
うなのですか。
　桃原　治験の適応がそういう適応で
したので、最初のころはおそらくそう
いうリスクの高い方。ただし、リスク
の高い方の中で、本当は透析の方が入
っているべきなのですけれども、治験
の場合はあまりにもリスクが高いとい
うことで外れているのです。ですから、
透析の方たちにも、もしかしたら恩恵
があるのではないかというぐらいに拡
大できれば、意味がある治療になるの
ではないかと思っています。しかし、
当初はおそらく治験の基準に準じた、
高齢者で、なおかつ弁置換が難しいと
いう方に適用されるのではないかと考
えています。
　池脇　TAVIの合併症、あるいは留
意することに関しては何かありますか。
　桃原　まず一番大事なことは、脳梗
塞が起こります。何％かというのは論
文によって違いますので、一概には言
えませんけれども、多い報告ですと５
％ぐらい、少なくても2.5％、それが一
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硬化を主体とした狭窄症が増えてきて
いるような印象です。
　池脇　通常は外科適応になった場合
には大動脈弁の置換術が適応というこ
とぐらいしか知らないのですけれども、
その中でカテーテル治療が最近脚光を
浴びてきた背景はどういうことなので
しょうか。
　桃原　ヨーロッパのデータなどです
と、メジャーなデータが2001年に出て
おりますけれども、大動脈弁狭窄症に
よる症状があっても、３割強ぐらいは
バルーンの治療、大動脈弁の置換術な
どの治療を受けられていないのです。
その論文が出まして、今からお話しす
るTAVIという経カテーテル大動脈弁
植え込み術がヨーロッパで始まったと
いうのが経緯です。ですから、重症で
大動脈弁置換ができない人に対して一
般的に始まった治療と思っていただい
ていいのではないかと思います。
　池脇　確認ですが、それは高齢でい
ろいろな合併症もあって、開胸手術を
するにはリスクが高い。なかなか心臓
外科の先生方も二の足を踏んでしまう。
そういう患者さんに対して、TAVIが
使われるようになってきたということ
でよろしいですか。
　桃原　今はヨーロッパではちょっと
違うのですけれども、最初のころ、手
術が難しい困難例にTAVIという治療
をバルーンでやる、もしくは植え込む
ということでスタートしたので、先生

がおっしゃるような適応が一番だと思
っています。
　池脇　バルーンで大動脈弁の固いと
ころを広げるという、これもカテーテ
ル治療ではあるのですけれども、TAVI
は具体的にどういう治療なのでしょう
か。
　桃原　一般的には足の動脈、大腿動
脈を使って行うパターンと、直接第六
肋間を５㎝ほど切開しまして、ダイレ
クトに心尖部を穿刺して行う、経心尖
部アプローチがあります。足のほうは
経大腿動脈アプローチといって、一般
的には２つあります。やり方は基本的
に一緒なのですけれども、風船で膨ら
ませて前拡張をして、その後、バルー
ンに乗っている植え込みの弁を生体弁、
牛の心膜弁ですけれども、それを広げ
て植え込んで終了するというのが一般
的なやり方です。
　池脇　雑な言い方かもしれませんけ
れども、そうすると冠動脈で使用して
いるステントに牛の生体弁がひっつい
ていて、正しい位置までステントを持
っていって、そこでぐっと広げて弁を
つくるという理解でよいでしょうか。
　桃原　そうですね。牛の心膜弁が一
般的なのですけれども、心膜を外科で
使っている３つの形にして植え込んで
いくというのが一般的で、基本的には
生体と同様に３弁が動いているという
かたちに最終的にはなっています。
　池脇　ステントに牛の生体弁をつけ

て広げるという発想はなかなか思いつ
かないような気がするのですけれども。
　桃原　2002年にフランスのアラン・
クリビエ先生が初めて経静脈的に中隔
を穿刺して行ったのですけれども、そ
れがファーストインマンでして、世界
で最初の論文でした。それから発展し
まして最終的に動脈経由でやるように
なったということです。
　池脇　世界的に見ると、10年過ぎて、
TAVIも進化しているのではないかと
思うのですが、どうでしょうか。
　桃原　一番の進歩はデバイスが細く
なったということです。最初は24フレ
ンチという大きさ、直径でいいますと
８㎜強でやっていましたけれども、今
一番細いのは16フレンチ、６㎜前後で
やっています。血管に対して優しいと
いうことと、以前は大動脈弁の植え込
み術、TAVIに関しましては、先ほど
お話ししたように非常にリスクが高い
方にやっていましたけれども、非常に
成績がいいということで、年齢的にも
85歳が75歳になったり、65歳になった
りして、だんだんおりてきまして、中
ぐらいのリスクの人にも今ヨーロッパ
では行われているのが現状です。
　池脇　日本では、先生方の施設も含
めて、治験をされて、いよいよ申請と
いうふうに聞いていますけれども、日
本の状況はどうなのでしょうか。
　桃原　我々の初期のデータは、2012
年の３月に厚生労働省に報告してあり

まして、これはまだ話の段階ですけれ
ども、2013年の５月以降、もしくは夏
ぐらいまでには保険償還される可能性
があるといわれていますので、近々日
本でも正式に使えることになるのでは
ないかと期待しています。
　池脇　先生のお話では、置換術が行
えないような、高齢で、なおかつ合併
症の多い方ということでしたけれども、
日本での適応はどういうことになりそ
うなのですか。
　桃原　治験の適応がそういう適応で
したので、最初のころはおそらくそう
いうリスクの高い方。ただし、リスク
の高い方の中で、本当は透析の方が入
っているべきなのですけれども、治験
の場合はあまりにもリスクが高いとい
うことで外れているのです。ですから、
透析の方たちにも、もしかしたら恩恵
があるのではないかというぐらいに拡
大できれば、意味がある治療になるの
ではないかと思っています。しかし、
当初はおそらく治験の基準に準じた、
高齢者で、なおかつ弁置換が難しいと
いう方に適用されるのではないかと考
えています。
　池脇　TAVIの合併症、あるいは留
意することに関しては何かありますか。
　桃原　まず一番大事なことは、脳梗
塞が起こります。何％かというのは論
文によって違いますので、一概には言
えませんけれども、多い報告ですと５
％ぐらい、少なくても2.5％、それが一
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つ大きな合併症です。もう一つは血管
性の合併症。経大腿動脈ですと大腿動
脈の破裂とか損傷、心尖部からのアプ
ローチですと心破裂、縫っても縫って
も出血したりということが挙げられま
す。
　もう一つは弁の特徴ですけれども、
弁を植え込むわけですから、弁が弁輪
部の石灰化部分にかからずに、左心室
に落ちたり、もしくは大動脈のほうに
移動したり、embolismというのですが、
そういう合併症があります。
　さらにもう一つ大きい合併症として
は、最初固い弁輪部にバルーンを当て
たりステントを植え込みますので、い
わゆる弁輪部のラプチャー、破裂が約
１％弱ぐらいあるといわれています。
そういったもろもろの合併症がまだ少
し多いような治療法ですから、もう少
し品質がよくなったり、いろいろな経
験を積んでくると、少なくなっていく
のではないかと考えられています。

　池脇　こういう新しい治療法の場合
には、デバイスが進化することも重要
なのでしょうけれども、先生方のよう
な、指導する方たちがきちっと指導し
ていって、安全に普及していくという
ことも大事だと思いますが、いかがで
しょうか。
　桃原　我々も、ヨーロッパの先生、
カナダの先生から最初習いましたので、
当初は日本の指導者が少なめですから、
海外の先生に依存するのでしょうけれ
ども、将来的には我々、もしくは大き
な大学が教育機関となって、日本の先
生方の指導をしていくというふうに考
えられています。また実際そうしてい
かないと、普及していかないのではな
いかと考えています。最後になります
が、この治療は内科・外科を含めた 

“ハートチーム”で行うことが大切だ
と考えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　高橋先生、内視鏡による木
村・竹本分類の話のようですけれども、
Cタイプ、Oタイプという胃炎の分類
に関する質問です。まず胃炎について
一般的なところから教えてください。
　高橋　胃炎には急性胃炎と慢性胃炎
があるのですが、急性胃炎というのは
原因がよくわかっているものでして、
短期間に回復するので、我々はそれは
あまり注目していません。質問の胃炎
とは慢性胃炎のことだと思います。
　本日は慢性胃炎について少しお話し
させていただきたいと思うのですが、
日本の慢性胃炎というと、組織学的な
胃炎、これは内視鏡で胃の粘膜を取っ
てきて、組織を病理学的に検索すると
胃炎ができているということ、それが

１つ。あとは、今先生がおっしゃった
ように内視鏡で見て「胃炎があるな」
という内視鏡的な胃炎。そして最後に
臨床的な胃炎です。これは、胃もたれ
とか、胃が重いとか、そういう症状が
出てきた場合に、今、機能性ディスペ
プシアという病名をつけようではない
かという運動が出ています。慢性胃炎
にはこういう３つの分類法がありまし
て、少し混乱が生じていると思います。
　池脇　そういった組織・内視鏡・臨
床的なという分類の中でもいろいろな
ところから慢性胃炎の分類ということ
が提唱されているように聞いています
けれども、そのあたりはどうなのでし
ょうか。
　高橋　古くは、これは外国人の名前

胃炎の分類と最近の動向

杏林大学第三内科教授
高　橋　信　一

（聞き手　池脇克則）

　胃炎の分類の最近の動向、特にCタイプ、Oタイプ胃炎分類の経緯と意義につ
いてご教示ください。
　また、検診にどう生かすか、被検者への説明はどうしたらよいのかもご教示
ください。

＜群馬県開業医＞
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つ大きな合併症です。もう一つは血管
性の合併症。経大腿動脈ですと大腿動
脈の破裂とか損傷、心尖部からのアプ
ローチですと心破裂、縫っても縫って
も出血したりということが挙げられま
す。
　もう一つは弁の特徴ですけれども、
弁を植え込むわけですから、弁が弁輪
部の石灰化部分にかからずに、左心室
に落ちたり、もしくは大動脈のほうに
移動したり、embolismというのですが、
そういう合併症があります。
　さらにもう一つ大きい合併症として
は、最初固い弁輪部にバルーンを当て
たりステントを植え込みますので、い
わゆる弁輪部のラプチャー、破裂が約
１％弱ぐらいあるといわれています。
そういったもろもろの合併症がまだ少
し多いような治療法ですから、もう少
し品質がよくなったり、いろいろな経
験を積んでくると、少なくなっていく
のではないかと考えられています。

　池脇　こういう新しい治療法の場合
には、デバイスが進化することも重要
なのでしょうけれども、先生方のよう
な、指導する方たちがきちっと指導し
ていって、安全に普及していくという
ことも大事だと思いますが、いかがで
しょうか。
　桃原　我々も、ヨーロッパの先生、
カナダの先生から最初習いましたので、
当初は日本の指導者が少なめですから、
海外の先生に依存するのでしょうけれ
ども、将来的には我々、もしくは大き
な大学が教育機関となって、日本の先
生方の指導をしていくというふうに考
えられています。また実際そうしてい
かないと、普及していかないのではな
いかと考えています。最後になります
が、この治療は内科・外科を含めた 

“ハートチーム”で行うことが大切だ
と考えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　高橋先生、内視鏡による木
村・竹本分類の話のようですけれども、
Cタイプ、Oタイプという胃炎の分類
に関する質問です。まず胃炎について
一般的なところから教えてください。
　高橋　胃炎には急性胃炎と慢性胃炎
があるのですが、急性胃炎というのは
原因がよくわかっているものでして、
短期間に回復するので、我々はそれは
あまり注目していません。質問の胃炎
とは慢性胃炎のことだと思います。
　本日は慢性胃炎について少しお話し
させていただきたいと思うのですが、
日本の慢性胃炎というと、組織学的な
胃炎、これは内視鏡で胃の粘膜を取っ
てきて、組織を病理学的に検索すると
胃炎ができているということ、それが

１つ。あとは、今先生がおっしゃった
ように内視鏡で見て「胃炎があるな」
という内視鏡的な胃炎。そして最後に
臨床的な胃炎です。これは、胃もたれ
とか、胃が重いとか、そういう症状が
出てきた場合に、今、機能性ディスペ
プシアという病名をつけようではない
かという運動が出ています。慢性胃炎
にはこういう３つの分類法がありまし
て、少し混乱が生じていると思います。
　池脇　そういった組織・内視鏡・臨
床的なという分類の中でもいろいろな
ところから慢性胃炎の分類ということ
が提唱されているように聞いています
けれども、そのあたりはどうなのでし
ょうか。
　高橋　古くは、これは外国人の名前

胃炎の分類と最近の動向

杏林大学第三内科教授
高　橋　信　一

（聞き手　池脇克則）

　胃炎の分類の最近の動向、特にCタイプ、Oタイプ胃炎分類の経緯と意義につ
いてご教示ください。
　また、検診にどう生かすか、被検者への説明はどうしたらよいのかもご教示
ください。

＜群馬県開業医＞
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なのですが、ストリックランドの分類
というものがありました。これはA型
胃炎、B型胃炎ということで、A型胃
炎というのは自己免疫性のものです。
抗壁細胞抗体が出てきて、悪性貧血な
どを合併するもので、日本では非常に
少ないものです。あと、いわゆるピロ
リ菌感染に伴うような慢性胃炎をB型
胃炎と申します。日本人のほとんどの
胃炎がこのB型胃炎です。こういう分
類が１つあります。
　もう一つは、1990年にシドニーで世
界消化器病学会が開かれて、そのとき
にシドニー分類という胃炎の分類法が
定まりました。これは分類というより
も、むしろ胃炎の所見の記載法ですが、
このシドニー分類は今あまり使われて
いません。
　池脇　質問の木村・竹本分類は内視
鏡による所見だというぐらいしかわか
らないのですけれども、どういう基準
で分類するのでしょうか。
　高橋　これは内視鏡的な分類です。
内視鏡をのぞきますと、胃の萎縮のあ
るところと萎縮のないところに境界線
が見えます。私どもはそれを腺境界と
呼んでいます。その腺境界の広がりに
よって、クローズドタイプ（C）とオ
ープンタイプ（O）の２つにまず分け
ます。クローズドタイプ、オープンタ
イプ、それぞれ１～３までありますの
で、全部でCの１、２、３、Oの１、２、
３で、６分類。萎縮の一番少ない、若々

しい胃がCの１、そして一番萎縮が強
くて、すべすべの胃になってしまう、
それがOの３です。このCの１からOの
３に進むに従って萎縮が広がり、胃が
んの危険因子が広がるというふうに考
えられています。
　池脇　クローズドとオープンという
のはどこが違うのでしょうか。
　高橋　胃のcardia、つまり噴門部ま
での萎縮をクローズドタイプ、噴門部
を越えてしまうとオープンタイプにな
ります。内視鏡で見れば、その辺はは
っきりわかるのですけれども、そうい
うタイプの分け方です。
　池脇　広がりによって、ということ
ですね。
　高橋　そうです。
　池脇　これは、木村先生、竹本先生
が観察をして、体系をつくったという
ことなのでしょうか。
　高橋　素晴らしいことなのですが、
内視鏡検査をしながら、組織を何カ所
も取らせていただいて、組織学的な萎
縮と内視鏡的な萎縮を対比して、ちゃ
んとした分類をつくったということで
す。しかも、発がんの危険因子である
萎縮性胃炎の広がりに着目したという
ことは、もし萎縮性胃炎が広がってい
る患者さんは胃がんになりやすいとい
うことがわかるわけで、たいへん素晴
らしい分類です。
　池脇　話がそれるかもしれませんけ
れども、こういった非常に細かに内視

鏡所見を観察して分類をするというと、
あまり海外の先生方はなじめないよう
な気がするのですけれども、どうなの
でしょう。
　高橋　我々がCの１とかOの３とか
いっても、いまだに、あまりご理解い
ただけません。ただ、木村・竹本分類、
これは欧文になっておりますので、引
用されることは多くあります。
　池脇　萎縮が強いほど将来の胃がん
のリスクが高いということは、簡単に
いうと、CからOにそれぞれ数字が増
えるごとに上がっていくということで
しょうか。
　高橋　そういうことです。
　池脇　萎縮性の胃炎は、ピロリ菌の
関与もあって、将来の胃がんのリスク
ととらえられます。最近は健診でペプ
シノゲンを測っていますが、そういっ
たものとの相関といいますか、何かデ
ータはあるのでしょうか。
　高橋　これは東邦大学医学部名誉教
授の三木先生が古くから研究されてい
るペプシノゲン法というものがありま
す。ペプシノゲンというのはペプシン
の前駆体で、つまり蛋白質を消化する
胃の主細胞から出る消化酵素です。こ
れが少量ですけれども、胃の中だけで
はなくて、血中にも出てきます。ペプ
シノゲンはⅠとⅡに分類されていまし
て、萎縮が進んでくると、ペプシノゲ
ンⅠをペプシノゲンⅡで割った、ペプ
シノゲンⅠ/Ⅱ比が下がってくるので

す。これを三木先生が発見されました。
ですから、内視鏡をのまなくても萎縮
の状況がわかる、血液検査でわかると
いうたいへん素晴らしい方法です。そ
して、もしペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が下
がっていれば、胃がんになりやすい方
であるということがわかるわけです。
　池脇　将来の胃がんのリスクを評価
するにあたって、一つは内視鏡で、木
村・竹本分類で行うという方法もあれ
ば、ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比で行うとい
う方法もある。どういうふうにして組
み合わせていくのか、これは健診も含
めてですけれども、このあたりはどう
でしょう。
　高橋　そこが一番興味のあるところ
ですが、内視鏡を全員やればいいわけ
ですが、それは人的にも足りないし、
また内視鏡が怖いという方もおられま
すので、まず健診ということで考えれ
ば、血液でわかるということで、ペプ
シノゲンⅠ/Ⅱ比を取っていただく。
そして、それが低い場合は、がんにな
っている可能性、あるいはがんになり
やすい危険性が高い方ですので、内視
鏡検査をしていただくということです。
　実際、統計を取りますと、ペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比が低い人に内視鏡検査を
行ったのですけれども、あまり胃がん
が見つからなかったのです。それで、
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比＋ピロリ菌がい
る・いないで対象者を分けてみようと
いうことで、ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が
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なのですが、ストリックランドの分類
というものがありました。これはA型
胃炎、B型胃炎ということで、A型胃
炎というのは自己免疫性のものです。
抗壁細胞抗体が出てきて、悪性貧血な
どを合併するもので、日本では非常に
少ないものです。あと、いわゆるピロ
リ菌感染に伴うような慢性胃炎をB型
胃炎と申します。日本人のほとんどの
胃炎がこのB型胃炎です。こういう分
類が１つあります。
　もう一つは、1990年にシドニーで世
界消化器病学会が開かれて、そのとき
にシドニー分類という胃炎の分類法が
定まりました。これは分類というより
も、むしろ胃炎の所見の記載法ですが、
このシドニー分類は今あまり使われて
いません。
　池脇　質問の木村・竹本分類は内視
鏡による所見だというぐらいしかわか
らないのですけれども、どういう基準
で分類するのでしょうか。
　高橋　これは内視鏡的な分類です。
内視鏡をのぞきますと、胃の萎縮のあ
るところと萎縮のないところに境界線
が見えます。私どもはそれを腺境界と
呼んでいます。その腺境界の広がりに
よって、クローズドタイプ（C）とオ
ープンタイプ（O）の２つにまず分け
ます。クローズドタイプ、オープンタ
イプ、それぞれ１～３までありますの
で、全部でCの１、２、３、Oの１、２、
３で、６分類。萎縮の一番少ない、若々

しい胃がCの１、そして一番萎縮が強
くて、すべすべの胃になってしまう、
それがOの３です。このCの１からOの
３に進むに従って萎縮が広がり、胃が
んの危険因子が広がるというふうに考
えられています。
　池脇　クローズドとオープンという
のはどこが違うのでしょうか。
　高橋　胃のcardia、つまり噴門部ま
での萎縮をクローズドタイプ、噴門部
を越えてしまうとオープンタイプにな
ります。内視鏡で見れば、その辺はは
っきりわかるのですけれども、そうい
うタイプの分け方です。
　池脇　広がりによって、ということ
ですね。
　高橋　そうです。
　池脇　これは、木村先生、竹本先生
が観察をして、体系をつくったという
ことなのでしょうか。
　高橋　素晴らしいことなのですが、
内視鏡検査をしながら、組織を何カ所
も取らせていただいて、組織学的な萎
縮と内視鏡的な萎縮を対比して、ちゃ
んとした分類をつくったということで
す。しかも、発がんの危険因子である
萎縮性胃炎の広がりに着目したという
ことは、もし萎縮性胃炎が広がってい
る患者さんは胃がんになりやすいとい
うことがわかるわけで、たいへん素晴
らしい分類です。
　池脇　話がそれるかもしれませんけ
れども、こういった非常に細かに内視

鏡所見を観察して分類をするというと、
あまり海外の先生方はなじめないよう
な気がするのですけれども、どうなの
でしょう。
　高橋　我々がCの１とかOの３とか
いっても、いまだに、あまりご理解い
ただけません。ただ、木村・竹本分類、
これは欧文になっておりますので、引
用されることは多くあります。
　池脇　萎縮が強いほど将来の胃がん
のリスクが高いということは、簡単に
いうと、CからOにそれぞれ数字が増
えるごとに上がっていくということで
しょうか。
　高橋　そういうことです。
　池脇　萎縮性の胃炎は、ピロリ菌の
関与もあって、将来の胃がんのリスク
ととらえられます。最近は健診でペプ
シノゲンを測っていますが、そういっ
たものとの相関といいますか、何かデ
ータはあるのでしょうか。
　高橋　これは東邦大学医学部名誉教
授の三木先生が古くから研究されてい
るペプシノゲン法というものがありま
す。ペプシノゲンというのはペプシン
の前駆体で、つまり蛋白質を消化する
胃の主細胞から出る消化酵素です。こ
れが少量ですけれども、胃の中だけで
はなくて、血中にも出てきます。ペプ
シノゲンはⅠとⅡに分類されていまし
て、萎縮が進んでくると、ペプシノゲ
ンⅠをペプシノゲンⅡで割った、ペプ
シノゲンⅠ/Ⅱ比が下がってくるので

す。これを三木先生が発見されました。
ですから、内視鏡をのまなくても萎縮
の状況がわかる、血液検査でわかると
いうたいへん素晴らしい方法です。そ
して、もしペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が下
がっていれば、胃がんになりやすい方
であるということがわかるわけです。
　池脇　将来の胃がんのリスクを評価
するにあたって、一つは内視鏡で、木
村・竹本分類で行うという方法もあれ
ば、ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比で行うとい
う方法もある。どういうふうにして組
み合わせていくのか、これは健診も含
めてですけれども、このあたりはどう
でしょう。
　高橋　そこが一番興味のあるところ
ですが、内視鏡を全員やればいいわけ
ですが、それは人的にも足りないし、
また内視鏡が怖いという方もおられま
すので、まず健診ということで考えれ
ば、血液でわかるということで、ペプ
シノゲンⅠ/Ⅱ比を取っていただく。
そして、それが低い場合は、がんにな
っている可能性、あるいはがんになり
やすい危険性が高い方ですので、内視
鏡検査をしていただくということです。
　実際、統計を取りますと、ペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比が低い人に内視鏡検査を
行ったのですけれども、あまり胃がん
が見つからなかったのです。それで、
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比＋ピロリ菌がい
る・いないで対象者を分けてみようと
いうことで、ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が
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正常でピロリ菌がいない方、胃が非常
に若々しい方、これをA群。ペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比が正常でピロリ菌がいる
方、これをB群。そして、ペプシノゲ
ンⅠ/Ⅱ比が低い方、つまり萎縮が進
んでいる方を、ピロリ菌がいる・いな
いにかかわらずC群としようというこ
とで、A、B、C群に分けて、胃がんか
どうかと見ますと、これは多くのデー
タが出ていますけれども、A群ではほ
とんど出ない。ところが、B群では少
数出てくる。そしてC群ではたくさん
の方が出てくるということがわかりま
した。それで、今ではB群、C群に限っ
て胃カメラ検査を行っていこうという、
ABC分類による胃がんの検診、これが
東京都の区、それからいろいろな都市
でも、健診に使われ始めています。
　池脇　従来のバリウムによる健診よ
りも、そちらのほうが効率よくハイリ
スクの方を拾えるということでしょう
か。
　高橋　まずABC分類をして、その後
は胃カメラでもよろしいし、胃の透視
でもよろしい。とにかくそういう検査
をさらに受けていただいて、早期の胃
がんを見つけていただきたいと考えて
います。
　池脇　まずABC分類をやって、Bあ
るいはCの方は内視鏡検査を行う。そ

こで木村・竹本分類のどれかという流
れでしょうか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方をどのくらいの
頻度でフォローするかということに関
しては、そこは内視鏡分類とペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比、あるいはピロリ菌とい
うものを組み合わせて検討するのでし
ょうか。
　高橋　そうです。C群では１年に１
回、B群だったらもうちょっと空けて
いいのではないか。２～３年に１回。
A群では、一度検査したら、もうしば
らくしなくていいのではないか。そう
いうふうに考えていますが、まだデー
タが蓄積されていませんので、今後、
どのぐらいでいいかということも決ま
ってくると思います。
　池脇　最後に、ピロリ菌の除菌で将
来の胃がんの発症が抑えられるのかど
うかについてですが、現時点ではどう
いうデータがあるのでしょうか。
　高橋　たくさんデータが出てきまし
て、ピロリ菌を除菌することによって、
その後、胃がんの発生率が抑えられて
いるということが出ていますので、ピ
ロリ菌に感染している方はぜひ除菌を
していただきたいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　木村先生、質問のような症例、
先生はどのようにお考えですか。
　木村　ご高齢の高血圧の患者さんで
は時々このような低ナトリウム血症を
見ます。低ナトリウム血症というのは
血清ナトリウム濃度が低いということ
なのですが、血清ナトリウム濃度は正
常で135～147mEq/Lの狭い範囲に常に
維持されています。それを外れた場合
には複数の防御反応が働いて正常範囲
に戻します。それが戻らないというこ
とは、何らかの戻らない病態が続いて
いるということを表しています。その
病態がいったい何かということが問題

になります。
　この患者さんの場合で考えますと、
クレアチニンが0.78㎎/㎗で、eGFRが
69.8㎖/min/1.73㎡ということで、ほと
んど正常なように見えます。しかし、
ご高齢ですので、もしかしたら筋肉量
が少なくてクレアチニンが低くなって
おり、実際よりは腎機能がよく見えて
いる可能性があります。ですから、軽
度な腎機能障害が合併している可能性
は否定できません。これが１つです。
　その他、この患者さんで低ナトリウ
ム血症をきたす原因として、フルイト
ラン、サイアザイド系の利尿薬ですが、

低ナトリウム血症の管理

聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科教授
木　村　健二郎

（聞き手　山内俊一）

　低ナトリウム血症の管理についておうかがいします。
　91歳男性、認知症、高血圧あり、無症状です。
　Na 124、cl 91、K 4.5、CRH 0.78（eGFR 69.8㎖/min/1.73㎡、stage ２）、コ
ルチゾール14.6（正常4.5〜21.1）、内服薬はフルイトラン１㎎、ディオバン80
㎎、カルデナリン１㎎、アムロランOD５㎎です。血圧も安定しています。
　経過観察としてよろしいでしょうか。ご教示ください。
　（聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科　木村健二郎教授に）
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正常でピロリ菌がいない方、胃が非常
に若々しい方、これをA群。ペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比が正常でピロリ菌がいる
方、これをB群。そして、ペプシノゲ
ンⅠ/Ⅱ比が低い方、つまり萎縮が進
んでいる方を、ピロリ菌がいる・いな
いにかかわらずC群としようというこ
とで、A、B、C群に分けて、胃がんか
どうかと見ますと、これは多くのデー
タが出ていますけれども、A群ではほ
とんど出ない。ところが、B群では少
数出てくる。そしてC群ではたくさん
の方が出てくるということがわかりま
した。それで、今ではB群、C群に限っ
て胃カメラ検査を行っていこうという、
ABC分類による胃がんの検診、これが
東京都の区、それからいろいろな都市
でも、健診に使われ始めています。
　池脇　従来のバリウムによる健診よ
りも、そちらのほうが効率よくハイリ
スクの方を拾えるということでしょう
か。
　高橋　まずABC分類をして、その後
は胃カメラでもよろしいし、胃の透視
でもよろしい。とにかくそういう検査
をさらに受けていただいて、早期の胃
がんを見つけていただきたいと考えて
います。
　池脇　まずABC分類をやって、Bあ
るいはCの方は内視鏡検査を行う。そ

こで木村・竹本分類のどれかという流
れでしょうか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方をどのくらいの
頻度でフォローするかということに関
しては、そこは内視鏡分類とペプシノ
ゲンⅠ/Ⅱ比、あるいはピロリ菌とい
うものを組み合わせて検討するのでし
ょうか。
　高橋　そうです。C群では１年に１
回、B群だったらもうちょっと空けて
いいのではないか。２～３年に１回。
A群では、一度検査したら、もうしば
らくしなくていいのではないか。そう
いうふうに考えていますが、まだデー
タが蓄積されていませんので、今後、
どのぐらいでいいかということも決ま
ってくると思います。
　池脇　最後に、ピロリ菌の除菌で将
来の胃がんの発症が抑えられるのかど
うかについてですが、現時点ではどう
いうデータがあるのでしょうか。
　高橋　たくさんデータが出てきまし
て、ピロリ菌を除菌することによって、
その後、胃がんの発生率が抑えられて
いるということが出ていますので、ピ
ロリ菌に感染している方はぜひ除菌を
していただきたいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　木村先生、質問のような症例、
先生はどのようにお考えですか。
　木村　ご高齢の高血圧の患者さんで
は時々このような低ナトリウム血症を
見ます。低ナトリウム血症というのは
血清ナトリウム濃度が低いということ
なのですが、血清ナトリウム濃度は正
常で135～147mEq/Lの狭い範囲に常に
維持されています。それを外れた場合
には複数の防御反応が働いて正常範囲
に戻します。それが戻らないというこ
とは、何らかの戻らない病態が続いて
いるということを表しています。その
病態がいったい何かということが問題

になります。
　この患者さんの場合で考えますと、
クレアチニンが0.78㎎/㎗で、eGFRが
69.8㎖/min/1.73㎡ということで、ほと
んど正常なように見えます。しかし、
ご高齢ですので、もしかしたら筋肉量
が少なくてクレアチニンが低くなって
おり、実際よりは腎機能がよく見えて
いる可能性があります。ですから、軽
度な腎機能障害が合併している可能性
は否定できません。これが１つです。
　その他、この患者さんで低ナトリウ
ム血症をきたす原因として、フルイト
ラン、サイアザイド系の利尿薬ですが、

低ナトリウム血症の管理

聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科教授
木　村　健二郎

（聞き手　山内俊一）

　低ナトリウム血症の管理についておうかがいします。
　91歳男性、認知症、高血圧あり、無症状です。
　Na 124、cl 91、K 4.5、CRH 0.78（eGFR 69.8㎖/min/1.73㎡、stage ２）、コ
ルチゾール14.6（正常4.5〜21.1）、内服薬はフルイトラン１㎎、ディオバン80
㎎、カルデナリン１㎎、アムロランOD５㎎です。血圧も安定しています。
　経過観察としてよろしいでしょうか。ご教示ください。
　（聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科　木村健二郎教授に）

＜新潟県開業医＞
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これが低ナトリウム血症の原因として
重要です。サイアザイド系利尿薬は、
遠位尿細管に働いてナトリウムの再吸
収を抑えます。遠位尿細管は、尿を薄
くするために非常に重要な部分なので
すけれども、そこの機能を抑えますの
で、水利尿が十分できなくなってしま
います。ですから、サイアザイド系利
尿薬では、自由水の排泄が障害されて
相対的な水過剰となり、低ナトリウム
血症をきたしやすくなります。
　山内　ある意味、希釈されてしまう
という感じですね。
　木村　そうです。希釈です。それと
もう一つ、サイアザイド系利尿薬は少
しのどが渇いて、飲水が増えるという
こともいわれています。それも低ナト
リウム血症を増悪させる原因になりま
す。ですから、低ナトリウム血症の原
因として、軽い腎機能障害と、サイア
ザイド系利尿薬。さらに飲水の増加な
どが考えられます。この患者さんの低
ナトリウム血症の原因としてサイアザ
イド系利尿薬が最も疑わしいと思いま
す。
　山内　利尿薬というと、つい水を出
してしまうから、血管内で濃縮が起こ
って、ナトリウム濃度は比較的高くな
るのではないかと思われがちですが、
案外そうではないということなのです
ね。
　木村　そうなのです。ラシックスに
代表されるループ利尿薬があります。

これはヘンレのループのところに働い
て、サイアザイド系利尿薬よりもっと
強力な利尿作用を発揮します。しかし、
ヘンレの上行脚でのナトリウム再吸収
を抑えますので、尿の濃縮と希釈、す
なわち、尿を濃くするほうも薄くする
ほうも障害してしまうので、低ナトリ
ウム血症の副作用はきたしにくいとい
うことがあります。この方の場合はま
ずフルイトランを中止していただいて
様子を見るのが一番いいのではないか
と思います。
　低ナトリウム血症、124mEq/Lは軽
度な低ナトリウム血症ですが、これで
も転倒の危険が増えるということがい
われています。そのために骨折を起こ
すとか。もう一つは、この方は認知症
ですけれども、低ナトリウム血症が認
知症を悪化させている可能性もあるの
です。ですから、まずはこの方の場合
はフルイトランを中止していただくこ
とが重要だろうと思います。
　山内　ところで、高血圧は塩分制限
がいわれますね。この場合、低ナトリ
ウム血症がある。塩分制限はどうした
らよろしいでしょうか。
　木村　これも非常に重要な問題で、
高血圧の患者さんはとにかく塩分を減
らすようにということで、６g/日未満
というのが推奨されているわけです。
しかし、こういう高齢の方では、毎回
の食事を全部食べられるわけではなく
て、実際には、さらに強い塩分制限に

なってしまって、それによって食欲が
落ちるということもあります。そのこ
ともこの方の低ナトリウム血症を助長
している可能性があります。
　ですから、まずフルイトランはやめ
ていただいて、食事をしっかり取って
いるかどうかも確認していただきたい
と思います。もし食事を取っていなけ
れば、きちんと取るように。塩分制限
がきつくて食欲が落ちているようだっ
たら、少し塩分制限を緩めて食欲を出
していただいて、食べていただくとい
うことが大事だろうと思います。この
点もこの患者さんにとって非常に大事
なところだろうと思います。
　山内　入院中ですとナトリウム量の
コントロールが可能ですけれども、外
来でちょっと緩めるといった場合、あ
る程度好きなものを食べてもいいです
よという感じになりますか。
　木村　そうですね。例えば、味噌汁
は絶対だめと言っていたのを少し飲ん
でいただくとか、あるいは１日半分ま
でだったのを１杯飲んでいただくとか、
そういう程度ですね。
　この方の場合、フルイトランをやめ
て、塩分制限を緩めると、血圧が上が
る可能性があります。その場合は、今
のんでいらっしゃる薬の中では、ディ
オバンというのがアンジオテンシン受
容体拮抗薬で、ARBといわれるもので
すが、これを増やすよりは、アムロジ
ピンなどのCa拮抗薬を増やしていただ

いて血圧をコントロールするのがいい
だろうと思います。
　山内　どちらかといいますと、Ca拮
抗薬が向いていると見てよろしいので
しょうか。
　木村　ご高齢の方は、Ca拮抗薬など
の血管拡張作用のあるものを使ったほ
うが心血管イベントを抑制するには有
用と思います。この方は91歳で超高齢
ということになりますけれども、それ
でも心血管疾患を予防する、あるいは
進行を抑制する可能性はあると思いま
すので、そちらのほうがいいと思いま
す。
　山内　少し話題がずれてしまいます
けれども、91歳ですね、こういった方々
の適正血圧というのは難しいですね。
　木村　難しいですね。実は、高齢で
はない普通の方、中年ぐらいの方の場
合は130/85㎜Hg未満という数字が出て
いますけれども、ご高齢の場合、65歳
以上だったら140/90㎜Hgを目指して血
圧を下げて、そこで問題なければさら
に下げましょうということになってい
ます。しかし、91歳の超高齢の方の目
指すべき降圧目標値というのは実はな
いのです。あまり下げ過ぎないほうが
いいとは思います。
　患者さんの様子を見ながら、起立性
低血圧がないかどうか。要するに、臓
器の虚血が起こらないかどうかという
ところが一番重要ですので、ふらつき
だとか、あるいは血清のクレアチニン

ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013） （415）  1514 （414） ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013）

1306本文.indd   14-15 13/05/13   17:54



これが低ナトリウム血症の原因として
重要です。サイアザイド系利尿薬は、
遠位尿細管に働いてナトリウムの再吸
収を抑えます。遠位尿細管は、尿を薄
くするために非常に重要な部分なので
すけれども、そこの機能を抑えますの
で、水利尿が十分できなくなってしま
います。ですから、サイアザイド系利
尿薬では、自由水の排泄が障害されて
相対的な水過剰となり、低ナトリウム
血症をきたしやすくなります。
　山内　ある意味、希釈されてしまう
という感じですね。
　木村　そうです。希釈です。それと
もう一つ、サイアザイド系利尿薬は少
しのどが渇いて、飲水が増えるという
こともいわれています。それも低ナト
リウム血症を増悪させる原因になりま
す。ですから、低ナトリウム血症の原
因として、軽い腎機能障害と、サイア
ザイド系利尿薬。さらに飲水の増加な
どが考えられます。この患者さんの低
ナトリウム血症の原因としてサイアザ
イド系利尿薬が最も疑わしいと思いま
す。
　山内　利尿薬というと、つい水を出
してしまうから、血管内で濃縮が起こ
って、ナトリウム濃度は比較的高くな
るのではないかと思われがちですが、
案外そうではないということなのです
ね。
　木村　そうなのです。ラシックスに
代表されるループ利尿薬があります。

これはヘンレのループのところに働い
て、サイアザイド系利尿薬よりもっと
強力な利尿作用を発揮します。しかし、
ヘンレの上行脚でのナトリウム再吸収
を抑えますので、尿の濃縮と希釈、す
なわち、尿を濃くするほうも薄くする
ほうも障害してしまうので、低ナトリ
ウム血症の副作用はきたしにくいとい
うことがあります。この方の場合はま
ずフルイトランを中止していただいて
様子を見るのが一番いいのではないか
と思います。
　低ナトリウム血症、124mEq/Lは軽
度な低ナトリウム血症ですが、これで
も転倒の危険が増えるということがい
われています。そのために骨折を起こ
すとか。もう一つは、この方は認知症
ですけれども、低ナトリウム血症が認
知症を悪化させている可能性もあるの
です。ですから、まずはこの方の場合
はフルイトランを中止していただくこ
とが重要だろうと思います。
　山内　ところで、高血圧は塩分制限
がいわれますね。この場合、低ナトリ
ウム血症がある。塩分制限はどうした
らよろしいでしょうか。
　木村　これも非常に重要な問題で、
高血圧の患者さんはとにかく塩分を減
らすようにということで、６g/日未満
というのが推奨されているわけです。
しかし、こういう高齢の方では、毎回
の食事を全部食べられるわけではなく
て、実際には、さらに強い塩分制限に

なってしまって、それによって食欲が
落ちるということもあります。そのこ
ともこの方の低ナトリウム血症を助長
している可能性があります。
　ですから、まずフルイトランはやめ
ていただいて、食事をしっかり取って
いるかどうかも確認していただきたい
と思います。もし食事を取っていなけ
れば、きちんと取るように。塩分制限
がきつくて食欲が落ちているようだっ
たら、少し塩分制限を緩めて食欲を出
していただいて、食べていただくとい
うことが大事だろうと思います。この
点もこの患者さんにとって非常に大事
なところだろうと思います。
　山内　入院中ですとナトリウム量の
コントロールが可能ですけれども、外
来でちょっと緩めるといった場合、あ
る程度好きなものを食べてもいいです
よという感じになりますか。
　木村　そうですね。例えば、味噌汁
は絶対だめと言っていたのを少し飲ん
でいただくとか、あるいは１日半分ま
でだったのを１杯飲んでいただくとか、
そういう程度ですね。
　この方の場合、フルイトランをやめ
て、塩分制限を緩めると、血圧が上が
る可能性があります。その場合は、今
のんでいらっしゃる薬の中では、ディ
オバンというのがアンジオテンシン受
容体拮抗薬で、ARBといわれるもので
すが、これを増やすよりは、アムロジ
ピンなどのCa拮抗薬を増やしていただ

いて血圧をコントロールするのがいい
だろうと思います。
　山内　どちらかといいますと、Ca拮
抗薬が向いていると見てよろしいので
しょうか。
　木村　ご高齢の方は、Ca拮抗薬など
の血管拡張作用のあるものを使ったほ
うが心血管イベントを抑制するには有
用と思います。この方は91歳で超高齢
ということになりますけれども、それ
でも心血管疾患を予防する、あるいは
進行を抑制する可能性はあると思いま
すので、そちらのほうがいいと思いま
す。
　山内　少し話題がずれてしまいます
けれども、91歳ですね、こういった方々
の適正血圧というのは難しいですね。
　木村　難しいですね。実は、高齢で
はない普通の方、中年ぐらいの方の場
合は130/85㎜Hg未満という数字が出て
いますけれども、ご高齢の場合、65歳
以上だったら140/90㎜Hgを目指して血
圧を下げて、そこで問題なければさら
に下げましょうということになってい
ます。しかし、91歳の超高齢の方の目
指すべき降圧目標値というのは実はな
いのです。あまり下げ過ぎないほうが
いいとは思います。
　患者さんの様子を見ながら、起立性
低血圧がないかどうか。要するに、臓
器の虚血が起こらないかどうかという
ところが一番重要ですので、ふらつき
だとか、あるいは血清のクレアチニン
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が上昇してしまわないかとか、あるい
は心臓のほうの虚血ですね、そういう
ものが増悪しないかどうかなどに注意
しながら、この患者さんだったらこの
ぐらいでいいのではないかと経験でや
っていくしかないのではないでしょう
か。
　山内　総合的に見る必要があります
ね。
　木村　そうですね。
　山内　さて、また元に戻りますが、ナ
トリウムの値ですが、先ほど130mEq/
Lぐらいが下限というお話でしたが、
このあたりでGPの先生方が、これは専
門医に送ったほうがいいなと判断され
る目安というのはあるのでしょうか。
　木村　血清ナトリウム濃度130mEq/
L未満、もっといえば、125mEq/Lを切
ったようなときには、なるべく早く専
門医に相談していただいたほうがいい
と思います。
　山内　その場合にはどういった疾患
を念頭に置かれていますか。
　木村　一般的なことをいえば、腎機
能がかなり落ちている場合です。この
方はそうでもないと思うのですが。
　あとは、有効循環血液量が減ってい

る場合、この場合はADH、抗利尿ホル
モンが病的に過剰分泌されて、低ナト
リウム血症がなかなか改善しないとい
うことがあります。
　もう一つは、有効循環血流量は低下
していないのに、抗利尿ホルモンの分
泌が亢進している状態です。これには
甲状腺機能低下症だとか、コルチゾー
ルが低下しているような場合がありま
す。また、SIADHという病態もありま
す。
　山内　かなり幅広い内分泌疾患を念
頭に置いた精密検査が必要になってく
るということですね。
　木村　そうですね。
　山内　血清ナトリウム濃度が急に下
がってくるケースというので何か特別
なものはあるのでしょうか。
　木村　急に下がる場合は、例えば腎
臓からナトリウムが喪失してしまうよ
うな、そういう病態ももちろんあるの
ですけれども、一番多いのは薬物性が
多いですから、今使っている薬をもう
一回見直すことも大事だろうと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　尾田先生、健康診断などで血
尿は比較的多い所見と思われますが、
まず血尿を見た場合、疾患として血尿
単独と蛋白尿併存の場合、両方あると
思われますが、大ざっぱにどういった
疾患を念頭に置くべきかといったあた
りから、教えていただけますか。
　尾田　まず血尿と蛋白尿が両方見ら
れた場合、これは比較的単純で、内科
的な疾患、すなわち慢性糸球体腎炎な
ど、腎臓自体の炎症が考えられます。
したがって、内科の先生が経過を見て
いくことになるわけですが、血尿だけ
単独という場合は、泌尿器科的な疾患
もかなりあります。泌尿器科的な疾患
としては、膀胱炎など尿路の感染症と

か、腎臓、尿路の腫瘍、あるいは結石
といったものがあり、まず泌尿器科的
な疾患を鑑別したうえで、内科的な疾
患に関して経過を見ていくという手順
になります。
　山内　そうしますと、泌尿器科的な
疾患に関しては、基本的には超音波な
どでのフォローアップがある程度必須
になってまいりますから、専門医に定
期的に受診というかたちになるでしょ
うか。
　尾田　そうですね。泌尿器科的な疾
患か、内科的な疾患かを鑑別する際に、
幾つか検査方法があります。検査施設
によっては尿中の赤血球の形態を見ら
れるところがあり、赤血球が変形して

血尿の経過観察

防衛医科大学校腎臓内分泌内科准教授
尾　田　高　志

（聞き手　山内俊一）

　血尿の経過観察についてご教示ください。
　健診で血尿を認め専門医に受診し精査を受けますが、血尿が軽微の場合、健
診での経過観察でよいと指示されることがよくあります。この場合どの程度の
間隔で再受診を促せばよいのかお教えください。
　またこうした蛋白尿のない血尿の予後についても教えてください。

＜奈良県勤務医＞
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が上昇してしまわないかとか、あるい
は心臓のほうの虚血ですね、そういう
ものが増悪しないかどうかなどに注意
しながら、この患者さんだったらこの
ぐらいでいいのではないかと経験でや
っていくしかないのではないでしょう
か。
　山内　総合的に見る必要があります
ね。
　木村　そうですね。
　山内　さて、また元に戻りますが、ナ
トリウムの値ですが、先ほど130mEq/
Lぐらいが下限というお話でしたが、
このあたりでGPの先生方が、これは専
門医に送ったほうがいいなと判断され
る目安というのはあるのでしょうか。
　木村　血清ナトリウム濃度130mEq/
L未満、もっといえば、125mEq/Lを切
ったようなときには、なるべく早く専
門医に相談していただいたほうがいい
と思います。
　山内　その場合にはどういった疾患
を念頭に置かれていますか。
　木村　一般的なことをいえば、腎機
能がかなり落ちている場合です。この
方はそうでもないと思うのですが。
　あとは、有効循環血液量が減ってい

る場合、この場合はADH、抗利尿ホル
モンが病的に過剰分泌されて、低ナト
リウム血症がなかなか改善しないとい
うことがあります。
　もう一つは、有効循環血流量は低下
していないのに、抗利尿ホルモンの分
泌が亢進している状態です。これには
甲状腺機能低下症だとか、コルチゾー
ルが低下しているような場合がありま
す。また、SIADHという病態もありま
す。
　山内　かなり幅広い内分泌疾患を念
頭に置いた精密検査が必要になってく
るということですね。
　木村　そうですね。
　山内　血清ナトリウム濃度が急に下
がってくるケースというので何か特別
なものはあるのでしょうか。
　木村　急に下がる場合は、例えば腎
臓からナトリウムが喪失してしまうよ
うな、そういう病態ももちろんあるの
ですけれども、一番多いのは薬物性が
多いですから、今使っている薬をもう
一回見直すことも大事だろうと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　尾田先生、健康診断などで血
尿は比較的多い所見と思われますが、
まず血尿を見た場合、疾患として血尿
単独と蛋白尿併存の場合、両方あると
思われますが、大ざっぱにどういった
疾患を念頭に置くべきかといったあた
りから、教えていただけますか。
　尾田　まず血尿と蛋白尿が両方見ら
れた場合、これは比較的単純で、内科
的な疾患、すなわち慢性糸球体腎炎な
ど、腎臓自体の炎症が考えられます。
したがって、内科の先生が経過を見て
いくことになるわけですが、血尿だけ
単独という場合は、泌尿器科的な疾患
もかなりあります。泌尿器科的な疾患
としては、膀胱炎など尿路の感染症と

か、腎臓、尿路の腫瘍、あるいは結石
といったものがあり、まず泌尿器科的
な疾患を鑑別したうえで、内科的な疾
患に関して経過を見ていくという手順
になります。
　山内　そうしますと、泌尿器科的な
疾患に関しては、基本的には超音波な
どでのフォローアップがある程度必須
になってまいりますから、専門医に定
期的に受診というかたちになるでしょ
うか。
　尾田　そうですね。泌尿器科的な疾
患か、内科的な疾患かを鑑別する際に、
幾つか検査方法があります。検査施設
によっては尿中の赤血球の形態を見ら
れるところがあり、赤血球が変形して

血尿の経過観察

防衛医科大学校腎臓内分泌内科准教授
尾　田　高　志

（聞き手　山内俊一）

　血尿の経過観察についてご教示ください。
　健診で血尿を認め専門医に受診し精査を受けますが、血尿が軽微の場合、健
診での経過観察でよいと指示されることがよくあります。この場合どの程度の
間隔で再受診を促せばよいのかお教えください。
　またこうした蛋白尿のない血尿の予後についても教えてください。

＜奈良県勤務医＞
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いるか、変形していないかによって、
腎臓由来の血尿か、それ以外の血尿か
というのをある程度鑑別できる施設が
あります。そういう施設ですと、泌尿
器科的な疾患か、内科的な疾患かを比
較的簡単に、非侵襲的に鑑別すること
ができます。
　ほかには、先生がおっしゃられたよ
うに、超音波というのが一般的な検査
で、あとは尿の細胞診などになります。
　山内　この場合、非常に軽い血尿と
いう話ですので、大きな検査をたくさ
んするというわけにはいかないかもし
れません。またその場合、ここにあり
ます再検査の頻度、間隔ですが、これ
はいかがなのでしょうか。
　尾田　これは先生によって違いがあ
り、必ずしも決まってはいませんが、
一般的には３カ月から半年に１回、当
初３年ぐらいはそのぐらいの間隔で経
過を見るところが多いと思います。私
どももだいたい３カ月に１回ぐらいで
経過を見ています。
　山内　特に最初のころは、がん、腫
瘍、そういったものの鑑別が出てきま
すから、若干頻度は多くということで
すね。
　尾田　そうですね。だいたい３年ぐ
らいの間にほとんどの悪性腫瘍は見つ
かるということなので、３年間はより
頻度多く経過を見るべきで、３カ月か
ら半年に１回は経過を見る。３年を過
ぎたら、年に１～２回というように経

過観察の期間を延ばすことが可能だと
思います。
　山内　少なくとも年に１回ぐらいは
まとまった検査が必要だと思われます
が、例えば普通のクリニックなどで、
それほど多くの設備がない、超音波に
しても専門ではないというケースです
が、例えば尿を調べるときのポイント
といいますか、どういった検査に注目
すべきなのでしょうか。
　尾田　やはり内科的な疾患と泌尿器
科的な疾患を鑑別していただいて、そ
の後、内科的な疾患として経過を見る
としたら、蛋白尿が出てくるかどうか
というのが非常に重要なことと、あと
は尿の沈渣で、赤血球円柱とか顆粒円
柱とか、そういった腎炎を示唆するよ
うな円柱が見られないかどうか。さら
に、腎臓の機能、すなわち血清のクレ
アチニンとかBUNは定期的に経過を見
ていただいて、腎臓の機能が急に悪く
なったりしていないか、確認していた
だくのがいいと思います。
　山内　尿の沈渣ですが、これは比較
的簡単に得られる検査結果ですが、特
にどういったものに注目すべきかとか、
あるいはどのぐらいの量になったら危
ないなとか、そういったものはあるの
でしょうか。
　尾田　腎炎に関して沈渣の程度によ
って予後が予測できるかというと、必
ずしもそうではありません。例えば血
尿をきたす代表疾患のIgA腎症では、

肉眼的血尿があったとしても、必ずし
も予後が悪いとは限らず、IgA腎症の
予後と血尿の程度とは必ずしも相関し
ないと一般にいわれています。蛋白尿
が増えると予後が悪いということで、
むしろ蛋白尿の程度のほうが予後とは
相関するとされています。
　山内　どちらかというと、蛋白尿の
出現にはかなり注意すべきだというこ
とで、円柱とかそういったものに関し
ても要注意ということになるわけです
ね。
　尾田　そうです。円柱のことを言い
忘れましたが、腎臓自体の炎症という
ことで、赤血球円柱や顆粒円柱が出る
場合は腎炎が活動性であるということ
が示唆されます。
　山内　尿の沈渣や蛋白尿は、特に早
期の場合ですと、日によって出たり出
なかったりとかすることもあると考え
てよろしいでしょうか。
　尾田　そうですね。最初は血尿も軽
度で、出たり出なかったりするわけで
すが、進行する患者さんは、血尿の程
度が強くなるとともに蛋白尿が少し出
たり出なくなったりして、そのうち蛋
白尿が持続性に出るようになるという
ような経過になります。
　ただ、血尿だけで持続する方もいま
すし、そういう方の予後は一般に悪く
ないと考えられます。すなわち蛋白尿
が出てこない方の予後は、通常は非常
に良好と考えられています。また、血

尿だけは続いていても、１割ぐらいの
方は自然寛解してしまうということも
あります。ですから、最初に侵襲的な
検査をするというよりは、経過観察す
るという場合のほうが多いと思います。
　山内　泌尿器系の疾患は、腫瘍か腫
瘍でないかという側面がありますので、
比較的フォローアップも単純といえば
単純なのでしょうが、内科的なものの
ほうはなかなか難しそうですね。まず
血尿が特徴的な内科的疾患といいます
と、どういったものがあるのでしょう
か。
　尾田　これは重要な話で、血尿単独
の疾患で一番多い疾患は遺伝性の疾患
で、菲薄基底膜病といいまして、基底
膜が家族性に薄い患者さん、報告によ
って少し差がありますが、これがだい
たい全体の４割を占めるといわれてい
ます。２番目に多いのがIgA腎症です。
これがだいたい２割を占めるといわれ
ています。
　山内　基底膜が遺伝的に薄くなって
いるという、こういう病態の予後はい
かがなのでしょうか。
　尾田　これは予後は一般によくて、
通常、腎不全とか腎機能が低下すると
いうことはないといわれていまして、
一生、腎機能がいい状態で過ごされる
と考えられています。
　山内　一方でIgA腎症、これは血尿
の原因として名高いのですが、こちら
のほうの予後はいかがでしょう。
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いるか、変形していないかによって、
腎臓由来の血尿か、それ以外の血尿か
というのをある程度鑑別できる施設が
あります。そういう施設ですと、泌尿
器科的な疾患か、内科的な疾患かを比
較的簡単に、非侵襲的に鑑別すること
ができます。
　ほかには、先生がおっしゃられたよ
うに、超音波というのが一般的な検査
で、あとは尿の細胞診などになります。
　山内　この場合、非常に軽い血尿と
いう話ですので、大きな検査をたくさ
んするというわけにはいかないかもし
れません。またその場合、ここにあり
ます再検査の頻度、間隔ですが、これ
はいかがなのでしょうか。
　尾田　これは先生によって違いがあ
り、必ずしも決まってはいませんが、
一般的には３カ月から半年に１回、当
初３年ぐらいはそのぐらいの間隔で経
過を見るところが多いと思います。私
どももだいたい３カ月に１回ぐらいで
経過を見ています。
　山内　特に最初のころは、がん、腫
瘍、そういったものの鑑別が出てきま
すから、若干頻度は多くということで
すね。
　尾田　そうですね。だいたい３年ぐ
らいの間にほとんどの悪性腫瘍は見つ
かるということなので、３年間はより
頻度多く経過を見るべきで、３カ月か
ら半年に１回は経過を見る。３年を過
ぎたら、年に１～２回というように経

過観察の期間を延ばすことが可能だと
思います。
　山内　少なくとも年に１回ぐらいは
まとまった検査が必要だと思われます
が、例えば普通のクリニックなどで、
それほど多くの設備がない、超音波に
しても専門ではないというケースです
が、例えば尿を調べるときのポイント
といいますか、どういった検査に注目
すべきなのでしょうか。
　尾田　やはり内科的な疾患と泌尿器
科的な疾患を鑑別していただいて、そ
の後、内科的な疾患として経過を見る
としたら、蛋白尿が出てくるかどうか
というのが非常に重要なことと、あと
は尿の沈渣で、赤血球円柱とか顆粒円
柱とか、そういった腎炎を示唆するよ
うな円柱が見られないかどうか。さら
に、腎臓の機能、すなわち血清のクレ
アチニンとかBUNは定期的に経過を見
ていただいて、腎臓の機能が急に悪く
なったりしていないか、確認していた
だくのがいいと思います。
　山内　尿の沈渣ですが、これは比較
的簡単に得られる検査結果ですが、特
にどういったものに注目すべきかとか、
あるいはどのぐらいの量になったら危
ないなとか、そういったものはあるの
でしょうか。
　尾田　腎炎に関して沈渣の程度によ
って予後が予測できるかというと、必
ずしもそうではありません。例えば血
尿をきたす代表疾患のIgA腎症では、

肉眼的血尿があったとしても、必ずし
も予後が悪いとは限らず、IgA腎症の
予後と血尿の程度とは必ずしも相関し
ないと一般にいわれています。蛋白尿
が増えると予後が悪いということで、
むしろ蛋白尿の程度のほうが予後とは
相関するとされています。
　山内　どちらかというと、蛋白尿の
出現にはかなり注意すべきだというこ
とで、円柱とかそういったものに関し
ても要注意ということになるわけです
ね。
　尾田　そうです。円柱のことを言い
忘れましたが、腎臓自体の炎症という
ことで、赤血球円柱や顆粒円柱が出る
場合は腎炎が活動性であるということ
が示唆されます。
　山内　尿の沈渣や蛋白尿は、特に早
期の場合ですと、日によって出たり出
なかったりとかすることもあると考え
てよろしいでしょうか。
　尾田　そうですね。最初は血尿も軽
度で、出たり出なかったりするわけで
すが、進行する患者さんは、血尿の程
度が強くなるとともに蛋白尿が少し出
たり出なくなったりして、そのうち蛋
白尿が持続性に出るようになるという
ような経過になります。
　ただ、血尿だけで持続する方もいま
すし、そういう方の予後は一般に悪く
ないと考えられます。すなわち蛋白尿
が出てこない方の予後は、通常は非常
に良好と考えられています。また、血

尿だけは続いていても、１割ぐらいの
方は自然寛解してしまうということも
あります。ですから、最初に侵襲的な
検査をするというよりは、経過観察す
るという場合のほうが多いと思います。
　山内　泌尿器系の疾患は、腫瘍か腫
瘍でないかという側面がありますので、
比較的フォローアップも単純といえば
単純なのでしょうが、内科的なものの
ほうはなかなか難しそうですね。まず
血尿が特徴的な内科的疾患といいます
と、どういったものがあるのでしょう
か。
　尾田　これは重要な話で、血尿単独
の疾患で一番多い疾患は遺伝性の疾患
で、菲薄基底膜病といいまして、基底
膜が家族性に薄い患者さん、報告によ
って少し差がありますが、これがだい
たい全体の４割を占めるといわれてい
ます。２番目に多いのがIgA腎症です。
これがだいたい２割を占めるといわれ
ています。
　山内　基底膜が遺伝的に薄くなって
いるという、こういう病態の予後はい
かがなのでしょうか。
　尾田　これは予後は一般によくて、
通常、腎不全とか腎機能が低下すると
いうことはないといわれていまして、
一生、腎機能がいい状態で過ごされる
と考えられています。
　山内　一方でIgA腎症、これは血尿
の原因として名高いのですが、こちら
のほうの予後はいかがでしょう。
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　尾田　IgA腎症では、当初は血尿だ
けだった方も、次第に蛋白尿を伴うよ
うになることがあり、20年で全体では
４割ぐらいの人が末期腎不全になって
しまうことが知られています。
　ただ、この疾患は最近は早期に積極
的な治療をすると完全寛解するという
ことで、扁桃摘出ステロイドパルス療
法というもの、これはもともと仙台社
会保険病院にいらした堀田修先生のグ

ループが報告されているのですが、今
日本の中でそのような治療が広く実施
されるようになってきています。IgA
腎症を血尿単独の方の中から見つけて、
それを早期に治療することができない
かということを、私の所属する防衛医
科大学校腎臓内分泌内科に血尿外来と
いうのがありまして、武智華子先生が
今そういう専門外来もやっています。
　山内　ありがとうございました。

　池田　ステロイドの長期使用に対す
る注意点と副作用についてご教示くだ
さいとのことですが。
　市川　ステロイドの、特に全身投与
のときの、長期投与の注意点と副作用
ということでお話ししたいと思います。
結局、少量の投与であっても、長期間、
投与を続けていますと、重篤な副作用
が出ることがあるということをまず申
し上げたいと思います。それから、治
療の対象疾患によって、維持量を継続
するような疾患と離脱が可能な疾患が
あるので、その目標に向かって投与量
を調節する必要があると考えています。
　まず長期使用における副作用ですが、
重篤な感染症の頻度が上昇するという
ことがあります。
　ステロイド大量投与について見ます
と、全身性エリテマトーデスにおいて
は、ステロイド投与量と感染症の頻度

の関係が正相関し、プレドニゾロンを
１日に20㎎以上投与すると、１カ月間
に4.4％の患者さんが重篤な感染症に罹
患する。そして、40㎎以上では１カ月
間に14％、60㎎以上、こういう大量を
投与することは少ないのですが、それ
以上投与しますと、１カ月間に実に20
％の方が重篤な感染症に罹患するとい
うデータがあります。
　一方、ステロイド少量投与はどうか
ということで、これは関節リウマチを
中心に検討されてきましたが、Wolfe
らの成績によりますと、関節リウマチ
患者全体で入院を要する肺炎の頻度は
１カ月間に0.13％でしたが、プレドニ
ゾロン５㎎以下の投与を受けていた期
間では1.4倍に有意に増えています。ま
た、５～10㎎の投与で2.1倍に増加して
いました。同時に検討したメトトレキ
サートあるいは生物学的製剤、いずれ

ステロイド薬の長期使用における注意点と副作用
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　尾田　IgA腎症では、当初は血尿だ
けだった方も、次第に蛋白尿を伴うよ
うになることがあり、20年で全体では
４割ぐらいの人が末期腎不全になって
しまうことが知られています。
　ただ、この疾患は最近は早期に積極
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ことで、扁桃摘出ステロイドパルス療
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が出ることがあるということをまず申
し上げたいと思います。それから、治
療の対象疾患によって、維持量を継続
するような疾患と離脱が可能な疾患が
あるので、その目標に向かって投与量
を調節する必要があると考えています。
　まず長期使用における副作用ですが、
重篤な感染症の頻度が上昇するという
ことがあります。
　ステロイド大量投与について見ます
と、全身性エリテマトーデスにおいて
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１カ月間に0.13％でしたが、プレドニ
ゾロン５㎎以下の投与を受けていた期
間では1.4倍に有意に増えています。ま
た、５～10㎎の投与で2.1倍に増加して
いました。同時に検討したメトトレキ
サートあるいは生物学的製剤、いずれ
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も免疫抑制薬の代表的なものですが、
その投与期間よりもステロイド少量投
与期間のほうが危険であったという成
績でした。
　結局、ステロイドは大量投与のとき
は当然感染症の危険があるわけですが、
プレドニゾロン５㎎、いわゆる１錠前
後の少量投与でも重篤な感染症の危険
を冒していることになりますので、不
必要に長期投与を行うのは避けなくて
はならないと言うことができると思い
ます。
　２番目に注意しなくてはいけないの
が骨粗鬆症です。ステロイド服用者の
骨折率は非服用者の1.9倍ということが
いわれてまして、主に脊椎骨、大腿骨
頸部、肋骨などに起こります。骨折は、
累積投与量より毎日の投与量が関係す
るとされまして、プレドニゾロンで１
日2.5㎎でも骨折のリスクが1.5倍に増
えるという報告もあります。
　ステロイド投与によって椎体の骨密
度は３カ月で急速に減少し、６カ月以
後は緩やかに低下します。また、椎体
骨折も、服用開始後３～６カ月で最大
になり、以後、その率が続きます。す
なわち、早期から骨粗鬆症をきたすの
で、日本骨代謝学会のガイドラインで
は、一次予防ということですが、プレ
ドニゾロン５㎎以上を３カ月以上使用
する予定のあるときは、ステロイド骨
粗鬆症の薬物療法を行うというふうに
なっています。

　薬物療法としては、ビスホスホネー
トが第一選択とされまして、活性型ビ
タミンDとカルシウムを補助的に投与
することになります。ビスホスホネー
トは骨吸収を抑制する薬剤ですが、ス
テロイド骨粗鬆症の骨折抑制の有効性
がはっきり証明されているのはこのビ
スホスホネートと最近使われ始めたテ
リパラチドであるとされています。米
国のガイドラインにおいても、ビスホ
スホネートが第一選択とされています。
ビスホスホネートの投与によりまして、
新規の椎体骨折は最初の１年間では約
50％、２年間では約90％抑制されると
報告されています。
　もう一つの最近使われ始めました有
効な薬剤としてテリパラチドがありま
す。これは副甲状腺ホルモンの生物学
的活性部位であるPTH1-34であります。
ビスホスホネートが骨吸収を抑制する
のに対しまして、テリパラチドは骨形
成を促進することによって骨密度を改
善します。両者の比較研究では、骨密
度の改善および骨折頻度抑制の両面で
テリパラチドがより強力であるようで
す。アメリカリウマチ学会のガイドラ
インでは、ハイリスクの患者において
は第一選択の薬剤にビスホスホネート
とともにテリパラチドが推奨されてい
ます。
　３番目の長期投与で注意しなくては
ならない副作用として、動脈硬化性の
病変、これは心筋梗塞、脳梗塞につな

がるわけですが、それがあります。ス
テロイドは少量投与でも脂質代謝を介
して、あるいは直接的に動脈硬化を促
進している可能性が考えられています。
すなわち、ステロイド投与が頸動脈プ
ラークの形成と関係し、さらに心筋梗
塞の頻度と累積ステロイド投与量が関
連することが報告されています。この
ときの累積プレドニゾロン投与量は20 
gで、プレドニゾロン５㎎を約10年間
投与した場合の投与量といえます。
　こういったことから、それ以外にも
多くの副作用があることは言うまでも
ありませんが、少量、たとえプレドニ
ゾロン１錠であっても、長期にわたる
と副作用につながるという点は十分注
意しなくてはいけないと考えています。
　次に、やはりステロイドを使ってい
ますと、今申し上げたように、長期投
与に伴っていろいろな重篤な副作用が
起こり得ますので、投与している先生
方は常にステロイド離脱の具体的な方
法について考えておく必要があろうか
と思います。
　副腎皮質から生理的に分泌されるコ
ルチゾール量は、プレドニゾロンに換
算して３～４㎎というふうに報告され
ています。ご存じのように、プレドニ
ゾロンは１錠が５㎎で、以前は１錠５
㎎がだいたい生理的分泌量といわれて
いたのですが、実際はそれよりも６～
８割と、少ない量であります。したが
って、プレドニゾロンを１錠投与して

いれば、生理量であるから副作用はな
いだろうという思い込みはちょっと危
険なようでありまして、そのことは上
述したとおりです。
　離脱の具体的な方法ですが、私はプ
レドニゾロン１㎎錠というものを使い
まして、最終的に朝１回３㎎を投与す
るまで減量しまして、そこで副腎皮質
機能が回復していることを確かめて、
さらに漸減し、離脱しています。
　ご存じのように、副腎機能検査には
ACTH試験、CRH試験、インスリン試
験など、様々なものがあります。ACTH
試験は副腎の機能を見ます。CRH試験
ですと、下垂体、副腎の機能を見るこ
とができます。したがって、視床下部
の機能はなかなか見るのが難しいわけ
でして、インスリン試験であれば、視
床下部も含めた視床下部・下垂体・副
腎系のいわゆるストレスに対する反応
性を検査することができますが、何分
インスリンの低血糖を起こさせるわけ
で、リスクもあるので、あまり使いた
くない方法です。
　私は、一番簡単な方法として、来院
の当日、朝のステロイドを服用せずに
来ていただいて、そのときの血中コル
チゾール濃度を測定し、それを３回繰
り返すようにしています。３回のうち
の１回でも10μg/㎗を超えていれば、
視床下部・下垂体・副腎機能が十分回
復していると考え、ステロイド投与量
をさらに漸減し、最終的に中止してい

ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013） （423）  2322 （422） ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013）

1306本文.indd   22-23 13/05/13   17:54



も免疫抑制薬の代表的なものですが、
その投与期間よりもステロイド少量投
与期間のほうが危険であったという成
績でした。
　結局、ステロイドは大量投与のとき
は当然感染症の危険があるわけですが、
プレドニゾロン５㎎、いわゆる１錠前
後の少量投与でも重篤な感染症の危険
を冒していることになりますので、不
必要に長期投与を行うのは避けなくて
はならないと言うことができると思い
ます。
　２番目に注意しなくてはいけないの
が骨粗鬆症です。ステロイド服用者の
骨折率は非服用者の1.9倍ということが
いわれてまして、主に脊椎骨、大腿骨
頸部、肋骨などに起こります。骨折は、
累積投与量より毎日の投与量が関係す
るとされまして、プレドニゾロンで１
日2.5㎎でも骨折のリスクが1.5倍に増
えるという報告もあります。
　ステロイド投与によって椎体の骨密
度は３カ月で急速に減少し、６カ月以
後は緩やかに低下します。また、椎体
骨折も、服用開始後３～６カ月で最大
になり、以後、その率が続きます。す
なわち、早期から骨粗鬆症をきたすの
で、日本骨代謝学会のガイドラインで
は、一次予防ということですが、プレ
ドニゾロン５㎎以上を３カ月以上使用
する予定のあるときは、ステロイド骨
粗鬆症の薬物療法を行うというふうに
なっています。

　薬物療法としては、ビスホスホネー
トが第一選択とされまして、活性型ビ
タミンDとカルシウムを補助的に投与
することになります。ビスホスホネー
トは骨吸収を抑制する薬剤ですが、ス
テロイド骨粗鬆症の骨折抑制の有効性
がはっきり証明されているのはこのビ
スホスホネートと最近使われ始めたテ
リパラチドであるとされています。米
国のガイドラインにおいても、ビスホ
スホネートが第一選択とされています。
ビスホスホネートの投与によりまして、
新規の椎体骨折は最初の１年間では約
50％、２年間では約90％抑制されると
報告されています。
　もう一つの最近使われ始めました有
効な薬剤としてテリパラチドがありま
す。これは副甲状腺ホルモンの生物学
的活性部位であるPTH1-34であります。
ビスホスホネートが骨吸収を抑制する
のに対しまして、テリパラチドは骨形
成を促進することによって骨密度を改
善します。両者の比較研究では、骨密
度の改善および骨折頻度抑制の両面で
テリパラチドがより強力であるようで
す。アメリカリウマチ学会のガイドラ
インでは、ハイリスクの患者において
は第一選択の薬剤にビスホスホネート
とともにテリパラチドが推奨されてい
ます。
　３番目の長期投与で注意しなくては
ならない副作用として、動脈硬化性の
病変、これは心筋梗塞、脳梗塞につな

がるわけですが、それがあります。ス
テロイドは少量投与でも脂質代謝を介
して、あるいは直接的に動脈硬化を促
進している可能性が考えられています。
すなわち、ステロイド投与が頸動脈プ
ラークの形成と関係し、さらに心筋梗
塞の頻度と累積ステロイド投与量が関
連することが報告されています。この
ときの累積プレドニゾロン投与量は20 
gで、プレドニゾロン５㎎を約10年間
投与した場合の投与量といえます。
　こういったことから、それ以外にも
多くの副作用があることは言うまでも
ありませんが、少量、たとえプレドニ
ゾロン１錠であっても、長期にわたる
と副作用につながるという点は十分注
意しなくてはいけないと考えています。
　次に、やはりステロイドを使ってい
ますと、今申し上げたように、長期投
与に伴っていろいろな重篤な副作用が
起こり得ますので、投与している先生
方は常にステロイド離脱の具体的な方
法について考えておく必要があろうか
と思います。
　副腎皮質から生理的に分泌されるコ
ルチゾール量は、プレドニゾロンに換
算して３～４㎎というふうに報告され
ています。ご存じのように、プレドニ
ゾロンは１錠が５㎎で、以前は１錠５
㎎がだいたい生理的分泌量といわれて
いたのですが、実際はそれよりも６～
８割と、少ない量であります。したが
って、プレドニゾロンを１錠投与して

いれば、生理量であるから副作用はな
いだろうという思い込みはちょっと危
険なようでありまして、そのことは上
述したとおりです。
　離脱の具体的な方法ですが、私はプ
レドニゾロン１㎎錠というものを使い
まして、最終的に朝１回３㎎を投与す
るまで減量しまして、そこで副腎皮質
機能が回復していることを確かめて、
さらに漸減し、離脱しています。
　ご存じのように、副腎機能検査には
ACTH試験、CRH試験、インスリン試
験など、様々なものがあります。ACTH
試験は副腎の機能を見ます。CRH試験
ですと、下垂体、副腎の機能を見るこ
とができます。したがって、視床下部
の機能はなかなか見るのが難しいわけ
でして、インスリン試験であれば、視
床下部も含めた視床下部・下垂体・副
腎系のいわゆるストレスに対する反応
性を検査することができますが、何分
インスリンの低血糖を起こさせるわけ
で、リスクもあるので、あまり使いた
くない方法です。
　私は、一番簡単な方法として、来院
の当日、朝のステロイドを服用せずに
来ていただいて、そのときの血中コル
チゾール濃度を測定し、それを３回繰
り返すようにしています。３回のうち
の１回でも10μg/㎗を超えていれば、
視床下部・下垂体・副腎機能が十分回
復していると考え、ステロイド投与量
をさらに漸減し、最終的に中止してい
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ます。ステロイド非服用日の血中コル
チゾール濃度は、いわばコルチゾール
分泌の日内変動を見ているわけで、当
然視床下部・下垂体・副腎の機能全部
が関与しているわけですので、一番簡
単であり、なおかつ全体の機能をみる
のによい方法ではないかと考えている
わけです。
　また、３回測定するのは、コルチゾ
ールが断続的に、パルス様に分泌され
ているため、１回の測定では必ずしも
ピークをとらえられないということで、
３回繰り返し、その中で１回でも10μg/
㎗を超えていれば、視床下部・下垂体・
副腎皮質機能は正常に戻っているとい
うふうに考えて、中止に持っていくこ

とにしています。
　池田　よく糖尿病に関しても質問が
ありますけれども、そのあたりはいか
がでしょうか。
　市川　ステロイドは、いわゆる糖新
生を促進しますが、それ以外に食欲を
亢進して肥満をきたしやすいというこ
とがありまして、糖尿病を悪化させま
す。ステロイドを服用しているときは
体重が増えないように注意する。また、
糖尿病が悪化したときは、いわゆる糖
尿病治療薬を追加して使い、必要があ
ればインスリンを使うということでよ
ろしいのではないかと考えています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　黒坂先生、質問のCrowned 
dens syndrome、crownは王冠で、dens
というのは突起、そのsyndrome、い
ったい何のことやらわからないのです
けれども、まず簡単なところから教え
ていただけるでしょうか。
　黒坂　一言で言いますと、環軸関節
の偽痛風発作です。臨床像の特徴は高
齢者に好発する急性の頸部痛です。ま
た、ここが一番のポイントと思うので
すけれども、頸椎CTにおいて、軸椎
歯突起の周囲に石灰化像が認められま
す。crownというのは王冠という意味
ですけれども、動詞で使われることが
ありまして、crowned dens、つまり王
冠をかぶっているdensということです。
頸椎正面の断層X線写真で馬蹄形をし
た石灰化が歯突起を包むように、突起
に王冠がかぶさったように、そのよう
な像が認められることがあります。そ

れでこの名前となりました。
　池脇　そういうことなのですね。CT
でそのあたりの石灰化を見るというの
が診断の決め手になるということです
が、そうすると今の画像診断ではいわ
ゆる王冠のような画像はちょっと見ら
れないということですね。
　黒坂　見られないということではな
いのですが、今はこの症候群を診断す
るのには、単純X線写真ではなかなか
診断できないといわれていまして、頸
椎CTを施行することが大事だといわ
れています。そのCT画像において、先
ほど申し上げた軸椎の歯突起の周囲に
石灰化像、これは軸椎を取り囲むよう
なリング状の石灰化像が認められます。
2010年に日本内科学会雑誌の６月号で
私が提示した症例のCT画像を見てい
ただけたらと思っています（図）。
　これは石灰化像を見なくてはいけな

Crowned dens syndrome（CDS）

東京慈恵会医科大学リウマチ・膠原病内科准教授
黒　坂　大太郎

（聞き手　池脇克則）

　Crowned dens syndrome（CDS）についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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ます。ステロイド非服用日の血中コル
チゾール濃度は、いわばコルチゾール
分泌の日内変動を見ているわけで、当
然視床下部・下垂体・副腎の機能全部
が関与しているわけですので、一番簡
単であり、なおかつ全体の機能をみる
のによい方法ではないかと考えている
わけです。
　また、３回測定するのは、コルチゾ
ールが断続的に、パルス様に分泌され
ているため、１回の測定では必ずしも
ピークをとらえられないということで、
３回繰り返し、その中で１回でも10μg/
㎗を超えていれば、視床下部・下垂体・
副腎皮質機能は正常に戻っているとい
うふうに考えて、中止に持っていくこ

とにしています。
　池田　よく糖尿病に関しても質問が
ありますけれども、そのあたりはいか
がでしょうか。
　市川　ステロイドは、いわゆる糖新
生を促進しますが、それ以外に食欲を
亢進して肥満をきたしやすいというこ
とがありまして、糖尿病を悪化させま
す。ステロイドを服用しているときは
体重が増えないように注意する。また、
糖尿病が悪化したときは、いわゆる糖
尿病治療薬を追加して使い、必要があ
ればインスリンを使うということでよ
ろしいのではないかと考えています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　黒坂先生、質問のCrowned 
dens syndrome、crownは王冠で、dens
というのは突起、そのsyndrome、い
ったい何のことやらわからないのです
けれども、まず簡単なところから教え
ていただけるでしょうか。
　黒坂　一言で言いますと、環軸関節
の偽痛風発作です。臨床像の特徴は高
齢者に好発する急性の頸部痛です。ま
た、ここが一番のポイントと思うので
すけれども、頸椎CTにおいて、軸椎
歯突起の周囲に石灰化像が認められま
す。crownというのは王冠という意味
ですけれども、動詞で使われることが
ありまして、crowned dens、つまり王
冠をかぶっているdensということです。
頸椎正面の断層X線写真で馬蹄形をし
た石灰化が歯突起を包むように、突起
に王冠がかぶさったように、そのよう
な像が認められることがあります。そ

れでこの名前となりました。
　池脇　そういうことなのですね。CT
でそのあたりの石灰化を見るというの
が診断の決め手になるということです
が、そうすると今の画像診断ではいわ
ゆる王冠のような画像はちょっと見ら
れないということですね。
　黒坂　見られないということではな
いのですが、今はこの症候群を診断す
るのには、単純X線写真ではなかなか
診断できないといわれていまして、頸
椎CTを施行することが大事だといわ
れています。そのCT画像において、先
ほど申し上げた軸椎の歯突起の周囲に
石灰化像、これは軸椎を取り囲むよう
なリング状の石灰化像が認められます。
2010年に日本内科学会雑誌の６月号で
私が提示した症例のCT画像を見てい
ただけたらと思っています（図）。
　これは石灰化像を見なくてはいけな

Crowned dens syndrome（CDS）

東京慈恵会医科大学リウマチ・膠原病内科准教授
黒　坂　大太郎

（聞き手　池脇克則）

　Crowned dens syndrome（CDS）についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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いのでMRIでなくCTが決めてとなり
ます。
　池脇　先生がそこでの偽痛風ですと
おっしゃったのですけれども、偽痛風
というのはそもそもどういう病気なの
か、どういうものがたまるのかも教え
てください。
　黒坂　偽痛風は、結晶誘発性関節炎
の一種です。結晶誘発性関節炎という
のは、関節軟骨や関節周囲の組織に結
晶の沈着、これを病因とする関節炎で
す。有名なものとしては痛風があるの
ですけれども、痛風以外に、ピロリン
酸カルシウム、ハイドロキシアパタイ
ト、こういう結晶が沈着して起こるこ
とが知られています。Crowned dens
症候群の場合は両者の関与が報告され
ています。
　池脇　痛風の場合には好発部位とい
うのがありますけれども、偽痛風に関
しては、頸椎のこの部分、それ以外に
も幾つか、好発部位という関節はある

のでしょうか。
　黒坂　一般的にいう偽痛風発作の好
発部位は、この部位でなくて、ほかの
部位、肩、肘、手、膝、足関節などで
す。今まで環軸関節の偽痛風はあまり
知られていなく、それで最近注目され
ています。
　池脇　痛風の場合、尿酸という一つ
のパラメーター、起こしやすいかどう
かということのパラメーターがありま
すけれども、偽痛風というのは何か、
血清も含めて、起こしやすいかどうか
というのは、これはないような気がす
るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　黒坂　まだ不明な点も多いのですが、
偽痛風発作は手術、外傷、代謝性疾患、
重篤な全身疾患などに伴って生じやす
いことが知られています。Crowned 
dens症候群でもしばしば脳梗塞や手術
後に起きた症例、そういうものが報告
されていますので、高齢で脱水などが
加わったとき、発症しやすいと考えて
もいいかもしれません。
　池脇　そうすると、何かそういった
変化があって、先ほど言われたピロリ
ン酸カルシウムですとか、ハイドロキ
シアパタイトの結晶をつくって一気に
関節炎を起こす、症状としては急性の
頸部痛というのが特徴ということでよ
ろしいですか。
　黒坂　そうですね。また、Crowned 
dens症候群では血液検査においてCRP

図　頸椎単純CT

歯突起周囲に石灰沈着像を認める
出典：日本内科学会雑誌第99巻第６号P212

の陽性、白血球の増加、赤沈の亢進な
どがよく認められます。
　ここで診断をするうえで注意しなく
てはいけない点を付け加えさせてくだ
さい。CT所見ですけれども、先ほど
申し上げたCT所見があったからとい
って、Crown ed dens症候群とは言わ
ないのです。どういうことかといいま
すと、この所見は高齢者においては、
症状を呈していない方でも、ある程度
の頻度で認められることが報告されて
います。つまり、このCT所見イコー
ルCrown ed dens症候群ではないとい
うことが重要です。
　例えば、先日、教訓的な症例を経験
しました。75歳の女性で、首から肩に
かけて痛みを伴い、CRP陽性の方が来
院されました。私はCrowned dens症
候群を疑い、CTを施行しました。や
はり軸椎歯突起周囲に石灰化像が認め
られました。Crowned dens症候群と
考えたのですけれども、その後の経過
から、最終的にはリウマチ性多発性筋
痛症と診断しました。
　池脇　そういう意味で、この疾患と
いうのは先ほど高齢者に多いというこ
とで、リウマチ性多発性筋痛症という
ものが当然鑑別に上がってくると思う
のですけれども、ほかの疾患も含めて、
そのあたりはどういうふうにして鑑別
を進めていったらいいのでしょうか。
　黒坂　高齢者における炎症反応を伴
う頸部痛をきたす疾患で、鑑別疾患と

して大事なものは、一つはリウマチ性
多発性筋痛症です。そのほかに髄膜炎
あるいは脊椎炎、このような疾患が大
事かと思います。
　リウマチ性多発性筋痛症では、もち
ろん首の症状も生じることがあります
が、どちらかというと肩とか大腿を中
心に症状があります。それと、Crown-
ed dens症候群は消炎鎮痛薬である程
度コントロールできることが多いので
すけれども、リウマチ性多発性筋痛症
はステロイド薬を使わないとコントロ
ールできないことが多い。
　リウマチ性多発性筋痛症はある程度
慢性の経過をたどるのですけれども、
Crowned dens症候群はだいたい症状
が数日から数週間という経過、このあ
たりで鑑別できるかもしれません。
　髄膜炎に関しては、髄液の所見が大
事ですし、脊椎炎に関しても、MRIを
撮れば、それほど鑑別は難しくはない
と思います。
　池脇　そういう意味では、いわゆる
軸椎の歯突起の周辺の偽痛風、局所的
な偽痛風にもかかわらず、全身的な炎
症反応、CRPですとか白血球の増多、
血沈の促進、これは局所とはいっても、
けっこう強い炎症だということなので
しょうか。
　黒坂　患者さんの訴えはかなり強い
です。首がほとんど動かせなくなる、
患者さんはそのようにおっしゃること
が多いです。
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いのでMRIでなくCTが決めてとなり
ます。
　池脇　先生がそこでの偽痛風ですと
おっしゃったのですけれども、偽痛風
というのはそもそもどういう病気なの
か、どういうものがたまるのかも教え
てください。
　黒坂　偽痛風は、結晶誘発性関節炎
の一種です。結晶誘発性関節炎という
のは、関節軟骨や関節周囲の組織に結
晶の沈着、これを病因とする関節炎で
す。有名なものとしては痛風があるの
ですけれども、痛風以外に、ピロリン
酸カルシウム、ハイドロキシアパタイ
ト、こういう結晶が沈着して起こるこ
とが知られています。Crowned dens
症候群の場合は両者の関与が報告され
ています。
　池脇　痛風の場合には好発部位とい
うのがありますけれども、偽痛風に関
しては、頸椎のこの部分、それ以外に
も幾つか、好発部位という関節はある

のでしょうか。
　黒坂　一般的にいう偽痛風発作の好
発部位は、この部位でなくて、ほかの
部位、肩、肘、手、膝、足関節などで
す。今まで環軸関節の偽痛風はあまり
知られていなく、それで最近注目され
ています。
　池脇　痛風の場合、尿酸という一つ
のパラメーター、起こしやすいかどう
かということのパラメーターがありま
すけれども、偽痛風というのは何か、
血清も含めて、起こしやすいかどうか
というのは、これはないような気がす
るのですけれども、どうなのでしょう
か。
　黒坂　まだ不明な点も多いのですが、
偽痛風発作は手術、外傷、代謝性疾患、
重篤な全身疾患などに伴って生じやす
いことが知られています。Crowned 
dens症候群でもしばしば脳梗塞や手術
後に起きた症例、そういうものが報告
されていますので、高齢で脱水などが
加わったとき、発症しやすいと考えて
もいいかもしれません。
　池脇　そうすると、何かそういった
変化があって、先ほど言われたピロリ
ン酸カルシウムですとか、ハイドロキ
シアパタイトの結晶をつくって一気に
関節炎を起こす、症状としては急性の
頸部痛というのが特徴ということでよ
ろしいですか。
　黒坂　そうですね。また、Crowned 
dens症候群では血液検査においてCRP

図　頸椎単純CT

歯突起周囲に石灰沈着像を認める
出典：日本内科学会雑誌第99巻第６号P212

の陽性、白血球の増加、赤沈の亢進な
どがよく認められます。
　ここで診断をするうえで注意しなく
てはいけない点を付け加えさせてくだ
さい。CT所見ですけれども、先ほど
申し上げたCT所見があったからとい
って、Crown ed dens症候群とは言わ
ないのです。どういうことかといいま
すと、この所見は高齢者においては、
症状を呈していない方でも、ある程度
の頻度で認められることが報告されて
います。つまり、このCT所見イコー
ルCrown ed dens症候群ではないとい
うことが重要です。
　例えば、先日、教訓的な症例を経験
しました。75歳の女性で、首から肩に
かけて痛みを伴い、CRP陽性の方が来
院されました。私はCrowned dens症
候群を疑い、CTを施行しました。や
はり軸椎歯突起周囲に石灰化像が認め
られました。Crowned dens症候群と
考えたのですけれども、その後の経過
から、最終的にはリウマチ性多発性筋
痛症と診断しました。
　池脇　そういう意味で、この疾患と
いうのは先ほど高齢者に多いというこ
とで、リウマチ性多発性筋痛症という
ものが当然鑑別に上がってくると思う
のですけれども、ほかの疾患も含めて、
そのあたりはどういうふうにして鑑別
を進めていったらいいのでしょうか。
　黒坂　高齢者における炎症反応を伴
う頸部痛をきたす疾患で、鑑別疾患と

して大事なものは、一つはリウマチ性
多発性筋痛症です。そのほかに髄膜炎
あるいは脊椎炎、このような疾患が大
事かと思います。
　リウマチ性多発性筋痛症では、もち
ろん首の症状も生じることがあります
が、どちらかというと肩とか大腿を中
心に症状があります。それと、Crown-
ed dens症候群は消炎鎮痛薬である程
度コントロールできることが多いので
すけれども、リウマチ性多発性筋痛症
はステロイド薬を使わないとコントロ
ールできないことが多い。
　リウマチ性多発性筋痛症はある程度
慢性の経過をたどるのですけれども、
Crowned dens症候群はだいたい症状
が数日から数週間という経過、このあ
たりで鑑別できるかもしれません。
　髄膜炎に関しては、髄液の所見が大
事ですし、脊椎炎に関しても、MRIを
撮れば、それほど鑑別は難しくはない
と思います。
　池脇　そういう意味では、いわゆる
軸椎の歯突起の周辺の偽痛風、局所的
な偽痛風にもかかわらず、全身的な炎
症反応、CRPですとか白血球の増多、
血沈の促進、これは局所とはいっても、
けっこう強い炎症だということなので
しょうか。
　黒坂　患者さんの訴えはかなり強い
です。首がほとんど動かせなくなる、
患者さんはそのようにおっしゃること
が多いです。
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　池脇　先生のような方でも、リウマ
チ性多発性筋痛症か、Crowned dens
症候群とどちらかというふうに思うぐ
らいですから、症状に多様性があると
思うのですけれども、例えばリウマチ
性多発性筋痛症の場合は、肩が痛くて
寝返りが打てない。一方でこちらは首
が少したりとも動かせないというよう
な、多少の症状の場が違うという傾向
はあるのでしょうか。
　黒坂　そうなのですけれども、ただ、
Crowned dens症候群でも、首だけで
はなくて、下顎部とか、あるいは上肢
体に痛みを訴える方がいらっしゃいま
す。あと、全身症状としてよく発熱が
認められるので、そういう症例ではな
かなか鑑別が難しいこともあります。
　ただ、実際、この病気を診断するに
は、この病気の可能性を考え、先ほど
から何度も話していますけれども、頸
椎のCT写真を撮らなければ診断でき
ないので、鑑別疾患としては常に考え

ていただけたらと思っています。
　池脇　確かにこの疾患が頭の中にあ
るかどうかで、診断がつくかどうかと
いうのが大きく左右されて、そういっ
たものを念頭に置いて、CTの所見と
併せてやれば、先ほど先生がおっしゃ
っていましたけれども、非ステロイド
性の消炎鎮痛薬でけっこう反応してく
れる病気というふうに考えてよろしい
ですか。
　黒坂　そうですね。難治例ではステ
ロイド薬を使ったり、コルヒチンを使
ったりしますけれども、私が経験して
いる例ではほとんどが非ステロイド性
消炎鎮痛薬でよくなっています。この
病気を、知っているかどうかが大切で
す。今までほかの疾患とされていた例
が、自然に軽快した例も含めて、この
疾患の可能性があると考えてくださる
と幸いです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　住谷先生、関連痛・放散痛と
いうのもよく耳にする言葉なのですが、
改めて関連痛とはいったいどういった
ものなのでしょうか。
　住谷　関連痛とは、身体のある部位
が原因で起こる痛みを、原因となる部
位から離れた部位に感じる痛みのこと
を指します。関連痛が生じる主な原因
は内臓ですが、内臓以外にも筋肉や関
節の障害によっても起こるとされてい
ます。
　山内　これに対して、放散痛という
のはまた別になってくるわけですか。
　住谷　放散痛というのは、末梢神経
などの圧迫によって末梢神経に沿って
広がる痛みのことを、我々は放散痛と
呼んでいます。
　山内　まず関連痛のメカニズムから

おうかがいしたいのですが。
　住谷　関連痛は、内臓などに障害が
あった場合に、そこからの痛み情報が
末梢神経を伝わって脊髄に入力される
際に、同じレベルの脊髄に入力してい
る皮膚デルマトームの領域に痛みを感
じます。つまり、同じレベルの脊髄に
入力する末梢神経には、内臓由来の情
報と皮膚由来の情報が入力されていま
すが、一般的に皮膚由来の痛覚神経の
ほうが多いため、脊髄に入力してきた
痛み情報が脳に伝達される際に、内臓
ではなく、皮膚からのものであるとい
う脳の誤認識によって引き起こされま
す。
　山内　それに対して、放散痛という
のは少し違ったメカニズムと考えてよ
ろしいわけですね。

関連痛・放散痛

東京大学病院医療機器管理部長
住　谷　昌　彦

（聞き手　山内俊一）

　関連痛・放散痛に関してご教示ください。
　１．発生メカニズム
　２．発生させやすい疾患

＜愛知県開業医＞
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　池脇　先生のような方でも、リウマ
チ性多発性筋痛症か、Crowned dens
症候群とどちらかというふうに思うぐ
らいですから、症状に多様性があると
思うのですけれども、例えばリウマチ
性多発性筋痛症の場合は、肩が痛くて
寝返りが打てない。一方でこちらは首
が少したりとも動かせないというよう
な、多少の症状の場が違うという傾向
はあるのでしょうか。
　黒坂　そうなのですけれども、ただ、
Crowned dens症候群でも、首だけで
はなくて、下顎部とか、あるいは上肢
体に痛みを訴える方がいらっしゃいま
す。あと、全身症状としてよく発熱が
認められるので、そういう症例ではな
かなか鑑別が難しいこともあります。
　ただ、実際、この病気を診断するに
は、この病気の可能性を考え、先ほど
から何度も話していますけれども、頸
椎のCT写真を撮らなければ診断でき
ないので、鑑別疾患としては常に考え

ていただけたらと思っています。
　池脇　確かにこの疾患が頭の中にあ
るかどうかで、診断がつくかどうかと
いうのが大きく左右されて、そういっ
たものを念頭に置いて、CTの所見と
併せてやれば、先ほど先生がおっしゃ
っていましたけれども、非ステロイド
性の消炎鎮痛薬でけっこう反応してく
れる病気というふうに考えてよろしい
ですか。
　黒坂　そうですね。難治例ではステ
ロイド薬を使ったり、コルヒチンを使
ったりしますけれども、私が経験して
いる例ではほとんどが非ステロイド性
消炎鎮痛薬でよくなっています。この
病気を、知っているかどうかが大切で
す。今までほかの疾患とされていた例
が、自然に軽快した例も含めて、この
疾患の可能性があると考えてくださる
と幸いです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　住谷先生、関連痛・放散痛と
いうのもよく耳にする言葉なのですが、
改めて関連痛とはいったいどういった
ものなのでしょうか。
　住谷　関連痛とは、身体のある部位
が原因で起こる痛みを、原因となる部
位から離れた部位に感じる痛みのこと
を指します。関連痛が生じる主な原因
は内臓ですが、内臓以外にも筋肉や関
節の障害によっても起こるとされてい
ます。
　山内　これに対して、放散痛という
のはまた別になってくるわけですか。
　住谷　放散痛というのは、末梢神経
などの圧迫によって末梢神経に沿って
広がる痛みのことを、我々は放散痛と
呼んでいます。
　山内　まず関連痛のメカニズムから

おうかがいしたいのですが。
　住谷　関連痛は、内臓などに障害が
あった場合に、そこからの痛み情報が
末梢神経を伝わって脊髄に入力される
際に、同じレベルの脊髄に入力してい
る皮膚デルマトームの領域に痛みを感
じます。つまり、同じレベルの脊髄に
入力する末梢神経には、内臓由来の情
報と皮膚由来の情報が入力されていま
すが、一般的に皮膚由来の痛覚神経の
ほうが多いため、脊髄に入力してきた
痛み情報が脳に伝達される際に、内臓
ではなく、皮膚からのものであるとい
う脳の誤認識によって引き起こされま
す。
　山内　それに対して、放散痛という
のは少し違ったメカニズムと考えてよ
ろしいわけですね。

関連痛・放散痛

東京大学病院医療機器管理部長
住　谷　昌　彦

（聞き手　山内俊一）
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　住谷　放散痛は、誤認識というより
は、神経そのものが感じている痛みで
す。したがいまして、例えば腰部脊柱
管狭窄症のように、腰局所の神経の圧
迫などがあった場合に、それが臀部か
ら足先に響くように痛みが広がるのが
放散痛ということになります。
　山内　さて、関連痛に関してですが、
これは皮膚の痛みに対しても起こるも
のなのでしょうか。
　住谷　いえ、内臓からの痛みを皮膚
デルマトームに沿って感じることはあ
ったとしても、その逆の皮膚の痛みを
内臓に感じるということは基本的には
ありません。皮膚の痛覚神経線維の密
度は非常に豊富である一方、内臓の痛
覚線維は非常に少なくなっています。
一般に内臓由来の痛みは局在不明であ
ることが特徴とされますが、痛覚線維
が少ないことが局在を不明瞭にしてい
る原因と考えられます。また、脊髄へ
の痛みの入力は皮膚からの入力が圧倒
的に多いので、脳にとっては皮膚デル
マトームが痛いという誤認識になるの
だと思います。
　山内　要するに、脳の誤認識という
ことですね。この誤認識というのはよ
くあることと考えてよろしいわけでし
ょうか。
　住谷　はい。意外に脳というものは
賢いようで賢くない特徴があります。
例えば、痛み刺激でないものを痛いと
いうふうに感じることがあります。そ

の具体例としては、ドライアイスのよ
うに冷たいものをさわっているはずな
のだけれども、脳にとっては熱くて痛
いようなものをさわっているという感
覚も誤認識の一例です。
　山内　なるほど。例えば、関連痛の
代表的な例としてはどういったものが
挙げられるのでしょうか。
　住谷　関連痛は、様々な内臓の障害
によって引き起こされ、臓器ごとに特
徴的な関連痛の部位があります。例え
ば、狭心症や心筋梗塞のときに、胸が
痛むだけではなく、左肩が痛むことは
有名な例です。これとは逆に、右肩の
痛みは胆石などによる胆囊の障害に伴
う痛みが多いといわれています。この
ほか、クモ膜下出血の患者さんの多く
が後頸部が痛いとおっしゃるのも関連
痛と考えられます。また、僕自身も経
験したことがありますが、奥歯の虫歯
によって耳がじんじん痛むことは日常
的に経験される関連痛かもしれません。
　山内　そうしますと、関連痛という
のは基本的にこういう代表的な例を
我々がよく知っておくことが診断のコ
ツというか、ポイントになると考えて
よろしいわけですね。
　住谷　はい。我々は一般的に痛みを
感じている部位に原因があると考えて、
その原因検索を行いますが、例えば左
肩が痛いということで、患者さんは整
形外科を受診なさいます。整形外科の
先生方は、肩に原因があるだろうと考

えて診察されますが、その結果、肩に
は問題がないと診断されてしまいます。
しかしながら、実はその肩の痛みとい
うのは狭心症による関連痛であったと
いうことがあります。この事例のよう
に、関連痛の存在は疑わなければ重篤
な内臓疾患を見落としてしまうことが
あり、注意が必要です。
　山内　先生はいろいろとご経験が深
いと思われますが、特に関連痛で非常
に印象深かった症例はありますか。
　住谷　我々が経験した関連痛の症例
では、膀胱がんに対して膀胱内BCG注
入療法を受けられた患者さんが、へそ
から陰部にかけて逆三角形に、ちょう
ど膀胱の形を投影したように腹壁に痛
みを感じておられました。この患者さ
んの場合は、腹壁の逆三角形の領域を
さわるだけでもひりひりと痛むアロデ
ィニア症状も示していましたので、こ
の腹壁の痛みは膀胱の局在不明瞭な痛
みを直接的に感じているのではなく、
関連痛、すなわち痛みの場所の誤認識
と考えられます。脊髄レベルでの内臓
と皮膚からの痛み刺激の混線が関連痛
のメカニズムですが、脊髄レベルの混
線が痛覚だけではなく触覚にも起こり、
関連アロディニアと呼ぶべきような症
状を示していたことも非常に興味深い
現象です。
　山内　今のアロディニア症状ですか、
これはもう少しわかりやすくいいます
と、どういうことなのでしょうか。

　住谷　アロディニアというのは、通
常は痛みを起こさないような刺激、例
えば触覚刺激であったりとか、タオル
でこするような刺激、そういった症状
でも痛みが起こることを我々はそう呼
んでいます。
　山内　時々、風が吹いても痛むとか、
そういったものも入ってくるわけです
ね。
　住谷　まさにそれがアロディニアで
す。
　山内　関連痛の大まかな概念がわか
ってまいりましたが、特に臨床的な意
義に関しておうかがいしたいのですが。
　住谷　筋骨格系の痛みの診療には、
レッドフラッグと呼ばれる見落として
はいけない内臓病変の存在が知られて
います。先ほど申し上げました狭心症
による左肩の痛みもレッドフラッグの
一例です。それ以外には、腰痛だと思
っていたら、実は腹部大動脈瘤であっ
たというような事例が挙げられます。
このようなレッドフラッグを見落とさ
ないためには、まず関連痛についての
知識を持ち、痛みを訴える患者さんを
診療する際には、痛みがいつ起こった
のか、どのような状況で痛みが起こり
やすいのかなどの問診が非常に重要で
す。
　階段を上がったらいつも左肩が痛む
ということであれば、基本的には肩と
いうのは階段を上ったり降りたりする
際に使用する関節とは異なりますので、
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迫などがあった場合に、それが臀部か
ら足先に響くように痛みが広がるのが
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　山内　さて、関連痛に関してですが、
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度は非常に豊富である一方、内臓の痛
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一般に内臓由来の痛みは局在不明であ
ることが特徴とされますが、痛覚線維
が少ないことが局在を不明瞭にしてい
る原因と考えられます。また、脊髄へ
の痛みの入力は皮膚からの入力が圧倒
的に多いので、脳にとっては皮膚デル
マトームが痛いという誤認識になるの
だと思います。
　山内　要するに、脳の誤認識という
ことですね。この誤認識というのはよ
くあることと考えてよろしいわけでし
ょうか。
　住谷　はい。意外に脳というものは
賢いようで賢くない特徴があります。
例えば、痛み刺激でないものを痛いと
いうふうに感じることがあります。そ

の具体例としては、ドライアイスのよ
うに冷たいものをさわっているはずな
のだけれども、脳にとっては熱くて痛
いようなものをさわっているという感
覚も誤認識の一例です。
　山内　なるほど。例えば、関連痛の
代表的な例としてはどういったものが
挙げられるのでしょうか。
　住谷　関連痛は、様々な内臓の障害
によって引き起こされ、臓器ごとに特
徴的な関連痛の部位があります。例え
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痛むだけではなく、左肩が痛むことは
有名な例です。これとは逆に、右肩の
痛みは胆石などによる胆囊の障害に伴
う痛みが多いといわれています。この
ほか、クモ膜下出血の患者さんの多く
が後頸部が痛いとおっしゃるのも関連
痛と考えられます。また、僕自身も経
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によって耳がじんじん痛むことは日常
的に経験される関連痛かもしれません。
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のは基本的にこういう代表的な例を
我々がよく知っておくことが診断のコ
ツというか、ポイントになると考えて
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肩が痛いということで、患者さんは整
形外科を受診なさいます。整形外科の
先生方は、肩に原因があるだろうと考

えて診察されますが、その結果、肩に
は問題がないと診断されてしまいます。
しかしながら、実はその肩の痛みとい
うのは狭心症による関連痛であったと
いうことがあります。この事例のよう
に、関連痛の存在は疑わなければ重篤
な内臓疾患を見落としてしまうことが
あり、注意が必要です。
　山内　先生はいろいろとご経験が深
いと思われますが、特に関連痛で非常
に印象深かった症例はありますか。
　住谷　我々が経験した関連痛の症例
では、膀胱がんに対して膀胱内BCG注
入療法を受けられた患者さんが、へそ
から陰部にかけて逆三角形に、ちょう
ど膀胱の形を投影したように腹壁に痛
みを感じておられました。この患者さ
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さわるだけでもひりひりと痛むアロデ
ィニア症状も示していましたので、こ
の腹壁の痛みは膀胱の局在不明瞭な痛
みを直接的に感じているのではなく、
関連痛、すなわち痛みの場所の誤認識
と考えられます。脊髄レベルでの内臓
と皮膚からの痛み刺激の混線が関連痛
のメカニズムですが、脊髄レベルの混
線が痛覚だけではなく触覚にも起こり、
関連アロディニアと呼ぶべきような症
状を示していたことも非常に興味深い
現象です。
　山内　今のアロディニア症状ですか、
これはもう少しわかりやすくいいます
と、どういうことなのでしょうか。

　住谷　アロディニアというのは、通
常は痛みを起こさないような刺激、例
えば触覚刺激であったりとか、タオル
でこするような刺激、そういった症状
でも痛みが起こることを我々はそう呼
んでいます。
　山内　時々、風が吹いても痛むとか、
そういったものも入ってくるわけです
ね。
　住谷　まさにそれがアロディニアで
す。
　山内　関連痛の大まかな概念がわか
ってまいりましたが、特に臨床的な意
義に関しておうかがいしたいのですが。
　住谷　筋骨格系の痛みの診療には、
レッドフラッグと呼ばれる見落として
はいけない内臓病変の存在が知られて
います。先ほど申し上げました狭心症
による左肩の痛みもレッドフラッグの
一例です。それ以外には、腰痛だと思
っていたら、実は腹部大動脈瘤であっ
たというような事例が挙げられます。
このようなレッドフラッグを見落とさ
ないためには、まず関連痛についての
知識を持ち、痛みを訴える患者さんを
診療する際には、痛みがいつ起こった
のか、どのような状況で痛みが起こり
やすいのかなどの問診が非常に重要で
す。
　階段を上がったらいつも左肩が痛む
ということであれば、基本的には肩と
いうのは階段を上ったり降りたりする
際に使用する関節とは異なりますので、
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こういった運動負荷によって狭心症状
が出ていることに気づくかもしれませ
んし、例えば脂っこい食事をしたあと
に右肩が痛むということであれば、胆
囊に異常があることを見抜けるかもし
れません。このように、痛みの訴えが
ある部位の評価ももちろん重要ですが、
関連痛はその存在を疑わなければ正確
に評価することはできません。
　山内　これは本当に難しい症例もい
っぱいあるのでしょうね。
　住谷　先ほどの膀胱がんの患者さん
ですと、腰に原因があると疑われ、い
ろいろ精査を受けたうえで、原因がわ
からないので我々麻酔科をご紹介いた
だきました。
　山内　そうしますと、今受けている
何か別の病気の治療とか薬とかいった
ものにも目配りする必要があるという
ことですね。
　住谷　そのとおりだと思います。
　山内　特に足などは、痛いといわれ
ると原因精査が非常に難しい症例が多
いのですが、やはり精査は必要だとい
うことですね。
　住谷　そうですね。
　山内　放散痛に戻りますが、放散痛
のほうの臨床的な意義としてはどんな
ものがあるのでしょうか。
　住谷　放散痛は、一般に末梢神経の
障害によって起こりますので、関連痛
と異なりまして、神経に病変がないか
ということを熱心に探すことが治療と

しては重要になります。
　山内　末梢神経の障害を探るという
のはなかなか難しい感じもいたします
が、臨床現場ですと、どういったあた
りに注目したらよろしいでしょうか。
　住谷　末梢神経障害の特に特徴的な
所見として、圧迫に伴って痛みがビリ
ビリと広がるという症状がありますの
で、丹念な身体理学所見が重要になり
ます。そのほかは、MRIなどで坐骨神
経痛のように神経根の圧迫などを探す
ことが重要です。
　山内　坐骨神経痛は非常に有名なも
のなのですが、これもあちらこちらに
痛みがくるという場合がありますね。
　住谷　はい。あります。
　山内　最後に対処ですが、特に関連
痛ですと、原因疾患に対する治療が最
優先というか、当然でしょうが、普通
は原因疾患が治ると痛みも引いてくる
ものなのでしょうか。
　住谷　一般的には、狭心症のように、
虚血症状がおさまれば、その関連痛で
ある左肩の痛みがおさまるということ
がほとんどです。
　山内　この場合、脳のほうの誤信号
なのですが、これも解消するというわ
けですね。
　住谷　はい、そうです。
　山内　先生方はペインコントロール
が専門なわけですが、こういう関連痛
に関して、局在的なペインコントロー
ルが著効したような興味深い症例があ

りましたら、少しご紹介願いたいので
すが。
　住谷　我々はペインクリニックの領
域で緩和医療、終末期のがんの患者さ
んの治療も行っていますが、そういっ
た患者さんの場合ですと、原因疾患の
コントロールというのはなかなか困難
になります。そういった患者さんに対
して、神経ブロックなどを使って痛み
の入力を遮断することによって関連痛
がおさまったという症例も多数経験し
ています。
　山内　その場合、神経がいったいど
こからきているかといいますか、どこ

から分かれてきているか、そのあたり
は相当難しい話になってまいりますか。
　住谷　関連痛の起こる場所というの
は、内臓ごとにほとんど一定の場所が
決まっておりますので、その存在さえ
疑えば、診断そのものは比較的難しく
はありません。
　山内　ブロックするポイントを見つ
けるのはそんなに難しくはないという
ことになりますか。
　住谷　そうです。ただ、神経ブロッ
ク治療は、少し特殊な手技になります
ので、若干の習熟は必要です。
　山内　ありがとうございました。
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こういった運動負荷によって狭心症状
が出ていることに気づくかもしれませ
んし、例えば脂っこい食事をしたあと
に右肩が痛むということであれば、胆
囊に異常があることを見抜けるかもし
れません。このように、痛みの訴えが
ある部位の評価ももちろん重要ですが、
関連痛はその存在を疑わなければ正確
に評価することはできません。
　山内　これは本当に難しい症例もい
っぱいあるのでしょうね。
　住谷　先ほどの膀胱がんの患者さん
ですと、腰に原因があると疑われ、い
ろいろ精査を受けたうえで、原因がわ
からないので我々麻酔科をご紹介いた
だきました。
　山内　そうしますと、今受けている
何か別の病気の治療とか薬とかいった
ものにも目配りする必要があるという
ことですね。
　住谷　そのとおりだと思います。
　山内　特に足などは、痛いといわれ
ると原因精査が非常に難しい症例が多
いのですが、やはり精査は必要だとい
うことですね。
　住谷　そうですね。
　山内　放散痛に戻りますが、放散痛
のほうの臨床的な意義としてはどんな
ものがあるのでしょうか。
　住谷　放散痛は、一般に末梢神経の
障害によって起こりますので、関連痛
と異なりまして、神経に病変がないか
ということを熱心に探すことが治療と

しては重要になります。
　山内　末梢神経の障害を探るという
のはなかなか難しい感じもいたします
が、臨床現場ですと、どういったあた
りに注目したらよろしいでしょうか。
　住谷　末梢神経障害の特に特徴的な
所見として、圧迫に伴って痛みがビリ
ビリと広がるという症状がありますの
で、丹念な身体理学所見が重要になり
ます。そのほかは、MRIなどで坐骨神
経痛のように神経根の圧迫などを探す
ことが重要です。
　山内　坐骨神経痛は非常に有名なも
のなのですが、これもあちらこちらに
痛みがくるという場合がありますね。
　住谷　はい。あります。
　山内　最後に対処ですが、特に関連
痛ですと、原因疾患に対する治療が最
優先というか、当然でしょうが、普通
は原因疾患が治ると痛みも引いてくる
ものなのでしょうか。
　住谷　一般的には、狭心症のように、
虚血症状がおさまれば、その関連痛で
ある左肩の痛みがおさまるということ
がほとんどです。
　山内　この場合、脳のほうの誤信号
なのですが、これも解消するというわ
けですね。
　住谷　はい、そうです。
　山内　先生方はペインコントロール
が専門なわけですが、こういう関連痛
に関して、局在的なペインコントロー
ルが著効したような興味深い症例があ

りましたら、少しご紹介願いたいので
すが。
　住谷　我々はペインクリニックの領
域で緩和医療、終末期のがんの患者さ
んの治療も行っていますが、そういっ
た患者さんの場合ですと、原因疾患の
コントロールというのはなかなか困難
になります。そういった患者さんに対
して、神経ブロックなどを使って痛み
の入力を遮断することによって関連痛
がおさまったという症例も多数経験し
ています。
　山内　その場合、神経がいったいど
こからきているかといいますか、どこ

から分かれてきているか、そのあたり
は相当難しい話になってまいりますか。
　住谷　関連痛の起こる場所というの
は、内臓ごとにほとんど一定の場所が
決まっておりますので、その存在さえ
疑えば、診断そのものは比較的難しく
はありません。
　山内　ブロックするポイントを見つ
けるのはそんなに難しくはないという
ことになりますか。
　住谷　そうです。ただ、神経ブロッ
ク治療は、少し特殊な手技になります
ので、若干の習熟は必要です。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　野村先生、抗うつ薬はたくさ
ん出てきておりますが、どの薬を使っ
たらいいのか、非常に迷うところでも
あります。これは発売された順に使う
というものでもないでしょうから、お
のおの特徴があるかと思いますので、
まず先生のお考えをお聞きしたいので
すが。
　野村　非常にもっともな質問だと思
いますが、この中ではSSRIとSNRIは
臨床的に使ってもあまり区別がないの
かなという感じです。ただ、NASSAと
ドグマチールは少し意味合いが違うの
だろうと思います。
　それから、質問の中にないのですけ
れども、三環系抗うつ薬という古いタ
イプの薬がありますが、これはもちろ
んまだ使われていますし、いいところ
もあります。役に立つ薬ですけれども、

副作用が多いから、ちょっと一般医と
いいますか、プライマリーケアで使う
薬ではないので、ちょっと省いて考え
ることにします。SSRIとSNRIのこと
についてちょっとお話しすると、SSRI
というのはセロトニンだけを増強する
という薬で、SNRIはセロトニンとノル
アドレナリンの両方を強化する薬とい
うことになるのです。
　昔から、一つの仮説なのですけれど
も、うつ病には活動性がなくなってし
まうタイプのうつ病と、気分が落ち込
むタイプのうつ病があって、前者の活
動が減るタイプはノルアドレナリンを
強めるような薬がよく効くのだと。気
分が落ち込むタイプはセロトニンを強
めるような薬が効くのだという仮説が
非常に古くからいわれているのです。
ところが、これはエビデンスで証明さ

れていないというか、いろいろな解析
をしてみても、そういうことはあまり
言えないということがだんだんわかっ
てきたし、多くのメタ解析でもそうい
う結果が出ています。実際に使ってみ
ても、SSRIとSNRIの使い分けはそん
なにできるものではない。
　有効率という面からいってもほとん
ど同じで、多少SNRIのほうがいいと
いうことを言う人もいますけれども、
臨床の現場ではそんなに差があるもの
ではない。SSRIとSNRI、どちらで始
めても基本的には同じだろう。むしろ
大事なのは使い方であって、SSRIにし
ても、SNRIにしても、１剤だけで使う。
いろいろな薬を混ぜて使うという多剤
併用ということをやらない。一つの薬
に絞って使うということが大事である。
どちらかの薬が効かなければ、次の薬
に変える。そういうやり方がいいのだ
ろうと思います。
　山内　基本はSSRIもしくはSNRIの
どちらか一つを選んで。
　野村　そう言っていいと思います。
　山内　少量から使い始めて、増やし
ていってということですが、何カ月ぐ
らいまでが効果判定のメドでしょうか。
　野村　ある程度少量から使って、中
途半端に少ない量を使っても効果があ
りませんので、ある程度有効量まで使
う。４～５週間ぐらいは、効果が出る
まで少し見る。ある程度頑張りながら
見るということでしょうね。

　山内　目安は４～５週間ということ
でよろしいですか。
　野村　そうですね。最近はもっと早
い時期に有効かどうかの判断を行うべ
きという考えもあるようですが、私は
個人的にはそんな感じだろうと思いま
す。
　山内　効いている場合はいいのです
が、効かないというときに、次の先ほ
どありましたNASSAですか。
　野村　必ずしもそうも言えないので
す。抗うつ薬の有効率は、どの薬も40～
50％、せいぜい60％ぐらいですから、
有効率からいったらどの薬も差がない
のです。SSRIがだめだったら、SNRI
に変えていって、また次のSSRIに変え
るとか、そういうかたちで変えていく
ということかなと思います。
　NASSAという薬は、私は実は非常
に好きなのですが、特徴がある薬で、
ノルアドレナリンとセロトニンを増や
すと同時に、抗ヒスタミン作用がうま
い具合にあるのです。そのために鎮静
する作用が強くて、焦燥感とかイライ
ラ感が強い方に出すと、非常に鎮静的
で、穏やかにさせる作用があるのです。
SSRIとかSNRIにはそういう作用はあ
りません。基本的には持ち上げる薬な
んです。鎮静を要する病状の方には
NASSAをいきなり使うべき。「べき」
というとちょっと強すぎますけれども、
第一選択かなという感じはします。で
すからNASSAは他の薬が効かないか

抗うつ薬の使い分け

防衛医科大学校病院長
野　村　総一郎

（聞き手　山内俊一）

　抗うつ薬、特にSSRI、SNRI、NASSA、ドグマチールの使い分けについてご教
示ください。

＜群馬県開業医＞
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　山内　野村先生、抗うつ薬はたくさ
ん出てきておりますが、どの薬を使っ
たらいいのか、非常に迷うところでも
あります。これは発売された順に使う
というものでもないでしょうから、お
のおの特徴があるかと思いますので、
まず先生のお考えをお聞きしたいので
すが。
　野村　非常にもっともな質問だと思
いますが、この中ではSSRIとSNRIは
臨床的に使ってもあまり区別がないの
かなという感じです。ただ、NASSAと
ドグマチールは少し意味合いが違うの
だろうと思います。
　それから、質問の中にないのですけ
れども、三環系抗うつ薬という古いタ
イプの薬がありますが、これはもちろ
んまだ使われていますし、いいところ
もあります。役に立つ薬ですけれども、

副作用が多いから、ちょっと一般医と
いいますか、プライマリーケアで使う
薬ではないので、ちょっと省いて考え
ることにします。SSRIとSNRIのこと
についてちょっとお話しすると、SSRI
というのはセロトニンだけを増強する
という薬で、SNRIはセロトニンとノル
アドレナリンの両方を強化する薬とい
うことになるのです。
　昔から、一つの仮説なのですけれど
も、うつ病には活動性がなくなってし
まうタイプのうつ病と、気分が落ち込
むタイプのうつ病があって、前者の活
動が減るタイプはノルアドレナリンを
強めるような薬がよく効くのだと。気
分が落ち込むタイプはセロトニンを強
めるような薬が効くのだという仮説が
非常に古くからいわれているのです。
ところが、これはエビデンスで証明さ

れていないというか、いろいろな解析
をしてみても、そういうことはあまり
言えないということがだんだんわかっ
てきたし、多くのメタ解析でもそうい
う結果が出ています。実際に使ってみ
ても、SSRIとSNRIの使い分けはそん
なにできるものではない。
　有効率という面からいってもほとん
ど同じで、多少SNRIのほうがいいと
いうことを言う人もいますけれども、
臨床の現場ではそんなに差があるもの
ではない。SSRIとSNRI、どちらで始
めても基本的には同じだろう。むしろ
大事なのは使い方であって、SSRIにし
ても、SNRIにしても、１剤だけで使う。
いろいろな薬を混ぜて使うという多剤
併用ということをやらない。一つの薬
に絞って使うということが大事である。
どちらかの薬が効かなければ、次の薬
に変える。そういうやり方がいいのだ
ろうと思います。
　山内　基本はSSRIもしくはSNRIの
どちらか一つを選んで。
　野村　そう言っていいと思います。
　山内　少量から使い始めて、増やし
ていってということですが、何カ月ぐ
らいまでが効果判定のメドでしょうか。
　野村　ある程度少量から使って、中
途半端に少ない量を使っても効果があ
りませんので、ある程度有効量まで使
う。４～５週間ぐらいは、効果が出る
まで少し見る。ある程度頑張りながら
見るということでしょうね。

　山内　目安は４～５週間ということ
でよろしいですか。
　野村　そうですね。最近はもっと早
い時期に有効かどうかの判断を行うべ
きという考えもあるようですが、私は
個人的にはそんな感じだろうと思いま
す。
　山内　効いている場合はいいのです
が、効かないというときに、次の先ほ
どありましたNASSAですか。
　野村　必ずしもそうも言えないので
す。抗うつ薬の有効率は、どの薬も40～
50％、せいぜい60％ぐらいですから、
有効率からいったらどの薬も差がない
のです。SSRIがだめだったら、SNRI
に変えていって、また次のSSRIに変え
るとか、そういうかたちで変えていく
ということかなと思います。
　NASSAという薬は、私は実は非常
に好きなのですが、特徴がある薬で、
ノルアドレナリンとセロトニンを増や
すと同時に、抗ヒスタミン作用がうま
い具合にあるのです。そのために鎮静
する作用が強くて、焦燥感とかイライ
ラ感が強い方に出すと、非常に鎮静的
で、穏やかにさせる作用があるのです。
SSRIとかSNRIにはそういう作用はあ
りません。基本的には持ち上げる薬な
んです。鎮静を要する病状の方には
NASSAをいきなり使うべき。「べき」
というとちょっと強すぎますけれども、
第一選択かなという感じはします。で
すからNASSAは他の薬が効かないか

抗うつ薬の使い分け

防衛医科大学校病院長
野　村　総一郎

（聞き手　山内俊一）

　抗うつ薬、特にSSRI、SNRI、NASSA、ドグマチールの使い分けについてご教
示ください。

＜群馬県開業医＞
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ら最後に使う薬ということでは必ずし
もないんです。
　山内　その方の不安状態みたいなも
のに注目するというか。
　野村　そのとおりです。鎮静が必要
かどうか。あるいは、鎮静はいらなく
て、持ち上げるというのが必要、意欲
を出せと、ちょっと尻をたたく的な 
治療が薬物療法的に必要だとなれば、
SSRIとかSNRIのほうがいいのではな
いですか。
　山内　今３つの薬剤が挙げられてい
ますが、これでもなかなか効かないよ
うなケースですね。
　野村　そうすると、ちょっと特殊で、
例えば抗うつ薬以外の薬で、気分調整
薬、感情調整薬といわれる、例えばリ
チウムだとか、あるいはバルプロ酸と
か、最近いわれるのは、いわゆる非定
型抗精神病薬、ジプレキサとか、そう
いうものを使う。抗うつ薬と一緒に使
う。ただ、それは多剤併用でやたらに
たくさん使うという意味ではなくて、
抗うつ薬と併せて２剤ぐらいまで使う
やり方がいいというデータが出ていま
す。ただ、こうなるとちょっと特殊な
使い方であって専門医の仕事です。
　山内　ご専門の先生のところから来
る患者さんの中には、非常に多種類の
向精神薬が使われている例も見られま
すが。
　野村　これは非常によくないと言え
ます。多種類の薬を使えば、それだけ

有効率が高まるというエビデンスは全
くありません。逆に副作用は確実に増
えます。データに裏づけられていませ
んし、多剤併用しても全くいいところ
はない。
　山内　もう一つ、少し風変わりとい
いますか、毛色が違ったドグマチール、
これはいかがですか。
　野村　この薬はうつ病に対する有効
性がエビデンスとして証明されていな
いのです。諸外国では全く使われてい
なくて、日本独特の薬といっていいと
思います。ただ、これは軽症うつ病の
ときにドグマチールの少量、50～100
㎎の少量を使うと、軽症うつ病に非常
にいいというふうにいわれて、よく使
われています。ですが、意外に副作用
が多いのです。プロラクチンが上昇し
て、女性の場合には無月経になるとか、
お年寄りに使うとパーキンソン症状が
出たりというのがあるので、案外簡単
に使えないということです。
　山内　非専門の人間からしますと、
いつもおっかないなと思うのは、副作
用として自殺を誘発するという話です
が、これはいかがでしょうか。
　野村　そういうデータもないことは
ないのですが、うつ病という病気は、
本当に悪いときというのは自殺しにく
いということが言われていて、少し元
気が、意欲が出てきたときに自殺のリ
スクがかえって高まる。つまり、自殺
する意欲が出るというと、ちょっと変

な言い方ですけれども、抗うつ薬を使
ってしばらくして、中途半端に元気が
出たり、あるいはSSRIなんかは少し持
ち上げ作用が強すぎるということで、
持ち上がって、イライラ、焦燥感とか、
あせりというのが出てきて、衝動的に
自殺するということがあるかもしれな
い。これは臨床医として確かに気をつ
けなければいけないことだと思います。
　山内　持ち上げると、かえって焦燥
感が出てきてしまうというあたりが精
神の微妙なところですね。
　野村　そうですね。薬さえ機械的に
出していればよい、ということではな
いのです。心のサポートというものが
治療に非常に重要だということになり
ます。
　山内　速効性がないということも気
になるのですが、NASSAなどはわり

に速効性はあるのでしょうか。
　野村　それも必ずしもそうとも言え
ません。そういうことを言っているデ
ータがありますけれども、臨床的な実
感として、特に速効性があるとは思い
ません。
　山内　そうすると、時間を置きなが
ら、ゆっくりとやっていくしかないと
いうことでしょうか。
　野村　ある程度ゆっくりと、という
ことが必要ですね。ただ、効果が出る
方は初期から多少いい感じがわかる、
見えるということを、経験のある精神
科医で言っている人はいます。この人
に効くか、効かないかわかる。ごく初
期で病状の変化が少し見えるというこ
とではないですか。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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ら最後に使う薬ということでは必ずし
もないんです。
　山内　その方の不安状態みたいなも
のに注目するというか。
　野村　そのとおりです。鎮静が必要
かどうか。あるいは、鎮静はいらなく
て、持ち上げるというのが必要、意欲
を出せと、ちょっと尻をたたく的な 
治療が薬物療法的に必要だとなれば、
SSRIとかSNRIのほうがいいのではな
いですか。
　山内　今３つの薬剤が挙げられてい
ますが、これでもなかなか効かないよ
うなケースですね。
　野村　そうすると、ちょっと特殊で、
例えば抗うつ薬以外の薬で、気分調整
薬、感情調整薬といわれる、例えばリ
チウムだとか、あるいはバルプロ酸と
か、最近いわれるのは、いわゆる非定
型抗精神病薬、ジプレキサとか、そう
いうものを使う。抗うつ薬と一緒に使
う。ただ、それは多剤併用でやたらに
たくさん使うという意味ではなくて、
抗うつ薬と併せて２剤ぐらいまで使う
やり方がいいというデータが出ていま
す。ただ、こうなるとちょっと特殊な
使い方であって専門医の仕事です。
　山内　ご専門の先生のところから来
る患者さんの中には、非常に多種類の
向精神薬が使われている例も見られま
すが。
　野村　これは非常によくないと言え
ます。多種類の薬を使えば、それだけ

有効率が高まるというエビデンスは全
くありません。逆に副作用は確実に増
えます。データに裏づけられていませ
んし、多剤併用しても全くいいところ
はない。
　山内　もう一つ、少し風変わりとい
いますか、毛色が違ったドグマチール、
これはいかがですか。
　野村　この薬はうつ病に対する有効
性がエビデンスとして証明されていな
いのです。諸外国では全く使われてい
なくて、日本独特の薬といっていいと
思います。ただ、これは軽症うつ病の
ときにドグマチールの少量、50～100
㎎の少量を使うと、軽症うつ病に非常
にいいというふうにいわれて、よく使
われています。ですが、意外に副作用
が多いのです。プロラクチンが上昇し
て、女性の場合には無月経になるとか、
お年寄りに使うとパーキンソン症状が
出たりというのがあるので、案外簡単
に使えないということです。
　山内　非専門の人間からしますと、
いつもおっかないなと思うのは、副作
用として自殺を誘発するという話です
が、これはいかがでしょうか。
　野村　そういうデータもないことは
ないのですが、うつ病という病気は、
本当に悪いときというのは自殺しにく
いということが言われていて、少し元
気が、意欲が出てきたときに自殺のリ
スクがかえって高まる。つまり、自殺
する意欲が出るというと、ちょっと変

な言い方ですけれども、抗うつ薬を使
ってしばらくして、中途半端に元気が
出たり、あるいはSSRIなんかは少し持
ち上げ作用が強すぎるということで、
持ち上がって、イライラ、焦燥感とか、
あせりというのが出てきて、衝動的に
自殺するということがあるかもしれな
い。これは臨床医として確かに気をつ
けなければいけないことだと思います。
　山内　持ち上げると、かえって焦燥
感が出てきてしまうというあたりが精
神の微妙なところですね。
　野村　そうですね。薬さえ機械的に
出していればよい、ということではな
いのです。心のサポートというものが
治療に非常に重要だということになり
ます。
　山内　速効性がないということも気
になるのですが、NASSAなどはわり

に速効性はあるのでしょうか。
　野村　それも必ずしもそうとも言え
ません。そういうことを言っているデ
ータがありますけれども、臨床的な実
感として、特に速効性があるとは思い
ません。
　山内　そうすると、時間を置きなが
ら、ゆっくりとやっていくしかないと
いうことでしょうか。
　野村　ある程度ゆっくりと、という
ことが必要ですね。ただ、効果が出る
方は初期から多少いい感じがわかる、
見えるということを、経験のある精神
科医で言っている人はいます。この人
に効くか、効かないかわかる。ごく初
期で病状の変化が少し見えるというこ
とではないですか。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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　山内　四宮先生、坐骨神経痛という
のは非常にポピュラーで、よく見かけ
る訴えなのですが、これもやはり高齢
化で全体的には増えてきている疾患と
見てよろしいわけでしょうか。
　四宮　坐骨神経痛というのは、通常
は片側のお尻から足にかけて痛みが走
る。通常は下肢の後ろ側を走る痛みで
すけれども、多くの疾患が腰椎の変性
による疾患、すなわち腰部脊柱管狭窄
症という病気につれて起こるものです
から、高齢者が多いということになり
ます。
　山内　高齢者ですと、よく我々、圧
迫骨折とか、そういったものも耳にす
るので、これですと両側にきてもおか
しくないなという気もするのですが、
わりに片側が多いのですね。
　四宮　病気の本体は、神経根が挟ま
れ、それで痛みを起こすわけです。そ

うしますと、両側が同じように圧迫さ
れて起こるというよりは、通常は左右
差があって、悪いほうが少しずつ先に
起こって、最終的に両側ということも
ありうると思います。
　山内　腰骨、腰椎が圧迫されたりし
て壊れるときには、腰の痛みもかなり
激しくなって、そちらとの兼ね合いと
いいますか、どっちを患者さんが強く
訴えるかという問題もあると見てよろ
しいわけですね。
　四宮　最初、腰痛と併発してくるこ
とが多いと思います。
　山内　さて、治療ですけれども、慢
性化したものでは手を焼くことが多い
のですが、まず第１段階として、標準
的な治療としてはどういったものが推
奨されているのでしょうか。
　四宮　一般的に、最初に受診されて、
坐骨神経痛の症状がある場合は、まず

非ステロイド性の消炎鎮痛剤を使い、
同時にプロスタグランジン製剤、PGE
１などを併用することが多いですね。
　山内　いわゆる鎮痛剤、いろいろ
なものがありますけれども、やはり
NSAIDsが一番効くような感じはある
のでしょうか。
　四宮　効くのは麻薬系のほうが効く
と思いますけれども、そういうものは
使えませんので、基本的に使える薬を
使って、それ以外にコルセットにより
ある程度固定をしたりとか安静をとっ
たりすると、かなり軽減はできます。
特別な薬を使うということは一般的に
は行われないですね。
　山内　次の段階にいく前にですけれ
ども、非専門医として、さらにもう少
し痛みを軽減できないかというときに
は、どういった薬が推奨されますか。
　四宮　いろいろと問診とかそういう
ことでお話を聞いて、痛みが原因でか
なりうつのようになっているようでし
たら、それに対して軽い抗うつ剤ある
いは鎮静剤のようなものを使うことも
あります。
　山内　そういったものでうまくいか
ないときですが、痛みとしては、むろ
ん激しいものから軽いものまで、かな
り幅があるということでしょうが、次
のステップにいくとすると、痛みが激
しいものに対してということになりま
すか。
　四宮　そういうことになります。し

かも、ある程度の期間ずっと続いて、
改善してこないという患者さんになる
と思います。
　山内　その期間の目安はどのぐらい
なのでしょうか。
　四宮　決まった期間というのはない
のですけれども、患者さんが耐えられ
る期間というと、通常は１カ月以上ず
っと続いてくるとたいへん苦痛ですし、
３カ月ぐらいになると、それこそ精神
的にも落ち込んでくるのではないでし
ょうか。
　山内　そのあたりを目安にして、次
のステップになりますが、これは専門
の先生方の領域になるかと思いますが、
どういったことがなされるのでしょう
か。
　四宮　お話ししましたような薬とか
安静、固定でよくならない場合は、脊
椎・脊髄病外科指導医に紹介していた
だきたいと思います。そこでやること
は、まず画像、MRIとか、単純のレン
トゲンなどの画像上で疑われる障害部
位を決定し、それと臨床診断が合うこ
とを確かめる。そうすると、多くは腰
椎の５番の神経根、それ以外では仙髄
神経の１番とか、第４腰神経根などが
多いのですが、その疑わしい神経根を
選択的に麻酔する。透視下で、神経を
傷つけないように慎重に麻酔するわけ
です。この選択的神経根ブロックによ
り、半分ぐらいの人は、その後、長期
間、痛みが軽くなることもありますし、

坐骨神経痛の治療

横浜市立みなと赤十字病院長
四　宮　謙　一

（聞き手　山内俊一）

　坐骨神経痛の治療についてご教示ください。
＜埼玉県開業医＞

ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013） （439）  3938 （438） ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013）

1306本文.indd   38-39 13/05/13   17:54



　山内　四宮先生、坐骨神経痛という
のは非常にポピュラーで、よく見かけ
る訴えなのですが、これもやはり高齢
化で全体的には増えてきている疾患と
見てよろしいわけでしょうか。
　四宮　坐骨神経痛というのは、通常
は片側のお尻から足にかけて痛みが走
る。通常は下肢の後ろ側を走る痛みで
すけれども、多くの疾患が腰椎の変性
による疾患、すなわち腰部脊柱管狭窄
症という病気につれて起こるものです
から、高齢者が多いということになり
ます。
　山内　高齢者ですと、よく我々、圧
迫骨折とか、そういったものも耳にす
るので、これですと両側にきてもおか
しくないなという気もするのですが、
わりに片側が多いのですね。
　四宮　病気の本体は、神経根が挟ま
れ、それで痛みを起こすわけです。そ

うしますと、両側が同じように圧迫さ
れて起こるというよりは、通常は左右
差があって、悪いほうが少しずつ先に
起こって、最終的に両側ということも
ありうると思います。
　山内　腰骨、腰椎が圧迫されたりし
て壊れるときには、腰の痛みもかなり
激しくなって、そちらとの兼ね合いと
いいますか、どっちを患者さんが強く
訴えるかという問題もあると見てよろ
しいわけですね。
　四宮　最初、腰痛と併発してくるこ
とが多いと思います。
　山内　さて、治療ですけれども、慢
性化したものでは手を焼くことが多い
のですが、まず第１段階として、標準
的な治療としてはどういったものが推
奨されているのでしょうか。
　四宮　一般的に、最初に受診されて、
坐骨神経痛の症状がある場合は、まず

非ステロイド性の消炎鎮痛剤を使い、
同時にプロスタグランジン製剤、PGE
１などを併用することが多いですね。
　山内　いわゆる鎮痛剤、いろいろ
なものがありますけれども、やはり
NSAIDsが一番効くような感じはある
のでしょうか。
　四宮　効くのは麻薬系のほうが効く
と思いますけれども、そういうものは
使えませんので、基本的に使える薬を
使って、それ以外にコルセットにより
ある程度固定をしたりとか安静をとっ
たりすると、かなり軽減はできます。
特別な薬を使うということは一般的に
は行われないですね。
　山内　次の段階にいく前にですけれ
ども、非専門医として、さらにもう少
し痛みを軽減できないかというときに
は、どういった薬が推奨されますか。
　四宮　いろいろと問診とかそういう
ことでお話を聞いて、痛みが原因でか
なりうつのようになっているようでし
たら、それに対して軽い抗うつ剤ある
いは鎮静剤のようなものを使うことも
あります。
　山内　そういったものでうまくいか
ないときですが、痛みとしては、むろ
ん激しいものから軽いものまで、かな
り幅があるということでしょうが、次
のステップにいくとすると、痛みが激
しいものに対してということになりま
すか。
　四宮　そういうことになります。し

かも、ある程度の期間ずっと続いて、
改善してこないという患者さんになる
と思います。
　山内　その期間の目安はどのぐらい
なのでしょうか。
　四宮　決まった期間というのはない
のですけれども、患者さんが耐えられ
る期間というと、通常は１カ月以上ず
っと続いてくるとたいへん苦痛ですし、
３カ月ぐらいになると、それこそ精神
的にも落ち込んでくるのではないでし
ょうか。
　山内　そのあたりを目安にして、次
のステップになりますが、これは専門
の先生方の領域になるかと思いますが、
どういったことがなされるのでしょう
か。
　四宮　お話ししましたような薬とか
安静、固定でよくならない場合は、脊
椎・脊髄病外科指導医に紹介していた
だきたいと思います。そこでやること
は、まず画像、MRIとか、単純のレン
トゲンなどの画像上で疑われる障害部
位を決定し、それと臨床診断が合うこ
とを確かめる。そうすると、多くは腰
椎の５番の神経根、それ以外では仙髄
神経の１番とか、第４腰神経根などが
多いのですが、その疑わしい神経根を
選択的に麻酔する。透視下で、神経を
傷つけないように慎重に麻酔するわけ
です。この選択的神経根ブロックによ
り、半分ぐらいの人は、その後、長期
間、痛みが軽くなることもありますし、

坐骨神経痛の治療

横浜市立みなと赤十字病院長
四　宮　謙　一

（聞き手　山内俊一）

　坐骨神経痛の治療についてご教示ください。
＜埼玉県開業医＞
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また、その神経根が障害を受けている
ということを確定診断できるわけです。
　山内　治療的診断に役立つというこ
とですね。
　四宮　そういうことです。
　山内　逆に、この治療法のリスクは
いかがでしょうか。
　四宮　本当の専門医が慎重にやらな
いと針によって神経根を傷つけてしま
うことがあります。傷つけると後遺症
が残る可能性がありますので、やたら
に行う手技ではないと思います。
　山内　具体的な後遺症というのはど
ういったものなのでしょうか。
　四宮　坐骨神経痛そのものはとれた
けれども、あと尻から足にかけて痺れ
が残るとか、非常に不愉快な症状が残
ったりします。
　山内　痺れも確かに不愉快ですね。
今度は治すのがたいへんになってくる
わけですね。
　四宮　そうなのです。そっちのほう
がたいへんです。
　山内　それが第２段階として、よく
先端的な治療などで時々耳にしますが、
内視鏡あるいは顕微鏡を用いた治療法
を簡単にご紹介願えますか。
　四宮　脊柱管狭窄症ですと、基本的
に片側が悪いのですけれども、ただ、
最初にお話ししましたように、ある程
度反対側も変性が起こり、狭窄が起こ
っていますので、通常は両側の手術を
します。手術では非常にプロフェッシ

ョナルな医師は、チューブを使った内
視鏡で両側とも同じ皮切から、２㎝ぐ
らいですが、両側の除圧、すなわち神
経根への圧迫をとることができます。
現状では３～４㎝ぐらいの皮切を加え
て、顕微鏡で低侵襲手術をする専門医
のほうが多いかもしれません。
　山内　この治療成績はいかがなので
しょうか。
　四宮　疾患の原因についてはっきり
とした確定診断を下したうえで、その
部分を適切に除圧すれば、論理的には
100％よくなるはずです。大部分の場
合は確かに術直後は非常によくなりま
す。ただ、原因が変性、すなわちある
程度老化によるものですので、手術直
後は完全に圧迫がとれたとしても、腰
椎が経年的に変性を起こして再圧迫と
いうことは当然ありうるわけですので、
２～３割の方には何らかの狭窄症状が
再発することがあります。
　山内　そうしますと、高齢者では必
ずしも勧められない、非常にひどい痛
みのときは別として、あまり勧められ
ないと見てよろしいでしょうか。
　四宮　患者さんが後期高齢者であっ
ても、仕事、自分の趣味とか日常生活
とか、本当にできなくなった方に関し
てはお勧めいたします。「大丈夫です」
と患者さんが言う場合は、それ以上は
勧めないですね。
　山内　内科などですと、いつから痛
みがきたのか、はっきりしないという

感じの方もけっこういらっしゃるので
すが、それほど日常生活にも支障はな
い。こういった方々では自然に少しず
つよくなるということはあるのでしょ
うか。
　四宮　コホートというか、経時的に
見ていくスタディなどを見ていますと、
50％ぐらいの方は特段、手術しなくて
もよくなるということが報告されてい
ますので、ある程度経過を見るという

ことが大事だと考えます。特に症状が
軽い人に関しては、経過を保存的に見
るというのがいいと思います。
　山内　これは痛みですので、かなり
精神的なものが絡みますので、そうい
う意味では精神的なサポートをしてあ
げるというのも大事なことですね。
　四宮　そうですね。楽しい生活をし
ていただくことが大事だと思います。
　山内　ありがとうございました。
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また、その神経根が障害を受けている
ということを確定診断できるわけです。
　山内　治療的診断に役立つというこ
とですね。
　四宮　そういうことです。
　山内　逆に、この治療法のリスクは
いかがでしょうか。
　四宮　本当の専門医が慎重にやらな
いと針によって神経根を傷つけてしま
うことがあります。傷つけると後遺症
が残る可能性がありますので、やたら
に行う手技ではないと思います。
　山内　具体的な後遺症というのはど
ういったものなのでしょうか。
　四宮　坐骨神経痛そのものはとれた
けれども、あと尻から足にかけて痺れ
が残るとか、非常に不愉快な症状が残
ったりします。
　山内　痺れも確かに不愉快ですね。
今度は治すのがたいへんになってくる
わけですね。
　四宮　そうなのです。そっちのほう
がたいへんです。
　山内　それが第２段階として、よく
先端的な治療などで時々耳にしますが、
内視鏡あるいは顕微鏡を用いた治療法
を簡単にご紹介願えますか。
　四宮　脊柱管狭窄症ですと、基本的
に片側が悪いのですけれども、ただ、
最初にお話ししましたように、ある程
度反対側も変性が起こり、狭窄が起こ
っていますので、通常は両側の手術を
します。手術では非常にプロフェッシ

ョナルな医師は、チューブを使った内
視鏡で両側とも同じ皮切から、２㎝ぐ
らいですが、両側の除圧、すなわち神
経根への圧迫をとることができます。
現状では３～４㎝ぐらいの皮切を加え
て、顕微鏡で低侵襲手術をする専門医
のほうが多いかもしれません。
　山内　この治療成績はいかがなので
しょうか。
　四宮　疾患の原因についてはっきり
とした確定診断を下したうえで、その
部分を適切に除圧すれば、論理的には
100％よくなるはずです。大部分の場
合は確かに術直後は非常によくなりま
す。ただ、原因が変性、すなわちある
程度老化によるものですので、手術直
後は完全に圧迫がとれたとしても、腰
椎が経年的に変性を起こして再圧迫と
いうことは当然ありうるわけですので、
２～３割の方には何らかの狭窄症状が
再発することがあります。
　山内　そうしますと、高齢者では必
ずしも勧められない、非常にひどい痛
みのときは別として、あまり勧められ
ないと見てよろしいでしょうか。
　四宮　患者さんが後期高齢者であっ
ても、仕事、自分の趣味とか日常生活
とか、本当にできなくなった方に関し
てはお勧めいたします。「大丈夫です」
と患者さんが言う場合は、それ以上は
勧めないですね。
　山内　内科などですと、いつから痛
みがきたのか、はっきりしないという

感じの方もけっこういらっしゃるので
すが、それほど日常生活にも支障はな
い。こういった方々では自然に少しず
つよくなるということはあるのでしょ
うか。
　四宮　コホートというか、経時的に
見ていくスタディなどを見ていますと、
50％ぐらいの方は特段、手術しなくて
もよくなるということが報告されてい
ますので、ある程度経過を見るという

ことが大事だと考えます。特に症状が
軽い人に関しては、経過を保存的に見
るというのがいいと思います。
　山内　これは痛みですので、かなり
精神的なものが絡みますので、そうい
う意味では精神的なサポートをしてあ
げるというのも大事なことですね。
　四宮　そうですね。楽しい生活をし
ていただくことが大事だと思います。
　山内　ありがとうございました。
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　池田　まず最初に、質問にあります
状態、これはどのような状態が考えら
れるか、お話しいただきたいと思いま
す。
　松尾　性器ヘルペスは、初感染の場
合は症状がひどくなり、再発は症状が
ほとんど出ない傾向があります。ただ、
再発で症状がそれほど強くなくても、
10％前後には下肢の痛みや違和感が出
るといわれていますので、性器ヘルペ
スの可能性はあるとは思います。
　池田　この場合、排尿障害まできて
いますので、初感染であれば理解でき
るということですが、再発でもこうい
った強い排尿障害などは出るのでしょ
うか。
　松尾　帯状疱疹や、性器ヘルペスの
初感染の場合には排尿障害がくること

は少なからずあると思います。再発で
もまれに、Elsberg症候群といわれる
無菌性の髄膜炎に伴う排尿障害があり
ますので、全くゼロではないと思いま
す。
　池田　その場合、無菌性髄膜炎の症
状といいますと、排尿障害以外にはど
のような点に注意したらよろしいでし
ょうか。
　松尾　髄膜炎ですので、発熱である
とか頭痛などの症状が、軽度なものも
含めてみられます。
　池田　その際は、症状を察知して、
入院、点滴ということになるのでしょ
うか。
　松尾　そうですね。
　池田　神経痛とヘルペスといいます
と、帯状疱疹との鑑別が必要ですが、

性器ヘルペスの初感染、再感染を含め
てどのように行っていけばよいでしょ
うか。
　松尾　性器ヘルペスの初感染の場合
では、口唇ヘルペスなどの先行する感
染がない場合、抗体検査で上昇がみら
れますので、可能だと思います。ただ、
再発ですと、抗体価がほとんど動かな
いことも多いので、やはりその場所か
ら水疱・帯状疱疹ウイルス（VZV）や
単純ヘルペスウイルス（HSV）自体を
検出する抗原検査が有用だと思います。
　池田　抗原検査の方法は、通常の
SRLなどの検査会社に依頼しても可能
でしょうか。
　松尾　抗原検査自体は、VZV、HSV、
両方でできます。あとは自分でモノク
ローナル抗体により、ウイルス抗原を
蛍光抗体法で染色する施設もあると思
います。
　池田　その際は、水疱のスメアを採
取して抗原を染色するのでしょうか。
　松尾　そうです。
　池田　そのほか、PCRなどの核酸増
幅法なども行われるのでしょうか。
　松尾　PCRもSRL等でコマーシャル
ベースにされていますし、もちろん自
分の施設でやられることもあると思い
ます。
　池田　具体的にPCRで検査する場合
は、スメアで取ったサンプルをSRLに
送るということは可能なのでしょうか。
　松尾　はい。SRLではPCR専用の容

器がありますので、スメアを取ってい
ただき、提出すれば可能です。
　池田　性器ヘルペスが原因というお
話なのですけれども、神経症状の激し
い症例に関しては、帯状疱疹で使われ
ているような鎮痛剤などは使われるの
でしょうか。
　松尾　痛みが続く場合に一番有用な
のは抗ウイルス剤になりますが、痛み
が持続する場合、再発を多く繰り返す
場合では再発抑制療法も効果があると
思います。先生のご質問の帯状疱疹に
使用される、例えば抗てんかん薬のリ
リカなどを用いて効果のみられた症例
も経験しています。
　池田　実際、そういった症例という
のは何％ぐらいの単純疱疹の方にある
のでしょうか。
　松尾　初発の場合には、下肢の痛み
であるとか違和感はだいたい３割程度
に出現します。再発の場合には１割程
度に出るといわれています。
　池田　繰り返す際の臨床症状と、免
疫状態などとの関連性は報告されてい
るのでしょうか。
　松尾　例えば、HIV感染症や免疫不
全症候群の患者さんでは症状が激しく、
深い潰瘍を形成するといったことはあ
ると思います。ただ、正常な免疫状態
の方で臨床症状との関連性を見いだす
ことは難しいと思います。
　池田　性器ヘルペスを繰り返してい
る方が、何か他の疾患で免疫抑制薬を

性器ヘルペスによる神経症状

東京慈恵会医科大学皮膚科講師
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　性器ヘルペスが原因で排尿障害、下肢の神経症状が出現しているのに外陰部
の皮膚・粘膜の所見が軽度の症例を経験しました。性器ヘルペスでの神経症状
などご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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　池田　まず最初に、質問にあります
状態、これはどのような状態が考えら
れるか、お話しいただきたいと思いま
す。
　松尾　性器ヘルペスは、初感染の場
合は症状がひどくなり、再発は症状が
ほとんど出ない傾向があります。ただ、
再発で症状がそれほど強くなくても、
10％前後には下肢の痛みや違和感が出
るといわれていますので、性器ヘルペ
スの可能性はあるとは思います。
　池田　この場合、排尿障害まできて
いますので、初感染であれば理解でき
るということですが、再発でもこうい
った強い排尿障害などは出るのでしょ
うか。
　松尾　帯状疱疹や、性器ヘルペスの
初感染の場合には排尿障害がくること

は少なからずあると思います。再発で
もまれに、Elsberg症候群といわれる
無菌性の髄膜炎に伴う排尿障害があり
ますので、全くゼロではないと思いま
す。
　池田　その場合、無菌性髄膜炎の症
状といいますと、排尿障害以外にはど
のような点に注意したらよろしいでし
ょうか。
　松尾　髄膜炎ですので、発熱である
とか頭痛などの症状が、軽度なものも
含めてみられます。
　池田　その際は、症状を察知して、
入院、点滴ということになるのでしょ
うか。
　松尾　そうですね。
　池田　神経痛とヘルペスといいます
と、帯状疱疹との鑑別が必要ですが、

性器ヘルペスの初感染、再感染を含め
てどのように行っていけばよいでしょ
うか。
　松尾　性器ヘルペスの初感染の場合
では、口唇ヘルペスなどの先行する感
染がない場合、抗体検査で上昇がみら
れますので、可能だと思います。ただ、
再発ですと、抗体価がほとんど動かな
いことも多いので、やはりその場所か
ら水疱・帯状疱疹ウイルス（VZV）や
単純ヘルペスウイルス（HSV）自体を
検出する抗原検査が有用だと思います。
　池田　抗原検査の方法は、通常の
SRLなどの検査会社に依頼しても可能
でしょうか。
　松尾　抗原検査自体は、VZV、HSV、
両方でできます。あとは自分でモノク
ローナル抗体により、ウイルス抗原を
蛍光抗体法で染色する施設もあると思
います。
　池田　その際は、水疱のスメアを採
取して抗原を染色するのでしょうか。
　松尾　そうです。
　池田　そのほか、PCRなどの核酸増
幅法なども行われるのでしょうか。
　松尾　PCRもSRL等でコマーシャル
ベースにされていますし、もちろん自
分の施設でやられることもあると思い
ます。
　池田　具体的にPCRで検査する場合
は、スメアで取ったサンプルをSRLに
送るということは可能なのでしょうか。
　松尾　はい。SRLではPCR専用の容

器がありますので、スメアを取ってい
ただき、提出すれば可能です。
　池田　性器ヘルペスが原因というお
話なのですけれども、神経症状の激し
い症例に関しては、帯状疱疹で使われ
ているような鎮痛剤などは使われるの
でしょうか。
　松尾　痛みが続く場合に一番有用な
のは抗ウイルス剤になりますが、痛み
が持続する場合、再発を多く繰り返す
場合では再発抑制療法も効果があると
思います。先生のご質問の帯状疱疹に
使用される、例えば抗てんかん薬のリ
リカなどを用いて効果のみられた症例
も経験しています。
　池田　実際、そういった症例という
のは何％ぐらいの単純疱疹の方にある
のでしょうか。
　松尾　初発の場合には、下肢の痛み
であるとか違和感はだいたい３割程度
に出現します。再発の場合には１割程
度に出るといわれています。
　池田　繰り返す際の臨床症状と、免
疫状態などとの関連性は報告されてい
るのでしょうか。
　松尾　例えば、HIV感染症や免疫不
全症候群の患者さんでは症状が激しく、
深い潰瘍を形成するといったことはあ
ると思います。ただ、正常な免疫状態
の方で臨床症状との関連性を見いだす
ことは難しいと思います。
　池田　性器ヘルペスを繰り返してい
る方が、何か他の疾患で免疫抑制薬を

性器ヘルペスによる神経症状

東京慈恵会医科大学皮膚科講師
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　性器ヘルペスが原因で排尿障害、下肢の神経症状が出現しているのに外陰部
の皮膚・粘膜の所見が軽度の症例を経験しました。性器ヘルペスでの神経症状
などご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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内服したり、最近使用されることの多
い、生物学的製剤を用いることによっ
て繰り返す頻度が増す、症状が強くな
るという報告はありますか。
　松尾　あると思います。例えば、膠
原病でプレドニンをずっと内服されて
いる患者さんや、免疫抑制剤を用いて
いる患者さん、生物製剤に関してはあ
まり経験がないのですが、やはり免疫
抑制状態にある患者さんでは再発を繰
り返すことが多いという傾向はありま
す。
　池田　それから、性器ヘルペスが繰
り返す際に、神経症状や皮膚・粘膜症
状というのは異なるのでしょうか。
　松尾　多くの患者さんは一定した症
状を呈すると思いますが、先ほどお話
に出た免疫抑制状態では症状が強くな
ります。
　池田　ほかに、例えば風邪を引いて
免疫が落ちたとかいう場合に、通常の
繰り返す性器ヘルペスと症状が異なる
ことはあるのでしょうか。
　松尾　その程度であればまずないと
思います。性器ヘルペスで抑制療法さ
れている方での再発の症状をみても異
なる症状を呈する方はかなり少ないで
す。
　池田　話は変わりますが、今、性器
ヘルペスのお話をうかがいましたが、
口唇ヘルペスでも強い神経症状を訴え
る方というのはいらっしゃるのでしょ
うか。

　松尾　性器の場合ですと、下肢の痺
れや、腰痛などの症状が出やすいので
すが、口腔では症状を強く訴える方は
少ないと思います。
　池田　特に、顔面神経麻痺が強く出
てしまうような方はまずいらっしゃら
ないと。
　松尾　まずいらっしゃらないと思い
ます。
　池田　あと、臀部のヘルペスではい
かがでしょうか。例えば、排尿障害と
か下肢の神経症状が出るとか、そうい
ったことはあるのでしょうか。
　松尾　臀部のヘルペスの場合は、性
器に罹患後、長期間を経て出る方が多
いのです。そのため、臀部ヘルペスは
ご高齢の方に多く、再発型がほとんど
ですので、そのような症状は出にくい
と思います。
　池田　それは神経領域の関係ですか。
　松尾　神経領域というよりは、再発
型が多いということだと思います。
　池田　臀部ヘルペスの方で性器ヘル
ペスも起こすという方はまずいらっし
ゃらないのですか。
　松尾　性器と臀部の症状が一緒に出
ることは少ないと思います。性器から
だんだん臀部に移っていくということ
がほとんどです。
　池田　逆にいいますと、高齢者で臀
部ヘルペスのある方は、まず最初に性
器ヘルペスがあって、徐々に臀部のほ
うに移行していったと考えてよいです

か。
　松尾　そうだと思います。
　池田　その年数とかは具体的にわか
るのでしょうか。
　松尾　私が診ている臀部の患者さん
は、60代、70代の方が多いです。感染
はだいたい20～30代にしている方が多
いので、10年、20年という単位でそう
いうかたちに移行していくのではない
かと考えます。
　池田　ほかに、例えば最初に性器ヘ
ルペスがあって、すごく苦しんでおら
れる方で、抑制療法を続けられて、よ
く「いつまでのんだらいいですか」と
いうお話がありますね。そういうとき、
先生はどういうふうにお話しされてい
るのでしょうか。
　松尾　再発抑制療法を開始して、１
年経過を見てという話がありますけれ
ども、１年でやめるとまず再発がみら
れます。ですので、我々の施設では、
５年、10年という、けっこう長期に内
服されている方が多いです。健常人で
あれば耐性ウイルスの出現というのも
ほぼ問題になりませんので、患者さん
の希望があれば続けるというかたちを
取っています。
　池田　今の性器ヘルペスから臀部ヘ
ルペスへという話をうかがうと、40年
も続くという話もないことはないわけ
ですね。

　松尾　そう思います。
　池田　患者さんたちは、いつまでた
っても続けなければいけないのかとい
う、非常に不安感を持っていらっしゃ
る方が多いですね。そのときに、あま
り安易なことは言えないのですけれど
も、臀部のヘルペスに変わってくるこ
とも多いですよ、ということになれば、
少しは安心といいますか。
　松尾　そうですね。ただ、性器ヘル
ペスもずっと同じような回数再発する
わけではありません。だんだん歳をと
るごとに少なくなってきますから、そ
ういうこともお話ししてあげると、安
心してくれると思います。
　池田　それは具体的なデータが出て
いるのでしょうか。
　松尾　はい、あります。
　池田　それは安心ですね。こういっ
たヘルペスで排尿障害、下肢の神経症
状というのは、単純に考えますと、帯
状疱疹の鑑別が必要だというところで
すね。
　松尾　そうです。
　池田　そういう意味では、皮膚科の
専門医におかかりになって、PCRも含
めた抗原検査を受けたほうがいいとい
うことですね。
　松尾　大事だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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内服したり、最近使用されることの多
い、生物学的製剤を用いることによっ
て繰り返す頻度が増す、症状が強くな
るという報告はありますか。
　松尾　あると思います。例えば、膠
原病でプレドニンをずっと内服されて
いる患者さんや、免疫抑制剤を用いて
いる患者さん、生物製剤に関してはあ
まり経験がないのですが、やはり免疫
抑制状態にある患者さんでは再発を繰
り返すことが多いという傾向はありま
す。
　池田　それから、性器ヘルペスが繰
り返す際に、神経症状や皮膚・粘膜症
状というのは異なるのでしょうか。
　松尾　多くの患者さんは一定した症
状を呈すると思いますが、先ほどお話
に出た免疫抑制状態では症状が強くな
ります。
　池田　ほかに、例えば風邪を引いて
免疫が落ちたとかいう場合に、通常の
繰り返す性器ヘルペスと症状が異なる
ことはあるのでしょうか。
　松尾　その程度であればまずないと
思います。性器ヘルペスで抑制療法さ
れている方での再発の症状をみても異
なる症状を呈する方はかなり少ないで
す。
　池田　話は変わりますが、今、性器
ヘルペスのお話をうかがいましたが、
口唇ヘルペスでも強い神経症状を訴え
る方というのはいらっしゃるのでしょ
うか。

　松尾　性器の場合ですと、下肢の痺
れや、腰痛などの症状が出やすいので
すが、口腔では症状を強く訴える方は
少ないと思います。
　池田　特に、顔面神経麻痺が強く出
てしまうような方はまずいらっしゃら
ないと。
　松尾　まずいらっしゃらないと思い
ます。
　池田　あと、臀部のヘルペスではい
かがでしょうか。例えば、排尿障害と
か下肢の神経症状が出るとか、そうい
ったことはあるのでしょうか。
　松尾　臀部のヘルペスの場合は、性
器に罹患後、長期間を経て出る方が多
いのです。そのため、臀部ヘルペスは
ご高齢の方に多く、再発型がほとんど
ですので、そのような症状は出にくい
と思います。
　池田　それは神経領域の関係ですか。
　松尾　神経領域というよりは、再発
型が多いということだと思います。
　池田　臀部ヘルペスの方で性器ヘル
ペスも起こすという方はまずいらっし
ゃらないのですか。
　松尾　性器と臀部の症状が一緒に出
ることは少ないと思います。性器から
だんだん臀部に移っていくということ
がほとんどです。
　池田　逆にいいますと、高齢者で臀
部ヘルペスのある方は、まず最初に性
器ヘルペスがあって、徐々に臀部のほ
うに移行していったと考えてよいです

か。
　松尾　そうだと思います。
　池田　その年数とかは具体的にわか
るのでしょうか。
　松尾　私が診ている臀部の患者さん
は、60代、70代の方が多いです。感染
はだいたい20～30代にしている方が多
いので、10年、20年という単位でそう
いうかたちに移行していくのではない
かと考えます。
　池田　ほかに、例えば最初に性器ヘ
ルペスがあって、すごく苦しんでおら
れる方で、抑制療法を続けられて、よ
く「いつまでのんだらいいですか」と
いうお話がありますね。そういうとき、
先生はどういうふうにお話しされてい
るのでしょうか。
　松尾　再発抑制療法を開始して、１
年経過を見てという話がありますけれ
ども、１年でやめるとまず再発がみら
れます。ですので、我々の施設では、
５年、10年という、けっこう長期に内
服されている方が多いです。健常人で
あれば耐性ウイルスの出現というのも
ほぼ問題になりませんので、患者さん
の希望があれば続けるというかたちを
取っています。
　池田　今の性器ヘルペスから臀部ヘ
ルペスへという話をうかがうと、40年
も続くという話もないことはないわけ
ですね。

　松尾　そう思います。
　池田　患者さんたちは、いつまでた
っても続けなければいけないのかとい
う、非常に不安感を持っていらっしゃ
る方が多いですね。そのときに、あま
り安易なことは言えないのですけれど
も、臀部のヘルペスに変わってくるこ
とも多いですよ、ということになれば、
少しは安心といいますか。
　松尾　そうですね。ただ、性器ヘル
ペスもずっと同じような回数再発する
わけではありません。だんだん歳をと
るごとに少なくなってきますから、そ
ういうこともお話ししてあげると、安
心してくれると思います。
　池田　それは具体的なデータが出て
いるのでしょうか。
　松尾　はい、あります。
　池田　それは安心ですね。こういっ
たヘルペスで排尿障害、下肢の神経症
状というのは、単純に考えますと、帯
状疱疹の鑑別が必要だというところで
すね。
　松尾　そうです。
　池田　そういう意味では、皮膚科の
専門医におかかりになって、PCRも含
めた抗原検査を受けたほうがいいとい
うことですね。
　松尾　大事だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　今、現代人は運動不足になっ
ていますけれども、これは脂質異常症
とだいぶ関係しますか。
　佐藤　やはり日常生活が便利になっ
てきて、おいしいものを食べる。それ
から、sedentary lifeといいますか、運
動不足の状態がありまして、脂質異常
症とか２型糖尿病など、いわゆる生活
習慣病が増加しています。一方、逆に
適度な食事制限と運動をすると内臓脂
肪が減って、体のインスリン抵抗性も
改善して、インスリン抵抗性関連のす
べての病態の予防、治療に役立ちます。
ことに脂質異常症の中では高中性脂肪
血症を低下させたり、またHDL-コレ
ステロールの低い方を上昇させたり、
さらには軽い高血圧を改善するなど、
アンチアテロジェニック（anti-athero-
genic）、すなわち、動脈硬化の進行を
防ぐという作用があります。
　齊藤　運動をした場合の急性効果に
はどういうことがありますか。
　佐藤　筋肉でブドウ糖とか脂肪が使
われますので、循環血液中からブドウ

糖とか遊離脂肪酸が補給される。その
結果、トリグリセライドが低下すると
か、HDL-コレステロールが上昇した
り、LDL-Cも低下するとか、リポ蛋白
代謝も改善するということになってい
ます。
　齊藤　長期にやっていくとよいとい
うことなのですけれども、健康な人が
やるとどういうことになるのでしょう
か。
　佐藤　例えば、マラソン選手とかク
ロスカントリー選手とか、そういう有
酸素運動を続けている人ではトリグリ
セライドのレベルが低下して、HDL-
コレステロールが上昇しているという
ことはよく知られています。これはお
そらく筋肉とか血液の中のトリグリセ
ライドが運動のエネルギー源として利
用されるとか、運動でカイロマイクロ
ンからHDL-コレステロールの代謝が
活性化されるとか、そういうことが関
係しています。
　強い運動をすると、いろいろ改善す
るということですけれども、高齢者の

場合、私はあまり強い運動を行ってい
ただくよりは、運動時間とか運動の距
離という運動の量、すなわち、強さよ
り量を重視すべきと思っています。
　女性の場合は、閉経前ですと、もと
もとHDL-コレステロールが高いとい
うことで、男性ほど血中脂質レベルの
改善は期待しにくいということがわか
っています。
　私ども、名古屋大学時代ですけれど
も、老化防止と運動について検討を加
えることを目的とし、高齢者に軽い運
動を実施していただきました。どうい
う運動かというと、チューブ運動とか、
それから立ったり座ったりという、自
分の体重を利用する筋力トレーニング、
すなわち、レジスタンストレーニング、

それと１日8,000歩以上の歩行、すなわ
ち、筋トレと有酸素運動、両者を３カ
月間実施していただきました。そうし
まして、グルコースクランプ法を行い
ましたところ、インスリン感受性は約
30％増加しました。また、HDL-コレ
ステロールが上昇し、トリグリセライ
ド（TG）は有意に低下するということ
で、軽い運動、トレーニングが高齢者
でも安全に実施可能であって、糖代謝
だけではなく、脂質代謝の改善にも役
立つという成績を得ています（図）。
　齊藤　脂質異常症の患者さんが運動
をするとすると、主にTGの改善をね
らうことになりますか。
　佐藤　はい。TGが改善するわけで、
それに食事療法を併用するともっとい

脂質異常症の最新情報（Ⅲ）

愛知学院大学心身科学部教授
佐　藤　祐　造

（聞き手　齊藤郁夫）

具体的運動療法

図　身体トレーニングによる血清脂質の変動

（Tokudome M et al : Geriat Geront Int 4 : 157-162, 2004）

＊＊p＜0.01  ＊p＜0.05対トレーニング前
平均±標準誤差

身体トレーニング（N＝177）
（歩行：7,800歩/日、筋力トレーニング3.4回/週）
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　齊藤　今、現代人は運動不足になっ
ていますけれども、これは脂質異常症
とだいぶ関係しますか。
　佐藤　やはり日常生活が便利になっ
てきて、おいしいものを食べる。それ
から、sedentary lifeといいますか、運
動不足の状態がありまして、脂質異常
症とか２型糖尿病など、いわゆる生活
習慣病が増加しています。一方、逆に
適度な食事制限と運動をすると内臓脂
肪が減って、体のインスリン抵抗性も
改善して、インスリン抵抗性関連のす
べての病態の予防、治療に役立ちます。
ことに脂質異常症の中では高中性脂肪
血症を低下させたり、またHDL-コレ
ステロールの低い方を上昇させたり、
さらには軽い高血圧を改善するなど、
アンチアテロジェニック（anti-athero-
genic）、すなわち、動脈硬化の進行を
防ぐという作用があります。
　齊藤　運動をした場合の急性効果に
はどういうことがありますか。
　佐藤　筋肉でブドウ糖とか脂肪が使
われますので、循環血液中からブドウ

糖とか遊離脂肪酸が補給される。その
結果、トリグリセライドが低下すると
か、HDL-コレステロールが上昇した
り、LDL-Cも低下するとか、リポ蛋白
代謝も改善するということになってい
ます。
　齊藤　長期にやっていくとよいとい
うことなのですけれども、健康な人が
やるとどういうことになるのでしょう
か。
　佐藤　例えば、マラソン選手とかク
ロスカントリー選手とか、そういう有
酸素運動を続けている人ではトリグリ
セライドのレベルが低下して、HDL-
コレステロールが上昇しているという
ことはよく知られています。これはお
そらく筋肉とか血液の中のトリグリセ
ライドが運動のエネルギー源として利
用されるとか、運動でカイロマイクロ
ンからHDL-コレステロールの代謝が
活性化されるとか、そういうことが関
係しています。
　強い運動をすると、いろいろ改善す
るということですけれども、高齢者の

場合、私はあまり強い運動を行ってい
ただくよりは、運動時間とか運動の距
離という運動の量、すなわち、強さよ
り量を重視すべきと思っています。
　女性の場合は、閉経前ですと、もと
もとHDL-コレステロールが高いとい
うことで、男性ほど血中脂質レベルの
改善は期待しにくいということがわか
っています。
　私ども、名古屋大学時代ですけれど
も、老化防止と運動について検討を加
えることを目的とし、高齢者に軽い運
動を実施していただきました。どうい
う運動かというと、チューブ運動とか、
それから立ったり座ったりという、自
分の体重を利用する筋力トレーニング、
すなわち、レジスタンストレーニング、

それと１日8,000歩以上の歩行、すなわ
ち、筋トレと有酸素運動、両者を３カ
月間実施していただきました。そうし
まして、グルコースクランプ法を行い
ましたところ、インスリン感受性は約
30％増加しました。また、HDL-コレ
ステロールが上昇し、トリグリセライ
ド（TG）は有意に低下するということ
で、軽い運動、トレーニングが高齢者
でも安全に実施可能であって、糖代謝
だけではなく、脂質代謝の改善にも役
立つという成績を得ています（図）。
　齊藤　脂質異常症の患者さんが運動
をするとすると、主にTGの改善をね
らうことになりますか。
　佐藤　はい。TGが改善するわけで、
それに食事療法を併用するともっとい

脂質異常症の最新情報（Ⅲ）

愛知学院大学心身科学部教授
佐　藤　祐　造

（聞き手　齊藤郁夫）

具体的運動療法

図　身体トレーニングによる血清脂質の変動

（Tokudome M et al : Geriat Geront Int 4 : 157-162, 2004）

＊＊p＜0.01  ＊p＜0.05対トレーニング前
平均±標準誤差

身体トレーニング（N＝177）
（歩行：7,800歩/日、筋力トレーニング3.4回/週）
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いですね。ただ、当然のことですが、
家族性のものは遺伝子が関係していま
すので、トレーニングでは改善しませ
ん。
　RCT、無作為比較試験で、STRRIDE
という研究成績もありまして、やはり
運動をすると、その強さに応じてリポ
蛋白の代謝が改善する。逆に運動を行
わないと内臓脂肪が増えるとか、イン
スリン感受性が低下する。要するに、
運動不足ではインスリン抵抗性が出現
したり、LDL-コレステロールが増加し
ます。ですから、安静にすると悪い。
運動をするといい。軽い運動でも効果
はあるし、運動を強くしていくと、そ
れなりに効果が出てくるということが
報告されています。したがって、高TG
血症、低HDL-コレステロール血症な
どの病態によって、脂質異常症の運動
処方が異なります。あと一つ強調して
おきたいことは、トリグリセライドと
かHDL-コレステロールの改善は、運
動を中止しても、２週間ぐらいは続く
とされています。
　齊藤　運動には具体的にどういうも
のがありますか。
　佐藤　運動の種類としては有酸素運
動と筋トレがあります。有酸素運動の
ほうが、例えば長距離選手とかマラソ
ン、クロスカントリーをやっている選
手では血中TGが低下していて、HDL-
コレステロールは増えているなど、ア
ンチアテロジェニックな作用があり、

脂質異常症の改善には有酸素運動が役
立ちます。逆に重量挙げとか短距離選
手など、無酸素運動を行っている方で
は、HDL-コレステロールも普通の人
と同じレベルなど、動脈硬化予防作用
は認められません。
　さらに、無酸素運動の場合には、脂
質が利用できなくて、糖質、ブドウ糖
とかグリコーゲンだけがエネルギー源
となっています。要するに、無酸素運
動では脂質代謝の改善が期待できない
ということで、有酸素運動に比べてイ
ンスリン抵抗性改善作用も少ないこと
が判明しています。それから、重量挙
げを行いますと血圧も上昇するという
ことですので、私は重量挙げのような
運動は競技スポーツであって、健康増
進のため、糖尿病とか動脈硬化、いわ
ゆる生活習慣病の予防、治療への効果
というのは期待しにくいのではないか
と思っております。
　なお、外国でのメタアナリシスです
と、有酸素運動がLDL-コレステロール
を低下させるということが、ADA（米
国糖尿病学会）のペーパーなどに書い
てありますが、私どもの経験ではLDL- 
コレステロールが高い方では、少し低
下するくらいで、それほど大きい効果
はないと思っています。そういうこと
ですので、やはり有酸素運動が基本。
高齢者の場合には、レジスタンストレ
ーニングというか、筋トレも併用する
といいと思っています。

　齊藤　運動の前に、まず最初にメデ
ィカルチェックということでしょうか。
　佐藤　若い方でしたら、きょう始め
ようと思ったら始めていただいて構わ
ないと思います。しかし、中高年にな
ってきますと、高血圧とか心筋梗塞、
虚血性心筋障害など、いろいろな病気
を持っている可能性がありますので、
やはりメディカルチェックを行ってい
ただいて、血圧、心電図等をチェック
して、運動しても悪いことが起きない
ということを確かめなければなりませ
ん。もう一つは、要するに適応外の症
例、例えば、家族性の高コレステロー
ル血症の方などは初めからご遠慮願う
ということになると思います。
　齊藤　有酸素運動がよいだろうとい
うことで、具体的にはどういうことを
勧めるのでしょうか。
　佐藤　例えば、散歩とかジョギング、
ラジオ体操、自転車エルゴとか水泳、
特に自転車とか水泳はお尻に体重がか
かり、膝や足への体重負荷が少ないで
すから、肥満症患者の運動療法に役立
ちます。こういう全身の筋肉を使う有
酸素運動を、中等強度、脈拍でいいま
すと、一般に毎分120ぐらい、60～70
歳なら100ぐらいで、１回10～30分ぐ
らい。細切れでもけっこうです。なお、
体力のある方でも60分ぐらいで１回や
めないと、ケトン体が増えるというよ
うな危険性もあります。脂質異常の改
善効果は２週間続くということですが、

インスリン抵抗性改善の観点からいい
ますと、そういう運動を３日に１回、
週に３～５日以上実施するということ
です。サルコペニアといいますか、筋
肉の萎縮傾向が認められる高齢者では、
軽中強度の筋トレも併用する。ただ、
筋トレは軽い強度で息を止めずに行う
ということです。
　特別に運動を実施する時間がない場
合には、エレベーターの代わりに階段
を使うとか、通勤の際、バスを１駅手
前で降りて歩くなど、自分のライフス
タイルの中に運動を取り入れる。その
場合に歩数計などを着用する、それで
自分の運動量がどの程度であるかを評
価し、１日１万歩以上を目指していた
だきたいと思います。ただし、歩数が
１日3,000～4,000歩と少ない方では、
とりあえず１日1,000歩増加させること
から始めます。
　齊藤　特別にプールに行くのではな
くて、日常生活でやっていく。
　佐藤　もちろん行っていただいても
いいのですが。
　齊藤　日常生活で小まめに体を動か
すということですね。注意点はどうで
しょうか。
　佐藤　やはり食事療法も守らないと
だめです。また、ストレッチングなど、
準備・整理運動をやるとか、肥満者の
場合には膝や足の障害防止のため、ス
ポーツシューズを着用することも重要
です。一番強調したいのは、医師の指

ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013） （449）  4948 （448） ドクターサロン57巻６月号（5 . 2013）

1306本文.indd   48-49 13/05/13   17:54



いですね。ただ、当然のことですが、
家族性のものは遺伝子が関係していま
すので、トレーニングでは改善しませ
ん。
　RCT、無作為比較試験で、STRRIDE
という研究成績もありまして、やはり
運動をすると、その強さに応じてリポ
蛋白の代謝が改善する。逆に運動を行
わないと内臓脂肪が増えるとか、イン
スリン感受性が低下する。要するに、
運動不足ではインスリン抵抗性が出現
したり、LDL-コレステロールが増加し
ます。ですから、安静にすると悪い。
運動をするといい。軽い運動でも効果
はあるし、運動を強くしていくと、そ
れなりに効果が出てくるということが
報告されています。したがって、高TG
血症、低HDL-コレステロール血症な
どの病態によって、脂質異常症の運動
処方が異なります。あと一つ強調して
おきたいことは、トリグリセライドと
かHDL-コレステロールの改善は、運
動を中止しても、２週間ぐらいは続く
とされています。
　齊藤　運動には具体的にどういうも
のがありますか。
　佐藤　運動の種類としては有酸素運
動と筋トレがあります。有酸素運動の
ほうが、例えば長距離選手とかマラソ
ン、クロスカントリーをやっている選
手では血中TGが低下していて、HDL-
コレステロールは増えているなど、ア
ンチアテロジェニックな作用があり、

脂質異常症の改善には有酸素運動が役
立ちます。逆に重量挙げとか短距離選
手など、無酸素運動を行っている方で
は、HDL-コレステロールも普通の人
と同じレベルなど、動脈硬化予防作用
は認められません。
　さらに、無酸素運動の場合には、脂
質が利用できなくて、糖質、ブドウ糖
とかグリコーゲンだけがエネルギー源
となっています。要するに、無酸素運
動では脂質代謝の改善が期待できない
ということで、有酸素運動に比べてイ
ンスリン抵抗性改善作用も少ないこと
が判明しています。それから、重量挙
げを行いますと血圧も上昇するという
ことですので、私は重量挙げのような
運動は競技スポーツであって、健康増
進のため、糖尿病とか動脈硬化、いわ
ゆる生活習慣病の予防、治療への効果
というのは期待しにくいのではないか
と思っております。
　なお、外国でのメタアナリシスです
と、有酸素運動がLDL-コレステロール
を低下させるということが、ADA（米
国糖尿病学会）のペーパーなどに書い
てありますが、私どもの経験ではLDL- 
コレステロールが高い方では、少し低
下するくらいで、それほど大きい効果
はないと思っています。そういうこと
ですので、やはり有酸素運動が基本。
高齢者の場合には、レジスタンストレ
ーニングというか、筋トレも併用する
といいと思っています。

　齊藤　運動の前に、まず最初にメデ
ィカルチェックということでしょうか。
　佐藤　若い方でしたら、きょう始め
ようと思ったら始めていただいて構わ
ないと思います。しかし、中高年にな
ってきますと、高血圧とか心筋梗塞、
虚血性心筋障害など、いろいろな病気
を持っている可能性がありますので、
やはりメディカルチェックを行ってい
ただいて、血圧、心電図等をチェック
して、運動しても悪いことが起きない
ということを確かめなければなりませ
ん。もう一つは、要するに適応外の症
例、例えば、家族性の高コレステロー
ル血症の方などは初めからご遠慮願う
ということになると思います。
　齊藤　有酸素運動がよいだろうとい
うことで、具体的にはどういうことを
勧めるのでしょうか。
　佐藤　例えば、散歩とかジョギング、
ラジオ体操、自転車エルゴとか水泳、
特に自転車とか水泳はお尻に体重がか
かり、膝や足への体重負荷が少ないで
すから、肥満症患者の運動療法に役立
ちます。こういう全身の筋肉を使う有
酸素運動を、中等強度、脈拍でいいま
すと、一般に毎分120ぐらい、60～70
歳なら100ぐらいで、１回10～30分ぐ
らい。細切れでもけっこうです。なお、
体力のある方でも60分ぐらいで１回や
めないと、ケトン体が増えるというよ
うな危険性もあります。脂質異常の改
善効果は２週間続くということですが、

インスリン抵抗性改善の観点からいい
ますと、そういう運動を３日に１回、
週に３～５日以上実施するということ
です。サルコペニアといいますか、筋
肉の萎縮傾向が認められる高齢者では、
軽中強度の筋トレも併用する。ただ、
筋トレは軽い強度で息を止めずに行う
ということです。
　特別に運動を実施する時間がない場
合には、エレベーターの代わりに階段
を使うとか、通勤の際、バスを１駅手
前で降りて歩くなど、自分のライフス
タイルの中に運動を取り入れる。その
場合に歩数計などを着用する、それで
自分の運動量がどの程度であるかを評
価し、１日１万歩以上を目指していた
だきたいと思います。ただし、歩数が
１日3,000～4,000歩と少ない方では、
とりあえず１日1,000歩増加させること
から始めます。
　齊藤　特別にプールに行くのではな
くて、日常生活でやっていく。
　佐藤　もちろん行っていただいても
いいのですが。
　齊藤　日常生活で小まめに体を動か
すということですね。注意点はどうで
しょうか。
　佐藤　やはり食事療法も守らないと
だめです。また、ストレッチングなど、
準備・整理運動をやるとか、肥満者の
場合には膝や足の障害防止のため、ス
ポーツシューズを着用することも重要
です。一番強調したいのは、医師の指
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導のもとに、健康運動指導士さん、栄
養士さんとか看護師さんなど、コメデ
ィカルの方による医療チームをつくっ
て、患者さんそれぞれの方のライフス
タイルや病状も考慮に入れたテーラー
メイドな指導を行うことがいいと思っ
ています。
　齊藤　それは保険でも認められてい
ることですね。
　佐藤　保険でも認められています。

ただし、運動療法は生活習慣病指導管
理料という項目になっていまして、院
外処方を発行する場合と院内処方の場
合とで点数が異なります。院外処方で
すと650点、それ以外では薬剤と検査な
ども含めたマルメですけれども、1,175
点ということで、相当な点数がつきま
すから、請求するのもいいと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。 　大西　石川先生、脂質異常症の最新

情報のシリーズということで、薬物治
療の適用とその意義についていろいろ
教えていただきたいと思います。
　初めに、脂質異常症における薬物療
法はどういった場合に適用になるか、
そのあたりから教えていただけますで
しょうか。
　石川　脂質異常症の治療の基本は、
食生活の是正とか、身体活動の増加や
適正体重の維持、および禁煙などの生
活習慣の改善ですが、一次予防におい
ては生活習慣の改善を十分試みるにも
かかわらず、LDLコレステロールが管
理目標値に達しない場合、薬物療法を
考慮することになります。二次予防の
場合には、もっと積極的に薬物療法を
併用することが多いです。
　大西　実際に患者さんのリスク評価
はどのようにしたらよろしいでしょう
か。
　石川　2012年に発行された日本動脈
硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイド
ラインの改訂版では、従来の相対的評

価ではなく、絶対リスク評価をもとに
患者さんのカテゴリー分類を行うよう
になりました。
　簡単に説明させていただきますと、
すでに冠動脈疾患の既往があれば二次
予防、既往がなければ一次予防として
扱いますが、一次予防グループはさら
に３つのカテゴリーに分類されます。
糖尿病、慢性腎臓病（CKD）、非心原
性脳梗塞、末梢動脈硬化疾患があれば
カテゴリーⅢとします。それらの病気
がない場合には、全国的な疫学調査の
日本データ80に基づく10年間の冠動脈
疾患の死亡確率が0.5％未満だったらカ
テゴリーⅠ、0.5～２％未満までがカテ
ゴリーⅡ、２％以上をカテゴリーⅢと
します。さらに、低HDLコレステロー
ル血症とか早発性冠動脈疾患の家族歴、
耐糖能異常（糖尿病は含まない）のう
ち１つ以上を有すると、カテゴリーを
１段階上げることにしています。
　大西　きちんとカテゴリーが分類さ
れているということですね。
　石川　そうなのです。

脂質異常症の最新情報（Ⅲ）

神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科教授
石　川　俊　次

（聞き手　大西　真）

薬物治療の適用とその意義
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導のもとに、健康運動指導士さん、栄
養士さんとか看護師さんなど、コメデ
ィカルの方による医療チームをつくっ
て、患者さんそれぞれの方のライフス
タイルや病状も考慮に入れたテーラー
メイドな指導を行うことがいいと思っ
ています。
　齊藤　それは保険でも認められてい
ることですね。
　佐藤　保険でも認められています。

ただし、運動療法は生活習慣病指導管
理料という項目になっていまして、院
外処方を発行する場合と院内処方の場
合とで点数が異なります。院外処方で
すと650点、それ以外では薬剤と検査な
ども含めたマルメですけれども、1,175
点ということで、相当な点数がつきま
すから、請求するのもいいと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。 　大西　石川先生、脂質異常症の最新

情報のシリーズということで、薬物治
療の適用とその意義についていろいろ
教えていただきたいと思います。
　初めに、脂質異常症における薬物療
法はどういった場合に適用になるか、
そのあたりから教えていただけますで
しょうか。
　石川　脂質異常症の治療の基本は、
食生活の是正とか、身体活動の増加や
適正体重の維持、および禁煙などの生
活習慣の改善ですが、一次予防におい
ては生活習慣の改善を十分試みるにも
かかわらず、LDLコレステロールが管
理目標値に達しない場合、薬物療法を
考慮することになります。二次予防の
場合には、もっと積極的に薬物療法を
併用することが多いです。
　大西　実際に患者さんのリスク評価
はどのようにしたらよろしいでしょう
か。
　石川　2012年に発行された日本動脈
硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイド
ラインの改訂版では、従来の相対的評

価ではなく、絶対リスク評価をもとに
患者さんのカテゴリー分類を行うよう
になりました。
　簡単に説明させていただきますと、
すでに冠動脈疾患の既往があれば二次
予防、既往がなければ一次予防として
扱いますが、一次予防グループはさら
に３つのカテゴリーに分類されます。
糖尿病、慢性腎臓病（CKD）、非心原
性脳梗塞、末梢動脈硬化疾患があれば
カテゴリーⅢとします。それらの病気
がない場合には、全国的な疫学調査の
日本データ80に基づく10年間の冠動脈
疾患の死亡確率が0.5％未満だったらカ
テゴリーⅠ、0.5～２％未満までがカテ
ゴリーⅡ、２％以上をカテゴリーⅢと
します。さらに、低HDLコレステロー
ル血症とか早発性冠動脈疾患の家族歴、
耐糖能異常（糖尿病は含まない）のう
ち１つ以上を有すると、カテゴリーを
１段階上げることにしています。
　大西　きちんとカテゴリーが分類さ
れているということですね。
　石川　そうなのです。

脂質異常症の最新情報（Ⅲ）

神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科教授
石　川　俊　次

（聞き手　大西　真）

薬物治療の適用とその意義
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　大西　次に、患者さんの管理目標値
はどのように決めていらっしゃいます
でしょうか。
　石川　LDLコレステロールの管理目
標値は、カテゴリーⅠだと160㎎/㎗未
満です。カテゴリーⅡは140㎎/㎗未満、
カテゴリーⅢが120㎎/㎗未満、二次予
防群ですと100㎎/㎗未満としています。
カテゴリーが高いほどリスクが高いわ
けで、その分だけ厳しい管理目標値を
掲げることになります。また、一次予
防群でも二次予防群でもそうですが、
中性脂肪（TG）は150㎎/㎗未満、HDL
コレステロールは40㎎/㎗以上と、そ
れぞれ目標値を決めています。
　大西　実際にLDLコレステロールが
高い患者さんですが、どのような薬を
使って治療したらよろしいでしょうか。
　石川　まずスタチンです。スタチン
の種類により異なりますけれども、LDL
コレステロールの低下は20～50％と強
力です。一次予防試験のWOSCOPSや
わが国のMEGA Studyなどで動脈硬化
疾患を減少させる効果が明らかにされ
ています。副作用も少なく、世界中の
多くの高脂血症患者がスタチンを服用
しています。
　しかし、若年者とか閉経前女性など
は絶対リスクが低いので、たとえ管理
目標値に達していない場合でも、生活
習慣の改善のみで経過観察することが
できる可能性を考え、簡単にスタチン
は処方しないという考えもあります。

ただし、LDLコレステロールが180㎎/
㎗以上を持続する患者さんの場合には、
家族性高コレステロール血症の可能性
も考えて、薬物療法を考慮することが
妥当だと思います。
　大西　一方で、いろいろリスクのあ
る方がいらっしゃいますが、そういう
方の場合はどうでしょうか。
　石川　例えば、２型の糖尿病とか
CKDとか非心原性脳梗塞とか末梢動
脈硬化などを合併する場合には、高リ
スクなので、早期から薬物療法を用い
た積極的なLDLコレステロール低下療
法を開始すべきです。二次予防の大規
模臨床試験でも、スタチンによるLDL
コレステロール低下療法が有効であ 
ることが、４S Study、CARE、LIPID 
Studyなどで確認されています。
　それから、急性冠症候群に対するス
タチン投与の安全性や心血管イベント
抑制効果が報告されています。しかも
長期的な心血管イベント抑制に発症早
期からの厳格な脂質管理が重要である
ことも示されていますので、もっと積
極的に脂質管理をしたほうがいいと考
えられています。
　大西　だいぶ様変わりしてきたとい
うことですね。それでは次に、LDLコ
レステロールを下げる薬として、今お
話にあったスタチン以外にはどのよう
な薬がありますか。
　石川　一つは、昔からある薬ですが、
陰イオン交換樹脂で、コレスチミドと

かコレスチラミンです。これはLDLコ
レステロールが高い脂質異常症が適用
になりますが、副作用などでスタチン
が使いにくい場合に適用になり、特に
妊娠中あるいは妊娠の可能性がある場
合は陰イオン交換樹脂が第一選択とな
ります。便秘とか腹部膨満感などの副
作用があります。吸収しないというこ
ともあり、重篤な副作用がないのが利
点であると思います。
　大西　ほかにはいかがですか。
　石川　プロブコールがあります。こ
れもLDLコレステロールが高い脂質異
常症が対象ですが、黄色腫の退縮効果
が認められていたり、強力な抗酸化作
用を有しています。ただし、LDLコレ
ステロールだけではなくて、HDLコレ
ステロールも低下させるのが特徴で、
そのために今あまり使われなくなって
きています。
　大西　それでは次に、中性脂肪が高
い場合やHDLコレステロールが低い場
合にはどのような薬が使われますか。
　石川　高TG血症患者は実に多くい
らっしゃいます。TGが高いのは、肝
疾患や脳卒中のリスクであることも事
実です。しかし、TGを低下させるこ
とのベネフィットを明白に示すエビデ
ンスはまだ意外に少ないのです。TG
が1,000㎎/㎗を超えるほど高いと、急
性膵炎を予防しなければいけないので、
まずフィブラート系薬剤投与が試みら
れます。EPAなどを含む魚油も使用さ

れます。TGが200～500㎎/㎗程度です
と、動脈硬化性疾患のリスクを低下さ
せる目的でTGを低下させ、HDLコレ
ステロールを上昇させるための治療薬
を試みることも多いです。
　大西　具体的なそれぞれの薬につい
ておうかがいしたいのですけれども、
まずフィブラートはいかがですか。
　石川　これはTGを30～60％ぐらい減
少させて、HDLコレステロールを５～
15％ぐらい増加させます。LDLコレス
テロール値への影響は一定ではありま
せん。フィブラートの冠動脈疾患予防
研究というのがありますけれども、な
かなか対象全体で統計学的に有意ない
い結果が出ているわけではありません。
サブグループ解析をしてみて、高TG
とか低HDLコレステロールのはっきり
したサブグループのみに冠動脈疾患の
リスクを減少させるということが示さ
れているのです。そこで対象の患者さ
んを選ばなければいけないというとこ
ろがあります。
　スタチンがLDLコレステロールだけ
でなく、TGを下げるということも重
要視されています。LDLコレステロー
ルも高くて、TGが200～500㎎/㎗ぐら
いではスタチンがよく使われますし、
実際にTG低下に有効です。各種スタ
チンのTGの低下効果を比較した米国
の研究では、ロスバスタチンが20～25
％ぐらい、シンバスタチンで20～28％、
アトルバスタチンで12～18％、プラバ
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　大西　次に、患者さんの管理目標値
はどのように決めていらっしゃいます
でしょうか。
　石川　LDLコレステロールの管理目
標値は、カテゴリーⅠだと160㎎/㎗未
満です。カテゴリーⅡは140㎎/㎗未満、
カテゴリーⅢが120㎎/㎗未満、二次予
防群ですと100㎎/㎗未満としています。
カテゴリーが高いほどリスクが高いわ
けで、その分だけ厳しい管理目標値を
掲げることになります。また、一次予
防群でも二次予防群でもそうですが、
中性脂肪（TG）は150㎎/㎗未満、HDL
コレステロールは40㎎/㎗以上と、そ
れぞれ目標値を決めています。
　大西　実際にLDLコレステロールが
高い患者さんですが、どのような薬を
使って治療したらよろしいでしょうか。
　石川　まずスタチンです。スタチン
の種類により異なりますけれども、LDL
コレステロールの低下は20～50％と強
力です。一次予防試験のWOSCOPSや
わが国のMEGA Studyなどで動脈硬化
疾患を減少させる効果が明らかにされ
ています。副作用も少なく、世界中の
多くの高脂血症患者がスタチンを服用
しています。
　しかし、若年者とか閉経前女性など
は絶対リスクが低いので、たとえ管理
目標値に達していない場合でも、生活
習慣の改善のみで経過観察することが
できる可能性を考え、簡単にスタチン
は処方しないという考えもあります。

ただし、LDLコレステロールが180㎎/
㎗以上を持続する患者さんの場合には、
家族性高コレステロール血症の可能性
も考えて、薬物療法を考慮することが
妥当だと思います。
　大西　一方で、いろいろリスクのあ
る方がいらっしゃいますが、そういう
方の場合はどうでしょうか。
　石川　例えば、２型の糖尿病とか
CKDとか非心原性脳梗塞とか末梢動
脈硬化などを合併する場合には、高リ
スクなので、早期から薬物療法を用い
た積極的なLDLコレステロール低下療
法を開始すべきです。二次予防の大規
模臨床試験でも、スタチンによるLDL
コレステロール低下療法が有効であ 
ることが、４S Study、CARE、LIPID 
Studyなどで確認されています。
　それから、急性冠症候群に対するス
タチン投与の安全性や心血管イベント
抑制効果が報告されています。しかも
長期的な心血管イベント抑制に発症早
期からの厳格な脂質管理が重要である
ことも示されていますので、もっと積
極的に脂質管理をしたほうがいいと考
えられています。
　大西　だいぶ様変わりしてきたとい
うことですね。それでは次に、LDLコ
レステロールを下げる薬として、今お
話にあったスタチン以外にはどのよう
な薬がありますか。
　石川　一つは、昔からある薬ですが、
陰イオン交換樹脂で、コレスチミドと

かコレスチラミンです。これはLDLコ
レステロールが高い脂質異常症が適用
になりますが、副作用などでスタチン
が使いにくい場合に適用になり、特に
妊娠中あるいは妊娠の可能性がある場
合は陰イオン交換樹脂が第一選択とな
ります。便秘とか腹部膨満感などの副
作用があります。吸収しないというこ
ともあり、重篤な副作用がないのが利
点であると思います。
　大西　ほかにはいかがですか。
　石川　プロブコールがあります。こ
れもLDLコレステロールが高い脂質異
常症が対象ですが、黄色腫の退縮効果
が認められていたり、強力な抗酸化作
用を有しています。ただし、LDLコレ
ステロールだけではなくて、HDLコレ
ステロールも低下させるのが特徴で、
そのために今あまり使われなくなって
きています。
　大西　それでは次に、中性脂肪が高
い場合やHDLコレステロールが低い場
合にはどのような薬が使われますか。
　石川　高TG血症患者は実に多くい
らっしゃいます。TGが高いのは、肝
疾患や脳卒中のリスクであることも事
実です。しかし、TGを低下させるこ
とのベネフィットを明白に示すエビデ
ンスはまだ意外に少ないのです。TG
が1,000㎎/㎗を超えるほど高いと、急
性膵炎を予防しなければいけないので、
まずフィブラート系薬剤投与が試みら
れます。EPAなどを含む魚油も使用さ

れます。TGが200～500㎎/㎗程度です
と、動脈硬化性疾患のリスクを低下さ
せる目的でTGを低下させ、HDLコレ
ステロールを上昇させるための治療薬
を試みることも多いです。
　大西　具体的なそれぞれの薬につい
ておうかがいしたいのですけれども、
まずフィブラートはいかがですか。
　石川　これはTGを30～60％ぐらい減
少させて、HDLコレステロールを５～
15％ぐらい増加させます。LDLコレス
テロール値への影響は一定ではありま
せん。フィブラートの冠動脈疾患予防
研究というのがありますけれども、な
かなか対象全体で統計学的に有意ない
い結果が出ているわけではありません。
サブグループ解析をしてみて、高TG
とか低HDLコレステロールのはっきり
したサブグループのみに冠動脈疾患の
リスクを減少させるということが示さ
れているのです。そこで対象の患者さ
んを選ばなければいけないというとこ
ろがあります。
　スタチンがLDLコレステロールだけ
でなく、TGを下げるということも重
要視されています。LDLコレステロー
ルも高くて、TGが200～500㎎/㎗ぐら
いではスタチンがよく使われますし、
実際にTG低下に有効です。各種スタ
チンのTGの低下効果を比較した米国
の研究では、ロスバスタチンが20～25
％ぐらい、シンバスタチンで20～28％、
アトルバスタチンで12～18％、プラバ
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スタチンで８～13％低下しています。
　スタチンは、LDLコレステロールや
non-HDLコレステロール、アポBも減
少させますし、大規模臨床試験で、TG
が高い群でも、TGが高くない群でも、
どちらも有意に冠疾患発症を減少させ
るという事実があります。やはりスタ
チンはたいへん重要な薬になっている
と思います。
　大西　最近、魚の脂が注目されてい
ますけれども、EPAはいかがでしょう
か。
　石川　EPA、DHAですが、これら
n-３系脂肪酸というのはTGを低下さ
せるほかに、抗不整脈、抗凝固、抗炎
症、内皮機能改善効果とか、血圧低下
効果もあります。わが国で施行された
JELISというスタディでは、スタチン
を服用している高コレステロール患者
にEPAを併用した群では、有意な心血
管イベントの二次予防効果が認められ
たのです。
　大西　ニコチン酸も時々使われます
ね。
　石川　これは昔から使われている薬
で、TGを低下させますし、HDLコレ
ステロールを増加させます。LDLコレ
ステロールも低下させ、Lp（a）を低下

させます。ただ、皮膚のフラッシング
とか、かゆみなどの副作用のため、使
用する頻度はあまり多くないと思いま
す。
　大西　ハイリスクの方の場合、単剤
だけでなくて、併用する場合もありま
すが、この考え方はいかがでしょうか。
　石川　複合型高脂血症とか混合型高
脂血症で、LDLコレステロールも高い
し、TGも高い、non-HDLコレステロ
ールも高いような患者さんの場合には、
いろいろな薬を組み合わせる必要があ
ります。スタチンをまず使うことが多
いのですが、その他にいろいろなもの
が加えられます。一つの候補はエゼチ
ミブです。これを併用することによっ
てスタチンの極量に達するぐらいまで
にLDLコレステロールを下げる効果が
あるし、TGを下げる作用とか、HDLコ
レステロールを上げる効果が認められ
ています。
　フィブラートやn-３系脂肪酸と、ニ
コチン酸も使うことがありますが、フ
ィブラートとスタチンの併用ではミオ
パチー、横紋筋融解症が出現すること
があるので、十分な注意が必要です。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　スタチンとその使い方という
ことで横山先生におうかがいいたしま
す。
　現在、一般実地医家は、高コレステ
ロール血症があるとスタチンを使うこ
とが多いと思うのですけれども、先生
のお立場からどのようにお考えになり
ますか。
　横山　スタチンという薬剤は日本で
発見され開発されて、世界に広がった
薬で、LDLコレステロールが高い患者
さんをスタチンで治療すると、虚血性
心疾患のリスクが低下するということ
が医学上の基本的知識として確立され
てきたものです。したがって、LDLコ
レステロールが高い方におけるスタチ
ンの選択というのは、非常に理にかな
った治療であるというふうに一般的に
は言えると思います。
　齊藤　少し使われ過ぎているのでは
ないかということでしょうか。
　横山　実際に現在の売り上げが理に
かなっているか、医療経済的にどうか
というのは、なかなか難しい問題だと

思います。ただ、患者さんの適応から
申し上げますと、例えば高TG血症が
あって、それに引きずられて高コレス
テロール血症になっている場合には、
高TG血症をターゲットにした薬剤の
選択を第一選択とすべきでしょうし、
高HDL血症、これは日本人に非常に多
いのですけれども、その方たちの総コ
レステロールが高いときには、薬剤の
選択以前に、薬剤の治療に進む必要が
ない方も大勢おられるわけで、そうい
う場合に安易に薬を使うというのは慎
むべきだろうと思います。
　齊藤　LDLコレステロールを重視し
たほうがよいだろう、ということでし
ょうか。
　横山　はい。
　齊藤　LDLコレステロールを測定す
る場合、これもいろいろ難しい問題が
あるようですが、これはどうでしょう
か。
　横山　LDLコレステロールの測定に
ついては、最近非常に大きな問題にな
ってきています。この数年、LDLコレ

脂質異常症の最新情報（Ⅲ）
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スタチンで８～13％低下しています。
　スタチンは、LDLコレステロールや
non-HDLコレステロール、アポBも減
少させますし、大規模臨床試験で、TG
が高い群でも、TGが高くない群でも、
どちらも有意に冠疾患発症を減少させ
るという事実があります。やはりスタ
チンはたいへん重要な薬になっている
と思います。
　大西　最近、魚の脂が注目されてい
ますけれども、EPAはいかがでしょう
か。
　石川　EPA、DHAですが、これら
n-３系脂肪酸というのはTGを低下さ
せるほかに、抗不整脈、抗凝固、抗炎
症、内皮機能改善効果とか、血圧低下
効果もあります。わが国で施行された
JELISというスタディでは、スタチン
を服用している高コレステロール患者
にEPAを併用した群では、有意な心血
管イベントの二次予防効果が認められ
たのです。
　大西　ニコチン酸も時々使われます
ね。
　石川　これは昔から使われている薬
で、TGを低下させますし、HDLコレ
ステロールを増加させます。LDLコレ
ステロールも低下させ、Lp（a）を低下

させます。ただ、皮膚のフラッシング
とか、かゆみなどの副作用のため、使
用する頻度はあまり多くないと思いま
す。
　大西　ハイリスクの方の場合、単剤
だけでなくて、併用する場合もありま
すが、この考え方はいかがでしょうか。
　石川　複合型高脂血症とか混合型高
脂血症で、LDLコレステロールも高い
し、TGも高い、non-HDLコレステロ
ールも高いような患者さんの場合には、
いろいろな薬を組み合わせる必要があ
ります。スタチンをまず使うことが多
いのですが、その他にいろいろなもの
が加えられます。一つの候補はエゼチ
ミブです。これを併用することによっ
てスタチンの極量に達するぐらいまで
にLDLコレステロールを下げる効果が
あるし、TGを下げる作用とか、HDLコ
レステロールを上げる効果が認められ
ています。
　フィブラートやn-３系脂肪酸と、ニ
コチン酸も使うことがありますが、フ
ィブラートとスタチンの併用ではミオ
パチー、横紋筋融解症が出現すること
があるので、十分な注意が必要です。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　スタチンとその使い方という
ことで横山先生におうかがいいたしま
す。
　現在、一般実地医家は、高コレステ
ロール血症があるとスタチンを使うこ
とが多いと思うのですけれども、先生
のお立場からどのようにお考えになり
ますか。
　横山　スタチンという薬剤は日本で
発見され開発されて、世界に広がった
薬で、LDLコレステロールが高い患者
さんをスタチンで治療すると、虚血性
心疾患のリスクが低下するということ
が医学上の基本的知識として確立され
てきたものです。したがって、LDLコ
レステロールが高い方におけるスタチ
ンの選択というのは、非常に理にかな
った治療であるというふうに一般的に
は言えると思います。
　齊藤　少し使われ過ぎているのでは
ないかということでしょうか。
　横山　実際に現在の売り上げが理に
かなっているか、医療経済的にどうか
というのは、なかなか難しい問題だと

思います。ただ、患者さんの適応から
申し上げますと、例えば高TG血症が
あって、それに引きずられて高コレス
テロール血症になっている場合には、
高TG血症をターゲットにした薬剤の
選択を第一選択とすべきでしょうし、
高HDL血症、これは日本人に非常に多
いのですけれども、その方たちの総コ
レステロールが高いときには、薬剤の
選択以前に、薬剤の治療に進む必要が
ない方も大勢おられるわけで、そうい
う場合に安易に薬を使うというのは慎
むべきだろうと思います。
　齊藤　LDLコレステロールを重視し
たほうがよいだろう、ということでし
ょうか。
　横山　はい。
　齊藤　LDLコレステロールを測定す
る場合、これもいろいろ難しい問題が
あるようですが、これはどうでしょう
か。
　横山　LDLコレステロールの測定に
ついては、最近非常に大きな問題にな
ってきています。この数年、LDLコレ
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ステロールを直接測るという方法が広
く普及してきました。これは特定健診
の測定項目がそれによって行われるよ
うになったことが大きな理由です。し
かし、この測定法については、現在、
様々な異なる原理による測定方法が併
存していまして、その標準化が必ずし
も十分ではないということが次第にわ
かってきました。
　従来、LDLコレステロールの値は、
便宜的にFriedewaldの式と呼ばれる計
算式によって求められてきました。し
かし、高TG血症があると、この計算式
で求めるLDLコレステロール値に誤差
が出てくるということが知られていま
す。この問題の解決のために直接法が
開発されたわけですが、実はこの方法
でも問題があることがわかってきまし
た。３年ほど前に、アメリカ臨床化学
会による検証によって、高TG血症で
誤差が生じることが報告されました。
これを受けて、わが国で独自に行った
検証でもやはり高TG血症があるとず
れが出てくることがわかりました。そ
のような背景もあり、最近LDLコレス
テロールを測るということそのものに
ついて少し考え直したほうがいいので
はないかということが世界の趨勢とし
て出てきました。それに代わるリスク
指標として、non-HDLコレステロール
という単純な指標、総コレステロール
からHDLコレステロールを引いた値で
すが、これを使ったらいいのではない

かということが次第に大きな声になっ
てきています。
　この指標は、実は高TG血症に含ま
れるリスクも併せて包括的なリスク指
標として使えるということもわかって
きており、これで患者さんのリスクを
評価したうえで、治療方針を、高TG
血症があるかないかということで、選
択していく、という方向が考えられて
います。それが治療のガイドラインと
してはおそらく単純でわかりやすい、
混乱が少ない方法になるのではないか
と考えられます。私も個人的には、こ
ういうかたちにしていったほうがいい
のではないかなと思います。
　齊藤　しかし、今回のガイドライン
ではLDLコレステロールで数値が指定
されていますね。
　横山　その整合性を、どう維持して
いくかということになります。まず、
高TG血症がない場合には、Friedewald
の式を用いる方法で比較的正確なLDL
コレステロールの数字が出ます、これ
で大丈夫です。しかし、高TG血症が
ある場合には、non-HDLコレステロー
ルをリスク指標として使ってください
というかたちで整合性をとっていくこ
とになります。
　齊藤　LDLコレステロール測定法の
統一化の方向性はどうでしょうか。
　横山　そうなってほしいと思います。
これは技術的には非常に洗練された方
法で、日本の臨床検査技術の開発の水

準が高いことを示しています。一面で
はそうなのですけれども、それをもっ
てしても標準化にたどり着いていない
ということが大きな問題になるのでし
ょうね。将来、こうした問題が改善さ
れていけば、これを用いることもあり
うると思います。
　齊藤　ガイドラインにはLDLコレス
テロールの基準が出されていますね。
　横山　ガイドライン2012でもこれま
でのガイドラインの考え方を基本的に
継承しています。LDLコレステロール
以外、他のリスクがない方の一次予防
の管理目標値はLDLコレステロール
140㎎/㎗で、これは世界の標準で見る
と、比較的緩いガイドラインになって
います。日本の疫学調査の結果などか
らシミュレーションを試みても、これ
以上LDLコレステロールを下げても、
一次予防のリスクを減らすことによる
メリットはそれ以上はなかなか出てき
ません。医療経済的に見ても、そのあ
たりが限界だろうということから、比
較的無難な選択だろうと思います。
　ただ、他のリスクを含む場合、ある
いは非常に大きなリスクを抱えている
二次予防の患者さんの場合には、120
㎎/㎗、あるいは100㎎/㎗というふうに、
次第にターゲットを下げていくという
ことが必要なことだろうと思います。
　齊藤　the lower the betterとも言い
切れないということでしょうか。
　横山　わが国の高リスク群での介入

試験、例えば二次予防のエビデンスな
どに、100㎎/㎗以下、例えば欧米でい
われているように、大量のスタチンを
使ってどんどん下げてしまうと、より
よい予防効果が得られるというエビデ
ンスはありません。そういう意味で、
日本のガイドラインでは、そのあたり
はかなり慎重になっています。外国か
らはかなりコンサバティブであるとい
うふうに評価されていると思います。
　齊藤　具体的にそこに持っていくの
は、最終的にはスタチンでしょうか。
　横山　そうですね。ただ、例えばLDL
コレステロール120㎎/㎗を目標にすべ
きところが食事療法などで125㎎/㎗ま
でいったときに、あと５㎎/㎗下げる
のにスタチンを用いるかということに
なると、それは個々の患者さんでの主
治医の判断が入ってきます。それ以上
の無理押しをするかしないかというこ
とになる。
　もう一つは、女性におけるリスク評
価というのが日本でも問題になると思
いますし、今度のガイドラインでも示
されていますけれども、女性において
は、わずかなLDLコレステロールの上
昇が大きなリスクにつながるというこ
とには必ずしもならない。それはガイ
ドラインに含まれているチャートなど
を参考にして判断していただきたいな
と思います。
　齊藤　女性は、更年期を過ぎると上
がってきますね。
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ステロールを直接測るという方法が広
く普及してきました。これは特定健診
の測定項目がそれによって行われるよ
うになったことが大きな理由です。し
かし、この測定法については、現在、
様々な異なる原理による測定方法が併
存していまして、その標準化が必ずし
も十分ではないということが次第にわ
かってきました。
　従来、LDLコレステロールの値は、
便宜的にFriedewaldの式と呼ばれる計
算式によって求められてきました。し
かし、高TG血症があると、この計算式
で求めるLDLコレステロール値に誤差
が出てくるということが知られていま
す。この問題の解決のために直接法が
開発されたわけですが、実はこの方法
でも問題があることがわかってきまし
た。３年ほど前に、アメリカ臨床化学
会による検証によって、高TG血症で
誤差が生じることが報告されました。
これを受けて、わが国で独自に行った
検証でもやはり高TG血症があるとず
れが出てくることがわかりました。そ
のような背景もあり、最近LDLコレス
テロールを測るということそのものに
ついて少し考え直したほうがいいので
はないかということが世界の趨勢とし
て出てきました。それに代わるリスク
指標として、non-HDLコレステロール
という単純な指標、総コレステロール
からHDLコレステロールを引いた値で
すが、これを使ったらいいのではない

かということが次第に大きな声になっ
てきています。
　この指標は、実は高TG血症に含ま
れるリスクも併せて包括的なリスク指
標として使えるということもわかって
きており、これで患者さんのリスクを
評価したうえで、治療方針を、高TG
血症があるかないかということで、選
択していく、という方向が考えられて
います。それが治療のガイドラインと
してはおそらく単純でわかりやすい、
混乱が少ない方法になるのではないか
と考えられます。私も個人的には、こ
ういうかたちにしていったほうがいい
のではないかなと思います。
　齊藤　しかし、今回のガイドライン
ではLDLコレステロールで数値が指定
されていますね。
　横山　その整合性を、どう維持して
いくかということになります。まず、
高TG血症がない場合には、Friedewald
の式を用いる方法で比較的正確なLDL
コレステロールの数字が出ます、これ
で大丈夫です。しかし、高TG血症が
ある場合には、non-HDLコレステロー
ルをリスク指標として使ってください
というかたちで整合性をとっていくこ
とになります。
　齊藤　LDLコレステロール測定法の
統一化の方向性はどうでしょうか。
　横山　そうなってほしいと思います。
これは技術的には非常に洗練された方
法で、日本の臨床検査技術の開発の水

準が高いことを示しています。一面で
はそうなのですけれども、それをもっ
てしても標準化にたどり着いていない
ということが大きな問題になるのでし
ょうね。将来、こうした問題が改善さ
れていけば、これを用いることもあり
うると思います。
　齊藤　ガイドラインにはLDLコレス
テロールの基準が出されていますね。
　横山　ガイドライン2012でもこれま
でのガイドラインの考え方を基本的に
継承しています。LDLコレステロール
以外、他のリスクがない方の一次予防
の管理目標値はLDLコレステロール
140㎎/㎗で、これは世界の標準で見る
と、比較的緩いガイドラインになって
います。日本の疫学調査の結果などか
らシミュレーションを試みても、これ
以上LDLコレステロールを下げても、
一次予防のリスクを減らすことによる
メリットはそれ以上はなかなか出てき
ません。医療経済的に見ても、そのあ
たりが限界だろうということから、比
較的無難な選択だろうと思います。
　ただ、他のリスクを含む場合、ある
いは非常に大きなリスクを抱えている
二次予防の患者さんの場合には、120
㎎/㎗、あるいは100㎎/㎗というふうに、
次第にターゲットを下げていくという
ことが必要なことだろうと思います。
　齊藤　the lower the betterとも言い
切れないということでしょうか。
　横山　わが国の高リスク群での介入

試験、例えば二次予防のエビデンスな
どに、100㎎/㎗以下、例えば欧米でい
われているように、大量のスタチンを
使ってどんどん下げてしまうと、より
よい予防効果が得られるというエビデ
ンスはありません。そういう意味で、
日本のガイドラインでは、そのあたり
はかなり慎重になっています。外国か
らはかなりコンサバティブであるとい
うふうに評価されていると思います。
　齊藤　具体的にそこに持っていくの
は、最終的にはスタチンでしょうか。
　横山　そうですね。ただ、例えばLDL
コレステロール120㎎/㎗を目標にすべ
きところが食事療法などで125㎎/㎗ま
でいったときに、あと５㎎/㎗下げる
のにスタチンを用いるかということに
なると、それは個々の患者さんでの主
治医の判断が入ってきます。それ以上
の無理押しをするかしないかというこ
とになる。
　もう一つは、女性におけるリスク評
価というのが日本でも問題になると思
いますし、今度のガイドラインでも示
されていますけれども、女性において
は、わずかなLDLコレステロールの上
昇が大きなリスクにつながるというこ
とには必ずしもならない。それはガイ
ドラインに含まれているチャートなど
を参考にして判断していただきたいな
と思います。
　齊藤　女性は、更年期を過ぎると上
がってきますね。
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　横山　そうです。更年期を過ぎた場
合には、リスクも男性に準ずるという
考え方を取っています。それはそれで
間違いではないと思います。
　齊藤　現在、スタチンは少し広く使
われ過ぎているということでしょうか。
　横山　難しいところです。現在の国
内の市場規模はだいたい3,000億円ぐら
いでしょうか。その金額が多いか少な
いかというのは、我々が判断できるこ
とではないような気がします。今、健
康保険全体で６兆円ぐらいが薬剤に使
われているわけですが、そのうち6,000
億円が降圧剤、糖尿病と高脂血症にそ
れぞれ3,000億円、そんなものだと思い
ます。つまり、健康保険の薬剤全体の
1/5ぐらいが動脈硬化予防のために慢
性的に使われていると言ってよいでし
ょう。これにはもう少しきちんとした
医療経済的な検証が必要だということ
は言えると思います。
　齊藤　そういう経済面の問題と、も
う一つはスタチンによる有害事象もあ
りますか。
　横山　そうですね。ただ、有害事象
といっても、開発当初に心配したよう
なことはほとんど出てきませんでした。
もちろん、幾つか重要な問題はありま
すけれども、これだけ世界中で使われ
ている薬であって、トータルで言えば、
安全な薬であると言ってよいかと思い
ます。ただ、幾つか具体的に挙げられ

ている問題、肝機能障害であるとか、
横紋筋融解症であるとか、そういう特
異的なものについては十分注意するこ
とが大事だと思います。
　齊藤　そういったことをとらえて、
スタチンを使ってはいけないみたいな
主張もありますが、いかがでしょうか。
　横山　とりわけそういう主張が危険
だと思うのは、例えば家族性高コレス
テロール血症などの場合です。これは
スタチンを使わないと命にかかわる人
たちです。そういう人たちも含めて、
スタチンの使用はいけないというよう
な議論は行き過ぎだと思います。ただ、
医療経済的に本当に今の使用が妥当か
どうか、それは検証の必要があるとい
うことだろうと思います。
　齊藤　そういった意味では、もう一
度しっかりコストとベネフィットを考
え直そうということなのでしょうか。
　横山　はい。ただし、その議論は、
現在の使われ方の延長線上だろうと思
います。今の使われ方が、あるべき方
向から特に大きく逸脱しているとは思
いませんけれども、やはり検証は必要
だろうということだと思います。
　齊藤　医療経済は非常に重要な問題
であることは間違いないということで
すね。
　横山　そう思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　久米先生、脂質異常症の最新
情報の一つとしまして、EPAの使い方
についておうかがいしたいと思います。
　まず、EPAとはどういうものか、EPA
の構造から教えていただけますか。
　久米　EPAというのは、eicasapen-
taenoic acid、エイコサペンタエン酸の
略でありまして、これは多価不飽和脂
肪酸の一つなのですけれども、いわゆ
るN３あるいはΩ３脂肪酸と総称され
るものの一つです。N３、Ω３という
名称の理由は、端から３番目のところ
の炭素結合に不飽和結合が入っている
ということで、N３あるいはΩ３と総
称されるというわけです。同様のもの
に、有名なDHA、ドコサヘキサエン酸
というものも含まれます。
　大西　よく魚に含まれているといい
ますけれども、そういったことがだい
ぶ話題になっていますね。
　久米　はい。魚に非常に多く含まれ
ているということです。
　大西　EPAの実際の薬理作用を教え
ていただけますでしょうか。

　久米　EPAは、有名なN６脂肪酸の
アラキドン酸と同様に、シクロオキシ
ゲナーゼあるいはサイクロオキシゲナ
ーゼの経路で代謝されまして、プロス
タグランジンあるいはロイコトリエン
といった活性物質になるわけですけれ
ども、N３、EPA由来のものはその活
性が極めて低い、あるいはほとんどな
いということで、N６の代謝物で起こ
るような血栓作用、炎症作用がないと
いうことで、それを防ぐという意味で
抗血栓あるいは抗炎症作用があるとい
うように理解されています。
　大西　そういった特徴があるわけで
すね。実際の臨床の作用について詳し
く教えていただけますでしょうか。
　久米　EPAは、かなり大昔の有名な
疫学調査がありまして、グリーンラン
ドイヌイットとデンマーク人とを比べ
たという疫学試験があるのですけれど
も、魚類しか食べないイヌイットでは
心筋梗塞がほとんどないという有名な
話があります。もちろん、同時に少し
出血傾向があるということにもなるわ
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神戸学院大学薬学部教授
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　横山　そうです。更年期を過ぎた場
合には、リスクも男性に準ずるという
考え方を取っています。それはそれで
間違いではないと思います。
　齊藤　現在、スタチンは少し広く使
われ過ぎているということでしょうか。
　横山　難しいところです。現在の国
内の市場規模はだいたい3,000億円ぐら
いでしょうか。その金額が多いか少な
いかというのは、我々が判断できるこ
とではないような気がします。今、健
康保険全体で６兆円ぐらいが薬剤に使
われているわけですが、そのうち6,000
億円が降圧剤、糖尿病と高脂血症にそ
れぞれ3,000億円、そんなものだと思い
ます。つまり、健康保険の薬剤全体の
1/5ぐらいが動脈硬化予防のために慢
性的に使われていると言ってよいでし
ょう。これにはもう少しきちんとした
医療経済的な検証が必要だということ
は言えると思います。
　齊藤　そういう経済面の問題と、も
う一つはスタチンによる有害事象もあ
りますか。
　横山　そうですね。ただ、有害事象
といっても、開発当初に心配したよう
なことはほとんど出てきませんでした。
もちろん、幾つか重要な問題はありま
すけれども、これだけ世界中で使われ
ている薬であって、トータルで言えば、
安全な薬であると言ってよいかと思い
ます。ただ、幾つか具体的に挙げられ

ている問題、肝機能障害であるとか、
横紋筋融解症であるとか、そういう特
異的なものについては十分注意するこ
とが大事だと思います。
　齊藤　そういったことをとらえて、
スタチンを使ってはいけないみたいな
主張もありますが、いかがでしょうか。
　横山　とりわけそういう主張が危険
だと思うのは、例えば家族性高コレス
テロール血症などの場合です。これは
スタチンを使わないと命にかかわる人
たちです。そういう人たちも含めて、
スタチンの使用はいけないというよう
な議論は行き過ぎだと思います。ただ、
医療経済的に本当に今の使用が妥当か
どうか、それは検証の必要があるとい
うことだろうと思います。
　齊藤　そういった意味では、もう一
度しっかりコストとベネフィットを考
え直そうということなのでしょうか。
　横山　はい。ただし、その議論は、
現在の使われ方の延長線上だろうと思
います。今の使われ方が、あるべき方
向から特に大きく逸脱しているとは思
いませんけれども、やはり検証は必要
だろうということだと思います。
　齊藤　医療経済は非常に重要な問題
であることは間違いないということで
すね。
　横山　そう思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　大西　久米先生、脂質異常症の最新
情報の一つとしまして、EPAの使い方
についておうかがいしたいと思います。
　まず、EPAとはどういうものか、EPA
の構造から教えていただけますか。
　久米　EPAというのは、eicasapen-
taenoic acid、エイコサペンタエン酸の
略でありまして、これは多価不飽和脂
肪酸の一つなのですけれども、いわゆ
るN３あるいはΩ３脂肪酸と総称され
るものの一つです。N３、Ω３という
名称の理由は、端から３番目のところ
の炭素結合に不飽和結合が入っている
ということで、N３あるいはΩ３と総
称されるというわけです。同様のもの
に、有名なDHA、ドコサヘキサエン酸
というものも含まれます。
　大西　よく魚に含まれているといい
ますけれども、そういったことがだい
ぶ話題になっていますね。
　久米　はい。魚に非常に多く含まれ
ているということです。
　大西　EPAの実際の薬理作用を教え
ていただけますでしょうか。

　久米　EPAは、有名なN６脂肪酸の
アラキドン酸と同様に、シクロオキシ
ゲナーゼあるいはサイクロオキシゲナ
ーゼの経路で代謝されまして、プロス
タグランジンあるいはロイコトリエン
といった活性物質になるわけですけれ
ども、N３、EPA由来のものはその活
性が極めて低い、あるいはほとんどな
いということで、N６の代謝物で起こ
るような血栓作用、炎症作用がないと
いうことで、それを防ぐという意味で
抗血栓あるいは抗炎症作用があるとい
うように理解されています。
　大西　そういった特徴があるわけで
すね。実際の臨床の作用について詳し
く教えていただけますでしょうか。
　久米　EPAは、かなり大昔の有名な
疫学調査がありまして、グリーンラン
ドイヌイットとデンマーク人とを比べ
たという疫学試験があるのですけれど
も、魚類しか食べないイヌイットでは
心筋梗塞がほとんどないという有名な
話があります。もちろん、同時に少し
出血傾向があるということにもなるわ
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けですけれども、それはどうも魚の脂
由来のEPAであろうというふうに古く
から推察されておりました。
　日本ではこれが医薬になっていまし
て、高純度のEPAが医薬として処方で
きます。このEPAはたいへん酸化され
やすいものでして、当然不飽和脂肪酸
ですから、そこに酸化のアタックを受
けやすいのですけれども、医薬ですか
ら、そのようなことがないように、き
っちりとつくられているということで
す。
　数年前のことですけれども、ガイド
ライン上、日本人の高脂血症の患者さ
んには全員、スタチンを投与しなけれ
ばならないわけですけれども、それに
加えて、EPAとプラセボを投与しまし
て、数年間、経過を追跡したという大
規模臨床試験があります。JELISとい
う名前ですけれども。その結果、比較
的よく魚を食べているはずの日本人で
あっても、最近はあまり食べていらっ
しゃらないのか、EPAを追加していま
すと、有意差を持って心筋梗塞あるい
は脳梗塞の発症が防げたという非常に
インパクトの大きな大規模試験が発表
されております。
　大西　日本人でもいろいろエビデン
スが出てきたということですね。
　久米　そうです。日本人でもまだま
だ魚の脂の摂取が足りないというのが
現実のようです。
　大西　イタリア等ではいかがですか。

　久米　イタリアもご承知のようにけ
っこう海産物を食べる国民だと思うの
ですけれども、そちらでEPAと先ほど
申し上げたDHAの合剤を使った同様
の大規模試験がされまして、日本の結
果と同じようなことがすでに示されて
います。
　さらに、その解析では、心筋梗塞の
後の突然死も有意に少なかったという
ことで、突然死の原因は不整脈が多い
ものですから、ひょっとしたら抗不整
脈作用もあるのではないかということ
も推察されています。実際、最近では
EPAが心筋のイオンチャネルに作用す
るという報告もなされているようです。
　大西　様々な作用がまだあるという
ことですね。
　久米　まだまだわかっていないこと
もたくさんあるかもしれませんけれど
も、非常に薬理効果の高い自然由来の
脂肪酸ということです。
　大西　日本の動脈硬化学会のガイド
ラインでは何か推奨されていることが
ありますか。
　久米　基本的には、LDLコレステロ
ールの管理目標値というのがメインの
ガイドラインなのですけれども、その
中に参考情報としまして、高リスクの
高LDLコレステロール血症においては、
スタチン投与に加えてEPAの投与を考
慮する。これがかなり高いエビデンス
レベル、推奨レベルでもって記載され
ているということです。これは先ほど

申し上げた日本人での大規模試験の結
果を踏まえてこのような記載があると
いうことになります。
　参考までに申し上げますと、欧州の
動脈硬化学会と心臓病学会が合同で出
しているガイドラインでも、EPAに関
しては同じような記載がありまして、
日本だけではなくて、海外でもEPAを
使うことは、特に高リスクの方には非
常に有用であるというふうに考えられ
ております。
　大西　世界を見渡すと、魚が好きな
民族とお肉が好きな民族と、いろいろ
ありますけれども、世界でもガイドラ
インが、似たような結果が出てきてい
るということですね。
　久米　そうですね。魚を食べない国
民だったらよけい必要なのだろうと思
いますけれども、日本人でもまだEPA
は不足しているということなのだろう
と思います。
　大西　むしろ最近不足してきたので
しょうか。
　久米　最近のことかもしれません。
　大西　実際、臨床の現場での使い方
のコツをおうかがいしたいのですけれ
ども、中性脂肪（TG）が高い方をまず
最初検討するのでしょうか。
　久米　そうです。先ほど申し上げた
JELISのサブ解析でもありますけれど
も、中性脂肪が多くて、善玉のHDLコ
レステロールが少ないというグループ
を抜き出して解析すると、予防効果は

より大きいということがありましたの
で、中性脂肪が多くて、HDLコレステ
ロールが少ないという方は、投与する
のに適した集団だと思います。
　それだけではなくて、いわゆるリス
クの高い人、二次予防に含まれる人、
つまり１回心筋梗塞を起こした方は２
回目を起こしやすいのですけれども、
そういう方に追加して投与すると、よ
りメリットが大きいということです。
さらには糖尿病も同じでして、糖尿病
の患者さんを見ると、EPAのメリット
が非常に大きいということですので、
二次予防の患者さん、あるいは糖尿病
のある方、さらには中性脂肪が多くて、
HDLコレステロールが少ない方という、
いわゆる高リスクの方々にはスタチン
に追加してEPAを投与すると、スタチ
ン単独よりももっと効果が出るという
ふうに考えられています。
　大西　ASOなどがある方も適応にな
りますね。
　久米　もちろん、それも含めてです
ね。ASO、末梢血管動脈硬化のある方、
もちろん脳梗塞も同様で、脳梗塞につ
いても同じようにサブ解析されていま
して、一度脳梗塞を起こされた方のそ
の後の脳梗塞の再発症を防ぐというこ
ともありますので、脳梗塞予防という
ことに対しても、リスクの高い方につ
いては非常に有効であるということに
なろうかと思います。
　大西　実際、TG高値の目安ですが、
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けですけれども、それはどうも魚の脂
由来のEPAであろうというふうに古く
から推察されておりました。
　日本ではこれが医薬になっていまし
て、高純度のEPAが医薬として処方で
きます。このEPAはたいへん酸化され
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ですから、そこに酸化のアタックを受
けやすいのですけれども、医薬ですか
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　大西　日本人でもいろいろエビデン
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　久米　イタリアもご承知のようにけ
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ことですね。
　久米　まだまだわかっていないこと
もたくさんあるかもしれませんけれど
も、非常に薬理効果の高い自然由来の
脂肪酸ということです。
　大西　日本の動脈硬化学会のガイド
ラインでは何か推奨されていることが
ありますか。
　久米　基本的には、LDLコレステロ
ールの管理目標値というのがメインの
ガイドラインなのですけれども、その
中に参考情報としまして、高リスクの
高LDLコレステロール血症においては、
スタチン投与に加えてEPAの投与を考
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レベル、推奨レベルでもって記載され
ているということです。これは先ほど
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ありますけれども、世界でもガイドラ
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るということですね。
　久米　そうですね。魚を食べない国
民だったらよけい必要なのだろうと思
いますけれども、日本人でもまだEPA
は不足しているということなのだろう
と思います。
　大西　むしろ最近不足してきたので
しょうか。
　久米　最近のことかもしれません。
　大西　実際、臨床の現場での使い方
のコツをおうかがいしたいのですけれ
ども、中性脂肪（TG）が高い方をまず
最初検討するのでしょうか。
　久米　そうです。先ほど申し上げた
JELISのサブ解析でもありますけれど
も、中性脂肪が多くて、善玉のHDLコ
レステロールが少ないというグループ
を抜き出して解析すると、予防効果は
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つまり１回心筋梗塞を起こした方は２
回目を起こしやすいのですけれども、
そういう方に追加して投与すると、よ
りメリットが大きいということです。
さらには糖尿病も同じでして、糖尿病
の患者さんを見ると、EPAのメリット
が非常に大きいということですので、
二次予防の患者さん、あるいは糖尿病
のある方、さらには中性脂肪が多くて、
HDLコレステロールが少ない方という、
いわゆる高リスクの方々にはスタチン
に追加してEPAを投与すると、スタチ
ン単独よりももっと効果が出るという
ふうに考えられています。
　大西　ASOなどがある方も適応にな
りますね。
　久米　もちろん、それも含めてです
ね。ASO、末梢血管動脈硬化のある方、
もちろん脳梗塞も同様で、脳梗塞につ
いても同じようにサブ解析されていま
して、一度脳梗塞を起こされた方のそ
の後の脳梗塞の再発症を防ぐというこ
ともありますので、脳梗塞予防という
ことに対しても、リスクの高い方につ
いては非常に有効であるということに
なろうかと思います。
　大西　実際、TG高値の目安ですが、
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なかなか難しいと思うのですけれども、
そういうリスクのある方で、先生はど
のぐらいの範囲の高さの人によく治療
されますか。
　久米　TGは、ご承知のように、食
後か空腹時かによってもかなり違いま
すので、仮に空腹時とすれば、例えば
300㎎/㎗を超えるような方になると、
かなり多いということだろうと思いま
す。もう一つはHDLコレステロールだ
と思います。HDLコレステロールが少
ないという方は恩恵があるだろうと思
います。
　大西　先ほどスタチンとの併用の話
が出ましたけれども、スタチンで有名
な副作用の横紋筋融解症に関してはあ
まり影響はないのでしょうか。
　久米　EPAは、フィブラート系薬剤
で少し懸念されるような横紋筋融解の
リスクを増大するということは全くあ
りません。スタチン単独と何ら変わら
ないということですので、さほど注意
はいらないということになると思いま
す。
　大西　先ほどDHAとの合剤の話も出
ましたけれども、これから日本でも出
てくるわけですか。
　久米　日本でも発売されるという話
をうかがっていますので、そういう薬
が日本で使えるようになれば、それを
使ってまた次のエビデンスが日本でも

生み出されるのだろうと思います。
　大西　そのEPAとDHAの合剤とい
うのは、より効果があるとか、あるい
は認知症にも効くとかいわれているの
ですが。
　久米　試してみないとわからないと
思うのですけれども、期待はできるだ
ろうと思います。
　大西　よく皆さん、サプリメントを
取られますけれども、その辺に関して
はいかがですか。
　久米　サプリメントでも食品でも全
く同じなのですが、ただ、最初に少し
申し上げましたが、サプリメントの場
合はEPAのクオリティがどうかという
ことがすごく大きな問題かもしれませ
ん。ひょっとしてそれが少し酸化とか
していたりすると、おそらくは効果が
ないというか、むしろひょっとしたら
酸化物で逆効果になったりするかもし
れないということもあろうかと思いま
す。そういった化合物の純度というこ
とが非常に大きな問題なのだろうと思
います。
　大西　EPAをうまく使うと、いろい
ろなリスクを持っている方もリスクを
減らすことができるということですね。
　久米　そうです。一言でいえば、リ
スクの高い人に使えば非常にメリット
が大きいということになります。
　大西　ありがとうございました。

　大西　横手先生、脂質異常症の最新
情報シリーズの一つとして、治療の目
標値について教えていただきます。
　まず、脂質異常症を見る場合に、い
ろいろな項目があると思いますけれど
も、LDL、中性脂肪（TG）、HDLなど
から教えていただけますか。
　横手　脂質異常をなぜ治療するかと
いいますと、主として動脈硬化性疾患
の予防ということになると思います。
粥状動脈硬化のプラークにたまってい
る主たる成分はコレステロールです。
これを血液中で運んでいるのがLDLで
すから、LDLコレステロールが高すぎ
た場合に、それを適切に下げてあげる
ということが第一の目標になります。
　大西　ほかにも、TGやHDLコレス
テロール、最近はnon-HDLコレステロ
ールというのも注目されているのです
か。
　横手　そうですね。non-HDLコレス
テロールというのも重要なマーカーと
して注目されてきました。
　大西　一次予防、二次予防という考

え方があると思うのですが、そのあた
りを教えていただけますか。
　横手　この場合は、冠動脈疾患、す
なわち心筋梗塞とか狭心症の二次予防、
すでにそういう冠動脈疾患を持ってい
らっしゃる方が再び起こさないように
することを二次予防と呼びます。そし
て、一度も心筋梗塞、狭心症を起こし
たことがない方の場合を一次予防と呼
びます。二次予防の患者さんでは、い
つ、イベントをもう一度起こしてもお
かしくないという危険な状態にあると
ともに、脂質をしっかり下げることで
非常に有効に再発予防ができるという
ことが確立していますので、LDLコレ
ステロールの目標値を100㎎/㎗未満と、
かなり強力に下げることが推奨されて
います。
　大西　ガイドラインを見ますと、リ
スクを層別化することがかなり細かく
書かれていますけれども、そのあたり
の考え方について教えていただけます
か。
　横手　二次予防の患者さんに次いで
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なかなか難しいと思うのですけれども、
そういうリスクのある方で、先生はど
のぐらいの範囲の高さの人によく治療
されますか。
　久米　TGは、ご承知のように、食
後か空腹時かによってもかなり違いま
すので、仮に空腹時とすれば、例えば
300㎎/㎗を超えるような方になると、
かなり多いということだろうと思いま
す。もう一つはHDLコレステロールだ
と思います。HDLコレステロールが少
ないという方は恩恵があるだろうと思
います。
　大西　先ほどスタチンとの併用の話
が出ましたけれども、スタチンで有名
な副作用の横紋筋融解症に関してはあ
まり影響はないのでしょうか。
　久米　EPAは、フィブラート系薬剤
で少し懸念されるような横紋筋融解の
リスクを増大するということは全くあ
りません。スタチン単独と何ら変わら
ないということですので、さほど注意
はいらないということになると思いま
す。
　大西　先ほどDHAとの合剤の話も出
ましたけれども、これから日本でも出
てくるわけですか。
　久米　日本でも発売されるという話
をうかがっていますので、そういう薬
が日本で使えるようになれば、それを
使ってまた次のエビデンスが日本でも

生み出されるのだろうと思います。
　大西　そのEPAとDHAの合剤とい
うのは、より効果があるとか、あるい
は認知症にも効くとかいわれているの
ですが。
　久米　試してみないとわからないと
思うのですけれども、期待はできるだ
ろうと思います。
　大西　よく皆さん、サプリメントを
取られますけれども、その辺に関して
はいかがですか。
　久米　サプリメントでも食品でも全
く同じなのですが、ただ、最初に少し
申し上げましたが、サプリメントの場
合はEPAのクオリティがどうかという
ことがすごく大きな問題かもしれませ
ん。ひょっとしてそれが少し酸化とか
していたりすると、おそらくは効果が
ないというか、むしろひょっとしたら
酸化物で逆効果になったりするかもし
れないということもあろうかと思いま
す。そういった化合物の純度というこ
とが非常に大きな問題なのだろうと思
います。
　大西　EPAをうまく使うと、いろい
ろなリスクを持っている方もリスクを
減らすことができるということですね。
　久米　そうです。一言でいえば、リ
スクの高い人に使えば非常にメリット
が大きいということになります。
　大西　ありがとうございました。

　大西　横手先生、脂質異常症の最新
情報シリーズの一つとして、治療の目
標値について教えていただきます。
　まず、脂質異常症を見る場合に、い
ろいろな項目があると思いますけれど
も、LDL、中性脂肪（TG）、HDLなど
から教えていただけますか。
　横手　脂質異常をなぜ治療するかと
いいますと、主として動脈硬化性疾患
の予防ということになると思います。
粥状動脈硬化のプラークにたまってい
る主たる成分はコレステロールです。
これを血液中で運んでいるのがLDLで
すから、LDLコレステロールが高すぎ
た場合に、それを適切に下げてあげる
ということが第一の目標になります。
　大西　ほかにも、TGやHDLコレス
テロール、最近はnon-HDLコレステロ
ールというのも注目されているのです
か。
　横手　そうですね。non-HDLコレス
テロールというのも重要なマーカーと
して注目されてきました。
　大西　一次予防、二次予防という考

え方があると思うのですが、そのあた
りを教えていただけますか。
　横手　この場合は、冠動脈疾患、す
なわち心筋梗塞とか狭心症の二次予防、
すでにそういう冠動脈疾患を持ってい
らっしゃる方が再び起こさないように
することを二次予防と呼びます。そし
て、一度も心筋梗塞、狭心症を起こし
たことがない方の場合を一次予防と呼
びます。二次予防の患者さんでは、い
つ、イベントをもう一度起こしてもお
かしくないという危険な状態にあると
ともに、脂質をしっかり下げることで
非常に有効に再発予防ができるという
ことが確立していますので、LDLコレ
ステロールの目標値を100㎎/㎗未満と、
かなり強力に下げることが推奨されて
います。
　大西　ガイドラインを見ますと、リ
スクを層別化することがかなり細かく
書かれていますけれども、そのあたり
の考え方について教えていただけます
か。
　横手　二次予防の患者さんに次いで
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危険な群は何かといいますと、一次予
防の対象者の中でもカテゴリーⅢとい
うものが高リスク病態に指定されてい
ます。それは、糖尿病がある人、慢性
腎臓病（CKD）がある人、あるいは脳
梗塞、これは心房細動以外の、いわゆ
る非心原性の脳梗塞がある人、そして
末梢動脈疾患がある人、こういう方々
はハイリスク病態としてカテゴリーⅢ
に区分して、LDLコレステロールを二
次予防に次いで厳しい120㎎/㎗未満に
下げることが推奨されています。
　大西　そのほかのカテゴリーⅡやⅠ
というのはどういったものでしょうか。
　横手　カテゴリーⅡ、カテゴリーⅠ
の順にリスクが低くなっていくわけで
すけれども、その識別には今回、絶対
リスクの層別化、絶対リスク評価とい
うものを用いることになりました。具
体的には日本データ80という日本の疫
学研究の成果に基づき、ある患者さん
が向こう10年間に冠動脈疾患で亡くな
る危険性が0.5％未満か、あるいは２％
以上か、あるいはその間かというふう
に層別化をすることにしたのです。こ
れは、血圧の値とか年齢とか性別とか、
そういう様々な危険因子によって判断
します。
　そのうえで、リスクが0.5％未満だっ
た場合をカテゴリーⅠとしてLDLコレ
ステロール160㎎/㎗未満、0.5～２％の
間はカテゴリーⅡとして140㎎/㎗未満
というふうに、20㎎/㎗ずつ値を変え

て目標を設定しています。
　大西　このあたりのリスクの層別化
の考え方は、いわゆる欧米などの考え
方と近いのでしょうか。
　横手　似てきました。おっしゃると
おりです。これまで日本はどちらかと
いうと相対リスクというものを使って
いましたが、欧米と同様に絶対リスク
を用い、よりきめ細やかな管理をしよ
うという取り組みです。同じようなリ
スクでも、日本人の場合、冠動脈疾患
が起きる危険性は欧米人に比べてまだ
低いのですけれども、日本人に応じた
値というものが今回示されたというこ
とになります。
　大西　ガイドラインが変わってきた
ということですね。
　横手　そうですね。
　大西　先ほど来、LDLコレステロー
ルの話がだいぶ出ていますけれども、
やはり何といってもまずLDLコレステ
ロールを下げるということが非常に大
きな目標になるのでしょうか。
　横手　そうですね。
　大西　そのあたりを少し具体的に教
えていただけますか。
　横手　まず、LDLコレステロールが
一番治療効果も高いということで、生
活習慣の改善をしたあとに、必要であ
ればスタチンを中心とした治療薬も考
慮しつつ、これを下げる。ただ、管理
目標が数値として十分達成できない場
合にも、LDLコレステロールを20～30

％下げられれば、これは一つの目標達
成になるのではないかという考え方が
あります。
　ただ、もう一つ、日本人の500人に
１人見られる家族性高コレステロール
血症という疾患があります。これは非
常に冠動脈疾患の危険が高い病態です
が、その患者さんたちの場合は生まれ
つきLDL-Cが高いので、一般のカテゴ
リー分類とは別に、LDLコレステロー
ルをそもそも100㎎/㎗未満に下げまし
ょう、あるいは、それが無理な場合は、
治療前値の50％以下に下げましょうと
いう考え方をしています。つまり、治
療前値が300㎎/㎗であれば、150㎎/㎗
未満に下げましょうということです。
　大西　よく心疾患をお持ちの方が入
院されますが、定期的なPCIやインタ
ーベンションをやられる方が非常に多
いです。しかしながら、なかなかLDL
コレステロールが下がっていないなと
いうケースを見受けるのですけれども、
そのあたりはどのように指導されてい
ますか。
　横手　特に、二次予防や一次予防の
カテゴリーⅢ、高リスクの方というの
は本当に危険性が高いですから、目標
に達しなくても、少しでもLDLコレス
テロールを下げるような生活習慣の改
善、あるいは薬に対するアドヒアラン
スの向上というものをお勧めするよう
にしています。
　大西　そのあたりも重要だというこ

とですね。あとは、LDLコレステロー
ルに次いで、TGなども最近、だいぶ
リスクとの関係が言われています。
　横手　特にメタボリックシンドロー
ム、内臓脂肪の蓄積した方々が増えて
きている。糖尿病もそうですけれども。
そうすると、TGが高かったり、あるい
はHDLコレステロール、善玉が低かっ
たりということがセットで生じてくる
と思います。この場合には、生活習慣
の改善、運動、食事、あるいは減量が
非常に有効ですので、これをまず主体
としながら、中性脂肪については150
㎎/㎗未満、HDLコレステロールにつ
いては40㎎/㎗以上、これらはこれま
でと同じ目標値ですけれども、達成が
推奨されています。
　大西　TGは、以前はさほど関係は
ないかもしれないということを言われ
ていましたけれども、かなり心疾患の
リスクが高いということですか。
　横手　日本人の場合には、幾つかの
データから、例えば女性、２型糖尿病
の場合などではLDLコレステロールよ
りもTGが重要なのではないかという
ことが言われてきていますので、これ
からまた新たな展開があるかもしれま
せん。また、LDLコレステロールをし
っかり管理していても、100％心筋梗
塞を防げるわけではありませんので、
さらなる余地として、中性脂肪あるい
はHDLコレステロールの介入があるの
ではないかと考えられています。
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　大西　そのあたりも重要なのですね。
先ほど数字が出ましたけれども、どの
あたりで薬物療法をやるかというのも、
なかなかその判断が難しい場合もある
のではないですか。
　横手　これは治療開始の目標値では
ないのです。あくまで管理／達成の目
標ということで、その患者さんの危険
度に応じて考える必要があります。ま
た中性脂肪などは食前後でも動きます
から、一応空腹時で150～200㎎/㎗と
いうのが目標になります。このような
ところを個々に勘案して見ていく必要
があるのかなと思います。
　大西　例えば、直前に飲酒されたり
すると急に上がりますね。検査のとき
は空腹でいらっしゃって、あまりふだ
んのものが反映されていないようなこ
ともあるように思うのですが。
　横手　そういう日々の変動は血糖の
場合のHbA1cと違い、脂質の場合に十
分に評価できない。そんなとき、今回
新たな目標値として出されましたnon-
HDLコレステロールは、食事の前後に
影響されない指標として有用になって
くるかもしれません。
　大西　最近新しく注目されている
non-HDLコレステロールに対する考え
方はどのようにしたらよろしいでしょ
うか。
　横手　これは決して特別なことでは
なくて、LDLコレステロール、あるい
はレムナントリポ蛋白に含まれている

コレステロール、いわゆる動脈硬化を
起こしやすいすべてのリポ蛋白に含ま
れているコレステロールをあまねく表
す概念なのです。総コレステロールか
らHDLコレステロールを差し引いた値、
つまり差になります。これがnon-HDL
コレステロール、すなわちHDLではな
いコレステロールということになりま
す。non-HDLコレステロールの目標値
としてはLDLコレステロールの目標値
に30㎎/㎗を足した値、例えば二次予
防であれば、LDLコレステロール100
㎎/㎗未満、non-HDLコレステロール
は100＋30で130㎎/㎗未満、糖尿病で
あればカテゴリーⅢですので、LDLコ
レステロールは120㎎/㎗未満、これに
30を足して、120＋30で150㎎/㎗未満
というものを目標にすることにしてい
ます。特に中性脂肪が高い患者さんで
その目標値を達すると、イベントの抑
制がよいというデータが国内外で出始
めています。
　大西　そうしますと、LDLコレステ
ロールは非常に重要だと思うのですけ
れども、TG、HDLコレステロール、non-
HDLコレステロールなど、かなり総合
的に考えながら、個々の患者さんに最
適なものを選んでいくのはなかなか難
しいと思うのですけれども。
　横手　難しいと思うのですけれども、
かつてはLDLコレステロールだけ見て
いればよかったかもしれない。メタボ
の時代になってきて、LDLコレステロ

ールも高い、中性脂肪も高い、糖尿病
もある、内臓脂肪もある。いろいろな
脂質の指標に目を向けて、包括的に管
理をしていくというのが今の非常に重
要なコンセプトになっていると思いま
す。
　大西　一次予防、二次予防の考え方
と、そのリスクをいろいろ分けていく、

ターゲットを絞っていくということで
すね。
　横手　そのように、生活習慣の改善
を中心に、目の前の患者さんをできる
ことから動脈硬化予防に向けて指導さ
れるのが望ましいものと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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