
　池田　まず初めに、６カ月前に検査
して、今回検査して、こういうことに
なったということですけれども、これ
はどういった内容なのでしょうか。
　池脇　おそらく６カ月前からピタバ
スタチンを投与されて、今回測ったら
こういうことだということだと思うの
ですけれども、通常、ピタバスタチン
というのはスタチンの薬の一つでして、
効果を見るには、１カ月ではやや短い
のですけれども、だいたい２カ月、あ

るいはそれ以上たてば、LDLコレステ
ロール値低下効果は100％あると考え
ていいですので、この６カ月というの
は十分な期間があると考えていいと思
います。むしろ計算をしたら上がって
しまって、非常にお困りなのだろうと
思うのですけれども。
　池田　計算式でしょうか、Friedewald
の式とありますけれども、これはどう
いったものでしょうか。
　池脇　Friedewaldの式というのは総

高脂血症治療

防衛医科大学校抗加齢血管内科教授
池　脇　克　則

（聞き手　池田志斈）

　55歳の女性。ピタバスタチンを服用中。
　６カ月前の検査では、総コレステロール240、中性脂肪218、HDLコレステロ
ール57。今回、総コレステロール240、中性脂肪166、HDLコレステロール62
であった。
　LDLコレステロールは、Friedewaldの式で６カ月前は139.4、今回は144.8と
なります。
　今回、中性脂肪は低下し、HDLコレステロールは上昇しましたが、LDLコレ
ステロールはわずかに上昇しております。患者にどのように説明したらよいの
でしょうか。２度の肥満、高血圧もあり治療中です。今後はエゼチミブの追加
を考えています。ご教示ください。
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としては、小腸からコレステロールを
吸収する、それが非常に亢進して高脂
血症になっている患者さんも、３～４
人に１人ぐらいいらっしゃるといわれ
ています。そういう方たちは、吸収が
亢進している半面、合成は低く抑えら
れていますので、そういう方たちにこ
のピタバスタチンのような合成阻害薬
を投与してもあまり効かないのです。
ですから、おそらくこの患者さんの場
合は吸収亢進、合成低下型の高脂血症
の患者さんなのではないかと思います。
　池田　質問で、今後はエゼチミブの
追加を考えているということです。吸
収亢進型の方ということになりますと、
それが適用になろうということですけ
れども、「追加を考えている」と書い
てありますが、その辺はいかがでしょ
うか。
　池脇　エゼチミブは日本でも５年以
上使われている薬で、先生方もその効
き具合はよくご存じだと思うのですが、
これまでのデータを見ますと、スタチ
ンが効かない人にはエゼチミブがよく
効く。逆に、スタチンがよく効く人に
はエゼチミブはあまり効かないという
データがあるのです。言い換えますと、
コレステロールの合成亢進型の人はス
タチンがよく効いて、吸収亢進型の方
はエゼチミブがよく効くということで
す。ですから、私でしたら、こういう
患者さんは、現状のままエゼチミブを
追加するのではなくて、まず一度エゼ

チミブに変えてみて、それでしばらく
コレステロールの値を追っていただい
て、それでもまだ不十分な場合に初め
て両方の薬を併用する。そういった使
い方でいいのではないかと思うのです。
　池田　まずはエゼチミブに変える。
それでもだめであれば、エゼチミブに
またピタバスタチンを加えて治療を行
う。
　池脇　そうですね。
　池田　そういったことが予想される
のですけれども、それでもまだ十分な
効果が出ないという場合、ほかに何か
治療法はありますか。
　池脇　最近、スタチンとエゼチミブ
があれば、大概の高脂血症の患者さん
のLDLコレステロールは管理できるよ
うになりました。エゼチミブの作用機
序のことを、ちょっとここで追加いた
しますが、先ほど小腸からの吸収と申
しましたけれども、エゼチミブは小腸
でのコレステロールのトランスポータ
ーであるNPC1L1を選択的に阻害して
小腸からの吸収を約半分に抑える、そ
ういう薬です。ですから、先ほど申し
上げたように、吸収亢進型の場合には
エゼチミブがよく効くということです。
　スタチンとエゼチミブというのは、
単剤で使いますと、例えばスタチンで
したら、使っていると吸収のほうが亢
進する。エゼチミブを使っていると合
成が亢進するということで、作用点が
片方なので、必ずもう片方が上がって

コレステロールからHDLコレステロー
ルを引いて、さらに中性脂肪を５で割
った数字で引いた、残りがLDLコレス
テロールというものです。中性脂肪値
が400㎎/㎗までの方でしたら、この計
算値と超遠心法による値とがほぼ一致
するということが確認されているので
す。
　もう少し解説しますと、我々の血液
にはLDLというリポ蛋白がありますし、
善玉のコレステロールを運ぶHDLとい
うリポ蛋白もあります。加えて、LDL
よりもやや大きいリポ蛋白、VLDLがあ
りますが、VLDLのコレステロールが
どのくらいかということを調べると、
中性脂肪を５で割った数字であること
がわかりましたので、LDLコレステロ
ールを求めるには、総コレステロール
からHDLコレステロールを引いて、
VLDLコレステロールとして中性脂肪
を５で割った数字を引きます。この
Friedewaldの式は、今でも汎用され
る計算式です。
　池田　ちなみに、私はあまりこの方
程式は聞いたことがないのですけれど
も、最近は直接LDLコレステロールを
測るということで、あまり使われてい
ないのでしょうか。
　池脇　メタボ健診から総コレステロ
ールの項目が省かれまして、中性脂肪
とHDLコレステロールとLDLコレステ
ロールの直接法というものが採用され
て、実地の先生方もほとんどこれをお

使いだと思うのですけれども、直接法
には問題があるということが言われま
して、日本動脈硬化学会としてはLDL
コレステロールは中性脂肪が高くない
かぎりはFriedewaldで計算してくださ
いということになっているのです。
　池田　それはかなりトピックスのと
ころがあるわけですね。
　池脇　そうですね。
　池田　６カ月間、十分にピタバスタ
チンの効果が判定できる期間、使用し
てみて、LDLコレステロール値がわず
かに上昇してきているということで、
患者さんにどのように説明したらよい
かということですけれども。
　池脇　説明しにくいだろうなと、同
情申し上げるのですけれども、ピタバ
スタチン、リバロという薬ですけれど
も、常用量でだいたい40％程度LDLコ
レステロールの低下が見込める。その
薬でむしろ上がってしまったのをどう
説明するかということですけれども、
これをまず説明する際に一つ考えてい
ただきたいのは、このピタバスタチン、
あるいはスタチンというのは、細胞の
中でのコレステロール合成を阻害する
薬であります。ということは、逆にい
いますと、コレステロール合成が亢進
してコレステロールが高くなったよう
な、コレステロール合成亢進型の高脂
血症の患者さんでしたら、このスタチ
ンというのは非常によく効きます。
　ところが、もう一つ高脂血症の原因
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としては、小腸からコレステロールを
吸収する、それが非常に亢進して高脂
血症になっている患者さんも、３～４
人に１人ぐらいいらっしゃるといわれ
ています。そういう方たちは、吸収が
亢進している半面、合成は低く抑えら
れていますので、そういう方たちにこ
のピタバスタチンのような合成阻害薬
を投与してもあまり効かないのです。
ですから、おそらくこの患者さんの場
合は吸収亢進、合成低下型の高脂血症
の患者さんなのではないかと思います。
　池田　質問で、今後はエゼチミブの
追加を考えているということです。吸
収亢進型の方ということになりますと、
それが適用になろうということですけ
れども、「追加を考えている」と書い
てありますが、その辺はいかがでしょ
うか。
　池脇　エゼチミブは日本でも５年以
上使われている薬で、先生方もその効
き具合はよくご存じだと思うのですが、
これまでのデータを見ますと、スタチ
ンが効かない人にはエゼチミブがよく
効く。逆に、スタチンがよく効く人に
はエゼチミブはあまり効かないという
データがあるのです。言い換えますと、
コレステロールの合成亢進型の人はス
タチンがよく効いて、吸収亢進型の方
はエゼチミブがよく効くということで
す。ですから、私でしたら、こういう
患者さんは、現状のままエゼチミブを
追加するのではなくて、まず一度エゼ

チミブに変えてみて、それでしばらく
コレステロールの値を追っていただい
て、それでもまだ不十分な場合に初め
て両方の薬を併用する。そういった使
い方でいいのではないかと思うのです。
　池田　まずはエゼチミブに変える。
それでもだめであれば、エゼチミブに
またピタバスタチンを加えて治療を行
う。
　池脇　そうですね。
　池田　そういったことが予想される
のですけれども、それでもまだ十分な
効果が出ないという場合、ほかに何か
治療法はありますか。
　池脇　最近、スタチンとエゼチミブ
があれば、大概の高脂血症の患者さん
のLDLコレステロールは管理できるよ
うになりました。エゼチミブの作用機
序のことを、ちょっとここで追加いた
しますが、先ほど小腸からの吸収と申
しましたけれども、エゼチミブは小腸
でのコレステロールのトランスポータ
ーであるNPC1L1を選択的に阻害して
小腸からの吸収を約半分に抑える、そ
ういう薬です。ですから、先ほど申し
上げたように、吸収亢進型の場合には
エゼチミブがよく効くということです。
　スタチンとエゼチミブというのは、
単剤で使いますと、例えばスタチンで
したら、使っていると吸収のほうが亢
進する。エゼチミブを使っていると合
成が亢進するということで、作用点が
片方なので、必ずもう片方が上がって

コレステロールからHDLコレステロー
ルを引いて、さらに中性脂肪を５で割
った数字で引いた、残りがLDLコレス
テロールというものです。中性脂肪値
が400㎎/㎗までの方でしたら、この計
算値と超遠心法による値とがほぼ一致
するということが確認されているので
す。
　もう少し解説しますと、我々の血液
にはLDLというリポ蛋白がありますし、
善玉のコレステロールを運ぶHDLとい
うリポ蛋白もあります。加えて、LDL
よりもやや大きいリポ蛋白、VLDLがあ
りますが、VLDLのコレステロールが
どのくらいかということを調べると、
中性脂肪を５で割った数字であること
がわかりましたので、LDLコレステロ
ールを求めるには、総コレステロール
からHDLコレステロールを引いて、
VLDLコレステロールとして中性脂肪
を５で割った数字を引きます。この
Friedewaldの式は、今でも汎用され
る計算式です。
　池田　ちなみに、私はあまりこの方
程式は聞いたことがないのですけれど
も、最近は直接LDLコレステロールを
測るということで、あまり使われてい
ないのでしょうか。
　池脇　メタボ健診から総コレステロ
ールの項目が省かれまして、中性脂肪
とHDLコレステロールとLDLコレステ
ロールの直接法というものが採用され
て、実地の先生方もほとんどこれをお

使いだと思うのですけれども、直接法
には問題があるということが言われま
して、日本動脈硬化学会としてはLDL
コレステロールは中性脂肪が高くない
かぎりはFriedewaldで計算してくださ
いということになっているのです。
　池田　それはかなりトピックスのと
ころがあるわけですね。
　池脇　そうですね。
　池田　６カ月間、十分にピタバスタ
チンの効果が判定できる期間、使用し
てみて、LDLコレステロール値がわず
かに上昇してきているということで、
患者さんにどのように説明したらよい
かということですけれども。
　池脇　説明しにくいだろうなと、同
情申し上げるのですけれども、ピタバ
スタチン、リバロという薬ですけれど
も、常用量でだいたい40％程度LDLコ
レステロールの低下が見込める。その
薬でむしろ上がってしまったのをどう
説明するかということですけれども、
これをまず説明する際に一つ考えてい
ただきたいのは、このピタバスタチン、
あるいはスタチンというのは、細胞の
中でのコレステロール合成を阻害する
薬であります。ということは、逆にい
いますと、コレステロール合成が亢進
してコレステロールが高くなったよう
な、コレステロール合成亢進型の高脂
血症の患者さんでしたら、このスタチ
ンというのは非常によく効きます。
　ところが、もう一つ高脂血症の原因

ドクターサロン57巻７月号（6 . 2013） （483）  32 （482） ドクターサロン57巻７月号（6 . 2013）

1307本文.indd   2-3 13/06/17   9:44



しまうのです。
　池田　シーソーのような感じですね。
　池脇　そうなのです。そういう意味
でこの２つを同時に使うと、体の中で
逃げ場がなくなるといいますか、エス
ケープできなくなるので、すとんと
LDLコレステロールが下がるのです。
ですから、だいたいこの２つを使うと
目標値まで低下するということで、ま
ず問題ないと思うのですけれども、そ
れでもだめなときはどうするかという
ことに関しては、あまりいい方法はな
いのですけれども、一般的にはレジン
といいまして、小腸の中で胆汁酸とく
っついてコレステロールを下げるとい
う薬か、あるいははっきりした作用機
序はわからないのですけれども、プロ
ブコールという薬を使うかというとこ
ろが現実的には追加可能な薬だと思い
ます。
　池田　私、アフェレーシス学会に所
属していまして、LDLフェレーシスと

か聞くのですけれども、こういったも
のは最近どういう使われ方をしている
のでしょうか。
　池脇　家族性の高脂血症のホモ接合
体の患者さんではこれは必須の治療法
です。あとは、ヘテロ接合体で薬物で
LDLコレステロールを十分低下させら
れない、あるいは狭心症の発作が続く
という場合にプラズマフェレーシスは
使われていて、非常に限局した使われ
方になっています。
　池田　そういった家族性の重篤な人
に使うということですね。
　池脇　そうですね。
　池田　お話をうかがいますと、まず
エゼチミブに変更して、それでもだめ
だったらスタチンと併用することによ
って、ほとんどの症例で、家族性で重
篤でなければコントロール可能である
ということですね。
　池脇　そう思います。
　池田　ありがとうございました。

　池田　ワクチンに対する質問がきて
います。
　まずは、大阪府にお住まいの先生か
ら、麻疹、風疹、ムンプス、水痘の抗
体価についてお話をうかがいたいとい

うことです。
　多屋　この質問は多くの先生から寄
せられています。医療関係者を対象に
したワクチン接種のガイドラインが日
本環境感染学会でつくられていますが、

ワクチン接種と抗体価

国立感染症研究所感染症疫学センター第三室室長
多　屋　馨　子

（聞き手　池田志斈）

　看護学校の学校医を医師会より委任されています。学校健診が年に１回あり、
麻疹、風疹、ムンプス、水痘をEIA-IgG法で測定します。抗体価について陽性、
発症予防、感染予防の３段階があり、臨床的には発症予防以上の抗体価が必要
とあります。
　将来看護師となる学生ですので、念のため感染予防以上レベルの抗体がある
ようにワクチン接種を指導しています。ただ文献等により数字がいろいろある
ため、目安としてこの４つの抗体価についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　最近、大学生が教育実習や介護実習に参加するにあたって、大学側より麻疹
の抗体価の測定を求められて来院されることがあります。
　しかし、母子手帳により１〜２歳時の麻疹ワクチンの接種および中１または
高３時のMR二種混合ワクチンの２回の接種が確認できた場合は、麻疹に対す
る免疫を有しているとみなして、抗体測定を免除することは可能でしょうか。
　また、麻疹ワクチンやMR二種混合ワクチンの２回の接種を受けている場合
であっても、麻疹の抗体価が低い場合は、３回目の麻疹ワクチンの接種が必要
でしょうか。ご教示ください。

＜奈良県開業医＞
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しまうのです。
　池田　シーソーのような感じですね。
　池脇　そうなのです。そういう意味
でこの２つを同時に使うと、体の中で
逃げ場がなくなるといいますか、エス
ケープできなくなるので、すとんと
LDLコレステロールが下がるのです。
ですから、だいたいこの２つを使うと
目標値まで低下するということで、ま
ず問題ないと思うのですけれども、そ
れでもだめなときはどうするかという
ことに関しては、あまりいい方法はな
いのですけれども、一般的にはレジン
といいまして、小腸の中で胆汁酸とく
っついてコレステロールを下げるとい
う薬か、あるいははっきりした作用機
序はわからないのですけれども、プロ
ブコールという薬を使うかというとこ
ろが現実的には追加可能な薬だと思い
ます。
　池田　私、アフェレーシス学会に所
属していまして、LDLフェレーシスと

か聞くのですけれども、こういったも
のは最近どういう使われ方をしている
のでしょうか。
　池脇　家族性の高脂血症のホモ接合
体の患者さんではこれは必須の治療法
です。あとは、ヘテロ接合体で薬物で
LDLコレステロールを十分低下させら
れない、あるいは狭心症の発作が続く
という場合にプラズマフェレーシスは
使われていて、非常に限局した使われ
方になっています。
　池田　そういった家族性の重篤な人
に使うということですね。
　池脇　そうですね。
　池田　お話をうかがいますと、まず
エゼチミブに変更して、それでもだめ
だったらスタチンと併用することによ
って、ほとんどの症例で、家族性で重
篤でなければコントロール可能である
ということですね。
　池脇　そう思います。
　池田　ありがとうございました。

　池田　ワクチンに対する質問がきて
います。
　まずは、大阪府にお住まいの先生か
ら、麻疹、風疹、ムンプス、水痘の抗
体価についてお話をうかがいたいとい

うことです。
　多屋　この質問は多くの先生から寄
せられています。医療関係者を対象に
したワクチン接種のガイドラインが日
本環境感染学会でつくられていますが、

ワクチン接種と抗体価

国立感染症研究所感染症疫学センター第三室室長
多　屋　馨　子

（聞き手　池田志斈）

　看護学校の学校医を医師会より委任されています。学校健診が年に１回あり、
麻疹、風疹、ムンプス、水痘をEIA-IgG法で測定します。抗体価について陽性、
発症予防、感染予防の３段階があり、臨床的には発症予防以上の抗体価が必要
とあります。
　将来看護師となる学生ですので、念のため感染予防以上レベルの抗体がある
ようにワクチン接種を指導しています。ただ文献等により数字がいろいろある
ため、目安としてこの４つの抗体価についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　最近、大学生が教育実習や介護実習に参加するにあたって、大学側より麻疹
の抗体価の測定を求められて来院されることがあります。
　しかし、母子手帳により１〜２歳時の麻疹ワクチンの接種および中１または
高３時のMR二種混合ワクチンの２回の接種が確認できた場合は、麻疹に対す
る免疫を有しているとみなして、抗体測定を免除することは可能でしょうか。
　また、麻疹ワクチンやMR二種混合ワクチンの２回の接種を受けている場合
であっても、麻疹の抗体価が低い場合は、３回目の麻疹ワクチンの接種が必要
でしょうか。ご教示ください。

＜奈良県開業医＞
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測定方法別にこの値以上であれば今は
大丈夫とか、この値よりも低ければ、
もう１回ワクチンを受けて免疫を増強
しておいたほうがよいといった目安を
つくっております。
　ただ、医療関係者は、感染の機会が
一般の方よりも多く、発症したときの
影響が大きいので、確実に感染を予防
できるレベルの抗体があることを目安
にしています。先生がおっしゃるとお
りだと思います。
　しかし、ガイドラインではこれまで
予防接種を２回受けたことがある方に
ついては抗体検査は必須としていませ
ん。ただし、「記憶」は当てにならな
いので、接種を受けたという「記録」
が残っていることが必要です。１歳以
上でワクチンを２回受けたという「記
録」が残っている場合は抗体測定はし
ないという流れになっています。
　一方、ワクチンを受けた「記録」が
ないために、接種歴が不明であるとか、
これまでにかかったと思っている場合
は抗体測定を行って、今の免疫のレベ
ルを調べる必要があるとしています。
測定にはEIA-IgG法等が用いられてい
ます。
　すでにかかったと思っている方と、
予防接種歴や罹患歴が不明の方と、ワ
クチンの接種記録が１回だけある方、
この３通りの方がいると思うのですけ
れども、１回だけワクチンを受けた記
録がある方につきましては、あと１回

ワクチンを受けていただければよいと
思います。
　かかったかどうか、ワクチンを受け
たかどうかわからないという方につき
ましては、抗体検査せずにワクチンを
２回受けるという方法でもいいですし、
あるいはすでに抗体検査をされたので
あれば、その値を目安として、どのよ
うに対応するかがガイドラインに記載
されています。ホームページにも公開
されていますので、ご参照いただけれ
ばと思います。
　池田　２番目の先生のが、まさにそ
の話になるわけですね。
　多屋　はい。この質問のとおりにな
ります。ガイドライン上では２回のワ
クチンの接種が「記録」により確認で
きた場合は抗体測定は免除ということ
で、その「記録」をご本人と勤務先の
医療機関の両方で、その方がご勤務さ
れている間、保持・保管しておくとい
う流れになっています。
　池田　逆に言いますと、先ほどの証
拠ですね。「記憶」があっても、「記録」
がなければ。
　多屋　そうです。受けていないと考
えます。
　池田　受けていないということにな
れば、抗体価は測らなければいけない
ということですね。そこの流れで、こ
の先生はまた、２回の接種を受けてい
る場合であっても、抗体価が低い場合
は３回目のワクチンを受けるのでしょ

うかという、そういうことなのですね。
　多屋　ガイドラインでは２回の接種
を受けたという「記録」が残っている
場合はその後の抗体検査は必須とはし
ていません。ワクチンを受けたという
「記録」２回で免除ということになっ
ているので、そこで抗体価を測定する
ことは想定には入っていません。抗体
価が低い場合は３回目のワクチンを受
けても悪くはないのですけれども、ガ
イドラインに記載されている値になる
までワクチンを受け続けるというもの
では決してないということをご理解い
ただければ、現実的なところに落ち着
くのかなと考えています。
　池田　麻疹とかそういうもの以外で
も、B型肝炎ワクチンとか、何回打っ
ても抗体がつかない方が現実にいらっ
しゃるので、逆にアレルギーの惹起と
か、そういうことも含めると、頻回の
接種というのはかえって不利益になる
と私自身は思っていたのですけれども、
ガイドラインでもそうなのでしょうか。
　多屋　ワクチンの接種は麻疹、風疹、
ムンプス、水痘については基本的には
２回の接種記録を残すということにな
っています。３回目の接種について、
０歳で受けたワクチンは回数には含め
ないことにしていますので、０歳で１
回目を受けた方については３回目が必
要になってくると思います。あくまで
も１歳以上で２回の接種記録が確認で
きた場合は抗体測定は必須としないと

いう流れで考えられています。
　池田　反対の面から見まして、例え
ば麻疹の感染を防御できるような抗体
価が例えば中和法で１：８以上とあり
ますけれども、これは確かなエビデン
スはありますか。
　多屋　これまでにいろいろな論文な
ども調べまして、この値よりも低い場
合はワクチンを接種したあとに抗体価
が上がる、ブースター効果が見られる。
いわゆる感染して抗体が上がるという
ことが確かめられている値を使いまし
たので、これよりも高い値の方は、何
回接種しても、これ以上はなかなか抗
体価は上がらない。それよりも低い場
合は、あともう１回だけ受けて、もう
少し上げておきましょう、それで終わ
りにしましょうというような流れにな
っています。
　池田　そういう意味では、２回やっ
て、１：８以上に上がらないというこ
とは、逆にもう上がらない可能性が高
いともいえるわけですね。
　多屋　麻疹について２回接種を受け
た方の抗体保有率を国の事業で調べて
いるのですけれども、１回だけですと、
５％弱の方がprimary vaccine failure
で抗体がついていない方がいらっしゃ
るのとともに、10年ぐらいたってくる
と、２割ぐらいの方が抗体が減衰して
きていることがわかっています。ただ、
２回ワクチンを受けている方は99％、
抗体をお持ちであるということも同じ
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測定方法別にこの値以上であれば今は
大丈夫とか、この値よりも低ければ、
もう１回ワクチンを受けて免疫を増強
しておいたほうがよいといった目安を
つくっております。
　ただ、医療関係者は、感染の機会が
一般の方よりも多く、発症したときの
影響が大きいので、確実に感染を予防
できるレベルの抗体があることを目安
にしています。先生がおっしゃるとお
りだと思います。
　しかし、ガイドラインではこれまで
予防接種を２回受けたことがある方に
ついては抗体検査は必須としていませ
ん。ただし、「記憶」は当てにならな
いので、接種を受けたという「記録」
が残っていることが必要です。１歳以
上でワクチンを２回受けたという「記
録」が残っている場合は抗体測定はし
ないという流れになっています。
　一方、ワクチンを受けた「記録」が
ないために、接種歴が不明であるとか、
これまでにかかったと思っている場合
は抗体測定を行って、今の免疫のレベ
ルを調べる必要があるとしています。
測定にはEIA-IgG法等が用いられてい
ます。
　すでにかかったと思っている方と、
予防接種歴や罹患歴が不明の方と、ワ
クチンの接種記録が１回だけある方、
この３通りの方がいると思うのですけ
れども、１回だけワクチンを受けた記
録がある方につきましては、あと１回

ワクチンを受けていただければよいと
思います。
　かかったかどうか、ワクチンを受け
たかどうかわからないという方につき
ましては、抗体検査せずにワクチンを
２回受けるという方法でもいいですし、
あるいはすでに抗体検査をされたので
あれば、その値を目安として、どのよ
うに対応するかがガイドラインに記載
されています。ホームページにも公開
されていますので、ご参照いただけれ
ばと思います。
　池田　２番目の先生のが、まさにそ
の話になるわけですね。
　多屋　はい。この質問のとおりにな
ります。ガイドライン上では２回のワ
クチンの接種が「記録」により確認で
きた場合は抗体測定は免除ということ
で、その「記録」をご本人と勤務先の
医療機関の両方で、その方がご勤務さ
れている間、保持・保管しておくとい
う流れになっています。
　池田　逆に言いますと、先ほどの証
拠ですね。「記憶」があっても、「記録」
がなければ。
　多屋　そうです。受けていないと考
えます。
　池田　受けていないということにな
れば、抗体価は測らなければいけない
ということですね。そこの流れで、こ
の先生はまた、２回の接種を受けてい
る場合であっても、抗体価が低い場合
は３回目のワクチンを受けるのでしょ

うかという、そういうことなのですね。
　多屋　ガイドラインでは２回の接種
を受けたという「記録」が残っている
場合はその後の抗体検査は必須とはし
ていません。ワクチンを受けたという
「記録」２回で免除ということになっ
ているので、そこで抗体価を測定する
ことは想定には入っていません。抗体
価が低い場合は３回目のワクチンを受
けても悪くはないのですけれども、ガ
イドラインに記載されている値になる
までワクチンを受け続けるというもの
では決してないということをご理解い
ただければ、現実的なところに落ち着
くのかなと考えています。
　池田　麻疹とかそういうもの以外で
も、B型肝炎ワクチンとか、何回打っ
ても抗体がつかない方が現実にいらっ
しゃるので、逆にアレルギーの惹起と
か、そういうことも含めると、頻回の
接種というのはかえって不利益になる
と私自身は思っていたのですけれども、
ガイドラインでもそうなのでしょうか。
　多屋　ワクチンの接種は麻疹、風疹、
ムンプス、水痘については基本的には
２回の接種記録を残すということにな
っています。３回目の接種について、
０歳で受けたワクチンは回数には含め
ないことにしていますので、０歳で１
回目を受けた方については３回目が必
要になってくると思います。あくまで
も１歳以上で２回の接種記録が確認で
きた場合は抗体測定は必須としないと

いう流れで考えられています。
　池田　反対の面から見まして、例え
ば麻疹の感染を防御できるような抗体
価が例えば中和法で１：８以上とあり
ますけれども、これは確かなエビデン
スはありますか。
　多屋　これまでにいろいろな論文な
ども調べまして、この値よりも低い場
合はワクチンを接種したあとに抗体価
が上がる、ブースター効果が見られる。
いわゆる感染して抗体が上がるという
ことが確かめられている値を使いまし
たので、これよりも高い値の方は、何
回接種しても、これ以上はなかなか抗
体価は上がらない。それよりも低い場
合は、あともう１回だけ受けて、もう
少し上げておきましょう、それで終わ
りにしましょうというような流れにな
っています。
　池田　そういう意味では、２回やっ
て、１：８以上に上がらないというこ
とは、逆にもう上がらない可能性が高
いともいえるわけですね。
　多屋　麻疹について２回接種を受け
た方の抗体保有率を国の事業で調べて
いるのですけれども、１回だけですと、
５％弱の方がprimary vaccine failure
で抗体がついていない方がいらっしゃ
るのとともに、10年ぐらいたってくる
と、２割ぐらいの方が抗体が減衰して
きていることがわかっています。ただ、
２回ワクチンを受けている方は99％、
抗体をお持ちであるということも同じ
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調査でわかっているので、２回受けた
ことが記録に残っているにもかかわら
ず抗体がついていないという方は、０
％とはいえませんけれども、１％未満
であるということはいえると思います。
　池田　もうすでに抗体ができた方で、
年齢といいますか、加齢的な抗体の量
の変化というのはありますか。
　多屋　以前、60、70、80、90代の人
の抗体価を測定させていただいた経験
があります。高齢者は20代、30代より
も高い抗体価をお持ちでした。おそら
く若いころにかかった人がほとんどだ
と思うのですが、その後も自然感染の
ブースター効果により、現在も高い免
疫を維持しているのだと思います。今
後50年たったときに、今の若い人の免
疫がどうなっているかというのはわか
りませんが、現在の50歳以上、60、70、
80、90代の方は20代の方よりは高い抗
体価をお持ちだということは研究で調
べられています。
　池田　最近、水痘・帯状疱疹ウイル
スのワクチンを世界でやっていますけ
れども、日本ではいかがなのでしょう
か。開発といいますか、今どのような
状態になっているのでしょうか。
　多屋　水痘ワクチンはもともと大阪
大学の高橋理明先生が開発されて世界
で使われているワクチンなのですけれ
ども、米国では帯状疱疹ワクチンも使
われています。日本でも、現在、子ど
もたちが使っている水痘ワクチンを高

齢者の方に接種すると免疫の増強効果
があるということが確認されていて、
これを帯状疱疹の予防に使えないかと
いうことが検討中と思います。
　池田　水痘の抗体価は成人ではいか
がでしょうか。
　多屋　これも以前調査したことがあ
るのですけれども、今の日本の成人は
子どものころに水痘に罹患済みで、免
疫を持っている方がほとんどです。も
ちろん、免疫を持っていない方もいま
すので、時々親子で水疱瘡にかかって
しまうことがあります。お子様からお
父様かお母様にうつってしまうかたち
が多く、成人がかかると非常に重症で
すから、親のほうが入院されるという
場合がよくあります。大人でも100％
免疫を持っているわけではないので、
今までかからずに済んでいた方が大人
になってかかると非常に重症になって、
亡くなってしまう方がいらっしゃると
いうのも現状です。
　ただし、水痘は麻疹、風疹、水痘、お
たふくかぜの中では大人の抗体保有率
が最も高い病気で、今問題になってい
るのは男性の風疹だと思います。ワク
チンを定期接種として受けるチャンス
がなかった方が、今30代、40代ですの
で、たくさんの男性が風疹を発症して
います。６月前でも風疹の流行が止ま
りません。毎週600～700人近い大人が
風疹を発症していて、その４分の３は
男性です。女性は20代が多く、先天性

風疹症候群の赤ちゃんも2012年10月～
2013年４月までに10人報告されている
のが現状ですので、ぜひ大人も麻疹・
風疹混合ワクチンで２回目を受けてお
いていただいたほうが、麻疹と風疹の
両方の予防という意味でもいいのかな
と思っています。

　池田　そういう目から見ると、看護
学校とか医療系の人たちのみならず、
一般の成人男性が少し、ピットフォー
ルといいますか、抜けていたというこ
とですね。
　多屋　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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調査でわかっているので、２回受けた
ことが記録に残っているにもかかわら
ず抗体がついていないという方は、０
％とはいえませんけれども、１％未満
であるということはいえると思います。
　池田　もうすでに抗体ができた方で、
年齢といいますか、加齢的な抗体の量
の変化というのはありますか。
　多屋　以前、60、70、80、90代の人
の抗体価を測定させていただいた経験
があります。高齢者は20代、30代より
も高い抗体価をお持ちでした。おそら
く若いころにかかった人がほとんどだ
と思うのですが、その後も自然感染の
ブースター効果により、現在も高い免
疫を維持しているのだと思います。今
後50年たったときに、今の若い人の免
疫がどうなっているかというのはわか
りませんが、現在の50歳以上、60、70、
80、90代の方は20代の方よりは高い抗
体価をお持ちだということは研究で調
べられています。
　池田　最近、水痘・帯状疱疹ウイル
スのワクチンを世界でやっていますけ
れども、日本ではいかがなのでしょう
か。開発といいますか、今どのような
状態になっているのでしょうか。
　多屋　水痘ワクチンはもともと大阪
大学の高橋理明先生が開発されて世界
で使われているワクチンなのですけれ
ども、米国では帯状疱疹ワクチンも使
われています。日本でも、現在、子ど
もたちが使っている水痘ワクチンを高

齢者の方に接種すると免疫の増強効果
があるということが確認されていて、
これを帯状疱疹の予防に使えないかと
いうことが検討中と思います。
　池田　水痘の抗体価は成人ではいか
がでしょうか。
　多屋　これも以前調査したことがあ
るのですけれども、今の日本の成人は
子どものころに水痘に罹患済みで、免
疫を持っている方がほとんどです。も
ちろん、免疫を持っていない方もいま
すので、時々親子で水疱瘡にかかって
しまうことがあります。お子様からお
父様かお母様にうつってしまうかたち
が多く、成人がかかると非常に重症で
すから、親のほうが入院されるという
場合がよくあります。大人でも100％
免疫を持っているわけではないので、
今までかからずに済んでいた方が大人
になってかかると非常に重症になって、
亡くなってしまう方がいらっしゃると
いうのも現状です。
　ただし、水痘は麻疹、風疹、水痘、お
たふくかぜの中では大人の抗体保有率
が最も高い病気で、今問題になってい
るのは男性の風疹だと思います。ワク
チンを定期接種として受けるチャンス
がなかった方が、今30代、40代ですの
で、たくさんの男性が風疹を発症して
います。６月前でも風疹の流行が止ま
りません。毎週600～700人近い大人が
風疹を発症していて、その４分の３は
男性です。女性は20代が多く、先天性

風疹症候群の赤ちゃんも2012年10月～
2013年４月までに10人報告されている
のが現状ですので、ぜひ大人も麻疹・
風疹混合ワクチンで２回目を受けてお
いていただいたほうが、麻疹と風疹の
両方の予防という意味でもいいのかな
と思っています。

　池田　そういう目から見ると、看護
学校とか医療系の人たちのみならず、
一般の成人男性が少し、ピットフォー
ルといいますか、抜けていたというこ
とですね。
　多屋　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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髄の検査をして、早めにステロイドホ
ルモンを使うということが大切だと思
います。
　池田　その場合も、適切な時期にあ
る程度のステロイドホルモンを使えば、
予後的には特に問題はないのでしょう
か。
　新津　血球貪食症候群ですから、非
常に重篤になってしまうと、なかなか
厳しいと思いますが、早期にステロイ
ドホルモンを使えば、軽快可能と考え
られます。
　池田　その後の後遺症も特に問題な
いということですね。
　新津　そうです。
　池田　菊池病を疑って、経過を観察
しつつ、なおかつ重篤な症状があるの
でしたら、リンパ節生検も含めて精査
を行う。骨髄の穿刺も必要かもしれな
い。適切な時期に適切な量のステロイ
ドホルモンを投与するということで、
副作用もあまり残らないで治療できる
ということですね。
　新津　はい。
　池田　非常に難しいのは、ほかの急
性のウイルス性疾患、悪性のもの、特
にリンパ腫、そういったものが考えら

れると、やはり専門医を紹介するほう
が無難ということですね。
　新津　はい。
　池田　質問の先生も、そういった症
例を経験されて、いつ、どんな状態で
あれば専門医に紹介するのかというこ
とでご質問があったと思うのです。お
話を聞いて、適切な時期に紹介できる
というふうに感じられたのではないか
と思います。いつ、どういった症状だ
と菊池病でというのは、やはり悩みま
すよね。自己免疫の病気とウイルス性
疾患、特に伝染性単核球症、菊池病と
の違いについては。
　新津　伝染性単核球症などのウイル
ス感染症とは症状が類似しているため、
症状が強い場合は早期にステロイドホ
ルモンを使い始めます。伝染性単核球
症はEBV抗体価を測定すれば診断可
能ですが、菊池病は特異的なものがあ
りませんので、難しいですね。
　池田　最終的な診断が、あとで見る
と「ああ、菊池病だったのかな」とい
うこともよくあることでしょうか。
　新津　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　瀧澤先生、患者さんが内視鏡
の検査をする、あるいは手術をする、
その前に血小板凝集抑制剤あるいは抗
凝固薬をどうするか。これはいつも問
題になっておりましたけれども、2012
年の７月に新たな基準が出されて、簡
単にいうと、だいぶ緩和された。でき
るだけそういったものを休薬しない方
向でやるような傾向になったというこ
とですが、その背景はどういうことな
のでしょうか。
　瀧澤　昨今、患者さんの重篤度とい
う面で見ますと、出血のリスクよりも、
血栓塞栓症のリスクのほうが患者さん
にとって重要だという背景があります。
例えばアスピリン等の休薬で脳梗塞等
が３倍に増加するとか、ワーファリン
も100回休薬すると１回の割合で血栓
塞栓症が発症する、そういったデータ

もあります。こうした現状で、出血よ
りも血栓塞栓症を防ぐという意味では、
休薬の必要性は以前よりも少し小さく
評価して、血栓イベントを抑えること
を大きく評価するようになってきた背
景があるかと思います。
　池脇　血栓のリスクがそんなにも高
いというのは、以前はあまり明らかに
されていなかったのでしょうか。
　瀧澤　アテローム血栓性のバックグ
ラウンドを持つ患者さんが増えてきた
ということが背景にあるかもしれませ
んし、昨今、いろいろなエビデンスが
出てきたので、そうしたエビデンスを
背景に考え方を見直そうという動きが
あったと考えられます。
　池脇　これは私の勝手な推定ですけ
れども、そういった薬によって血栓が
できにくいような状況でいたのが、突

抗血栓薬の休薬基準

東海大学神経内科教授
瀧　澤　俊　也

（聞き手　池脇克則）

　2012年７月から抗血栓薬の休薬基準が緩和されましたが、詳しくご教示くだ
さい（検査、抜歯、手術等について）。

＜北海道開業医＞
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然外されると、不安定な状況になって、
患者さんが持っている何か、動脈硬化
を含めたバックグラウンドと合わせて、
比較的短い期間で血栓をつくりやすい
ということなのでしょうか。
　瀧澤　一部の論文では、抗凝固薬を
やめることによって逆にリバウンドし
て、凝固系を活性化するという論文も
ありますので、やめることによるリス
ク、特にアスピリン等では１週間前後
で血栓症を発症しやすいので、やはり
注意が必要だと思います。
　池脇　そういった背景から、日本内
視鏡学会が主導して、そこに先生のよ
うな神経内科の専門の先生、あるいは
循環器、それ以外の分野の先生方も入
って、コンセンサスを得たうえでのガ
イドラインということなのでしょうか。
　瀧澤　はい。今まで各学会でおのお
ののガイドラインがありましたけれど
も、実際に患者さんを診る医師の立場
からいえば、ガイドラインが各学会で
違うというのは不都合があります。消
化器内視鏡学会、神経学会、脳卒中学
会、そして循環器学会の専門医の先生
がこのワーキング委員会に入って、各
学会の立場を踏まえて統一の考え方を
作成したと考えられます。
　池脇　血栓塞栓症のリスクが高いの
か、そうではないのか、あるいはどう
いった薬をのんでおられるのか、どう
いった侵襲なのかによって方針を決め
るのかなと思うのですけれども、その

あたりの考え方を教えてください。
　瀧澤　一つは血栓症の高発症群、い
わゆる危険群という考え方があるかと
思います。表１に示しましたように例
えば、心房細動を持っていらっしゃる
とか、心原性の塞栓症の既往のある方、
または僧帽弁の機械弁置換術後、こう
いった患者さんは血栓を起こしやすい
危険群と考えられます。今はワーファ
リンや新規の抗凝固薬をのんでいるだ
けでも危険群と考えて、そのような患
者さんは基本は休薬しないで、服用を
継続することが重要だと考えられてい
ます。
　一方で、手技という立場でいえば、
表２に示しましたように出血高危険度
の手技、例えばポリペクトミーとか粘
膜切除術、そういった場合は手技での
出血のリスクが高いので、これを十分
考慮したうえで、休薬するないしはヘ
パリンで置換して手技を行うなどとい
う対応が必要となります。
　池脇　質問では、主に内視鏡という
検査の場面でどうするかということだ
と思うのですけれども、具体的には、
その方がハイリスクの場合、休薬をし
ないということになって、内視鏡の際
の出血のリスクとか、そういったもの
に関しては問題ないのでしょうか。
　瀧澤　内視鏡といっても、アルコー
ル止血も含め可視的に止血が可能な時
代です。ですから、以前よりも止血手
技の技術が高まったということがある

表２　出血危険度による
　　　消化器内視鏡の分類

１．通常消化器内視鏡
　　上部消化管内視鏡（経鼻内視鏡を

含む）
　　下部消化管内視鏡
　　超音波内視鏡
　　カプセル内視鏡
　　内視鏡的逆行性膵胆管造影

２．内視鏡的粘膜生検（超音波内視鏡
下穿刺吸引術を除く）

３．出血低危険度の消化器内視鏡
　　バルーン内視鏡
　　マーキング（クリップ、高周波、

点墨など）
　　消化管、膵管、胆管ステント留置

法（事前の切開手技を伴わない）
　　内視鏡的乳頭バルーン拡張術

４．出血高危険度の消化器内視鏡
　　ポリペクトミー（ポリープ切除術）
　　内視鏡的粘膜切除術
　　内視鏡的粘膜下層剝離術
　　内視鏡的乳頭括約筋切開術
　　内視鏡的十二指腸乳頭切除術
　　超音波内視鏡下穿刺吸引術
　　経皮内視鏡的胃瘻造設術
　　内視鏡的食道・胃静脈瘤治療
　　内視鏡的消化管拡張術
　　内視鏡的粘膜焼灼術
　　その他

日本消化器内視鏡学会誌　54（7）：
2075-2102、2012

表１　休薬による血栓塞栓症の高発症群

抗血小板薬関連
　冠動脈ステント留置後２カ月
　冠動脈薬剤溶出性ステント留置後12

カ月
　脳血行再建術（頸動脈内膜剝離術、
ステント留置）後２カ月

　主幹動脈に50％以上の狭窄を伴う脳
梗塞または一過性脳虚血発作

　最近発症した虚血性脳卒中または一
過性脳虚血発作

　閉塞性動脈硬化症でFontaine ３度
（安静時疼痛）以上

　頸動脈超音波検査、頭頸部磁気共鳴
血管画像で休薬の危険が高いと判
断される所見を有する場合

抗凝固薬関連＊

　心原性脳塞栓症の既往
　弁膜症を合併する心房細動
　弁膜症を合併していないが脳卒中高
リスクの心房細動

　僧帽弁の機械弁置換術後
　機械弁置換術後の血栓塞栓症の既往
　人口弁設置
　抗リン脂質抗体症候群
　深部静脈血栓症・肺塞栓症

＊ワルファリン等抗凝固薬療法中の休
薬に伴う血栓・塞栓症のリスクは
様々であるが、一度発症すると重篤
であることが多いことから、抗凝固
薬療法中の症例は全例、高危険群と
して対応することが望ましい

日本消化器内視鏡学会誌　54（7）：
2075-2102、2012
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然外されると、不安定な状況になって、
患者さんが持っている何か、動脈硬化
を含めたバックグラウンドと合わせて、
比較的短い期間で血栓をつくりやすい
ということなのでしょうか。
　瀧澤　一部の論文では、抗凝固薬を
やめることによって逆にリバウンドし
て、凝固系を活性化するという論文も
ありますので、やめることによるリス
ク、特にアスピリン等では１週間前後
で血栓症を発症しやすいので、やはり
注意が必要だと思います。
　池脇　そういった背景から、日本内
視鏡学会が主導して、そこに先生のよ
うな神経内科の専門の先生、あるいは
循環器、それ以外の分野の先生方も入
って、コンセンサスを得たうえでのガ
イドラインということなのでしょうか。
　瀧澤　はい。今まで各学会でおのお
ののガイドラインがありましたけれど
も、実際に患者さんを診る医師の立場
からいえば、ガイドラインが各学会で
違うというのは不都合があります。消
化器内視鏡学会、神経学会、脳卒中学
会、そして循環器学会の専門医の先生
がこのワーキング委員会に入って、各
学会の立場を踏まえて統一の考え方を
作成したと考えられます。
　池脇　血栓塞栓症のリスクが高いの
か、そうではないのか、あるいはどう
いった薬をのんでおられるのか、どう
いった侵襲なのかによって方針を決め
るのかなと思うのですけれども、その

あたりの考え方を教えてください。
　瀧澤　一つは血栓症の高発症群、い
わゆる危険群という考え方があるかと
思います。表１に示しましたように例
えば、心房細動を持っていらっしゃる
とか、心原性の塞栓症の既往のある方、
または僧帽弁の機械弁置換術後、こう
いった患者さんは血栓を起こしやすい
危険群と考えられます。今はワーファ
リンや新規の抗凝固薬をのんでいるだ
けでも危険群と考えて、そのような患
者さんは基本は休薬しないで、服用を
継続することが重要だと考えられてい
ます。
　一方で、手技という立場でいえば、
表２に示しましたように出血高危険度
の手技、例えばポリペクトミーとか粘
膜切除術、そういった場合は手技での
出血のリスクが高いので、これを十分
考慮したうえで、休薬するないしはヘ
パリンで置換して手技を行うなどとい
う対応が必要となります。
　池脇　質問では、主に内視鏡という
検査の場面でどうするかということだ
と思うのですけれども、具体的には、
その方がハイリスクの場合、休薬をし
ないということになって、内視鏡の際
の出血のリスクとか、そういったもの
に関しては問題ないのでしょうか。
　瀧澤　内視鏡といっても、アルコー
ル止血も含め可視的に止血が可能な時
代です。ですから、以前よりも止血手
技の技術が高まったということがある

表２　出血危険度による
　　　消化器内視鏡の分類

１．通常消化器内視鏡
　　上部消化管内視鏡（経鼻内視鏡を

含む）
　　下部消化管内視鏡
　　超音波内視鏡
　　カプセル内視鏡
　　内視鏡的逆行性膵胆管造影

２．内視鏡的粘膜生検（超音波内視鏡
下穿刺吸引術を除く）

３．出血低危険度の消化器内視鏡
　　バルーン内視鏡
　　マーキング（クリップ、高周波、

点墨など）
　　消化管、膵管、胆管ステント留置

法（事前の切開手技を伴わない）
　　内視鏡的乳頭バルーン拡張術

４．出血高危険度の消化器内視鏡
　　ポリペクトミー（ポリープ切除術）
　　内視鏡的粘膜切除術
　　内視鏡的粘膜下層剝離術
　　内視鏡的乳頭括約筋切開術
　　内視鏡的十二指腸乳頭切除術
　　超音波内視鏡下穿刺吸引術
　　経皮内視鏡的胃瘻造設術
　　内視鏡的食道・胃静脈瘤治療
　　内視鏡的消化管拡張術
　　内視鏡的粘膜焼灼術
　　その他

日本消化器内視鏡学会誌　54（7）：
2075-2102、2012

表１　休薬による血栓塞栓症の高発症群

抗血小板薬関連
　冠動脈ステント留置後２カ月
　冠動脈薬剤溶出性ステント留置後12

カ月
　脳血行再建術（頸動脈内膜剝離術、
ステント留置）後２カ月

　主幹動脈に50％以上の狭窄を伴う脳
梗塞または一過性脳虚血発作

　最近発症した虚血性脳卒中または一
過性脳虚血発作

　閉塞性動脈硬化症でFontaine ３度
（安静時疼痛）以上

　頸動脈超音波検査、頭頸部磁気共鳴
血管画像で休薬の危険が高いと判
断される所見を有する場合

抗凝固薬関連＊

　心原性脳塞栓症の既往
　弁膜症を合併する心房細動
　弁膜症を合併していないが脳卒中高
リスクの心房細動

　僧帽弁の機械弁置換術後
　機械弁置換術後の血栓塞栓症の既往
　人口弁設置
　抗リン脂質抗体症候群
　深部静脈血栓症・肺塞栓症

＊ワルファリン等抗凝固薬療法中の休
薬に伴う血栓・塞栓症のリスクは
様々であるが、一度発症すると重篤
であることが多いことから、抗凝固
薬療法中の症例は全例、高危険群と
して対応することが望ましい

日本消化器内視鏡学会誌　54（7）：
2075-2102、2012
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と思います。従来は、通常の観察の内
視鏡だけは休薬せずに続けて、生検は
休薬してから行うという考えがありま
したけれども、今回のガイドラインで
は生検までも基本的には休薬しないで
施行することが可能という大きな流れ
だと思います。
　池脇　血小板凝集抑制剤の場合には
なかなか効き具合を評価することは難
しいですけれども、ワーファリンの場
合はPT-INRがあって、これを見なが
ら、あまり効きすぎていない状況にし
て検査をするとか、何かそういった指
示はあるのでしょうか。
　瀧澤　ワーファリンに関しては、PT-
INRが3.0未満であれば生検は可能とい
われています。一方、3.0以上であれば
出血のリスクが高いので禁忌になって
います。またポリペクトミーやEMR
が必要であれば、入院のうえ、ヘパリ
ン置換して施行することになります。
　池脇　内視鏡という状況から離れて、
それ以外の手技ということになります
と、質問では抜歯ということですけれ
ども、抜歯はむしろ内視鏡よりももっ
と体の表面のことですし、出血に対す
る対応も比較的容易ですし、これに関
しては原則休薬をしないということで
よろしいですか。
　瀧澤　そうですね。手技としては、
いわゆる出血低危険群という中に入り
ますので、基本的には可視的に止血を
することが可能ですので、休薬は必要

ないと考えます。
　池脇　一方で、手術となりますと、
どこの手術かにもよるので、これに関
してはなかなか内視鏡の状況と同じよ
うにというわけにはいかないような気
がするのですけれども、今回のガイド
ラインではそこまでは踏み込んではい
ないのでしょうか。
　瀧澤　今回のガイドラインは内視鏡
を中心にまとめておりますので、大手
術等は含まれていませんが、考え方と
しては、今申し上げた血栓症の高発症
群、危険群と同じ考えでよろしいかと
思います。すなわち、ワーファリンに
関しても、例えばポリペクトミーでい
えば、ヘパリンに置換して手技を行い、
終わり次第、また薬を再開するという
ことでよろしいかと思います。
　池脇　例えば、開腹手術ですとか開
胸手術ですとか、そういう場合はどう
いうふうに考えたらいいのでしょうか。
　瀧澤　休薬の時間をできるだけ短く
するということが重要ですので、ヘパ
リンに置換して、すぐリバースできる
状況で手術をして、内視鏡でも手術で
もそうですが、止血をしっかりと確認
した状況で薬を再開する。それによっ
てできるだけ休薬期間を短くするとい
う考え方だと思います。
　池脇　侵襲度の高い手術になればな
るほど、基本的には従来どおりヘパリ
ンに置換して、できるだけ早く薬を再
開するという考え方ということですね。

　瀧澤　おっしゃるとおりです。
　池脇　最後に、いろいろな薬があり
ますし、この薬の場合、どうするかと
いうことを確認したいのですけれども、
どうでしょう。
　瀧澤　まず、汎用されているバイア
スピリン、アスピリン等に関しては、
血栓塞栓症の高リスク群では服薬を継
続して生検ないしはポリペクトミーを
施行します。一方、血栓症の低リスク
群の患者さんに関しては、３～５日間
の休薬で生検、ポリペクトミーをする
という指針になっております。
　また、チリノピリジン系であるチク
ロピジン、クロピドグレルに関しては、
血栓症の高リスク群は薬剤を服用継続
して生検等を行う。低リスク群に関し
ては、５～７日の中止で生検、ポリペ
クトミーをすることになっております。
　池脇　最近は、例えば心臓の悪い方
ですと、DESを入れまして、その後、
ある一定期間、アスピリンとクロピド
グレル、２剤併用ということもあるの
ですけれども、そういった複数の薬を
使っている場合でも、基本的には同じ

考え方でよろしいのでしょうか。
　瀧澤　２剤、３剤になると、ガイド
ラインでもフローチャートを書いて詳
しく述べていますけれども、一部はシ
ロスタゾールに置換して内視鏡を行う
とか、個々の薬ごとに詳しく対応が記
載されています。
　池脇　抗凝固薬に関しては、長年、
ワーファリンだけでしたけれども、新
しい薬が出てきました。こういったも
のの扱いは今回のガイドラインでは触
れているのでしょうか。
　瀧澤　Ⅹa阻害薬などは先ほどのワ
ーファリンと同じく、抗凝固薬という
範疇に入りますので、これらを使用し
ている患者さんは全例高リスク群とし
て扱います。すなわち服薬継続で行い、
ワーファリンのようにINRは必要ない
ので、基本的には休薬せずに続けると
思います。
　池脇　だいぶ前と変わってきたなと
いう印象がありますけれども、これに
慣れていく、あるいは検証していくと
いうことも必要なのだろうと思います。
ありがとうございました。
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　池脇　僧帽弁逸脱症候群に関しての
質問をいただきました。そういったも
のも含めて、広く言いますと、僧帽弁
の閉鎖不全症の範疇に入ると考えてよ
ろしいかと思うのですけれども、先生
は外科医という立場ですので、高度の
ものも含めて、あるいは手術も含めて
うかがいたいと思います。
　まず、僧帽弁閉鎖不全症、たぶん、
以前と比べると多少原因が変わってき
ているのではないかと思うのですけれ
ども、このあたりはいかがでしょうか。
　山崎　まず僧帽弁についての解剖の
ところをお話しいたします。僧帽弁と
いいますのは、僧帽弁複合体というも
のでできていまして、弁輪、前尖と後
尖、それから腱索、乳頭筋、左室、そ
の複合体で構成されている、心臓の弁

膜の中でも最も複雑な弁ということが
いえます。
　僧帽弁閉鎖不全症の成因は幾つかあ
りますが、代表的なものを挙げますと、
リウマチ性というものがあります。こ
れは近年では非常に減少しています。
最近、非常に多くなってきましたのは
僧帽弁逸脱症というものです。
　池脇　これがきょうの質問というこ
とになりますけれども、それ以外には
どうなのでしょうか。
　山崎　それ以外には、虚血性といい
まして、心筋梗塞を起こしたあとに左
心室のリモデリングが起きて、乳頭筋
不全等を起こして逆流が生じるという
場合もありますし、ほかには弁輪拡大
といいまして、心筋症等で左心室が大
きく拡大することに伴って弁の接合不

全が起きる。あるいは、感染性心内膜
炎といいまして、弁膜に感染が生じて、
それによって弁の破壊が起きて逆流を
きたすもの。あるいは、先天性という
ものもありまして、代表的なものは心
内膜床欠損症等があります。そのほか、
全身性疾患に伴う逆流ということで、
マルファン症候群ですとかエーラス・
ダンロス症候群等があります。
　池脇　成因も様々という印象を受け
ましたけれども、その中で僧帽弁逸脱
症候群という名前がついていますけれ
ども、これは具体的にはどういうこと
なのでしょうか。
　山崎　弁尖が収縮期に左房側に落ち
込んでしまう、弁がひっくり返ってし
まうのです。それで接合不全が起きて、
そちらから逆流をきたすということに
なりますが、原因といたしましては、
粘液変性ですとか腱索の延長、断裂等
が原因として挙げられます。これらは
全人口の５％近くいらっしゃいまして、
50歳以上の男性に多いとされています。
　池脇　５％といいますと、けっこう
多いですね。
　山崎　かなり多いです。ただし、重
症度は様々ですので、実際、治療の対
象となりますのは重症の患者さんに限
られてきます。
　池脇　質問は僧帽弁逸脱症候群とい
うことで、これは逸脱していても、い
わゆる逆流のないというのでしょうか、
閉鎖不全をきたさない症例もあると考

えてよろしいのですか。
　山崎　そうです。接合不全が起きな
ければ、弁尖自体が多少逸脱しても逆
流をきたさない場合もあります。
　池脇　また閉鎖不全の話に戻ります
けれども、どういう自覚症状があるの
でしょう。
　山崎　急性で起きる場合と慢性に起
きる場合とがありますが、急性に起き
る場合は、重症であれば急性の左心不
全症状をきたします。ひどい場合には
肺水腫という状態になりますので、こ
れはすぐ診断がつきます。問題なのは
慢性ですが、多くは無症状で経過する
のですが、次第に重症度が増してきま
すと、労作時の呼吸困難、息切れです
とか、あるいは易疲労感、重症になり
ますと発作性の夜間呼吸困難や起坐呼
吸を生じる場合も出てきます。
　池脇　心臓に負荷がかかってきます
と、例えば心房細動ですが、これも加
齢によってだいぶ増えていると聞きま
すけれども、こういった僧帽弁の閉鎖
不全症でも合併することが多いのでし
ょうか。
　山崎　病状が進んできますと、心房
細動を合併することも多くあります。
その際には、頻脈により血行動態が悪
化したり、あるいは心房細動による血
流うっ滞によって心房内の血栓形成を
きたしたり、また肺高血圧症をきたし
てくる場合もあります。
　池脇　こういった僧帽弁閉鎖不全症
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　僧帽弁逸脱症候群で雑音のみで、心エコー上も軽度の僧帽弁閉鎖不全症（MR）、
症状も乏しい患者さんがいます。
　フォローアップはどうしていけばいいでしょうか。ご教示ください。
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＜宮城県開業医＞
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の病歴、ケース・バイ・ケースだと思
うのですけれども、だいたいどういう
ふうな経緯をたどっていくのでしょう
か。
　山崎　逆流が軽症であれば予後は非
常によろしいのですが、問題なのは重
症な僧帽弁閉鎖不全症ということで、
逆流が重度になりますと、１年当たり
の死亡率として6.3％、NYHAⅢ度以上
の既往が一度でもありますと、１年当
たりの死亡率が34％まで上がるという
データがあります。
　池脇　診断についてですが、おそら
く心臓のエコーの役割は非常に重要だ
と思うのですけれども、そのあたりを
簡単に教えてください。
　山崎　聴診上、最も典型的なのは全
収縮期雑音、心尖部に最強点を有する
雑音ということになるわけですが、こ
の疾患の場合、一番重要なのは心臓超
音波検査ということになります。大事
なことは、重症度を正確に評価すると
いうことで、幾つかの方法があります。
一つはカラードプラ法で、半定量で、
逆流ジェットの到達距離で重症度を分
類するということがあります。左心房
を３等分して、近位、中位、深部と分
けたとき、それぞれ軽度、中等度、高
度逆流というふうに簡易的に定量する、
半定量することができます。
　次に、もう少し正確に定量化するた
めには、パルスドプラ法といいまして、
僧帽弁の流入血流から左心室の流出路

の駆出血流を引いたものが僧帽弁の逆
流量になるということで計算する方法。
　それから、ピサ法といいまして、こ
れは逆流弁口を通過する血流量は、逆
流弁口を中心とする等速度の半球状の
面を通過する血流量に等しいという理
論から、逆流量を有効逆流弁口面積と
速度積分値で掛け合わせて定量する方
法とがあります。
　池脇　先生は心臓外科の立場で、私
はどちらかというと心臓内科の立場で
すから、こういった閉鎖不全症の患者
さんを、先生のほうからすると、内科
で引っ張りすぎてしまう症例もあると
思います。そういう意味で、治療方針
はどうなっているのでしょうか。
　山崎　2006年にアメリカ心臓病学会
がガイドラインを出していますが、現
在ではだいたいそれに沿って治療方針
が決まっています。高度な逆流のある
僧帽弁閉鎖不全症の場合には、まず症
状があるかないかで分けますが、症状
があれば、僧帽弁の形成術ないしは弁
置換術ということになっております。
　問題なのは症状のない方です。症状
がない方で高度逆流がある患者さんを
どうするのかということですが、まず
心臓の機能で分類します。駆出率が60
％以下、収縮期末期の左室径が40㎜以
上、すなわち心臓の機能が若干落ちて
きている患者さんにつきましては、こ
れは僧帽弁形成術を第一選択としまし
ょう。心臓の機能がまだ良好に保たれ

ている方、駆出率が60％以上で、左室
収縮期径が40㎜未満の患者さんの場合
でも、一過性の心房細動や肺高血圧症
の兆しが見られれば、やはり形成術を
行いましょう。さらには、そういった
兆しがなくても、僧帽弁の形成術が可
能であると推定できる症例であれば、
形成術を選択しましょう。そんなふう
に現在では治療方針が決まっています。
　池脇　ちょっと話がずれるかもしれ
ませんけれども、大動脈弁もけっこう
加齢で疾患が、特に狭窄症が増えてい
るというふうに聞いていますけれども、
僧帽弁に関してはどうなのでしょうか。
症例は増えているのでしょうか。
　山崎　最近では、外科の僧帽弁手術
の中では、このような逸脱症による僧
帽弁閉鎖不全症の手術症例が非常に増
えています。
　池脇　質問では、おそらく健診で雑
音が引っかかって、エコーをやって軽
度のMRでは、自覚症状がない方をど
うフォローアップすればいいかという

ことですが、いかがでしょうか。
　山崎　軽度の僧帽弁閉鎖不全症であ
れば、だいたい半年に一度ぐらいは心
臓超音波検査を行いまして、逆流の程
度が増悪していないか、あるいは、症
状、左心室や左房径の拡大、あるいは
BNPの上昇等があれば、またさらに詳
細に検査をする。そんなかたちで診て
いけばよろしいのではないかと思いま
す。
　池脇　予後がよくて大丈夫だと思わ
ずに、やはり丁寧に見ていって、ガイ
ドラインに合わせて必要であれば専門
医に相談するということでしょうか。
　山崎　そうですね。先生のおっしゃ
るとおりで、心臓の機能が良好に保た
れている間に形成術を行えば、予後は
非常によろしいということがあります
ので、重症な僧帽弁閉鎖不全症であれ
ば、専門医に早めにリファーするとい
うことが重要かと存じます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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の病歴、ケース・バイ・ケースだと思
うのですけれども、だいたいどういう
ふうな経緯をたどっていくのでしょう
か。
　山崎　逆流が軽症であれば予後は非
常によろしいのですが、問題なのは重
症な僧帽弁閉鎖不全症ということで、
逆流が重度になりますと、１年当たり
の死亡率として6.3％、NYHAⅢ度以上
の既往が一度でもありますと、１年当
たりの死亡率が34％まで上がるという
データがあります。
　池脇　診断についてですが、おそら
く心臓のエコーの役割は非常に重要だ
と思うのですけれども、そのあたりを
簡単に教えてください。
　山崎　聴診上、最も典型的なのは全
収縮期雑音、心尖部に最強点を有する
雑音ということになるわけですが、こ
の疾患の場合、一番重要なのは心臓超
音波検査ということになります。大事
なことは、重症度を正確に評価すると
いうことで、幾つかの方法があります。
一つはカラードプラ法で、半定量で、
逆流ジェットの到達距離で重症度を分
類するということがあります。左心房
を３等分して、近位、中位、深部と分
けたとき、それぞれ軽度、中等度、高
度逆流というふうに簡易的に定量する、
半定量することができます。
　次に、もう少し正確に定量化するた
めには、パルスドプラ法といいまして、
僧帽弁の流入血流から左心室の流出路

の駆出血流を引いたものが僧帽弁の逆
流量になるということで計算する方法。
　それから、ピサ法といいまして、こ
れは逆流弁口を通過する血流量は、逆
流弁口を中心とする等速度の半球状の
面を通過する血流量に等しいという理
論から、逆流量を有効逆流弁口面積と
速度積分値で掛け合わせて定量する方
法とがあります。
　池脇　先生は心臓外科の立場で、私
はどちらかというと心臓内科の立場で
すから、こういった閉鎖不全症の患者
さんを、先生のほうからすると、内科
で引っ張りすぎてしまう症例もあると
思います。そういう意味で、治療方針
はどうなっているのでしょうか。
　山崎　2006年にアメリカ心臓病学会
がガイドラインを出していますが、現
在ではだいたいそれに沿って治療方針
が決まっています。高度な逆流のある
僧帽弁閉鎖不全症の場合には、まず症
状があるかないかで分けますが、症状
があれば、僧帽弁の形成術ないしは弁
置換術ということになっております。
　問題なのは症状のない方です。症状
がない方で高度逆流がある患者さんを
どうするのかということですが、まず
心臓の機能で分類します。駆出率が60
％以下、収縮期末期の左室径が40㎜以
上、すなわち心臓の機能が若干落ちて
きている患者さんにつきましては、こ
れは僧帽弁形成術を第一選択としまし
ょう。心臓の機能がまだ良好に保たれ

ている方、駆出率が60％以上で、左室
収縮期径が40㎜未満の患者さんの場合
でも、一過性の心房細動や肺高血圧症
の兆しが見られれば、やはり形成術を
行いましょう。さらには、そういった
兆しがなくても、僧帽弁の形成術が可
能であると推定できる症例であれば、
形成術を選択しましょう。そんなふう
に現在では治療方針が決まっています。
　池脇　ちょっと話がずれるかもしれ
ませんけれども、大動脈弁もけっこう
加齢で疾患が、特に狭窄症が増えてい
るというふうに聞いていますけれども、
僧帽弁に関してはどうなのでしょうか。
症例は増えているのでしょうか。
　山崎　最近では、外科の僧帽弁手術
の中では、このような逸脱症による僧
帽弁閉鎖不全症の手術症例が非常に増
えています。
　池脇　質問では、おそらく健診で雑
音が引っかかって、エコーをやって軽
度のMRでは、自覚症状がない方をど
うフォローアップすればいいかという

ことですが、いかがでしょうか。
　山崎　軽度の僧帽弁閉鎖不全症であ
れば、だいたい半年に一度ぐらいは心
臓超音波検査を行いまして、逆流の程
度が増悪していないか、あるいは、症
状、左心室や左房径の拡大、あるいは
BNPの上昇等があれば、またさらに詳
細に検査をする。そんなかたちで診て
いけばよろしいのではないかと思いま
す。
　池脇　予後がよくて大丈夫だと思わ
ずに、やはり丁寧に見ていって、ガイ
ドラインに合わせて必要であれば専門
医に相談するということでしょうか。
　山崎　そうですね。先生のおっしゃ
るとおりで、心臓の機能が良好に保た
れている間に形成術を行えば、予後は
非常によろしいということがあります
ので、重症な僧帽弁閉鎖不全症であれ
ば、専門医に早めにリファーするとい
うことが重要かと存じます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池脇　澤田先生、日本では高血圧の
治療薬としてCa拮抗薬は汎用されてい
る薬の一つで、私自身もCa拮抗薬にグ
レープフルーツはよくないという話は
聞いているのですけれども、そもそも
どうしてグレープフルーツがこんなに
注目されるようになったのか、何かエ
ピソードがあるのでしょうか。
　澤田　Ca拮抗薬でフェロジピンとい
う薬があるのですけれども、その体内
動態とか作用にエタノール、お酒との
相互作用があるかどうかを臨床試験で
やろうという海外の研究者がいたので

す。そのときに、お酒を飲んでいる方、
飲んでいない方をわからないようにす
るために、グレープフルーツジュース
で味を消してしまおうという工夫をし
たらしいのです。
　実際に効果を見てみると、グレープ
フルーツジュースを飲んでいない方に
比べて、飲んだ方の薬の血中濃度がす
ごく上がってしまう。副作用として血
圧が下がりすぎるということが報告さ
れたものですから、いろいろ原因を調
べてみたら、どうもグレープフルーツ
ジュースそのものに何か影響物質があ

るのではないかということで、細かく
調べられてきたということです。
　池脇　そのあたりのメカニズムやグ
レープフルーツのどの部分かなどをう
かがいたいと思います。Ca拮抗薬とグ
レープフルーツの相互作用、これは単
純に血中濃度が上がるという考えでよ
ろしいのでしょうか。
　澤田　薬の血中濃度が上がって、Ca
拮抗薬であれば血圧が下がりすぎてし
まう、場合によっては失神してしまう
とか、心拍数が上がるとか、顔が赤く
なってしまうというような副作用が知
られています。
　池脇　降圧薬はCa拮抗薬以外にも幾
つかの種類が最近は使われていますけ
れども、こういったほかの降圧薬との
相互作用に関してはどうなのでしょう
か。
　澤田　これに関しては、例えばARB、
ACE阻害薬といったものが使われてい
ますけれども、これは全く相互作用は
ありません。繁用の降圧薬に関しては、
Ca拮抗薬特異的といってもいいかもわ
かりません。
　池脇　それ以外の降圧薬は何かあり
ますか。
　澤田　βブロッカーも相互作用はあ
りません。とにかくCa拮抗薬特異的で
あるということです。
　池脇　相互作用のメカニズムはどう
なのでしょうか。
　澤田　Ca拮抗薬は消化管と肝臓で、

いわゆるチトクロームP-450 3A4とい
う解毒酵素で代謝されるのですけれど
も、それをグレープフルーツジュース
の中に入っている成分が強く阻害する
ということになります。その酵素は実
は肝臓だけではなくて、消化管にもあ
ります。消化管に対する阻害がすごく
強くてCa拮抗薬が代謝されなくなって、
吸収量が上がって血中濃度が上がって、
副作用が起こりやすくなる。そのよう
なプロセスをたどるのだと思います。
　池脇　私自身、肝臓での最後の処理
のところで何か影響するのかなと思っ
たのですけれども、吸収の入り口の小
腸でのCYP、これをグレープフルーツ
が阻害するために薬がたくさん入って
くるという理解でよろしいですか。
　澤田　そういうことです。従来は消
化管にCYPがあるということはあまり
知られていなかったのですけれども、
実は3A4というCYPがすごくたくさん
あって、それでCa拮抗薬が解毒代謝さ
れる。そこに阻害物質である、詳しく
申し上げますと、フラノクマリンとい
うものがあるのですけれども、それが
強く、特異的に消化管の酵素を阻害す
ることがわかっています。
　池脇　以前、フラボノイドが悪さを
しているのではないかと聞いたことが
あるのですけれども、今はそれは否定
されたのでしょうか。
　澤田　代謝阻害に関してはフラボノ
イドの可能性はすごく少ないと思いま

グレープフルーツと薬の飲み合わせ

東京大学医薬品情報学教授
澤　田　康　文

（聞き手　池脇克則）

　グレープフルーツ愛好者は近頃だいぶ多いようですが、以前にグレープフル
ーツには肝細胞の機能を障害するような成分があるため、特にCa拮抗薬を常用
している方は血圧が下がりすぎる危険があるため、注意するようにと解説する
記事を読んだことを覚えております。
　しかし最近の患者さんでは以前の通り食べてはいるが、何ら障害など起こら
ないという方が多いようです。グレープフルーツに対する見解は特に変わった
ということはありませんか。
　新しい知見などご教示ください。

＜東京都開業医＞
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　池脇　澤田先生、日本では高血圧の
治療薬としてCa拮抗薬は汎用されてい
る薬の一つで、私自身もCa拮抗薬にグ
レープフルーツはよくないという話は
聞いているのですけれども、そもそも
どうしてグレープフルーツがこんなに
注目されるようになったのか、何かエ
ピソードがあるのでしょうか。
　澤田　Ca拮抗薬でフェロジピンとい
う薬があるのですけれども、その体内
動態とか作用にエタノール、お酒との
相互作用があるかどうかを臨床試験で
やろうという海外の研究者がいたので

す。そのときに、お酒を飲んでいる方、
飲んでいない方をわからないようにす
るために、グレープフルーツジュース
で味を消してしまおうという工夫をし
たらしいのです。
　実際に効果を見てみると、グレープ
フルーツジュースを飲んでいない方に
比べて、飲んだ方の薬の血中濃度がす
ごく上がってしまう。副作用として血
圧が下がりすぎるということが報告さ
れたものですから、いろいろ原因を調
べてみたら、どうもグレープフルーツ
ジュースそのものに何か影響物質があ

るのではないかということで、細かく
調べられてきたということです。
　池脇　そのあたりのメカニズムやグ
レープフルーツのどの部分かなどをう
かがいたいと思います。Ca拮抗薬とグ
レープフルーツの相互作用、これは単
純に血中濃度が上がるという考えでよ
ろしいのでしょうか。
　澤田　薬の血中濃度が上がって、Ca
拮抗薬であれば血圧が下がりすぎてし
まう、場合によっては失神してしまう
とか、心拍数が上がるとか、顔が赤く
なってしまうというような副作用が知
られています。
　池脇　降圧薬はCa拮抗薬以外にも幾
つかの種類が最近は使われていますけ
れども、こういったほかの降圧薬との
相互作用に関してはどうなのでしょう
か。
　澤田　これに関しては、例えばARB、
ACE阻害薬といったものが使われてい
ますけれども、これは全く相互作用は
ありません。繁用の降圧薬に関しては、
Ca拮抗薬特異的といってもいいかもわ
かりません。
　池脇　それ以外の降圧薬は何かあり
ますか。
　澤田　βブロッカーも相互作用はあ
りません。とにかくCa拮抗薬特異的で
あるということです。
　池脇　相互作用のメカニズムはどう
なのでしょうか。
　澤田　Ca拮抗薬は消化管と肝臓で、

いわゆるチトクロームP-450 3A4とい
う解毒酵素で代謝されるのですけれど
も、それをグレープフルーツジュース
の中に入っている成分が強く阻害する
ということになります。その酵素は実
は肝臓だけではなくて、消化管にもあ
ります。消化管に対する阻害がすごく
強くてCa拮抗薬が代謝されなくなって、
吸収量が上がって血中濃度が上がって、
副作用が起こりやすくなる。そのよう
なプロセスをたどるのだと思います。
　池脇　私自身、肝臓での最後の処理
のところで何か影響するのかなと思っ
たのですけれども、吸収の入り口の小
腸でのCYP、これをグレープフルーツ
が阻害するために薬がたくさん入って
くるという理解でよろしいですか。
　澤田　そういうことです。従来は消
化管にCYPがあるということはあまり
知られていなかったのですけれども、
実は3A4というCYPがすごくたくさん
あって、それでCa拮抗薬が解毒代謝さ
れる。そこに阻害物質である、詳しく
申し上げますと、フラノクマリンとい
うものがあるのですけれども、それが
強く、特異的に消化管の酵素を阻害す
ることがわかっています。
　池脇　以前、フラボノイドが悪さを
しているのではないかと聞いたことが
あるのですけれども、今はそれは否定
されたのでしょうか。
　澤田　代謝阻害に関してはフラボノ
イドの可能性はすごく少ないと思いま

グレープフルーツと薬の飲み合わせ

東京大学医薬品情報学教授
澤　田　康　文

（聞き手　池脇克則）

　グレープフルーツ愛好者は近頃だいぶ多いようですが、以前にグレープフル
ーツには肝細胞の機能を障害するような成分があるため、特にCa拮抗薬を常用
している方は血圧が下がりすぎる危険があるため、注意するようにと解説する
記事を読んだことを覚えております。
　しかし最近の患者さんでは以前の通り食べてはいるが、何ら障害など起こら
ないという方が多いようです。グレープフルーツに対する見解は特に変わった
ということはありませんか。
　新しい知見などご教示ください。

＜東京都開業医＞
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す。ただ、量としては、フラノクマリ
ンという阻害物質はすごく量は少ない
のですけれども、先ほどのCYPに対し
て不可逆的に相互作用をしてしまうの
で、ダメージを起こしてしまうのです。
フラノクマリンの濃度は低く、量は少
ないのですけれども、相互作用はすご
く強いということで、フラボノイド説
は一応否定されているということにな
ります。
　池脇　グレープフルーツも、皮、実、
種、様々なのですけれども、特にどこ
を気をつけたらよいでしょうか。
　澤田　昔は白いぶよぶよのところに
相互作用物質が入っているのではない
かということが言われていたのです。
しかし、実際には主に実のほうに入っ
ています。したがって、ジュースは実
からつくるわけなので、ジュースでは
相互作用がよく起こるし、当然、実を
食べても相互作用が起こるということ
で、両方とも注意しなければいけない
ということになります。
　池脇　Ca拮抗薬も様々なCa拮抗薬
がありますが、グレープフルーツとCa
拮抗薬の相互作用というのは一律なの
でしょうか。それとも、薬剤によって
ちょっと違うのでしょうか。
　澤田　かなり違います。例えば、ア
ムロジピンというCa拮抗薬ですと、飲
み合わせの臨床試験をやっても、ほと
んど血中濃度は上がらないのです。と
ころが、ニソルジピンというCa拮抗薬

ですと、１杯250㎖程度のジュースを
飲むと、５倍から、多い方は７倍ぐら
いまで血中濃度が上がるということが
知られています。ですから、Ca拮抗薬
によって随分違います。
　池脇　では、アムロジピンをのんで
いる人はグレープフルーツは大丈夫、
と考えていいのでしょうか。
　澤田　なかなか言いきれないのです。
最近、アムロジピンでも副作用が起こ
る。血圧が下がりすぎて、失神まで起
こしたという症例が報告されています。
ただ、おもしろいことに、ニソルジピ
ンで今５倍、７倍に上がると申し上げ
ましたけれども、ニソルジピンをジュ
ースで飲んでも何ら影響がないという
方も見つかっています。
　池脇　そうすると、これは個人差と
いうのでしょうか。CYPの遺伝子多型
ですとか、小腸上皮の発現量、そうい
ったものに個人差があるということな
のでしょうか。
　澤田　そういうことです。海外の試
験でわかっていることは、先ほど申し
上げましたCYPの3A4の量は、消化管
の中の量が重要なのですけれども、そ
の個人差が10倍程度もあります。そう
しますと、相互作用部位が消化管です
から、そこの酵素の量が多い方は相互
作用をすごく受けやすいわけです。酵
素量の少ない方は相互作用を受けにく
いということなので、一つのメカニズ
ムとしては消化管の解毒酵素の量の個

人差が原因しているのかもわかりませ
ん。
　池脇　グレープフルーツも幾つかの
種類のグレープフルーツ、あるいはジ
ュースの中に入ったものもあると思う
のですけれども、そういう意味で個体
側の個人差とはまたちょっと違う面で、
グレープフルーツのほうは、産地を含
めて差があるのでしょうか。
　澤田　これは調べている方がいまし
て、産地の差とか、同じメーカーでも、
いわゆるロットというのは変ですけれ
ども、その差といいますか、季節の差
もあると思うのです。もう一つはグレ
ープフルーツの種類、白いタイプのも
のと赤色のルビータイプのものがあり
ます。白いほうがフラノクマリンの量
が多いということで、相互作用も強く
出る。ルビータイプのものは相互作用
が少ないということがいわれています。
ないわけではありませんけれども。
　池脇　ただ、少ないタイプは大丈夫
とまでは言いきれないわけですね。
　澤田　言いきれないですね。先ほど
の相互作用のメカニズムが不可逆的な
ので、量が少なくても持続的に阻害作
用が起こってくるということになるの
で、注意していただきたいなと思いま
す。
　池脇　今までの説明で質問の大部分
は答えていただいたと思います。ただ、
そうはいうけれども、今、特に問題な
いという方も多くて、どうなのですか

ということですけれども、どうでしょ
う。
　澤田　先ほど申し上げましたように、
相互作用には個人差がすごくあるので、
たまたまこの臨床医の先生が相互作用
のないタイプに出くわしていたのかも
しれません。でも、相互作用があるこ
とは科学的に証明されていることなの
で、臨床試験で結果が出ているものに
関しては飲み合わせには注意する。場
合によっては、その飲料は禁止すると
いうことも必要なのではないかと思い
ます。
　池脇　臨床実地の先生方あるいは患
者さんは、例えばこのぐらいまでだっ
たら大丈夫だろうとか、あるいはいっ
たん飲んでしまったらどれくらい影響
があるか知りたいところかもしれませ
ん。そのあたりはどうでしょう。
　澤田　量を少なくすると相互作用は
少なくなりますけれども、先ほど申し
上げましたように、量は少なくても、
不可逆的な阻害作用を起こすので、作
用がけっこう強く出てしまうというこ
とがあります。どうしてもジュースを
飲みたい、果物を食べたいというなら
ば、薬を飲んでいるときは、オレンジ
ジュースとかオレンジとか、Ca拮抗薬
に関しては安全な食べ物もありますの
で、それに変えていただくとかすれば
よろしいかなと思います。
　池脇　不可逆的ということは、いっ
たんくっついてしまうと、しばらくは
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す。ただ、量としては、フラノクマリ
ンという阻害物質はすごく量は少ない
のですけれども、先ほどのCYPに対し
て不可逆的に相互作用をしてしまうの
で、ダメージを起こしてしまうのです。
フラノクマリンの濃度は低く、量は少
ないのですけれども、相互作用はすご
く強いということで、フラボノイド説
は一応否定されているということにな
ります。
　池脇　グレープフルーツも、皮、実、
種、様々なのですけれども、特にどこ
を気をつけたらよいでしょうか。
　澤田　昔は白いぶよぶよのところに
相互作用物質が入っているのではない
かということが言われていたのです。
しかし、実際には主に実のほうに入っ
ています。したがって、ジュースは実
からつくるわけなので、ジュースでは
相互作用がよく起こるし、当然、実を
食べても相互作用が起こるということ
で、両方とも注意しなければいけない
ということになります。
　池脇　Ca拮抗薬も様々なCa拮抗薬
がありますが、グレープフルーツとCa
拮抗薬の相互作用というのは一律なの
でしょうか。それとも、薬剤によって
ちょっと違うのでしょうか。
　澤田　かなり違います。例えば、ア
ムロジピンというCa拮抗薬ですと、飲
み合わせの臨床試験をやっても、ほと
んど血中濃度は上がらないのです。と
ころが、ニソルジピンというCa拮抗薬

ですと、１杯250㎖程度のジュースを
飲むと、５倍から、多い方は７倍ぐら
いまで血中濃度が上がるということが
知られています。ですから、Ca拮抗薬
によって随分違います。
　池脇　では、アムロジピンをのんで
いる人はグレープフルーツは大丈夫、
と考えていいのでしょうか。
　澤田　なかなか言いきれないのです。
最近、アムロジピンでも副作用が起こ
る。血圧が下がりすぎて、失神まで起
こしたという症例が報告されています。
ただ、おもしろいことに、ニソルジピ
ンで今５倍、７倍に上がると申し上げ
ましたけれども、ニソルジピンをジュ
ースで飲んでも何ら影響がないという
方も見つかっています。
　池脇　そうすると、これは個人差と
いうのでしょうか。CYPの遺伝子多型
ですとか、小腸上皮の発現量、そうい
ったものに個人差があるということな
のでしょうか。
　澤田　そういうことです。海外の試
験でわかっていることは、先ほど申し
上げましたCYPの3A4の量は、消化管
の中の量が重要なのですけれども、そ
の個人差が10倍程度もあります。そう
しますと、相互作用部位が消化管です
から、そこの酵素の量が多い方は相互
作用をすごく受けやすいわけです。酵
素量の少ない方は相互作用を受けにく
いということなので、一つのメカニズ
ムとしては消化管の解毒酵素の量の個

人差が原因しているのかもわかりませ
ん。
　池脇　グレープフルーツも幾つかの
種類のグレープフルーツ、あるいはジ
ュースの中に入ったものもあると思う
のですけれども、そういう意味で個体
側の個人差とはまたちょっと違う面で、
グレープフルーツのほうは、産地を含
めて差があるのでしょうか。
　澤田　これは調べている方がいまし
て、産地の差とか、同じメーカーでも、
いわゆるロットというのは変ですけれ
ども、その差といいますか、季節の差
もあると思うのです。もう一つはグレ
ープフルーツの種類、白いタイプのも
のと赤色のルビータイプのものがあり
ます。白いほうがフラノクマリンの量
が多いということで、相互作用も強く
出る。ルビータイプのものは相互作用
が少ないということがいわれています。
ないわけではありませんけれども。
　池脇　ただ、少ないタイプは大丈夫
とまでは言いきれないわけですね。
　澤田　言いきれないですね。先ほど
の相互作用のメカニズムが不可逆的な
ので、量が少なくても持続的に阻害作
用が起こってくるということになるの
で、注意していただきたいなと思いま
す。
　池脇　今までの説明で質問の大部分
は答えていただいたと思います。ただ、
そうはいうけれども、今、特に問題な
いという方も多くて、どうなのですか

ということですけれども、どうでしょ
う。
　澤田　先ほど申し上げましたように、
相互作用には個人差がすごくあるので、
たまたまこの臨床医の先生が相互作用
のないタイプに出くわしていたのかも
しれません。でも、相互作用があるこ
とは科学的に証明されていることなの
で、臨床試験で結果が出ているものに
関しては飲み合わせには注意する。場
合によっては、その飲料は禁止すると
いうことも必要なのではないかと思い
ます。
　池脇　臨床実地の先生方あるいは患
者さんは、例えばこのぐらいまでだっ
たら大丈夫だろうとか、あるいはいっ
たん飲んでしまったらどれくらい影響
があるか知りたいところかもしれませ
ん。そのあたりはどうでしょう。
　澤田　量を少なくすると相互作用は
少なくなりますけれども、先ほど申し
上げましたように、量は少なくても、
不可逆的な阻害作用を起こすので、作
用がけっこう強く出てしまうというこ
とがあります。どうしてもジュースを
飲みたい、果物を食べたいというなら
ば、薬を飲んでいるときは、オレンジ
ジュースとかオレンジとか、Ca拮抗薬
に関しては安全な食べ物もありますの
で、それに変えていただくとかすれば
よろしいかなと思います。
　池脇　不可逆的ということは、いっ
たんくっついてしまうと、しばらくは
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影響が残るというふうに考えてよろし
いですね。
　澤田　そうですね。例えば、１杯250
㎖飲んだ場合に、その相互作用はどれ
ぐらい続くかという臨床試験もありま
して、安全を見越して３日間は注意し
たほうがいいということで、３日過ぎ
れば通常の量の薬を飲んでもよろしい
かなと思います。
　池脇　降圧薬は毎日のむ薬ですので、
基本的にのまないというのが原則でし
ょうか。
　澤田　そうですね。
　池脇　せっかくですから、グレープ
フルーツとそれ以外の薬剤、留意すべ
きものがありましたら簡単に教えてく
ださい。
　澤田　有名なのが、免疫抑制剤のシ
クロスポリン、タクロリムス、抗血小
板薬のシロスタゾール、あるいはスタ
チン系の薬ですと、シンバスタチンと
かアトロバスタチンといったものが血

液中濃度が上がる。メカニズムも同じ
ようなメカニズムで相互作用すること
が知られています。
　池脇　基本的にはCYP 3A4を共有す
るというか、そういう薬に関しては注
意ということでよろしいですか。
　澤田　そうです。それはチェックの
ポイントです。その薬がどのような代
謝酵素によって解毒されるかというこ
とがわかれば大方予測できるというこ
とになります。
　池脇　最後に、細かい質問になりま
すけれども、グレープフルーツはだめ
だけれども、ほかのものはいいという
ふうに考えてよろしいですか。
　澤田　Ca拮抗薬に関しては、やはり
注意しなければいけない柑橘系のもの
ですと、グレープフルーツジュースの
類縁のザボンとか、そのあたりは注意
したほうがいいかもわかりません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　質問のような難しい症例なの
ですけれども、どのような状態が考え
られますでしょうか。
　檜垣　次々、いろいろな症状が出て、
また繰り返しておられるということで、
難しいですけれども、2008年の春から
上眼瞼、まぶたのかゆみを持つ皮膚炎
が起きたということですので、もしか
するとこの方にはスギ花粉症がおあり

で、その花粉症に伴って目の周りの皮
膚炎を起こした、いわゆるスギ花粉皮
膚炎というものがありますけれども、
それが始まりだったのかもしれないで
すね。そうしますと、程度が軽いと、
季節が変わりますとよくなるという傾
向があります。
　池田　年齢的に、53歳・女性といい
ますと、どのようなことが考えられま

季節性に起こる皮膚疾患

東京女子医科大学女性生涯健康センター教授
檜　垣　祐　子

（聞き手　池田志斈）

　53歳女性。2007年春頃より頭頸部に瘙痒感を持った皮膚炎症状が出現し、ス
テロイド軟膏塗布にて軽快していたが、2008年春より上眼瞼の瘙痒感を持つ
皮膚炎が出現し、徐々に同部の皮膚が切れてきた。春を過ぎるとやや軽快する。
2010年３月に円形脱毛症も出現し、皮膚科受診し外用薬としてフロジン・デル
モベート、プレドニン眼軟膏、ロコイド軟膏、内服としてユベラN・セファラン
チン、クラリチンを服用したが、10日目に口周囲と腹壁に発疹を生じセファラ
ンチンを中止した。腹部は軽快したが、口周囲は悪化（発赤→色素沈着）し大
阪大学受診。腹部・口周囲の生検施行し「毛包周囲と真皮上層に強いリンパ球
中心の細胞浸潤が見られ、メラニン色素の滴落が多数あり、基底膜の障害がう
かがえる」とのことでした。採血の異常値としてはHSV（CF法）64倍、血清補
体値55.3U/㎖です。その後も、春先になると口周囲と口唇は発疹と色素沈着を
繰り返し拡大している。確定診断への方法、少なくとも色素沈着の拡大を止め
る方法はないのでしょうか。ご教示お願いいたします。

＜大阪府開業医＞
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影響が残るというふうに考えてよろし
いですね。
　澤田　そうですね。例えば、１杯250
㎖飲んだ場合に、その相互作用はどれ
ぐらい続くかという臨床試験もありま
して、安全を見越して３日間は注意し
たほうがいいということで、３日過ぎ
れば通常の量の薬を飲んでもよろしい
かなと思います。
　池脇　降圧薬は毎日のむ薬ですので、
基本的にのまないというのが原則でし
ょうか。
　澤田　そうですね。
　池脇　せっかくですから、グレープ
フルーツとそれ以外の薬剤、留意すべ
きものがありましたら簡単に教えてく
ださい。
　澤田　有名なのが、免疫抑制剤のシ
クロスポリン、タクロリムス、抗血小
板薬のシロスタゾール、あるいはスタ
チン系の薬ですと、シンバスタチンと
かアトロバスタチンといったものが血

液中濃度が上がる。メカニズムも同じ
ようなメカニズムで相互作用すること
が知られています。
　池脇　基本的にはCYP 3A4を共有す
るというか、そういう薬に関しては注
意ということでよろしいですか。
　澤田　そうです。それはチェックの
ポイントです。その薬がどのような代
謝酵素によって解毒されるかというこ
とがわかれば大方予測できるというこ
とになります。
　池脇　最後に、細かい質問になりま
すけれども、グレープフルーツはだめ
だけれども、ほかのものはいいという
ふうに考えてよろしいですか。
　澤田　Ca拮抗薬に関しては、やはり
注意しなければいけない柑橘系のもの
ですと、グレープフルーツジュースの
類縁のザボンとか、そのあたりは注意
したほうがいいかもわかりません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　質問のような難しい症例なの
ですけれども、どのような状態が考え
られますでしょうか。
　檜垣　次々、いろいろな症状が出て、
また繰り返しておられるということで、
難しいですけれども、2008年の春から
上眼瞼、まぶたのかゆみを持つ皮膚炎
が起きたということですので、もしか
するとこの方にはスギ花粉症がおあり

で、その花粉症に伴って目の周りの皮
膚炎を起こした、いわゆるスギ花粉皮
膚炎というものがありますけれども、
それが始まりだったのかもしれないで
すね。そうしますと、程度が軽いと、
季節が変わりますとよくなるという傾
向があります。
　池田　年齢的に、53歳・女性といい
ますと、どのようなことが考えられま

季節性に起こる皮膚疾患

東京女子医科大学女性生涯健康センター教授
檜　垣　祐　子

（聞き手　池田志斈）

　53歳女性。2007年春頃より頭頸部に瘙痒感を持った皮膚炎症状が出現し、ス
テロイド軟膏塗布にて軽快していたが、2008年春より上眼瞼の瘙痒感を持つ
皮膚炎が出現し、徐々に同部の皮膚が切れてきた。春を過ぎるとやや軽快する。
2010年３月に円形脱毛症も出現し、皮膚科受診し外用薬としてフロジン・デル
モベート、プレドニン眼軟膏、ロコイド軟膏、内服としてユベラN・セファラン
チン、クラリチンを服用したが、10日目に口周囲と腹壁に発疹を生じセファラ
ンチンを中止した。腹部は軽快したが、口周囲は悪化（発赤→色素沈着）し大
阪大学受診。腹部・口周囲の生検施行し「毛包周囲と真皮上層に強いリンパ球
中心の細胞浸潤が見られ、メラニン色素の滴落が多数あり、基底膜の障害がう
かがえる」とのことでした。採血の異常値としてはHSV（CF法）64倍、血清補
体値55.3U/㎖です。その後も、春先になると口周囲と口唇は発疹と色素沈着を
繰り返し拡大している。確定診断への方法、少なくとも色素沈着の拡大を止め
る方法はないのでしょうか。ご教示お願いいたします。

＜大阪府開業医＞
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すか。
　檜垣　世代的には更年期に当たりま
して、更年期のころというのは、ご存
じのように、女性ホルモンが減少して
きますので、いろいろな身体症状を出
してくることがあります。特に、自律
神経の失調症状が出やすいので、それ
に伴って、いわゆる冷えのぼせとかホ
ットフラッシュというような症状、特
にお顔はほてり感のような症状が出や
すいです。そういったときには、お顔
の皮膚のトラブルがわりと起きやすい
というのを日常経験しています。特に、
かゆみが出たりとか、赤みが出たりと
いうケースが多く見られます。
　池田　質問ですと、その後も春先に
なると発疹ができて、色素沈着を繰り
返して拡大しているということなので
すけれども、そういった皮膚の花粉症
とか更年期とホットフラッシュ、そう
いったことと色素沈着というのは関係
があるのでしょうか。
　檜垣　おそらく皮膚の炎症を繰り返
しているために生じている炎症後の色
素沈着ではないかと考えます。ですの
で、その場合の対策としては、炎症を
なるべく短期間で十分な治療を行って
おさめるということが、色素沈着を増
やさないという意味で重要かと思いま
す。生じてしまった色素沈着というの
は、ゆっくりですけれども、徐々に代
謝されて消退していきますので、まず
は皮膚炎のコントロールを目指すとい

うことが治療上は大切かなと考えます。
　池田　質問には、主に春を過ぎると
軽快してくる。「やや」という表現が
ありますけれども、こういった短期的
な皮膚炎でこのような色素沈着が生じ
て、それが拡大するということはある
のでしょうか。
　檜垣　炎症の程度にもよるかと思い
ます。かゆみがあって、非常に強くこ
すってしまったりとか、かいてしまっ
たりということで皮膚炎を悪化させて
しまうと、色素沈着は残っていくと思
います。また、この方は春を過ぎると
やや軽快するということですが、症状
が強いと、季節がめぐっても、花粉と
関係ない時期にも皮膚炎が持続してし
まうこともあります。春を過ぎてやや
軽快しても、それ以降も軽度の発疹が
長く続くことで色素沈着を招いている
かもしれないですね。
　池田　治療として、プレドニン眼軟
膏、ロコイド軟膏等を使っておられま
すけれども、こういったものによる影
響、副作用のようなものは考えられま
すでしょうか。
　檜垣　この方は皮膚の生検もされて
おられて、そのときに口の周りの発疹
が悪化していたということなのですけ
れども、毛包周囲の炎症ということで、
おそらく毛穴を中心とした炎症が起き
ていたと思われます。こういった症状
は、口囲皮膚炎とか酒皶様皮膚炎と言
うこともありますけれども、ステロイ

ド外用薬の副作用として起きてくるこ
ともあります。プレドニン眼軟膏、ロ
コイド軟膏ともに弱いステロイドの外
用薬ですが、やはりケースによっては
副作用が出ることも考えられます。
　池田　確定診断の方法、すでに大阪
大学で皮膚生検を受けられているので
すけれども、この後、確定診断の方法
というのはどのような方法で、どのよ
うなスケジュールで行われていくので
しょうか。
　檜垣　まずは花粉症のチェックをさ
れたほうがいいかなと思います。血液
検査で特異IgE抗体を検査することが
できますので、スギ花粉をはじめとし
て、ヒノキ、イネ科とかブタクサなど
の雑草の花粉のチェックを一度された
ほうがよかろうと思います。
　それから、もしこの方が更年期の症
状、自律神経症状を持っておられるよ
うでしたら、それに対する対策も必要
かもしれません。女性ホルモンの血液
中の量を測定するなどして、今どうい
う状態にあるのかということを確認し
ておくとよろしいかと思います。
　池田　そのほか、女性ですので、化
粧品も含めた慢性の何か接触性の炎症
とか、そういったものは考えられます
でしょうか。
　檜垣　そうですね。それも忘れては
ならないと思います。特に、皮膚の乾
燥などが気になって、保湿をし過ぎて
いたりとか、あと知らずしらずにかぶ

れを起こしていることもありますので、
使用されている化粧品のチェックも必
要かと思います。
　池田　化粧品の主な検査法ですけれ
ども、どのようなものでしょうか。
　檜垣　パッチテストという試験があ
ります。これは原因と思われる物質を
背中などに張りつけて、実際に皮膚炎
が起きるかどうかを確認するテストで、
なかなか技術的にも判定の面でも、皮
膚科専門医でないと難しいところがあ
るかもしれません。
　私が日常診療で時々患者さんにご説
明しているやり方は、上腕の内側、腕
の内側のところに、使用しておられる
化粧品を５日間ぐらい塗っていただい
て、そこに皮膚炎が実際に起きるかど
うかを確認する。オープンパッチテス
トの方法に準じて調べていくことがあ
ります。もし何か皮膚炎が起きた場合
は、その化粧品は使用しないようにし
ていただくというふうな、現実的な対
策に結びつけています。
　池田　なかなかパッチテストは難し
い。単純塗布を繰り返して行うことに
よって再現できるかということですね。
　檜垣　そうですね。
　池田　あと、女性に限らないのでし
ょうけれども、色素沈着が問題になっ
ていて、拡大を止める方法はありませ
んかということですけれども、一般的
な慢性の皮膚炎による色素沈着という
ことを考えますと、どのような対処法
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すか。
　檜垣　世代的には更年期に当たりま
して、更年期のころというのは、ご存
じのように、女性ホルモンが減少して
きますので、いろいろな身体症状を出
してくることがあります。特に、自律
神経の失調症状が出やすいので、それ
に伴って、いわゆる冷えのぼせとかホ
ットフラッシュというような症状、特
にお顔はほてり感のような症状が出や
すいです。そういったときには、お顔
の皮膚のトラブルがわりと起きやすい
というのを日常経験しています。特に、
かゆみが出たりとか、赤みが出たりと
いうケースが多く見られます。
　池田　質問ですと、その後も春先に
なると発疹ができて、色素沈着を繰り
返して拡大しているということなので
すけれども、そういった皮膚の花粉症
とか更年期とホットフラッシュ、そう
いったことと色素沈着というのは関係
があるのでしょうか。
　檜垣　おそらく皮膚の炎症を繰り返
しているために生じている炎症後の色
素沈着ではないかと考えます。ですの
で、その場合の対策としては、炎症を
なるべく短期間で十分な治療を行って
おさめるということが、色素沈着を増
やさないという意味で重要かと思いま
す。生じてしまった色素沈着というの
は、ゆっくりですけれども、徐々に代
謝されて消退していきますので、まず
は皮膚炎のコントロールを目指すとい

うことが治療上は大切かなと考えます。
　池田　質問には、主に春を過ぎると
軽快してくる。「やや」という表現が
ありますけれども、こういった短期的
な皮膚炎でこのような色素沈着が生じ
て、それが拡大するということはある
のでしょうか。
　檜垣　炎症の程度にもよるかと思い
ます。かゆみがあって、非常に強くこ
すってしまったりとか、かいてしまっ
たりということで皮膚炎を悪化させて
しまうと、色素沈着は残っていくと思
います。また、この方は春を過ぎると
やや軽快するということですが、症状
が強いと、季節がめぐっても、花粉と
関係ない時期にも皮膚炎が持続してし
まうこともあります。春を過ぎてやや
軽快しても、それ以降も軽度の発疹が
長く続くことで色素沈着を招いている
かもしれないですね。
　池田　治療として、プレドニン眼軟
膏、ロコイド軟膏等を使っておられま
すけれども、こういったものによる影
響、副作用のようなものは考えられま
すでしょうか。
　檜垣　この方は皮膚の生検もされて
おられて、そのときに口の周りの発疹
が悪化していたということなのですけ
れども、毛包周囲の炎症ということで、
おそらく毛穴を中心とした炎症が起き
ていたと思われます。こういった症状
は、口囲皮膚炎とか酒皶様皮膚炎と言
うこともありますけれども、ステロイ

ド外用薬の副作用として起きてくるこ
ともあります。プレドニン眼軟膏、ロ
コイド軟膏ともに弱いステロイドの外
用薬ですが、やはりケースによっては
副作用が出ることも考えられます。
　池田　確定診断の方法、すでに大阪
大学で皮膚生検を受けられているので
すけれども、この後、確定診断の方法
というのはどのような方法で、どのよ
うなスケジュールで行われていくので
しょうか。
　檜垣　まずは花粉症のチェックをさ
れたほうがいいかなと思います。血液
検査で特異IgE抗体を検査することが
できますので、スギ花粉をはじめとし
て、ヒノキ、イネ科とかブタクサなど
の雑草の花粉のチェックを一度された
ほうがよかろうと思います。
　それから、もしこの方が更年期の症
状、自律神経症状を持っておられるよ
うでしたら、それに対する対策も必要
かもしれません。女性ホルモンの血液
中の量を測定するなどして、今どうい
う状態にあるのかということを確認し
ておくとよろしいかと思います。
　池田　そのほか、女性ですので、化
粧品も含めた慢性の何か接触性の炎症
とか、そういったものは考えられます
でしょうか。
　檜垣　そうですね。それも忘れては
ならないと思います。特に、皮膚の乾
燥などが気になって、保湿をし過ぎて
いたりとか、あと知らずしらずにかぶ

れを起こしていることもありますので、
使用されている化粧品のチェックも必
要かと思います。
　池田　化粧品の主な検査法ですけれ
ども、どのようなものでしょうか。
　檜垣　パッチテストという試験があ
ります。これは原因と思われる物質を
背中などに張りつけて、実際に皮膚炎
が起きるかどうかを確認するテストで、
なかなか技術的にも判定の面でも、皮
膚科専門医でないと難しいところがあ
るかもしれません。
　私が日常診療で時々患者さんにご説
明しているやり方は、上腕の内側、腕
の内側のところに、使用しておられる
化粧品を５日間ぐらい塗っていただい
て、そこに皮膚炎が実際に起きるかど
うかを確認する。オープンパッチテス
トの方法に準じて調べていくことがあ
ります。もし何か皮膚炎が起きた場合
は、その化粧品は使用しないようにし
ていただくというふうな、現実的な対
策に結びつけています。
　池田　なかなかパッチテストは難し
い。単純塗布を繰り返して行うことに
よって再現できるかということですね。
　檜垣　そうですね。
　池田　あと、女性に限らないのでし
ょうけれども、色素沈着が問題になっ
ていて、拡大を止める方法はありませ
んかということですけれども、一般的
な慢性の皮膚炎による色素沈着という
ことを考えますと、どのような対処法
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があるのでしょうか。
　檜垣　まずは、原因となっている皮
膚炎、色素沈着のもとになっている状
態をよく治療するということが第一だ
と思うのです。それによって色素沈着
を増やすことがなければ、ゆっくりで
すけれども、徐々に消えていくことが
多いと思います。そのほか、ビタミン
Cを内服していただくとか、いわゆる
美白剤のような化粧品を使っていただ
くという方法もありますけれども、場
合によっては美白剤で接触皮膚炎、か
ぶれを起こすということもありうるの
で、使うときには慎重に使っていただ
くとよろしいと思います。
　池田　場合によっては、そういった
化粧品も含めて、あとは色素沈着に外
用する薬も単純塗布で安全性を確かめ
ておいて、それから使用するとか、そ
ういったことが必要だと思われますね。
　檜垣　そうですね。そうすると丁寧
だと思います。
　池田　こういった方というのは、私
の印象ですが、いわゆる乾燥肌という

ことがあって、いろいろなアレルゲン
が皮膚を通して入ってくるようなこと
があると思うのですけれども、そうい
ったことも春先のいろいろな花粉を含
めたアレルギーのもとにさらされると
いう原因になっているのでしょうか。
　檜垣　ちょうど春ですので、冬の乾
燥した時期を経てということになりま
すので、肌は乾燥した状態になってい
ると思うのです。ですから、冬の間に
適切な保湿をしておくということも大
切ですし、お顔を洗うときにこすり過
ぎたりしないとか、洗顔料を控えめに
するとか、そういったケアも日常的に
大切かと思います。
　池田　よくわかりました。確定診断
はアレルギーのテストをIgE RAST等
でやって、皮膚につけているものはパ
ッチテストとか単純塗布テストをやっ
て、それで安全なのを確かめたうえで
治療も行うし、確定診断にも持ってい
くということでよろしいでしょうか。
　檜垣　はい、よろしいと思います。
　池田　ありがとうございました。

　池田　まずおうかがいしたいのは、
腎のう胞とはどういった疾患でしょう
か。
　岩村　のう胞というのは、実質臓器
に水がたまる袋ができる疾患ですけれ
ども、一般的に腎のう胞、あるいは肝
のう胞、膵のう胞という疾患がよく知
られています。腎臓にできるのう胞性
疾患も一般的によく見られる疾患です。
　分類してみますと、例えば発生時期
で分けると、生まれつきのう胞がある
先天性のもの、それから成人してから
のう胞が現れてくる後天性のもの。
　それから数で分けてみると、無数に
のう胞ができる多発性のう胞性疾患、
あるいは数個ののう胞ができる単発性、
単純性と呼ばれる疾患があります。

　それから、のう胞ができる場所とし
ても、腎臓の実質の部分にできる、い
わゆる皮質のう胞、あるいは腎臓の髄
質にできる髄質のう胞、それから今回
質問がありました腎盂のそばにできる
傍腎盂のう胞、これらは位置的な分類
になります。
　それから、形を見て、単純な水たま
りである単純性ののう胞と、あるいは
腎がんを疑わせるような複雑性ののう
胞、そういったかたちで分類されます。
　池田　複雑性といいますと、のう胞
の一部に何か腫瘤陰影とか、そういっ
たものが見られるものなのでしょうか。
　岩村　そうです。のう胞が１つの袋
ではなく、ブドウの房のように多房性
になっている。あるいは、隔壁が肥厚

傍腎盂のう胞

北里大学泌尿器科教授
岩　村　正　嗣

（聞き手　池田志斈）

　傍腎盂のう胞についてご教示ください。
　82歳女性で胸部精査時の胸膜部CT検査で両腎盂拡張を指摘されました。検尿
上は有所見なく、腹超音波検査上水腎症もうかがえ、泌尿器科紹介にて上記疾
患と診断されました。

＜大阪府開業医＞
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があるのでしょうか。
　檜垣　まずは、原因となっている皮
膚炎、色素沈着のもとになっている状
態をよく治療するということが第一だ
と思うのです。それによって色素沈着
を増やすことがなければ、ゆっくりで
すけれども、徐々に消えていくことが
多いと思います。そのほか、ビタミン
Cを内服していただくとか、いわゆる
美白剤のような化粧品を使っていただ
くという方法もありますけれども、場
合によっては美白剤で接触皮膚炎、か
ぶれを起こすということもありうるの
で、使うときには慎重に使っていただ
くとよろしいと思います。
　池田　場合によっては、そういった
化粧品も含めて、あとは色素沈着に外
用する薬も単純塗布で安全性を確かめ
ておいて、それから使用するとか、そ
ういったことが必要だと思われますね。
　檜垣　そうですね。そうすると丁寧
だと思います。
　池田　こういった方というのは、私
の印象ですが、いわゆる乾燥肌という

ことがあって、いろいろなアレルゲン
が皮膚を通して入ってくるようなこと
があると思うのですけれども、そうい
ったことも春先のいろいろな花粉を含
めたアレルギーのもとにさらされると
いう原因になっているのでしょうか。
　檜垣　ちょうど春ですので、冬の乾
燥した時期を経てということになりま
すので、肌は乾燥した状態になってい
ると思うのです。ですから、冬の間に
適切な保湿をしておくということも大
切ですし、お顔を洗うときにこすり過
ぎたりしないとか、洗顔料を控えめに
するとか、そういったケアも日常的に
大切かと思います。
　池田　よくわかりました。確定診断
はアレルギーのテストをIgE RAST等
でやって、皮膚につけているものはパ
ッチテストとか単純塗布テストをやっ
て、それで安全なのを確かめたうえで
治療も行うし、確定診断にも持ってい
くということでよろしいでしょうか。
　檜垣　はい、よろしいと思います。
　池田　ありがとうございました。

　池田　まずおうかがいしたいのは、
腎のう胞とはどういった疾患でしょう
か。
　岩村　のう胞というのは、実質臓器
に水がたまる袋ができる疾患ですけれ
ども、一般的に腎のう胞、あるいは肝
のう胞、膵のう胞という疾患がよく知
られています。腎臓にできるのう胞性
疾患も一般的によく見られる疾患です。
　分類してみますと、例えば発生時期
で分けると、生まれつきのう胞がある
先天性のもの、それから成人してから
のう胞が現れてくる後天性のもの。
　それから数で分けてみると、無数に
のう胞ができる多発性のう胞性疾患、
あるいは数個ののう胞ができる単発性、
単純性と呼ばれる疾患があります。

　それから、のう胞ができる場所とし
ても、腎臓の実質の部分にできる、い
わゆる皮質のう胞、あるいは腎臓の髄
質にできる髄質のう胞、それから今回
質問がありました腎盂のそばにできる
傍腎盂のう胞、これらは位置的な分類
になります。
　それから、形を見て、単純な水たま
りである単純性ののう胞と、あるいは
腎がんを疑わせるような複雑性ののう
胞、そういったかたちで分類されます。
　池田　複雑性といいますと、のう胞
の一部に何か腫瘤陰影とか、そういっ
たものが見られるものなのでしょうか。
　岩村　そうです。のう胞が１つの袋
ではなく、ブドウの房のように多房性
になっている。あるいは、隔壁が肥厚

傍腎盂のう胞

北里大学泌尿器科教授
岩　村　正　嗣

（聞き手　池田志斈）

　傍腎盂のう胞についてご教示ください。
　82歳女性で胸部精査時の胸膜部CT検査で両腎盂拡張を指摘されました。検尿
上は有所見なく、腹超音波検査上水腎症もうかがえ、泌尿器科紹介にて上記疾
患と診断されました。

＜大阪府開業医＞
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して腫瘍性のものが見られるといった
ようなものを複雑性腎のう胞というふ
うに分類します。
　池田　質問では、82歳の女性ですの
で、先天性ではなくて、どちらかとい
うと後天性が考えやすいということに
なるでしょうか。
　岩村　そうですね。
　池田　胸部精査時に見つかったとい
うことですが、これは通常のCT検査
だと思うのですけれども、腎のう胞の
確定診断というのは通常はどういうふ
うに行われるのでしょうか。
　岩村　単純な腎のう胞、先ほど申し
上げた皮質のう胞であれば、50歳以上
の約50％に見られるとされており、非
常に一般的な疾患です。最近ではもう
少し数が多くて、40歳以上であれば、
50％ぐらいの人にのう胞性疾患が存在
するといわれています。傍腎盂のう胞
ということになると、そのうちの約６
％ぐらいですから、だいたい発生率と
しては１～３％ぐらいと考えています。
傍腎盂のう胞は特別なものではなく、
皮質のう胞が腎盂に接して発生したも
のと考えられています。
　池田　腎のう胞の患者さんの６％ぐ
らいで傍腎盂のう胞があるということ
ですね。
　岩村　はい。
　池田　先ほどもうかがったのですが、
その際の確定診断法はどういったもの
がありますか。

　岩村　単純性の皮質のう胞であれば、
超音波で見つけるのが一番スクリーニ
ングとしては有用でして、健康診断な
どのスクリーニングでよく引っかかっ
てきます。ただ、傍腎盂のう胞となる
と、水腎症との鑑別が難しいことがあ
ります。傍腎盂のう胞は腎盂に接する
ように存在しますので、腎盂が拡張し
ているのか、それとものう胞なのか、
あるいは両方を合併しているのかとい
うのを鑑別するためには、単純CTや
超音波といった検査では確定診断が難
しく、実際は造影CTといったような
造影検査が必要になる場合が多いです。
　池田　造影CTで確定診断ができる
ということですけれども、これは私の
単純な質問なのですが、傍腎盂のう胞
があることによって水腎症は生じない
のでしょうか。
　岩村　傍腎盂のう胞の一番の問題点
は、腎盂に近いところにあるというこ
とですので、尿路の閉塞が起こってき
て水腎症をきたす原因となることはよ
く知られています。
　池田　その２つは造影CTで鑑別が
可能であると考えてよろしいですね。
　岩村　造影CTが一番いいと考えて
います。
　池田　以前ですと、静脈性腎盂造影
（IVP）を行って鑑別していたのを思い
出しましたけれども、例えば単純に、
水腎症を起こしていなくて、傍腎盂の
う胞があるだけですと、特に治療等は

必要ないのでしょうか。
　岩村　単純性のう胞そのものは良性
疾患ですので、それに伴う症状がない
かぎりは特に積極的な治療は必要ない
ものなのですが、傍腎盂のう胞にかぎ
っては、先ほど言いましたように、尿
路の閉塞を伴ってくる可能性がありま
す。そうなると、水腎症を発症し、慢
性の尿路感染症であるとか、あるいは
腎結石などが合併してくる可能性はあ
ります。
　池田　合併症があるわけですね。腎
盂のう胞だけであれば、ほうっておい
てかまわない。しかし、水腎症あるい
は合併症が起こった場合には治療を行
うということになると思いますけれど
も、その場合、現時点における治療法
はどのようなものがあるか、教えてい
ただけますでしょうか。
　岩村　いわゆる腎盂を圧迫しない単
純性ののう胞であれば、のう胞液の穿
刺吸引であるとか、あるいはのう胞壁
の開窓術といったものが適応になりま
すけれども、最近ではめったに単純性
のう胞が治療の適応になることはあり
ません。ただ、腎盂のう胞の場合は、
先ほど申したように、尿路の通過障害
をきたしてきた場合に、結石あるいは
慢性尿路感染症、あるいは場合によっ
ては腎機能の低下が起こってくる可能
性がありますので、状況に応じて治療
が必要になってきます。単純に水を抜
くだけでは再発する可能性が非常に高

いのです。
　池田　またたまってしまうというこ
とですね。
　岩村　そこで、例えば穿刺吸引して、
その後、無水エタノールによる硬化療
法を行うことがあります。ただ、傍腎
盂のう胞の場合は尿路にのう胞が接し
ていますから、アルコールを注入した
ときに二次的に尿路に変形だとか狭窄
をきたしてしまう可能性は考えておか
ないといけないということはあります。
　むしろ、最近では腹腔鏡手術が比較
的低侵襲でできますので、腹腔鏡での
う胞壁を切り取って開放してしまうと
いったような、のう胞開窓術を行うこ
とが多いです。
　池田　開窓術といいますと、単純に
穴をあけてしまうことですか。
　岩村　そうです。のう胞壁の表面を
切り取ってしまいます。
　池田　その場合、その排液は自然に
吸収されますか。
　岩村　吸収されます。
　池田　開窓しまして、例えばある一
定時間がたつと、また皮膜ができる、
あるいは窓が閉じてしまう、そういう
ことはありませんか。
　岩村　開窓の度合いにもよりますけ
れども、比較的大きく開窓するような
かたちで再発は防げることが多いと思
います。小さく開窓してしまうと、ど
うしても閉じてしまうことはあるかも
しれません。
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して腫瘍性のものが見られるといった
ようなものを複雑性腎のう胞というふ
うに分類します。
　池田　質問では、82歳の女性ですの
で、先天性ではなくて、どちらかとい
うと後天性が考えやすいということに
なるでしょうか。
　岩村　そうですね。
　池田　胸部精査時に見つかったとい
うことですが、これは通常のCT検査
だと思うのですけれども、腎のう胞の
確定診断というのは通常はどういうふ
うに行われるのでしょうか。
　岩村　単純な腎のう胞、先ほど申し
上げた皮質のう胞であれば、50歳以上
の約50％に見られるとされており、非
常に一般的な疾患です。最近ではもう
少し数が多くて、40歳以上であれば、
50％ぐらいの人にのう胞性疾患が存在
するといわれています。傍腎盂のう胞
ということになると、そのうちの約６
％ぐらいですから、だいたい発生率と
しては１～３％ぐらいと考えています。
傍腎盂のう胞は特別なものではなく、
皮質のう胞が腎盂に接して発生したも
のと考えられています。
　池田　腎のう胞の患者さんの６％ぐ
らいで傍腎盂のう胞があるということ
ですね。
　岩村　はい。
　池田　先ほどもうかがったのですが、
その際の確定診断法はどういったもの
がありますか。

　岩村　単純性の皮質のう胞であれば、
超音波で見つけるのが一番スクリーニ
ングとしては有用でして、健康診断な
どのスクリーニングでよく引っかかっ
てきます。ただ、傍腎盂のう胞となる
と、水腎症との鑑別が難しいことがあ
ります。傍腎盂のう胞は腎盂に接する
ように存在しますので、腎盂が拡張し
ているのか、それとものう胞なのか、
あるいは両方を合併しているのかとい
うのを鑑別するためには、単純CTや
超音波といった検査では確定診断が難
しく、実際は造影CTといったような
造影検査が必要になる場合が多いです。
　池田　造影CTで確定診断ができる
ということですけれども、これは私の
単純な質問なのですが、傍腎盂のう胞
があることによって水腎症は生じない
のでしょうか。
　岩村　傍腎盂のう胞の一番の問題点
は、腎盂に近いところにあるというこ
とですので、尿路の閉塞が起こってき
て水腎症をきたす原因となることはよ
く知られています。
　池田　その２つは造影CTで鑑別が
可能であると考えてよろしいですね。
　岩村　造影CTが一番いいと考えて
います。
　池田　以前ですと、静脈性腎盂造影
（IVP）を行って鑑別していたのを思い
出しましたけれども、例えば単純に、
水腎症を起こしていなくて、傍腎盂の
う胞があるだけですと、特に治療等は

必要ないのでしょうか。
　岩村　単純性のう胞そのものは良性
疾患ですので、それに伴う症状がない
かぎりは特に積極的な治療は必要ない
ものなのですが、傍腎盂のう胞にかぎ
っては、先ほど言いましたように、尿
路の閉塞を伴ってくる可能性がありま
す。そうなると、水腎症を発症し、慢
性の尿路感染症であるとか、あるいは
腎結石などが合併してくる可能性はあ
ります。
　池田　合併症があるわけですね。腎
盂のう胞だけであれば、ほうっておい
てかまわない。しかし、水腎症あるい
は合併症が起こった場合には治療を行
うということになると思いますけれど
も、その場合、現時点における治療法
はどのようなものがあるか、教えてい
ただけますでしょうか。
　岩村　いわゆる腎盂を圧迫しない単
純性ののう胞であれば、のう胞液の穿
刺吸引であるとか、あるいはのう胞壁
の開窓術といったものが適応になりま
すけれども、最近ではめったに単純性
のう胞が治療の適応になることはあり
ません。ただ、腎盂のう胞の場合は、
先ほど申したように、尿路の通過障害
をきたしてきた場合に、結石あるいは
慢性尿路感染症、あるいは場合によっ
ては腎機能の低下が起こってくる可能
性がありますので、状況に応じて治療
が必要になってきます。単純に水を抜
くだけでは再発する可能性が非常に高

いのです。
　池田　またたまってしまうというこ
とですね。
　岩村　そこで、例えば穿刺吸引して、
その後、無水エタノールによる硬化療
法を行うことがあります。ただ、傍腎
盂のう胞の場合は尿路にのう胞が接し
ていますから、アルコールを注入した
ときに二次的に尿路に変形だとか狭窄
をきたしてしまう可能性は考えておか
ないといけないということはあります。
　むしろ、最近では腹腔鏡手術が比較
的低侵襲でできますので、腹腔鏡での
う胞壁を切り取って開放してしまうと
いったような、のう胞開窓術を行うこ
とが多いです。
　池田　開窓術といいますと、単純に
穴をあけてしまうことですか。
　岩村　そうです。のう胞壁の表面を
切り取ってしまいます。
　池田　その場合、その排液は自然に
吸収されますか。
　岩村　吸収されます。
　池田　開窓しまして、例えばある一
定時間がたつと、また皮膜ができる、
あるいは窓が閉じてしまう、そういう
ことはありませんか。
　岩村　開窓の度合いにもよりますけ
れども、比較的大きく開窓するような
かたちで再発は防げることが多いと思
います。小さく開窓してしまうと、ど
うしても閉じてしまうことはあるかも
しれません。
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　池田　それと、アルコール以外の何
か、手術によらない、穿刺吸入とか、
そういう方法はありませんか。
　岩村　昔はミノマイシンとか、そう
いったものを使っていた時代もありま
した。腎臓の周囲にできる単純性のう
胞の場合は直接のう胞を穿刺すること
ができますけれども、傍腎盂のう胞の
場合は腎門部という、血管の出入りす
る、あるいは尿路の出入りする場所に
近いので、そこに針を刺すと、どうし
ても正常の腎実質を貫通させて針を入
れなければいけないとか、あるいは血
管損傷の危険もありますので、個人的
には傍腎盂のう胞を治療するときには
腹腔鏡の手術を積極的に行うようにし
ています。ただ、先ほど申しましたよ
うに、ほとんどの傍腎盂のう胞が手術
適応にはならない、治療適応にはなら
ないということはいえると思います。
　池田　まとめますと、傍腎盂のう胞
があっても、症状がない、あるいは感
染症もない、いろいろな症状がないと
いうことであれば、フォローアップと
いうことなのでしょうけれども、開業
の先生ですので、どのくらいの頻度で

フォローアップするとか、その際、ま
たいちいち造影CTをやるのか、そう
いったことも質問者の考えにあるのだ
と思うのですけれども、そういったこ
とはいかがでしょうか。
　岩村　まず最初に、先ほどの単純な
両側の傍腎盂のう胞かどうかというこ
とを鑑別する必要があるので、１回は
造影CTをされて、特に造影CTの後期
層で尿路とのう胞が隔絶されていると
いうことを確認していただくことが大
事だと思います。
　傍腎盂のう胞ということが確定しま
したら、有症状の場合、例えば水腎症
に伴う腹痛、あるいは慢性の尿路感染
症、結石、そういったものがなくて、
腎機能の低下も認められないような場
合は経過観察です。経過観察の場合は、
１回診断がついていますから、例えば
超音波でのう胞が拡大してこないとか、
あるいは水腎症が増悪しないというこ
とは、半年に１回ずつぐらいでけっこ
うですので、経過を見ていただいたほ
うがいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　成人の肥満というのも、一部
の女性ではやややせの傾向があるにし
ても、全体的には成人でも肥満の傾向
にあるようです。小児というと、また
ちょっと別なものかなとも思うのです
けれども、まず小児の肥満に関して、
最近の動向はどうなのでしょうか。
　浦上　小児の肥満については、全世
界的に増加傾向にあるといわれていて、
日本では、学童として考えてみた場合
に、10％程度の子どもたちが肥満を有
しています。一方、子どもの体重は二
極化傾向にあり、高度肥満を持ってい
る子どもと、逆にやせている子どもも
増えており、やせも全学童の10％程度
はあるといわれています。
　池脇　やせの子どもも増えていると
いうのは驚きです。小児の場合、学童

の時期もあれば、もう少し幼い時期も
ありますが、年齢層によって肥満の動
向というのはどうなのでしょうか。
　浦上　まずは年齢について少し申し
ますと、乳幼児期の肥満は、学童期か
ら成人期へ移行する、いわゆるトラッ
キングを示すといわれています。そし
て、乳幼児の肥満でもすでにメタボリ
ック症候群を合併していることがあり、
それが成人に移行すると考えられてい
ますが、子どもでは肥満の評価法が成
人とは少し異なるのです。すなわち成
人では主に身長、体重から算出した
BMIを指標として用いますけれども、
子どもではBMIの基準値が成人でいう
22ではなく、年齢によって一定ではな
いわけです。
　したがって、子どもの肥満、学童期

小児肥満における食事と運動療法

駿河台日本大学病院小児科長
浦　上　達　彦

（聞き手　池脇克則）

　小児期の肥満に対する食事療法を中心に運動療法を併せてご教示ください。
　成人に対する食事療法はカロリー量も明確で糖尿病関連の資料等で対応して
いますが、小児に対しては、今一つはっきりした基準がわかりません。

＜岡山県開業医＞
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　池田　それと、アルコール以外の何
か、手術によらない、穿刺吸入とか、
そういう方法はありませんか。
　岩村　昔はミノマイシンとか、そう
いったものを使っていた時代もありま
した。腎臓の周囲にできる単純性のう
胞の場合は直接のう胞を穿刺すること
ができますけれども、傍腎盂のう胞の
場合は腎門部という、血管の出入りす
る、あるいは尿路の出入りする場所に
近いので、そこに針を刺すと、どうし
ても正常の腎実質を貫通させて針を入
れなければいけないとか、あるいは血
管損傷の危険もありますので、個人的
には傍腎盂のう胞を治療するときには
腹腔鏡の手術を積極的に行うようにし
ています。ただ、先ほど申しましたよ
うに、ほとんどの傍腎盂のう胞が手術
適応にはならない、治療適応にはなら
ないということはいえると思います。
　池田　まとめますと、傍腎盂のう胞
があっても、症状がない、あるいは感
染症もない、いろいろな症状がないと
いうことであれば、フォローアップと
いうことなのでしょうけれども、開業
の先生ですので、どのくらいの頻度で

フォローアップするとか、その際、ま
たいちいち造影CTをやるのか、そう
いったことも質問者の考えにあるのだ
と思うのですけれども、そういったこ
とはいかがでしょうか。
　岩村　まず最初に、先ほどの単純な
両側の傍腎盂のう胞かどうかというこ
とを鑑別する必要があるので、１回は
造影CTをされて、特に造影CTの後期
層で尿路とのう胞が隔絶されていると
いうことを確認していただくことが大
事だと思います。
　傍腎盂のう胞ということが確定しま
したら、有症状の場合、例えば水腎症
に伴う腹痛、あるいは慢性の尿路感染
症、結石、そういったものがなくて、
腎機能の低下も認められないような場
合は経過観察です。経過観察の場合は、
１回診断がついていますから、例えば
超音波でのう胞が拡大してこないとか、
あるいは水腎症が増悪しないというこ
とは、半年に１回ずつぐらいでけっこ
うですので、経過を見ていただいたほ
うがいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　成人の肥満というのも、一部
の女性ではやややせの傾向があるにし
ても、全体的には成人でも肥満の傾向
にあるようです。小児というと、また
ちょっと別なものかなとも思うのです
けれども、まず小児の肥満に関して、
最近の動向はどうなのでしょうか。
　浦上　小児の肥満については、全世
界的に増加傾向にあるといわれていて、
日本では、学童として考えてみた場合
に、10％程度の子どもたちが肥満を有
しています。一方、子どもの体重は二
極化傾向にあり、高度肥満を持ってい
る子どもと、逆にやせている子どもも
増えており、やせも全学童の10％程度
はあるといわれています。
　池脇　やせの子どもも増えていると
いうのは驚きです。小児の場合、学童

の時期もあれば、もう少し幼い時期も
ありますが、年齢層によって肥満の動
向というのはどうなのでしょうか。
　浦上　まずは年齢について少し申し
ますと、乳幼児期の肥満は、学童期か
ら成人期へ移行する、いわゆるトラッ
キングを示すといわれています。そし
て、乳幼児の肥満でもすでにメタボリ
ック症候群を合併していることがあり、
それが成人に移行すると考えられてい
ますが、子どもでは肥満の評価法が成
人とは少し異なるのです。すなわち成
人では主に身長、体重から算出した
BMIを指標として用いますけれども、
子どもではBMIの基準値が成人でいう
22ではなく、年齢によって一定ではな
いわけです。
　したがって、子どもの肥満、学童期

小児肥満における食事と運動療法

駿河台日本大学病院小児科長
浦　上　達　彦

（聞き手　池脇克則）

　小児期の肥満に対する食事療法を中心に運動療法を併せてご教示ください。
　成人に対する食事療法はカロリー量も明確で糖尿病関連の資料等で対応して
いますが、小児に対しては、今一つはっきりした基準がわかりません。

＜岡山県開業医＞
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の肥満を一般的に評価するときには、
肥満度を指標として用います。これは
男女別の年齢に応じた標準体重を基準
として、実際のその子どもの体重から
標準体重を差し引いて、それを標準体
重で割った値を100倍して肥満度とし
て表します。この値が20％を超えてい
るものを肥満児と評価します。
　池脇　確認ですけれども、性別と年
齢で標準体重が決まっていて、それを
何％超えているかということですと、
身長は入ってこないわけですね。
　浦上　子どもには、年齢に応じた標
準身長というのがありますので、これ
を加味して評価しています。
　池脇　20％を超えるというのが小児
肥満の基準としますと、その中で軽度、
中等度、重度とあるのでしょうか。
　浦上　20％を基準としているのです
けれども、50％以上の場合には高度肥
満と評価します。高度肥満では病的な
意味合いが高くて、メタボリック症候
群の要素も高頻度に合併しているとい
われています。やせの場合には、マイ
ナス10％以下がやせで、マイナス20％
以下が“るいそう”と評価しています。
　池脇　肥満になる原因ですが、これ
は何なのでしょう。
　浦上　肥満は、その子どもの食生活、
生活習慣が最も影響していると思うの
ですが、それには家庭環境やその子を
取り巻くいろいろな社会環境が影響し
ています。お父さんやお母さんが太っ

ていらっしゃる場合にはその子どもも
太っているし、家庭全体での食習慣、
生活習慣がその子どもの体格に影響す
ると思います。
　池脇　いわゆる成人の肥満というの
が小児期の肥満から続いて起こるとい
う意味では、早期に介入するというこ
とは当然かもしれません。しかし子ど
もに食事を制限するというのは、成長
の過程ですし、なかなか難しいかなと
思うのですけれども、ご苦労されてな
いですか。
　浦上　成人をみていらっしゃる内科
の先生だと、肥満で、もしもその子が
糖尿病とか、その他のメタボリック症
候群の要素を合併している場合には、
どうしても過度に摂取エネルギーの制
限をしてしまうことがあると思います。
しかし、肥満の子どもはもともと過剰
なエネルギーを摂取し、生活習慣、食
習慣が乱れているわけなので、正しい
食習慣を身につけるということが一番
大切なのです。
　厚生労働省が出しています年齢別の
エネルギー摂取基準というものがあり
ます（表）。例えば、10～11歳までの
適切な摂取でカロリーの基準が決まっ
ているわけです。思春期の子どもでは、
2,000～3,000kcalぐらいが摂取カロリー
の基準ですので、その年齢の子どもに
1,500とか1,200kcalなどのカロリー制限
をしてしまうと、成長や二次性徴の発
来に支障が生じることがあります。そ

して、心理的な面でも悪影響を及ぼす
ことがしばしばあるので、20％程度の
肥満であっても、摂取カロリーの制限
というより、まず標準の摂取カロリー
に近づけて、乱れた食習慣を改善する
というのが一番大切です。そして、中
等度から重度の肥満でも、標準の摂取
カロリーから５～10％ぐらいを制限す
るのが一番いいといわれています。

　池脇　厚生労働省が定めた１日のエ
ネルギー摂取基準ですか、そういった
ものが年齢、性別ごとにだいたい決ま
っていて、そこからマイナス５％を目
安にするということですね。
　浦上　そうですね。５～10％。あと
は、特に肥満児では朝食を食べない、
欠食が多いのが特徴です。朝食を欠食
すると、昼、夜と食べすぎてしまう。

表　エネルギーの食事摂取基準：推定エネルギー必要量（kcal/日）＊

性別 男性 女性
身体活動レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

０～５（月） ─   550 ─ ─   500 ─
６～８（月） ─   650 ─ ─   600 ─
９～11（月） ─   700 ─ ─   650 ─
１～２（歳） ─ 1,000 ─ ─   900 ─
３～５（歳） ─ 1,300 ─ ─ 1,250 ─
６～７（歳） 1,350 1,550 1,700 1,250 1,450 1,650
８～９（歳） 1,600 1,800 2,050 1,500 1,700 1,900
10～11（歳） 1,950 2,250 2,500 1,750 2,000 2,250
12～14（歳） 2,200 2,500 2,750 2,000 2,250 2,550
15～17（歳） 2,450 2,750 3,100 2,000 2,250 2,500
18～29（歳） 2,250 2,650 3,000 1,700 1,950 2,250

妊婦（付加量）初期 ＋ 50 ＋ 50 ＋ 50
中期 ＋250 ＋250 ＋250
末期 ＋450 ＋450 ＋450

授乳婦（付加量） ＋350 ＋350 ＋350
＊： 成人では、推定エネルギー必要量＝基礎代謝量（kcal/日）×身体活動レベルとして
算定した。18～29歳では、身体活動レベルはそれぞれⅠ＝1.50、Ⅱ＝1.75、Ⅲ＝2.00
とした。

（「日本人の食事摂取基準」策定検討会：「日本人の食事摂取基準」
策定検討会報告書、厚生労働省、東京、2009より引用）
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の肥満を一般的に評価するときには、
肥満度を指標として用います。これは
男女別の年齢に応じた標準体重を基準
として、実際のその子どもの体重から
標準体重を差し引いて、それを標準体
重で割った値を100倍して肥満度とし
て表します。この値が20％を超えてい
るものを肥満児と評価します。
　池脇　確認ですけれども、性別と年
齢で標準体重が決まっていて、それを
何％超えているかということですと、
身長は入ってこないわけですね。
　浦上　子どもには、年齢に応じた標
準身長というのがありますので、これ
を加味して評価しています。
　池脇　20％を超えるというのが小児
肥満の基準としますと、その中で軽度、
中等度、重度とあるのでしょうか。
　浦上　20％を基準としているのです
けれども、50％以上の場合には高度肥
満と評価します。高度肥満では病的な
意味合いが高くて、メタボリック症候
群の要素も高頻度に合併しているとい
われています。やせの場合には、マイ
ナス10％以下がやせで、マイナス20％
以下が“るいそう”と評価しています。
　池脇　肥満になる原因ですが、これ
は何なのでしょう。
　浦上　肥満は、その子どもの食生活、
生活習慣が最も影響していると思うの
ですが、それには家庭環境やその子を
取り巻くいろいろな社会環境が影響し
ています。お父さんやお母さんが太っ

ていらっしゃる場合にはその子どもも
太っているし、家庭全体での食習慣、
生活習慣がその子どもの体格に影響す
ると思います。
　池脇　いわゆる成人の肥満というの
が小児期の肥満から続いて起こるとい
う意味では、早期に介入するというこ
とは当然かもしれません。しかし子ど
もに食事を制限するというのは、成長
の過程ですし、なかなか難しいかなと
思うのですけれども、ご苦労されてな
いですか。
　浦上　成人をみていらっしゃる内科
の先生だと、肥満で、もしもその子が
糖尿病とか、その他のメタボリック症
候群の要素を合併している場合には、
どうしても過度に摂取エネルギーの制
限をしてしまうことがあると思います。
しかし、肥満の子どもはもともと過剰
なエネルギーを摂取し、生活習慣、食
習慣が乱れているわけなので、正しい
食習慣を身につけるということが一番
大切なのです。
　厚生労働省が出しています年齢別の
エネルギー摂取基準というものがあり
ます（表）。例えば、10～11歳までの
適切な摂取でカロリーの基準が決まっ
ているわけです。思春期の子どもでは、
2,000～3,000kcalぐらいが摂取カロリー
の基準ですので、その年齢の子どもに
1,500とか1,200kcalなどのカロリー制限
をしてしまうと、成長や二次性徴の発
来に支障が生じることがあります。そ

して、心理的な面でも悪影響を及ぼす
ことがしばしばあるので、20％程度の
肥満であっても、摂取カロリーの制限
というより、まず標準の摂取カロリー
に近づけて、乱れた食習慣を改善する
というのが一番大切です。そして、中
等度から重度の肥満でも、標準の摂取
カロリーから５～10％ぐらいを制限す
るのが一番いいといわれています。

　池脇　厚生労働省が定めた１日のエ
ネルギー摂取基準ですか、そういった
ものが年齢、性別ごとにだいたい決ま
っていて、そこからマイナス５％を目
安にするということですね。
　浦上　そうですね。５～10％。あと
は、特に肥満児では朝食を食べない、
欠食が多いのが特徴です。朝食を欠食
すると、昼、夜と食べすぎてしまう。

表　エネルギーの食事摂取基準：推定エネルギー必要量（kcal/日）＊

性別 男性 女性
身体活動レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

０～５（月） ─   550 ─ ─   500 ─
６～８（月） ─   650 ─ ─   600 ─
９～11（月） ─   700 ─ ─   650 ─
１～２（歳） ─ 1,000 ─ ─   900 ─
３～５（歳） ─ 1,300 ─ ─ 1,250 ─
６～７（歳） 1,350 1,550 1,700 1,250 1,450 1,650
８～９（歳） 1,600 1,800 2,050 1,500 1,700 1,900
10～11（歳） 1,950 2,250 2,500 1,750 2,000 2,250
12～14（歳） 2,200 2,500 2,750 2,000 2,250 2,550
15～17（歳） 2,450 2,750 3,100 2,000 2,250 2,500
18～29（歳） 2,250 2,650 3,000 1,700 1,950 2,250

妊婦（付加量）初期 ＋ 50 ＋ 50 ＋ 50
中期 ＋250 ＋250 ＋250
末期 ＋450 ＋450 ＋450

授乳婦（付加量） ＋350 ＋350 ＋350
＊： 成人では、推定エネルギー必要量＝基礎代謝量（kcal/日）×身体活動レベルとして
算定した。18～29歳では、身体活動レベルはそれぞれⅠ＝1.50、Ⅱ＝1.75、Ⅲ＝2.00
とした。

（「日本人の食事摂取基準」策定検討会：「日本人の食事摂取基準」
策定検討会報告書、厚生労働省、東京、2009より引用）
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また、夜食を多く食べる傾向が強いで
すね。これは、現在の成人社会は夜型
が主流になっていて、どうしても夜に
生活の中心があるからだと思います。
夜遅くまで起きていると、レプチンや
グレリンの分泌が異常となり、食欲が
増すことがわかっています。だから夜
遅くになると空腹となり、食べすぎて
しまい、朝食が食べられないという悪
循環が生じます。夜更かししないで朝
は欠食せず、配分よく食べることが重
要です。
　一方、食事の栄養素の比は、炭水化
物が55～60％ぐらい、脂肪が20～30％
ぐらいが適切です。そして、食物繊維
をしっかり摂る。それから、清涼飲料
水は摂取しないという食習慣を身につ
けることが大切です。ただ、小さい子
どもではおやつが食事の中で一番の楽
しみですから、それを取り上げてしま
うと大きな心理的ストレスになります
ので、おやつも食事の一部として、全
体の食事の中の1/4ぐらいのエネルギ
ーとしてあげるのがよろしいと思いま
す。
　池脇　大人でも、正しい指導をしよ
うとしても、なかなか本人が受け入れ
ない。子どもさんはましてやという感
じがするのですけれども。
　浦上　いつも強調しているのですが、
家族全体の協力が必要です。兄弟がい
れば、一緒に協力してもらう。実際、
今お話ししているのは、健康な食事を

摂る、すなわち食習慣を正しくすると
いうことですから、家族の皆さんにご
協力していただいて、家族全体の食習
慣をよくすることが大切だと思います。
　池脇　基本的な質問なのですけれど
も、成人の場合にはカロリーを指定し
て、栄養士のほうから具体的な指導が
ありますけれども、子どもさんの場合
にもやはりそういったところは栄養士
が担っているのでしょうか。
　浦上　はい。私どもの病院では、ま
ず１日の食事内容を何日間かお母さん
に書いてきてもらうのです。その中で、
食事内容について管理栄養士に個人指
導してもらっています。そのときには
摂取カロリーだけでなく、食品構成で
あるとか、「朝、欠食してるね」とか、 
「ちょっとおやつが多すぎるね」とか
食習慣について是正を求め、うまく改
善できた場合にはその子どもを褒めて
あげることが有効です。決して怒った
りしないで、みんなでどういう食事、
食習慣がいいかを考えていくというの
がよろしいと思います。
　池脇　それと併せて運動も一緒にや
ったほうがいいと思うのですけれども、
これは具体的にどういう指導をされま
すか。
　浦上　これも運動をメニュー化する
というのではなくて、まず家庭の中で
体を動かす。例えば、家事のお手伝い
をするとか、どうしてもテレビを見て
いる時間やテレビゲームをやっている

時間が長いと運動しませんので、でき
るだけそのようなものは控えて、全体
の生活習慣を改善するのがいいと思い
ます。
　池脇　お子さんにもよると思うので
すけれども、できる範囲でやるとして、
例えば運動を指導するときには、こう
いうものがいいとか、特に枠にとらわ
れずにということでしょうか。
　浦上　この運動がいいというのでは
なくて、その子が続けられるような好
きなこと、すなわちお母さんの家事を

お手伝いをするとか、生活の中で体を
できるだけ動かすということが、長続
きする秘訣ですから、無理なく身体活
動量を増やすよう工夫するのがいいと
思います。
　池脇　子どもさんをきっかけにして
家族全体がいい方向に向かうという意
味では、非常に大切なことですね。
　浦上　家族全員の生活習慣を改善す
るという意味で非常に有用だと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。
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また、夜食を多く食べる傾向が強いで
すね。これは、現在の成人社会は夜型
が主流になっていて、どうしても夜に
生活の中心があるからだと思います。
夜遅くまで起きていると、レプチンや
グレリンの分泌が異常となり、食欲が
増すことがわかっています。だから夜
遅くになると空腹となり、食べすぎて
しまい、朝食が食べられないという悪
循環が生じます。夜更かししないで朝
は欠食せず、配分よく食べることが重
要です。
　一方、食事の栄養素の比は、炭水化
物が55～60％ぐらい、脂肪が20～30％
ぐらいが適切です。そして、食物繊維
をしっかり摂る。それから、清涼飲料
水は摂取しないという食習慣を身につ
けることが大切です。ただ、小さい子
どもではおやつが食事の中で一番の楽
しみですから、それを取り上げてしま
うと大きな心理的ストレスになります
ので、おやつも食事の一部として、全
体の食事の中の1/4ぐらいのエネルギ
ーとしてあげるのがよろしいと思いま
す。
　池脇　大人でも、正しい指導をしよ
うとしても、なかなか本人が受け入れ
ない。子どもさんはましてやという感
じがするのですけれども。
　浦上　いつも強調しているのですが、
家族全体の協力が必要です。兄弟がい
れば、一緒に協力してもらう。実際、
今お話ししているのは、健康な食事を

摂る、すなわち食習慣を正しくすると
いうことですから、家族の皆さんにご
協力していただいて、家族全体の食習
慣をよくすることが大切だと思います。
　池脇　基本的な質問なのですけれど
も、成人の場合にはカロリーを指定し
て、栄養士のほうから具体的な指導が
ありますけれども、子どもさんの場合
にもやはりそういったところは栄養士
が担っているのでしょうか。
　浦上　はい。私どもの病院では、ま
ず１日の食事内容を何日間かお母さん
に書いてきてもらうのです。その中で、
食事内容について管理栄養士に個人指
導してもらっています。そのときには
摂取カロリーだけでなく、食品構成で
あるとか、「朝、欠食してるね」とか、 
「ちょっとおやつが多すぎるね」とか
食習慣について是正を求め、うまく改
善できた場合にはその子どもを褒めて
あげることが有効です。決して怒った
りしないで、みんなでどういう食事、
食習慣がいいかを考えていくというの
がよろしいと思います。
　池脇　それと併せて運動も一緒にや
ったほうがいいと思うのですけれども、
これは具体的にどういう指導をされま
すか。
　浦上　これも運動をメニュー化する
というのではなくて、まず家庭の中で
体を動かす。例えば、家事のお手伝い
をするとか、どうしてもテレビを見て
いる時間やテレビゲームをやっている

時間が長いと運動しませんので、でき
るだけそのようなものは控えて、全体
の生活習慣を改善するのがいいと思い
ます。
　池脇　お子さんにもよると思うので
すけれども、できる範囲でやるとして、
例えば運動を指導するときには、こう
いうものがいいとか、特に枠にとらわ
れずにということでしょうか。
　浦上　この運動がいいというのでは
なくて、その子が続けられるような好
きなこと、すなわちお母さんの家事を

お手伝いをするとか、生活の中で体を
できるだけ動かすということが、長続
きする秘訣ですから、無理なく身体活
動量を増やすよう工夫するのがいいと
思います。
　池脇　子どもさんをきっかけにして
家族全体がいい方向に向かうという意
味では、非常に大切なことですね。
　浦上　家族全員の生活習慣を改善す
るという意味で非常に有用だと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。
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　池田　質問の内容、これはどういっ
たことなのでしょうか。最近多いこと
なのでしょうか。
　余田　最近、耳鼻科でも咽頭の性感
染症の検査を希望する方が増えていま
す。性感染症がオーラルセックスを介
して感染するということが一般的にも
認知されるようになり、それを心配し
て耳鼻科にも、のどの性感染症、特に
淋菌、クラミジアの検査をしていただ
きたいという方がけっこういらっしゃ
るようになってきました。多分そうい
う中でこういう質問をいただいたので

はないかと思います。
　池田　これは政府が広報していると
いうことなのでしょうか。
　余田　2012年１月の厚生労働省の性
感染症に関する感染症予防指針の中で
も、性感染症は性器のみならず、口腔
からも感染するというふうに改訂され
ましたし、2012年11月にちょうどそう
いう「オーラルでもうつります性感染
症」というポスターが同省のホームペ
ージにアップされました。日本性感染
症学会でも４～５年前から口腔・咽頭
の性感染症に注目してアピールしてい

ますし、いろいろな検査会社からオー
ラルセックスを介した性感染症に対す
る啓発活動が、最近さらに進んでいる
ような状況にあります。そういった中
で、性感染症クリニックではなくて、
耳鼻咽喉科にも、のどの性感染症を検
査していただきたいという方が、これ
からますます増えていくのではないか
と思われます。
　池田　この女性患者さんはそういっ
たことをどこかで聞かれて、念のため
という感じで来られた。そういう意味
では、感染しているにもかかわらず、
口腔・咽頭所見がほぼ正常であるとい
うことなのですけれども、逆に何も症
状がなくても疑って検査をしなければ
いけないということですね。この正常
な理由というのは、何か最近の知見は
ありますか。
　余田　理由というのはちょっと難し
いのですけれども、実際、性感染症で
ある梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋
菌の中でも、特にクラミジアの患者数
は非常に多く、その理由が、性器に感
染しても、咽頭に感染しても、このよ
うに所見がなくて症状がない、無症候
性感染が多いということが指摘されて
います。特に、核酸増幅法で検査をす
ると、非常に簡便に感度高く検出でき
るようになりましたので、淋菌、クラ
ミジアも咽頭感染している多くの方が
症状もなくて所見もない、無症候性感
染であることがわかってまいりました。

　私どもの研究でもそうでしたし、ほ
かの先生からも次々とそういう研究結
果が出ておりまして、性器感染のクラ
ミジアは非常に無症候性感染が多いの
で、炎症を起こしにくい状態でそこに
感染しているのではないかと思われま
す。ただ、無症候性感染でも他者への
感染源になってしまうというところが
問題なのです。
　池田　その意味から、最近は性病と
いわないで、性感染症といって、無症
候性のものを含めて感染してしまう。
そういう意味でSTIという言葉に変わ
ったのではないかと私は理解していま
すけれども、感染しているにもかかわ
らず症状がない。しかし、やはり治療
ということになりまして、２つ目の質
問ですと、クラリスロマイシン400㎎/
日を２週間投与後、検査上、陰性にな
りました。抗生物質の選択はよろしい
でしょうかという質問ですけれども、
この辺はいかがですか。
　余田　この治療で問題ないと思いま
す。性感染症の治療に関しては、日本
性感染症学会からガイドラインが出て
いまして、一番最新の2011年度版でも
クラミジア感染症の治療として推奨ラ
ンクAになっているのが、アジスロマ
イシンの１g単回投与とこのクラリス
ロマイシン400㎎/日の１週間投与です
ので、この先生がされた400㎎/日２週
間投与は、期間も十分ですし、問題な
いと思います。

咽頭クラミジア感染

東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科准教授
余　田　敬　子

（聞き手　池田志斈）

　咽頭クラミジア感染についてご教示ください。
　患者（女性）より検査希望があり、淋菌およびクラミジアトラコマチスγRNA
同時同定（咽頭ぬぐい液）でクラミジア陽性でした。
　１．感染しているにもかかわらず、口腔、咽頭所見が、ほぼ正常な理由。
　２．クラリスロマイシン400㎎/日を２週間投与後、陰性になりましたが、抗

生物質の選択について。
　３．もし、検査、治療せずにクラミジア感染を放置しておくとどうなるのか。

咽頭所見は、変化が見られるのでしょうか。
＜愛知県開業医＞

ドクターサロン57巻７月号（6 . 2013） （523）  4342 （522） ドクターサロン57巻７月号（6 . 2013）

1307本文.indd   42-43 13/06/17   9:44



　池田　質問の内容、これはどういっ
たことなのでしょうか。最近多いこと
なのでしょうか。
　余田　最近、耳鼻科でも咽頭の性感
染症の検査を希望する方が増えていま
す。性感染症がオーラルセックスを介
して感染するということが一般的にも
認知されるようになり、それを心配し
て耳鼻科にも、のどの性感染症、特に
淋菌、クラミジアの検査をしていただ
きたいという方がけっこういらっしゃ
るようになってきました。多分そうい
う中でこういう質問をいただいたので

はないかと思います。
　池田　これは政府が広報していると
いうことなのでしょうか。
　余田　2012年１月の厚生労働省の性
感染症に関する感染症予防指針の中で
も、性感染症は性器のみならず、口腔
からも感染するというふうに改訂され
ましたし、2012年11月にちょうどそう
いう「オーラルでもうつります性感染
症」というポスターが同省のホームペ
ージにアップされました。日本性感染
症学会でも４～５年前から口腔・咽頭
の性感染症に注目してアピールしてい

ますし、いろいろな検査会社からオー
ラルセックスを介した性感染症に対す
る啓発活動が、最近さらに進んでいる
ような状況にあります。そういった中
で、性感染症クリニックではなくて、
耳鼻咽喉科にも、のどの性感染症を検
査していただきたいという方が、これ
からますます増えていくのではないか
と思われます。
　池田　この女性患者さんはそういっ
たことをどこかで聞かれて、念のため
という感じで来られた。そういう意味
では、感染しているにもかかわらず、
口腔・咽頭所見がほぼ正常であるとい
うことなのですけれども、逆に何も症
状がなくても疑って検査をしなければ
いけないということですね。この正常
な理由というのは、何か最近の知見は
ありますか。
　余田　理由というのはちょっと難し
いのですけれども、実際、性感染症で
ある梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋
菌の中でも、特にクラミジアの患者数
は非常に多く、その理由が、性器に感
染しても、咽頭に感染しても、このよ
うに所見がなくて症状がない、無症候
性感染が多いということが指摘されて
います。特に、核酸増幅法で検査をす
ると、非常に簡便に感度高く検出でき
るようになりましたので、淋菌、クラ
ミジアも咽頭感染している多くの方が
症状もなくて所見もない、無症候性感
染であることがわかってまいりました。

　私どもの研究でもそうでしたし、ほ
かの先生からも次々とそういう研究結
果が出ておりまして、性器感染のクラ
ミジアは非常に無症候性感染が多いの
で、炎症を起こしにくい状態でそこに
感染しているのではないかと思われま
す。ただ、無症候性感染でも他者への
感染源になってしまうというところが
問題なのです。
　池田　その意味から、最近は性病と
いわないで、性感染症といって、無症
候性のものを含めて感染してしまう。
そういう意味でSTIという言葉に変わ
ったのではないかと私は理解していま
すけれども、感染しているにもかかわ
らず症状がない。しかし、やはり治療
ということになりまして、２つ目の質
問ですと、クラリスロマイシン400㎎/
日を２週間投与後、検査上、陰性にな
りました。抗生物質の選択はよろしい
でしょうかという質問ですけれども、
この辺はいかがですか。
　余田　この治療で問題ないと思いま
す。性感染症の治療に関しては、日本
性感染症学会からガイドラインが出て
いまして、一番最新の2011年度版でも
クラミジア感染症の治療として推奨ラ
ンクAになっているのが、アジスロマ
イシンの１g単回投与とこのクラリス
ロマイシン400㎎/日の１週間投与です
ので、この先生がされた400㎎/日２週
間投与は、期間も十分ですし、問題な
いと思います。

咽頭クラミジア感染

東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科准教授
余　田　敬　子

（聞き手　池田志斈）

　咽頭クラミジア感染についてご教示ください。
　患者（女性）より検査希望があり、淋菌およびクラミジアトラコマチスγRNA
同時同定（咽頭ぬぐい液）でクラミジア陽性でした。
　１．感染しているにもかかわらず、口腔、咽頭所見が、ほぼ正常な理由。
　２．クラリスロマイシン400㎎/日を２週間投与後、陰性になりましたが、抗

生物質の選択について。
　３．もし、検査、治療せずにクラミジア感染を放置しておくとどうなるのか。

咽頭所見は、変化が見られるのでしょうか。
＜愛知県開業医＞
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　池田　選択は問題ないということで
すね。
　余田　問題ありません。
　池田　もう一つ、症状がないもので
すから、検査、治療をせずに、クラミ
ジア感染を放置しておくとどうなるか、
咽頭の所見は変化が見られるのでしょ
うかという質問ですけれども、これは
いかがですか。
　余田　治療せずに放置しておくとど
うなるかということですが、クラミジ
アは成人型封入体結膜炎の原因でもあ
り、眼科のほうでクラミジアの結膜炎
が起こった方の約半分から７割ぐらい
に上咽頭炎を起こすという報告もあり
ます。結膜から鼻涙管を通って鼻腔か
ら上咽頭に、上咽頭炎から中耳炎の併
発も多いということが、古くは1960年
代から報告されております。ですので、
上咽頭炎を起こすというのは間違いな
くありますから、放置しておくと、ク
ラミジア性の上咽頭炎になって、のど
が痛いだけではなくて、鼻づまりとか
耳のつまった感じの難聴になる可能性
があると思います。
　ただ、咽頭は常に飲んだり食べたり
して洗い流されているところですので、
菌がそんなに増えないまま、無症状の
ままに、もしかしたら自然に治ってし
まう可能性もあると考えている研究者
もいます。ただ、治療をしないで経過
を見たという研究があまりないので、
そういう可能性もあるということです。

　池田　治療せずに放置しておくこと
で、患者さんご自身の性器とかパート
ナーへの感染に関してはいかがでしょ
うか。
　余田　治療しないままですと、無症
状でも、パートナーの口腔や性器に感
染する可能性が高いのです。またパー
トナーを介してご自身の性器に感染し
ますと、男性も女性も不妊の原因にな
りうることが、クラミジア感染の大き
な問題となっています。治療しないま
ま放置しておくと、将来、不妊になる
可能性がありますから、やはり治療が
必要になってくると思います。その場
合の性器感染も、症状がないまま経過
して不妊になるということも多いよう
ですから、疑った時点で検査して治療
するということは非常に大事なことだ
と思います。
　池田　咽頭でクラミジア感染陽性と
なりますと、女性の場合、性器の感染
もあるかないかとか、検査が必要かと
思いますけれども、このあたりはいか
がなのでしょうか。
　余田　できれば、咽頭が陽性の場合
は性器の検査もしたほうがいいと思う
のですが、先ほどお話ししましたよう
に、治療は性器も口腔も同じ治療です
ので、そのまま治療されて、治療した
あとに、ちゃんと治っているかどうか
を口腔か性器で確認するという方法も
あります。もし特定のパートナーがい
らっしゃるのであれば、特定のパート

ナーのほうの検査も必要になってくる
と思います。
　池田　併せて治療するということで
すね。
　余田　併せて治療しないと、治った
あとも、またパートナーから再感染し
てしまうということもあります。
　池田　性器感染があっても、例えば
クラリスロマイシン400㎎/日を１週間、
これで十分治療効果があるということ
でしょうか。
　余田　十分効果があります。クラミ
ジア治療のガイドラインに関しては、
2011年度版は日本性感染症学会のホー
ムページからご覧になれますので、ぜ
ひ興味のある先生には見ていただきた
いです。ガイドラインにクラミジアに
関する臨床的な症状や検査法や治療法
も、載っていますので、参考にしてい
ただけると思います。
　池田　この方は、淋菌およびクラミ
ジアの両方の検査を行って、クラミジ
アだけが陽性であったということです
けれども、淋菌の陽性者というのは多

いのでしょうか。
　余田　淋菌とクラミジア、どちらも
無症候性のことが多いので、同時に検
査をされることが多いのですが、私の
研究では、咽頭から出るのは淋菌のほ
うが高率でした。特に、耳鼻咽喉科で
咽頭から検査しますと、淋菌が陽性の
方がクラミジアが陽性の方よりも今の
ところ多いようです。しかも、お話を
聞くと、淋菌の陽性者は男女とも性風
俗に関係した方が多いということもわ
かっています。
　池田　そういった場合、再感染予防
といいますか、治療後ですけれども、
再感染予防についての指導というのは
どういうことをされるのでしょうか。
　余田　感染源も含めてよくお話をう
かがって、風俗が関係している場合に
は、行かないか、プロテクトを完全に
するように指導します。特定の方がい
る場合にはパートナーも検査をしても
らって、一緒に治療して治すようにと
いう指導をさせていただいています。
　池田　ありがとうございました。
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　池田　選択は問題ないということで
すね。
　余田　問題ありません。
　池田　もう一つ、症状がないもので
すから、検査、治療をせずに、クラミ
ジア感染を放置しておくとどうなるか、
咽頭の所見は変化が見られるのでしょ
うかという質問ですけれども、これは
いかがですか。
　余田　治療せずに放置しておくとど
うなるかということですが、クラミジ
アは成人型封入体結膜炎の原因でもあ
り、眼科のほうでクラミジアの結膜炎
が起こった方の約半分から７割ぐらい
に上咽頭炎を起こすという報告もあり
ます。結膜から鼻涙管を通って鼻腔か
ら上咽頭に、上咽頭炎から中耳炎の併
発も多いということが、古くは1960年
代から報告されております。ですので、
上咽頭炎を起こすというのは間違いな
くありますから、放置しておくと、ク
ラミジア性の上咽頭炎になって、のど
が痛いだけではなくて、鼻づまりとか
耳のつまった感じの難聴になる可能性
があると思います。
　ただ、咽頭は常に飲んだり食べたり
して洗い流されているところですので、
菌がそんなに増えないまま、無症状の
ままに、もしかしたら自然に治ってし
まう可能性もあると考えている研究者
もいます。ただ、治療をしないで経過
を見たという研究があまりないので、
そういう可能性もあるということです。

　池田　治療せずに放置しておくこと
で、患者さんご自身の性器とかパート
ナーへの感染に関してはいかがでしょ
うか。
　余田　治療しないままですと、無症
状でも、パートナーの口腔や性器に感
染する可能性が高いのです。またパー
トナーを介してご自身の性器に感染し
ますと、男性も女性も不妊の原因にな
りうることが、クラミジア感染の大き
な問題となっています。治療しないま
ま放置しておくと、将来、不妊になる
可能性がありますから、やはり治療が
必要になってくると思います。その場
合の性器感染も、症状がないまま経過
して不妊になるということも多いよう
ですから、疑った時点で検査して治療
するということは非常に大事なことだ
と思います。
　池田　咽頭でクラミジア感染陽性と
なりますと、女性の場合、性器の感染
もあるかないかとか、検査が必要かと
思いますけれども、このあたりはいか
がなのでしょうか。
　余田　できれば、咽頭が陽性の場合
は性器の検査もしたほうがいいと思う
のですが、先ほどお話ししましたよう
に、治療は性器も口腔も同じ治療です
ので、そのまま治療されて、治療した
あとに、ちゃんと治っているかどうか
を口腔か性器で確認するという方法も
あります。もし特定のパートナーがい
らっしゃるのであれば、特定のパート

ナーのほうの検査も必要になってくる
と思います。
　池田　併せて治療するということで
すね。
　余田　併せて治療しないと、治った
あとも、またパートナーから再感染し
てしまうということもあります。
　池田　性器感染があっても、例えば
クラリスロマイシン400㎎/日を１週間、
これで十分治療効果があるということ
でしょうか。
　余田　十分効果があります。クラミ
ジア治療のガイドラインに関しては、
2011年度版は日本性感染症学会のホー
ムページからご覧になれますので、ぜ
ひ興味のある先生には見ていただきた
いです。ガイドラインにクラミジアに
関する臨床的な症状や検査法や治療法
も、載っていますので、参考にしてい
ただけると思います。
　池田　この方は、淋菌およびクラミ
ジアの両方の検査を行って、クラミジ
アだけが陽性であったということです
けれども、淋菌の陽性者というのは多

いのでしょうか。
　余田　淋菌とクラミジア、どちらも
無症候性のことが多いので、同時に検
査をされることが多いのですが、私の
研究では、咽頭から出るのは淋菌のほ
うが高率でした。特に、耳鼻咽喉科で
咽頭から検査しますと、淋菌が陽性の
方がクラミジアが陽性の方よりも今の
ところ多いようです。しかも、お話を
聞くと、淋菌の陽性者は男女とも性風
俗に関係した方が多いということもわ
かっています。
　池田　そういった場合、再感染予防
といいますか、治療後ですけれども、
再感染予防についての指導というのは
どういうことをされるのでしょうか。
　余田　感染源も含めてよくお話をう
かがって、風俗が関係している場合に
は、行かないか、プロテクトを完全に
するように指導します。特定の方がい
る場合にはパートナーも検査をしても
らって、一緒に治療して治すようにと
いう指導をさせていただいています。
　池田　ありがとうございました。
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　齊藤　二次性脂質異常症についてお
うかがいいたします。
　何らかの原因があって脂質異常症が、
起こってくるということで、どんなも
のが原因として代表的でしょうか。
　本間　一番頻繁に遭遇するのは糖尿
病だと思います。そのほかでは、ホル
モンの病気としては、よく知られてい
るのは甲状腺機能低下症があります。
それから、神経性食欲不振症の際に甲
状腺機能がやや低下するといわれてい
まして、その際にもよく高脂血症、高
コレステロール血症を合併しますので、
注意を要するかと思います。
　その次は腎疾患です。腎疾患ではネ
フローゼで血清LDLコレステロールが
上昇することはよく知られております
が、LDLは肝臓から出ているときはTG
リッチリポ蛋白（VLDL）で出てきま
すので、場合によってはコレステロー
ルとTGが高い複合型を取ることもあ
ります。そのほか、最近、人工透析が
よく行われていますが、そのときもTG
値が上昇するといわれております。

　そのほかでは妊娠です。妊娠の場合
にはエストロゲンが増えてきますので、
これも高脂血症の原因となります。
　それから、比較的よく遭遇するのは
アルコールの過剰摂取です。アルコー
ル過飲の場合、特に常習的に多量のア
ルコールを摂取している人の場合は非
常に重症の高TG血症（Ⅴ型高脂血症）
になることがあります。
　そのほかですと、薬剤でよく知られ
ているのは、降圧剤で利尿剤とかβブ
ロッカーを投与すると血清TG値が上
昇するといわれていますし、ステロイ
ドホルモンを投与すると、血清TG、コ
レステロール値が上昇することが知ら
れています。経口避妊薬のエストロゲ
ンの投与でも高脂血症をきたすことが
あるといわれています。
　齊藤　糖尿病ではどういったタイプ
の脂質異常症になりますか。
　本間　糖尿病の場合は、インスリン
が糖質代謝のみならず、脂質代謝に影
響することが主な原因です。インスリ
ンは肝臓で脂質、コレステロール、特

にTGの合成を促進します。もう一つ
は、TGを分解する酵素であるリポ蛋
白リパーゼの活性を亢進させます。そ
れから、脂肪組織に蓄積されたTGを
血中に放出するときにホルモン感受性
リパーゼが働きますが、その働きを抑
えます。ですから、インスリンが高い
状態の糖尿病と、それが欠乏するとき
の糖尿病では、そのリポ蛋白異常症の
メカニズムは異なってくるということ
になります。
　齊藤　そうなりますと、糖尿病の治
療はもちろん重要なのでしょうけれど
も、脂質の治療についてはどうでしょ
うか。
　本間　糖尿病は慢性の疾患ですので、
例えば１カ月、２カ月、３カ月たった
らすぐ治ってしまうという病気ではな
いので、心血管合併症を防ぐためには、
併せて脂質異常症の治療も行わなけれ
ばいけないと思います。
　齊藤　これは大規模臨床試験のエビ
デンスがあるのでしょうか。
　本間　MRC/BHF Heart Protection 
Studyなど糖尿病の人にスタチンを投
与しますと、虚血性心疾患、脳血管障
害の合併が減るという成績があります。
　齊藤　脂質をスタチンを使って下げ
ると、大血管疾患などがしっかり予防
されるということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　糖尿病についてはそういう治
療戦略も重要になるということですが、

そのほかの二次性の脂質異常症につい
ては、原病治療が原則ということでし
ょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　甲状腺機能低下症ではどうで
しょうか。
　本間　甲状腺ホルモンは肝臓のLDL
レセプターを活性化させて、コレステ
ロール処理をよくします。ですから、
甲状腺機能低下症ではその作用が低下
しますが、血清LDLが増加することに
なります。甲状腺機能を正常にしてや
れば、比較的速やかに高脂血症は改善
してきます。
　ただし、もともと原発性高脂血症が
ある場合には、甲状腺機能低下症が合
併すると、より重症な高脂血症を呈し
ますし、その場合には甲状腺機能に対
する治療と同時に、高脂血症に対する
治療も行う必要が出てきます。
　齊藤　甲状腺機能低下症も、冠動脈
疾患との関係が一部いわれることがあ
りますが、そういった意味では原病の
治療に加えて、脂質をしっかり管理し
ていくということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　それから、神経性食欲不振症
の話が少し出ましたけれども、これは
どうしょうか。
　本間　はい。特に若い女性が多いわ
けですから、動脈硬化はその時点では
あまり起こってきていませんので、高
脂血症に対する治療をするというより

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）

東海大学医学部非常勤教授／
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　齊藤　二次性脂質異常症についてお
うかがいいたします。
　何らかの原因があって脂質異常症が、
起こってくるということで、どんなも
のが原因として代表的でしょうか。
　本間　一番頻繁に遭遇するのは糖尿
病だと思います。そのほかでは、ホル
モンの病気としては、よく知られてい
るのは甲状腺機能低下症があります。
それから、神経性食欲不振症の際に甲
状腺機能がやや低下するといわれてい
まして、その際にもよく高脂血症、高
コレステロール血症を合併しますので、
注意を要するかと思います。
　その次は腎疾患です。腎疾患ではネ
フローゼで血清LDLコレステロールが
上昇することはよく知られております
が、LDLは肝臓から出ているときはTG
リッチリポ蛋白（VLDL）で出てきま
すので、場合によってはコレステロー
ルとTGが高い複合型を取ることもあ
ります。そのほか、最近、人工透析が
よく行われていますが、そのときもTG
値が上昇するといわれております。

　そのほかでは妊娠です。妊娠の場合
にはエストロゲンが増えてきますので、
これも高脂血症の原因となります。
　それから、比較的よく遭遇するのは
アルコールの過剰摂取です。アルコー
ル過飲の場合、特に常習的に多量のア
ルコールを摂取している人の場合は非
常に重症の高TG血症（Ⅴ型高脂血症）
になることがあります。
　そのほかですと、薬剤でよく知られ
ているのは、降圧剤で利尿剤とかβブ
ロッカーを投与すると血清TG値が上
昇するといわれていますし、ステロイ
ドホルモンを投与すると、血清TG、コ
レステロール値が上昇することが知ら
れています。経口避妊薬のエストロゲ
ンの投与でも高脂血症をきたすことが
あるといわれています。
　齊藤　糖尿病ではどういったタイプ
の脂質異常症になりますか。
　本間　糖尿病の場合は、インスリン
が糖質代謝のみならず、脂質代謝に影
響することが主な原因です。インスリ
ンは肝臓で脂質、コレステロール、特

にTGの合成を促進します。もう一つ
は、TGを分解する酵素であるリポ蛋
白リパーゼの活性を亢進させます。そ
れから、脂肪組織に蓄積されたTGを
血中に放出するときにホルモン感受性
リパーゼが働きますが、その働きを抑
えます。ですから、インスリンが高い
状態の糖尿病と、それが欠乏するとき
の糖尿病では、そのリポ蛋白異常症の
メカニズムは異なってくるということ
になります。
　齊藤　そうなりますと、糖尿病の治
療はもちろん重要なのでしょうけれど
も、脂質の治療についてはどうでしょ
うか。
　本間　糖尿病は慢性の疾患ですので、
例えば１カ月、２カ月、３カ月たった
らすぐ治ってしまうという病気ではな
いので、心血管合併症を防ぐためには、
併せて脂質異常症の治療も行わなけれ
ばいけないと思います。
　齊藤　これは大規模臨床試験のエビ
デンスがあるのでしょうか。
　本間　MRC/BHF Heart Protection 
Studyなど糖尿病の人にスタチンを投
与しますと、虚血性心疾患、脳血管障
害の合併が減るという成績があります。
　齊藤　脂質をスタチンを使って下げ
ると、大血管疾患などがしっかり予防
されるということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　糖尿病についてはそういう治
療戦略も重要になるということですが、

そのほかの二次性の脂質異常症につい
ては、原病治療が原則ということでし
ょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　甲状腺機能低下症ではどうで
しょうか。
　本間　甲状腺ホルモンは肝臓のLDL
レセプターを活性化させて、コレステ
ロール処理をよくします。ですから、
甲状腺機能低下症ではその作用が低下
しますが、血清LDLが増加することに
なります。甲状腺機能を正常にしてや
れば、比較的速やかに高脂血症は改善
してきます。
　ただし、もともと原発性高脂血症が
ある場合には、甲状腺機能低下症が合
併すると、より重症な高脂血症を呈し
ますし、その場合には甲状腺機能に対
する治療と同時に、高脂血症に対する
治療も行う必要が出てきます。
　齊藤　甲状腺機能低下症も、冠動脈
疾患との関係が一部いわれることがあ
りますが、そういった意味では原病の
治療に加えて、脂質をしっかり管理し
ていくということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　それから、神経性食欲不振症
の話が少し出ましたけれども、これは
どうしょうか。
　本間　はい。特に若い女性が多いわ
けですから、動脈硬化はその時点では
あまり起こってきていませんので、高
脂血症に対する治療をするというより

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）
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は、原病の治療をして体重が増えてく
ると、自然に脂質異常症も改善すると
いうことになります。
　齊藤　かなり脂質異常が目立つ人も
いるのでしょうか。
　本間　そうです。私たちはほかの施
設から総コレステロールが600㎎/㎗以
上になった神経性食欲不振症の患者さ
んを紹介されましたが、約１年間で約
10㎏体重が増えたのです。すると、総
コレステロールが約280㎎/㎗まで減っ
てきまして、元の施設にお返しした症
例があります。
　齊藤　腎臓疾患ではネフローゼ症候
群でしょうか。
　本間　そうです。ネフローゼの場合
には尿にアルブミンが多量に出ますか
ら、それを補充するために肝臓でアル
ブミンがたくさんつくられます。それ
に沿って脂質の合成が活発になるとい
われていまして、多くの場合は高コレ
ステロール血症ですが、TGも高い複
合型を取ることもあります。
　齊藤　これも原病を治療すれば、か
なり改善するのでしょうか。
　本間　そういうことです。
　齊藤　透析患者さんでの脂質異常は
どんなタイプが多いのでしょうか。
　本間　透析の患者さんでは、TGを
分解するリポ蛋白リパーゼ酵素がやや
低いということがわかっておりまして、
TGが高いということですが、LDLコ
レステロールに関しては正常か、もし

くは低い。それはなぜかというと、TG
リッチリポ蛋白がLDLになりにくいか
らです。私たちは血清TG値が正常な
人工透析の患者さんで調べたことがあ
りますが、血清TG値が正常でも、TG
リッチリポ蛋白のレムナント、すなわ
ちRLPコレステロールが上昇している
ということを報告しております。
　齊藤　透析患者さんへの対策は何か
ありますか。
　本間　TGは、薬というよりは、食
事の指導でかなり改善するものですか
ら、それを中心にやれば、必ずしも薬
を使わなくてもよいことが多いと思い
ます。
　齊藤　妊娠高脂血症は一過性ですか。
　本間　そうです。
　齊藤　ただ、その後、お年になって
から高脂血症になりやすいということ
はあるのでしょうか。
　本間　妊娠高脂血症は、もともと高
脂血症になる体質を持っている人がな
りやすいということがわかっています
から、当然妊娠中に高脂血症になった
ような人は、年をとってからなりやす
いということはいえると思います。
　齊藤　お酒とTGの関係、これは明
らかなのでしょうか。
　本間　そうです。アルコールは肝臓
で脂質の合成を高めるということがわ
かっていますし、多量のアルコールを
常用する場合はリポ蛋白リパーゼ活性
が下がってくることもわかっています。

アルコール過剰摂取の人では著明な高
TG血症になって、例えばTG値が1,000
㎎/㎗とか2,000㎎/㎗とか3,000㎎/㎗と
かになる症例もまれではありません。
　齊藤　これはなかなか難しいことも
ありますね。
　本間　そうです。禁酒すれば比較的
速やかによくなるのですが、それを指
導するのがなかなか難しいという面が
あります。
　齊藤　最後に薬剤性の高脂血症につ
いてもう一度触れていただけますか。
　本間　降圧剤で利尿剤、βブロッカ
ー、それからステロイドホルモン剤、
エストロゲン製剤ということです。
　齊藤　降圧剤のほうでは、どちらか
というとTGが多くなるということで

しょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　そうすると、極端な場合はそ
の辺の調整をするということでしょう
か。
　本間　薬物治療をしなければいけな
い症例はあまりなくて、食事を、糖質、
アルコールを制限することでうまくコ
ントロールできる場合が多いと思いま
す。
　齊藤　基本的には原病の治療、それ
に加えて食事、運動の指導、糖尿病に
関しては少しまた違った考えでやると
いうことでよろしいでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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は、原病の治療をして体重が増えてく
ると、自然に脂質異常症も改善すると
いうことになります。
　齊藤　かなり脂質異常が目立つ人も
いるのでしょうか。
　本間　そうです。私たちはほかの施
設から総コレステロールが600㎎/㎗以
上になった神経性食欲不振症の患者さ
んを紹介されましたが、約１年間で約
10㎏体重が増えたのです。すると、総
コレステロールが約280㎎/㎗まで減っ
てきまして、元の施設にお返しした症
例があります。
　齊藤　腎臓疾患ではネフローゼ症候
群でしょうか。
　本間　そうです。ネフローゼの場合
には尿にアルブミンが多量に出ますか
ら、それを補充するために肝臓でアル
ブミンがたくさんつくられます。それ
に沿って脂質の合成が活発になるとい
われていまして、多くの場合は高コレ
ステロール血症ですが、TGも高い複
合型を取ることもあります。
　齊藤　これも原病を治療すれば、か
なり改善するのでしょうか。
　本間　そういうことです。
　齊藤　透析患者さんでの脂質異常は
どんなタイプが多いのでしょうか。
　本間　透析の患者さんでは、TGを
分解するリポ蛋白リパーゼ酵素がやや
低いということがわかっておりまして、
TGが高いということですが、LDLコ
レステロールに関しては正常か、もし

くは低い。それはなぜかというと、TG
リッチリポ蛋白がLDLになりにくいか
らです。私たちは血清TG値が正常な
人工透析の患者さんで調べたことがあ
りますが、血清TG値が正常でも、TG
リッチリポ蛋白のレムナント、すなわ
ちRLPコレステロールが上昇している
ということを報告しております。
　齊藤　透析患者さんへの対策は何か
ありますか。
　本間　TGは、薬というよりは、食
事の指導でかなり改善するものですか
ら、それを中心にやれば、必ずしも薬
を使わなくてもよいことが多いと思い
ます。
　齊藤　妊娠高脂血症は一過性ですか。
　本間　そうです。
　齊藤　ただ、その後、お年になって
から高脂血症になりやすいということ
はあるのでしょうか。
　本間　妊娠高脂血症は、もともと高
脂血症になる体質を持っている人がな
りやすいということがわかっています
から、当然妊娠中に高脂血症になった
ような人は、年をとってからなりやす
いということはいえると思います。
　齊藤　お酒とTGの関係、これは明
らかなのでしょうか。
　本間　そうです。アルコールは肝臓
で脂質の合成を高めるということがわ
かっていますし、多量のアルコールを
常用する場合はリポ蛋白リパーゼ活性
が下がってくることもわかっています。

アルコール過剰摂取の人では著明な高
TG血症になって、例えばTG値が1,000
㎎/㎗とか2,000㎎/㎗とか3,000㎎/㎗と
かになる症例もまれではありません。
　齊藤　これはなかなか難しいことも
ありますね。
　本間　そうです。禁酒すれば比較的
速やかによくなるのですが、それを指
導するのがなかなか難しいという面が
あります。
　齊藤　最後に薬剤性の高脂血症につ
いてもう一度触れていただけますか。
　本間　降圧剤で利尿剤、βブロッカ
ー、それからステロイドホルモン剤、
エストロゲン製剤ということです。
　齊藤　降圧剤のほうでは、どちらか
というとTGが多くなるということで

しょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　そうすると、極端な場合はそ
の辺の調整をするということでしょう
か。
　本間　薬物治療をしなければいけな
い症例はあまりなくて、食事を、糖質、
アルコールを制限することでうまくコ
ントロールできる場合が多いと思いま
す。
　齊藤　基本的には原病の治療、それ
に加えて食事、運動の指導、糖尿病に
関しては少しまた違った考えでやると
いうことでよろしいでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　及川先生、脂質異常症の最新
情報のシリーズとしまして、フィブラ
ートとその使い方について、教えてい
ただきたいと思います。
　まず、フィブラートですが、どうい
った特徴がある薬なのでしょうか。
　及川　以前はトリグリセライドの吸
収ですとか合成を抑制して、主にトリ
グリセライドを下げる薬だといわれて
いました。しかし、最近の研究では肝
臓の中のPPAR-αの発現を特異的に増
強しまして、その結果、トリグリセラ
イドの合成などが低下するのではない
かという所見が得られるようになりま
した。作用機序もはっきりしてきたと
いうことです。
　ただ、一方で、コレステロールの胆
汁中排泄作用もあるのではないかとい
われています。したがって胆石形成性
があるといわれていますので、注意が
必要です。齧歯類では胆道系のがんを
発生させるといわれていますが、ヒト
ではそのような報告はありません。ヒ
トと齧歯類は代謝が異なるということ

だと思います。
　大西　実際、フィブラートを臨床の
現場で使う場合は、主として高TG血
症が主な対象になるのでしょうか。
　及川　そのようなフェノタイプが治
療ターゲットになると思います。した
がいまして、高TG血症、単にTGだけ
が高い症例というのは、本当に動脈硬
化に関連するのかという問題があるの
ですが、背景に糖尿病などがあります
と、リスクになることが指摘されてい
ます。また、疫学的にも高TG血症は
リスクだということが証明されました
ので、治療のターゲットになるだろう
と思います。
　大西　実際、どのようになったらフ
ィブラートを使うと考えられているの
でしょうか。
　及川　これがなかなか悩ましいとこ
ろでありまして、日本動脈硬化学会の
新しいガイドラインにおきましても、
トリグリセライドはリスクである、ト
リグリセライド150以上を高TG血症の
クライテリアにしましょうと書かれて

はいますが、それではどこからどの辺
まで下げたらいいのかという明確な答
えはありません。
　先ほどお話ししましたように、高TG
血症がリスクになるということは確か
にみられます。TGを低下させる治療
を行ってイベント抑制効果をみますと、
ポジティブなデータ、ネガティブなデ
ータが様々あります。しかし、ではど
こまで下げたらいいのかという正解は
得られていません。この点はスタチン
でも同様と思います。その辺が今後、
治療の問題点として出てくるだろうと
思います。
　大西　フィブラートには主に２種類
の薬があると聞いていますけれども、
差異や何か注意する点などありました
ら、教えていただけますでしょうか。
　及川　ベザフィブラートはTGの低
下作用につきましては若干他の薬剤に
比べて弱いかもしれませんが、別の意
味ではPPAR-γなどにも作用するので
はないかということがいわれています。
種々のPPARに幅広く作用している可
能性が考えられています。特に、PPAR
の中でもPPAR-δというものはインス
リン抵抗性を改善させる一つの分子で
はないかということもいわれています
ので、その辺がベザフィブラートのお
もしろい点かと思います。
　一方、フェノフィブラートは特異的
なPPAR-αのアゴニストであります。
これは炎症反応などを抑制する作用が

強いだろうということがいわれており
ます。それぞれ特徴のある薬剤が２種
類あるということになります。
　大西　特に耐糖能を改善させたり、
いろいろなことがいわれていると思い
ます。糖尿病の患者さんではよい適応
だったり、いろいろなスタディをやら
れているようにうかがっていますが、
そのあたりを教えていただけますでし
ょうか。
　及川　大規模な臨床研究で最も有名
なのはFIELD研究と呼ばれているもの
でして、これは２型糖尿病の患者さん
を対象として、フェノフィブラートが
投与された研究です。調査項目として
は、心血管イベントの抑制を見たとい
うことになります。すべての症例につ
いての解析では有意性は認められませ
んでした。しかし、高TG、あるいは
低HDLコレステロール血症の患者さん
を抽出してまとめますと、有意なイベ
ント抑制が認められています。
　一方、２型糖尿病が対象ですので、
網膜症の進展について、あるいは腎症
の進展についても検討されています。
これを見ますと、網膜症の増悪、ある
いは光凝固に至る例が有意に抑制され
ていました。また、アルブミン尿の出
現も有意に抑制されていました。この
ようなことから、フェノフィブラート
は細小血管障害に対しても抑制的に作
用するのではないかと考えられていま
す。

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）

日本医科大学内分泌糖尿病代謝内科学教授
及　川　眞　一

（聞き手　大西　真）

フィブラートとその使い方
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　大西　及川先生、脂質異常症の最新
情報のシリーズとしまして、フィブラ
ートとその使い方について、教えてい
ただきたいと思います。
　まず、フィブラートですが、どうい
った特徴がある薬なのでしょうか。
　及川　以前はトリグリセライドの吸
収ですとか合成を抑制して、主にトリ
グリセライドを下げる薬だといわれて
いました。しかし、最近の研究では肝
臓の中のPPAR-αの発現を特異的に増
強しまして、その結果、トリグリセラ
イドの合成などが低下するのではない
かという所見が得られるようになりま
した。作用機序もはっきりしてきたと
いうことです。
　ただ、一方で、コレステロールの胆
汁中排泄作用もあるのではないかとい
われています。したがって胆石形成性
があるといわれていますので、注意が
必要です。齧歯類では胆道系のがんを
発生させるといわれていますが、ヒト
ではそのような報告はありません。ヒ
トと齧歯類は代謝が異なるということ

だと思います。
　大西　実際、フィブラートを臨床の
現場で使う場合は、主として高TG血
症が主な対象になるのでしょうか。
　及川　そのようなフェノタイプが治
療ターゲットになると思います。した
がいまして、高TG血症、単にTGだけ
が高い症例というのは、本当に動脈硬
化に関連するのかという問題があるの
ですが、背景に糖尿病などがあります
と、リスクになることが指摘されてい
ます。また、疫学的にも高TG血症は
リスクだということが証明されました
ので、治療のターゲットになるだろう
と思います。
　大西　実際、どのようになったらフ
ィブラートを使うと考えられているの
でしょうか。
　及川　これがなかなか悩ましいとこ
ろでありまして、日本動脈硬化学会の
新しいガイドラインにおきましても、
トリグリセライドはリスクである、ト
リグリセライド150以上を高TG血症の
クライテリアにしましょうと書かれて

はいますが、それではどこからどの辺
まで下げたらいいのかという明確な答
えはありません。
　先ほどお話ししましたように、高TG
血症がリスクになるということは確か
にみられます。TGを低下させる治療
を行ってイベント抑制効果をみますと、
ポジティブなデータ、ネガティブなデ
ータが様々あります。しかし、ではど
こまで下げたらいいのかという正解は
得られていません。この点はスタチン
でも同様と思います。その辺が今後、
治療の問題点として出てくるだろうと
思います。
　大西　フィブラートには主に２種類
の薬があると聞いていますけれども、
差異や何か注意する点などありました
ら、教えていただけますでしょうか。
　及川　ベザフィブラートはTGの低
下作用につきましては若干他の薬剤に
比べて弱いかもしれませんが、別の意
味ではPPAR-γなどにも作用するので
はないかということがいわれています。
種々のPPARに幅広く作用している可
能性が考えられています。特に、PPAR
の中でもPPAR-δというものはインス
リン抵抗性を改善させる一つの分子で
はないかということもいわれています
ので、その辺がベザフィブラートのお
もしろい点かと思います。
　一方、フェノフィブラートは特異的
なPPAR-αのアゴニストであります。
これは炎症反応などを抑制する作用が

強いだろうということがいわれており
ます。それぞれ特徴のある薬剤が２種
類あるということになります。
　大西　特に耐糖能を改善させたり、
いろいろなことがいわれていると思い
ます。糖尿病の患者さんではよい適応
だったり、いろいろなスタディをやら
れているようにうかがっていますが、
そのあたりを教えていただけますでし
ょうか。
　及川　大規模な臨床研究で最も有名
なのはFIELD研究と呼ばれているもの
でして、これは２型糖尿病の患者さん
を対象として、フェノフィブラートが
投与された研究です。調査項目として
は、心血管イベントの抑制を見たとい
うことになります。すべての症例につ
いての解析では有意性は認められませ
んでした。しかし、高TG、あるいは
低HDLコレステロール血症の患者さん
を抽出してまとめますと、有意なイベ
ント抑制が認められています。
　一方、２型糖尿病が対象ですので、
網膜症の進展について、あるいは腎症
の進展についても検討されています。
これを見ますと、網膜症の増悪、ある
いは光凝固に至る例が有意に抑制され
ていました。また、アルブミン尿の出
現も有意に抑制されていました。この
ようなことから、フェノフィブラート
は細小血管障害に対しても抑制的に作
用するのではないかと考えられていま
す。

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）

日本医科大学内分泌糖尿病代謝内科学教授
及　川　眞　一

（聞き手　大西　真）

フィブラートとその使い方
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　もう一つはACCORD研究です。これ
は高血糖を強力に素早く低下させる群
と、マイルドに低下させる群とで比較
されました。６年ぐらい観察されたの
ですが、残念ながら、非常に強力に血
糖を下げた群と、そうでない群との差
異は認められませんでした。むしろ死
亡率は、血糖を強力に下げたほうが、
多いのではないかと考えられました。
いろいろな議論がありますが、低血糖
の問題ではないかと考えられています。
　この研究の中でACCORD LIPIDと
いうサブ研究がありまして、そこでフ
ェノフィブラートなどが用いられて解
析がなされました。ここでも背景因子
として、低HDL、高TG血症、このよ
うな因子を持っている方においては心
血管イベントを有意に抑制したという
結果が出されております。しかし、こ
れはあくまでもサブ解析のデータであ
りまして、やはり主目的としてこうい
った目標を置いた研究でないと、研究
の質的な面としては弱いと思われます。
ですから、よさそうではあるけれども、
まだ今後、こういう面で検証する必要
があるのではないかというのが一般的
な考えだろうと思います。
　大西　中性脂肪だけが高いという人
もいますけれども、コレステロールも
高いなど、いろいろなケースがあると
思います。ほかのスタチンなどと併用
する場合、気をつけたほうがいい点は
何かありますか。

　及川　スタチンとの併用につきまし
ては、当局から注意するようにという
勧告があったほどでして、現場ではそ
ういう意味で注意が払われていると思
います。実臨床ではなかなか単剤では
効果が得られにくく、併用せざるを得
ないということがありますので、副作
用に注意しながら見れば、あまり恐れ
ることもないなと考えています。特に、
腎障害がなければ併用も可と考えてい
ます。したがって、注意深く、患者さ
んの観察を怠らなければ、そういった
ところは回避できるのではないかと思
います。
　また、最近はエゼチミブというコレ
ステロール吸収阻害薬が出ています。
この薬剤とフィブラート系の薬剤を併
用すると、より効果が得やすいことが
指摘されています。LDLコレステロー
ルとトリグリセライドの両者に対する
効果が得やすいのではないかというこ
とが考えられています。日本ではその
併用の前向き研究が今進行中でして、
年内に症例固定が行われて、さらに追
跡調査が行われる予定になっています。
　大西　フィブラート自体で注意しな
ければいけない副作用のようなものに
ついて教えていただけますでしょうか。
一般的に、例えば腎機能低下の問題は
いろいろあるのでしょうか。
　及川　肝機能についてですが、ベザ
フィブラートについてはあまり言われ
ておりません。フェノフィブラートに

つきましては、投与開始後数カ月、AST、
ALTが上昇するという現象があります。
ただ、これが細胞障害性、臓器障害性
に働いているかは必ずしも指摘されて
いません。特に、LDHなどは上昇しな
いということがあります。AST、ALT
の合成が亢進されるのではないかとい
うところの議論で終わっていまして、
肝障害性はないのではないかと考えら
れています。その証拠に、数カ月たち
ますと正常に戻ってきます。そういう
意味では定期的に肝機能検査をフォロ

ーすることは必要だと思います。
　ただし、先生が今おっしゃったよう
に、腎機能低下の例につきましては、
かなり慎重な投与が必要かと思います。
二次性の高脂血症、甲状腺機能低下症
などを見逃して、TGが高い症例と思
い、このフィブラート系を用いますと、
かなりの確率でCKが上昇し、横紋筋
融解症に至る可能性があるということ
を注意すべきだと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　もう一つはACCORD研究です。これ
は高血糖を強力に素早く低下させる群
と、マイルドに低下させる群とで比較
されました。６年ぐらい観察されたの
ですが、残念ながら、非常に強力に血
糖を下げた群と、そうでない群との差
異は認められませんでした。むしろ死
亡率は、血糖を強力に下げたほうが、
多いのではないかと考えられました。
いろいろな議論がありますが、低血糖
の問題ではないかと考えられています。
　この研究の中でACCORD LIPIDと
いうサブ研究がありまして、そこでフ
ェノフィブラートなどが用いられて解
析がなされました。ここでも背景因子
として、低HDL、高TG血症、このよ
うな因子を持っている方においては心
血管イベントを有意に抑制したという
結果が出されております。しかし、こ
れはあくまでもサブ解析のデータであ
りまして、やはり主目的としてこうい
った目標を置いた研究でないと、研究
の質的な面としては弱いと思われます。
ですから、よさそうではあるけれども、
まだ今後、こういう面で検証する必要
があるのではないかというのが一般的
な考えだろうと思います。
　大西　中性脂肪だけが高いという人
もいますけれども、コレステロールも
高いなど、いろいろなケースがあると
思います。ほかのスタチンなどと併用
する場合、気をつけたほうがいい点は
何かありますか。

　及川　スタチンとの併用につきまし
ては、当局から注意するようにという
勧告があったほどでして、現場ではそ
ういう意味で注意が払われていると思
います。実臨床ではなかなか単剤では
効果が得られにくく、併用せざるを得
ないということがありますので、副作
用に注意しながら見れば、あまり恐れ
ることもないなと考えています。特に、
腎障害がなければ併用も可と考えてい
ます。したがって、注意深く、患者さ
んの観察を怠らなければ、そういった
ところは回避できるのではないかと思
います。
　また、最近はエゼチミブというコレ
ステロール吸収阻害薬が出ています。
この薬剤とフィブラート系の薬剤を併
用すると、より効果が得やすいことが
指摘されています。LDLコレステロー
ルとトリグリセライドの両者に対する
効果が得やすいのではないかというこ
とが考えられています。日本ではその
併用の前向き研究が今進行中でして、
年内に症例固定が行われて、さらに追
跡調査が行われる予定になっています。
　大西　フィブラート自体で注意しな
ければいけない副作用のようなものに
ついて教えていただけますでしょうか。
一般的に、例えば腎機能低下の問題は
いろいろあるのでしょうか。
　及川　肝機能についてですが、ベザ
フィブラートについてはあまり言われ
ておりません。フェノフィブラートに

つきましては、投与開始後数カ月、AST、
ALTが上昇するという現象があります。
ただ、これが細胞障害性、臓器障害性
に働いているかは必ずしも指摘されて
いません。特に、LDHなどは上昇しな
いということがあります。AST、ALT
の合成が亢進されるのではないかとい
うところの議論で終わっていまして、
肝障害性はないのではないかと考えら
れています。その証拠に、数カ月たち
ますと正常に戻ってきます。そういう
意味では定期的に肝機能検査をフォロ

ーすることは必要だと思います。
　ただし、先生が今おっしゃったよう
に、腎機能低下の例につきましては、
かなり慎重な投与が必要かと思います。
二次性の高脂血症、甲状腺機能低下症
などを見逃して、TGが高い症例と思
い、このフィブラート系を用いますと、
かなりの確率でCKが上昇し、横紋筋
融解症に至る可能性があるということ
を注意すべきだと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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　齊藤　吸収阻害薬ということで、お
うかがいいたします。
　これは消化管からのコレステロール
の吸収を阻害するということになりま
すか。
　白井　血中のコレステロールは、食
物として入ってくるものと肝臓で合成
されたものがありますが、吸収阻害薬
は食物に含まれるコレステロールの吸
収を抑えて、血中コレステロールを低
下させるものです。
　齊藤　食事からのコレステロールと、
腸管循環の両方の阻害ということにな
りますか。
　白井　そうですね。食べたコレステ
ロールだけではなくて、コレステロー
ルは腸管循環があり、それも抑えます
ので排泄促進作用も併せ持ちます。
　齊藤　これにはどういったものがあ
るのでしょうか。
　白井　スタンダード薬としては、コ
レステロールを吸着するコレスチラミ
ンがあります。これは大規模スタディ
で、初めて冠動脈疾患の予防ができる

ことを明らかにした薬ですが、１日12 
gを３回に分け水に溶かして服用する
ので、のみにくいという欠点がありま
した。その後、その点が改良されたコ
レスチミド（コレバイン）が発売され
ました。
　齊藤　コレスチラミンはどうやって
使っていたのでしょうか。
　白井　一種の樹脂製剤で、４gの粒
状のものを水200㎖に溶かして１日３
回のむというもので、のみにくかった
ですね。
　齊藤　かなり不便だった。その改善
型がコレスチミド。これはどのように
使うのでしょうか。
　白井　これは１錠500㎎ですから、
タブレットとしてやや大きいですが、
１回３錠を１日２回服用するというこ
とで、たいへんのみやすくなりました。
　齊藤　３錠を１日２回ということで
すね。どのぐらいの効果が見込まれる
のですか。
　白井　コレスチミドですと、総コレ
ステロール値では12％、LDLコレステ

ロール値ではだいたい22％減少という
ふうに報告されています。
　齊藤　単独使用というよりは、併用
でしょうか。
　白井　今、スタチン系は強力なもの
が出てきており、いろいろなエビデン
スも出て、しかものみやすいことから、
ファーストチョイスになりますね。し
かし、スタチンで強力にコレステロー
ル合成を阻害すると、生体では吸収が
亢進するという機構があります。そこ
で吸収阻害薬を併用することによって、
相乗効果が望めますので、併用が主に
なってきていると思います。
　齊藤　スタチンでLDLの肝臓での合
成を阻害すると、かえって吸収が増え
てしまうということがあるのですか。
　白井　はい、生体は元に戻ろうとす
るんですね。そのために、スタチンの
投与量を多くすれば、直線的にLDLコ
レステロール値は低下せず、途中から
プラトーになってしまいます。そのプ
ラトーに達したとき、さらにスタチン
を増やすよりは、吸収阻害薬を服用す
ると相乗効果が現れることは、エビデ
ンスとしても出されております。
　齊藤　逆に、吸収阻害薬だけを使う
と、今度は合成が増えてしまうという
こともあるのですか。
　白井　ありますね。食事療法を十分
にせずに、ただ吸収阻害薬だけのんで
いますと、肝臓でVLDLの合成が高ま
って、血中の中性脂肪の増加が見られ

ることがあります。
　齊藤　レジンに加え、新しい吸収阻
害薬も出てきていますね。
　白井　そうですね。エゼチミブが出
てきたわけです。最初はメカニズムが
必ずしも明確ではなかったのですけれ
ども、その後、コレステロールを腸上
皮が取り込むとき、ある装置が必要で
あることが判明し、それがニーマンピ
ックC１ライクワンプロテインという
装置です。コレステロールトランスポ
ーターとも呼ばれていますけれども、
これを介してコレステロールが吸収さ
れることがわかってきました。エゼチ
ミブはその吸収阻害薬ということがわ
かったわけです。
　齊藤　先ほどのレジンとは別な機序
で、より特異的というのでしょうか。
　白井　そうですね。
　齊藤　これはどういった使い方をす
ればいいのでしょうか。
　白井　単独でも総コレステロール値
が13％、またLDLコレステロール値も
17％低下するということで、ファース
トチョイス薬になるかと思われますが、
抗動脈硬化作用の評価としてイベント
発生調査が必ずしもポジティブではな
かったことから、ファーストチョイス
というよりは、むしろ先ほど申し上げ
たスタチンとの併用で有効性が高まる
というのがこの薬の位置づけではない
でしょうか。
　齊藤　単独使用ではなくて、スタチ
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　齊藤　吸収阻害薬ということで、お
うかがいいたします。
　これは消化管からのコレステロール
の吸収を阻害するということになりま
すか。
　白井　血中のコレステロールは、食
物として入ってくるものと肝臓で合成
されたものがありますが、吸収阻害薬
は食物に含まれるコレステロールの吸
収を抑えて、血中コレステロールを低
下させるものです。
　齊藤　食事からのコレステロールと、
腸管循環の両方の阻害ということにな
りますか。
　白井　そうですね。食べたコレステ
ロールだけではなくて、コレステロー
ルは腸管循環があり、それも抑えます
ので排泄促進作用も併せ持ちます。
　齊藤　これにはどういったものがあ
るのでしょうか。
　白井　スタンダード薬としては、コ
レステロールを吸着するコレスチラミ
ンがあります。これは大規模スタディ
で、初めて冠動脈疾患の予防ができる

ことを明らかにした薬ですが、１日12 
gを３回に分け水に溶かして服用する
ので、のみにくいという欠点がありま
した。その後、その点が改良されたコ
レスチミド（コレバイン）が発売され
ました。
　齊藤　コレスチラミンはどうやって
使っていたのでしょうか。
　白井　一種の樹脂製剤で、４gの粒
状のものを水200㎖に溶かして１日３
回のむというもので、のみにくかった
ですね。
　齊藤　かなり不便だった。その改善
型がコレスチミド。これはどのように
使うのでしょうか。
　白井　これは１錠500㎎ですから、
タブレットとしてやや大きいですが、
１回３錠を１日２回服用するというこ
とで、たいへんのみやすくなりました。
　齊藤　３錠を１日２回ということで
すね。どのぐらいの効果が見込まれる
のですか。
　白井　コレスチミドですと、総コレ
ステロール値では12％、LDLコレステ

ロール値ではだいたい22％減少という
ふうに報告されています。
　齊藤　単独使用というよりは、併用
でしょうか。
　白井　今、スタチン系は強力なもの
が出てきており、いろいろなエビデン
スも出て、しかものみやすいことから、
ファーストチョイスになりますね。し
かし、スタチンで強力にコレステロー
ル合成を阻害すると、生体では吸収が
亢進するという機構があります。そこ
で吸収阻害薬を併用することによって、
相乗効果が望めますので、併用が主に
なってきていると思います。
　齊藤　スタチンでLDLの肝臓での合
成を阻害すると、かえって吸収が増え
てしまうということがあるのですか。
　白井　はい、生体は元に戻ろうとす
るんですね。そのために、スタチンの
投与量を多くすれば、直線的にLDLコ
レステロール値は低下せず、途中から
プラトーになってしまいます。そのプ
ラトーに達したとき、さらにスタチン
を増やすよりは、吸収阻害薬を服用す
ると相乗効果が現れることは、エビデ
ンスとしても出されております。
　齊藤　逆に、吸収阻害薬だけを使う
と、今度は合成が増えてしまうという
こともあるのですか。
　白井　ありますね。食事療法を十分
にせずに、ただ吸収阻害薬だけのんで
いますと、肝臓でVLDLの合成が高ま
って、血中の中性脂肪の増加が見られ

ることがあります。
　齊藤　レジンに加え、新しい吸収阻
害薬も出てきていますね。
　白井　そうですね。エゼチミブが出
てきたわけです。最初はメカニズムが
必ずしも明確ではなかったのですけれ
ども、その後、コレステロールを腸上
皮が取り込むとき、ある装置が必要で
あることが判明し、それがニーマンピ
ックC１ライクワンプロテインという
装置です。コレステロールトランスポ
ーターとも呼ばれていますけれども、
これを介してコレステロールが吸収さ
れることがわかってきました。エゼチ
ミブはその吸収阻害薬ということがわ
かったわけです。
　齊藤　先ほどのレジンとは別な機序
で、より特異的というのでしょうか。
　白井　そうですね。
　齊藤　これはどういった使い方をす
ればいいのでしょうか。
　白井　単独でも総コレステロール値
が13％、またLDLコレステロール値も
17％低下するということで、ファース
トチョイス薬になるかと思われますが、
抗動脈硬化作用の評価としてイベント
発生調査が必ずしもポジティブではな
かったことから、ファーストチョイス
というよりは、むしろ先ほど申し上げ
たスタチンとの併用で有効性が高まる
というのがこの薬の位置づけではない
でしょうか。
　齊藤　単独使用ではなくて、スタチ
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ンをまず使ったあとにこれをというこ
とでしょうか。
　白井　例えば、アトロバスタチン10
㎎に対して、４倍量の40㎎を使っても、
10㎎によるLDLコレステロール値低下
作用37％に対して、45％低下にとどま
ったものが、アトロバスタチン10㎎に
エゼチミブを投与しますと、53％下が
ったと報告されていて、併用がこの薬
の特徴を発揮できる場ではないかと思
います。
　齊藤　副作用はどうですか。
　白井　特に今のところ、単独でも、
また併用でも、重篤な副作用は報告が
なく、安心して使えると思います。
　齊藤　もともとベースラインのLDL
コレステロール値が高い患者さんとか、
あるいはLDLコレステロール値をうん
と下げたい患者さんが対象でしょうか。
　白井　最良の適用症例は家族性高コ
レステロール血症です。ヘテロ型が
400～500人に１人ぐらいいるといわれ
ています。本例に対しては、スタチン
単独では50％減はなかなか望めないの
で、エゼチミブ併用は、たいへん有効
と思います。
　もう一つは、動脈硬化予防として、
今回のガイドラインでも１次予防と２
次予防とに分けて、２次予防ではLDL
コレステロールを100㎎/㎗以下という
ようなガイドラインが出ていますけれ
ども、それを達成させるためには、併
用が、副作用が少なくてよいというこ

とになっています。要するにターゲッ
ティングし、重篤な対象に対して併用
薬として選択される薬ではないかと思
います。
　齊藤　エゼチミブとレジンの併用も
ありうるのでしょうか。
　白井　理論的には同じ系統ですけれ
ども、実際、使ってみますと、相乗効
果があります。そんなことで、先ほど
申した家族性高コレステロール血症で、
しかも冠動脈疾患がすでにあるような
方に対しては、LDLコレステロール60
㎎/㎗を目指してスタチンに加えて、
この両者も併用するということも実際
の臨床の場では行われています。
　齊藤　そうしますと、かなり効果が
望まれると。
　白井　かつては家族性高コレステロ
ール血症というのは難病で、見ていて
もイベントを起こした方が数多くおら
れましたが、この10年間ぐらいは本当
にイベントが少なくて助かっています。
ですから、この10～20年間の進歩は著
しいものがあったと思います。
　齊藤　スタチン、レジン、エゼチミ
ブ、３剤併用でやる。それから、さら
に強い併用もありうるのですか。
　白井　抗動脈硬化作用ということを
考えますと、さらに排泄促進として位
置づけられているプロブコールがあり
ます。抗酸化作用があったり、黄色腫
を減らすというような特徴があります
し、また冠動脈疾患抑制効果が強いと

の報告も最近出され、本薬も場合によ
っては追加していくことがあります。
　齊藤　４剤の併用ということですね。
　白井　そうですね。４剤併用になり
ます。アメリカでは２次予防をLDLコ
レステロール70㎎/㎗としていますが、
十分可能ですね。
　齊藤　スタチンでCPK上昇という話
がありますけれども、併用でも特に大
きな変化はないのでしょうか。
　白井　もちろん注意しなければなら
ないし、CPKが上がらなくても、スタ
チンの場合、筋肉痛があったりという
ことがありますので、注意していくべ
きです。けれども、エゼチミブに関し
ては追加投与でそれがさらに増悪した
ということは、今のところ報告はなく、
安心して使っていける組み合わせの薬
と思います。
　齊藤　吸収阻害薬といいますと、コ
レステロール類をたくさん食べる人に

いいのではないかと思うのですけれど
も、それはどうなのでしょうか。
　白井　過食による肥満症の方が、た
っぷり食べて、薬をのむというのはお
かしな話です。しかし、そんなに太っ
ていない方で、体質的にLDLコレステ
ロール値が高い場合、食事療法をして
もそんなに下がらない方がおられます。
無理に食べないでいるとザルコペニー、
筋肉萎縮症のような状態になってしま
いますので、そういった方の場合には、
食事できちっと、卵なり肉なり、ある
程度は食べたうえで、こういった吸収
阻害薬を服用するということになると
思います。
　齊藤　特に高齢者の方では、気をつ
けるということでしょうか。
　白井　全体の栄養バランスを考えな
がら治療していくということではない
かと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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ンをまず使ったあとにこれをというこ
とでしょうか。
　白井　例えば、アトロバスタチン10
㎎に対して、４倍量の40㎎を使っても、
10㎎によるLDLコレステロール値低下
作用37％に対して、45％低下にとどま
ったものが、アトロバスタチン10㎎に
エゼチミブを投与しますと、53％下が
ったと報告されていて、併用がこの薬
の特徴を発揮できる場ではないかと思
います。
　齊藤　副作用はどうですか。
　白井　特に今のところ、単独でも、
また併用でも、重篤な副作用は報告が
なく、安心して使えると思います。
　齊藤　もともとベースラインのLDL
コレステロール値が高い患者さんとか、
あるいはLDLコレステロール値をうん
と下げたい患者さんが対象でしょうか。
　白井　最良の適用症例は家族性高コ
レステロール血症です。ヘテロ型が
400～500人に１人ぐらいいるといわれ
ています。本例に対しては、スタチン
単独では50％減はなかなか望めないの
で、エゼチミブ併用は、たいへん有効
と思います。
　もう一つは、動脈硬化予防として、
今回のガイドラインでも１次予防と２
次予防とに分けて、２次予防ではLDL
コレステロールを100㎎/㎗以下という
ようなガイドラインが出ていますけれ
ども、それを達成させるためには、併
用が、副作用が少なくてよいというこ

とになっています。要するにターゲッ
ティングし、重篤な対象に対して併用
薬として選択される薬ではないかと思
います。
　齊藤　エゼチミブとレジンの併用も
ありうるのでしょうか。
　白井　理論的には同じ系統ですけれ
ども、実際、使ってみますと、相乗効
果があります。そんなことで、先ほど
申した家族性高コレステロール血症で、
しかも冠動脈疾患がすでにあるような
方に対しては、LDLコレステロール60
㎎/㎗を目指してスタチンに加えて、
この両者も併用するということも実際
の臨床の場では行われています。
　齊藤　そうしますと、かなり効果が
望まれると。
　白井　かつては家族性高コレステロ
ール血症というのは難病で、見ていて
もイベントを起こした方が数多くおら
れましたが、この10年間ぐらいは本当
にイベントが少なくて助かっています。
ですから、この10～20年間の進歩は著
しいものがあったと思います。
　齊藤　スタチン、レジン、エゼチミ
ブ、３剤併用でやる。それから、さら
に強い併用もありうるのですか。
　白井　抗動脈硬化作用ということを
考えますと、さらに排泄促進として位
置づけられているプロブコールがあり
ます。抗酸化作用があったり、黄色腫
を減らすというような特徴があります
し、また冠動脈疾患抑制効果が強いと

の報告も最近出され、本薬も場合によ
っては追加していくことがあります。
　齊藤　４剤の併用ということですね。
　白井　そうですね。４剤併用になり
ます。アメリカでは２次予防をLDLコ
レステロール70㎎/㎗としていますが、
十分可能ですね。
　齊藤　スタチンでCPK上昇という話
がありますけれども、併用でも特に大
きな変化はないのでしょうか。
　白井　もちろん注意しなければなら
ないし、CPKが上がらなくても、スタ
チンの場合、筋肉痛があったりという
ことがありますので、注意していくべ
きです。けれども、エゼチミブに関し
ては追加投与でそれがさらに増悪した
ということは、今のところ報告はなく、
安心して使っていける組み合わせの薬
と思います。
　齊藤　吸収阻害薬といいますと、コ
レステロール類をたくさん食べる人に

いいのではないかと思うのですけれど
も、それはどうなのでしょうか。
　白井　過食による肥満症の方が、た
っぷり食べて、薬をのむというのはお
かしな話です。しかし、そんなに太っ
ていない方で、体質的にLDLコレステ
ロール値が高い場合、食事療法をして
もそんなに下がらない方がおられます。
無理に食べないでいるとザルコペニー、
筋肉萎縮症のような状態になってしま
いますので、そういった方の場合には、
食事できちっと、卵なり肉なり、ある
程度は食べたうえで、こういった吸収
阻害薬を服用するということになると
思います。
　齊藤　特に高齢者の方では、気をつ
けるということでしょうか。
　白井　全体の栄養バランスを考えな
がら治療していくということではない
かと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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　齊藤　ニコチン酸とHDLということ
でおうかがいいたします。
　ニコチン酸はいつごろから使われて
いるのでしょうか。
　吉田　ニコチン酸はけっこう古くか
ら使われているもので、50年以上前か
らその脂質低下作用が認められていま
した。LDLコレステロール、トリグリ
セライドを下げ、そして虚血性心疾患
の強力な危険因子であるLp（a）を低下
させるなど、ユニークな薬剤であるこ
とがわかっていました。併せて、今話
題のHDLコレステロールを上昇させる、
そのような効果もはっきりと認められ
ている薬剤です。
　齊藤　今、日本ではどんな薬がある
のでしょうか。
　吉田　脂質低下薬あるいは脂質改善
薬として代表的なものとしてスタチン
がありまして、これはLDLコレステロ
ールをよく下げます。併せて、軽度で
はありますが中性脂肪を下げ、HDLコ
レステロールを上昇させます。
　一方、中性脂肪を本格的に下げる薬

剤としましては、フィブラート系の薬
剤があります。また、これはHDLコレ
ステロールを上げる作用も持っていま
す。
　その中で、ニコチン酸の血清脂質改
善作用については、LDLコレステロー
ルを若干低下させ、HDLコレステロー
ルをしっかり上昇させるという、画期
的な薬剤の一つとして確認されていま
すが、この薬剤の作用は中性脂肪を低
下させることが基盤となっています。
　齊藤　薬としてはどんなものがある
のですか。
　吉田　ニコチン酸は、実際、日本で
使われている場合においては、ニコチ
ン酸誘導体として使用しています。そ
の中には、ニコチン酸トコフェロール、
ニコモール、ニセリトロールなどがあ
ります。
　齊藤　この薬はメカニズムが幾つか
あるということですか。
　吉田　中性脂肪をよく低下させる作
用が基盤にあるわけですが、実は最近、
ニコチン酸の受容体が発見されまして、

その受容体に対してニコチン酸が働き
かける。その結果、例えば脂肪組織に
おける脂肪分解が抑制されて、脂肪組
織から肝臓への脂肪酸の動員が減少し、
そして肝臓からのVLDLの合成分泌が
抑えられる。そのようにして中性脂肪
が低下することが作用の一つです。
　そしてまた、中性脂肪を分解するリ
ポ蛋白リパーゼを活性化させて、VLDL
などの中性脂肪リッチリポ蛋白の異化
を促進させる効果を持っています。
　齊藤　ニコチン酸を用いた研究が行
われつつあるということですか。
　吉田　このように中性脂肪を低下さ
せ、HDLコレステロールを上昇させる
薬剤として、実は古くから臨床試験が
報告されていました。
　皮切りはコロナリドラッグプロジェ
クトで、心筋梗塞の患者さん、8,300例
の男性を対象にした臨床試験でした。
それによりますと、ニコチン酸群とプ
ラセボ群を比較して、明確にニコチン
酸群において心筋梗塞の発症を抑制し
た、そのような成績が報告されていま
す。
　齊藤　以前からの研究ですね。最近
はどんなものがありますか。
　吉田　その後、家族性高コレステロ
ール血症を対象にしたFATS試験など、
様々な臨床試験が行われる中、冠動脈
疾患の進展を半減させる、あるいは退
縮に向かうだろうという効果がニコチ
ン酸にも認められるという報告があり

ます。最近ではARBITER ２、あるい
はARBITER ３という、ニコチン酸を
使用した臨床試験が数々報告されてい
ます。これは、冠動脈心疾患を有して
いて、HDLコレステロールが低い患者
さんが対象になっているわけですが、
評価項目は頸動脈のIMTです。ニコチ
ン酸によりHDLコレステロールが21％
上昇し、それを反映して頸動脈のIMT
が退縮に向かうことが報告されていま
すが、その成績が１年間、２年間のフ
ォローアップにおいても再現性を確認
されました。
　齊藤　エゼチミブとニコチン酸を比
較した研究もありますか。
　吉田　臨床研究のシリーズの中で
ARBITER ６という報告がありますが、
これはエゼチミブ群とニコチン酸群の
比較研究です。このケースにはスタチ
ンを使ってLDLコレステロールを十分
管理していることが基本にある中で行
われた試験です。そうしますと、LDL
コレステロールはエゼチミブ群でさら
に有意に減少するわけですが、HDLコ
レステロールはニコチン酸群において
有意に上昇します。このように脂質の
改善については二面性が報告されてい
ました。
　それを受けまして、エゼチミブ群と
ニコチン酸群で評価項目である頸動脈
のIMTを検討したところ、エゼチミブ
群と違い、ニコチン酸群で有意に頸動
脈のIMTの退縮傾向が確認されました。
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　齊藤　ニコチン酸とHDLということ
でおうかがいいたします。
　ニコチン酸はいつごろから使われて
いるのでしょうか。
　吉田　ニコチン酸はけっこう古くか
ら使われているもので、50年以上前か
らその脂質低下作用が認められていま
した。LDLコレステロール、トリグリ
セライドを下げ、そして虚血性心疾患
の強力な危険因子であるLp（a）を低下
させるなど、ユニークな薬剤であるこ
とがわかっていました。併せて、今話
題のHDLコレステロールを上昇させる、
そのような効果もはっきりと認められ
ている薬剤です。
　齊藤　今、日本ではどんな薬がある
のでしょうか。
　吉田　脂質低下薬あるいは脂質改善
薬として代表的なものとしてスタチン
がありまして、これはLDLコレステロ
ールをよく下げます。併せて、軽度で
はありますが中性脂肪を下げ、HDLコ
レステロールを上昇させます。
　一方、中性脂肪を本格的に下げる薬

剤としましては、フィブラート系の薬
剤があります。また、これはHDLコレ
ステロールを上げる作用も持っていま
す。
　その中で、ニコチン酸の血清脂質改
善作用については、LDLコレステロー
ルを若干低下させ、HDLコレステロー
ルをしっかり上昇させるという、画期
的な薬剤の一つとして確認されていま
すが、この薬剤の作用は中性脂肪を低
下させることが基盤となっています。
　齊藤　薬としてはどんなものがある
のですか。
　吉田　ニコチン酸は、実際、日本で
使われている場合においては、ニコチ
ン酸誘導体として使用しています。そ
の中には、ニコチン酸トコフェロール、
ニコモール、ニセリトロールなどがあ
ります。
　齊藤　この薬はメカニズムが幾つか
あるということですか。
　吉田　中性脂肪をよく低下させる作
用が基盤にあるわけですが、実は最近、
ニコチン酸の受容体が発見されまして、

その受容体に対してニコチン酸が働き
かける。その結果、例えば脂肪組織に
おける脂肪分解が抑制されて、脂肪組
織から肝臓への脂肪酸の動員が減少し、
そして肝臓からのVLDLの合成分泌が
抑えられる。そのようにして中性脂肪
が低下することが作用の一つです。
　そしてまた、中性脂肪を分解するリ
ポ蛋白リパーゼを活性化させて、VLDL
などの中性脂肪リッチリポ蛋白の異化
を促進させる効果を持っています。
　齊藤　ニコチン酸を用いた研究が行
われつつあるということですか。
　吉田　このように中性脂肪を低下さ
せ、HDLコレステロールを上昇させる
薬剤として、実は古くから臨床試験が
報告されていました。
　皮切りはコロナリドラッグプロジェ
クトで、心筋梗塞の患者さん、8,300例
の男性を対象にした臨床試験でした。
それによりますと、ニコチン酸群とプ
ラセボ群を比較して、明確にニコチン
酸群において心筋梗塞の発症を抑制し
た、そのような成績が報告されていま
す。
　齊藤　以前からの研究ですね。最近
はどんなものがありますか。
　吉田　その後、家族性高コレステロ
ール血症を対象にしたFATS試験など、
様々な臨床試験が行われる中、冠動脈
疾患の進展を半減させる、あるいは退
縮に向かうだろうという効果がニコチ
ン酸にも認められるという報告があり

ます。最近ではARBITER ２、あるい
はARBITER ３という、ニコチン酸を
使用した臨床試験が数々報告されてい
ます。これは、冠動脈心疾患を有して
いて、HDLコレステロールが低い患者
さんが対象になっているわけですが、
評価項目は頸動脈のIMTです。ニコチ
ン酸によりHDLコレステロールが21％
上昇し、それを反映して頸動脈のIMT
が退縮に向かうことが報告されていま
すが、その成績が１年間、２年間のフ
ォローアップにおいても再現性を確認
されました。
　齊藤　エゼチミブとニコチン酸を比
較した研究もありますか。
　吉田　臨床研究のシリーズの中で
ARBITER ６という報告がありますが、
これはエゼチミブ群とニコチン酸群の
比較研究です。このケースにはスタチ
ンを使ってLDLコレステロールを十分
管理していることが基本にある中で行
われた試験です。そうしますと、LDL
コレステロールはエゼチミブ群でさら
に有意に減少するわけですが、HDLコ
レステロールはニコチン酸群において
有意に上昇します。このように脂質の
改善については二面性が報告されてい
ました。
　それを受けまして、エゼチミブ群と
ニコチン酸群で評価項目である頸動脈
のIMTを検討したところ、エゼチミブ
群と違い、ニコチン酸群で有意に頸動
脈のIMTの退縮傾向が確認されました。
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　齊藤　心血管イベントはどうだった
のでしょうか。
　吉田　そのような動脈硬化の退縮傾
向を裏付けるかのように、実は心血管
イベントの成績も報告されているわけ
です。N数が300例を超える程度ですか
ら、統計力の弱さがある中での解釈に
なりますが、エゼチミブ群と比べまし
て、ニコチン酸群において心血管イベ
ントが少ないと報告されております。
　齊藤　そうなりますと、HDLが非常
に重要だということなのでしょうか。
　吉田　HDLコレステロールの上昇と
いうのがその説明になるわけですが、
ではHDLがなぜそのように動脈硬化性
疾患を抑えるのかにつきましては、基
本となるメカニズムとしてHDLコレス
テロールの逆転送系があります。その
ほかに、抗炎症作用、抗酸化作用など、
とてもマルチプルなHDLの作用が確認
されています。
　齊藤　HDLの逆転送系というのはど
ういうものなのでしょうか。
　吉田　HDLの逆転送系は、末梢の細
胞組織にたまっているコレステロール
を引き抜く、そのステップから始まり
ます。アポ蛋白A１、すなわち、HDL構
成のアポ蛋白が末梢組織のABC-A１
を介しましてコレステロールを引き抜
き、その後、そのHDLはLCATやCETP
などを介して成熟化してアポ蛋白B含
有リポ蛋白へコレステロールが転送さ
れ、肝臓へコレステロールを返してい

く。そのような仕組みがコレステロー
ルの逆転送系です。
　その中でニコチン酸は、最近わかっ
たことの一つですけれども、先ほどの
HDLコレステロールの引き抜きにかか
わるカギとなる分子、ABC-A１の発
現を増やすことが報告されていて、そ
のようなメカニズムを介してHDLコレ
ステロールがニコチン酸によって上昇
するのだということがわかってきてい
ます。
　齊藤　最近発表された日本の動脈硬
化のガイドラインのニコチン酸誘導体
の位置づけはどうですか。
　吉田　「動脈硬化の予防ガイドライ
ン2012」によりますと、LDLコレステ
ロールが高い場合、それを治療する薬
物としてはスタチンがまず推奨されま
すが、スタチンを使ってもまだゴール
に達しない、あるいは、中性脂肪が高
い、またはHDLコレステロールが低い
などのときに、幾つかの薬剤を併用し
て治療する必要性が出てきます。その
中で、TGが高い、HDLコレステロー
ルが低い場合は、例えばニコチン酸、
フィブラートなどがその治療薬となり
ます。
　齊藤　エビデンスとしてはどのよう
なものがあるのでしょうか。
　吉田　基本的にはLDLコレステロー
ルが70㎎/㎗ぐらいまで低下しても動脈
硬化のリスクをまだ残しているという
残余リスクの中において、さらにLDL

コレステロールをスタチンを使って下
げるのか、あるいはニコチン酸を使っ
てHDLコレステロールを上昇させるの
かという選択肢を我々は持っています。
　その中で、一つの大きな臨床試験が
2012年、発表されています。「AIM-
HIGH」というスタディでして、これ
は動脈硬化性疾患を有し、平均年齢63
歳で５年以上スタチンを服用している
患者さんが対象です。それらに、ニコ
チン酸を併用した群、そしてスタチン
だけで治療したプラセボ群の２群に割
り付けて、その後、心血管イベントを
評価していくわけですが、実はこの２
群間において心血管イベントの発症頻
度に違いがなかったと報告されていま
す。
　また有意ではないものの、脳梗塞の
患者さんがニコチン酸群より若干多く
みられたため、この「AIM-HIGH」と
いうスタディは３年のところで臨床試
験を閉じることになり、そこで論文が
報告されたわけです。
　齊藤　この試験では両群のLDL-Cを
同じように下げておいて、HDLの差を
見たいということがあったわけですね。
若干この薬では無理だったということ
でしょうか。
　吉田　そのことが類推されると思い
ます。スタチンとニコチン酸を併用す
ることによってLDLコレステロールは
より厳格に下がりますし、それに合わ
せてスタチン単独群においては増量を

図ることになり、高用量のスタチンが
使用された可能性がある。あるいは、
エゼチミブの併用者が多い。そのよう
なことが実は患者構成の分析の中から
明らかになっています。
　齊藤　さらに大規模な試験で検討さ
れているわけですか。
　吉田　HDLコレステロールを上昇さ
せる薬剤というのは今非常に注目され
ていまして、例えばCETP、コレステ
ロールエステル転送蛋白を阻害する薬
などが臨床研究開発されていますが、
なかなかうまく進んでいません。その
ような中で、そのほかにHDLコレステ
ロールを上昇させる薬剤はないか、そ
うしたところから、ニコチン酸が非常
に注目されているわけです。
　そして、先ほどの試験は対象者数が
3,000名ぐらいでしたが、今、２万5,000
名ぐらいを対象としまして、HPS２- 
THRIVEという臨床試験が行われてい
ます。
　この特徴は、ニコチン酸は実はフラ
ッシング、顔面紅潮という副作用があ
りますが、それを抑えるPGD２受容体
阻害薬というものが併用されています。
ニコチン酸を使わない群は、スタチン
とエゼチミブを使って、どちらにして
もLDLコレステロールは70㎎/㎗にコ
ントロールされている中で、この２群
間、ニコチン酸群とニコチン酸を使っ
ていない群で、心血管イベントにどれ
ぐらい違いがあるかを評価するという
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　齊藤　心血管イベントはどうだった
のでしょうか。
　吉田　そのような動脈硬化の退縮傾
向を裏付けるかのように、実は心血管
イベントの成績も報告されているわけ
です。N数が300例を超える程度ですか
ら、統計力の弱さがある中での解釈に
なりますが、エゼチミブ群と比べまし
て、ニコチン酸群において心血管イベ
ントが少ないと報告されております。
　齊藤　そうなりますと、HDLが非常
に重要だということなのでしょうか。
　吉田　HDLコレステロールの上昇と
いうのがその説明になるわけですが、
ではHDLがなぜそのように動脈硬化性
疾患を抑えるのかにつきましては、基
本となるメカニズムとしてHDLコレス
テロールの逆転送系があります。その
ほかに、抗炎症作用、抗酸化作用など、
とてもマルチプルなHDLの作用が確認
されています。
　齊藤　HDLの逆転送系というのはど
ういうものなのでしょうか。
　吉田　HDLの逆転送系は、末梢の細
胞組織にたまっているコレステロール
を引き抜く、そのステップから始まり
ます。アポ蛋白A１、すなわち、HDL構
成のアポ蛋白が末梢組織のABC-A１
を介しましてコレステロールを引き抜
き、その後、そのHDLはLCATやCETP
などを介して成熟化してアポ蛋白B含
有リポ蛋白へコレステロールが転送さ
れ、肝臓へコレステロールを返してい

く。そのような仕組みがコレステロー
ルの逆転送系です。
　その中でニコチン酸は、最近わかっ
たことの一つですけれども、先ほどの
HDLコレステロールの引き抜きにかか
わるカギとなる分子、ABC-A１の発
現を増やすことが報告されていて、そ
のようなメカニズムを介してHDLコレ
ステロールがニコチン酸によって上昇
するのだということがわかってきてい
ます。
　齊藤　最近発表された日本の動脈硬
化のガイドラインのニコチン酸誘導体
の位置づけはどうですか。
　吉田　「動脈硬化の予防ガイドライ
ン2012」によりますと、LDLコレステ
ロールが高い場合、それを治療する薬
物としてはスタチンがまず推奨されま
すが、スタチンを使ってもまだゴール
に達しない、あるいは、中性脂肪が高
い、またはHDLコレステロールが低い
などのときに、幾つかの薬剤を併用し
て治療する必要性が出てきます。その
中で、TGが高い、HDLコレステロー
ルが低い場合は、例えばニコチン酸、
フィブラートなどがその治療薬となり
ます。
　齊藤　エビデンスとしてはどのよう
なものがあるのでしょうか。
　吉田　基本的にはLDLコレステロー
ルが70㎎/㎗ぐらいまで低下しても動脈
硬化のリスクをまだ残しているという
残余リスクの中において、さらにLDL

コレステロールをスタチンを使って下
げるのか、あるいはニコチン酸を使っ
てHDLコレステロールを上昇させるの
かという選択肢を我々は持っています。
　その中で、一つの大きな臨床試験が
2012年、発表されています。「AIM-
HIGH」というスタディでして、これ
は動脈硬化性疾患を有し、平均年齢63
歳で５年以上スタチンを服用している
患者さんが対象です。それらに、ニコ
チン酸を併用した群、そしてスタチン
だけで治療したプラセボ群の２群に割
り付けて、その後、心血管イベントを
評価していくわけですが、実はこの２
群間において心血管イベントの発症頻
度に違いがなかったと報告されていま
す。
　また有意ではないものの、脳梗塞の
患者さんがニコチン酸群より若干多く
みられたため、この「AIM-HIGH」と
いうスタディは３年のところで臨床試
験を閉じることになり、そこで論文が
報告されたわけです。
　齊藤　この試験では両群のLDL-Cを
同じように下げておいて、HDLの差を
見たいということがあったわけですね。
若干この薬では無理だったということ
でしょうか。
　吉田　そのことが類推されると思い
ます。スタチンとニコチン酸を併用す
ることによってLDLコレステロールは
より厳格に下がりますし、それに合わ
せてスタチン単独群においては増量を

図ることになり、高用量のスタチンが
使用された可能性がある。あるいは、
エゼチミブの併用者が多い。そのよう
なことが実は患者構成の分析の中から
明らかになっています。
　齊藤　さらに大規模な試験で検討さ
れているわけですか。
　吉田　HDLコレステロールを上昇さ
せる薬剤というのは今非常に注目され
ていまして、例えばCETP、コレステ
ロールエステル転送蛋白を阻害する薬
などが臨床研究開発されていますが、
なかなかうまく進んでいません。その
ような中で、そのほかにHDLコレステ
ロールを上昇させる薬剤はないか、そ
うしたところから、ニコチン酸が非常
に注目されているわけです。
　そして、先ほどの試験は対象者数が
3,000名ぐらいでしたが、今、２万5,000
名ぐらいを対象としまして、HPS２- 
THRIVEという臨床試験が行われてい
ます。
　この特徴は、ニコチン酸は実はフラ
ッシング、顔面紅潮という副作用があ
りますが、それを抑えるPGD２受容体
阻害薬というものが併用されています。
ニコチン酸を使わない群は、スタチン
とエゼチミブを使って、どちらにして
もLDLコレステロールは70㎎/㎗にコ
ントロールされている中で、この２群
間、ニコチン酸群とニコチン酸を使っ
ていない群で、心血管イベントにどれ
ぐらい違いがあるかを評価するという
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臨床試験が今動いています。その成績
に期待したいと思います。

　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　中村　池脇先生、まず冒頭でうかが
いたいのは、今、動脈硬化の主犯格と
して、脂質の面でいうとLDLだといわ
れていますが、それ以外に共犯者が幾
つかいるわけですね。HDLとか、ある
いはLp（a）とか、small denseとか、そ
ういった共犯者をどうしたらいいでし
ょうか。
　池脇　確かに、LDLに関してはスタ
チンという薬で、先生がMEGA study
でお示しになって、極めて有効である
ということがわかってきました。では
それ以外の脂質異常に対してどういう
アプローチがあるのかということで、
中性脂肪、small dense LDL、それと
リンクした形で低HDL、それに対して
どうアプローチするのか。なかなかこ
れは難しいところで、一般的には中性
脂肪が高く低HDL血症といいますと、
従来でしたらフィブラートを使うわけ
ですけれども、フィブラートでは十分
なエビデンスが示されていません。
　中村　糖尿病では。
　池脇　ある程度そういった脂質異常

に限局すると効いているという、後づ
けの解析がありますけれども、なかな
かガイドラインのうえでそれを推奨す
るほどのエビデンスではないですし、
small dense LDLも悪玉だということ
が様々なコホートスタディでいわれて
はいますけれども、small dense LDL
を何か特異的に治療するといっても、
なかなかないですし。
　中村　基本的には中性脂肪をたたい
てあげればいいわけでしょう。
　池脇　小さなLDLが大型化するとい
う意味で、そういう意味では高中性脂
肪血症の治療に準じたかたちでsmall 
dense LDLもよくなるのかなと思いま
すけれども。
　もう１点、Lp（a）については、リス
クだとする論文も出ていますけれども、
有効な薬物がなく、そのあたりで行き
詰まりを感じているところです。
　中村　まだまだ将来この辺が問題で
あるということでしょうか。
　池脇　そうですね。
　中村　今度は少し治療に話を向けた

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）

防衛医科大学校抗加齢血管内科教授
池　脇　克　則

（聞き手　中村治雄）

脂質異常症治療の将来
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臨床試験が今動いています。その成績
に期待したいと思います。

　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　中村　池脇先生、まず冒頭でうかが
いたいのは、今、動脈硬化の主犯格と
して、脂質の面でいうとLDLだといわ
れていますが、それ以外に共犯者が幾
つかいるわけですね。HDLとか、ある
いはLp（a）とか、small denseとか、そ
ういった共犯者をどうしたらいいでし
ょうか。
　池脇　確かに、LDLに関してはスタ
チンという薬で、先生がMEGA study
でお示しになって、極めて有効である
ということがわかってきました。では
それ以外の脂質異常に対してどういう
アプローチがあるのかということで、
中性脂肪、small dense LDL、それと
リンクした形で低HDL、それに対して
どうアプローチするのか。なかなかこ
れは難しいところで、一般的には中性
脂肪が高く低HDL血症といいますと、
従来でしたらフィブラートを使うわけ
ですけれども、フィブラートでは十分
なエビデンスが示されていません。
　中村　糖尿病では。
　池脇　ある程度そういった脂質異常

に限局すると効いているという、後づ
けの解析がありますけれども、なかな
かガイドラインのうえでそれを推奨す
るほどのエビデンスではないですし、
small dense LDLも悪玉だということ
が様々なコホートスタディでいわれて
はいますけれども、small dense LDL
を何か特異的に治療するといっても、
なかなかないですし。
　中村　基本的には中性脂肪をたたい
てあげればいいわけでしょう。
　池脇　小さなLDLが大型化するとい
う意味で、そういう意味では高中性脂
肪血症の治療に準じたかたちでsmall 
dense LDLもよくなるのかなと思いま
すけれども。
　もう１点、Lp（a）については、リス
クだとする論文も出ていますけれども、
有効な薬物がなく、そのあたりで行き
詰まりを感じているところです。
　中村　まだまだ将来この辺が問題で
あるということでしょうか。
　池脇　そうですね。
　中村　今度は少し治療に話を向けた

脂質異常症の最新情報（Ⅳ）

防衛医科大学校抗加齢血管内科教授
池　脇　克　則

（聞き手　中村治雄）

脂質異常症治療の将来
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いのですが、家族性高コレステロール
血症（FH）の治療は、例数は少ない
にしても、なかなかいい方法がない。
例えば、PCSK-９というものをたたい
てやるということでも、FHだとして、
異常なレセプターがどんどん増えたと
しても、あまり効率はよくないだろう。
何か将来、FHの治療で、こういった
方向へいくのではないかという示唆は
ありますか。
　池脇　おそらくホモ接合体のFHです
と、いくら治療によってLDL受容体の
発現を増やしても、増やしたLDL受容
体そのものが機能しないので意味がな
いのですけれども、ヘテロに限ってい
いますと、半分は正常ですし、何らか
の方法で、すなわちスタチン以外の方
法でさらに発現を増やすということは
有効ではないかと思っています。2011
年来、PCSK-９の阻害薬、残念ながら、
のみ薬ではなくて抗体治療ですけれど
も、FHの患者さんを含めてLDLコレ
ステロールを４割から、場合によって
は７割ぐらい減らしています。
　中村　やってみる価値はあると思い
ますね、確かに。
　池脇　もちろん、先生もFHのヘテ
ロ接合体患者さんをたくさんご覧にな
って、私も時々感じますけれども、何
しろ治療前値がすごく高いので、スタ
チン、最近ではゼチーアを併用しても、
まだ100㎎/㎗後半ぐらいの患者さんが
けっこういらして、もう一押しそれを

下げたいというところに、このPCSK-
９が使えるのではないかと期待してい
るところです。
　中村　話がPCSK-９になったので、
その辺をもう少し詳しくうかがいたい
のですけれども、先生が言われたよう
に、抗体だというのは、僕も使ってい
て、生体に対して、それに対する抗体
ができる。何度かやっていくうちに何
が問題か心配になるのですけれども、
この辺はどうですか。
　池脇　私も不勉強で、リウマチ領域
での抗体治療はどうなのかというのは
知らないのですけれども、今のPCSK-
９の治療というのも、PhaseⅡですと
せいぜい12週ぐらいですし、ようやく
今PhaseⅢが始まって、より長期の効
果と安全性が見られるようになってき
ました。そういったところで免疫学的
な異常がないかどうかとか、一部では
血圧が上がる可能性も指摘されていま
すので、きちんとした検証を経て安全
性が確立される必要があります。
　中村　やはりのみ薬で欲しいですね。
　池脇　日本で治験に参加している先
生から聞いたのですけれども、２㏄の
注射を１日に３回しないといけないと
いうのは、なかなか患者さんにとって
は苦痛かなと思います。
　中村　PCSK-９のインヒビションの
お話が出たので、CETPの阻害、４つ
ぐらい出てきて、２つほどだめになっ
てしまったのですけれども、あと残っ

ている２つ、その辺に希望が持てるか
どうか。
　池脇　これはどなたに聞くかによっ
て、いいという人と、そうではないと
いう人に答えが分かれまして、私は
CETP阻害はいいという立場ですから、
多少バイアスがかかっているかもしれ
ません。１つ目のトラセトロビクは
CETPを阻害して、HDLコレステロー
ルは70％ぐらい上がったのですけれど
も、血圧が上昇するということがあっ
て、どうもそれが結果を悪い方向に傾
けたのではないか。
　最近発表された報告でも心血管疾患
抑制効果は示されませんでした。この
試験ではダルセトラヒブという比較的
マイルドなCETP阻害薬が使われまし
た。現在残っている２剤は、HDLコレ
ステロールを２倍、あるいはそれ以上
にして、LDLコレステロールも３割前
後は下げます。また、Lp（a）も下げる
ということですので、まだ希望は持て
ると思っています。
　中村　REVEAL試験なども始まりだ
したわけですね。
　池脇　強力なCETP阻害作用をもつ
アナセトラピグを使ったPhaseⅡ試験
では、イベント数が少ないと報告され
ましたので、今進行中のPhaseⅢ試験
の結果に期待したいところです。
　中村　ジェネティックなアプローチ
をしてHDLコレステロールを上げても
意味がないよという、ハーバードの人

たちの集計がありますね。あの辺はど
うですか。
　池 脇　mendelian randomization 
studyという新しい手法で、SNPでも
ともとHDLコレステロールが低い人、
高い人で、イベントに影響しているか
どうかを見ると、HDLのSNPではほと
んど影響がなくて、LDLのSNPは予想
どおり差があったということです。た
だ、あのときに見たSNPは、内皮リパ
ーゼ（endothelial lipase）というもの
でして、HDL代謝での役割がはっきり
しないものでした。CETPですとか、
肝性リパーゼですとか、そういったも
ののSNPでの検討が必要だと思います。
　中村　CETP阻害のスニップ、CETP
のスニップを見ていました。それだけ
はポジティブに出ている。HDLに絡む
スニップを全部集計してしまっている
のです。それだから、HDLの上がりも
そう大したことはない。
　池脇　この研究はけっこうなインパ
クトがあって、HDLが善玉であるとい
うことを。
　中村　妨害してしまった。
　池脇　そうですね。しかし、HDLの
創薬に関してはまだ幾つか残っていま
すので、何とかそれでいい結果が出れ
ばいいかなと思います。
　中村　僕は、個人的にですけれども、
エビデンスがそろっているのがMEGA 
studyのサブ解析で、今度の循環器学
会でプレナリーで話すのですが、やは
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いのですが、家族性高コレステロール
血症（FH）の治療は、例数は少ない
にしても、なかなかいい方法がない。
例えば、PCSK-９というものをたたい
てやるということでも、FHだとして、
異常なレセプターがどんどん増えたと
しても、あまり効率はよくないだろう。
何か将来、FHの治療で、こういった
方向へいくのではないかという示唆は
ありますか。
　池脇　おそらくホモ接合体のFHです
と、いくら治療によってLDL受容体の
発現を増やしても、増やしたLDL受容
体そのものが機能しないので意味がな
いのですけれども、ヘテロに限ってい
いますと、半分は正常ですし、何らか
の方法で、すなわちスタチン以外の方
法でさらに発現を増やすということは
有効ではないかと思っています。2011
年来、PCSK-９の阻害薬、残念ながら、
のみ薬ではなくて抗体治療ですけれど
も、FHの患者さんを含めてLDLコレ
ステロールを４割から、場合によって
は７割ぐらい減らしています。
　中村　やってみる価値はあると思い
ますね、確かに。
　池脇　もちろん、先生もFHのヘテ
ロ接合体患者さんをたくさんご覧にな
って、私も時々感じますけれども、何
しろ治療前値がすごく高いので、スタ
チン、最近ではゼチーアを併用しても、
まだ100㎎/㎗後半ぐらいの患者さんが
けっこういらして、もう一押しそれを

下げたいというところに、このPCSK-
９が使えるのではないかと期待してい
るところです。
　中村　話がPCSK-９になったので、
その辺をもう少し詳しくうかがいたい
のですけれども、先生が言われたよう
に、抗体だというのは、僕も使ってい
て、生体に対して、それに対する抗体
ができる。何度かやっていくうちに何
が問題か心配になるのですけれども、
この辺はどうですか。
　池脇　私も不勉強で、リウマチ領域
での抗体治療はどうなのかというのは
知らないのですけれども、今のPCSK-
９の治療というのも、PhaseⅡですと
せいぜい12週ぐらいですし、ようやく
今PhaseⅢが始まって、より長期の効
果と安全性が見られるようになってき
ました。そういったところで免疫学的
な異常がないかどうかとか、一部では
血圧が上がる可能性も指摘されていま
すので、きちんとした検証を経て安全
性が確立される必要があります。
　中村　やはりのみ薬で欲しいですね。
　池脇　日本で治験に参加している先
生から聞いたのですけれども、２㏄の
注射を１日に３回しないといけないと
いうのは、なかなか患者さんにとって
は苦痛かなと思います。
　中村　PCSK-９のインヒビションの
お話が出たので、CETPの阻害、４つ
ぐらい出てきて、２つほどだめになっ
てしまったのですけれども、あと残っ

ている２つ、その辺に希望が持てるか
どうか。
　池脇　これはどなたに聞くかによっ
て、いいという人と、そうではないと
いう人に答えが分かれまして、私は
CETP阻害はいいという立場ですから、
多少バイアスがかかっているかもしれ
ません。１つ目のトラセトロビクは
CETPを阻害して、HDLコレステロー
ルは70％ぐらい上がったのですけれど
も、血圧が上昇するということがあっ
て、どうもそれが結果を悪い方向に傾
けたのではないか。
　最近発表された報告でも心血管疾患
抑制効果は示されませんでした。この
試験ではダルセトラヒブという比較的
マイルドなCETP阻害薬が使われまし
た。現在残っている２剤は、HDLコレ
ステロールを２倍、あるいはそれ以上
にして、LDLコレステロールも３割前
後は下げます。また、Lp（a）も下げる
ということですので、まだ希望は持て
ると思っています。
　中村　REVEAL試験なども始まりだ
したわけですね。
　池脇　強力なCETP阻害作用をもつ
アナセトラピグを使ったPhaseⅡ試験
では、イベント数が少ないと報告され
ましたので、今進行中のPhaseⅢ試験
の結果に期待したいところです。
　中村　ジェネティックなアプローチ
をしてHDLコレステロールを上げても
意味がないよという、ハーバードの人

たちの集計がありますね。あの辺はど
うですか。
　池 脇　mendelian randomization 
studyという新しい手法で、SNPでも
ともとHDLコレステロールが低い人、
高い人で、イベントに影響しているか
どうかを見ると、HDLのSNPではほと
んど影響がなくて、LDLのSNPは予想
どおり差があったということです。た
だ、あのときに見たSNPは、内皮リパ
ーゼ（endothelial lipase）というもの
でして、HDL代謝での役割がはっきり
しないものでした。CETPですとか、
肝性リパーゼですとか、そういったも
ののSNPでの検討が必要だと思います。
　中村　CETP阻害のスニップ、CETP
のスニップを見ていました。それだけ
はポジティブに出ている。HDLに絡む
スニップを全部集計してしまっている
のです。それだから、HDLの上がりも
そう大したことはない。
　池脇　この研究はけっこうなインパ
クトがあって、HDLが善玉であるとい
うことを。
　中村　妨害してしまった。
　池脇　そうですね。しかし、HDLの
創薬に関してはまだ幾つか残っていま
すので、何とかそれでいい結果が出れ
ばいいかなと思います。
　中村　僕は、個人的にですけれども、
エビデンスがそろっているのがMEGA 
studyのサブ解析で、今度の循環器学
会でプレナリーで話すのですが、やは
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りHDLにもターゲットがあって、60㎎/
㎗を超えなければ意味がないのではな
いか。といって、120㎎/㎗以上にする
とdis functionalなものも出てくるよう
な気もして。
　池脇　そのあたりはなかなか難しい
ところですが、先生のMEGA studyは
CTTの低リスクの方の解析が最近出て、

むしろ低リスクの人でスタチンが有効
だということですので、まさにMEGA 
studyが非常に重要なデータを出した。
　中村　日本人が本当に低リスクかど
うかは別としてね。きょうはいろいろ
問題点が、将来に残っているというこ
とでお話をいただきました。ありがと
うございました。

　Evidence of a causal relationship between adiponectin levels and 
insulin sensitivity : a mendelian randomization study.
　Gao H, Fall T, van Dam RM, Flyvbjerg A, Zethelius B, Ingelsson E, 
Hägg S
　Diabetes. 62 (4) : 1338〜1344, 2013

　観察研究によると脂肪細胞分泌蛋白のアディポネクチンはインスリン感受性と
関連する。本研究では、メンデルの無作為化アプローチを用いてこの関連に因 
果関係があるかどうかを評価した。Uppsala Longitudinal Study of Adult Men
（ULSAM）に参加した71歳のスウェーデン人男性のサンプルを用いて、インス
リン感受性（M/I比）を正血糖インスリンクランプによって測定した。インスリ
ン感受性に及ぼすアディポネクチンの因果関係の可能性を検討するために、操作
変数法（IVs）としてADIPOQ遺伝子座における３つの遺伝子多型を用い、従来
の線形回帰の結果と比較した。
　３つのADIPOQ多型のrs17300539、rs3774261、rs6444175は血清アディポネク
チン濃度と強く相関し（すべてP≦5.3×10－9）、また予想通りM/I比と有意に相関
した（すべてP≦0.022）。遺伝的に規定されたアディポネクチンはインスリン感受
性を増加させることが（β＝0.47～0.81、すべてP≦0.014）IV解析によって確認さ
れ、観察研究による予想と一致した（β＝0.50、すべてP difference≧0.136）。BMI
とウエスト周囲径の補正によって、遺伝的に規定されたアディポネクチン濃度と
観察されたアディポネクチン濃度の両者と、インスリン感受性の関連を部分的に
説明できた。アディポネクチン濃度の増加とインスリン感受性の増加の観察的相
関は、一部減量によって仲介される因果関係を示していると考えられる。

糖尿病シリーズ（467）

NTT東日本東北病院副院長

佐　藤　　譲
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第57巻７月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、10篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「脂質異常症の最新情報」シリーズの最終
回として、５篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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