γGTPの上昇
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γGTPの上昇についてご教示ください。
１．γGTPが40〜60台程度の軽度上昇、HBSAg（−）
、HCVA６（−）
、アル
コール歴なし、太っておらず、TG正常で、エコーで脂肪肝は明らかでは
ない。このような場合、NASHを疑って全員に生検をすすめるべきなのか。
２．アルコールは、缶ビール（350㎖）１本程度の飲酒でも、γGTPが300〜
400に上昇する方には、やはり禁酒をすすめるべきなのか。
＜富山県勤務医＞

池脇 γGTPイコールアルコール
という印象があるのですけれども、ア

の発症とともにγGTP値も高いという
方が、かなり増えてきている印象があ

ルコール依存性あるいは非依存性のγ
GTPの上昇に関しての質問です。最近

ります。飲酒歴がなくてもγGTP値が
高値となる患者さんはかなり多いと思

は人間ドックで脂肪肝を指摘される方
がけっこう増えていると聞きますけれ
ども、どうなのでしょうか。

います。
池脇 私は産業医もやっているので、
健診の異常値を判定しなければいけま

上竹 先生がおっしゃるように、γ
GTPといえばアルコールというイメー

せん。アルコール多飲でγGTPが高い
という方に関しては、アルコールの介

ジが皆さんには強いと思います。食生
活が欧米化してきたことや晩婚の方も
増えてきており、独身の方の場合、ど
うしても外食が多くなるなど、アルコ

入ということでストレートですが、そ
こそこ節酒しているけれども、γGTP
が300〜400という方の場合に、完全に
お酒を断てというべきなのかどうか。

ールを飲んでいらっしゃらない方でも、 ちょっとかわいそうな気がするのです
そういった食事の影響で肥満や糖尿病
けれども、これはどう指導するのでし
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ょう。
上竹 γGTPが300〜400という方の
場合、少量のアルコールだけでこれだ
け上がっているという可能性以外の疾
患も考えなければいけないと思います。
もちろん、少量でもγGTP値が高くな
る方がいらっしゃいますが、ご質問の
ように１日、缶ビール350㎖１本のみ
の摂取ですと、アルコールだけの影響
ではないということも十分考えられま
す。
ただ、初診時にこういった数値でい
らした方に関しましては、まず１〜２
カ月間、お酒をやめていただいて再検
査をすすめるようにしております。ア
ルコールが原因のγGTP値上昇であれ
ば、一定期間の断酒後にγGTP値は比
較的速やかに低下するはずです。低下
しない場合は、アルコール以外の原因
についての精査が必要になります。ま
た、アルコール以外によるγGTP値の
上昇であれば、缶ビール350㎖程度の
飲酒では数値の上昇にはあまり影響し

考えなければいけないということです
が、具体的にはどういうことを考えて、
どういう検査が必要でしょうか。
上竹 もちろん、いろいろな疾患が
あります。例えば、慢性肝炎を発症す
るB型肝炎やC型肝炎などのウイルス感
染の場合は、血液検査と同時にエコー
などの画像検査を行い、肝細胞がんの
発症がないかどうかの確認も必要です。
また薬剤の服薬歴、抗痙攣薬ですとか
ステロイド剤ですとか、そういったも
のを服用していないかといった問診も
必要です。また、脂肪肝で300〜400と
いう方も多くはありませんが、目にす
ることもありますし、様々な原因を考
えなければいけないと思います。
池脇 服薬歴、ウイルス性肝炎、そ
してこれは画像診断になりますけれど
も、重度の脂肪肝がないかどうか。そ
ういったものをチェックしたうえで、
場合によっては数カ月の禁酒を指示し
て値をみていくということになります

ないと思います。ただ、γGTPが高い
場合は連日の飲酒は控えられたほうが
よいですね。もちろん完全にやめたほ
うがいいとおっしゃる先生も多数いら

ね。
上竹 そうですね。また、γGTP以
外に、AST、ALTなども健診で必ずチ
ェックしますが、ウイルス性肝炎など
では上昇していると思います。もちろ

っしゃると思うのですが、私の場合は
現実的なことを考えまして、付き合い
程度の飲酒で抑えられるのであればと
いう条件で許可する場合もあります。
池脇 ビール350㎖程度でγGTPが
300〜400に上がる場合、ほかのことも

んアルコールでAST、ALT値が上昇す
ることも多いので、アルコールを飲ん
でいる方に関しましては、基本的には
初診時に、断酒していただくというの
がよいと思います。
池脇 もう一つの質問は、基本的に
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アルコールを飲まれない。ウイルス性
肝炎陰性、肥満もなく、中性脂肪も正
常、エコーでも脂肪肝がない。γGTP

といわれる疾患が急増しています。こ
の疾患は肥満や糖尿病、高脂血症を合
併していることが多いです。NASHを

がどのくらいかというと、40〜60台と
いうことですから、軽度の上昇。こう
いうものに関して、検査も含めてどう

疑うときは飲酒歴がなく、エコーで脂
肪肝を認める患者さんになりますが、
ご質問の症例のように肥満もなく、エ
コーで脂肪肝が確認されない場合でも

進めていくのか。これはどうでしょう
か。
上竹 γGTP40〜60台ですと健診や
人間ドックでも多くみられる数値です。
施設によって基準値に多少の差がある
と思いますが、男性の場合、γGTPは
70以下は正常値と判定されるところが
多いです。女性の場合は基準値が男性
より低めで30〜40以下に設定されてい
るのが一般的であるため、40〜60です
と軽度高値と判定されると思います。
ご質問にありました飲酒歴なし、ウ
イルス性肝疾患なし、肥満もなくエコ
ーでも脂肪肝のない方で、40〜60台の
γGTP軽度高値である場合には、まず
原発性胆汁性肝硬変といった自己免疫
性肝疾患の可能性を考えて血液検査を
行っておいたほうがよいと思います。
この疾患は男女比１：10と女性に圧倒

肝生検を行うと病理組織所見でNASH
と診断される可能性もないとはいえな
いので生検を行ってみるのはよいと思
います。
ただ、肝機能検査でどの程度の数値
で肝生検まで行う必要があるかの判断
を下すのは意見の分かれるところです。
私の場合、γGTP値だけで判断するわ
けではなく、先ほども述べましたとお
り、その他のAST、ALT値の上昇など
も併せて検討します。γGTP値だけで
みた場合、100以下なら明らかな原因
がない場合は食事制限等で経過観察と
することが多いのですが、100以上さ
らに200、300といった数値が続くよう
な場合は生検をおすすめしていますの
で、ご開業の先生方もその時点で紹介

的に多い疾患であり、γGTPの他に
ALP値の上昇もみられることが多く確
認が必要です。また、抗ミトコンドリ
ア抗体が陽性であること、血清IgM値
の上昇などが診断の手がかりとなりま

していただけるとよろしいのではない
かと思います。
池脇 NASHは将来、肝硬変に進展
しますから、いかにNASHを拾い上げ
るかということに関しては、γGTP
の値でいうと100以上で考える。当然

す。
また、最近報道でも話題になってい
る非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）

γGTPだけではなくて、ほかのALT、
AST、そういったものも総合してとい
うことになりますか。
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患も考えなければいけないと思います。
もちろん、少量でもγGTP値が高くな
る方がいらっしゃいますが、ご質問の
ように１日、缶ビール350㎖１本のみ
の摂取ですと、アルコールだけの影響
ではないということも十分考えられま
す。
ただ、初診時にこういった数値でい
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査をすすめるようにしております。ア
ルコールが原因のγGTP値上昇であれ
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た、アルコール以外によるγGTP値の
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どういう検査が必要でしょうか。
上竹 もちろん、いろいろな疾患が
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などの画像検査を行い、肝細胞がんの
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必要です。また、脂肪肝で300〜400と
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してこれは画像診断になりますけれど
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ういったものをチェックしたうえで、
場合によっては数カ月の禁酒を指示し
て値をみていくということになります

ないと思います。ただ、γGTPが高い
場合は連日の飲酒は控えられたほうが
よいですね。もちろん完全にやめたほ
うがいいとおっしゃる先生も多数いら

ね。
上竹 そうですね。また、γGTP以
外に、AST、ALTなども健診で必ずチ
ェックしますが、ウイルス性肝炎など
では上昇していると思います。もちろ

っしゃると思うのですが、私の場合は
現実的なことを考えまして、付き合い
程度の飲酒で抑えられるのであればと
いう条件で許可する場合もあります。
池脇 ビール350㎖程度でγGTPが
300〜400に上がる場合、ほかのことも
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表

血清γGTPが異常値を示す疾患

１．γGTPが上昇する疾患 γGTP値（IU/L）
50〜1,500
・アルコール性肝障害
・肝内胆汁うっ滞（薬剤、
100〜1,000
ウイルス性肝炎）
・肝外胆汁うっ滞（閉塞
100〜1,000
性黄疸）
100〜1,000
・胆管細胞がん
50〜1,000
・転移性肝がん
50〜1,000
・副腎皮質ホルモン
50〜1,000
・抗てんかん薬
100〜600
・原発性胆汁性肝硬変
50〜500
・肝細胞がん
30〜300
・慢性肝炎・肝硬変
・非アルコール性脂肪性
30〜300
肝炎（NASH）
100〜3,000
・家族性高γGTP血症
・その他
２．γGTPが低下する疾患
・妊娠
・経口避妊薬の服用
・先天性γGTP欠損症

うのは、放置すると肝硬変に進展し、
さらには肝がんを発症することがある
病気です。また、２型糖尿病の合併で

けれども、
「運動は」と聞くと、
「あま
り運動はしていません」という方が多
いです。年齢とともに筋力も低下し、

目安としたらよいと思います。
池脇 肝臓においても食事と運動が
大事だということですね。

発がんのリスクが高まるということも
いわれてきています。γGTPが100前
後だからといって軽視はしないほうが

基礎代謝が落ちることで、肥満になる
傾向が出てくると思います。運動は歩
行、ランニング、水泳などが効果的で

上竹 そうですね。非常に大事なこ
とと思います。
池脇 どうもありがとうございまし

いいことは確かです。
池脇 一つ確認ですけれども、NASH
の方でエコーをやって脂肪肝が明らか
でないというケースもあるのですか。
上竹 NASHはNAFLD（非アルコ

す。歩くのであれば１日7,000歩以上を

た。

ール性脂肪性肝疾患）という疾患概念
の中の進行した病型です。NAFLDの
診断には画像検査で脂肪肝の診断が必
要です。先程も触れましたが、NASH
の患者さんもエコーなどの画像検査で
脂肪肝と診断される方たちで、さらに
肝生検を行い病理診断で確定すること
になります。ただNASHが進行した病
態では画像や組織検査でも脂肪沈着が
確認できないこともあります。
池脇 一般的にこういう患者さんを
多くの先生方が日常診ておられると思
うのですけれども、薬以外で、生活習
慣を含めた指導を簡単に教えてくださ

池脇 やはり検査のリスクもありま
すしね。
上竹 そうですね。肝生検は患者さ
んも聞き慣れない検査であり、肝臓に
針を刺して組織を採取すると説明して
も、初めはすぐに同意していただけな
いことも多々あります。先生が先ほど
おっしゃいましたように、NASHとい

い。
上竹 基本になるのは食生活だと思
います。細かい食事指導までできれば、
そういった指導をしていただくという
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ことが大事だと思います。また現代社
会においては運動をする機会が少なく、
どうしても運動不足の方が多いと思い
ます。皆さん、食事は気をつけている
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白先でどうなりますか
ヒント（粘りです）

詰碁さろん

上竹 そうですね。AST、ALTが、
軽度上昇しているような方も多いです
ので、全員の方に対して肝生検を行え
ていないのが現状です。
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ール性脂肪性肝疾患）という疾患概念
の中の進行した病型です。NAFLDの
診断には画像検査で脂肪肝の診断が必
要です。先程も触れましたが、NASH
の患者さんもエコーなどの画像検査で
脂肪肝と診断される方たちで、さらに
肝生検を行い病理診断で確定すること
になります。ただNASHが進行した病
態では画像や組織検査でも脂肪沈着が
確認できないこともあります。

上竹 そうですね。AST、ALTが、
軽度上昇しているような方も多いです
ので、全員の方に対して肝生検を行え
ていないのが現状です。

池脇 一般的にこういう患者さんを
多くの先生方が日常診ておられると思
うのですけれども、薬以外で、生活習
慣を含めた指導を簡単に教えてくださ

池脇 やはり検査のリスクもありま
すしね。
上竹 そうですね。肝生検は患者さ
んも聞き慣れない検査であり、肝臓に
針を刺して組織を採取すると説明して
も、初めはすぐに同意していただけな
いことも多々あります。先生が先ほど
おっしゃいましたように、NASHとい

い。
上竹 基本になるのは食生活だと思
います。細かい食事指導までできれば、
そういった指導をしていただくという

4（324）

1405本文.indd 4-5

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ことが大事だと思います。また現代社
会においては運動をする機会が少なく、
どうしても運動不足の方が多いと思い
ます。皆さん、食事は気をつけている
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本態性血小板血症

東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学教授

矢

冨

（聞き手

裕

山内俊一）

本態性血小板血症の患者さんが紹介されてきました。
82歳の女性で、体重が36.5㎏の小柄な人です。すでに、ハイドレア500で治
療中です。経過もよく、訴えもなく、WBC 8,400、赤血球426万、Hb 13.7、血
小板41.8万、GOT 23、GPT 15、γ-GTP 19、クレアチニン0.65、UA 7.5、HbA1c
5.2％と他には異常はありませんでした。私は、ハイドレアの使用経験がありま
せん。どのようなことに注意し、ハイドレアの用量調節をどのようにするのが
よいのかご教示ください。
＜匿名＞

山内 矢冨先生、まず、本態性血小
板血症について、そもそもどういった
疾患なのかといったあたりから簡単に

ども、最近この疾患の本体にかかわる
ような発見がありました。トロンボポ
エチンという血小板数を増やす増殖因

解説願いたいのですが。
矢冨 日常診療で血小板増多の患者
さんは多くいますけれども、大部分は

子があるのですけれども、そのトロン
ボポエチンの受容体を介するシグナル
に関係いたしますJAK２という蛋白質

感染だとか、腫瘍だとかを原因とする
二次性の血小板増多症です。本態性血
小板血症というのは、そういう血小板
増多の原因となりうる基礎疾患がなく
て、骨髄において腫瘍性に血小板が産

チロシンリン酸化酵素の変異が約半分
の本態性血小板血症の患者さんに認め
られ、トロンボポエチンのシグナル伝
達が異常に亢進してこの病気がもたら
されるということがわかってきていま

生されるような疾患です。
以前はそういった二次性の血小板増
多症の除外診断が主でありましたけれ

す。
ですから、この病気はそういった腫
瘍性の自律性の血小板増加であって、
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二次性の血小板増加ではないという理
解が正しいかと思います。
山内 疾患名に本態性という言葉が
くっついていますと、何となく予後の
いい良性かなというイメージがあるの
ですが、このあたりはいかがなのでし
ょうか。
矢冨 本態性というのは、要するに
原因が不明ということで、以前、今の
ように本当の意味での病態メカニズム
がわからなかったころに、二次性の血
小板増多に該当するような基礎疾患が
ない、それでも血小板が増えていると

るとみてよろしいのでしょうか。
矢冨 最近は健康診断で血小板数増
多が指摘されたということで紹介され
ることが多いです。関連した症状で受
診される場合には、肢端紅痛症といっ
て、指先がピリピリする症状で、スク
リーニング検査をしたら血小板増多が
見つかるというケースもあります。
山内 治療ですが、ハイドレアとい
うのが主軸の薬剤と考えていいのでし

いうことで、本態性という言葉が使わ
れていたと思います。

ょうか。
矢冨 そうですね。特に血小板数を
コントロールするという意味ではこの
ハイドレアという薬が中心になります。
ただ、一つ申し上げなければいけな

それから、何となく予後がいいので
はという、例えば本態性高血圧と似て
いるということでご質問いただいたの
だと思いますけれども、実際、この本
態性血小板血症の患者さんの予後は比
較的良好です。先ほど腫瘍性で血小板

うというのではなくて、100㎎以下の
低用量のアスピリンを使用することが
一般的です。もし血栓症を起こすリス
クが低い場合には、アスピリンだけで
も十分という場合が多々あります。

が増加すると申し上げましたけれども、
ハイドレア等で血小板数をコントロー

逆に血栓症のリスクが高い場合、具
体的には、年齢が60歳以上、過去に血

ルすれば、通常の生活が可能です。
山内 ちなみに、薬がなかった時代、
放置しておいたら、どのぐらいまで血

栓症・出血を経験されているなどです
けれども、そういった患者さんに関し
ては、アスピリンに加えて、ハイドレ
アによって血小板数を少なくとも60万
未満にするということになっています。
ですから、この患者さんの場合は、

小板は増えたのでしょうか。
矢冨 ちょっと私もそれに関しては
はっきりとしたことは申し上げられま
せんが、私の経験では、初診時、血小
板数が200万前後という患者さんは何
度か経験しております。
山内 基本的には健康診断で見つか
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

いことは、普通はまずハイドレアを使

82歳の患者さんですので、ハイドレア
を使うというのは的確ではあるのです
けれども、もし出血症状がなくて、禁
忌もなければ、アスピリンも併用した
（327）7
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本態性血小板血症

東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学教授

矢

冨

（聞き手

裕

山内俊一）

本態性血小板血症の患者さんが紹介されてきました。
82歳の女性で、体重が36.5㎏の小柄な人です。すでに、ハイドレア500で治
療中です。経過もよく、訴えもなく、WBC 8,400、赤血球426万、Hb 13.7、血
小板41.8万、GOT 23、GPT 15、γ-GTP 19、クレアチニン0.65、UA 7.5、HbA1c
5.2％と他には異常はありませんでした。私は、ハイドレアの使用経験がありま
せん。どのようなことに注意し、ハイドレアの用量調節をどのようにするのが
よいのかご教示ください。
＜匿名＞

山内 矢冨先生、まず、本態性血小
板血症について、そもそもどういった
疾患なのかといったあたりから簡単に

ども、最近この疾患の本体にかかわる
ような発見がありました。トロンボポ
エチンという血小板数を増やす増殖因

解説願いたいのですが。
矢冨 日常診療で血小板増多の患者
さんは多くいますけれども、大部分は

子があるのですけれども、そのトロン
ボポエチンの受容体を介するシグナル
に関係いたしますJAK２という蛋白質

感染だとか、腫瘍だとかを原因とする
二次性の血小板増多症です。本態性血
小板血症というのは、そういう血小板
増多の原因となりうる基礎疾患がなく
て、骨髄において腫瘍性に血小板が産

チロシンリン酸化酵素の変異が約半分
の本態性血小板血症の患者さんに認め
られ、トロンボポエチンのシグナル伝
達が異常に亢進してこの病気がもたら
されるということがわかってきていま

生されるような疾患です。
以前はそういった二次性の血小板増
多症の除外診断が主でありましたけれ

す。
ですから、この病気はそういった腫
瘍性の自律性の血小板増加であって、
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二次性の血小板増加ではないという理
解が正しいかと思います。
山内 疾患名に本態性という言葉が
くっついていますと、何となく予後の
いい良性かなというイメージがあるの
ですが、このあたりはいかがなのでし
ょうか。
矢冨 本態性というのは、要するに
原因が不明ということで、以前、今の
ように本当の意味での病態メカニズム
がわからなかったころに、二次性の血
小板増多に該当するような基礎疾患が
ない、それでも血小板が増えていると

るとみてよろしいのでしょうか。
矢冨 最近は健康診断で血小板数増
多が指摘されたということで紹介され
ることが多いです。関連した症状で受
診される場合には、肢端紅痛症といっ
て、指先がピリピリする症状で、スク
リーニング検査をしたら血小板増多が
見つかるというケースもあります。
山内 治療ですが、ハイドレアとい
うのが主軸の薬剤と考えていいのでし

いうことで、本態性という言葉が使わ
れていたと思います。

ょうか。
矢冨 そうですね。特に血小板数を
コントロールするという意味ではこの
ハイドレアという薬が中心になります。
ただ、一つ申し上げなければいけな

それから、何となく予後がいいので
はという、例えば本態性高血圧と似て
いるということでご質問いただいたの
だと思いますけれども、実際、この本
態性血小板血症の患者さんの予後は比
較的良好です。先ほど腫瘍性で血小板

うというのではなくて、100㎎以下の
低用量のアスピリンを使用することが
一般的です。もし血栓症を起こすリス
クが低い場合には、アスピリンだけで
も十分という場合が多々あります。

が増加すると申し上げましたけれども、
ハイドレア等で血小板数をコントロー

逆に血栓症のリスクが高い場合、具
体的には、年齢が60歳以上、過去に血

ルすれば、通常の生活が可能です。
山内 ちなみに、薬がなかった時代、
放置しておいたら、どのぐらいまで血

栓症・出血を経験されているなどです
けれども、そういった患者さんに関し
ては、アスピリンに加えて、ハイドレ
アによって血小板数を少なくとも60万
未満にするということになっています。
ですから、この患者さんの場合は、

小板は増えたのでしょうか。
矢冨 ちょっと私もそれに関しては
はっきりとしたことは申し上げられま
せんが、私の経験では、初診時、血小
板数が200万前後という患者さんは何
度か経験しております。
山内 基本的には健康診断で見つか
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

いことは、普通はまずハイドレアを使

82歳の患者さんですので、ハイドレア
を使うというのは的確ではあるのです
けれども、もし出血症状がなくて、禁
忌もなければ、アスピリンも併用した
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ほうがよいと思われます。
山内 次にご質問のハイドレアに移
りますが、この薬剤は細胞の増殖を抑
えるメカニズムの薬剤とみていいわけ
ですね。
矢冨 そうですね。一種の抗がん剤
と申し上げてさしつかえないと思いま
す。
山内 私どもの印象では、これは白
血病の薬かなという感じもあるのです
が、血小板が多い疾患に使うというの
は、これは前からあるのでしょうか。
矢冨 はい、あります。昔はブスル
ファンという薬もよく使われていたの
ですけれども、現在では従来のブスル
ファンよりもこのハイドレア、一般名
ではハイドロキシウレア（ヒドロキシ
カルバミド）ですけれども、こちらを
使ったほうが治療成績がいいという理
解となっています。
山内 ほかの血液疾患でこの薬剤が
使われるものとしては、どういったも
のがあるのでしょうか。
矢冨 本態性血小板血症や真性赤血
球増加症、さらには慢性骨髄性白血病
などを含めて、骨髄増殖性腫瘍という
カテゴリーがありますけれども、それ
らにはこのハイドレアという薬はよく
使います。ただ、慢性骨髄性白血病に
関しては、今ではさらに良い薬があり、
ハイドレアは使用されなくなっていま
す。
山内

少なくともこの本態性血小板
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血症に関しては著効を呈すと考えてい
いのですか。
矢冨 そうですね。血小板数が良好
にコントロールできることが多いです。
山内 具体的な用法や用量について
ですが、最初に大量使用から入るので
しょうか、それとも少量から少しずつ
上げていくものなのでしょうか。
矢冨 本態性血小板血症の場合には
少量からスタートすることが多いです。
具体的には１カプセル500㎎からスタ
ートして、血小板数をチェックします。
１カプセルで足りない場合には、少し
ずつ増量します。特に、治療開始間も
なくの場合には１〜２カプセル程度で
コントロールできる場合が多いと思い
ます。
山内

次に薬の量の調節ですが、こ

れは血小板の数をみながらの調節と考
えていいのでしょうか。
矢冨 そうですね。血小板数をみな
がら調節するということでいいと思い
ます。具体的には60万未満が一つの目
標になると思います。40万未満にした
ほうがいいという理解もありますけれ
ども、40万以下に保とうとしますと、
白血球、赤血球などが減り過ぎる場合

が一般的であります。
山内 三者のバランスを見ながらと
いうことになってくるわけですね。
矢冨 全くそのとおりです。

のか、これはいかがでしょう。
矢冨 一般的には、一度スタートし
た場合にはほぼ永続的に続けることが

に１回お越しいただいて、通常は診察
前検査で血算等の検査をさせていただ

ほど多くありませんけれども、重大性
ということで間質性肺炎は頭に入れて

いて、それでその日の血小板、さらに
は白血球、赤血球の数などを見ながら
薬の量を調整するということが一般的
です。
山内 ちなみに、白血球が低下して
きた場合、この程度だったら大丈夫だ

おいたほうがいいと思います。あとは、

ほとんどです。ですから、１カ月、２
カ月使ったら血小板がコントロールで
山内 だいたい１カ月ぐらいのイン
ターバルで見ていくということですね。 きたので中止できるとか、そういうこ
とはほとんどありません。
矢冨 そうですね。もちろん、治療
山内 副作用の問題として、何か注
開始直後は場合によっては１カ月未満
意点はありますか。
で再診していただくこともあると思い
矢冨 骨髄抑制以外の副作用はそれ
ますけれども、だいたい普通は１カ月

ろうという目安としてはどのぐらいの
ものなのでしょう。
矢冨 ちょっと難しいところもある
のですけれども、やはり2,500ぐらいは
普通はあったほうが、外来ですので、
安心かと思います。最終的には血小板
の数とのバランスということになるか
と思います。
山内

あと、いつぐらいまで続ける

この薬は比較的皮膚のほうに副作用が
出ることが多くて、皮膚の潰瘍だとか、
色素沈着なども認めることがあります
し、これも頻度的には非常に少ないの
ですけれども、皮膚がんなども注意す
る必要がありますし、実際、私も経験
があります。
山内 非常にいい薬で、注意深く使
えば著効を呈すると考えていいのです
ね。
矢冨
です。
山内
た。

そうですね。ご理解のとおり
どうもありがとうございまし

もありますので、必ずしも40万未満に
しなければいけないということではな
いと思います。ですから、今申し上げ
ましたように、血小板の数を確認しつ
つ、その一方、白血球とか赤血球が減
り過ぎないように量を決めるというの
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ほうがよいと思われます。
山内 次にご質問のハイドレアに移
りますが、この薬剤は細胞の増殖を抑
えるメカニズムの薬剤とみていいわけ
ですね。
矢冨 そうですね。一種の抗がん剤
と申し上げてさしつかえないと思いま
す。
山内 私どもの印象では、これは白
血病の薬かなという感じもあるのです
が、血小板が多い疾患に使うというの
は、これは前からあるのでしょうか。
矢冨 はい、あります。昔はブスル
ファンという薬もよく使われていたの
ですけれども、現在では従来のブスル
ファンよりもこのハイドレア、一般名
ではハイドロキシウレア（ヒドロキシ
カルバミド）ですけれども、こちらを
使ったほうが治療成績がいいという理
解となっています。
山内 ほかの血液疾患でこの薬剤が
使われるものとしては、どういったも
のがあるのでしょうか。
矢冨 本態性血小板血症や真性赤血
球増加症、さらには慢性骨髄性白血病
などを含めて、骨髄増殖性腫瘍という
カテゴリーがありますけれども、それ
らにはこのハイドレアという薬はよく
使います。ただ、慢性骨髄性白血病に
関しては、今ではさらに良い薬があり、
ハイドレアは使用されなくなっていま
す。
山内

少なくともこの本態性血小板
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血症に関しては著効を呈すと考えてい
いのですか。
矢冨 そうですね。血小板数が良好
にコントロールできることが多いです。
山内 具体的な用法や用量について
ですが、最初に大量使用から入るので
しょうか、それとも少量から少しずつ
上げていくものなのでしょうか。
矢冨 本態性血小板血症の場合には
少量からスタートすることが多いです。
具体的には１カプセル500㎎からスタ
ートして、血小板数をチェックします。
１カプセルで足りない場合には、少し
ずつ増量します。特に、治療開始間も
なくの場合には１〜２カプセル程度で
コントロールできる場合が多いと思い
ます。
山内

次に薬の量の調節ですが、こ

れは血小板の数をみながらの調節と考
えていいのでしょうか。
矢冨 そうですね。血小板数をみな
がら調節するということでいいと思い
ます。具体的には60万未満が一つの目
標になると思います。40万未満にした
ほうがいいという理解もありますけれ
ども、40万以下に保とうとしますと、
白血球、赤血球などが減り過ぎる場合

が一般的であります。
山内 三者のバランスを見ながらと
いうことになってくるわけですね。
矢冨 全くそのとおりです。

のか、これはいかがでしょう。
矢冨 一般的には、一度スタートし
た場合にはほぼ永続的に続けることが

に１回お越しいただいて、通常は診察
前検査で血算等の検査をさせていただ

ほど多くありませんけれども、重大性
ということで間質性肺炎は頭に入れて

いて、それでその日の血小板、さらに
は白血球、赤血球の数などを見ながら
薬の量を調整するということが一般的
です。
山内 ちなみに、白血球が低下して
きた場合、この程度だったら大丈夫だ

おいたほうがいいと思います。あとは、

ほとんどです。ですから、１カ月、２
カ月使ったら血小板がコントロールで
山内 だいたい１カ月ぐらいのイン
ターバルで見ていくということですね。 きたので中止できるとか、そういうこ
とはほとんどありません。
矢冨 そうですね。もちろん、治療
山内 副作用の問題として、何か注
開始直後は場合によっては１カ月未満
意点はありますか。
で再診していただくこともあると思い
矢冨 骨髄抑制以外の副作用はそれ
ますけれども、だいたい普通は１カ月

ろうという目安としてはどのぐらいの
ものなのでしょう。
矢冨 ちょっと難しいところもある
のですけれども、やはり2,500ぐらいは
普通はあったほうが、外来ですので、
安心かと思います。最終的には血小板
の数とのバランスということになるか
と思います。
山内

あと、いつぐらいまで続ける

この薬は比較的皮膚のほうに副作用が
出ることが多くて、皮膚の潰瘍だとか、
色素沈着なども認めることがあります
し、これも頻度的には非常に少ないの
ですけれども、皮膚がんなども注意す
る必要がありますし、実際、私も経験
があります。
山内 非常にいい薬で、注意深く使
えば著効を呈すると考えていいのです
ね。
矢冨
です。
山内
た。

そうですね。ご理解のとおり
どうもありがとうございまし

もありますので、必ずしも40万未満に
しなければいけないということではな
いと思います。ですから、今申し上げ
ましたように、血小板の数を確認しつ
つ、その一方、白血球とか赤血球が減
り過ぎないように量を決めるというの
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間頻回なのは、ふくらはぎの筋の灌流

こむら返り

圧とか、あるいは細胞膜の電解質の移
動が横になったときに変化するのでは
ないかという話もあります。
山内 電解質にもいろいろあります
が、主因、主犯とみなされている電解
質となりますと何なのでしょうか。
宮本 治療の経験からいいますと、
ナトリウムチャンネルをブロック、神

獨協医科大学越谷病院神経内科教授

宮

本

（聞き手

智

之

山内俊一）

こむら返りについてご教示ください。

＜北海道開業医＞

山内 宮本先生、こむら返りという
のは、私も糖尿病を専攻している関係

となって病的な筋収縮が起こると推察
されています。そこで過剰な筋収縮が

でしばしば遭遇する訴えなので、なか
なか困ることも多いのです。まず神経
学的にいって、こむら返りの原因、あ
るいはメカニズムといったほうがいい
のかもしれませんけれども、このあた

起きて血流が阻害されて、筋の虚血を
起こしているので、痛みとか、そうい
うものを伴うということが推察されま
す。

りはどうなっているのでしょうか。
宮本 こむら返りは不随意に突然起
こる有痛性の骨格筋の収縮です。特に
ふくらはぎ（腓腹部）
、太もも（大腿の
伸筋・屈筋群）
、あるいは足の細かい
筋肉（足固有の筋）に多く生じます。
生理的なものもあるのですけれども、
特に、運動後とか運動中、あるいは一

山内 過剰な筋収縮に伴って血流障
害、これは当然電解質異常なども伴い
やすいと思われますので、そういった
あたりが全般的に来ているのだろうな
というところですね。先ほども少しお
話がありましたが、運動中に起こりや
すいというのは、よくサッカー選手な

どでも見られますね。ただ、一方で安
静睡眠中にも多いという、全く別の環
番多いのは睡眠中に生じることが多い
境でも起こりやすいというところがあ
ようです。
って、このあたりはわかりにくいとこ
先生がおっしゃったこむら返りの原
ろなのでしょうか。
因というか、メカニズムですけれども、
宮本 こむら返りの約７割の方は夜
運動ニューロンの過剰な興奮が引き金
間に経験するといわれていまして、夜
10（330）
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経の興奮を抑制するような作用がある
薬で抑えられることが知られています
ので、ナトリウムチャンネルの異常が
神経の興奮を起こしているのではない
かと推察されます。その他に、自己免
疫の病気で全身性のこむら返りを起こ

しょうか。
宮本 特に高齢者では女性に多いと
もいわれています。65歳以上の約６割
の患者さんに夜間こむら返りの経験が
あるということが報告されております。
山内 経験的には、毎日のように起
こすというと、病的といっていいのか
わかりませんが、少し注意したほうが
いいなという感じでしょうね。
宮本 そうですね。毎日起こる方は
予防が非常に問題になるかと思います。
山内 さて、実際に起こったときの
治療の話に移りますが、発作時はむろ
ん非常に痛みが激しいわけですが、こ
れは皆さんストレッチで瞬間に治るこ

すような神経の難病があるのですけれ
ども、そういったものはカリウムチャ
ンネルの異常も指摘されておりまして、
そういった特殊な病気もあります。
山内 ナトリウムに関してですが、

とが多いことをよくご存じです。ただ、
これはあくまで屈筋群のほうが侵され
たときだけで、ストレッチできないよ
うな筋肉でも起こることがありますね。
宮本 はい。

こむら返りを起こしやすい方に特に低
ナトリウム血症が目立つという、そこ

山内 こういった場合はどうやった
らいいのかということですが。
宮本 確かに大腿の屈筋群あるいは、

までのエビデンスはないとみてよいの
でしょうか。
宮本 原因の一つには低ナトリウム
血症の方で起きやすいということがあ
るのですけれども、こむら返り自身が
種々の疾患で起きまして、特に低ナト
リウム血症の方々に多いかというと、
そうでもないようです。
山内 こむら返りを一度も経験した
ことがないという方も珍しいと思われ
ますが、高齢者に多いとみてよいので
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ふくらはぎの筋収縮によって底屈状態
が持続した場合には、その筋肉を伸ば
すということが治療になると思うので
すけれども、例えば前脛骨筋などの下
腿の前のほうの筋肉がこむら返りする
場合もあると思うのです。そういった
場合はストレッチは非常に難しいので
はないかと思います。
山内 そういう場合は結局、そばに
薬剤を置いて、それでおさめるという
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神経の興奮を起こしているのではない
かと推察されます。その他に、自己免
疫の病気で全身性のこむら返りを起こ

しょうか。
宮本 特に高齢者では女性に多いと
もいわれています。65歳以上の約６割
の患者さんに夜間こむら返りの経験が
あるということが報告されております。
山内 経験的には、毎日のように起
こすというと、病的といっていいのか
わかりませんが、少し注意したほうが
いいなという感じでしょうね。
宮本 そうですね。毎日起こる方は
予防が非常に問題になるかと思います。
山内 さて、実際に起こったときの
治療の話に移りますが、発作時はむろ
ん非常に痛みが激しいわけですが、こ
れは皆さんストレッチで瞬間に治るこ

すような神経の難病があるのですけれ
ども、そういったものはカリウムチャ
ンネルの異常も指摘されておりまして、
そういった特殊な病気もあります。
山内 ナトリウムに関してですが、

とが多いことをよくご存じです。ただ、
これはあくまで屈筋群のほうが侵され
たときだけで、ストレッチできないよ
うな筋肉でも起こることがありますね。
宮本 はい。

こむら返りを起こしやすい方に特に低
ナトリウム血症が目立つという、そこ

山内 こういった場合はどうやった
らいいのかということですが。
宮本 確かに大腿の屈筋群あるいは、

までのエビデンスはないとみてよいの
でしょうか。
宮本 原因の一つには低ナトリウム
血症の方で起きやすいということがあ
るのですけれども、こむら返り自身が
種々の疾患で起きまして、特に低ナト
リウム血症の方々に多いかというと、
そうでもないようです。
山内 こむら返りを一度も経験した
ことがないという方も珍しいと思われ
ますが、高齢者に多いとみてよいので
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ふくらはぎの筋収縮によって底屈状態
が持続した場合には、その筋肉を伸ば
すということが治療になると思うので
すけれども、例えば前脛骨筋などの下
腿の前のほうの筋肉がこむら返りする
場合もあると思うのです。そういった
場合はストレッチは非常に難しいので
はないかと思います。
山内 そういう場合は結局、そばに
薬剤を置いて、それでおさめるという
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かたちになるのでしょうね。
宮本 対症的に過剰な興奮を抑える
ような薬物を用いるしかないのかなと
思います。
山内 具体的にはどういった薬剤を
用いていらっしゃいますか。
宮本 こむら返り自身にエビデンス
の高い薬というのは、実際、保険適用
上もないと思うのですけれども、ただ、
経験的にいろいろな薬が試されていま
す。一つは抗てんかん薬の一種を用い
たり、あるいは日本では漢方薬が使え
るので、経験的に漢方薬を使って急場
をしのぐということはされていると思
います。
山内 具体的に、抗てんかん薬もい
ろいろありますけれども、よく先生が
ご使用されるものとしてはどういった
ものがありますか。
宮本 実際、てんかんの患者さんに
対して用いる量ではないので、少ない
量なのですけれども、ただ、副作用も
あるので、比較的少ないものを選ぶ。
それは患者さんと相談しながらになる
のですけれども、例えば最近ですと、
ガバペンチンという薬を用いることが
ありますし、あるいはクロナゼパム、
カルバマゼピン、フェニトインといっ
て昔からの抗てんかん薬も効果がある
といわれています。
山内 それは起きてからということ
ですね。
宮本

こむら返りに対しての予防投
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与というのは、実際、多くはされてい
ないと思いますので、先ほど先生がお
っしゃったように、毎日起きるような
人に関してはそういった予防投与を行
うこともあるかもしれませんが、時折
経験する人に関しては、急場をしのぐ
ような頓挫療法というか、そういった
ことになると思います。
山内 漢方薬としてはどういった薬
が使われるのでしょう。
宮本 日本ではそういった治療選択
があるので、例えば芍薬甘草湯、五苓
散が比較的有名で使われていると思い
ます。
山内 これは１回分の頓服で出され
るものなのでしょうか。
宮本 そうです。こむら返りが発症
したときに芍薬甘草湯を頓服でのむ場
合もあるし、頻度の高い人は就寝前に
予防投与するというケースもあると思
います。
山内

ると思うのですけれども、妊婦さんに
はなかなか用いにくいと思います。妊
娠を契機に起きる原因としては、マグ
ネシウムとかカルシウムの低下という
ことが報告されていますので、強いエ
ビデンスはないのですけれども、少し
マグネシウムを投与すると妊婦さんの
こむら返りにはよいという報告もあり
ます。
山内 とりあえず夏場などですと、
脱水補正といったものもありますから、
特に日中を中心にして、スポーツドリ

水予防、夏場もそうですけれども、特
にこむら返りを繰り返す人は、夜間に
トイレに行くこともあるかもしれない
ですけれども、スポーツドリンクなど
を飲まれるといいと思います。
山内 夜起こすような方も、例えば
夏であれ、冬であれ、最近室内の暖冷
房がきいていますので、ああいったも
のなどで、思わぬところで足が非常に
冷えてきたとか、そういう機械的な刺
激が原因になっていることもありうる

よいでしょうか。
宮本 おっしゃるとおりだと思いま

とみてよいですね。
宮本 はい。温度管理も非常に重要
なことでありまして、先生がおっしゃ
ったように、足が冷えてしまうという
のも誘因の一つになりますので、温度

す。血液循環量、血漿の循環量も非常
に関連しているということがいわれて
いますので、日ごろからそういった脱

管理は非常に気にかけていいことだと
思います。
山内 ありがとうございました。

ンクなどで電解質を補うことも予防的
には意味があるのではないかと考えて

こむら返りは高齢者に多いの

ですが、片一方で有名なのが、妊婦さ
んがけっこう悩まされるケースもあり
ます。妊婦さんなどですと薬もなかな
か、今言ったようなあたりですと使い
づらいものも多いのでしょうね。
宮本 そうですね。
山内 安定剤的なものとか、筋弛緩
薬とか、そういったものはいかがなの
でしょう。
宮本 一般の高齢者では安定剤のよ
うな薬とか筋弛緩薬を用いる場合もあ
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宮本 実際、てんかんの患者さんに
対して用いる量ではないので、少ない
量なのですけれども、ただ、副作用も
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山内 とりあえず夏場などですと、
脱水補正といったものもありますから、
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なことでありまして、先生がおっしゃ
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いますので、日ごろからそういった脱
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ます。妊婦さんなどですと薬もなかな
か、今言ったようなあたりですと使い
づらいものも多いのでしょうね。
宮本 そうですね。
山内 安定剤的なものとか、筋弛緩
薬とか、そういったものはいかがなの
でしょう。
宮本 一般の高齢者では安定剤のよ
うな薬とか筋弛緩薬を用いる場合もあ
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今の時代、リストラ問題、介護の問題、 そういうことができるといいと思いま
子どもの問題、いろいろたくさんあり
す。
ますし、だんだん歳を取っていくとか、
山内 サポートとしては、誰にでも
不安を感じる原因というとキリがない
起こりうるものなのだということで、
あまり特殊なものではないということ
わけですが、考えてみたら、そういう

不安障害

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター長

と、非常に過剰に反応される方と分か
れるような感じもするのですが、持っ

と、あと長く続かないこと。これでよ
ろしいのでしょうか。
大野 それは２つあって、一つは強

ているものが何かあるのでしょうか。
大野 一つは生まれ育ちといいます
か、生まれながらに不安を感じやすい
タイプの人がいるといわれています。
３分の１ぐらいの方はそうだといわれ

い不安とか恐怖感というのは長く続か
ないのです。ですから、ちょっとそこ
は我慢してみようというふうにおっし
ゃっていただく。例えば、パニック発
作などは10分、15分でだんだん弱くな

山内 大野先生、不安障害という言
る、また来てみようと考えていただく。
葉もだいぶ市民権を得てきたというか、 すぐに解決はできない問題が多いので、
増えている病気の一つだと思われます
来ていただく中で少しずつ変わってい

ています。そういう方でずっとその気
質を持ち続ける方もいらっしゃいます
し、いろいろな経験をされる中で不安

っていくものですから、そこは少し我
慢していただくことが必要です。ただ、

が、治療といいますと、精神療法と薬
物療法が二大柱と考えてよろしいです
か。

くということを期待するのがいいと思
うのです。その意味では、安心できる
というのがまず第一だと思います。

大野 そう思います。
山内 まず順を追って、精神療法に
ついてですが、これにはピンからキリ
まであると思われます。非常に高次元
のものは専門医に任せるとして、一般

山内 患者さんの不安、恐怖、こう
いった感情に共感、共鳴する、そうい

に強くなる方もいらっしゃいます。先
生がおっしゃるように、感じやすい方
と、あまり感じない方がいらっしゃい
ます。
山内 そうしますと、感じやすい方

医家がそういった方が来た場合の対応
の仕方というところからおうかがいし

一方で不安というのは誰でも感じるも
ので、それが全くなくなることはない
のだということもどこかでわかってい
ただく必要があると思うのです。そう
しながら少しずつ、いわゆる心理教育

大

野

（聞き手

不安障害についてご教示ください。

たいのですが、まず原則はいかがなの
でしょうか。
大野 原則は、まず一つは患者さん
が安心できるようにするということで
す。不安障害の方は、すぐに不安を感
じるというか、緊張されます。ですか
ら、先生方にお会いになって安心でき
14（334）
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裕

山内俊一）

＜東京都勤務医＞

うパターンになってくるわけでしょう
か。
大野 そうですね。共感されながら、

といいますか、不安について少し説明
をしていただくようなことが入ってく
るといいのかなと思います。
山内 時代背景も当然あるわけで、
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ものにあまり反応しない、感じない方

に関しましては、それをどうやってそ
らしていくかというのも一つのテクニ
ックになってくるわけでしょうね。
大野 そうですね。うまく不安をそ
らすというのと、その中で少しずつ行
動しながら自信をつけていっていただ
くということが大事です。少しこうい
うこともしたらどうかと先生方がアド
バイスをしていただくとか、ご本人が
「これをしてみたいんだけど」とおっ
しゃって、これはいいなと思ったら、
ちょっと背中を押していただくとか、
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

その一方で、不安を全く感じなくなる
かというと、それはまたあり得ないこ
とで、先ほど先生がおっしゃったよう
に、いろいろ日常的な不安もあります。
不安を感じながら私たちは生活してい
るわけですから、そこは長い目で見な
がら付き合っていくことも必要だと、
そういう視点も大事です。
山内 いずれにしても、少し時間を
かけながらゆっくりと治療していくと
いうかたちになるということですね。
大野 そうですね。
山内 よく、頭の中を空っぽにした
ほうがいいとか、少し民間療法的なも
のがあるのかもしれませんが、こうい
ったものは対処法としていかがなんで
しょう。
大野 それは英語でいえばdistrac（335）15
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tionといって、気ぞらし療法というも
のがあるのです。ある不安にとらわれ
てしまうと、身動きがとれなくなるの
で、ちょっと別のことをして気持ちを
そらして、気持ちが落ち着いてからま
た問題に目を向けていくように進めて
いただくとよいと思います。それは治
療法としてあるのです。例えば、音楽
を聴くとか、運動をするとか、好きな
ことをするとかです。ただ、ちょっと
注意しないといけないのは、そこに入
り込みすぎてしまうと、今度はそこか
ら抜けられなくなるので、一応気ぞら
しをして、だけどきちんと問題には目
を向けていくということをどこかの時
点でしていただく。そのように大所高
所からみていただくということも必要
かなと思います。
山内 ある程度そういったものを見
据えながらちゃんと生きていくという
ところになるわけでしょうね。
大野 そうですね。
山内 先生ご専門の認知療法、これ
は少しレベルが高くなりますが、やは
り有効な例は出てくるのでしょうか。
大野 出てきます。そのときも、不
安を感じると行動できなくなってしま
う。足がすくんだり、回避したりする
ので、ちょっと思い切ってその中に足
を踏み入れてみよう。そうすると、考
えていたほどそんなひどいことは起こ
らないということがわかれば、そこで
少し考えが変わってこられるのです。
16（336）
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そして自信がでてくるようになります。
これが認知療法ないしは認知行動療法
の考え方なのです。
先生方も日常の臨床の中で「ちょっ
とやってみようよ」とおっしゃってい
ることが多いと思います。認知療法を
されているのです。
山内

さて、次に薬物療法に移りま

すが、まず基本的な考え方をおうかが
いしたいのですけれども。
大野 薬物療法ですが、基本的には
不安が強くていろいろなことに支障が
出ているときには薬をきちんと使って
いただくことが必要だと思います。薬
としては、抗不安薬ないしはSSRIなど
の抗うつ薬ということになります。
山内 今の基本的な考え方としては、
だいぶ抗うつ薬が入ってきているよう
ですが、このあたりはいかがなのでし
ょうか。
大野 抗うつ薬が主流になっていま
す。抗うつ薬というのは、うつの薬と
いうイメージが強いのですけれども、
SSRIなどはむしろ不安をやわらげる作
用があります。
「どうでもいいや」とい
う気持ちにさせる作用があると言う専
門家がいるほどです。そうした薬を使
って気持ちが楽になれば、一歩踏み出
すことができるようになります。
抗不安薬も、緊張でがちがちしてい
るのをちょっとリラックスさせて行動
につなげていくような使い方ができる
といいかなと思います。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

山内 両剤をうまく使い分けるとい
うところが一つの肝といいますか。
大野 そうですね。抗不安薬の場合
は効果が早いので、すぐに緊張をとる

に襲われて悩む、パニック障害という
のはかなり極端なケースですが、どう
でもいいという発想というのは、ある

とか不安をとるというときに役に立つ
のです。抗うつ薬というのは、ご存じ

意味、生体防御反応に近いとみてよろ
しいのでしょうか。
大野 そう思います。実際にやって

のように、効果が出るまで２週間、３
週間かかりますので、待っていられな
いのです。ですから、今先生がおっし
ゃったように、まず抗不安薬で不安を
とりながら、抗うつ薬も同時に使って

みると、本当に大きな問題はない。ど
うでもいいというものが非常に多いの
です。そういうものに非常にこだわっ
ていらっしゃるので、逆に現実を見る
と、どうでもいいと思えるようになる。

いく。その後、どちらかに収斂させて
いくことができるといいかなと思いま
す。

そういうことがあると思います。
山内 そういったものを薬を使いな

山内 抗不安薬に関して、依存性と
いう問題も出てくるわけですが、臨床
現場ですと、では減らしていこう、抜
こうとしても、患者さんはかなりがち
がちの状態で、なかなか抜けさせられ

がら、うまくアシストしていくわけで
すが、じっくりと腰を据えて、ゆっく
りゆっくりと話を続けていくというか、
診察も長期にわたるかもしれないけれ
ども、やっていくのがコツになります

か。
ないというときがあるのですけれども。
大野 そうですね。あまり早い成果
大野 そこは、その薬がどう役に立
を求めないということだと思います。
っているかという視点が大事だと思い
ます。薬をのんでいらっしゃって、ご
本人がきちんと活動できているようだ
ったら、やはりその薬は必要だと思い
ます。無理に減らす必要はないと思う
のです。ですから、薬を使うことがい
いか悪いかではなくて、薬を使ってど
うなっているかということをみていた
だくのが大事だと思います。
山内 先ほど先生のお話の中にキー
ワードで出てきた「どうでもいいや」
というのがありましたけれども、不安
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

じっくり腰を据えてやっていただくの
が大事だと思います。
山内 実際に、ピンからキリまでだ
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かなりよくなってくるというものは平
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大野 人によるのですけれども、場
合によっては何年とかかることもあり
ます。ただ、そういう方でも、来てい
ただきながら日常生活がきちんと回っ
ていくというふうになっていらっしゃ
（337）17

14/04/14 16:58

tionといって、気ぞらし療法というも
のがあるのです。ある不安にとらわれ
てしまうと、身動きがとれなくなるの
で、ちょっと別のことをして気持ちを
そらして、気持ちが落ち着いてからま
た問題に目を向けていくように進めて
いただくとよいと思います。それは治
療法としてあるのです。例えば、音楽
を聴くとか、運動をするとか、好きな
ことをするとかです。ただ、ちょっと
注意しないといけないのは、そこに入
り込みすぎてしまうと、今度はそこか
ら抜けられなくなるので、一応気ぞら
しをして、だけどきちんと問題には目
を向けていくということをどこかの時
点でしていただく。そのように大所高
所からみていただくということも必要
かなと思います。
山内 ある程度そういったものを見
据えながらちゃんと生きていくという
ところになるわけでしょうね。
大野 そうですね。
山内 先生ご専門の認知療法、これ
は少しレベルが高くなりますが、やは
り有効な例は出てくるのでしょうか。
大野 出てきます。そのときも、不
安を感じると行動できなくなってしま
う。足がすくんだり、回避したりする
ので、ちょっと思い切ってその中に足
を踏み入れてみよう。そうすると、考
えていたほどそんなひどいことは起こ
らないということがわかれば、そこで
少し考えが変わってこられるのです。
16（336）

1405本文.indd 16-17

そして自信がでてくるようになります。
これが認知療法ないしは認知行動療法
の考え方なのです。
先生方も日常の臨床の中で「ちょっ
とやってみようよ」とおっしゃってい
ることが多いと思います。認知療法を
されているのです。
山内

さて、次に薬物療法に移りま

すが、まず基本的な考え方をおうかが
いしたいのですけれども。
大野 薬物療法ですが、基本的には
不安が強くていろいろなことに支障が
出ているときには薬をきちんと使って
いただくことが必要だと思います。薬
としては、抗不安薬ないしはSSRIなど
の抗うつ薬ということになります。
山内 今の基本的な考え方としては、
だいぶ抗うつ薬が入ってきているよう
ですが、このあたりはいかがなのでし
ょうか。
大野 抗うつ薬が主流になっていま
す。抗うつ薬というのは、うつの薬と
いうイメージが強いのですけれども、
SSRIなどはむしろ不安をやわらげる作
用があります。
「どうでもいいや」とい
う気持ちにさせる作用があると言う専
門家がいるほどです。そうした薬を使
って気持ちが楽になれば、一歩踏み出
すことができるようになります。
抗不安薬も、緊張でがちがちしてい
るのをちょっとリラックスさせて行動
につなげていくような使い方ができる
といいかなと思います。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

山内 両剤をうまく使い分けるとい
うところが一つの肝といいますか。
大野 そうですね。抗不安薬の場合
は効果が早いので、すぐに緊張をとる

に襲われて悩む、パニック障害という
のはかなり極端なケースですが、どう
でもいいという発想というのは、ある

とか不安をとるというときに役に立つ
のです。抗うつ薬というのは、ご存じ

意味、生体防御反応に近いとみてよろ
しいのでしょうか。
大野 そう思います。実際にやって

のように、効果が出るまで２週間、３
週間かかりますので、待っていられな
いのです。ですから、今先生がおっし
ゃったように、まず抗不安薬で不安を
とりながら、抗うつ薬も同時に使って

みると、本当に大きな問題はない。ど
うでもいいというものが非常に多いの
です。そういうものに非常にこだわっ
ていらっしゃるので、逆に現実を見る
と、どうでもいいと思えるようになる。

いく。その後、どちらかに収斂させて
いくことができるといいかなと思いま
す。

そういうことがあると思います。
山内 そういったものを薬を使いな

山内 抗不安薬に関して、依存性と
いう問題も出てくるわけですが、臨床
現場ですと、では減らしていこう、抜
こうとしても、患者さんはかなりがち
がちの状態で、なかなか抜けさせられ

がら、うまくアシストしていくわけで
すが、じっくりと腰を据えて、ゆっく
りゆっくりと話を続けていくというか、
診察も長期にわたるかもしれないけれ
ども、やっていくのがコツになります

か。
ないというときがあるのですけれども。
大野 そうですね。あまり早い成果
大野 そこは、その薬がどう役に立
を求めないということだと思います。
っているかという視点が大事だと思い
ます。薬をのんでいらっしゃって、ご
本人がきちんと活動できているようだ
ったら、やはりその薬は必要だと思い
ます。無理に減らす必要はないと思う
のです。ですから、薬を使うことがい
いか悪いかではなくて、薬を使ってど
うなっているかということをみていた
だくのが大事だと思います。
山内 先ほど先生のお話の中にキー
ワードで出てきた「どうでもいいや」
というのがありましたけれども、不安
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

じっくり腰を据えてやっていただくの
が大事だと思います。
山内 実際に、ピンからキリまでだ
と思うのですが、先生のご経験ですと、
かなりよくなってくるというものは平
均してどのぐらいの年数がかかるもの
なのでしょうか。
大野 人によるのですけれども、場
合によっては何年とかかることもあり
ます。ただ、そういう方でも、来てい
ただきながら日常生活がきちんと回っ
ていくというふうになっていらっしゃ
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ると、それは来ていただくこと自体が
薬になっていると思いますので、それ
も大事だと思います。

ゃない」というのも大きなフィードバ
ックになるわけですね。
大野 全くそのとおりですね。

山内 言い換えますと、
「あなたは
ちゃんと仕事もそこそこできているじ

山内
た。

成人の食物アレルギー

どうもありがとうございまし
神奈川県立こども医療センター皮膚科部長

馬

場

（聞き手

直

子

池田志斈）

食物アレルギーは小児では多く、成人では少ないといわれていますが、最近
成人にも増えつつあります。成人には、即時型と遅発型がありますが
１．発症の原因やきっかけ
２．アレルギー食物の種類増加の予防法
３．症状の種類とその治療法（対症療法）
４．小児のように自然治癒はありうるか（その頻度）
についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

池田 まず発症の原因やきっかけは
どのようなものがあるのでしょうか。
馬場 従来、食物アレルギーは消化
管で食物抗原が吸収されることによっ
て感作が成立する、いわゆる消化管感
作が主体と考えられてきました。とこ
ろが、近年、新たな感作経路として皮
膚に注目が集まっています。
経皮感作による食物アレルギーとい
う概念が初めて明言化されたのは、乳
児アトピー性皮膚炎に合併する食物ア
レルギーの発症機序として、2008年に
英国の小児科医、ラック先生によって
提唱されたdual allergen exposure hy-
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pothesis（二重抗原曝露仮説）の中で
でした。この仮説が誕生した背景には、
アトピー性皮膚炎におけるフィラグリ
ン遺伝子変異の発見があります。フィ
ラグリン遺伝子変異による先天的な皮
膚バリア機能の障害は食物アレルギー
の経皮感作の可能性を示唆するものと
なりました。
さらに、食物の経皮感作の可能性を
臨床的に決定づけたのは、社会的な事
件として2009年以降に日本で急増した
加水分解小麦配合の石鹸を使用した人
に発症した小麦アレルギーでした。ほ
かにも、調理師や主婦など、手を酷使
（339）19
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ると、それは来ていただくこと自体が
薬になっていると思いますので、それ
も大事だと思います。

ゃない」というのも大きなフィードバ
ックになるわけですね。
大野 全くそのとおりですね。

山内 言い換えますと、
「あなたは
ちゃんと仕事もそこそこできているじ

山内
た。

成人の食物アレルギー

どうもありがとうございまし
神奈川県立こども医療センター皮膚科部長

馬

場

（聞き手

直

子

池田志斈）

食物アレルギーは小児では多く、成人では少ないといわれていますが、最近
成人にも増えつつあります。成人には、即時型と遅発型がありますが
１．発症の原因やきっかけ
２．アレルギー食物の種類増加の予防法
３．症状の種類とその治療法（対症療法）
４．小児のように自然治癒はありうるか（その頻度）
についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

詰碁解答
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池田 まず発症の原因やきっかけは
どのようなものがあるのでしょうか。
馬場 従来、食物アレルギーは消化
管で食物抗原が吸収されることによっ
て感作が成立する、いわゆる消化管感
作が主体と考えられてきました。とこ
ろが、近年、新たな感作経路として皮
膚に注目が集まっています。
経皮感作による食物アレルギーとい
う概念が初めて明言化されたのは、乳
児アトピー性皮膚炎に合併する食物ア
レルギーの発症機序として、2008年に
英国の小児科医、ラック先生によって
提唱されたdual allergen exposure hyドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

pothesis（二重抗原曝露仮説）の中で
でした。この仮説が誕生した背景には、
アトピー性皮膚炎におけるフィラグリ
ン遺伝子変異の発見があります。フィ
ラグリン遺伝子変異による先天的な皮
膚バリア機能の障害は食物アレルギー
の経皮感作の可能性を示唆するものと
なりました。
さらに、食物の経皮感作の可能性を
臨床的に決定づけたのは、社会的な事
件として2009年以降に日本で急増した
加水分解小麦配合の石鹸を使用した人
に発症した小麦アレルギーでした。ほ
かにも、調理師や主婦など、手を酷使
（339）19
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しながら頻回に食品を素手でさわる職
業の人や、食品抗原を含む化粧品など
によって発症した食物アレルギーの報
告などもあり、経皮感作による食物ア
レルギーの報告は増えています。
また、従来から花粉症の人が野菜や
果物を食べたときに発症する口腔アレ
ルギー症候群というものもあります。
これは花粉抗原と果物や野菜に含まれ
る抗原の交叉反応によって症状が誘発
される食物アレルギーで、気道粘膜か
らの感作や、一部経皮感作が示唆され
ていました。
ほかにも、ラテックスフルーツ症候
群と呼ばれている、医療従事者がゴム
手袋などでラテックスに感作されて、
バナナ、キウイ、アボカド、栗などの
食物アレルギーを発症するものも有名
です。
まとめますと、食物アレルギーの発
症にはまず感作されることが第一の条
件です。感作経路で分けてみると、ク
ラス１食物アレルギーと呼ばれている
卵や牛乳などに多い、従来の腸管粘膜
で感作されるタイプのもの。クラス２

って発症する食物アレルギーに分けら
れると思います。
池田 そういった経路で感作されて
食物アレルギーを起こすのですけれど
も、次は、アレルギー食物の種類の増
加が防げないかというご質問ですけれ
ども、この対処方法はどのように考え
られているでしょうか。
馬場

アレルギー食品の種類増加の

予防法を考えてみますと、まず従来の
経腸管感作の場合は頻繁に同じ食物ば
かり食べることを避けること、すなわ
ち、回転食というのは一理あるのかも
しれませんが、これに対してはあまり
確証がありません。一方で新しいアレ
ルギー食品を増やさないという観点で
いえば、今まで食べたことのない新た
な食材を食べないということになって
しまいますが、これは患者さんにとっ
ては辛いことでもあり、現実的とは言
えないと思います。
経皮感作による食物アレルギーの発
症を予防するという観点では、皮膚の
バリア機能を正常に保つこと、そして
食物そのものや食物抗原を有する製品
との接触を避けることが予防につなが
ると思います。経皮感作が成立するた

食物アレルギーと呼ばれている、主に
気道からの吸入、一部皮膚への接触に
よって感作される、花粉や天然ラテッ
めの条件として皮膚のバリア機能障害
クス抗原による口腔アレルギー症候群、 が必要ですから、バリア機能障害を起
およびアナフィラキシー。そして第３
こさせない、またはバリア障害が生じ
のタイプとして、最近報告が急増して
たら、速やかに回復させておくことが
いる皮膚バリア機能障害をベースとし
予防にとって大切といえます。
て発症する、食物抗原の経皮感作によ
特に、アトピー性皮膚炎の人は先天
20（340）
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的に皮膚のバリア機能障害があるわけ
ですから、皮膚が乾燥している状態な
らば保湿剤をしっかり塗っておき、炎
症が起こって湿疹になってしまってい
るところにはステロイド外用薬とタク
ロリムス軟膏の組み合わせで速やかに
炎症やかゆみを鎮静化させ、その状態
をまたタクロリムス軟膏や保湿剤で維
持するといったスキンケアに努めるこ
とが何より大切だと思います。
食品を素手でさわる職業の調理師や
食品加工業の人、主婦は、手荒れを予
防すること。洗いものをするときは必
ず手袋を着用するとか、手を使う前後
で皮膚のバリア機能維持を補強するよ
うな保湿剤を塗っておくことが大切だ
と思います。
また、石鹸中の加水分解小麦成分に
代表されるような食物抗原を含んだ石
鹸やシャンプー、化粧品などを避ける
こと。キュウリやレモンパックのよう
な、食品を直接皮膚に接触させるよう
な美容的な施術は絶対に避けるべきで
す。
ほかの美容的施術では、ケミカルピ
ーリングなども皮膚のバリア機能を低
下させることにつながると思います。
池田 次に、症状の種類とその治療
法、対症療法ですけれども、小児と成
人でどのような傾向があって、成人で
は特にどのような症状があって、その
治療法はどのようなことをするのか。
具体的なご質問だと思うのですけれど
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

も。
馬場 食物アレルギーの症状の種類
には、皮膚にじんま疹が出るだけのも
の、口腔や喉頭の違和感、瘙痒、ある
いは狭窄感をきたす口腔アレルギー症
候群、これらの症状に加えて、胸部不
快感、流涙、鼻汁、喉頭浮腫による嗄
声、呼吸困難、喘息発作、吐き気・嘔
吐・下痢などの消化器症状、意識の低
下や傾眠などがみられるアナフィラキ
シーがあります。さらに、血圧低下や
意識障害をきたせば、アナフィラキシ
ーショックという生命にかかわる最重
症型になることもあります。
また、特殊なタイプとして、食物摂
取後に運動をして、１〜２時間後にア
ナフィラキシー症状が誘発される食
物依存性運動誘発アナフィラキシー
（FDEIA）と呼ばれるタイプもありま
す。
それぞれの対症療法としては、じん
ま疹や口腔アレルギー症候群のように、
皮膚粘膜症状のみで全身症状が良好で
あれば、抗ヒスタミン薬を多めに内服
していただき、また速効性を期待する
なら静注します。皮膚粘膜症状だけで
も、激しい症状、すなわち全身のじん
ま疹や潮紅があったり、唇が著しく腫
れていたりする場合はアナフィラキシ
ーに移行する可能性がある中等症以上
と考えて、酸素吸入、静脈を確保して
補液の開始、エピネフリンの筋肉内注
射、喘息発作に備えてβ2 刺激薬の吸入
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しながら頻回に食品を素手でさわる職
業の人や、食品抗原を含む化粧品など
によって発症した食物アレルギーの報
告などもあり、経皮感作による食物ア
レルギーの報告は増えています。
また、従来から花粉症の人が野菜や
果物を食べたときに発症する口腔アレ
ルギー症候群というものもあります。
これは花粉抗原と果物や野菜に含まれ
る抗原の交叉反応によって症状が誘発
される食物アレルギーで、気道粘膜か
らの感作や、一部経皮感作が示唆され
ていました。
ほかにも、ラテックスフルーツ症候
群と呼ばれている、医療従事者がゴム
手袋などでラテックスに感作されて、
バナナ、キウイ、アボカド、栗などの
食物アレルギーを発症するものも有名
です。
まとめますと、食物アレルギーの発
症にはまず感作されることが第一の条
件です。感作経路で分けてみると、ク
ラス１食物アレルギーと呼ばれている
卵や牛乳などに多い、従来の腸管粘膜
で感作されるタイプのもの。クラス２

って発症する食物アレルギーに分けら
れると思います。
池田 そういった経路で感作されて
食物アレルギーを起こすのですけれど
も、次は、アレルギー食物の種類の増
加が防げないかというご質問ですけれ
ども、この対処方法はどのように考え
られているでしょうか。
馬場

アレルギー食品の種類増加の

予防法を考えてみますと、まず従来の
経腸管感作の場合は頻繁に同じ食物ば
かり食べることを避けること、すなわ
ち、回転食というのは一理あるのかも
しれませんが、これに対してはあまり
確証がありません。一方で新しいアレ
ルギー食品を増やさないという観点で
いえば、今まで食べたことのない新た
な食材を食べないということになって
しまいますが、これは患者さんにとっ
ては辛いことでもあり、現実的とは言
えないと思います。
経皮感作による食物アレルギーの発
症を予防するという観点では、皮膚の
バリア機能を正常に保つこと、そして
食物そのものや食物抗原を有する製品
との接触を避けることが予防につなが
ると思います。経皮感作が成立するた

食物アレルギーと呼ばれている、主に
気道からの吸入、一部皮膚への接触に
よって感作される、花粉や天然ラテッ
めの条件として皮膚のバリア機能障害
クス抗原による口腔アレルギー症候群、 が必要ですから、バリア機能障害を起
およびアナフィラキシー。そして第３
こさせない、またはバリア障害が生じ
のタイプとして、最近報告が急増して
たら、速やかに回復させておくことが
いる皮膚バリア機能障害をベースとし
予防にとって大切といえます。
て発症する、食物抗原の経皮感作によ
特に、アトピー性皮膚炎の人は先天
20（340）
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的に皮膚のバリア機能障害があるわけ
ですから、皮膚が乾燥している状態な
らば保湿剤をしっかり塗っておき、炎
症が起こって湿疹になってしまってい
るところにはステロイド外用薬とタク
ロリムス軟膏の組み合わせで速やかに
炎症やかゆみを鎮静化させ、その状態
をまたタクロリムス軟膏や保湿剤で維
持するといったスキンケアに努めるこ
とが何より大切だと思います。
食品を素手でさわる職業の調理師や
食品加工業の人、主婦は、手荒れを予
防すること。洗いものをするときは必
ず手袋を着用するとか、手を使う前後
で皮膚のバリア機能維持を補強するよ
うな保湿剤を塗っておくことが大切だ
と思います。
また、石鹸中の加水分解小麦成分に
代表されるような食物抗原を含んだ石
鹸やシャンプー、化粧品などを避ける
こと。キュウリやレモンパックのよう
な、食品を直接皮膚に接触させるよう
な美容的な施術は絶対に避けるべきで
す。
ほかの美容的施術では、ケミカルピ
ーリングなども皮膚のバリア機能を低
下させることにつながると思います。
池田 次に、症状の種類とその治療
法、対症療法ですけれども、小児と成
人でどのような傾向があって、成人で
は特にどのような症状があって、その
治療法はどのようなことをするのか。
具体的なご質問だと思うのですけれど
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も。
馬場 食物アレルギーの症状の種類
には、皮膚にじんま疹が出るだけのも
の、口腔や喉頭の違和感、瘙痒、ある
いは狭窄感をきたす口腔アレルギー症
候群、これらの症状に加えて、胸部不
快感、流涙、鼻汁、喉頭浮腫による嗄
声、呼吸困難、喘息発作、吐き気・嘔
吐・下痢などの消化器症状、意識の低
下や傾眠などがみられるアナフィラキ
シーがあります。さらに、血圧低下や
意識障害をきたせば、アナフィラキシ
ーショックという生命にかかわる最重
症型になることもあります。
また、特殊なタイプとして、食物摂
取後に運動をして、１〜２時間後にア
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あれば、抗ヒスタミン薬を多めに内服
していただき、また速効性を期待する
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ま疹や潮紅があったり、唇が著しく腫
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ーに移行する可能性がある中等症以上
と考えて、酸素吸入、静脈を確保して
補液の開始、エピネフリンの筋肉内注
射、喘息発作に備えてβ2 刺激薬の吸入
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などを行います。以上の処置でも速や
かな反応が得られなければ、ステロイ
ドの内服または静注を行います。
いったん症状が消失していても、も
し帰宅させる場合は数時間後に再び症
状が再発する遅発反応がありうること
を伝えて、それに備えて抗ヒスタミン
薬、喘息治療薬、ステロイド薬などを
処方しておいたほうが安心と思われま
す。
池田 症状に軽いものから重篤なも
のまであるので、慎重にやらないとい
けないということですね。
それから、小児のように自然治癒は
ありうるのか。どのくらいの頻度でそ
ういうことがあるのかというご質問で
すけれども。
馬場 小児では、ご存じのように、
卵アレルギーとか牛乳アレルギーはだ
いたい５歳までに80〜90％は耐性を獲
得するとされていて、多くは年齢とと
もに自然寛解することが知られていま
す。しかし、小児であっても、小麦で
は８歳までに56％、12歳までに65％し
か耐性を獲得せず、ピーナツに至って
は、患者数の多い米国の報告ですが、
14年間経過を追ったけれども、１名も
耐性を獲得しなかったとか、10年間経
過を追って4.7％しか耐性化しなかった
などの報告があり、小児であっても耐
性化率が低い食品もあります。つまり、
食品の種類によって耐性化率は大きく
異なっており、20歳以上の成人に多い
22（342）
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三大食物アレルゲンである甲殻類、小
麦、果物については、自然寛解による
耐性化はほとんど期待できないと考え
られています。
ほかにも、木の実、魚類、貝類、種
子類は耐性を獲得しにくいことが知ら
れており、木の実アレルギー患者26名
を５年間経過観察した際の耐性化率が

池田 そうすれば日本皮膚科学会の
ホームページにヒットする。
馬場 そうですね。日本皮膚科学会
でもいいですし、日本小児科学会、ま
たは日本アレルギー学会でも大丈夫だ
と思います。
池田 だいたい似通ったものになっ
ているということですね。

馬場 そうですね。
池田 具体的には先生方にはインタ
ーネットで診療ガイドラインを見てい
ただければ、だいたいのことはおわか
りいただけるということですね。
馬場 はい、そう思います。
池田 どうもありがとうございまし
た。

０％、魚アレルギー患者32名の耐性化
率が15.6％などと、非常に耐性化率の
低い報告しかありません。
一方、花粉感作による食物アレルギ
ーに対して、花粉抗原を用いて舌下錠
や皮下注射などを行って減感作を試み
る免疫療法が海外では多く試みられて
います。それらの成功率は０〜84％と、
報告によって大きく異なります。
わが国ではシラカバ花粉の急速皮下
注射免疫療法が複数の果物、野菜アレ
ルギーの耐性獲得に成功した１例の報
告があるのみです。食物アレルギーガ
イドラインにおいてまだ推奨された治
療法ではありませんが、根治療法とな
る可能性を秘めた唯一の治療法であり、
今後の課題といえると思います。
池田 最後に、食物アレルギー診療
ガイドラインは、どういったキーワー
ドを入れると検索できるのでしょうか。
馬場 食物アレルギーだけでもいい
ですし、食物アレルギー診療ガイドラ
インというのをキーワードで入れてい
ただけると、関連のものとしてヒット
すると思います。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）
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脱毛症

東京医科大学皮膚科主任教授

坪

井

（聞き手

良

治

池田志斈）

脱毛症について、男女別に漢方治療も含めてご教示ください。
＜北海道開業医＞

池田 脱毛症といっても、たくさん
あると思いますけれども、まず円形脱

たこともポイントになると思います。
池田 鑑別も含めまして、診断に必

毛症についてお話をうかがいたいと思
います。
坪井 脱毛症には円形脱毛症だけで
なく男性型脱毛症、薬剤による脱毛、
出産後の脱毛等がありますが、そうい

要な検査はどのようなことが行われる
のでしょうか。
坪井 問診が済んだら、あとはしっ
かり髪の毛を見ていただくことが大事
です。そのためには、拡大鏡、あるい
はダーモスコピーといわれるような拡

った中からまず円形脱毛症のお話をさ
せていただければと思います。
池田 円形脱毛症の診断のポイント、
検査等を教えていただけますか。
坪井 ほかの脱毛症等もポイントは
同じだと思うのですが、問診のポイン
トは、いつからということです。生ま
れてすぐから脱毛があるのか、１カ月
前から急にできたのか、数年をかけて
徐々に進んだのか。部位としては、あ
る限局的な部位だけ丸い脱毛斑がある
のか、全体なのか。頭皮にかゆみとか
湿疹などの病変があるのか。そういっ
24（344）
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大鏡を使って、毛穴があるかないか、
髪の毛の太さ、長さ、そういったもの
を観察していただくことが大切です。
軽く引っ張って髪の毛が抜けるかどう
か、その毛根の先がどういうふうなか
たちになっているかということが大事
です。
また、円形脱毛症の場合には、橋本
病などの甲状腺疾患を合併しているこ
とがあるのです。したがって、血液検
査をされる場合はこの点を注意してい
ただきたいと思います。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

どうしても脱毛が鑑別できない場合
には、皮膚科の専門医を紹介していた
だき、皮膚生検を実施する場合もあり
ます。
池田 いろいろ検査をされて、最終
的に円形脱毛症という診断に至る根拠

型、それから多発型、頭全体の全頭型、
体の体毛も抜けてしまうような汎発型、
それからophiasisといって、帯状に生
えぎわなどが抜けてしまうもの、これ
はかなり頑固ですが、そういったもの
に分類されます。

といいますか、そういったものはどう
いうものがあるのでしょうか。

池田 次に、円形脱毛症の治療ガイ
ドラインがあるとうかがったのですけ
れども、実際にどのような治療が行わ

坪井 円形脱毛症の診断は、血液検
査でわかるものではありません、やは
り見た目が一番大事です。視診が重要
になりますが、中でも一つは毛孔があ
るかどうかということと、先ほどお話
ししましたように、軽く引っ張ってみ
て髪の毛が抜けるかどうか。毛根の先
がとがっているかどうか。黒くてとが
っている場合は、成長期破壊毛という
ことで、リンパ球が毛根を攻撃してい
るということになりますので、診断は
円形脱毛症です。
円形脱毛症というのは繰り返すのが
特徴です。円形脱毛斑が小さくて数が
少ないものは放置しても自然に治って
いきます。日本では精神的なストレス
を強調する傾向がありますが、現在で
は自己免疫疾患であることが判明して
おります。円形脱毛症は繰り返すとい
うことをまず考えていただきたいと思
います。
池田 円形脱毛症のタイプといいま
すか、どのようなかたちがあるのでし
ょうか。
坪井

一般的には、１つできる単発

ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

れるのでしょうか。
坪井 日本皮膚科学会から2010年に
円形脱毛症診療ガイドラインが出され
ました。円形脱毛症の治療というのは
いずれも対症療法で、根本的に治すも
のはないのですが、その限界の中で推
奨度を決めています。残念ながら、円
形脱毛症というのは繰り返す病気で、
なかなか無作為に比較することが難し
く、治験も行われておりませんので、
エビデンスが少ないのです。
推奨度をA、B、C、Dとして、Aが最
も勧められるとしますと、円形脱毛症
の場合には残念ながらAはありません。
Bというのが一番お勧めできるので
すが、２つだけです。一つは、ステロ
イドの局所注射、これはトリアムシノ
ロンアセトニド、商品名はケナコルト
といいますが、これを生食で希釈して
脱毛部分に注射するというのが一番効
果があると思います。ただ、副作用と
して注射の痛みや、長期に使用します
と頭皮が萎縮することがありますので、
子どもには適しませんし、大人で面積
（345）25
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そのほか、C１群では第二世代の抗
の限られた限局的な脱毛症に使います。
ヒスタミン薬、いろいろあると思うの
もう一つの推奨度Bは局所免疫療法
ですけれども、これは円形脱毛症の半
といいまして、化学試薬であるSADBE
分の方がアトピー性皮膚炎を合併して
とかDPCPを脱毛局所に塗って軽いか
ぶれを起こす治療ですが、これは保険
適用がないということと、かなり操作
が煩雑ですので、一部の皮膚科医でし
か行われておりません。一般診療で実
施するのはあまりお勧めできないと思
います。
池田 そのほか、Cに分類されてい
るものもありますけれども、これもよ
く行われるのでしょうか。
坪井 日本では、漢方ということに
もなると思いますけれども、グリチロ
ンというもの、甘草の成分であります
グリチルリチンを含んでいる内服薬で
すけれども、これとセファランチン、
ツヅラフジという植物のアルカロイド
ですけれども、これが内服薬として保
険適用があります。

いるということで、幾つかのエビデン
スが出ています。一般医家にとっては
抗ヒスタミン薬を内服させて、ステロ
イドの外用をするというのが一般的に
お勧めできる方法ではないかと思いま
す。
残念ながら、漢方薬で根拠があって
お勧めできるような処方は今のところ
なさそうです。以上がC１ということ
になっています。
池田 次に男性型脱毛症、AGAとい
われるものですけれども、まず診断か
らうかがいたいと思います。
坪井 男性型脱毛症は、男性と女性
がありまして、男性は20〜40歳代ぐら
いでしょうか、女性は50〜60歳で、閉

経期前後ということになりますけれど
も、女性の場合には男性ホルモンの関
また、塩化カルプロニウム、商品名
フロジンですが、血管拡張作用があり、 与ははっきりしていません。一方、男
性の場合は男性ホルモンとの関係が明
これも保険適用が認められていて、皮
らかでして、見た目での診断では、パ
膚科医の中で長年使われていますけれ
ターン脱毛といいまして、前頭部と頭
ども、ほとんど治療効果の実感があり
ません。海外でもまったく使用されて
頂部が薄くなって、後頭部の毛は残る
というのが特徴です。もう一つは軟毛
おりません。したがって、効果の面で
はかなり疑問符がつくのですけれども、 あるいは生毛といわれるように、細く
患者さんを長く経過観察してみていく
て短い毛が増えるというのが特徴です。
という場合には安全な薬として一応C
１、エビデンスはないけれども勧めら
れるという群に入れています。
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とうかがっているのですけれども、特
徴はどういったところでしょうか。
坪井 男性型脱毛症でもエビデンス
を集めてガイドラインを出しました。
その中で推奨度は、先ほどお話しした
ように、A、B、C、Dというのがあり
まして、Aが最も勧められるというこ
とですが、男性型脱毛症の場合にはA
が２つあります。一つはフィナステリ
ドという内服薬ですけれども、男性型
脱毛症、特に男性の場合にはテストス
テロンからジヒドロテストステロン
（DHT）への活性化ということで、そ
れに関与している５αリダクターゼが

ません。必ずしもエビデンスは高くあ
りませんが、ミノキシジルとフィナス
テリドを併用するのが男性にとっては
一番の治療法になると思います。
池田 植毛が行われているとうかが
っていますけれども、どのように行わ
れるのでしょうか。
坪井 自毛植毛術といいまして、自
分の後頭部の毛を前のほうに持ってく
るというのが自毛植毛術なのです。エ
ビデンスは少ないですが、長年行われ
て、有効であるということです。ただ、
最近ではすぐに植毛するのではなくて、

先ほどのミノキシジルあるいはフィナ
重要なのですが、この阻害剤がフィナ
ステリドを使用して満足が得られない
ステリド、商品名プロペシアです。よ
場合に推奨するというかたちになって
く効きます。日本でも発売されて８年
います。
目になります。安全な薬ですけれども、
池田 推奨されない、これはDにな
まれに肝機能障害があるので、その点
るのでしょうか、そういった内容はど
が要注意だと思いますが、これが内服
んなものがあるのでしょうか。
薬としてはファーストライン、A群と
坪井 Dというのは、根拠があって
してお勧めできます。
お勧めできないというものですが、フ
一方、外用剤としては、ミノキシジ
ルが世界的に使われています。これは
もともと血圧降下剤の内服薬だったの
ですけれども、副作用として多毛、毛
が増えるということで、外用剤として
使用されるようになりました。日本で
はリアップシリーズとして発売されて
います。医薬品ですけれども、OTC薬
ということで、処方するわけではあり

ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ィナステリドは内服薬として有効なの
ですが、これは女性には使えない。な
ぜかといいますと、女性には効果がは
っきりしていないということと、妊娠
中の女性が内服しますと、もし胎児が
男児である場合には外性器に異常がで
きる、内服してはいけないということ
で、Dとなっております。
池田 ありがとうございました。
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尿道狭窄症の尿道再建術についてご教示ください。

＜東京都勤務医＞

なるというケースがあるわけですか。
堀口 一般的には騎乗型損傷と申し
まして、男性の股間というのは非常に
無防備な部位です。もちろん股間を蹴
られるというパターンもありますが、

な方法を選択されるのではないかと推
察します。
一方で、最近では私を含めて尿道形
成術、もう少し本格的な治療として尿
道を再建するという方法を選択すると

一般的に多いのは足を滑らせて、鉄棒
であるとか、固いものが股間にぶつか

いう動きも出てきているように思いま
す。
山内 海外の動向などはいかがです

って起こるものです。股間にぶつかっ
た固いものと恥骨の間に尿道がありま
すので、尿道がその固いものと恥骨の
間でサンドイッチされてクラッシュし
てしまうということがいわゆる騎乗型

か。
堀口 先ほど申し上げた内尿道切開、
尿道ブジーという方法は、簡便で、か
つ外来や短期入院でできる治療なので
すけれども、最大の問題点は再狭窄、

山内 堀口先生、まず、尿道狭窄症
ですが、我々内科医には例えば前立腺

起こるものが、それぞれだいたい２〜
３割を占めています。

損傷という外傷のメカニズムになりま
す。
山内 そうしますと、スポーツ選手

完治しづらいということになります。
何度も治療を行わなければならない。

肥大症とかがおなじみなのですけれど
も、手術の対象となるような疾患のあ
たりからお話し願えますか。
堀口 尿道狭窄症は主に男性に多い
疾患であります。子どもから高齢者ま

山内 尿道カテーテルで起こるとい
うのが出てきた途端に、俄然一般的に
重要なものになる感じがいたしますが、
要注意なものということですね。
堀口 そうですね。特に最近は研修

などでもありうることですね。
堀口 あります。
山内 世代をこえて非常によくある
病気だということを初めて知ったとい
うか、意外だったのですが。さてこれ

これが最大の難点になります。特にこ
の疾患は20代、30代の働き盛りの若い
方にもよくみられる疾患ですので、そ
のたびに仕事を休んで入院処置という
ことになってきますと、就業にも大き

で、すべての年齢層に患者さんが存在
しまして、尿道のどの部分にも起こり

医のトレーニングで尿道カテーテルの
留置法もしっかりやるようにはなって
きました。それでも挿入の際に傷つけ

に対する治療について、現在日本で行
われているスタンダードな治療といい

な問題が出てまいります。
一方で尿道再建術というのは、入院
手術も確かにちょっと大きなものには

うる。尿道の内腔が狭くなってしまう
結果、排尿障害、排尿困難が出るとい
った疾患になります。
原因のわからないものもかなり多く
ありますけれども、実際には外傷、例
えば股間を蹴られたりとか、骨盤骨折

てしまって狭くなるという患者さんが
多くいらっしゃいます。
山内 しかも比較的繰り返すことが
多い治療法ですから、リスクは高いと
みてよろしいわけですね。

ますと、どんなものなのでしょうか。
堀口 日本の先生方、主に治療を担
当するのは泌尿器科医かと思いますけ
れども、正確に何がスタンダードで、
どのような手技がスタンダードという

といったような外傷、それから医原性、
堀口 はい。特に何回も入院されて
尿道にカテーテルを入れられたときの
いる方、あとは長期にカテーテルを留

のは今のところは決まっていないので
す。けれども、おそらく多くの先生方
は内尿道切開術と申しまして、内視鏡

損傷、あとは泌尿器科でよく行われる
経尿道的手術、内視鏡的な手術の際に
尿道が傷ついてしまったことによって

で狭いところを切開する方法、それか
らブジーという金属の棒を狭いところ
に通して拡張させるという比較的簡便
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置されている方というのはリスクが高
いのではないかと思います。
山内 興味深いのは、股を蹴られて
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）
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に通して拡張させるという比較的簡便
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置されている方というのはリスクが高
いのではないかと思います。
山内 興味深いのは、股を蹴られて
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なるのですけれども、成功率が高い。
９割方は１回の手術で完治してしまう
ということで、海外ではできるかぎり
尿道を再建するという方向に向かって
いると思います。
山内 先ほど世代的には非常に幅が
広いということでしたけれども、先天
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するに子どもですね、乳児も含めてで
すけれども、こういう方々の場合は小
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さいころにやるのでしょうか。それと
も、ある程度大きくなってからやった
ほうがいいとか、そういった基準は何
かあるのでしょうか。
堀口 現実的に子どもの先天性の狭
窄というのは、大人の後天性の尿道狭
窄に比べて、わりと内視鏡の切開で治
ることが多くて、小児の泌尿器科の先
生が治療を担当されることが多いかと
思います。
山内 手術の具体的なやり方ですが、
術式はいろいろあると思いますけれど
も、イメージとしてはどういった感じ
なのでしょうか。
堀口 ごく簡単に申し上げますと、
大きく分けて、狭窄している部分の長
さが短いか長いかで手術の方法が変わ
ってきます。短い場合には狭窄した場
所だけ切除して、正常な尿道同士を再
吻合する、狭窄部切除、尿道端々吻合
という方法を選択いたします。
逆に狭窄が長い場合には、当然つな
ごうとしてもつなげられない。あるい
は、無理につなごうとすると、陰茎が
曲がってしまったりといったトラブル
が起こりますので、何らかの代わりに
なる組織を体から持ってきて尿道をつ
くり直す必要があります。私どもをは
じめ海外の最近の主流は、口腔粘膜、
つまり頰の裏側の粘膜、あるいは舌の
裏側の粘膜を採取して使用いたします。
口腔粘膜は尿道の粘膜と非常に性質が
類似している、感染にも強い、あとは
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取ってもあまり外からわかりにくいと
いうメリットがありまして、できるだ
けそういった口腔粘膜を使って再建し
ようというのが最近の主流になってき
ていると思います。
山内 手術の成功率はどのぐらいな
のでしょうか。
堀口 海外の非常にたくさんの症例
を経験されているエキスパートの先生
の成績ですと、概ね９割を超える。９
割というのは、その後、一切メンテナ
ンスフリーに、何も処置しなくても排
尿状態が悪化しない状態を保つ確率が
だいたい９割ぐらいだと思っていただ
ければよいかと思います。
山内 非常に予後もよいということ
ですが、素人的な質問ですが、いわゆ
る括約筋が入っているようなところを
手術するというのは、食道にしろ、腸
にしろ、なかなか手術自体、難しいイ
メージがあるのですけれども、このあ
たりはいかがですか。
堀口 実際に括約筋の部分の狭窄を
手術しなければならないというのは、
外傷、特に骨盤骨折後の再建術という
非常に限られた場合だけだと思うので
すけれども、その場合でも再建後は、
膀胱と前立腺の境界にあります内尿道

能していれば、多少の失禁はあったと
しても、さほど悩ましい失禁になるこ
とはなかろうかと思います。
山内 ある種のリハビリみたいなも
のもあるわけですね。

のでしょうね。
堀口 そうですね。ただ、切開する
場所も会陰の５㎝程度の切開でできま
すし、時間的にも２時間程度の手術で
終わりますので、決して侵襲性が高い

そうですね。
もう一つ懸念されるものとし

とは思っておりません。
山内 そうしますと、もう少し日本
にも広まってきていいかなとお考えに

堀口
山内

て、射精の障害が出てくるのではない
かという気もいたしますが、これはい
かがでしょうか。
堀口 逆に尿道狭窄がありますと、
射精しない、射精困難といった症状が
出てまいりまして、実際に若い方で受

なりますか。
堀口 そう思います。
山内 保険のほうはいかがなのでし
ょうか。
堀口 実は古くから尿道形成術とい

診される方の何割かは、排尿障害では
なくて射精障害が主訴でいらっしゃる
方がおります。ですので、逆に再建術

うのは保険の収載がされております。
ただ、ちょっとこれは問題かなと思う
のは、比較的簡便な内視鏡切開の保険

をして尿道の通りがよくなると射精障
害が解消されるという方がほとんどだ
と思います。ですので、射精はむしろ
再建術はいい方向に働くのではないか
と思います。

の点数と尿道形成術の保険の点数がほ
ぼ同じなのです。これでは手術を執刀
する側の立場からすると、なかなかモ
チベーションが保てないですね。両者
の治癒率、成功率の圧倒的な差を考え

山内 長期的にも成績が非常にいい、 れば、もうちょっと考えていただいて
あとでまた具合が悪くなるということ
もよろしいのかなと思っているところ
も非常に少ないとみてよいわけですね。 です。
堀口 はい、そうだと思います。
山内
山内 手術直後の痛みは相当激しい
た。

どうもありがとうございまし

括約筋といいまして、ブレーキにたと
えれば、外括約筋がメインのブレーキ
だとすれば、内括約筋、サイドブレー
キのほうがまだしっかりと残っており
ますので、そちらのほうがしっかり機
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ペロニー病（形成性陰茎硬化症）

東邦大学大森病院リプロダクションセンター長

永

尾

（聞き手

光

一

山内俊一）

ペロニー病について、原因、治療法などご教示ください。

＜宮城県開業医＞

山内 永尾先生、まず、ペロニー病
（形成性陰茎硬化症）ですが、ご専門

に改善する例も多いです。
山内 しこりみたいなものがあると

の先生方にはおなじみのものでしょう
けれども、一般的には少し耳新しいと
ころもあるかなと思いますので、この
疾患概念を教えていただけますか。
永尾 ペロニーというフランス人の

いうことで、例えば陰茎部の腫瘍など
が一つの鑑別疾患になると考えてよろ
しいですか。
永尾 はい、そうなります。よく患
者さんは、痛いだけではなくて、がん

名前がついていまして、1943年に報告
されたのですけれども、疾患としては

ではないかと心配して来られます。
山内 原因はいったい何なのでしょ
う。

悪性ではなくて、陰茎海綿体白膜、要
するに勃起を起こす組織が線維化して
硬くなる病気です。その結果として、
勃起したときに陰茎が痛いとか、ある
いは陰茎にしこりを触知する、勃起し
たときに陰茎が曲がる、あるいは陰茎

永尾 残念ながら原因はまだわかっ
ていないのですけれども、組織所見か
らすると、ケロイドとか瘢痕とか、そ
ういった組織と同じ線維化組織です。
山内 先天性のものというのはまた

が短い、勃起障害などが起こります。
山内 痛みはあるのでしょうか。

別のジャンル、ないしほかの病気と考
えてよろしいのでしょうか。

永尾 急性期では痛みがありますの
で、非常に気になると思いますが、１
年ぐらいしますと痛みに関しては自然

永尾 症状としては、陰茎が曲がる
とか、症状は一緒ですけれども、別の
病気があります。若いときからあるも
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のが先天性陰茎彎曲症、これは海綿体
の育ち方がアンバランスで曲がってし
まう。今回のペロニー病は、以前は真
っすぐであったけれども、白膜にしこ
りができて曲がってしまったというよ
うな病態です。
山内 発生頻度はどのぐらいのもの

山内 何か基礎疾患で併発しやすい
ものはあるのでしょうか。
永尾 原因自体はわかっていないの
ですけれども、糖尿病の人とか、テス
トステロン（男性ホルモン）が低い人
などに多いです。あとは、同じ病態だ
と思われるのですが、手のひらにでき

でしょう。
永尾 頻度は、グローバル、欧米と
かでは決してまれではないという結論
になっています。一般的には２〜９％
ということで、日本は比較的少ないと

るデュプイトラン拘縮、足の裏にでき
るレダリーホース拘縮、そういったも
のと併発することがあります。
山内 やはり何らかの線維化を起こ
しやすい疾患との併発が多いというこ

いわれていますが、我々は少なくとも
２％ぐらいはあるのではないかと思っ

とですね。先ほど頻度の話がありまし
たが、非常に小さい硬結からかなり重

ています。
山内 それは小さい硬結なども含め
てということでしょうね。

度のものまで、重症度もピンからキリ
までとみてよいわけですね。
永尾 そうです。手術に至る例はそ
んなには多くない。ただ、自然に治る
割合も低いので、そういった人は手術
をやることがありますが、実際は手術

永尾 そういうものを含めて多いと
思います。
山内 先天性は除外されるというこ
とで、途中から出てくるということに
なりますと、好発年齢はやや高いので

までいかない人が多いです。
山内 軽症のものに対する治療とな

しょうか。
永尾 中高年に好発です。ただ、若

りますと、どういったかたちになるの
でしょうか。
い人にも一部見られることがあります。
永尾 軽症でも重症でも、まず１年
山内 そうしますと、中高年ですか
間ぐらいは保存的治療です。経過観察
ら、ますます腫瘍、がんなどとの鑑別
でもいいですし、我々はよく形成外科
が大事になってくるということですね。 で使う肥厚性瘢痕とかケロイドの治療
永尾 そうですね。曲がっててもい
薬、トラニラスト（一般名）
：リザベ
いから、がんではないかどうか調べて
ン（商品名）を使います。同じ線維化
くれという人がまれにいます。そうい
の病気ですので、それを半年から１年
う場合は、組織を取って証明してあげ
ぐらい使って、それで痛みはだいたい
るということはあります。
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たが、非常に小さい硬結からかなり重

ています。
山内 それは小さい硬結なども含め
てということでしょうね。

度のものまで、重症度もピンからキリ
までとみてよいわけですね。
永尾 そうです。手術に至る例はそ
んなには多くない。ただ、自然に治る
割合も低いので、そういった人は手術
をやることがありますが、実際は手術

永尾 そういうものを含めて多いと
思います。
山内 先天性は除外されるというこ
とで、途中から出てくるということに
なりますと、好発年齢はやや高いので

までいかない人が多いです。
山内 軽症のものに対する治療とな

しょうか。
永尾 中高年に好発です。ただ、若

りますと、どういったかたちになるの
でしょうか。
い人にも一部見られることがあります。
永尾 軽症でも重症でも、まず１年
山内 そうしますと、中高年ですか
間ぐらいは保存的治療です。経過観察
ら、ますます腫瘍、がんなどとの鑑別
でもいいですし、我々はよく形成外科
が大事になってくるということですね。 で使う肥厚性瘢痕とかケロイドの治療
永尾 そうですね。曲がっててもい
薬、トラニラスト（一般名）
：リザベ
いから、がんではないかどうか調べて
ン（商品名）を使います。同じ線維化
くれという人がまれにいます。そうい
の病気ですので、それを半年から１年
う場合は、組織を取って証明してあげ
ぐらい使って、それで痛みはだいたい
るということはあります。
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取れますので、あと変形が残った場合
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に手術するかどうか、患者さんと相談
して決めています。
山内 痛みは比較的自然寛解が多い
ということで、薬が本当に効いている
かどうかというところは十二分にはま
だわかっていないとみてよいというこ
とですね。
永尾 そうですね。ダブルブライン
ドのデータがほとんどありません。一
応トラニラストは肥厚性瘢痕としては
保険診療できる薬です。
山内 もし痛みを強く訴える場合、
日常生活なり性生活に非常に支障をき
たすといったような訴えがある場合、
痛みだけを何とかするというケースは
あるのでしょうか。
永尾 ある程度の痛みであれば鎮痛
剤とかでいいと思うのですが、激痛の
人はまれにステロイドと麻酔薬を混ぜ
て局注する例もありますけれども、ほ
とんどは必要ないと思います。
山内 経過観察が約１年ほどという
お話でしたが、これでいま一つの場合、
次のステップというとどういったかた
ちになるのでしょうか。

を伸ばしてあげる。どういうふうに伸
ばすかというと、硬結を切開してとか、
硬結を取って、大伏在静脈（大腿の内
側の静脈）を移植しています。
山内 それによって勃起の際の血流
も維持されると考えてよいわけでしょ
うか。
永尾 血流自体は改善しません。血
流自体は、海綿体の中を走る動脈です
ので、直接血管をいじることはないの
ですけれども、陰茎背側に移植する場
合は、陰茎背動脈から海綿体に入る動
脈を切離しなければいけないので勃起
力が少し落ちるケースがあります。も
ともとEDぎみの人はあまり移植のほ
うは勧めていませんので、EDぎみの
人は短くはなるけれども、プリケーシ
ョン法（縫縮法）で整えるというほう
が多いです。
山内 どのようなかたちの変形があ
りますか。
永尾 ひどいなと思うのは90度ぐら
い曲がっている人ですね。
山内 それはなかなかたいへんです
ね。
永尾 あとは硬結部分だけが極端に
細くなっているというものもあります。
山内 細くとか短くなってしまうも

永尾 自然歴としては、１度完成さ
れた変形はだいたい残るケースが多い
ので、手術ということになります。軽
度彎曲とかであれば、シンプルな方法、 のもあるわけですか。
つまり長いほうを少し短く縮めて真っ
永尾 全般的に短くなります。90度
すぐにしてあげる。曲がりが強い場合
曲がっているというのは、短いほうに
は、縮める幅が大きくなって、極端に
硬結があって縮んでいるということで
短くなってしまいますので、短いほう
す。縮んだ結果、曲がってしまうとい
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うことです。
山内 この場合、手術はどちらかと
いうと形を整えると考えてよろしいわ
けですね。
永尾 そうですね。あとは性行為が
できるようにするとか、排尿時、半勃
起状態で変なふうにおしっこが飛んで
しまうので真っすぐにしてくれという
人もいます。
山内 一応手術によって普通の性行
為はつつがなくできるようになると考
えてよろしいのでしょうか。
永尾 そうですね。
山内 ただ、精神的な面でいろいろ
なものを抱え込んでいるというケース
もあるのでしょうね。
永尾 パートナーがいなくても、曲
がっていること自体でかなりストレス
を感じたり、男のシンボルが曲がって
しまっているようなイメージもあり、
自尊心が低下します。また、ED治療薬
が出ていますので、最近、中高年、例
えば70代でも性交ができる確率は７〜
８割ぐらいあります。若い人と性交能
力が変わらない状況になっていますの
で、そういった意味でも治したいとい
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う人もけっこういます。
山内 最後に、最近の話題的な治療
法についてご紹介いただけますか。
永尾 すでにデュプイトラン拘縮
（手のひらの硬結）の治療薬としてア
メリカで認可された薬で、コラゲナー
ゼ（コラーゲンを溶かす薬）注射を硬
結部に打って、ちょっと引っ張ってあ
げると、硬結がやわらかくなって、短
くなったものが伸びてくるということ
で、アメリカ食品医薬品局（FDA）が
2013年12月６日に認可したので、すぐ
にでも日本で臨床試験が始まるのでは
ないかと思っています。
山内 すでにほかの国でも行われて
いる治療法なのでしょうか。
永尾 デュプイトラン拘縮としての
治療として行われているということで
す。また、ペロニー病に対する臨床試
験のデータはかなりいい成績が出てい
ます。
山内 そうすると、かなり有望な治
療法とみてよいわけですね。
永尾 はい、そうです。
山内 どうもありがとうございまし
た。
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その硬さと腫瘤の硬さをよく鑑別しな
いといけないということです。
山内 まず視診というオーソドック
スな方法ですけれども、これで少なく
ともある程度進行したものはきちっと

乳がん

埼玉医科大学国際医療センター乳腺腫瘍科教授

佐

伯

（聞き手

俊

昭

山内俊一）

乳がん治療の最新の流れについてご教示ください。

＜東京都勤務医＞

見分けられるということでよいわけで
すね。
佐伯 そうですね。例えば救急外来
に腹水とか、あるいは意識障害とか、
またはどこかの病的骨折とかいうこと
で来られた方で、原疾患は何かという
と、意外と女性の場合は、乳房を見ま

山内 佐伯先生、乳房の予防的切除
といったものがメディアで非常に話題

患するといわれています。そうします
と、女性であれば頭の隅に一応乳腺疾

すと進行がんがあったということがあ
りますので、おっしゃるとおりだと思
います。

にもなりまして、常にこのあたり、脚
光を浴びているといいますか、話題に
なるところなのですが、まず乳がんの
診断、治療、それから予防、こういっ
たものに分けて、一つひとつ、最近の

患、乳がんのことをぜひ置いていただ
いて問診、触視診をしてください。
視診で乳房の色、皮膚の発赤がある
かどうかとか、あるいは乳頭にびらん
があるかどうかをみます。その他、乳

山内 診断には何本か柱があるよう
ですが、このあたりで次のものという
とどういったものなのでしょうか。
佐伯 画像診断が非常に進んでいま
して、検診で行うのはマンモグラフィ

話題や流れ、それから適切な方法とい
ったあたりをご紹介願いたいと思いま

房の変形、左右差、それからデレと呼
ばれている皮膚のくぼみ、ミカンの皮
のようなちょっとざらざらした肥厚し

です。今、前向き試験で超音波をマン
モグラフィに併用すると、50歳より若

す。まず診断ですが、これはいかがで
しょうか。
佐伯 基本的な診断法として問診と
触視診、あと補助診断法として画像診
断、それから確定診断法である生検に
より、乳がんの診断をつけていくわけ

た皮膚、そういうものが視診でよくわ
かります。
触診は、乳腺そのものはどうしても
脂肪に比べますと硬いので、しこりを
探すのはけっこう難しいのです。まず

い方にどういう意義があるかというこ
とを検討しています。今の法律ではマ
ンモグラフィのみが検診に用いられま
す。ただ、そこで要精査として引っか
かった方々を精密検査する場合には、

ですけれども、なかでも触視診という
のは非常に重要です。現在、残念なが

は、腫瘤かどうか、あるいは硬結なの
かを鑑別します。乳腺が乳腺症などで

より精度の高いマンモグラフィ、それ
からドッブラーやエラストグラムを併
用する超音波診断、MRIまたはCTと

ら年間６万人以上の女性が乳がんとい
う診断を受けています。ある統計では
日本の女性の14人に１人は乳がんに罹

硬いというのは、実は硬結という言い
方をします。乳腺症がありますと、乳
腺そのものが若干硬くなりますので、

いわれています。意外と役に立たない
のがPET-CTです。ですから、一応マ
ンモグラフィと超音波とMRIまたは
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CT、これもできるだけスライスの幅
の狭いものをお使いになりますとよく
わかります。微細石灰化や腫瘤などの
存在診断にはマンモグラフィと超音波
で十分です。
質的診断を行うなら、マンモグラフ
ィ、超音波、それにプラスアルファの
画像診断です。さらに画像上、悪性が
疑われる場合は広がり診断を行わない
といけません。その場合はぜひ造影の
MRIかCTを加えていただくというこ
とになるかと思います。
山内 マンモグラフィなどに関して
は、かなり術者の腕が絡むようですが、
いかがでしょうか。
佐伯 おっしゃるとおりです。いま
先生が術者とおっしゃいましたが、マ
ンモグラフィはほとんど放射線技師が
撮ります。放射線技師も、今はCT専
門の技師とか、いろいろ分かれていま
す。技師にある程度の技術力がないと
乳房全体をきれいに写すことが難しい
といわれています。我々がマンモグラ
フィに期待している早期の乳がんに特
徴的な微細石灰化の鑑別診断に際し、
フィルムに塵などがついていますと、
病変なのか、塵なのか、わかりません。
それだけちゃんとした精度管理ができ
る技師であるということが大事です。
その次に、良い写真を撮っていただ
いたら、それをちゃんと読む力、読影
力が必要です。放射線画像診断の先生
ももちろん読んでいただくのですが、
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す。ただ、そこで要精査として引っか
かった方々を精密検査する場合には、

ですけれども、なかでも触視診という
のは非常に重要です。現在、残念なが

は、腫瘤かどうか、あるいは硬結なの
かを鑑別します。乳腺が乳腺症などで

より精度の高いマンモグラフィ、それ
からドッブラーやエラストグラムを併
用する超音波診断、MRIまたはCTと

ら年間６万人以上の女性が乳がんとい
う診断を受けています。ある統計では
日本の女性の14人に１人は乳がんに罹

硬いというのは、実は硬結という言い
方をします。乳腺症がありますと、乳
腺そのものが若干硬くなりますので、

いわれています。意外と役に立たない
のがPET-CTです。ですから、一応マ
ンモグラフィと超音波とMRIまたは
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CT、これもできるだけスライスの幅
の狭いものをお使いになりますとよく
わかります。微細石灰化や腫瘤などの
存在診断にはマンモグラフィと超音波
で十分です。
質的診断を行うなら、マンモグラフ
ィ、超音波、それにプラスアルファの
画像診断です。さらに画像上、悪性が
疑われる場合は広がり診断を行わない
といけません。その場合はぜひ造影の
MRIかCTを加えていただくというこ
とになるかと思います。
山内 マンモグラフィなどに関して
は、かなり術者の腕が絡むようですが、
いかがでしょうか。
佐伯 おっしゃるとおりです。いま
先生が術者とおっしゃいましたが、マ
ンモグラフィはほとんど放射線技師が
撮ります。放射線技師も、今はCT専
門の技師とか、いろいろ分かれていま
す。技師にある程度の技術力がないと
乳房全体をきれいに写すことが難しい
といわれています。我々がマンモグラ
フィに期待している早期の乳がんに特
徴的な微細石灰化の鑑別診断に際し、
フィルムに塵などがついていますと、
病変なのか、塵なのか、わかりません。
それだけちゃんとした精度管理ができ
る技師であるということが大事です。
その次に、良い写真を撮っていただ
いたら、それをちゃんと読む力、読影
力が必要です。放射線画像診断の先生
ももちろん読んでいただくのですが、
（357）37
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おそらく多くの施設では乳がんを専門
にやっている外科系の先生方だと思い
ます。あとは地域の開業の先生方で非
常に熱心にやっている先生もたくさん
いらっしゃいます。
読影に関しては、精中委という組織

以前は乳房切除と腋窩のリンパ節郭清
というのが標準であったわけですが、
その後のいろいろな比較試験等により、
縮小手術でも生存率がほとんど変わら
ないということで、特に整容性の高い
乳房温存手術と後遺症の少ないセンチ
ネルリンパ節生検が標準術式になって

がありまして、そこが読影者の認定を
おります。
しております。例えば地域のいろいろ
ただ、それには放射線治療を必ずう
な自治体がやっている検診の読影等は、
まく組み合わせるということが大事で
認定を持った勤務医の先生、あるいは
すし、薬物療法として乳がんのタイプ
開業医の先生が読影をやっていらっし
別に抗がん剤とホルモン剤と分子標的
ゃいますが、そういう認定のための講
習会が全国で行われていることをぜひ
知っていただいて、認定を受けていた
だきたいと思います。
山内 次に治療ですが、いろいろな
ものがあると思われますが、概略はい
かがなものなのでしょう。
佐伯 一般的にがんの治療は局所治
療と全身治療とがあると思いますが、
乳がんの場合は局所治療としての手術
療法と放射線療法があり、全身治療と
いたしましては薬物療法があります。
初期の治療は治癒を目的とした治療で
すが、局所治療と全身治療を上手に組
み合わせて集学的に行い、治癒率の向
上を目指すわけですが、ステージによ
りまして、治療の主役が若干変わって
きます。
外科治療はこの５年間でダイナミッ

薬を上手に組み合わせていくことが大
事です。
山内 これは組み合わせになります
から、ケース・バイ・ケースといいま
すか、オーダーメイドの医療になると
考えてよいわけですね。
佐伯 おっしゃるとおりです。手術
に関するもう一つのトピックスとしま
しては、今まで乳房切除のあとの乳房
再建手術は保険適用がありませんでし
たが、2013年からエクスパンダーとか、

わっていません。しかし、進行再発の
治療、つまり延命と高いQOLの維持を
目的とした治療はかなり進歩していま
す。最近では再発してもだいたい50％
生存期間が３〜５年と非常に延びてき

うに、アメリカの女優さんが、お母さ
んもおばさんも40代で乳がんになられ
たということで、病気でもない乳房を
切除したニュースが伝えられました。
日本でも大きく取り上げられましたけ

まして、その一つの理由が新規の薬剤
が抗がん剤も含めてたくさん出ている

れども、予防的乳房切除について、実
は日本乳癌学会がこれに対してステー

ということといわれています。
例えば抗がん剤ですと、最近、チュ
ブリンの阻害剤であるエリブリンがあ
りますし、また分子標的薬では、HER

トメントを出してホームページで公開
しています。ただ、遺伝子の検査に保
険適用はありませんので自費になりま
す。そして、検査後の患者さん、家族
に対するカウンセリングが必要となり
ます。

２陽性乳がんに対するペルツズマブと
いうものが2013年承認されましたし、
あとT-DM１というのも、もう承認は
済んでいますが薬価がついておりませ
んけれども、2014年の春には使えると
いう状況です。
（2013年12月現在）
山内 最後に、遺伝子診断が進歩し
て、予防的に切除するという問題も出
てきておりますが、これはいかがなの
でしょう。
佐伯 先生が最初におっしゃったよ

我々の病院では予防切除というのは
今のところあまり患者さんと家族から
のリクエストはありません。家族集積
性を心配している方には、むしろ半年
に１回ぐらいMRI等を用いた検診を導
入するほうがいいのではないかという
こともいわれています。
山内 どうもありがとうございまし
た。

あるいはシリコンのような人工物を用
いて再建することが保険適用となりま
した。今後、乳房を切除して安全に確
実にがんを取ったあとに再建して整容
性も保てるという手術が日本ではだん
だん広がってくると思います。
山内 抗がん剤も新しいものが続々

クに変わりまして、現在は乳房温存の
と登場しているのでしょうか。
手術とセンチネルリンパ節生検を行う
佐伯 いわゆる再発予防のための補
ことがほぼ標準になってまいりました。 助療法における化学療法はそんなに変
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おそらく多くの施設では乳がんを専門
にやっている外科系の先生方だと思い
ます。あとは地域の開業の先生方で非
常に熱心にやっている先生もたくさん
いらっしゃいます。
読影に関しては、精中委という組織

以前は乳房切除と腋窩のリンパ節郭清
というのが標準であったわけですが、
その後のいろいろな比較試験等により、
縮小手術でも生存率がほとんど変わら
ないということで、特に整容性の高い
乳房温存手術と後遺症の少ないセンチ
ネルリンパ節生検が標準術式になって

がありまして、そこが読影者の認定を
おります。
しております。例えば地域のいろいろ
ただ、それには放射線治療を必ずう
な自治体がやっている検診の読影等は、
まく組み合わせるということが大事で
認定を持った勤務医の先生、あるいは
すし、薬物療法として乳がんのタイプ
開業医の先生が読影をやっていらっし
別に抗がん剤とホルモン剤と分子標的
ゃいますが、そういう認定のための講
習会が全国で行われていることをぜひ
知っていただいて、認定を受けていた
だきたいと思います。
山内 次に治療ですが、いろいろな
ものがあると思われますが、概略はい
かがなものなのでしょう。
佐伯 一般的にがんの治療は局所治
療と全身治療とがあると思いますが、
乳がんの場合は局所治療としての手術
療法と放射線療法があり、全身治療と
いたしましては薬物療法があります。
初期の治療は治癒を目的とした治療で
すが、局所治療と全身治療を上手に組
み合わせて集学的に行い、治癒率の向
上を目指すわけですが、ステージによ
りまして、治療の主役が若干変わって
きます。
外科治療はこの５年間でダイナミッ

薬を上手に組み合わせていくことが大
事です。
山内 これは組み合わせになります
から、ケース・バイ・ケースといいま
すか、オーダーメイドの医療になると
考えてよいわけですね。
佐伯 おっしゃるとおりです。手術
に関するもう一つのトピックスとしま
しては、今まで乳房切除のあとの乳房
再建手術は保険適用がありませんでし
たが、2013年からエクスパンダーとか、

わっていません。しかし、進行再発の
治療、つまり延命と高いQOLの維持を
目的とした治療はかなり進歩していま
す。最近では再発してもだいたい50％
生存期間が３〜５年と非常に延びてき

うに、アメリカの女優さんが、お母さ
んもおばさんも40代で乳がんになられ
たということで、病気でもない乳房を
切除したニュースが伝えられました。
日本でも大きく取り上げられましたけ

まして、その一つの理由が新規の薬剤
が抗がん剤も含めてたくさん出ている

れども、予防的乳房切除について、実
は日本乳癌学会がこれに対してステー

ということといわれています。
例えば抗がん剤ですと、最近、チュ
ブリンの阻害剤であるエリブリンがあ
りますし、また分子標的薬では、HER

トメントを出してホームページで公開
しています。ただ、遺伝子の検査に保
険適用はありませんので自費になりま
す。そして、検査後の患者さん、家族
に対するカウンセリングが必要となり
ます。

２陽性乳がんに対するペルツズマブと
いうものが2013年承認されましたし、
あとT-DM１というのも、もう承認は
済んでいますが薬価がついておりませ
んけれども、2014年の春には使えると
いう状況です。
（2013年12月現在）
山内 最後に、遺伝子診断が進歩し
て、予防的に切除するという問題も出
てきておりますが、これはいかがなの
でしょう。
佐伯 先生が最初におっしゃったよ

我々の病院では予防切除というのは
今のところあまり患者さんと家族から
のリクエストはありません。家族集積
性を心配している方には、むしろ半年
に１回ぐらいMRI等を用いた検診を導
入するほうがいいのではないかという
こともいわれています。
山内 どうもありがとうございまし
た。

あるいはシリコンのような人工物を用
いて再建することが保険適用となりま
した。今後、乳房を切除して安全に確
実にがんを取ったあとに再建して整容
性も保てるという手術が日本ではだん
だん広がってくると思います。
山内 抗がん剤も新しいものが続々

クに変わりまして、現在は乳房温存の
と登場しているのでしょうか。
手術とセンチネルリンパ節生検を行う
佐伯 いわゆる再発予防のための補
ことがほぼ標準になってまいりました。 助療法における化学療法はそんなに変
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乳幼児のぜんそく治療

相模原病院臨床研究センター部長

海老澤

（聞き手

元

宏

池田志斈）

乳幼児のぜんそく患者に、テオドールを使用してよいかご教示ください。
＜北海道開業医＞

おいてのみ十分血中濃度に気をつけて
テオフィリン徐放製剤を考慮というこ
とになっています。
２〜５歳までの場合には、２歳未満

うことが主にガイドラインのほうに書
かれています。
池田 今のお話ですと、最重症のス
テップ４ですと、入院のうえで血中濃

の方と違って、月に１回以上症状が出
るような方で、吸入ステロイドをやっ
てもコントロールできない場合に追加

度を測りながらテオフィリン徐放製剤
等を使っていくということですけれど
も、実際の現場で、テオフィリン徐放
製剤は使えないのだけれども、ちょっ

していく治療薬としてロイコトリエン
受容体拮抗薬あるいは長時間作用性β2
刺激薬の追加のオプションとしてテオ
フィリン徐放製剤が挙げられています。
また、最重症のケースに関しても同様

と気管支拡張してみたいとか、そうい
った必要性がある場合にはどういった
治療が行われるのでしょうか。
海老澤 気管支拡張作用、抗炎症作
用の両方がテオフィリン徐放製剤には
期待されていますが、気管支拡張とい
うことに関していえば、現在ホクナリ

池田 乳幼児のぜんそく患者にテオ
ドールを使用してよいかという質問で

その場合に、２歳未満ですと、ロイ
コトリエン受容体拮抗薬あるいはイン

です。
最新のバージョンでは乳幼児ぜんそ
くに関してはそのようになっています

すけれども、まずガイドラインにどう
いう記載があるのか。ガイドラインの
変遷も含めてお話をうかがいたいと思
います。
海老澤 乳幼児という対象は、ガイ

タール吸入が基本治療として挙げられ
ていまして、追加治療としては吸入ス
テロイド薬を用いるように推奨されて
います。週に１回以上の症状が出るよ
うな方に関しては吸入ステロイドが中

ンテープが、非常に多く使用されてい
が、小児気管支ぜんそく治療管理ガイ
るのではないかと思います。これは貼
ドラインは３年ごとに改訂が進められ
るだけで、もともとのβ2 刺激薬として
てきています。2002年版の時点ではテ
オフィリン徐放製剤を２歳未満の乳児、 は短時間作用性なのですけれども、吸
そして２〜５歳の幼児に対して長期管
収が緩やかに進むということで、だい

ドラインですと２歳未満を乳児、２〜
５歳を幼児と定義しています。最新版

用量、これはフルタイド換算で200μg/
dayまでの量ですが、これを推奨して
いまして、プラスの追加治療としては

理薬として日本小児アレルギー学会で
も推奨していました。しかし、テオフ

の小児気管支ぜんそく治療管理ガイド
ラインは、日本小児アレルギー学会か
ら2011年に2012年版が出ています。そ
れに基づいてお話しさせていただきま
すと、治療ステップというものがあり
まして、間欠型の小児ぜんそくの場合

ロイコトリエン受容体拮抗薬あるいは
長時間作用性のβ2 刺激薬などが勧めら
れています。
したがいまして、現在のガイドライ

ィリン関連痙攣の問題がクローズアッ
プされまして、小児神経の専門の先生
方と討議を加えて、やはり使用の制限
をつけていくべきだろうと日本小児ア
レルギー学会としても考えました。

たい４時間後ぐらいに血中濃度のピー
クが来るのです。それで、かなりの長
期にわたって効いてきますので、１日
に１回、テープを貼り替えていただく
ということで気管支拡張効果が期待で
きるのではないかと思われます。
しかし、気管支ぜんそくだけではな

ン上では、テオフィリン徐放製剤に関
ですと基本的に気管支拡張薬の吸入を
しては、まず２歳未満の乳児に対して
必要に応じてということになりますが、 は基本的には勧められていなくて、治

その結果、2005年のガイドライン、
そして2008年のガイドラインを経まし
て、現在のような２〜５歳の方、また

くて、気管支炎に関してもホクナリン
テープの適応があるので、かなり幅広
く一般診療の場では、咳嗽が出るなど

長期管理に入っていくのはだいたい月
に１回以上ぜんそく症状がある患者さ
んを対象にします。

２歳未満の方に関しては、テオフィリ
ン徐放製剤に関しては基本的には使わ
ない方針で治療していきましょうとい

の症状に対しても使われているのでは
ないかと思います。
池田 ホクナリンテープはあまりよ
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乳幼児のぜんそく治療

相模原病院臨床研究センター部長

海老澤

（聞き手

元

宏

池田志斈）

乳幼児のぜんそく患者に、テオドールを使用してよいかご教示ください。
＜北海道開業医＞

おいてのみ十分血中濃度に気をつけて
テオフィリン徐放製剤を考慮というこ
とになっています。
２〜５歳までの場合には、２歳未満

うことが主にガイドラインのほうに書
かれています。
池田 今のお話ですと、最重症のス
テップ４ですと、入院のうえで血中濃

の方と違って、月に１回以上症状が出
るような方で、吸入ステロイドをやっ
てもコントロールできない場合に追加

度を測りながらテオフィリン徐放製剤
等を使っていくということですけれど
も、実際の現場で、テオフィリン徐放
製剤は使えないのだけれども、ちょっ

していく治療薬としてロイコトリエン
受容体拮抗薬あるいは長時間作用性β2
刺激薬の追加のオプションとしてテオ
フィリン徐放製剤が挙げられています。
また、最重症のケースに関しても同様

と気管支拡張してみたいとか、そうい
った必要性がある場合にはどういった
治療が行われるのでしょうか。
海老澤 気管支拡張作用、抗炎症作
用の両方がテオフィリン徐放製剤には
期待されていますが、気管支拡張とい
うことに関していえば、現在ホクナリ

池田 乳幼児のぜんそく患者にテオ
ドールを使用してよいかという質問で

その場合に、２歳未満ですと、ロイ
コトリエン受容体拮抗薬あるいはイン

です。
最新のバージョンでは乳幼児ぜんそ
くに関してはそのようになっています

すけれども、まずガイドラインにどう
いう記載があるのか。ガイドラインの
変遷も含めてお話をうかがいたいと思
います。
海老澤 乳幼児という対象は、ガイ
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そして２〜５歳の幼児に対して長期管
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ロイコトリエン受容体拮抗薬あるいは
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れています。
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40（360）

1405本文.indd 40-41

療ステップ４という最重症の方、これ
は何をやっても症状がコントロールで
きないような方々ですが、その場合に
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

（361）41

14/04/14 16:58

く知らないのですけれども、乳児とか
幼児に関して使うときはどういった注
意点が必要なのでしょうか。
海老澤 薬用量はそれ程厳密なもの
ではなくて、体重当たりどうこうとい
うものではありません。３歳から下で
0.5㎎、３〜９歳までが１㎎という製剤
を主に使うのですけれども、年齢によ
って使用する剤形が異なるということ
と、あとは内服と違って、基本的に大
きな副作用というのは報告されていま
せん。β2 刺激薬の場合ですと、ほかの
β刺激薬と同様、振戦、手の震えとか
体の震えなどが報告されていますが、
そういう副作用も頻度としては比較的
低いと思います。
池田 用量を間違えなければ重篤な

あります。そこら辺を区別していくの
に、アメリカですと、asthma predictive
indexというものがありますし、日本
小児アレルギー学会でも、例えばアト
ピー素因がある、あるいは母親にぜん
そくがある等のリスクファクターとい
うものが挙げられているので、それら

は、基本中の基本で、吸入ステロイド
が治療の根幹だと思いますけれども、
ステロイド吸入というのは乳幼児でも
比較的安定してできるのでしょうか。
海老澤 まず、パルミコートの吸入
懸濁液というものがありますので、ネ
ブライザーを用いて乳児などにはよく

入療法に関する情報をきちんと手に入
れていただくことが重要かと思います。
池田 こういった吸入の手技、必要
性とかやり方とかを含めて、診療ガイ
ドラインというものが非常に重要だと
思いますけれども、インターネットで
検索しますと、どんなキーワードにな

を参考にしながら、最終的には経過を

行われます。それと、MDI製剤（metered-dose inhaler）というものが、フル
タイドとかキュバールとかありますが、

るのでしょうか。
海老澤 小児気管支ぜんそく治療管
理ガイドラインと入れていけばすぐ出

みていくというのが重要ではないかと
思います。
池田 ぜんそくの重症度ですが、初
期の症状から長期的な予後といいます
か、いつの時点でoutgrowするような
ぜんそくであるのか。そういった予見
はできるのでしょうか。
海老澤 これもなかなか難しいご質

副作用は出ないということですね。
海老澤 そうですね。
池田 また根本に戻るのですけれど
も、乳幼児、特に乳児のぜんそくの患
者さんの診断というのは簡単なのでし

問で、大多数はoutgrowするのではない
かと昔は信じられていたのですが、実
際には長期管理が必要になるようなお
子さんの50〜60％ぐらいしかoutgrow
しないのではないかと最近は考えられ
ています。どういうお子さんがoutgrow

ょうか。RSウイルスも含めて、感染症
によってぜんそく様の発作が起こると

して、どういうお子さんがoutgrowし
ないかということを、発症の段階とか

うかがったことがあるのですけれども。
海老澤 特にゼロ歳児、あるいは１
歳代とかですと、ウイルス感染に伴っ
た喘鳴というのも、RS感染症等をはじ
めとしてたくさんあります。その場合
に、そのお子さんの喘鳴が実際にぜん
そくの初発なのか、あるいは単発のウ

乳幼児の段階で予見するというのはほ
とんど不可能だと思います。
池田 所見だけではわからないとい
うことですね。
海老澤 はい。
池田 実際、経過を追うしかないと
いうことですね。
海老澤 そうですね。

イルスによる喘鳴なのかというのを区
別していくのは非常に難しいところが
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池田

MDI製剤に関してはスペーサーを用い
てくるのですが、あるいは小児アレル
「ぜんそく」というキ
て吸入します。エアロチャンバーとか、 ギー学会とか、
いろいろなものが出ていますが、スペ
ーワードで入れていただければ出てく
ーサーをきちんと用いて吸入指導する
ると思います。
ことによって、乳児あるいは幼児のお
池田 種類は何種類か、それぞれの
学会であるのでしょうか。
子さんでも吸入は比較的きちんとでき
海老澤 小児に限って言えば、日本
ると思います。
しかし、吸入をどのようにやるかと
いうことを先生方がきちんとご理解な
さって、それを患者さんたちに正確に
伝えていくことが必要になるので、吸

小児アレルギー学会からの１冊しか出
ていません。
池田
た。

どうもありがとうございまし

もう一つおうかがいしたいの
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４倍ぐらいでがんになりやすいといわ

乳幼児の停留精巣

れています。
山内 比較の母集団の問題がありま
すから、何とも言えませんが、とにか
くかなり高い率ということですね。
古賀 はい。
山内 これは小児がんと考えてよい
のでしょうか。

順天堂大学小児外科准教授

古

賀

（聞き手

寛

之

山内俊一）

古賀
乳幼児の停留精巣についてご教示ください。
１．乳児における診察のコツ（ことに健診時において）
２．指導方針（治療とそのタイミング）
３．放置した場合の予後

＜埼玉県開業医＞

山内 古賀先生、乳幼児の停留精巣、
山内 もしこれを仮に放置してしま
我々内科医にはあまりおなじみではな
った、見過ごしてしまった場合にはど
いので、ごく簡単にどんなものかとい
うことをお話し願えますか。
古賀 停留精巣というのは、本来な
らば陰囊の中にあるべき精巣が陰囊に
ないというものになります。発生頻度

うなるのでしょうか。
古賀 大きく問題を挙げますと２つ
ありまして、一つが将来的に悪性化す
る可能性があるということになります。
もう一つが不妊の原因になるという点

としましては、新生児ではだいたい
４〜６％ぐらいといわれていますけれ

が挙げられます。
山内 まず悪性化は当然精巣がんと

ども、３カ月のお子さんですと、１％
ぐらいまでになっています。
山内 新生児の４〜６％といいます
と、けっこうな頻度ですね。
古賀 そうですね。
山内 乳幼児の疾患としては重要な
疾患と考えてよいわけですね。
古賀 そうですね。

いうことになるわけですね。
古賀 そうですね。
山内 実際に相当の高率なのでしょ
うか。
古賀 昔の報告になりますけれども、
正常の方と比べると、20〜40倍の相対
比で優位的にがんになりやすいといわ
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れています。最近の報告ですと、２〜
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小児のうちに発生するがんも

ありますけれども、成人になってから
がん化してくる、30代後半〜50代にな
ってがん化してくるという報告もあり
ます。
山内 もう一つは不妊症、こちらの
ほうは素人的にもよくわかるのですが、
この不妊症はほぼ致命的なものと考え
てよいのでしょうか。
古賀 もし両側の停留精巣で、それ
を治療しないで放置していた場合はほ
ぼ不妊になるといわれています。また、
片方の精巣が停留精巣で、片方は陰囊
にちゃんとおりているといった場合で
も、やはりこれも精子減少症や乏精子
症などになるといわれています。
山内 ご質問の中に、乳児における
診察のコツ、特に健診時においてとい
うのがあるのですが、この診察は難し
いのでしょうか。
古賀 慣れるまでは難しいものがあ
ると思います。一番はよくさわってい
ただくというのがあります。ただ、さ
わるときも、冷たい、冷えてしまった
ような手で赤ちゃんにさわると、赤ち
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ゃんもびっくりしますし、挙睾筋、精
巣の筋肉が反射を起こして収縮してし
まうので、精巣がわかりにくくなって
しまいますので、よく手を温めてから
さわっていただければと思います。
山内 そこのあたりがコツと考えて
よいわけですね。
古賀 そうですね。
山内 健康診断のときが中心になる
ようですが、何カ月健診など、どのあ
たりで引っかかることが多いというの
はあるのでしょうか。
古賀 ３カ月健診や６カ月健診など
で指摘される方が多いように見受けら
れます。
山内 実際に診断がほぼついたとこ
ろで、先ほどの話ですと、治療したほ
うがいいということに当然なるわけで
すが、相手が赤ちゃんということもあ
りますので、治療のタイミングという
のはかなり厄介な問題かなと思われま
すが。大原則としては早ければ早いほ
うがいいと考えてよいのでしょうか。
古賀 精巣が鼠径部やおなかの中、
腹腔内といった、陰囊に比べて体温の
高い場所にあると、精巣の細胞が障害
を受けると考えられているので、やは
り早めの手術を行ったほうがいいと思
います。
山内 早めの手術というと少し漠然
としているのですが、具体的にはどの
ぐらいが。
古賀 最近の施設では１歳前後で手
（365）45
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ってがん化してくるという報告もあり
ます。
山内 もう一つは不妊症、こちらの
ほうは素人的にもよくわかるのですが、
この不妊症はほぼ致命的なものと考え
てよいのでしょうか。
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を治療しないで放置していた場合はほ
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片方の精巣が停留精巣で、片方は陰囊
にちゃんとおりているといった場合で
も、やはりこれも精子減少症や乏精子
症などになるといわれています。
山内 ご質問の中に、乳児における
診察のコツ、特に健診時においてとい
うのがあるのですが、この診察は難し
いのでしょうか。
古賀 慣れるまでは難しいものがあ
ると思います。一番はよくさわってい
ただくというのがあります。ただ、さ
わるときも、冷たい、冷えてしまった
ような手で赤ちゃんにさわると、赤ち
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ゃんもびっくりしますし、挙睾筋、精
巣の筋肉が反射を起こして収縮してし
まうので、精巣がわかりにくくなって
しまいますので、よく手を温めてから
さわっていただければと思います。
山内 そこのあたりがコツと考えて
よいわけですね。
古賀 そうですね。
山内 健康診断のときが中心になる
ようですが、何カ月健診など、どのあ
たりで引っかかることが多いというの
はあるのでしょうか。
古賀 ３カ月健診や６カ月健診など
で指摘される方が多いように見受けら
れます。
山内 実際に診断がほぼついたとこ
ろで、先ほどの話ですと、治療したほ
うがいいということに当然なるわけで
すが、相手が赤ちゃんということもあ
りますので、治療のタイミングという
のはかなり厄介な問題かなと思われま
すが。大原則としては早ければ早いほ
うがいいと考えてよいのでしょうか。
古賀 精巣が鼠径部やおなかの中、
腹腔内といった、陰囊に比べて体温の
高い場所にあると、精巣の細胞が障害
を受けると考えられているので、やは
り早めの手術を行ったほうがいいと思
います。
山内 早めの手術というと少し漠然
としているのですが、具体的にはどの
ぐらいが。
古賀 最近の施設では１歳前後で手
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術する施設が多いかと思います。
山内 １歳前後ですか。それよりも
早い時期だとどうなのですか。
古賀 施設の考え方にもよりますけ
れども、あまり早い時期、生後２カ月
とか３カ月とかで手術を行った場合、
精巣の血管自体の組織などが非常に弱
くて、術後の精巣萎縮とかを起こしや
すいというふうにもいわれています。
また、赤ちゃんの体力などもあります
ので、ある程度体が大きくなった１歳
ぐらいまでに手術をというのがだいた
い多くの施設が持っている考えだと思
います。
山内 精巣の血管が弱いということ
ですと、例えば手術は成功したのだけ
れども、結果としては失敗してしまう
という可能性も出てきてしまうわけで
すか。
古賀
山内

そうですね。
その場合、精巣が例えば壊死

するとか、そういったことはないので
しょうか。
古賀 精巣を陰囊におろしても、そ
こに行く血流が悪くて、術後の萎縮性
精巣で、経過を追っていくうちに消失
してしまった、せっかくおろした精巣
がなくなってしまうということが起こ
る可能性はあります。
山内 例えば極端な場合ですけれど
も、片方ずつの精巣をタイムラグを置
いて手術するということもありと考え
てよいのでしょうか。
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古賀 それはある施設では行ってい
る方法だと思います。両側の重度の停
留精巣だった場合、まず片方を確実に
残せるという状態になってからもう片
方の手術を行う。両方一遍にやって両
方消失してしまうというリスクを負う
よりも、先生がおっしゃるように少し
タイムラグをつくってから手術を行う
という方法もあります。
山内

もし不幸にして少し発見が遅

れて、２歳、３歳、４歳というふうに
なった場合ですが、先ほどの不妊症な
り、発がん性なり、これらのリスクは
時間依存性にどんどん高まると考えて
よいのでしょうか。
古賀 高まっていくというふうに報
告がされています。
山内 ただし、手術は２歳でも３歳
でも、とにかく気がついたらすぐに行
うという発想になってきますか。
古賀 そうですね。
山内 手術自体の困難さといいます
か、リスクは、血管の問題は別にして、
比較的そう難しい手術ではないと考え
てよいですか。
古賀 時間的には、たいてい片方の
精巣で１時間から１時間半ぐらいの間
で終わる手術です。
山内 ただし、基本的には慣れた施
設がよいのでしょうね。
古賀 そうですね。血管を処理しな
ければいけないとなった場合、どの血

らやっていかないといけないので、か
つ、できるだけ陰囊の底部までおろし
ていきたい、陰囊内におろしたいとい
うことがありますので、やはり慣れた
施設で治療されるのがいいかと思いま
す。
山内 日本には小児の泌尿器の専門
医が多くはなさそうな気もいたします
が、そうでもないのですか。
古賀 小児泌尿器を専門にしている
方は、泌尿器の全体としてはまだ多く
ありません。また、小児外科の中で泌
尿器をやっている先生も決して全員で
はないので、そんなに多くないという

えていたけれども、あると思っていた
のに、健診で指摘されて病院にいらっ
しゃるという方、両方のケースがある
ので、まずはおむつを交換したときに、
どうかなと見ていただければと思いま
す。
山内 見たときの特徴的なものとい
うか、素人が見る場合にはなかなか難
しいかもしれませんが、どんな特徴が
あるのでしょうか。
古賀 精巣があまり発達していない

のが現状ではあります。
山内 そのあたりは、例えば学会な

と、陰囊もあまり発達していないとい
う方もいらっしゃいまして、陰囊が大
きな袋ではなくて、小さなカップのよ
うなものがちょこんとくっついている。
袋があまり大きくなくて小さいという

どのホームページを参照することはで
きますか。
古賀 小児泌尿器学会や小児外科学

場合は、大丈夫かなと思ってさわって
いただければと思います。
山内 しわが十分でないとか、そう

会のホームページを見ていただければ、 いったものもあるのでしょうか。
認定医や認定施設、専門医などの名簿
古賀 そうですね。
が公開されています。
山内 親御さん自身でもお子さんを
山内 最後になりますが、家族の方
時々見たほうがいいかもしれないとい
は気がつかないものでしょうか。
うことですね。
古賀 お母さんがおむつを替えてい
るときに気づかれたという方もいらっ
しゃいますし、逆に、おむつを毎日替

古賀
山内

そうですね。
どうもありがとうございまし

た。

管を処理するかということを考えなが
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高血圧診療ガイドラインと JSH2014への期待（Ⅰ）

最新のガイドラインと今後の高血圧診療
日本大学医学部教授・日本大学医学部総合健診センター所長

久

代

（聞き手

登志男

中村治雄）

血圧よりも心血管病発症リスクの重要
な予測指標とされていますので、いず
れの血圧計を使うにしても気合を入れ
て測っていただきたいと思います。
尿意、寒冷、精神的なイライラなど
の血圧を上げる要因、あるいは食後、
入浴後、飲酒時など血圧を下げる要因
をできるだけ避けて測るように指導す
る必要があります。朝は、起床後１時
間以内で排尿後、朝食前で、冬の場合
室温は20〜21度以上にしてもらい、両
足を床につけ、背もたれに背をつけて
測ってもらいます。週に４日くらい測

中村 高血圧の診療について、新し
く出てくるといわれていますガイドラ
インを含めて、これからの問題点を久

ることの有用性が示されていながら、
降圧目標達成率が低いのは、世界中に
共通した課題になっています。

代先生にシリーズとしてまとめていた
だきました。
これをつくっていただくことに関し

中村 一般にこのごろは患者さんも
自宅で血圧を測ってこられる方が多く
なったように思います。これはかなり

て私がちょっとうかがいたいと思って
いますのは、もちろんガイドラインは
一つのたいへん重要なトピックスだと
思いますけれども、今どういった問題
点あるいは進歩が高血圧診療にあるの

いいことだと思うのですが、指で測っ
てみたり、ある程度は上腕で測ってい
る人もいるのですが、中には別のとこ
ろで測ってみたり、先生は何をお勧め
になりますか。

れないときなどは測らなくていいと伝
えています。寒い日に、布団の中で測
る人がいますが、臥位血圧はバイタル
サインですが、血圧の管理指標として
は適切でありません。また、手首血圧

でしょうか。
久代 高血圧は通常のプライマリケ

久代 どのガイドラインも上腕測定
を勧めています。

アで最も患者さんの多い疾患です。日
本では脳卒中が心筋梗塞の３〜５倍多
く、血圧管理による脳卒中予防効果は
明らかですから、日常診療における厳
格な血圧管理は重要です。

手首血圧計はカフを巻かなくてすむ
のが利点ですが、骨と腱の間に動脈が
あるので振動法では誤差が出やすく、
心臓の高さに合わせないと静水圧の影
響を受けます。背が低い肥満者で、12〜

計で車の中などで測る人がいますが、
これも適切ではありません。
中村 多くは最初に測ると高くて、

残念ながら、ガイドラインで示され
ている降圧目標達成率は140/90㎜Hg
未満では３割か４割、糖尿病、あるい

13㎝幅の上腕用標準幅カフが適さない
けれど、上腕が短いため15㎝幅のカフ
は肘にかかってしまう場合は、やむを

は蛋白尿を伴う慢性腎臓病の130/80㎜
Hg未満では２割以下の状況です。
疫学調査とか大規模介入試験で下げ

得ず手首血圧計を勧める場合がありま
す。
いずれにしても家庭血圧は、診察室
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っていただければいいので、忙しくて
ソワソワしているときや室温を上げら

次に測ると少し下がっているという経
験をしますが。
久代 はい。なぜ２回目が１回目よ
り低いことが多いのかよくわかってい

です。そして、測定値に一喜一憂しな
いで、少なくとも２週間、できれば１
カ月間ぐらいの平均値を計算していた
だいて、それをその方の血圧としてコ
ントロールするというのがいいと思い
ます。
中村 もう一つ、下がり過ぎてしま
ったというか、例えば血圧が高かった
人が収縮期で100を割ってくるとか、
特にめまいはないのですけれども、降
圧薬をどうしたらいいかと、悩んで質
問を向けてくる人もいるのです。先生
はどういうふうになさいますか。
久代 厳格な降圧目標達成は重要な
のですけれども、それを達成しようと
すると、下がり過ぎる時間が生じてし
まう場合があります。
猛暑では、特に利尿薬を服用してい
る方は脱水のため相当下がってしまう
ことがあります。また、食後１〜２時
間は下がりやすく食後低血圧といわれ
ています。食後に眠くなる、あるいは
転びやすくなるという場合には、その
時間帯に座って血圧を測っていただい

て、収縮期血圧が100㎜Hg以下になっ
ている場合には対応が必要です。利尿
薬服用、糖質の多い食事、熱い食事、
ませんが、何回も測って最も低い値を
飲酒時などに起こりやすいので、可能
取る人もいます。私は１回目と２回目
な範囲でそれらを避けてもらうように
を、できれば平均してもらっています。 します。患者さんには、自己調整しな
大切なことは、家庭血圧と心血管系
いで主治医と相談するように話してお
疾患リスクの関連は、１回目測定値の
くことが必要です。
データなので、１回目を省かないこと
また、家庭血圧の測り方に問題があ
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高血圧診療ガイドラインと JSH2014への期待（Ⅰ）

最新のガイドラインと今後の高血圧診療
日本大学医学部教授・日本大学医学部総合健診センター所長
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になりますか。

れないときなどは測らなくていいと伝
えています。寒い日に、布団の中で測
る人がいますが、臥位血圧はバイタル
サインですが、血圧の管理指標として
は適切でありません。また、手首血圧

でしょうか。
久代 高血圧は通常のプライマリケ

久代 どのガイドラインも上腕測定
を勧めています。

アで最も患者さんの多い疾患です。日
本では脳卒中が心筋梗塞の３〜５倍多
く、血圧管理による脳卒中予防効果は
明らかですから、日常診療における厳
格な血圧管理は重要です。

手首血圧計はカフを巻かなくてすむ
のが利点ですが、骨と腱の間に動脈が
あるので振動法では誤差が出やすく、
心臓の高さに合わせないと静水圧の影
響を受けます。背が低い肥満者で、12〜

計で車の中などで測る人がいますが、
これも適切ではありません。
中村 多くは最初に測ると高くて、

残念ながら、ガイドラインで示され
ている降圧目標達成率は140/90㎜Hg
未満では３割か４割、糖尿病、あるい

13㎝幅の上腕用標準幅カフが適さない
けれど、上腕が短いため15㎝幅のカフ
は肘にかかってしまう場合は、やむを

は蛋白尿を伴う慢性腎臓病の130/80㎜
Hg未満では２割以下の状況です。
疫学調査とか大規模介入試験で下げ

得ず手首血圧計を勧める場合がありま
す。
いずれにしても家庭血圧は、診察室
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っていただければいいので、忙しくて
ソワソワしているときや室温を上げら

次に測ると少し下がっているという経
験をしますが。
久代 はい。なぜ２回目が１回目よ
り低いことが多いのかよくわかってい

です。そして、測定値に一喜一憂しな
いで、少なくとも２週間、できれば１
カ月間ぐらいの平均値を計算していた
だいて、それをその方の血圧としてコ
ントロールするというのがいいと思い
ます。
中村 もう一つ、下がり過ぎてしま
ったというか、例えば血圧が高かった
人が収縮期で100を割ってくるとか、
特にめまいはないのですけれども、降
圧薬をどうしたらいいかと、悩んで質
問を向けてくる人もいるのです。先生
はどういうふうになさいますか。
久代 厳格な降圧目標達成は重要な
のですけれども、それを達成しようと
すると、下がり過ぎる時間が生じてし
まう場合があります。
猛暑では、特に利尿薬を服用してい
る方は脱水のため相当下がってしまう
ことがあります。また、食後１〜２時
間は下がりやすく食後低血圧といわれ
ています。食後に眠くなる、あるいは
転びやすくなるという場合には、その
時間帯に座って血圧を測っていただい

て、収縮期血圧が100㎜Hg以下になっ
ている場合には対応が必要です。利尿
薬服用、糖質の多い食事、熱い食事、
ませんが、何回も測って最も低い値を
飲酒時などに起こりやすいので、可能
取る人もいます。私は１回目と２回目
な範囲でそれらを避けてもらうように
を、できれば平均してもらっています。 します。患者さんには、自己調整しな
大切なことは、家庭血圧と心血管系
いで主治医と相談するように話してお
疾患リスクの関連は、１回目測定値の
くことが必要です。
データなので、１回目を省かないこと
また、家庭血圧の測り方に問題があ
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ることもあります。特に就床前の血圧
は、入浴後や飲酒している場合、相当
下がることがあります。自覚症状がな

脈狭窄がある場合は、60㎜Hgくらい

が限界になります。どこまで下げられ
るかは、心電図や狭心症の悪化、立ち
くらみなどを確認しながら、個別の対
ければ、そのような状況では測らない
応が必要です。
ように伝えています。
中村 血圧の治療に関しては、Jカー
どこまで下がれば問題かということ
ブといいますか、Uカーブというので
ですけれども、動脈硬化による狭窄性
病変がある場合は要注意です。それは、 しょうか、コレステロールとかHbA1c
などではJカーブがあるようですが、
動脈硬化性冠動脈疾患、閉塞性動脈硬
化症、および両側頸動脈狭窄を伴う場
合です。階段をちゃんと上れるか、頸
動脈雑音があるか、歩行時のめまい感
があるか、などに注意し、必要に応じ
て検査を行っています。
中村 お年寄りの場合、拡張期が低
い人がいますね。あの場合に、低い値
というのはどれだけ意味があるのでし
ょうか。
久代 はい。これも日常診療の悩み
です。
60歳を超え大動脈硬化が起こると、
収縮期血圧が高くなり拡張期血圧は下
がるので、収縮期血圧を下げようとす
ると拡張期血圧の下がり過ぎが懸念さ
れます。一方で、心臓の仕事量は収縮
期血圧と心拍数に比例しますので、将
来の心不全や心房細動予防には収縮期
血圧を下げることが重要ですし、脳卒
中にも収縮期血圧が強く関連していま
す。
どこまで許容できるかということで
すけれども、最も問題になるのは、拡
張期血圧で灌流されている心臓で冠動
50（370）
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血圧に関してもそういった傾向はあり
ますか。
久代 血圧がゼロだったら死んでし
まうわけですから、当然どこか一番い
いところが個々の人にとってあるわけ
です。いったいそれがどこら辺なのか
ということが問題になりますけれども、
私は日常診療の降圧の範囲内でのJカ
ーブは、それほど心配ないと思います。
先ほど申し上げた太い動脈の狭窄性
病変がなければ、Jカーブはそれほど
心配されなくて、降圧目標を遵守する
ということでいいのではないかと思い
ます。
中村 日本人の高血圧ならびにその
治療というのは、先ほど久代先生がご
指摘になられたように、脳卒中との絡
みがかなり強いですけれども、欧米と
の対比などでは、今度のガイドライン
を含めていかがでしょうか。
久代 脳卒中は降圧療法によってリ
スクを軽減できることがはっきりして
います。脳卒中を起こすと、QOLは下
がりますし、認知症や寝たきりの原因
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

になるので、降圧療法で脳卒中を予防
することは日本では特に重要です。
中村先生がおっしゃったJカーブと
いうのは冠動脈疾患について当てはま
る可能性があるのですけれども、脳卒
中に関しては日常の高血圧治療ではJ
カーブはあまりなくて、厳格な血圧管
理が有効ということになると、国や地
域の疾病構造によってガイドラインの
降圧目標が変わることがあってもよい
と思います。
日本では脳卒中が多いことを踏まえ
て、厳格な降圧目標を今後も維持する
ことが重要と思います。
中村 ヨーロッパのガイドラインを
見てみますと、比較的緩いですね。
久代 はい。欧米のガイドラインで
は欧米の無作為介入試験の知見が重視
されます。例えば、糖尿病合併高血圧
患者を対象にしたACCORD血圧試験
では、積極降圧群で冠動脈疾患リスク
に有意差がありませんでしたが、脳卒
中は約４割有意に減りました。しかし、
脳卒中発症数が冠動脈疾患の２割くら
いしかなかったので重要視されません
でした。しかし、脳卒中が冠動脈疾患
より多い日本では、異なる解釈があり
うると思います。
中村 それはたいへん大事なことで、
これから出てくるガイドラインが期待
されるわけですけれども、４月になっ
てから発表になるのですか。
久代 今の予定では４月１日に発行
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

と聞いております。
（2014年３月現在）
中村 あと、今先生がご指摘のよう
に、心臓とか脳とかの臓器への波及効
果ということをお話しになられました
けれども、ほかに腎臓だとか、あるい
は末梢動脈だとか、この辺でも当然問
題になろうかと思いますけれども。
久代 腎臓も高血圧の影響を強く受
ける臓器で、降圧療法の有効性が確認
されています。腎保護のうえでは、レ
ニン・アンジオテンシン系抑制薬の使
用を優先し、降圧目標を遵守すること
が強調されています。
最近日本でも増えている閉塞性動脈
硬化症については、降圧療法が進展予
防にどれくらい有効かに関する知見は
乏しい状況です。むしろ、間歇性跛行
がある人は、冠動脈や頸動脈を含めて
全身の動脈硬化性変化があると考えて、
血圧の下がり過ぎに注意が必要です。
個々の患者さんに向き合いながら、
その人にとって最もいい降圧治療を展
開するということは、主治医に求めら
れることで、ガイドラインはそのため
の参考にしていただければと思います。
中村 何もそれをきちっと守らなく
ても、できるだけそれに近いほうへと
いうことでしょうか。
久代 ガイドラインは集団レベルの
エビデンスの集積です。ご自分の目の
前の患者さんの状況が、必ずしも当て
はまるものではありません。ガイドラ
インの行間を補完するのは、主治医で
（371）51
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ることもあります。特に就床前の血圧
は、入浴後や飲酒している場合、相当
下がることがあります。自覚症状がな

脈狭窄がある場合は、60㎜Hgくらい

が限界になります。どこまで下げられ
るかは、心電図や狭心症の悪化、立ち
くらみなどを確認しながら、個別の対
ければ、そのような状況では測らない
応が必要です。
ように伝えています。
中村 血圧の治療に関しては、Jカー
どこまで下がれば問題かということ
ブといいますか、Uカーブというので
ですけれども、動脈硬化による狭窄性
病変がある場合は要注意です。それは、 しょうか、コレステロールとかHbA1c
などではJカーブがあるようですが、
動脈硬化性冠動脈疾患、閉塞性動脈硬
化症、および両側頸動脈狭窄を伴う場
合です。階段をちゃんと上れるか、頸
動脈雑音があるか、歩行時のめまい感
があるか、などに注意し、必要に応じ
て検査を行っています。
中村 お年寄りの場合、拡張期が低
い人がいますね。あの場合に、低い値
というのはどれだけ意味があるのでし
ょうか。
久代 はい。これも日常診療の悩み
です。
60歳を超え大動脈硬化が起こると、
収縮期血圧が高くなり拡張期血圧は下
がるので、収縮期血圧を下げようとす
ると拡張期血圧の下がり過ぎが懸念さ
れます。一方で、心臓の仕事量は収縮
期血圧と心拍数に比例しますので、将
来の心不全や心房細動予防には収縮期
血圧を下げることが重要ですし、脳卒
中にも収縮期血圧が強く関連していま
す。
どこまで許容できるかということで
すけれども、最も問題になるのは、拡
張期血圧で灌流されている心臓で冠動
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血圧に関してもそういった傾向はあり
ますか。
久代 血圧がゼロだったら死んでし
まうわけですから、当然どこか一番い
いところが個々の人にとってあるわけ
です。いったいそれがどこら辺なのか
ということが問題になりますけれども、
私は日常診療の降圧の範囲内でのJカ
ーブは、それほど心配ないと思います。
先ほど申し上げた太い動脈の狭窄性
病変がなければ、Jカーブはそれほど
心配されなくて、降圧目標を遵守する
ということでいいのではないかと思い
ます。
中村 日本人の高血圧ならびにその
治療というのは、先ほど久代先生がご
指摘になられたように、脳卒中との絡
みがかなり強いですけれども、欧米と
の対比などでは、今度のガイドライン
を含めていかがでしょうか。
久代 脳卒中は降圧療法によってリ
スクを軽減できることがはっきりして
います。脳卒中を起こすと、QOLは下
がりますし、認知症や寝たきりの原因
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になるので、降圧療法で脳卒中を予防
することは日本では特に重要です。
中村先生がおっしゃったJカーブと
いうのは冠動脈疾患について当てはま
る可能性があるのですけれども、脳卒
中に関しては日常の高血圧治療ではJ
カーブはあまりなくて、厳格な血圧管
理が有効ということになると、国や地
域の疾病構造によってガイドラインの
降圧目標が変わることがあってもよい
と思います。
日本では脳卒中が多いことを踏まえ
て、厳格な降圧目標を今後も維持する
ことが重要と思います。
中村 ヨーロッパのガイドラインを
見てみますと、比較的緩いですね。
久代 はい。欧米のガイドラインで
は欧米の無作為介入試験の知見が重視
されます。例えば、糖尿病合併高血圧
患者を対象にしたACCORD血圧試験
では、積極降圧群で冠動脈疾患リスク
に有意差がありませんでしたが、脳卒
中は約４割有意に減りました。しかし、
脳卒中発症数が冠動脈疾患の２割くら
いしかなかったので重要視されません
でした。しかし、脳卒中が冠動脈疾患
より多い日本では、異なる解釈があり
うると思います。
中村 それはたいへん大事なことで、
これから出てくるガイドラインが期待
されるわけですけれども、４月になっ
てから発表になるのですか。
久代 今の予定では４月１日に発行
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と聞いております。
（2014年３月現在）
中村 あと、今先生がご指摘のよう
に、心臓とか脳とかの臓器への波及効
果ということをお話しになられました
けれども、ほかに腎臓だとか、あるい
は末梢動脈だとか、この辺でも当然問
題になろうかと思いますけれども。
久代 腎臓も高血圧の影響を強く受
ける臓器で、降圧療法の有効性が確認
されています。腎保護のうえでは、レ
ニン・アンジオテンシン系抑制薬の使
用を優先し、降圧目標を遵守すること
が強調されています。
最近日本でも増えている閉塞性動脈
硬化症については、降圧療法が進展予
防にどれくらい有効かに関する知見は
乏しい状況です。むしろ、間歇性跛行
がある人は、冠動脈や頸動脈を含めて
全身の動脈硬化性変化があると考えて、
血圧の下がり過ぎに注意が必要です。
個々の患者さんに向き合いながら、
その人にとって最もいい降圧治療を展
開するということは、主治医に求めら
れることで、ガイドラインはそのため
の参考にしていただければと思います。
中村 何もそれをきちっと守らなく
ても、できるだけそれに近いほうへと
いうことでしょうか。
久代 ガイドラインは集団レベルの
エビデンスの集積です。ご自分の目の
前の患者さんの状況が、必ずしも当て
はまるものではありません。ガイドラ
インの行間を補完するのは、主治医で
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す。もちろん、ガイドラインを無視す
ることは許されませんし、ガイドライ
ンと異なる治療を行う場合は、その理

慣も大きく影響をします。また、70歳
を超えると７割が高血圧になるので、
高血圧素因のない人のほうが少数派と

由をはっきりさせることが必要です。
中村 最後に、遺伝子を測るという
のはこれからどうなりますか。

もいえます。
遺伝子は、高血圧の発症時期と心血

久代 残念ながら遺伝子によって治
療法を選択するところまでいっていま
せん。一部では、例えばアンジオテン
シン変換酵素遺伝子の多型性が食塩感
受性に関連しているなどの知見があり
ますが、それにより最適な治療を選ぶ
などは将来課題です。
中村 高血圧に将来なるかどうかと
いうのはいかがですか。
久代 本態性高血圧発症リスクは、
両親とも高血圧、片親が高血圧、両親
とも高血圧でないかにより相当異なる
ので、遺伝素因の強い疾患です。しか
し、いわゆるモザイク説と呼ばれるよ
うに、幾つもの遺伝子とその組み合わ
せが関連しているようですし、生活習
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管系合併症の起こり方を含めた重症度
に関連しているとも考えられます。現
状では、両親のいずれかが高血圧の場

高血圧診療ガイドラインと JSH2014への期待（Ⅰ）

精度の高い血圧測定法と評価
国立循環器病研究センター高血圧・腎臓科部長

河

野

（聞き手

雄

平

齊藤郁夫）

合には、お子さんの高血圧予防のため
に小さいころから生活習慣に配慮する
ことが必要です。
また、本態性高血圧は急に発症す
るのではなく、130〜139/85〜89㎜Hg

齊藤 「精度の高い血圧測定法と評
価」ということで河野先生にうかがい
ます。
高血圧診療では血圧をきちんと測る

の正常高値の時期を経て起こります。
Framingham研究では、正常高値血圧

ということが非常に重要だと思うので
すけれども、どんな血圧測定法がある

座ってもらうとか、なかなか難しいと
ころがあります。ですけれども、やは
り少なくともある程度の安静をとって
いただいたうえで、静かな環境で測る
べきだと思います。それと、１回だけ

者からの４年間の高血圧発症リスクは、
120/80㎜Hg未満の至適血圧者の11倍
とされています。健診時の血圧が正常
高値になったら、真剣に高血圧予防を
考えることも大切です。

のでしょうか。
河野 従来は水銀血圧計を使った診
察室での血圧、随時血圧が高血圧の診

では変動がありますので、複数回測る
というのが大事なポイントだと思いま
す。

断のスタンダードで、治療もそれによ
っていましたけれども、最近では家庭
血圧あるいは24時間血圧のほうが高血
圧に関連する臓器障害や予後に密接に
関係するということがわかっています

それから、血圧計そのものについて
もちょっと触れますけれども、最近で
は水銀使用がだんだんなくなる方向で
して、水銀血圧計も将来はなくなって
いくのではないかと思います。オシロ

ので、そちらを重視していただくのが
いいと思います。

メトリック法の電子式の自動血圧計を
使われてもよろしいですし、別の方法

齊藤 診察室血圧と診察室以外の血
圧ということですね。診察室での血圧
測定法について注意点はありますか。
河野 これはガイドラインで以前か
ら診察室の血圧測定法は規定があるの
ですけれども、実際はなかなか私も含
めて遵守できていないというのが本当
だろうと思います。５分以上の安静と

として、水銀の代わりに、電子式です
けれども、聴診法で測る、そういう血
圧計もありますので、そういうものを
使われたらいいのではないかと思いま
す。
齊藤 外来血圧はなるべくガイドラ
インを遵守して測るということですね。
河野 はい。あとは、可能でしたら、

中村
た。

どうもありがとうございまし
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す。もちろん、ガイドラインを無視す
ることは許されませんし、ガイドライ
ンと異なる治療を行う場合は、その理

慣も大きく影響をします。また、70歳
を超えると７割が高血圧になるので、
高血圧素因のない人のほうが少数派と
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もいえます。
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久代 残念ながら遺伝子によって治
療法を選択するところまでいっていま
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シン変換酵素遺伝子の多型性が食塩感
受性に関連しているなどの知見があり
ますが、それにより最適な治療を選ぶ
などは将来課題です。
中村 高血圧に将来なるかどうかと
いうのはいかがですか。
久代 本態性高血圧発症リスクは、
両親とも高血圧、片親が高血圧、両親
とも高血圧でないかにより相当異なる
ので、遺伝素因の強い疾患です。しか
し、いわゆるモザイク説と呼ばれるよ
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管系合併症の起こり方を含めた重症度
に関連しているとも考えられます。現
状では、両親のいずれかが高血圧の場

高血圧診療ガイドラインと JSH2014への期待（Ⅰ）

精度の高い血圧測定法と評価
国立循環器病研究センター高血圧・腎臓科部長

河

野

（聞き手

雄

平

齊藤郁夫）
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診察室の外に自動血圧計を１つ置いて
おいて、診察の前に、ちょっと安静に
してもらったあとで測っていただくの

のではないかと思います。
診察室血圧では140/90㎜Hg以上が

高血圧ですけれども、家庭血圧の基準
は135/85㎜Hgになります。ですので、
がよいかと思います。というのは、白
衣高血圧も２種類あるのですけれども、 それを超えていれば高血圧ですし、診
察室で高くても家庭ではそれより低け
診察室の中に入ってきて、ドクターの
れば、白衣高血圧ということになりま
顔を見て非常に上がる方がけっこう多
す。診察室では低いけれども、家庭血
いですので、外で低い方はそれで判断
圧では高い方は仮面高血圧といって、
できます。
注意を要する状態だと思います。そう
齊藤 待合室で待っている間に測っ
ておいてもらうということですね。
それも広い意味では診察室外血圧と
いうことになるのでしょうか。同じ病
院内、診療所内に入っていますけれど
も。
河野 医療環境下ではありますけれ
ども、診察室の外ということになりま
すね。
齊藤 ドクターが測るのとだいぶ差
のある方もいるということですね。
河野 それでわかります。
齊藤 さて、診察室血圧以外の家庭
血圧はどうでしょうか。
河野 ご存じのように、日本では家
庭血圧計が非常に普及しています。大
部分の患者さんは実際に家に血圧計を
持っていて、少なくとも時々測ってい
らっしゃると思います。家庭血圧が診
察室血圧よりも心臓肥大とか動脈硬化
に密接に関係するということはよくわ
かっていますので、現在では高血圧の
診断そのものも診察室血圧より家庭血
圧に重点を置いて診断するほうがいい
54（374）
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いうのがよくわかると思います。
齊藤 測定法では何か注意がありま
すか。
河野 家庭血圧計はいろいろな種類
がありますけれども、日本高血圧学会
では上腕に巻いて測る上腕式のオシロ
メトリック法の自動血圧計を推奨して
います。それは誤差が比較的少ないか
らです。
それから、手首用のものも普及して
います。精度検定さえちゃんとすれば、
手首用は使ってもいいのではないかと
思いますけれども、学会は、手首用の
ものは、積極的には推奨していません。
指用のものは少なくなりましたけれど
も、誤差が大きいので、これはお勧め
できないと思います。
齊藤 具体的に測るタイミング、回
数はいかがでしょうか。
河野 これも決まったやり方はない
のですけれども、学会がガイドライン
で推薦しています。朝は起きて１時間
以内。ただし、朝食とか薬の前ですね。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

排尿後、座って２〜３分安静にして、
ということをお勧めしています。
もう一つは、夜、寝る前です。ただ
し、入浴後すぐとか、食後すぐという
のはやめたほうがいいと思います。
あとは、測定の回数は専門家の間で
も意見が分かれているところです。現
在のガイドラインでは１〜３回という
ことですけれども、次のガイドライン
JSH2014ではヨーロッパのガイドライ
ンにならって、原則として１機会に２
回測って平均値を取るということにな
るのではないかと思います。
齊藤 朝と夜では、朝が高い患者さ
んのほうが多いでしょうか。
河野 朝のほうが平均すると４㎜Hg
か５㎜Hg高いと思います。ですので、
朝の平均を取っていただいて、また夜
の平均も取っていただいて、さらに合
わせた平均も計算すると一番いいと思
います。ちょっとたいへんですけれど
も。
齊藤 朝だけというのはどうでしょ
うか。
河野 どっちか１つとなると、朝だ
けということになりますけれども、か
なり朝と夜と差がある方も多いので、
なるべく朝はレギュラーに測ってもら
って、夜は時々でもいいですので測っ
ていただくというのがいいと思います。
ただし、治療のことを考えますと、朝
の血圧が高い早朝高血圧というのもリ
スクで、しかも朝に心血管事故が一番
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

多いというのがわかっていますので、
朝の血圧をターゲットとして薬を決め
ていただくほうがいいのではないかと
思います。
齊藤 測った数字は原則全部書いて
もらうということにしますか。
河野 学会の推奨は全部記録する、
あるいはメモリといいますか、媒体に
残すということですけれども、私は平
均とか、３回の場合は２回目の数字で
もいいということを言っています。
齊藤 たくさんの数字を手帳に書い
てこられると、外来で忙しいときにさ
っと見るわけですから、何か工夫はあ
りますか。
河野 あまりないですけれども、最
近の１〜２週間の記録をざっと見せて
いただいて、平均と変動幅はチェック
するようにはしています。
齊藤 最近、テレメディシンで家庭
血圧のデータを取るということも一部
行われているようですけれども、それ
はどうでしょう。
河野 非常に期待が持てると思いま
す。家庭での血圧値がわかり、平均値
やトレンドなども表示されます。リア
ルタイムでしかも測定値が正直に伝わ
りますので、今後さらに普及していけ
ばいいなと思っています。今のところ、
まだインターネットのセキュリティや
費用負担の問題などもありますので、
多くのドクターが使えるというところ
まではいっていません。
（375）55
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す。診察室では低いけれども、家庭血
いですので、外で低い方はそれで判断
圧では高い方は仮面高血圧といって、
できます。
注意を要する状態だと思います。そう
齊藤 待合室で待っている間に測っ
ておいてもらうということですね。
それも広い意味では診察室外血圧と
いうことになるのでしょうか。同じ病
院内、診療所内に入っていますけれど
も。
河野 医療環境下ではありますけれ
ども、診察室の外ということになりま
すね。
齊藤 ドクターが測るのとだいぶ差
のある方もいるということですね。
河野 それでわかります。
齊藤 さて、診察室血圧以外の家庭
血圧はどうでしょうか。
河野 ご存じのように、日本では家
庭血圧計が非常に普及しています。大
部分の患者さんは実際に家に血圧計を
持っていて、少なくとも時々測ってい
らっしゃると思います。家庭血圧が診
察室血圧よりも心臓肥大とか動脈硬化
に密接に関係するということはよくわ
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診断そのものも診察室血圧より家庭血
圧に重点を置いて診断するほうがいい
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やトレンドなども表示されます。リア
ルタイムでしかも測定値が正直に伝わ
りますので、今後さらに普及していけ
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齊藤 24時間血圧測定（ABPM）は
保険で認められているようですが、こ
れはいかがでしょうか。

い時期はちょっとたいへんと患者さん
はおっしゃいますね。
河野 患者さんのほうから見た評価

河野 24時間の血圧も非常に有用だ
とは思います。短期的な変動性を評価
できるということと、夜間睡眠中の血

では、外来で行う臨床検査の中で最も
悪いという報告があります。負担が少
ない革新的な機器が発明されれば、も

圧を評価できるという点では、家庭血
圧にはない強みがあります。ただし、
器械の価格がちょっと高いということ
と、患者さんに多少負担がかかるとい
うことですので、まだあまり普及して

っと使用者が増えると思います。
齊藤 日本の気候にはちょっと合っ
ていないということなのでしょうか。

高血圧診療ガイドラインと JSH2014への期待（Ⅰ）

白衣高血圧・仮面高血圧・夜間高血圧の診断と対応
慶應義塾大学保健管理センター所長

河

邊

（聞き手

河野 そう思います。また、ABPM
は自由行動下血圧モニタリングと訳さ
れますけど、日常生活に多少支障がで
る場合が少なくないです。
齊藤 ヨーロッパでは盛んに使われ

大西 「白衣高血圧・仮面高血圧・
夜間高血圧の診断と対応」というたい
へん重要なテーマかと思います。
まず順番に実態や状況について少し
ずつうかがいたいのですが、初めに白

ていると聞きますからね。こういった
各種血圧を合わせて総合的に評価する

衣高血圧です。これはよく使われる言
葉だと思いますけれども、そのあたり
から具体的に教えていただけますか。
河邊 白衣高血圧はかなり一般的に

る方に使えばいいのではないかと思い
ます。
齊藤 ABPMは30分に１回ぐらい腕

ということでしょうか。
河野 そうですね。特に家庭血圧は
お勧めで、高血圧の診療にぜひ取り入
れていただきたいと思います。
齊藤 どうもありがとうございまし

が締まっていくということと、夏の暑

た。

いません。
したがって、家庭血圧はほとんどの
高血圧の方にお勧めして、ABPMは限
られた症例、例えば血圧の変動が非常
に大きい方とか、血圧値と臓器障害に
ちょっと乖離があるような方とか、あ
るいはいろいろな自覚症状を訴えられ

も広まっている言葉で、一応定義とし
ては、診察室で測った血圧はいわゆる
高血圧のレベル、140/90㎜Hg以上あ
るのですけれども、医療環境以外のと
ころで、家庭とか職場も含めてですけ
れども、測ると、135/85㎜Hg未満、あ
るいは24時間のABPMでは平均で130/
80㎜Hg未満ということで正常である
ということです。頻度的には、外来で
140/90㎜Hg以上で引っかかった方の
中に、だいたい15〜30％ぐらいは白衣
高血圧の方がいらっしゃるということ
です。
問題は、白衣高血圧を正常血圧と同
等に扱っていいのか。要するに、あま

56（376）

1405本文.indd 56-57

ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

博

大西

史

真）

り合併症とかを起こさないのか。ある
いは、本当の高血圧に近い状態なのか
というところが問題だと思うのです。
当初はほぼ正常血圧に近いようなと
らえ方をしていたのですが、白衣高血
圧の方を長期に見ていくと、一部です
けれども、持続性の高血圧に移行する
方がいて、そういう持続性になる方た
ちをよく見てみると、病院ではもちろ
ん高いのですが、家庭で測ったものが
正常域でもちょっと高めの方が多いの
です。
あるいは、ほかの心血管リスク、例
えば少し肥満ぎみであるとか、今はや
りのメタボリックシンドローム的であ
るとか、そういうものがあると持続性
高血圧になっていくことが多いようで
す。その辺の評価は白衣高血圧でもし
ていかなければいけないと思います。
大西 ついつい「白衣高血圧だから
心配ないでしょう」などと言ってしま
うこともあるかと思うのですけれども、
やはり気をつけないといけないという
ことですね。
（377）57

14/04/14 16:58
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河邊 ただ、治療ということになる
と、すぐ薬物治療ということにはなら
ないのです。私がやっているのは、そ
の方のお話を聞いて、いわゆる非薬物
療法を行うとして何か引っかかるとこ
ろ、例えば塩分を取り過ぎているとか、
運動をしていないとか、そういうこと
があれば、その辺の改善をして経過観
察するということです。
今は一般的に家庭血圧計、日本では
現在約3,500万台といわれていますから、
持っている方がけっこう多いので、こ
れをうまく活用して、家庭での血圧が
上がってくるようだったら早めにまた
来てくださいということになります。
そうでなくても、できれば２〜３カ月
に１回ぐらい来てもらいたいのですが、
なかなか来ていただけないことが多く
なってしまうのが現状です。
大西 ついついドロップアウトして
しまうこともありますので、気をつけ
なければいけないということですね。
河邊 そうですね。来なくなる方も
多いのです。
大西 何か精神状態や自律神経の影
響などいろいろあるのでしょうか。
河邊 そうですね。実は私どもの大
学で、待合室でABPMをつけて出てい
くまで見たことがあるのです。そうす
ると、名前を呼ばれた瞬間にわっと血
圧が上がるのです。入ってきて、血圧
を測るときはもっと上がりまして、終
わって待合室に戻ると、すっと血圧も
58（378）
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戻るという具合で、一つはそういう精
神的な問題があると思います。
ただ、今こういうストレス時代です
から、一過性ですめばいいのですけれ
ども、そういうシチュエーションが多
い方はかなり高い状態が続いてしまう
ということで、そういう方は臓器障害
も進んでしまう可能性があるので、慎
重に見ていく必要があると思います。
大西 それでは次に仮面高血圧につ
いて教えていただけますか。
河邊 仮面高血圧は逆白衣高血圧と
もいいますけれども、全く逆バージョ
ンのようなかたちで、クリニックで測
ったり、健診とかでは正常血圧、要す
るに140/90㎜Hg未満なのですけれども、

表

仮面高血圧が疑われる高リスク群

降圧治療中の高血圧患者
正常高値血圧者
（130〜139/85〜89㎜Hg）
喫煙者、アルコール多飲者
精神的ストレス（職場、家庭）が多
い者
身体活動度が高い者
心拍数の多い者
起立性血圧変動異常者（起立性高血
圧、起立性低血圧）
肥満、メタボリックシンドローム、
糖尿病患者
臓器障害（特に左室肥大・頸動脈内
膜壁肥厚）合併者
心血管疾患の合併者

大西 それでは次に夜間高血圧はい
かがでしょうか。
河邊 夜間高血圧は、最近、家庭血
圧計でも夜間１〜２回測れる器械も出
てきているのですけれども、原則的に
は24時間ABPMで評価していただいて、
夜間睡眠中血圧の平均が120/70㎜Hg
以上ある場合をいいます。あと、その
血圧変動パターンで夜間昇圧型（riser）
といいまして、日中より夜間上がって
しまう場合も狭い意味では夜間高血圧
ということになります。
大西 そういう方は少しリスクは高
いのでしょうか。
河邊 夜間は基本的には副交感神経
優位で、皆さん、わりに安定した低い

家庭あるいは職場とかで測ったものが
高くなってしまうということです。こ
ちらは、白衣高血圧のように「心配な
いです」とは言い切れないで、多くの
報告を見ると、持続性高血圧にほぼ近
いような状況と考えていただいたほう

値を取ります。そこが高いということ
かけてくるかというのが非常に重要に
になるので、先生が今おっしゃったよ
なるのですけれども、一応今までの経
うに、かなりリスクが高いというふう
験から、降圧薬をのんでいる方は全員、 に考えていただいたほうがいいと思い
医療環境以外の血圧の状況を調べたほ
ます。
うがいいです。
大西 これは朝高いというものと状

がいいのです。ですから、しっかり治
療も必要になります。

それから、いわゆる定義上ですけれ
ども、正常高値血圧、正常血圧と高血

どういうふうに治療するかというと、
目標とするのは家庭での早朝血圧が
135/85㎜Hg未満になるような治療、24
時間通しての血圧の管理が必要になり
ます。
大西 こういう方は何か背景のよう
なものがあるのでしょうか。
河邊 ふだん我々が見るところでは

圧の間のレベルの方とか、あとよくい
われるのはお酒を多く飲む方、たばこ
を吸う方、肥満傾向の方、それから先
ほど先生が白衣高血圧でもおっしゃっ
たような精神的ストレスが多くかかる
ような方、それからけっこうアクティ
ビティの高い方などです（表）
。です

正常血圧ですから、どういう人を引っ
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ので、男性がちょっと多いイメージで
す。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

況は似ているのでしょうか。
河邊 夜間高いのがそのまま持続し
て早朝測って高い方と、夜間は低いの
ですが、起きがけの、要するに副交感
神経優位から交感神経優位にかわると
ころで急激に上がる、モーニングサー
ジという言い方をしますけれども、そ
ういうタイプと２つあります。
大西 それは何かリスクなど、いろ
いろ影響があるのでしょうか。
河邊 夜間からずっと高いものはリ
（379）59

14/04/14 16:58

河邊 ただ、治療ということになる
と、すぐ薬物治療ということにはなら
ないのです。私がやっているのは、そ
の方のお話を聞いて、いわゆる非薬物
療法を行うとして何か引っかかるとこ
ろ、例えば塩分を取り過ぎているとか、
運動をしていないとか、そういうこと
があれば、その辺の改善をして経過観
察するということです。
今は一般的に家庭血圧計、日本では
現在約3,500万台といわれていますから、
持っている方がけっこう多いので、こ
れをうまく活用して、家庭での血圧が
上がってくるようだったら早めにまた
来てくださいということになります。
そうでなくても、できれば２〜３カ月
に１回ぐらい来てもらいたいのですが、
なかなか来ていただけないことが多く
なってしまうのが現状です。
大西 ついついドロップアウトして
しまうこともありますので、気をつけ
なければいけないということですね。
河邊 そうですね。来なくなる方も
多いのです。
大西 何か精神状態や自律神経の影
響などいろいろあるのでしょうか。
河邊 そうですね。実は私どもの大
学で、待合室でABPMをつけて出てい
くまで見たことがあるのです。そうす
ると、名前を呼ばれた瞬間にわっと血
圧が上がるのです。入ってきて、血圧
を測るときはもっと上がりまして、終
わって待合室に戻ると、すっと血圧も
58（378）

1405本文.indd 58-59

戻るという具合で、一つはそういう精
神的な問題があると思います。
ただ、今こういうストレス時代です
から、一過性ですめばいいのですけれ
ども、そういうシチュエーションが多
い方はかなり高い状態が続いてしまう
ということで、そういう方は臓器障害
も進んでしまう可能性があるので、慎
重に見ていく必要があると思います。
大西 それでは次に仮面高血圧につ
いて教えていただけますか。
河邊 仮面高血圧は逆白衣高血圧と
もいいますけれども、全く逆バージョ
ンのようなかたちで、クリニックで測
ったり、健診とかでは正常血圧、要す
るに140/90㎜Hg未満なのですけれども、

表

仮面高血圧が疑われる高リスク群

降圧治療中の高血圧患者
正常高値血圧者
（130〜139/85〜89㎜Hg）
喫煙者、アルコール多飲者
精神的ストレス（職場、家庭）が多
い者
身体活動度が高い者
心拍数の多い者
起立性血圧変動異常者（起立性高血
圧、起立性低血圧）
肥満、メタボリックシンドローム、
糖尿病患者
臓器障害（特に左室肥大・頸動脈内
膜壁肥厚）合併者
心血管疾患の合併者

大西 それでは次に夜間高血圧はい
かがでしょうか。
河邊 夜間高血圧は、最近、家庭血
圧計でも夜間１〜２回測れる器械も出
てきているのですけれども、原則的に
は24時間ABPMで評価していただいて、
夜間睡眠中血圧の平均が120/70㎜Hg
以上ある場合をいいます。あと、その
血圧変動パターンで夜間昇圧型（riser）
といいまして、日中より夜間上がって
しまう場合も狭い意味では夜間高血圧
ということになります。
大西 そういう方は少しリスクは高
いのでしょうか。
河邊 夜間は基本的には副交感神経
優位で、皆さん、わりに安定した低い

家庭あるいは職場とかで測ったものが
高くなってしまうということです。こ
ちらは、白衣高血圧のように「心配な
いです」とは言い切れないで、多くの
報告を見ると、持続性高血圧にほぼ近
いような状況と考えていただいたほう

値を取ります。そこが高いということ
かけてくるかというのが非常に重要に
になるので、先生が今おっしゃったよ
なるのですけれども、一応今までの経
うに、かなりリスクが高いというふう
験から、降圧薬をのんでいる方は全員、 に考えていただいたほうがいいと思い
医療環境以外の血圧の状況を調べたほ
ます。
うがいいです。
大西 これは朝高いというものと状

がいいのです。ですから、しっかり治
療も必要になります。

それから、いわゆる定義上ですけれ
ども、正常高値血圧、正常血圧と高血

どういうふうに治療するかというと、
目標とするのは家庭での早朝血圧が
135/85㎜Hg未満になるような治療、24
時間通しての血圧の管理が必要になり
ます。
大西 こういう方は何か背景のよう
なものがあるのでしょうか。
河邊 ふだん我々が見るところでは

圧の間のレベルの方とか、あとよくい
われるのはお酒を多く飲む方、たばこ
を吸う方、肥満傾向の方、それから先
ほど先生が白衣高血圧でもおっしゃっ
たような精神的ストレスが多くかかる
ような方、それからけっこうアクティ
ビティの高い方などです（表）
。です

正常血圧ですから、どういう人を引っ
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

ので、男性がちょっと多いイメージで
す。
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

況は似ているのでしょうか。
河邊 夜間高いのがそのまま持続し
て早朝測って高い方と、夜間は低いの
ですが、起きがけの、要するに副交感
神経優位から交感神経優位にかわると
ころで急激に上がる、モーニングサー
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河邊 夜間からずっと高いものはリ
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スクが高いというのは皆さんだいたい
一致した意見なのです。もう一方のモ
ーニングサージなのですが、考えてみ
ると、これは普通のレスポンスでもあ
るわけです。寝ているときに低い方が
起きてきて上がってくるわけです。た
だ、その幅というか、上がり方が問題
で、これが本当にリスクになるかは、
実はちょっとまだ意見が分かれていて、
データもちょっとばらついているとこ
ろだと思います。
大西 そうしますと、血圧の測定や
精度がいろいろ問題になりますけれど
も、まず診察室での血圧の精度はどの
ようにしたらよろしいでしょうか。
河邊 現在出ているJSH2009のガイ
ドラインで初めて外来血圧のきちんと
した測り方というものを表として出さ
せていただいています。これに沿って
やっていただければ、かなり正確に外
来血圧も測れるのですが、なかなかお
忙しい先生方はこの通りできないかも
しれません。
数点だけ、私の経験からお話しさせ
てもらうと、最近、水銀血圧計は、特

もより上がってしまうということがあ
るのです。
それから、冬場とか寒くなってくる
と、お年寄りの場合、かなり着込んで
いらして、どうしても測るときに厚い
ものの上からカフを巻いたり、あるい
は上にたくし上げて、上腕を圧迫して
しまうことで、誤差が出てしまいます。
診察室の室温とかをうまく調節してあ
げて、なるべく、素肌が一番いいので
すけれども、せめてちょっと薄いもの
１枚ぐらいの上から測るようにしない
と、かなり誤差が出てしまいます。
大西 家庭での血圧も非常に今重要
視されていますが、そのあたりはいか
がでしょうか。
河邊 家庭も、先ほどちょっとお話
ししましたけれども、家庭血圧計が
3,500万台ぐらい普及していますので、
持っていらっしゃる方がかなり多いと
思います。ただ、実際測っている方が
それだけいるかというと、確かではあ
りませんけれども。
家庭血圧に関しては、JSH2009ガイド
ラインのほうでも、測り方とか、きっ

ちり示しているのですけれども、2014
年春に次のJSH2014ガイドラインが出
るなかで、一番問題になっているのは、
「１機会に何回測ったらいいのでしょ
うか」だと思うのです。
大西 どのタイミングがいいのでし
しまう場合があるのです。そうすると、 ょうか。
河邊 タイミングに関しては、朝晩
会話で交感神経が高まって血圧がいつ
に欧州などで環境問題でだいぶ減って
きて、精度が高い電子血圧計で測る先
生方も増えていると思うのです。そう
すると、カフを巻いてボタンを押して
測りますと、両者とも口があいていて
しゃべれるので、ついつい会話をして
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で、晩のほうはJSH2014では就寝前と
いう言葉で統一する予定です。欧米な
どでは晩というと夕方のことを言うこ
ともあるので、一応就寝前と明記する
ことになっています。
それから１機会の測定回数に関して
は、JSH2009ガイドラインでは１〜３
回と幅を持たせて、最低１回、どちら
かというと１回目の平均で評価しよう
という流れなのですが、2013年10月の
高血圧学会でも報告がありましたけれ
ども、おそらくJSH2014ガイドライン
では２回測定を原則として、その平均
をその方のそのときの家庭血圧値とし
ようという流れになるかと思います。
大西
河邊

朝は起床時ですか。
朝は起床時で、すぐ測る必要

はないので、１時間以内でしたらいい
ということです。それから、トイレを
我慢しているとけっこう血圧が上がっ
てしまう方がいるので、排尿後です。
あとは、食事の影響があるので、食前
に、あるいは薬をのんでいる方は服薬

際やってみると、
「二度とやりたくな
い」とまでは言いませんけれども、多
くの患者さんで繰り返して行うことが
ちょっとたいへんなのです。
ただ、どうしてもやらなければいけ
ないケースが出てくると思うのです。
それは臨床的に私などが見ていて、外
来血圧もいい、家庭で測って持ってき
たのもいい。だけれども、例えば微量
アルブミン尿を認めるとか、臓器障害
が見られるということになると、どこ
か隠れたところで血圧が高い。
要するに、仮面高血圧的な可能性が
あるということになります。そういう
方はぜひやらなければいけないし、先
ほどお話が出た夜間高血圧の診断にも
ABPMをやらなければいけないという
ことです。
それから、治療抵抗性高血圧、今は
いい薬がいっぱいありますが、それで
も下がりにくい場合は一度、１日の血

圧変化がどういう状況になっているか
を見なければいけない。それから、降
前と、そういう条件で測っていただく。 圧薬治療中の方で、血圧が下がり過ぎ
大西 先ほど24時間血圧測定が非常
ているような症状をおっしゃる方。
「ち
に重要だというお話だったのですが、
ょっとめまいがしました」とか。そうい
そのあたりを具体的にお願いします。
う場合も、チェックの意味では、家庭血
河邊 24時間血圧測定は、先生もご
圧測定では見つけにくいので、ABPM
存じだと思いますが、2008年に保険適
で１回確認するというのが大事かもし
用になりまして、だいぶ測りやすくな
れません。
りましたし、いいのですけれども、実
大西 ありがとうございました。
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力を行っていただくことが効果的であ
ると思います。

高血圧患者の生活習慣修正指導ノウハウ

齊藤 自分がどれぐらい取っている
かということは何らかの方法で知るこ
とができるのでしょうか。

獨協医科大学循環器腎臓内科主任教授

石

光

（聞き手

齊藤 高血圧患者さんの生活習慣修
正ということで、石光先生にうかがい
ます。
高血圧の患者さんの生活習慣につい
てはどんなポイントがありますか。
石光 高血圧は生活習慣病の代表的
なものですので、生活習慣を適切に指
導するということが非常に重要です。
血圧を下げるための生活習慣の注意は、
大きく分けて６つあります。まずは減
塩、食塩をあまり摂取しないこと。そ
して、野菜や果物を積極的に摂取する
こと。脂肪につきましては、コレステ
ロールや動物性脂肪の摂取を控えるこ
と。体重を減らし肥満を是正すること。
そして定期的に運動を行うこと。お酒
をあまり飲み過ぎない。ぜひ禁煙を心
掛けてもらうということの６項目です。
齊藤 この６項目を必要な方にそれ
ぞれ実行していただくということです
ね。
まず減塩が出ましたが、これはどの
ぐらいの食塩摂取量を目指していくの
でしょうか。
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齊藤郁夫）
石光 一応の目標は１日に６g未満
とされています。６gといいましても、
なかなか具体的なイメージが湧かない
と思いますけれども、だいたい日本人
は平均して１日に10〜12gぐらい食塩
を摂取している状況です。したがって、
それを半分ぐらいまで減らさなければ
いけないというのが目標になります。
齊藤 今の半分ということになりま
すと、かなり厳しいかもしれませんけ
れども、どの程度実行可能なのでしょ
うか。
石光 今までは、例えば味噌、しょ
うゆ、漬物など見るからに食塩が多く
含まれるものを控えることで減塩が進
められてきましたが、意外と、あまり
しょっぱいとは感じられないような食
品、例えばかまぼこやパンとか、ハン
バーガーとかピザとかフライドチキン
などファストフードにはかなりの塩分
が含まれていますので、そのような加
工食品から摂取される食塩を極力減ら
す。魚や野菜などの食材を買ってきて
薄味で調理するということで減塩の努
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

石光 一つの方法としては、食べた
ものを全部日記のように記録してもら
って、そこから食品の栄養素換算表で
だいたいの食塩の量を計算することが
できます。これは少し手間がかかりま
す。
あとは尿中のナトリウムの排出量で
す。１日24時間蓄尿するのが理想的な
のですが、１回の随時尿でどれくらい
のナトリウムとクレアチニンが含まれ
ているかということから、１日の食塩
あるいはナトリウムの摂取量を計算す
る式があります。そのようなものを用
いて、だいたいどれぐらいの食塩が摂
取されているのかということを評価す
ることができます。
齊藤 そういうことでまずは気をつ
ける。場合によっては、どれぐらい食
べているかを調べる。そしてもう一度
それをフィードバックしてさらに減塩
に向けていくということでしょうか。
石光 はい。

齊藤 ２番目の野菜、果物の積極的
摂取、これはどうなのでしょうか。
石光 野菜や果物にはカリウムとい
うミネラルが多く含まれています。そ
のほかにも、マグネシウムやカルシウ
ムなど、血圧を下げる効果はあまり大
ドクターサロン58巻５月号（4 . 2014）

きくありませんが、積極的に摂取する
ことによって脳卒中や心筋梗塞などの
心血管疾患を減らす効果が期待できま
す。したがいまして、甘いもの、脂っ
こいものや肉などに比べて、野菜や果
物を積極的に摂取することが高血圧の
合併症である心血管疾患を予防するう
えでは好ましいと考えられます。
齊藤 これはアメリカで大きな研究
があるのですね。
石光 はい。そのとおりで、DASH研

究、Dietary Approaches to Stop Hypertensionですが、総合的に摂取する食物
の内容を是正して、それにより高血圧、
心血管疾患を抑制するという指導法で
す。具体的には、今申し上げましたよ
うに、減塩とか、野菜や果物を積極的
に摂取して、動物性の脂肪を減らすと
いうことが主な内容です。
齊藤 減塩と野菜、果物の積極的摂
取に次いで体重はどうなのでしょうか。
石光 太り過ぎは、高血圧だけでな
く、糖尿病や脂質異常症などの原因に
もなります。心血管疾患のリスクも高
くなります。
どれぐらい自分が太っているかとい
う こ と を 評 価 す る の が、body mass
index（BMI）
、ご存じの方も多いかと
思いますが、体重をmで表した身長で
２回割ることによって、BMIを計算す
ることができます。例えば、160㎝の
人で70㎏だと、70㎏を1.6mで２回割る
と27.3になります。このBMIが25以上
（383）63
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どれぐらい自分が太っているかとい
う こ と を 評 価 す る の が、body mass
index（BMI）
、ご存じの方も多いかと
思いますが、体重をmで表した身長で
２回割ることによって、BMIを計算す
ることができます。例えば、160㎝の
人で70㎏だと、70㎏を1.6mで２回割る
と27.3になります。このBMIが25以上
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だと太り過ぎと判断されます。160㎝
で65㎏だと25.4、ちょっと太り過ぎと
いうことになります。160㎝で60㎏ぐ

齊藤 今のような運動をやっていた
だくということですね。
石光 はい。
齊藤 あとは嗜好になりますけれど
らいであれば、BMIは23.4で、体重は
適切であるというように考えられます。 も、お酒はどうでしょうか。
石光 お酒も、あまり飲み過ぎると
齊藤 体重をBMI25未満にするので
血圧が上がる原因になります。ただ、
しょうか。
少量の飲酒であればあまり血圧は上が
石光 はい。25未満にコントロール
することが望ましいと考えられます。
齊藤 体重コントロールも非常に重
要と。そこに持っていく一つの方法が
運動でしょうか。あるいは、運動自体
にも効果があるのでしょうか。
石光 定期的に運動を続ける人では
心血管疾患のリスクは少ないというこ
とが明らかにされています。血圧を下
げるのにどれぐらいの運動をしたらい
いのかということについては、あまり
激しい運動をする必要はないとされて
います。
具体的には、軽い運動を１日30分ぐ

らず、むしろ心血管疾患を抑制する効
果があるということが知られています。
どれぐらいまでの飲酒がよいかとい
うことでは、だいたい日本酒でいえば
１合ぐらい、ビールだと中瓶１本ぐら
い、これは男性の場合です。飲酒量に
は男女差がありますので、男性では日
本酒１合、ビール中瓶１本、女性はだ

し、翌朝になりますと、かえって普段
よりも上がってしまうという現象が観
察されます。そしてある程度以上の飲
酒を長年続けると、持続的な血圧の上
昇が起こることがわかっていますので、
飲酒は１合程度にとどめてもらうこと
が高血圧では望ましいと思われます。
齊藤 たばこはどうでしょうか。

えられていたのですが、一般的にたば
こを吸う習慣のある人は１日に20本、
30本、多い人はそれ以上吸いますので、
そのような状態が昼間ずっと続けられ
ると、ある程度持続的に血圧を上昇さ
せる原因になるとされています。
また、血圧に与える影響は少なくて

も、喫煙によって心筋梗塞や脳卒中、
石光 たばこに含まれているニコチ
そして肺がんなどの悪性腫瘍のリスク
ンにより急性的には血圧が上がります。 が高くなりますので、禁煙は高血圧を
つまり、たばこを吸うと少し血圧が上
防ぐうえからだけでなく、肺がんなど
がるのですが、やめるとすぐに、数分
を防ぐうえからも、ぜひともやめてい
以内に下がります。
したがって、たばこを吸っても血圧
が上がるのはそのときだけで、持続的

ただくことを指導していくべきだと思
います。
齊藤 どうもありがとうございまし

に血圧が上がる原因にはならないと考

た。

いたいその半分ぐらいまでが適切であ
ると考えられています。
２合、３合と多くなりますと、肝臓
を悪くしたり、あるいは脳卒中などの
心血管疾患のリスクも高くなりますの

で、１日１杯程度の適度の量の飲酒に
らい、それを週３回以上続けてもらう
とどめてもらうことが高血圧を防ぐう
ことが目安になります。軽い運動とい
えからは望ましいと考えられます。
うのは、ただ歩いているだけでは少し
運動量が足りませんので、速足で歩く、
齊藤 お酒を飲むと一時的には血圧
が下がるという話もありますけれども、
軽くジョギングをする、自転車をこぐ
など、軽く息が弾む程度の運動を１日
長い目で見るとやはりよくないという
30分ぐらい、週３回以上行っていただ
ことですか。
くことが目安になります。
石光 はい。これも詳しく研究され
齊藤 今おっしゃった運動で血圧が
ていますが、アルコールには血管拡張
下がったという日本での研究があるの
作用がありますので、飲酒をした直後、
ですね。
石光 はい、そのとおりです。
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