
　山内　濱田先生、このあたり昔から
ステロイドを使うか使わないかでけっ
こう論争があったと思うのですが、決
着はついたのでしょうか。
　濱田　おっしゃるとおりで、ステロ
イドというのは歴史的にずっと使われ
てきました。ただし、ほとんど医学的
証拠のないまま使われてきたというの
が、今までの歴史だったと思うのです
けれども、最近はアメリカでも前向き
な研究がされていまして、ステロイド
に関してはやはりエビデンスがあるだ
ろうという見解になってきました。そ
れを受けて日本でも、基本的にはステ
ロイドは外せないというかたちで使っ
ています。
　山内　ステロイドをどのぐらいの量
をどのぐらいの期間で使うのが基本な
のでしょうか。
　濱田　実は世界の中でも意見が分か

れているのです。アメリカのガイドラ
インではプレドニゾロンの60㎎を基本
としています。日本も、別にアメリカ
にならったわけではありませんが、や
はりプレドニゾロンの60㎎で治験をし
ましたので、これを基本的な投与量と
考えています。
　山内　初期投与量で、だんだん減ら
していくと考えてよいのですね。
　濱田　そうですね。普通、我々が一
般的に使っているのは60㎎から開始し
て５日間、あと30㎎３日間、10㎎２日
間と、10日間漸減ということで使って
います。
　山内　比較的短期間の使用と考えて
よいのですね。
　濱田　顔面神経麻痺の悪化といいま
すか、病態はだいたい最初の１週間ぐ
らいが悪くなるものですから、その間
をカバーできればいいのではないかと

いう考え方から、比較的短期に終了す
るということです。
　山内　もう一つ、パルス療法ですか、
大量点滴静注というのもよく聞きます
が、これはいかがなのでしょうか。
　濱田　皆さんもご承知かもしれませ
んけれども、ドイツのステンナート先
生がプレドニゾロンの200㎎という大
量点滴を行って治癒率90％以上を達成
したことを発表して以来、かなり使わ
れました。ただ、ステロイドに関して
いえば、量を増やしたからといって、
体の中の有効性が増えるか、飽和状態
になっているのではないかという意見
もあります。ステロイド大量療法のエ
ビデンスはまだ十分ではないこともあ
って、その効果については懐疑的な部
分もあります。
　山内　ステロイドにプラスアルファ
というあたりのところはいかがでしょ
うか。
　濱田　ベル麻痺の原因は不明とされ
てきたのですけれども、やはりウイル
ス説がずっと根強くあります。かつて
は単純疱疹ウイルス、HSVのタイプ１
といわれるものが原因ではないかと推
察されていましたので、プレドニゾロ
ンの60㎎に抗ウイルス薬、かつてはア
シクロビル、現在だとそのプロドラッ
グであるバラシクロビル、これをHSV
ターゲットの1,000㎎を併用するかたち
を基本として使ってきました。
　ただし、これは日本で無作為な前向

き比較試験を行ったところ、バラシク
ロビル1,000㎎を投与した群と投与しな
かった群で治癒率に有意差がなかった
ことがわかってから、やはり1,000㎎で
は足りないのではないか。その根拠は、
実は私たちが調べたところ、ベル麻痺
の４分の１の人は水痘・帯状疱疹ウイ
ルス（VZV）が原因になっているこ
とがあります。バラシクロビルの1,000
㎎ではこのVZVが原因となっていて疱
疹の出ていない方がベル麻痺として扱
われていますから、これらの人たちを
残念ながら治癒に導けないのではない
かと考えて、最近はバラシクロビルの
3,000㎎、VZVに対する投与量をプレド
ニゾロン60㎎に併用するかたちを取っ
ています。
　山内　その効果に関しての結論はま
だ出てきていないのですね。
　濱田　おっしゃるとおりです。スウ
ェーデンでは治験されていて、あまり
効果がないのではという意見もありま
す。ただ、社会におけるVZVの背景が
両国の間で相当異なりますので、日本
で効果がないかどうかはこれから検証
していかなければいけないことです。
　山内　差があるというのは、原因と
なっているウイルスなどに関係するも
のなのでしょうか。
　濱田　そうだと思います。わが国で
重症化するものは大抵、VZVが原因に
なっている印象がありますので、こち
らがバラシクロビルの3,000㎎でカバー
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　山内　濱田先生、このあたり昔から
ステロイドを使うか使わないかでけっ
こう論争があったと思うのですが、決
着はついたのでしょうか。
　濱田　おっしゃるとおりで、ステロ
イドというのは歴史的にずっと使われ
てきました。ただし、ほとんど医学的
証拠のないまま使われてきたというの
が、今までの歴史だったと思うのです
けれども、最近はアメリカでも前向き
な研究がされていまして、ステロイド
に関してはやはりエビデンスがあるだ
ろうという見解になってきました。そ
れを受けて日本でも、基本的にはステ
ロイドは外せないというかたちで使っ
ています。
　山内　ステロイドをどのぐらいの量
をどのぐらいの期間で使うのが基本な
のでしょうか。
　濱田　実は世界の中でも意見が分か

れているのです。アメリカのガイドラ
インではプレドニゾロンの60㎎を基本
としています。日本も、別にアメリカ
にならったわけではありませんが、や
はりプレドニゾロンの60㎎で治験をし
ましたので、これを基本的な投与量と
考えています。
　山内　初期投与量で、だんだん減ら
していくと考えてよいのですね。
　濱田　そうですね。普通、我々が一
般的に使っているのは60㎎から開始し
て５日間、あと30㎎３日間、10㎎２日
間と、10日間漸減ということで使って
います。
　山内　比較的短期間の使用と考えて
よいのですね。
　濱田　顔面神経麻痺の悪化といいま
すか、病態はだいたい最初の１週間ぐ
らいが悪くなるものですから、その間
をカバーできればいいのではないかと

いう考え方から、比較的短期に終了す
るということです。
　山内　もう一つ、パルス療法ですか、
大量点滴静注というのもよく聞きます
が、これはいかがなのでしょうか。
　濱田　皆さんもご承知かもしれませ
んけれども、ドイツのステンナート先
生がプレドニゾロンの200㎎という大
量点滴を行って治癒率90％以上を達成
したことを発表して以来、かなり使わ
れました。ただ、ステロイドに関して
いえば、量を増やしたからといって、
体の中の有効性が増えるか、飽和状態
になっているのではないかという意見
もあります。ステロイド大量療法のエ
ビデンスはまだ十分ではないこともあ
って、その効果については懐疑的な部
分もあります。
　山内　ステロイドにプラスアルファ
というあたりのところはいかがでしょ
うか。
　濱田　ベル麻痺の原因は不明とされ
てきたのですけれども、やはりウイル
ス説がずっと根強くあります。かつて
は単純疱疹ウイルス、HSVのタイプ１
といわれるものが原因ではないかと推
察されていましたので、プレドニゾロ
ンの60㎎に抗ウイルス薬、かつてはア
シクロビル、現在だとそのプロドラッ
グであるバラシクロビル、これをHSV
ターゲットの1,000㎎を併用するかたち
を基本として使ってきました。
　ただし、これは日本で無作為な前向

き比較試験を行ったところ、バラシク
ロビル1,000㎎を投与した群と投与しな
かった群で治癒率に有意差がなかった
ことがわかってから、やはり1,000㎎で
は足りないのではないか。その根拠は、
実は私たちが調べたところ、ベル麻痺
の４分の１の人は水痘・帯状疱疹ウイ
ルス（VZV）が原因になっているこ
とがあります。バラシクロビルの1,000
㎎ではこのVZVが原因となっていて疱
疹の出ていない方がベル麻痺として扱
われていますから、これらの人たちを
残念ながら治癒に導けないのではない
かと考えて、最近はバラシクロビルの
3,000㎎、VZVに対する投与量をプレド
ニゾロン60㎎に併用するかたちを取っ
ています。
　山内　その効果に関しての結論はま
だ出てきていないのですね。
　濱田　おっしゃるとおりです。スウ
ェーデンでは治験されていて、あまり
効果がないのではという意見もありま
す。ただ、社会におけるVZVの背景が
両国の間で相当異なりますので、日本
で効果がないかどうかはこれから検証
していかなければいけないことです。
　山内　差があるというのは、原因と
なっているウイルスなどに関係するも
のなのでしょうか。
　濱田　そうだと思います。わが国で
重症化するものは大抵、VZVが原因に
なっている印象がありますので、こち
らがバラシクロビルの3,000㎎でカバー
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できれば治癒率が上がるのではないか
と推察しております。
　山内　ちなみに、ステロイドを中心
とした現在スタンダードになっている
治療法ですと、治癒ないし、回復率は
どの程度のものでしょうか。
　濱田　これは前向き試験ではないの
ですけれども、レトロスペクティブに
我々のデータを見たところでは、プレ
ドニゾロン60㎎とバラシクロビル3,000
㎎で、高齢者と子どもは除いて、一般
成人に関していえば、だいたい90％近
い治癒率が得られています。
　山内　90％といいますと非常にいい
のですが、一方で自然治癒があるとい
う話もありますね。こちらはどのぐら
いなのでしょうか。
　濱田　デンマークのパイテルセン先
生が1,000人程度のベル麻痺の患者さん
を無治療でみたという論文が世界で唯
一あります。そこでは無治療の結果、
自然治癒率が71％と報告しています。
　山内　そこで20％しか違わないと見
るか、いや20％も違いがあるとみるか
というところも大きいように思われま
すが。
　濱田　もちろん何の治療をしなくて
も７割の人は治るわけで、７割の人が
予測できれば、もちろん治療しないほ
うがいいかもしれませんけれども、そ
の７割、治る人と治らない人の見分け
がつかない以上は、やはり患者さん一
人ひとりにとって、顔面神経麻痺の後

遺症は人生のQOLが相当下がってしま
いますので、できるだけの治療をして
さしあげたいというのが正直な気持ち
です。
　山内　そうしますと、とにかくでき
ることはきちっとやっておこうという
ことですね。
　濱田　そうですね。初期治療を担当
される先生方にとっては、やり過ぎか
もしれないけれども、患者さんにとっ
てベターな選択肢を提供して、その結
果がいい方向に出たほうが感謝される
のではないかと考えています。
　山内　話は違いますけれども、我々
もよく、こういう患者さんが来た場合、
どこの科の先生に紹介しようかという
のがあるのですが、耳鼻科の先生に、
と考えてよいのでしょうか。
　濱田　あまり言い過ぎてしまうとま
ずいかもしれませんけれども、基本的
にはベル麻痺というのは側頭骨の中、
顔面神経の膝部といわれるところが原
因で、そこにウイルス感染が起こって
いる、潜伏していると考えていますの
で、基本は側頭骨を扱う耳鼻科の病気
ではないかと我々は考えています。現
実に、顔面神経の研究あるいは診療を
主に行っている顔面神経学会がありま
すけれども、そちらの構成員も耳鼻科
医の数が圧倒的に多いですから、ぜひ
耳鼻科医に担当させていただきたいと
考えています。
　山内　手に負えないなという場合は、

すぐに紹介していただく。
　濱田　そうですね。不全麻痺といっ
て、閉眼が十分可能とか、口を横に開
けたときにきちんと口角にしわが寄る
方は治ってきます。ただ、完全に閉眼
ができない、もしくは鼻唇溝のしわも
なくなっているような人ですと、重症
化している可能性がありますから、そ
のような方は速やかにもっと高次の医
療機関に紹介すべきかもしれません。
　山内　ステロイドあるいは抗ウイル
ス薬の治療開始の時期ですが、一般的
に早ければ早いほどいいと考えてよい
のですね。
　濱田　おっしゃるとおりです。抗ウ
イルス薬が効果を発揮するのは、どん
なに長く見積もっても発症後72時間以
内と考えられていますから、やはり３
日以内の治療開始が理想的です。ただ
し、ステロイドに関していえば、我々
が過去にいろいろ実験を行いましたけ
れども、虚血だとか、あるいはウイル
ス性だとか、いろいろな原因によらず、
最初の１週間は神経の浮腫が進行して
変性が徐々に起こってくることが組織
学的に確認されていますので、１週間
までは十分効果が期待できるのではな
いかと考えています。
　山内　ウイルスの疱疹など、再発が
多い方に対して、抗ウイルス薬の予防
的な投与はどうかという意見があるの
ですが、これはどうでしょうか。
　濱田　先ほども申し上げたように、

VZVがより重症化しやすいのではない
かと考えています。社会として、子ど
もさんがVZVにかかったときにアシク
ロビルを小児科の先生が投与する。こ
れによって大人がVZVに接する機会が
だんだん減っているのではないか。そ
れで免疫が下がって顔面神経麻痺が増
えているのではないか、そういう印象
があるのです。そうすると、ある程度
の年齢に達すると抗ウイルス薬を予防
的に投与する。あるいは、ワクチンで
もいいかもしれません。それを投与す
ることがひょっとしたら今後必要にな
ってくるかもしれません。
　山内　それは今後の検討課題という
ことですね。
　濱田　今後、大いに検討しなければ
いけないことかと考えています。
　山内　最後に、いわゆるリハビリに
関してはいかがなのでしょうか。
　濱田　リハビリもいろいろな意見が
あります。過去には強化訓練、動かな
い筋肉を強く動かすという訓練ですね。
あとは低周波マッサージ、通電するこ
とによって筋肉が萎縮しないようにす
ることが盛んに行われていましたけれ
ども、これはむしろ顔面拘縮という、
非対称性を強くすることがわかってき
ましたので、最近はされなくなってき
ました。その代わりに、180度転換した、
筋肉を伸展する、ストレッチを中心と
したマッサージ、リラクゼーション療
法というものが盛んに行われるように
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できれば治癒率が上がるのではないか
と推察しております。
　山内　ちなみに、ステロイドを中心
とした現在スタンダードになっている
治療法ですと、治癒ないし、回復率は
どの程度のものでしょうか。
　濱田　これは前向き試験ではないの
ですけれども、レトロスペクティブに
我々のデータを見たところでは、プレ
ドニゾロン60㎎とバラシクロビル3,000
㎎で、高齢者と子どもは除いて、一般
成人に関していえば、だいたい90％近
い治癒率が得られています。
　山内　90％といいますと非常にいい
のですが、一方で自然治癒があるとい
う話もありますね。こちらはどのぐら
いなのでしょうか。
　濱田　デンマークのパイテルセン先
生が1,000人程度のベル麻痺の患者さん
を無治療でみたという論文が世界で唯
一あります。そこでは無治療の結果、
自然治癒率が71％と報告しています。
　山内　そこで20％しか違わないと見
るか、いや20％も違いがあるとみるか
というところも大きいように思われま
すが。
　濱田　もちろん何の治療をしなくて
も７割の人は治るわけで、７割の人が
予測できれば、もちろん治療しないほ
うがいいかもしれませんけれども、そ
の７割、治る人と治らない人の見分け
がつかない以上は、やはり患者さん一
人ひとりにとって、顔面神経麻痺の後

遺症は人生のQOLが相当下がってしま
いますので、できるだけの治療をして
さしあげたいというのが正直な気持ち
です。
　山内　そうしますと、とにかくでき
ることはきちっとやっておこうという
ことですね。
　濱田　そうですね。初期治療を担当
される先生方にとっては、やり過ぎか
もしれないけれども、患者さんにとっ
てベターな選択肢を提供して、その結
果がいい方向に出たほうが感謝される
のではないかと考えています。
　山内　話は違いますけれども、我々
もよく、こういう患者さんが来た場合、
どこの科の先生に紹介しようかという
のがあるのですが、耳鼻科の先生に、
と考えてよいのでしょうか。
　濱田　あまり言い過ぎてしまうとま
ずいかもしれませんけれども、基本的
にはベル麻痺というのは側頭骨の中、
顔面神経の膝部といわれるところが原
因で、そこにウイルス感染が起こって
いる、潜伏していると考えていますの
で、基本は側頭骨を扱う耳鼻科の病気
ではないかと我々は考えています。現
実に、顔面神経の研究あるいは診療を
主に行っている顔面神経学会がありま
すけれども、そちらの構成員も耳鼻科
医の数が圧倒的に多いですから、ぜひ
耳鼻科医に担当させていただきたいと
考えています。
　山内　手に負えないなという場合は、

すぐに紹介していただく。
　濱田　そうですね。不全麻痺といっ
て、閉眼が十分可能とか、口を横に開
けたときにきちんと口角にしわが寄る
方は治ってきます。ただ、完全に閉眼
ができない、もしくは鼻唇溝のしわも
なくなっているような人ですと、重症
化している可能性がありますから、そ
のような方は速やかにもっと高次の医
療機関に紹介すべきかもしれません。
　山内　ステロイドあるいは抗ウイル
ス薬の治療開始の時期ですが、一般的
に早ければ早いほどいいと考えてよい
のですね。
　濱田　おっしゃるとおりです。抗ウ
イルス薬が効果を発揮するのは、どん
なに長く見積もっても発症後72時間以
内と考えられていますから、やはり３
日以内の治療開始が理想的です。ただ
し、ステロイドに関していえば、我々
が過去にいろいろ実験を行いましたけ
れども、虚血だとか、あるいはウイル
ス性だとか、いろいろな原因によらず、
最初の１週間は神経の浮腫が進行して
変性が徐々に起こってくることが組織
学的に確認されていますので、１週間
までは十分効果が期待できるのではな
いかと考えています。
　山内　ウイルスの疱疹など、再発が
多い方に対して、抗ウイルス薬の予防
的な投与はどうかという意見があるの
ですが、これはどうでしょうか。
　濱田　先ほども申し上げたように、

VZVがより重症化しやすいのではない
かと考えています。社会として、子ど
もさんがVZVにかかったときにアシク
ロビルを小児科の先生が投与する。こ
れによって大人がVZVに接する機会が
だんだん減っているのではないか。そ
れで免疫が下がって顔面神経麻痺が増
えているのではないか、そういう印象
があるのです。そうすると、ある程度
の年齢に達すると抗ウイルス薬を予防
的に投与する。あるいは、ワクチンで
もいいかもしれません。それを投与す
ることがひょっとしたら今後必要にな
ってくるかもしれません。
　山内　それは今後の検討課題という
ことですね。
　濱田　今後、大いに検討しなければ
いけないことかと考えています。
　山内　最後に、いわゆるリハビリに
関してはいかがなのでしょうか。
　濱田　リハビリもいろいろな意見が
あります。過去には強化訓練、動かな
い筋肉を強く動かすという訓練ですね。
あとは低周波マッサージ、通電するこ
とによって筋肉が萎縮しないようにす
ることが盛んに行われていましたけれ
ども、これはむしろ顔面拘縮という、
非対称性を強くすることがわかってき
ましたので、最近はされなくなってき
ました。その代わりに、180度転換した、
筋肉を伸展する、ストレッチを中心と
したマッサージ、リラクゼーション療
法というものが盛んに行われるように
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なったのですけれども、これが本当の
意味で効果が得られているかどうかは
今後の検討課題だと思います。
　山内　筋肉をどちらかというと緩め
る感じのリハビリですね。
　濱田　決して強く動かさないという

感じです。
　山内　必死になって目をつぶったり
とか、そういうことはしないのですね。
　濱田　かえって悪くなることがわか
っています。
　山内　ありがとうございました。

　齊藤　四肢骨折の最新治療というこ
とでうかがいます。
　まず上のほうの骨からいきますと、
今はどういう状況でしょうか。
　野々宮　高齢者等が転倒して手首の
ところ、橈骨遠位端とか、肩に近い上
腕骨の頸部といった、骨粗鬆症を基盤
とした骨折が最近増えているのが現状
だと思います。
　齊藤　ちょっと転んだり、手をつい
た、ということですね。
　野々宮　はい。
　齊藤　上腕骨のほうの治療は今どう
やるのでしょうか。
　野々宮　上腕骨の頸部、肩の近くの
骨折ですと、保存的治療があります。
骨折して１～２週間だけ三角巾で固定
して、あとは振り子運動といいまして、
腰を90度ぐらいにかがめた状態で腕を
揺するかたちで、骨をあまりずらさな
いようにしながら運動する保存療法が
一つ挙げられると思います。
　あと、手術の治療法としては、肩の
上のほうから骨の中に心棒を通す髄内

釘というやり方と、骨の横にプレート
という板のようなものを置くプレート
固定法の２つが主流になっていると思
います。
　齊藤　治療法としては主に３つとい
うことですか。
　野々宮　そうですね。
　齊藤　それぞれのメリット、デメリ
ットはあるのですか。
　野々宮　保存療法のメリットは、入
院も手術も必要がないことです。ただ、
90度に腰を曲げた状態で揺する、動か
すことを理解してそれができる人でな
いと、なかなかその治療がうまくいき
ません。
　齊藤　立ってやるのですか。
　野々宮　そうです。立って、90度ぐ
らいに腰を曲げて行います。90度ぐら
いにお辞儀をしたような格好になりま
すと、腕をぶらーんと垂らすだけで肩
が90度ぐらい上がっているのと同じ状
態になるので、そこから揺することで
肩が120～130度、頭に手が届くまで上
がっている状態まで動かすリハビリが

運動器疾患診療の最前線（Ⅳ）

静岡赤十字病院第二整形外科部長
野々宮　廣　章

（聞き手　齊藤郁夫）

四肢骨折の最新治療
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