
ダーですが、携帯型心電計は病院から
貸し出すのでしょうか。市販されてい
るように思いますが。
　吉岡　市販されているものもありま
すので、それも可能だと思います。た
だし患者さんの自覚症状すべてに異常
所見が伴うわけではないので、何回、
何十回と記録を取ってくると、外来主
治医の負担が増します。市販の機器に
対する診療行為は保険点数も算定でき
ないため、記録を全部チェックするこ
とになるという問題点もあるかもしれ
ません。症状が頻回にある方や自宅で
症状が出現する方は、自己管理の観点
から購入するのであればよいと思いま
す。
　池脇　２つ目の小型のイベントレコ
ーダーですが、２～４週間連続してで
すから、診断率、発見率は上がります
ね。
　吉岡　入浴時に電極を外して、入浴
後に自分で付けなおす作業は必要です。

しかし長時間装着できますので、診断
率が向上します。我々の経験では装着
から１週間以降に不整脈が記録される
ことが多く、これは患者さんが機器に
慣れることで自然発生的に不整脈が出
現しやすくなると考えています。
　池脇　最後に、今は何といっても心
房細動です。心房細動を見つけたら抗
凝固療法で、脳塞栓予防ということに
なると思うのですけれども、その際の
ホルター心電図の役割はどうでしょう。
　吉岡　CHADS２スコアで２点を超
えると抗凝固療法が必要になります。
そうしますと、高血圧、糖尿病などの
患者さんでは、症状に限らず、一度ホ
ルター心電図検査を受けていただく必
要性が高いと思います。今まではどう
しても症状がある方を中心に検査が行
われてきましたが、無症候性の心房細
動も３割程度はいるので、脳梗塞予防
の観点では非常に重要と考えます。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　口唇部のむくみ、これは非常
に特徴的なもので、我々も時々目にす
るものですが、実際にかなり多い疾患
なのでしょうか。
　眞野　全体的な頻度は判明していま
せんが、よく目にする機会がある診療
科は、皮膚科、あと歯科領域。この２
科の先生方は、ほとんどの方が血管性
浮腫について認識を持っているのです
けれども、まだまだ一般の内科では、
わりと認知度が低いという傾向が見ら
れるようです。
　山内　そうかもしれませんね。非常
に特徴的な症状なので、症状からすぐ
に血管性浮腫だと診断をつけてしまい
がちなのですが、その前に少し確認し

ておくべき、落とし穴的なものという
と何かありますか。
　眞野　まず血管性浮腫を考える際に
は、浮腫という全体的な見方から考え
ていただいて、全身性疾患の有無とい
うのは最初に鑑別しておく必要があり
ます。そのうえで局所的にむくんでく
るような場合には、原因物質が生活環
境の中になかったかを問診していただ
くのが大事だと思います。特に、経口
で内服されている薬にどういったもの
があるのか。あるいは日常生活の中で、
女性の場合は、顔がむくむということ
をよく訴えられるのですけれども、化
粧品が何か影響していることはないか。
そういう疑いのまなざしで見ていただ

順天堂大学腎臓内科助教
眞　野　　訓

（聞き手　山内俊一）

　口唇浮腫、血管性浮腫についてご教示ください。
　高血圧、脂質異常症で定期的に通院中の52歳の男性です。突然、瘙痒感を
伴わない口唇浮腫が出現し、同日に自然消失。その後も何度か同様の浮腫が再
発したため、定期外に受診されました。アレルギーを惹起させる食物等の原因
は見当たりません。治療法、今後の方針などをご教示ください。

＜大阪府開業医＞

口唇浮腫と遺伝性血管性浮腫
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　眞野　そうですね。
　山内　次に、実地臨床現場でよくい
われるのですが、喉頭浮腫で息が詰ま
ってしまって大ごとになるという一種
の恐怖感、患者さんにも医師にもある
と思うのですけれども、実際に多いも
のなのでしょうか。
　眞野　我々は、遺伝性血管性浮腫を
中心にみている専門外来をやっている
のですが、遺伝性血管性浮腫の中では、
喉頭に浮腫を自覚したという訴えは２
人に１人ぐらいの割合で見られるので
す。しかし、通常の血管性浮腫ですと、
ほとんど気道の、何となくのどが腫れ
ぼったい感じがするということをおっ
しゃるぐらいの方はいても、気道閉塞
というようなイベントを起こしている
ような既往のある方はいらっしゃらな
いと思います。
　山内　実際に本当に重篤な、最悪の
事態に陥ることはあまり多くないので
すね。
　眞野　ほとんどないと思いますけれ
ども、誘発因子が複数あると、先ほど
言った遺伝性の要素を持っていなくて
も重篤になる可能性はあるので、そこ
だけ頭の片隅には留めておいていただ
ければと思います。
　山内　一番初めに話がありました、
歯医者さんが比較的よく知っていると
いうのは、歯科治療のときに起こりや
すいことに関係するのでしょうね。
　眞野　口腔周囲で、外科的な侵襲を

体に加えることがありますので、それ
に誘発されて、のどに炎症が進んで血
管性浮腫を起こすことはよく経験され
ることです。歯科治療の際には非常に
注意が必要で、遺伝性血管性浮腫を持
っている方の場合には、専門の医療機
関、どこで診療を受けられるかという
ことをHAE情報センターで公開してい
ますので、きちんと調べてから受診し
ていただくのがいいと思います。
　山内　治療はいかがでしょうか。
　眞野　現在、遺伝性血管性浮腫に対
しては特効薬のような、体でつくれな
くなっている蛋白を補充するC１イン
アクチベーターの補充療法があります。
それ以外の血管性浮腫の場合には、従
来いわれているアレルギー機序を抑え
るための抗ヒスタミン薬であるとか、
時にはステロイドを少量試みたり、あ
るいはのどの炎症、咽頭炎でもよく使
われるトラネキサム酸などを使うこと
が、臨床の場では多いと思います。
　山内　こういったもので、通常のも
のなら抑えられるとみてよいでしょう
か。
　眞野　なかなか難しくて、患者さん
本人の満足度でいうと、すっきりとま
ではいかず、もっとすっきり抑えてほ
しいという要望を承るのですが、血管
性浮腫自体の性質上、数時間から数日
後には症状がほとんど取れますので、
その期間のひどい状況、最重症化を抑
えるというような考え方で薬を使って

くのがよいかと思います。
　山内　今、具体的に出た薬と化粧品、
特に薬に関してはどういったものがあ
りますか。
　眞野　最近、高血圧を対象にした薬
としては、ACE、ARBといわれるよう
なRAS系阻害薬が、特にブラジキニン
の産生経路に影響を及ぼしますので、
そういった薬をのんでいないかを必ず
確認していただきたいです。
　もう一つ、糖尿病で、ガイドライン
の中でも第一選択として使われている
DPP-４阻害薬についても、それほど
高い頻度ではないですが、やはり血管
性浮腫を起こしてくることがあります
ので、定期内服していないかどうかを
確認していただきたいと思います。
　山内　あと化粧品、それから女性に
多いということで、女性ホルモンなど
も関係するのでしょうか。
　眞野　先ほどちょっと話が出てきた
ブラジキニンの産生やそれの組織での
働きを高めてしまうような作用が女性
ホルモンのエストロゲンにありますの
で、女性に症状が強く出やすい傾向が
あるようです。
　山内　そうすると、薬剤性をまずき
ちっと除外しておく必要があるのです
ね。
　眞野　そうですね。
　山内　薬剤性以外のものとなります
と、何か分類されているのでしょうか。
　眞野　現在、きれいに分類された方

式は、まだ一定の評価を得ていない部
分もあるのですが、一つは先ほどから
出ているブラジキニンを介して血管性
浮腫が発作のように現れるというよう
なタイプのものと、あとはアレルギー
機序にいわれるような肥満細胞を介在
して起こるアレルギー機序型の血管性
浮腫、あとはその他分類不能のもの。
薬剤性を除いた場合、そういうことに
なります。
　山内　なかなかわからないものも多
いのでしょうね。
　眞野　実際に臨床上で経験するのは、
全部鑑別して調べても、結果として分
類不能型に分類されるほうが圧倒的多
数というのが現状です。
　山内　ブラジキニン介在型ですけれ
ども、特別に診断に役立つスクリーニ
ング、そういった何かいいものはある
のでしょうか。
　眞野　ブラジキニン介在型の場合で
すと、一つには遺伝性血管性浮腫とい
いまして、常染色体優性遺伝の形式を
取る遺伝性に血管性浮腫を起こしてし
まう家系の方がいます。そういったも
のを鑑別するために、一つは補体成分
のC４というもの、もう一つは、これ
も補体成分なのですけれども、C１イ
ンアクチベーターというものの活性を
見ていただくのが、スクリーニングに
非常に有用ではないかと考えています。
　山内　一つは補体成分のスクリーニ
ングがポイントだということですね。
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　眞野　そうですね。
　山内　次に、実地臨床現場でよくい
われるのですが、喉頭浮腫で息が詰ま
ってしまって大ごとになるという一種
の恐怖感、患者さんにも医師にもある
と思うのですけれども、実際に多いも
のなのでしょうか。
　眞野　我々は、遺伝性血管性浮腫を
中心にみている専門外来をやっている
のですが、遺伝性血管性浮腫の中では、
喉頭に浮腫を自覚したという訴えは２
人に１人ぐらいの割合で見られるので
す。しかし、通常の血管性浮腫ですと、
ほとんど気道の、何となくのどが腫れ
ぼったい感じがするということをおっ
しゃるぐらいの方はいても、気道閉塞
というようなイベントを起こしている
ような既往のある方はいらっしゃらな
いと思います。
　山内　実際に本当に重篤な、最悪の
事態に陥ることはあまり多くないので
すね。
　眞野　ほとんどないと思いますけれ
ども、誘発因子が複数あると、先ほど
言った遺伝性の要素を持っていなくて
も重篤になる可能性はあるので、そこ
だけ頭の片隅には留めておいていただ
ければと思います。
　山内　一番初めに話がありました、
歯医者さんが比較的よく知っていると
いうのは、歯科治療のときに起こりや
すいことに関係するのでしょうね。
　眞野　口腔周囲で、外科的な侵襲を

体に加えることがありますので、それ
に誘発されて、のどに炎症が進んで血
管性浮腫を起こすことはよく経験され
ることです。歯科治療の際には非常に
注意が必要で、遺伝性血管性浮腫を持
っている方の場合には、専門の医療機
関、どこで診療を受けられるかという
ことをHAE情報センターで公開してい
ますので、きちんと調べてから受診し
ていただくのがいいと思います。
　山内　治療はいかがでしょうか。
　眞野　現在、遺伝性血管性浮腫に対
しては特効薬のような、体でつくれな
くなっている蛋白を補充するC１イン
アクチベーターの補充療法があります。
それ以外の血管性浮腫の場合には、従
来いわれているアレルギー機序を抑え
るための抗ヒスタミン薬であるとか、
時にはステロイドを少量試みたり、あ
るいはのどの炎症、咽頭炎でもよく使
われるトラネキサム酸などを使うこと
が、臨床の場では多いと思います。
　山内　こういったもので、通常のも
のなら抑えられるとみてよいでしょう
か。
　眞野　なかなか難しくて、患者さん
本人の満足度でいうと、すっきりとま
ではいかず、もっとすっきり抑えてほ
しいという要望を承るのですが、血管
性浮腫自体の性質上、数時間から数日
後には症状がほとんど取れますので、
その期間のひどい状況、最重症化を抑
えるというような考え方で薬を使って

くのがよいかと思います。
　山内　今、具体的に出た薬と化粧品、
特に薬に関してはどういったものがあ
りますか。
　眞野　最近、高血圧を対象にした薬
としては、ACE、ARBといわれるよう
なRAS系阻害薬が、特にブラジキニン
の産生経路に影響を及ぼしますので、
そういった薬をのんでいないかを必ず
確認していただきたいです。
　もう一つ、糖尿病で、ガイドライン
の中でも第一選択として使われている
DPP-４阻害薬についても、それほど
高い頻度ではないですが、やはり血管
性浮腫を起こしてくることがあります
ので、定期内服していないかどうかを
確認していただきたいと思います。
　山内　あと化粧品、それから女性に
多いということで、女性ホルモンなど
も関係するのでしょうか。
　眞野　先ほどちょっと話が出てきた
ブラジキニンの産生やそれの組織での
働きを高めてしまうような作用が女性
ホルモンのエストロゲンにありますの
で、女性に症状が強く出やすい傾向が
あるようです。
　山内　そうすると、薬剤性をまずき
ちっと除外しておく必要があるのです
ね。
　眞野　そうですね。
　山内　薬剤性以外のものとなります
と、何か分類されているのでしょうか。
　眞野　現在、きれいに分類された方

式は、まだ一定の評価を得ていない部
分もあるのですが、一つは先ほどから
出ているブラジキニンを介して血管性
浮腫が発作のように現れるというよう
なタイプのものと、あとはアレルギー
機序にいわれるような肥満細胞を介在
して起こるアレルギー機序型の血管性
浮腫、あとはその他分類不能のもの。
薬剤性を除いた場合、そういうことに
なります。
　山内　なかなかわからないものも多
いのでしょうね。
　眞野　実際に臨床上で経験するのは、
全部鑑別して調べても、結果として分
類不能型に分類されるほうが圧倒的多
数というのが現状です。
　山内　ブラジキニン介在型ですけれ
ども、特別に診断に役立つスクリーニ
ング、そういった何かいいものはある
のでしょうか。
　眞野　ブラジキニン介在型の場合で
すと、一つには遺伝性血管性浮腫とい
いまして、常染色体優性遺伝の形式を
取る遺伝性に血管性浮腫を起こしてし
まう家系の方がいます。そういったも
のを鑑別するために、一つは補体成分
のC４というもの、もう一つは、これ
も補体成分なのですけれども、C１イ
ンアクチベーターというものの活性を
見ていただくのが、スクリーニングに
非常に有用ではないかと考えています。
　山内　一つは補体成分のスクリーニ
ングがポイントだということですね。
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いるのが実情です。
　山内　自然に消退してくれるところ
もありますから、ちょうど薬が効いた
かなという印象も若干はある。
　眞野　そういうようにおっしゃる方
もいらっしゃいますね。
　山内　よくエピネフリン系も使うよ
うな話がありますが、これはいかがで
しょうか。
　眞野　喉頭浮腫の際にはエピネフリ
ンを使ったりするケースはよく聞きま
すが、遺伝性血管性浮腫の場合にはあ
まり有用には作用しないので、何より
も遺伝性血管性浮腫があるのかないの
かをあらかじめ見極めておいたうえで、
診療にあたるというのが大事になって
くるかと思います。
　山内　例えば、遺伝性は別にして、
普通の方ですと、やはり怖いですから、
予防的に自己注射ができればと思うの
ですが、いかがでしょう。
　眞野　アレルギーをお持ちだったり
する方の場合には、エピネフリンを常
備しておく方法も選択肢の一つに上が
るのではないかと思います。けれども、
遺伝性血管性浮腫の場合、自己注射に
よって発作予防する薬は市販されてい
ません。そちらは今後の開発を待って
いただくよりほかないのが現状です。

　山内　ただし、理論的にはあるとい
うことですね。
　眞野　海外ではすでに発作を誘発し
ないため、あるいは発作予防のための
薬ということで開発が済んでいるもの
もあります。そういったものを何とか
日本でも使えるようにしていきたいと、
仲間の研究者みんなで頑張っていると
ころです。
　山内　最後に、誘因というのはおそ
らく全体としてはっきりしないという
のが正直なところだろうと思うのです
が、特にこういったケースで多いとい
うのはありますか。
　眞野　先ほど言った侵襲を契機にし
て起こるということがわかりやすいと
ころです。そのほかとしてはストレス、
かなり疲労がたまっているとか、ある
いは女性の場合は月経を契機にとか、
そういった何かの契機に起こしてくる
ことがよく見受けられます。個々の患
者さんで発症の仕方がちょっと違いま
すから、自分はこのようなときに起こ
りやすいというのを患者さんの中で見
つけておいていただけると、症状を悪
くせずに済ませられるのではないかと
考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　非常に具体的な質問をいただ
いているのですけれども、最終的には
腎機能をきちんと評価して、適切な薬
物治療をしたいために、いろいろ具体
的な内容が挙げられています。一言で
腎機能といっても、いろいろな指標が
あると思うのですが、まず基本的なと
ころから教えてください。
　池田　クレアチニンクリアランスの
評価方法と治療への活用ということで、
特に腎排泄性の抗がん剤など、治療域
と中毒域が近接している薬剤について、
GFRの推算式の選び方、腎機能の評価
方法と実際の投与量設定について、カ
ルボプラチンなどを例に挙げてお話し
させていただこうかと考えています。

　池脇　抗がん剤の中でも、カルボプ
ラチンは微調整が必要な薬ということ
ですね。
　池田　そうですね。シスプラチンな
どに比べて外来で安易に使いやすい薬
のようで、質問のCockcroft-Gaultの式
を用い、比較的簡単にGFR推算式を使
って投与量を設定することが、けっこ
う頻繁に行われているようです。おそ
らく質問された先生も、こういう薬を
念頭に置かれているのかと思って考え
ました。
　池脇　腎臓内科の先生方はきちんと
実測で測られますけれども、私も含め
て多くの先生方は、GFRはeGFR、クレ
アチニンクリアランスはこのCockcroft-

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科診療部長
池　田　雅　人

（聞き手　池脇克則）

　クレアチニンクリアランスを、Cockcroft-Gaultの式を用いて計算する際のク
レアチニン値は、酸素法そのままの値で計算すると少し高めに値が出ますが、
ヤッフェ法にして（酸素法の＋0.2）計算したほうがいいのでしょうか。腎機
能を評価して投与量を調整する薬の場合、どう考えたらよいでしょうか。ご教
示ください。

＜埼玉県開業医＞

クレアチニンクリアランスの評価方法と治療への活用

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （89）  98 （88） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   8-9 17/01/13   9:44


	02-0002-2
	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1



