
されますから、大腸のほうが菌が桁違
いに多いのです。αGIの効果によって
小腸で分解されなかった二糖類がこの
ように菌の多い大腸に入り込んで、菌
によって分解されてガスを産生する。
ただ、二糖類の分解ですから、メタン
とか水素とか、においのないガスが産
生されるということです。
　山内　確かに、患者さんの訴えを聞
いてみても、そんなに異臭がするとい
うほどではなくて、ただ、ガスの回数
が多いとか、そういう話になってきま
すね。ガスが、異臭は別としても、非
常に多いという訴えもたまにあります。
何か原因があるのでしょうか。
　正岡　αGIの場合はもちろんそうい
ったことでガスの産生が多くなります
が、一般的なガスが多いという症状に
ついては、確かに腸内細菌の状態が影
響していると思います。しかし、消化
管運動が正常に保たれていることを示
す一つの徴候かと、私は思っています。
ですから、そういった解釈もできるの
ではないかと思います。
　山内　むしろ健康的な証拠だといえ
なくもないのですね。
　正岡　そうですね。そのように患者
さんに説明しています。
　山内　そうはいっても、なかなか社
会的には気になるものだと思いますの
で、においにせよ、回数にせよ、患者
さんにある程度予防的対策として勧め

られるのはどのようなものでしょう。
　正岡　食物繊維等の多い食事を取っ
ていただいて、便秘にならないように
心がけていただくことをお勧めします。
もちろん、運動についても、全身の運
動が消化管運動を促進することが以前
からいわれてきました。それも最近、
科学的に証明されつつあるので、そう
いったことがよい効果をもたらすので
はないかと思います。
　山内　便秘の解消は重要ということ
ですね。あと、食物的なものからいっ
て、蛋白質をどうコントロールするか、
というのもあるのですね。
　正岡　特ににおいについては、蛋白
質がガスの原因になるので、そこにも
し思い当たる節があるのであれば、そ
ういったところの食生活を改善してい
ただくのも一つの方法かと思います。
　山内　過剰摂取はガスのにおいに結
びつく。別に健康上、害があるわけで
はないけれども、ということですね。
　正岡　そうです。
　山内　整腸剤やヨーグルトなどもよ
く使われると思われますが、このあた
りの効果はいかがでしょうか。
　正岡　いわゆる善玉菌といわれる腸
内細菌を補うことで、腸内の代謝等を
活発にしますので、効果はあると思い
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

帝京大学内科学講座准教授
柴　田　　茂

（聞き手　池脇克則）

　利尿剤や漢方薬の投与が行われていない高齢者の低カリウム血症が時々見ら
れます。どのような病態が考えられるかご教示ください。

＜兵庫県開業医＞

高齢者の低カリウム血症

　池脇　あまり電解質の質問はいただ
かないのですけれども、高齢者の低カ
リウム血症ということです。いろいろ
な病態のお話をうかがう前に、カリウ
ム濃度は3.5～5.0mEq/Lということで、
狭い範囲できちんと調整されている。
カリウムというとほとんどは細胞の中
に存在し、食事から入り、腎臓から出
ていく。このあたり、どういう調節の
メカニズムなのでしょうか。
　柴田　まず１日に摂取されるカリウ
ム量はだいたい50～100mEqとされて
いますが、１日に取ったカリウムは９
割が腎臓から排泄されて、１割が腸か
ら出ていくかたちになっています。細
胞の中外で見てみると、細胞の中に98
％、ほとんどが存在していて、細胞の
外、血液に存在するのはわずか２％と
いうかたちになっています。

　池脇　そうすると、食事をして入っ
てくるものはほとんどは腎臓から出て
いくということですから、基本的には
体から出ていくのは、ほぼ腎臓からと
考えてよいですか。
　柴田　おっしゃるとおりです。そう
なるので、低カリウム血症の患者さん
を見た場合には、何らかの異常で腎臓
からのカリウム排泄が増えている状態
を第一に考えていただく必要があるの
かと思います。
　池脇　高齢者の低カリウム血症は3.5 
mEq/L以下ですが、利尿剤や漢方薬な
どの低カリウム血症を誘発しやすい薬
剤をのんでいない場合、どういう病態
を考えたらいいのかということですが、
どうでしょうか。
　柴田　利尿薬あるいは漢方薬は一番
多い原因だと思いますが、それ以外と
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特に濃縮力が低下するといわれていま
すね。これは尿細管の機能が加齢によ
って低下してくるということなのでし
ょうか。
　柴田　おっしゃるとおりだと思いま
す。年齢とともに腎臓の機能は徐々に
低下してきて、濃縮力の低下、あるい
はイオンの再吸収力といったものも低
下してきます。加齢はそういった電解
質異常が出やすいリスク因子になるの
ではないかと思います。
　池脇　腎機能障害というと、カリウ
ムが上がるというイメージがあって、
今おっしゃった尿細管に関してはどち
らかというと下がる方向にいくのでし
ょうか。
　柴田　尿細管異常の場合には、近位
尿細管はカリウムを再吸収する働きが
あるので、その働きが落ちるとカリウ
ムが排泄される方向になる。いわゆる
慢性腎臓病の方の場合には、糸球体濾
過量、すなわち濾過される血液の量が
減ってしまい、その結果、カリウムの
排泄が落ちるというかたちになります。
　池脇　腎障害といっても、いろいろ
な場所の障害があるので、それに応じ
て、場合によっては上がり、場合によ
っては下がるのですね。
　柴田　はい。
　池脇　腎臓が一番大きなファクター
だと思うのですが、それ以外でカリウ
ムが下がることはあるのでしょうか。
　柴田　２つ挙げるとすると、１つは

摂取量の低下を考えないといけないと
思います。質問の場合は高齢者なので、
カリウムの摂取量の低下はもちろん考
えないといけないと思いますし、それ
以外に、下痢をしてしまう、あるいは
嘔吐してしまうことでカリウムの摂取
量が減るのは、低カリウム血症の原因
として考えられます。
　池脇　高齢者の食生活は日本食に近
い食事ではないかと思うのですが、カ
リウム摂取が低くなりやすいのでしょ
うか。
　柴田　栄養調査の統計を見てみます
と、高齢者は若い方に比べてカリウム
摂取量は比較的多いということになっ
ています。高齢者が必ずしもカリウム
摂取が少ないということではないと思
うのですが、例えば食事量自体が徐々
に減ってくると、当然それに伴ってカ
リウム摂取量自体も落ちてくることは
考えられるかと思います。
　池脇　通常の食事をされている分に
はたぶん大丈夫ですけれども、例えば
夏場、すごく暑くなって、体調不良に
なるとか、いろいろなことで乱れやす
いですね。
　柴田　そのとおりだと思います。
　池脇　食事以外はどうでしょうか。
　柴田　もう一つの原因は、細胞内と
細胞外の分布の変化です。最初に申し
上げましたように、カリウムは98％が
細胞内にありますので、細胞内にカリ
ウムを移行させるような刺激があると、

いうことで考えると、まず腎臓からど
ういう病態でカリウム排泄が増えるか、
大きく分けて２つ考えられるのではな
いかと思います。
　１つはホルモンの異常です。例えば、
レニン、あるいはアルドステロンとい
うようなホルモンがありますが、こう
いったホルモンは血圧を上げる作用が
非常に有名ですが、それ以外に腎臓か
らカリウムを排泄する働きがあります。
例えば、高齢者で、動脈硬化が進み、
腎臓に行く腎動脈の狭窄があると、レ
ニンというホルモンが増えて、それが
腎臓からのカリウム排泄を促すことが
一つ考えられるかと思います。
　あとは、アルドステロンというホル
モンですが、最近、高血圧の方でアル
ドステロンというホルモンが過剰に分
泌される病態が、以前に考えられてい
たよりも多いともいわれています。い
わゆる原発性アルドステロン症に伴う
低カリウム血症は、高齢者でももちろ
ん鑑別に上がってくるかと思います。
　池脇　確かに、レニン、アルドステ
ロンというホルモンの過剰が、それぞ
れの原因は別にしても、ともに高血圧
をきたすとともに、カリウムも低くな
る。それは腎臓からの排泄が増えるか
らですね。
　柴田　はい。
　池脇　そうなると、そういったもの
を見つけ出すということになれば、当
然カリウムだけではなくて、その方の

血圧や、そういったホルモンの濃度が
増えているかどうかがポイントになり
ますか。
　柴田　ホルモンの異常の場合には、
レニン活性、あるいはアルドステロン
の濃度を測ることで、ある程度鑑別が
できるのではないかと思います。
　池脇　レニンが上がるというのは、
腎動脈のアテローム硬化ということで
したけれども、これは画像的には超音
波が一番最初でしょうか。
　柴田　おっしゃるとおり、腎動脈エ
コーで、腎臓の血管の機能的な狭窄が
あるかどうかを見るのが、侵襲も少な
く、スクリーニング検査には向いてい
るのではないかと思います。
　池脇　今、腎臓からのカリウム喪失
が増えているということで、ホルモン
についてお話しいただきましたが、そ
れ以外にはどういったものがあるので
しょうか。
　柴田　もう一つの原因は腎臓の尿細
管の機能異常です。尿細管は、カリウ
ムを分泌したり再吸収したりする働き
がありますから、尿細管の機能が障害
されると低カリウム血症の原因となり
ます。例えば薬、有名なところだと、
アミノグリコシド系の抗生物質は近位
尿細管の作用を抑えてしまうので、そ
ういったものが低カリウム血症の原因
として挙げられるかと思います。
　池脇　加齢による臓器の変化の中で、
腎臓はけっこう加齢によって機能が、
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特に濃縮力が低下するといわれていま
すね。これは尿細管の機能が加齢によ
って低下してくるということなのでし
ょうか。
　柴田　おっしゃるとおりだと思いま
す。年齢とともに腎臓の機能は徐々に
低下してきて、濃縮力の低下、あるい
はイオンの再吸収力といったものも低
下してきます。加齢はそういった電解
質異常が出やすいリスク因子になるの
ではないかと思います。
　池脇　腎機能障害というと、カリウ
ムが上がるというイメージがあって、
今おっしゃった尿細管に関してはどち
らかというと下がる方向にいくのでし
ょうか。
　柴田　尿細管異常の場合には、近位
尿細管はカリウムを再吸収する働きが
あるので、その働きが落ちるとカリウ
ムが排泄される方向になる。いわゆる
慢性腎臓病の方の場合には、糸球体濾
過量、すなわち濾過される血液の量が
減ってしまい、その結果、カリウムの
排泄が落ちるというかたちになります。
　池脇　腎障害といっても、いろいろ
な場所の障害があるので、それに応じ
て、場合によっては上がり、場合によ
っては下がるのですね。
　柴田　はい。
　池脇　腎臓が一番大きなファクター
だと思うのですが、それ以外でカリウ
ムが下がることはあるのでしょうか。
　柴田　２つ挙げるとすると、１つは

摂取量の低下を考えないといけないと
思います。質問の場合は高齢者なので、
カリウムの摂取量の低下はもちろん考
えないといけないと思いますし、それ
以外に、下痢をしてしまう、あるいは
嘔吐してしまうことでカリウムの摂取
量が減るのは、低カリウム血症の原因
として考えられます。
　池脇　高齢者の食生活は日本食に近
い食事ではないかと思うのですが、カ
リウム摂取が低くなりやすいのでしょ
うか。
　柴田　栄養調査の統計を見てみます
と、高齢者は若い方に比べてカリウム
摂取量は比較的多いということになっ
ています。高齢者が必ずしもカリウム
摂取が少ないということではないと思
うのですが、例えば食事量自体が徐々
に減ってくると、当然それに伴ってカ
リウム摂取量自体も落ちてくることは
考えられるかと思います。
　池脇　通常の食事をされている分に
はたぶん大丈夫ですけれども、例えば
夏場、すごく暑くなって、体調不良に
なるとか、いろいろなことで乱れやす
いですね。
　柴田　そのとおりだと思います。
　池脇　食事以外はどうでしょうか。
　柴田　もう一つの原因は、細胞内と
細胞外の分布の変化です。最初に申し
上げましたように、カリウムは98％が
細胞内にありますので、細胞内にカリ
ウムを移行させるような刺激があると、

いうことで考えると、まず腎臓からど
ういう病態でカリウム排泄が増えるか、
大きく分けて２つ考えられるのではな
いかと思います。
　１つはホルモンの異常です。例えば、
レニン、あるいはアルドステロンとい
うようなホルモンがありますが、こう
いったホルモンは血圧を上げる作用が
非常に有名ですが、それ以外に腎臓か
らカリウムを排泄する働きがあります。
例えば、高齢者で、動脈硬化が進み、
腎臓に行く腎動脈の狭窄があると、レ
ニンというホルモンが増えて、それが
腎臓からのカリウム排泄を促すことが
一つ考えられるかと思います。
　あとは、アルドステロンというホル
モンですが、最近、高血圧の方でアル
ドステロンというホルモンが過剰に分
泌される病態が、以前に考えられてい
たよりも多いともいわれています。い
わゆる原発性アルドステロン症に伴う
低カリウム血症は、高齢者でももちろ
ん鑑別に上がってくるかと思います。
　池脇　確かに、レニン、アルドステ
ロンというホルモンの過剰が、それぞ
れの原因は別にしても、ともに高血圧
をきたすとともに、カリウムも低くな
る。それは腎臓からの排泄が増えるか
らですね。
　柴田　はい。
　池脇　そうなると、そういったもの
を見つけ出すということになれば、当
然カリウムだけではなくて、その方の

血圧や、そういったホルモンの濃度が
増えているかどうかがポイントになり
ますか。
　柴田　ホルモンの異常の場合には、
レニン活性、あるいはアルドステロン
の濃度を測ることで、ある程度鑑別が
できるのではないかと思います。
　池脇　レニンが上がるというのは、
腎動脈のアテローム硬化ということで
したけれども、これは画像的には超音
波が一番最初でしょうか。
　柴田　おっしゃるとおり、腎動脈エ
コーで、腎臓の血管の機能的な狭窄が
あるかどうかを見るのが、侵襲も少な
く、スクリーニング検査には向いてい
るのではないかと思います。
　池脇　今、腎臓からのカリウム喪失
が増えているということで、ホルモン
についてお話しいただきましたが、そ
れ以外にはどういったものがあるので
しょうか。
　柴田　もう一つの原因は腎臓の尿細
管の機能異常です。尿細管は、カリウ
ムを分泌したり再吸収したりする働き
がありますから、尿細管の機能が障害
されると低カリウム血症の原因となり
ます。例えば薬、有名なところだと、
アミノグリコシド系の抗生物質は近位
尿細管の作用を抑えてしまうので、そ
ういったものが低カリウム血症の原因
として挙げられるかと思います。
　池脇　加齢による臓器の変化の中で、
腎臓はけっこう加齢によって機能が、
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血清のカリウムは低下してくることに
なります。具体的には、この場合はこ
の患者さんに当てはまるかどうかわか
りませんが、糖尿病で血糖が高い方に
インスリンを使ったような場合は血清
カリウムは下がります。あるいはある
種の薬、例えば呼吸器疾患をお持ちの
方で、アドレナリンのβ2受容体刺激薬
などを使っている方の場合には、こう
いったものは細胞の中にカリウムを移
行させる働きがあるので、血清カリウ
ムが下がる要因の一つになるかと思い
ます。
　池脇　β2受容体刺激薬は、喘息ある
いはCOPDの方では恒常的に、のみ薬
ではないにしても、使われている方が
案外多いですから、それをチェックし
ておいたほうがいいですね。
　柴田　はい。
　池脇　それ以外に細胞内外の移行に
影響するようなファクターはあるので
しょうか。

　柴田　もう一つ、よく知られている
ものとして甲状腺ホルモンがあります。
甲状腺のホルモンは、ナトリウム・カ
リウムポンプというものを刺激する働
きがあって、細胞の中にカリウムを移
す働きがあります。高齢者で必ずしも
多いわけではないのですが、既往歴あ
るいは病気として甲状腺機能亢進症が
ある場合には、低カリウム血症の要因
の一つかなと思います。
　池脇　質問は利尿剤、漢方薬はなし
という条件ですが、実際はそういった
ものがかかわっての低カリウム血症が、
高齢者で多いと考えてよいですか。
　柴田　おっしゃるとおりだと思いま
す。高血圧の方で利尿薬をのんでいる
方、あるいは何らかのサプリメントと
して漢方薬をのんでいる方は高齢者に
多いですので、そういうものが低カリ
ウム血症の原因として日常的には一番
多いのかと考えています。
　池脇　ありがとうございました。

東京女子医科大学整形外科教授
岡　崎　　賢

（聞き手　池田志斈）

　脂肪幹細胞治療についてご教示ください。
＜奈良県勤務医＞

脂肪幹細胞治療

　池田　脂肪組織由来幹細胞、脂肪由
来幹細胞というのでしょうか、まずこ
れはどのような細胞なのでしょうか。
　岡崎　ご存じの方も多いかと思いま
すが、幹細胞というのは何にでも分化
することができる細胞で、今までは骨
髄から取るというのが一般的だったと
思います。ところが、ちょうど2000年
ごろに脂肪組織の中にたくさん幹細胞
がいるということがわかってきたわけ
です。脂肪組織からのほうが、骨髄か
ら取るよりもはるかに多くの幹細胞を
より安全に取ることができるというこ
とで注目されました。幹細胞なので、
様々な細胞に分化することができ、そ
して無限に増殖する能力があるという
細胞です。それで再生医療の領域で注
目されているのです。
　池田　従来は骨髄、なかなか取れな
いので苦労していたわけですけれども、

脂肪の組織から比較的安全に大量に取
れるということですが、実際に採取は
どういう方法でされるのでしょうか。
　岡崎　美容外科にはスペシャリスト
がたくさんいる、いわゆる脂肪吸引で
す。局所麻酔でもできますが、私たち
は安全のために全身麻酔下で行ってき
ました。吸引管を使って腹部の脂肪を、
水と一緒に吸い出すというのが脂肪吸
引の方法です。合併症も少ないし、局
所麻酔で行った場合は、日帰りでも手
術ができるということで、世の中の美
容外科では日常的に行われている手法
です。
　池田　一部切開して管のようなもの
を入れて、吸い取りながらやるわけで
すね。
　岡崎　そうです。
　池田　その細胞を取って、次にどう
されるのですか。
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