
慶應義塾大学医学部客員教授
林　　松　彦

（聞き手　池田志斈）

　カルシフィラキシスについてご教示ください。
　今般、ワーファリンカリウムの重大な副作用が追記されたようです。

＜大阪府開業医＞

カルシフィラキシス

　池田　林先生、カルシフィラキシス
とはどのような病気なのでしょうか。
　林　まず、カルシフィラキシスとい
う言葉の語源ですが、1960年代にアナ
フィラキシーを研究していた研究者が、
例えば金属とか、卵白とか、そういっ
たものをラットに投与しておいて、そ
の後にビタミンDなどを投与すると、
ひどい皮膚の潰瘍と血管の石灰化を生
じて、皮膚筋炎に類似したような病態
モデルができることを発見しました。
そこで、アナフィラキシーに近似した
病態として、カルシフィラキシスとい
う造語をつくりました。
　動物実験レベルではそういった症状
だったのですが、その後、ヒトでも似
たような症状を呈する方がいることが
明らかになってきました。必ずしも正
確に動物モデルと同じではないのです

が、類似しているということで、カル
シフィラキシスと名づけられました。
　主な病態は、皮膚のひどい潰瘍と、
そして何よりの特徴はすごく痛いので
す。疼痛の極めて強い皮膚潰瘍が四肢
を中心として、特に透析患者さんなど
の腎障害のある患者さんに起こってく
ることが報告されてきました。最近で
はほかの疾患でも発症したという報告
がありますが、圧倒的多数は透析患者
さんで報告されています。この、強い
疼痛のある皮膚潰瘍、それがカルシフ
ィラキシスの臨床症状です。
　池田　命名からして疾患のとらえ方
も変わりつつあるのですね。
　林　そうですね。
　池田　すごく痛い潰瘍ということで
すが、どうして特に透析患者さんに潰
瘍ができてくるのでしょうか。

　林　主な原因としては、皮膚層にあ
る小動脈の石灰化が起こってきて、そ
れによって血流の障害が起こり、ここ
から飛躍するのですが、さらに炎症が
加わって潰瘍を生じると報告されてい
ます。
　池田　動脈の石灰化は、特に透析を
しているような患者さんは全身レベル
で起きてくると思うのですが、そこで
起こる皮膚潰瘍は、ある程度決まった
場所ですよね。おそらく手足が多いと
思うのですが、そこへの炎症は、けが
とか、何かそういう引き金があるので
しょうか。
　林　おっしゃるとおりです。報告で
は小さな傷、あるいは最初は紫斑や紅
斑のように出てくるのですが、皮膚の
潰瘍の原因がわからないので、生検し
たところ、生検の後に生じてきた。そ
ういった小さな傷から広がっていくこ
とが報告されています。
　池田　逆に言いますと、透析を受け
るような患者さん、特に糖尿病などが
ある方が多いですが、それ自体でも皮
膚潰瘍、壊死が起こってきますね。そ
の辺の鑑別はどうするのでしょうか。
　林　糖尿病腎症から透析に至ったよ
うな方は比較的神経症を伴うことが多
くて、潰瘍ができても、あまり痛くな
い方が多いです。それに対してカルシ
フィラキシスはその発症時、潰瘍にな
る前から、紫斑の段階で猛烈な疼痛が
出てくるところが非常に異なっていま

す。
　池田　痛みの程度が全く違うのです
ね。
　林　はい。
　池田　潰瘍を形成してくるので、い
ろいろな疾患の潰瘍の鑑別になってく
ると思うのですが、診断としてはどの
ようなステップが踏まれるのでしょう
か。
　林　まず私たち、旧厚生省の難病研
究班という組織で研究しました。疫学
調査をし、その結果、全国から典型例
と思われる症例が六十数例集まったの
ですが、その中で特に病理所見まです
べてそろった症例が28例あり、これを
解析しました。その結果、先ほど申し
ましたように、生検、病理所見も重要
なのですが、そういったことをするこ
とによって増悪させてしまう懸念があ
ることから、やはり臨床症状で診断を
つけるのがよいであろう、臨床症状か
ら診断をつけようと、診断基準を考案
しました。
　まず、腎機能が低下している方、具
体的にはGFRで15を切るような方、そ
れから、四肢ないしは躯幹に疼痛の極
めて強い皮膚潰瘍を認める方、そうい
ったものが２カ所以上にある、あるい
は特異的な場所、例えば陰茎のような
場所にできる、そういったものを併せ
て臨床的に診断がつくような診断基準
を考案いたしました（表参照）。
　ただ、先ほど申しましたように、他
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　カルシフィラキシスについてご教示ください。
　今般、ワーファリンカリウムの重大な副作用が追記されたようです。

＜大阪府開業医＞

カルシフィラキシス

　池田　林先生、カルシフィラキシス
とはどのような病気なのでしょうか。
　林　まず、カルシフィラキシスとい
う言葉の語源ですが、1960年代にアナ
フィラキシーを研究していた研究者が、
例えば金属とか、卵白とか、そういっ
たものをラットに投与しておいて、そ
の後にビタミンDなどを投与すると、
ひどい皮膚の潰瘍と血管の石灰化を生
じて、皮膚筋炎に類似したような病態
モデルができることを発見しました。
そこで、アナフィラキシーに近似した
病態として、カルシフィラキシスとい
う造語をつくりました。
　動物実験レベルではそういった症状
だったのですが、その後、ヒトでも似
たような症状を呈する方がいることが
明らかになってきました。必ずしも正
確に動物モデルと同じではないのです

が、類似しているということで、カル
シフィラキシスと名づけられました。
　主な病態は、皮膚のひどい潰瘍と、
そして何よりの特徴はすごく痛いので
す。疼痛の極めて強い皮膚潰瘍が四肢
を中心として、特に透析患者さんなど
の腎障害のある患者さんに起こってく
ることが報告されてきました。最近で
はほかの疾患でも発症したという報告
がありますが、圧倒的多数は透析患者
さんで報告されています。この、強い
疼痛のある皮膚潰瘍、それがカルシフ
ィラキシスの臨床症状です。
　池田　命名からして疾患のとらえ方
も変わりつつあるのですね。
　林　そうですね。
　池田　すごく痛い潰瘍ということで
すが、どうして特に透析患者さんに潰
瘍ができてくるのでしょうか。

　林　主な原因としては、皮膚層にあ
る小動脈の石灰化が起こってきて、そ
れによって血流の障害が起こり、ここ
から飛躍するのですが、さらに炎症が
加わって潰瘍を生じると報告されてい
ます。
　池田　動脈の石灰化は、特に透析を
しているような患者さんは全身レベル
で起きてくると思うのですが、そこで
起こる皮膚潰瘍は、ある程度決まった
場所ですよね。おそらく手足が多いと
思うのですが、そこへの炎症は、けが
とか、何かそういう引き金があるので
しょうか。
　林　おっしゃるとおりです。報告で
は小さな傷、あるいは最初は紫斑や紅
斑のように出てくるのですが、皮膚の
潰瘍の原因がわからないので、生検し
たところ、生検の後に生じてきた。そ
ういった小さな傷から広がっていくこ
とが報告されています。
　池田　逆に言いますと、透析を受け
るような患者さん、特に糖尿病などが
ある方が多いですが、それ自体でも皮
膚潰瘍、壊死が起こってきますね。そ
の辺の鑑別はどうするのでしょうか。
　林　糖尿病腎症から透析に至ったよ
うな方は比較的神経症を伴うことが多
くて、潰瘍ができても、あまり痛くな
い方が多いです。それに対してカルシ
フィラキシスはその発症時、潰瘍にな
る前から、紫斑の段階で猛烈な疼痛が
出てくるところが非常に異なっていま

す。
　池田　痛みの程度が全く違うのです
ね。
　林　はい。
　池田　潰瘍を形成してくるので、い
ろいろな疾患の潰瘍の鑑別になってく
ると思うのですが、診断としてはどの
ようなステップが踏まれるのでしょう
か。
　林　まず私たち、旧厚生省の難病研
究班という組織で研究しました。疫学
調査をし、その結果、全国から典型例
と思われる症例が六十数例集まったの
ですが、その中で特に病理所見まです
べてそろった症例が28例あり、これを
解析しました。その結果、先ほど申し
ましたように、生検、病理所見も重要
なのですが、そういったことをするこ
とによって増悪させてしまう懸念があ
ることから、やはり臨床症状で診断を
つけるのがよいであろう、臨床症状か
ら診断をつけようと、診断基準を考案
しました。
　まず、腎機能が低下している方、具
体的にはGFRで15を切るような方、そ
れから、四肢ないしは躯幹に疼痛の極
めて強い皮膚潰瘍を認める方、そうい
ったものが２カ所以上にある、あるい
は特異的な場所、例えば陰茎のような
場所にできる、そういったものを併せ
て臨床的に診断がつくような診断基準
を考案いたしました（表参照）。
　ただ、先ほど申しましたように、他
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の疾患でもカルシフィラキシスが報告
されたので、腎機能があまり落ちてい
ない方に発症してきた場合には病理所
見を参考にすべきだろうと診断基準と
して取り入れていますが、臨床的に典
型例ではむしろ生検は推奨していませ
ん。
　池田　生検することによって潰瘍が
さらに進展してしまう可能性がありま
すね。
　林　そうです。
　池田　そのほか、例えば血液検査な
どの所見で、診断をつけることはある

のでしょうか。
　林　これは、強い炎症所見を認める、
例えば、CRPが高い、あるいは白血球
が多いといったこと以外、特異的な所
見はありません。
　池田　では本当に臨床症状を中心に
診断していくのですね。
　林　はい。
　池田　多くは、おそらくまず除外診
断として、糖尿病性壊疽、潰瘍を含め
て、いろいろなものを除外して最終診
断がつくと思います。診断がついた後、
今度は治療になるのですが、どのよう

に治療するのでしょうか。
　林　これは症例数が少ないことから、
きちんとした検討がされていません。
後ろ向きの小規模観察研究が主で、最
近行われたものでは最大で101例を振
り返って検討したという観察研究があ
ります。それらに共通していえるのは、
皮膚潰瘍部位の丁寧なデブリードメン
トを重ねること、それに加えて感染に
対する対策、栄養への対策になるので
すが、非常に丹念なデブリードメント
をした症例は生命予後がよかったこと
が共通しています。
　池田　根本的な治療について、生命
予後を左右する要因とはどのようなも
のなのでしょうか。
　林　皮膚に対して感染を起こします
ので、そういった感染症がコントロー
ルできない、それから、痛みが非常に
強いので、なかなか栄養も取れないた
め衰弱してしまう、そういったことが
生命予後を分けています。
　池田　そういったすべてを含めて予
後がよくない疾患なのですね。
　林　はい。
　池田　最近、ワーファリンカリウム
の重大な副作用として本疾患が追記さ
れたとのことですが、どういうことな
のでしょうか。
　林　先ほど申しました私たちの全国
調査で、ワーファリンによる発症の危
険因子を検討いたしました。症例対照
研究という方法を用いて検討したので

すが、その中で最も強く危険因子とし
て同定されたのがワーファリンの内服
だったのです。危険率でおよそ18倍と
なり、ワーファリン服用患者さんのほ
うが、カルシフィラキシスを生じやす
いことを報告しました。
　池田　この調査の背景で、透析を行
っている患者さんたちで、ワーファリ
ンをのんでいる群と、のんでいない群
を分けて観察したということでしょう
か。
　林　今お話ししたのは全国の透析施
設で実際にカルシフィラキシスを生じ
た症例と、年齢と透析歴をマッチした
症例での症例対象研究の結果です。そ
れに引き続いて、今先生がおっしゃっ
たような前向き観察研究を行いました。
　池田　透析している方がワーファリ
ンをのんでいる群と、のんでいない群
を年齢でまず合わせて、その後、危険
な因子としてワーファリンが出てきた
ので、今度は全国施設でのんでいる群、
のんでいない群で比較したということ
ですね。
　林　はい。３年間、前向きで調査さ
せていただきました。
　池田　長い、たいへんな研究ですね。
　林　これは発症例が少ないので、そ
のぐらいしないとなかなか、それでも
症例が集まりません。ワーファリン群
約400例、非使用群700例を３年間追跡
して、ワーファリン服用例で４例、非
服用例で１例、症例としては逆に非服

表　カルシフィラキシス診断基準案（厚生労働省難治性疾患研究班）

　以下の臨床症状２項目と皮膚病理所見を
満たす場合、または臨床症状３項目を満た
す場合カルシフィラキシスと診断される。

【臨床症状】
　①慢性腎臓病で透析中、または糸球体濾
　　過率15mL/min以下の症例。
　②周囲に有痛性紫斑をともなう２カ所以
　　上の皮膚の有痛性難治性潰瘍。
　③ 体幹部、上腕、前腕、大腿、下腿、陰
　　茎に発症する、周囲に有痛性紫斑をともなう皮膚の有痛性難治性潰瘍。

【皮膚病理所見】
　皮膚生検は、可能な場合に実施する。臨床症状の２項目を満たす場合、他の疾患と
の鑑別困難な場合は、特に皮膚生検を行うことを推奨する。特徴的な皮膚生検所見は
下記の通りである。
　皮膚の壊死、潰瘍形成とともに、皮下脂肪組織ないし真皮の小～中動脈における、
中膜、内弾性板側を中心とした石灰化、および、浮腫性内膜肥厚による内腔の同心円
状狭窄所見を認める。
　注：特に潰瘍、紫斑が極めて強い疼痛をともなうことは重要な症状である。
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の疾患でもカルシフィラキシスが報告
されたので、腎機能があまり落ちてい
ない方に発症してきた場合には病理所
見を参考にすべきだろうと診断基準と
して取り入れていますが、臨床的に典
型例ではむしろ生検は推奨していませ
ん。
　池田　生検することによって潰瘍が
さらに進展してしまう可能性がありま
すね。
　林　そうです。
　池田　そのほか、例えば血液検査な
どの所見で、診断をつけることはある

のでしょうか。
　林　これは、強い炎症所見を認める、
例えば、CRPが高い、あるいは白血球
が多いといったこと以外、特異的な所
見はありません。
　池田　では本当に臨床症状を中心に
診断していくのですね。
　林　はい。
　池田　多くは、おそらくまず除外診
断として、糖尿病性壊疽、潰瘍を含め
て、いろいろなものを除外して最終診
断がつくと思います。診断がついた後、
今度は治療になるのですが、どのよう

に治療するのでしょうか。
　林　これは症例数が少ないことから、
きちんとした検討がされていません。
後ろ向きの小規模観察研究が主で、最
近行われたものでは最大で101例を振
り返って検討したという観察研究があ
ります。それらに共通していえるのは、
皮膚潰瘍部位の丁寧なデブリードメン
トを重ねること、それに加えて感染に
対する対策、栄養への対策になるので
すが、非常に丹念なデブリードメント
をした症例は生命予後がよかったこと
が共通しています。
　池田　根本的な治療について、生命
予後を左右する要因とはどのようなも
のなのでしょうか。
　林　皮膚に対して感染を起こします
ので、そういった感染症がコントロー
ルできない、それから、痛みが非常に
強いので、なかなか栄養も取れないた
め衰弱してしまう、そういったことが
生命予後を分けています。
　池田　そういったすべてを含めて予
後がよくない疾患なのですね。
　林　はい。
　池田　最近、ワーファリンカリウム
の重大な副作用として本疾患が追記さ
れたとのことですが、どういうことな
のでしょうか。
　林　先ほど申しました私たちの全国
調査で、ワーファリンによる発症の危
険因子を検討いたしました。症例対照
研究という方法を用いて検討したので

すが、その中で最も強く危険因子とし
て同定されたのがワーファリンの内服
だったのです。危険率でおよそ18倍と
なり、ワーファリン服用患者さんのほ
うが、カルシフィラキシスを生じやす
いことを報告しました。
　池田　この調査の背景で、透析を行
っている患者さんたちで、ワーファリ
ンをのんでいる群と、のんでいない群
を分けて観察したということでしょう
か。
　林　今お話ししたのは全国の透析施
設で実際にカルシフィラキシスを生じ
た症例と、年齢と透析歴をマッチした
症例での症例対象研究の結果です。そ
れに引き続いて、今先生がおっしゃっ
たような前向き観察研究を行いました。
　池田　透析している方がワーファリ
ンをのんでいる群と、のんでいない群
を年齢でまず合わせて、その後、危険
な因子としてワーファリンが出てきた
ので、今度は全国施設でのんでいる群、
のんでいない群で比較したということ
ですね。
　林　はい。３年間、前向きで調査さ
せていただきました。
　池田　長い、たいへんな研究ですね。
　林　これは発症例が少ないので、そ
のぐらいしないとなかなか、それでも
症例が集まりません。ワーファリン群
約400例、非使用群700例を３年間追跡
して、ワーファリン服用例で４例、非
服用例で１例、症例としては逆に非服

表　カルシフィラキシス診断基準案（厚生労働省難治性疾患研究班）

　以下の臨床症状２項目と皮膚病理所見を
満たす場合、または臨床症状３項目を満た
す場合カルシフィラキシスと診断される。

【臨床症状】
　①慢性腎臓病で透析中、または糸球体濾
　　過率15mL/min以下の症例。
　②周囲に有痛性紫斑をともなう２カ所以
　　上の皮膚の有痛性難治性潰瘍。
　③ 体幹部、上腕、前腕、大腿、下腿、陰
　　茎に発症する、周囲に有痛性紫斑をともなう皮膚の有痛性難治性潰瘍。

【皮膚病理所見】
　皮膚生検は、可能な場合に実施する。臨床症状の２項目を満たす場合、他の疾患と
の鑑別困難な場合は、特に皮膚生検を行うことを推奨する。特徴的な皮膚生検所見は
下記の通りである。
　皮膚の壊死、潰瘍形成とともに、皮下脂肪組織ないし真皮の小～中動脈における、
中膜、内弾性板側を中心とした石灰化、および、浮腫性内膜肥厚による内腔の同心円
状狭窄所見を認める。
　注：特に潰瘍、紫斑が極めて強い疼痛をともなうことは重要な症状である。
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用例のほうが２倍ぐらい多いですから、
ワーファリン服用例で８倍発症しまし
た。しかし、明らかに有意にワーファ
リン群で発症しやすいとはいえ、400
例を３年間検討して、その中の４例に
すぎません。
　池田　わずかですね。
　林　いかに少ないかということがお
わかりいただけるかと思います。
　池田　我々は、添付文書に重大な副
作用で追記されたと書いてあると、透
析していない患者さんでも、ワーファ
リンをのんでいるとカルシフィラキシ
スになるのではないかと思いがちです
が、実際、そういうこともあるのでし
ょうか。
　林　非透析患者さんでワーファリン
が危険因子となりうるかどうかは、あ
まりにも症例数が少なくて、これまで
検討されたことがありません。
　池田　そういう意味では、これはあ
くまで透析を受けている患者さんで、
という縛りがあるのですね。
　林　はい。
　池田　逆に言いますと、透析患者さ
んでワーファリンを使うことは多いの
でしょうか。
　林　透析患者さんというのは治療中、
経過観察中に心房細動を生じてくる率
が正常対照者に比べて何倍も多いので
す。心房細動が起きてくると、脳血管
障害なども同様に増加することが知ら
れているので、ワーファリンは透析患

者さんに対し、本来は投与することは
好ましくないのですが、やむを得ず投
与しているのが実情です。
　池田　そういう意味では、基礎に糖
尿病があったり、血管障害がある方で
すから、使わざるを得ないのですね。
　林　そうです。
　池田　添付文書上はどう書いてある
かわかりませんが、ベネフィットのほ
うがリスクよりも上回っているから使
っているのですね。
　林　おっしゃるとおりです。
　池田　そういった患者さんを診てい
て、ワーファリンがカルシフィラキシ
スの重要なファクターだということな
のですね。
　林　そういうことになります。
　池田　わかりました。添付文書だけ
読んでいるとよくわからなかったので。
　林　はい、そう思います。
　池田　ほかに抗凝固剤としてのアス
ピリンとか、最近新しい薬物が出てい
ますが、いかがでしょうか。
　林　最近出てきた抗凝固薬、かなり
多くの種類が出てきましたが、これら
はすべて透析患者さんで検討されてい
ないことから、使用は好ましくないと
いうことになっています。
　アスピリンは伝統的に血栓予防薬と
して使っているのですが、私どもの先
ほどお話しした前向きのワーファリン
投与例の調査のときに、抗血小板薬の
服用も調べました。その結果では、合

併症の発症率はアスピリン、ワーファ
リン、それぞれの単独服用群で有意差
を認めなかったということで、アスピ
リンも、必ずしも安全ではないことは、
ぜひ知っておいていただきたいと思い
ます。これは透析患者さんについての
話です。
　池田　今、ワーファリンに注目が集
まっていますが、アスピリンもそうか
もしれないのですね。
　林　はい。
　池田　こういったお話を聞いて、カ

ルシフィラキシスという病気の存在を
まず認知することが大事だなと思いま
した。
　林　非常に大事だと思います。知ら
ない方が圧倒的に多くて、私どもの難
病研究、難病調査でも、「知っている」
と答えた方はおよそ４割を下回る程度
でした。これは透析施設の約４割です
ので、一般医家の方まで含めたら、お
そらく１割に満たない方しかカルシフ
ィラキシスはご存じないと思います。
　池田　ありがとうございました。
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用例のほうが２倍ぐらい多いですから、
ワーファリン服用例で８倍発症しまし
た。しかし、明らかに有意にワーファ
リン群で発症しやすいとはいえ、400
例を３年間検討して、その中の４例に
すぎません。
　池田　わずかですね。
　林　いかに少ないかということがお
わかりいただけるかと思います。
　池田　我々は、添付文書に重大な副
作用で追記されたと書いてあると、透
析していない患者さんでも、ワーファ
リンをのんでいるとカルシフィラキシ
スになるのではないかと思いがちです
が、実際、そういうこともあるのでし
ょうか。
　林　非透析患者さんでワーファリン
が危険因子となりうるかどうかは、あ
まりにも症例数が少なくて、これまで
検討されたことがありません。
　池田　そういう意味では、これはあ
くまで透析を受けている患者さんで、
という縛りがあるのですね。
　林　はい。
　池田　逆に言いますと、透析患者さ
んでワーファリンを使うことは多いの
でしょうか。
　林　透析患者さんというのは治療中、
経過観察中に心房細動を生じてくる率
が正常対照者に比べて何倍も多いので
す。心房細動が起きてくると、脳血管
障害なども同様に増加することが知ら
れているので、ワーファリンは透析患

者さんに対し、本来は投与することは
好ましくないのですが、やむを得ず投
与しているのが実情です。
　池田　そういう意味では、基礎に糖
尿病があったり、血管障害がある方で
すから、使わざるを得ないのですね。
　林　そうです。
　池田　添付文書上はどう書いてある
かわかりませんが、ベネフィットのほ
うがリスクよりも上回っているから使
っているのですね。
　林　おっしゃるとおりです。
　池田　そういった患者さんを診てい
て、ワーファリンがカルシフィラキシ
スの重要なファクターだということな
のですね。
　林　そういうことになります。
　池田　わかりました。添付文書だけ
読んでいるとよくわからなかったので。
　林　はい、そう思います。
　池田　ほかに抗凝固剤としてのアス
ピリンとか、最近新しい薬物が出てい
ますが、いかがでしょうか。
　林　最近出てきた抗凝固薬、かなり
多くの種類が出てきましたが、これら
はすべて透析患者さんで検討されてい
ないことから、使用は好ましくないと
いうことになっています。
　アスピリンは伝統的に血栓予防薬と
して使っているのですが、私どもの先
ほどお話しした前向きのワーファリン
投与例の調査のときに、抗血小板薬の
服用も調べました。その結果では、合

併症の発症率はアスピリン、ワーファ
リン、それぞれの単独服用群で有意差
を認めなかったということで、アスピ
リンも、必ずしも安全ではないことは、
ぜひ知っておいていただきたいと思い
ます。これは透析患者さんについての
話です。
　池田　今、ワーファリンに注目が集
まっていますが、アスピリンもそうか
もしれないのですね。
　林　はい。
　池田　こういったお話を聞いて、カ

ルシフィラキシスという病気の存在を
まず認知することが大事だなと思いま
した。
　林　非常に大事だと思います。知ら
ない方が圧倒的に多くて、私どもの難
病研究、難病調査でも、「知っている」
と答えた方はおよそ４割を下回る程度
でした。これは透析施設の約４割です
ので、一般医家の方まで含めたら、お
そらく１割に満たない方しかカルシフ
ィラキシスはご存じないと思います。
　池田　ありがとうございました。
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