
の悪化や心筋梗塞の再発につながるこ
ともあると思います。
　齊藤　大動脈にも影響するのですね。
　清野　大動脈解離という病気は致死
的な怖い病態なのですが、大動脈に裂
け目が入る、あるいは瘤を形成します。
先ほどお話ししたのですが、閉塞性睡
眠時無呼吸では、無呼吸のときに吸気
努力に伴って胸腔内圧は－60～－80
㎜Hgの強い陰圧になるのです。陰圧
になるというのは大動脈が外に引っ張
られる。一方、大動脈の中では無呼吸
と呼吸再開のたびに血圧が下がったり
上がったりして、血管は外から引っ張
られ、中では血圧が上がったり下がっ
たりするので、血管自体が脆弱になり

大動脈径が拡張してくるのです。そう
いった背景があって、大動脈瘤になっ
たり、あるいは解離して裂け目が入る
と考えられます（図２）。
　齊藤　そういう非常に重大な疾患と
も関係することから、やはりCPAPを
続けていただくことが一番よいのです
ね。
　清野　そうですね。そして、ご家族
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かを判断していくことが大事だと思い
ます。睡眠時無呼吸は重篤な心血管疾
患に深く関連しているのです。
　齊藤　ありがとうございました。

図２　睡眠時無呼吸と大動脈解離のリンケージ

筆者らHeart Vessels 2016：31：1069-76より作成

循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

東京大学循環器内科教授
小　室　一　成

（聞き手　齊藤郁夫）

Onco-cardiology

　齊藤　がん、あるいは腫瘍と循環器
薬の接点ということで、Onco-cardi-
ologyの話をうかがいます。
　がん対策基本法に並ぶように、脳卒
中・循環器病対策基本法が2018年12月
10日に決まりましたね。先生はたいへ
んご尽力されたとうかがっていますが、
基本的にはどういうことになるのでし
ょうか。
　小室　がんに関しては、がん対策基
本法ができて、がんの診療・研究がた
いへん進みました。我々は循環器病も、
がんと並ぶたいへん重要な病気である
ということから、何とか脳卒中・循環
器病対策基本法ができないかと活動し
てきました。脳卒中協会においては、
「脳卒中対策基本法」の成立を目指し
て10年前から活動してきたのですが、
一疾患・一法案はいかがかということ
で反対する国会議員も多かったのです。
そこで循環器学会が一緒になって、脳
卒中と循環器病で基本法をつくるよう
に活動してきました。幸い、臨時国会
の最終日に可決成立しました。この法

律ができますと、がん対策基本法と同
じように、疾患の登録や、国民への啓
発・広報、さらには研究が進むことに
よって、脳卒中・循環器病の診療・研
究がたいへん進むのではないかと大い
に期待しています。
　齊藤　国民医療費が大きくかかる疾
患の２つですし、亡くなる方も多いこ
とから、この両方への対策は一緒にな
って国民の健康を守っていくというこ
となのでしょうか。
　小室　わが国においてはがんが30年
以上死因のトップです。確かにがんの
患者さんが多いですし、がんで亡くな
る方は多いのですが、高齢者に限ると、
がんと循環器病の死亡数はほぼ同じで
あり、後期高齢者になると循環器病で
亡くなる方のほうが多いのです。もう
一つ強調したいのは、わが国は平均寿
命が延びて世界で２位ですが、健康寿
命と平均寿命の間に男性で９年、女性
で12年の乖離があるのです。この乖離
の約10年とは、寝たきりか、どなたか
に介護してもらわないと普通に生活が
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できない10年なのです。この乖離10年
の一番大きな原因は脳卒中・循環器病
なのです。さらに、国民医療費は今40
兆円を超えていますが、一番使ってい
るのは循環器病で20％。がんの1.5倍に
達しているのです。
　こうやって見ていきますと、今後、
わが国において一番重要な課題は健康
寿命の延伸であり、さらに医療費の削
減等も考えると、がんと循環器病は同
じぐらい重要だと考えられます。この
法律ができたことによって循環器病、
脳卒中が克服されて、健康寿命が延び
ると理想的であると考えています。
　齊藤　がん対策が進んで、がん患者
さんが長生きできるようになって、循

環器疾患にかかる方が多くなってきて
いるのでしょうか。
　小室　２つ理由があると思うのです。
１つは超高齢化です。人生で２人に１
人ががんになるといわれていますが、
おそらく人生で２人に１人以上が循環
器病になるのです。そうなりますと、
歳を取ったときにがんになるか、循環
器病になるか、または、がん、かつ循
環器病になる方が増えてくる。さらに
もう一つは、がんの治療がたいへん進
歩して、がんになっても治る方もいる。
また、がんになっても長生きされる方
が増えてきました。以前はがんになる
とすぐ命を落としていたので、あまり
それ以外のことを考える必要はなかっ

図１　がんと心疾患を合併するケースが増加
─乳がん患者の診断後の死因（比率）の変化

Patnaik JL, et al. Breast Cancer Res. （2011） 13, R64.
たのですが、長生きするようになると、
いろいろな病気が出てきます。特に高
齢者においては循環器病が増えてくる
ので、がんはよくなったけれども、心
不全になってしまった。また、血栓塞
栓症になってしまった。そういう方が
非常に増えているので、がんの方も循
環器病を考えながら診療していくこと
が重要になってきたと思います。
　齊藤　そういったことを背景に、
2018年11月に日本腫瘍循環器学会の第
１回学術集会が開催されたということ
でしょうか。
　小室　今お話ししたように、実は数
年前から、がんの患者さんで循環器病
を患う方が増えてきたことを感じてい
たので、研究会をつくって活動してき

ました。大阪と東京で研究会をしてい
たのですが、年々参加する方が増えて、
日本中から集まるようになったので、
これは研究会ではなくて、学会をつく
ったほうがよいであろうと学会をつく
り、第１回目の学術集会を開催しまし
た。第１回なものですから、どのぐら
いの方が参加してくださるかわからな
かったのですが、幸い600人近い方が
参加され、しかも朝早くから会場が満
員という状態で、この領域における関
心の高さを非常に感じました。
　齊藤　参加者は、オンコロジストと
かカルジオロジストですか。
　小室　今まで循環器とがんは最も遠
い領域でした。心臓にがんがないので、
我々循環器医はがんのことはほとんど

図２　がん治療による副作用が生命予後やQOLに影響
─がん治療による心血管合併症

Lenneman CG & Sawyer DB. Circ Res. （2016） 118, 1008-20.
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できない10年なのです。この乖離10年
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るのは循環器病で20％。がんの1.5倍に
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法律ができたことによって循環器病、
脳卒中が克服されて、健康寿命が延び
ると理想的であると考えています。
　齊藤　がん対策が進んで、がん患者
さんが長生きできるようになって、循

環器疾患にかかる方が多くなってきて
いるのでしょうか。
　小室　２つ理由があると思うのです。
１つは超高齢化です。人生で２人に１
人ががんになるといわれていますが、
おそらく人生で２人に１人以上が循環
器病になるのです。そうなりますと、
歳を取ったときにがんになるか、循環
器病になるか、または、がん、かつ循
環器病になる方が増えてくる。さらに
もう一つは、がんの治療がたいへん進
歩して、がんになっても治る方もいる。
また、がんになっても長生きされる方
が増えてきました。以前はがんになる
とすぐ命を落としていたので、あまり
それ以外のことを考える必要はなかっ

図１　がんと心疾患を合併するケースが増加
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でしょうか。
　小室　今お話ししたように、実は数
年前から、がんの患者さんで循環器病
を患う方が増えてきたことを感じてい
たので、研究会をつくって活動してき

ました。大阪と東京で研究会をしてい
たのですが、年々参加する方が増えて、
日本中から集まるようになったので、
これは研究会ではなくて、学会をつく
ったほうがよいであろうと学会をつく
り、第１回目の学術集会を開催しまし
た。第１回なものですから、どのぐら
いの方が参加してくださるかわからな
かったのですが、幸い600人近い方が
参加され、しかも朝早くから会場が満
員という状態で、この領域における関
心の高さを非常に感じました。
　齊藤　参加者は、オンコロジストと
かカルジオロジストですか。
　小室　今まで循環器とがんは最も遠
い領域でした。心臓にがんがないので、
我々循環器医はがんのことはほとんど
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知らなかったのです。しかし、この学
会においては半分ががんの専門家で、
半分が循環器専門医でした。今までお
話をしたこともない先生が半分くらい
いらっしゃったので、非常に新鮮な学
会だったと思います。また、がんの専
門の方がお話しになることは、今まで
聞いたことがないことばかりだったの
で、非常に勉強になりました。
　齊藤　抗がん治療等で起こってくる
循環器の疾患にはどういうものが多い
のでしょうか。
　小室　実は抗がん剤は、がんだけを
やっつければいいのですが、そうはい
かず、ほとんどすべての循環器系の異
常を示してきます。一番確率的に多い
のは高血圧です。次に多いのは血栓塞

栓症。しかし、最も重要といっていい
かもしれないのが、心不全です。多く
の抗がん剤には心毒性があります。ア
ドリアマイシン心筋症はもう何十年も
前から知られていて有名なのですが、

図３　静脈血栓塞栓症はがん患者の死因の第２位

Khorana AA, et al. Thromb Res. （2010） 124, 490-3.

◦がん患者の死因（外来化学療法を受けた患者4,466人）

表　がん治療による副作用が
　　生命予後やQOLに影響

─がん治療による心血管合併症

❖ 心機能低下、うっ血性心不全
❖ 虚血性心疾患
❖ 弁膜症
❖ 不整脈
❖ 血栓塞栓症（動脈・静脈）
❖ 高血圧
❖ 末梢動脈疾患
❖ 肺高血圧

抗がん剤はがんだけではなくて心臓も
痛めてしまうので、がんは治ったけれ
ども心臓がやられてしまって、動かな
くなることが昔から知られていました。
今、私のいる東京大学附属病院におい
ても、移植を待っている患者さんがた
くさんいるのですが、そのうちの何％
かは若いころにがんの治療をして、が
んは克服したが、今度は心不全で心臓
移植をしなければいけないという方が
待っているぐらい、心不全は非常に重
要な問題です。

　齊藤　分子標的薬等でもそういうこ
とが起こってくるのですか。
　小室　本庶先生がノーベル賞を取ら
れて、たいへんよかったと思うのです
が、免疫チェックポイント阻害薬も、
免疫のブレーキを取ってしまうので、
患者さんは少ないものの、心筋炎を起
こしてきます。しかも非常に重症な心
筋炎なので、救うことがなかなか難し
いということを経験しています。
　齊藤　がんは腫瘍医が主に治療しま
すが、何か起こって早期に対策をとる

図４　日本腫瘍循環器学会の概要

学会概要

「腫瘍循環器学（Onco-Cardi-

ology）」は、がんと循環器の両
者が重なった領域を扱うという

新しい臨床研究分野です。日本

腫瘍循環器学会は、がん患者に

おける循環器疾患の治療並びに

心血管系副作用に対する最善の

医療の確立へ向けた研究調査、

知識の普及、啓発、学術集会の

開催を行うことで学術を進歩向

上させ、がん治療の適正化と質

の向上を図り、広く医学の発展

と国民の健康増進に寄与するこ

とを目的としています。

幹事　　　４名（循環器系２名、腫瘍系２名）
評議員　　144名
会員総数　384名
（循環器医233名、腫瘍医117名、その他34名）

理事長　　小室一成（東京大学）
副理事長　畠 清彦（国立医療福祉大学）
理事　　　30名（循環器系20名、腫瘍系10名）
監事　　　２名（循環器系１名、腫瘍系１名）

2017年10月　日本腫瘍循環器学会
（The Japanese Onco-Cardiology Society）が設立
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半分が循環器専門医でした。今までお
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いらっしゃったので、非常に新鮮な学
会だったと思います。また、がんの専
門の方がお話しになることは、今まで
聞いたことがないことばかりだったの
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　小室　実は抗がん剤は、がんだけを
やっつければいいのですが、そうはい
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という意味では、チームを循環器医と
組んでおくことが極めて重要というこ
とでしょうか。
　小室　そうですね。がんの治療が非
常に進歩したことによって、がんの患
者さんも長生きしたり、治る患者さん
が増えています。がんは治ったのだけ
れども、心不全で、または血栓塞栓症
である肺梗塞で命を落とすというよう
なことがあったら非常に残念です。ぜ
ひとも腫瘍専門医と循環器専門医が連
携をよくして、循環器病で命を落とす
ことがないようにしたいと思います。
また、がんの治療を完全に行えるよう
に我々循環器医がサポートできたらと
思います。
　齊藤　早期発見が重要ということで
すが、どういった検査が現段階では使
えるとお考えですか。
　小室　特別なものは残念ながらない
のですが、心毒性がある抗がん剤を使
う場合には事前に心電図、エコー、ま
た血液検査でBNPを測っていただいて、
定期的に血液検査をするなり、少し心
不全が怪しければエコーを撮っていた
だくなりしたほうがよいかと思います。
血栓塞栓症に関しては、深部静脈血栓
から肺梗塞になってしまいますので、

肺梗塞がないかどうかをレントゲンや
CT、血液検査で凝固線溶マーカーを
調べたりなどすることが必要かと思い
ます。
　齊藤　そういう早期発見に加えて、
早期治療、先制医療といった考えはど
うなのでしょうか。
　小室　確かに心不全治療であれば、
ACE阻害薬、β遮断薬が有効な場合が
あります。ですから、なるべく早期に
使ったほうがよいかと思うのですが、
かといって、抗がん剤治療をする方全
員に対し、最初からこれらの薬をのむ
と良いかというと、それほどのエビデ
ンスはありません。そのあたりに関し
ても今後、学会で研究して、どのよう
な患者に早期から治療すべきかを見つ
けていきたいと考えています。
　齊藤　この循環器病対策の法律がで
きて、これからはがん対策と並び、さ
らに協働しながら進んでいくというこ
とでしょうか。
　小室　これからは腫瘍専門医と循環
器専門医が連携することによって、が
んと循環器病、日本で最も多い２つの
病気を克服していけたらと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Doesobesityincreaserespiratorytractinfectionsinpatientswith
asthma?
　TangM,HendersonRJ,HolbrookJT,QueLG,MathewsAM,WiseRA,
DixonAE,PetersSP,RogersL,SmithLJ,TeagueWG,LangJE
　JAllergyClinImmunolPract2019,7(3):954〜961

　背景：喘息悪化の多くは気道感染が先行するので感染と喘息悪化のリスク因子
をより良く理解することが国民健康上差し迫って必要である。肥満は喘息のコン
トロール不良や医療機関の利用と関連しているが、気道感染リスクへの影響は不
明である。
　目的：BMI判定基準に基づく分類と自己報告の気道感染および合併症のリスク
との関連を子どもと大人で調べる。
　方法：５つの大規模試験の総計747人の子どもと1,287人の大人のpost-hoc分析
で大人ではBMI、子どもではBMIパーセンタイルの規約に基づいて分類したやせ
と過体重と肥満を比較検討した。主要評価項目は気道感染での受診割合で、副次
評価項目は上気道感染の重症度、全身ステロイド使用と医療機関とのコンタクト
である。
　結果：子どもは大人より1.4倍気道感染が多かった（95％信頼区間1.27～1.56）。
参加者全体でみるとBMIは気道感染での受診割合に影響しなかった。次に子ども
ではBMIは気道感染重症度、すべての原因に基づく喘息イベントと感染関連喘息
イベントには影響しなかったが、大人ではBMIが高いことが中等症、重症の気道
感染の増加と関連していた（p＝0.02）。またBMIが高い大人ではすべての原因お
よび気道感染に基づく喘息悪化による全身的ステロイド投与と医療機関とのコン
タクトを必要とする割合が増加した。

喘息シリーズ（161）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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