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（聞き手　池脇克則）

　BNP値についてご教示ください。
　１．NT-proBNP値とほぼ正の相関があると考えてよいのでしょうか。NT-pro

BNP値が、BNPと乖離した値をとることはないのでしょうか。
　２．心房細動以外の期外収縮が頻発するとき、高値を示すのでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

BNPとNT-proBNP

　池脇　臨床的には、BNPとNT-pro 
BNPという２つを測っていますが、ま
ず基本的なところから、これは何の略
なのでしょうか。
　田宮　BNPは、B型または脳性とも
いいますが、B型ナトリウム利尿ペプ
チドの略で、NT-proBNPは、N末端pro 
B型ナトリウム利尿ペプチドの略です。
　池脇　N末端ですか。何かちょっと
特殊な言い回しですが、これはどのよ
うなものなのでしょうか。
　田宮　BNPの前駆体であるproBNP
からBNPが分離されます。残りのN末
端というアミノ酸基を含む残基がNT- 
proBNPです。NT-proBNPは、76個の
アミノ酸を含みます。つまり、前駆体
であるproBNPの中にあるN末端と76

個のアミノ酸で構成されるのがNT-pro 
BNPです。
　池脇　そうすると、BNPという遺伝
子からつくられ、ペプチドが取れてき
て、最終的に残ったものとしては、１
対１の割合でつくられるという理解で
よいですか。
　田宮　はい、そのとおりです。心臓
に負荷がかかると、まずpre-proBNP
が合成されます。pre-proBNPはその
後、108個のアミノ酸でつくられるpro 
BNPになります。その後、proBNPは
生物学的活性を持つBNPと、生物学的
活性を持たないNT-proBNPに切断さ
れます。したがって、BNPとNT-pro 
BNPは１対１の割合で生成されます。
　池脇　心不全で上がるといいますが、
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　池脇　そういう指標として使われて
いるのですね。BNPとNT-proBNP、病
院によって、どちらを測定するのか違
いがありますが、実際どんな違いがあ
るのでしょう。
　田宮　採血上の違いをまず申し上げ
ます。NT-proBNPは血清で検査が可
能です。また、採血後の検体の安定性
に優れ、ほかの生化学検査と同一の採
血管で大丈夫です。一方、BNPはほか
の生化学検査検体と全く別のEDTA血
漿の採血管が必要です。さらに、その
検体の保存も凍結が必要です。
　池脇　採血した後の安定性もNT-pro 
BNPのほうがいいのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPはBNPと異なり、
２～３日前の検体でも値はぶれないと
されています。
　池脇　先ほど心不全で両方上がると

いう話でしたが、両方ともきちっと相
関するのでしょうか。
　田宮　腎不全がなければ両者は相関
すると思います。
　池脇　逆に、今回の質問でも、この
２つのパラメーターが乖離する場合が
あるのかということですが、腎不全の
ときに値が異なる可能性があるという
ことでしょうか。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は代謝経路が腎臓のみです。よって、
NT-proBNPは腎機能の低下とともに
上昇してしまいます。もしも腎機能の
低下がなければ、BNPとNT-proBNPは
たいへんよい正の相関があるといわれ
ていて、NT-proBNP＝BNP×６とい
う換算式があります。
　池脇　腎機能により依存するのが
NT-proBNPであるとなると、これは

図1　BNP、NT-proBNP値の心不全診断へのカットオフ値

（日本心不全学会ステートメント2）より）

どういう機序で分泌されるのでしょう
か。
　田宮　心疾患などで心室筋または心
房筋が伸展されると、そこからBNPと
NT-proBNPが分泌されます。心臓が
伸展されることを、壁応力、または伸
展ストレスともいいます。したがって、
BNPとNT-proBNPは心不全の診断に
たいへん有効です。
　池脇　両方とも有効ですが、どちら
がというのはあるのでしょうか。
　田宮　BNPに比べると、NT-proBNP
は心不全の際、上昇する比率が大きい
とされています。よって、NT-proBNP
のほうがBNPよりも心不全の重症度や
病態を鋭敏に反映するといわれていま
す。
　池脇　NT-proBNPは非活性型で、
BNPは活性型ということは、分泌され
たら、それなりの動きをするわけです
よね。
　田宮　それらのホルモンは利尿作用
や血管拡張作用を発揮して、血圧を下
げたり、心負荷を軽減する作用があり
ます。つまり、心不全を改善させます。
今さらですが、心臓は単なるポンプで
はありません。
　池脇　これは心筋特異的に分泌され
るのでしょうか。
　田宮　BNPとNT-proBNPは主に心
室筋より分泌されますが、心房筋から
も分泌されます。
　池脇　多分あとから心房細動で上が

ってくるというのはそのあたりが関係
しているのでしょうが、心房細動でど
のくらい上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が伸展しま
すが、通常、心不全がなくても、NT- 
proBNPは300～800pg/mLぐらいまで
上がります。
　池脇　このマーカーは心不全で上が
るということですが、どのくらいであ
れば心不全と判定するのでしょうか。
　田宮　欧州心臓病学会は、急性期の
心不全を除外するためにカットオフ値
を勧告しています。それは、BNP100
未満、NT-proBNP300未満です。急性
期でない場合は推奨カットオフ値は
BNP35未満、NT-proBNPは125未満で
す1）（図１に日本心不全学会のステー
トメント2）を示しました）。
　池脇　逆に言いますと、BNPが100
未満、あるいはNT-proBNPが300未満
であれば心不全は考えなくていいとい
うことでしょうか。
　田宮　はい。急性期の心不全は否定
されると思います。
　池脇　そういえば、心臓由来という
と、HANPというのもありましたね。
あれは何なのでしょうか。
　田宮　HANPは血液透析前後で大き
く変動することにより、慢性腎不全患
者さんにおける透析終了時の体重、dry 
weightといいますが、その指標によく
用いられます。HANPは主に心房が伸
展されたときに上昇します。
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　池脇　そういう指標として使われて
いるのですね。BNPとNT-proBNP、病
院によって、どちらを測定するのか違
いがありますが、実際どんな違いがあ
るのでしょう。
　田宮　採血上の違いをまず申し上げ
ます。NT-proBNPは血清で検査が可
能です。また、採血後の検体の安定性
に優れ、ほかの生化学検査と同一の採
血管で大丈夫です。一方、BNPはほか
の生化学検査検体と全く別のEDTA血
漿の採血管が必要です。さらに、その
検体の保存も凍結が必要です。
　池脇　採血した後の安定性もNT-pro 
BNPのほうがいいのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPはBNPと異なり、
２～３日前の検体でも値はぶれないと
されています。
　池脇　先ほど心不全で両方上がると

いう話でしたが、両方ともきちっと相
関するのでしょうか。
　田宮　腎不全がなければ両者は相関
すると思います。
　池脇　逆に、今回の質問でも、この
２つのパラメーターが乖離する場合が
あるのかということですが、腎不全の
ときに値が異なる可能性があるという
ことでしょうか。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は代謝経路が腎臓のみです。よって、
NT-proBNPは腎機能の低下とともに
上昇してしまいます。もしも腎機能の
低下がなければ、BNPとNT-proBNPは
たいへんよい正の相関があるといわれ
ていて、NT-proBNP＝BNP×６とい
う換算式があります。
　池脇　腎機能により依存するのが
NT-proBNPであるとなると、これは

図1　BNP、NT-proBNP値の心不全診断へのカットオフ値

（日本心不全学会ステートメント2）より）

どういう機序で分泌されるのでしょう
か。
　田宮　心疾患などで心室筋または心
房筋が伸展されると、そこからBNPと
NT-proBNPが分泌されます。心臓が
伸展されることを、壁応力、または伸
展ストレスともいいます。したがって、
BNPとNT-proBNPは心不全の診断に
たいへん有効です。
　池脇　両方とも有効ですが、どちら
がというのはあるのでしょうか。
　田宮　BNPに比べると、NT-proBNP
は心不全の際、上昇する比率が大きい
とされています。よって、NT-proBNP
のほうがBNPよりも心不全の重症度や
病態を鋭敏に反映するといわれていま
す。
　池脇　NT-proBNPは非活性型で、
BNPは活性型ということは、分泌され
たら、それなりの動きをするわけです
よね。
　田宮　それらのホルモンは利尿作用
や血管拡張作用を発揮して、血圧を下
げたり、心負荷を軽減する作用があり
ます。つまり、心不全を改善させます。
今さらですが、心臓は単なるポンプで
はありません。
　池脇　これは心筋特異的に分泌され
るのでしょうか。
　田宮　BNPとNT-proBNPは主に心
室筋より分泌されますが、心房筋から
も分泌されます。
　池脇　多分あとから心房細動で上が

ってくるというのはそのあたりが関係
しているのでしょうが、心房細動でど
のくらい上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が伸展しま
すが、通常、心不全がなくても、NT- 
proBNPは300～800pg/mLぐらいまで
上がります。
　池脇　このマーカーは心不全で上が
るということですが、どのくらいであ
れば心不全と判定するのでしょうか。
　田宮　欧州心臓病学会は、急性期の
心不全を除外するためにカットオフ値
を勧告しています。それは、BNP100
未満、NT-proBNP300未満です。急性
期でない場合は推奨カットオフ値は
BNP35未満、NT-proBNPは125未満で
す1）（図１に日本心不全学会のステー
トメント2）を示しました）。
　池脇　逆に言いますと、BNPが100
未満、あるいはNT-proBNPが300未満
であれば心不全は考えなくていいとい
うことでしょうか。
　田宮　はい。急性期の心不全は否定
されると思います。
　池脇　そういえば、心臓由来という
と、HANPというのもありましたね。
あれは何なのでしょうか。
　田宮　HANPは血液透析前後で大き
く変動することにより、慢性腎不全患
者さんにおける透析終了時の体重、dry 
weightといいますが、その指標によく
用いられます。HANPは主に心房が伸
展されたときに上昇します。
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120/分までということになります。若
い人ほど洞頻拍の心拍数は多くなりま
すが、200/分近くの洞頻拍になっても、
NT-proBNPは上昇しません。洞頻拍
では心室も心房も伸展されていないと
思います。
　池脇　それはおもしろいですね。
　田宮　このことはあまり知られてい
なくて、いずれ学会で発表しようと思
っています。
　池脇　BNPとNT-proBNPの２つが
あって、同じ遺伝子からペプチドが生
産されて、１対１対応で出てくるとい
うことで、通常、腎機能障害がなけれ
ば正相関が強い。ただ、腎障害では特
にNT-proBNPが腎排泄ということで
上がりやすい。それから、不整脈と
BNPとの関係に関しては、やはり心房
細動が上がる。逆に、心不全ではなく
て高い方がいらしたときには、発作性

心房細動などが潜んでいるきっかけに
なるということを教えていただきまし
た。どうもありがとうございました。
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見俊男、佐藤幸人）

どちらかというと心臓以外の、腎臓に
も関連したマーカーといえるでしょう
か。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は心臓と腎臓のマーカーといわれます。
　池脇　先ほど心房細動で上がるとい
うことでしたが、改めて心房細動でど
の程度上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が拡張する
ために、心不全がなくてもNT-proBNP
は300～800ぐらいまで上がります。私
の患者さんで、いつもNT-proBNPは
正常ですが、一度、心不全がないにも
かかわらず、1,500ぐらいまで上がった
ことがありました。しかし、ホルター
心電図では心房細動は見つからず、植
え込み型心電計を入れると、発作性心
房細動が見つかりました。その患者さ
んは抗凝固薬を開始しました。脳塞栓
症を防げたと思います。
　池脇　そうすると、心房細動で上が
るときに、必ずしもそれは心不全では
ないということと、あるいは心房細動
がわからなかった方も、心不全ではな
いけれども、上がっているときには逆
に発作性心房細動があるのではないか
という考え方ですね。
　田宮　そうですね。発作性心房細動
を見つけるために、NT-proBNPの一
過性上昇は、重要だと思います。
　池脇　もう一つ、期外収縮が頻発し
たらどうなのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPは、心室期外収

縮（PVC）のみではそれほど上がらな
いと思います。私の経験ですが、１日
約10万回の心拍数のうち、半分ぐらい
単発PVCの方がおられました。その患
者さんは心エコーで異常はなく、NT- 
proBNPは約200と、わずかに上昇して
いました。
　池脇　心室性の期外収縮で、心室筋
には負荷になるのかなと思ったのです
が、それほどでもないのですね。
　田宮　単発PVCでも数が多ければ、
わずかに心室筋が伸展されると思いま
す。
　池脇　それ以外にもいろいろな頻拍
性の不整脈がありますが、BNPとの関
係はどうでしょうか。
　田宮　心房粗動は、心房細動と同様
に心房が拡張します。しかし、心房細
動ほどは拡張しないために、NT-pro 
BNPの上昇はそれほど大きくないと思
います。また、若い患者さんの発作性
上室頻拍もNT-proBNPは500ぐらいま
で上がります。
　池脇　洞頻拍、運動等によって脈が
場合によっては200近く上がる。そう
いったものがBNPやNT-proBNPに影
響を与えるものなのでしょうか。
　田宮　それはたいへんよい質問だ 
と思います。洞頻拍の最大心拍数は
（220－年齢）/分という式があります。
つまり、20歳ですと、洞頻拍の最大心
拍数は220－20＝200/分ぐらいに上が
ることがあります。一方、100歳では
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120/分までということになります。若
い人ほど洞頻拍の心拍数は多くなりま
すが、200/分近くの洞頻拍になっても、
NT-proBNPは上昇しません。洞頻拍
では心室も心房も伸展されていないと
思います。
　池脇　それはおもしろいですね。
　田宮　このことはあまり知られてい
なくて、いずれ学会で発表しようと思
っています。
　池脇　BNPとNT-proBNPの２つが
あって、同じ遺伝子からペプチドが生
産されて、１対１対応で出てくるとい
うことで、通常、腎機能障害がなけれ
ば正相関が強い。ただ、腎障害では特
にNT-proBNPが腎排泄ということで
上がりやすい。それから、不整脈と
BNPとの関係に関しては、やはり心房
細動が上がる。逆に、心不全ではなく
て高い方がいらしたときには、発作性

心房細動などが潜んでいるきっかけに
なるということを教えていただきまし
た。どうもありがとうございました。

文献
1） McMurray JJ, et al. ESC Guidelines 

for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure 2012 : 
The Task Force for the Diagnosis 
and Treatment of Acute and Chronic 
Heart Failure 2012 of the European 
Society of Cardiology. Developed in 
collaboration with the Heart Failure 
Association （HFA） of the ESC. Eur 
Heart J. 2012 ; 33 （14） : 1787-1847. doi :  
10. 1093/eurheartj/ehs104.

2） 日本心不全学会「BNPに関する学会
ステートメント」（予防委員会委員＝
斎藤能彦、吉村道博、福田恵一、錦
見俊男、佐藤幸人）

どちらかというと心臓以外の、腎臓に
も関連したマーカーといえるでしょう
か。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は心臓と腎臓のマーカーといわれます。
　池脇　先ほど心房細動で上がるとい
うことでしたが、改めて心房細動でど
の程度上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が拡張する
ために、心不全がなくてもNT-proBNP
は300～800ぐらいまで上がります。私
の患者さんで、いつもNT-proBNPは
正常ですが、一度、心不全がないにも
かかわらず、1,500ぐらいまで上がった
ことがありました。しかし、ホルター
心電図では心房細動は見つからず、植
え込み型心電計を入れると、発作性心
房細動が見つかりました。その患者さ
んは抗凝固薬を開始しました。脳塞栓
症を防げたと思います。
　池脇　そうすると、心房細動で上が
るときに、必ずしもそれは心不全では
ないということと、あるいは心房細動
がわからなかった方も、心不全ではな
いけれども、上がっているときには逆
に発作性心房細動があるのではないか
という考え方ですね。
　田宮　そうですね。発作性心房細動
を見つけるために、NT-proBNPの一
過性上昇は、重要だと思います。
　池脇　もう一つ、期外収縮が頻発し
たらどうなのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPは、心室期外収

縮（PVC）のみではそれほど上がらな
いと思います。私の経験ですが、１日
約10万回の心拍数のうち、半分ぐらい
単発PVCの方がおられました。その患
者さんは心エコーで異常はなく、NT- 
proBNPは約200と、わずかに上昇して
いました。
　池脇　心室性の期外収縮で、心室筋
には負荷になるのかなと思ったのです
が、それほどでもないのですね。
　田宮　単発PVCでも数が多ければ、
わずかに心室筋が伸展されると思いま
す。
　池脇　それ以外にもいろいろな頻拍
性の不整脈がありますが、BNPとの関
係はどうでしょうか。
　田宮　心房粗動は、心房細動と同様
に心房が拡張します。しかし、心房細
動ほどは拡張しないために、NT-pro 
BNPの上昇はそれほど大きくないと思
います。また、若い患者さんの発作性
上室頻拍もNT-proBNPは500ぐらいま
で上がります。
　池脇　洞頻拍、運動等によって脈が
場合によっては200近く上がる。そう
いったものがBNPやNT-proBNPに影
響を与えるものなのでしょうか。
　田宮　それはたいへんよい質問だ 
と思います。洞頻拍の最大心拍数は
（220－年齢）/分という式があります。
つまり、20歳ですと、洞頻拍の最大心
拍数は220－20＝200/分ぐらいに上が
ることがあります。一方、100歳では
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帝京大学内科学講座教授
田　中　　篤

（聞き手　池脇克則）

　原発性胆汁性胆管炎についてご教示ください。
　病態、診断、治療、予後、アップデートについて、特に診断においてはプラ
イマリケアでの簡便的な方法もご教示ください。

＜青森県開業医＞

原発性胆汁性胆管炎

　池脇　原発性胆汁性胆管炎に関して
の質問ですが、私は原発性胆汁性肝硬
変という名前になじみがあるのですが、
数年前に国内外で名前が変わったと聞
いています。その背景は何なのでしょ
うか。
　田中　そもそもこの病気が見つかっ
たのは1940年代で、もう70年ぐらい前
なのです。当時は診断技術もまだまだ
ありませんでしたし、治療法もなかっ
たので、この病気が見つかる方は本当
の肝硬変、かなり進行して、例えば黄
疸が出て、おなかに水がたまってとい
う方が大半だったため、原発性胆汁性
肝硬変という名前がついたのです。そ
の後、診断方法がかなり進歩して、治
療法もよくなってきましたので、この
病気の中でも実際に肝硬変まで進行し

ている方は全体の１割もいらっしゃら
ない。大半の方が肝硬変までいかない
比較的軽度という状態になり、少し実
際の病状と名前が合わないという問題
がありました。これは日本だけではな
くて、世界中同じ状況でしたので、４
年前ぐらいにヨーロッパの学会でその
話題が提案され、全員が一致して 
「名前を変えましょう」ということに
なり、日本では２年前に、原発性胆汁
性胆管炎と名前を変更しました。
　池脇　PBCそのものは変わらないで
すが、いわゆるこの病気の終末像の、
肝硬変までいかない病気になったとい
う意味では、肝硬変という名前で宣告
されるよりは、患者さんにとってもだ
いぶいいですね。
　田中　そうですね。実際、肝硬変と

いう病名がついてしまうと、社会的に、
あるいは日常生活の中で様々なかたち
で差別をされたり、不当な取り扱いを
受けるような話もうかがいましたので、
そういう意味でもよかったと思ってい
ます。
　池脇　質問は、この病気に関しての
病態、診断からということです。まず
病態、病変は胆管にあるというところ
ぐらいまでは私もわかるのですが、ど
ういう病気なのでしょう。
　田中　肝臓の中には胆管、胆汁を通
す管が縦横無尽に走っていますが、そ
の胆管、ことに非常に細かい、顕微鏡
でないと見えないような小型の胆管が
障害されることが特徴です。いわゆる
自己免疫疾患だと我々は考えていて、
自己免疫によって胆管が壊れていく。
そのために胆汁の流れが滞り、胆管か
ら周囲の肝臓、肝細胞に向かって胆汁
がたまってしまって、肝臓が障害され
る。そういった病気です。
　池脇　これは診断ともつながります
が、自己抗体としては抗ミトコンドリ
ア抗体、特にM２というのが比較的こ
の疾患特異的に出てくる異常というこ
とでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。特徴
としては、患者さんはそういうかたち
でかなり早い段階で診断ができるので、
あまり症状がないままで、例えば健康
診断や人間ドックで肝機能障害を指摘
されて、我々のところに紹介されてく

る。そのときに抗ミトコンドリア抗体
を測って、陽性であれば、この病気で
はないかと疑って診断をするという流
れになっています。
　池脇　胆管が破壊されていく詳細は
まだはっきりしていないと聞いている
のですが、自己抗体が胆管のある特定
の抗原を攻撃してそういう変化が起こ
るという考えでよいのですか。
　田中　そのあたり、まだ正確なメカ
ニズムはわかっていないのですが、抗
ミトコンドリア抗体、名前のとおりミ
トコンドリアに存在する蛋白質、ある
特定の蛋白質を認識する抗体です。ミ
トコンドリアは胆管だけにあるのでは
なく、体中のあちこちの細胞にあるの
で、この抗体がどうして胆管だけを障
害する病気とつながるのかはまだきち
んとわかっていない状態です。
　池脇　ミトコンドリア抗体のことが
ちょっと気になるのは、例えばSLEの
二重鎖DNA抗体のような感じで、こ
の抗体価が高いと疾患活動性が高いと
か、どうでしょうか。
　田中　我々は抗体価の高い低いと疾
患の活動性は関係ないだろうと考えて
います。
　池脇　日本にどのくらい患者さんが
いらっしゃるのですか。
　田中　ちょうど昨年、我々、厚生労
働省の研究班で患者さんの数を推定し
ました。今日本で３万7,000人ぐらいと
考えていて、実は15年前の2004年に、
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帝京大学内科学講座教授
田　中　　篤

（聞き手　池脇克則）

　原発性胆汁性胆管炎についてご教示ください。
　病態、診断、治療、予後、アップデートについて、特に診断においてはプラ
イマリケアでの簡便的な方法もご教示ください。

＜青森県開業医＞

原発性胆汁性胆管炎

　池脇　原発性胆汁性胆管炎に関して
の質問ですが、私は原発性胆汁性肝硬
変という名前になじみがあるのですが、
数年前に国内外で名前が変わったと聞
いています。その背景は何なのでしょ
うか。
　田中　そもそもこの病気が見つかっ
たのは1940年代で、もう70年ぐらい前
なのです。当時は診断技術もまだまだ
ありませんでしたし、治療法もなかっ
たので、この病気が見つかる方は本当
の肝硬変、かなり進行して、例えば黄
疸が出て、おなかに水がたまってとい
う方が大半だったため、原発性胆汁性
肝硬変という名前がついたのです。そ
の後、診断方法がかなり進歩して、治
療法もよくなってきましたので、この
病気の中でも実際に肝硬変まで進行し

ている方は全体の１割もいらっしゃら
ない。大半の方が肝硬変までいかない
比較的軽度という状態になり、少し実
際の病状と名前が合わないという問題
がありました。これは日本だけではな
くて、世界中同じ状況でしたので、４
年前ぐらいにヨーロッパの学会でその
話題が提案され、全員が一致して 
「名前を変えましょう」ということに
なり、日本では２年前に、原発性胆汁
性胆管炎と名前を変更しました。
　池脇　PBCそのものは変わらないで
すが、いわゆるこの病気の終末像の、
肝硬変までいかない病気になったとい
う意味では、肝硬変という名前で宣告
されるよりは、患者さんにとってもだ
いぶいいですね。
　田中　そうですね。実際、肝硬変と

いう病名がついてしまうと、社会的に、
あるいは日常生活の中で様々なかたち
で差別をされたり、不当な取り扱いを
受けるような話もうかがいましたので、
そういう意味でもよかったと思ってい
ます。
　池脇　質問は、この病気に関しての
病態、診断からということです。まず
病態、病変は胆管にあるというところ
ぐらいまでは私もわかるのですが、ど
ういう病気なのでしょう。
　田中　肝臓の中には胆管、胆汁を通
す管が縦横無尽に走っていますが、そ
の胆管、ことに非常に細かい、顕微鏡
でないと見えないような小型の胆管が
障害されることが特徴です。いわゆる
自己免疫疾患だと我々は考えていて、
自己免疫によって胆管が壊れていく。
そのために胆汁の流れが滞り、胆管か
ら周囲の肝臓、肝細胞に向かって胆汁
がたまってしまって、肝臓が障害され
る。そういった病気です。
　池脇　これは診断ともつながります
が、自己抗体としては抗ミトコンドリ
ア抗体、特にM２というのが比較的こ
の疾患特異的に出てくる異常というこ
とでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。特徴
としては、患者さんはそういうかたち
でかなり早い段階で診断ができるので、
あまり症状がないままで、例えば健康
診断や人間ドックで肝機能障害を指摘
されて、我々のところに紹介されてく

る。そのときに抗ミトコンドリア抗体
を測って、陽性であれば、この病気で
はないかと疑って診断をするという流
れになっています。
　池脇　胆管が破壊されていく詳細は
まだはっきりしていないと聞いている
のですが、自己抗体が胆管のある特定
の抗原を攻撃してそういう変化が起こ
るという考えでよいのですか。
　田中　そのあたり、まだ正確なメカ
ニズムはわかっていないのですが、抗
ミトコンドリア抗体、名前のとおりミ
トコンドリアに存在する蛋白質、ある
特定の蛋白質を認識する抗体です。ミ
トコンドリアは胆管だけにあるのでは
なく、体中のあちこちの細胞にあるの
で、この抗体がどうして胆管だけを障
害する病気とつながるのかはまだきち
んとわかっていない状態です。
　池脇　ミトコンドリア抗体のことが
ちょっと気になるのは、例えばSLEの
二重鎖DNA抗体のような感じで、こ
の抗体価が高いと疾患活動性が高いと
か、どうでしょうか。
　田中　我々は抗体価の高い低いと疾
患の活動性は関係ないだろうと考えて
います。
　池脇　日本にどのくらい患者さんが
いらっしゃるのですか。
　田中　ちょうど昨年、我々、厚生労
働省の研究班で患者さんの数を推定し
ました。今日本で３万7,000人ぐらいと
考えていて、実は15年前の2004年に、
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同じ調査をしたときに比べて３倍ぐら
いに増えています。患者さんが実際に
増えているのか、それとも診断法ある
いは認識が高まったのかという議論に
なるのですが、ほかの同様な疾患の自
己免疫疾患もかなり最近増えてきてい
るので、おそらく実際に患者さんの数
が増えてきているのだろうと思ってい
ます。
　池脇　自己抗体を測ることによって
早期に診断できるということですが、
自己抗体以外の異常値も出てくるので
すね。
　田中　そうですね。胆管の障害を反
映して血液検査の中のアルカリホスフ
ァターゼ（ALP）、γGTPといった胆
管系酵素と我々は呼んでいますが、そ
ういったものが上がってくるのが特徴
です。
　池脇　検査に関してはそういった異
常が出てくる可能性があって、いきな
り肝硬変の方は多分いらっしゃらない
と思うのですが、患者さん自身はどの
ような症状で発症することが多いので
しょう。
　田中　多くの方は何も症状がないの
ですが、中には、よくよくうかがって
みると、体のかゆみを訴える方がけっ
こういらっしゃいます。
　池脇　黄疸でかゆいのだったらわか
るのですが、黄疸の前からかゆくなる
のでしょうか。
　田中　これも詳細はわかっていませ

んが、胆汁の流れが悪くなって、胆汁
が肝臓あるいは全身に少し漏れ出すよ
うな病気ですので、胆汁の中に何らか
のかゆみを起こす物質があるのだろう。
それが全身に回って、かゆみが出るの
だろうと考えています。
　池脇　症状がある症候性と症状がな
い無症候性、２つに分けられるという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。そのように簡単
に分けていただくと理解しやすいかと
思います。
　池脇　先生が先ほどおっしゃった３ 
万7,000人は、どのくらいの割合なので
しょうか。
　田中　どうやって症候、症状をとら
えるかにもよるのですが、だいたい症
候性、何らかの症状がある方が、おそ
らく１～２割ぐらい。ただ、どこから
先をかゆみがあるととらえるか、なか
なか難しいのですが、少し広めにとら
えてかゆみがある方も含めると、３割
ぐらいが症候性の方だと思います。
　池脇　むしろ無症候性の方のほうが
多いのですね。
　田中　そうですね。
　池脇　治療ですが、どういった治療
薬でしょうか。
　田中　ウルソデオキシコール酸とい
う薬が比較的よく効く病気です。ご年
配の方はよくご存じだと思うのですが、
ウルソデオキシコール酸はもともと熊
胆（ゆうたん）といって、富山の薬売

りの方が売って回った漢方薬ですが、
熊胆の中の有効成分がウルソデオキシ
コール酸なのです。ウルソというのは
もともとポルトガル語で「熊」という
言葉なのですが、熊の胆汁の中の肝臓
に効く成分を抽出して使っているのが
ウルソデオキシコール酸で、これが非
常によく効く薬です。
　池脇　これがいわゆる第一選択薬な
のですか。
　田中　そうです。
　池脇　中性脂肪が高いときに使うフ
ィブラートの薬、これも使われている
と聞きますが。
　田中　ウルソデオキシコール酸だけ
では十分に血液検査の結果がよくなら
ない場合に、我々日本の医師は、だい
たい20年以上前からベザフィブラート
という薬をよく使っていて、その薬を
使うと確かに数字がかなり下がること
がわかっています。ただ、ベザフィブ
ラートは原発性胆汁性胆管炎に対して
保険適用がありませんので、実際には
高脂血症という病名で使われることが
多いです。
　池脇　かゆみが自覚症状としては多
いということで、どうやって管理され
るのですか。
　田中　通常は、いわゆる抗ヒスタミ
ン薬のようなものをよく使いますが、
これも数年前に、この病気を含めた慢
性肝疾患のかゆみに対して適用を取っ
た薬がありますので、その薬を使うこ

とが多いです。あとは、今この病気の
かゆみに対して治験をやっていて、今
後、新しい薬が出てくる可能性もある
かと思います。
　池脇　ちょっと戻りますが、ウルソ
デオキシコール酸、あるいはベザフィ
ブラート、これはもちろん症候性の
PBCの方は使うにしても、無症候性の
方にも使うのでしょうか。
　田中　どういう方に対して薬を使う
べきかは少し議論もあるのですが、原
則としてこの病気は治療しなければ、
徐々に進行していく可能性が高いので、
症状がなくても、血液検査、ALPやγ
GTPに異常があれば、我々は薬を出し
て数字を下げるということをしていま
す。無症候性の段階からそうしていま
す。
　池脇　最後に、プライマリケアのレ
ベルでどうやってこの疾患を診断とい
うか、治療のきっかけをつくるかです
が、このあたりはどうでしょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
最近患者数が増えていますので、それ
ほどまれではない病気になってきてい
ます。プライマリケアの先生方にお願
いしたいのは、とにかく肝機能障害、
AST、ALTといったトランスアミナー
ゼ、あるいはALP、γGTPが異常を示
すことがけっこうあるかと思うので、
その場合に一度は抗ミトコンドリア抗
体を測っていただきたい。ことに、γ
GTPが高い方だと、しばしばアルコー
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同じ調査をしたときに比べて３倍ぐら
いに増えています。患者さんが実際に
増えているのか、それとも診断法ある
いは認識が高まったのかという議論に
なるのですが、ほかの同様な疾患の自
己免疫疾患もかなり最近増えてきてい
るので、おそらく実際に患者さんの数
が増えてきているのだろうと思ってい
ます。
　池脇　自己抗体を測ることによって
早期に診断できるということですが、
自己抗体以外の異常値も出てくるので
すね。
　田中　そうですね。胆管の障害を反
映して血液検査の中のアルカリホスフ
ァターゼ（ALP）、γGTPといった胆
管系酵素と我々は呼んでいますが、そ
ういったものが上がってくるのが特徴
です。
　池脇　検査に関してはそういった異
常が出てくる可能性があって、いきな
り肝硬変の方は多分いらっしゃらない
と思うのですが、患者さん自身はどの
ような症状で発症することが多いので
しょう。
　田中　多くの方は何も症状がないの
ですが、中には、よくよくうかがって
みると、体のかゆみを訴える方がけっ
こういらっしゃいます。
　池脇　黄疸でかゆいのだったらわか
るのですが、黄疸の前からかゆくなる
のでしょうか。
　田中　これも詳細はわかっていませ

んが、胆汁の流れが悪くなって、胆汁
が肝臓あるいは全身に少し漏れ出すよ
うな病気ですので、胆汁の中に何らか
のかゆみを起こす物質があるのだろう。
それが全身に回って、かゆみが出るの
だろうと考えています。
　池脇　症状がある症候性と症状がな
い無症候性、２つに分けられるという
ことでしょうか。
　田中　そうですね。そのように簡単
に分けていただくと理解しやすいかと
思います。
　池脇　先生が先ほどおっしゃった３ 
万7,000人は、どのくらいの割合なので
しょうか。
　田中　どうやって症候、症状をとら
えるかにもよるのですが、だいたい症
候性、何らかの症状がある方が、おそ
らく１～２割ぐらい。ただ、どこから
先をかゆみがあるととらえるか、なか
なか難しいのですが、少し広めにとら
えてかゆみがある方も含めると、３割
ぐらいが症候性の方だと思います。
　池脇　むしろ無症候性の方のほうが
多いのですね。
　田中　そうですね。
　池脇　治療ですが、どういった治療
薬でしょうか。
　田中　ウルソデオキシコール酸とい
う薬が比較的よく効く病気です。ご年
配の方はよくご存じだと思うのですが、
ウルソデオキシコール酸はもともと熊
胆（ゆうたん）といって、富山の薬売

りの方が売って回った漢方薬ですが、
熊胆の中の有効成分がウルソデオキシ
コール酸なのです。ウルソというのは
もともとポルトガル語で「熊」という
言葉なのですが、熊の胆汁の中の肝臓
に効く成分を抽出して使っているのが
ウルソデオキシコール酸で、これが非
常によく効く薬です。
　池脇　これがいわゆる第一選択薬な
のですか。
　田中　そうです。
　池脇　中性脂肪が高いときに使うフ
ィブラートの薬、これも使われている
と聞きますが。
　田中　ウルソデオキシコール酸だけ
では十分に血液検査の結果がよくなら
ない場合に、我々日本の医師は、だい
たい20年以上前からベザフィブラート
という薬をよく使っていて、その薬を
使うと確かに数字がかなり下がること
がわかっています。ただ、ベザフィブ
ラートは原発性胆汁性胆管炎に対して
保険適用がありませんので、実際には
高脂血症という病名で使われることが
多いです。
　池脇　かゆみが自覚症状としては多
いということで、どうやって管理され
るのですか。
　田中　通常は、いわゆる抗ヒスタミ
ン薬のようなものをよく使いますが、
これも数年前に、この病気を含めた慢
性肝疾患のかゆみに対して適用を取っ
た薬がありますので、その薬を使うこ

とが多いです。あとは、今この病気の
かゆみに対して治験をやっていて、今
後、新しい薬が出てくる可能性もある
かと思います。
　池脇　ちょっと戻りますが、ウルソ
デオキシコール酸、あるいはベザフィ
ブラート、これはもちろん症候性の
PBCの方は使うにしても、無症候性の
方にも使うのでしょうか。
　田中　どういう方に対して薬を使う
べきかは少し議論もあるのですが、原
則としてこの病気は治療しなければ、
徐々に進行していく可能性が高いので、
症状がなくても、血液検査、ALPやγ
GTPに異常があれば、我々は薬を出し
て数字を下げるということをしていま
す。無症候性の段階からそうしていま
す。
　池脇　最後に、プライマリケアのレ
ベルでどうやってこの疾患を診断とい
うか、治療のきっかけをつくるかです
が、このあたりはどうでしょうか。
　田中　先ほど申し上げましたように、
最近患者数が増えていますので、それ
ほどまれではない病気になってきてい
ます。プライマリケアの先生方にお願
いしたいのは、とにかく肝機能障害、
AST、ALTといったトランスアミナー
ゼ、あるいはALP、γGTPが異常を示
すことがけっこうあるかと思うので、
その場合に一度は抗ミトコンドリア抗
体を測っていただきたい。ことに、γ
GTPが高い方だと、しばしばアルコー
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ルが原因だろうと考えがちなのですが、
そういう方の中にもこの病気の方が隠
れていることがあります。ALPあるい
はγGTPが高い方を見たときには、一
度でいいですから、抗ミトコンドリア
抗体を測っていただいて、陰性であれ
ばよいのですが、陽性の場合には専門
医のところに紹介いただくことが大事

かと思っています。
　池脇　肝障害のときに、B型、C型
のウイルス肝炎を否定するのと同じよ
うな感じで、一度は測ってくださいと
いうことですね。
　田中　そのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学脳神経内科教授
長谷川　泰　弘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点についてご教示
ください。
　高齢者エピレプシーとして平成20年３月よりテグレトール100㎎×２T、分
２を現在まで服用中の83歳の女性です。脳血管障害の疑いで病院神経内科対診
中に約２分間意識障害あり、開眼しているのに指示が入らず、倒れることもな
く、精神運動発作の可能性ありと診断されました。また、ご主人の問診で、時々
記憶が飛ぶとのことでした。脳波検査で、前頭葉、頭頂葉に左側優位の鋭波を
認め、局在関連てんかんとされ、テグレトールを処方されました。以後は、か
かりつけ医の当方で処方しています。新規抗てんかん薬（例えばレベチラセタ
ムやラモトリギン）がよりよいとのお話ですが、具体的な切り替え方法や注意
点を教えてください（なお、病院医師は交替。現在、専門医への対診をおすす
めしていますが、ご主人が介護しており、受診できないと言われています）。

＜京都府開業医＞

高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点

　池脇　てんかんの質問をいただくこ
とはそんなにはないのですが、今回は
非常に詳細な質問をいただきました。
加齢に伴っててんかんの有病率が上が
ると、今の高齢社会では、当然高齢の
てんかん患者さんは増えていると考え
てよいですか。
　長谷川　発症率ということから言い
ますと、年齢とともに増えるのではな

いのです。まず３歳以下の乳幼児、そ
れから60歳を超えてくるとだんだん増
えてくるという二峰性です。日本は世
界に例のないほどの高齢化が進んでい
ますから、有病率という点ではどんど
ん高齢者のてんかんが増えていること
になります。
　池脇　てんかんというと、素人的な
言い方ですが、全身的にばたばたする
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ルが原因だろうと考えがちなのですが、
そういう方の中にもこの病気の方が隠
れていることがあります。ALPあるい
はγGTPが高い方を見たときには、一
度でいいですから、抗ミトコンドリア
抗体を測っていただいて、陰性であれ
ばよいのですが、陽性の場合には専門
医のところに紹介いただくことが大事

かと思っています。
　池脇　肝障害のときに、B型、C型
のウイルス肝炎を否定するのと同じよ
うな感じで、一度は測ってくださいと
いうことですね。
　田中　そのとおりです。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学脳神経内科教授
長谷川　泰　弘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点についてご教示
ください。
　高齢者エピレプシーとして平成20年３月よりテグレトール100㎎×２T、分
２を現在まで服用中の83歳の女性です。脳血管障害の疑いで病院神経内科対診
中に約２分間意識障害あり、開眼しているのに指示が入らず、倒れることもな
く、精神運動発作の可能性ありと診断されました。また、ご主人の問診で、時々
記憶が飛ぶとのことでした。脳波検査で、前頭葉、頭頂葉に左側優位の鋭波を
認め、局在関連てんかんとされ、テグレトールを処方されました。以後は、か
かりつけ医の当方で処方しています。新規抗てんかん薬（例えばレベチラセタ
ムやラモトリギン）がよりよいとのお話ですが、具体的な切り替え方法や注意
点を教えてください（なお、病院医師は交替。現在、専門医への対診をおすす
めしていますが、ご主人が介護しており、受診できないと言われています）。

＜京都府開業医＞

高齢者における新規抗てんかん薬への切り替え方法と注意点

　池脇　てんかんの質問をいただくこ
とはそんなにはないのですが、今回は
非常に詳細な質問をいただきました。
加齢に伴っててんかんの有病率が上が
ると、今の高齢社会では、当然高齢の
てんかん患者さんは増えていると考え
てよいですか。
　長谷川　発症率ということから言い
ますと、年齢とともに増えるのではな

いのです。まず３歳以下の乳幼児、そ
れから60歳を超えてくるとだんだん増
えてくるという二峰性です。日本は世
界に例のないほどの高齢化が進んでい
ますから、有病率という点ではどんど
ん高齢者のてんかんが増えていること
になります。
　池脇　てんかんというと、素人的な
言い方ですが、全身的にばたばたする

ドクターサロン63巻８月号（7 . 2019） （571）  1110 （570） ドクターサロン63巻８月号（7 . 2019）

（解答P.40）

詰
碁
さ
ろ
ん

黒先
ヒント　攻め筋は…

1 2 3 4 5 6 7
一
二
三
四
五
六

〔出題〕
　 八段　江面雄一

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1908本文.indd   11 2019/07/12   10:38



見れば、automatismやてんかんであ
るかどうかがよくわかります。
　池脇　最終的にてんかんというと、
この症例もそうですが、脳波の異常を
証明したほうがいいのですか。
　長谷川　基本的にそうです。てんか
んは、脳のニューロンの過剰な放電に
よって起こる一時的な発作になります
から、脳波でスパイクを見つける、こ
れが診断の原則です。
　池脇　治療ですけれども、質問の患
者さんは、診断時にテグレトール（カ
ルバマゼピン）が処方されて、以降ず
っと投与されている。ただ、最近新し
い抗てんかん薬が出てきて、そちらに
移行したほうがいいのでしょうかとい
う質問ですが、まずテグレトールの位
置づけはどうなのでしょうか。
　長谷川　2018年のてんかんのガイド
ラインにおいてはカルバマゼピンはフ
ァーストチョイスです。ただし、質問
にあるように、新規抗てんかん薬とい
うのが2006年以降にたくさん出てきた
のです。それまで日本は、ドラッグラ
グとかデバイスラグといわれるように、
海外で実績のある薬がなかなか入って
こなかったのですが、2006年以降、導
入が非常に早くなってきて、海外で使
われているたくさんの薬が我々の手の
内に入るようになったのです。そうす
ると、これまでと異なるいろいろな使
い方ができるようになった。これが新
規抗てんかん薬導入後の非常に重要な

変化です。
　池脇　新規の薬は従来の薬よりもい
ろいろな面で効果があって、副作用も
少ないから、当然、そちらに移行して
もいいのではと思うのですが、どうな
のでしょうか。
　長谷川　今お話ししたように、2006
年以降、たくさんの薬が出てきまして
新規抗てんかん薬と呼ばれています。
しかし、新規抗てんかん薬は、抗てん
かん作用（antie pileptic effect）と白血
球減少のような血液の問題や皮疹が出
るなどの副作用（acute adverse effect）
の２つについて、旧来薬よりもいいと
いうわけではないのです。ではいった
い何がいいのかといいますと、長期服
用していると旧来薬よりも副作用が少
ない。催奇形性が非常に少ない。例え
ば、妊娠可能性のある女性には、バル
プロ酸ではなくレベチラセタムやラモ
トリギンなど催奇形性の少ない薬を選
択できるようになっています。
　新規抗てんかん薬のもう一つの利点
は、他剤との相互作用が非常に少ない
ことです。例えばテグレトールですと、
酵素誘導のため、ほかの薬の血中濃度
を変化させることから、のみあわせに
注意が必要です。一番問題になるのは、
高齢者で心房細動が起こると、ワルフ
ァリンやDOACで抗凝固療法を行い
ます。テグレトールをのんでいると、
これらの血中濃度が下がる可能性が非
常に高い。ワルファリンですと採血で

ようなけいれん発作をイメージとして
持っているのですが、高齢者のてんか
んは必ずしもそういうけいれんを伴わ
ないてんかんが多いのですか。
　長谷川　ぜひそこを高齢者の診療に
携わる先生方は知っておいていただき
たいのですが、60歳以降にだんだん増
えてくる高齢者のてんかんは、部分発
作がほとんどです。部分発作というの
は、focal onset、すなわち焦点性の発
作です。何らかの原因で脳の一部が傷
つくと、そこがてんかん原性を持つよ
うになって発症します。生理学的には、
小脳の核以外はどこでもepileptogenic
となりうるといわれているのです。だ
んだん歳を取ると、事故に遭うかもし
れなければ、脳卒中も起こるかもしれ
ません。そういった部分発作が多くな
るのです。
　しかし、脳の一部が傷ついた原因が
わかったもの、すなわち症候性てんか
んではなく、原因がわからないてんか
んのほとんどが、今回ご質問いただい
た複雑部分発作なのです。この発作は、
てんかんを、意識をなくして全身を震
わせる発作であると理解をしていると
見逃してしまいます。場合によっては、
ご家族でも認知症になったのかなと思
って見逃してしまうこともある発作で、
注意が必要です。
　池脇　私も外来で多くの高齢者を診
ていますが、認知症を疑う方はけっこ
う多いです。具体的には認知症と高齢

者のてんかんをどのように見分けてい
くのでしょう。
　長谷川　複雑部分発作の典型的な症
状は、１点を凝視して、ぼうっとして
いるという感じです。「お父さん、何
してるの」といっても答えてくれない。
よく見てみると、口のあたりをくちゃ
くちゃしていたり、片方の手で衣服を
まさぐっていたりというautomatism
（自動症）が見られることがあります。
そして、ふっと元に戻り、全く何事も
なかったようになる。これが発見の一
つのキーになります。
　池脇　いわゆる部分てんかん、発作
ですから、発作の間はおかしいけれど
も、また戻る。それは確かに認知症と
ちょっと違いますね。
　長谷川　はい。ただ高齢者の場合、
最近ぼけてきたのかなと、見逃されて
いる方がいます。
　池脇　診察室で患者さんが発作を起
こしていればわかりますが、そうもい
かないので、家の方がよく見ているこ
とが重要ですね。
　長谷川　とても重要です。今回は質
問の中にもありますように、ご主人が
気がついているようですね。最近は多
くの人がスマートフォンを持っていま
す。ですから、ちょっとおかしいと思
ったら、そのときにぜひ、奥さんでも
いいですが、顔のあたりとか、呼びか
けたときの反応の状態をビデオに撮っ
てください。発作時の動画を専門医が
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見れば、automatismやてんかんであ
るかどうかがよくわかります。
　池脇　最終的にてんかんというと、
この症例もそうですが、脳波の異常を
証明したほうがいいのですか。
　長谷川　基本的にそうです。てんか
んは、脳のニューロンの過剰な放電に
よって起こる一時的な発作になります
から、脳波でスパイクを見つける、こ
れが診断の原則です。
　池脇　治療ですけれども、質問の患
者さんは、診断時にテグレトール（カ
ルバマゼピン）が処方されて、以降ず
っと投与されている。ただ、最近新し
い抗てんかん薬が出てきて、そちらに
移行したほうがいいのでしょうかとい
う質問ですが、まずテグレトールの位
置づけはどうなのでしょうか。
　長谷川　2018年のてんかんのガイド
ラインにおいてはカルバマゼピンはフ
ァーストチョイスです。ただし、質問
にあるように、新規抗てんかん薬とい
うのが2006年以降にたくさん出てきた
のです。それまで日本は、ドラッグラ
グとかデバイスラグといわれるように、
海外で実績のある薬がなかなか入って
こなかったのですが、2006年以降、導
入が非常に早くなってきて、海外で使
われているたくさんの薬が我々の手の
内に入るようになったのです。そうす
ると、これまでと異なるいろいろな使
い方ができるようになった。これが新
規抗てんかん薬導入後の非常に重要な

変化です。
　池脇　新規の薬は従来の薬よりもい
ろいろな面で効果があって、副作用も
少ないから、当然、そちらに移行して
もいいのではと思うのですが、どうな
のでしょうか。
　長谷川　今お話ししたように、2006
年以降、たくさんの薬が出てきまして
新規抗てんかん薬と呼ばれています。
しかし、新規抗てんかん薬は、抗てん
かん作用（antie pileptic effect）と白血
球減少のような血液の問題や皮疹が出
るなどの副作用（acute adverse effect）
の２つについて、旧来薬よりもいいと
いうわけではないのです。ではいった
い何がいいのかといいますと、長期服
用していると旧来薬よりも副作用が少
ない。催奇形性が非常に少ない。例え
ば、妊娠可能性のある女性には、バル
プロ酸ではなくレベチラセタムやラモ
トリギンなど催奇形性の少ない薬を選
択できるようになっています。
　新規抗てんかん薬のもう一つの利点
は、他剤との相互作用が非常に少ない
ことです。例えばテグレトールですと、
酵素誘導のため、ほかの薬の血中濃度
を変化させることから、のみあわせに
注意が必要です。一番問題になるのは、
高齢者で心房細動が起こると、ワルフ
ァリンやDOACで抗凝固療法を行い
ます。テグレトールをのんでいると、
これらの血中濃度が下がる可能性が非
常に高い。ワルファリンですと採血で

ようなけいれん発作をイメージとして
持っているのですが、高齢者のてんか
んは必ずしもそういうけいれんを伴わ
ないてんかんが多いのですか。
　長谷川　ぜひそこを高齢者の診療に
携わる先生方は知っておいていただき
たいのですが、60歳以降にだんだん増
えてくる高齢者のてんかんは、部分発
作がほとんどです。部分発作というの
は、focal onset、すなわち焦点性の発
作です。何らかの原因で脳の一部が傷
つくと、そこがてんかん原性を持つよ
うになって発症します。生理学的には、
小脳の核以外はどこでもepileptogenic
となりうるといわれているのです。だ
んだん歳を取ると、事故に遭うかもし
れなければ、脳卒中も起こるかもしれ
ません。そういった部分発作が多くな
るのです。
　しかし、脳の一部が傷ついた原因が
わかったもの、すなわち症候性てんか
んではなく、原因がわからないてんか
んのほとんどが、今回ご質問いただい
た複雑部分発作なのです。この発作は、
てんかんを、意識をなくして全身を震
わせる発作であると理解をしていると
見逃してしまいます。場合によっては、
ご家族でも認知症になったのかなと思
って見逃してしまうこともある発作で、
注意が必要です。
　池脇　私も外来で多くの高齢者を診
ていますが、認知症を疑う方はけっこ
う多いです。具体的には認知症と高齢

者のてんかんをどのように見分けてい
くのでしょう。
　長谷川　複雑部分発作の典型的な症
状は、１点を凝視して、ぼうっとして
いるという感じです。「お父さん、何
してるの」といっても答えてくれない。
よく見てみると、口のあたりをくちゃ
くちゃしていたり、片方の手で衣服を
まさぐっていたりというautomatism
（自動症）が見られることがあります。
そして、ふっと元に戻り、全く何事も
なかったようになる。これが発見の一
つのキーになります。
　池脇　いわゆる部分てんかん、発作
ですから、発作の間はおかしいけれど
も、また戻る。それは確かに認知症と
ちょっと違いますね。
　長谷川　はい。ただ高齢者の場合、
最近ぼけてきたのかなと、見逃されて
いる方がいます。
　池脇　診察室で患者さんが発作を起
こしていればわかりますが、そうもい
かないので、家の方がよく見ているこ
とが重要ですね。
　長谷川　とても重要です。今回は質
問の中にもありますように、ご主人が
気がついているようですね。最近は多
くの人がスマートフォンを持っていま
す。ですから、ちょっとおかしいと思
ったら、そのときにぜひ、奥さんでも
いいですが、顔のあたりとか、呼びか
けたときの反応の状態をビデオに撮っ
てください。発作時の動画を専門医が
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うまくいっているのですから、dissolve
したと言ってもよいほどの方かもしれ
ません。しかし、初めにお話ししたよ
うな、ぼうっとしている、よく聞くと
自動症がある場合はよくありません。
発作は消失していないかもしれません
ので、テグレトールをむしろ少し増や
さないといけないかもしれないですね。
完全に発作がないかどうかを今一度確

認いただけるとよいかと思います。
　池脇　この症例に関してはこのまま
続けていい可能性が高いけれども、い
ろいろな背景を考えて、新規抗てんか
ん薬をうまく使っていくということで
すね。
　長谷川　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

抗凝固作用を調べて調整はできますが、
DOACは調べようがないのです。です
から、今回の質問の患者さんが心房細
動を起こしてDOACをのむことにな
ると、問題になるのです。適正用量の
DOACを出していても効いていないと
いうことが起こりうるのです。そうい
ったときには新規抗てんかん薬を用い
れば、DOACに対して影響がありませ
ん。
　このように、新規抗てんかん薬が出
たことによって、妊娠の有無や併存疾
患、例えばうつ、認知症があるとか、
そして併用薬、この３つの軸で薬が選
択できるようになったのです。かつて
はてんかん治療に使うことのできる薬
はテグレトール、アレビアチン、バル
プロ酸など、ほんのわずかしかなかっ
たため、変更しようにもできなかった
のですが、今はこの３つの軸を考えた
治療薬の選択もできるようになった点
が非常に重要です。
　池脇　そういうことなのですね。薬
そのものの効果とか、急性期の副作用
は特に優位性はないけれども、患者さ
んのいろいろな背景で従来の薬がなか
なか使いにくいときに使える薬なので
すね。
　長谷川　そうなります。
　池脇　特に高齢者となると、併存す
る疾患で幾つか薬をのんでいる方がほ
とんどですから、そういう意味で新規
抗てんかん薬は特に高齢者には有用な

のですね。
　長谷川　そうですね。これが質問に
ある「新規抗てんかん薬のほうがより
よいのではないですか」という、答え
になろうかと思います。
　池脇　今回の83歳の女性の場合には、
どういう背景、あるいはどういう薬を
のんでいるか、そういうことがわから
ないと、そちらを勧めるかどうか、な
かなか難しいですね。
　長谷川　まずこの方は10年前からこ
の治療をされていますね。テグレトー
ルが１日200㎎というのはかなり少な
い量です。テグレトールの有効血中濃
度はだいたい４～12ぐらいですが、血
中濃度を測定していただいて、もし４
を切るとか、４程度でこの10年間、全
く発作なし。であれば、この治療は極
めてうまくいっているということです
から、これはあえて変更しないほうが
いい可能性があります。
　私たちは通常、患者さんにてんかん
が治りましたとは、言わないのです。
というのは、てんかんの体質といいま
すか、なりやすいというところまで消
えてなくなったかどうかはわかりませ
ん。ですから、てんかんがcureしたと
は言わないのです。一般に、10年間発
作がなく、かつ、最後の５年間、薬を
ほとんどのまなかった場合、その方に
「あなたからてんかんは消失（dissolve）
した」と言います。
　こう考えますと、この人は10年間も
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うまくいっているのですから、dissolve
したと言ってもよいほどの方かもしれ
ません。しかし、初めにお話ししたよ
うな、ぼうっとしている、よく聞くと
自動症がある場合はよくありません。
発作は消失していないかもしれません
ので、テグレトールをむしろ少し増や
さないといけないかもしれないですね。
完全に発作がないかどうかを今一度確

認いただけるとよいかと思います。
　池脇　この症例に関してはこのまま
続けていい可能性が高いけれども、い
ろいろな背景を考えて、新規抗てんか
ん薬をうまく使っていくということで
すね。
　長谷川　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

抗凝固作用を調べて調整はできますが、
DOACは調べようがないのです。です
から、今回の質問の患者さんが心房細
動を起こしてDOACをのむことにな
ると、問題になるのです。適正用量の
DOACを出していても効いていないと
いうことが起こりうるのです。そうい
ったときには新規抗てんかん薬を用い
れば、DOACに対して影響がありませ
ん。
　このように、新規抗てんかん薬が出
たことによって、妊娠の有無や併存疾
患、例えばうつ、認知症があるとか、
そして併用薬、この３つの軸で薬が選
択できるようになったのです。かつて
はてんかん治療に使うことのできる薬
はテグレトール、アレビアチン、バル
プロ酸など、ほんのわずかしかなかっ
たため、変更しようにもできなかった
のですが、今はこの３つの軸を考えた
治療薬の選択もできるようになった点
が非常に重要です。
　池脇　そういうことなのですね。薬
そのものの効果とか、急性期の副作用
は特に優位性はないけれども、患者さ
んのいろいろな背景で従来の薬がなか
なか使いにくいときに使える薬なので
すね。
　長谷川　そうなります。
　池脇　特に高齢者となると、併存す
る疾患で幾つか薬をのんでいる方がほ
とんどですから、そういう意味で新規
抗てんかん薬は特に高齢者には有用な

のですね。
　長谷川　そうですね。これが質問に
ある「新規抗てんかん薬のほうがより
よいのではないですか」という、答え
になろうかと思います。
　池脇　今回の83歳の女性の場合には、
どういう背景、あるいはどういう薬を
のんでいるか、そういうことがわから
ないと、そちらを勧めるかどうか、な
かなか難しいですね。
　長谷川　まずこの方は10年前からこ
の治療をされていますね。テグレトー
ルが１日200㎎というのはかなり少な
い量です。テグレトールの有効血中濃
度はだいたい４～12ぐらいですが、血
中濃度を測定していただいて、もし４
を切るとか、４程度でこの10年間、全
く発作なし。であれば、この治療は極
めてうまくいっているということです
から、これはあえて変更しないほうが
いい可能性があります。
　私たちは通常、患者さんにてんかん
が治りましたとは、言わないのです。
というのは、てんかんの体質といいま
すか、なりやすいというところまで消
えてなくなったかどうかはわかりませ
ん。ですから、てんかんがcureしたと
は言わないのです。一般に、10年間発
作がなく、かつ、最後の５年間、薬を
ほとんどのまなかった場合、その方に
「あなたからてんかんは消失（dissolve）
した」と言います。
　こう考えますと、この人は10年間も
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大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　難治性じんましんの治療についてご教示ください。
　50代女性、エビやカニを食べると口唇を中心としたじんましんが出現。皮フ
科でアレルギー血液検査を行うも陰性。第２世代抗ヒスタミン剤を処方される
も、最近、エビやカニを食べなくてもじんましんが出現する場合があります。
このような場合、どのような治療を行えばよいでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

難治性じんましんの治療

　池田　大路先生、今回は、難治性じ
んましんについて質問が来ています。
質問のこの患者さんは本当にエビ、カ
ニで起こっているじんましんなのでし
ょうか。
　大路　違うと思います。じんましん
イコールアレルギーというイメージが
強いのですが、実際に患者さんをみて
いると、アレルギーと関係なく起こっ
ているじんましんが多い。特に毎日出
るような方がいますと、毎日変なもの
を食べているのかという話になります。
患者さんにまずアレルギーと関係なく
起こるじんましんもあるということか
らお話しするのが治療のうえで大事な
のです。じんましんイコールアレルギ

ーというイメージがあると、検査して
原因がわからないと「なんで？」と、
まず患者さんは不審に思います。さら
に、まずかゆみを止めてほしいという
のが患者さんのニーズなのです。です
から、まず患者さんにはアレルギーと
関係なく起こるじんましんもあること
を納得させる。それから、かゆみをそ
の日から、その晩から止めてあげるこ
とがポイントだと思います。
　池田　この場合、アレルギー検査で
も陰性ですので、まずエビ、カニは問
題ないということですね。
　大路　そうですね。
　池田　よく患者さんたちに「じゃあ
原因は何でしょうか」と言われること

も多いのですが、どういうわけなので
しょうか。
　大路　僕はほとんど検査しないです
ね。
　池田　問診でよくお聞きになるので
すか。
　大路　何十年もいろいろなものを食
べてきているのですから、ある程度そ
ういう食べ物が関係していれば、わか
るはずです。本人が知っていると思い
ます。患者さんには、何かそういうき
っかけになりそうな食べ物がもしある
のだったら、ちょっとチェックして、
それから検査するならしましょう。そ
うしないと、何十種類もあるから、お
金の無駄ですよみたいな、そういう話
からします。
　池田　最近ではアレルギーの検査セ
ットみたいなものがあって、かなりの
検査ができますが、それがすべて網羅
しているわけではないですものね。
　大路　そうですね。
　池田　第２世代抗ヒスタミン薬を出
しているのだけれども、この場合、止
まらないのでしょうか。そういったと
きに、どのような治療を行えばいいで
しょうかという質問です。
　大路　ドクターショッピングではな
いですけれども、じんましんの患者さ
んはいろいろな病院を回っていらっし
ゃることが多いですね。内科の先生の
処方を見ていると、だいたい抗ヒスタ
ミン剤１種類のケースが多いです。

　池田　第２世代と書いていますが、
１種類で効かない場合はどうしていく
のでしょうか。
　大路　第２世代でもいいのですが、
重ねることです。２種類もしくは３種
類のんでもらうのです。
　池田　タイプの違う抗ヒスタミン薬
を２種類、３種類、重ねていくのです
ね。
　大路　まず抗ヒスタミン剤は食事と
関係なくのめるものが多いです。そし
て、のんで１時間ぐらいで効いてきて、
７～８時間効果があるのです。だいた
い夕方から夜、患者さんはかゆみが出
てくることが多く、朝食後、夕食後と
のませていると、かゆみの出る時間に
間に合わないことも多いです。ですか
ら、のむ時間の工夫も考えるといいと
思います。僕は夕方の５時とか６時ご
ろのませます。そうすると、夕方から
寝るまでの間効いている。それから、
お風呂に入ると出るという人が多いで
すね。そういう方にはお風呂に入る２
時間ぐらい前にのみなさいと指導しま
す。のむ時間をちょっと考えてあげる
と、１種類でも効く場合が多いです。
　池田　その方のじんましんの質、パ
ターンをまず把握すると。
　大路　患者さんの話をよく聞くこと
ですかね。
　池田　その時間帯に、あるいは入浴
後などに出るとすれば、その前１時間
ぐらいでのみ始める。そういった使い

ドクターサロン63巻８月号（7 . 2019） （577）  1716 （576） ドクターサロン63巻８月号（7 . 2019）

1908本文.indd   17 2019/07/12   10:38



大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　難治性じんましんの治療についてご教示ください。
　50代女性、エビやカニを食べると口唇を中心としたじんましんが出現。皮フ
科でアレルギー血液検査を行うも陰性。第２世代抗ヒスタミン剤を処方される
も、最近、エビやカニを食べなくてもじんましんが出現する場合があります。
このような場合、どのような治療を行えばよいでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

難治性じんましんの治療

　池田　大路先生、今回は、難治性じ
んましんについて質問が来ています。
質問のこの患者さんは本当にエビ、カ
ニで起こっているじんましんなのでし
ょうか。
　大路　違うと思います。じんましん
イコールアレルギーというイメージが
強いのですが、実際に患者さんをみて
いると、アレルギーと関係なく起こっ
ているじんましんが多い。特に毎日出
るような方がいますと、毎日変なもの
を食べているのかという話になります。
患者さんにまずアレルギーと関係なく
起こるじんましんもあるということか
らお話しするのが治療のうえで大事な
のです。じんましんイコールアレルギ

ーというイメージがあると、検査して
原因がわからないと「なんで？」と、
まず患者さんは不審に思います。さら
に、まずかゆみを止めてほしいという
のが患者さんのニーズなのです。です
から、まず患者さんにはアレルギーと
関係なく起こるじんましんもあること
を納得させる。それから、かゆみをそ
の日から、その晩から止めてあげるこ
とがポイントだと思います。
　池田　この場合、アレルギー検査で
も陰性ですので、まずエビ、カニは問
題ないということですね。
　大路　そうですね。
　池田　よく患者さんたちに「じゃあ
原因は何でしょうか」と言われること

も多いのですが、どういうわけなので
しょうか。
　大路　僕はほとんど検査しないです
ね。
　池田　問診でよくお聞きになるので
すか。
　大路　何十年もいろいろなものを食
べてきているのですから、ある程度そ
ういう食べ物が関係していれば、わか
るはずです。本人が知っていると思い
ます。患者さんには、何かそういうき
っかけになりそうな食べ物がもしある
のだったら、ちょっとチェックして、
それから検査するならしましょう。そ
うしないと、何十種類もあるから、お
金の無駄ですよみたいな、そういう話
からします。
　池田　最近ではアレルギーの検査セ
ットみたいなものがあって、かなりの
検査ができますが、それがすべて網羅
しているわけではないですものね。
　大路　そうですね。
　池田　第２世代抗ヒスタミン薬を出
しているのだけれども、この場合、止
まらないのでしょうか。そういったと
きに、どのような治療を行えばいいで
しょうかという質問です。
　大路　ドクターショッピングではな
いですけれども、じんましんの患者さ
んはいろいろな病院を回っていらっし
ゃることが多いですね。内科の先生の
処方を見ていると、だいたい抗ヒスタ
ミン剤１種類のケースが多いです。

　池田　第２世代と書いていますが、
１種類で効かない場合はどうしていく
のでしょうか。
　大路　第２世代でもいいのですが、
重ねることです。２種類もしくは３種
類のんでもらうのです。
　池田　タイプの違う抗ヒスタミン薬
を２種類、３種類、重ねていくのです
ね。
　大路　まず抗ヒスタミン剤は食事と
関係なくのめるものが多いです。そし
て、のんで１時間ぐらいで効いてきて、
７～８時間効果があるのです。だいた
い夕方から夜、患者さんはかゆみが出
てくることが多く、朝食後、夕食後と
のませていると、かゆみの出る時間に
間に合わないことも多いです。ですか
ら、のむ時間の工夫も考えるといいと
思います。僕は夕方の５時とか６時ご
ろのませます。そうすると、夕方から
寝るまでの間効いている。それから、
お風呂に入ると出るという人が多いで
すね。そういう方にはお風呂に入る２
時間ぐらい前にのみなさいと指導しま
す。のむ時間をちょっと考えてあげる
と、１種類でも効く場合が多いです。
　池田　その方のじんましんの質、パ
ターンをまず把握すると。
　大路　患者さんの話をよく聞くこと
ですかね。
　池田　その時間帯に、あるいは入浴
後などに出るとすれば、その前１時間
ぐらいでのみ始める。そういった使い
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方ですね。先ほど２種類、３種類併用
するということですが、保険的には問
題ないのでしょうか。
　大路　欧米などでは同じ薬を倍量や
３倍量で勧められていて、大学病院の
先生もそうおっしゃるのですが、日本
の場合はちょっと保険の制約があり、
２倍までは大丈夫だと思います。３倍、
４倍になると削られる可能性が高いで
す。僕は２種類、別の抗ヒスタミン剤
を重ねる、そんな工夫でやっています。
　池田　最初に投与したものがあまり
効かないと、もう１種類重ねるのです
が、それも通常量なのでしょうか。
　大路　通常量でまず重ねます。
　池田　それでよければ、重ねた薬が
１日２回の場合は１回にしたり、そう
いう工夫もされるのでしょうか。
　大路　いつまでのめばいいのかとい
う話になってきますが、まずのんでい
れば出ない状態にすることを目標にし
ます。しばらく続けておかないと、結
局薬で抑えているだけの状態になって
いるので、のむのを止めるとたいてい
出てしまいます。だから、患者さんに
もそこら辺をよくお話ししておかない
といけません。次の段階としては、２
回のむ薬だったら、夕方だけにしてみ
ます。１日１回の薬はちょっと使いに
くいのです。のむか、のまないかにな
ってしまうので、その場合は１日おき
にしてみるとか、そういうふうに徐々
に減らしていきます。２種類のんで効

いたら、まず１種類にしてみる。１日
２回のところを１回にしてみる、みた
いな感じです。
　池田　徐々に徐々に減らしていくの
ですね。
　大路　徐々に減らしていくのがコツ
みたいですね。
　池田　急にぱっと切ってしまうと、
元の木阿弥になってしまうのですね。
　大路　はい。中途半端でのむのをや
めれば、だいたいまた出ます。最終的
には、アレルギーでなければじんまし
んの原因は何なのかという話ですが、
体調次第なのです。ですから、また体
調次第で出ることがあることも理解し
ておいていただかないと、また出たと
きに「やっぱり治らない」という患者
さんの不満が出てきます。
　池田　例えば、１種類でだめで、２
種類重ねて、かゆみが止まった。そう
すると、どのくらいの期間、それを続
けることになるのでしょうか。
　大路　最初の患者さんだと２週間出
します。まず２週間分の薬。それで、
今日、明日で効くから、３日ぐらいの
んで効かなかったら早めに来てくれれ
ば、そのときは増やすからという話を
します。１週間のんで、調子がよかっ
たら、やめないで、ちょっと減らすか
ら、１日１回にして、それでのんでみ
てくださいと。それでやめられる人も
います。ただ、慢性じんましんは１カ
月以上続きますので、徐々に減らして

ゼロにするのは難しい場合も多いです。
　池田　減量する目安はあるのでしょ
うか。
　大路　最初はメニューどおりのんで
もらいます。それで徐々に減らしてい
く。患者さんも、さらに減らすと「や
っぱり出てしまう」というポイントも
あると思います。最終的には、のまな
い状態で３日に一度出てしまうのなら、
１日１回はのんでおいたほうがいい。
１週間に一度ぐらいになったら、発症
しそうだなと思ったらのみなさいと。
　池田　なるほど、そういう目安なの
ですね。例えば、前に薬があまり効か
なくてひどい目にあった人たちは、恐
れもあって、やみくもにずっとのみ続
ける方がいらっしゃいますよね。
　大路　そうですね。ですから、そろ
そろ減らしてみましょう。ただ、減ら
し方があるということです。患者さん
とのコンタクトが難しいですね。よく
患者さんの容態と出やすい時間帯、そ
れからのみ方、そういうものをこちら
で指導していく。
　池田　患者さんもいつ出やすいかに
ついては、なかなか覚えていないこと
もありますね。
　大路　いや、だいたいわかります。
だいたい夕方かなとか、食後かなとか。
あとは、「風呂に入ると出るんです」
といってくる人も多いです。
　池田　やはり何かの刺激ですね。
　大路　風呂に入ると出るという場合

は、温熱じんましんということになる
のでしょうね。
　池田　あと、抗ヒスタミン薬以外に
追加で内服薬など何かありますか。
　大路　抗ヒスタミン薬で効けばベス
トなのですが、２種類、３種類重ねて
も抑えきれない場合もあります。そう
いう場合はちょっと困ってしまうので
すが、例えば試してみていいのは胃薬
でしょうか。
　池田　H2ブロッカーですか。
　大路　そうですね。H2ブロッカーと
いわれるような胃薬を併用してみると、
意外と効くこともあります。
　池田　もちろん、H1レセプターの阻
害薬、抗ヒスタミン薬は続けて、プラ
ス胃薬を加える。
　大路　そうですね。
　池田　それで効く方もいらっしゃる
ということですね。
　大路　なぜか効く場合があります。
　池田　H1とH2をどちらもですね。
　大路　理屈はよくわかりませんが。
　池田　最近、生物学的製剤が出たと
うかがったのですが。
　大路　これは僕は経験がないのでわ
かりません。使ったことがないのです。
　池田　やはり高いのでしょうか。
　大路　そうですね。維持量は１カ月
に一度ぐらい注射するのですが。
　池田　患者さんも、値段のこともあ
ってなかなか使いづらい。
　大路　理解が得にくいですね。それ
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方ですね。先ほど２種類、３種類併用
するということですが、保険的には問
題ないのでしょうか。
　大路　欧米などでは同じ薬を倍量や
３倍量で勧められていて、大学病院の
先生もそうおっしゃるのですが、日本
の場合はちょっと保険の制約があり、
２倍までは大丈夫だと思います。３倍、
４倍になると削られる可能性が高いで
す。僕は２種類、別の抗ヒスタミン剤
を重ねる、そんな工夫でやっています。
　池田　最初に投与したものがあまり
効かないと、もう１種類重ねるのです
が、それも通常量なのでしょうか。
　大路　通常量でまず重ねます。
　池田　それでよければ、重ねた薬が
１日２回の場合は１回にしたり、そう
いう工夫もされるのでしょうか。
　大路　いつまでのめばいいのかとい
う話になってきますが、まずのんでい
れば出ない状態にすることを目標にし
ます。しばらく続けておかないと、結
局薬で抑えているだけの状態になって
いるので、のむのを止めるとたいてい
出てしまいます。だから、患者さんに
もそこら辺をよくお話ししておかない
といけません。次の段階としては、２
回のむ薬だったら、夕方だけにしてみ
ます。１日１回の薬はちょっと使いに
くいのです。のむか、のまないかにな
ってしまうので、その場合は１日おき
にしてみるとか、そういうふうに徐々
に減らしていきます。２種類のんで効

いたら、まず１種類にしてみる。１日
２回のところを１回にしてみる、みた
いな感じです。
　池田　徐々に徐々に減らしていくの
ですね。
　大路　徐々に減らしていくのがコツ
みたいですね。
　池田　急にぱっと切ってしまうと、
元の木阿弥になってしまうのですね。
　大路　はい。中途半端でのむのをや
めれば、だいたいまた出ます。最終的
には、アレルギーでなければじんまし
んの原因は何なのかという話ですが、
体調次第なのです。ですから、また体
調次第で出ることがあることも理解し
ておいていただかないと、また出たと
きに「やっぱり治らない」という患者
さんの不満が出てきます。
　池田　例えば、１種類でだめで、２
種類重ねて、かゆみが止まった。そう
すると、どのくらいの期間、それを続
けることになるのでしょうか。
　大路　最初の患者さんだと２週間出
します。まず２週間分の薬。それで、
今日、明日で効くから、３日ぐらいの
んで効かなかったら早めに来てくれれ
ば、そのときは増やすからという話を
します。１週間のんで、調子がよかっ
たら、やめないで、ちょっと減らすか
ら、１日１回にして、それでのんでみ
てくださいと。それでやめられる人も
います。ただ、慢性じんましんは１カ
月以上続きますので、徐々に減らして

ゼロにするのは難しい場合も多いです。
　池田　減量する目安はあるのでしょ
うか。
　大路　最初はメニューどおりのんで
もらいます。それで徐々に減らしてい
く。患者さんも、さらに減らすと「や
っぱり出てしまう」というポイントも
あると思います。最終的には、のまな
い状態で３日に一度出てしまうのなら、
１日１回はのんでおいたほうがいい。
１週間に一度ぐらいになったら、発症
しそうだなと思ったらのみなさいと。
　池田　なるほど、そういう目安なの
ですね。例えば、前に薬があまり効か
なくてひどい目にあった人たちは、恐
れもあって、やみくもにずっとのみ続
ける方がいらっしゃいますよね。
　大路　そうですね。ですから、そろ
そろ減らしてみましょう。ただ、減ら
し方があるということです。患者さん
とのコンタクトが難しいですね。よく
患者さんの容態と出やすい時間帯、そ
れからのみ方、そういうものをこちら
で指導していく。
　池田　患者さんもいつ出やすいかに
ついては、なかなか覚えていないこと
もありますね。
　大路　いや、だいたいわかります。
だいたい夕方かなとか、食後かなとか。
あとは、「風呂に入ると出るんです」
といってくる人も多いです。
　池田　やはり何かの刺激ですね。
　大路　風呂に入ると出るという場合

は、温熱じんましんということになる
のでしょうね。
　池田　あと、抗ヒスタミン薬以外に
追加で内服薬など何かありますか。
　大路　抗ヒスタミン薬で効けばベス
トなのですが、２種類、３種類重ねて
も抑えきれない場合もあります。そう
いう場合はちょっと困ってしまうので
すが、例えば試してみていいのは胃薬
でしょうか。
　池田　H2ブロッカーですか。
　大路　そうですね。H2ブロッカーと
いわれるような胃薬を併用してみると、
意外と効くこともあります。
　池田　もちろん、H1レセプターの阻
害薬、抗ヒスタミン薬は続けて、プラ
ス胃薬を加える。
　大路　そうですね。
　池田　それで効く方もいらっしゃる
ということですね。
　大路　なぜか効く場合があります。
　池田　H1とH2をどちらもですね。
　大路　理屈はよくわかりませんが。
　池田　最近、生物学的製剤が出たと
うかがったのですが。
　大路　これは僕は経験がないのでわ
かりません。使ったことがないのです。
　池田　やはり高いのでしょうか。
　大路　そうですね。維持量は１カ月
に一度ぐらい注射するのですが。
　池田　患者さんも、値段のこともあ
ってなかなか使いづらい。
　大路　理解が得にくいですね。それ
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から、出たときに急に打つのかという
話になりますね。
　池田　高いから、なるべく定期的と
いうよりは期間を空けていきたいとい
うことになりますね。
　大路　出ないようにしておくのがじ
んましんの治療の目標ですから。
　池田　そういう意味ではちょっと使
いづらいですね。
　大路　出たときにさっとのめるよう

な薬があったほうがいいですね。注射
だと難しいかもしれません。
　池田　いろいろな薬が全く効かない、
あるいは２種類、３種類重ねても、胃
薬を使ってもよっぽど効かない場合と
か。
　大路　最終手段ですかね。
　池田　そういう方ですと、対象が少
なくなるかなというところですね。ど
うもありがとうございました。

北海道大学病院泌尿器科講師
橘　田　岳　也

（聞き手　山内俊一）

　高齢者の排尿障害についてご教示ください。
　高齢者で朝方の起床時頃、または起床直後１〜２時間ほどに頻尿になると訴
える人がいます。その機序と治療についてご教示ください。

＜新潟県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　脳梗塞による排尿障害についてご教示ください。
　脳梗塞後、尿が一日中出ている人の処方はどうしたらよいのでしょうか。
　ウリトスは効きますでしょうか。

＜群馬県開業医＞

高齢者の排尿障害

　山内　排尿障害といいますと、我々
は昔から、男ならば前立腺肥大、女性
は膀胱炎というイメージだったのです
が、最近は過活動膀胱といったものを
中心に、非常に概念が広がっています。
これらにはいろいろな種類のものもあ
って、また重なることも多いと思いま
すので、まずこのあたりを少し整理し
たいと思います。まず、おのおのに関
して少しご説明願いたいのですが。
　橘田　おしっこについてはほとんど
がためている時間です。蓄尿していて、
１日に数回、多くの場合、７回か８回

だけ排尿するということを我々は行っ
ています。それが歳を取ってくると、
いろいろな理由から、まずためられな
くなってしまうことで頻尿が起きてし
まいます。もう一つは、男性の加齢に
よる宿命ですが、先生がおっしゃった
ような前立腺肥大症、それによって尿
が出づらいということが起きてきます。
　ですから、ためる症状としては、非
常にトイレが近い、いわゆる頻尿と、
あるいは急に切迫するような尿意が蓄
尿するときに起きる症状が有名です。
それが夜に起きれば夜間頻尿として、
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から、出たときに急に打つのかという
話になりますね。
　池田　高いから、なるべく定期的と
いうよりは期間を空けていきたいとい
うことになりますね。
　大路　出ないようにしておくのがじ
んましんの治療の目標ですから。
　池田　そういう意味ではちょっと使
いづらいですね。
　大路　出たときにさっとのめるよう

な薬があったほうがいいですね。注射
だと難しいかもしれません。
　池田　いろいろな薬が全く効かない、
あるいは２種類、３種類重ねても、胃
薬を使ってもよっぽど効かない場合と
か。
　大路　最終手段ですかね。
　池田　そういう方ですと、対象が少
なくなるかなというところですね。ど
うもありがとうございました。

北海道大学病院泌尿器科講師
橘　田　岳　也

（聞き手　山内俊一）

　高齢者の排尿障害についてご教示ください。
　高齢者で朝方の起床時頃、または起床直後１〜２時間ほどに頻尿になると訴
える人がいます。その機序と治療についてご教示ください。

＜新潟県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　脳梗塞による排尿障害についてご教示ください。
　脳梗塞後、尿が一日中出ている人の処方はどうしたらよいのでしょうか。
　ウリトスは効きますでしょうか。

＜群馬県開業医＞

高齢者の排尿障害

　山内　排尿障害といいますと、我々
は昔から、男ならば前立腺肥大、女性
は膀胱炎というイメージだったのです
が、最近は過活動膀胱といったものを
中心に、非常に概念が広がっています。
これらにはいろいろな種類のものもあ
って、また重なることも多いと思いま
すので、まずこのあたりを少し整理し
たいと思います。まず、おのおのに関
して少しご説明願いたいのですが。
　橘田　おしっこについてはほとんど
がためている時間です。蓄尿していて、
１日に数回、多くの場合、７回か８回

だけ排尿するということを我々は行っ
ています。それが歳を取ってくると、
いろいろな理由から、まずためられな
くなってしまうことで頻尿が起きてし
まいます。もう一つは、男性の加齢に
よる宿命ですが、先生がおっしゃった
ような前立腺肥大症、それによって尿
が出づらいということが起きてきます。
　ですから、ためる症状としては、非
常にトイレが近い、いわゆる頻尿と、
あるいは急に切迫するような尿意が蓄
尿するときに起きる症状が有名です。
それが夜に起きれば夜間頻尿として、
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　山内　それ以外の不活動膀胱とか低
活動膀胱といったものも、その前に現
れるという話を聞きますが、いかがで
しょうか。
　橘田　過活動膀胱が非常に有名にな
ってきたので、過活動膀胱だけでトイ
レが近い、切迫感があるというイメー
ジが強かったのですが、実は世の中に
は、切迫感は確かにあるのだけれども、
トイレに行ったらあまりおしっこを出
せない。そういう方の残尿を調べると、
中にはほとんどおしっこを出せない方
もいることがわかってきました。そう
いった患者さんの中には、実はおっし
ゃるように低活動膀胱という概念の患
者さんがけっこう多くいて、それと過
活動膀胱が一緒に存在したりするので
す。ですから、トイレが近いだけでは
なくて、いざトイレに行くとおしっこ
を出しきれないという、非常に辛い症
状の方が高齢の方に多くいらっしゃる
ことが最近わかってきました。低活動
膀胱については、実は良い薬があまり
ないので、我々泌尿器科の中では非常
に治療に苦慮している疾患概念です。
　山内　この低活動膀胱ですが、残尿
とかなり深く結びついていると見てよ
いのでしょうか。
　橘田　エコーをおなかに当てたりし
て残尿を調べるのですが、トイレに行
きたくて行くのに、どんなに頑張って
もおしっこが出せない状態。その理由
として、通常であれば我々の膀胱は、

別におなかに力を入れなくても勝手に
収縮して尿を出してくれるのですが、
低活動膀胱は文字どおり膀胱が収縮し
なくなっているのです。ですので、必
要なだけの収縮を起こせないので出き
らないことから、残尿が中心になって
しまいます。
　山内　ほかにも神経因性膀胱という、
昔から耳慣れたものがあるのですが、
これの位置づけは今どうなのでしょう。
　橘田　神経因性膀胱はもちろんなく
なった概念ではありませんし、神経因
性膀胱の適応を取った薬剤もあります。
ただ、神経因性膀胱といっても幅が広
くて、膀胱の周囲の末梢神経から脊髄、
脳まで、あらゆるところの障害によっ
て排尿ができない疾患概念としての神
経因性膀胱です。何かに特化した概念
ではないので、なくなったわけではあ
りません。脊髄損傷の方などのような
典型的ないわゆる神経因性膀胱の方も
いますが、最近非常に過活動膀胱がク
ローズアップされ、低活動膀胱も出て
きていることから、あまり多く話題に
上らない言葉になっているのは事実で
す。
　山内　少し狭い意味になってきたの
ですね。
　橘田　そうです。
　山内　この質問のように、起床後、
ないし早朝あたりに非常にトイレが頻
繁になるらしいのですが、一般的にこ
ういうものなのでしょうね。

非常に生活の質を下げるものになりま
す。
　もう一つが男性の前立腺などに代表
される出すほうの障害です。排出障害
と我々は言うのですが、例えばトイレ
では非常におなかに力を入れないと出
ないとか、トイレに行っても、終わっ
た後に残尿感があったりします。
　泌尿器科では、蓄尿症状、排尿症状
と、あと排尿後症状の３つに分けてそ
の症状を比べるのですが、最後の排尿
後症状は、排尿している最中に残尿感
は感じません。そういった言葉の定義
を泌尿器科学会で決めて整理をし、そ
の症状の程度について、治療でどうな
るかを見たりしています。
　山内　最近になって過活動膀胱の概
念が出てきてから、相当いろいろなこ
とがわかってきたのでしょうね。
　橘田　過活動膀胱の定義自体は、例
えば検査をして膀胱の圧力を測ったり
するわけではなく、とにかく切迫感が
ある、それが１週間に１回以上ある方
で、特に女性であれば切迫感でトイレ
に間に合わなくて失禁に至ってしまう
切迫性尿失禁などが主症状としての定
義です。ですから、患者さん自体が、
検査などを要さないで過活動膀胱であ
ることが判明する定義ができたのです。
　これによって、先生がおっしゃった
ように非常に研究が進んだことがあり
ました。例えば過活動膀胱のそもそも
の理由は、よくイメージされるのが脳

梗塞や、神経のパーキンソン病など、
神経疾患ではっきりわかっているもの
は実は２割ぐらいです。残りの８割の
過活動膀胱の理由は、あまりはっきり
わかっていません。先生の専門の糖尿
病でも、加齢だけで過活動膀胱になる
といわれていますが、結局、正確なメ
カニズムは全部は解明されていません。
ただ、今は動物実験等で前立腺肥大症
でも長い時間が経つと過活動膀胱にな
ることがわかっています。その辺のメ
カニズムはけっこう頑張って解明が進
んでいます。
　山内　先ほどの症状ですが、間に合
わない尿漏れについて、女性では有名
ですが、男性でもあるのでしょうか。
　橘田　私もイメージとしてなかなか
わからなかったのですが、実は国内の
アンケートを行うと、40代、50代ぐら
いまでは女性の失禁のほうがはるかに
男性よりも多く、それはイメージどお
りなのです。ところが75歳以上や80歳
を超えていくと、男性も女性もほとん
ど同じぐらいに切迫性尿失禁を起こし
ているという統計が取られたのです。
ですから、ご高齢の男性でも実は切迫
性尿失禁を起こしていることがわかっ
ています。
　山内　排尿障害の中でも、頻度とし
て過活動膀胱は非常に多いと見てよい
のでしょうか。
　橘田　非常に多いことがわかってい
ます。
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　山内　それ以外の不活動膀胱とか低
活動膀胱といったものも、その前に現
れるという話を聞きますが、いかがで
しょうか。
　橘田　過活動膀胱が非常に有名にな
ってきたので、過活動膀胱だけでトイ
レが近い、切迫感があるというイメー
ジが強かったのですが、実は世の中に
は、切迫感は確かにあるのだけれども、
トイレに行ったらあまりおしっこを出
せない。そういう方の残尿を調べると、
中にはほとんどおしっこを出せない方
もいることがわかってきました。そう
いった患者さんの中には、実はおっし
ゃるように低活動膀胱という概念の患
者さんがけっこう多くいて、それと過
活動膀胱が一緒に存在したりするので
す。ですから、トイレが近いだけでは
なくて、いざトイレに行くとおしっこ
を出しきれないという、非常に辛い症
状の方が高齢の方に多くいらっしゃる
ことが最近わかってきました。低活動
膀胱については、実は良い薬があまり
ないので、我々泌尿器科の中では非常
に治療に苦慮している疾患概念です。
　山内　この低活動膀胱ですが、残尿
とかなり深く結びついていると見てよ
いのでしょうか。
　橘田　エコーをおなかに当てたりし
て残尿を調べるのですが、トイレに行
きたくて行くのに、どんなに頑張って
もおしっこが出せない状態。その理由
として、通常であれば我々の膀胱は、

別におなかに力を入れなくても勝手に
収縮して尿を出してくれるのですが、
低活動膀胱は文字どおり膀胱が収縮し
なくなっているのです。ですので、必
要なだけの収縮を起こせないので出き
らないことから、残尿が中心になって
しまいます。
　山内　ほかにも神経因性膀胱という、
昔から耳慣れたものがあるのですが、
これの位置づけは今どうなのでしょう。
　橘田　神経因性膀胱はもちろんなく
なった概念ではありませんし、神経因
性膀胱の適応を取った薬剤もあります。
ただ、神経因性膀胱といっても幅が広
くて、膀胱の周囲の末梢神経から脊髄、
脳まで、あらゆるところの障害によっ
て排尿ができない疾患概念としての神
経因性膀胱です。何かに特化した概念
ではないので、なくなったわけではあ
りません。脊髄損傷の方などのような
典型的ないわゆる神経因性膀胱の方も
いますが、最近非常に過活動膀胱がク
ローズアップされ、低活動膀胱も出て
きていることから、あまり多く話題に
上らない言葉になっているのは事実で
す。
　山内　少し狭い意味になってきたの
ですね。
　橘田　そうです。
　山内　この質問のように、起床後、
ないし早朝あたりに非常にトイレが頻
繁になるらしいのですが、一般的にこ
ういうものなのでしょうね。

非常に生活の質を下げるものになりま
す。
　もう一つが男性の前立腺などに代表
される出すほうの障害です。排出障害
と我々は言うのですが、例えばトイレ
では非常におなかに力を入れないと出
ないとか、トイレに行っても、終わっ
た後に残尿感があったりします。
　泌尿器科では、蓄尿症状、排尿症状
と、あと排尿後症状の３つに分けてそ
の症状を比べるのですが、最後の排尿
後症状は、排尿している最中に残尿感
は感じません。そういった言葉の定義
を泌尿器科学会で決めて整理をし、そ
の症状の程度について、治療でどうな
るかを見たりしています。
　山内　最近になって過活動膀胱の概
念が出てきてから、相当いろいろなこ
とがわかってきたのでしょうね。
　橘田　過活動膀胱の定義自体は、例
えば検査をして膀胱の圧力を測ったり
するわけではなく、とにかく切迫感が
ある、それが１週間に１回以上ある方
で、特に女性であれば切迫感でトイレ
に間に合わなくて失禁に至ってしまう
切迫性尿失禁などが主症状としての定
義です。ですから、患者さん自体が、
検査などを要さないで過活動膀胱であ
ることが判明する定義ができたのです。
　これによって、先生がおっしゃった
ように非常に研究が進んだことがあり
ました。例えば過活動膀胱のそもそも
の理由は、よくイメージされるのが脳

梗塞や、神経のパーキンソン病など、
神経疾患ではっきりわかっているもの
は実は２割ぐらいです。残りの８割の
過活動膀胱の理由は、あまりはっきり
わかっていません。先生の専門の糖尿
病でも、加齢だけで過活動膀胱になる
といわれていますが、結局、正確なメ
カニズムは全部は解明されていません。
ただ、今は動物実験等で前立腺肥大症
でも長い時間が経つと過活動膀胱にな
ることがわかっています。その辺のメ
カニズムはけっこう頑張って解明が進
んでいます。
　山内　先ほどの症状ですが、間に合
わない尿漏れについて、女性では有名
ですが、男性でもあるのでしょうか。
　橘田　私もイメージとしてなかなか
わからなかったのですが、実は国内の
アンケートを行うと、40代、50代ぐら
いまでは女性の失禁のほうがはるかに
男性よりも多く、それはイメージどお
りなのです。ところが75歳以上や80歳
を超えていくと、男性も女性もほとん
ど同じぐらいに切迫性尿失禁を起こし
ているという統計が取られたのです。
ですから、ご高齢の男性でも実は切迫
性尿失禁を起こしていることがわかっ
ています。
　山内　排尿障害の中でも、頻度とし
て過活動膀胱は非常に多いと見てよい
のでしょうか。
　橘田　非常に多いことがわかってい
ます。
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　橘田　ウリトスという薬は抗コリン
薬のカテゴリーに入るのですが、国内
に何種類もある抗コリン薬の中で、ウ
リトスは半減期が短い薬になります。
裏を返すと、効いている時間として、
１日のうち、ある時間帯だけ効かせた
いということが可能です。質問にあり
ましたが、いろいろ水分を減らしても

頻尿がとれないという人に対しては、
例えば、こういったウリトスのような
薬を寝る前にのむことで夜間頻尿を抑
えることが臨床研究等でも有効性を認
められています。選択肢としては有効
ではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　橘田　夜間頻尿から起床後数時間ま
で、すなわち日中の活動時間以外で、
本来であれば尿が濃縮されたものしか
つくられない時間帯の尿が増えてしま
うことが、こういった典型例だと思い
ます。
　山内　この理由は何なのでしょうか。
　橘田　夜間に尿量が増えることが根
っこにあると思います。その理由とし
ては若いときに比べて、歳を取ってく
ると尿を濃くする抗利尿ホルモンの分
泌が減ることが一つ判明しています。
あとは純粋に、どうしても心臓の働き、
心機能の低下によって、日中は動き回
っている、座ったり立ったりしていま
すが、臥位をとることによって、いわ
ゆる血流量が増え、心臓に戻ってくる
量が増えて、尿がつくられてしまうこ
となどが理由とされています。
　山内　そうしますと、治療というよ
り、対策としては寝る前の水分摂取を
少し抑えたほうがいいということでし
ょうね。
　橘田　おっしゃるとおりです。
　山内　次にもう一つの質問なのです
が、脳梗塞での頻尿はいかがでしょう。
　橘田　脳梗塞も、先ほどの過活動膀
胱の一つの大きな理由になっています。
基本的に脳のいろいろな部位が梗塞に
よって障害を受けますが、脳は主に排
尿反射を抑制する立場を取っている。
脳梗塞によってその抑制が外れると考
えていいと思います。ですので、例え

ば我々の膀胱は、正常であれば400mL
前後はためられるといわれていますが、
それが脳梗塞によって100mL程度しか
ためられなくなってしまう。100mL程
度で、もはやその情報が排尿反射に結
びついてしまうことが起きていると考
えられるので、頻尿になる方が多い。
脳梗塞後のいわゆる排尿障害は頻尿の
方が多くなってしまいます。
　山内　過活動の一部ですね。
　橘田　はい。
　山内　さて、治療ですが、いかがで
しょう。
　橘田　過活動膀胱と考えますと、今、
国内でのガイドライン等でも過活動膀
胱の治療薬としては、いわゆる抗コリ
ン薬とβ3アドレナリン受容体の作動
薬の２種類が主にどちらもグレードA
というのを取っており、同等に有効で
あることがわかっています。ですので、
もちろんどちらを使われてもいいので
すが、抗コリン薬については非常に種
類が多く存在しています。実は薬剤に
もそれぞれ特性がありますので、泌尿
器科専門医であれば、そういった使い
分けをするときもあります。β3遮断
薬についても、近年は新しい薬剤など
も出ていますから、もちろんそちらを
使われてもかまいません。患者さんに
合ったものを使うということになりま
す。
　山内　質問でウリトスはどうでしょ
うとあります。いかがでしょうか。
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　橘田　ウリトスという薬は抗コリン
薬のカテゴリーに入るのですが、国内
に何種類もある抗コリン薬の中で、ウ
リトスは半減期が短い薬になります。
裏を返すと、効いている時間として、
１日のうち、ある時間帯だけ効かせた
いということが可能です。質問にあり
ましたが、いろいろ水分を減らしても

頻尿がとれないという人に対しては、
例えば、こういったウリトスのような
薬を寝る前にのむことで夜間頻尿を抑
えることが臨床研究等でも有効性を認
められています。選択肢としては有効
ではないかと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　橘田　夜間頻尿から起床後数時間ま
で、すなわち日中の活動時間以外で、
本来であれば尿が濃縮されたものしか
つくられない時間帯の尿が増えてしま
うことが、こういった典型例だと思い
ます。
　山内　この理由は何なのでしょうか。
　橘田　夜間に尿量が増えることが根
っこにあると思います。その理由とし
ては若いときに比べて、歳を取ってく
ると尿を濃くする抗利尿ホルモンの分
泌が減ることが一つ判明しています。
あとは純粋に、どうしても心臓の働き、
心機能の低下によって、日中は動き回
っている、座ったり立ったりしていま
すが、臥位をとることによって、いわ
ゆる血流量が増え、心臓に戻ってくる
量が増えて、尿がつくられてしまうこ
となどが理由とされています。
　山内　そうしますと、治療というよ
り、対策としては寝る前の水分摂取を
少し抑えたほうがいいということでし
ょうね。
　橘田　おっしゃるとおりです。
　山内　次にもう一つの質問なのです
が、脳梗塞での頻尿はいかがでしょう。
　橘田　脳梗塞も、先ほどの過活動膀
胱の一つの大きな理由になっています。
基本的に脳のいろいろな部位が梗塞に
よって障害を受けますが、脳は主に排
尿反射を抑制する立場を取っている。
脳梗塞によってその抑制が外れると考
えていいと思います。ですので、例え

ば我々の膀胱は、正常であれば400mL
前後はためられるといわれていますが、
それが脳梗塞によって100mL程度しか
ためられなくなってしまう。100mL程
度で、もはやその情報が排尿反射に結
びついてしまうことが起きていると考
えられるので、頻尿になる方が多い。
脳梗塞後のいわゆる排尿障害は頻尿の
方が多くなってしまいます。
　山内　過活動の一部ですね。
　橘田　はい。
　山内　さて、治療ですが、いかがで
しょう。
　橘田　過活動膀胱と考えますと、今、
国内でのガイドライン等でも過活動膀
胱の治療薬としては、いわゆる抗コリ
ン薬とβ3アドレナリン受容体の作動
薬の２種類が主にどちらもグレードA
というのを取っており、同等に有効で
あることがわかっています。ですので、
もちろんどちらを使われてもいいので
すが、抗コリン薬については非常に種
類が多く存在しています。実は薬剤に
もそれぞれ特性がありますので、泌尿
器科専門医であれば、そういった使い
分けをするときもあります。β3遮断
薬についても、近年は新しい薬剤など
も出ていますから、もちろんそちらを
使われてもかまいません。患者さんに
合ったものを使うということになりま
す。
　山内　質問でウリトスはどうでしょ
うとあります。いかがでしょうか。
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聖路加国際病院泌尿器科部長
服　部　一　紀

（聞き手　山内俊一）

　5α-還元酵素阻害薬についてご教示ください。
　5α-還元酵素阻害薬は、前立腺肥大の治療に用いられ、また男性型脱毛にも
有効であることが知られています。テストステロンがより強力なアンドロゲン
であるジヒドロテストステロンに変換されるのを阻害して作用を示すのですが、
フィードバック機構によりテストステロン濃度は上昇すると思われます。アン
ドロゲンは抗加齢ホルモンとしての作用も知られていますが、これを阻害する
と、筋肉量減少、肥満、糖代謝や脂質代謝への悪影響は生じるのでしょうか。
ベネフィットとリスクについてご教示ください。

＜栃木県勤務医＞

5α-還元酵素阻害薬

　山内　まずこの５α-還元酵素はどう
いった酵素なのでしょうか。
　服部　５α-還元酵素とは、主に精巣
で産生されるテストステロンを、より
効果が強力なジヒドロテストステロン
（DHT）に変換させる酵素です。５α- 
還元酵素には、少なくともタイプ１と
タイプ２の２種類があることが知られ
ていて、タイプ１は皮膚、肝臓などに
存在しており、タイプ２は皮膚、肝臓
のほかにも、前立腺など男性の生殖器
に存在します。
　山内　酵素があると、普通はそこに

働く薬がよく開発されますし、実際、
この場合も阻害薬といったものが開発
されているわけですが、具体的にどの
ようなものがあって、どういった疾患
に使われるのでしょうか。
　服部　５α-還元酵素阻害薬は、この
酵素の働きを阻害することによってテ
ストステロンからDHTへの変換をブ
ロックして、DHTの濃度を低下させ
ます。このことにより頭皮において男
性ホルモンによる脱毛を抑制するほか
に、１年間の投与で約30％ぐらい前立
腺の体積が減少すると報告されていま

す。このことによって、前立腺肥大症
の諸症状を緩和することが証明されて
います。
　現在、フィナステリドという薬剤と
デュタステリドという薬剤が市販され
ていて、フィナステリドは男性型脱毛
症の治療薬、デュタステリドは前立腺
肥大症に対して用いられるほか、前立
腺肥大症に対する薬剤と異なる商品名
で、男性型脱毛症の治療薬としても用
いられています。
　山内　質問では、この阻害薬を投与
すると血中テストステロン濃度が上が
ってくるのではないかという話ですが、
いかがでしょうか。
　服部　５α-還元酵素阻害薬を投与す
ると、当然血中のDHT濃度はおよそ
90％低下するといわれています。一方
で血中のテストステロン濃度は、ご指
摘のとおり、約20％増加します。この

理由として、一部は確かにDHT濃度
の低下によるネガティブフィードバッ
ク機構も考えられていますが、そのほ
かにもテストステロンの変換、代謝自
体の減少などの要因もあるとされてい
まして、その正確な機序は不明な部分
もあります。
　山内　変換すること自体の意義づけ
といったものはまだよくわかっていな
いのでしょうね。
　服部　そういうことのようです。
　山内　もともと男性ホルモン系は筋
肉量とか肥満、糖代謝、脂質代謝等、
いろいろな代謝にも影響するとされて
いますが、阻害することによって、全
身系への影響はどのように出るのでし
ょうか。
　服部　まず成人におけるテストステ
ロンの役割として、筋肉量の維持、造
血の維持、骨密度の維持、脂肪蓄積の

図　前立腺肥大症治療薬の作用機序
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聖路加国際病院泌尿器科部長
服　部　一　紀

（聞き手　山内俊一）

　5α-還元酵素阻害薬についてご教示ください。
　5α-還元酵素阻害薬は、前立腺肥大の治療に用いられ、また男性型脱毛にも
有効であることが知られています。テストステロンがより強力なアンドロゲン
であるジヒドロテストステロンに変換されるのを阻害して作用を示すのですが、
フィードバック機構によりテストステロン濃度は上昇すると思われます。アン
ドロゲンは抗加齢ホルモンとしての作用も知られていますが、これを阻害する
と、筋肉量減少、肥満、糖代謝や脂質代謝への悪影響は生じるのでしょうか。
ベネフィットとリスクについてご教示ください。

＜栃木県勤務医＞

5α-還元酵素阻害薬

　山内　まずこの５α-還元酵素はどう
いった酵素なのでしょうか。
　服部　５α-還元酵素とは、主に精巣
で産生されるテストステロンを、より
効果が強力なジヒドロテストステロン
（DHT）に変換させる酵素です。５α- 
還元酵素には、少なくともタイプ１と
タイプ２の２種類があることが知られ
ていて、タイプ１は皮膚、肝臓などに
存在しており、タイプ２は皮膚、肝臓
のほかにも、前立腺など男性の生殖器
に存在します。
　山内　酵素があると、普通はそこに

働く薬がよく開発されますし、実際、
この場合も阻害薬といったものが開発
されているわけですが、具体的にどの
ようなものがあって、どういった疾患
に使われるのでしょうか。
　服部　５α-還元酵素阻害薬は、この
酵素の働きを阻害することによってテ
ストステロンからDHTへの変換をブ
ロックして、DHTの濃度を低下させ
ます。このことにより頭皮において男
性ホルモンによる脱毛を抑制するほか
に、１年間の投与で約30％ぐらい前立
腺の体積が減少すると報告されていま

す。このことによって、前立腺肥大症
の諸症状を緩和することが証明されて
います。
　現在、フィナステリドという薬剤と
デュタステリドという薬剤が市販され
ていて、フィナステリドは男性型脱毛
症の治療薬、デュタステリドは前立腺
肥大症に対して用いられるほか、前立
腺肥大症に対する薬剤と異なる商品名
で、男性型脱毛症の治療薬としても用
いられています。
　山内　質問では、この阻害薬を投与
すると血中テストステロン濃度が上が
ってくるのではないかという話ですが、
いかがでしょうか。
　服部　５α-還元酵素阻害薬を投与す
ると、当然血中のDHT濃度はおよそ
90％低下するといわれています。一方
で血中のテストステロン濃度は、ご指
摘のとおり、約20％増加します。この

理由として、一部は確かにDHT濃度
の低下によるネガティブフィードバッ
ク機構も考えられていますが、そのほ
かにもテストステロンの変換、代謝自
体の減少などの要因もあるとされてい
まして、その正確な機序は不明な部分
もあります。
　山内　変換すること自体の意義づけ
といったものはまだよくわかっていな
いのでしょうね。
　服部　そういうことのようです。
　山内　もともと男性ホルモン系は筋
肉量とか肥満、糖代謝、脂質代謝等、
いろいろな代謝にも影響するとされて
いますが、阻害することによって、全
身系への影響はどのように出るのでし
ょうか。
　服部　まず成人におけるテストステ
ロンの役割として、筋肉量の維持、造
血の維持、骨密度の維持、脂肪蓄積の

図　前立腺肥大症治療薬の作用機序
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抑制などがあります。これらの機能に
は必ずしもDHTは必要としていませ
ん。したがって、５α-還元酵素を投与
しても、すでに述べたように、テスト
ステロンの濃度自体はむしろ増加する
こともあって、その影響は皮膚や前立
腺など、５α-還元酵素が多く存在する
組織や臓器に限られ、全身的な影響は
ないとされています。
　山内　局所的に働くと見てよいので
すね。
　服部　そういうことになります。
　山内　もう一つ、こういった全身系
の作用があるとすると、むしろテスト
ステロンのほうがDHTよりも強いの
ではないのでしょうか。
　服部　全身的な作用としてはテスト
ステロンが主になると思います。
　山内　この阻害薬を投与することに
よってどういったベネフィット、利点
が生じてくるのでしょうか。
　服部　ベネフィットについては、す
でに述べましたように、主に男性型脱
毛の改善と前立腺の体積の縮小による
前立腺肥大症の症状の改善があげられ
ます。
　山内　やはり副作用もあるのですね。
　服部　副作用として比較的多いもの
としては、性欲の減退、勃起機能の低
下、いわゆるEDですね。そのほかにも、
乳房痛や乳房の腫脹などがあげられま
す。また、DHTは胎児における男性
生殖器の形成に必須ですので、小児は

もちろんのこと、妊娠の可能性のある
女性は服用しないこととされています。
　山内　このホルモンは男性ホルモン
に影響します。男性ホルモンが大きく
影響するのに有名な前立腺がんがあり
ますが、これに対する影響はいかがで
しょうか。
　服部　かつて、５α-還元酵素が前立
腺がんの発生を予防できるのではない
かという臨床試験が行われたことがあ
りました。その結果、確かに全体とし
ては前立腺がんの発生をある程度抑制
することが認められましたが、一方で
悪性度の高い前立腺がんはむしろ増加
するという報告が当初ありました。そ
の後の詳しい研究の結果、現在ではそ
れは否定的とされていますが、結局、
前立腺がんの発がん予防として、この
５α-還元酵素阻害薬は用いられていま
せん。
　５α-還元酵素阻害薬を投与する際の
注意点として、前立腺がんの検診目的
で前立腺特異抗原、いわゆるPSA検査
を行う場合に注意する必要があります。
前立腺細胞におけるPSAの産生はDHT
の影響を強く受けるので、５α-還元酵
素阻害薬を投与するとPSAの値は見か
け上約50％に低下します。だからとい
って、前立腺がんの可能性も50％低下
するわけではありませんので、前立腺
がんの検診を受ける際にはこの点に注
意する必要があります。
　山内　PSAを測定するときは注意が

必要なのですね。
　服部　見かけ上低くなってしまいま
すので。
　山内　テストステロン濃度というの
は当然男性機能に絡みますので、加齢
の影響が入ってくると思うのですが、
このあたりの最近の知見について教え
ていただけますか。
　服部　一般的に50歳代以降、男性の
血中テストステロン濃度は緩やかに減
少していきます。しかし、個人差も大
きいことがわかっていて、高齢になっ
ても実は多くの人は比較的テストステ
ロン濃度が維持されます。最近よく男
性更年期という言葉を聞きますが、男
性の場合は女性と異なって、明らかに
テストステロン濃度が低下するという
特定の時期は存在しないので、厳密に
いうと男性更年期というべき時期はな
いことになります。
　山内　更年期の「期」がないのです
ね。ただし、加齢でテストステロンが
低下するのは明らかですが、どういっ
たことが起こるのでしょう。
　服部　テストステロンが低下するこ
とによって、性欲や勃起機能の低下な
ど性機能の低下、筋肉量や骨密度の低
下、抑うつ気分、貧血、インスリン抵
抗性などが起こり得ます。
　山内　そうしますと、やはり女性と
同じような補充療法はあるのでしょう
か。
　服部　高齢者に対するテストステロ

ン補充療法が検討されていますが、そ
もそもテストステロン補充療法とは、
血中のテストステロン濃度が明らかに
低下し、その結果として症状を引き起
こしている男性に対して、テストステ
ロンを投与することです。日本では定
期的な筋肉内注射による投与が一般的
ですが、海外では外用薬など、様々な
剤形のテストステロン製剤があるよう
です。
　海外におけるテストステロン補充に
関する比較的大規模な臨床研究の結果
によると、テストステロンの補充によ
り性機能の改善、ヘモグロビン濃度や
骨密度の増加、抑うつ気分の改善など
が認められました。一方で、認知機能
や一般的な活動性の明らかな改善は認
められませんでした。また、テストス
テロン濃度が低下していても何も症状
がない人に対するテストステロン補充
の明らかな有用性は認められていない
ため、症状のない人への補充は推奨さ
れていません。
　原則として、テストステロン低下に
よる症状がある方に、補充は限られる
と思います。
　山内　適応はしっかりと見定めてと
いうことですね。最後に、前立腺肥大
症に関する薬には、いろいろな種類が
ありますが、この薬剤が主に担当する
領域はどういった方々なのかうかがい
たいのですが。
　服部　一般的に広く用いることがで
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抑制などがあります。これらの機能に
は必ずしもDHTは必要としていませ
ん。したがって、５α-還元酵素を投与
しても、すでに述べたように、テスト
ステロンの濃度自体はむしろ増加する
こともあって、その影響は皮膚や前立
腺など、５α-還元酵素が多く存在する
組織や臓器に限られ、全身的な影響は
ないとされています。
　山内　局所的に働くと見てよいので
すね。
　服部　そういうことになります。
　山内　もう一つ、こういった全身系
の作用があるとすると、むしろテスト
ステロンのほうがDHTよりも強いの
ではないのでしょうか。
　服部　全身的な作用としてはテスト
ステロンが主になると思います。
　山内　この阻害薬を投与することに
よってどういったベネフィット、利点
が生じてくるのでしょうか。
　服部　ベネフィットについては、す
でに述べましたように、主に男性型脱
毛の改善と前立腺の体積の縮小による
前立腺肥大症の症状の改善があげられ
ます。
　山内　やはり副作用もあるのですね。
　服部　副作用として比較的多いもの
としては、性欲の減退、勃起機能の低
下、いわゆるEDですね。そのほかにも、
乳房痛や乳房の腫脹などがあげられま
す。また、DHTは胎児における男性
生殖器の形成に必須ですので、小児は

もちろんのこと、妊娠の可能性のある
女性は服用しないこととされています。
　山内　このホルモンは男性ホルモン
に影響します。男性ホルモンが大きく
影響するのに有名な前立腺がんがあり
ますが、これに対する影響はいかがで
しょうか。
　服部　かつて、５α-還元酵素が前立
腺がんの発生を予防できるのではない
かという臨床試験が行われたことがあ
りました。その結果、確かに全体とし
ては前立腺がんの発生をある程度抑制
することが認められましたが、一方で
悪性度の高い前立腺がんはむしろ増加
するという報告が当初ありました。そ
の後の詳しい研究の結果、現在ではそ
れは否定的とされていますが、結局、
前立腺がんの発がん予防として、この
５α-還元酵素阻害薬は用いられていま
せん。
　５α-還元酵素阻害薬を投与する際の
注意点として、前立腺がんの検診目的
で前立腺特異抗原、いわゆるPSA検査
を行う場合に注意する必要があります。
前立腺細胞におけるPSAの産生はDHT
の影響を強く受けるので、５α-還元酵
素阻害薬を投与するとPSAの値は見か
け上約50％に低下します。だからとい
って、前立腺がんの可能性も50％低下
するわけではありませんので、前立腺
がんの検診を受ける際にはこの点に注
意する必要があります。
　山内　PSAを測定するときは注意が

必要なのですね。
　服部　見かけ上低くなってしまいま
すので。
　山内　テストステロン濃度というの
は当然男性機能に絡みますので、加齢
の影響が入ってくると思うのですが、
このあたりの最近の知見について教え
ていただけますか。
　服部　一般的に50歳代以降、男性の
血中テストステロン濃度は緩やかに減
少していきます。しかし、個人差も大
きいことがわかっていて、高齢になっ
ても実は多くの人は比較的テストステ
ロン濃度が維持されます。最近よく男
性更年期という言葉を聞きますが、男
性の場合は女性と異なって、明らかに
テストステロン濃度が低下するという
特定の時期は存在しないので、厳密に
いうと男性更年期というべき時期はな
いことになります。
　山内　更年期の「期」がないのです
ね。ただし、加齢でテストステロンが
低下するのは明らかですが、どういっ
たことが起こるのでしょう。
　服部　テストステロンが低下するこ
とによって、性欲や勃起機能の低下な
ど性機能の低下、筋肉量や骨密度の低
下、抑うつ気分、貧血、インスリン抵
抗性などが起こり得ます。
　山内　そうしますと、やはり女性と
同じような補充療法はあるのでしょう
か。
　服部　高齢者に対するテストステロ

ン補充療法が検討されていますが、そ
もそもテストステロン補充療法とは、
血中のテストステロン濃度が明らかに
低下し、その結果として症状を引き起
こしている男性に対して、テストステ
ロンを投与することです。日本では定
期的な筋肉内注射による投与が一般的
ですが、海外では外用薬など、様々な
剤形のテストステロン製剤があるよう
です。
　海外におけるテストステロン補充に
関する比較的大規模な臨床研究の結果
によると、テストステロンの補充によ
り性機能の改善、ヘモグロビン濃度や
骨密度の増加、抑うつ気分の改善など
が認められました。一方で、認知機能
や一般的な活動性の明らかな改善は認
められませんでした。また、テストス
テロン濃度が低下していても何も症状
がない人に対するテストステロン補充
の明らかな有用性は認められていない
ため、症状のない人への補充は推奨さ
れていません。
　原則として、テストステロン低下に
よる症状がある方に、補充は限られる
と思います。
　山内　適応はしっかりと見定めてと
いうことですね。最後に、前立腺肥大
症に関する薬には、いろいろな種類が
ありますが、この薬剤が主に担当する
領域はどういった方々なのかうかがい
たいのですが。
　服部　一般的に広く用いることがで
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千葉大学小児病態学教授
下　条　直　樹

（聞き手　池田志斈）

　小児に対するスギ花粉やダニ抗原による舌下免疫療法についてご教示くださ
い。
　１．適応症例の選択法
　２．実施方法（用量、治療期間、実施上の注意事項など）
　３．効果の判定法
　４．副反応とその対策

＜埼玉県開業医＞

小児に対する舌下免疫療法

　池田　今、成人に用いられている舌
下免疫療法、それもスギ花粉やダニ抗
原、２種類あるのですが、これを小児
に使えないかという質問です。ちょっ
とイメージしにくいのですが、どのよ
うな症例に行われる治療法でしょうか。
　下条　スギ花粉もダニ抗原も、現在、
舌下免疫療法の適用年齢について基本
的に決まった年齢は指定されていませ
ん。しかし、アレルゲン錠を舌下に保
持することができる年齢ということで、
５歳ぐらいからがいいのではないかと
いわれていると思います。ですから、
適用年齢は一般的には５歳以上と考え
るのがよいのではないかと思います。

　池田　例えば、ダニの場合は通年性
の鼻炎が想像できるのですが、スギ花
粉は限られた時期です。その場合はど
ういった説明になりますか。
　下条　基本的にはスギの花粉症も、
ダニによる通年性の鼻炎も、いろいろ
な考え方があると思いますが、それを
行ったほうがメリットがあると考えら
れる症例かどうかが大事だと思います。
そうすると、保護者の考え方と本人の
考え方の両方が大事だと思うのですが、
スギ花粉に関しては、その時期にもの
すごく具合が悪くなってしまう患者さ
んですね。熱が出るようなお子さんも
確かにおられます。あとは、親御さん、

きる代表的な薬だと思います。ただ、
この薬は即効性がないので、一般に効
果が出るまでに半年から１年ぐらいか
かります。したがいまして、通常はα
遮断薬など、比較的症状を緩和する即
効性のある薬剤と併用するのが一般的
だと思います。
　山内　そのほかの薬剤に関してはい

かがでしょう。
　服部　最近はNOの産生を増やす薬
もよく使われていると思います。
　山内　いろいろと選択幅が広がって
きていますし、また、手術的な感じの
ものもあるのですね。
　服部　そういうことになります。
　山内　ありがとうございました。
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千葉大学小児病態学教授
下　条　直　樹

（聞き手　池田志斈）

　小児に対するスギ花粉やダニ抗原による舌下免疫療法についてご教示くださ
い。
　１．適応症例の選択法
　２．実施方法（用量、治療期間、実施上の注意事項など）
　３．効果の判定法
　４．副反応とその対策

＜埼玉県開業医＞

小児に対する舌下免疫療法

　池田　今、成人に用いられている舌
下免疫療法、それもスギ花粉やダニ抗
原、２種類あるのですが、これを小児
に使えないかという質問です。ちょっ
とイメージしにくいのですが、どのよ
うな症例に行われる治療法でしょうか。
　下条　スギ花粉もダニ抗原も、現在、
舌下免疫療法の適用年齢について基本
的に決まった年齢は指定されていませ
ん。しかし、アレルゲン錠を舌下に保
持することができる年齢ということで、
５歳ぐらいからがいいのではないかと
いわれていると思います。ですから、
適用年齢は一般的には５歳以上と考え
るのがよいのではないかと思います。

　池田　例えば、ダニの場合は通年性
の鼻炎が想像できるのですが、スギ花
粉は限られた時期です。その場合はど
ういった説明になりますか。
　下条　基本的にはスギの花粉症も、
ダニによる通年性の鼻炎も、いろいろ
な考え方があると思いますが、それを
行ったほうがメリットがあると考えら
れる症例かどうかが大事だと思います。
そうすると、保護者の考え方と本人の
考え方の両方が大事だと思うのですが、
スギ花粉に関しては、その時期にもの
すごく具合が悪くなってしまう患者さ
んですね。熱が出るようなお子さんも
確かにおられます。あとは、親御さん、

きる代表的な薬だと思います。ただ、
この薬は即効性がないので、一般に効
果が出るまでに半年から１年ぐらいか
かります。したがいまして、通常はα
遮断薬など、比較的症状を緩和する即
効性のある薬剤と併用するのが一般的
だと思います。
　山内　そのほかの薬剤に関してはい

かがでしょう。
　服部　最近はNOの産生を増やす薬
もよく使われていると思います。
　山内　いろいろと選択幅が広がって
きていますし、また、手術的な感じの
ものもあるのですね。
　服部　そういうことになります。
　山内　ありがとうございました。
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あるいはごきょうだいがいる場合は、
上のお兄さんあるいはお姉さんがとて
もひどい花粉症で困っている場合には、
下の子を花粉症にしたくないと、スギ
の免疫療法を行いたい親御さんも多い
ようです。
　スギ花粉症では、症状の強さもあり
ますが、日本では、春に受験する方も
多いので、そういうときにパフォーマ
ンスが落ちてしまう。特に、抗ヒスタ
ミン薬を使うと、子どもの場合には、
もちろん眠気は大人ほどはっきり出な
いですが、眠くなったり、また逆に興
奮してしまうお子さんもいます。場合
によってはそういう薬物とスギ花粉症
の両方の症状が相まってパフォーマン
スが落ちるのです。抗ヒスタミン薬な
どを使わないでスギ花粉症の症状を緩
和したい、あるいはうまくすれば寛解
に入りたいという考えの方は、花粉症
の舌下免疫をするというモチベーショ
ンが上がるのではないかと思います。
　池田　確かに受験のシーズンだと、
インフルエンザもスギ花粉もある。イ
ンフルエンザはある程度ワクチンで防
げるような感じはありますが、プラス
してスギ花粉の舌下免疫療法もしたい
という方もある程度いらっしゃるので
すね。
　下条　そうですね。
　池田　一方、ダニはどのような方な
のでしょうか。
　下条　ダニの鼻炎は、ご家族あるい

はご本人がなかなか自覚していないこ
とがあります。我々医師が診察をして
いると、ずっと口を開けている。親御
さんに「お子さんはいつも口を開けて
いませんか」と聞くと、「そういわれ
ると開けています」といわれます。「夜、
鼻が詰まっていてなかなか寝れなかっ
たりとか、あるいは起きてしまったり
することはないですか」と聞くと、「確
かにそうですね」といわれます。また、
無呼吸になったりする方もいます。そ
ういうことを聞いて、かなり通年性の
鼻炎、ダニによる鼻炎の影響があるこ
とがわかると、大きなモチベーション
の一つになるかと思います。
　池田　先生方のところに、患者さん
たちはそういった情報を持ってこられ
るのでしょうか。どういったきっかけ
で行かれるのでしょうか。
　下条　世の中には舌下免疫療法がま
だあまり知られていない地域もたくさ
んあるようです。以前あまり皆さんが
ご存じないときは、アトピー性皮膚炎、
食物アレルギーの患者さんが我々の外
来でフォローされているときに、アレ
ルギーマーチというかたちで、鼻炎に
なり、喘息になり、あるいは花粉症に
なるようなコースを取るとまずお伝え
しました。その場合には我々からこう
いう治療のオプションがあることを提
示して、それで興味を持たれて参加さ
れる、治療を選ぶ、選択される患者さ
んもたくさんいました。しかし最近は、

いろいろな話をインターネット、ある
いはよくなった方から聞いて、舌下免
疫そのものを希望されて来られる方も
います。
　池田　実際の治療方法ですが、どの
ようになるのでしょうか。
　下条　現在、日本ではスギに関して
の舌下免疫は１種類、ダニに関しては
２種類の製剤が出ていて、それぞれが
また少し違うところがあります。説明
書を読んでいただければいいと思うの
ですが、基本的には最初は少ない量か
ら始めて、あるものは３日ぐらいで、
あるものは１週間ぐらいでフルドース
に上げる。そしてフルドースに上げた
後、３～５年ぐらい毎日継続して、そ
れで１回やめてみるというかたちにな
ると思います。今のデータですと、３～
５年やって、やめてみても、その後、
数年間効果が持続するというデータが
あります。３年が一応スタンダードで
すが、効果があれば、できれば５年ぐ
らいやってもいいかと考えています。
　池田　今、ダニには２種類あるとの
ことですが、それぞれどのような特性
があるのでしょうか。
　下条　実はアレルゲンの量としては
数倍違うといわれているのですが、臨
床的には効果も副作用も大きな差がな
いといわれているので、どちらを選ん
でもいいと思っています。ただ、年齢
によって、保持をしやすい年齢となか
なか難しい年齢があるので、お子さん

に合った剤形を考えてみるのは大事な
ポイントの一つかと思っています。
　池田　剤形の違いとはどのようなも
のでしょうか。
　下条　一つは丸い形で、もう一つは
薄いシート状です。シート状製剤のい
い点は、わりと早く溶けることです。
個人的な意見ですが、なかなか保持が
難しいような小さなお子さんの場合に
は、シート状製剤のほうが、やりやす
いかもしれません。ただ、それはお子
さんごとの感覚がありますので、試し
ていただいて、どちらがいいかを保護
者の方あるいは本人と話して決めるの
がいいかと思っています。
　池田　シート状のほうが比較的溶け
やすいイメージなのですね。
　下条　そうですね。個人的には確か
に溶けやすいと思っています。
　池田　ということは、あまり長いこ
と舌下に保持できない方は、比較的早
く溶けて、少なくとも一定時間は粘膜
に曝露できるもののほうがよいと。
　下条　そうですね。ただ、臨床の治
験では両者の間に効果も副作用も大き
な違いがありませんので、その方の好
みでいいと思うのです。小さなお子さ
んの場合にはそれを考えてもいいかと、
個人的な意見としてはそう思っていま
す。
　池田　それぞれ一長一短あるので試
してみようということですね。やはり
気になるのは副反応ですが、どのよう
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あるいはごきょうだいがいる場合は、
上のお兄さんあるいはお姉さんがとて
もひどい花粉症で困っている場合には、
下の子を花粉症にしたくないと、スギ
の免疫療法を行いたい親御さんも多い
ようです。
　スギ花粉症では、症状の強さもあり
ますが、日本では、春に受験する方も
多いので、そういうときにパフォーマ
ンスが落ちてしまう。特に、抗ヒスタ
ミン薬を使うと、子どもの場合には、
もちろん眠気は大人ほどはっきり出な
いですが、眠くなったり、また逆に興
奮してしまうお子さんもいます。場合
によってはそういう薬物とスギ花粉症
の両方の症状が相まってパフォーマン
スが落ちるのです。抗ヒスタミン薬な
どを使わないでスギ花粉症の症状を緩
和したい、あるいはうまくすれば寛解
に入りたいという考えの方は、花粉症
の舌下免疫をするというモチベーショ
ンが上がるのではないかと思います。
　池田　確かに受験のシーズンだと、
インフルエンザもスギ花粉もある。イ
ンフルエンザはある程度ワクチンで防
げるような感じはありますが、プラス
してスギ花粉の舌下免疫療法もしたい
という方もある程度いらっしゃるので
すね。
　下条　そうですね。
　池田　一方、ダニはどのような方な
のでしょうか。
　下条　ダニの鼻炎は、ご家族あるい

はご本人がなかなか自覚していないこ
とがあります。我々医師が診察をして
いると、ずっと口を開けている。親御
さんに「お子さんはいつも口を開けて
いませんか」と聞くと、「そういわれ
ると開けています」といわれます。「夜、
鼻が詰まっていてなかなか寝れなかっ
たりとか、あるいは起きてしまったり
することはないですか」と聞くと、「確
かにそうですね」といわれます。また、
無呼吸になったりする方もいます。そ
ういうことを聞いて、かなり通年性の
鼻炎、ダニによる鼻炎の影響があるこ
とがわかると、大きなモチベーション
の一つになるかと思います。
　池田　先生方のところに、患者さん
たちはそういった情報を持ってこられ
るのでしょうか。どういったきっかけ
で行かれるのでしょうか。
　下条　世の中には舌下免疫療法がま
だあまり知られていない地域もたくさ
んあるようです。以前あまり皆さんが
ご存じないときは、アトピー性皮膚炎、
食物アレルギーの患者さんが我々の外
来でフォローされているときに、アレ
ルギーマーチというかたちで、鼻炎に
なり、喘息になり、あるいは花粉症に
なるようなコースを取るとまずお伝え
しました。その場合には我々からこう
いう治療のオプションがあることを提
示して、それで興味を持たれて参加さ
れる、治療を選ぶ、選択される患者さ
んもたくさんいました。しかし最近は、

いろいろな話をインターネット、ある
いはよくなった方から聞いて、舌下免
疫そのものを希望されて来られる方も
います。
　池田　実際の治療方法ですが、どの
ようになるのでしょうか。
　下条　現在、日本ではスギに関して
の舌下免疫は１種類、ダニに関しては
２種類の製剤が出ていて、それぞれが
また少し違うところがあります。説明
書を読んでいただければいいと思うの
ですが、基本的には最初は少ない量か
ら始めて、あるものは３日ぐらいで、
あるものは１週間ぐらいでフルドース
に上げる。そしてフルドースに上げた
後、３～５年ぐらい毎日継続して、そ
れで１回やめてみるというかたちにな
ると思います。今のデータですと、３～
５年やって、やめてみても、その後、
数年間効果が持続するというデータが
あります。３年が一応スタンダードで
すが、効果があれば、できれば５年ぐ
らいやってもいいかと考えています。
　池田　今、ダニには２種類あるとの
ことですが、それぞれどのような特性
があるのでしょうか。
　下条　実はアレルゲンの量としては
数倍違うといわれているのですが、臨
床的には効果も副作用も大きな差がな
いといわれているので、どちらを選ん
でもいいと思っています。ただ、年齢
によって、保持をしやすい年齢となか
なか難しい年齢があるので、お子さん

に合った剤形を考えてみるのは大事な
ポイントの一つかと思っています。
　池田　剤形の違いとはどのようなも
のでしょうか。
　下条　一つは丸い形で、もう一つは
薄いシート状です。シート状製剤のい
い点は、わりと早く溶けることです。
個人的な意見ですが、なかなか保持が
難しいような小さなお子さんの場合に
は、シート状製剤のほうが、やりやす
いかもしれません。ただ、それはお子
さんごとの感覚がありますので、試し
ていただいて、どちらがいいかを保護
者の方あるいは本人と話して決めるの
がいいかと思っています。
　池田　シート状のほうが比較的溶け
やすいイメージなのですね。
　下条　そうですね。個人的には確か
に溶けやすいと思っています。
　池田　ということは、あまり長いこ
と舌下に保持できない方は、比較的早
く溶けて、少なくとも一定時間は粘膜
に曝露できるもののほうがよいと。
　下条　そうですね。ただ、臨床の治
験では両者の間に効果も副作用も大き
な違いがありませんので、その方の好
みでいいと思うのです。小さなお子さ
んの場合にはそれを考えてもいいかと、
個人的な意見としてはそう思っていま
す。
　池田　それぞれ一長一短あるので試
してみようということですね。やはり
気になるのは副反応ですが、どのよう
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な副反応があるのでしょうか。
　下条　だいたい５割の患者さんで副
作用があるといわれています。能書に
は基本的にアナフィラキシーというよ
うな強いアレルギー反応が起こる可能
性もあると書いてあるので、舌下免疫
療法を実地開業の先生がされる場合に
は、具合が悪くなったときにどこでフ
ォローしてくれるのかということから、
なかなか使いづらいという印象があり
ます。しかし実際にはシリアスな副作
用のアナフィラキシーは基本的にほと
んど見られないと考えていいと思いま
す。日中に行うのであるならば、実地
の先生方もだいたい対応できるでしょ
う。
　ただ、お子さんたちが学校から帰っ
てきて塾に行ったりすると、どうして
も朝と夜になります。運動は避けるほ
うがいいのですが、朝だと学校に行っ
て走ったりしますし、夜はお風呂に入
ってはいけないということになります。
したがって、夕ご飯の前や、寝る前に
することになりますので、夜も対応で
きる病院がバックアップするというシ
ステムがあるといいです。舌下免疫療
法が行いやすい社会的環境をつくるこ
とが大切かと思っています。
　具体的には、副作用といっても、今
お話ししたとおりに、かなりの部分が
軽度の局所的な反応に終始しますし、
その副作用が出るとしても２週間、長
くても１カ月が大部分なので、その時

期をうまく乗り切ることがポイントで
す。副作用というのは、口の中が腫れ
たりかゆくなったりするので、嫌いな
人もいるのですが、量をうまく加減し
てみたり、あるいは事前に抗ヒスタミ
ン薬をのんでみたりすることで、低減
化することができます。最初の１カ月
間を乗り切って、あとの何年間を続け
るためには、始めるときによく考えて
あげるといいかと思っています。
　池田　安全面として抗ヒスタミン薬
をうまく使っていくということですね。
逆にいうと、そういった反応がある方
のほうが効くような気がするのですが。
　下条　医師の監督下でファーストド
ースは必ず30分とか、あるいは長いと
２時間ぐらい見ます。そのときに症状
が仮にないとしても、３日ぐらいたっ
たところで、同じドースですが、副作
用としてローカルなリアクションが出
てくることがあります。そういう場合
でも、僕からすると、反応がある人の
ほうが、それがはっきりよくなってく
ると反応が出なくなってくるので、患
者さんがリアルに感じられるようです。
「ああ、反応がなくなってきた」と。
例えば、注射の免疫療法、今回は注射
の免疫療法の話ではないのですが、注
射の免疫療法をやっていても、本当に
よくなって効いてくると、局所のロー
カルリアクションが下がってくるので
す。それは臨床的な効果と関連がある
ので、そういうことを考えると、最初

にはっきり副作用があった方が「ああ、
よくなってきた。反応がしづらくなっ
ているな」というのは効果の目安の一
つになる可能性が大きいと思います。
　池田　最終的な効果の判定というの
はそういったことなのでしょうか。あ
るいは、何かもう少し具体的な効果判
定の方法はあるのでしょうか。
　下条　スギ花粉症だと季節がはっき
りしていますので、「去年に比べてよ
かったね」とか、「薬をどのぐらい使
わなくて済んだね」とわかりやすいの
ですが、ダニは通年性なので、なかな
か客観的な評価が難しいです。そう考
えると、客観的な評価がある程度簡単
にできるような一つのメルクマール、
もちろん、幾つもあってもいいのです
が、そういうもののシートをつくって、
始める前と、始めてすぐと、それから
２カ月後とか、そのときどきに実際書
いていただくのがいいと思っています。
どんなふうに変わったのかを、よくい
うビジュアルアナログスケールのよう

なもので記載してもらうと、本人ある
いは保護者の方が客観的にこれぐらい
効いたということを理解して、継続に
つながることを経験しています。具体
的には、夜起きなくなったとか、口を
開けるのが減ったとか、一番よく使う
メルクマールとしてはティッシュを使
うのが減ったとか、そういうものがわ
かりやすいと思います。
　池田　そういったものが目に見えれ
ば、またモチベーションになって、そ
れが治療につながっていくということ
ですね。
　下条　舌下の免疫療法の３～５年と
いう期間は確かに長いといえば長いの
ですが、それを続けていくモチベーシ
ョンをきちんと持っていただくために、
コミュニケーションを取ったりとか、
あるいは客観的にご自身が感じられる
ようなマーカーを一緒に考えてあげる
ことがたいへん重要かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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な副反応があるのでしょうか。
　下条　だいたい５割の患者さんで副
作用があるといわれています。能書に
は基本的にアナフィラキシーというよ
うな強いアレルギー反応が起こる可能
性もあると書いてあるので、舌下免疫
療法を実地開業の先生がされる場合に
は、具合が悪くなったときにどこでフ
ォローしてくれるのかということから、
なかなか使いづらいという印象があり
ます。しかし実際にはシリアスな副作
用のアナフィラキシーは基本的にほと
んど見られないと考えていいと思いま
す。日中に行うのであるならば、実地
の先生方もだいたい対応できるでしょ
う。
　ただ、お子さんたちが学校から帰っ
てきて塾に行ったりすると、どうして
も朝と夜になります。運動は避けるほ
うがいいのですが、朝だと学校に行っ
て走ったりしますし、夜はお風呂に入
ってはいけないということになります。
したがって、夕ご飯の前や、寝る前に
することになりますので、夜も対応で
きる病院がバックアップするというシ
ステムがあるといいです。舌下免疫療
法が行いやすい社会的環境をつくるこ
とが大切かと思っています。
　具体的には、副作用といっても、今
お話ししたとおりに、かなりの部分が
軽度の局所的な反応に終始しますし、
その副作用が出るとしても２週間、長
くても１カ月が大部分なので、その時

期をうまく乗り切ることがポイントで
す。副作用というのは、口の中が腫れ
たりかゆくなったりするので、嫌いな
人もいるのですが、量をうまく加減し
てみたり、あるいは事前に抗ヒスタミ
ン薬をのんでみたりすることで、低減
化することができます。最初の１カ月
間を乗り切って、あとの何年間を続け
るためには、始めるときによく考えて
あげるといいかと思っています。
　池田　安全面として抗ヒスタミン薬
をうまく使っていくということですね。
逆にいうと、そういった反応がある方
のほうが効くような気がするのですが。
　下条　医師の監督下でファーストド
ースは必ず30分とか、あるいは長いと
２時間ぐらい見ます。そのときに症状
が仮にないとしても、３日ぐらいたっ
たところで、同じドースですが、副作
用としてローカルなリアクションが出
てくることがあります。そういう場合
でも、僕からすると、反応がある人の
ほうが、それがはっきりよくなってく
ると反応が出なくなってくるので、患
者さんがリアルに感じられるようです。
「ああ、反応がなくなってきた」と。
例えば、注射の免疫療法、今回は注射
の免疫療法の話ではないのですが、注
射の免疫療法をやっていても、本当に
よくなって効いてくると、局所のロー
カルリアクションが下がってくるので
す。それは臨床的な効果と関連がある
ので、そういうことを考えると、最初

にはっきり副作用があった方が「ああ、
よくなってきた。反応がしづらくなっ
ているな」というのは効果の目安の一
つになる可能性が大きいと思います。
　池田　最終的な効果の判定というの
はそういったことなのでしょうか。あ
るいは、何かもう少し具体的な効果判
定の方法はあるのでしょうか。
　下条　スギ花粉症だと季節がはっき
りしていますので、「去年に比べてよ
かったね」とか、「薬をどのぐらい使
わなくて済んだね」とわかりやすいの
ですが、ダニは通年性なので、なかな
か客観的な評価が難しいです。そう考
えると、客観的な評価がある程度簡単
にできるような一つのメルクマール、
もちろん、幾つもあってもいいのです
が、そういうもののシートをつくって、
始める前と、始めてすぐと、それから
２カ月後とか、そのときどきに実際書
いていただくのがいいと思っています。
どんなふうに変わったのかを、よくい
うビジュアルアナログスケールのよう

なもので記載してもらうと、本人ある
いは保護者の方が客観的にこれぐらい
効いたということを理解して、継続に
つながることを経験しています。具体
的には、夜起きなくなったとか、口を
開けるのが減ったとか、一番よく使う
メルクマールとしてはティッシュを使
うのが減ったとか、そういうものがわ
かりやすいと思います。
　池田　そういったものが目に見えれ
ば、またモチベーションになって、そ
れが治療につながっていくということ
ですね。
　下条　舌下の免疫療法の３～５年と
いう期間は確かに長いといえば長いの
ですが、それを続けていくモチベーシ
ョンをきちんと持っていただくために、
コミュニケーションを取ったりとか、
あるいは客観的にご自身が感じられる
ようなマーカーを一緒に考えてあげる
ことがたいへん重要かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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北里大学北里研究所病院眼科部長
川　北　哲　也

（聞き手　池田志斈）

　まつ毛ダニと目の症状についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

まつ毛ダニ

　池田　目にダニがすんでいるという
のはすごく怖いのですが、もともとヒ
トにすんでいるのでしょうか。
　川北　もともとニキビダニというも
のとほぼ同じなのです。目にはマイボ
ーム腺という脂の分泌腺がありまして、
そこと、それからまつ毛の根部の脂腺
のところに種類の違うデモデックスと
いうダニが共存しています。
　池田　眼瞼のところで２種類、最低
いるのですね。
　川北　はい。
　池田　ヒトに特化してすんでいるの
ですか。
　川北　イヌとかネコにもそのダニは
いますが、また違う種類のダニがいま
す。ペットでいる場合は濃密な接触と
か、皮膚と動物の毛などをすり合わせ
ることで、イヌやネコ、ペットからヒ
トにうつることもあります。

　池田　イヌのダニも眼瞼のところに
すんでいるのでしょうか。
　川北　いえ、眼瞼のところというよ
りは、全体的に皮膚との接触でうつる
ことが多いと思います。
　池田　毛穴のところですね。ヒトに
も特化しているのが眼瞼のところの２
種類ですね。
　川北　はい。
　池田　どうやって生きているのです
か。脂を食べているのでしょうか。
　川北　脂とか皮膚のかすを食べて生
きていますので、たまに皮膚に出てき
たりすることもあるようです。
　池田　恐ろしいですね。よく最近ネ
ットで写真も出ているのですが、ある
意味、常在しているのですね。
　川北　常在しています。
　池田　例えば、目の症状のあるなし
に関係なく調べてみると、どのくらい

の方が陽性になるのでしょうか。
　川北　私はマイアミに留学していた
のですけれども、マイアミのような温
暖なところや、言い方が悪いですけれ
ども、清潔な環境ではないところだと、
30％とか50％で、正常人のまつ毛を抜
いても生息しているといわれています。
私が十数年前に調べた正常人のデータ
によりますと、日本人は５～10％ぐら
い、正常人でもまつ毛の根部にデモデ
ックスがいるという結果が出ました。
　池田　環境と衛生状態によるのです
ね。
　川北　はい。
　池田　検査するときは一部、まつ毛
を抜かなければいけないのですか。
　川北　そうです。まつ毛を抜くので
すが、まつ毛の根部に落屑様の物質、
白いふけのようなものがついているま
つ毛を選んで抜くと、デモデックスが
いる可能性が高いとされています。
　池田　正常でもついていることを考
えると、例えばデモデックスの数が増
えたり、あるいは宿主のほうが反応す
ると、どのような症状になるのでしょ
うか。
　川北　デモデックスがいるイコール
何か目に症状が出るということではな
いのですが、数が増えることで病原性
を持つと今のところは考えられていま
す。数がかなり増えて炎症などを起こ
すことで、例えば前部眼瞼炎といわれ
る難治性の、抗生剤やステロイドなど

を使っても治らないような眼瞼炎を起
こしたり、あるいは慢性の結膜炎、な
かなか眼科に行っても治らない、治療
しても治療に抵抗性の結膜炎が起こっ
たり、あるいは角膜に傷がついてきた
り、いろいろな症状が起こってくると
いわれています。最近はものもらいの
原因としても考えられているようです。
　池田　人によってはかなり症状が出
てくるのですね。増えやすい人には何
か背景があるのでしょうか。
　川北　増えやすい人としては、例え
ば手術後に医師に「目の回りはあまり
こすったり、さわったりしないでくだ
さい」と言われて、それをずっと守っ
ていらっしゃる患者さんや、目の回り
をきれいにしていないためにまつ毛が
不衛生になってダニが増えてしまって
いる、そういう方もいます。
　池田　よく手術後に眼帯をして、そ
の後もあまりさわらないように、とい
うことがけっこうありますよね。そう

写真

ダニ

まつ毛
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北里大学北里研究所病院眼科部長
川　北　哲　也

（聞き手　池田志斈）

　まつ毛ダニと目の症状についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

まつ毛ダニ

　池田　目にダニがすんでいるという
のはすごく怖いのですが、もともとヒ
トにすんでいるのでしょうか。
　川北　もともとニキビダニというも
のとほぼ同じなのです。目にはマイボ
ーム腺という脂の分泌腺がありまして、
そこと、それからまつ毛の根部の脂腺
のところに種類の違うデモデックスと
いうダニが共存しています。
　池田　眼瞼のところで２種類、最低
いるのですね。
　川北　はい。
　池田　ヒトに特化してすんでいるの
ですか。
　川北　イヌとかネコにもそのダニは
いますが、また違う種類のダニがいま
す。ペットでいる場合は濃密な接触と
か、皮膚と動物の毛などをすり合わせ
ることで、イヌやネコ、ペットからヒ
トにうつることもあります。

　池田　イヌのダニも眼瞼のところに
すんでいるのでしょうか。
　川北　いえ、眼瞼のところというよ
りは、全体的に皮膚との接触でうつる
ことが多いと思います。
　池田　毛穴のところですね。ヒトに
も特化しているのが眼瞼のところの２
種類ですね。
　川北　はい。
　池田　どうやって生きているのです
か。脂を食べているのでしょうか。
　川北　脂とか皮膚のかすを食べて生
きていますので、たまに皮膚に出てき
たりすることもあるようです。
　池田　恐ろしいですね。よく最近ネ
ットで写真も出ているのですが、ある
意味、常在しているのですね。
　川北　常在しています。
　池田　例えば、目の症状のあるなし
に関係なく調べてみると、どのくらい

の方が陽性になるのでしょうか。
　川北　私はマイアミに留学していた
のですけれども、マイアミのような温
暖なところや、言い方が悪いですけれ
ども、清潔な環境ではないところだと、
30％とか50％で、正常人のまつ毛を抜
いても生息しているといわれています。
私が十数年前に調べた正常人のデータ
によりますと、日本人は５～10％ぐら
い、正常人でもまつ毛の根部にデモデ
ックスがいるという結果が出ました。
　池田　環境と衛生状態によるのです
ね。
　川北　はい。
　池田　検査するときは一部、まつ毛
を抜かなければいけないのですか。
　川北　そうです。まつ毛を抜くので
すが、まつ毛の根部に落屑様の物質、
白いふけのようなものがついているま
つ毛を選んで抜くと、デモデックスが
いる可能性が高いとされています。
　池田　正常でもついていることを考
えると、例えばデモデックスの数が増
えたり、あるいは宿主のほうが反応す
ると、どのような症状になるのでしょ
うか。
　川北　デモデックスがいるイコール
何か目に症状が出るということではな
いのですが、数が増えることで病原性
を持つと今のところは考えられていま
す。数がかなり増えて炎症などを起こ
すことで、例えば前部眼瞼炎といわれ
る難治性の、抗生剤やステロイドなど

を使っても治らないような眼瞼炎を起
こしたり、あるいは慢性の結膜炎、な
かなか眼科に行っても治らない、治療
しても治療に抵抗性の結膜炎が起こっ
たり、あるいは角膜に傷がついてきた
り、いろいろな症状が起こってくると
いわれています。最近はものもらいの
原因としても考えられているようです。
　池田　人によってはかなり症状が出
てくるのですね。増えやすい人には何
か背景があるのでしょうか。
　川北　増えやすい人としては、例え
ば手術後に医師に「目の回りはあまり
こすったり、さわったりしないでくだ
さい」と言われて、それをずっと守っ
ていらっしゃる患者さんや、目の回り
をきれいにしていないためにまつ毛が
不衛生になってダニが増えてしまって
いる、そういう方もいます。
　池田　よく手術後に眼帯をして、そ
の後もあまりさわらないように、とい
うことがけっこうありますよね。そう

写真

ダニ

まつ毛
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すると、怖いから、全く洗いもしない。
何もしない。
　川北　１週間程度でしたらそうでも
ないと思うのですが、例えば数カ月と
か全く洗わないと、皮脂を食べるダニ
が増殖、繁殖することはあります。
　池田　そういう環境なのですね。ち
ょっと前に戻ってしまうのですが、デ
モデックスが原因とはいえない部分も
あると思うのです。これはデモデック
スによる症状だという診断はどのよう
にされるのでしょうか。
　川北　それがなかなか難しいのです
が、完全にデモデックスが病因でこれ
が起こっているということはなかなか
言えないのが現状です。なので、除外
診断としてみていくという考え方で、
抗生剤あるいはステロイドの点眼や軟
膏になかなか反応しない、かつ、まつ
毛の根部にふけ状の物質、落屑様の物
質がかなりついていて、衛生上はあま
りよくない状態で、まつ毛を抜くとデ
モデックスが多数いる。そういう状況
が重なって初めてデモデックスによる
前部眼瞼炎という診断ができると思い
ます。
　池田　常在生物としての側面もある
ので、病歴と薬の反応性も含めて診断
していくということですね。ほかの疾
患も除外していく中で、そういう病名
が残ってくると思います。
　今度は治療になりますが、どのよう
にされるのでしょうか。

　川北　治療として報告されているも
のとしては、やはりきれいにするとい
うことがまず第一で、まつ毛の周り、
いわゆる眼瞼の縁、眼瞼縁を毎日のよ
うに清浄にしてもらう。それでアイシ
ャンプーなどを使ってきれいにしても
らうことが一つです。なかなかそうい
うものだけでは治療ができない、ある
いはデモデックスの数が減らない方に
関しては、ティーツリーオイルを使っ
てまぶたの縁をスワイプしてもらう。
毎日スワイプしてもらうことでデモデ
ックスの数が減っていくという報告は
幾つもあります。
　池田　ティーツリーオイルの場合は、
オイルですので、例えば綿棒などにし
み込ませて拭くというイメージがある
のですが、アイシャンプーというのは
具体的にどのように扱うのですか。
　川北　アイシャンプーは、幾つか製
品があると思うのですが、液状のシャ
ンプーのようなもので、目にはあまり
刺激性がないものです。手をきれいに
洗って指の腹で優しくまぶたの縁をこ
するようにして使います。
　池田　まず石けんで手を洗って、指
の腹にアイシャンプーをちょっとつけ
て、まつ毛の根元を少しこすっていく。
　川北　アイメイクとかそういうもの
を落とすために、オイルクレンジング
など、されていると思うのですが、そ
ういうようなイメージだと思います。
　池田　確かに、女性はアイシャドー

とかマスカラなどをつけますね。うま
く扱えないのは男性のほうでしょうか。
それをやってデモデックスが減って、
症状がよくなってくる。そうすると、
眼瞼の処置はどのようなタイミングで、
回数を減らしたりするのでしょうか。
　川北　初めのうちは毎日のようにア
イシャンプーで朝晩しっかり洗浄して
もらって、デモデックスの数がかなり
減ってきて、眼瞼とか目の状態もよく
なってくれば、１日１回、あるいは週
に数回ぐらいで様子を見ていただくこ
とでよいかと思います。
　池田　これは続けなければいけない
ものなのでしょうか。
　川北　目の回りの脂の汚れは、なか
なか男性は普通の洗顔では取れないこ
とが多いので、週に何回か、もしくは
毎朝、目の回りを優しく洗うことを習
慣づけてもらったほうが本当はよいの
かと考えています。
　池田　例えば洗浄について、１日２
回という話もありましたが、やり過ぎ
て不都合なことはあるのでしょうか。
　川北　こするということです。優し
く眼瞼をなでるぐらいでいいと思うの
ですが、ごしごしと強くこすることを
続けるのはあまりよくない。逆に炎症
を起こしてしまったり、眼瞼下垂など
の原因になりうるので、優しくなでる
ようなかたちで洗浄していただくのが
いいかと思います。
　池田　寄生虫ということなので、内

服でイベルメクチンとか、ああいった
寄生虫の薬を使うことはあるのでしょ
うか。
　川北　たしかブラジルで、寄生虫の
薬を使うような報告がありましたが、
日本ではそういった抗寄生虫薬を使う
ような、それほどひどい症例には出合
ったことがありません。
　池田　日本では清潔にしておけば何
とかなるということですね。
　川北　そうですね。
　池田　なかなか難しいところだと思
います。それから、今、ちまたでまつ
毛ダニの話がすごく出ているのですが、
予防法について質問があるのです。予
防法はあるのでしょうか。
　川北　予防としても、やはり清浄に
する、きれいにしておくことが一番で
す。例えば皮膚でいうニキビを予防す
るために洗顔できれいにしておくのと
同じように、アイシャンプーを使って
清潔な状態を保つということが一番だ
と思います。
　池田　自分ですべてできる方はいい
のですが、例えば寝たきりの方とか高
齢者の場合はどうするのでしょうか。
　川北　それはなかなか難しい問題で
すが、たまに綿棒にアイシャンプーを
つける、もしくは点眼液をつけてきれ
いにしてあげることを、週に何回かし
てあげたほうが本当はよいかと思いま
す。
　池田　時々いらっしゃいますよね。
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すると、怖いから、全く洗いもしない。
何もしない。
　川北　１週間程度でしたらそうでも
ないと思うのですが、例えば数カ月と
か全く洗わないと、皮脂を食べるダニ
が増殖、繁殖することはあります。
　池田　そういう環境なのですね。ち
ょっと前に戻ってしまうのですが、デ
モデックスが原因とはいえない部分も
あると思うのです。これはデモデック
スによる症状だという診断はどのよう
にされるのでしょうか。
　川北　それがなかなか難しいのです
が、完全にデモデックスが病因でこれ
が起こっているということはなかなか
言えないのが現状です。なので、除外
診断としてみていくという考え方で、
抗生剤あるいはステロイドの点眼や軟
膏になかなか反応しない、かつ、まつ
毛の根部にふけ状の物質、落屑様の物
質がかなりついていて、衛生上はあま
りよくない状態で、まつ毛を抜くとデ
モデックスが多数いる。そういう状況
が重なって初めてデモデックスによる
前部眼瞼炎という診断ができると思い
ます。
　池田　常在生物としての側面もある
ので、病歴と薬の反応性も含めて診断
していくということですね。ほかの疾
患も除外していく中で、そういう病名
が残ってくると思います。
　今度は治療になりますが、どのよう
にされるのでしょうか。

　川北　治療として報告されているも
のとしては、やはりきれいにするとい
うことがまず第一で、まつ毛の周り、
いわゆる眼瞼の縁、眼瞼縁を毎日のよ
うに清浄にしてもらう。それでアイシ
ャンプーなどを使ってきれいにしても
らうことが一つです。なかなかそうい
うものだけでは治療ができない、ある
いはデモデックスの数が減らない方に
関しては、ティーツリーオイルを使っ
てまぶたの縁をスワイプしてもらう。
毎日スワイプしてもらうことでデモデ
ックスの数が減っていくという報告は
幾つもあります。
　池田　ティーツリーオイルの場合は、
オイルですので、例えば綿棒などにし
み込ませて拭くというイメージがある
のですが、アイシャンプーというのは
具体的にどのように扱うのですか。
　川北　アイシャンプーは、幾つか製
品があると思うのですが、液状のシャ
ンプーのようなもので、目にはあまり
刺激性がないものです。手をきれいに
洗って指の腹で優しくまぶたの縁をこ
するようにして使います。
　池田　まず石けんで手を洗って、指
の腹にアイシャンプーをちょっとつけ
て、まつ毛の根元を少しこすっていく。
　川北　アイメイクとかそういうもの
を落とすために、オイルクレンジング
など、されていると思うのですが、そ
ういうようなイメージだと思います。
　池田　確かに、女性はアイシャドー

とかマスカラなどをつけますね。うま
く扱えないのは男性のほうでしょうか。
それをやってデモデックスが減って、
症状がよくなってくる。そうすると、
眼瞼の処置はどのようなタイミングで、
回数を減らしたりするのでしょうか。
　川北　初めのうちは毎日のようにア
イシャンプーで朝晩しっかり洗浄して
もらって、デモデックスの数がかなり
減ってきて、眼瞼とか目の状態もよく
なってくれば、１日１回、あるいは週
に数回ぐらいで様子を見ていただくこ
とでよいかと思います。
　池田　これは続けなければいけない
ものなのでしょうか。
　川北　目の回りの脂の汚れは、なか
なか男性は普通の洗顔では取れないこ
とが多いので、週に何回か、もしくは
毎朝、目の回りを優しく洗うことを習
慣づけてもらったほうが本当はよいの
かと考えています。
　池田　例えば洗浄について、１日２
回という話もありましたが、やり過ぎ
て不都合なことはあるのでしょうか。
　川北　こするということです。優し
く眼瞼をなでるぐらいでいいと思うの
ですが、ごしごしと強くこすることを
続けるのはあまりよくない。逆に炎症
を起こしてしまったり、眼瞼下垂など
の原因になりうるので、優しくなでる
ようなかたちで洗浄していただくのが
いいかと思います。
　池田　寄生虫ということなので、内

服でイベルメクチンとか、ああいった
寄生虫の薬を使うことはあるのでしょ
うか。
　川北　たしかブラジルで、寄生虫の
薬を使うような報告がありましたが、
日本ではそういった抗寄生虫薬を使う
ような、それほどひどい症例には出合
ったことがありません。
　池田　日本では清潔にしておけば何
とかなるということですね。
　川北　そうですね。
　池田　なかなか難しいところだと思
います。それから、今、ちまたでまつ
毛ダニの話がすごく出ているのですが、
予防法について質問があるのです。予
防法はあるのでしょうか。
　川北　予防としても、やはり清浄に
する、きれいにしておくことが一番で
す。例えば皮膚でいうニキビを予防す
るために洗顔できれいにしておくのと
同じように、アイシャンプーを使って
清潔な状態を保つということが一番だ
と思います。
　池田　自分ですべてできる方はいい
のですが、例えば寝たきりの方とか高
齢者の場合はどうするのでしょうか。
　川北　それはなかなか難しい問題で
すが、たまに綿棒にアイシャンプーを
つける、もしくは点眼液をつけてきれ
いにしてあげることを、週に何回かし
てあげたほうが本当はよいかと思いま
す。
　池田　時々いらっしゃいますよね。
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高齢者で寝たきりの方で、目のところ
にいろいろついていて、涙がついてい
るのか、よくわからないような方が。
　川北　それはけっこうな頻度でデモ
デックスが数多く寄生していると思い
ます。

　池田　アイシャンプーに関しては、
綿棒などにつけて少しこする。その後、
顔を水で洗うとか、そういうことは必
要なのでしょうか。
　川北　その後、水で洗うかたちです。
　池田　ありがとうございました。

循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

川崎幸病院 心臓病センター長
高　梨　秀一郎

（聞き手　齊藤郁夫）

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜僧帽弁閉鎖不全症の手術適応はどう変わったか（MitraClip）〜

　齊藤　僧帽弁閉鎖不全の治療の最前
線として、まず、僧帽弁閉鎖不全症
（MR）にはどういったものがあるので
しょうか。
　高梨　大きく２つに分けられると思
います。１つは器質的病変を持つもの、
もう一つは、左心室の病気に伴って起
きてくる僧帽弁閉鎖不全などの機能的
な病変をもつもの、大きく分けるとこ
の２つに分けられると思います。
　齊藤　患者さんは高齢化とともに増
えているという印象はありますか。
　高梨　この病気は高齢になるから特
に増えるという病気ではないのです。
むしろ医学の進歩とともに、そういう
患者さんが我々の目に触れるようにな
ってきたといえるのではないでしょう
か。
　齊藤　患者さんは潜在的にはかなり
いるということですね。
　高梨　そうですね。心筋梗塞の患者
さんの救命が進むと必然的に、心機能
が低下した患者さんが増加してきます。
必然的にそういう患者さんに対する治

療も幅が広がってくるのだと思います。
　齊藤　MRの疑いがあった場合、エ
コー等で重症度を決めていくのですね。
　高梨　そうですね。重症度が高い場
合、外科治療の対象になることが多い
ですが、外科治療の対象になるはずの
方が、全身の状態、リスクが非常に高
いために治療できないことがあります。
　齊藤　患者さんの全身状況、高齢な
どで手術に耐えられないということで
しょうか。
　高梨　はい。そういう患者さんは数
字として上がってこなかったのですが、
数字的には増えてくるということかと
思います。
　齊藤　そういった方は従来は薬物治
療で経過を見るしかなかったのですね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　最近はカテーテル治療で僧帽
弁にアプローチしようという試みがな
されているのでしょうか。
　高梨　そういうことです。カテーテ
ル治療はあくまでも手段です。病気の
本質を治療するという点で外科治療に
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高齢者で寝たきりの方で、目のところ
にいろいろついていて、涙がついてい
るのか、よくわからないような方が。
　川北　それはけっこうな頻度でデモ
デックスが数多く寄生していると思い
ます。

　池田　アイシャンプーに関しては、
綿棒などにつけて少しこする。その後、
顔を水で洗うとか、そういうことは必
要なのでしょうか。
　川北　その後、水で洗うかたちです。
　池田　ありがとうございました。

循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

川崎幸病院 心臓病センター長
高　梨　秀一郎

（聞き手　齊藤郁夫）

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜僧帽弁閉鎖不全症の手術適応はどう変わったか（MitraClip）〜

　齊藤　僧帽弁閉鎖不全の治療の最前
線として、まず、僧帽弁閉鎖不全症
（MR）にはどういったものがあるので
しょうか。
　高梨　大きく２つに分けられると思
います。１つは器質的病変を持つもの、
もう一つは、左心室の病気に伴って起
きてくる僧帽弁閉鎖不全などの機能的
な病変をもつもの、大きく分けるとこ
の２つに分けられると思います。
　齊藤　患者さんは高齢化とともに増
えているという印象はありますか。
　高梨　この病気は高齢になるから特
に増えるという病気ではないのです。
むしろ医学の進歩とともに、そういう
患者さんが我々の目に触れるようにな
ってきたといえるのではないでしょう
か。
　齊藤　患者さんは潜在的にはかなり
いるということですね。
　高梨　そうですね。心筋梗塞の患者
さんの救命が進むと必然的に、心機能
が低下した患者さんが増加してきます。
必然的にそういう患者さんに対する治

療も幅が広がってくるのだと思います。
　齊藤　MRの疑いがあった場合、エ
コー等で重症度を決めていくのですね。
　高梨　そうですね。重症度が高い場
合、外科治療の対象になることが多い
ですが、外科治療の対象になるはずの
方が、全身の状態、リスクが非常に高
いために治療できないことがあります。
　齊藤　患者さんの全身状況、高齢な
どで手術に耐えられないということで
しょうか。
　高梨　はい。そういう患者さんは数
字として上がってこなかったのですが、
数字的には増えてくるということかと
思います。
　齊藤　そういった方は従来は薬物治
療で経過を見るしかなかったのですね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　最近はカテーテル治療で僧帽
弁にアプローチしようという試みがな
されているのでしょうか。
　高梨　そういうことです。カテーテ
ル治療はあくまでも手段です。病気の
本質を治療するという点で外科治療に
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勝るものはないということは、カテー
テル治療という選択肢ができた現時点
でもいえることだと思います。
　齊藤　カテーテル治療は、2018年４
月から日本では保険適用になっていま
すね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　欧米ではだいぶ前から行われ
ているのでしょうか。
　高梨　約10年前からこの治療はある
のですが、いろいろなスタディが行わ
れてきたものの、この治療の真の有用
性は証明されていなかったのが現状で
す。しかし、2018年９月にアメリカの
カテーテル治療学会で初めて、病変が
最も進んだタイプのMR、しかも全身
の状態が非常に悪い患者さんには有効
であろうという報告がされました。
　齊藤　その前段階としてはいわゆる
通常手術とカテーテル治療のMitraClip
の比較試験が行われて、どちらが勝っ
ているとは言えなかったということで
すか。
　高梨　全く言えなかったですね。
　齊藤　いわゆる安全性なども含めて、
カテーテル治療は勝てないのですか。
　高梨　主にカテーテル治療が外科治
療に勝てない理由は、非常に状態の悪
いMRに対しての有効性とともに、心
不全が再発する可能性が高いことだと
思います。心不全で再入院する患者さ
んが外科手術に比べると多いことが、
最も成績を落としている原因だと思い

ます。
　齊藤　外科手術とMitraClipの比較
試験は、手術ができる患者さんをあえ
てランダム化して分けているのですね。
ですから、ちょっと無理があった。そ
れがつい最近の試験では、手術ができ
ない患者さんが対象、ということにな
ったのですね。
　高梨　そういうことです。
　齊藤　そこに踏み込むと有効性があ
るだろう、ということなのでしょうか。
　高梨　おっしゃるとおりです。です
から、両群とも最大限に内服治療がさ
れている状態で、プラスMitraClipを
した群と、そうではない群を比べると、
やはりMitraClipの有用性は出てくる。
考えてみれば当たり前といえば当たり
前かもしれないですね。もし安全に治
療ができるのであれば、MRを止める
ことには意味がある、普通に考えられ
ることを普通にやっていることだと思
います。
　齊藤　先生の病院でもMitraClip治
療が着々と増えているという状況では
ないということですね。
　高梨　現時点ではまだまだ増えてい
ないですね。むしろ治験段階でも、こ
の条件に当てはまる患者さんを集める
のに四苦八苦している状況です。
　齊藤　一方、大動脈弁のほうのTAVI
は増えていると聞いていますが。
　高梨　爆発的に増えています。
　齊藤　これは弁の違いですか。

　高梨　今、最終的に残った課題は弁
の耐久性です。耐久性がどのぐらいあ
るかが問題にされているのですが、現
実的には耐久性を問題視するような患
者さんの年齢層ではないです。
　齊藤　もっと高齢ということですか。
　高梨　そういうことです。80歳以上
の方がほとんどです。もともと実績の
ある生体弁をクリンプするとはいえ、
生体弁を入れるのですから、当然、耐
久性に関しても、これまでの外科弁の
データもある程度は反映できると思う
のです。ですから、耐久性はTAVIに
関しては今のところ大きな問題になっ
ていない。ということは、侵襲度の低
いTAVIが外科手術に勝ってきている
ということだと思います。
　齊藤　大動脈弁ではそういうことに
なっているのですね。MitraClipもそ
うですが、費用の点が話題になってい
ますが、どうなのでしょうか。
　高梨　非常に高額です。１人の患者
さんにかける費用に対して、生命予後
や、治療後の生活のクオリティなど、
これからは総合的に判断して治療適応
を決めていく時代がやってくると思い
ます。
　齊藤　ランダム化試験でも外科手術
のほうが勝っている部分が多いという
ことで、さらに費用面でもということ
になりますと、ほぼ勝負がついたに近

い状況ですね。
　高梨　MitraClipに関しては、今の時
点ではそうだと思います。
　齊藤　今後の展開としては、先ほど
先生がおっしゃった、手術ができない
ような状況でも、もう少し延命するよ
うな患者さんへのニーズでしょうか。
　高梨　そうですね。これから経皮的
経カテーテルの僧帽弁移植手術が出て
きます。そうなるとこの治療は必要な
くなってくると思うのです。
　齊藤　カテーテル治療がですか。
　高梨　僧帽弁がもしカテーテルで移
植できるとなると、爆発的に、大動脈
弁以上に広がりが大きくなってくると
思います。
　齊藤　そういう時代までのつなぎの
ようなことでしょうか。
　高梨　そうだと思います。
　齊藤　心臓病の治療は、今後の生命
予後を見ながら手術適応を考える時代
ということですね。
　高梨　そうですね。非常に難しい状
況だと思いますが、そういう治療法が
あるかぎり、我々も受け入れてやって
いくしかないといえると思います。
　齊藤　患者さんのpreferenceも見な
がらですね。
　高梨　そういうことだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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勝るものはないということは、カテー
テル治療という選択肢ができた現時点
でもいえることだと思います。
　齊藤　カテーテル治療は、2018年４
月から日本では保険適用になっていま
すね。
　高梨　そうですね。
　齊藤　欧米ではだいぶ前から行われ
ているのでしょうか。
　高梨　約10年前からこの治療はある
のですが、いろいろなスタディが行わ
れてきたものの、この治療の真の有用
性は証明されていなかったのが現状で
す。しかし、2018年９月にアメリカの
カテーテル治療学会で初めて、病変が
最も進んだタイプのMR、しかも全身
の状態が非常に悪い患者さんには有効
であろうという報告がされました。
　齊藤　その前段階としてはいわゆる
通常手術とカテーテル治療のMitraClip
の比較試験が行われて、どちらが勝っ
ているとは言えなかったということで
すか。
　高梨　全く言えなかったですね。
　齊藤　いわゆる安全性なども含めて、
カテーテル治療は勝てないのですか。
　高梨　主にカテーテル治療が外科治
療に勝てない理由は、非常に状態の悪
いMRに対しての有効性とともに、心
不全が再発する可能性が高いことだと
思います。心不全で再入院する患者さ
んが外科手術に比べると多いことが、
最も成績を落としている原因だと思い

ます。
　齊藤　外科手術とMitraClipの比較
試験は、手術ができる患者さんをあえ
てランダム化して分けているのですね。
ですから、ちょっと無理があった。そ
れがつい最近の試験では、手術ができ
ない患者さんが対象、ということにな
ったのですね。
　高梨　そういうことです。
　齊藤　そこに踏み込むと有効性があ
るだろう、ということなのでしょうか。
　高梨　おっしゃるとおりです。です
から、両群とも最大限に内服治療がさ
れている状態で、プラスMitraClipを
した群と、そうではない群を比べると、
やはりMitraClipの有用性は出てくる。
考えてみれば当たり前といえば当たり
前かもしれないですね。もし安全に治
療ができるのであれば、MRを止める
ことには意味がある、普通に考えられ
ることを普通にやっていることだと思
います。
　齊藤　先生の病院でもMitraClip治
療が着々と増えているという状況では
ないということですね。
　高梨　現時点ではまだまだ増えてい
ないですね。むしろ治験段階でも、こ
の条件に当てはまる患者さんを集める
のに四苦八苦している状況です。
　齊藤　一方、大動脈弁のほうのTAVI
は増えていると聞いていますが。
　高梨　爆発的に増えています。
　齊藤　これは弁の違いですか。

　高梨　今、最終的に残った課題は弁
の耐久性です。耐久性がどのぐらいあ
るかが問題にされているのですが、現
実的には耐久性を問題視するような患
者さんの年齢層ではないです。
　齊藤　もっと高齢ということですか。
　高梨　そういうことです。80歳以上
の方がほとんどです。もともと実績の
ある生体弁をクリンプするとはいえ、
生体弁を入れるのですから、当然、耐
久性に関しても、これまでの外科弁の
データもある程度は反映できると思う
のです。ですから、耐久性はTAVIに
関しては今のところ大きな問題になっ
ていない。ということは、侵襲度の低
いTAVIが外科手術に勝ってきている
ということだと思います。
　齊藤　大動脈弁ではそういうことに
なっているのですね。MitraClipもそ
うですが、費用の点が話題になってい
ますが、どうなのでしょうか。
　高梨　非常に高額です。１人の患者
さんにかける費用に対して、生命予後
や、治療後の生活のクオリティなど、
これからは総合的に判断して治療適応
を決めていく時代がやってくると思い
ます。
　齊藤　ランダム化試験でも外科手術
のほうが勝っている部分が多いという
ことで、さらに費用面でもということ
になりますと、ほぼ勝負がついたに近

い状況ですね。
　高梨　MitraClipに関しては、今の時
点ではそうだと思います。
　齊藤　今後の展開としては、先ほど
先生がおっしゃった、手術ができない
ような状況でも、もう少し延命するよ
うな患者さんへのニーズでしょうか。
　高梨　そうですね。これから経皮的
経カテーテルの僧帽弁移植手術が出て
きます。そうなるとこの治療は必要な
くなってくると思うのです。
　齊藤　カテーテル治療がですか。
　高梨　僧帽弁がもしカテーテルで移
植できるとなると、爆発的に、大動脈
弁以上に広がりが大きくなってくると
思います。
　齊藤　そういう時代までのつなぎの
ようなことでしょうか。
　高梨　そうだと思います。
　齊藤　心臓病の治療は、今後の生命
予後を見ながら手術適応を考える時代
ということですね。
　高梨　そうですね。非常に難しい状
況だと思いますが、そういう治療法が
あるかぎり、我々も受け入れてやって
いくしかないといえると思います。
　齊藤　患者さんのpreferenceも見な
がらですね。
　高梨　そういうことだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

慶應義塾大学循環器内科特任准教授
林　田　健太郎

（聞き手　大西　真）

　大西　林田先生、経カテーテル弁膜
症治療の最先端というテーマで、特に
高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法
を中心にうかがいます。
　まずTAVI療法ですが、これはどう
いったものなのでしょうか。
　林田　まず大動脈弁狭窄症ですが、
加齢性によるものであるとか、二尖弁
もしくはリウマチ性など、いろいろ原
因がありますが、大動脈弁狭窄症をき
たした患者さんに対して、従来、開胸
手術による外科的な大動脈弁置換術と
いうのがゴールドスタンダードでした。
ただ、手術リスクが非常に高い、もし
くは手術不可能である患者さんがなか
なか救命できなかったので、2002年に
フランスのフランクリビエという、カ
テーテルの医師が初めて開胸しないで、
カテーテルで弁を入れるということを
されて、現在かなり普及しています。
多分、全世界で30万人以上の方がこの
治療を受けています。
　大西　かなり発展してきているので
すね。

　林田　そうですね。
　大西　TAVIとはどういう英文の略
なのでしょうか。
　林田　Transcatheter aortic valve 
implantationです。
　大西　日本語に訳すと、どういう言
い方が一般的なのでしょうか。
　林田　経カテーテルの大動脈弁置換
術とか留置術とか埋め込み術とか、そ
の辺だと思います。
　大西　日本におけるTAVI療法の状
況はどのようになっているのでしょう
か。
　林田　2013年より保険償還されてい
ます。年々実施施設が増えていて、日
本ですと140施設以上がすでに認定を
受けています。年間症例数も5,000例を
昨年超えているところですので、年々
かなり増えています。さらに、初期成
績に関しても、30日死亡率、周術期死
亡率が２％以下ということで、開胸す
るとだいたい８％ぐらい、STSスコア、
アメリカの胸部外科学会のリスクスコ
アで平均８％ぐらいある方々を治療し

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法〜

ても、２％以下で済んでいますので、
かなり安全に普及が進んでいるのが現
状です。
　大西　具体的にはカテーテルを使っ
てどのような手技が行われるのでしょ
うか。
　林田　最も頻度が多いのは経大腿ア
プローチです。大腿動脈から針を刺し
て、ワイヤーを心臓の大動脈弁を通し
て左心室の中に置いてくる。スティフ
ワイヤーという硬いワイヤーを頼りに
してデバイスを持っていって、風船も
しくは自己拡張型、２種類の弁があり
ますが、この弁を留置してくるという
手技です。
　大西　胸部の切開をしないで、心臓
が動いた状態でカテーテルで人工弁を
装着するのですね。
　林田　そうです。
　大西　かなり熟練を要する技術なの
でしょうか。
　林田　欧米で行われていた当初、か
なりこのTAVIの治療は、合併症が多
いことで知られていて、周術期死亡率
が20％ぐらいの時期がありました。ど
のようにすると合併症が起きてしまう
かとか、逆にどのようにすると予防で
きるかが年々わかってきたり、デバイ
スもかなり進化しましたので、最近で
は成績はかなりよくなっています。た
だ、術者としてはかなり熟練していた
ほうが合併症を防ぐという意味ではい
いかと考えています。

　大西　どういった合併症が以前多か
ったのでしょうか。
　林田　合併症ですと、大動脈弁に新
しいTAVI弁を入れる際に拡張し過ぎ
ると、元の大動脈弁輪が破れてしまう
弁輪破裂だとか、左室破裂、足の血管
からCSという太い管を入れていくの
で、血管が破れたりしてしまう血管合
併症、あと弁と弁の間、TAVI弁と自
己弁のすき間が空いてしまうと、弁周
囲逆流がかなり増えてしまいました。
最近ではかなりデバイスがよくなって
いるので、こういう合併症はかなり減
っています。
　大西　海外のデータも少し紹介して
いただきましたが、現在、海外におけ
るデータと適応の拡大はどのようにな
っているのでしょうか。
　林田　海外ですと、従来の適応であ
った高リスクもしくは手術不可能な患
者さん以外の、中等度リスクといって、
少したいへんだけれども普通に開胸手
術ができてしまう患者さんに対して、
果たして開胸手術をしたほうがいいの
か、もしくはカテーテル治療をしたほ
うがいいのかを比べる前向きの無作為
化割付試験がすでに終わっています。
デバイスによってですが、TAVIのほ
うが開胸手術より死亡率が低いとか、
もしくは少なくとも同等であるという
成績が出ています。現在、アメリカと
ヨーロッパでは中等度リスクの患者さ
んに対しての適応がすでに広がってき
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循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

慶應義塾大学循環器内科特任准教授
林　田　健太郎

（聞き手　大西　真）

　大西　林田先生、経カテーテル弁膜
症治療の最先端というテーマで、特に
高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法
を中心にうかがいます。
　まずTAVI療法ですが、これはどう
いったものなのでしょうか。
　林田　まず大動脈弁狭窄症ですが、
加齢性によるものであるとか、二尖弁
もしくはリウマチ性など、いろいろ原
因がありますが、大動脈弁狭窄症をき
たした患者さんに対して、従来、開胸
手術による外科的な大動脈弁置換術と
いうのがゴールドスタンダードでした。
ただ、手術リスクが非常に高い、もし
くは手術不可能である患者さんがなか
なか救命できなかったので、2002年に
フランスのフランクリビエという、カ
テーテルの医師が初めて開胸しないで、
カテーテルで弁を入れるということを
されて、現在かなり普及しています。
多分、全世界で30万人以上の方がこの
治療を受けています。
　大西　かなり発展してきているので
すね。

　林田　そうですね。
　大西　TAVIとはどういう英文の略
なのでしょうか。
　林田　Transcatheter aortic valve 
implantationです。
　大西　日本語に訳すと、どういう言
い方が一般的なのでしょうか。
　林田　経カテーテルの大動脈弁置換
術とか留置術とか埋め込み術とか、そ
の辺だと思います。
　大西　日本におけるTAVI療法の状
況はどのようになっているのでしょう
か。
　林田　2013年より保険償還されてい
ます。年々実施施設が増えていて、日
本ですと140施設以上がすでに認定を
受けています。年間症例数も5,000例を
昨年超えているところですので、年々
かなり増えています。さらに、初期成
績に関しても、30日死亡率、周術期死
亡率が２％以下ということで、開胸す
るとだいたい８％ぐらい、STSスコア、
アメリカの胸部外科学会のリスクスコ
アで平均８％ぐらいある方々を治療し

経カテーテル弁膜症治療の最先端
〜高齢者大動脈弁狭窄症へのTAVI療法〜

ても、２％以下で済んでいますので、
かなり安全に普及が進んでいるのが現
状です。
　大西　具体的にはカテーテルを使っ
てどのような手技が行われるのでしょ
うか。
　林田　最も頻度が多いのは経大腿ア
プローチです。大腿動脈から針を刺し
て、ワイヤーを心臓の大動脈弁を通し
て左心室の中に置いてくる。スティフ
ワイヤーという硬いワイヤーを頼りに
してデバイスを持っていって、風船も
しくは自己拡張型、２種類の弁があり
ますが、この弁を留置してくるという
手技です。
　大西　胸部の切開をしないで、心臓
が動いた状態でカテーテルで人工弁を
装着するのですね。
　林田　そうです。
　大西　かなり熟練を要する技術なの
でしょうか。
　林田　欧米で行われていた当初、か
なりこのTAVIの治療は、合併症が多
いことで知られていて、周術期死亡率
が20％ぐらいの時期がありました。ど
のようにすると合併症が起きてしまう
かとか、逆にどのようにすると予防で
きるかが年々わかってきたり、デバイ
スもかなり進化しましたので、最近で
は成績はかなりよくなっています。た
だ、術者としてはかなり熟練していた
ほうが合併症を防ぐという意味ではい
いかと考えています。

　大西　どういった合併症が以前多か
ったのでしょうか。
　林田　合併症ですと、大動脈弁に新
しいTAVI弁を入れる際に拡張し過ぎ
ると、元の大動脈弁輪が破れてしまう
弁輪破裂だとか、左室破裂、足の血管
からCSという太い管を入れていくの
で、血管が破れたりしてしまう血管合
併症、あと弁と弁の間、TAVI弁と自
己弁のすき間が空いてしまうと、弁周
囲逆流がかなり増えてしまいました。
最近ではかなりデバイスがよくなって
いるので、こういう合併症はかなり減
っています。
　大西　海外のデータも少し紹介して
いただきましたが、現在、海外におけ
るデータと適応の拡大はどのようにな
っているのでしょうか。
　林田　海外ですと、従来の適応であ
った高リスクもしくは手術不可能な患
者さん以外の、中等度リスクといって、
少したいへんだけれども普通に開胸手
術ができてしまう患者さんに対して、
果たして開胸手術をしたほうがいいの
か、もしくはカテーテル治療をしたほ
うがいいのかを比べる前向きの無作為
化割付試験がすでに終わっています。
デバイスによってですが、TAVIのほ
うが開胸手術より死亡率が低いとか、
もしくは少なくとも同等であるという
成績が出ています。現在、アメリカと
ヨーロッパでは中等度リスクの患者さ
んに対しての適応がすでに広がってき
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ています。
　近年ですと、何の問題もなく開胸が
できるような低リスクな患者さんに対
して、果たして開胸がよいのか、もし
くはTAVIがよいのかを無作為化割付
するような試験が行われています。
　大西　今後さらに適応を拡大してい
くにあたっては様々な課題があると思
うのですが、どういったことが挙げら
れますか。
　林田　やはり低リスクに対するRCT
の結果が出ると、もしかしたらTAVI
の適応が拡大されるかもしれません。
ただ、一方でTAVIは比較的新しい治
療法です。2018年で16年目ですので、
まだ長期のフォローアップのデータが
足りない。現在、弁の耐久性のデータ
で最長のものが８年まで出ています。
ただ、10年以上のものがなくて、従来
のTAVIの適応ですと、平均年齢85歳
ぐらいの方にされていますので、もし
10年の耐久性を示すためには95まで生
きていただかなければいけない。なの
で、従来の高齢患者さんへの適応です
と、弁の耐久性を証明する前に皆さん
天寿を全うされてしまうので、今後、
より長期の耐久性を示すためには若年
の患者さんのデータが待たれると考え
ています。
　大西　先生の施設では700例以上や
られているのですね。
　林田　そうです。
　大西　成績はよくなってきているの

でしょうか。
　林田　かなりよくなっています。
　大西　周術期の問題は。
　林田　周術期死亡率に関しては、最
初２％程度で始まりましたけれども、
直近の500例ですと、0.3％まで下がっ
ているので、かなり成績としては安定
してきていると思います。
　大西　外科に紹介するか、内科に紹
介するかは、どのように決めていらっ
しゃるのでしょうか。
　林田　現在のTAVIの情報で一番得
られていないのは弁の耐久性です。な
ので、かなり年齢を重視しています。
例えば、80歳以下の比較的若い患者さ
んに関しては手術リスクが低ければ開
胸手術を第一で考える。逆に85歳以上
の非常に高齢な方に関してはTAVIを
第一選択に考える。80代前半の方々に
関して、患者さんの解剖学的な特徴や、
バックグラウンド、もしくは患者さん
のご希望とか、紹介の先生方の意向を
踏まえて、最終的に一番よい選択肢を
ハートチームで決めている状態です。
　大西　今、大動脈弁への適応をうか
がったのですが、ほかの病気、例えば
僧帽弁などに関しても、このTAVIの
治療は適応が拡大してきているのでし
ょうか。
　林田　弁膜症のカテーテルインター
ベンションはどんどん発展してきてい
て、大動脈弁ですとTAVIがあり、最
近ですと僧帽弁閉鎖不全症に対してカ

テーテルインターベンションが伸びて
きている。欧米、特にヨーロッパは
CEマークの関係で一番早いのです。
日本も治験が遅ればせながら終了して、
2018年の４月からマイトラクリップと
いう、クリップがカテーテルの先端に
くっついているデバイスで僧帽弁をつ
まんできて、外科の先生がされるedge 
to edgeを模倣するようなカテーテル
インターベンションが日本でも始まっ
ています。
　大西　これはまだ施設としては限ら
れているのでしょうか。
　林田　月に２～３施設ずつぐらい開
いていまして、徐々に増えているとこ
ろです。
　大西　成績は少しずつ出てきている
のでしょうか。
　林田　成績は、特に初期成績ですと、
よい成績が出ていて、治験の成績でも
かなりよい成績が出ています。マイ 
トラクリップの治療のいいところは、
TAVIですと合併症の克服が非常に大
きな課題でした。マイトラクリップで

すと非常に安全性が高いということと、
実際このクリップで弁をつまんでから、
例えば置き直しが可能であったりとか、
もしくはあまりよろしくないという場
合には、そのまま回収することができ
たり、心臓を止めなくても、実際に僧
帽弁逆流の状態を評価しながら治療が
できるので、そういった意味で非常に
低侵襲で安全性の高い治療だと考えて
います。
　大西　低侵襲の治療がさらに発展し
ていくのでしょうか。
　林田　おっしゃるとおりで、僧帽弁
閉鎖不全症だけでもデバイスがかなり
ありますし、三尖弁やほかの弁にも広
がっています。
　大西　さらにもっと疾患を広げてい
くような動きがあるのでしょうか。
　林田　今後かなり、弁膜症を含め、
そういうstructural heart diseaseに対
するインターベンションといいますが、
そういったものがどんどん広がってい
くのではないかなと考えています。
　大西　ありがとうございました。
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ています。
　近年ですと、何の問題もなく開胸が
できるような低リスクな患者さんに対
して、果たして開胸がよいのか、もし
くはTAVIがよいのかを無作為化割付
するような試験が行われています。
　大西　今後さらに適応を拡大してい
くにあたっては様々な課題があると思
うのですが、どういったことが挙げら
れますか。
　林田　やはり低リスクに対するRCT
の結果が出ると、もしかしたらTAVI
の適応が拡大されるかもしれません。
ただ、一方でTAVIは比較的新しい治
療法です。2018年で16年目ですので、
まだ長期のフォローアップのデータが
足りない。現在、弁の耐久性のデータ
で最長のものが８年まで出ています。
ただ、10年以上のものがなくて、従来
のTAVIの適応ですと、平均年齢85歳
ぐらいの方にされていますので、もし
10年の耐久性を示すためには95まで生
きていただかなければいけない。なの
で、従来の高齢患者さんへの適応です
と、弁の耐久性を証明する前に皆さん
天寿を全うされてしまうので、今後、
より長期の耐久性を示すためには若年
の患者さんのデータが待たれると考え
ています。
　大西　先生の施設では700例以上や
られているのですね。
　林田　そうです。
　大西　成績はよくなってきているの

でしょうか。
　林田　かなりよくなっています。
　大西　周術期の問題は。
　林田　周術期死亡率に関しては、最
初２％程度で始まりましたけれども、
直近の500例ですと、0.3％まで下がっ
ているので、かなり成績としては安定
してきていると思います。
　大西　外科に紹介するか、内科に紹
介するかは、どのように決めていらっ
しゃるのでしょうか。
　林田　現在のTAVIの情報で一番得
られていないのは弁の耐久性です。な
ので、かなり年齢を重視しています。
例えば、80歳以下の比較的若い患者さ
んに関しては手術リスクが低ければ開
胸手術を第一で考える。逆に85歳以上
の非常に高齢な方に関してはTAVIを
第一選択に考える。80代前半の方々に
関して、患者さんの解剖学的な特徴や、
バックグラウンド、もしくは患者さん
のご希望とか、紹介の先生方の意向を
踏まえて、最終的に一番よい選択肢を
ハートチームで決めている状態です。
　大西　今、大動脈弁への適応をうか
がったのですが、ほかの病気、例えば
僧帽弁などに関しても、このTAVIの
治療は適応が拡大してきているのでし
ょうか。
　林田　弁膜症のカテーテルインター
ベンションはどんどん発展してきてい
て、大動脈弁ですとTAVIがあり、最
近ですと僧帽弁閉鎖不全症に対してカ

テーテルインターベンションが伸びて
きている。欧米、特にヨーロッパは
CEマークの関係で一番早いのです。
日本も治験が遅ればせながら終了して、
2018年の４月からマイトラクリップと
いう、クリップがカテーテルの先端に
くっついているデバイスで僧帽弁をつ
まんできて、外科の先生がされるedge 
to edgeを模倣するようなカテーテル
インターベンションが日本でも始まっ
ています。
　大西　これはまだ施設としては限ら
れているのでしょうか。
　林田　月に２～３施設ずつぐらい開
いていまして、徐々に増えているとこ
ろです。
　大西　成績は少しずつ出てきている
のでしょうか。
　林田　成績は、特に初期成績ですと、
よい成績が出ていて、治験の成績でも
かなりよい成績が出ています。マイ 
トラクリップの治療のいいところは、
TAVIですと合併症の克服が非常に大
きな課題でした。マイトラクリップで

すと非常に安全性が高いということと、
実際このクリップで弁をつまんでから、
例えば置き直しが可能であったりとか、
もしくはあまりよろしくないという場
合には、そのまま回収することができ
たり、心臓を止めなくても、実際に僧
帽弁逆流の状態を評価しながら治療が
できるので、そういった意味で非常に
低侵襲で安全性の高い治療だと考えて
います。
　大西　低侵襲の治療がさらに発展し
ていくのでしょうか。
　林田　おっしゃるとおりで、僧帽弁
閉鎖不全症だけでもデバイスがかなり
ありますし、三尖弁やほかの弁にも広
がっています。
　大西　さらにもっと疾患を広げてい
くような動きがあるのでしょうか。
　林田　今後かなり、弁膜症を含め、
そういうstructural heart diseaseに対
するインターベンションといいますが、
そういったものがどんどん広がってい
くのではないかなと考えています。
　大西　ありがとうございました。
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循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

日本医科大学千葉北総病院病院長／日本医科大学名誉教授
清　野　精　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

睡眠時無呼吸と心血管疾患

　齊藤　睡眠時無呼吸と心血管疾患に
ついてうかがいます。
　睡眠時無呼吸、いわゆるSAS（Sleep 
Apnea Syndrome）というのでしょう
か、時々新聞などで話題になりますね。
　清野　2003年の山陽新幹線の運転士
居眠りによる自動停止事故、それ以外
にも高速のバス事故とか、たびたび社
会的に問題になっていて、ドライバー
の方、あるいはそのご家族などが心配
されて注意を払うようになっています。
さらに2010年に私たち日本循環器学会
で「循環器領域における睡眠時無呼吸、
睡眠呼吸障害の診断と治療に関するガ
イドライン」を作成しました。こうい
った背景があり、睡眠呼吸障害と心血
管疾患は非常に密接なリンケージがあ
ると注目されていると思います。
　齊藤　SAS、睡眠時無呼吸の頻度は
どのぐらいと考えられているのでしょ
うか。
　清野　日本の詳細なデータはまだな
いのですが、有名なのは米国のウィス
コンシン・スリープ・コホート・スタ

ディです。これで見ると、無呼吸低呼
吸指数、これは１時間に５回以上は異
常と考えられているのですが、男性で
24％、女性で９％、つまり男性で４人
に１人、女性で10人に１人は１時間に
５回以上呼吸が止まっている。実際に、
無呼吸だけではなくて、日中の眠気と
か集中力が続かないなどの症状を伴う
SASは男性で４～５％、女性で２～３
％ということになります。そうすると、
わが国だと、単純に計算して、今400
万～500万人以上、治療を要する睡眠
時無呼吸症候群の方がいるだろうと考
えられますし、私どもの施設のデータ
でも、５年間で約2,000例診断している
のです。決してまれではないCommon 
diseaseであると思います。
　齊藤　学会で暗くなると眠たくなっ
てしまう先生方も怪しいのでしょうか。
　清野　そうですね。講演会などで多
くの先生たちにお話をしていて、「睡
眠時無呼吸では15人に１人は治療を要
する睡眠時無呼吸症候群。そうすると、
この列に並んでいる先生のうち少なく

とも１人は眠くなると思いますが、そ
ういう方は睡眠時無呼吸症候群をきち
んと治療したほうがいいです」と言うと、
会場で手が挙がり「実は私、CPAPを
使っています」と言うのです。Common 
diseaseであるということと、ドクター
自身、あるいはご家族がいびきのあと
の無呼吸を見つけて心配されている場
合が多いと思います。
　齊藤　それだけ広がってきていると
いうことですが、心血管疾患ではどう
いったものとの関連が深いのですか。
　清野　これは心血管疾患のほとんど
になるのですが、最も多いと思われる
のは高血圧です。高血圧の方の30％、
治療抵抗性の高血圧だと70～80％、そ
れから心不全の患者さんも多いのです
が、これも60～70％、睡眠時無呼吸が
あります。不整脈、心房細動で50％、
冠動脈疾患で、私たちもデータを出し
ているのですが、30～40％。とても致
死的で怖い病気、大動脈解離、これが
30～40％。私たちの検討でも40％以上
という成績を示しています。
　齊藤　高血圧患者さんは非常に多い
ので、その中の30％というとかなりの
数になりますね。
　清野　そうですね。
　齊藤　高血圧患者さんで治療抵抗性
の場合はこれも考えて検査を行ってい
くということでしょうか。
　清野　そうですね。日中の眠気やい
びきを本人のみならず、家族から聞く

ことも大事ですね。実は日本人の場合
には当初予想されていたのとは若干異
なっていて、太っている方のみならず、
痩せていても小顎の方、顎の小さい方、
口を開けて口蓋垂が見えないような方
は睡眠時無呼吸を合併している可能性
がとても高いですね。
　齊藤　そういったところから治療に
入っていくということで、心不全の上
流にもあるのですね。
　清野　はい。睡眠時無呼吸は２種類
あるのですが、閉塞性睡眠時無呼吸、
つまりいびきがあって、その後、呼吸
が止まる。のどが詰まってしまう。こ
の場合には胸腔の中が吸気時に強い陰
圧になって心臓や大血管に負担がかか
るのです。ですから、上流にあって心
臓に負担がかかって、血圧が上がった
り下がったり、あるいは交感神経系の
亢進、炎症機転の亢進などにより、心
筋にダメージを起こして、心不全の原
因になってくるのです。逆に、心不全
が重症化すると、今度はもう一種の中
枢性睡眠時無呼吸が起きます。これは
昔から有名なチェーン・ストークス呼
吸です。夜中寝ていてだんだん息が弱
くなって止まる。その後、呼吸が再開
してだんだん息が荒くなる。心不全で
はチェーン・ストークス呼吸が出てく
ると予後が悪いということが知られて
います。心不全の場合には上流に閉塞
性睡眠時無呼吸、下流に中枢性睡眠時
無呼吸があるということで、やはりこ
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循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

日本医科大学千葉北総病院病院長／日本医科大学名誉教授
清　野　精　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

睡眠時無呼吸と心血管疾患

　齊藤　睡眠時無呼吸と心血管疾患に
ついてうかがいます。
　睡眠時無呼吸、いわゆるSAS（Sleep 
Apnea Syndrome）というのでしょう
か、時々新聞などで話題になりますね。
　清野　2003年の山陽新幹線の運転士
居眠りによる自動停止事故、それ以外
にも高速のバス事故とか、たびたび社
会的に問題になっていて、ドライバー
の方、あるいはそのご家族などが心配
されて注意を払うようになっています。
さらに2010年に私たち日本循環器学会
で「循環器領域における睡眠時無呼吸、
睡眠呼吸障害の診断と治療に関するガ
イドライン」を作成しました。こうい
った背景があり、睡眠呼吸障害と心血
管疾患は非常に密接なリンケージがあ
ると注目されていると思います。
　齊藤　SAS、睡眠時無呼吸の頻度は
どのぐらいと考えられているのでしょ
うか。
　清野　日本の詳細なデータはまだな
いのですが、有名なのは米国のウィス
コンシン・スリープ・コホート・スタ

ディです。これで見ると、無呼吸低呼
吸指数、これは１時間に５回以上は異
常と考えられているのですが、男性で
24％、女性で９％、つまり男性で４人
に１人、女性で10人に１人は１時間に
５回以上呼吸が止まっている。実際に、
無呼吸だけではなくて、日中の眠気と
か集中力が続かないなどの症状を伴う
SASは男性で４～５％、女性で２～３
％ということになります。そうすると、
わが国だと、単純に計算して、今400
万～500万人以上、治療を要する睡眠
時無呼吸症候群の方がいるだろうと考
えられますし、私どもの施設のデータ
でも、５年間で約2,000例診断している
のです。決してまれではないCommon 
diseaseであると思います。
　齊藤　学会で暗くなると眠たくなっ
てしまう先生方も怪しいのでしょうか。
　清野　そうですね。講演会などで多
くの先生たちにお話をしていて、「睡
眠時無呼吸では15人に１人は治療を要
する睡眠時無呼吸症候群。そうすると、
この列に並んでいる先生のうち少なく

とも１人は眠くなると思いますが、そ
ういう方は睡眠時無呼吸症候群をきち
んと治療したほうがいいです」と言うと、
会場で手が挙がり「実は私、CPAPを
使っています」と言うのです。Common 
diseaseであるということと、ドクター
自身、あるいはご家族がいびきのあと
の無呼吸を見つけて心配されている場
合が多いと思います。
　齊藤　それだけ広がってきていると
いうことですが、心血管疾患ではどう
いったものとの関連が深いのですか。
　清野　これは心血管疾患のほとんど
になるのですが、最も多いと思われる
のは高血圧です。高血圧の方の30％、
治療抵抗性の高血圧だと70～80％、そ
れから心不全の患者さんも多いのです
が、これも60～70％、睡眠時無呼吸が
あります。不整脈、心房細動で50％、
冠動脈疾患で、私たちもデータを出し
ているのですが、30～40％。とても致
死的で怖い病気、大動脈解離、これが
30～40％。私たちの検討でも40％以上
という成績を示しています。
　齊藤　高血圧患者さんは非常に多い
ので、その中の30％というとかなりの
数になりますね。
　清野　そうですね。
　齊藤　高血圧患者さんで治療抵抗性
の場合はこれも考えて検査を行ってい
くということでしょうか。
　清野　そうですね。日中の眠気やい
びきを本人のみならず、家族から聞く

ことも大事ですね。実は日本人の場合
には当初予想されていたのとは若干異
なっていて、太っている方のみならず、
痩せていても小顎の方、顎の小さい方、
口を開けて口蓋垂が見えないような方
は睡眠時無呼吸を合併している可能性
がとても高いですね。
　齊藤　そういったところから治療に
入っていくということで、心不全の上
流にもあるのですね。
　清野　はい。睡眠時無呼吸は２種類
あるのですが、閉塞性睡眠時無呼吸、
つまりいびきがあって、その後、呼吸
が止まる。のどが詰まってしまう。こ
の場合には胸腔の中が吸気時に強い陰
圧になって心臓や大血管に負担がかか
るのです。ですから、上流にあって心
臓に負担がかかって、血圧が上がった
り下がったり、あるいは交感神経系の
亢進、炎症機転の亢進などにより、心
筋にダメージを起こして、心不全の原
因になってくるのです。逆に、心不全
が重症化すると、今度はもう一種の中
枢性睡眠時無呼吸が起きます。これは
昔から有名なチェーン・ストークス呼
吸です。夜中寝ていてだんだん息が弱
くなって止まる。その後、呼吸が再開
してだんだん息が荒くなる。心不全で
はチェーン・ストークス呼吸が出てく
ると予後が悪いということが知られて
います。心不全の場合には上流に閉塞
性睡眠時無呼吸、下流に中枢性睡眠時
無呼吸があるということで、やはりこ
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れらについて的確に治療していかなく
てはいけない大事な病態です。
　齊藤　CPAP療法は今は循環器の先
生が治療されることが多いのでしょう
か。
　清野　先ほど申し上げたガイドライ
ンを2010年に出してからは、循環器の
先生が担当することが多いのですが、
20年、30年前というのは、いびき外来
といって、耳鼻科の先生や呼吸器内科
の先生が診ていました。ところが、実
は睡眠時無呼吸は、冒頭に申し上げた
ように、いろいろな心血管疾患と関連
しており、今は循環器内科医、あるい
は睡眠医療専門の施設が睡眠時無呼吸
外来を立ち上げて診療しています。最
近では一般内科でも循環器に関心を持
っている先生が睡眠時無呼吸の診断と
治療に積極的に取り組んでいらっしゃ
います。
　齊藤　CPAP治療を行っていくと、
血圧にもよい作用、最終的には心不全
が抑制されることが期待されますが、
randomized studyだときれいな抑制効
果は出しにくいということなのですか。
　清野　2016年に「ニューイングラン
ド・ジャーナル・オブ・メディシン」
にSAVEスタディの結果が発表されま
した。しかし期待していた成績は証明
されず、閉塞性睡眠時無呼吸に対して
CPAPを続けても心血管イベントの抑
止は認められず、対照群と差がなかっ
たというデータでした。我々もディス

カッションしたのですが、このスタデ
ィは豪・米・中国の多施設で実施され
ており、CPAPを施行するといっても、
質的なところが問題というディスカッ
ションが出たのです。CPAPを閉塞性
睡眠時無呼吸に行う場合に、一晩に最
低４～５時間以上行っていないといけ
ないのですが、このスタディですと平
均３時間しかやっていないのです。途
中でやめたり、アドヒアランスも重要
です。質的な意味でCPAP治療が不十
分であった可能性が指摘されています。
　齊藤　なかなか続けられない人もい
るということですが、先生のご経験で
はCPAPのアドヒアランスはどうなっ
ているのですか。
　清野　私たち、東千葉印旛医療圏地
域で50医療機関と一緒にコホート研究
として取り組んでいるのですが、約
2,000例紹介いただいて、約90％の方
が無呼吸低呼吸指数１時間20回以上で
CPAPの適応になっています。そのう
ち１年以上使っている方は70％。30％
の方は圧迫感などで続けられない。ど
うするかというと、横向きに寝るよう
にお話しして、歯科にお願いしてマウ
スピースをつくっていただくのです。
マウスピースで下顎を前のほうに出し
てあげると気道の閉塞が起きにくくな
るのです。横向きとマウスピースで無
呼吸は半減することが期待されます。
　それと、継続するためには「ふたり
主治医制」という言葉が大事なキーワ

ードになっています。基幹病院と実地
医家の医師ふたりが主治医になって、
普段は実地医家の医師、そして半年に
１回ぐらい基幹病院にフォローアップ
に来ていただくことを、ここ６～７年
継続しています。
　齊藤　そういう成果がこれから出て
くるのですね。それから、冠動脈疾患
にも影響するのですね。
　清野　安定している冠動脈疾患の患
者さんを対象に検討したのですが、45
％の患者さんで無呼吸低呼吸指数が、
１時間に15回以上。こういう方は冠動
脈造影を見ると粥状硬化が進んでいる。

何も症状はないけれども、血液バイオ
マーカーでBNPとかNT-proBNPが高
い。つまり、心筋にストレスがかかっ
ている。さらに、心筋傷害の鋭敏なマ
ーカーであるトロポニンTを測ってみ
ると、無呼吸の少ない方に比べて有意
に高い。そして冠動脈造影の粥状硬化
スコアと正の相関を示している。つま
り、症状はないけれども、無症候性の
心筋虚血と心筋傷害を起こしているこ
とが明らかにされました（図１）。
　齊藤　そういったことで長期的には
心不全になるのですね。
　清野　心不全とか、あるいは狭心症

図１　安定冠動脈疾患における睡眠時無呼吸重症度と冠動脈粥状硬化、
　　　心筋バイオマーカーの関連性

筆者らJ Cardiol 2012；60：180-8より作成
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れらについて的確に治療していかなく
てはいけない大事な病態です。
　齊藤　CPAP療法は今は循環器の先
生が治療されることが多いのでしょう
か。
　清野　先ほど申し上げたガイドライ
ンを2010年に出してからは、循環器の
先生が担当することが多いのですが、
20年、30年前というのは、いびき外来
といって、耳鼻科の先生や呼吸器内科
の先生が診ていました。ところが、実
は睡眠時無呼吸は、冒頭に申し上げた
ように、いろいろな心血管疾患と関連
しており、今は循環器内科医、あるい
は睡眠医療専門の施設が睡眠時無呼吸
外来を立ち上げて診療しています。最
近では一般内科でも循環器に関心を持
っている先生が睡眠時無呼吸の診断と
治療に積極的に取り組んでいらっしゃ
います。
　齊藤　CPAP治療を行っていくと、
血圧にもよい作用、最終的には心不全
が抑制されることが期待されますが、
randomized studyだときれいな抑制効
果は出しにくいということなのですか。
　清野　2016年に「ニューイングラン
ド・ジャーナル・オブ・メディシン」
にSAVEスタディの結果が発表されま
した。しかし期待していた成績は証明
されず、閉塞性睡眠時無呼吸に対して
CPAPを続けても心血管イベントの抑
止は認められず、対照群と差がなかっ
たというデータでした。我々もディス

カッションしたのですが、このスタデ
ィは豪・米・中国の多施設で実施され
ており、CPAPを施行するといっても、
質的なところが問題というディスカッ
ションが出たのです。CPAPを閉塞性
睡眠時無呼吸に行う場合に、一晩に最
低４～５時間以上行っていないといけ
ないのですが、このスタディですと平
均３時間しかやっていないのです。途
中でやめたり、アドヒアランスも重要
です。質的な意味でCPAP治療が不十
分であった可能性が指摘されています。
　齊藤　なかなか続けられない人もい
るということですが、先生のご経験で
はCPAPのアドヒアランスはどうなっ
ているのですか。
　清野　私たち、東千葉印旛医療圏地
域で50医療機関と一緒にコホート研究
として取り組んでいるのですが、約
2,000例紹介いただいて、約90％の方
が無呼吸低呼吸指数１時間20回以上で
CPAPの適応になっています。そのう
ち１年以上使っている方は70％。30％
の方は圧迫感などで続けられない。ど
うするかというと、横向きに寝るよう
にお話しして、歯科にお願いしてマウ
スピースをつくっていただくのです。
マウスピースで下顎を前のほうに出し
てあげると気道の閉塞が起きにくくな
るのです。横向きとマウスピースで無
呼吸は半減することが期待されます。
　それと、継続するためには「ふたり
主治医制」という言葉が大事なキーワ

ードになっています。基幹病院と実地
医家の医師ふたりが主治医になって、
普段は実地医家の医師、そして半年に
１回ぐらい基幹病院にフォローアップ
に来ていただくことを、ここ６～７年
継続しています。
　齊藤　そういう成果がこれから出て
くるのですね。それから、冠動脈疾患
にも影響するのですね。
　清野　安定している冠動脈疾患の患
者さんを対象に検討したのですが、45
％の患者さんで無呼吸低呼吸指数が、
１時間に15回以上。こういう方は冠動
脈造影を見ると粥状硬化が進んでいる。

何も症状はないけれども、血液バイオ
マーカーでBNPとかNT-proBNPが高
い。つまり、心筋にストレスがかかっ
ている。さらに、心筋傷害の鋭敏なマ
ーカーであるトロポニンTを測ってみ
ると、無呼吸の少ない方に比べて有意
に高い。そして冠動脈造影の粥状硬化
スコアと正の相関を示している。つま
り、症状はないけれども、無症候性の
心筋虚血と心筋傷害を起こしているこ
とが明らかにされました（図１）。
　齊藤　そういったことで長期的には
心不全になるのですね。
　清野　心不全とか、あるいは狭心症

図１　安定冠動脈疾患における睡眠時無呼吸重症度と冠動脈粥状硬化、
　　　心筋バイオマーカーの関連性

筆者らJ Cardiol 2012；60：180-8より作成
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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
が見て、うちのお父さん、お母さんは
呼吸が止まっているという場合には、
ぜひ検査を受けて、治療が必要かどう
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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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
が見て、うちのお父さん、お母さんは
呼吸が止まっているという場合には、
ぜひ検査を受けて、治療が必要かどう
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
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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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
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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）
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かず、ほとんどすべての循環器系の異
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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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