
心房粗動というのはそう多いものでは
ないので、心房粗動だけのエビデンス
というのはないのですけれども、心房
細動にはCHADS２スコアとかCHADS 
VAScスコアというのがありますから、

それを利用して、リスクに応じた抗凝
固療法が行われているというのが実情
だと思います。
　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横浜市西部病院副院長
方波見　卓　行

（聞き手　池脇克則）

　原発性アルドステロン症を疑い、造影画像を含む精査後、「腫瘍性ではない」
とされた46歳の女性の高血圧症例についてご教示ください。
　併発症に高コレステロール血症（T-Ch 277、HDL-Ch 120、TG 112）がありま
す。外来随時血圧166/104㎜Hgと常に高値。家庭血圧138/97㎜Hg、脈拍78/分、
胸部X線撮影にて大動脈弓の突出像を認めます。外来AR比285（血中アルドス
テロン513pg/mL、レニン活性1.80ng/mL/hr：無投薬下）、低カリウム血症：
3.7、3.6meq/L（＜4.0）を認めます。MRブロッカーのセセラ50㎎×１錠を開
始しています。同じステロイド骨格を有するスピロノラクトン錠へ変更するこ
とのメリット、デメリットがあればご教示ください。MRに対してより選択性
が高いことでエプレレノンはよいとされていますが、いかがでしょうか。スピ
ロノラクトンにはMRを介さない働きはあるのでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

原発性アルドステロン症と高血圧治療

　池脇　原発性アルドステロン症は続
発性高血圧症の中ではけっこう頻度が
高いと聞いていますけれども、実際に
どのくらいの頻度なのでしょうか。
　方波見　統計により幾つかデータが
あるのですけれども、一般的にはすべ
ての高血圧患者さんの５％ぐらいは少
なくとも原発性アルドステロン症では
ないかといわれています。
　池脇　そういう意味では初発の高血

圧の患者さんが来られたときには、ま
ず念頭に置いて診断していくというこ
とが必要な二次性の高血圧、そのこと
に関しての質問で、そういった原発性
アルドステロン症を疑って、アルドス
テロン、レニンを測りました。アルド
ステロンは513pg/mL、けっこう高い
数値。一方でレニンもそんなに低くは
ない、1.8ng/mL/hr、そのホルモンの
数字と造影画像、おそらく造影CTの
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るのではないかと思うのですが、少な
くともlow normalですので、アルドス
テロンの過剰はありそうだと考えられ
ます。
　あとは、原発性なのか、あるいは続
発性なのかですね。レニン活性が少し
問題として残る。これは外来での測定
と書いてありますので、一般のクリニ
ックの先生方で10分とか20分、横にな
ってから採血するということをされて
いなかったからかもしれないなと想像
いたしました。
　池脇　その後、精査をされて、その
中には画像も含んでいるということで
すけれども、ここで最終的にアルドス
テロン症だったのかどうか、なかなか
はっきり書かれていないのでわかりに
くいのですけれども、ここはどう評価
されますか。
　方波見　スクリーニングの次のステ
ップは機能確認検査、すなわち原発性
アルドステロン症の確定診断ですね、
生化学的な。これをまず行うというの
が通常の手順です。そしてCT検査な
どの画像検査はさらに次のステップの
局在診断ですね。片側性か両側性かと
いうことになりますので、ガイドライ
ンどおりにやれば、機能確認検査が必
要かなと感じました。
　池脇　それはカプトプリル試験です
とか、立位・フロセミド負荷試験、あ
るいは生理食塩水負荷試験というよう
なもので、確かに臨床実地医が負荷試

験をやるのはけっこうたいへんだろう
と思うのです。画像で腫瘍性ではない
ということなのですけれども、最近、
原発性アルドステロン症でも必ずしも
画像に引っかからないものもあると聞
きますが、どうでしょう。
　方波見　おっしゃるとおりで、アル
ドステロン症の特徴というのは、腫瘍
性の場合、だいぶ画像の感度がよくな
りましたけれども、CTで写らないよ
うな、５㎜とか７㎜未満のアルドステ
ロン産生腺腫が相当数あることです。
CTで見えないからといって、腺腫な
しとは言えません。
　池脇　ほかの検査の根拠があって腺
腫ではないという可能性もあるかもし
れませんけれども、画像だけでは、腫
瘍性ではない、すなわち腺腫ではない
とはなかなか言い切れないのがこの病
気の特徴でもあるので、どうしても診
断あるいは治療に結びつけていくとな
ると、先ほど言われた機能検査、ある
いは副腎のサンプリングも必要になっ
てきますか。
　方波見　この方の場合は少しレニン
が高めですので、やはり機能確認検査
ですね。先ほど先生が指摘された３つ
の負荷試験、日本のガイドラインでは
４つの試験が推奨されていますが、最
も簡便なのはカプトプリル負荷です。
カプトプリル負荷は大きな有害事象も
少ないので、クリニックでも行ってい
るとうかがっています。カプトプリル

ことではないかと思うのですけれども、
そういったもので調べて、腫瘍性では
ない。おそらく腺腫ではないという46
歳の高血圧の患者さんです。十分な情
報量ではないかもしれませんけれども、
まず私がお聞きしたいのは、この方が
原発性アルドステロン症と言えるのか、
言えないのか。そのあたり、どうでし
ょう。
　方波見　典型的には日本のガイドラ
インに沿ってお話をさせていただきた
いと思うのですけれども、まずこの質
問のように、スクリーニングですね。
原発性アルドステロン症がありそうか
どうかということは、血中のアルドス

テロンをレニン活性で割ったアルドス
テロン／レニン比、AR比で200を超え
た場合がスクリーニング陽性というこ
とになりますので、この患者さんの場
合はアルドステロン症が疑われるとい
うところまでは、ガイドライン上は問
題ないと思います。
　ただし、一般的には、先生が今ご指
摘のとおり、レニン活性が1.8というこ
とで、典型的には１未満が多いという
問題はあるかと思います。その一方で、
血中のアルドステロン濃度は513と高
く、カリウムも3.7、3.6と書いてあり
ます。測定会社によってリファレンス
が違い、一般には下限を3.5で切ってい

図　わが国における原発性アルドステロン症の診断手順

PAC：血漿アルドステロン濃度、PRA：血症レニン活性、ARR：アルドステロン・レニン比
＊： 手術希望または手術適応がなければ薬物治療を行うが、副腎腫瘍の有無をCT検査等
で確認する。
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るのではないかと思うのですが、少な
くともlow normalですので、アルドス
テロンの過剰はありそうだと考えられ
ます。
　あとは、原発性なのか、あるいは続
発性なのかですね。レニン活性が少し
問題として残る。これは外来での測定
と書いてありますので、一般のクリニ
ックの先生方で10分とか20分、横にな
ってから採血するということをされて
いなかったからかもしれないなと想像
いたしました。
　池脇　その後、精査をされて、その
中には画像も含んでいるということで
すけれども、ここで最終的にアルドス
テロン症だったのかどうか、なかなか
はっきり書かれていないのでわかりに
くいのですけれども、ここはどう評価
されますか。
　方波見　スクリーニングの次のステ
ップは機能確認検査、すなわち原発性
アルドステロン症の確定診断ですね、
生化学的な。これをまず行うというの
が通常の手順です。そしてCT検査な
どの画像検査はさらに次のステップの
局在診断ですね。片側性か両側性かと
いうことになりますので、ガイドライ
ンどおりにやれば、機能確認検査が必
要かなと感じました。
　池脇　それはカプトプリル試験です
とか、立位・フロセミド負荷試験、あ
るいは生理食塩水負荷試験というよう
なもので、確かに臨床実地医が負荷試

験をやるのはけっこうたいへんだろう
と思うのです。画像で腫瘍性ではない
ということなのですけれども、最近、
原発性アルドステロン症でも必ずしも
画像に引っかからないものもあると聞
きますが、どうでしょう。
　方波見　おっしゃるとおりで、アル
ドステロン症の特徴というのは、腫瘍
性の場合、だいぶ画像の感度がよくな
りましたけれども、CTで写らないよ
うな、５㎜とか７㎜未満のアルドステ
ロン産生腺腫が相当数あることです。
CTで見えないからといって、腺腫な
しとは言えません。
　池脇　ほかの検査の根拠があって腺
腫ではないという可能性もあるかもし
れませんけれども、画像だけでは、腫
瘍性ではない、すなわち腺腫ではない
とはなかなか言い切れないのがこの病
気の特徴でもあるので、どうしても診
断あるいは治療に結びつけていくとな
ると、先ほど言われた機能検査、ある
いは副腎のサンプリングも必要になっ
てきますか。
　方波見　この方の場合は少しレニン
が高めですので、やはり機能確認検査
ですね。先ほど先生が指摘された３つ
の負荷試験、日本のガイドラインでは
４つの試験が推奨されていますが、最
も簡便なのはカプトプリル負荷です。
カプトプリル負荷は大きな有害事象も
少ないので、クリニックでも行ってい
るとうかがっています。カプトプリル

ことではないかと思うのですけれども、
そういったもので調べて、腫瘍性では
ない。おそらく腺腫ではないという46
歳の高血圧の患者さんです。十分な情
報量ではないかもしれませんけれども、
まず私がお聞きしたいのは、この方が
原発性アルドステロン症と言えるのか、
言えないのか。そのあたり、どうでし
ょう。
　方波見　典型的には日本のガイドラ
インに沿ってお話をさせていただきた
いと思うのですけれども、まずこの質
問のように、スクリーニングですね。
原発性アルドステロン症がありそうか
どうかということは、血中のアルドス

テロンをレニン活性で割ったアルドス
テロン／レニン比、AR比で200を超え
た場合がスクリーニング陽性というこ
とになりますので、この患者さんの場
合はアルドステロン症が疑われるとい
うところまでは、ガイドライン上は問
題ないと思います。
　ただし、一般的には、先生が今ご指
摘のとおり、レニン活性が1.8というこ
とで、典型的には１未満が多いという
問題はあるかと思います。その一方で、
血中のアルドステロン濃度は513と高
く、カリウムも3.7、3.6と書いてあり
ます。測定会社によってリファレンス
が違い、一般には下限を3.5で切ってい

図　わが国における原発性アルドステロン症の診断手順

PAC：血漿アルドステロン濃度、PRA：血症レニン活性、ARR：アルドステロン・レニン比
＊： 手術希望または手術適応がなければ薬物治療を行うが、副腎腫瘍の有無をCT検査等
で確認する。
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アンタゴニストではなくて、アゴニス
トとして作用してしまいます。この方
は女性ですのでほとんど問題ありませ
んが、男性の場合は女性化乳房など、
あるいは性腺機能低下が起きやすいと
されています。女性では、私の経験で
すと、不正性器出血を起こした患者さ
んが少数いらっしゃいました。私も最
初は本当にこういうことがあるのかな
と思っていましたが、薬をやめてみた

ら、不正性器出血がぴたりと止まりま
した。
　池脇　降圧の強さと副作用を考えな
がら、どちらかを使っていく。最後の
確認ですけれども、スピロノラクトン
にはMRを介さない働きがあるでしょ
うか。これははっきりわかっていない
ということでよろしいのですね。
　方波見　おっしゃるとおりです。
　池脇　ありがとうございました。

を今は50㎎負荷して、その後、２時間
ぐらいかかるわけですけれども、可能
ならクリニックでも一番やりやすい検
査だと思います。
　池脇　原発性アルドステロン症の場
合には難治性の高血圧というイメージ
があります。果たしてこの症例がそう
なのかどうか、先生のご意見をうかが
いたいのですけれども、外来では収縮
期圧が160㎜Hg台、拡張期圧が100を超
えて、家でも140/100㎜Hg前後という
ことです。また、MRブロッカー（ミネ
ラルコルチコイド受容体ブロッカー）
を始めたということなのですけれども、
同系統の薬で昔からあるスピロノラク
トンもあって、どう使ったらいいのか
という質問ですけれどもいかがでしょ
うか。
　方波見　まず血圧をどう考えるかと
いうことですけれども、確かに昔は治
療抵抗性の高血圧の方から探すという
やり方が言われていたと思いますが、
最近の報告では私たちの多施設共同研
究のデータも含め、普通の本態性高血
圧と臨床的あるいは生化学的なプロフ
ァイルが極めて類似している症例もか
なり多いことが示されています。糖尿
病などもそうだと思うのですけれども、
探せば探すほど軽症例が見つかるよう
になりまして、そういう方が占める比
率がどんどん高くなってきている。お
そらく申し上げたようなプロファイル
だけでは全く鑑別がつかない方が多数

を占めるのではないかと言われていま
す。
　治療ですけれども、この患者さんは
アルドステロン症と高血圧があるとい
う前提でお話しさせていただきますが、
降圧薬を使うのであれば、やはり第一
選択はMRブロッカーを使う。先ほど
生化学的あるいは臨床的なプロファイ
ルというのはなかなか本態性高血圧と
鑑別がつかないと申し上げましたが、
心血管合併症で見ますと、これは日本
の多施設共同研究のデータでも、脳梗
塞や心房細動、こういった疾患のリス
クは血圧などをマッチさせた本態性高
血圧の患者さんより明らかに高いこと
がわかっていますので、やはりスペシ
フィックな治療としてのMRブロッカ
ーが強く推奨されるということでよろ
しいかと思います。
　池脇　先生方のような専門家は、以
前からあるスピロノラクトンか、ある
いは選択性の高いエプレレノンなのか、
どちらを使われているのでしょうか。
　方波見　一つは両剤のメリットとデ
メリットの観点から考えることが多い
と思います。一般的に言いますと、ス
ピロノラクトンの特徴は、降圧作用が
強いということがメリットとして挙げ
られます。一方、デメリットは、エプ
レレノンに比べてミネラルコルチコイ
ド受容体、MRに対する選択性がスピ
ロノラクトンのほうが低いことで、例
えば女性ホルモンの受容体に対しては
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アンタゴニストではなくて、アゴニス
トとして作用してしまいます。この方
は女性ですのでほとんど問題ありませ
んが、男性の場合は女性化乳房など、
あるいは性腺機能低下が起きやすいと
されています。女性では、私の経験で
すと、不正性器出血を起こした患者さ
んが少数いらっしゃいました。私も最
初は本当にこういうことがあるのかな
と思っていましたが、薬をやめてみた

ら、不正性器出血がぴたりと止まりま
した。
　池脇　降圧の強さと副作用を考えな
がら、どちらかを使っていく。最後の
確認ですけれども、スピロノラクトン
にはMRを介さない働きがあるでしょ
うか。これははっきりわかっていない
ということでよろしいのですね。
　方波見　おっしゃるとおりです。
　池脇　ありがとうございました。

を今は50㎎負荷して、その後、２時間
ぐらいかかるわけですけれども、可能
ならクリニックでも一番やりやすい検
査だと思います。
　池脇　原発性アルドステロン症の場
合には難治性の高血圧というイメージ
があります。果たしてこの症例がそう
なのかどうか、先生のご意見をうかが
いたいのですけれども、外来では収縮
期圧が160㎜Hg台、拡張期圧が100を超
えて、家でも140/100㎜Hg前後という
ことです。また、MRブロッカー（ミネ
ラルコルチコイド受容体ブロッカー）
を始めたということなのですけれども、
同系統の薬で昔からあるスピロノラク
トンもあって、どう使ったらいいのか
という質問ですけれどもいかがでしょ
うか。
　方波見　まず血圧をどう考えるかと
いうことですけれども、確かに昔は治
療抵抗性の高血圧の方から探すという
やり方が言われていたと思いますが、
最近の報告では私たちの多施設共同研
究のデータも含め、普通の本態性高血
圧と臨床的あるいは生化学的なプロフ
ァイルが極めて類似している症例もか
なり多いことが示されています。糖尿
病などもそうだと思うのですけれども、
探せば探すほど軽症例が見つかるよう
になりまして、そういう方が占める比
率がどんどん高くなってきている。お
そらく申し上げたようなプロファイル
だけでは全く鑑別がつかない方が多数

を占めるのではないかと言われていま
す。
　治療ですけれども、この患者さんは
アルドステロン症と高血圧があるとい
う前提でお話しさせていただきますが、
降圧薬を使うのであれば、やはり第一
選択はMRブロッカーを使う。先ほど
生化学的あるいは臨床的なプロファイ
ルというのはなかなか本態性高血圧と
鑑別がつかないと申し上げましたが、
心血管合併症で見ますと、これは日本
の多施設共同研究のデータでも、脳梗
塞や心房細動、こういった疾患のリス
クは血圧などをマッチさせた本態性高
血圧の患者さんより明らかに高いこと
がわかっていますので、やはりスペシ
フィックな治療としてのMRブロッカ
ーが強く推奨されるということでよろ
しいかと思います。
　池脇　先生方のような専門家は、以
前からあるスピロノラクトンか、ある
いは選択性の高いエプレレノンなのか、
どちらを使われているのでしょうか。
　方波見　一つは両剤のメリットとデ
メリットの観点から考えることが多い
と思います。一般的に言いますと、ス
ピロノラクトンの特徴は、降圧作用が
強いということがメリットとして挙げ
られます。一方、デメリットは、エプ
レレノンに比べてミネラルコルチコイ
ド受容体、MRに対する選択性がスピ
ロノラクトンのほうが低いことで、例
えば女性ホルモンの受容体に対しては
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