
しょうね。
　大島　騒音はよくないです。大きな
音を連続的に聴いていると、内耳に大
きなダメージが加わります。そうする

と、それをきっかけにして耳鳴りが生
じることは十分に考えられます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

日本大学病院アイセンター客員教授
島　田　宏　之

（聞き手　池田志斈）

　加齢黄斑変性の治療に抗VEGFが適応になり、以降次々と抗体製剤が開発さ
れています。最新の治療についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

加齢黄斑変性の最新治療

　池田　加齢黄斑変性について質問で
す。いったいどのような病気なのでし
ょうか。
　島田　加齢黄斑変性は、日本では成
人の失明原因の第４位になっています。
これに対して欧米では失明原因の第１
位になっており、中高年の方にとって
はたいへん問題となる疾患です。
　長く目を使っていると黄斑部、物を
見る網膜の一番大切なところにだんだ
ん老化現象が起きて、網膜の深いとこ
ろに沈着物がたまってきます。そうす
ると、そこが低酸素状態になって、そ
れを補おうとして新生血管という出血
しやすい幼弱な血管が侵入してくるの
です。それが加齢黄斑変性です。
　池田　病型が２つあるとうかがった
のですが、どのような病型なのでしょ
うか。

　島田　一つは滲出型といって、先ほ
どお話ししましたように新生血管が黄
斑部に出てきて、そこに出血する病気
をいいます。これは日本人に多いタイ
プです。これに対して、加齢に伴って
自然に網膜が萎縮してくるタイプを萎
縮型といい、これは白人に多い疾患で
す。
　池田　日本人は滲出型が多いという
ことで、滲出型についてうかがいたい
のですが、どのような治療が行われて
いるのでしょうか。
　島田　現在、治療の第一選択は抗
VEGFといって、新生血管を退縮させ
るような薬剤を目の中に注射する方法
が行われています。これには２つあり
まして、一つはラニビズマブ（遺伝子
組換え）、もう一つはアフリベルセプ
ト（遺伝子組換え）、この２剤が認可
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された薬です。
　池田　その２つはそれぞれどのよう
な特徴があるのでしょうか。
　島田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）
は血中の半減期が短いため、全身への
副作用が若干少ないといわれています。
それからプレシリンジといって、薬剤
が注射器の中にすでに入った状態です
ので、そのまま注射器から針をつけて
患者さんの目に注射すれば済みます。
これに対しアフリベルセプト（遺伝子
組換え）は効果がラニビズマブ（遺伝
子組換え）より高いのですが、バイア
ルから注射器で薬剤を引くという操作
が一つ必要で、ラニビズマブ（遺伝子
組換え）と比べると目の感染症の頻度
が少し高いといわれています。
　池田　それぞれ特徴があるのですね。
目に注射するというちょっと怖い話で
すが、具体的にはどのような手技が行
われるのでしょうか。
　島田　具体的には多くの施設の眼科
の外来で治療を行うことができます。
まず患者さんの目を消毒する。注射の
前と後に抗菌薬の点眼薬を３日間ずつ
点眼するのが標準の治療スタイルです。
そして、患者さんは外来のベッドで休
んでいただいて、表面麻酔薬を点眼し、
それから消毒して注射をする。操作自
体はだいたい数分で終わってしまうよ
うな治療です。
　池田　患者さんがやらなければいけ
ないことは、前に３日間点眼して、当

日来て、痛み止めの点眼をし、それで
注射を受けて帰る。そしてまた３日間
点眼ですか。
　島田　そうですね。その日は入浴や
洗顔ができませんが、翌日からは入浴、
洗顔は可能になります。目薬を術後３
日間するのが日本の標準的な治療方法
です。
　池田　それを月１回ぐらい行ってい
くのですね。点眼は、抗生物質ですか。
それを前後で計６日間やるのは特に問
題はないのでしょうか。
　島田　そのことに対して今海外では、
同じ抗菌薬の点眼を使うので、それに
伴う耐性菌の増加が問題になっていま
す。日本以外の多くの国では、この理
由から抗菌薬の点眼を中止している国
が増えています。
　池田　今後の日本の対応の課題です
ね。
　島田　そうですね。
　池田　VEGFに対する抗体製剤は高
額ではないかと思うのですが、どのく
らいなのでしょうか。
　島田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）
は約16万円で、アフリベルセプト（遺
伝子組換え）が約14万円といわれてい
ます。
　池田　高いですね。高齢者だと保険
で実費が変わってくると思うのですが、
１割、あるいは２割でもかなりの負担
ですね。
　島田　そうですね。両眼の治療を受

図１　軟性ドルーゼン（矢印）

図２　滲出型加齢黄斑変性

図３　萎縮型加齢黄斑変性

図４　抗VEGF療法

加齢黄斑変性の前段階であり、軽度の視力低下がみられることもある。
健診で見つかったらサプリメントを内服する。

新生血管が網膜の深部に形成され（矢印）出血を生じる。
病気に活動があれば抗VEGFの治療を行う。

網膜の深部が萎縮するが（矢印）、よい治療法はない。

滲出型加齢黄斑変性のある眼に注射すると、新生血管が縮小する。
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された薬です。
　池田　その２つはそれぞれどのよう
な特徴があるのでしょうか。
　島田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）
は血中の半減期が短いため、全身への
副作用が若干少ないといわれています。
それからプレシリンジといって、薬剤
が注射器の中にすでに入った状態です
ので、そのまま注射器から針をつけて
患者さんの目に注射すれば済みます。
これに対しアフリベルセプト（遺伝子
組換え）は効果がラニビズマブ（遺伝
子組換え）より高いのですが、バイア
ルから注射器で薬剤を引くという操作
が一つ必要で、ラニビズマブ（遺伝子
組換え）と比べると目の感染症の頻度
が少し高いといわれています。
　池田　それぞれ特徴があるのですね。
目に注射するというちょっと怖い話で
すが、具体的にはどのような手技が行
われるのでしょうか。
　島田　具体的には多くの施設の眼科
の外来で治療を行うことができます。
まず患者さんの目を消毒する。注射の
前と後に抗菌薬の点眼薬を３日間ずつ
点眼するのが標準の治療スタイルです。
そして、患者さんは外来のベッドで休
んでいただいて、表面麻酔薬を点眼し、
それから消毒して注射をする。操作自
体はだいたい数分で終わってしまうよ
うな治療です。
　池田　患者さんがやらなければいけ
ないことは、前に３日間点眼して、当

日来て、痛み止めの点眼をし、それで
注射を受けて帰る。そしてまた３日間
点眼ですか。
　島田　そうですね。その日は入浴や
洗顔ができませんが、翌日からは入浴、
洗顔は可能になります。目薬を術後３
日間するのが日本の標準的な治療方法
です。
　池田　それを月１回ぐらい行ってい
くのですね。点眼は、抗生物質ですか。
それを前後で計６日間やるのは特に問
題はないのでしょうか。
　島田　そのことに対して今海外では、
同じ抗菌薬の点眼を使うので、それに
伴う耐性菌の増加が問題になっていま
す。日本以外の多くの国では、この理
由から抗菌薬の点眼を中止している国
が増えています。
　池田　今後の日本の対応の課題です
ね。
　島田　そうですね。
　池田　VEGFに対する抗体製剤は高
額ではないかと思うのですが、どのく
らいなのでしょうか。
　島田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）
は約16万円で、アフリベルセプト（遺
伝子組換え）が約14万円といわれてい
ます。
　池田　高いですね。高齢者だと保険
で実費が変わってくると思うのですが、
１割、あるいは２割でもかなりの負担
ですね。
　島田　そうですね。両眼の治療を受

図１　軟性ドルーゼン（矢印）

図２　滲出型加齢黄斑変性

図３　萎縮型加齢黄斑変性

図４　抗VEGF療法

加齢黄斑変性の前段階であり、軽度の視力低下がみられることもある。
健診で見つかったらサプリメントを内服する。

新生血管が網膜の深部に形成され（矢印）出血を生じる。
病気に活動があれば抗VEGFの治療を行う。

網膜の深部が萎縮するが（矢印）、よい治療法はない。

滲出型加齢黄斑変性のある眼に注射すると、新生血管が縮小する。
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ょうどラニビズマブ（遺伝子組換え）
が発売になったころから治療を始めて
いて、年間だいたい7,000注射、毎日だ
いたい30注射ぐらい行っていると考え
ていただいてよいです。日本の中でも
１、２を争うような数だと思います。
　池田　30注射ということは30眼です
ね。点眼をした後に、患者さんはただ
目を前に向けていればいいのでしょう
か。
　島田　そうです。前に向けていれば、
処置自体は強膜というところに針を刺
すだけなので、ほんの一瞬、チクッと
痛いぐらいといわれています。
　池田　針が見えてしまうような気が
しますが。
　島田　最初はそのように不安に思う
方が多いのですが、１回注射して自分
の症状がよくなると、次回からはあま
りそういうことはおっしゃらない人が
多いです。不安感がなくなっているの
だと思います。
　池田　それから効果判定です。どの
ように判定されるのでしょうか。
　島田　効果判定は今、OCTという網
膜の断層検査である光干渉断層計で行
います。超音波のような器械で、網膜
の断層を簡単に画像として解析するこ
とができます。そうすると、医師も患
者さんも同時に治療前後で病態がよく
なっているのが簡単に把握できるよう
になっています。もちろん、視力検査
も大事です。

　池田　視力検査は一般的なものです
が、OCTとは患者さんがどういう状態
で受けるのでしょうか。
　島田　簡単な検査で、数分で患者さ
んは何の痛みもなく簡単に終わってし
まう検査です。今、この器械は非常に
普及していて、開業されている施設で
もたくさん入っています。一般的な器
械です。
　池田　例えば、散瞳して検査を受け
るということでしょうか。
　島田　散瞳した後、眼底検査と同時
にカラーの写真を撮って、OCT検査を
するのが一般的な検査方法です。
　池田　通常の眼底写真も撮るし、断
層写真も撮って、両方で注射の前後で
比較してみる。そこがわかると患者さ
んも安心できますね。
　島田　自分の目で見ることができる
ので、注射する前よりも明らかによく
なっているのを目で見て把握できるの
で納得します。
　池田　また続けようと思うのですね。
　島田　そうですね。もっと頑張って
みようという気になります。
　池田　やる気が出ますね。患者さん
が目で見て納得できるのはモチベーシ
ョンを上げますね。
　島田　そうですね。
　池田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）、
アフリベルセプト（遺伝子組換え）で
すが、どのような方は打ってはいけな
いのでしょうか。

ける場合は、患者さんによって高額医
療費で払い戻しが可能になってきます
ので、両眼の治療を受ける場合にはで
きれば同じ月に受けることを考えてい
ただけると助かると思います。
　池田　高額医療制度を利用せざるを
えないですね。
　島田　そうですね。あと、硝子体内
注射は、手術ではなくて処置なので、
保険会社からの医療保険の対象になら
ないのです。例えば自己負担３割で５ 
万円払って保険会社に申請しても、そ
の５万円は戻ってこない。患者さんに
とって困るところだと思います。
　池田　その場合、高額医療制度もあ
るのですが、補助制度などはないので
すか。
　島田　今のところないですね。
　池田　であれば安い薬で、バイオシ
ミラーの話がありましたよね。
　島田　2021年頃から生物学的同等性
のあるような薬ラニビズマブ（遺伝子
組換え）のバイオシミラーが出て、2023
年頃にはアフリベルセプト（遺伝子組
換え）のバイオシミラーが出るといわ
れています。
　池田　それだと７割ぐらいの値段に
なるのですね。
　島田　はい。患者さんにとってはか
なりいい点だと思います。
　池田　両眼に発症される方はどのく
らいいるのでしょうか。
　島田　日本のデータではだいたい20

％です。同時ではありませんが５年、
10年、間を経て両眼に出てくる方は20
％ぐらいになるといわれています。
　池田　両眼に出てくると、患者さん
もたいへん心配されるところだと思う
のですが、この治療法は開業の眼科医
でもできるものなのでしょうか。
　島田　眼科医であれば、どなたでも
できると思います。特に、白内障の手
術を行っているような施設の医師であ
れば問題なくできるように思います。
　池田　両眼にあると、注射や検査も
含めて、高齢者の方は、頻回に受診し
ないといけませんよね。
　島田　そうですね。
　池田　そうすると、かなり物理的に
も金銭的にも負担になってくると思い
ます。そういう方たちは、大きな病院、
特に大学病院に行きたいと思うのです
が、実際のところはどうなのでしょう
か。
　島田　専門施設を希望して受診され
る方が多いように思います。専門施設
だと、こういう加齢黄斑変性に特化し
ている医師が必ずいるので、治療後の
経過を正確に把握し、どんな状況にあ
るか、その治療ごとにいろいろ話して
くれるので、患者さんも安心されるの
だと思います。
　池田　例えば、日本大学病院の眼科
ではどのくらいの頻度でこの注射を行
っているのでしょうか。
　島田　私たちの施設では2009年、ち
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ょうどラニビズマブ（遺伝子組換え）
が発売になったころから治療を始めて
いて、年間だいたい7,000注射、毎日だ
いたい30注射ぐらい行っていると考え
ていただいてよいです。日本の中でも
１、２を争うような数だと思います。
　池田　30注射ということは30眼です
ね。点眼をした後に、患者さんはただ
目を前に向けていればいいのでしょう
か。
　島田　そうです。前に向けていれば、
処置自体は強膜というところに針を刺
すだけなので、ほんの一瞬、チクッと
痛いぐらいといわれています。
　池田　針が見えてしまうような気が
しますが。
　島田　最初はそのように不安に思う
方が多いのですが、１回注射して自分
の症状がよくなると、次回からはあま
りそういうことはおっしゃらない人が
多いです。不安感がなくなっているの
だと思います。
　池田　それから効果判定です。どの
ように判定されるのでしょうか。
　島田　効果判定は今、OCTという網
膜の断層検査である光干渉断層計で行
います。超音波のような器械で、網膜
の断層を簡単に画像として解析するこ
とができます。そうすると、医師も患
者さんも同時に治療前後で病態がよく
なっているのが簡単に把握できるよう
になっています。もちろん、視力検査
も大事です。

　池田　視力検査は一般的なものです
が、OCTとは患者さんがどういう状態
で受けるのでしょうか。
　島田　簡単な検査で、数分で患者さ
んは何の痛みもなく簡単に終わってし
まう検査です。今、この器械は非常に
普及していて、開業されている施設で
もたくさん入っています。一般的な器
械です。
　池田　例えば、散瞳して検査を受け
るということでしょうか。
　島田　散瞳した後、眼底検査と同時
にカラーの写真を撮って、OCT検査を
するのが一般的な検査方法です。
　池田　通常の眼底写真も撮るし、断
層写真も撮って、両方で注射の前後で
比較してみる。そこがわかると患者さ
んも安心できますね。
　島田　自分の目で見ることができる
ので、注射する前よりも明らかによく
なっているのを目で見て把握できるの
で納得します。
　池田　また続けようと思うのですね。
　島田　そうですね。もっと頑張って
みようという気になります。
　池田　やる気が出ますね。患者さん
が目で見て納得できるのはモチベーシ
ョンを上げますね。
　島田　そうですね。
　池田　ラニビズマブ（遺伝子組換え）、
アフリベルセプト（遺伝子組換え）で
すが、どのような方は打ってはいけな
いのでしょうか。

ける場合は、患者さんによって高額医
療費で払い戻しが可能になってきます
ので、両眼の治療を受ける場合にはで
きれば同じ月に受けることを考えてい
ただけると助かると思います。
　池田　高額医療制度を利用せざるを
えないですね。
　島田　そうですね。あと、硝子体内
注射は、手術ではなくて処置なので、
保険会社からの医療保険の対象になら
ないのです。例えば自己負担３割で５ 
万円払って保険会社に申請しても、そ
の５万円は戻ってこない。患者さんに
とって困るところだと思います。
　池田　その場合、高額医療制度もあ
るのですが、補助制度などはないので
すか。
　島田　今のところないですね。
　池田　であれば安い薬で、バイオシ
ミラーの話がありましたよね。
　島田　2021年頃から生物学的同等性
のあるような薬ラニビズマブ（遺伝子
組換え）のバイオシミラーが出て、2023
年頃にはアフリベルセプト（遺伝子組
換え）のバイオシミラーが出るといわ
れています。
　池田　それだと７割ぐらいの値段に
なるのですね。
　島田　はい。患者さんにとってはか
なりいい点だと思います。
　池田　両眼に発症される方はどのく
らいいるのでしょうか。
　島田　日本のデータではだいたい20

％です。同時ではありませんが５年、
10年、間を経て両眼に出てくる方は20
％ぐらいになるといわれています。
　池田　両眼に出てくると、患者さん
もたいへん心配されるところだと思う
のですが、この治療法は開業の眼科医
でもできるものなのでしょうか。
　島田　眼科医であれば、どなたでも
できると思います。特に、白内障の手
術を行っているような施設の医師であ
れば問題なくできるように思います。
　池田　両眼にあると、注射や検査も
含めて、高齢者の方は、頻回に受診し
ないといけませんよね。
　島田　そうですね。
　池田　そうすると、かなり物理的に
も金銭的にも負担になってくると思い
ます。そういう方たちは、大きな病院、
特に大学病院に行きたいと思うのです
が、実際のところはどうなのでしょう
か。
　島田　専門施設を希望して受診され
る方が多いように思います。専門施設
だと、こういう加齢黄斑変性に特化し
ている医師が必ずいるので、治療後の
経過を正確に把握し、どんな状況にあ
るか、その治療ごとにいろいろ話して
くれるので、患者さんも安心されるの
だと思います。
　池田　例えば、日本大学病院の眼科
ではどのくらいの頻度でこの注射を行
っているのでしょうか。
　島田　私たちの施設では2009年、ち
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　島田　アフリベルセプト（遺伝子組
換え）は妊婦や妊娠している可能性の
ある女性に関しては禁忌です。それか
ら使用上の注意で、緑内障や眼圧の高
い人、脳卒中や一過性脳虚血発作の既
往のある方に対しては慎重投与となっ
ています。
　池田　両眼に発症した方はどのよう
に投与していくのでしょうか。
　島田　例えば、片目が加齢黄斑変性
になっていて視力がかなり悪くなって
いる。残った良いほうの目にも加齢黄
斑変性の病気が出てきた。しかも、患
者さんは脳卒中の既往がある。そうい

う方は本人と医師が相談して、リスク
があるけれども、どうするか。リスク
があってもぜひ治療を受けたいという
場合には抗VEGF治療を行います。
　あと、サプリメントをのむという予
防法もあります。例えば、片目が加齢
黄斑変性になって、残った目にも少し
なりそうだという所見があったらのむ。
あるいは、両眼に加齢黄斑変性の前段
階のような所見があることが健康診断
で指摘されたらサプリメントをのむ。
確実な予防効果ではないのですが、リ
スクを減らせる可能性があります。
　池田　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科特任教授
棚　橋　紀　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　一過性脳虚血発作（TIA）の
診断と治療についてうかがいます。ま
ず、TIAそのものについてお話しいた
だけますか。
　棚橋　脳卒中は大きく分けると、脳
血管の詰まる脳の虚血と、脳血管の破
ける出血性疾患、例えば脳出血やくも
膜下出血があります。脳血管の詰まる
脳虚血のうち、24時間以上症状が持続
し、頭部CT、あるいはMRIで梗塞病
変が認められるものは一般的に脳梗塞
と呼ばれています。
　一方、一過性脳虚血発作、これは英
語でtransient isch emic attack（TIA）
と呼んでいますが、このTIA、従来は
24時間以内（ほとんどは15分以内）に
症状が消えると定義されてきました。
　その後、2009年にアメリカの脳卒中
協会から、TIAの診断を単に症状の持
続時間で区切ることはあまり意味がな
いとして、実際には局所の脳、脊髄、
あるいは網膜の虚血により生ずる一過
性神経学的機能障害で、画像上、脳梗
塞巣を伴っていないこととする、とい

う基準が出ました。すなわち、海外で
は症状の持続時間に基づく定義から、
画像診断によって急性期脳梗塞が認め
られない症状へと、定義が変わってき
たのです。
　TIAは、脳梗塞の前触れとして重要
です。TIA発症後90日以内に20％ぐら
いの方が脳梗塞を発症するといわれて
います。そして、特にその発症は２日
以内に多いという報告があります。日
本の脳卒中データバンクの統計では、
脳卒中の中でTIAは10％ぐらいしかな
いといわれています。症状が短時間に
消えるため、医師に相談するのが遅れ
る傾向がありますし、医師の診察時に
は症状が見られないことが多くなりま
す。しかし、このTIAこそ、できるだ
け早く医療機関を受診することが重要
であると認識されるようになりました。
　次にTIAの症状ですが、脳に血液を
送っている血管は大きく分けると左右
の内頸動脈と中央にある椎骨脳底動脈
があります。これは１本です。そして、
内頸動脈は主に目、網膜、それから大

脳梗塞急性期の診断と治療
（3）一過性脳虚血発作（TIA）
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