
東邦大学大橋病院呼吸器内科教授
松　瀬　厚　人

（聞き手　山内俊一）

　私自身も含めて、遷延性咳嗽に対して、治療的診断の名のもとに、あまりに
も安易にβ刺激薬と吸入ステロイド薬の合剤の吸入薬が処方されている現状が
あると思います。かといって、気道の過敏性検査（メサコリン吸入試験、アス
トグラフ等）を実臨床で検査するのは現実的に困難だと思います。
　咳喘息の診断はどうあるべきでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

遷延性咳嗽の診断と治療

　山内　まず、咳が長引いているとい
うのは、どのぐらいの期間から定義さ
れているのでしょうか。
　松瀬　今、日本でも世界でも、持続
期間によって咳は３つのタイプに分け
るようになっています。まず急性とい
うのが３週間。これはいろいろな論文
があって、実は風邪だけでも約３週間、
咳が続くというのがわかっていて、一
番多いのが風邪を含む感染症となって
います。次が３～８週間、ここは遷延
性という言葉を使っていますが、ここ
で一番多いといわれているのが風邪の
後の感染後咳嗽になります。これが実
はあまり検査の所見もないし、治療も
なくて難しいのです。そしていよいよ

８週間を過ぎてくると慢性の咳、慢性
咳嗽と定義され、ここに一番多いのが
話題の咳喘息といわれています。
　山内　ちなみに、感染後咳嗽ですが、
この原因としては何が考えられている
のでしょう。
　松瀬　すでに急性期を過ぎているの
で、風邪のウイルスはいないはずです。
でも咳だけが続く。なぜかは、実はま
だ完全にはわかっていないのですが、
一つは風邪のウイルスが感染すると、
咳の受容体、咳のスイッチが非常に入
りやすくなる。そうすると、ウイルス
がいなくなっても、しばらくこの入り
やすい状態が続いてしまうので、急性
期を過ぎても咳が出続ける。あるいは
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係は夜寝ようと思うと、寝入りばなに
咳で眠りにくいなどの特徴があります
し、痰を伴う場合は寝ている間にたま
ってしまうので、明け方に痰がらみの
咳で起きる。どんなタイミングでどの
ように咳が出るかを聞いていただくの
が入り口になると思います。
　山内　痰がからむようなものとして
は、がんなどは別にして、最近はCOPD
が多いのでしょうね。
　松瀬　そうですね。COPDで一番困
るのは息切れなのですが、咳とか痰と
いう方もいます。これは喫煙歴を聞い
て、肺機能検査をすればある程度診断
がつく病気なので、そこはしっかり行
ってもらえばと思います。
　山内　それ以外にも、咳はいろいろ
な原因で出てきますが、代表的なもの
に逆流性食道炎があります。この鑑別
は難しいのでしょうか。
　松瀬　いわゆる典型的な胸やけ、食
後とか、横になると胸やけがして、そ
れに合わせて咳が出て、制酸剤で改善
するような咳であればあまり難しくな
いのですが、日本人の特徴として、そ
んなに逆流がはっきりしない。むしろ
日中、長く会話をしたときに、胸やけ
がなくて咳が出るようなタイプも多い
といわれていて、しかも咳喘息に合併
しやすいという話もあります。咳喘息
の治療をして、ある程度治っても、昼
間に咳が残っていたら胃食道逆流が合
併していることを考えないといけない

という話もあります。
　山内　胸やけもないとなると、例え
ば胃の内視鏡を行って確認したとして
も、これが原因かどうかはっきりわか
らなくなってしまいますね。
　松瀬　難しいですね。pHをモニター
したり、最近は動きだけを見るインピ
ーダンス法というものもあって、そう
いうものを組み合わせればできるので
しょうが、実臨床、一般臨床ではなか
なか難しいと思います。
　山内　制酸薬を行って効く、効かな
いはあまり診断上役立たないことにな
りますね。
　松瀬　そのような可能性もあります。
もちろん典型的な場合は効果があるの
でしょうけれども。
　山内　そういったもの以外にも、昔
から薬剤によるものも知られています
ね。つい忘れがちですが、これもやは
り大事なことですね。
　松瀬　有名なACE阻害薬、β遮断薬、
一部の糖尿病の薬が薬剤性の咳嗽の原
因ともいわれていますので、そこを聞
き出し、それらをやめれば治るのです
から、たいへん大事な問診になると思
います。
　山内　咳喘息に戻りますが、質問に
あるのは、一般の医家だとなかなか吸
入試験は難しいので、どうしたらいい
かということですが、いかがでしょう。
　松瀬　確実に重篤なもの、他疾患が
除外できて、問診で薬喘息の可能性や、

普通、咳は反射なのですが、ある程度
長く続くと脳とつながってしまう。そ
うすると、咳が出たらどうしようとか、
何となくのどがもぞもぞするといって、
少し気持ちの問題で咳が出る。こうい
ういろいろなものが相まって、ウイル
スもおらず、炎症もなくなっているの
に咳だけが続くという現象が起きてし
まうのが、感染後の咳の原因ではない
かといわれています。
　山内　そうしますと、質問は慢性の
咳嗽と考えてよいかと思うのですが、
こうなってくると何かあると見てよい
のでしょうね。
　松瀬　８週間を過ぎると、ただの風
邪とか、風邪の後ではない何ものかが
原因であると考えて、精査をするべき
だと思います。
　山内　そこで鑑別診断になりますが、
基本的にはすぐ咳喘息といかずに、ま
ずはとりあえずレントゲン写真、ある
いは可能であればCTを撮って、重篤
な、特にがんとかいったものはきちん
と見分けたほうがいい、これは間違い
ないでしょうね。
　松瀬　そうですね。特に大人の慢性、
２カ月以上続くような咳の場合には、
簡単に診断がつくもの、レントゲンや、
診察もそうですが、ここはまず確実に
除外するのが大原則だと思います。
　山内　さて、少なくともがんやCOPD
はほぼ否定的という大前提に立って、
ここから先の鑑別診断についてお願い

したいのですが、いかがでしょう。
　松瀬　私どものような総合病院、大
学病院であれば、CT、精密な肺機能
検査を含めて、いろいろな手段がある
ので、頑張って診断をすればすぐに結
果が出ることもあるのですが、そうい
う機械をお持ちでない一般の医師にと
っては、まずは丁寧な問診、診察、そ
して最終的には診断的治療と、その反
応性で見ていく流れの中で、患者さん
は１回で診断がついて、一発で止めて
ほしいと言うかもしれません。そうは
いかないことをしっかり説明し、１回
で決めるのではなくて、治療の反応を
見ながら診断を積み上げていくことに
なっていくと思います。
　山内　経過観察、ないし診断的治療
を行いながらの経過観察が非常に重要
だということになりますね。最初にそ
れをしっかり患者さんにも納得してい
ただくことですね。
　松瀬　はい。
　山内　問診のときに、医師が特に注
目するポイントについてお話をうかが
いたいのですが。
　松瀬　よくお聞きするのは、好発時
間が日中なのか、夜間なのか。例えば
咳喘息は喘息ですので、日中より夜間。
喘息は夜間の中でも副交感の緊張が高
まってコルチゾールの分泌が下がって
くるといわれている寝入りばなよりも、
夜中から明け方に咳で目が覚める。一
方、風邪の場合がそうですが、感染関
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係は夜寝ようと思うと、寝入りばなに
咳で眠りにくいなどの特徴があります
し、痰を伴う場合は寝ている間にたま
ってしまうので、明け方に痰がらみの
咳で起きる。どんなタイミングでどの
ように咳が出るかを聞いていただくの
が入り口になると思います。
　山内　痰がからむようなものとして
は、がんなどは別にして、最近はCOPD
が多いのでしょうね。
　松瀬　そうですね。COPDで一番困
るのは息切れなのですが、咳とか痰と
いう方もいます。これは喫煙歴を聞い
て、肺機能検査をすればある程度診断
がつく病気なので、そこはしっかり行
ってもらえばと思います。
　山内　それ以外にも、咳はいろいろ
な原因で出てきますが、代表的なもの
に逆流性食道炎があります。この鑑別
は難しいのでしょうか。
　松瀬　いわゆる典型的な胸やけ、食
後とか、横になると胸やけがして、そ
れに合わせて咳が出て、制酸剤で改善
するような咳であればあまり難しくな
いのですが、日本人の特徴として、そ
んなに逆流がはっきりしない。むしろ
日中、長く会話をしたときに、胸やけ
がなくて咳が出るようなタイプも多い
といわれていて、しかも咳喘息に合併
しやすいという話もあります。咳喘息
の治療をして、ある程度治っても、昼
間に咳が残っていたら胃食道逆流が合
併していることを考えないといけない

という話もあります。
　山内　胸やけもないとなると、例え
ば胃の内視鏡を行って確認したとして
も、これが原因かどうかはっきりわか
らなくなってしまいますね。
　松瀬　難しいですね。pHをモニター
したり、最近は動きだけを見るインピ
ーダンス法というものもあって、そう
いうものを組み合わせればできるので
しょうが、実臨床、一般臨床ではなか
なか難しいと思います。
　山内　制酸薬を行って効く、効かな
いはあまり診断上役立たないことにな
りますね。
　松瀬　そのような可能性もあります。
もちろん典型的な場合は効果があるの
でしょうけれども。
　山内　そういったもの以外にも、昔
から薬剤によるものも知られています
ね。つい忘れがちですが、これもやは
り大事なことですね。
　松瀬　有名なACE阻害薬、β遮断薬、
一部の糖尿病の薬が薬剤性の咳嗽の原
因ともいわれていますので、そこを聞
き出し、それらをやめれば治るのです
から、たいへん大事な問診になると思
います。
　山内　咳喘息に戻りますが、質問に
あるのは、一般の医家だとなかなか吸
入試験は難しいので、どうしたらいい
かということですが、いかがでしょう。
　松瀬　確実に重篤なもの、他疾患が
除外できて、問診で薬喘息の可能性や、

普通、咳は反射なのですが、ある程度
長く続くと脳とつながってしまう。そ
うすると、咳が出たらどうしようとか、
何となくのどがもぞもぞするといって、
少し気持ちの問題で咳が出る。こうい
ういろいろなものが相まって、ウイル
スもおらず、炎症もなくなっているの
に咳だけが続くという現象が起きてし
まうのが、感染後の咳の原因ではない
かといわれています。
　山内　そうしますと、質問は慢性の
咳嗽と考えてよいかと思うのですが、
こうなってくると何かあると見てよい
のでしょうね。
　松瀬　８週間を過ぎると、ただの風
邪とか、風邪の後ではない何ものかが
原因であると考えて、精査をするべき
だと思います。
　山内　そこで鑑別診断になりますが、
基本的にはすぐ咳喘息といかずに、ま
ずはとりあえずレントゲン写真、ある
いは可能であればCTを撮って、重篤
な、特にがんとかいったものはきちん
と見分けたほうがいい、これは間違い
ないでしょうね。
　松瀬　そうですね。特に大人の慢性、
２カ月以上続くような咳の場合には、
簡単に診断がつくもの、レントゲンや、
診察もそうですが、ここはまず確実に
除外するのが大原則だと思います。
　山内　さて、少なくともがんやCOPD
はほぼ否定的という大前提に立って、
ここから先の鑑別診断についてお願い

したいのですが、いかがでしょう。
　松瀬　私どものような総合病院、大
学病院であれば、CT、精密な肺機能
検査を含めて、いろいろな手段がある
ので、頑張って診断をすればすぐに結
果が出ることもあるのですが、そうい
う機械をお持ちでない一般の医師にと
っては、まずは丁寧な問診、診察、そ
して最終的には診断的治療と、その反
応性で見ていく流れの中で、患者さん
は１回で診断がついて、一発で止めて
ほしいと言うかもしれません。そうは
いかないことをしっかり説明し、１回
で決めるのではなくて、治療の反応を
見ながら診断を積み上げていくことに
なっていくと思います。
　山内　経過観察、ないし診断的治療
を行いながらの経過観察が非常に重要
だということになりますね。最初にそ
れをしっかり患者さんにも納得してい
ただくことですね。
　松瀬　はい。
　山内　問診のときに、医師が特に注
目するポイントについてお話をうかが
いたいのですが。
　松瀬　よくお聞きするのは、好発時
間が日中なのか、夜間なのか。例えば
咳喘息は喘息ですので、日中より夜間。
喘息は夜間の中でも副交感の緊張が高
まってコルチゾールの分泌が下がって
くるといわれている寝入りばなよりも、
夜中から明け方に咳で目が覚める。一
方、風邪の場合がそうですが、感染関
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夜中から明け方の咳嗽や鼻炎、いろい
ろなアレルギー疾患の合併、家族歴が
あるかなどを積み上げていって、どう
やら咳喘息っぽいということになった
ら、できれば気管支拡張薬の反応をま
ず見ていただく。反応がありそうなら、
吸入ステロイドを中心とした喘息の治
療をして、効果を判定していけばいい
と思うのです。しかし、なかなか激し
い咳の場合には、この質問にあるよう
に、最初からステロイドと気管支拡張
薬の合剤を使う機会が多いかと思いま
す。私はそれは仕方がないと思います。
症状が強くて、患者さんを何とかして
あげたいと思うのは医師の本分という
か、気持ちとしては間違いないと思い
ます。ただ、そうするのであれば、本
当に効いているのか効果判定する。効
いたのであれば、例えば減量していっ
たところで気管支拡張薬の反応を見る
とか、あるいは初めて使う場合に一緒
に気管支拡張薬を単剤で併用しながら、
その反応性を見る。そこはしっかりや
っていただきたいと思います。
　山内　感染性のものでしたら気管支
拡張薬はまず効かないと見てよいので
しょうか。
　松瀬　気管支拡張薬自体に咳反射を
抑える薬理作用はないといわれていま
す。気管支拡張薬で改善する咳は収縮
に関係して起こる咳反射なので、喘息

もしくは咳喘息とほぼ考えていいとい
うことになります。
　山内　そのあたりはぜひやっていた
だきたいですね。
　松瀬　そうですね。
　山内　我々はよく漢方薬の麦門冬湯
を使うのですが、このあたりの位置づ
けを先生はどのように考えますか。
　松瀬　副作用がないとは言えません
が、安全ということで、好まれる方は
います。いろいろ薬理学的に咳反射に
対する鎮咳効果もわかってきているの
で、おそらく一般的な治療が効かない
ときに使う分には問題ないと思います
し、通常の治療で反応が十分でないと
きに組み合わせて使われるのもいいと
思います。ただ、薬剤ですので、副作
用をしっかりチェックして、先ほどと
同じになりますが、本当に効いている
のかの効果判定をしながら、減量や中
止のタイミングも怠らないようにする
ことが大事かなと思います。
　山内　遷延性のちょうど中間的なと
ころ、つなぎで使うのも一つの意味が
あると見てよいでしょうね。
　松瀬　感染後の咳には何も効かない
となっているので、普通の咳止めと漢
方薬を組み合わせることはよく行われ
ていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

敬愛クリニック内科／元 東京女子医科大学病院呼吸器内科禁煙外来担当
阿　部　眞　弓

（聞き手　池脇克則）

　経口禁煙治療補助薬バレニクリン酒石酸塩（以下、バレニクリン）の登場で
禁煙成功率は高まりましたが、患者サポートや指導のコツ、禁煙に失敗した際
の対処についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

禁煙治療の最近の動向

　池脇　禁煙補助剤のバレニクリンは
従来のものに比べると禁煙成功率は高
まりました。今回の質問は、ただ処方
するだけではなくて、患者さんをどう
やってサポートするか、指導するか、
あるいは失敗したときにどう対処する
のか。私もそこはどうするのだろうな
と思っていました。
　阿部　時間が限られた臨床の中では
難しいところですよね。
　池脇　まず、患者サポートや指導の
コツあたりから教えてください。
　阿部　忙しい外来では薬の処方中心
になりがちですが、患者さんの禁煙へ
の思いや動機を丁寧に尋ねたり、カウ
ンセリングを軽視しないことが大事で
す。薬の処方だけでも、自己管理能力
の高い人はしっかり禁煙できることが

多いのですが、禁煙したいがどうした
らいいかわからない方とか、自己効力
感の低い方もいらっしゃいます。その
一人ひとりの能力というか、実力を引
き出す、自己効力感を高めるような、
介入方法を取ることが重要かと思いま
す。
　池脇　患者さんとの信頼関係も必要
ですか。
　阿部　とても重要なことだと思いま
す。まず、忘れてはならないのは、「禁
煙外来」というだけで、喫煙者の方は
怖い外来、怒られる外来という認識で
来られるということ。まずは笑顔でお
迎えして、挨拶から始めて、もちろん
皆さんなさっていることですが、受診
者の方を大切に思っていますよと、そ
ういう姿勢を医師のほうから見せるこ
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夜中から明け方の咳嗽や鼻炎、いろい
ろなアレルギー疾患の合併、家族歴が
あるかなどを積み上げていって、どう
やら咳喘息っぽいということになった
ら、できれば気管支拡張薬の反応をま
ず見ていただく。反応がありそうなら、
吸入ステロイドを中心とした喘息の治
療をして、効果を判定していけばいい
と思うのです。しかし、なかなか激し
い咳の場合には、この質問にあるよう
に、最初からステロイドと気管支拡張
薬の合剤を使う機会が多いかと思いま
す。私はそれは仕方がないと思います。
症状が強くて、患者さんを何とかして
あげたいと思うのは医師の本分という
か、気持ちとしては間違いないと思い
ます。ただ、そうするのであれば、本
当に効いているのか効果判定する。効
いたのであれば、例えば減量していっ
たところで気管支拡張薬の反応を見る
とか、あるいは初めて使う場合に一緒
に気管支拡張薬を単剤で併用しながら、
その反応性を見る。そこはしっかりや
っていただきたいと思います。
　山内　感染性のものでしたら気管支
拡張薬はまず効かないと見てよいので
しょうか。
　松瀬　気管支拡張薬自体に咳反射を
抑える薬理作用はないといわれていま
す。気管支拡張薬で改善する咳は収縮
に関係して起こる咳反射なので、喘息

もしくは咳喘息とほぼ考えていいとい
うことになります。
　山内　そのあたりはぜひやっていた
だきたいですね。
　松瀬　そうですね。
　山内　我々はよく漢方薬の麦門冬湯
を使うのですが、このあたりの位置づ
けを先生はどのように考えますか。
　松瀬　副作用がないとは言えません
が、安全ということで、好まれる方は
います。いろいろ薬理学的に咳反射に
対する鎮咳効果もわかってきているの
で、おそらく一般的な治療が効かない
ときに使う分には問題ないと思います
し、通常の治療で反応が十分でないと
きに組み合わせて使われるのもいいと
思います。ただ、薬剤ですので、副作
用をしっかりチェックして、先ほどと
同じになりますが、本当に効いている
のかの効果判定をしながら、減量や中
止のタイミングも怠らないようにする
ことが大事かなと思います。
　山内　遷延性のちょうど中間的なと
ころ、つなぎで使うのも一つの意味が
あると見てよいでしょうね。
　松瀬　感染後の咳には何も効かない
となっているので、普通の咳止めと漢
方薬を組み合わせることはよく行われ
ていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

敬愛クリニック内科／元 東京女子医科大学病院呼吸器内科禁煙外来担当
阿　部　眞　弓

（聞き手　池脇克則）

　経口禁煙治療補助薬バレニクリン酒石酸塩（以下、バレニクリン）の登場で
禁煙成功率は高まりましたが、患者サポートや指導のコツ、禁煙に失敗した際
の対処についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

禁煙治療の最近の動向

　池脇　禁煙補助剤のバレニクリンは
従来のものに比べると禁煙成功率は高
まりました。今回の質問は、ただ処方
するだけではなくて、患者さんをどう
やってサポートするか、指導するか、
あるいは失敗したときにどう対処する
のか。私もそこはどうするのだろうな
と思っていました。
　阿部　時間が限られた臨床の中では
難しいところですよね。
　池脇　まず、患者サポートや指導の
コツあたりから教えてください。
　阿部　忙しい外来では薬の処方中心
になりがちですが、患者さんの禁煙へ
の思いや動機を丁寧に尋ねたり、カウ
ンセリングを軽視しないことが大事で
す。薬の処方だけでも、自己管理能力
の高い人はしっかり禁煙できることが

多いのですが、禁煙したいがどうした
らいいかわからない方とか、自己効力
感の低い方もいらっしゃいます。その
一人ひとりの能力というか、実力を引
き出す、自己効力感を高めるような、
介入方法を取ることが重要かと思いま
す。
　池脇　患者さんとの信頼関係も必要
ですか。
　阿部　とても重要なことだと思いま
す。まず、忘れてはならないのは、「禁
煙外来」というだけで、喫煙者の方は
怖い外来、怒られる外来という認識で
来られるということ。まずは笑顔でお
迎えして、挨拶から始めて、もちろん
皆さんなさっていることですが、受診
者の方を大切に思っていますよと、そ
ういう姿勢を医師のほうから見せるこ
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いでください、自己嫌悪に陥らないで
ください、という方向で、気を取り直
し、もう一度禁煙をスタートしてもら
います。そういうことが大事になると
思います。
　池脇　吸ったら、それでもう終わり
というよりも、吸ったら吸ったで、ど
うして吸ったのか、それを振り返ると
いう意味では何か記録をつけてもらう
ようなこともしていますか。
　阿部　記録をつけていただくという
のはとても大事です。吸ってしまった
ときには、例えばどういう状況で、ど
ういう気持ちで吸ってしまったか。ま
た、吸った後、どのように感じられた
か。吸ったときに、おいしく感じたか
とか、自己嫌悪があったとか、その後、
タバコをどうされたかとか、そういう
ことを記録してもらう。それは大事な
ことです。そのように頼んで記録を取
ってもらうことで、患者さんも治療に
参加する、医師だけではなくて、治療
に自分も参加している。客観的に自分
の喫煙行動をチェックする。そういう
観察者の目を持ってもらうことになり
ます。
　そして、再喫煙してしまっても、そ
の状況を記録に取っておけば、医師は
またそこで相談に乗ってくれ、「再喫
煙」を今後の禁煙に役立てることがで
きるわけです。
　池脇　バレニクリンという質問です
が、それ以外にも様々な禁煙補助剤が

あって、副作用もありますので、患者
さんに説明したほうがいいですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。バレ
ニクリンで一番多い副作用は「吐き気」
だと思いますが、吐き気を起こさない
ように食直後にのむことは必要ですし、
吐き気止めを事前に処方しておいて、
バレニクリン服薬開始の際に使ってい
ただくこともあろうかと思います。
　また、ニコチンパッチやニコチンガ
ムに関してですが、処方として出せる
のはニコチンパッチです。これに関し
てはニコチンの急性中毒症状の出現に
注意します。発汗、脱力感、頭痛や吐
き気などの症状ですが、喫煙者の方に
は「吸い過ぎたときにどんなふうにな
りましたか」とお尋ねするといいと思
います。これらの症状が出たときは急
性中毒を疑い、パッチをはがして、２～
３時間様子を見ます。時間経過ととも
に症状が軽くなる場合はニコチンの過
量投与の疑いがあり、投与量を減らす
必要があります。次回の通院まで間が
あるときは、応急的にパッチの面積を
減らすことで対処します。介在物、例
えば救急絆創膏をパッチと皮膚の間に
貼って、パッチと皮膚の接触面積を減
らす方法を事前にお伝えしておくとよ
いと思います。
　池脇　禁煙をスタートして、定期的
に医師が診られるのですよね。うまく
いっていることもあれば、場合によっ
てはちょっと吸ってしまったというこ

とが大切だと思います。
　池脇　禁煙する人も、家に帰れば家
族の方がいらっしゃる。また職場、環
境も重要でしょうか。
　阿部　とても重要です。同居のご家
族の中に、喫煙者の方がいらっしゃる
ときは要注意です。喫煙者のご家族に
はご本人がやめたいということをご理
解いただいて、例えば見えるところで
は吸わないでもらうとか、家の中では
吸わないでもらう。それから、タバコ
をあちこちに置かないとか、そういう
基本的なことをお願いして協力をとり
つけるのが大事だと思います。
　また、タバコを吸わないご家族の場
合は案外楽にいけそうと皆さん思われ
るかもしれないのですが、そこにまた
ちょっと落とし穴があります。吸わな
い方というのは、禁煙の苦しさとか、
非常に辛い思いを乗り越えて努力して
いることを、あまり認めないところが
あります。禁煙して１カ月ぐらいする
と、「吸ってなくて当たり前でしょう」
というように、無関心になってしまう
ことがあります。やはり折々に「禁煙
してくれているんだ、ありがとう」と
か「うれしい」とか、そういう気持ち
をご家族が伝えてくださるのがいいで
すね。ご本人の禁煙継続の動機にもな
り、とても大事だと思います。
　また、職場でも禁煙したことのある
経験者の方にお話しして、ちょっと辛
いときに愚痴をこぼしたらサポートし

ていただくとかが大事になると思いま
す。
　池脇　そういうことで始めて、すっ
といけばいいのでしょうが、やっぱり
吸ってしまったというようなときに、
どう対処したらいいのか迷うのです。
先生はどうされていますか。
　阿部　先ほど申し上げましたように、
一つは再喫煙しても通院していただく、
そこが大事です。受診者の方は、再喫
煙してしまうと、がっくりきてしまわ
れて、「お医者さんのところに行った
ら怒られるだろうな」と思ってしまっ
て、それで通院をやめてしまうことが
あります。これは医師側の努力で確実
に避けていく必要があります。禁煙開
始後に吸ってしまっても、また受診し
てもらえるような信頼関係を築いてお
く必要があります。
　池脇　失敗する方という言い方は失
礼かもしれませんが、早い時期に失敗
するのでしょうか。それとも、少した
ってからなのでしょうか。
　阿部　禁煙開始後３日以内の再喫煙
が多いです。この時期を乗り越えると、
吸わない生活に徐々になじめてきます。
禁煙開始直後の再喫煙に関しては、「失
敗」と考えてはいけないと思います。
再喫煙イコール禁煙失敗ではないので
す。そして、この時期の再喫煙に関し
ては、時にあることなので、あまりく
よくよしないで再チャレンジすればよ
いと考えてもらいます。がっくり来な
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いでください、自己嫌悪に陥らないで
ください、という方向で、気を取り直
し、もう一度禁煙をスタートしてもら
います。そういうことが大事になると
思います。
　池脇　吸ったら、それでもう終わり
というよりも、吸ったら吸ったで、ど
うして吸ったのか、それを振り返ると
いう意味では何か記録をつけてもらう
ようなこともしていますか。
　阿部　記録をつけていただくという
のはとても大事です。吸ってしまった
ときには、例えばどういう状況で、ど
ういう気持ちで吸ってしまったか。ま
た、吸った後、どのように感じられた
か。吸ったときに、おいしく感じたか
とか、自己嫌悪があったとか、その後、
タバコをどうされたかとか、そういう
ことを記録してもらう。それは大事な
ことです。そのように頼んで記録を取
ってもらうことで、患者さんも治療に
参加する、医師だけではなくて、治療
に自分も参加している。客観的に自分
の喫煙行動をチェックする。そういう
観察者の目を持ってもらうことになり
ます。
　そして、再喫煙してしまっても、そ
の状況を記録に取っておけば、医師は
またそこで相談に乗ってくれ、「再喫
煙」を今後の禁煙に役立てることがで
きるわけです。
　池脇　バレニクリンという質問です
が、それ以外にも様々な禁煙補助剤が

あって、副作用もありますので、患者
さんに説明したほうがいいですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。バレ
ニクリンで一番多い副作用は「吐き気」
だと思いますが、吐き気を起こさない
ように食直後にのむことは必要ですし、
吐き気止めを事前に処方しておいて、
バレニクリン服薬開始の際に使ってい
ただくこともあろうかと思います。
　また、ニコチンパッチやニコチンガ
ムに関してですが、処方として出せる
のはニコチンパッチです。これに関し
てはニコチンの急性中毒症状の出現に
注意します。発汗、脱力感、頭痛や吐
き気などの症状ですが、喫煙者の方に
は「吸い過ぎたときにどんなふうにな
りましたか」とお尋ねするといいと思
います。これらの症状が出たときは急
性中毒を疑い、パッチをはがして、２～
３時間様子を見ます。時間経過ととも
に症状が軽くなる場合はニコチンの過
量投与の疑いがあり、投与量を減らす
必要があります。次回の通院まで間が
あるときは、応急的にパッチの面積を
減らすことで対処します。介在物、例
えば救急絆創膏をパッチと皮膚の間に
貼って、パッチと皮膚の接触面積を減
らす方法を事前にお伝えしておくとよ
いと思います。
　池脇　禁煙をスタートして、定期的
に医師が診られるのですよね。うまく
いっていることもあれば、場合によっ
てはちょっと吸ってしまったというこ

とが大切だと思います。
　池脇　禁煙する人も、家に帰れば家
族の方がいらっしゃる。また職場、環
境も重要でしょうか。
　阿部　とても重要です。同居のご家
族の中に、喫煙者の方がいらっしゃる
ときは要注意です。喫煙者のご家族に
はご本人がやめたいということをご理
解いただいて、例えば見えるところで
は吸わないでもらうとか、家の中では
吸わないでもらう。それから、タバコ
をあちこちに置かないとか、そういう
基本的なことをお願いして協力をとり
つけるのが大事だと思います。
　また、タバコを吸わないご家族の場
合は案外楽にいけそうと皆さん思われ
るかもしれないのですが、そこにまた
ちょっと落とし穴があります。吸わな
い方というのは、禁煙の苦しさとか、
非常に辛い思いを乗り越えて努力して
いることを、あまり認めないところが
あります。禁煙して１カ月ぐらいする
と、「吸ってなくて当たり前でしょう」
というように、無関心になってしまう
ことがあります。やはり折々に「禁煙
してくれているんだ、ありがとう」と
か「うれしい」とか、そういう気持ち
をご家族が伝えてくださるのがいいで
すね。ご本人の禁煙継続の動機にもな
り、とても大事だと思います。
　また、職場でも禁煙したことのある
経験者の方にお話しして、ちょっと辛
いときに愚痴をこぼしたらサポートし

ていただくとかが大事になると思いま
す。
　池脇　そういうことで始めて、すっ
といけばいいのでしょうが、やっぱり
吸ってしまったというようなときに、
どう対処したらいいのか迷うのです。
先生はどうされていますか。
　阿部　先ほど申し上げましたように、
一つは再喫煙しても通院していただく、
そこが大事です。受診者の方は、再喫
煙してしまうと、がっくりきてしまわ
れて、「お医者さんのところに行った
ら怒られるだろうな」と思ってしまっ
て、それで通院をやめてしまうことが
あります。これは医師側の努力で確実
に避けていく必要があります。禁煙開
始後に吸ってしまっても、また受診し
てもらえるような信頼関係を築いてお
く必要があります。
　池脇　失敗する方という言い方は失
礼かもしれませんが、早い時期に失敗
するのでしょうか。それとも、少した
ってからなのでしょうか。
　阿部　禁煙開始後３日以内の再喫煙
が多いです。この時期を乗り越えると、
吸わない生活に徐々になじめてきます。
禁煙開始直後の再喫煙に関しては、「失
敗」と考えてはいけないと思います。
再喫煙イコール禁煙失敗ではないので
す。そして、この時期の再喫煙に関し
ては、時にあることなので、あまりく
よくよしないで再チャレンジすればよ
いと考えてもらいます。がっくり来な
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うになります。禁煙チャレンジも何回
目かになると、上手にすっと離陸でき
るようになりますよと、そんな感じで
お伝えしています。いったん中止する
ときも、“次は禁煙できる”と考えら
れるように、希望を失わないでいただ
くようにお話ししています。
　池脇　最近私もたまに聞かれるので
すけれども、タバコを吸っている方で、
加熱式タバコに代えて、最終的には禁
煙したいという方もいらっしゃるので
すが、それはうまくいくのかという気
もするのですが、どうでしょうか。
　阿部　なかなかうまくいかないと思
います。加熱式タバコに代えること自
体、心理的には吸い続けたいというこ
とです。いわば禁煙するということと
は、正反対の行動になります。ですの
で、すでに加熱式タバコに代えてしま

った方には、どこかのタイミングで吸
わないことを選択してもらわないとい
けないです。そういう介入が必要にな
ります。
　加熱式タバコを考えている人には、
加熱式タバコには、ニコチンや発がん
物質をはじめとする有害物質が多く含
まれていて、健康にはマイナスである
ことをお伝えしないといけないでしょ
う。吸い続ける行為は発がん物質を毎
日毎日体に吸収することなので、それ
は健康管理としてはやめなければいけ
ないことだと、しっかりお伝えするこ
とが大切です。呼気中の有害物質が家
族の健康にとってもマイナスであるな
ど、正しい情報をお伝えし、やめてい
ただくようにアプローチすることが大
事だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

ともあると思うのですが、どういうと
ころを留意して指導しているのでしょ
うか。
　阿部　とりわけ２回目の外来が重要
だと思います。そのときに禁煙外来の
担当医が気をつけることとしては、も
し再喫煙をしていた場合、そして再喫
煙をしてもすぐに禁煙した場合と、実
はまだだらだら吸っていたということ
があると思うのですが、すぐに禁煙さ
れた患者さんの場合は心から褒めてい
ただきたい。「ありがとうございます」
と御礼を申し上げるぐらい褒めていた
だきたいですね。そして、喫煙を続け
ている場合には、どういう状況で、ま
たどうして喫煙を続けざるをえないで
いるのか、お気持ちを傾聴して、その
方に合ったアドバイスをすることが大
事だと思います。
　ただ、医師側の基本姿勢として、こ
の時点ですごく優しい先生が陥りがち
な「吸ってもしょうがないですね」み
たいな流れになるのは絶対に避けてい
ただきたいです。医師がその時期の患
者さんに伝えなければいけない重要な
メッセージは、「これから次の外来ま
での期間、完全に断煙する。それがあ
なたにとって禁煙成功のために今、最
も重要なことです」なのです。そのメ
ッセージをきちんとお伝えしないと、
だらだら吸い続けて、そのまま失敗コ
ースへ、ということが時にあります。
　池脇　喫煙という悪い習慣をなくす

という、ネガティブなものを正常に戻
すというよりも、患者さんと医師で一
緒に達成するような感じで、一歩前進
した、頑張りましたねというのが大事
だということですね。
　阿部　おっしゃるとおりです。
　池脇　あるところで外来はストップ
するときがくると思うのですが、その
あたりの判断はどのようにされるので
しょうか。
　阿部　今、保険診療で５回通院が認
められていますので、５回きちんと来
ていただいて、それで終診になること
が多いです。ただ、ごくまれに最終外
来近くなって再喫煙される方があって、
なかなか断煙できない場合、外来での
禁煙治療を、例えばいったん中止して
仕切り直しをすることを考えなければ
いけないこともあります。
　いったん禁煙できた方がまた吸い始
めているということは、その背景に、
例えばご家族の介護や病気、仕事の負
荷が多くなったりとか、何か環境が悪
化している場合があります。禁煙とい
うのはけっこうな大事業なので、それ
に取り組めない背景因子ができている
ときは、環境が落ち着いたらまた受診
してくださいということでお約束し、
いったん介入を終了することもありま
す。禁煙は何回チャレンジしてもよく、
経験を積むと、ここを乗り越えれば禁
煙できる、という禁煙のコツというか
ツボのようなものが自分でもわかるよ
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してくださいということでお約束し、
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東京慈恵会医科大学循環器内科教授
山　根　禎　一

（聞き手　池脇克則）

　心房頻拍と心房粗動の鑑別についてご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

心房頻拍と心房粗動の鑑別

　池脇　山根先生には、不整脈ではた
びたびお話しをいただいていますが、
今回はまずは、上室性の頻拍症がどう
いう原因で起こるのかというところか
らお願いします。
　山根　まず少し広くお話ししますと、
通常、上室性の頻拍といわれるもの 
（皆さんよくご存じの心房細動はちょ
っと置いておいて）がどんなイメージ
かというと、基本的には規則正しく頻
回に興奮するものを呼びます。ですか
ら、上室性の頻拍というと、上室（つ
まり心房）が規則正しく動いていると
考えていただくのがいいと思います。
PSVTと称される発作性の上室性頻拍
症、そして心房頻拍、心房粗動といっ
たものが入ってくると考えていただい
てよいと思います。
　池脇　基本的には規則正しい頻拍症
ということで、その起こり方、何が原

因かというのは、それぞれの疾患で違
うわけですね。どういう違いなのでし
ょうか。
　山根　今お話ししましたPSVTに関
しては、通常、基礎的な疾患がない方
に起こることがほとんどです。PSVT
の代表的なものが２つあり、一つは房
室結節回帰性頻拍、もう一つは房室回
帰性頻拍と呼ばれます。前者の房室結
節回帰性頻拍というのは、房室結節が
二重伝導路、または三重伝導路になっ
ていて、そこで電気興奮がぐるぐる回
ってしまうものです。一般的に人間は
約半分の方で房室結節が二重伝導路に
なっているといわれているものですか
ら（皆さんがなるわけではありません
が）発症する方は比較的多く、1,000人
いると３人ぐらいといわれています。
もう一つの房室回帰性頻拍というのは
WPW症候群の方に生じる頻拍であり、

心房と心室の間で電気が旋回するよう
なタイプです。
　この２つは通常は健常な方に起こる
のですが、一方で心房頻拍、心房粗動
は、心臓に何らかの原因を有している
方に生じるタイプです。その原因とは
年齢とともに起こってくる線維化や、
過去に心臓の外科的手術を受けたこと
があるというようなケースが比較的多
いイメージです。
　池脇　今先生の話で、びっくりした
のですが、50％の方がどこかに二重伝
導路を持っているのですね。
　山根　PSVTのような方ですね。た
だ、原因を有しているからといって皆
さんが起こすわけではなくて、その中
でも発症する人は少ないのですが。
　池脇　確認ですけれども、こういう
速い伝導路と遅い伝導路というのは、
結局何かの拍子にぐるぐるそこを、リ
エントリーというのでしょうか、そう
いうものが頻拍の原因になるというこ
とですか。
　山根　PSVTに関してはそうです。
ただ、リエントリーは心房頻拍とか心
房粗動もそうですので、必ずどこかに
回路となる伝導路を持っていて、その
中で伝導速度が違ったり、不応期の差
があったりなどの要因でリエントリー
が成立することになります。
　池脇　質問の心房頻拍の場合は、先
生の先ほどの説明ですと、何らかの基
礎疾患、あるいは心臓の外科手術など

で、簡単に言うと、心房の一部が傷つ
くことが何か異常興奮の因子になって
しまうということでしょうか。
　山根　これもまた細かく言い出すと
いろいろなケースがあるので、一概に
言えないのですが、典型的なケースで
は、何かしら心臓の中に回路を形成す
る傷を持っていて、その周りを電気が
回るようなタイプになります。
　池脇　いずれにしても、すべてでは
ないにしても、何かのきっかけで刺激
がリエントリーでぐるぐる回ることに
よって頻脈になる。パッと起こって、
パッと止まる。基本的にはそういうも
のが、自覚症状になるかもしれません
が、それが特徴なのでしょうか。
　山根　症状は人によって違うのです
が、先ほどから話が出るPSVTなどは
突然起こって突然止まるというパター
ンが多いのですけれども、心房頻拍、
心房粗動は、１回出たものが長く続く
というパターンのほうが多いですね。
人によりますが、出たものが何日間も
続くことが比較的多いと思います。
　池脇　次に、心房粗動はどういう異
常で起こるのでしょうか。
　山根　これもパターンがいくつもあ
るのですが、心房粗動の中で一番代表
的なもの、そして皆さんが粗動と言っ
て思い浮かべられるのは、心電図でノ
コギリの波が出ているタイプだと思い
ます。これは通常型心房粗動といわれ
るものですが、心臓の中の電気興奮が
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東京慈恵会医科大学循環器内科教授
山　根　禎　一
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　心房頻拍と心房粗動の鑑別についてご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

心房頻拍と心房粗動の鑑別

　池脇　山根先生には、不整脈ではた
びたびお話しをいただいていますが、
今回はまずは、上室性の頻拍症がどう
いう原因で起こるのかというところか
らお願いします。
　山根　まず少し広くお話ししますと、
通常、上室性の頻拍といわれるもの 
（皆さんよくご存じの心房細動はちょ
っと置いておいて）がどんなイメージ
かというと、基本的には規則正しく頻
回に興奮するものを呼びます。ですか
ら、上室性の頻拍というと、上室（つ
まり心房）が規則正しく動いていると
考えていただくのがいいと思います。
PSVTと称される発作性の上室性頻拍
症、そして心房頻拍、心房粗動といっ
たものが入ってくると考えていただい
てよいと思います。
　池脇　基本的には規則正しい頻拍症
ということで、その起こり方、何が原

因かというのは、それぞれの疾患で違
うわけですね。どういう違いなのでし
ょうか。
　山根　今お話ししましたPSVTに関
しては、通常、基礎的な疾患がない方
に起こることがほとんどです。PSVT
の代表的なものが２つあり、一つは房
室結節回帰性頻拍、もう一つは房室回
帰性頻拍と呼ばれます。前者の房室結
節回帰性頻拍というのは、房室結節が
二重伝導路、または三重伝導路になっ
ていて、そこで電気興奮がぐるぐる回
ってしまうものです。一般的に人間は
約半分の方で房室結節が二重伝導路に
なっているといわれているものですか
ら（皆さんがなるわけではありません
が）発症する方は比較的多く、1,000人
いると３人ぐらいといわれています。
もう一つの房室回帰性頻拍というのは
WPW症候群の方に生じる頻拍であり、

心房と心室の間で電気が旋回するよう
なタイプです。
　この２つは通常は健常な方に起こる
のですが、一方で心房頻拍、心房粗動
は、心臓に何らかの原因を有している
方に生じるタイプです。その原因とは
年齢とともに起こってくる線維化や、
過去に心臓の外科的手術を受けたこと
があるというようなケースが比較的多
いイメージです。
　池脇　今先生の話で、びっくりした
のですが、50％の方がどこかに二重伝
導路を持っているのですね。
　山根　PSVTのような方ですね。た
だ、原因を有しているからといって皆
さんが起こすわけではなくて、その中
でも発症する人は少ないのですが。
　池脇　確認ですけれども、こういう
速い伝導路と遅い伝導路というのは、
結局何かの拍子にぐるぐるそこを、リ
エントリーというのでしょうか、そう
いうものが頻拍の原因になるというこ
とですか。
　山根　PSVTに関してはそうです。
ただ、リエントリーは心房頻拍とか心
房粗動もそうですので、必ずどこかに
回路となる伝導路を持っていて、その
中で伝導速度が違ったり、不応期の差
があったりなどの要因でリエントリー
が成立することになります。
　池脇　質問の心房頻拍の場合は、先
生の先ほどの説明ですと、何らかの基
礎疾患、あるいは心臓の外科手術など

で、簡単に言うと、心房の一部が傷つ
くことが何か異常興奮の因子になって
しまうということでしょうか。
　山根　これもまた細かく言い出すと
いろいろなケースがあるので、一概に
言えないのですが、典型的なケースで
は、何かしら心臓の中に回路を形成す
る傷を持っていて、その周りを電気が
回るようなタイプになります。
　池脇　いずれにしても、すべてでは
ないにしても、何かのきっかけで刺激
がリエントリーでぐるぐる回ることに
よって頻脈になる。パッと起こって、
パッと止まる。基本的にはそういうも
のが、自覚症状になるかもしれません
が、それが特徴なのでしょうか。
　山根　症状は人によって違うのです
が、先ほどから話が出るPSVTなどは
突然起こって突然止まるというパター
ンが多いのですけれども、心房頻拍、
心房粗動は、１回出たものが長く続く
というパターンのほうが多いですね。
人によりますが、出たものが何日間も
続くことが比較的多いと思います。
　池脇　次に、心房粗動はどういう異
常で起こるのでしょうか。
　山根　これもパターンがいくつもあ
るのですが、心房粗動の中で一番代表
的なもの、そして皆さんが粗動と言っ
て思い浮かべられるのは、心電図でノ
コギリの波が出ているタイプだと思い
ます。これは通常型心房粗動といわれ
るものですが、心臓の中の電気興奮が
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三尖弁の周りを旋回することで生じま
す。この回り方にも、通常回りと逆回
りがあって、通常回りというのは三尖
弁を心室から見上げたときに、反時計
方向に旋回しているもので、これが代
表的な通常型心房粗動のタイプになり
ます。
　池脇　多少のサブタイプはあるかも
しれないけれども、心房粗動は三尖弁
の周囲に異常が起こって、刺激は300
回/分ぐらい、もちろん、心室が300回
収縮する方はまずいらっしゃらないと
思いますが、そういったことが起こる
不整脈との理解でよいですか。
　山根　代表的な通常型心房粗動は三
尖弁の周りを１分間に約300回、規則
正しく電気が旋回します。これがどの
ような伝導比で房室結節を伝わって心
室におりてくるかによって症状は全く
変わってくると思います。今お話があ
ったように、一番ひどいのは300回が
１対１で心房から心室におりてくる場
合であり、そうすると、心室も300回
になってしまいます。これはまれです
が、起こりうることであり、患者さん
は失神してしまう方が多いです。
　２対１だと150回、３対１だと心室
が100回、４対１だと75回で、５対１
だと60回になりますから、症状として
はあまり感じないと思います。この伝
導比は時によって変わってきますので、
状況によっては心房は規則正しくても、
心室が不規則ということもあります。

　池脇　同じ心房粗動といっても、伝
導が何対何かによって全く違うという
ことですが、例えば動悸を感じるとい
う患者さんが来られて、心電図を撮っ
た。どうも頻拍だ。その中で、心房頻
拍、心房粗動、あるいはそれ以外のい
くつかの頻拍性の不整脈をどのように
して鑑別するのでしょうか。
　山根　ここまでお話ししましたよう
に、心房頻拍、心房粗動は、心房の中
で何かしらリエントリーのようなこと
が起こって、心房が規則正しく速く動
くものです。それが心室に多くの場合
は多対１（つまり３対１とか、２対１、
４対１というようなかたち）で伝導し
ます。心房細動との大きな違いは、あ
くまでも心房は規則正しく速く動いて
いることです（心房細動は心房・心室
ともに非常に不規則です）。
　今回の質問の心房頻拍と粗動が、ど
ういう関係なのかというと、かなりオ
ーバーラップします。大きく見ますと、
心房頻拍という大きなくくりの中に心
房粗動が含まれているというイメージ
で考えていただくといいと思います。
　そして、少し細かく言いますと、心
房頻拍の定義は、心電図のP波が基線
に戻るものになります。ですから、ゼ
ロライン（基線）が見えて、その上に
P波が明瞭に見えるのが心房頻拍です。
一方、鋸歯状波のように、どこがゼロ
ラインなのかがはっきりしないのが心
房粗動と考えていただくといいと思い

ます。
　池脇　まずは規則正しいのか、そう
ではないのか。そして、規則正しい場
合の心電図が鋸歯状波か、そうではな
いのか。このあたりが大きなポイント
になるのですね。
　山根　そうですね。鋸歯状波が代表
的な通常型心房粗動ですが、鋸歯状波
ではない心房粗動もあります。サイン
ウエーブのように大きく上下している
ようなものも心房粗動に入ります。こ
れもどこがゼロラインなのかわからな
いタイプです。この鑑別を一人ひとり
の患者さんで注意深く見ていただくと、
また理解が深まるかと思います。
　池脇　こういったタイプの頻脈性の

不整脈は、カテーテルアブレーション
が有効と思うのですが、どうでしょう。
　山根　そのとおりです。なかなかこ
ういうタイプの不整脈は薬が効きにく
い面もあります。もちろん最初に薬を
第一選択で使うのが原則なのですが、
早めにカテーテルで根治させるのが現
在ではいい選択肢だろうと思います。
　池脇　そうすると、心電図で確定ま
でいかなくても、疑わしいときにはア
ブレーションができる専門の施設に紹
介するのがいいでしょうか。
　山根　それがベストな方法だろうと
考えます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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三尖弁の周りを旋回することで生じま
す。この回り方にも、通常回りと逆回
りがあって、通常回りというのは三尖
弁を心室から見上げたときに、反時計
方向に旋回しているもので、これが代
表的な通常型心房粗動のタイプになり
ます。
　池脇　多少のサブタイプはあるかも
しれないけれども、心房粗動は三尖弁
の周囲に異常が起こって、刺激は300
回/分ぐらい、もちろん、心室が300回
収縮する方はまずいらっしゃらないと
思いますが、そういったことが起こる
不整脈との理解でよいですか。
　山根　代表的な通常型心房粗動は三
尖弁の周りを１分間に約300回、規則
正しく電気が旋回します。これがどの
ような伝導比で房室結節を伝わって心
室におりてくるかによって症状は全く
変わってくると思います。今お話があ
ったように、一番ひどいのは300回が
１対１で心房から心室におりてくる場
合であり、そうすると、心室も300回
になってしまいます。これはまれです
が、起こりうることであり、患者さん
は失神してしまう方が多いです。
　２対１だと150回、３対１だと心室
が100回、４対１だと75回で、５対１
だと60回になりますから、症状として
はあまり感じないと思います。この伝
導比は時によって変わってきますので、
状況によっては心房は規則正しくても、
心室が不規則ということもあります。

　池脇　同じ心房粗動といっても、伝
導が何対何かによって全く違うという
ことですが、例えば動悸を感じるとい
う患者さんが来られて、心電図を撮っ
た。どうも頻拍だ。その中で、心房頻
拍、心房粗動、あるいはそれ以外のい
くつかの頻拍性の不整脈をどのように
して鑑別するのでしょうか。
　山根　ここまでお話ししましたよう
に、心房頻拍、心房粗動は、心房の中
で何かしらリエントリーのようなこと
が起こって、心房が規則正しく速く動
くものです。それが心室に多くの場合
は多対１（つまり３対１とか、２対１、
４対１というようなかたち）で伝導し
ます。心房細動との大きな違いは、あ
くまでも心房は規則正しく速く動いて
いることです（心房細動は心房・心室
ともに非常に不規則です）。
　今回の質問の心房頻拍と粗動が、ど
ういう関係なのかというと、かなりオ
ーバーラップします。大きく見ますと、
心房頻拍という大きなくくりの中に心
房粗動が含まれているというイメージ
で考えていただくといいと思います。
　そして、少し細かく言いますと、心
房頻拍の定義は、心電図のP波が基線
に戻るものになります。ですから、ゼ
ロライン（基線）が見えて、その上に
P波が明瞭に見えるのが心房頻拍です。
一方、鋸歯状波のように、どこがゼロ
ラインなのかがはっきりしないのが心
房粗動と考えていただくといいと思い

ます。
　池脇　まずは規則正しいのか、そう
ではないのか。そして、規則正しい場
合の心電図が鋸歯状波か、そうではな
いのか。このあたりが大きなポイント
になるのですね。
　山根　そうですね。鋸歯状波が代表
的な通常型心房粗動ですが、鋸歯状波
ではない心房粗動もあります。サイン
ウエーブのように大きく上下している
ようなものも心房粗動に入ります。こ
れもどこがゼロラインなのかわからな
いタイプです。この鑑別を一人ひとり
の患者さんで注意深く見ていただくと、
また理解が深まるかと思います。
　池脇　こういったタイプの頻脈性の

不整脈は、カテーテルアブレーション
が有効と思うのですが、どうでしょう。
　山根　そのとおりです。なかなかこ
ういうタイプの不整脈は薬が効きにく
い面もあります。もちろん最初に薬を
第一選択で使うのが原則なのですが、
早めにカテーテルで根治させるのが現
在ではいい選択肢だろうと思います。
　池脇　そうすると、心電図で確定ま
でいかなくても、疑わしいときにはア
ブレーションができる専門の施設に紹
介するのがいいでしょうか。
　山根　それがベストな方法だろうと
考えます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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東京医科大学消化器内科主任教授
糸　井　隆　夫

（聞き手　山内俊一）

　健診での膵疾患のひろいあげについてご教示ください。
　現在、当医所見では血清アミラーゼを用いていますが、これでは膵疾患のひ
ろいあげにはならないと思います。何を用いればよいのでしょうか。
 ＜和歌山県開業医＞

健診での膵疾患のひろいあげ

　山内　まずアミラーゼ、リパーゼは、
健康診断で膵疾患のひろいあげによく
使われていますが、これでは十分でな
いといったあたりからお話し願えます
か。
　糸井　膵疾患のひろいあげとなると
慢性膵炎や膵がん、特に後者の膵がん
が最も大切になります。まずアミラー
ゼ、リパーゼはいわゆる膵酵素と呼ば
れるものの一つですが、なぜ膵がんで
上がるかという病態についてちょっと
お話ししたいと思います。
　膵がんといっても、膵がん自身がア
ミラーゼ、リパーゼを出しているので
はないのです。例えば塊をつくるよう
な膵がん、あるいは膵管をふさぐぐら
いの上皮内がんなどがありますと、膵
管の中で膵液をブロックするという現

象が起きます。そうすると、末梢の膵
管が画像的には拡張してきたり、ある
いは膵液の流れが悪くなって、圧がか
かって、いわゆる局所的な膵炎が起こ
り、アミラーゼやリパーゼが上がって
くるのです。
　ですので、がんそのものから出るわ
けではなく、いわゆる間接的な所見を
見ているだけになるので、たまたまそ
の膵管にがんが絡んでいれば上がって
くる。偶然的な上昇ということで、万
能ではないことをご理解ください。
　山内　膵炎でも当然上がってきます
が、同じようなメカニズムと考えてよ
いのでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、膵炎の
場合は多くは太い膵管、主膵管を中心
に起こってくるようなものがほとんど

ですが、膵がんの多くは、膵がんの初
期は分枝膵管にできるといわれていま
す。そういった意味では、分枝膵管レ
ベルでいわゆる閉塞性膵炎のようなこ
とが起こって、アミラーゼやリパーゼ
が上がってくることになると思います。
　山内　いずれもアミラーゼ、リパー
ゼの膵臓での産生が増えているのでは
なくて、あふれ出していると考えてよ
いのですね。そうしますと、それが増
えた、減ったと確実な診断をするには
かなり距離があるのが現状ですね。
　糸井　そうです。
　山内　エラスターゼ１といったもの
もあるようですが、ほかのものはいか
がでしょう。
　糸井　同様な膵酵素、あるいは腫瘍
マーカーと呼ばれるもののうちに、エ
ラスターゼ１、あるいはデュパン２と
いったものがあります。さらには、よ
く親しまれているCEAとか、CA19-９
というものがありますが、以前のデー
タですが、１㎝程度の小さな膵がんで、
実際にどういったマーカー、あるいは
膵酵素が上がっているかを統計で取っ
たところ、その中でエラスターゼ１が
一番上がっている。それでも50％以下
になりますが、エラスターゼ１が小膵
炎を見つけるために有用ではないかと
いう報告はしばしば見られます。
　山内　ただ、現時点で診断率がやや
低すぎることから、健康診断を行うサ
イドとしても使いにくいと考えている

のでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、ひろい
あげによく健康診断で含まれるのがア
ミラーゼあるいはリパーゼ、CEA、CA 
19-９という４つ。それにエラスター
ゼ１をつけ加えてもいいのではないか
と思いますが、限界も今お話ししたと
おりです。
　山内　結局のところ、現時点では画
像診断が一番頼りになると考えてよい
のでしょうか。
　糸井　質問者のいうとおり、膵酵素
だけ、あるいは血液検査だけではひろ
いあげには万能ではないこともありま
すので、例えば症状があるような症例
も含めて、健診レベルではエコーが低
侵襲でよいのかと思います。
　山内　エコー検査は特に進歩が著し
いのですが、将来的にスクリーニング
に使われるのでしょうか。
　糸井　エコーの機械もかなりよくな
っていますし、あとは最近では健診レ
ベルで項目にすでに含まれることが多
くなっていますので、今後もひろいあ
げという意味では非常にいいのではな
いかと思います。例えば膵臓に囊胞が
ある人とか、あるいは膵管がちょっと
拡張しているような人をエコーでひろ
いあげて精密検査すると、実は膵がん
があったということがあります。そう
いった意味ではファーストステップと
してエコーは非常に簡便で有用だと思
います。
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東京医科大学消化器内科主任教授
糸　井　隆　夫

（聞き手　山内俊一）

　健診での膵疾患のひろいあげについてご教示ください。
　現在、当医所見では血清アミラーゼを用いていますが、これでは膵疾患のひ
ろいあげにはならないと思います。何を用いればよいのでしょうか。
 ＜和歌山県開業医＞

健診での膵疾患のひろいあげ

　山内　まずアミラーゼ、リパーゼは、
健康診断で膵疾患のひろいあげによく
使われていますが、これでは十分でな
いといったあたりからお話し願えます
か。
　糸井　膵疾患のひろいあげとなると
慢性膵炎や膵がん、特に後者の膵がん
が最も大切になります。まずアミラー
ゼ、リパーゼはいわゆる膵酵素と呼ば
れるものの一つですが、なぜ膵がんで
上がるかという病態についてちょっと
お話ししたいと思います。
　膵がんといっても、膵がん自身がア
ミラーゼ、リパーゼを出しているので
はないのです。例えば塊をつくるよう
な膵がん、あるいは膵管をふさぐぐら
いの上皮内がんなどがありますと、膵
管の中で膵液をブロックするという現

象が起きます。そうすると、末梢の膵
管が画像的には拡張してきたり、ある
いは膵液の流れが悪くなって、圧がか
かって、いわゆる局所的な膵炎が起こ
り、アミラーゼやリパーゼが上がって
くるのです。
　ですので、がんそのものから出るわ
けではなく、いわゆる間接的な所見を
見ているだけになるので、たまたまそ
の膵管にがんが絡んでいれば上がって
くる。偶然的な上昇ということで、万
能ではないことをご理解ください。
　山内　膵炎でも当然上がってきます
が、同じようなメカニズムと考えてよ
いのでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、膵炎の
場合は多くは太い膵管、主膵管を中心
に起こってくるようなものがほとんど

ですが、膵がんの多くは、膵がんの初
期は分枝膵管にできるといわれていま
す。そういった意味では、分枝膵管レ
ベルでいわゆる閉塞性膵炎のようなこ
とが起こって、アミラーゼやリパーゼ
が上がってくることになると思います。
　山内　いずれもアミラーゼ、リパー
ゼの膵臓での産生が増えているのでは
なくて、あふれ出していると考えてよ
いのですね。そうしますと、それが増
えた、減ったと確実な診断をするには
かなり距離があるのが現状ですね。
　糸井　そうです。
　山内　エラスターゼ１といったもの
もあるようですが、ほかのものはいか
がでしょう。
　糸井　同様な膵酵素、あるいは腫瘍
マーカーと呼ばれるもののうちに、エ
ラスターゼ１、あるいはデュパン２と
いったものがあります。さらには、よ
く親しまれているCEAとか、CA19-９
というものがありますが、以前のデー
タですが、１㎝程度の小さな膵がんで、
実際にどういったマーカー、あるいは
膵酵素が上がっているかを統計で取っ
たところ、その中でエラスターゼ１が
一番上がっている。それでも50％以下
になりますが、エラスターゼ１が小膵
炎を見つけるために有用ではないかと
いう報告はしばしば見られます。
　山内　ただ、現時点で診断率がやや
低すぎることから、健康診断を行うサ
イドとしても使いにくいと考えている

のでしょうね。
　糸井　おっしゃるとおりで、ひろい
あげによく健康診断で含まれるのがア
ミラーゼあるいはリパーゼ、CEA、CA 
19-９という４つ。それにエラスター
ゼ１をつけ加えてもいいのではないか
と思いますが、限界も今お話ししたと
おりです。
　山内　結局のところ、現時点では画
像診断が一番頼りになると考えてよい
のでしょうか。
　糸井　質問者のいうとおり、膵酵素
だけ、あるいは血液検査だけではひろ
いあげには万能ではないこともありま
すので、例えば症状があるような症例
も含めて、健診レベルではエコーが低
侵襲でよいのかと思います。
　山内　エコー検査は特に進歩が著し
いのですが、将来的にスクリーニング
に使われるのでしょうか。
　糸井　エコーの機械もかなりよくな
っていますし、あとは最近では健診レ
ベルで項目にすでに含まれることが多
くなっていますので、今後もひろいあ
げという意味では非常にいいのではな
いかと思います。例えば膵臓に囊胞が
ある人とか、あるいは膵管がちょっと
拡張しているような人をエコーでひろ
いあげて精密検査すると、実は膵がん
があったということがあります。そう
いった意味ではファーストステップと
してエコーは非常に簡便で有用だと思
います。
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　山内　ただ、精度の点でいきますと、
造影CTにはかなり劣るというのが今
の見解のようですが。
　糸井　おっしゃるとおりで、エコー
は非常に術者、行う人の技量が関係し
てきますので、そこで一つのハードル
がある。もう一つは、患者さん、被験
者側因子として、例えば肥満体形では
どうしてもエコーのビーム、超音波が
届かないような状況ではなかなか難し
いということになります。したがって、
客観的に診断するという意味ではエコ
ーで所見のある場合にはCT、特に造
影CT、あるいはMRIが次のステップ
として有用かと思います。
　山内　ただ、一方で読影のエキスパ
ートがあまり多くないような気もいた
しますね。
　糸井　放射線科の先生もどんどん増
えてきていますが、マンパワーという
意味で読影の医師の能力、あるいは枚
数は限界があると思います。そういっ
た意味では今後、AIが近い将来出てく
るのではないかと思います。
　山内　さて、少し元に戻りますが、
血液でのスクリーニングについて、現
時点では不十分ですが、今後期待され
るようなものというと、どういったも
のがあるのでしょうか。
　糸井　現在、遺伝子解析を含めてか
なり多くの新しい手技が出ています。
例えば、小さなマイクロRNAと呼ばれ
るようなもの、そしてエクソソームと

いわれる細胞から出すような分泌物み
たいなもの、あるいはメタボロームと
呼ばれるような、においや味などの原
因となるような代謝物、こういったも
のを調べることによって、膵がんの患
者さんが持っている特有の診断に有用
なものを見いだせるのではないかと、
最近ニュース番組等で取り上げられて
注目されています。
　山内　そういったものは、特異的に
何か一つの物質を追うのではなく、例
えばパターンですか、いろいろな細胞
の情報の塊みたいなものの情報の変化
を読み取って調べる、そういったニュ
アンスでしょうか。
　糸井　基本的にはがんであればそれ
ぞれパターンがあります。そのパター
ンの中で網羅的に調べて、膵がんの人
に共通するようなパターンを幾つか抽
出し、それをいわゆる腫瘍マーカーの
ように用いることで膵がんを疑い、ひ
ろいあげていくというかたちになりま
す。
　山内　今３つほど候補を挙げていた
だきましたが、先生のお考えで特に有
望なものというとどれになりますか。
　糸井　私たちが現在行っているよう
なマイクロRNAとメタボロームです。
特にエクソソームもそうですが、基本
的には血液から抽出、あるいは尿でも
行っていますが、我々が行っているの
は唾液の中のメタボローム解析という
ものです。将来的には針も刺さずに、

リトマス試験紙みたいなもので診断で
きるようになればいいと思っています
が、どれもまだまだ実用性に関しては
少しハードルがあり、特に早期膵がん、
小さい膵がんを見つけるとなると、実
用化には時間がかかると思います。
　山内　そもそも早期膵がん自体がな
かなか見つからない、ないし見つけら
れないと言ったほうがいいので、母集
団になるもの、対象となるものが少な
いのがネックですね。
　糸井　そうですね。そういったこと
を打破すべく、例えば前向きで私たち
の健診センターレベルで１万、２万と
いうような患者さんのビッグデータを
今、集めています。これはマイクロ
RNAなどもそうですが、そういったビ

ッグデータの中から、現在膵がんの人
はもちろん、将来的に膵がんになる人
をあとからも解析して、今後に役立て
ようとしています。そうしないと、現
時点で早期を見つけるのはなかなか難
しいのではないかと思っています。
　しかし、そうした研究を積み重ねる
ことで、経過中に代謝産物の種類や量
が変わっていったり、膵がんになった
人の以前のマイクロRNAやメタボロ
ームを振り返って調べてみると共通し
た何かが発見できたということがあろ
うかと思いますので、将来的にはより
新しい、早期膵がんに特化したものが
見つかるのではないかと期待していま
す。
　山内　ありがとうございました。
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　山内　ただ、精度の点でいきますと、
造影CTにはかなり劣るというのが今
の見解のようですが。
　糸井　おっしゃるとおりで、エコー
は非常に術者、行う人の技量が関係し
てきますので、そこで一つのハードル
がある。もう一つは、患者さん、被験
者側因子として、例えば肥満体形では
どうしてもエコーのビーム、超音波が
届かないような状況ではなかなか難し
いということになります。したがって、
客観的に診断するという意味ではエコ
ーで所見のある場合にはCT、特に造
影CT、あるいはMRIが次のステップ
として有用かと思います。
　山内　ただ、一方で読影のエキスパ
ートがあまり多くないような気もいた
しますね。
　糸井　放射線科の先生もどんどん増
えてきていますが、マンパワーという
意味で読影の医師の能力、あるいは枚
数は限界があると思います。そういっ
た意味では今後、AIが近い将来出てく
るのではないかと思います。
　山内　さて、少し元に戻りますが、
血液でのスクリーニングについて、現
時点では不十分ですが、今後期待され
るようなものというと、どういったも
のがあるのでしょうか。
　糸井　現在、遺伝子解析を含めてか
なり多くの新しい手技が出ています。
例えば、小さなマイクロRNAと呼ばれ
るようなもの、そしてエクソソームと

いわれる細胞から出すような分泌物み
たいなもの、あるいはメタボロームと
呼ばれるような、においや味などの原
因となるような代謝物、こういったも
のを調べることによって、膵がんの患
者さんが持っている特有の診断に有用
なものを見いだせるのではないかと、
最近ニュース番組等で取り上げられて
注目されています。
　山内　そういったものは、特異的に
何か一つの物質を追うのではなく、例
えばパターンですか、いろいろな細胞
の情報の塊みたいなものの情報の変化
を読み取って調べる、そういったニュ
アンスでしょうか。
　糸井　基本的にはがんであればそれ
ぞれパターンがあります。そのパター
ンの中で網羅的に調べて、膵がんの人
に共通するようなパターンを幾つか抽
出し、それをいわゆる腫瘍マーカーの
ように用いることで膵がんを疑い、ひ
ろいあげていくというかたちになりま
す。
　山内　今３つほど候補を挙げていた
だきましたが、先生のお考えで特に有
望なものというとどれになりますか。
　糸井　私たちが現在行っているよう
なマイクロRNAとメタボロームです。
特にエクソソームもそうですが、基本
的には血液から抽出、あるいは尿でも
行っていますが、我々が行っているの
は唾液の中のメタボローム解析という
ものです。将来的には針も刺さずに、

リトマス試験紙みたいなもので診断で
きるようになればいいと思っています
が、どれもまだまだ実用性に関しては
少しハードルがあり、特に早期膵がん、
小さい膵がんを見つけるとなると、実
用化には時間がかかると思います。
　山内　そもそも早期膵がん自体がな
かなか見つからない、ないし見つけら
れないと言ったほうがいいので、母集
団になるもの、対象となるものが少な
いのがネックですね。
　糸井　そうですね。そういったこと
を打破すべく、例えば前向きで私たち
の健診センターレベルで１万、２万と
いうような患者さんのビッグデータを
今、集めています。これはマイクロ
RNAなどもそうですが、そういったビ

ッグデータの中から、現在膵がんの人
はもちろん、将来的に膵がんになる人
をあとからも解析して、今後に役立て
ようとしています。そうしないと、現
時点で早期を見つけるのはなかなか難
しいのではないかと思っています。
　しかし、そうした研究を積み重ねる
ことで、経過中に代謝産物の種類や量
が変わっていったり、膵がんになった
人の以前のマイクロRNAやメタボロ
ームを振り返って調べてみると共通し
た何かが発見できたということがあろ
うかと思いますので、将来的にはより
新しい、早期膵がんに特化したものが
見つかるのではないかと期待していま
す。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020） （433）  1716 （432） ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020）

2006本文.indd   16-17 2020/05/14   9:38



東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センター准教授
齋　木　厚　人

（聞き手　山内俊一）

　BMI 35.6の59歳女性で、拡張型心筋症と臨床診断して紹介したところ、肥満
心筋症と最終診断された症例を、最近経験しました。しかし、BMI 35程度の肥
満の方はときどき見かけますが、肥満心筋症と診断されたケースは初めてでし
た。実地臨床で、肥満心筋症と疑うケースはどのような場合でしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

肥満心筋症

　山内　名前上は肥大型心筋症と紛ら
わしいですが、肥満心筋症とは最近の
疾患概念なのでしょうか。
　齋木　確かに最近言われ始めた概念
で、心臓の超音波などの検査で拡張型
心筋症様の心不全を呈しているのが特
徴です。もう一つの特徴として、高度
肥満があることが大前提です。高度肥
満はわが国ではBMI 35以上と定義され
ていますが、海外の文献ですと、135㎏
以上とより高度な肥満が10年以上続き、
拡張型心筋様の心不全があって、冠動
脈疾患など別の心疾患が否定されてい
る場合に、肥満心筋症（obesity relat-
ed cardiomyopathy）と呼ばれていま
す。しかし、はっきりとした診断基準
はありません。

　山内　この組織ないし病理学的な所
見の特徴といいますと、どのようなも
のなのでしょうか。
　齋木　心筋細胞の内側にも外側にも
中性脂肪が蓄積し、それらがいわゆる
脂肪毒性を発揮して心筋の収縮力を落
としたり、結果的にはリモデリングを
起こして線維化をきたして心筋の収縮
力が悪くなる、というような特徴があ
ります。
　山内　最近、脂肪肝以外にも、脂肪
膵や脂肪腎といわれ、特に肥満者では
いろいろな組織に脂肪が沈着する。メ
タボなどでは有名ですが、この一環な
のでしょうか。
　齋木　高度肥満症患者さんには異所
性脂肪がついていることが多いのです

が、肥満心筋症の方の異所性脂肪が、
そうでない高度肥満症の方に比べて蓄
積しているかというと決してそうでは
なくて、あくまでも心臓で悪いことが
起きている疾患のようです。
　山内　例えば、ほかの臓器にそう脂
肪がたまっていなくても、心臓だけに
たまっているという例もあると。
　齋木　心筋細胞の内外に蓄積した脂
肪の量が、重症度を反映しているかは
難しいところで、特に心臓だけに蓄積
しているとは言えないかもしれません。
　山内　肥満者では軽症も含めるとほ
ぼ見られる病態と考えていいのでしょ
うか。
　齋木　高度肥満の方が、例えば200
㎏、300㎏になると必ず心筋症になる
わけではありませんし、統計学的なも
のがないのですが、例えば当院では今
まで140例ぐらいの方に対して肥満外
科治療を行ったのですが、そのうちの
10人ぐらいが過去に肥満心筋症を起こ
していたり、手術の時点で肥満心筋症
の症状がありました。印象としては全
高度肥満人口のだいたい５～10％の方
が生涯のうちに心不全になられている
のかな、という印象を持っています。
　山内　症状といいますか、発症時症
状はまた難しいのですが、肥満状態が
10年ぐらい続いていた場合に、心不全
症状が出てきたときにまず疑うのです
ね。
　齋木　やはり体重が増えたときに心

不全が発症する、あるいは増悪するこ
とが一つ目の特徴です。症状として特
異的なものはなく、呼吸苦や、むくみ
のような非特異的なものですが、肥満
の方はいろいろな症状に非常に鈍くな
っていて、本人が苦しさを自覚してい
ないこともけっこうあるのです。採血
をしても、BNPが500、1,000と上がっ
ておかしくないような心不全の方でも
２桁や高くても100ちょっとというこ
とが多いのです。
　メカニズムは不明なのですが、患者
さん自身の心臓もSOSを発しないよう
な状態といえます。心不全が見落とさ
れやすいという特徴を持っているかも
しれません。
　山内　BNPをつくれないかもしれな
いですね。バテてしまったといいます
か。糖尿病もこういうケースが多いと
思うのですが、それとリンクするので
もないのですか。
　齋木　糖尿病の方も、糖尿病心筋症
という病態もあるのですが、肥満心筋
症は糖尿病のない方でも発症、増悪を
しますので、基本的には別の病態だと
考えています。
　山内　診断が難しそうなのですが、
BNPも必ずしも当てにならないとなり
ますと、例えば中性脂肪がたまるとい
うパターンですから、血液中の中性脂
肪は上がっているのでしょうか。
　齋木　上がっている場合もあります
し、正常な方もいらっしゃいます。あ
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東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センター准教授
齋　木　厚　人

（聞き手　山内俊一）

　BMI 35.6の59歳女性で、拡張型心筋症と臨床診断して紹介したところ、肥満
心筋症と最終診断された症例を、最近経験しました。しかし、BMI 35程度の肥
満の方はときどき見かけますが、肥満心筋症と診断されたケースは初めてでし
た。実地臨床で、肥満心筋症と疑うケースはどのような場合でしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

肥満心筋症

　山内　名前上は肥大型心筋症と紛ら
わしいですが、肥満心筋症とは最近の
疾患概念なのでしょうか。
　齋木　確かに最近言われ始めた概念
で、心臓の超音波などの検査で拡張型
心筋症様の心不全を呈しているのが特
徴です。もう一つの特徴として、高度
肥満があることが大前提です。高度肥
満はわが国ではBMI 35以上と定義され
ていますが、海外の文献ですと、135㎏
以上とより高度な肥満が10年以上続き、
拡張型心筋様の心不全があって、冠動
脈疾患など別の心疾患が否定されてい
る場合に、肥満心筋症（obesity relat-
ed cardiomyopathy）と呼ばれていま
す。しかし、はっきりとした診断基準
はありません。

　山内　この組織ないし病理学的な所
見の特徴といいますと、どのようなも
のなのでしょうか。
　齋木　心筋細胞の内側にも外側にも
中性脂肪が蓄積し、それらがいわゆる
脂肪毒性を発揮して心筋の収縮力を落
としたり、結果的にはリモデリングを
起こして線維化をきたして心筋の収縮
力が悪くなる、というような特徴があ
ります。
　山内　最近、脂肪肝以外にも、脂肪
膵や脂肪腎といわれ、特に肥満者では
いろいろな組織に脂肪が沈着する。メ
タボなどでは有名ですが、この一環な
のでしょうか。
　齋木　高度肥満症患者さんには異所
性脂肪がついていることが多いのです

が、肥満心筋症の方の異所性脂肪が、
そうでない高度肥満症の方に比べて蓄
積しているかというと決してそうでは
なくて、あくまでも心臓で悪いことが
起きている疾患のようです。
　山内　例えば、ほかの臓器にそう脂
肪がたまっていなくても、心臓だけに
たまっているという例もあると。
　齋木　心筋細胞の内外に蓄積した脂
肪の量が、重症度を反映しているかは
難しいところで、特に心臓だけに蓄積
しているとは言えないかもしれません。
　山内　肥満者では軽症も含めるとほ
ぼ見られる病態と考えていいのでしょ
うか。
　齋木　高度肥満の方が、例えば200
㎏、300㎏になると必ず心筋症になる
わけではありませんし、統計学的なも
のがないのですが、例えば当院では今
まで140例ぐらいの方に対して肥満外
科治療を行ったのですが、そのうちの
10人ぐらいが過去に肥満心筋症を起こ
していたり、手術の時点で肥満心筋症
の症状がありました。印象としては全
高度肥満人口のだいたい５～10％の方
が生涯のうちに心不全になられている
のかな、という印象を持っています。
　山内　症状といいますか、発症時症
状はまた難しいのですが、肥満状態が
10年ぐらい続いていた場合に、心不全
症状が出てきたときにまず疑うのです
ね。
　齋木　やはり体重が増えたときに心

不全が発症する、あるいは増悪するこ
とが一つ目の特徴です。症状として特
異的なものはなく、呼吸苦や、むくみ
のような非特異的なものですが、肥満
の方はいろいろな症状に非常に鈍くな
っていて、本人が苦しさを自覚してい
ないこともけっこうあるのです。採血
をしても、BNPが500、1,000と上がっ
ておかしくないような心不全の方でも
２桁や高くても100ちょっとというこ
とが多いのです。
　メカニズムは不明なのですが、患者
さん自身の心臓もSOSを発しないよう
な状態といえます。心不全が見落とさ
れやすいという特徴を持っているかも
しれません。
　山内　BNPをつくれないかもしれな
いですね。バテてしまったといいます
か。糖尿病もこういうケースが多いと
思うのですが、それとリンクするので
もないのですか。
　齋木　糖尿病の方も、糖尿病心筋症
という病態もあるのですが、肥満心筋
症は糖尿病のない方でも発症、増悪を
しますので、基本的には別の病態だと
考えています。
　山内　診断が難しそうなのですが、
BNPも必ずしも当てにならないとなり
ますと、例えば中性脂肪がたまるとい
うパターンですから、血液中の中性脂
肪は上がっているのでしょうか。
　齋木　上がっている場合もあります
し、正常な方もいらっしゃいます。あ
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くまでも心臓にたまった中性脂肪が脂
肪毒性を起こしています。あとは、最
近言われていることとして、心筋側の
脂肪酸のエネルギー利用障害を原因と
して心筋の収縮力が落ちていることが
重要のようです。
　山内　バイオプシーのようなものは
なされているのでしょうか。
　齋木　それほど多くは行われていま
せん。生検を行うと、まず心筋細胞の
内外に脂肪が蓄積しており、そして心
筋の肥大がみられます。進行した心不
全ですと心筋の線維化が見られます。
　山内　剖検例なども少しはあるかも
しれませんが、そういったところだと
中性脂肪が蓄積しているのでしょうか。
　齋木　私たちのところで、この病気
で不幸にも亡くなられた方がいらっし
ゃるのですが、その方は心不全の末期
の状態で亡くなられました。普通、心
不全で亡くなられた方の心臓はエネル
ギーを使い果たしているので、中性脂
肪などが残っているはずはないのです
が、その方の場合、心筋と心筋の間に
かなり脂肪が残っていて、「なぜこの
脂肪を使わないのだろう、もったいな
いではないか」と思うぐらいでした。
ですので、おそらく脂肪酸の利用障害
がこの病態にかかわっているのではな
いかと思っています。今、トランスポ
ーター、ATGLなどのリパーゼ、オー
トファジーなどの研究が進んでいます
ので、その原因が発見できる可能性に

期待しています。
　山内　確定診断はなかなか難しそう
ですが、臨床診断となると、症状以外
に最近ですと画像診断ですが、エコー、
CTで何か特徴的なものは得られてい
るのでしょうか。
　齋木　やはり心エコーが一番重要だ
と思います。左室の全身性のびまん性
の壁運動低下と左室の拡張があり、心
臓のサイズは大きくなっています。ま
た、冠動脈造影検査などで冠動脈疾患
を否定しておくことが大事です。あと
は、画像ではありませんが、やせると
よくなりますので、それも診断的治療
という意味では非常に重要だと思いま
す。非常によくなります。
　山内　エコーなり超音波などで脂肪
肝のような、中性脂肪が主体でしょう
が、少しキラキラした感じですか、あ
あいったイメージは必ずしも出てこな
いのですね。
　齋木　そういうことはないようです。
　山内　例外的に、例えば非肥満の方
で見られるとか、遺伝的に見られると
いったものは知られているのでしょう
か。
　齋木　この疾患は定義上は高度肥満
という前提がありますので、基本的に
やせでの発症はないと思いますが、メ
カニズムが脂肪酸の利用障害の可能性
があるので、より低いBMIで起こす可
能性がないとは言い切れないと思いま
す。

　山内　今後の課題ということですね。
最後に予後ないし治療ですが、先ほど
出てきましたが、基本はやせると治る。
可逆性ということですね。ということ
は、治療は肥満治療になるのでしょう
か。
　齋木　はい。線維化がまだそれほど
進んでいなければ、本当に劇的に、例
えばEFが15ぐらいの方が60、70まで
回復することもあるぐらいです。あと、
内科的な減量だけではなく、最近広ま
りつつある肥満の外科治療、これは30
％ぐらいの減量をもたらすものですが、

これは症状の改善だけでなく、将来的
な再発予防としても有用ですし、アメ
リカなどでは心臓移植前のブリッジの
手術として肥満外科治療を行ったりし
ているようです。
　あと薬物としては一般的なARB、
ACEインヒビター、利尿剤がよく使わ
れますが、最近、心不全予防効果のエ
ビデンスで注目されているSGLT-２阻
害薬も、肥満心筋症に対するエビデン
スはないものの、非常に有用ではない
かと考えています。
　山内　ありがとうございました。
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くまでも心臓にたまった中性脂肪が脂
肪毒性を起こしています。あとは、最
近言われていることとして、心筋側の
脂肪酸のエネルギー利用障害を原因と
して心筋の収縮力が落ちていることが
重要のようです。
　山内　バイオプシーのようなものは
なされているのでしょうか。
　齋木　それほど多くは行われていま
せん。生検を行うと、まず心筋細胞の
内外に脂肪が蓄積しており、そして心
筋の肥大がみられます。進行した心不
全ですと心筋の線維化が見られます。
　山内　剖検例なども少しはあるかも
しれませんが、そういったところだと
中性脂肪が蓄積しているのでしょうか。
　齋木　私たちのところで、この病気
で不幸にも亡くなられた方がいらっし
ゃるのですが、その方は心不全の末期
の状態で亡くなられました。普通、心
不全で亡くなられた方の心臓はエネル
ギーを使い果たしているので、中性脂
肪などが残っているはずはないのです
が、その方の場合、心筋と心筋の間に
かなり脂肪が残っていて、「なぜこの
脂肪を使わないのだろう、もったいな
いではないか」と思うぐらいでした。
ですので、おそらく脂肪酸の利用障害
がこの病態にかかわっているのではな
いかと思っています。今、トランスポ
ーター、ATGLなどのリパーゼ、オー
トファジーなどの研究が進んでいます
ので、その原因が発見できる可能性に

期待しています。
　山内　確定診断はなかなか難しそう
ですが、臨床診断となると、症状以外
に最近ですと画像診断ですが、エコー、
CTで何か特徴的なものは得られてい
るのでしょうか。
　齋木　やはり心エコーが一番重要だ
と思います。左室の全身性のびまん性
の壁運動低下と左室の拡張があり、心
臓のサイズは大きくなっています。ま
た、冠動脈造影検査などで冠動脈疾患
を否定しておくことが大事です。あと
は、画像ではありませんが、やせると
よくなりますので、それも診断的治療
という意味では非常に重要だと思いま
す。非常によくなります。
　山内　エコーなり超音波などで脂肪
肝のような、中性脂肪が主体でしょう
が、少しキラキラした感じですか、あ
あいったイメージは必ずしも出てこな
いのですね。
　齋木　そういうことはないようです。
　山内　例外的に、例えば非肥満の方
で見られるとか、遺伝的に見られると
いったものは知られているのでしょう
か。
　齋木　この疾患は定義上は高度肥満
という前提がありますので、基本的に
やせでの発症はないと思いますが、メ
カニズムが脂肪酸の利用障害の可能性
があるので、より低いBMIで起こす可
能性がないとは言い切れないと思いま
す。

　山内　今後の課題ということですね。
最後に予後ないし治療ですが、先ほど
出てきましたが、基本はやせると治る。
可逆性ということですね。ということ
は、治療は肥満治療になるのでしょう
か。
　齋木　はい。線維化がまだそれほど
進んでいなければ、本当に劇的に、例
えばEFが15ぐらいの方が60、70まで
回復することもあるぐらいです。あと、
内科的な減量だけではなく、最近広ま
りつつある肥満の外科治療、これは30
％ぐらいの減量をもたらすものですが、

これは症状の改善だけでなく、将来的
な再発予防としても有用ですし、アメ
リカなどでは心臓移植前のブリッジの
手術として肥満外科治療を行ったりし
ているようです。
　あと薬物としては一般的なARB、
ACEインヒビター、利尿剤がよく使わ
れますが、最近、心不全予防効果のエ
ビデンスで注目されているSGLT-２阻
害薬も、肥満心筋症に対するエビデン
スはないものの、非常に有用ではない
かと考えています。
　山内　ありがとうございました。
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千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師
坂　本　信　一

（聞き手　山内俊一）

　尿路結石についてご教示ください。
　１．尿路結石の原因について、またどんな種類があるのか。
　２．  尿路結石の予防について。例えば、尿酸結石は尿をアルカリ性に近づけ

れば結石ができにくいとのことですが、他の結石もすべてアルカリ性が
いいのか。シュウ酸結石はむしろ酸性尿がいいのではないか。

　３．  高尿酸血症は血管に影響が及ぶとのこと。腎ではどの部位に一番影響を
及ぼす可能性があるのか。輸入に、糸球体に、輸出に、それ以降？　ま
た、グリコカリックスを障害する可能性は？

 ＜鹿児島県開業医＞

尿路結石

　山内　坂本先生、まず尿路結石の原
因についてですが、なかなか難しそう
です。いかがでしょうか。
　坂本　基本的に結晶と結石とは違う
のです。結晶というのは、飽和して融
解、溶解できなくなってしまった塊が
結晶です。尿中など、検査すると結晶
を認めて、基本的には例えば検査の担
当者が、結晶の形によって、これはシ
ュウ酸の結晶とかシスチンの結晶とか
いうのです。
　結晶は無機質ですが、それにマトリ
ックス成分などの有機物質がくっつい

て結石になります。ですので、結晶が
あったとしても、例えば試験管の中で
結石をつくろうと思っても、結石は絶
対にできません。体の中で結晶が腎臓
内にできた場合、その周辺からまた結
晶が組織を傷害したり、あるいはサイ
トカインやケモカインなどを出して、
そこからマトリックスみたいなものが
だんだんできて、そのマトリックスと
融合して、無機質と有機物質が融合し
て結石になります。
　ですので、結石ができるというメカ
ニズムは非常に複雑です。基本的には

そのような有機物質と無機質のインタ
ーラクションです。
　山内　結合みたいなものですね。
　坂本　結合でできます。
　山内　次に種類ですが、ある程度種
類別の頻度のようなものがあるかと思
います。このあたりをご紹介願えます
か。
　坂本　ちょうど自分が事務局になり
まして、2015年に日本全国の疫学調査
という尿路結石の調査を行いました。
その結果ですが、一番頻度が高いのが
シュウ酸カルシウム結石で８割ぐらい
です。その次に多いのが尿酸的な結石
で3.4％。その次に遺伝性の結石のシス
チン結石が１％です。
　以前は非常に多かった感染性の結石
ですが、例えば1965年の調査のときは
だいたい7.5％で２番目に多い結石だっ
たのですが、2015年の疫学調査では0.7
％と過去50年間で日本では感染性結石
が1/10ぐらいに減っています。だいた
いそのような内訳となります。
　山内　尿酸結石というのは意外に少
ないものなのですね。
　坂本　1960年代ぐらいから、５％前
後で推移したのですが、今回の調査で
は３％に下がっています。今回の結石
の調査で特徴的なのは、50年間ずっと
連続していた結石の増加率が、今回初
めて飽和したというか、少し下がった
のです。ですので、それがもしかした
ら尿酸結石が下がった一つの原因でも

あるかもしれません。
　尿酸結石というのは、皆さんご存じ
のように、体質、メタボリックと関係
するといわれていますので、日本人に
ついては過去の10年間でメタボリック
に対する認知度が上がった、あるいは
食生活が以前より改善されて尿酸結石
になりやすいような因子が減った可能
性もあるかと推測しています。
　山内　次の質問ですが、尿路結石の
予防についてまずメタボ体質を改善す
ることが出てくるのですね。
　坂本　おっしゃるとおりだと思いま
す。メタボリックな体質はシュウ酸カ
ルシウム結石などに影響します。先ほ
ど尿酸結石の話もありましたが、シュ
ウ酸と尿酸はメタボリックによって非
常に大きく変わってくるといわれてい
ますので、その影響は大きいと思いま
す。
　山内　これに絡むかもしれませんが、
食事のタイミングなども含めて、食習
慣との関連についてはいかがですか。
　坂本　食習慣は非常に大事だと思い
ます。プリン体の多いものとして、肉
類とか、ホウレンソウも多いといわれ
ていますが、ビールもある意味プリン
体が多いです。そのようなものを摂取
するとシュウ酸の濃度は明らかに上が
ります。
　先ほどタイミングとおっしゃいまし
たけれども、結石ができやすいタイミ
ングというのは、だいたい夜寝ている
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千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師
坂　本　信　一

（聞き手　山内俊一）

　尿路結石についてご教示ください。
　１．尿路結石の原因について、またどんな種類があるのか。
　２．  尿路結石の予防について。例えば、尿酸結石は尿をアルカリ性に近づけ

れば結石ができにくいとのことですが、他の結石もすべてアルカリ性が
いいのか。シュウ酸結石はむしろ酸性尿がいいのではないか。

　３．  高尿酸血症は血管に影響が及ぶとのこと。腎ではどの部位に一番影響を
及ぼす可能性があるのか。輸入に、糸球体に、輸出に、それ以降？　ま
た、グリコカリックスを障害する可能性は？

 ＜鹿児島県開業医＞

尿路結石

　山内　坂本先生、まず尿路結石の原
因についてですが、なかなか難しそう
です。いかがでしょうか。
　坂本　基本的に結晶と結石とは違う
のです。結晶というのは、飽和して融
解、溶解できなくなってしまった塊が
結晶です。尿中など、検査すると結晶
を認めて、基本的には例えば検査の担
当者が、結晶の形によって、これはシ
ュウ酸の結晶とかシスチンの結晶とか
いうのです。
　結晶は無機質ですが、それにマトリ
ックス成分などの有機物質がくっつい

て結石になります。ですので、結晶が
あったとしても、例えば試験管の中で
結石をつくろうと思っても、結石は絶
対にできません。体の中で結晶が腎臓
内にできた場合、その周辺からまた結
晶が組織を傷害したり、あるいはサイ
トカインやケモカインなどを出して、
そこからマトリックスみたいなものが
だんだんできて、そのマトリックスと
融合して、無機質と有機物質が融合し
て結石になります。
　ですので、結石ができるというメカ
ニズムは非常に複雑です。基本的には

そのような有機物質と無機質のインタ
ーラクションです。
　山内　結合みたいなものですね。
　坂本　結合でできます。
　山内　次に種類ですが、ある程度種
類別の頻度のようなものがあるかと思
います。このあたりをご紹介願えます
か。
　坂本　ちょうど自分が事務局になり
まして、2015年に日本全国の疫学調査
という尿路結石の調査を行いました。
その結果ですが、一番頻度が高いのが
シュウ酸カルシウム結石で８割ぐらい
です。その次に多いのが尿酸的な結石
で3.4％。その次に遺伝性の結石のシス
チン結石が１％です。
　以前は非常に多かった感染性の結石
ですが、例えば1965年の調査のときは
だいたい7.5％で２番目に多い結石だっ
たのですが、2015年の疫学調査では0.7
％と過去50年間で日本では感染性結石
が1/10ぐらいに減っています。だいた
いそのような内訳となります。
　山内　尿酸結石というのは意外に少
ないものなのですね。
　坂本　1960年代ぐらいから、５％前
後で推移したのですが、今回の調査で
は３％に下がっています。今回の結石
の調査で特徴的なのは、50年間ずっと
連続していた結石の増加率が、今回初
めて飽和したというか、少し下がった
のです。ですので、それがもしかした
ら尿酸結石が下がった一つの原因でも

あるかもしれません。
　尿酸結石というのは、皆さんご存じ
のように、体質、メタボリックと関係
するといわれていますので、日本人に
ついては過去の10年間でメタボリック
に対する認知度が上がった、あるいは
食生活が以前より改善されて尿酸結石
になりやすいような因子が減った可能
性もあるかと推測しています。
　山内　次の質問ですが、尿路結石の
予防についてまずメタボ体質を改善す
ることが出てくるのですね。
　坂本　おっしゃるとおりだと思いま
す。メタボリックな体質はシュウ酸カ
ルシウム結石などに影響します。先ほ
ど尿酸結石の話もありましたが、シュ
ウ酸と尿酸はメタボリックによって非
常に大きく変わってくるといわれてい
ますので、その影響は大きいと思いま
す。
　山内　これに絡むかもしれませんが、
食事のタイミングなども含めて、食習
慣との関連についてはいかがですか。
　坂本　食習慣は非常に大事だと思い
ます。プリン体の多いものとして、肉
類とか、ホウレンソウも多いといわれ
ていますが、ビールもある意味プリン
体が多いです。そのようなものを摂取
するとシュウ酸の濃度は明らかに上が
ります。
　先ほどタイミングとおっしゃいまし
たけれども、結石ができやすいタイミ
ングというのは、だいたい夜寝ている
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ときなのです。寝ているときは水の補
充がないですし、汗をかきます。です
ので、特に夜、例えばビールを飲んで、
焼き肉を食べて、のどが渇いた状況で
寝ると、尿中のシュウ酸濃度は非常に
上がります。そういうことからシュウ
酸カルシウムの予防という意味ではや
らないほうがいいと言えるかもしれま
せん。
　山内　夜寝ている間にできやすいと
いうことですか。そんなに短期間にで
きるものなのでしょうか。
　坂本　非常に重要な点だと思うので
すが、結石の患者さんは夏を過ぎたぐ
らい、９月とか10月ぐらいに非常に増
えるのです。逆に冬の間は比較的少な
いです。そういうことを考えると、１
年間でリズムがありますので、おそら
く夏の間に結石をつくって、９月に発
症するということを考えると、基本的
には１カ月とか、もしかしたら週単位
という短い期間でできるかと私は思っ
ています。
　山内　それは初めて聞きました。何
となくイメージとしては長い間かけて
できるという気がしますが、そうでも
ないのですね。
　坂本　そうかもしれません。
　山内　少し話を戻しますが、尿酸結
石自体は少ないようですが、尿酸とシ
ュウ酸との何らかの相互作用で石がで
きやすいことも事実としてあるのでし
ょうか。

　坂本　文献などによりますと、基本
的には例えば高尿酸血症を伴う人、痛
風患者さんに多いと思うのですが、痛
風患者さんで明らかに増える結石とい
うのは、尿酸結石よりむしろシュウ酸
結石といわれています。そのメカニズ
ムの一つとしては、尿酸の濃度が上が
るとシュウ酸の飽和度といいますか、
溶解度が少し下がってしまって、結晶
化しやすいという話もあります。尿酸
値が高い方は、尿酸結石はもちろん気
をつけなければいけないですが、シュ
ウ酸結石にも十分気をつける必要があ
ると言えると思います。
　山内　予防として、昔から水をよく
飲めというのがありますが、それでよ
いのでしょうね。
　坂本　基本的にはだいたい1.5～２L
飲むべきだといわれています。例えば
自分が以前、船橋クリニックという結
石の専門クリニックで働いた時のこと
ですが、患者さんに１日1.5L飲んでく
ださいと言うと明らかに減る、と院長
が言っていました。尿の基本は薄める
ことですから、例えばシュウ酸が高く
ても２倍飲んで、もしかしたら1/2ぐ
らいになれば濃度が減ります。一番簡
単な予防としては水を飲むということ
が言えると思います。
　山内　昔、ビールを飲んで出すとい
う話がありましたが、どうなのでしょ
うか。
　坂本　正直な話、自分が研修医のと

きはよく先生が「ビール飲んで出すん
だよ」と言っていた時代もありました
が、ビールは、まずプリン体が非常に
高いです。アルコールの中でも抜群に
高いですので、シュウ酸結石のリスク
になります。もう一つは利尿効果があ
るので、脱水になります。ビールを飲
むのが朝で、飲んで水を補えばいいで
すが、だいたい皆さん、夜に飲みます。
そうするとビールを飲んでそのまま寝
る。すると利尿効果によって脱水にな
って、尿の濃度が上がってシュウ酸濃
度が上がる。
　そう考えると、やはりビールを飲む
のは、今の泌尿器科の中では推奨しな
い。むしろやめたほうがいいというこ
とになっています。
　山内　治療方針ですが、我々はよく
超音波で何㎜の石がありますといった
ときに、これをどうしようかと考える
のですが、いかがですか。
　坂本　結石に関しては、以前からあ
るのが体外衝撃波です。体外衝撃波の
適応はだいたい１㎝より小さい石とい
われています。小さい石であれば体外
衝撃波で割ってもいいと思うのですが、
硬性鏡という尿管にある結石を割る内
視鏡が以前からありました。それに加
えて最近は軟性鏡という、いわゆる気
管支鏡みたいな、軟らかい、曲げるこ
とができる内視鏡で治療ができます。
　例えば腎臓の石を体外衝撃波で割っ
たとしても、石が出たかどうかは、次

の日にレントゲンで見て、「ああ、石
が出たみたいだね」とか「まだ残って
るね」と言われたものです。今は軟性
鏡で手術すると、目の前で「取れたよ」
といって、手術が終わったときには 
「これが石だよ」と見せることができ
ます。非常に結果がわかりやすいので、
どんどん軟性鏡の手術が増えているの
が現状です。
　山内　むしろ衝撃波は減ってきてい
る。かなり痛いという話もありました
が、これも絡むのでしょうか。
　坂本　体外衝撃波の場合、日帰りで
行う場合もありますので、そうすると
麻酔薬も限界があります。坐薬などで
対処すると、痛みがどうしても出てし
まいます。そういう意味でも体外衝撃
波の痛みはリスクがあると思います。
　山内　内視鏡のほうが確実に取れる
のでしょうね。だんだん内視鏡の時代
になってきたということですね。
　坂本　そうですね。ただ、例えば合
併症が多い方だと体外衝撃波ももちろ
ん大事ですので、全身状態を含めた考
えもあるかと思います。
　山内　３㎜とか４㎜とか小さいもの
はいかがでしょうか。
　坂本　そういう石ですと、症状があ
れば治療したり、あるいはステントと
いう、わきを通るような管を入れたり
しますが、基本的には症状がなければ
経過観察で見ることが多いです。
　尿管を拡張する作用としてα１ブロ
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ときなのです。寝ているときは水の補
充がないですし、汗をかきます。です
ので、特に夜、例えばビールを飲んで、
焼き肉を食べて、のどが渇いた状況で
寝ると、尿中のシュウ酸濃度は非常に
上がります。そういうことからシュウ
酸カルシウムの予防という意味ではや
らないほうがいいと言えるかもしれま
せん。
　山内　夜寝ている間にできやすいと
いうことですか。そんなに短期間にで
きるものなのでしょうか。
　坂本　非常に重要な点だと思うので
すが、結石の患者さんは夏を過ぎたぐ
らい、９月とか10月ぐらいに非常に増
えるのです。逆に冬の間は比較的少な
いです。そういうことを考えると、１
年間でリズムがありますので、おそら
く夏の間に結石をつくって、９月に発
症するということを考えると、基本的
には１カ月とか、もしかしたら週単位
という短い期間でできるかと私は思っ
ています。
　山内　それは初めて聞きました。何
となくイメージとしては長い間かけて
できるという気がしますが、そうでも
ないのですね。
　坂本　そうかもしれません。
　山内　少し話を戻しますが、尿酸結
石自体は少ないようですが、尿酸とシ
ュウ酸との何らかの相互作用で石がで
きやすいことも事実としてあるのでし
ょうか。

　坂本　文献などによりますと、基本
的には例えば高尿酸血症を伴う人、痛
風患者さんに多いと思うのですが、痛
風患者さんで明らかに増える結石とい
うのは、尿酸結石よりむしろシュウ酸
結石といわれています。そのメカニズ
ムの一つとしては、尿酸の濃度が上が
るとシュウ酸の飽和度といいますか、
溶解度が少し下がってしまって、結晶
化しやすいという話もあります。尿酸
値が高い方は、尿酸結石はもちろん気
をつけなければいけないですが、シュ
ウ酸結石にも十分気をつける必要があ
ると言えると思います。
　山内　予防として、昔から水をよく
飲めというのがありますが、それでよ
いのでしょうね。
　坂本　基本的にはだいたい1.5～２L
飲むべきだといわれています。例えば
自分が以前、船橋クリニックという結
石の専門クリニックで働いた時のこと
ですが、患者さんに１日1.5L飲んでく
ださいと言うと明らかに減る、と院長
が言っていました。尿の基本は薄める
ことですから、例えばシュウ酸が高く
ても２倍飲んで、もしかしたら1/2ぐ
らいになれば濃度が減ります。一番簡
単な予防としては水を飲むということ
が言えると思います。
　山内　昔、ビールを飲んで出すとい
う話がありましたが、どうなのでしょ
うか。
　坂本　正直な話、自分が研修医のと

きはよく先生が「ビール飲んで出すん
だよ」と言っていた時代もありました
が、ビールは、まずプリン体が非常に
高いです。アルコールの中でも抜群に
高いですので、シュウ酸結石のリスク
になります。もう一つは利尿効果があ
るので、脱水になります。ビールを飲
むのが朝で、飲んで水を補えばいいで
すが、だいたい皆さん、夜に飲みます。
そうするとビールを飲んでそのまま寝
る。すると利尿効果によって脱水にな
って、尿の濃度が上がってシュウ酸濃
度が上がる。
　そう考えると、やはりビールを飲む
のは、今の泌尿器科の中では推奨しな
い。むしろやめたほうがいいというこ
とになっています。
　山内　治療方針ですが、我々はよく
超音波で何㎜の石がありますといった
ときに、これをどうしようかと考える
のですが、いかがですか。
　坂本　結石に関しては、以前からあ
るのが体外衝撃波です。体外衝撃波の
適応はだいたい１㎝より小さい石とい
われています。小さい石であれば体外
衝撃波で割ってもいいと思うのですが、
硬性鏡という尿管にある結石を割る内
視鏡が以前からありました。それに加
えて最近は軟性鏡という、いわゆる気
管支鏡みたいな、軟らかい、曲げるこ
とができる内視鏡で治療ができます。
　例えば腎臓の石を体外衝撃波で割っ
たとしても、石が出たかどうかは、次

の日にレントゲンで見て、「ああ、石
が出たみたいだね」とか「まだ残って
るね」と言われたものです。今は軟性
鏡で手術すると、目の前で「取れたよ」
といって、手術が終わったときには 
「これが石だよ」と見せることができ
ます。非常に結果がわかりやすいので、
どんどん軟性鏡の手術が増えているの
が現状です。
　山内　むしろ衝撃波は減ってきてい
る。かなり痛いという話もありました
が、これも絡むのでしょうか。
　坂本　体外衝撃波の場合、日帰りで
行う場合もありますので、そうすると
麻酔薬も限界があります。坐薬などで
対処すると、痛みがどうしても出てし
まいます。そういう意味でも体外衝撃
波の痛みはリスクがあると思います。
　山内　内視鏡のほうが確実に取れる
のでしょうね。だんだん内視鏡の時代
になってきたということですね。
　坂本　そうですね。ただ、例えば合
併症が多い方だと体外衝撃波ももちろ
ん大事ですので、全身状態を含めた考
えもあるかと思います。
　山内　３㎜とか４㎜とか小さいもの
はいかがでしょうか。
　坂本　そういう石ですと、症状があ
れば治療したり、あるいはステントと
いう、わきを通るような管を入れたり
しますが、基本的には症状がなければ
経過観察で見ることが多いです。
　尿管を拡張する作用としてα１ブロ
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ッカーという薬が比較的使えますが、
承認外になりますので、その点は注意
が必要です。そのような薬が結果とし
て尿管の拡張作用になり、排泄の促進
効果がある可能性があります。特に痛
みに関しては、尿管のけいれんなどを

抑える可能性がある、痛みに関してメ
リットがあるので、内服薬によって経
過を見るという流れが最近は多いかも
しれません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授

大　島　猛　史
（聞き手　山内俊一）

　耳鳴りについて、治療方法、悪化しないための生活上の注意（予防がもしあ
ればそれを含めて）をご教示ください。
 ＜三重県開業医＞

耳鳴り

　山内　そもそも耳鳴りというのは耳
の局所で起こっているものなのか、脳
が絡むのかといったあたりから教えて
いただきたいのですが。
　大島　耳鳴りは、その起源について
はいろいろ言われているのですが、最
近は耳自体よりも、むしろ中枢が起源
ではないかという考えが主流だと思い
ます。
　耳鳴りのメカニズムはまだ完全にわ
かっているわけではありませんが、耳
鳴りの多くの方は難聴を伴っています。
蝸牛からの聴力の信号が中枢に伝わる。
それがかなり小さくなる、あるいは途
絶する。そうすると、中枢聴覚部の抑
制系の活動がかえって低下して、それ
によって中枢の神経に過剰な興奮が生
じるといわれています。これが耳鳴り
のメカニズムです。つまり、耳鳴りは

耳ではなくて、むしろ脳に起源がある
と考えられています。
　山内　さて、その耳鳴りですが、非
常に漠然とした訴えも多いので、もう
少し症状を客観化できないかと思うの
ですが、何か新しい方法はあるのでし
ょうか。
　大島　耳鳴りは、患者さん自身にし
かわからない音の感覚で、患者さんの
訴えも非常に千差万別になります。ま
ずは問診票で、どのような音なのかを
聞き取る試みが広くなされています。
患者さんは、ジーッ、キーン、あるい
はセミの鳴くような音とか、いろいろ
な表現をされるのですが、そういった
ものを患者さんの言葉で聞き取ること
をします。
　あと、なるべく客観的に患者さんの
耳鳴りを評価する方法として、ピッチ
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ッカーという薬が比較的使えますが、
承認外になりますので、その点は注意
が必要です。そのような薬が結果とし
て尿管の拡張作用になり、排泄の促進
効果がある可能性があります。特に痛
みに関しては、尿管のけいれんなどを

抑える可能性がある、痛みに関してメ
リットがあるので、内服薬によって経
過を見るという流れが最近は多いかも
しれません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授

大　島　猛　史
（聞き手　山内俊一）

　耳鳴りについて、治療方法、悪化しないための生活上の注意（予防がもしあ
ればそれを含めて）をご教示ください。
 ＜三重県開業医＞

耳鳴り

　山内　そもそも耳鳴りというのは耳
の局所で起こっているものなのか、脳
が絡むのかといったあたりから教えて
いただきたいのですが。
　大島　耳鳴りは、その起源について
はいろいろ言われているのですが、最
近は耳自体よりも、むしろ中枢が起源
ではないかという考えが主流だと思い
ます。
　耳鳴りのメカニズムはまだ完全にわ
かっているわけではありませんが、耳
鳴りの多くの方は難聴を伴っています。
蝸牛からの聴力の信号が中枢に伝わる。
それがかなり小さくなる、あるいは途
絶する。そうすると、中枢聴覚部の抑
制系の活動がかえって低下して、それ
によって中枢の神経に過剰な興奮が生
じるといわれています。これが耳鳴り
のメカニズムです。つまり、耳鳴りは

耳ではなくて、むしろ脳に起源がある
と考えられています。
　山内　さて、その耳鳴りですが、非
常に漠然とした訴えも多いので、もう
少し症状を客観化できないかと思うの
ですが、何か新しい方法はあるのでし
ょうか。
　大島　耳鳴りは、患者さん自身にし
かわからない音の感覚で、患者さんの
訴えも非常に千差万別になります。ま
ずは問診票で、どのような音なのかを
聞き取る試みが広くなされています。
患者さんは、ジーッ、キーン、あるい
はセミの鳴くような音とか、いろいろ
な表現をされるのですが、そういった
ものを患者さんの言葉で聞き取ること
をします。
　あと、なるべく客観的に患者さんの
耳鳴りを評価する方法として、ピッチ
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に耳鳴りがあるからといって、そうい
った薬剤の漫然とした投与は勧められ
ないと思います。
　山内　薬もうまく使わないと治療は
難しいのですね。
　大島　おっしゃるとおりです。
　山内　耳鼻科ならではの治療といい
ますと、どんなものがあるのでしょう
か。
　大島　最近はTRT、耳鳴り再訓練法
と呼ばれる治療法があります。これは
耳鳴りを消失させるのが目的ではなく
て、耳鳴りに対する順応が起きること
で耳鳴りに対する苦痛を軽減させる治
療法になります。
　TRTは音響療法とカウンセリングか
ら構成されています。音響療法という
のは、補聴器、サウンドジェネレータ
ーといった音を出す音響機器ですが、
それを用いることによって耳鳴りを目
立たなくする方法になります。
　TRTは難聴があるかないか、そして
耳鳴りが日常生活にどれだけ支障があ
るのか。それから、聴覚過敏という、
音が響いてうっとうしいという症状も
あるのですが、そういった症状の有無
などによって、行う音響療法というの
は異なります。例えば難聴が全くなく、
耳鳴りの苦痛度も低いような状態では、
こういった音響機器を使わずに、静寂
を避けるように指導するだけでよいと
されています。それに加えてカウンセ
リングを行うのです。

　難聴と耳鳴りには非常に深い関係が
あって、聞こえの悪い方の約７割に耳
鳴りが伴うとされています。難聴のあ
る方に対しては、補聴器を用いて難聴
による聴覚信号の入力低下を補うこと
によって中枢での抑制機能をまた働か
せる。それによって中枢での過剰な活
動を抑えることができます。また、補
聴器から背景雑音が入ることによって
耳鳴りの高度率を下げることが期待さ
れます。
　山内　予防にも絡むのかもしれませ
んが、基本的には静寂を避けることが
治療的予防法にもなると考えてよいの
ですね。例えば、音楽などはあったほ
うがいいのですね。
　大島　僕はそう思います。聴覚には、
その感度を環境信号のレベルに応じて
調整する機能があります。例えば、聴
力検査をするような防音室に入ると、
健康な方でも耳鳴り、キーンというよ
うな耳鳴りを感じるのです。
　これは聞こえの感度が極度に増幅さ
れた状態になったからです。耳鳴りを
軽減させる基本は静寂を避けることだ
と思います。そのために、例えば好き
な音楽を、小さいボリュームでいいと
思いますが、聴いて、それで静寂を避
けることにしてもよいと思います。
　山内　一つには関心がほかにいくと
いうのも加わるのでしょうね。
　大島　そのとおりです。
　山内　逆に、騒音もよくはないので

マッチテスト、ラウドネスバランステ
ストという方法があります。それは患
者さんにいろいろな音を聴かせて、自
分の感じている耳鳴りと比較してもら
い、耳鳴りがどういう周波数を持って
いるか、あるいはどれくらいの強さな
のかをその検査によって知ることがで
きるのです。
　山内　結局のところは周波数ですか。
耳鳴りの周波数をある程度同定するこ
とで、治療と絡めることができるよう
になってきているのでしょうか。
　大島　耳鳴りの患者さんの感じる周
波数によって治療法が変わることはな
いと思います。
　山内　まだそこまではいっていない
のですね。ただ、少し客観化できるよ
うになってきているのですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　質問にある治療方法あるいは
予防法ですが、まず治療からうかがい
ますが、具体的にはどういった治療か
らなされるのでしょうか。
　大島　患者さんにとって耳鳴りは非
常に辛い症状になります。患者さんは
特に、自分のこの耳鳴りがどういう原
因で生じているのか。そして、これか
らこの耳鳴りはどのようになっていく
のかがわからない。それがとても不安
で、さらにそれが苦痛になってしまう
状態になっています。
　この耳鳴りについてしっかりと説明
をして、患者さんに正しく理解しても

らうことが改善につながります。患者
さんによっては、しっかりとした説明
をすることによって、それだけでも改
善が見られることが少なくありません。
こういったカウンセリングというのは
耳鳴りに有効であることが示されてい
るので、逆に「耳鳴りは治りませんよ。
耳鳴りはだめです」などと、安易に言
ってしまうと、患者さんは絶望感を持
って、さらに悪化したり、あるいはほ
かの医療機関を渡り歩いてしまうこと
にもなります。
　山内　メンタルがかなり絡んでいる
病態ですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　薬物療法でも、ある程度メン
タル系の薬も入ってくると考えてよい
でしょうか。
　大島　実際に臨床では耳鳴りに対し
て多くの薬物が使用されていると思い
ます。ただ、薬物療法については、耳
鳴りそのものを消失させるというエビ
デンスはありません。それでも内耳の
機能の改善を期待して、ビタミン剤と
か血流改善薬を投与したりすることは
あります。
　また、患者さんの心理的苦痛、これ
は不安とか抑うつと関係しているので
すが、抗不安薬とか抗うつ薬が耳鳴り
による苦痛を改善させる可能性はある
と思います。実際に使われています。
ただ、それらの有効性を示したエビデ
ンスレベルの高い研究はないので、単
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に耳鳴りがあるからといって、そうい
った薬剤の漫然とした投与は勧められ
ないと思います。
　山内　薬もうまく使わないと治療は
難しいのですね。
　大島　おっしゃるとおりです。
　山内　耳鼻科ならではの治療といい
ますと、どんなものがあるのでしょう
か。
　大島　最近はTRT、耳鳴り再訓練法
と呼ばれる治療法があります。これは
耳鳴りを消失させるのが目的ではなく
て、耳鳴りに対する順応が起きること
で耳鳴りに対する苦痛を軽減させる治
療法になります。
　TRTは音響療法とカウンセリングか
ら構成されています。音響療法という
のは、補聴器、サウンドジェネレータ
ーといった音を出す音響機器ですが、
それを用いることによって耳鳴りを目
立たなくする方法になります。
　TRTは難聴があるかないか、そして
耳鳴りが日常生活にどれだけ支障があ
るのか。それから、聴覚過敏という、
音が響いてうっとうしいという症状も
あるのですが、そういった症状の有無
などによって、行う音響療法というの
は異なります。例えば難聴が全くなく、
耳鳴りの苦痛度も低いような状態では、
こういった音響機器を使わずに、静寂
を避けるように指導するだけでよいと
されています。それに加えてカウンセ
リングを行うのです。

　難聴と耳鳴りには非常に深い関係が
あって、聞こえの悪い方の約７割に耳
鳴りが伴うとされています。難聴のあ
る方に対しては、補聴器を用いて難聴
による聴覚信号の入力低下を補うこと
によって中枢での抑制機能をまた働か
せる。それによって中枢での過剰な活
動を抑えることができます。また、補
聴器から背景雑音が入ることによって
耳鳴りの高度率を下げることが期待さ
れます。
　山内　予防にも絡むのかもしれませ
んが、基本的には静寂を避けることが
治療的予防法にもなると考えてよいの
ですね。例えば、音楽などはあったほ
うがいいのですね。
　大島　僕はそう思います。聴覚には、
その感度を環境信号のレベルに応じて
調整する機能があります。例えば、聴
力検査をするような防音室に入ると、
健康な方でも耳鳴り、キーンというよ
うな耳鳴りを感じるのです。
　これは聞こえの感度が極度に増幅さ
れた状態になったからです。耳鳴りを
軽減させる基本は静寂を避けることだ
と思います。そのために、例えば好き
な音楽を、小さいボリュームでいいと
思いますが、聴いて、それで静寂を避
けることにしてもよいと思います。
　山内　一つには関心がほかにいくと
いうのも加わるのでしょうね。
　大島　そのとおりです。
　山内　逆に、騒音もよくはないので

マッチテスト、ラウドネスバランステ
ストという方法があります。それは患
者さんにいろいろな音を聴かせて、自
分の感じている耳鳴りと比較してもら
い、耳鳴りがどういう周波数を持って
いるか、あるいはどれくらいの強さな
のかをその検査によって知ることがで
きるのです。
　山内　結局のところは周波数ですか。
耳鳴りの周波数をある程度同定するこ
とで、治療と絡めることができるよう
になってきているのでしょうか。
　大島　耳鳴りの患者さんの感じる周
波数によって治療法が変わることはな
いと思います。
　山内　まだそこまではいっていない
のですね。ただ、少し客観化できるよ
うになってきているのですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　質問にある治療方法あるいは
予防法ですが、まず治療からうかがい
ますが、具体的にはどういった治療か
らなされるのでしょうか。
　大島　患者さんにとって耳鳴りは非
常に辛い症状になります。患者さんは
特に、自分のこの耳鳴りがどういう原
因で生じているのか。そして、これか
らこの耳鳴りはどのようになっていく
のかがわからない。それがとても不安
で、さらにそれが苦痛になってしまう
状態になっています。
　この耳鳴りについてしっかりと説明
をして、患者さんに正しく理解しても

らうことが改善につながります。患者
さんによっては、しっかりとした説明
をすることによって、それだけでも改
善が見られることが少なくありません。
こういったカウンセリングというのは
耳鳴りに有効であることが示されてい
るので、逆に「耳鳴りは治りませんよ。
耳鳴りはだめです」などと、安易に言
ってしまうと、患者さんは絶望感を持
って、さらに悪化したり、あるいはほ
かの医療機関を渡り歩いてしまうこと
にもなります。
　山内　メンタルがかなり絡んでいる
病態ですね。
　大島　そのとおりです。
　山内　薬物療法でも、ある程度メン
タル系の薬も入ってくると考えてよい
でしょうか。
　大島　実際に臨床では耳鳴りに対し
て多くの薬物が使用されていると思い
ます。ただ、薬物療法については、耳
鳴りそのものを消失させるというエビ
デンスはありません。それでも内耳の
機能の改善を期待して、ビタミン剤と
か血流改善薬を投与したりすることは
あります。
　また、患者さんの心理的苦痛、これ
は不安とか抑うつと関係しているので
すが、抗不安薬とか抗うつ薬が耳鳴り
による苦痛を改善させる可能性はある
と思います。実際に使われています。
ただ、それらの有効性を示したエビデ
ンスレベルの高い研究はないので、単
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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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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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　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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られない症状へと、定義が変わってき
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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
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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。
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あるいはちょっと飲み込みが悪いとか、
少しろれつが回らないとか、物が二重
に見えるとか、尿失禁をした、意識が
混乱した、健忘など、単独ではTIAの
可能性もありますが、これらはほかの
原因のことも多いため、TIAとは呼ば
ない決まりになっています。
　齊藤　次の脳梗塞発症が怖いという
ことで、危険度を予測していくのでし
ょうか。
　棚橋　そうです。そういったTIAが
疑われた場合に、このTIAの患者さん
がすべて脳梗塞になるわけではありま
せん。TIAの患者さんをみた場合、ど
れぐらいこの人が将来脳梗塞になって
いくか危険度の予測が最近注目されて
います。その代表的なスコアがABCD2

スコアといいます（表２）。これは患
者さんの年齢が60歳以上、血圧が高い
場合、それから片麻痺が起こった場合、
片麻痺はないけれども構音障害がある
ような場合ですね。そして、症状が60

分以上続く場合、糖尿病があるかどう
か。こういうものを７点満点にして評
価しています。この７点満点のうち、
４点以上になると、かなりの確度で脳
梗塞が起こりやすいことがわかってい
ます。
　したがって、発症２日以内でABCD2

スコアが４点以上の場合、あるいは
TIAがその日のうちに何度も繰り返す
ような場合、そしてMRIで脳梗塞病変
が見つかる場合、それから脳の血管を
調べてみると狭窄している場合、心房
細動があるような場合は脳梗塞になり
やすいので、入院あるいは精査が必要
となってきます。
　齊藤　今のところで、TIAの原因が
出てきたのでしょうか。
　棚橋　はい、そうです。今、TIAが
どういう場合に脳梗塞になりやすいか
をお話ししましたが、実はTIAの原因
については大きく分けて３つぐらい挙
げられています。

表２　ABCD2スコア

A（Age）年齢 60歳以上 １点
B（Blood Pressure）血圧 SBP≧140㎜Hg and/or DBP≧90㎜Hg １点
C（Clinical Feature）臨床徴候 片側の運動麻痺

構音障害
２点
１点

D（Duration）持続時間 60分以上
10分から59分

２点
１点

D（Diabetes Mellitus）糖尿病 糖尿病歴 １点

合計点数が０～３点：1.0％、４～５点：4.1％、６～７点：8.1％が２日以内に脳梗塞を
発症する危険性があるとされる。

脳半球、前頭葉、側頭葉、頭頂葉に血
液を送っていますし、椎骨脳底動脈は
脳幹部、小脳、視床などに血液を送り
込んでいます。したがって、詰まる血
管系によって起こる症状が違うという
ことになります。
　TIAの症状は非常に多彩で、普通の
脳梗塞で出現するほとんどの神経症状
が出現します。最も多いのは、半身に
力が入らない片麻痺、それからろれつ
が回らない構音障害、言葉がなかなか
うまく出てこない失語症、あるいは半
身の痺れ、ふらつき、めまいなどです。
これらの症状のうち、構音障害と同名
性半盲（片側だけ物が見えにくくなる）
は、内頸動脈系のTIAでも、あるいは
椎骨脳底動脈系のTIAでも生じますの

で、これのみによってどちらの系の
TIAかは、なかなか判定しにくいので
す（表１）。
　ただ、確実にこの症状であればどの
血管だと類推できるものもあります。
例えば、片側の目だけが急に見えなく
なってしまう。これを我々は一過性黒
内障と言っていますが、同じ側の内頸
動脈系の症状といわれています。ある
いは、上肢が不規則に震える。これは
limb shaking TIAといっていますが、
これも内頸動脈系の症状として知られ
ています。この場合、てんかん発作と
区別する必要があります。
　また、TIAの中には、単独にこの症
状があってもTIAとは言わない症状も
あります。例えば、回転性のめまい、

表１　一過性脳虚血発作（TIA）の症状（NINDS-Ⅲ）

１．左内頸動脈系（典型的には下記症候の一つが急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（構音障害、右上下肢や顔面の脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）左眼の視力消失（一過性黒内障）、まれに右同名半盲
　３）感覚障害（右上下肢や顔面の感覚鈍麻または異常感覚）
　４）失語
２．右内頸動脈系
　　　 反対側に上記と同様な症状が出現する。ただし、失語は右側が優位半球である

とき
３．椎骨脳底動脈系（下記症候が急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（顔面、四肢のあらゆる組み合わせでの脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）感覚障害（左や右ないし両側の感覚鈍麻または異常感覚）
　３）一側ないし両側の同名半盲
　４）体幹失調、回転性めまい、不安定性や平衡障害、複視、嚥下障害、構音障害
　　　ただしこれらの症候が単独で起こった場合はTIAと考えない

構音障害は、内頸動脈系、椎骨脳底動脈系のいずれのTIAでも起こりえる
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あるいはちょっと飲み込みが悪いとか、
少しろれつが回らないとか、物が二重
に見えるとか、尿失禁をした、意識が
混乱した、健忘など、単独ではTIAの
可能性もありますが、これらはほかの
原因のことも多いため、TIAとは呼ば
ない決まりになっています。
　齊藤　次の脳梗塞発症が怖いという
ことで、危険度を予測していくのでし
ょうか。
　棚橋　そうです。そういったTIAが
疑われた場合に、このTIAの患者さん
がすべて脳梗塞になるわけではありま
せん。TIAの患者さんをみた場合、ど
れぐらいこの人が将来脳梗塞になって
いくか危険度の予測が最近注目されて
います。その代表的なスコアがABCD2

スコアといいます（表２）。これは患
者さんの年齢が60歳以上、血圧が高い
場合、それから片麻痺が起こった場合、
片麻痺はないけれども構音障害がある
ような場合ですね。そして、症状が60

分以上続く場合、糖尿病があるかどう
か。こういうものを７点満点にして評
価しています。この７点満点のうち、
４点以上になると、かなりの確度で脳
梗塞が起こりやすいことがわかってい
ます。
　したがって、発症２日以内でABCD2

スコアが４点以上の場合、あるいは
TIAがその日のうちに何度も繰り返す
ような場合、そしてMRIで脳梗塞病変
が見つかる場合、それから脳の血管を
調べてみると狭窄している場合、心房
細動があるような場合は脳梗塞になり
やすいので、入院あるいは精査が必要
となってきます。
　齊藤　今のところで、TIAの原因が
出てきたのでしょうか。
　棚橋　はい、そうです。今、TIAが
どういう場合に脳梗塞になりやすいか
をお話ししましたが、実はTIAの原因
については大きく分けて３つぐらい挙
げられています。

表２　ABCD2スコア

A（Age）年齢 60歳以上 １点
B（Blood Pressure）血圧 SBP≧140㎜Hg and/or DBP≧90㎜Hg １点
C（Clinical Feature）臨床徴候 片側の運動麻痺

構音障害
２点
１点

D（Duration）持続時間 60分以上
10分から59分

２点
１点

D（Diabetes Mellitus）糖尿病 糖尿病歴 １点

合計点数が０～３点：1.0％、４～５点：4.1％、６～７点：8.1％が２日以内に脳梗塞を
発症する危険性があるとされる。

脳半球、前頭葉、側頭葉、頭頂葉に血
液を送っていますし、椎骨脳底動脈は
脳幹部、小脳、視床などに血液を送り
込んでいます。したがって、詰まる血
管系によって起こる症状が違うという
ことになります。
　TIAの症状は非常に多彩で、普通の
脳梗塞で出現するほとんどの神経症状
が出現します。最も多いのは、半身に
力が入らない片麻痺、それからろれつ
が回らない構音障害、言葉がなかなか
うまく出てこない失語症、あるいは半
身の痺れ、ふらつき、めまいなどです。
これらの症状のうち、構音障害と同名
性半盲（片側だけ物が見えにくくなる）
は、内頸動脈系のTIAでも、あるいは
椎骨脳底動脈系のTIAでも生じますの

で、これのみによってどちらの系の
TIAかは、なかなか判定しにくいので
す（表１）。
　ただ、確実にこの症状であればどの
血管だと類推できるものもあります。
例えば、片側の目だけが急に見えなく
なってしまう。これを我々は一過性黒
内障と言っていますが、同じ側の内頸
動脈系の症状といわれています。ある
いは、上肢が不規則に震える。これは
limb shaking TIAといっていますが、
これも内頸動脈系の症状として知られ
ています。この場合、てんかん発作と
区別する必要があります。
　また、TIAの中には、単独にこの症
状があってもTIAとは言わない症状も
あります。例えば、回転性のめまい、

表１　一過性脳虚血発作（TIA）の症状（NINDS-Ⅲ）

１．左内頸動脈系（典型的には下記症候の一つが急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（構音障害、右上下肢や顔面の脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）左眼の視力消失（一過性黒内障）、まれに右同名半盲
　３）感覚障害（右上下肢や顔面の感覚鈍麻または異常感覚）
　４）失語
２．右内頸動脈系
　　　 反対側に上記と同様な症状が出現する。ただし、失語は右側が優位半球である

とき
３．椎骨脳底動脈系（下記症候が急速〈２分未満〉に発症）
　１）運動障害（顔面、四肢のあらゆる組み合わせでの脱力、麻痺、巧緻運動障害）
　２）感覚障害（左や右ないし両側の感覚鈍麻または異常感覚）
　３）一側ないし両側の同名半盲
　４）体幹失調、回転性めまい、不安定性や平衡障害、複視、嚥下障害、構音障害
　　　ただしこれらの症候が単独で起こった場合はTIAと考えない

構音障害は、内頸動脈系、椎骨脳底動脈系のいずれのTIAでも起こりえる
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言いますと、節酒、適度な運動、体重
のコントロール、禁煙が重要になって
きます。
　齊藤　TIAの診断は難しいですね。
　棚橋　TIAだと思っても、実はTIA
ではなく、TIAミニックとも言ってま
すが、なかなか難しい。詳細な問診が
とにかく重要で、画像診断を加えなが

ら、しっかりと診断していくことが非
常に重要になってくると思います。
　齊藤　専門家にいいタイミングで送
るということですね。
　棚橋　そうですね。TIAが疑われた
ら、ぜひ専門医に紹介いただければと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　一つは脳に行く血管が動脈硬化をき
たしていて、その部位の内膜が剝離し
たり、プラークが破綻したりすると、
そこに血小板血栓がつくので、その血
栓がその先に飛んでいく。血小板の微
小血栓ですね。そのため局所症状が起
こるけれども、血栓は非常に小さいた
め、すぐに溶解し、症状が回復するの
だろうということです。動脈原性の微
小塞栓、血小板塞栓が一つの原因です。
　もう一つは、例えば頸動脈などに高
度の狭窄病変があり、ふだんは何も症
状はないのだけれども、全身血圧が下
がると狭窄病変の先に血液が行かなく
なるので、そのために症状が出現する
のを血行力学性のTIAと呼んでいます。
　もう一つ大きな原因は、動脈そのも
のにはあまり問題はないけれども、心
房細動などがあって、心臓左房の中に
血栓ができて血流に沿って脳に飛んで
くる心原性脳塞栓症というものがあり
ます。
　したがって、３つの原因があること
になります。
　齊藤　その辺を頭に置いて診断して
いくのですね。
　棚橋　そうです。TIAの診断は、診
察時に症状がないので、詳細な問診が
重要です。検査としては、頭部のCT、
MRIは特に拡散強調画像で病巣が非常
に見やすくなっているので、これを確
認します。それから頸部の超音波検査
で狭窄病変があるかどうかを確認して

いきます。
　そして、心原性脳塞栓症が疑われる
ような場合には、心電図、あるいは24
時間心電図、心臓の超音波検査などを
行います。TIAの中で診断で重要なこ
とは、動脈が原因で起こっているもの
なのか、あるいは心臓が原因で起こっ
ているものなのかをここで見極めてい
ただくことです。そうしないと、治療
法が全く異なることになります。
　齊藤　治療が幾つかあるのですね。
　棚橋　まず、先ほど言いました動脈
硬化が原因の場合には抗血小板薬、ア
スピリン単独で使うか、またはアスピ
リンとクロピドグレルの併用なども行
われます。一方、原因が心房細動のよ
うな心原性になると、ヘパリンの注射
をするか、最近では経口の抗凝固薬、
DOACといったものが使われます。慢
性期になるとワルファリンでもいいと
思います。
　さらに、頸動脈などに高度の狭窄病
変、特に70％以上の狭窄がある場合は
内頸動脈の内膜剝離術、あるいはステ
ントの適応が出てきます。
　齊藤　ということで治療が進む。必
要なことは、基礎病変の管理でしょう
か。
　棚橋　そうですね。動脈硬化病変が
ある場合には危険因子の発見、是正と
いうことで、血圧の管理、糖尿病の管
理、あるいは脂質異常症の管理が重要
になってきますし、生活習慣について
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言いますと、節酒、適度な運動、体重
のコントロール、禁煙が重要になって
きます。
　齊藤　TIAの診断は難しいですね。
　棚橋　TIAだと思っても、実はTIA
ではなく、TIAミニックとも言ってま
すが、なかなか難しい。詳細な問診が
とにかく重要で、画像診断を加えなが

ら、しっかりと診断していくことが非
常に重要になってくると思います。
　齊藤　専門家にいいタイミングで送
るということですね。
　棚橋　そうですね。TIAが疑われた
ら、ぜひ専門医に紹介いただければと
思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　一つは脳に行く血管が動脈硬化をき
たしていて、その部位の内膜が剝離し
たり、プラークが破綻したりすると、
そこに血小板血栓がつくので、その血
栓がその先に飛んでいく。血小板の微
小血栓ですね。そのため局所症状が起
こるけれども、血栓は非常に小さいた
め、すぐに溶解し、症状が回復するの
だろうということです。動脈原性の微
小塞栓、血小板塞栓が一つの原因です。
　もう一つは、例えば頸動脈などに高
度の狭窄病変があり、ふだんは何も症
状はないのだけれども、全身血圧が下
がると狭窄病変の先に血液が行かなく
なるので、そのために症状が出現する
のを血行力学性のTIAと呼んでいます。
　もう一つ大きな原因は、動脈そのも
のにはあまり問題はないけれども、心
房細動などがあって、心臓左房の中に
血栓ができて血流に沿って脳に飛んで
くる心原性脳塞栓症というものがあり
ます。
　したがって、３つの原因があること
になります。
　齊藤　その辺を頭に置いて診断して
いくのですね。
　棚橋　そうです。TIAの診断は、診
察時に症状がないので、詳細な問診が
重要です。検査としては、頭部のCT、
MRIは特に拡散強調画像で病巣が非常
に見やすくなっているので、これを確
認します。それから頸部の超音波検査
で狭窄病変があるかどうかを確認して

いきます。
　そして、心原性脳塞栓症が疑われる
ような場合には、心電図、あるいは24
時間心電図、心臓の超音波検査などを
行います。TIAの中で診断で重要なこ
とは、動脈が原因で起こっているもの
なのか、あるいは心臓が原因で起こっ
ているものなのかをここで見極めてい
ただくことです。そうしないと、治療
法が全く異なることになります。
　齊藤　治療が幾つかあるのですね。
　棚橋　まず、先ほど言いました動脈
硬化が原因の場合には抗血小板薬、ア
スピリン単独で使うか、またはアスピ
リンとクロピドグレルの併用なども行
われます。一方、原因が心房細動のよ
うな心原性になると、ヘパリンの注射
をするか、最近では経口の抗凝固薬、
DOACといったものが使われます。慢
性期になるとワルファリンでもいいと
思います。
　さらに、頸動脈などに高度の狭窄病
変、特に70％以上の狭窄がある場合は
内頸動脈の内膜剝離術、あるいはステ
ントの適応が出てきます。
　齊藤　ということで治療が進む。必
要なことは、基礎病変の管理でしょう
か。
　棚橋　そうですね。動脈硬化病変が
ある場合には危険因子の発見、是正と
いうことで、血圧の管理、糖尿病の管
理、あるいは脂質異常症の管理が重要
になってきますし、生活習慣について
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脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

　大西　脳梗塞急性期の診断と治療と
いうテーマの一つとして、主に血管内
治療に関してうかがいたいと思います。
　まず血管内治療というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　兵頭　血管内治療というのは、脳血
管造影というのをご存じだと思います。
要するに、血管の中にカテーテル、管
を入れていって、その中に造影剤を流
して血管を写す。脳血管造影は、脳の
根元、すなわち頸動脈、椎骨動脈あた
りまで入れて造影剤を流すのですが、
そこまで比較的太いカテーテルを入れ、
その中にさらに１㎜とか0.9㎜、0.7㎜
の細いカテーテルを入れていきます。
その先の脳の中の血管、例えば内頸動
脈の末梢、あるいは中大脳動脈や後大
脳動脈、前大脳動脈など、血管のある
ところであれば、0.5㎜ぐらいまでの血
管だったら楽に入る技術がもう確立さ
れていて、我々は1980年代の初めぐら
いからそういうことを行っています。
　大西　かなり前からですね。
　兵頭　昔は動静脈奇形、硬膜動静脈

瘻とか、そういう特殊な疾患を対象と
して行っていたのですが、脳の動脈瘤
のコイル塞栓術が1990年代の後半ぐら
いから出てきて、2002年のISATとい
う国際共同研究で、クリップかコイル
かという論争がありましたが、それに
勝ち抜いて、今はかなりの数の疾患に
対して応用できるようになってきまし
た。
　血管内治療を脳梗塞に応用する場合、
脳梗塞になってしまったらだめですが、
なる前に、その原因となる大きな血の
塊、塞栓を血管の中から道具を入れて
取ってこよう、そういうことだと思っ
てください。心臓でいえば風船治療、
ステント治療、それの延長線上に、脳
の血管に対してそういう道具を入れて
行う、そういう手技だということです。
　大西　具体的な方法を教えていただ
けますか。
　兵頭　今お話ししましたが、ガイデ
ィングカテーテルという２㎜前後の管、
その中にはマイクロカテーテルといっ
て細い、例えば１㎜前後の管が２本、

３本と入る、そういうものを例えば頸
動脈の首の部分、椎骨動脈の首の部分
まで上げていきます。端っこからそう
いう細い管を入れていけば、自動的に
そこまでは到達するのです。そこから
マイクロカテーテル、１㎜でもいいし、
0.9㎜でもいいですが、そういう中に通
るマイクロガイドワイヤー、そういう
ファインなワイヤーをコントロールし
ながら、脳の中の血管、要するに分か
れ目をどんどん選んで、その先のほう
までワイヤーを進めていって、そのワ
イヤーに沿わせて管を入れていく。た
ったそれだけの手技なのですけれども、
心臓では非常に進んでいます。
　ただ、脳の場合はさらに奧にあって、
しかも脳脊髄液の中に浮いていると言
っても過言ではない。心臓は動いてい
るので逆に難しいと思うのですが、脳

の場合は伸ばしたり、あるいは破けた
り、そうするととんでもないことが起
こりますので、そういう意味でちょっ
と技術的に難易度が上がると我々は思
っています。
　大西　熟練を要する手技ということ
ですね。合併症が起きる可能性もある
のでしょうか。
　兵頭　合併症は、例えば動脈瘤のコ
イル塞栓術などでは、３～５％起こる
といわれています。
　大西　血管内治療の適応ですが、ど
ういったときにこの治療を行ったらい
いのでしょうか。
　兵頭　今回は脳梗塞のお話ですので、
そちらのほうの適応について考えてい
きたいと思います。
　脳梗塞は大きく分けて３つ、動脈硬
化性の狭窄、心原性脳塞栓症、それか
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マイクロカテーテルを通して血栓部分へと挿入、展開し、血栓を捕捉する。この状態で
マイクロカテーテルごと引っ張ってくると、血栓はステントに絡みついたままの状態で
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脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）
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らラクナ梗塞があります。３つあるう
ちの一番いい適応は心原性脳塞栓症な
のです。
　心臓だけとは限りませんが、大きな
血の塊が体中に流れて、それが脳の血
管に流れていって、比較的太い血管を
一瞬にして詰めるのです。例えば、内
頸動脈であれば４～５㎜、中大脳動脈
であれば2.5㎜、あるいは３㎜ぐらいの
血の塊が流れると、そこが詰まってし
まいます。
　通常、collateral cir culationがあれば、
それなりに症状が出ないで済みますが、
いわゆる脳の血管は終動脈ですので、
collateralがないときは、その領域の機
能がバンと落ちるのです。そうすると、
その領域の症状が出る。心臓の場合は
筋肉ですから、何割やられないととい
うことをうかがったことがありますが、
脳の場合は機能分化をしています。例
えば、運動領野を養うところの血流が
途絶えれば半身麻痺であるとか、そう
いう症状を出し、言語領野であれば失
語症、言語障害、あるいは広範にやら
れれば意識障害、そういうたぐいの症
状が一瞬にして起こるわけです。
　ですから、そういう状況で、側副血
行路が例えば不十分であれば、全くな
いということはありませんが、もし全
くない、例えば心臓が止まった場合に、
脳の神経細胞は３分、５分で死んでし
まいます。しかし３分、５分で死なれ
たら、我々は手の出しようがありませ

ん。通常は一定のcollateral circu lation
がありますので経験上３～６時間ぐら
いは大丈夫なことが比較的多いので 
す。すでにお話があったと思いますが、
tissue plasminogen activator（t-PA）
は現在、そういう脳塞栓症のファース
トチョイスで行われていますが、4.5時
間以内に処置ができればということで
す。
　血管内治療の場合は、取ってくる道
具はいろいろありますが、適応として
は８時間まで一応できることになって
います。ただ、基本的には１分でも早
いほうがいいのは間違いないので、で
きるだけ早く行うことが大事ですが、
８時間ぐらいまでには行ったほうがよ
いだろう今までの経験上、そういうこ
とが様々な報告、エビデンスをもとに
決まってきたわけです。
　最近では８～24時間、例えば詰まっ
ている状態の中でのcollat eral circula-
tionがどの程度あるかを推測する方法
がいろいろ出てきて、それで行ったほ
うが得の場合、あるいは行っても無駄
な場合を判断して行うといいのではな
いかと言われてきつつあります。どう
いう意味かというと、ますますそうい
う適応症例が増えてきていることにほ
かならないと思います。
　大西　患者さんを目の前にして、ど
っちの治療を行うか、医師はどのよう
に判断されるのでしょうか。
　兵頭　要は、うまく早く取れれば、

絶対行ったほうがいいのです。
　大西　絶対行ったほうがいいと思い
ますよね。
　兵頭　ただ、取れるかどうかという
こと、あと取るときに合併症が起きな
いかどうか、その辺のバランス感覚で
はないかと思います。
　大西　それでは、歴史的な背景、ど
ういった経緯だったかについて教えて
いただけますか。
　兵頭　先ほどお話ししましたように、
血管内治療は脳の場合、私は1980年代
から行っているとお話ししましたが、
要するに細いカテーテルを脳の中の血
管まで入れる手技自体はそのころから
あったわけです。ところが、血栓を丸
ごと取ってくる道具はなかなかいいも
のがありませんでした。当時は、マイ
クロカテーテルを上げることはできま
したが、何をしていたかというと、い
わゆるt-PAではないですが、昔あった
ウロキナーゼという血栓溶解剤を選択
的に詰まっているところに持っていっ
て、血栓を溶かそうとしました。すぐ
溶ける場合もあれば、なかなか溶けな
い場合もあります。溶けてパッと流れ
ると劇的によくなる症例を我々は何例
も経験しているのですが、50例、100
例とやると、むしろ溶けないほうが多
い。あるいは、持っていくときに合併
症を起こすことも多く、なかなかうま
くいかなかった。
　ところが、あるときマイクロカテー

テルの中を通して血栓を丸ごと取って
くる道具が次から次へと開発されまし
た。2000年代の初めぐらいにアメリカ
でコルク栓抜きのような、メルシーデ
バイスというのですが、マイクロカテ
ーテルの中にそういう道具を線状に伸
ばしたものを入れていくと、マイクロ
カテーテルの先から出したときに栓抜
き状、コルク線状になるのです。それ
で血栓をうまくつかまえられれば、カ
テーテルごとそれを引き抜く、取るこ
とができる。ただ、それも３～５割程
度しか取れなかった。５割取れれば素
晴らしいのですが。
　そうこうしているうちに、2010年前
後ですが、ステント型の血栓回収デバ
イスが出てきたのです。これは血栓の
ところまでマイクロカテーテルを持っ
ていきます。出すと、血栓のところで
ステントがバッと広がると同時に血栓
に絡みついて、１分ぐらい待っている
と、うまく絡まる。それで、開いたス
テントごと、マイクロカテーテルをず
っと引っ張ってくると、ステントに血
栓が絡め取られたまま取ってくること
ができるのです。
　これも先ほどお話ししたガイディン
グカテーテルに工夫があります。先端
に風船がついて、一時的にとめられる
ガイディングカテーテルがあるのです。
ステントを引っ張ってくるときはガイ
ディングカテーテルの風船を膨らませ
た状態で行うと、取った血栓が先に流
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らラクナ梗塞があります。３つあるう
ちの一番いい適応は心原性脳塞栓症な
のです。
　心臓だけとは限りませんが、大きな
血の塊が体中に流れて、それが脳の血
管に流れていって、比較的太い血管を
一瞬にして詰めるのです。例えば、内
頸動脈であれば４～５㎜、中大脳動脈
であれば2.5㎜、あるいは３㎜ぐらいの
血の塊が流れると、そこが詰まってし
まいます。
　通常、collateral cir culationがあれば、
それなりに症状が出ないで済みますが、
いわゆる脳の血管は終動脈ですので、
collateralがないときは、その領域の機
能がバンと落ちるのです。そうすると、
その領域の症状が出る。心臓の場合は
筋肉ですから、何割やられないととい
うことをうかがったことがありますが、
脳の場合は機能分化をしています。例
えば、運動領野を養うところの血流が
途絶えれば半身麻痺であるとか、そう
いう症状を出し、言語領野であれば失
語症、言語障害、あるいは広範にやら
れれば意識障害、そういうたぐいの症
状が一瞬にして起こるわけです。
　ですから、そういう状況で、側副血
行路が例えば不十分であれば、全くな
いということはありませんが、もし全
くない、例えば心臓が止まった場合に、
脳の神経細胞は３分、５分で死んでし
まいます。しかし３分、５分で死なれ
たら、我々は手の出しようがありませ

ん。通常は一定のcollateral circu lation
がありますので経験上３～６時間ぐら
いは大丈夫なことが比較的多いので 
す。すでにお話があったと思いますが、
tissue plasminogen activator（t-PA）
は現在、そういう脳塞栓症のファース
トチョイスで行われていますが、4.5時
間以内に処置ができればということで
す。
　血管内治療の場合は、取ってくる道
具はいろいろありますが、適応として
は８時間まで一応できることになって
います。ただ、基本的には１分でも早
いほうがいいのは間違いないので、で
きるだけ早く行うことが大事ですが、
８時間ぐらいまでには行ったほうがよ
いだろう今までの経験上、そういうこ
とが様々な報告、エビデンスをもとに
決まってきたわけです。
　最近では８～24時間、例えば詰まっ
ている状態の中でのcollat eral circula-
tionがどの程度あるかを推測する方法
がいろいろ出てきて、それで行ったほ
うが得の場合、あるいは行っても無駄
な場合を判断して行うといいのではな
いかと言われてきつつあります。どう
いう意味かというと、ますますそうい
う適応症例が増えてきていることにほ
かならないと思います。
　大西　患者さんを目の前にして、ど
っちの治療を行うか、医師はどのよう
に判断されるのでしょうか。
　兵頭　要は、うまく早く取れれば、

絶対行ったほうがいいのです。
　大西　絶対行ったほうがいいと思い
ますよね。
　兵頭　ただ、取れるかどうかという
こと、あと取るときに合併症が起きな
いかどうか、その辺のバランス感覚で
はないかと思います。
　大西　それでは、歴史的な背景、ど
ういった経緯だったかについて教えて
いただけますか。
　兵頭　先ほどお話ししましたように、
血管内治療は脳の場合、私は1980年代
から行っているとお話ししましたが、
要するに細いカテーテルを脳の中の血
管まで入れる手技自体はそのころから
あったわけです。ところが、血栓を丸
ごと取ってくる道具はなかなかいいも
のがありませんでした。当時は、マイ
クロカテーテルを上げることはできま
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例とやると、むしろ溶けないほうが多
い。あるいは、持っていくときに合併
症を起こすことも多く、なかなかうま
くいかなかった。
　ところが、あるときマイクロカテー

テルの中を通して血栓を丸ごと取って
くる道具が次から次へと開発されまし
た。2000年代の初めぐらいにアメリカ
でコルク栓抜きのような、メルシーデ
バイスというのですが、マイクロカテ
ーテルの中にそういう道具を線状に伸
ばしたものを入れていくと、マイクロ
カテーテルの先から出したときに栓抜
き状、コルク線状になるのです。それ
で血栓をうまくつかまえられれば、カ
テーテルごとそれを引き抜く、取るこ
とができる。ただ、それも３～５割程
度しか取れなかった。５割取れれば素
晴らしいのですが。
　そうこうしているうちに、2010年前
後ですが、ステント型の血栓回収デバ
イスが出てきたのです。これは血栓の
ところまでマイクロカテーテルを持っ
ていきます。出すと、血栓のところで
ステントがバッと広がると同時に血栓
に絡みついて、１分ぐらい待っている
と、うまく絡まる。それで、開いたス
テントごと、マイクロカテーテルをず
っと引っ張ってくると、ステントに血
栓が絡め取られたまま取ってくること
ができるのです。
　これも先ほどお話ししたガイディン
グカテーテルに工夫があります。先端
に風船がついて、一時的にとめられる
ガイディングカテーテルがあるのです。
ステントを引っ張ってくるときはガイ
ディングカテーテルの風船を膨らませ
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れていかずにうまく取れるのです。
　もう一つは例えば２㎜とか、ガイデ
ィングカテーテルの中をやっと入るぐ
らいの太いカテーテルです。例えば中
大脳動脈の先も２㎜ぐらいで、そこま
でいったらいっぱいいっぱいになるの
ですが、なかなかそういう太いカテー
テルは今まで頭の中までは入らなかっ
たのです。ところが、それが入るよう
な、非常にしなやかで大口径の血栓吸
引カテーテルが、これも2010年前後ぐ
らいからどんどん出てきました。
　今お話しした２つを組み合わせるこ
とによって、さらに血栓をうまく取っ
てくることができる、そういう時代に
なってきたのです。
　大西　それでは、血管内治療の今後
の展開はどのようになるでしょうか。

　兵頭　先ほどお話ししたように８時
間までいいのですが、８時間以降24時
間でも、詰まってはいるものの比較的
症状が軽いとか、あるいはこのまま放
っておいたら大きな脳梗塞になるであ
ろう画像と症状のミスマッチがあるケ
ースに対して、例えば16時間とか12時
間で取ったら非常によかったというデ
ータが、ここのところ幾つか出てきま
した。今後はそういう画像と症状のミ
スマッチが証明される場合は行うとい
う動きになってきています。
　あと、できるだけ早く行うためには、
いかに早く患者さんを搬送するか、社
会的なシステムをつくる。それに行政
を巻き込んで動く。それが今後の展望
になると思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

東京都済生会中央病院脳神経内科脳卒中センター医長
大　木　宏　一

（聞き手　大西　真）

　大西　脳出血のシリーズの一つとし
て、高血圧性脳出血の病態と診断につ
いてお話をうかがいたいと思います。
　まず、高血圧性の脳出血というのは、
現状、少し減ってきているとうかがっ
ていますが、一方で死亡率や要介護の
人も増えているとも聞いています。そ
のあたりの現状を教えていただけます
か。
　大木　脳出血の原因は様々で、例え
ばamyloid angiopathyや血管奇形等が
ありますが、やはり高血圧性の脳出血
は依然として脳出血の第１位の原因で、
脳卒中データバンク2015では全脳内出
血の82％が高血圧性といわれています。
以前よりも食生活の欧米化とともに減
っている傾向もありますが、脳出血で
は重症度が高くなることが多く、死亡
率に関しては脳梗塞と比べると依然と
して高く、また要介護になる原因疾患
としても非常に多い。いまだに重要な
疾患であることは間違いないと思いま
す。
　大西　高血圧性脳出血の発症にかか

わる病態について教えていただけます
か。
　大木　高血圧自体が大きな血管のア
テローム硬化や脳動脈瘤などの様々な
ことを引き起こしますが、高血圧性脳
出血に関しては、血圧が脳の小さな血
管＝小血管に影響を与えるために起こ
ると考えられています。
　この小血管は、細動脈、arterioleと
いいますが、いわゆる穿通枝と呼ばれ
る比較的大きな血管から直接分岐する
ような細い血管です。先のほうに行く
皮質枝に比べても非常に高い動脈圧が
かかるために、こうした小さい血管、
細い血管に障害が出るといわれていま
す。
　これはいわゆる高血圧性脳小血管病、
hypertensive small vessel dis easeとい
うのですが、ここで認められる病理所
見は血管のフィブリノイド壊死になっ
ています。このフィブリノイド壊死を
起こした穿通枝が破綻するのが脳出血
なのですが、実は閉塞を起こすとラク
ナ梗塞を生じるといわれていて、結局、

脳出血
（1）高血圧性脳出血の病態と診断
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れていかずにうまく取れるのです。
　もう一つは例えば２㎜とか、ガイデ
ィングカテーテルの中をやっと入るぐ
らいの太いカテーテルです。例えば中
大脳動脈の先も２㎜ぐらいで、そこま
でいったらいっぱいいっぱいになるの
ですが、なかなかそういう太いカテー
テルは今まで頭の中までは入らなかっ
たのです。ところが、それが入るよう
な、非常にしなやかで大口径の血栓吸
引カテーテルが、これも2010年前後ぐ
らいからどんどん出てきました。
　今お話しした２つを組み合わせるこ
とによって、さらに血栓をうまく取っ
てくることができる、そういう時代に
なってきたのです。
　大西　それでは、血管内治療の今後
の展開はどのようになるでしょうか。

　兵頭　先ほどお話ししたように８時
間までいいのですが、８時間以降24時
間でも、詰まってはいるものの比較的
症状が軽いとか、あるいはこのまま放
っておいたら大きな脳梗塞になるであ
ろう画像と症状のミスマッチがあるケ
ースに対して、例えば16時間とか12時
間で取ったら非常によかったというデ
ータが、ここのところ幾つか出てきま
した。今後はそういう画像と症状のミ
スマッチが証明される場合は行うとい
う動きになってきています。
　あと、できるだけ早く行うためには、
いかに早く患者さんを搬送するか、社
会的なシステムをつくる。それに行政
を巻き込んで動く。それが今後の展望
になると思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

東京都済生会中央病院脳神経内科脳卒中センター医長
大　木　宏　一

（聞き手　大西　真）

　大西　脳出血のシリーズの一つとし
て、高血圧性脳出血の病態と診断につ
いてお話をうかがいたいと思います。
　まず、高血圧性の脳出血というのは、
現状、少し減ってきているとうかがっ
ていますが、一方で死亡率や要介護の
人も増えているとも聞いています。そ
のあたりの現状を教えていただけます
か。
　大木　脳出血の原因は様々で、例え
ばamyloid angiopathyや血管奇形等が
ありますが、やはり高血圧性の脳出血
は依然として脳出血の第１位の原因で、
脳卒中データバンク2015では全脳内出
血の82％が高血圧性といわれています。
以前よりも食生活の欧米化とともに減
っている傾向もありますが、脳出血で
は重症度が高くなることが多く、死亡
率に関しては脳梗塞と比べると依然と
して高く、また要介護になる原因疾患
としても非常に多い。いまだに重要な
疾患であることは間違いないと思いま
す。
　大西　高血圧性脳出血の発症にかか

わる病態について教えていただけます
か。
　大木　高血圧自体が大きな血管のア
テローム硬化や脳動脈瘤などの様々な
ことを引き起こしますが、高血圧性脳
出血に関しては、血圧が脳の小さな血
管＝小血管に影響を与えるために起こ
ると考えられています。
　この小血管は、細動脈、arterioleと
いいますが、いわゆる穿通枝と呼ばれ
る比較的大きな血管から直接分岐する
ような細い血管です。先のほうに行く
皮質枝に比べても非常に高い動脈圧が
かかるために、こうした小さい血管、
細い血管に障害が出るといわれていま
す。
　これはいわゆる高血圧性脳小血管病、
hypertensive small vessel dis easeとい
うのですが、ここで認められる病理所
見は血管のフィブリノイド壊死になっ
ています。このフィブリノイド壊死を
起こした穿通枝が破綻するのが脳出血
なのですが、実は閉塞を起こすとラク
ナ梗塞を生じるといわれていて、結局、

脳出血
（1）高血圧性脳出血の病態と診断
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を取る、または血腫が増大しないよう
に血圧をどう管理するかが重要かと思
います。
　ただ、この脳浮腫は（脳梗塞でも脳
出血でも起こるのですが）、発症した
直後がピークというわけではなく、通
常、その数時間後から生じてきて（人
によってピークは違うのですが）、発
症３～５日後がピーク、そして２～３
週間の間に消退すると考えられていま
す。したがって、最初はよくても、む
くみによって二次的に症状が悪化する
ということは、治療を考える上でも、
また家族の方への説明にとっても重要
かと思います。
　大西　次に、高血圧性脳出血の診断
についてうかがいたいのですが、CT
が重要だということでしょうか。
　大木　CTがない時代は、虚血性か
出血性かもわからなかったのですが、
現在においてもCTが重要であること
は間違いないです。一方で脳梗塞に対
するt-PA治療が可能な現在では、運
ばれてくる患者さんに脳出血の印象が
あるのか、はたまた脳梗塞と思って対
応するのかが、実はけっこう重要です。
　出血性脳卒中（脳出血およびくも膜
下出血）は突然血が頭蓋内に出ますの
で、脳梗塞に比較して急激に頭蓋内圧
が上がるために、頭蓋内圧亢進に対応
するような症状、例えば頭痛、悪心、
また嘔吐などが出現しやすくなります。
このようなものがあれば、救急隊が運

んできた患者さんを見た段階で、「あ
あ、この方は脳出血かな」と思うとこ
ろになると思います。
　そのほかに血圧、これは脳梗塞でも
上がってしまうのですが、出血性脳卒
中の方のほうが血圧が高いという印象
はあると思います。
　また、出血性脳卒中は、活動してい
るときに発症することが多く、その発
症も急激なのが特徴かと思います。た
だ、くも膜下出血のほうがより発症が
急激で、ピークに達するのが１～２分
以内、脳出血はそれよりも少しなだら
かな、数分または数時間かけてピーク
に達します。
　余談になってしまいますが、くも膜
下出血は非常に強い頭痛が特徴と教科
書には書かれていますが、歩いて来ら
れるようなくも膜下出血の患者さんも
いるので、頭痛の強さだけではなかな
かくも膜下出血は鑑別できないと思い
ます。頭痛が弱くても、１～２分以内
で急激に起こったかどうかが、くも膜
下出血の診断にとって重要かと思いま
す。
　大西　脳の部位によって何か差があ
りますか。
　大木　いわゆる高血圧性脳出血が起
こりやすい部位としては、被殻、視床、
脳幹（その中でも橋）、または小脳の
歯状核等があげられ、このような場所
に出血があれば、そのほかの原因であ
る血管奇形や腫瘍とかを考える前に、

高血圧性脳出血とラクナ梗塞は表裏一
体の関係にあるといえます。
　したがって、両者の治療または予防
として、高血圧、血圧の管理が重要と
いうことはもちろん共通するのですが、
ラクナ梗塞の患者さんで抗血小板薬を
出すときには、その裏にはもしかした
ら高血圧性脳出血を起こすような脳小
血管病の病態が隠れていることを頭の
片隅に置きながら血圧の管理を行う、
また抗血小板薬を出すとしてもその作
用の強くないような抗血小板薬を選択
にあげる等が必要かと思います。
　大西　高血圧のコントロールの基準
も厳しくなってきているようですが、
脳出血を予防するためにはどのぐらい
に抑えたらいいと現場で考えられてい
るのでしょうか。
　大木　急性期と慢性期では違うと思
うのですが、一般的に収縮期140㎜Hg、
拡張期90㎜Hg以下というところです。
特にラクナ梗塞を起こした方は130/80
㎜Hg未満、つまりsmall ves sel disease、
小血管病の病理が背景にある場合には
さらに一段下げて血圧管理を行うこと
が重要だと思っています。
　大西　次に高血圧性脳出血の症状発
現、進行にかかわる病態について教え
てください。
　大木　脳出血は当然、出血部位に血
腫が形成されますので、その部位にお
いては神経組織が破壊され、症状を呈
します。これは当然のことで、なかな

かそれを100％防ぐというのは難しい
のですが、結局、血腫が最初にできた
後に引き続き起こる様々な二次的な障
害をできる限り抑えることが、脳出血
の治療としてできることだと思います。
ただ血腫自体も、最初出血していきな
り止まるタイプと、徐々に広がってい
くタイプもあるので、急性期の血圧管
理をどうするかが非常に重要かと思い
ます。
　血腫そのものではなくて、それに引
き続いて起こるメカニズムとして一つ
重要なのが、血腫によって圧迫や、頭
蓋内圧が高くなることによって起こる
二次的な微小循環障害です。物理的に
圧迫して脳の周囲の血管を狭窄、閉塞
させれば、そのようなものが起こるか
と思います。
　また、出血という事象自体に対して
生体のホメオスターシスが働いて、そ
れを止血させようという観点からトロ
ンビンの活性が上昇するともいわれて
いますが、このトロンビン自体は負の
作用も持っています。例えば血管内皮
に作用して脳脊髄関門、BBBを破綻さ
せて血管の透過性が亢進するとか、ま
たは炎症を受け持つミクログリアに作
用してよけいに炎症を起こさせてしま
う、そして血管透過性亢進および炎症
などが相まって二次的な脳浮腫を起こ
し、それがまた頭蓋内圧を上げて、さ
らに微小循環障害を起こす、という悪
循環があります。なので、このむくみ
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を取る、または血腫が増大しないよう
に血圧をどう管理するかが重要かと思
います。
　ただ、この脳浮腫は（脳梗塞でも脳
出血でも起こるのですが）、発症した
直後がピークというわけではなく、通
常、その数時間後から生じてきて（人
によってピークは違うのですが）、発
症３～５日後がピーク、そして２～３
週間の間に消退すると考えられていま
す。したがって、最初はよくても、む
くみによって二次的に症状が悪化する
ということは、治療を考える上でも、
また家族の方への説明にとっても重要
かと思います。
　大西　次に、高血圧性脳出血の診断
についてうかがいたいのですが、CT
が重要だということでしょうか。
　大木　CTがない時代は、虚血性か
出血性かもわからなかったのですが、
現在においてもCTが重要であること
は間違いないです。一方で脳梗塞に対
するt-PA治療が可能な現在では、運
ばれてくる患者さんに脳出血の印象が
あるのか、はたまた脳梗塞と思って対
応するのかが、実はけっこう重要です。
　出血性脳卒中（脳出血およびくも膜
下出血）は突然血が頭蓋内に出ますの
で、脳梗塞に比較して急激に頭蓋内圧
が上がるために、頭蓋内圧亢進に対応
するような症状、例えば頭痛、悪心、
また嘔吐などが出現しやすくなります。
このようなものがあれば、救急隊が運

んできた患者さんを見た段階で、「あ
あ、この方は脳出血かな」と思うとこ
ろになると思います。
　そのほかに血圧、これは脳梗塞でも
上がってしまうのですが、出血性脳卒
中の方のほうが血圧が高いという印象
はあると思います。
　また、出血性脳卒中は、活動してい
るときに発症することが多く、その発
症も急激なのが特徴かと思います。た
だ、くも膜下出血のほうがより発症が
急激で、ピークに達するのが１～２分
以内、脳出血はそれよりも少しなだら
かな、数分または数時間かけてピーク
に達します。
　余談になってしまいますが、くも膜
下出血は非常に強い頭痛が特徴と教科
書には書かれていますが、歩いて来ら
れるようなくも膜下出血の患者さんも
いるので、頭痛の強さだけではなかな
かくも膜下出血は鑑別できないと思い
ます。頭痛が弱くても、１～２分以内
で急激に起こったかどうかが、くも膜
下出血の診断にとって重要かと思いま
す。
　大西　脳の部位によって何か差があ
りますか。
　大木　いわゆる高血圧性脳出血が起
こりやすい部位としては、被殻、視床、
脳幹（その中でも橋）、または小脳の
歯状核等があげられ、このような場所
に出血があれば、そのほかの原因であ
る血管奇形や腫瘍とかを考える前に、

高血圧性脳出血とラクナ梗塞は表裏一
体の関係にあるといえます。
　したがって、両者の治療または予防
として、高血圧、血圧の管理が重要と
いうことはもちろん共通するのですが、
ラクナ梗塞の患者さんで抗血小板薬を
出すときには、その裏にはもしかした
ら高血圧性脳出血を起こすような脳小
血管病の病態が隠れていることを頭の
片隅に置きながら血圧の管理を行う、
また抗血小板薬を出すとしてもその作
用の強くないような抗血小板薬を選択
にあげる等が必要かと思います。
　大西　高血圧のコントロールの基準
も厳しくなってきているようですが、
脳出血を予防するためにはどのぐらい
に抑えたらいいと現場で考えられてい
るのでしょうか。
　大木　急性期と慢性期では違うと思
うのですが、一般的に収縮期140㎜Hg、
拡張期90㎜Hg以下というところです。
特にラクナ梗塞を起こした方は130/80
㎜Hg未満、つまりsmall ves sel disease、
小血管病の病理が背景にある場合には
さらに一段下げて血圧管理を行うこと
が重要だと思っています。
　大西　次に高血圧性脳出血の症状発
現、進行にかかわる病態について教え
てください。
　大木　脳出血は当然、出血部位に血
腫が形成されますので、その部位にお
いては神経組織が破壊され、症状を呈
します。これは当然のことで、なかな

かそれを100％防ぐというのは難しい
のですが、結局、血腫が最初にできた
後に引き続き起こる様々な二次的な障
害をできる限り抑えることが、脳出血
の治療としてできることだと思います。
ただ血腫自体も、最初出血していきな
り止まるタイプと、徐々に広がってい
くタイプもあるので、急性期の血圧管
理をどうするかが非常に重要かと思い
ます。
　血腫そのものではなくて、それに引
き続いて起こるメカニズムとして一つ
重要なのが、血腫によって圧迫や、頭
蓋内圧が高くなることによって起こる
二次的な微小循環障害です。物理的に
圧迫して脳の周囲の血管を狭窄、閉塞
させれば、そのようなものが起こるか
と思います。
　また、出血という事象自体に対して
生体のホメオスターシスが働いて、そ
れを止血させようという観点からトロ
ンビンの活性が上昇するともいわれて
いますが、このトロンビン自体は負の
作用も持っています。例えば血管内皮
に作用して脳脊髄関門、BBBを破綻さ
せて血管の透過性が亢進するとか、ま
たは炎症を受け持つミクログリアに作
用してよけいに炎症を起こさせてしま
う、そして血管透過性亢進および炎症
などが相まって二次的な脳浮腫を起こ
し、それがまた頭蓋内圧を上げて、さ
らに微小循環障害を起こす、という悪
循環があります。なので、このむくみ
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高血圧性を疑うことができると思いま
す。
　また、皮質下出血においては、先ほ
ど述べた４つの場所よりも高血圧性脳
出血の頻度は少ないのですが、それで
も皮質下出血の６割程度は高血圧性と
いわれているので、皮質下出血の場合
にも一応頭の片隅には高血圧性を念頭
に、ほかのいろいろな血管系の検査を
して、高血圧性なのか、ほかの原因が
あるのかを入院後に調べていくかたち
になると思います。
　大西　重篤な予後につながるような
部位はありますか。

　大木　脳の疾患は場所によって症状
と予後が変わってきますが、一番予後
が悪いのは脳幹出血です。特に、脳幹
の背側に起こる出血は、意識障害が最
初から著明にあって、意識障害による
気道の狭窄のために、挿管をしなくて
はいけないこともあります。しかし、
挿管をして救命できても、予後はかな
り悪いという認識が必要となります。
一方、脳卒中出血はけっこう若い方で
も起こりうるので、治療をどうするか
という点で脳幹出血は非常に厳しい判
断が必要になるという印象があります。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

東京都済生会中央病院脳神経内科脳卒中センター医長
大　木　宏　一

（聞き手　大西　真）

　大西　高血圧性脳出血の非手術的治
療ということでお話をうかがいたいと
思います。
　まず、非手術的治療にはどういった
ものがあるのでしょうか。
　大木　血圧の管理が一番重要になる
と思います。もし手術をする症例であ
っても、血圧の管理は重要です。それ
に続いて脳浮腫の管理も非常に重要だ
と思います。そのほか、全身管理とい
う意味でも様々な薬物治療があるかと
思います。
　大西　血圧管理について少し詳しく
教えていただけますか。
　大木　今回のテーマ、高血圧性脳出
血の患者さんは血圧が高いと思われま
すので、血圧が高いままで放置すれば、
頭の中に出血した血腫が拡大すること
が当然考えられると思います。では、
血圧を急激に下げればそれがおさまる
かというと、実は血圧を下げることに
よって、脳虚血が進むのではないかと
昔からいわれていて、あながち急激に
血圧を下げることがいいかどうかは最

近も議論が続いているところです。
　なぜ脳出血の急性期で血圧を下げる
と虚血が起こるか、ということに関し
ては、脳においては脳循環の自動調節
能というものがあり、通常の状態であ
れば、体血圧が変動しても脳血流量は
一定になるような調節がされています。
しかし、脳梗塞や脳出血などの脳血管
障害が起こると、その機能が破綻する
ために、体血圧を下げることによって、
脳の血流量も下がることが起きます。
したがって、虚血によって症状が悪く
なるのではないか、これが今まで懸念
されていたことです。
　この辺の疑問点を解決するために、
近年、非常に重要な２つの世界的な 
多施設共同研究、一つはINTERACT
２、もう一つはATACH-２というも
のが行われました。この結果に関して
INTER ACT２は「NEW ENGLAND 
JOURNAL of MEDI CINE」の2013年、
ATACH-２は2016年に発表されていま
す。
　非常に重要なので、ちょっと細かく
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に下げることが多くて、年齢が高いと
少し高めに設定しています。
　大西　使用薬剤はどのようにしたら
いいでしょうか。
　大木　おそらくニカルジピンが急性
期静脈注射として多く使用されている
と思うのですが、実は以前のニカルジ
ピンの添付文書には頭蓋内出血の場合
に止血が完成していないと推定される
患者さんおよび頭蓋内圧が亢進してい
る患者さんでは、使用禁忌となってい
ました。つまり実臨床と添付文書が乖
離していたという状況でしたが、それ
を是正するために2011年に添付文書改
訂が行われました。またATACH-２で
使われた降圧剤もニカルジピンです。
　そして、日本で行われた観察研究で
あるSAMURAI-ICHでもニカルジピン
が使用されていて、その安全性は大規
模試験で確認されたということで現在、
臨床の現場では誰しもがまずはニカル
ジピンを使うかたちになっています。
　大西　それでは次に、脳浮腫の管理
も非常に重要かと思いますが、そのあ
たりを教えてください。
　大木　今、日本で多く使われている
のは高張液です。一つは10％グリセリ
ンと５％フラクトースを加えた生理食
塩水である高張グリセロールというも
のと、あとはマンニトールの注射液で
す。どちらも浸透圧が高いので、脳内
の水分を血管内に引き込んで脳浮腫を
予防する使い方をしますが、実はこれ

らの薬に含まれている物質が脳の組織
の中にも移行すると脳実質内に水分を
引き込んでしまうので、逆に脳浮腫が
悪くなるかもしれないという懸念があ
ります。
　グリセロールは脳内で代謝され、な
くなっていくので、その懸念は少ない
といわれていますが、マンニトールは
全く代謝されないので（グリセロール
よりもマンニトールのほうが脳圧降下
作用が強いのですが）、マンニトール
では最初はよくなった脳圧が、脳実質
内に残った浸透圧物質によって徐々に
脳圧が高くなるような反跳現象が起こ
る場合があります。なので、どちらか
というと、マンニトールはその後に手
術を控えており、確実に脳圧が下がる
処置が行われることを前提に、そこま
での時間つなぎという意味で使われて
いる場合が多いと思います。
　大西　使い分けが必要なのですね。
　大木　通常の場合にはグリセロール
を使っていると思います。
　大西　ステロイドはいかがですか。
　大木　ステロイドは強力な抗浮腫作
用があると思いますが、脳血管障害、
脳出血および脳梗塞に関して、脳浮腫
に対するステロイドの有効性は示され
ていないことになっていて、現在臨床
では全く使っていません。
　大西　血腫除去術以外の脳圧を下げ
る管理について教えていただけますか。
　大木　呼吸不全により、換気率が減

お話しさせていただきたいと思うので
すが、最初に出たINTERACT２は急
性期の脳出血患者さん2,839例と、かな
り多くの患者さんに参加していただい
たものですけど、それを２つの群に分
けました。
　一つは強化治療群、具体的にいうと、
割付後１時間以内に収縮期血圧を140
㎜Hg未満に降下させて、それを７日
間保つものと、そしてもう一つは標準
治療群、いわゆるガイドラインでいわ
れている180㎜Hg以下にコントロール
する群です。この２つの群に無作為割
付をして、90日後のmodifi ed Rankin 
Scale（mRS）、すなわち機能予後で効
果を見たという研究です。
　強化治療群、すなわち血圧を下げた
群でも特に有害事象はなくて、また強
く下げた群のほうが若干機能予後がよ
かったという結論が得られています。
ただし、当初のprimary out comeは達
成できなかったので、強力なエビデン
スではなかったというところです。
　そこで期待されたのが、その次に行
われたATACH-２です。これも同じ
ように急性期の脳出血患者さんが対象
で、途中でストップがかかってしまっ
たので、1,000例だけの登録になったの
ですが、最初の24時間以内に強化治療
群は収縮期血圧が110～139㎜Hgの間、
標準治療群は140～179㎜Hgにコント
ロールするというもので、INTERACT
２と似ているような無作為割付をした

試験です。
　この結果としては、「積極的に降圧
をしても神経所見の悪化はなかった」
というもので、今までの仮説は排除さ
れたというか、証明されなかったので
すが、逆に強力に降圧をすると腎機能
が悪くなったことが認められました。
結局、頭ではなく、全身に対する影響
があるため降圧は慎重に、ということ
になっています。当初の脳循環調節能
が失われて脳虚血が起こるのかについ
ては、大丈夫だったという結果になっ
ています。
　大西　現在の日本のガイドラインで
はどうなっているのでしょうか。
　大木　これをもとに、最新の脳卒中
治療ガイドライン2017年追補版では、
「できるだけ早期に収縮期血圧を140㎜
Hg未満に降下させ、７日間維持する
ことを考慮してもよい」ということに
なっています。ただし、これはグレー
ドC１となっていまして、やることを
考慮してもいいけれども、エビデンス
はないという書き方になっています。
　特に腎機能に関しては、高齢の患者
さんで腎機能障害が出ることが多いの
で、そのあたりを鑑みてケース・バ
イ・ケースで行う、逆にその点を注意
していけば神経学的所見は意外に悪く
ならないことがわかりました。
　大西　そうなのですね。悪いのでは
ないかと思っていました。
　大木　私も若年者にはけっこう強力

ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020） （469）  5352 （468） ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020）

2006本文.indd   53 2020/05/14   9:38



に下げることが多くて、年齢が高いと
少し高めに設定しています。
　大西　使用薬剤はどのようにしたら
いいでしょうか。
　大木　おそらくニカルジピンが急性
期静脈注射として多く使用されている
と思うのですが、実は以前のニカルジ
ピンの添付文書には頭蓋内出血の場合
に止血が完成していないと推定される
患者さんおよび頭蓋内圧が亢進してい
る患者さんでは、使用禁忌となってい
ました。つまり実臨床と添付文書が乖
離していたという状況でしたが、それ
を是正するために2011年に添付文書改
訂が行われました。またATACH-２で
使われた降圧剤もニカルジピンです。
　そして、日本で行われた観察研究で
あるSAMURAI-ICHでもニカルジピン
が使用されていて、その安全性は大規
模試験で確認されたということで現在、
臨床の現場では誰しもがまずはニカル
ジピンを使うかたちになっています。
　大西　それでは次に、脳浮腫の管理
も非常に重要かと思いますが、そのあ
たりを教えてください。
　大木　今、日本で多く使われている
のは高張液です。一つは10％グリセリ
ンと５％フラクトースを加えた生理食
塩水である高張グリセロールというも
のと、あとはマンニトールの注射液で
す。どちらも浸透圧が高いので、脳内
の水分を血管内に引き込んで脳浮腫を
予防する使い方をしますが、実はこれ

らの薬に含まれている物質が脳の組織
の中にも移行すると脳実質内に水分を
引き込んでしまうので、逆に脳浮腫が
悪くなるかもしれないという懸念があ
ります。
　グリセロールは脳内で代謝され、な
くなっていくので、その懸念は少ない
といわれていますが、マンニトールは
全く代謝されないので（グリセロール
よりもマンニトールのほうが脳圧降下
作用が強いのですが）、マンニトール
では最初はよくなった脳圧が、脳実質
内に残った浸透圧物質によって徐々に
脳圧が高くなるような反跳現象が起こ
る場合があります。なので、どちらか
というと、マンニトールはその後に手
術を控えており、確実に脳圧が下がる
処置が行われることを前提に、そこま
での時間つなぎという意味で使われて
いる場合が多いと思います。
　大西　使い分けが必要なのですね。
　大木　通常の場合にはグリセロール
を使っていると思います。
　大西　ステロイドはいかがですか。
　大木　ステロイドは強力な抗浮腫作
用があると思いますが、脳血管障害、
脳出血および脳梗塞に関して、脳浮腫
に対するステロイドの有効性は示され
ていないことになっていて、現在臨床
では全く使っていません。
　大西　血腫除去術以外の脳圧を下げ
る管理について教えていただけますか。
　大木　呼吸不全により、換気率が減

お話しさせていただきたいと思うので
すが、最初に出たINTERACT２は急
性期の脳出血患者さん2,839例と、かな
り多くの患者さんに参加していただい
たものですけど、それを２つの群に分
けました。
　一つは強化治療群、具体的にいうと、
割付後１時間以内に収縮期血圧を140
㎜Hg未満に降下させて、それを７日
間保つものと、そしてもう一つは標準
治療群、いわゆるガイドラインでいわ
れている180㎜Hg以下にコントロール
する群です。この２つの群に無作為割
付をして、90日後のmodifi ed Rankin 
Scale（mRS）、すなわち機能予後で効
果を見たという研究です。
　強化治療群、すなわち血圧を下げた
群でも特に有害事象はなくて、また強
く下げた群のほうが若干機能予後がよ
かったという結論が得られています。
ただし、当初のprimary out comeは達
成できなかったので、強力なエビデン
スではなかったというところです。
　そこで期待されたのが、その次に行
われたATACH-２です。これも同じ
ように急性期の脳出血患者さんが対象
で、途中でストップがかかってしまっ
たので、1,000例だけの登録になったの
ですが、最初の24時間以内に強化治療
群は収縮期血圧が110～139㎜Hgの間、
標準治療群は140～179㎜Hgにコント
ロールするというもので、INTERACT
２と似ているような無作為割付をした

試験です。
　この結果としては、「積極的に降圧
をしても神経所見の悪化はなかった」
というもので、今までの仮説は排除さ
れたというか、証明されなかったので
すが、逆に強力に降圧をすると腎機能
が悪くなったことが認められました。
結局、頭ではなく、全身に対する影響
があるため降圧は慎重に、ということ
になっています。当初の脳循環調節能
が失われて脳虚血が起こるのかについ
ては、大丈夫だったという結果になっ
ています。
　大西　現在の日本のガイドラインで
はどうなっているのでしょうか。
　大木　これをもとに、最新の脳卒中
治療ガイドライン2017年追補版では、
「できるだけ早期に収縮期血圧を140㎜
Hg未満に降下させ、７日間維持する
ことを考慮してもよい」ということに
なっています。ただし、これはグレー
ドC１となっていまして、やることを
考慮してもいいけれども、エビデンス
はないという書き方になっています。
　特に腎機能に関しては、高齢の患者
さんで腎機能障害が出ることが多いの
で、そのあたりを鑑みてケース・バ
イ・ケースで行う、逆にその点を注意
していけば神経学的所見は意外に悪く
ならないことがわかりました。
　大西　そうなのですね。悪いのでは
ないかと思っていました。
　大木　私も若年者にはけっこう強力

ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020） （469）  5352 （468） ドクターサロン64巻６月号（5 . 2020）

2006本文.indd   53 2020/05/14   9:38



って、CO2が貯留すると、CO2は強力
な血管の拡張作用を持っているので、
それによって頭蓋内圧が亢進する場合
があります。特に、意識障害があって、
気道が狭窄しているような方は、換気
ができませんので、CO2がたまって、
血管拡張により頭蓋内圧亢進を及ぼす
ことがあります。そのような場合には
積極的な呼吸管理、および気道管理、
場合によっては挿管も治療として重要
な場合もあります。
　あと、脳内の炎症も体温が上がると
促進されますので、高体温になった場
合に温度を低くすることも管理の一つ
です。低体温になるほど下げたほうが
良いかどうかは、低体温になると様々
な感染症の罹患というかたちで合併症
が出てくるので結論が出ていないので
すが、少なくとも高い体温は避けるべ
きと考えられます。
　大西　具体的には現場でどのように
されていますか。
　大木　普通の解熱鎮痛剤を使って行
っています。高いままにしておくより
は、まずは背後に感染症があれば、抗
生物質を使いながら、プラスアルファ
で、あまり高すぎる場合には解熱もす

るという対処になると思います。
　大西　ほかには何かありますか。
　大木　これは医師によっては意見が
分かれるところかもしれませんが、ベ
ッドをフラットにはせず、頭部を挙上
させることで静脈灌流を促進し、頭蓋
内圧が低下することを狙うこともあり
ます。この場合、頭部を30度ぐらいギ
ャッチアップをさせて管理します。た
だ、逆にギャッチアップをさせると、
脳の循環が悪くなって、虚血が進むの
ではないかという懸念もあるので、そ
こはケース・バイ・ケースになると思
います。
　大西　脳室ドレナージはどういうと
きに行われるのでしょうか。
　大木　これもやはり頭蓋内圧が亢進
した場合に検討されます。特に視床出
血の場合には血腫除去手術の適応は全
くないのですが、視床は脳室の隣にあ
るので、脳室穿破によって意識障害が
出る場合があります。このような場合、
視床出血の脳室穿破に対しての脳室ド
レナージを検討することになると思い
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

杏林大学脳神経外科教授
塩　川　芳　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳出血の外科治療についてう
かがいます。まず、脳出血はどのぐら
いの率であるのでしょうか。
　塩川　広い意味で脳の血管の病気で、
脳卒中は血管が詰まる脳卒中と切れる
脳卒中がありますが、その比率は７対
３ぐらいといわれています。
　血管が切れるものも大きく２つあっ
て、脳動脈瘤が原因になっているくも
膜下出血と、高血圧が原因になってい
る脳内出血があります。だいたい出血
性脳卒中の1/3がくも膜下出血、2/3が
脳内出血という状況になっていて、高
血圧の治療が十分行き渡っていない、
1950年代ぐらいまでは日本人の死因の
最も多い病気でした。高血圧の管理と
ともに減ってきましたが、まだまだ脳
卒中の約２割が脳の中に出血する脳内
出血ですので、油断できない病気と言
えます。
　齊藤　脳内出血の症状としてはどう
いった点が目立つのでしょうか。
　塩川　程度が軽ければ脳の中に急に
血が出ますので、頭痛がしたり、頭蓋

内圧が上がり、吐き気がします。脳の
場所によっては、その部分の脳は出血
により壊れてしまうので、手足の麻痺
や言語障害など、いろいろな症状が出
てきます。
　さらに程度が強いとき、脳は一定の
容積、周りを硬い骨で囲まれている頭
蓋骨の中にあるので、その中で数十㏄
の脳内出血が起こると、急激に頭の中
の圧が上がってしまいます。適切な治
療を行わないと、脳ヘルニアといいま
すが、出血のために脳の中がぎゅうぎ
ゅう詰めの状況になってしまって、生
命中枢の脳幹が押しつぶされてしまう。
そういう最重症の場合は命の危険を起
こす脳卒中と言えます。
　齊藤　くも膜下出血は激しい頭痛で
すね。
　塩川　くも膜下出血による、突発す
る激しい頭痛と嘔吐は、出血の程度が
強いので、発症の時間がわかることも
あるのが特徴的です。脳内出血ではく
も膜下腔にも血液が漏れ出れば強い頭
痛もありますが、一般的には頭蓋内圧
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って、CO2が貯留すると、CO2は強力
な血管の拡張作用を持っているので、
それによって頭蓋内圧が亢進する場合
があります。特に、意識障害があって、
気道が狭窄しているような方は、換気
ができませんので、CO2がたまって、
血管拡張により頭蓋内圧亢進を及ぼす
ことがあります。そのような場合には
積極的な呼吸管理、および気道管理、
場合によっては挿管も治療として重要
な場合もあります。
　あと、脳内の炎症も体温が上がると
促進されますので、高体温になった場
合に温度を低くすることも管理の一つ
です。低体温になるほど下げたほうが
良いかどうかは、低体温になると様々
な感染症の罹患というかたちで合併症
が出てくるので結論が出ていないので
すが、少なくとも高い体温は避けるべ
きと考えられます。
　大西　具体的には現場でどのように
されていますか。
　大木　普通の解熱鎮痛剤を使って行
っています。高いままにしておくより
は、まずは背後に感染症があれば、抗
生物質を使いながら、プラスアルファ
で、あまり高すぎる場合には解熱もす

るという対処になると思います。
　大西　ほかには何かありますか。
　大木　これは医師によっては意見が
分かれるところかもしれませんが、ベ
ッドをフラットにはせず、頭部を挙上
させることで静脈灌流を促進し、頭蓋
内圧が低下することを狙うこともあり
ます。この場合、頭部を30度ぐらいギ
ャッチアップをさせて管理します。た
だ、逆にギャッチアップをさせると、
脳の循環が悪くなって、虚血が進むの
ではないかという懸念もあるので、そ
こはケース・バイ・ケースになると思
います。
　大西　脳室ドレナージはどういうと
きに行われるのでしょうか。
　大木　これもやはり頭蓋内圧が亢進
した場合に検討されます。特に視床出
血の場合には血腫除去手術の適応は全
くないのですが、視床は脳室の隣にあ
るので、脳室穿破によって意識障害が
出る場合があります。このような場合、
視床出血の脳室穿破に対しての脳室ド
レナージを検討することになると思い
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅲ）

杏林大学脳神経外科教授
塩　川　芳　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳出血の外科治療についてう
かがいます。まず、脳出血はどのぐら
いの率であるのでしょうか。
　塩川　広い意味で脳の血管の病気で、
脳卒中は血管が詰まる脳卒中と切れる
脳卒中がありますが、その比率は７対
３ぐらいといわれています。
　血管が切れるものも大きく２つあっ
て、脳動脈瘤が原因になっているくも
膜下出血と、高血圧が原因になってい
る脳内出血があります。だいたい出血
性脳卒中の1/3がくも膜下出血、2/3が
脳内出血という状況になっていて、高
血圧の治療が十分行き渡っていない、
1950年代ぐらいまでは日本人の死因の
最も多い病気でした。高血圧の管理と
ともに減ってきましたが、まだまだ脳
卒中の約２割が脳の中に出血する脳内
出血ですので、油断できない病気と言
えます。
　齊藤　脳内出血の症状としてはどう
いった点が目立つのでしょうか。
　塩川　程度が軽ければ脳の中に急に
血が出ますので、頭痛がしたり、頭蓋

内圧が上がり、吐き気がします。脳の
場所によっては、その部分の脳は出血
により壊れてしまうので、手足の麻痺
や言語障害など、いろいろな症状が出
てきます。
　さらに程度が強いとき、脳は一定の
容積、周りを硬い骨で囲まれている頭
蓋骨の中にあるので、その中で数十㏄
の脳内出血が起こると、急激に頭の中
の圧が上がってしまいます。適切な治
療を行わないと、脳ヘルニアといいま
すが、出血のために脳の中がぎゅうぎ
ゅう詰めの状況になってしまって、生
命中枢の脳幹が押しつぶされてしまう。
そういう最重症の場合は命の危険を起
こす脳卒中と言えます。
　齊藤　くも膜下出血は激しい頭痛で
すね。
　塩川　くも膜下出血による、突発す
る激しい頭痛と嘔吐は、出血の程度が
強いので、発症の時間がわかることも
あるのが特徴的です。脳内出血ではく
も膜下腔にも血液が漏れ出れば強い頭
痛もありますが、一般的には頭蓋内圧
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と、てんかんを起こすことがあります。
また、妊娠されている若い女性の脳内
出血は、ほとんどがこの動静脈奇形で
す。皮質下出血と称している脳の比較
的浅い場所の出血は、この動静脈奇形
によるものと、それから高齢者で認知
症の症状があるような方では、アミロ
イドアンギオパシーという脳の表面に
出血するものがあります。皮質下出血
はそういう点で、ほかの４カ所の出血
と明らかに原因が違うので、CTスキ
ャンで出血源を推定していただくのが
大切です。
　齊藤　脳内出血が起こると、その後
のメカニズムはどうなるのでしょうか。
　塩川　脳内出血はなぜ恐ろしいかと
いうと、一つは脳そのものが出血によ
って壊れてしまうのです。今の医学で
は、再生医学などのいろいろな研究が
あると思いますが、基本的には一度壊
れてしまった脳は回復しません。
　それから出血の仕方は動脈瘤と比べ
れば細い血管なので穏やかな場合もあ
りますが、細いとはいえ、血管に穴が
空くので再出血を起こすことがあるの
です。さらに、脳そのものが壊れてい
るので、脳自身が数日間の経過でむく
む。これは脳浮腫と言いますが、出血
の拡大や脳浮腫で頭蓋内圧が高くなっ
たり、脳の中にある髄液の流れている
脳室というすき間に出血し、そこが血
液でせき止められた急性水頭症という
状況になります。出血の拡大や脳浮腫、

急性水頭症で頭蓋内圧がどんどん高く
なるような悪循環に陥りますので、迅
速な対応が求められます。
　齊藤　治療ですが、まずは頭蓋内圧
を内科的に下げることですね。
　塩川　軽症な方でも、脳内出血によ
る体の反応で血圧が上がっています。
これはクッシング現象といいますが、
高くなった頭蓋内圧に抗して血を通そ
うとする体の反応です。これは出血の
拡大につながるので、脳内出血が疑わ
れる方には、まず血圧を下げることが
大切です。確実に血圧を下げる管理は、
灌流圧維持に配慮してあまり血圧を下
げない治療よりも再出血を減らすこと
がわかっています。まず血圧を下げて、
それから頭蓋内圧を下げる治療を行い
ます。上体を挙上させたり、呼吸がス
ムーズにできるような配慮、さらには
薬物療法として脳そのものを利尿剤に
より体積を減らす脳圧降下剤の投与な
ど、頭蓋内圧を下げるための内科的治
療を最大限に行う。そういうことが管
理の中心です。
　齊藤　そういった後に手術の出番が
あるのですね。
　塩川　手術は各出血の場所、先ほど
述べたような場所によって少し適応が
変わるところがあります。特に比較的
表面に位置する意識障害が中等度ぐら
い出ている30～40mLぐらいの被殻出
血の方には、拡大と頭蓋内圧亢進を防
ぐために開頭して血液そのものを摘出

が上がって硬膜が引っ張られて起こる
頭痛ということで、くも膜下出血でい
われている、突発する激しい頭痛とは
少し違う場合が多いです。
　齊藤　頭痛の種類が違うのですね。
脳出血の原因は高血圧が一番多いので
すね。
　塩川　大部分は高血圧です。脳の血
管は太い血管が脳の表面にあって、脳
の中には穿通枝という細い血管が貫く
ように入っています。高血圧によって
穿通枝に病的変化が起こって、脳の中
心部あたりに出血する。これが高血圧
性脳内出血の主なものになります。先
ほどのくも膜下出血は脳の表面にでき
た動脈の瘤ですので、そういう点でも、
同じ出血性疾患ですが、対応としては
別の方法が必要になります。
　齊藤　救急外来に行くと、まずは画
像でしょうか。
　塩川　まず症状の確認と、それから
出血の程度が強いと呼吸あるいは不穏
状態になるので、初期対応をした後、
すぐにCTスキャンの検査を行うこと
になります。MRIも脳卒中の診断には
有用ですが、出血したばかりの新鮮な
血液を見るのにはやはりCTスキャン
がわかりやすい。それで我々は何を見
ているかというと、もちろん出血の量
もそうですし、場所も大切です。５つ
ぐらいの場所に分類されているのです
が、場所によって高血圧によるものと、
それ以外の血管の病気によるものがわ

かるので、脳内出血の診断にはCTス
キャンが非常に大切です。
　齊藤　場所は５つということですが、
どういったところでしょうか。
　塩川　脳の中心部は、視床、それか
ら被殻と呼ばれる場所がありまして、
これは運動の中枢、運動神経が通る錐
体路のそばにあるので、視床と被殻の
出血は反対側の手足の麻痺や、出血量
が大きいと意識障害を伴うことになり
ます。
　小脳の出血の場合はふらつきが起こ
ってくるのですが、小脳は頭蓋の中で
は、後頭蓋窩という比較的狭いスペー
スに脳幹と一緒に存在します。そのた
め、小脳出血の場合は最初にふらつき
で発症するのですが、出血が大きくな
ると脳幹を圧迫する症状が出るので、
これは要注意です。
　齊藤　あと２カ所はいかがでしょう
か。
　塩川　脳幹の出血は生命中枢そのも
のに出るので、最初から強い意識障害
もあるし、この出血は生命予後が極め
て悪いので、発症時から致死的な出血
ということもできます。高血圧の予防
に尽きる場所の出血と認識していただ
くといいと思います。
　齊藤　もう一つが皮質下でしょうか。
　塩川　それは大脳の表面で大きく２
つあります。若い方では動静脈奇形と
いって、動脈が異常な血管を通じて静
脈に素通りする。そういう場合は出血
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と、てんかんを起こすことがあります。
また、妊娠されている若い女性の脳内
出血は、ほとんどがこの動静脈奇形で
す。皮質下出血と称している脳の比較
的浅い場所の出血は、この動静脈奇形
によるものと、それから高齢者で認知
症の症状があるような方では、アミロ
イドアンギオパシーという脳の表面に
出血するものがあります。皮質下出血
はそういう点で、ほかの４カ所の出血
と明らかに原因が違うので、CTスキ
ャンで出血源を推定していただくのが
大切です。
　齊藤　脳内出血が起こると、その後
のメカニズムはどうなるのでしょうか。
　塩川　脳内出血はなぜ恐ろしいかと
いうと、一つは脳そのものが出血によ
って壊れてしまうのです。今の医学で
は、再生医学などのいろいろな研究が
あると思いますが、基本的には一度壊
れてしまった脳は回復しません。
　それから出血の仕方は動脈瘤と比べ
れば細い血管なので穏やかな場合もあ
りますが、細いとはいえ、血管に穴が
空くので再出血を起こすことがあるの
です。さらに、脳そのものが壊れてい
るので、脳自身が数日間の経過でむく
む。これは脳浮腫と言いますが、出血
の拡大や脳浮腫で頭蓋内圧が高くなっ
たり、脳の中にある髄液の流れている
脳室というすき間に出血し、そこが血
液でせき止められた急性水頭症という
状況になります。出血の拡大や脳浮腫、

急性水頭症で頭蓋内圧がどんどん高く
なるような悪循環に陥りますので、迅
速な対応が求められます。
　齊藤　治療ですが、まずは頭蓋内圧
を内科的に下げることですね。
　塩川　軽症な方でも、脳内出血によ
る体の反応で血圧が上がっています。
これはクッシング現象といいますが、
高くなった頭蓋内圧に抗して血を通そ
うとする体の反応です。これは出血の
拡大につながるので、脳内出血が疑わ
れる方には、まず血圧を下げることが
大切です。確実に血圧を下げる管理は、
灌流圧維持に配慮してあまり血圧を下
げない治療よりも再出血を減らすこと
がわかっています。まず血圧を下げて、
それから頭蓋内圧を下げる治療を行い
ます。上体を挙上させたり、呼吸がス
ムーズにできるような配慮、さらには
薬物療法として脳そのものを利尿剤に
より体積を減らす脳圧降下剤の投与な
ど、頭蓋内圧を下げるための内科的治
療を最大限に行う。そういうことが管
理の中心です。
　齊藤　そういった後に手術の出番が
あるのですね。
　塩川　手術は各出血の場所、先ほど
述べたような場所によって少し適応が
変わるところがあります。特に比較的
表面に位置する意識障害が中等度ぐら
い出ている30～40mLぐらいの被殻出
血の方には、拡大と頭蓋内圧亢進を防
ぐために開頭して血液そのものを摘出

が上がって硬膜が引っ張られて起こる
頭痛ということで、くも膜下出血でい
われている、突発する激しい頭痛とは
少し違う場合が多いです。
　齊藤　頭痛の種類が違うのですね。
脳出血の原因は高血圧が一番多いので
すね。
　塩川　大部分は高血圧です。脳の血
管は太い血管が脳の表面にあって、脳
の中には穿通枝という細い血管が貫く
ように入っています。高血圧によって
穿通枝に病的変化が起こって、脳の中
心部あたりに出血する。これが高血圧
性脳内出血の主なものになります。先
ほどのくも膜下出血は脳の表面にでき
た動脈の瘤ですので、そういう点でも、
同じ出血性疾患ですが、対応としては
別の方法が必要になります。
　齊藤　救急外来に行くと、まずは画
像でしょうか。
　塩川　まず症状の確認と、それから
出血の程度が強いと呼吸あるいは不穏
状態になるので、初期対応をした後、
すぐにCTスキャンの検査を行うこと
になります。MRIも脳卒中の診断には
有用ですが、出血したばかりの新鮮な
血液を見るのにはやはりCTスキャン
がわかりやすい。それで我々は何を見
ているかというと、もちろん出血の量
もそうですし、場所も大切です。５つ
ぐらいの場所に分類されているのです
が、場所によって高血圧によるものと、
それ以外の血管の病気によるものがわ

かるので、脳内出血の診断にはCTス
キャンが非常に大切です。
　齊藤　場所は５つということですが、
どういったところでしょうか。
　塩川　脳の中心部は、視床、それか
ら被殻と呼ばれる場所がありまして、
これは運動の中枢、運動神経が通る錐
体路のそばにあるので、視床と被殻の
出血は反対側の手足の麻痺や、出血量
が大きいと意識障害を伴うことになり
ます。
　小脳の出血の場合はふらつきが起こ
ってくるのですが、小脳は頭蓋の中で
は、後頭蓋窩という比較的狭いスペー
スに脳幹と一緒に存在します。そのた
め、小脳出血の場合は最初にふらつき
で発症するのですが、出血が大きくな
ると脳幹を圧迫する症状が出るので、
これは要注意です。
　齊藤　あと２カ所はいかがでしょう
か。
　塩川　脳幹の出血は生命中枢そのも
のに出るので、最初から強い意識障害
もあるし、この出血は生命予後が極め
て悪いので、発症時から致死的な出血
ということもできます。高血圧の予防
に尽きる場所の出血と認識していただ
くといいと思います。
　齊藤　もう一つが皮質下でしょうか。
　塩川　それは大脳の表面で大きく２
つあります。若い方では動静脈奇形と
いって、動脈が異常な血管を通じて静
脈に素通りする。そういう場合は出血
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したり、頭蓋骨に小さな穴を開けて内
視鏡で血液を吸い出す、あるいはナビ
ゲーションを用いて正確に出血のとこ
ろにカテーテルを入れて血腫を減らす
といった、幾つかの外科治療がありま
す。
　齊藤　目的は生命の維持になります
か。
　塩川　外科手術で、今述べたような
いろいろな方法で患者さんの症状がよ
くなればたいへんよいのですが、なか
なか統計的に外科治療群と内科的治療
群を比較して、手術で症状をよくする
のは難しいといわれています（手足の

麻痺は改善しないので、QOLによる
評価では差がつきにくいため）。救命
目的には外科手術はたいへん大きな効
果があるのですが、機能予後の改善と
いう点では、ようやく2018年アメリカ
で、細い管をナビゲーション下に入れ
てt-PAを用いて血液を洗い出すような
方法により、１年後の予後をよくした
（MISTIE Ⅲ）という報告が出始めた
ころです。まだまだ一般的には症状改
善のために外科手術を行う状況にはな
っていないのが現状と言えます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Sex steroid hormones and asthma in a nationwide study of U.S. 
adults.
　Han Y-Y, Forno E, Celedón JC
　Am J Respir Crit Care Med 2020, 201 (2) : 158〜166

　背景：女性は男性よりも喘息負担が重い。この性差は性ホルモンで説明できる
かもしれないが、その役割は明らかではない。
　目的：喘息と性ホルモン値の関係を成人で調べる。
　方法：2013～2014年と2015～2016年に行った「米国全国健康と栄養の調査サー
ベイ」に参加した18～79歳の7,615人（男性3,953人、女性3,662人）の横断研究で
血清遊離テストステロンとエストラジオール濃度測定と喘息の有無の調査をした。
男女別にロジスティック回帰を用いて多変量解析を行った。
　結果：遊離テストステロン値が第４四分位群（値が最も高い群）にある女性は
第１四分位群（値が最も低い群）の女性と比べて喘息であるオッズ比が0.56と低
かった（95％信頼区間0.39～0.80）。肥満と性ホルモン間に相互作用があると仮定
して肥満（BMI≧30）の有無で層別化し分析すると、肥満女性では遊離テストス
テロン上昇（0.59；0.37～0.91）とエストラジオール上昇（0.43；0.23～0.78）が、
非肥満男性ではエストラジオール上昇（0.44；0.21～0.90）が喘息オッズ比の低下
と関連していた。
　結論：成人喘息における既知の性差に性ホルモンが役割を果たしていること、
さらに肥満がその効果を修飾することが示唆された。

喘息シリーズ（166）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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