
東京八重洲クリニック院長
岡　　　　寛

（聞き手　池田志斈）

　線維筋痛症の治療についてご教示ください。
　77歳女性で、下肢に多発、発症部位は日によって異なります。リリカ、ロキ
ソニン等無効です。また、受診先は、何科になりますか。
 ＜東京都勤務医＞

線維筋痛症の治療

　池田　岡先生、線維筋痛症の治療に
ついての質問です。今、だいぶ科学技
術が進んでいますが、この病因につい
て、何か新しくわかっていることはあ
るのでしょうか。
　岡　中枢の病変だということは明ら
かです。末梢の皮膚や筋肉には異常が
ない。中枢というと脊髄と脳になるの
ですが、脳そのものの病変だと考えら
れていました。しかし近年、脳の画像、
ニューロイメージングというものが進
み、ある特殊なリガンドを使ったPET
画像が撮れるようになりました。その
PET画像ではミクログリアという脳の
細胞の炎症をカラーイメージングでと
らえることができる。そうしたところ、
慢性疲労症候群や線維筋痛症の患者さ
んでは、特に脳梁、その中で痛みには

後帯状回というところが非常に強く
PET画像で集まっていた。すなわち、
痛みの強い人は後帯状回が責任病変で
はないかと、今、追加実験を行ってい
まして、かなりコンファームされてい
ます。
　池田　PET画像でこれは脳梁の炎症
であろうことがわかったのですね。
　岡　そうですね。さらに加えて、帯
状回や扁桃体、海馬といったところが
つながっているのですが、こういった
病変によって、痛みだけだったり、痛
みと疲労だったり、痛みと疲労と抑う
つがあったり、さらに記銘力の障害、
海馬を含んだところの症状がつながっ
ていることがわかりました。また、病
変が進んだり、長期になってくると、
そういう症状がだんだん積み重なって
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いくこともわかってきました。
　池田　例えば、痛みだけの方とそれ
から記銘障害まである方では、炎症の
ある部位が広がっていくというイメー
ジでしょうか。
　岡　具体的な方法としては、炎症が
ある患者さんの臨床症状を合わせたと
ころ、相関曲線を描くと、いろいろな
部分、例えば抑うつとの関係とか、記
銘力と関係があることがわかってきま
した。ただ、この実験に関してはまだ
少数なので、今、日本人で健常者100
例と患者さん100例で追加実験を行っ
ています。あとは、欧州で日本人と同
じかどうかを行っていますが、欧州の
結果も日本人と同じような結果が出て
きており、だんだん責任病巣が確定し
てきた状態です。
　池田　それは患者さんにとっても朗
報ですね。あなたは単に痛がっている
だけだとか、怠けているだけだとか言
っていたのが、画像でこうですよと。
　岡　そのとおりです。今までは実証
するものがなかったのですが、個々の
患者さんで将来、脳のどこに炎症があ
るか、そしてどういう症状があるかを
結びつけることができるので、非常に
大きな発見ではないかと思います。
　池田　例えば、線維筋痛症と疑われ
ている方の中にも、かなりメンタルな
背景が強い方もいらっしゃるのですが、
それもある程度は区別ができるのでし
ょうか。

　岡　メンタルな背景というよりも、
病前性格があります。きちょうめん、
完璧性、強迫性、この３つの、YG型
性格テストでそういう性格ベースがあ
って、何か症状が出て、その症状が続
くことによって抑うつ傾向が出るのが
この病気の特徴です。大うつ病と違う
ところは、うつ病というのはずっと沈
んだままで、あと双極も少し、年単位
で見ると上がることがあるのですが、
線維筋痛症の場合は非常にいろいろな
イベントで、それも２週間というスパ
ンで上がったり下がったりするので、
抑うつや双極とは区別ができます。
　池田　それと、気になるところは鑑
別診断ですね。線維筋痛症に似通って
いるのだけれども、ほかのものだった
という、これはどのようなものがある
のでしょうか。
　岡　これが非常に重要でして、僕は
リウマチ科なのですが、シェーグレン
症候群というものがありまして、目と
か口が渇く。ドライアイ、ドライマウ
スなのですが、腱の付着部が痛くなる
のです。そうしますと、線維筋痛症の
診断基準を満たしてしまいます。それ
と脊椎関節炎という病気があります。
仙腸関節や脊椎に炎症があり、付着部
炎があると、この病気も実は付着部な
ので圧痛点を満たしてしまう。こうい
ったリウマチ性疾患を二次性の線維筋
痛症というのですが、こういう人たち
に、ただ痛みだけの、あとで述べます

治療を行いますと、炎症部分が抑えら
れないので、結局痛みがよくならない
ことになってしまうのです。
　池田　何科に行ったらいいですかと
いう質問に関しては、まずそういった
ものを診られる科に行くということで
すね。
　岡　そうなのです。身体科にまず来
ていただいて、リウマチ性疾患や大う
つ病、甲状腺機能低下、まれには副腎
機能低下などの内分泌系、リウマチ性
をどけて、もし原病があったら、そち
らを先に治療しないとよくならないの
です。
　池田　気になるところは、そういっ
た疾患を除外した上での確定診断にな
るのですが、どのような方法で行われ
るのでしょうか。
　岡　これは慢性の広範囲、慢性とい
うと３カ月以上で、広範囲というのは
上半身、下半身、左半身、右半身だけ
ではなくて、体軸という体の真ん中の
骨がある体軸痛を含めます。我々の筋
肉の付着部、ここは一番鋭敏なところ
ですが、その18カ所のうち11カ所が
ACRの1990の基準なのです。この基準
をもとにして診断すると、日本人の感
度、特異度とも十分な値が出て、日本
人でもこの基準が妥当であることにな
りました。
　あと、後に出てきたACRの2010とい
う予備診断基準ですが、これはワイド
スプレッドペインという、体の広範囲

な痛みと臨床症状をセットで足す方法
です。これはいい方法ではあるのです
が、実はメンタル系の方々を入れると、
だいぶ混入してしまうことがわかり、
現段階では1990、2010を併用していま
す。少なくともACRの2010が1990より
よいという結果は出ていないです。
　池田　いまだにACR1990を使ってい
る。
　岡　私の場合は基本に使っています。
　池田　次に治療に移るのですが、先
生は治療薬の順番を、どのように考え
ていらっしゃいますか。
　岡　これは実はほかの医師と違うか
もしれないのですが、私の場合はワク
シニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出
液という薬を最初に使います。なぜワ
クシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽
出液を使うかというと、まず副作用が
圧倒的に少なく、0.1％ぐらいです。そ
れと、ワクシニアウイルス接種家兎炎
症皮膚抽出液を高用量で使うと、用量
依存的に痛みを抑えるのです。うちの
場合は、ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液を点滴してみる。これ
はもともとウサギにワクシニアウイル
スを打った皮膚抽出物なのですが、抗
アレルギー剤としての使用が開発コン
セプトでした。それを点滴してみて、
効く人に内服してもらうのですが、点
滴を２筒やると、10人に５人ぐらい反
応するので、それを内服していただく
方法をファーストチョイスで持ってき
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ています。
　池田　非常に安全な薬ですね。
　岡　これは唯一車の運転ができる薬
です。私の場合は東京の都心部で開業
していますが、日本の実態を考えます
と、地方では車の運転ができない、イ
コール仕事ができない、イコール生活
ができないという方がたくさんいらっ
しゃいます。それを車の運転不可の薬
を十分な説明もなく使って、実際に交
通事故や転倒事故、様々なアクシデン
トが起こっているのです。そういうこ
とを考えますと、ワクシニアウイルス
接種家兎炎症皮膚抽出液は妊娠もでき
るのです。
　池田　それはいいことですね。ファ
ーストチョイスで先生はワクシニアウ
イルス接種家兎炎症皮膚抽出液を使わ
れて、でも半分の方は効かないという
ことでした。そのほかはどうされます
か。
　岡　その次にはデュロキセチンを使
うのですが、なぜ先にデュロキセチン
を使うかというと、副作用が慣れてい
くのです。例えば、あとで話すプレガ
バリンという薬は、多く使うほど効き
ますが、副作用も多くなってしまいま
す。デュロキセチンは20㎎、40㎎、60
㎎とやっていくと、副作用にかなり慣
れるので、使いやすいです。それから、
デュロキセチンは日本の線維筋痛症の
治験でSF-36というADLの指標が非常
によかったのです。痛みを抑えるのも

大事ですが、ADLをよくしないと就労
復帰できないので、僕の場合はセカン
ドがデュロキセチンで、３番目にプレ
ガバリン、４番目がアミトリプチン塩
酸塩という三環系抗うつ剤を使ってい
ます。
　池田　だいたいこの辺でほぼ全員含
まれてきますか。
　岡　全員ではないです。うちの場合、
けっこう難しい方が来られるので、そ
ういった方、どうしても反応しない人
は、弱オピオイドであるトラマドール
を使います。この弱オピオイドに関し
てはあまり依存がないので、トラマド
ールがもし不応の場合は配合剤（トラ
マドールの含有量が多く、アセトアミ
ノフェンの入った合剤）といった弱オ
ピオイドを使っている症例もあります。
　池田　これは最後のとっておきみた
いなものですね。
　岡　一番確率が高いから最初から使
ってしまえばいいではないかという論
理になりますが、オピオイドなので高
用量使うと、けいれんや低血糖発作、
意識消失などが報告されているし、も
っと多くなると呼吸抑制も起こします。
重大な副作用があるので、最後のほう
で使うべきだと思います。
　池田　弱オピオイドはとっておきで、
最後に使うということですね。
　岡　そうですね。そのほうがいいと
思います。
　池田　患者さんもいろいろな方がい

らっしゃるのですが、反応がまちまち
であったり、あるいは薬が効いてくる
まで時間がかかったりします。そのと
きに先生は患者さんにどのような指導
をされるのでしょうか。
　岡　これが非常に重要でして、まず
患者さんが痛みを訴えているのを否定
してはいけない。否定すると治療が始
まらないのです。それを肯定するため
に、僕たちはペインビジョンという痛
みを測る機械を使います。痛み度600
という数字を、例えば我々治療者側と
患者側が同じ数字を共有して、痛みを
認知して始まる。これが非常に重要な
ステップだと思います。
　池田　患者さんはいろいろな症状で、
いろいろなところへ行って、いろいろ
なことを言われて、不安の塊ですよね。
　岡　そうですね。なので痛みを肯定
する。そして、患者さんのマイナス体
験があるのですが、怒りや憎しみがあ
ったとしても、治療に対して前向きな
姿勢を引き出すために、外来のほとん
どのエフォートをそこに向けています。
　池田　その辺がこの病気の治療法の
根本にあるものですね。

　岡　そうなのです。この病気は難し
いと思われているのですが、だんだん
慣れてくるし、医療スタッフも熟練し
てくるといろいろなことができます。
看護師さんとか、そういった人たちも
トレーニングしてやっていくと、成果
が出やすくなると思っています。
　池田　このたび、脳梁の炎症が原因
だということがわかってきて、将来こ
の研究が進むと、また新しい治療法が
出てきますね。
　岡　今まではわからなかったのです
が、個々の患者さんに関して、どうい
う病変があるのかがビジュアルで見え
てくると、非常に大きな力になると思
っています。
　池田　患者さん自身もすごく安心さ
れますよね。
　岡　そうですね。機能的な病気とい
うのは目に見えないところが一つの難
点だったのですが、ニューロイメージ
ングによって目に見えるようになると、
患者さん自身もいろいろわかりやすく
なる。ドクターもわかりやすくなると
思います。
　池田　ありがとうございました。
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