
虎の門病院副院長・内分泌センター長
竹　内　靖　博

（聞き手　山内俊一）

　80歳過ぎの男性で、２年弱前に副甲状腺機能亢進症と診断されました。内科
と（手術を想定した）耳鼻科とで何時間もかけてシンチグラフィによる局在診
断を受けた結果、局在不明であったため、ご本人は手術を拒否されました。高
Caとわかったときには特記症状はなかったのですが、レグパラ25㎎ 2T/分２内
服し、Ca（Alb正常）正常化してゆく過程で、食欲低下、体重減少（−６㎏/y）
がありました。もとより高血圧治療中（今は減薬中）と脳梗塞（再発の）予防
中（クロピドグレル、イコサペント）の方です。過去、胃切（胃がん；早期・
順調）、前立腺がん（経過良・再発転移なし）をしています。QOLの改善をは
かりつつ、Ca値をコントロールするための治療と経過の追い方についてご教示
ください。今のところ、Caは正常上限でCKDは元々あり不変。ボンビバ併用は
いかがでしょうか。
 ＜愛媛県勤務医＞

副甲状腺機能亢進症

　山内　竹内先生、この副甲状腺機能
亢進症は比較的頻度が高いと言われて
いますが、実際どのようなものなので
しょうか。
　竹内　日本では正確な調査がなされ
ていませんけれども、海外の文献など
を参考にしますと、少なくとも1,000人
に１人ぐらい、おそらくは数百人に１
人ぐらいの有病率ではないかと推定さ
れています。

　山内　日本の健診であまりカルシウ
ム、リンが測られていないので、見過
ごされている可能性もあるのでしょう
ね。
　竹内　閉経後の女性に比較的好発し
て、男性と女性の比率が１対３ぐらい
ですので、最近ではよく骨粗鬆症の健
診や骨粗鬆症と診断された患者さんに
対するスクリーニング検査などから、
見つかる方が多くいらっしゃいます。
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　山内　原則的にはこの腫瘍は良性が
多いとみてよいわけですね。
　竹内　悪性の場合は全体の１％ぐら
いといわれていますけれども、そもそ
も腫瘍が大きいので、局在がわからな
いということはまずないと思います。
　山内　では第一選択は可能な限り手
術ということですね。それがなかなか
うまくいかないケース、例えばこのケ
ースもそうですけれども、患者さんが
何らかの理由で手術を拒否されている
場合、あとは最近、高齢者が多いので、
手術に耐えられるのか、あるいはイン
フォームド・コンセントを得られるの
か、そういった問題も出てくると思い
ます。手術になかなか踏み込めない場
合はどうしたらよいでしょうか。
　竹内　内科的な治療としては、２つ
の目的を考えます。一つは骨粗鬆症の
対応です。もう一つは高カルシウム血
症自体の対応ということで、この２つ
では使う薬剤も異なってきますので、
どちらを、あるいは両方治療しようと
するのかをまず考えていただくことが
重要です。
　骨粗鬆症ということであればこの疾
患で悪化しますから、積極的な治療が
望ましいということになります。これ
までの各種の臨床研究から、通常の骨
吸収抑制薬であるビスホスホネートあ
るいはデノスマブで骨密度は十分に改
善するといわれています。
　一方で高カルシウム血症の治療を行

ってカルシウムをもっと下げて患者さ
んの症状をとりたいという場合には、
現時点では、質問にあるようなシナカ
ルセトや類似薬で、最近承認されたエ
ボカルセトという薬剤が選択肢になり
ます。
　山内　まずカルシウムのほうですけ
れども、先ほど12㎎/dLといった話が
出てきましたけれども、どのぐらいの
値になったら非常に危険とみなされて
いるのでしょうか。
　竹内　電解質異常では一般にいえる
ことですけれども、急激に上昇する場
合にはカルシウムが13、14㎎/dLでも
かなり重篤だということもありますし、
慢性的な場合にはそのくらいでも平気
な方もたくさんいらっしゃいます。な
のでエマージェンシー、直ちに対応が
必要というのは、それに伴った腎障害
や意識障害の進行が併存している場合
ということになります。
　山内　それ以外、例えば高齢者など
でかなり前からあるような場合には、
ゆっくりとした対応でも大丈夫でしょ
うか。
　竹内　そうですね。ただし、12、13
㎎/dLを超えていますと、いつ脱水や
発熱をきっかけに、急性腎障害や意識
障害につながらないとも限りません。
そのため、緊急性はないですけれども、
積極的にカルシウムを下げるというこ
とで薬を開始することも具体的に検討
すべきと思います。

　山内　早速ですけれども、この副甲
状腺機能亢進症の方が来られた、ない
し発見された場合、まずどういった対
応から始められるのでしょうか。
　竹内　最近では血清カルシウム値が
著しく高く、そのために様々な症状の
ある方は非常に珍しくて、無症状でた
またま発見されて来られる場合が大半
です。しかしながら、いずれにしても
治療の方針は、まずは手術で治癒する
ことを前提に検討しますので、原因と
なる腫瘍である副甲状腺腺腫の局在診
断を進めることになります。
　山内　まず診断として用いられるの
はエコーとシンチグラフィでよいので
しょうか。
　竹内　費用面や施設を選ばないとい
うことからいいますと、まずは超音波
検査です。超音波検査で認められた病
変の確定のためにシンチグラフィを行
うことが多いと思われます。副甲状腺
腫大の局在診断における感度からいう
と、通常はエコーのほうが高いといわ
れていますので、経験のある施設ある
いは熟練した技師さんがいれば、エコ
ーが優先されると思います。
　山内　ただし、エコーで副甲状腺腫
を発見するのはかなり技術がいるよう
な印象がありますが。
　竹内　大きさが１㎝以内、数㎜程度
の方も多いので、慣れていないと甲状
腺内の小結節や頸部の反応性リンパ腺
腫大と紛らわしいことも多いです。そ

のため、必要に応じて十分な治療経験
のある施設に一度ご相談いただくのも
よいかと思います。
　山内　シンチグラフィ自体も通常の
施設はあまり持っていないので、先生
のところのような高度の施設に依頼す
ることになるかと思うのですが、両者
とも常に甲状腺の腫瘤を見つけられる
とは限らないのですね。
　竹内　そうですね。超音波検査のほ
うは施設によりますけれども、熟練し
た方がいらっしゃれば90～95％ぐらい
の感度だと思います。一方でシンチグ
ラフィのほうは、これも施設によりま
すけれども、80～90％ぐらいの感度で
すので、むしろ感度としては超音波の
ほうがよいと思います。一方でシンチ
グラフィのほうは、異所性ですとか、
多腺性の病気を確認する上では必要で
すので、私どもの施設では手術を予定
される方は必ずシンチグラフィを受け
ていただくようにしています。
　山内　どちらもはっきりしない場合
は、先生の施設ですと手術を行うので
しょうか。
　竹内　そこは血清のカルシウム値に
もよります。血清カルシウム値が12㎎/
dL未満であれば、ほかのパラメーター
を含め総合的に考えて経過を見るとい
う場合も多々あります。ただ、それ以
上のカルシウム値ですと、ほかの手段
も講じて、できる限り腫瘍を見つける
ために手を尽くすようにしています。
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　山内　原則的にはこの腫瘍は良性が
多いとみてよいわけですね。
　竹内　悪性の場合は全体の１％ぐら
いといわれていますけれども、そもそ
も腫瘍が大きいので、局在がわからな
いということはまずないと思います。
　山内　では第一選択は可能な限り手
術ということですね。それがなかなか
うまくいかないケース、例えばこのケ
ースもそうですけれども、患者さんが
何らかの理由で手術を拒否されている
場合、あとは最近、高齢者が多いので、
手術に耐えられるのか、あるいはイン
フォームド・コンセントを得られるの
か、そういった問題も出てくると思い
ます。手術になかなか踏み込めない場
合はどうしたらよいでしょうか。
　竹内　内科的な治療としては、２つ
の目的を考えます。一つは骨粗鬆症の
対応です。もう一つは高カルシウム血
症自体の対応ということで、この２つ
では使う薬剤も異なってきますので、
どちらを、あるいは両方治療しようと
するのかをまず考えていただくことが
重要です。
　骨粗鬆症ということであればこの疾
患で悪化しますから、積極的な治療が
望ましいということになります。これ
までの各種の臨床研究から、通常の骨
吸収抑制薬であるビスホスホネートあ
るいはデノスマブで骨密度は十分に改
善するといわれています。
　一方で高カルシウム血症の治療を行

ってカルシウムをもっと下げて患者さ
んの症状をとりたいという場合には、
現時点では、質問にあるようなシナカ
ルセトや類似薬で、最近承認されたエ
ボカルセトという薬剤が選択肢になり
ます。
　山内　まずカルシウムのほうですけ
れども、先ほど12㎎/dLといった話が
出てきましたけれども、どのぐらいの
値になったら非常に危険とみなされて
いるのでしょうか。
　竹内　電解質異常では一般にいえる
ことですけれども、急激に上昇する場
合にはカルシウムが13、14㎎/dLでも
かなり重篤だということもありますし、
慢性的な場合にはそのくらいでも平気
な方もたくさんいらっしゃいます。な
のでエマージェンシー、直ちに対応が
必要というのは、それに伴った腎障害
や意識障害の進行が併存している場合
ということになります。
　山内　それ以外、例えば高齢者など
でかなり前からあるような場合には、
ゆっくりとした対応でも大丈夫でしょ
うか。
　竹内　そうですね。ただし、12、13
㎎/dLを超えていますと、いつ脱水や
発熱をきっかけに、急性腎障害や意識
障害につながらないとも限りません。
そのため、緊急性はないですけれども、
積極的にカルシウムを下げるというこ
とで薬を開始することも具体的に検討
すべきと思います。

　山内　早速ですけれども、この副甲
状腺機能亢進症の方が来られた、ない
し発見された場合、まずどういった対
応から始められるのでしょうか。
　竹内　最近では血清カルシウム値が
著しく高く、そのために様々な症状の
ある方は非常に珍しくて、無症状でた
またま発見されて来られる場合が大半
です。しかしながら、いずれにしても
治療の方針は、まずは手術で治癒する
ことを前提に検討しますので、原因と
なる腫瘍である副甲状腺腺腫の局在診
断を進めることになります。
　山内　まず診断として用いられるの
はエコーとシンチグラフィでよいので
しょうか。
　竹内　費用面や施設を選ばないとい
うことからいいますと、まずは超音波
検査です。超音波検査で認められた病
変の確定のためにシンチグラフィを行
うことが多いと思われます。副甲状腺
腫大の局在診断における感度からいう
と、通常はエコーのほうが高いといわ
れていますので、経験のある施設ある
いは熟練した技師さんがいれば、エコ
ーが優先されると思います。
　山内　ただし、エコーで副甲状腺腫
を発見するのはかなり技術がいるよう
な印象がありますが。
　竹内　大きさが１㎝以内、数㎜程度
の方も多いので、慣れていないと甲状
腺内の小結節や頸部の反応性リンパ腺
腫大と紛らわしいことも多いです。そ

のため、必要に応じて十分な治療経験
のある施設に一度ご相談いただくのも
よいかと思います。
　山内　シンチグラフィ自体も通常の
施設はあまり持っていないので、先生
のところのような高度の施設に依頼す
ることになるかと思うのですが、両者
とも常に甲状腺の腫瘤を見つけられる
とは限らないのですね。
　竹内　そうですね。超音波検査のほ
うは施設によりますけれども、熟練し
た方がいらっしゃれば90～95％ぐらい
の感度だと思います。一方でシンチグ
ラフィのほうは、これも施設によりま
すけれども、80～90％ぐらいの感度で
すので、むしろ感度としては超音波の
ほうがよいと思います。一方でシンチ
グラフィのほうは、異所性ですとか、
多腺性の病気を確認する上では必要で
すので、私どもの施設では手術を予定
される方は必ずシンチグラフィを受け
ていただくようにしています。
　山内　どちらもはっきりしない場合
は、先生の施設ですと手術を行うので
しょうか。
　竹内　そこは血清のカルシウム値に
もよります。血清カルシウム値が12㎎/
dL未満であれば、ほかのパラメーター
を含め総合的に考えて経過を見るとい
う場合も多々あります。ただ、それ以
上のカルシウム値ですと、ほかの手段
も講じて、できる限り腫瘍を見つける
ために手を尽くすようにしています。
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　山内　その場合はシナカルセトが第
一選択薬なのでしょうか。
　竹内　現状ではシナカルセトもしく
はエボカルセトの効果が確実であると
いうことから見ても、まずそれを試し
てみるということだと思います。ただ
し、シナカルセトという薬は非常に消
化器症状の出やすい薬なので、いきな
り通常使う量を処方しますと、気持ち
悪くてのめないとおっしゃる方が多い
ので、ごく少量からゆっくり始めるの
がよいと思います。エボカルセトは比
較的消化器症状が少なく、使いやすく
なっています。
　山内　この質問でも、カルシウムが
正常化していく過程で食欲低下、体重
減少があるということです。これはむ
しろ薬の副作用かもしれませんね。
　竹内　そこは何とも言えませんけれ
ども、可能性はあるかもしれません。
　山内　あと、薬価が高いというのは
いかがなのでしょうか。
　竹内　患者さんからも時々、薬の値
段のお話がありますし、長期的に使う
上でやや慎重にならざるをえないとこ
ろもあります。
　山内　次に基本的な骨粗鬆症への対
応ということですが、これもいろいろ
な薬があって、選択がなかなか難しい
のですが、副甲状腺機能亢進症に関し
てはどういった薬を推奨されています
か。

　竹内　現在までのところでは、経口
のビスホスホネート薬に関しては、副
甲状腺機能亢進症であっても骨密度の
上昇が期待できるということがわかっ
ています。そのため、標準的には経口
のビスホスホネート薬がよいと思いま
す。また、なかなか経口薬の内服が難
しい方もいらっしゃいますので、皮下
注射のデノスマブが考慮されることも
あります。こちらも効果が期待できる
と考えられています。
　山内　ビスホスホネートはのみにく
さで代表的なものなのですが、ある程
度積極的に用いていかないと、将来的
にはけっこうたいへんになってくると
いうことでしょうか。
　竹内　副甲状腺機能亢進症で骨折の
リスクは２～３倍くらいに上昇します
ので、できる限り積極的に骨粗鬆症の
手当てはしていただいたほうがよいと
思います。
　山内　この質問で、イバンドロン酸
Naが出てきていますが、これはどう
いう薬剤でしょうか。
　竹内　イバンドロン酸Naもビスホ
スホネート薬のひとつで、月１回の内
服の製剤と、月１回の静注の製剤があ
ります。腎障害が懸念される場合には
内服のほうが無難ではないかと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ウェルエイジング京橋循環器クリニック院長
赤　石　　誠

（聞き手　池脇克則）

　僧帽弁の逸脱による閉鎖不全症の場合、前尖の逸脱か後尖の逸脱か、聴診所
見でわかるのでしょうか。ご教示ください。
 ＜香川県開業医＞

僧帽弁逸脱症

　池脇　弁膜症の聴診という質問をい
ただきましたが、こういうときには必
ずといっていいほど先生に来ていただ
いています。今回は、僧帽弁逸脱によ
る閉鎖不全症ということで、もちろん
エコーをやれば詳細な情報が得られる
かもしれませんけれども、やはり聴診
によってある程度見極めたいという質
問です。僧帽弁逸脱、あるいはそれに
閉鎖不全を合併するのはけっこう頻度
が高いと聞きましたけれども、どうな
のでしょうか。
　赤石　最近、リウマチ性の弁膜症と
いうのは日本ではほとんど見られなく
なりました。リウマチ性の弁膜症とい
う患者さんは、海外から移住してきた
方とか、非常に高齢の方ということで、
従来のように30代、40代はほとんどな
いと思います。そうすると、必然的に

僧帽弁の逆流を呈するのはやはり逸脱
というものが多いと思います。
　逸脱と腱索断裂は非常に似た病態で、
逸脱が高じて腱索断裂を起こす場合も
あります。ですからacute on chronic、
ずっとchronicの僧帽弁逆流があって、
それにある日突然、腱索が断裂して症
状が出てくるという場合もあると思い
ます。
　池脇　そういう変化によって、場合
によっては弁が断裂する。断裂するの
は腱索のほうなのですね。
　赤石　腱索のほうですけれども、逸
脱している人が断裂につながる場合が
多いのだろうと思います。逸脱をする
のは弁自体の変化が起きている。粘液
腫様の変性などが起こり、それが腱索
まで及んでいる。また逸脱しているだ
けに腱索に加わる張力が大きくなって
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