
　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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なのか、後尖の逸脱なのかまで聴診で
見極めたいとのことです。できるので
しょうか。
　赤石　それは理論的に可能だし、実
際にそうです。丁寧な聴診をすると僧
帽弁逆流の雑音が、僧帽弁逆流は腋窩
に放散すると昔の診断学には書いてあ
りますけれども、ほとんど前尖がずれ
て、リウマチ性が多かったのです。そ
れで逆流が左房の後壁に当たっていた。
その後壁が腋窩につながっていく状況、
すなわち後尖が退縮して、前尖が大き

くなっていくために起きたものがリウ
マチ性だったのです。前尖が逸脱して
くる状態も同じようなジェットの偏在
性が来ますので、そういうときには左
房の後壁にジェットが当たります。逆
流性雑音は一番心尖部が強いのですが、
それをずっと追いかけて、前胸壁のほ
うに聴診すると雑音が聞こえなくなっ
てきて、腋窩のほうにいくと雑音が強
く残ってくる。これは腋窩に放散する
ので前尖の逸脱だなと。逆に、前胸壁
のほうに追いかけてくると雑音が聞こ

図　北里研究所病院（1998年１月～2001年６月の7,862例）における
　　軽度の弁逆流の頻度

左室拡大のない症例の弁逆流の頻度を示した。大動脈弁逆流は年齢とともに増加する 
ことが示されている。この年齢との関係は僧帽弁逆流よりも大動脈弁逆流で明確である。
 （赤石誠「健常者の弁逆流と虚血性心疾患の弁逆流」心エコー２：914-920、2001）

いることや、弁自体が大きくなってい
る場合もあります。
　もう一つは、僧帽弁の弁輪と左室の
間の連続性が失われているというよう
な症例もあります。結合織の異常があ
る人。いずれの場合でも弁自体が粘液
腫様変性を起こしています。粘液腫様
変性の中にもいわゆるバーロー症候群
と名付けられた僧帽弁の異常は、エコ
ーで見ると、非常に大きな弁がバクン、
バクンと動いていて一見して異常とわ
かる所見があって、それが逸脱という
ことで注目されたのが始まりではない
かと思っています。そういうところか
ら僧帽弁逸脱というのがエコーの病名
として上がってきたのだと思います。
　弁輪を越えて弁腹がどこまで落ちこ
んでいるか。billowingだとか、pro-
lapseとか、いろいろな定義を定めてエ
コーの所見を分類しているわけですけ
れども、結果的に臨床的に重大になる
かどうかというのは、僧帽弁の逆流が
どのぐらい起きているかということに
つながるのだと思います。
　池脇　弁の構造が変化するけれども、
血行動態がどう変化するかがひいては
予後にも影響するということですが、
今、粘液腫様変性と言われました。不
思議だと思うのは、高齢者で増えてい
る大動脈弁の硬化は動脈硬化に近いよ
うな変化が起こっていて、こちらは全
然違うことが起こっている。
　赤石　そうですね。ただ、大動脈弁

の逆流と僧帽弁の逆流というのを、横
軸に年齢、縦軸に逆流量の重症度を取
ってプロットしてみると年齢と弁の逆
流の頻度の関係がわかります。軽度僧
帽弁逆流の頻度は年齢と無関係なので
すが、大動脈弁逆流の場合には年齢と
ともに増えてくるのです（図）。です
から、動脈硬化が出てきて弁が硬くな
ってくる。ASではなくてARのほうで
すけれども、そういう変化が出てくる。
ところが、僧帽弁は年齢と関係なく、
20～30％くらいの人にあるのです。そ
れは年齢が増えても変わらないのです。
ということは、先ほど言った加齢によ
る変化というのが出やすいのが大動脈
弁で、持って生まれた弁の性状が出て
くるのが僧帽弁逆流ではないか。僧帽
弁というのは、弁輪とか腱索とか弁葉
とか、いろいろなものからできていま
すので、例えば左室が大きくなってく
ると逆流が出てくる。
　もう一つ、加齢によって起きてくる
僧帽弁逆流の代表的なものが心房細動
です。心房細動が出てくると、MRが
出てくる人がいます。これを心房性の
僧帽弁逆流、atrial MRというので、最
近話題なのです。高齢者が増えてきた
ので、心房細動が増えてきて、心房性
のMRが注目されています。どのよう
にして心房から来るMRに対応するか
が話題になっています。
　池脇　今回の質問の先生は、僧帽弁
逸脱で閉鎖不全を起こしている。前尖
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なのか、後尖の逸脱なのかまで聴診で
見極めたいとのことです。できるので
しょうか。
　赤石　それは理論的に可能だし、実
際にそうです。丁寧な聴診をすると僧
帽弁逆流の雑音が、僧帽弁逆流は腋窩
に放散すると昔の診断学には書いてあ
りますけれども、ほとんど前尖がずれ
て、リウマチ性が多かったのです。そ
れで逆流が左房の後壁に当たっていた。
その後壁が腋窩につながっていく状況、
すなわち後尖が退縮して、前尖が大き

くなっていくために起きたものがリウ
マチ性だったのです。前尖が逸脱して
くる状態も同じようなジェットの偏在
性が来ますので、そういうときには左
房の後壁にジェットが当たります。逆
流性雑音は一番心尖部が強いのですが、
それをずっと追いかけて、前胸壁のほ
うに聴診すると雑音が聞こえなくなっ
てきて、腋窩のほうにいくと雑音が強
く残ってくる。これは腋窩に放散する
ので前尖の逸脱だなと。逆に、前胸壁
のほうに追いかけてくると雑音が聞こ

図　北里研究所病院（1998年１月～2001年６月の7,862例）における
　　軽度の弁逆流の頻度

左室拡大のない症例の弁逆流の頻度を示した。大動脈弁逆流は年齢とともに増加する 
ことが示されている。この年齢との関係は僧帽弁逆流よりも大動脈弁逆流で明確である。
 （赤石誠「健常者の弁逆流と虚血性心疾患の弁逆流」心エコー２：914-920、2001）

いることや、弁自体が大きくなってい
る場合もあります。
　もう一つは、僧帽弁の弁輪と左室の
間の連続性が失われているというよう
な症例もあります。結合織の異常があ
る人。いずれの場合でも弁自体が粘液
腫様変性を起こしています。粘液腫様
変性の中にもいわゆるバーロー症候群
と名付けられた僧帽弁の異常は、エコ
ーで見ると、非常に大きな弁がバクン、
バクンと動いていて一見して異常とわ
かる所見があって、それが逸脱という
ことで注目されたのが始まりではない
かと思っています。そういうところか
ら僧帽弁逸脱というのがエコーの病名
として上がってきたのだと思います。
　弁輪を越えて弁腹がどこまで落ちこ
んでいるか。billowingだとか、pro-
lapseとか、いろいろな定義を定めてエ
コーの所見を分類しているわけですけ
れども、結果的に臨床的に重大になる
かどうかというのは、僧帽弁の逆流が
どのぐらい起きているかということに
つながるのだと思います。
　池脇　弁の構造が変化するけれども、
血行動態がどう変化するかがひいては
予後にも影響するということですが、
今、粘液腫様変性と言われました。不
思議だと思うのは、高齢者で増えてい
る大動脈弁の硬化は動脈硬化に近いよ
うな変化が起こっていて、こちらは全
然違うことが起こっている。
　赤石　そうですね。ただ、大動脈弁

の逆流と僧帽弁の逆流というのを、横
軸に年齢、縦軸に逆流量の重症度を取
ってプロットしてみると年齢と弁の逆
流の頻度の関係がわかります。軽度僧
帽弁逆流の頻度は年齢と無関係なので
すが、大動脈弁逆流の場合には年齢と
ともに増えてくるのです（図）。です
から、動脈硬化が出てきて弁が硬くな
ってくる。ASではなくてARのほうで
すけれども、そういう変化が出てくる。
ところが、僧帽弁は年齢と関係なく、
20～30％くらいの人にあるのです。そ
れは年齢が増えても変わらないのです。
ということは、先ほど言った加齢によ
る変化というのが出やすいのが大動脈
弁で、持って生まれた弁の性状が出て
くるのが僧帽弁逆流ではないか。僧帽
弁というのは、弁輪とか腱索とか弁葉
とか、いろいろなものからできていま
すので、例えば左室が大きくなってく
ると逆流が出てくる。
　もう一つ、加齢によって起きてくる
僧帽弁逆流の代表的なものが心房細動
です。心房細動が出てくると、MRが
出てくる人がいます。これを心房性の
僧帽弁逆流、atrial MRというので、最
近話題なのです。高齢者が増えてきた
ので、心房細動が増えてきて、心房性
のMRが注目されています。どのよう
にして心房から来るMRに対応するか
が話題になっています。
　池脇　今回の質問の先生は、僧帽弁
逸脱で閉鎖不全を起こしている。前尖
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ば先生でしたら、これはクリックがあ
るなといったときに、閉鎖不全がある
かどうかを、体勢を変えることによっ
て心臓に負荷をかけて音が強弱になる
かどうかまでやられますか。
　赤石　僧帽弁逆流では、運動負荷は
逆流の程度を変化させると思うけれど
も、体位の変化はあまり変えないと思
います。例えば、閉塞性肥大型心筋症
などの場合は体位変換により静脈還流
量を変えることによってSAMが増強
されてMRが強くなることがあります
けれども、普通の僧帽弁逆流の場合に
は運動負荷によって逆流がどう変化す

るかは予測不可能なのです。逆にいう
と、僧帽弁逆流で症状があって、安静
時には大したことないと思った人であ
っても、症状が強い場合には運動負荷
の心エコーをお勧めします。そうする
ことによって、我々が考えもつかなか
った機序での逆流が出てきて、これは
弁形成の手術をしたほうがいいという
場合もあるのです。運動負荷エコーと
いうのは保険収載されていますので、
ぜひやっていただきたいと思います。
　池脇　心エコーの前に聴診をして頭
を働かせることを教えていただきまし
た。ありがとうございました。

えてくる。これが後尖の逸脱になりま
す。
　池脇　まずは心尖部で聴くにしても、
そこから場所をずらすことによって、
弱くなるか強くなるかで、前尖か後尖
かがある程度わかる。
　赤石　そうですね。ジェットの向き
がどっちになるかということだと思い
ます。どういうことかというと、前尖
の逸脱はジェットは後ろ向きに、後尖
の逸脱はジェットは前に向くわけです。
ところが、前尖と後尖だけではなくて、
僧帽弁というのはご存じのように、後
尖にはmedial scallop、middle scallop、
それからlateral scallopの、３つscallop
があるわけです。前尖も内側と外側と
真ん中がある。A１、A２、A３と名
付けています。
　一番典型的なのは後尖逸脱で、mid-
dle scallop（P２）が逸脱し逆流を起
こします。このときは雑音は心尖部か
ら前胸部にかけて放散します。一方、
逸脱が交連部のcuspの場合、逆流の向
きが真横になります。この場合は逆流
ジェットは後壁のほうに這っていくこ
ともあるのです。前尖と後尖と両方逸
脱している場合などは逆流の方向は
様々になります。ですから原則的には
先ほど言ったとおりですが、逸脱の程
度や、前尖後尖の逸脱のバランスによ
って雑音の放散は微妙に違ってくる。
それはエコーで確かめないといけない
と思います。しかし、どちらか予測し

ながらエコーをとるということは大事
です。
　池脇　逸脱による閉鎖不全で、前尖
か後尖かという質問なのですけれども、
例えば健康診断で心雑音を指摘された
ということで受診された。そういう状
況で、臨床実地の先生が聴診するとき
には、逸脱による、あるいは逸脱によ
る閉鎖不全までいっていないような状
況は、収縮中期のクリックが特徴的だ
と聞きます。そのあたりを注意しなが
ら聴くというのが大事なのでしょうか。
　赤石　とても大事だと思うのは、ク
リックがあるMRというのは逆流が収
縮期の後半だけに生じるので逆流は少
ないのです。Ⅰ音とⅡ音が、Ⅰ音がは
っきり聞こえて、それから間を置いて
始まる雑音です。普通の僧帽弁逆流と
いうのはⅠ音からつながってしまいま
すから、Ⅰ音が消えてしまうのです。
Ⅰ音がはっきり聞こえたということは
mid-systolic clickがあるのだと。逆に
いうと、そのときには心雑音が聞こえ
ない部分、心尖部は逆流が強いですが、
ちょっと前にずらしてみると逆流が消
えてきます。クリックだけがトトト、
トトトと、音が３つ聞こえます。late-
systolic murmurのものは逆流が収縮
期の半分しか起きていないわけですか
ら、僧帽弁逆流の量が少なく、負荷と
しては少ないと判断します。
　池脇　私はそういうところまで聴診
したことはありませんけれども、例え
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ば先生でしたら、これはクリックがあ
るなといったときに、閉鎖不全がある
かどうかを、体勢を変えることによっ
て心臓に負荷をかけて音が強弱になる
かどうかまでやられますか。
　赤石　僧帽弁逆流では、運動負荷は
逆流の程度を変化させると思うけれど
も、体位の変化はあまり変えないと思
います。例えば、閉塞性肥大型心筋症
などの場合は体位変換により静脈還流
量を変えることによってSAMが増強
されてMRが強くなることがあります
けれども、普通の僧帽弁逆流の場合に
は運動負荷によって逆流がどう変化す

るかは予測不可能なのです。逆にいう
と、僧帽弁逆流で症状があって、安静
時には大したことないと思った人であ
っても、症状が強い場合には運動負荷
の心エコーをお勧めします。そうする
ことによって、我々が考えもつかなか
った機序での逆流が出てきて、これは
弁形成の手術をしたほうがいいという
場合もあるのです。運動負荷エコーと
いうのは保険収載されていますので、
ぜひやっていただきたいと思います。
　池脇　心エコーの前に聴診をして頭
を働かせることを教えていただきまし
た。ありがとうございました。

えてくる。これが後尖の逸脱になりま
す。
　池脇　まずは心尖部で聴くにしても、
そこから場所をずらすことによって、
弱くなるか強くなるかで、前尖か後尖
かがある程度わかる。
　赤石　そうですね。ジェットの向き
がどっちになるかということだと思い
ます。どういうことかというと、前尖
の逸脱はジェットは後ろ向きに、後尖
の逸脱はジェットは前に向くわけです。
ところが、前尖と後尖だけではなくて、
僧帽弁というのはご存じのように、後
尖にはmedial scallop、middle scallop、
それからlateral scallopの、３つscallop
があるわけです。前尖も内側と外側と
真ん中がある。A１、A２、A３と名
付けています。
　一番典型的なのは後尖逸脱で、mid-
dle scallop（P２）が逸脱し逆流を起
こします。このときは雑音は心尖部か
ら前胸部にかけて放散します。一方、
逸脱が交連部のcuspの場合、逆流の向
きが真横になります。この場合は逆流
ジェットは後壁のほうに這っていくこ
ともあるのです。前尖と後尖と両方逸
脱している場合などは逆流の方向は
様々になります。ですから原則的には
先ほど言ったとおりですが、逸脱の程
度や、前尖後尖の逸脱のバランスによ
って雑音の放散は微妙に違ってくる。
それはエコーで確かめないといけない
と思います。しかし、どちらか予測し

ながらエコーをとるということは大事
です。
　池脇　逸脱による閉鎖不全で、前尖
か後尖かという質問なのですけれども、
例えば健康診断で心雑音を指摘された
ということで受診された。そういう状
況で、臨床実地の先生が聴診するとき
には、逸脱による、あるいは逸脱によ
る閉鎖不全までいっていないような状
況は、収縮中期のクリックが特徴的だ
と聞きます。そのあたりを注意しなが
ら聴くというのが大事なのでしょうか。
　赤石　とても大事だと思うのは、ク
リックがあるMRというのは逆流が収
縮期の後半だけに生じるので逆流は少
ないのです。Ⅰ音とⅡ音が、Ⅰ音がは
っきり聞こえて、それから間を置いて
始まる雑音です。普通の僧帽弁逆流と
いうのはⅠ音からつながってしまいま
すから、Ⅰ音が消えてしまうのです。
Ⅰ音がはっきり聞こえたということは
mid-systolic clickがあるのだと。逆に
いうと、そのときには心雑音が聞こえ
ない部分、心尖部は逆流が強いですが、
ちょっと前にずらしてみると逆流が消
えてきます。クリックだけがトトト、
トトトと、音が３つ聞こえます。late-
systolic murmurのものは逆流が収縮
期の半分しか起きていないわけですか
ら、僧帽弁逆流の量が少なく、負荷と
しては少ないと判断します。
　池脇　私はそういうところまで聴診
したことはありませんけれども、例え
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