
杏林大学呼吸器内科准教授
皿　谷　　健

（聞き手　池田志斈）

　51歳女性、右胸心で経過観察を依頼されました。心電図上は左右逆で著変は
認めておりません。いわゆる、内臓逆位を伴うカルタゲナー症候群と思われま
す。
　１．心臓血管の構造上はどのようになっているのか
　２．経過観察上の留意点について
　についてご教示ください。
 ＜愛知県勤務医＞

内臓逆位とカルタゲナー症候群

　池田　皿谷先生、この内臓逆位を伴
うカルタゲナー症候群とはどのような
病気なのでしょうか。
　皿谷　文献的には1933年にカルタゲ
ナー先生が内臓逆位と慢性の副鼻腔炎
と気管支拡張を伴うような症例を合わ
せて報告したことから、カルタゲナー
症候群といわれています。基本的には
常染色体の劣性遺伝でして、繊毛の運
動に関与する蛋白の遺伝子異常が原因
であるといわれている疾患です。
　池田　繊毛といいますと、肺などに
あると思うのですが、なぜ内臓逆位に
なる例があるのでしょうか。
　皿谷　繊毛運動に関与する蛋白の遺

伝子というのは体の臓器の位置を決め
ている部分があって、そこに異常をき
たすので、本来動くべき場所に胎生期
に臓器が移動しないことから内臓逆位
が起こると考えられています。
　池田　内臓の位置を決めるのにも繊
毛が関係しているのですね。
　皿谷　そうです。
　池田　では逆に、カルタゲナー症候
群といわれているもので内臓逆位がな
いものはどのくらいあるのでしょうか。
　皿谷　だいたい半分ぐらいが内臓逆
位がないといわれています。
　池田　では五分五分という感じなの
ですね。
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　池田　それは利便性が高いですね。
それで診断がつくということですが、
心臓血管の構造はどのようになってい
るか。先ほど大血管異常などとありま
したが、こういったことがあると画像
で変化もありますし、心電図でも変化
があるのでしょうか。
　皿谷　心臓が右側にありますので、
心電図を撮るときに貼るシールなどは
右側につけないといけないですし、基
本的には、心臓が背骨を介してミラー
イメージ、鏡のようにパタッと反対側
に折れ返ったようなイメージになりま
す。
　池田　上に乗っているのではなくて、
まさに鏡面イメージですね。
　皿谷　そうですね。鏡面イメージで
す。
　池田　通常の胸部誘導をかけると正
常ではない所見になるのですね。それ
だけでも、ある程度はわかるかもしれ
ないのですね。
　皿谷　そうですね。あと聴診の際、
通常のとおり左側に聴診器を置いても、
心臓が左側にないので音が聞こえない。
　池田　そこで、あ、何か変だなとい
う感じになりますね。
　皿谷　そうですね。
　池田　経過観察する上で注意点など
はあるのでしょうか。
　皿谷　特に内臓逆位があってカルタ
ゲナー症候群が疑われる症例に関して、
そういった気管支拡張像があるところ

はもともとの気管のところが壊れてい
るので、細菌がくっつきやすいのです。
気管支拡張症は、基本的に抗酸菌や緑
膿菌といった菌が最終的にくっついて
くる場合が多いので、そういった菌が
１回くっつくと、取るのは難しくなり
ます。それ以外の細菌感染を起こした
場合には抗菌薬で治療することになり
ます。
　痰のコントロールになりますと、14
員環のマクロライド系という薬があり
ます。例えばエリスロマイシンとかロ
キシスロマイシンとかクラリスロマイ
シンといった薬を痰の減少を期待して
使うこともあります。
　池田　その場合、かなり長期に使っ
ていくことになりますか。
　皿谷　カルタゲナー症候群に限らず、
原発性の繊毛運動不全症といわれる、
カルタゲナー症候群を大きく包括する
ような繊毛異常を起こす病気は一般的
に痰がすごく多いので、こういった薬
を少量でも長期で使うことが多いです。
　池田　繊毛の動きが問題となってい
る病態ですので、去痰剤とか、通常の
ものは使わないのでしょうか。
　皿谷　もちろん使います。去痰剤も
使いますし、気管支の拡張剤であった
り、今申し上げたような痰の減少を期
待して投与する抗菌薬は、常に投与す
ることが多いと思います。
　池田　マクロライドにしてもそうで
すが、ずっとそのままなわけにはいか

　皿谷　はい。
　池田　日本ではどのくらいの患者さ
んがいらっしゃるのでしょうか。
　皿谷　僕が調べた範囲では現時点の
統計学的なデータはあまり集積がない
と思われます。ただ、１万～２万人に
１人ぐらいの発症ではないかと考えら
れています。
　池田　比較的少ないですね。繊毛の
動きということですが、症状としては、
何歳ぐらいで、どのような症状が出る
のでしょうか。
　皿谷　カルタゲナー症候群は繊毛の
動きが落ちる、例えば痰などを出しに
くくなるということで、小さいころか
ら湿性咳嗽、痰を伴う咳が多いとされ
ています。平均の発症年齢が10.9歳ぐ
らいではないかと報告しているものも
あります。
　池田　その患者さんの症状にもよる
のでしょうが、咳があまり続いていな
ければ、ずっと診断されていない方も
けっこういらっしゃるのですね。
　皿谷　そうですね。
　池田　質問は、51歳の女性で右胸心
で経過観察を依頼されたとのことです
が、このくらいの年齢の方もいらっし
ゃるのでしょうか。
　皿谷　いらっしゃいます。個人的に
は僕が診断した最高齢は70歳ぐらいで
未診断だった方でした。よくよく聞く
と、不妊症や、要するに繊毛の異常は
精子などにもかかわりますので、そう

いった合併症があって診断に至ったケ
ースがあります。ただ、基本的には繊
毛異常を起こすので、幼少期から湿性
咳嗽があるケースが多く、僕が幾つか
経験した症例なども、やはり咳と痰、
痰が多く出る方が多いです。
　池田　聞いてみればそういうことな
のですね。今度は診断になるのですが、
どのような過程で診断していくのでし
ょうか。
　皿谷　まず内臓逆位そのものは大き
い病気ではないのですが、8,000人に１
人ぐらいの頻度である病態です。気を
つけることとしては時々心血管系の異
常が見つかる方がいる。例えば、弁膜
症であったり、大血管系の奇形であっ
たり、そういった可能性が、健常人の
10倍ぐらいになるという報告もありま
す。一通りそういったスクリーニング
を画像的に行って、診断になりますが、
鼻の粘膜の生検をしたり、気管支鏡と
いうファイバーで気道上皮の生検を行
います。それで電子顕微鏡で繊毛の構
造異常があるかを調べます。構造の異
常があれば確定診断に至ります。
　池田　電子顕微鏡がない施設もけっ
こうありますね。
　皿谷　そうですね。最近では鼻粘膜
生検、気道上皮の生検検体は外注検査
で、コマーシャルベースで４万～５万
円ぐらいとちょっと高めなのですが、
電子顕微鏡の検査も可能となっていま
す。
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　池田　それは利便性が高いですね。
それで診断がつくということですが、
心臓血管の構造はどのようになってい
るか。先ほど大血管異常などとありま
したが、こういったことがあると画像
で変化もありますし、心電図でも変化
があるのでしょうか。
　皿谷　心臓が右側にありますので、
心電図を撮るときに貼るシールなどは
右側につけないといけないですし、基
本的には、心臓が背骨を介してミラー
イメージ、鏡のようにパタッと反対側
に折れ返ったようなイメージになりま
す。
　池田　上に乗っているのではなくて、
まさに鏡面イメージですね。
　皿谷　そうですね。鏡面イメージで
す。
　池田　通常の胸部誘導をかけると正
常ではない所見になるのですね。それ
だけでも、ある程度はわかるかもしれ
ないのですね。
　皿谷　そうですね。あと聴診の際、
通常のとおり左側に聴診器を置いても、
心臓が左側にないので音が聞こえない。
　池田　そこで、あ、何か変だなとい
う感じになりますね。
　皿谷　そうですね。
　池田　経過観察する上で注意点など
はあるのでしょうか。
　皿谷　特に内臓逆位があってカルタ
ゲナー症候群が疑われる症例に関して、
そういった気管支拡張像があるところ

はもともとの気管のところが壊れてい
るので、細菌がくっつきやすいのです。
気管支拡張症は、基本的に抗酸菌や緑
膿菌といった菌が最終的にくっついて
くる場合が多いので、そういった菌が
１回くっつくと、取るのは難しくなり
ます。それ以外の細菌感染を起こした
場合には抗菌薬で治療することになり
ます。
　痰のコントロールになりますと、14
員環のマクロライド系という薬があり
ます。例えばエリスロマイシンとかロ
キシスロマイシンとかクラリスロマイ
シンといった薬を痰の減少を期待して
使うこともあります。
　池田　その場合、かなり長期に使っ
ていくことになりますか。
　皿谷　カルタゲナー症候群に限らず、
原発性の繊毛運動不全症といわれる、
カルタゲナー症候群を大きく包括する
ような繊毛異常を起こす病気は一般的
に痰がすごく多いので、こういった薬
を少量でも長期で使うことが多いです。
　池田　繊毛の動きが問題となってい
る病態ですので、去痰剤とか、通常の
ものは使わないのでしょうか。
　皿谷　もちろん使います。去痰剤も
使いますし、気管支の拡張剤であった
り、今申し上げたような痰の減少を期
待して投与する抗菌薬は、常に投与す
ることが多いと思います。
　池田　マクロライドにしてもそうで
すが、ずっとそのままなわけにはいか

　皿谷　はい。
　池田　日本ではどのくらいの患者さ
んがいらっしゃるのでしょうか。
　皿谷　僕が調べた範囲では現時点の
統計学的なデータはあまり集積がない
と思われます。ただ、１万～２万人に
１人ぐらいの発症ではないかと考えら
れています。
　池田　比較的少ないですね。繊毛の
動きということですが、症状としては、
何歳ぐらいで、どのような症状が出る
のでしょうか。
　皿谷　カルタゲナー症候群は繊毛の
動きが落ちる、例えば痰などを出しに
くくなるということで、小さいころか
ら湿性咳嗽、痰を伴う咳が多いとされ
ています。平均の発症年齢が10.9歳ぐ
らいではないかと報告しているものも
あります。
　池田　その患者さんの症状にもよる
のでしょうが、咳があまり続いていな
ければ、ずっと診断されていない方も
けっこういらっしゃるのですね。
　皿谷　そうですね。
　池田　質問は、51歳の女性で右胸心
で経過観察を依頼されたとのことです
が、このくらいの年齢の方もいらっし
ゃるのでしょうか。
　皿谷　いらっしゃいます。個人的に
は僕が診断した最高齢は70歳ぐらいで
未診断だった方でした。よくよく聞く
と、不妊症や、要するに繊毛の異常は
精子などにもかかわりますので、そう

いった合併症があって診断に至ったケ
ースがあります。ただ、基本的には繊
毛異常を起こすので、幼少期から湿性
咳嗽があるケースが多く、僕が幾つか
経験した症例なども、やはり咳と痰、
痰が多く出る方が多いです。
　池田　聞いてみればそういうことな
のですね。今度は診断になるのですが、
どのような過程で診断していくのでし
ょうか。
　皿谷　まず内臓逆位そのものは大き
い病気ではないのですが、8,000人に１
人ぐらいの頻度である病態です。気を
つけることとしては時々心血管系の異
常が見つかる方がいる。例えば、弁膜
症であったり、大血管系の奇形であっ
たり、そういった可能性が、健常人の
10倍ぐらいになるという報告もありま
す。一通りそういったスクリーニング
を画像的に行って、診断になりますが、
鼻の粘膜の生検をしたり、気管支鏡と
いうファイバーで気道上皮の生検を行
います。それで電子顕微鏡で繊毛の構
造異常があるかを調べます。構造の異
常があれば確定診断に至ります。
　池田　電子顕微鏡がない施設もけっ
こうありますね。
　皿谷　そうですね。最近では鼻粘膜
生検、気道上皮の生検検体は外注検査
で、コマーシャルベースで４万～５万
円ぐらいとちょっと高めなのですが、
電子顕微鏡の検査も可能となっていま
す。
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ないので、いったん中止する目安は、
何かあるのでしょうか。
　皿谷　それは特に決まりはないです。
カルタゲナー症候群とよく間違えられ
る病気の中に、びまん性汎細気管支炎
という病気があります。呼吸細気管支
レベルの異常を起こす病気ですが、少
量のマクロライドが劇的に予後を改善
するというデータがあります。これは
日本発のデータですが、そういう方は
一生のむことになります。
　池田　一生のむのですか。
　皿谷　そうです。ガイドライン上は、
例えばよくなってから２年ぐらいでや
めていいとなっていますが、実際にや
める医師は少なく、ほぼ皆さん一生の
むと、予後が非常によいことがわかっ
ています。
　池田　一生のむのですね。カルタゲ
ナー症候群の方も、一生のむこともあ
るのでしょうか。
　皿谷　僕の何例かの経験でいくと、
痰の量が減ったりして、抗菌薬の効果
が明らかにある場合には続けていくこ
とになると思います。でも、こういっ
た繊毛運動不全症のカルタゲナー症候
群を含めた人たちはbronchorrheaとい
う状態で、痰が湧き出るように出るの
です。取っても取っても痰が出る。例

えば会話をしている間にも、「ちょっ
と待ってください」といってティッシ
ュで痰を拭いてみたり、それぐらい湧
き出るように出る人が多いのです。ど
こまで効くかはかなり個人差もあるの
ではないかなと思います。
　こういった患者さんは、気道からの
分泌のほかに、繊毛が関与していると
ころなのでだいたい副鼻腔炎を合併し
ています。そうすると、鼻からも垂れ
てくることもあります。
　池田　肺からも出るし、鼻からも出
る。なかなか厳しいですね。
　皿谷　はい。
　池田　そういった方の予後はどうな
っているのでしょうか。
　皿谷　日本人のカルタゲナー症候群
での予後というのはまとまったデータ
がないと思うのですが、比較的予後は
よいとされています。あと原発性の繊
毛運動不全症で代表的疾患の一つであ
るびまん性汎細気管支炎などは、抗菌
薬をのんでいればかなり予後がよいこ
とがわかっています。
　池田　この疾患でない方とは、あま
り生命予後も変わらないのですね。
　皿谷　そうですね。
　池田　それを聞いてちょっと安心し
ました。ありがとうございました。

東松山医師会病院病院長
松　本　万　夫

（聞き手　池脇克則）

　心筋梗塞後の不整脈に関して、アミオダロン塩酸塩100㎎１錠を約２年投与
中、副作用による振戦や羞明が顕著となりました。具体的な対応方法をご教示
ください。
 ＜愛知県開業医＞

心筋梗塞後の不整脈治療と副作用

　池脇　アミオダロンの副作用の質問
です。確かにアミオダロンは副作用が
多い薬、それでも使われるのはほかに
代わる薬がない、非常に貴重な薬なの
だと思います。質問では、心筋梗塞の
後にアミオダロンを使っているという
ことで、心筋梗塞の後、どのような不
整脈でアミオダロンが使われるのでし
ょうか。
　松本　心筋梗塞の場合は、心臓の筋
肉の収縮力が落ちてきますので心不全
を起こします。そんなときに一番起こ
しやすいのは心室性の不整脈、特に心
室頻拍や心室細動です。それに対して、
抗不整脈剤というのはもともと昔から
多くの薬があったのですが、実はそれ
が不整脈を抑制するものの、かえって
予後を悪くしたのです。その中にアミ

オダロンだけが生命予後をよくする、
不整脈も改善するということがわかっ
てきて、それでアミオダロンを使う、
ということだと思います。
　池脇　おそらく担当医もそういう理
由でアミオダロンしかないと使い始め
たのだと思いますが、アミオダロンは、
そんなに一般の医師が頻繁に使う薬で
はないと思うのです。どういう薬なの
でしょうか。
　松本　もともと1992年に国内で上市
された、今となっては比較的古い薬な
のですが、当時はオーファンドラッグ
といわれまして、治験なしで緊急的に
導入された薬です。心不全に伴う心室
性不整脈、これに対して極めて有効性
が高いということで上市されたもので
す。最近では心房細動にも使われてい
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ないので、いったん中止する目安は、
何かあるのでしょうか。
　皿谷　それは特に決まりはないです。
カルタゲナー症候群とよく間違えられ
る病気の中に、びまん性汎細気管支炎
という病気があります。呼吸細気管支
レベルの異常を起こす病気ですが、少
量のマクロライドが劇的に予後を改善
するというデータがあります。これは
日本発のデータですが、そういう方は
一生のむことになります。
　池田　一生のむのですか。
　皿谷　そうです。ガイドライン上は、
例えばよくなってから２年ぐらいでや
めていいとなっていますが、実際にや
める医師は少なく、ほぼ皆さん一生の
むと、予後が非常によいことがわかっ
ています。
　池田　一生のむのですね。カルタゲ
ナー症候群の方も、一生のむこともあ
るのでしょうか。
　皿谷　僕の何例かの経験でいくと、
痰の量が減ったりして、抗菌薬の効果
が明らかにある場合には続けていくこ
とになると思います。でも、こういっ
た繊毛運動不全症のカルタゲナー症候
群を含めた人たちはbronchorrheaとい
う状態で、痰が湧き出るように出るの
です。取っても取っても痰が出る。例

えば会話をしている間にも、「ちょっ
と待ってください」といってティッシ
ュで痰を拭いてみたり、それぐらい湧
き出るように出る人が多いのです。ど
こまで効くかはかなり個人差もあるの
ではないかなと思います。
　こういった患者さんは、気道からの
分泌のほかに、繊毛が関与していると
ころなのでだいたい副鼻腔炎を合併し
ています。そうすると、鼻からも垂れ
てくることもあります。
　池田　肺からも出るし、鼻からも出
る。なかなか厳しいですね。
　皿谷　はい。
　池田　そういった方の予後はどうな
っているのでしょうか。
　皿谷　日本人のカルタゲナー症候群
での予後というのはまとまったデータ
がないと思うのですが、比較的予後は
よいとされています。あと原発性の繊
毛運動不全症で代表的疾患の一つであ
るびまん性汎細気管支炎などは、抗菌
薬をのんでいればかなり予後がよいこ
とがわかっています。
　池田　この疾患でない方とは、あま
り生命予後も変わらないのですね。
　皿谷　そうですね。
　池田　それを聞いてちょっと安心し
ました。ありがとうございました。

東松山医師会病院病院長
松　本　万　夫

（聞き手　池脇克則）

　心筋梗塞後の不整脈に関して、アミオダロン塩酸塩100㎎１錠を約２年投与
中、副作用による振戦や羞明が顕著となりました。具体的な対応方法をご教示
ください。
 ＜愛知県開業医＞

心筋梗塞後の不整脈治療と副作用

　池脇　アミオダロンの副作用の質問
です。確かにアミオダロンは副作用が
多い薬、それでも使われるのはほかに
代わる薬がない、非常に貴重な薬なの
だと思います。質問では、心筋梗塞の
後にアミオダロンを使っているという
ことで、心筋梗塞の後、どのような不
整脈でアミオダロンが使われるのでし
ょうか。
　松本　心筋梗塞の場合は、心臓の筋
肉の収縮力が落ちてきますので心不全
を起こします。そんなときに一番起こ
しやすいのは心室性の不整脈、特に心
室頻拍や心室細動です。それに対して、
抗不整脈剤というのはもともと昔から
多くの薬があったのですが、実はそれ
が不整脈を抑制するものの、かえって
予後を悪くしたのです。その中にアミ

オダロンだけが生命予後をよくする、
不整脈も改善するということがわかっ
てきて、それでアミオダロンを使う、
ということだと思います。
　池脇　おそらく担当医もそういう理
由でアミオダロンしかないと使い始め
たのだと思いますが、アミオダロンは、
そんなに一般の医師が頻繁に使う薬で
はないと思うのです。どういう薬なの
でしょうか。
　松本　もともと1992年に国内で上市
された、今となっては比較的古い薬な
のですが、当時はオーファンドラッグ
といわれまして、治験なしで緊急的に
導入された薬です。心不全に伴う心室
性不整脈、これに対して極めて有効性
が高いということで上市されたもので
す。最近では心房細動にも使われてい
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いて、羞明というものが今先生が言わ
れた60～100％、けっこうな頻度で起
こってくる角膜の色素沈着が原因によ
る羞明というわけではないのですね。
　松本　羞明は基本的には色素沈着で
起こるのではないかといわれています。
色素沈着の発生率が高いわりには症状
としては少ないと思います。ほかに視
神経症というのがあります。これはさ
らに珍しく、１％ぐらいで非常に少な
いのですが、視神経等に沈着しますと
視力障害を起こします。視力が落ちる
とか、視野の障害があるとか、場合に
よると乳頭浮腫を起こすこともありま
す。こういう場合はかなり重症な合併
症になると思います。
　池脇　そうすると、どう対処したら
いいかというのは、単純な答えとした
ら、やめてください、となるのですが、
往々にしてアミオダロンをのんでいる
患者さんがなかなかやめるのは難しい
場合が多いように思うのです。そうい
ったときに振戦と羞明は対処のしよう
がないような気がするのですが、いか
がですか。
　松本　やはり根底にある病気、不整
脈がどういった状況にあるか。それか
ら心臓の状態がどういう状態にあるか
によって、アミオダロンがやめられる
かどうかの判断をするべきかと思いま
す。それから、例えば視力等の問題が
あれば、日常生活に支障がありますの
で、やめなければいけないこともある

かもしれません。その辺をてんびんに
かけながら、かつ生命予後やADLを考
えて代替療法を含めて決定していくこ
とが重要かと思います。
　池脇　やめないで続けていくのも難
しいし、やめた場合のアミオダロンの
効果がなくなってしまって、何で代償
するか。いずれにしてもなかなか難し
い判断、対処ですね。
　松本　そうですね。ただ、もう一つ
問題は、やめてもすぐには副作用は消
えないということです。実は半減期が
極めて長いものですから、やめても、
１カ月、２カ月ぐらいしないと症状が
改善してこないことも問題点として挙
げられます。
　池脇　確かに脂溶性が高くて、脂肪
組織に沈着しているので、抜け切るの
にはかなり時間がかかると考えたほう
がいいですね。
　松本　そうですね。
　池脇　アミオダロンの副作用といい
ますと、肺毒性や甲状腺毒性が有名で
す。これに関しても教えていただきた
いのですが、まず肺に関してはどうで
しょうか。
　松本　肺毒性は極めて重篤になるこ
とが多いので、一番に注意しなければ
いけないと思います。発生率はだいた
い６％ぐらいといわれていますが、間
質性肺炎を主体に起こすものがありま
す。もう一つはいわゆるARDSという
急性型でアレルギー様に肺の症状が出

るものです。
　そういったことで、臨床的にも極め
て有効性が高いのですが、実は、心外
性の副作用の頻度がけっこう高いこと
が問題となります。肺障害や甲状腺の
障害、まれですが肝機能障害、そして
今回の質問にあるような目の症状、こ
ういったものも起こすのです。そうい
う薬で、抗不整脈剤の種類は幾つか分
かれるのですが、アミオダロンはⅢ群
の抗不整脈剤といわれていまして、心
不全を合併した不整脈に対してはよい
といわれているのです。
　池脇　Ⅲ群とおっしゃいましたけれ
ども、私自身、不整脈の分類はちょっ
と頭を悩ますのですが、薬理的にはど
のように作用するのでしょう。
　松本　基本的には薬理的作用により
分類されている古い分類で、ボーン・
ウイリアムズ分類といわれるものです。
Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群とあるのです
が、Ⅰ群はナトリウムチャネル抑制、
Ⅱ群はβ受容体遮断、Ⅲ群はKチャネ
ル抑制、Ⅳ群はカルシウムチャネル抑
制に抗不整脈剤を分類したものです。
そのⅢ群ということになります。ただ、
アミオダロンは純粋なⅢ群ではなく、
Kチャネル抑制だけではなく、そのほ
かにナトリウムチャネルとか、カルシ
ウムチャネルに効果がある、また交感
神経を抑制する、ないしは交感神経に
対する感受性を落とすという作用もあ
るのです。そういう複合的な作用がお

そらくそういった臨床効果を出してい
るといわれています。
　池脇　最後におっしゃった交感神経
を抑制するというのは、いわゆるβ遮
断薬に似たような作用を併せ持つとい
うことですね。
　松本　そういうことです。おそらく
生命予後作用というのはそこにあるの
かもしれません。
　池脇　副作用の話に移りたいと思う
のですが、今回の質問の副作用は振戦
と羞明です。いわゆる神経毒性と眼毒
性ですね。それほど頻繁には起こらな
い副作用だと思うのですが、どうでし
ょう。
　松本　これをうかがったときに、「そ
んなことが実際にあるのかな」と思う
ぐらい比較的まれだと思います。私も
アミオダロンを使っていますが、視覚
の訴えというのはあまりないです。た
だ、実際に目に関する毒性についてひ
もときますと、まず角膜の色素沈着が
よく見られます。これは報告者によっ
てだいぶ差があるのですが、発生率は
60～100％ぐらいまで、ほとんど全員
の方が角膜の辺縁にアミオダロンの代
謝産物等が沈着するといわれています。
それで色素ができるということですが、
実際にこういった自覚症状で現れるの
はそれほどはないと聞いています。こ
の方は極めてまれな発症であると思い
ます。
　池脇　確認ですが、振戦は置いてお
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いて、羞明というものが今先生が言わ
れた60～100％、けっこうな頻度で起
こってくる角膜の色素沈着が原因によ
る羞明というわけではないのですね。
　松本　羞明は基本的には色素沈着で
起こるのではないかといわれています。
色素沈着の発生率が高いわりには症状
としては少ないと思います。ほかに視
神経症というのがあります。これはさ
らに珍しく、１％ぐらいで非常に少な
いのですが、視神経等に沈着しますと
視力障害を起こします。視力が落ちる
とか、視野の障害があるとか、場合に
よると乳頭浮腫を起こすこともありま
す。こういう場合はかなり重症な合併
症になると思います。
　池脇　そうすると、どう対処したら
いいかというのは、単純な答えとした
ら、やめてください、となるのですが、
往々にしてアミオダロンをのんでいる
患者さんがなかなかやめるのは難しい
場合が多いように思うのです。そうい
ったときに振戦と羞明は対処のしよう
がないような気がするのですが、いか
がですか。
　松本　やはり根底にある病気、不整
脈がどういった状況にあるか。それか
ら心臓の状態がどういう状態にあるか
によって、アミオダロンがやめられる
かどうかの判断をするべきかと思いま
す。それから、例えば視力等の問題が
あれば、日常生活に支障がありますの
で、やめなければいけないこともある

かもしれません。その辺をてんびんに
かけながら、かつ生命予後やADLを考
えて代替療法を含めて決定していくこ
とが重要かと思います。
　池脇　やめないで続けていくのも難
しいし、やめた場合のアミオダロンの
効果がなくなってしまって、何で代償
するか。いずれにしてもなかなか難し
い判断、対処ですね。
　松本　そうですね。ただ、もう一つ
問題は、やめてもすぐには副作用は消
えないということです。実は半減期が
極めて長いものですから、やめても、
１カ月、２カ月ぐらいしないと症状が
改善してこないことも問題点として挙
げられます。
　池脇　確かに脂溶性が高くて、脂肪
組織に沈着しているので、抜け切るの
にはかなり時間がかかると考えたほう
がいいですね。
　松本　そうですね。
　池脇　アミオダロンの副作用といい
ますと、肺毒性や甲状腺毒性が有名で
す。これに関しても教えていただきた
いのですが、まず肺に関してはどうで
しょうか。
　松本　肺毒性は極めて重篤になるこ
とが多いので、一番に注意しなければ
いけないと思います。発生率はだいた
い６％ぐらいといわれていますが、間
質性肺炎を主体に起こすものがありま
す。もう一つはいわゆるARDSという
急性型でアレルギー様に肺の症状が出

るものです。
　そういったことで、臨床的にも極め
て有効性が高いのですが、実は、心外
性の副作用の頻度がけっこう高いこと
が問題となります。肺障害や甲状腺の
障害、まれですが肝機能障害、そして
今回の質問にあるような目の症状、こ
ういったものも起こすのです。そうい
う薬で、抗不整脈剤の種類は幾つか分
かれるのですが、アミオダロンはⅢ群
の抗不整脈剤といわれていまして、心
不全を合併した不整脈に対してはよい
といわれているのです。
　池脇　Ⅲ群とおっしゃいましたけれ
ども、私自身、不整脈の分類はちょっ
と頭を悩ますのですが、薬理的にはど
のように作用するのでしょう。
　松本　基本的には薬理的作用により
分類されている古い分類で、ボーン・
ウイリアムズ分類といわれるものです。
Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群とあるのです
が、Ⅰ群はナトリウムチャネル抑制、
Ⅱ群はβ受容体遮断、Ⅲ群はKチャネ
ル抑制、Ⅳ群はカルシウムチャネル抑
制に抗不整脈剤を分類したものです。
そのⅢ群ということになります。ただ、
アミオダロンは純粋なⅢ群ではなく、
Kチャネル抑制だけではなく、そのほ
かにナトリウムチャネルとか、カルシ
ウムチャネルに効果がある、また交感
神経を抑制する、ないしは交感神経に
対する感受性を落とすという作用もあ
るのです。そういう複合的な作用がお

そらくそういった臨床効果を出してい
るといわれています。
　池脇　最後におっしゃった交感神経
を抑制するというのは、いわゆるβ遮
断薬に似たような作用を併せ持つとい
うことですね。
　松本　そういうことです。おそらく
生命予後作用というのはそこにあるの
かもしれません。
　池脇　副作用の話に移りたいと思う
のですが、今回の質問の副作用は振戦
と羞明です。いわゆる神経毒性と眼毒
性ですね。それほど頻繁には起こらな
い副作用だと思うのですが、どうでし
ょう。
　松本　これをうかがったときに、「そ
んなことが実際にあるのかな」と思う
ぐらい比較的まれだと思います。私も
アミオダロンを使っていますが、視覚
の訴えというのはあまりないです。た
だ、実際に目に関する毒性についてひ
もときますと、まず角膜の色素沈着が
よく見られます。これは報告者によっ
てだいぶ差があるのですが、発生率は
60～100％ぐらいまで、ほとんど全員
の方が角膜の辺縁にアミオダロンの代
謝産物等が沈着するといわれています。
それで色素ができるということですが、
実際にこういった自覚症状で現れるの
はそれほどはないと聞いています。こ
の方は極めてまれな発症であると思い
ます。
　池脇　確認ですが、振戦は置いてお
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てきます。この２つがあります。これ
を注意して見ていく必要があります。
例えば、その危険因子としてはアミオ
ダロンを高用量使っている場合、１日
に400㎎以上使っているとか、高齢者
であるとか、もともと肺の機能、拡散
能力（DLCO）が80％を切っている、
そういったものがあると要注意といわ
れています。ですから、使う前には肺
の機能等も含めてチェックをする必要
があります。
　池脇　開始したら例えば胸部レント
ゲンですとか、あるいはKL６、先ほ
ど先生がおっしゃった拡散能、これで
定期的にモニターしていくのも必要で
しょうか。
　松本　そういうことですね。それが
例えば20％以上変動する場合にはCT
を撮っていただくことが勧められてい
ます。

　池脇　甲状腺についてはどうでしょ
うか。
　松本　甲状腺に関しては、甲状腺機
能の低下と亢進と半分半分ぐらいあり
ます。トータルで20％ぐらいあるとい
われていますが、低下の場合は代替療
法、T４製剤とか甲状腺末などで対応
できます。機能亢進の場合は２つあり
まして、いわゆるバセドウ病みたいな
ものが起こる場合と、あとは亜急性甲
状腺炎のように破壊性に甲状腺のホル
モンが出てくるものがあります。これ
は対応がちょっと違うことになります。
　池脇　これに関しても甲状腺ホルモ
ンをモニターすることで、ある程度早
期に見つけることも可能ですね。
　松本　そうですね。そういうことが
非常に重要かと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学救急医学教授
藤　谷　茂　樹

（聞き手　池田志斈）

　看護師の特定行為についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

看護師の特定行為

　池田　藤谷先生、看護師の特定行為
についての質問です。私にはあまり耳
慣れない言葉なのですが、これはどう
いった経緯で、いつ頃から話題に上っ
ているのでしょうか。
　藤谷　実は特定行為のできる看護師
ができた歴史をまず最初にお話しさせ
ていただきますが、2025年に向けて後
期高齢者、75歳以上の高齢者が４人に
１人という事態になろうとしています。
こうした背景から、在宅医療の推進を
図っていくことが重要であるといった
中で、在宅医療ができる特定行為が組
み込まれた看護師が必要だ、というこ
とからこの制度が始まりました。この
特定行為のできる看護師の育成が実際
に2015年の10月に始まりましたが、ど
ういったことができる看護師なのかに
ついては、なかなか理解が難しいとこ
ろがあります。どのような制度になっ

ているかについて、次にお話ししたい
と思います。
　池田　診療看護師という名前の方と、
それから特定行為のできる看護師の２
つあるのですが、これはどのような違
いなのでしょうか。
　藤谷　診療看護師（ナース・プラク
ティショナー）といわれる方々は、大
学院に２年間通って、NP教育課程、修
士課程を受けた方を指しています。そ
の方は特定行為といわれる21の区分、
38の特定行為がすべてできて、加えて
臨床推論、医学的な解剖学、病理学、
薬理学、患者診察、医療安全、そのよ
うなことを大学院で２年間学んだ方で
す。
　池田　２年間、そういった受講に専
念しなければいけないのですね。
　藤谷　専念しないといけない施設が
だいたいで、夜間に通うコースも一部
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てきます。この２つがあります。これ
を注意して見ていく必要があります。
例えば、その危険因子としてはアミオ
ダロンを高用量使っている場合、１日
に400㎎以上使っているとか、高齢者
であるとか、もともと肺の機能、拡散
能力（DLCO）が80％を切っている、
そういったものがあると要注意といわ
れています。ですから、使う前には肺
の機能等も含めてチェックをする必要
があります。
　池脇　開始したら例えば胸部レント
ゲンですとか、あるいはKL６、先ほ
ど先生がおっしゃった拡散能、これで
定期的にモニターしていくのも必要で
しょうか。
　松本　そういうことですね。それが
例えば20％以上変動する場合にはCT
を撮っていただくことが勧められてい
ます。

　池脇　甲状腺についてはどうでしょ
うか。
　松本　甲状腺に関しては、甲状腺機
能の低下と亢進と半分半分ぐらいあり
ます。トータルで20％ぐらいあるとい
われていますが、低下の場合は代替療
法、T４製剤とか甲状腺末などで対応
できます。機能亢進の場合は２つあり
まして、いわゆるバセドウ病みたいな
ものが起こる場合と、あとは亜急性甲
状腺炎のように破壊性に甲状腺のホル
モンが出てくるものがあります。これ
は対応がちょっと違うことになります。
　池脇　これに関しても甲状腺ホルモ
ンをモニターすることで、ある程度早
期に見つけることも可能ですね。
　松本　そうですね。そういうことが
非常に重要かと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学救急医学教授
藤　谷　茂　樹

（聞き手　池田志斈）

　看護師の特定行為についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

看護師の特定行為

　池田　藤谷先生、看護師の特定行為
についての質問です。私にはあまり耳
慣れない言葉なのですが、これはどう
いった経緯で、いつ頃から話題に上っ
ているのでしょうか。
　藤谷　実は特定行為のできる看護師
ができた歴史をまず最初にお話しさせ
ていただきますが、2025年に向けて後
期高齢者、75歳以上の高齢者が４人に
１人という事態になろうとしています。
こうした背景から、在宅医療の推進を
図っていくことが重要であるといった
中で、在宅医療ができる特定行為が組
み込まれた看護師が必要だ、というこ
とからこの制度が始まりました。この
特定行為のできる看護師の育成が実際
に2015年の10月に始まりましたが、ど
ういったことができる看護師なのかに
ついては、なかなか理解が難しいとこ
ろがあります。どのような制度になっ

ているかについて、次にお話ししたい
と思います。
　池田　診療看護師という名前の方と、
それから特定行為のできる看護師の２
つあるのですが、これはどのような違
いなのでしょうか。
　藤谷　診療看護師（ナース・プラク
ティショナー）といわれる方々は、大
学院に２年間通って、NP教育課程、修
士課程を受けた方を指しています。そ
の方は特定行為といわれる21の区分、
38の特定行為がすべてできて、加えて
臨床推論、医学的な解剖学、病理学、
薬理学、患者診察、医療安全、そのよ
うなことを大学院で２年間学んだ方で
す。
　池田　２年間、そういった受講に専
念しなければいけないのですね。
　藤谷　専念しないといけない施設が
だいたいで、夜間に通うコースも一部

ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020） （937）  98 （936） ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020）

2012_HONBUN.indd   8-9 2020/11/13   9:48



増えてきているのでしょうか。
　藤谷　今、厚生労働省も各都道府県、
各大学に働きかけて、特定行為のでき
る看護師の育成を推奨し始めました。
今、約40都道府県で教育施設ができて、
急速に増加傾向にあります。
　池田　国としても待っていられない
ということですね。特定行為には、い
ろいろありますが、特に注意が必要な
行為などありますか。
　藤谷　特定行為の中で38の特定行為
のみが包括的指示のもと行われます。
包括的指示とはどういうことかといい
ますと、医師の診察、もしくは医師が
患者の状況を知った上で、38の特定行
為のうちの自分が履修した特定行為を、
その看護師が診察をして、その中で特
定行為を自由に使っていい。プロトコ
ールから逸脱しない中で自由に使って
いいということで包括的指示という呼
称がついています。
　池田　ある程度任せることだと思う
のですが、少し例を挙げていただける
とわかりやすいのですが。
　藤谷　実際の症例になりますが、60
代の女性が嘔気、嘔吐、発熱で実際に
クリニックに来られました。そのとき
医師はバイタルサイン等を見て、看護
師に対し、患者さんを診察して抗菌薬
の選択、もしくは脱水があれば輸液を
していいという包括的指示を出します。
指示が出されると、特定行為のできる
看護師が血ガスを取ります。血ガスを

取って、血ガスで呼吸性アルカローシ
スがあります。何を意味するかという
と、敗血症になりかけの代謝性アシド
ーシスが裏に隠れているかもしれない
のです。尿検査の結果を見て、尿路感
染が疑われる敗血症かもしれないこと
から、特定行為のできる看護師が抗菌
薬の投与、輸液を医師の指示を待たず
にできます。
　池田　本当に医師の行為に近いです
ね。そこまで特定行為のできる看護師
に任せるのですね。
　藤谷　医師が輸液を何㏄、この輸液
を投与してくださいというのが今まで
の直接的指示でした。包括的指示の中
に臨床推論が入ってきて自分で推論し
て解釈、実際の行為を行うことが含ま
れている点が、今までの看護師のでき
る範囲の行為と異なっています。
　池田　今まで医師が独占していた、
あるいは医師がやらなければいけなか
ったところを看護師が行っていいとい
うこと。安全性の担保という問題があ
ると思うのですが、それに関してはど
のような配慮がされているのでしょう
か。
　藤谷　包括的指示のもとに行われた
行為に関しては安全性の担保がすべて
医師の責任になります。そのために医
師は必ずその患者に包括的指示が行わ
れる前に情報が入っていないといけま
せん。特定行為のできる看護師は、そ
の病状の中で自分がやってはいけない

あります。
　池田　なかなかハードルが高いです
ね。それともう一つの、特定行為ので
きる看護師というのはどういうものな
のですか。
　藤谷　特定行為のできる看護師とは、
e-learningを使用してトータルで266時
間の共通課目、その中に先ほど言った
病理学、解剖学、薬理学等の医学的知
識を学んだ後に、21区分・38特定行為
から自分に必要な幾つかの区分を取っ
ていくのが特定行為のできる看護師に
当たります。
　池田　ある程度選ぶことは限られる
のですね。
　藤谷　ほとんどの場合が限られると
理解していただいていいです。
　池田　でも、e-learning中心という
ことですから、そちらのほうが取りや
すいのですね。今、診療看護師は何人
ぐらいいるのですか。
　藤谷　今、診療看護師といわれる方
は約400人存在しています。
　池田　少ないですね。
　藤谷　非常に少なく、特定行為ので
きる看護師も約1,700人ということで、
2025年までに10万人を作るという構想
に全く到達しない状況になっています。
　池田　それこそ桁違いの少なさです
ね。教育制度の問題なのでしょうね。
　藤谷　診療報酬がつけられていない
ことと、診療看護師にしても国家資格
ではないため、診療報酬もつかないこ

ともあって、なかなか病院としてもそ
ういう方を雇用できない状況という問
題もあります。
　池田　国としては10万人を目指した
いとのことですが、先ほど特定行為が
いろいろあるとのことで、これをすべ
て受講して勉強するのはなかなか難し
いと思うのですが、最近は何か、国と
して対策を練っているのでしょうか。
　藤谷　国としても今、働き方改革等
も問題となって、タスク・シェアリン
グというところで各病院が医師の働き
方改革に向けていろいろな取り組みを
しています。各分野の、各領域の特定
行為のできる看護師を育成したいと、
学会などと共同してパッケージ化とい
う教育制度を作ろうとしています。
　池田　パッケージ化というのは具体
的にはどのようなイメージなのでしょ
うか。
　藤谷　今まで厚生労働省が在宅慢性
期領域で特定行為のできる看護師を作
ろうとしていたため、まずは在宅慢性
期領域、そして病院で外科医の疲弊、
外科医のなり手がいないということで
外科術後病棟管理領域、あと麻酔科不
足のところで術中麻酔管理領域、そし
て救急領域のパッケージが2019年10月
に導入されています。
　池田　医師の働き方改革を含めた、
ワークシェアリングですか、そういう
ことだと思うのですが、これが打ち出
されて、特定行為のできる看護師数は
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増えてきているのでしょうか。
　藤谷　今、厚生労働省も各都道府県、
各大学に働きかけて、特定行為のでき
る看護師の育成を推奨し始めました。
今、約40都道府県で教育施設ができて、
急速に増加傾向にあります。
　池田　国としても待っていられない
ということですね。特定行為には、い
ろいろありますが、特に注意が必要な
行為などありますか。
　藤谷　特定行為の中で38の特定行為
のみが包括的指示のもと行われます。
包括的指示とはどういうことかといい
ますと、医師の診察、もしくは医師が
患者の状況を知った上で、38の特定行
為のうちの自分が履修した特定行為を、
その看護師が診察をして、その中で特
定行為を自由に使っていい。プロトコ
ールから逸脱しない中で自由に使って
いいということで包括的指示という呼
称がついています。
　池田　ある程度任せることだと思う
のですが、少し例を挙げていただける
とわかりやすいのですが。
　藤谷　実際の症例になりますが、60
代の女性が嘔気、嘔吐、発熱で実際に
クリニックに来られました。そのとき
医師はバイタルサイン等を見て、看護
師に対し、患者さんを診察して抗菌薬
の選択、もしくは脱水があれば輸液を
していいという包括的指示を出します。
指示が出されると、特定行為のできる
看護師が血ガスを取ります。血ガスを

取って、血ガスで呼吸性アルカローシ
スがあります。何を意味するかという
と、敗血症になりかけの代謝性アシド
ーシスが裏に隠れているかもしれない
のです。尿検査の結果を見て、尿路感
染が疑われる敗血症かもしれないこと
から、特定行為のできる看護師が抗菌
薬の投与、輸液を医師の指示を待たず
にできます。
　池田　本当に医師の行為に近いです
ね。そこまで特定行為のできる看護師
に任せるのですね。
　藤谷　医師が輸液を何㏄、この輸液
を投与してくださいというのが今まで
の直接的指示でした。包括的指示の中
に臨床推論が入ってきて自分で推論し
て解釈、実際の行為を行うことが含ま
れている点が、今までの看護師のでき
る範囲の行為と異なっています。
　池田　今まで医師が独占していた、
あるいは医師がやらなければいけなか
ったところを看護師が行っていいとい
うこと。安全性の担保という問題があ
ると思うのですが、それに関してはど
のような配慮がされているのでしょう
か。
　藤谷　包括的指示のもとに行われた
行為に関しては安全性の担保がすべて
医師の責任になります。そのために医
師は必ずその患者に包括的指示が行わ
れる前に情報が入っていないといけま
せん。特定行為のできる看護師は、そ
の病状の中で自分がやってはいけない

あります。
　池田　なかなかハードルが高いです
ね。それともう一つの、特定行為ので
きる看護師というのはどういうものな
のですか。
　藤谷　特定行為のできる看護師とは、
e-learningを使用してトータルで266時
間の共通課目、その中に先ほど言った
病理学、解剖学、薬理学等の医学的知
識を学んだ後に、21区分・38特定行為
から自分に必要な幾つかの区分を取っ
ていくのが特定行為のできる看護師に
当たります。
　池田　ある程度選ぶことは限られる
のですね。
　藤谷　ほとんどの場合が限られると
理解していただいていいです。
　池田　でも、e-learning中心という
ことですから、そちらのほうが取りや
すいのですね。今、診療看護師は何人
ぐらいいるのですか。
　藤谷　今、診療看護師といわれる方
は約400人存在しています。
　池田　少ないですね。
　藤谷　非常に少なく、特定行為ので
きる看護師も約1,700人ということで、
2025年までに10万人を作るという構想
に全く到達しない状況になっています。
　池田　それこそ桁違いの少なさです
ね。教育制度の問題なのでしょうね。
　藤谷　診療報酬がつけられていない
ことと、診療看護師にしても国家資格
ではないため、診療報酬もつかないこ

ともあって、なかなか病院としてもそ
ういう方を雇用できない状況という問
題もあります。
　池田　国としては10万人を目指した
いとのことですが、先ほど特定行為が
いろいろあるとのことで、これをすべ
て受講して勉強するのはなかなか難し
いと思うのですが、最近は何か、国と
して対策を練っているのでしょうか。
　藤谷　国としても今、働き方改革等
も問題となって、タスク・シェアリン
グというところで各病院が医師の働き
方改革に向けていろいろな取り組みを
しています。各分野の、各領域の特定
行為のできる看護師を育成したいと、
学会などと共同してパッケージ化とい
う教育制度を作ろうとしています。
　池田　パッケージ化というのは具体
的にはどのようなイメージなのでしょ
うか。
　藤谷　今まで厚生労働省が在宅慢性
期領域で特定行為のできる看護師を作
ろうとしていたため、まずは在宅慢性
期領域、そして病院で外科医の疲弊、
外科医のなり手がいないということで
外科術後病棟管理領域、あと麻酔科不
足のところで術中麻酔管理領域、そし
て救急領域のパッケージが2019年10月
に導入されています。
　池田　医師の働き方改革を含めた、
ワークシェアリングですか、そういう
ことだと思うのですが、これが打ち出
されて、特定行為のできる看護師数は
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病状、例えばバイタルサインが相当こ
じれて重症な場合は処置の行為をして
はいけないという手順書があるのです
（図）。その中で手順書を守って行う。
手順書をもとに特定行為を行った後に
必ず医師に報告をする。最初と最後、
クローズループで必ず医師に連絡が来

る、そこで安全性を担保していく仕組
みにしています。
　池田　逆にいうとその手順書によっ
て、特定行為のできる看護師の責任、
それから医師の責任もはっきりしてい
るということですね。どうもありがと
うございました。

12 （940） ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020）

東京都立多摩総合医療センター副院長
苅　田　達　郎

（聞き手　山内俊一）

　股関節痛の鑑別診断、治療、生活指導などについてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

股関節痛

　山内　苅田先生、股関節が痛いとい
うのは、腰痛との鑑別も含めてなかな
か難しいと思われますが、どういった
ものがあるか。これもきりがないでし
ょうから、代表的なものからご紹介願
えますか。
　苅田　下位腰椎障害や仙腸関節障害
による腰痛の一部は、鼠径部に関連痛
を生じるので鑑別が必要です。股関節
疾患と腰椎疾患を疼痛部位から鑑別す
るのに最もよいのが、鼠径部痛といわ
れています。鼠径部周囲の皮膚知覚支
配は、変性しにくい上位腰椎の神経根
支配だからです。鼠径部痛以外には、
股関節の他動的に動かしたときの運動
痛が重要です。腰椎由来の疾患を疑っ
たときは、特に腰椎の身体所見を診ま
す。次に画像検査として、腰と股関節
のレントゲン撮影や腰椎のMRIなどを
行います。

　山内　股関節の痛みを訴える患者さ
んの診断の第一歩としてはレントゲン
撮影と考えてよいでしょうか。
　苅田　第一歩は病歴の聴取と身体所
見です。
　山内　どういったあたりに注目され
ますか。
　苅田　鼠径部痛があるかないか、圧
痛の部位がどこにあるかを診ます。股
関節を他動的に屈曲、外転、内外旋を
させ、どのような痛みがどのような運
動で誘発されるのかを診ます。同時に、
股関節の可動域を診ますが、股関節症
が進行すると可動域が減少します。
　山内　股関節ですから、動かしたら
痛いはずなのに、痛くなければ、例え
ば先ほど出た腰痛の可能性、腰椎から
来ている可能性を疑うということでよ
いでしょうか。
　苅田　はい。その通りです。
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図　手順書
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１．看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
２．診療の補助の内容
３．当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
４．特定行為を行うときに確認すべき事項
５．  医療の安全を確保するために医師または歯科医師との連絡が必要となった
場合の連絡体制

６．特定行為を行ったあとの医師または歯科医師に対する報告の方法
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病状、例えばバイタルサインが相当こ
じれて重症な場合は処置の行為をして
はいけないという手順書があるのです
（図）。その中で手順書を守って行う。
手順書をもとに特定行為を行った後に
必ず医師に報告をする。最初と最後、
クローズループで必ず医師に連絡が来

る、そこで安全性を担保していく仕組
みにしています。
　池田　逆にいうとその手順書によっ
て、特定行為のできる看護師の責任、
それから医師の責任もはっきりしてい
るということですね。どうもありがと
うございました。

12 （940） ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020）

東京都立多摩総合医療センター副院長
苅　田　達　郎

（聞き手　山内俊一）

　股関節痛の鑑別診断、治療、生活指導などについてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

股関節痛

　山内　苅田先生、股関節が痛いとい
うのは、腰痛との鑑別も含めてなかな
か難しいと思われますが、どういった
ものがあるか。これもきりがないでし
ょうから、代表的なものからご紹介願
えますか。
　苅田　下位腰椎障害や仙腸関節障害
による腰痛の一部は、鼠径部に関連痛
を生じるので鑑別が必要です。股関節
疾患と腰椎疾患を疼痛部位から鑑別す
るのに最もよいのが、鼠径部痛といわ
れています。鼠径部周囲の皮膚知覚支
配は、変性しにくい上位腰椎の神経根
支配だからです。鼠径部痛以外には、
股関節の他動的に動かしたときの運動
痛が重要です。腰椎由来の疾患を疑っ
たときは、特に腰椎の身体所見を診ま
す。次に画像検査として、腰と股関節
のレントゲン撮影や腰椎のMRIなどを
行います。

　山内　股関節の痛みを訴える患者さ
んの診断の第一歩としてはレントゲン
撮影と考えてよいでしょうか。
　苅田　第一歩は病歴の聴取と身体所
見です。
　山内　どういったあたりに注目され
ますか。
　苅田　鼠径部痛があるかないか、圧
痛の部位がどこにあるかを診ます。股
関節を他動的に屈曲、外転、内外旋を
させ、どのような痛みがどのような運
動で誘発されるのかを診ます。同時に、
股関節の可動域を診ますが、股関節症
が進行すると可動域が減少します。
　山内　股関節ですから、動かしたら
痛いはずなのに、痛くなければ、例え
ば先ほど出た腰痛の可能性、腰椎から
来ている可能性を疑うということでよ
いでしょうか。
　苅田　はい。その通りです。
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　山内　レントゲンを撮るときのコツ
ですが、これはどういったものでしょ
うか。
　苅田　股関節のレントゲン撮影で重
要なのは、片方ずつでなく、必ず両股
関節正面を左右の股関節が同一画面に
入るように撮影することです。どのよ
うな左右差があるかがわかりますし、
股関節の形態計測に必要な情報が得ら
れるからです。
　山内　痛みに関してはどういったポ
イントに注目されますか。
　苅田　患者さんの痛みは、歩き始め
なのか、長時間歩行の後なのか、安静
時もあるのか、寝ていてもあるのか聴
取することが大切です。
　山内　そういったもので少し絞れる
ということですね。例えばですが、歩
き始めに痛いという訴えがあった場合、
どういったものを考えるのでしょうか。
　苅田　歩き始めに痛いのは、軟骨の
変性があることを疑います。
　山内　そうしますと、軟骨から来る
変性ということでよいのでしょうか。
　苅田　はい。変形性股関節症という
運動器疾患です。
　山内　けっこう多いものですか。
　苅田　レントゲン診断によるわが国
の有病率は１～4.3％で、女性で高い傾
向といわれています。最近の東京大学
が中心となって行っているROADスタ
ディという大規模コホート疫学研究に
よると、レントゲン診断の有病率は進

行期の股関節症では男性1.34％、女性
2.54％ですが、股関節痛がある頻度は、
男性0.29％、女性0.99％でした。この
ことからも、レントゲン上の変性所見
と股関節痛とは関連していないことが
示唆されます。
　山内　やはり高齢化で増えている疾
患でしょうね。
　苅田　そうだと思います。
　山内　大腿骨頭壊死というかなり有
名な疾病がありますが、これはいかが
でしょう。
　苅田　特発性大腿骨頭壊死症は大腿
骨頭内に虚血が生じ発生しますが、虚
血に至る詳細な機序はわかっていませ
ん。発生時にレントゲン画像ではわか
らないことがありますが、早期の診断
にはMRI撮影が有効です。T１強調像
での帯状低信号域が特徴的です。
　山内　やはりMRIは非常に大きな威
力を発揮しているのでしょうね。
　苅田　はい。MRI検査は、特発性大
腿骨頭壊死症をはじめ、変形性股関節
症、腫瘍性病変や化膿性疾患、大腿骨
頭軟骨下脆弱性骨折（SIF）や急速破
壊型股関節症との鑑別に有効です。一
過性大腿骨頭萎縮症の鑑別はしにくい
ので注意が必要です。
　山内　以前ですと股関節が痛いのか、
腰が痛いのか、なかなか鑑別が難しか
ったところも、最近はMRIでかなり絞
ることができるようになったと考えて
よいのですね。

　苅田　非常に有効な手段だと思いま
す。
　山内　さて、治療のほうに移ります
が、まずは保存療法が主体と考えてよ
いのですか。
　苅田　保存療法が第一選択となりま
す。鎮痛剤の使用と股関節周囲の筋肉
の強化訓練、水中歩行やスクワットな
どの運動療法は効果があります。貧乏
揺すり体操などメディアでお聞きにな
ることも多いと思います。
　山内　次に薬ですが、やはり痛み止
めがよく使われます。我々もNSAIDs
を出すことが多いのですが、これでよ
いでしょうか。
　苅田　よいかと思います。
　山内　痛み止めに関して特に使い分
けといったものはありますか。
　苅田　鎮痛剤としては、NSAIDsは
短期的には痛みの緩和に有効ですが、
長期間の投与で胃潰瘍の発症、腎機能
障害の出現、股関節症が進行する危険
もあるので慎重な投与が必要です。ア
セトアミノフェンも短期的な痛みの緩
和に有効といわれています。弱オピオ
イドとアセトアミノフェンの合剤など
の服用も効果があります。
　山内　ある意味、だましだましやっ
ているうちに、だんだん痛みを忘れて
いくという感じのことも起こりうるの
でしょうか。
　苅田　主訴の股関節痛とレントゲン
画像所見が一致しません。いつどのよ

うに股関節痛が生じるのかがはっきり
していません。私の患者さんで、60歳
過ぎで股関節痛が生じレントゲン画像
上人工股関節全置換術の治療をおすす
めした方が、20年間悩んでいましたが、
80歳代になって「20年我慢してきたの
だからもう手術はいいや」とおっしゃ
られた方もいました。ご本人の疼痛が
日常生活に重い支障をきたしているか
というのが指標になるのではないかと
考えています。
　山内　痛みというのはなかなか敏感
なもので、メンタルの要素も入ってく
るかと思いますから、長期的な管理は
難しいところもあるかと思いますが、
もう一つそういったものに加えてリハ
ビリがありますね。先ほど貧乏揺すり
体操という話がありましたが、これを
もう少し詳しくお聞かせ願えますか。
　苅田　貧乏揺すり体操とは、腰掛け
て足先を床につけて、踵を上下する体
操で、2004年に久留米大学の井上明教
授が提唱したジグリングといわれるも
のです。腰掛けて股関節を開いたり閉
じたりする別の体操と同様に、メディ
アで話題なのでご存じの方も多いかと
思います。もとは、キアリ（Chiari）
骨切り術という、50歳未満の進行期の
股関節症で疼痛のある患者さんへの手
術治療法のなかで提唱されたものです。
ガイドライン上で解説文として取り上
げられています。
　山内　貧乏揺すり体操をしていると
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関節正面を左右の股関節が同一画面に
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めした方が、20年間悩んでいましたが、
80歳代になって「20年我慢してきたの
だからもう手術はいいや」とおっしゃ
られた方もいました。ご本人の疼痛が
日常生活に重い支障をきたしているか
というのが指標になるのではないかと
考えています。
　山内　痛みというのはなかなか敏感
なもので、メンタルの要素も入ってく
るかと思いますから、長期的な管理は
難しいところもあるかと思いますが、
もう一つそういったものに加えてリハ
ビリがありますね。先ほど貧乏揺すり
体操という話がありましたが、これを
もう少し詳しくお聞かせ願えますか。
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て足先を床につけて、踵を上下する体
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どうなってくるのでしょうか。
　苅田　体操をしていると、股関節の
関節包周囲の靭帯や筋肉がストレッチ
されて可動域が改善すると同時に、関
節内にある関節液が循環して大腿骨頭
の軟骨に栄養がいきわたるため軟骨の
変性の進行が遅れるといわれています。
　山内　なかなかおもしろいですね。
それから、肥満者だと腰や膝の痛みが
有名ですが、やはり股関節にも何らか
の悪影響があると考えてよいのでしょ
うか。
　苅田　わが国の変形性股関節症の発
症の危険因子は、重量物作業の職業や
寛骨臼形成不全、発育性股関節形成不
全です。欧米では、アスリートレベル
のスポーツや肥満が危険因子といわれ
ます。肥満の方が痩せると股関節痛が
改善したという経験はあります。月３
㎏くらいのペースで痩せましょうとい
うと、減量もしやすく疼痛改善に一定
の効果はあると思います。月５㎏痩せ
ましょうというと患者さんにはハード
ルが高いです。
　山内　ちょっと厳しいですね。最後
に手術ですが、手術になるケースとい
いますと、どういった例でしょうか。
　苅田　手術になるのは、股関節痛が

強いケースです。日常生活に支障をき
たすとQOLやメンタルな負担もあるの
で、患者さんと手術のリスクと利益を
説明して相談しながら決めています。
若年で関節の幅が保たれている方には、
寛骨臼回転骨切り術などの関節温存術
をお勧めします。一方、股関節の変形
が高度の場合はご高齢の方には人工股
関節全置換術を提示します。
　山内　人工股関節、最近は進捗が著
しいものがあるのでしょうね。
　苅田　はい。自動車と同様に世界で
様々な人工股関節が発売されています。
ブレークスルーは1960年初期のチャン
レイ型の低摩擦の人工股関節でした。
20年前と比べて現在は材料工学や設計
思想の進歩が著しいです。例えば、摺
動面という骨頭と骨盤側のソケットの
擦れ合う部分ですが、ソケットの超高
分子ポリエチレンの耐摩耗能が改善し
た点や骨頭の作製技術が進歩して摩擦
が著しく低下しました。その結果、人
工股関節の不具合が少なくなり、現在
は、患者さんに合併症がないかぎり 
20～30年は問題なく機能するのではな
いかと説明しています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京ベイ・浦安市川医療センター産婦人科部長
坂　井　昌　人

（聞き手　池脇克則）

　卵巣囊腫と妊娠中期の治療についてご教示ください。
　妊娠中に卵巣囊腫が発見され、10㎝くらいの囊腫（エコー上）で、腫瘍マー
カーはすべて陰性です。手術したほうがいいでしょうか。胎児が成長してから
のほうがいいでしょうか。
 ＜千葉県開業医＞

卵巣囊腫合併妊娠

　池脇　妊娠中に卵巣囊腫を合併した
症例ということですが、妊娠すると定
期的に超音波でチェックをするわけで、
そういうときに卵巣囊腫が見つかる割
合というのは高いのでしょうか。
　坂井　卵巣囊腫の類似の病変は妊娠
の５～６％に合併しているといわれて
います。
　池脇　高いといえば高いですかね。
　坂井　そうですね。
　池脇　囊腫にもいろいろな種類があ
りますよね。
　坂井　はい。卵巣腫瘍といった場合、
悪性腫瘍、良性腫瘍は真の腫瘍で、増
殖していくものです。そうではなくて、
貯留性の囊胞という類腫瘍病変、そち
らのほうが頻度としては多いのです。

　池脇　種類を聞く前に、これは基本
的には良性と考えてよいのですか。
　坂井　そうです。腫瘍であっても、貯
留性の囊胞であっても、だいたい95～
98％は良性のものです。
　池脇　どういう種類の囊胞があるの
でしょう。
　坂井　妊娠黄体のところに、妊娠の
ホルモンによって反応性に液体が貯留
してきたための卵巣囊腫という、黄体
囊胞が一番多いと思います。
　池脇　妊娠によるホルモンの変化に
よって囊腫ができるけれども、おそら
くホルモンの変化によってはまた小さ
くなっていくのですね。
　坂井　妊娠の８週ぐらいのときによ
く見つかるかと思いますが、12週を過
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ぎるとだんだん小さくなっていって、
縮小消失することが多いです。また大
きさも５㎝を超えないものが多いです。
　池脇　それが囊腫の中では一番多い
と考えてよいのですか。
　坂井　一番よく目にするところだと
思います。
　池脇　それ以外の囊腫というと、ど
ういうものがあるでしょうか。
　坂井　ほかの囊腫でいうと、子宮内
膜症、卵巣にできた子宮内膜症性の卵
巣囊腫、いわゆるチョコレート囊腫と
いわれるものです。これは最近多くな
ってきています。そのほか、わりとあ
るのが、一応真の腫瘍といいますか、
成熟奇形腫というものです。皮様囊腫
とかdermoid cystといわれているもの
で、これがその次に多いという印象で
す。
　池脇　だいたいそのあたりが卵巣囊
腫の種類といってよいのでしょうか。
　坂井　そうですね。ごくまれには悪
性のものもありますが、良性のものが
ほとんどですので、悪性を疑う所見が
あるかどうかで一応は分けられると思
います。
　池脇　あとは、妊娠されているので
すから、最近は高齢の妊娠もあるにせ
よ、だいたい20～40代ぐらいでしょう
か。そういう年齢によってこういう囊
腫が多いというのも一応傾向はあるの
でしょうか。
　坂井　子宮内膜症性の囊胞はちょう

ど妊娠しようという人たちの時期に合
併していることが多いのです。
　池脇　機能性の場合は年齢にかかわ
らず妊娠に伴うホルモンの変化ですか
ら、一様に起こると考えてよいですか。
　坂井　そうですね。それは多分一定
の割合で起こっていると思います。
　池脇　そうすると、こういったいろ
いろなものに関して、機能性の場合に
はおそらく経過を見ないとなかなかわ
からないと思うのですが、超音波の形
態的なところである程度分類されてい
くのでしょうか。
　坂井　超音波の内部エコー、囊胞の
内部の見え方で、かなり分類できると
思います。それではちょっと難しいと
いったときに、妊娠中でCTは避ける
ようにしているので、例えばMRIを造
影剤を使わないでやってみるとか、そ
ういうことで鑑別していることが多い
と思います。
　池脇　この質問では腫瘍マーカー、
要するに悪性かどうかですが、腫瘍マ
ーカーで良性、悪性というのはある程
度区別がつくものでしょうか。
　坂井　これがまた妊娠合併になった
ときには少し話がややこしくなります
が、例えばCA125やαフェトプロテイ
ン、そういった腫瘍マーカーは妊娠に
よって増えてくるという部分があるの
で、それらが高いというだけで判断は
ちょっと難しいです。極端に高い場合
は可能性として考えたほうがいいと思
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います。
　池脇　妊婦でなければ腫瘍マーカー
もある程度参考になるけれども、妊婦
というだけでいろいろな腫瘍マーカー
が動いてしまうから、そこはちょっと
慎重にということですね。
　坂井　多分、画像診断のほうが、重
要な部分を占めると思います。
　池脇　そして、どう対処するか。今
回の症例ですと10㎝ぐらいで、けっこ
う大きくないでしょうか。
　坂井　そうですね、10㎝というのは
大きいほうになります。産婦人科に診
療ガイドラインがありまして、その中
に妊娠に合併した卵巣の囊胞性腫瘤の
扱い方があるのですが、そこでは10㎝
を超えていると手術を考えたほうが、
６㎝よりも小さければ経過観察でいい
のではないか。大ざっぱに大きさだけ
で言いますと、そういうようなことが
書いてあります。
　池脇　そうすると、10㎝というのは
一応手術を前提に考えるぐらいの大き
さだということですね。
　坂井　そうですね。妊娠していない
ときでも当然手術を考えるという、そ
ういう大きさになります。
　池脇　今、６㎝と10㎝で話していま
すが、例えば６と10の間は、どのよう
に判断されますか。
　坂井　そこが非常に悩むところだと
思いますが、これが妊娠中にまた大き
さが変わってくることもありますので、

経過を見ていくことも必要になります。
先ほど申しました子宮内膜症性の卵巣
囊腫ですと、妊娠中は生理が止まって
いる状況のために治療をされているよ
うな状態になるので、少しずつ縮小す
る場合があります。それから、最初に
申しました黄体囊胞ですと、これはほ
とんどが12週過ぎて、16週ぐらいまで
には縮小してしまいます。ですから、
大きさの変化というのはけっこう大事
になってきます。
　池脇　ある１点の大きさだけではな
くて、ちょっと観察していって、変化
するかどうか、これが大事ですね。
　坂井　そうですね。
　池脇　妊娠中期の治療と書いてある
ので、その時期に10㎝と考えていいか
もしれませんが、どの時期に何㎝で、
その後どうしていくか。最終的に手術
になると、手術のタイミングもありま
すよね。
　坂井　胎児が成長してからのほうが
よいでしょうかという質問ですが、こ
れは逆に胎児が成長してくると子宮が
大きくなってきますので、手術ができ
る術野が上腹部に限られてしまうため
手術がやりにくくなります。一般的に
手術をするならば、妊娠が継続するこ
とがほぼ確実になってくる12週は過ぎ
て、20週を過ぎると今度子宮の上の部
分がおへそよりも上に上がってしまう
ので、その間の時期での判断を迫られ
るということです。あまり大きくなる
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と手術自体が難しくなるので、どこま
での時間、経過を見ていけるか、どこ
かで判断しなくてはいけないと思いま
す。
　池脇　ちょっと確認ですが、あまり
早すぎると妊娠の維持ができないとい
うことでしょうか。
　坂井　妊娠の初期、胎盤がある程度
機能するまでは、排卵した後、妊娠黄
体から出る黄体ホルモンが妊娠を維持
する働きをします。そちら側にもし囊
胞ができていることになった場合、そ
れを摘出するときに妊娠黄体も壊れて
しまったり、一緒に取れてしまうこと
がありうるので、そうすると妊娠の維
持が難しくなる可能性があります。胎
盤がある程度妊娠の維持を始めるよう
になってからでしたら、安心して手術
ができるようになるので、12週を過ぎ
たほうがいいというのはそういうこと
です。
　池脇　症例は妊娠初期にわかって、
12週以降の手術のタイミングまでは十
分時間的な余裕があるような感じでや
っていくのですね。
　坂井　そうですね。初診をあまり遅
くしないで来ていただければ時間的な
余裕はある程度あります。あとはそこ
で、手術するべきか、いつするのかは、
いつも悩ましいところがあります。
　池脇　多分、妊婦さんも出産のこと
を考えていたら、卵巣囊腫があるので

手術が必要だと突然いわれたらびっく
りしますものね。
　坂井　あまりこういったことを考え
ている人はいないと思います。
　池脇　最後に、どういう手術かを教
えてください。
　坂井　今は低侵襲の手術が一般的に
なってきているので、腹腔鏡で卵巣囊
腫を摘出する手術が一般的に行われる
と思います。これもあまり子宮が大き
くなってくると術野が狭くなってきま
す。ただ、おへそからスコープを入れ
ますので、少し上で視野が得られるの
で、普通の開腹よりは少し遅い、20週
をちょっと過ぎても可能なことがあり
ます。
　池脇　そういうときは囊腫だけ取る
のですか。それとも卵巣ごと取ってし
まうのでしょうか。
　坂井　なるべく良性の囊腫であった
場合は卵巣自体の機能は残したいとい
うことになります。外側が卵巣の皮膜
になって、卵巣囊腫の外側に正常な卵
巣があるので、そこを切って中の囊腫
の部分だけ取り除く、核出といういい
方をしますが、そういうことを目指し
ます。ただし、少し卵巣の部分が取れ
てなくなってしまうことはあります。
　池脇　早期に発見して計画的に手術
を進めることが大事だとわかりました。
ありがとうございました。

20 （948） ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020）

神奈川県立こども医療センター感染免疫科医長
鹿　間　芳　明

（聞き手　池田志斈）

　幼児、児童が軽度の発熱と耳下腺部の腫脹、疼痛を訴える場合についてご教
示ください。
　１．ムンプスを鑑別する簡便な迅速診断法はありますか。
　２．ムンプス以外にどんな疾患が考えられますか。また、その治療法につい

て。
 ＜埼玉県開業医＞

幼児・児童のムンプス

　池田　鹿間先生、流行性耳下腺炎と、
その鑑別すべき疾患についての質問が
来ています。まずムンプスというのは
どのような疾患なのでしょうか。
　鹿間　小児の急性熱性疾患の一つか
と思うのですが、発熱とともに耳下腺、
片方だけのこともあるし、両側腫れる
こともあります。耳下腺が腫れて熱を
伴う病気というのがごく典型的な疾患
のかたちだと思います。
　池田　今、新型コロナウイルスのこ
ともありますが、どのようなウイルス
なのでしょうか。
　鹿間　ムンプスウイルスという名前
がついたウイルスです。ムンプスウイ
ルスはそんなに何種類もあるわけでは

ないのです。耳下腺に感染し耳下腺を
腫れさせるウイルスの代表ではあると
思うのですが、実はほかにも同じよう
に耳下腺を腫れさせる可能性のあるウ
イルスが幾つかいるのです。
　池田　そうですか。私は１つだけか
と思っていました。気になるところは
伝播様式ですが、どのような状態でう
つっていくのでしょうか。
　鹿間　主に飛沫感染でうつります。
くしゃみ、あるいはおしゃべりをした
り、咳き込んだり、そういうときに唾
液と一緒にウイルスが飛び散ってほか
の人にうつることが多いといわれてい
ます。あとは、例えばおしっこなどに
もウイルスが混じっているといわれて
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いるので、これは特に院内感染対策な
どでは大事かもしれないですね。
　池田　飛沫ということは、例えば感
染したお子さんとかがしゃべって、テ
ーブルや手などにつきますね。それも
伝搬するのでしょうか。
　鹿間　伝播の可能性はあります。
　池田　飛沫プラス接触感染ですね。
　鹿間　そうですね。ただ、飛沫によ
るものが一番大きいといわれています。
　池田　よく教科書などで、麻疹など
だと空気感染などありますが、ムンプ
スは空気感染はしないのですね。
　鹿間　空気感染をすることがはっき
りしている病原体はかなり限られてい
ます。はしかと水疱瘡と結核です。そ
れ以外の病原体に関してはごく限られ
た条件下では空気感染に似たような伝
播をする可能性はあるのですが、今申
しました３つの病原体以外に関しては
一般的には空気感染による広がり方は
ほとんどしないと考えていいと思いま
す。
　池田　お子さんに起きやすいのです
から、流行性耳下腺炎の罹患者はだい
たいお子さんなのでしょうか。
　鹿間　ほとんど子どもの病気だと考
えられていて、子どもの患者さんが圧
倒的に多いのだろうと思うのですが、
一つ注意しなければいけないこととし
て、ムンプスは感染症法で小児科定点
の報告すべき疾患といわれています。
つまり、小児科を受診した患者さんで

あれば数が報告されるので、かなり正
確な患者数が把握できるのですが、小
児科以外の診療科、内科、耳鼻科など、
そういう診療科にかかられた場合には
必ずしも報告の義務がないため、成人
でどれぐらいの患者さんがいるのかは、
実はあまり正確な数字は把握されてい
ないのです。
　池田　わかりづらいですね。最近で
はワクチン接種が義務づけられてきて
いるのですが、近年の罹患者数はわか
っているのでしょうか。
　鹿間　そういう意味で正確な数字が
なかなか把握できない疾患ではあるの
ですが、ごく大ざっぱな数字として年
間50万～100万人の間ぐらいではない
かといわれています。
　池田　そんなにかかっているのです
ね。びっくりしました。私はもうほと
んどいないのかと思ったのですが、50
万とか100万の単位ですね。診断につ
いて、どう行うのかですけれども、最
近よくインフルエンザなどで迅速診断
キットがありますが、そういったもの
は開発されているのでしょうか。
　鹿間　残念ながらないのです。本当
の意味で検査でムンプスだということ
を証明するために、よく使われている
のが血液検査です。採血をしてムンプ
スウイルスに対する抗体価を調べるこ
とで診断されるかと思います。それ以
外の検査法は全部保険適用外になって
しまうのですが、例えば咽頭ぬぐい液

22 （950） ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020）

を提出し、RTPCRですとかウイルス
分離ですとか、そういった方法で直接
ウイルスを見つけにいく方法。さらに
は、ムンプスのよくある合併症の一つ
の髄膜炎の場合には、髄液を提出し、
先ほどのRTPCR法やウイルス分離法、
そういったものでムンプスウイルスを
証明する検査で診断を行うことになる
かと思います。
　池田　ではまだまだ迅速診断キット
は開発が遅れているのですね。
　鹿間　そうですね。
　池田　合併症での髄膜炎、恐ろしい
問題だと思いますが、どのような治療
をされるのでしょうか。
　鹿間　ムンプスウイルス一般につい
ていえることですが、そのウイルスに
対する特異的な治療法というものはあ
りません。ですので、髄膜炎であって
も、普通の耳下腺腫脹を伴うムンプス
であっても、対症療法しかないのです。
耳下腺が痛い、あるいは髄膜炎の場合
には頭痛や吐き気、そういったものが
続いて、食べ物や水分摂取ができない
ような場合には輸液点滴を行う、ある
いは痛みに対して鎮痛剤を使うかたち
で、治まってくるのを待つしかないと
いう治療法になります。
　池田　悩ましいですね。対症療法に
なりますね。親御さんは心配されると
思うのですが、髄膜炎になると、一部
の方はちょっと重篤な結果になるので
しょうか。

　鹿間　ムンプスの髄膜炎自体は予後
は比較的良好だといわれています。た
だ、ムンプスのそのほかのよりまれな
合併症として、一つは難聴があります。
聴神経そのものに感染してしまうよう
な場合なのですが、ムンプスで難聴に
なってしまった場合は、聴神経そのも
のが障害されてしまい、残念ながらそ
の後、回復が期待できないたぐいの難
聴になってしまいます。
　それから、比較的有名な合併症とし
て、男子の場合は精巣炎、女子の場合
は卵巣炎というものがあります。男子
の精巣炎のほうが頻度が高いといわれ
ているのですが、精巣炎の場合にはそ
の後、思春期以降、精子の数が減ると
いうことがいわれています。ただ、ム
ンプスによる精巣炎で不妊にまで至っ
てしまうことはまれだといわれていま
す。
　池田　精子の数が一時的にある程度
減ってしまうとはいえ、不妊治療が必
要になるまではいかないかもしれない
のですね。少し安心の材料ですね。そ
れから、耳下腺が腫れてきたときにム
ンプス以外にどのような疾患が考えら
れますか。
　鹿間　先ほど申しましたが、ウイル
ス感染した場合の症状として発熱に加
えて耳下腺部が腫脹するものもあると
いわれています。例えば、有名なもの
としてEBウイルスというものがあり
まして、一つ症状として耳下腺が腫れ
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ることが知られています。そのほか、
ウイルス分離をしないとなかなかわか
らないのですが、コクサッキーウイル
スとかパラインフルエンザウイルスと
か、いわゆる上気道炎、風邪を引き起
こすウイルスの中にも耳下腺部の腫脹
を伴うような場合もあるといわれてい
ます。
　それから、原因がわからない場合が
ほとんどなのですが、繰り返し耳下腺
の腫脹をきたす反復性耳下腺炎という
症状を呈する方もいらっしゃいます。
あとは耳鼻科的な疾患、唾石症、唾液
腺の中に石が詰まってしまうような病
気とか、あとはもう少し年齢が上の方
になると思うのですが、シェーグレン
症候群などをはじめとするいわゆる膠
原病で、耳下腺腫脹が症状の一つにな
るような場合もあるかと思います。と
いうことで、鑑別を考え始めるとけっ
こういろいろ出てくると思います。
　池田　鑑別の中でまず感染症を疑う
ときに、また幾つかのウイルスがあり
ますね。これも迅速診断キットはない
のですね。
　鹿間　そうですね。周りでたくさん
同じような子がいるようであれば、ま
あムンプスだろうと、それで終わって
しまうケースも少なからずあるのです。
逆に、周りでそういう子がほとんどい

ないのに、「この子、熱と一緒に耳下
腺が腫れているのです」という場合に
は、いろいろ考えなくてはいけないか
なと思います。
　池田　いずれにしても、例えば膠原
病のようなものを疑うとか、耳石が詰
まるとか、あるいは感染症になると画
像診断も含めたもの、あるいは血清を
取って抗体を調べるとか、いろいろな
ことが必要になるのですね。
　鹿間　そうですね。なので、これは
ムンプスではなさそうだなという場合、
唾石症などの耳鼻科的な疾患はないか
と、小児科、内科だけではなくて、耳
鼻科の医師に診てもらうのも大事かな
と思います。
　池田　その場合、繰り返すというの
がポイントなのでしょうか。
　鹿間　いや、唾石症は必ずしも繰り
返すわけではないのです。逆に繰り返
している場合は、おそらくこれはムン
プスではなかろうということで、先ほ
ど申しました膠原病なども鑑別してい
かなければいけない。小児でも全くな
いわけではありませんので、自己抗体
ですとか耳下腺以外の臓器はどうかと
か、そういうところまで検査をしなけ
ればいけない患者さんも、まれながら
いるかと思います。
　池田　ありがとうございました。
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臨床栄養の最新情報（Ⅲ）

女子栄養大学栄養クリニック所長
田　中　　明

（聞き手　中村治雄）

脂質異常症の栄養療法

　中村　田中先生、脂質異常症の栄養
療法ということでお話しいただきたい
と思います。まず、脂質異常症がある
病気としては、動脈硬化が最も最初に
挙げられるものになるのですが、その
コントロールのための脂質にどのよう
なものがあるのか。やはりここで問題
になるのはLDLのコレステロールです
ね。
　田中　はい。
　中村　となると、どのくらいから下
げるような方策を取っていったほうが
いいのか。LDLコレステロールの管理
基準というか、目安というか、その辺
を教えてください。
　田中　日本動脈硬化学会の2017年の
ガイドラインで治療の目標値が発表さ
れています。臨床試験の結果、一次予
防では10年後の冠動脈疾患の発生率が
９％以上の場合を高リスク、２～９％
を中リスク、２％未満を低リスクとし
ており、LDLコレステロールの目標値
が高リスクの場合は120㎎/dL未満、中
リスクは140㎎/dL未満、低リスクは

160㎎/dL未満と決められています。二
次予防の場合は、リスクが高いことか
らLDLコレステロールは100㎎/dL未満
というように決まっています。この二
次予防の中で、家族性高コレステロー
ル血症や急性冠症候群を合併している
とか、また、糖尿病でもほかの高リス
ク病態を合併する場合などは70㎎/dL
未満にするようにと発表されています。
これはLDLコレステロールについてで
す。
　中性脂肪、トリグリセライドはリス
クによる区別がなくて、全般的に150
㎎/dL未満、HDLコレステロールは40
㎎/dL以上というような目標値が発表
されています。
　中村　そうしますと、LDLコレステ
ロールを目標値に向かって下げるため
には、まず食べているコレステロール
をどうしたらいいのか。一つの例とし
て、卵などもその中に入るかと思いま
すが、いかがですか。
　田中　卵についてですが、私たちは
卵のコレステロールの検討をしていま
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す。健常の大学生40人を対象にして卵
１個、だいたいコレステロールにして
180㎎ぐらい、または卵２個、350㎎ぐら
いを６週間連続で食べてもらい、LDL
コレステロールが上がるか下がるかを
検討しました。その結果、70％の対象
者はLDLコレステロールが上がりまし
た。ところが、30％の人は逆にLDLコ
レステロールが下がったのです。とい
うことで、非常に個体差、体質の違い
がLDLコレステロールに大きく影響す
ることがわかりました。
　中村　それは吸収とか合成とかが絡
むのでしょうか。
　田中　LDLコレステロールが上がっ
た対象者は腸管でのコレステロール吸
収マーカーが増加していて、LDLコレ
ステロールが下がった方は肝臓での合
成が低下していることがわかりました。
そういうことが絡んでくるのではない
かと思います。
　中村　そうすると、人によっては卵
黄をあまり食べ過ぎないほうがいい人
もいるのですね。
　田中　健常者の場合は、米国のガイ
ドラインでも、日本のガイドラインで
も、卵１個ぐらいはいいのではないで
しょうか。
　中村　卵白は食べたほうがいいので
すか。
　田中　卵白、これも私たちは研究し
ています。卵白は必須アミノ酸が豊富
で非常に良質な蛋白質ですし、内臓脂

肪蓄積を減らすということを発表して
います。卵白も腸管でのコレステロー
ルの吸収を抑制する。卵黄と逆ですが、
そういう作用もあることも発表してい
ます。
　中村　丸ごと食べたほうがいいので
すね。
　田中　はい。
　中村　次に飽和脂肪酸あるいは多価
不飽和脂肪酸、特にn-３やn-６と絡め
て、飽和脂肪酸はやはり抑えるべきで
しょうか。
　田中　飽和脂肪酸を減らすことで
LDLコレステロールが低下するという、
メタ解析でそういう結果が示されてい
ます。適切なエネルギー摂取のもとで
飽和脂肪酸を減らすことで、LDLコレ
ステロールを下げるだけではなく、冠
動脈疾患の発生予防にも有用であるこ
とが示されています。
　それから、n-６系の多価不飽和脂肪
酸はLDLコレステロールを減らす作用
があるのですが、冠動脈疾患の予防効
果については、有効であるとの報告と
有効ではないとの報告があり、結果が
一致していない状況です。一つ注意す
るのは、n-６系の多価不飽和脂肪酸を
取り過ぎるとHDLコレステロールが下
がってしまうということもいわれてい
ます。
　それから、n-３系の多価不飽和脂肪
酸の場合は、LDLコレステロールにつ
いてはちょっと不明です。意見がまだ
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一致していません。ただ、魚由来の
EPAやDHAを取ると冠動脈疾患を抑
制するような効果が発表されています。
　中村　最近、脂質の問題に加えて炎
症の問題点も入ってきていて、飽和脂
肪酸をたくさん取ると炎症を起こしや
すい。トランス型もそうだと思います。
その辺も含めて、なるべくならn-６あ
るいはn-３を食べるということでしょ
うか。
　田中　n-６系の多価不飽和脂肪酸は
取り過ぎると、今先生のお話にあった
ように炎症が増える、アレルギーが増
えるとか、そういうマイナスの作用が
あるということもわかっていますので、
そういうことも注意しなければいけな
いと思われます。
　中村　具体的にはどのように考えた
らいいですか。飽和脂肪酸が多いもの
というのは、目で見て固まっている脂、
n-６あるいはn-３というのは液状にな
っている脂と大ざっぱに考えてよいで
しょうか。
　田中　はい。液状の多価不飽和脂肪
酸がよいのですが、しかし、できるだ
けn-６ではなくてn-３で取るようにす
べきです。
　中村　あと、問題はファイバーとか、
あるいは植物性のステロールかと思い
ますが。
　田中　食物繊維、特に水溶性の食物
繊維は摂取するとLDLコレステロール
が下がるというデータがあります。た

だ、研究結果によると、LDLコレステ
ロールを下げる度合いは５㎎とわずか
です。
　中村　次にトリグリセライドですが、
150㎎/dLを割るためにはどうでしょう。
　田中　やはり炭水化物、糖質、特に
果糖ですが、これを取り過ぎるとトリ
グリセライドが上がってしまいます。
そういうものを減らして脂肪にかえた
臨床試験では、トリグリセライドは下
がるというデータがあります。魚由来
のn-３系の多価不飽和脂肪酸はトリグ
リセライドを下げる作用があることも
発表されています。
　あとはアルコールですが、アルコー
ルを取り過ぎるとトリグリセライドが
上がりますので、取り過ぎないように
することが有効だと思います。
　中村　基本的には摂取カロリーをあ
る程度減らさないといけないのでしょ
うか。
　田中　はい、摂取カロリーの過剰は
トリグリセライドを上昇させます。ア
ルコールは２単位ぐらいが適量といわ
れています。
　中村　HDLコレステロールについて
はどのように考えたらいいでしょうか。
最近、薬でHDLコレステロールを上げ
ても動脈硬化はあまりよくならないと
か、副作用で薬の開発が止まったとい
う話がありますが。
　田中　HDLコレステロールについて
は、適量のアルコールはHDLコレステ

ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020） （955）  27

2012_HONBUN.indd   26-27 2020/11/13   9:48



す。健常の大学生40人を対象にして卵
１個、だいたいコレステロールにして
180㎎ぐらい、または卵２個、350㎎ぐら
いを６週間連続で食べてもらい、LDL
コレステロールが上がるか下がるかを
検討しました。その結果、70％の対象
者はLDLコレステロールが上がりまし
た。ところが、30％の人は逆にLDLコ
レステロールが下がったのです。とい
うことで、非常に個体差、体質の違い
がLDLコレステロールに大きく影響す
ることがわかりました。
　中村　それは吸収とか合成とかが絡
むのでしょうか。
　田中　LDLコレステロールが上がっ
た対象者は腸管でのコレステロール吸
収マーカーが増加していて、LDLコレ
ステロールが下がった方は肝臓での合
成が低下していることがわかりました。
そういうことが絡んでくるのではない
かと思います。
　中村　そうすると、人によっては卵
黄をあまり食べ過ぎないほうがいい人
もいるのですね。
　田中　健常者の場合は、米国のガイ
ドラインでも、日本のガイドラインで
も、卵１個ぐらいはいいのではないで
しょうか。
　中村　卵白は食べたほうがいいので
すか。
　田中　卵白、これも私たちは研究し
ています。卵白は必須アミノ酸が豊富
で非常に良質な蛋白質ですし、内臓脂

肪蓄積を減らすということを発表して
います。卵白も腸管でのコレステロー
ルの吸収を抑制する。卵黄と逆ですが、
そういう作用もあることも発表してい
ます。
　中村　丸ごと食べたほうがいいので
すね。
　田中　はい。
　中村　次に飽和脂肪酸あるいは多価
不飽和脂肪酸、特にn-３やn-６と絡め
て、飽和脂肪酸はやはり抑えるべきで
しょうか。
　田中　飽和脂肪酸を減らすことで
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メタ解析でそういう結果が示されてい
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ステロールを下げるだけではなく、冠
動脈疾患の発生予防にも有用であるこ
とが示されています。
　それから、n-６系の多価不飽和脂肪
酸はLDLコレステロールを減らす作用
があるのですが、冠動脈疾患の予防効
果については、有効であるとの報告と
有効ではないとの報告があり、結果が
一致していない状況です。一つ注意す
るのは、n-６系の多価不飽和脂肪酸を
取り過ぎるとHDLコレステロールが下
がってしまうということもいわれてい
ます。
　それから、n-３系の多価不飽和脂肪
酸の場合は、LDLコレステロールにつ
いてはちょっと不明です。意見がまだ
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　あとはアルコールですが、アルコー
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上がりますので、取り過ぎないように
することが有効だと思います。
　中村　基本的には摂取カロリーをあ
る程度減らさないといけないのでしょ
うか。
　田中　はい、摂取カロリーの過剰は
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ロールを上げるといわれていますが、
アルコールは取り過ぎるとトリグリセ
ライドが上がって、今度は逆にHDLコ
レステロールが下がってしまいます。
　あと、トランス脂肪酸、マーガリン
とかショートニングとか、そういう食
物に多く含まれているといわれていま
すが、取り過ぎるとHDLコレステロ
ールが下がってしまいます。これには
注意が必要だと思います。あと、n-６
系の多価不飽和脂肪酸は取り過ぎると
HDLコレステロールを下げてしまうと
いう問題があると思います。そういう
ことにHDLコレステロールは注意が必

要だと思います。
　中村　それに加えて運動をしていた
だくとか、たばこはもちろんやめてい
ただくとか。
　田中　そうですね。運動はトリグリ
セライドを下げてHDLコレステロール
を上げます。たばこはHDLコレステロ
ールを下げてしまいますね。
　中村　食事だけでなくて、一般的な
生活にも気をつけなさいということで
しょうか。
　田中　はい。
　中村　どうもありがとうございまし
た。
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臨床栄養の最新情報（Ⅲ）

東京大学医学部附属病院病態栄養治療部准教授
窪　田　直　人

（聞き手　齊藤郁夫）

糖尿病における栄養療法

　齊藤　糖尿病ではまずは食事療法と
いうことになりますか。
　窪田　はい。例えば脂質異常症や高
血圧などでは、最近は、あまり生活習
慣に気を使わなくても、薬をのんでい
ればある程度良好にコントロールでき
るようになってきていると思います。
残念ながらまだ糖尿病の領域では、こ
の薬さえのんでいればあまり食事に気
をつけなくても大丈夫というものがな
いので、糖尿病の方はどうしても食事
に気を配っていただかなくてはいけな
いのが現状だと思います。
　齊藤　糖尿病患者さんの食事につい
て、その第一歩はどういうことを見る
のでしょうか。
　窪田　まず、その方の体格がどうな
のかを見ます。体格はBMIという数字
でとらえますが、それが非常に高く肥
満であったりすると、エネルギー過剰
ではないかと考えます。
　齊藤　BMIが25を超えていたら、と
いうことでしょうか。
　窪田　そうですね。25を超えると肥

満の定義に当てはまってきますので、
一つの目安になります。
　齊藤　それと、体脂肪量も見ますか。
　窪田　そうですね。最近は隠れ肥満
などもあるので、BMI 25未満でも可能
性は否定できないのですが、特に25を
超えているような方、あるいは最近体
重が急速に増えているような方だと体
脂肪量も増えている可能性があるので、
そういった方の場合は可能であれば体
脂肪量なども計測し、やはりそれも多
かったとなると食事療法が必要になっ
てくると思います。
　齊藤　食事についてはどういったポ
イントがありますか。
　窪田　いろいろなポイントがあるか
と思うのですが、やはり量の問題、内
容の問題、あとタイミングの問題が大
きなポイントになってくると思います。
　齊藤　タイミングについては、どう
いったポイントがあるのでしょうか。
　窪田　以前から夜遅く食べるのはよ
くないとか、食べてからすぐ寝るのは
よくないといわれてきていますが、最
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近はある一定時間、食べない時間を夜
から朝にかけてとったほうがいいとい
われています。理想的には、できれば
12時間ぐらい、仮に朝７時に食事を取
られる方でしたら夕食を夜７時ぐらい
までに取っていただくのが理想的では
ないかと思います。
　齊藤　時間の重要性は疫学的な研究
からわかってきているのですか。
　窪田　はい。疫学的にもいわれてい
ますし、最近では介入試験でも報告さ
れています。ちょっと極端ではあるの
ですが、前向きに同じ方にクロスオー
バー試験で、食事の内容を全部合わせ
て、夜の絶食時間が短めと長めの両方
のパターンで食べていただいてどうか、
ということを実施した研究も出てきて
います。やはり長いほうがいいという
結果が出ているので、ある一定のエビ
デンスはあるのではないかと思います。
　齊藤　夜遅く食べないほうがよいと
いうことですね。
　窪田　はい。
　齊藤　食事の内容としてはどういっ
たポイントがありますか。
　窪田　内容も様々あると思います。
三大栄養素の割合の問題というのもあ
りますし、最近少し摂取量が少なくて
問題になっているものとして、食物繊
維の量といったものなども挙げられる
かと思います。
　齊藤　食物繊維というと、どういっ
たものになるのでしょうか。

　窪田　代表的なものとして我々は野
菜から食物繊維を摂取するのですが、
これに加えていわゆる主食からの摂取
も重要といわれています。昔の日本人
は白米ではなくて玄米だったり麦ごは
んを食べていたり、最近ですと五穀米
とか、いわゆる全粒穀物といわれてい
るものからもけっこう食物繊維を取っ
ていました。実はそういったものを取
っていたほうが、糖尿病に限らず、い
ろいろな生活習慣病によいという結果
も報告されています。
　齊藤　脂質はどうでしょう。
　窪田　脂質も最近は、もちろん量も
大切なのですが、量以上に内容といい
ますか質が大切だといわれるようにな
ってきています。地中海食などがいい
といわれますが、地中海食ではよくオ
リーブ油などを調理に使います。飽和
脂肪酸を避けて、不飽和脂肪酸などを
意識して摂取したほうがいいこと、あ
るいはn-３系脂肪酸などもよいといわ
れていますので、量も大切ですが、質
も大切だといわれています。
　齊藤　その部分がインスリン分泌と
かインスリン抵抗性と関係するという
ことですか。
　窪田　はい。食事の量の問題がけっ
こう大きいので、そこを抜きには語れ
ないのですが、糖尿病が非常に増えて
しまった背景には、インスリン分泌低
下の遺伝素因に加えて環境要因、食事、
運動などを背景としたインスリン抵抗
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性が大きいと思います。そういう意味
ではその原因の一部である食事も大事
だと考えます。
　齊藤　それから、食べる順番とか、
あるいは早食いも問題だといわれます
ね。
　窪田　非常に重要な点だと思います。
最近では食べる順番も、野菜から食べ
て、その後、おかず、最後に主食がい
い、血糖値が上がりにくいといわれて
います。そういう順番を意識していた
だくことでゆっくり食べることができ
るという利点もあると思います。一番
よくないのは、いわゆる丼物みたいな
もので、しばしば早く食べてしまいが
ちですし、脂質も蛋白質も炭水化物も
いっぺんに取ってしまうと血糖値は上
がりやすく、また高血糖が遷延しやす
いといわれています。
　齊藤　野菜から食べて、最後に主食
に至るということですね。そこで、お
酒はどうでしょうか。
　窪田　一部の病気などではお酒がよ
い方向に作用するといわれているので
すが、すべての健康指数などを総合的
に勘案すると、一定量までは影響がな
いといわれていますが、明らかによい
というエビデンスは残念ながらありま
せん。個人差が大きいものではあるの
ですが、ある一定量以内にとどめてい
ただくのがよいかと思います。
　齊藤　食事については個人個人で違
うのですか。

　窪田　はい。薬以上に、個別化とい
いますか非常に個人差が大きいもので
す。薬だと規格も決まっていますし、
男性であっても女性であってもこれぐ
らいの血糖値でこれぐらいのインスリ
ン抵抗性なら、これぐらいの年齢の方
なら、まずはこの薬でこの量でという
ことになると思います。しかし、食事
は嗜好や習慣の問題もありますし、そ
れが準備できるかできないかや経済状
況等いろいろな問題があるので、患者
さんの生活スタイルに合わせた食事療
法を実践していただくことが大事です。
そうしないと結局、長い期間継続する
ことができず、いっときはよくても、
また元に戻ってしまうことになるので、
ほかの治療以上に個別化が大事だと思
います。
　齊藤　なかなか非専門医には難しい
と思うのですが、管理栄養士さんのサ
ポートをもらうような、遠隔的なシス
テムがあるといいですね。
　窪田　試験的にはもうすでに幾つか
始まっているところもありますし、今
後はそうしたIoTを用いた広い意味で
の遠隔医療の一部として保険点数など
も認められていく方向にあると聞いて
います。大きな病院であれば当然管理
栄養士さんが何人もいて、栄養指導を
オーダーすれば診ていただくことがで
きると思うのですが、それを日本中す
べての病院で行うのはいろいろな意味
で難しいと思います。栄養指導みたい
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は嗜好や習慣の問題もありますし、そ
れが準備できるかできないかや経済状
況等いろいろな問題があるので、患者
さんの生活スタイルに合わせた食事療
法を実践していただくことが大事です。
そうしないと結局、長い期間継続する
ことができず、いっときはよくても、
また元に戻ってしまうことになるので、
ほかの治療以上に個別化が大事だと思
います。
　齊藤　なかなか非専門医には難しい
と思うのですが、管理栄養士さんのサ
ポートをもらうような、遠隔的なシス
テムがあるといいですね。
　窪田　試験的にはもうすでに幾つか
始まっているところもありますし、今
後はそうしたIoTを用いた広い意味で
の遠隔医療の一部として保険点数など
も認められていく方向にあると聞いて
います。大きな病院であれば当然管理
栄養士さんが何人もいて、栄養指導を
オーダーすれば診ていただくことがで
きると思うのですが、それを日本中す
べての病院で行うのはいろいろな意味
で難しいと思います。栄養指導みたい

ドクターサロン64巻12月号（11 . 2020） （959）  31

2012_HONBUN.indd   30-31 2020/11/13   9:48



なものこそIoT技術を用いて遠隔医療
をすることが向いているといいますか、
可能なのではないかと思います。

　齊藤　今後の展開が非常に楽しみと
いうことですね。どうもありがとうご
ざいました。
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臨床栄養の最新情報（Ⅲ）

鳥取大学大学院再生医療学教授
久　留　一　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

高尿酸血症の栄養療法

　齊藤　高尿酸血症、それから痛風の
栄養療法ということでうかがいます。
　尿酸が高い人が増えてきているので
しょうか。
　久留　食生活の欧米化に伴いまして、
わが国の痛風患者さんは経年的に増加
しています。特に新しい統計では、2016
年度では痛風患者さんが110万人に達
していることがわかっていますし、ま
た、その原因の高尿酸血症も、男女、年
齢を問わず増加していて、現在約1,000
万人の高尿酸血症の方がいます。やは
り食生活は痛風、高尿酸血症に影響し
ているようです。
　齊藤　それでは基礎的な話になりま
すが、尿酸の代謝はどうなっています
か。
　久留　尿酸の代謝は、まず食事由来
のプリン体摂取、もしくは体の中で
ATPが分解したり、DNAから合成さ
れたりします。尿酸は１日に0.7g、体
の中で作られ、腎臓から0.5g尿中に、
消化管から0.2g便中に排泄されて、５
㎎/dLに保たれるようになっています

（図１）。
　齊藤　高尿酸のガイドラインがあっ
て、基本的な考え方はおよそ決まって
いるのですね。
　久留　これまでガイドラインでは、
尿酸合成が過剰になって高尿酸血症を
起こす尿酸産生過剰型の方、それから
腎臓から尿中への尿酸の排泄が低下し

図１　尿酸代謝
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り食生活は痛風、高尿酸血症に影響し
ているようです。
　齊藤　それでは基礎的な話になりま
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の中で作られ、腎臓から0.5g尿中に、
消化管から0.2g便中に排泄されて、５
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　齊藤　高尿酸のガイドラインがあっ
て、基本的な考え方はおよそ決まって
いるのですね。
　久留　これまでガイドラインでは、
尿酸合成が過剰になって高尿酸血症を
起こす尿酸産生過剰型の方、それから
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て起こす尿酸排泄低下型という２病型
がありました。今回、それに加えて消
化管からの尿酸の排泄が低下して尿酸
値が上がってくる腎外排泄低下型とい
う新しい病型が加わり、３病型になっ
ています（図２）。
　齊藤　そのような３つの病型をまず
分ける。その後、治療はどうなります
か。
　久留　薬の選択ですが、基本的に病
型分類別に薬を投与していただきます。
尿酸産生過剰型の方と消化管から尿酸
が出ない腎外排泄低下型の方は、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬、生成抑制
薬を、尿酸排泄低下型の方は尿酸排泄
促進薬を使うのですが、新たに選択的
尿酸再吸収阻害薬、ドチヌラドという
薬が出てきて、治療のバリエーション
が今後変わってくると思われます。
　齊藤　少し薬の話をしていただくと、
最近、幾つか新しい薬が出ていますね。
　久留　そうですね。キサンチンオキ
シダーゼ阻害薬は従来、プリン骨格を
持っているアロプリノールと、プリン
骨格を持たない非プリン骨格型のフェ
ブキソスタットと、トピロキソスタッ
トという２つのものがあり、トータル
で３つのキサンチンオキシダーゼ阻害
薬があるのですが、フェブキソスタッ
トとトピロキソスタットは安全性の面
から非常に使いやすいといわれていま
す。
　齊藤　そういった薬があるのですが、

薬の治療に入る前に生活指導になりま
すか。
　久留　そうなのです。特に先ほどお
話ししました尿酸産生過剰型の方や腎
外排泄低下型の方にはプリン体制限が
よく効くといわれています。それで、
このガイドライン第３版では高尿酸血
症は６、７、８のルールで行いますが、
まずアルコール制限を含む食事指導か
らスタートし、それでうまくいかない
場合には尿酸降下薬、という手順にな
っています。
　齊藤　生活指導の各論ですけれども、
まずは何をするのでしょうか。
　久留　重要なのがカロリー制限です。
BMIや体脂肪率が高くなると、それに
伴って血清尿酸値が高くなることが報
告されていて、特に私たちの検討でも
尿酸値が上昇してくると肥満の有病率
が極めて増加してきます。この肥満を
解消することで尿酸値が低下できるこ
とがわかっています。そこで、高尿酸
血症、生活習慣病すべてに当てはまる
のですが、適正なカロリー制限をまず
最初に行っていきます。
　齊藤　肥満と高尿酸血症の関連のメ
カニズムはわかっているのですか。
　久留　重要なところでして、肥満に
は皮下脂肪蓄積型と内臓脂肪蓄積型が
あるのですが、皮下脂肪蓄積型の方は
尿酸排泄低下型が、内臓脂肪蓄積型の
方は尿酸産生過剰型が多くなることが
わかっています。内臓脂肪面積を15％
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て起こす尿酸排泄低下型という２病型
がありました。今回、それに加えて消
化管からの尿酸の排泄が低下して尿酸
値が上がってくる腎外排泄低下型とい
う新しい病型が加わり、３病型になっ
ています（図２）。
　齊藤　そのような３つの病型をまず
分ける。その後、治療はどうなります
か。
　久留　薬の選択ですが、基本的に病
型分類別に薬を投与していただきます。
尿酸産生過剰型の方と消化管から尿酸
が出ない腎外排泄低下型の方は、キサ
ンチンオキシダーゼ阻害薬、生成抑制
薬を、尿酸排泄低下型の方は尿酸排泄
促進薬を使うのですが、新たに選択的
尿酸再吸収阻害薬、ドチヌラドという
薬が出てきて、治療のバリエーション
が今後変わってくると思われます。
　齊藤　少し薬の話をしていただくと、
最近、幾つか新しい薬が出ていますね。
　久留　そうですね。キサンチンオキ
シダーゼ阻害薬は従来、プリン骨格を
持っているアロプリノールと、プリン
骨格を持たない非プリン骨格型のフェ
ブキソスタットと、トピロキソスタッ
トという２つのものがあり、トータル
で３つのキサンチンオキシダーゼ阻害
薬があるのですが、フェブキソスタッ
トとトピロキソスタットは安全性の面
から非常に使いやすいといわれていま
す。
　齊藤　そういった薬があるのですが、

薬の治療に入る前に生活指導になりま
すか。
　久留　そうなのです。特に先ほどお
話ししました尿酸産生過剰型の方や腎
外排泄低下型の方にはプリン体制限が
よく効くといわれています。それで、
このガイドライン第３版では高尿酸血
症は６、７、８のルールで行いますが、
まずアルコール制限を含む食事指導か
らスタートし、それでうまくいかない
場合には尿酸降下薬、という手順にな
っています。
　齊藤　生活指導の各論ですけれども、
まずは何をするのでしょうか。
　久留　重要なのがカロリー制限です。
BMIや体脂肪率が高くなると、それに
伴って血清尿酸値が高くなることが報
告されていて、特に私たちの検討でも
尿酸値が上昇してくると肥満の有病率
が極めて増加してきます。この肥満を
解消することで尿酸値が低下できるこ
とがわかっています。そこで、高尿酸
血症、生活習慣病すべてに当てはまる
のですが、適正なカロリー制限をまず
最初に行っていきます。
　齊藤　肥満と高尿酸血症の関連のメ
カニズムはわかっているのですか。
　久留　重要なところでして、肥満に
は皮下脂肪蓄積型と内臓脂肪蓄積型が
あるのですが、皮下脂肪蓄積型の方は
尿酸排泄低下型が、内臓脂肪蓄積型の
方は尿酸産生過剰型が多くなることが
わかっています。内臓脂肪面積を15％
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減らすと血清尿酸値が有意に低下する
というデータが出まして、具体的には
体重を３％以上減らすと内臓脂肪が少
なくなって尿酸値が下がってきます。
　齊藤　カロリー制限の次はどういう
ことになりますか。
　久留　この後、プリン体制限を行っ
ていただくことになるのです。カロリ
ー制限を行っても尿酸値が低下しない
方にはプリン体制限を行います。疫学
調査から、プリン体摂取量に比例して
痛風が多いことがわかっています。食
品100g当たり200㎎以上プリン体を含
有するものを高プリン食といいますの
で、この過剰摂取に注意していただく。
例えば、レバー、マイワシ、白子、あ
んこうなど、こういうものは高プリン
食になります。目安として１日プリン
体摂取量400㎎程度にするとよいとい
われています。
　齊藤　次はどうでしょうか。
　久留　ここで一言加えておきたいの
がプリンリッチベジタブルというもの
です。これはよく「痛風では控えたほ
うがいいのではないですか」という質
問をいただくのですが、プリン体を
100g当たり50㎎以上含んでいる野菜の
ことをプリンリッチベジタブルといい
ます。例えば、ブロッコリーとかカリ
フラワーなのですが、これは肉や魚と
比較すると、プリンリッチベジタブル
のプリン体はそう多くないので、実際、
尿酸値に影響を与えません。ですので、

痛風発症とプリンリッチベジタブルの
摂取量とは関連がないことが疫学調査
でわかっています。プリンリッチベジ
タブルは痛風では控える必要はなく、
名前はプリンリッチですが、ちょっと
気をつけていただければと思います。
　齊藤　サプリメントはどうなのでし
ょうか。
　久留　これは最近重要でして、若返
りとか美肌とか、ダイエット中の栄養
補給ということでサプリメントが使わ
れます。特に健康食品のDNA/RNA、
ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、
ローヤルゼリー、こういうものはプリ
ン体リッチな食材でして、これをたく
さん食べると尿酸が上昇してしまうの
で、ちょっと気をつけていただきたい
と思います。
　齊藤　お酒はどうなりますか。
　久留　これは重要項目なのですが、
アルコール制限が重要です。アルコー
ルを一定以上飲むと、プリン分解が亢
進したり、尿酸排泄の低下が起こって
高尿酸血症になってきます。アルコー
ル量に比例して痛風が起こってくるこ
とがわかっていますので、やはりアル
コールは制限していただく必要があり
ます。
　齊藤　その目安はどうでしょう。
　久留　血清尿酸値に影響を与えない
目安として、日本酒なら１合、ビール
では350～500㏄、ウイスキーが60㏄、
ワインは細かいのですが148mLまでは
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血清尿酸値を上げないといわれていま
す。もちろんプリン体カット発泡酒、
これは全く尿酸値に影響しないことが
わかっていますし、一方でプリン体カ
ットビール、これも痛風を起こしにく
いことがわかっています。
　齊藤　そういうものに変えればよい
ということですね。
　久留　そうですね。
　齊藤　果物をたくさん食べる人がい
ますが、これはどうでしょう。
　久留　よく質問の中で、高尿酸血症
の患者さんに果物、ソフトドリンクに
ついて、どのぐらい制限すればよいで
すかと聞かれるのですが、果物の中の
果糖は尿酸値を増加させますので、果
糖を含む果物やソフトドリンクの毎日
の摂取には、気をつけていただく必要
があります。痛風発症に影響しない果
物の目安の量としては、リンゴやオレ
ンジは週に２～４個まで、ソフトドリ
ンクだと週に２～４人前程度、フルー
ツジュースは多くても毎日１人前程度
にしていただくのがよいといわれてい
ます。
　齊藤　それから、尿をアルカリ化し
ていくことも重要なのですか。
　久留　そうなのです。高尿酸血症の
痛風の方は酸性尿が非常に多いので、
尿路結石を作りやすいという合併症が
あります。１日に尿中に排泄される尿
酸を溶かして尿路結石を予防するには、
尿のpHが６の方は1,200㏄の尿量があ

れば尿アルカリ化はいりません。一方
で尿pHが５の方は2,000㏄尿量がない
と尿アルカリ化を加える必要がありま
す。尿アルカリ化としては、アルカリ
性食品ということで、ひじきやモズク、
昆布というような海藻類を取っていた
だくとpH６あたりまで上がってきま
す。そうすると1,200㏄ぐらいの尿量で
も十分尿酸を溶かすことができるので
す。
　齊藤　エビデンスをまとめていただ
くとどうなりますか。
　久留　ガイドラインからは尿酸値を
下げる食材としてDASH食、地中海食、
果物、大豆食、それから痛風発症を抑
制するものとして乳製品とコーヒーが
あります。一方で痛風を発症するもの
としてはアルコール、肉食、魚介類、
そして果糖ですので、気をつけていた
だきたいと思います。
　齊藤　生活習慣の修正について、患
者さんを個別化して行うということで
しょうか。
　久留　そうなのです。このガイドラ
インの場合、患者さんにアンケートを
取っています。そうしますと、食事指
導の重要性は理解できても、その効果
を実感できなくて、肥満の是正だけで
よいのではないかという意見をいただ
きますが、持続可能な食事指導を行う
ためにはカロリー制限と節酒を中心と
して高プリン食に偏らないということ
から、あまり過度に食養生を勧めると
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減らすと血清尿酸値が有意に低下する
というデータが出まして、具体的には
体重を３％以上減らすと内臓脂肪が少
なくなって尿酸値が下がってきます。
　齊藤　カロリー制限の次はどういう
ことになりますか。
　久留　この後、プリン体制限を行っ
ていただくことになるのです。カロリ
ー制限を行っても尿酸値が低下しない
方にはプリン体制限を行います。疫学
調査から、プリン体摂取量に比例して
痛風が多いことがわかっています。食
品100g当たり200㎎以上プリン体を含
有するものを高プリン食といいますの
で、この過剰摂取に注意していただく。
例えば、レバー、マイワシ、白子、あ
んこうなど、こういうものは高プリン
食になります。目安として１日プリン
体摂取量400㎎程度にするとよいとい
われています。
　齊藤　次はどうでしょうか。
　久留　ここで一言加えておきたいの
がプリンリッチベジタブルというもの
です。これはよく「痛風では控えたほ
うがいいのではないですか」という質
問をいただくのですが、プリン体を
100g当たり50㎎以上含んでいる野菜の
ことをプリンリッチベジタブルといい
ます。例えば、ブロッコリーとかカリ
フラワーなのですが、これは肉や魚と
比較すると、プリンリッチベジタブル
のプリン体はそう多くないので、実際、
尿酸値に影響を与えません。ですので、

痛風発症とプリンリッチベジタブルの
摂取量とは関連がないことが疫学調査
でわかっています。プリンリッチベジ
タブルは痛風では控える必要はなく、
名前はプリンリッチですが、ちょっと
気をつけていただければと思います。
　齊藤　サプリメントはどうなのでし
ょうか。
　久留　これは最近重要でして、若返
りとか美肌とか、ダイエット中の栄養
補給ということでサプリメントが使わ
れます。特に健康食品のDNA/RNA、
ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、
ローヤルゼリー、こういうものはプリ
ン体リッチな食材でして、これをたく
さん食べると尿酸が上昇してしまうの
で、ちょっと気をつけていただきたい
と思います。
　齊藤　お酒はどうなりますか。
　久留　これは重要項目なのですが、
アルコール制限が重要です。アルコー
ルを一定以上飲むと、プリン分解が亢
進したり、尿酸排泄の低下が起こって
高尿酸血症になってきます。アルコー
ル量に比例して痛風が起こってくるこ
とがわかっていますので、やはりアル
コールは制限していただく必要があり
ます。
　齊藤　その目安はどうでしょう。
　久留　血清尿酸値に影響を与えない
目安として、日本酒なら１合、ビール
では350～500㏄、ウイスキーが60㏄、
ワインは細かいのですが148mLまでは
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血清尿酸値を上げないといわれていま
す。もちろんプリン体カット発泡酒、
これは全く尿酸値に影響しないことが
わかっていますし、一方でプリン体カ
ットビール、これも痛風を起こしにく
いことがわかっています。
　齊藤　そういうものに変えればよい
ということですね。
　久留　そうですね。
　齊藤　果物をたくさん食べる人がい
ますが、これはどうでしょう。
　久留　よく質問の中で、高尿酸血症
の患者さんに果物、ソフトドリンクに
ついて、どのぐらい制限すればよいで
すかと聞かれるのですが、果物の中の
果糖は尿酸値を増加させますので、果
糖を含む果物やソフトドリンクの毎日
の摂取には、気をつけていただく必要
があります。痛風発症に影響しない果
物の目安の量としては、リンゴやオレ
ンジは週に２～４個まで、ソフトドリ
ンクだと週に２～４人前程度、フルー
ツジュースは多くても毎日１人前程度
にしていただくのがよいといわれてい
ます。
　齊藤　それから、尿をアルカリ化し
ていくことも重要なのですか。
　久留　そうなのです。高尿酸血症の
痛風の方は酸性尿が非常に多いので、
尿路結石を作りやすいという合併症が
あります。１日に尿中に排泄される尿
酸を溶かして尿路結石を予防するには、
尿のpHが６の方は1,200㏄の尿量があ

れば尿アルカリ化はいりません。一方
で尿pHが５の方は2,000㏄尿量がない
と尿アルカリ化を加える必要がありま
す。尿アルカリ化としては、アルカリ
性食品ということで、ひじきやモズク、
昆布というような海藻類を取っていた
だくとpH６あたりまで上がってきま
す。そうすると1,200㏄ぐらいの尿量で
も十分尿酸を溶かすことができるので
す。
　齊藤　エビデンスをまとめていただ
くとどうなりますか。
　久留　ガイドラインからは尿酸値を
下げる食材としてDASH食、地中海食、
果物、大豆食、それから痛風発症を抑
制するものとして乳製品とコーヒーが
あります。一方で痛風を発症するもの
としてはアルコール、肉食、魚介類、
そして果糖ですので、気をつけていた
だきたいと思います。
　齊藤　生活習慣の修正について、患
者さんを個別化して行うということで
しょうか。
　久留　そうなのです。このガイドラ
インの場合、患者さんにアンケートを
取っています。そうしますと、食事指
導の重要性は理解できても、その効果
を実感できなくて、肥満の是正だけで
よいのではないかという意見をいただ
きますが、持続可能な食事指導を行う
ためにはカロリー制限と節酒を中心と
して高プリン食に偏らないということ
から、あまり過度に食養生を勧めると
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外来ドロップアウトしてしまうという
欠点があります。
　齊藤　患者さんの価値観を尊重し、
バランスを取りながら生活習慣の修正

と薬でコントロールしていくというこ
とでしょうか。
　久留　そのとおりです。
　齊藤　ありがとうございました。
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臨床栄養の最新情報（Ⅲ）

東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科特任講師
上　羽　瑠　美

（聞き手　大西　真）

嚥下障害と栄養療法

　大西　上羽先生、嚥下障害と栄養療
法というテーマでうかがいたいと思い
ます。
　まず嚥下障害が今、非常に問題にな
っていますが、いろいろな原因がある
かと思います。そのあたりから教えて
いただけますか。
　上羽　まず、嚥下というのは難しい
言い方ですが、簡単に言うと、食べ物
を口に入れて、もぐもぐして、ごっく
んして、食道というところを通って胃
まで送る、その一連の流れのことを嚥
下といいます。嚥下障害とは、その嚥
下という流れがやられてしまう、障害
される、そういうことを起こす病気す
べてが原因になっています。特に昨今
では高齢者が増えてきています。医療
の技術がとても上がっていますので、
そういう医療の技術の進歩によって今
まで助けられなかった方が助けられて、
すごくありがたいことなのですが、飲
み込みの機能がまだうまく成長できて
いないお子さんであったり脳卒中の患
者さんがしっかりリハビリされていく

過程では、嚥下はつきものです。いろ
いろな方が嚥下に問題を抱えている時
代になってきていると思います。
　大西　がんの患者さんとか、様々な
疾患の方がいらっしゃるでしょうから
ね。
　上羽　そうですね。飲み込みという
ことに関しては、がんの患者さん、消
化器のものであったり、もちろん口か
ら鼻、のどにかけてのがんの方もそう
です。それだけではなく、栄養という
観点でいえば、いろいろながん、大腸
がんでもそうです。肺がんでもそうで
す。それから脳の腫瘍でも、いろいろ
な意味で嚥下の問題が起こってくると
思います。
　大西　高齢の方が増えていて、誤嚥
性肺炎などもかなり問題になっていま
すね。あと、筋肉量なども低下してき
ますかね。サルコペニアというのです
か。
　上羽　サルコペニアという言葉は昨
今よく用いられていて、筋肉量の低下
によって起きてくるいろいろな病態で
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外来ドロップアウトしてしまうという
欠点があります。
　齊藤　患者さんの価値観を尊重し、
バランスを取りながら生活習慣の修正

と薬でコントロールしていくというこ
とでしょうか。
　久留　そのとおりです。
　齊藤　ありがとうございました。
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臨床栄養の最新情報（Ⅲ）

東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科特任講師
上　羽　瑠　美

（聞き手　大西　真）

嚥下障害と栄養療法

　大西　上羽先生、嚥下障害と栄養療
法というテーマでうかがいたいと思い
ます。
　まず嚥下障害が今、非常に問題にな
っていますが、いろいろな原因がある
かと思います。そのあたりから教えて
いただけますか。
　上羽　まず、嚥下というのは難しい
言い方ですが、簡単に言うと、食べ物
を口に入れて、もぐもぐして、ごっく
んして、食道というところを通って胃
まで送る、その一連の流れのことを嚥
下といいます。嚥下障害とは、その嚥
下という流れがやられてしまう、障害
される、そういうことを起こす病気す
べてが原因になっています。特に昨今
では高齢者が増えてきています。医療
の技術がとても上がっていますので、
そういう医療の技術の進歩によって今
まで助けられなかった方が助けられて、
すごくありがたいことなのですが、飲
み込みの機能がまだうまく成長できて
いないお子さんであったり脳卒中の患
者さんがしっかりリハビリされていく

過程では、嚥下はつきものです。いろ
いろな方が嚥下に問題を抱えている時
代になってきていると思います。
　大西　がんの患者さんとか、様々な
疾患の方がいらっしゃるでしょうから
ね。
　上羽　そうですね。飲み込みという
ことに関しては、がんの患者さん、消
化器のものであったり、もちろん口か
ら鼻、のどにかけてのがんの方もそう
です。それだけではなく、栄養という
観点でいえば、いろいろながん、大腸
がんでもそうです。肺がんでもそうで
す。それから脳の腫瘍でも、いろいろ
な意味で嚥下の問題が起こってくると
思います。
　大西　高齢の方が増えていて、誤嚥
性肺炎などもかなり問題になっていま
すね。あと、筋肉量なども低下してき
ますかね。サルコペニアというのです
か。
　上羽　サルコペニアという言葉は昨
今よく用いられていて、筋肉量の低下
によって起きてくるいろいろな病態で
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第64巻12月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、６篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「臨床栄養の最新情報」シリーズの第３回
として、４篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※巻末には2020年〈64巻〉総目次を付しました。
　【新年の展望：13篇、DOCTOR-SALON欄：89篇、KYORIN-Symposia欄：

３テーマ50篇、海外文献紹介欄：３領域、ドクターサロン ANNEX欄：３
篇】の収録となりました。

※尚、海外文献紹介シリーズは、今月号を持ちまして連載を終了いたします。
　喘息シリーズの坂本芳雄先生、糖尿病シリーズの佐藤譲先生、動脈硬化シ
リーズの中村治雄先生には、長い間ご執筆いただきましたこと、心より御
礼申し上げます。

※2020年も滞りなく64巻を完了することができました。
　ご指導（ご支援）・ご鞭撻（ご教示）賜りました読者・執筆者の先生方には、
謹んで御礼申し上げます。

後記にかえて
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使われる用語ですが、このような筋肉
量、栄養の低下とともに起こってくる
ような病気によっても、嚥下機能は落
ちてきてしまうと思います。
　大西　それでは次に、嚥下障害と栄
養管理、このあたりは非常に密接な関
係があるかと思いますが、教えていた
だけますか。
　上羽　嚥下は、何かしら物を食べる
と指令が入って、それを動かす筋肉の
問題なので、栄養という意味では筋肉
の量、それから筋力、そういうものが
重要になってくると思います。例えば、
筋肉がやせてしまうような状態の方、
高齢の方であったり、低栄養の方であ
ったり、筋萎縮性の進行性の病気であ
るような方は、飲み込みの筋肉がしっ
かりと働かなくなってくるので、嚥下
が悪く、間違って食べ物や何かが気管
に入る誤嚥を起こしやすい。つまり、
栄養管理は、まずそういう病気の方に
関しては筋力の低下をなるべく進行を
ゆっくりにする蛋白質のようなエネル
ギーを多く入れてあげる管理も大切か
と思います。
　逆にいえば、何かしらの病気があっ
て、そのために栄養がうまく摂れなく
なる、がんの方であったり、いろいろ
な背景がありますが、そういう方が
徐々に栄養が摂れなくなって機能が低
下することも当然あるわけです。我々
としては（私は頭頸部外科医でもあり
ますけれども）、嚥下の飲み込みの機

能が低下することがあらかじめ予想さ
れる場合には、予防もしっかり考えて
おかなければいけないと思います。
　大西　大きな手術など、いろいろあ
りますよね。そういった対策が必要だ
ということですね。
　上羽　はい。
　大西　次に摂食嚥下と栄養アセスメ
ントを教えていただけますか。
　上羽　まず栄養アセスメントという
ことでいえば、低栄養の指標であった
り、活動量がどのようなものかは、当
然NSTなどのグループで評価されてい
ると思います。栄養と嚥下と一緒に評
価していくのが昨今の時代の流れかと
思いますので、栄養の評価をするとき
に同時にこの方の嚥下機能がどのくら
いの状態なのか、例えば、意識レベル
であったり、口の中の環境であったり、
ごっくんするときののどの動きであっ
たりと全般をとらえた上で、この方に
はこういう栄養管理がいいかなという
提案をしていくべきだと思います。
　例えば呼吸の障害があるような方、
動いていて呼吸をいっぱい使うような
方の栄養であれば、食べることができ
ない状態であったとしても、栄養剤に
は呼吸の障害があることを想定した栄
養剤を使うとか、脂肪酸を選定して選
んでいくとか、そういうことも必要か
と思います。
　大西　栄養管理の上では、消化管、
胃腸ですね、その中での食物の動きと
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か、そういったことも非常に重要では
ないかと思いますが。
　上羽　飲み込みということは、口に
入ったものがのどから食道に入ってと
いう流れですが、その中で、腸に行っ
て蠕動運動で消化される間に、途中で
例えば適切ではない位置のところに戻
ってしまう。具体例でいえば、胃食道
逆流であったり、食道内での逆流であ
ったり、そういうことからも実は飲み
込みの問題というのは、のどだけでは
なくて、消化管全体で考えなければい
けない問題だと思っています。
　例えば、食道の動きが悪い方はなか
なか自分では自覚症状を訴えないので
すが、胸やけがあるとか、ゲップがあ
るとか、症状を少し聞いてみることに
よって、実は食道の蠕動運動がもとも
と悪いかもしれないということがわか
ります。そのような方では、食べてす
ぐ横になってしまったりすると、当然
逆流によって誤嚥を起こしたりもしま
すので、一つのところだけを見るので
はなく、口からのど、のどから食道、
食道から胃、さらには腸に行ったら、
便秘などをしていたら、次におなかに
行ったら気持ちが悪いとか、そういう
ことも考えなければいけないので、嚥
下というのは消化管全体で見たいと思
っています。
　大西　膠原病の一種だとかいろいろ
な病気とも関係があるのですよね。
　上羽　皮膚筋炎の方や、全身性エリ

テマトーデスの方とかは食道の蠕動が
悪くなることがいわれているので、自
覚はないのだけれども実は危ないこと
もあるかと思います。
　大西　先生は耳鼻咽喉科医でいらっ
しゃいますが、私も耳鼻科の先生に嚥
下機能の評価をお願いすることがある
のです。評価としては重要なのでしょ
うか。
　上羽　重要だと思っていただきたい
のです。評価方法として、一般的に私
はいきなり何かしらの検査をしましょ
うと患者さんにいうのではなく、まず
は患者さんが今どういう状態か、表情
や、手から足からいろいろな動きなど、
全身を見ます。診察をした上で、この
方にはこういうことが起こっているの
か、つまりバックグラウンドの疾患を
考えた上で検査に臨みます。検査とし
ては、鼻からのどまで見る内視鏡を使
った嚥下内視鏡検査であったり、昔か
らされている造影剤を実際飲んでいた
だいて誤嚥するかどうかを見る検査、
ちょっと怖いのですが、それらによっ
て、具体的にどういう状態かを見極め
るようにしています。
　大西　嚥下機能に合った適切な食事
とか摂食方法の評価とか指導を教えて
いただけますか。
　上羽　まず嚥下機能といっても、口、
のど、いろいろな機能があって、嚥下
の動きについては、認知期、準備期、
口腔期、咽頭期、食道期と分けられる
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使われる用語ですが、このような筋肉
量、栄養の低下とともに起こってくる
ような病気によっても、嚥下機能は落
ちてきてしまうと思います。
　大西　それでは次に、嚥下障害と栄
養管理、このあたりは非常に密接な関
係があるかと思いますが、教えていた
だけますか。
　上羽　嚥下は、何かしら物を食べる
と指令が入って、それを動かす筋肉の
問題なので、栄養という意味では筋肉
の量、それから筋力、そういうものが
重要になってくると思います。例えば、
筋肉がやせてしまうような状態の方、
高齢の方であったり、低栄養の方であ
ったり、筋萎縮性の進行性の病気であ
るような方は、飲み込みの筋肉がしっ
かりと働かなくなってくるので、嚥下
が悪く、間違って食べ物や何かが気管
に入る誤嚥を起こしやすい。つまり、
栄養管理は、まずそういう病気の方に
関しては筋力の低下をなるべく進行を
ゆっくりにする蛋白質のようなエネル
ギーを多く入れてあげる管理も大切か
と思います。
　逆にいえば、何かしらの病気があっ
て、そのために栄養がうまく摂れなく
なる、がんの方であったり、いろいろ
な背景がありますが、そういう方が
徐々に栄養が摂れなくなって機能が低
下することも当然あるわけです。我々
としては（私は頭頸部外科医でもあり
ますけれども）、嚥下の飲み込みの機

能が低下することがあらかじめ予想さ
れる場合には、予防もしっかり考えて
おかなければいけないと思います。
　大西　大きな手術など、いろいろあ
りますよね。そういった対策が必要だ
ということですね。
　上羽　はい。
　大西　次に摂食嚥下と栄養アセスメ
ントを教えていただけますか。
　上羽　まず栄養アセスメントという
ことでいえば、低栄養の指標であった
り、活動量がどのようなものかは、当
然NSTなどのグループで評価されてい
ると思います。栄養と嚥下と一緒に評
価していくのが昨今の時代の流れかと
思いますので、栄養の評価をするとき
に同時にこの方の嚥下機能がどのくら
いの状態なのか、例えば、意識レベル
であったり、口の中の環境であったり、
ごっくんするときののどの動きであっ
たりと全般をとらえた上で、この方に
はこういう栄養管理がいいかなという
提案をしていくべきだと思います。
　例えば呼吸の障害があるような方、
動いていて呼吸をいっぱい使うような
方の栄養であれば、食べることができ
ない状態であったとしても、栄養剤に
は呼吸の障害があることを想定した栄
養剤を使うとか、脂肪酸を選定して選
んでいくとか、そういうことも必要か
と思います。
　大西　栄養管理の上では、消化管、
胃腸ですね、その中での食物の動きと
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か、そういったことも非常に重要では
ないかと思いますが。
　上羽　飲み込みということは、口に
入ったものがのどから食道に入ってと
いう流れですが、その中で、腸に行っ
て蠕動運動で消化される間に、途中で
例えば適切ではない位置のところに戻
ってしまう。具体例でいえば、胃食道
逆流であったり、食道内での逆流であ
ったり、そういうことからも実は飲み
込みの問題というのは、のどだけでは
なくて、消化管全体で考えなければい
けない問題だと思っています。
　例えば、食道の動きが悪い方はなか
なか自分では自覚症状を訴えないので
すが、胸やけがあるとか、ゲップがあ
るとか、症状を少し聞いてみることに
よって、実は食道の蠕動運動がもとも
と悪いかもしれないということがわか
ります。そのような方では、食べてす
ぐ横になってしまったりすると、当然
逆流によって誤嚥を起こしたりもしま
すので、一つのところだけを見るので
はなく、口からのど、のどから食道、
食道から胃、さらには腸に行ったら、
便秘などをしていたら、次におなかに
行ったら気持ちが悪いとか、そういう
ことも考えなければいけないので、嚥
下というのは消化管全体で見たいと思
っています。
　大西　膠原病の一種だとかいろいろ
な病気とも関係があるのですよね。
　上羽　皮膚筋炎の方や、全身性エリ

テマトーデスの方とかは食道の蠕動が
悪くなることがいわれているので、自
覚はないのだけれども実は危ないこと
もあるかと思います。
　大西　先生は耳鼻咽喉科医でいらっ
しゃいますが、私も耳鼻科の先生に嚥
下機能の評価をお願いすることがある
のです。評価としては重要なのでしょ
うか。
　上羽　重要だと思っていただきたい
のです。評価方法として、一般的に私
はいきなり何かしらの検査をしましょ
うと患者さんにいうのではなく、まず
は患者さんが今どういう状態か、表情
や、手から足からいろいろな動きなど、
全身を見ます。診察をした上で、この
方にはこういうことが起こっているの
か、つまりバックグラウンドの疾患を
考えた上で検査に臨みます。検査とし
ては、鼻からのどまで見る内視鏡を使
った嚥下内視鏡検査であったり、昔か
らされている造影剤を実際飲んでいた
だいて誤嚥するかどうかを見る検査、
ちょっと怖いのですが、それらによっ
て、具体的にどういう状態かを見極め
るようにしています。
　大西　嚥下機能に合った適切な食事
とか摂食方法の評価とか指導を教えて
いただけますか。
　上羽　まず嚥下機能といっても、口、
のど、いろいろな機能があって、嚥下
の動きについては、認知期、準備期、
口腔期、咽頭期、食道期と分けられる
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のです。では、どこが障害されている
か。例えば、口がもぐもぐできないよ
うな、歯がないような方で義歯がある
ような方ですと、それに合ったものと
かやわらかいもの、それから舌の状態
で口の中でまとまりやすくできる、つ
ぶしやすいもの。いろいろ口腔の状態
を考えて、こういう食形態がいいねと
か。あとはのどに関していえば、ごっ
くんする間に、のどの動きが遅いので、
水とかだと間違ってむせやすいかもし
れない。そういう場合は咽頭期が少し
落ちていると思うので、スピードを補
うためにゆっくり落とすためのとろみ
をつける。とろみもその方に合って、
薄めであったり、中間の程度であった
り、濃いめであったり、そういう使い
分けをしていけるとよいかと思います。
　大西　そのとろみの調整食品につい
て少し教えていただけますか。
　上羽　実は私、とろみ調整食品のオ
タクみたいに、趣味で研究などいろい
ろしているのです。とろみ調整食品、
わかりやすく言うと、とろみをつける
ための粉です。液体に入れる量によっ
てとろみの粘度が変わってくるので、
それで患者さんに合ったとろみをつけ
ることができる魔法の粉というか、そ
ういう粉です。その粉の種類によって
はいろいろな液体にとろみをつけるこ
とができます。とろみをつけたら甘く
なると昔いわれていたのですが、最近
では味が変わらないようなとろみの魔

法の粉が出てきたりとか、各社いろい
ろ販売している実情があるようです。
　大西　嚥下障害があっても、患者さ
んは、あれ食べたいとか、摂食の楽し
みはとても重要なことだと思うのです
が、そのあたりについて教えていただ
けますか。
　上羽　私がどうして嚥下障害の患者
さんをよくみるようになったかという
と、自分が食べるのが好きだからなの
です。ですから、患者さんには食べる
楽しみを少しでも味わってもらいたい。
できないといわれても、できない中で
も少しでも食べていただきたいという
ところがあって、いろいろやっている
のです。例えば先ほどいったとろみ調
整食品をうまく使って、お酒に少しと
ろみをつける。医師がお酒を飲んでも
いいというのはちょっと問題があるか
もしれませんが、少しでも自分が食べ
たいもの、コーヒーとか嗜好品とか、
その方に合った食事の形態やとろみの
状態で提供できるようなスイーツとか
ができないだろうかとか、少しそうい
う工夫もできるかと思います。例えば、
とろみのものだけではなくて、スイー
ツとしてプリンとかゼリーとかをアル
コールで作ってみたり、好きなジュー
スで作ったりとか、お子さんから成人
の方までできるようなレシピの紹介を、
SNSで無料配信しています。
　大西　最後に、嚥下の患者さんに対
して、訓練、手術治療なども検討され
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ることがあるかと思いますが、そのあ
たりを教えていただけますか。
　上羽　私の専門は耳鼻咽喉科、頭頸
部外科なので、手術治療という選択肢
を持っています。まずは患者さんを何
かしらのかたちで救う手段として、も
ちろんリハビリテーションは当然する
と思いますし、先ほどの食事の適正な
選定などもしています。それでもどう
しても、あともう一歩、何かすること
によって食べられる助けができるかも
しれない、この方が食べられるにはど
うしたらいいのだろうと考えた次の手
段として、手術治療を選択しています。

手術の中には、飲み込みがしやすくな
るようにのどの形を変えてあげること
で、誤嚥しにくい形に作り直すという
手術があります。その手術を受けて新
しく訓練、再スタートできる患者さん
もいらっしゃいます。中には声を犠牲
にしなければいけないのですが、誤嚥
防止手術といって、誤嚥をしないとい
う手術もあります。誤嚥をストップさ
せることで、安心して栄養をしっかり
取ることができる状態にさせることが
でき、体力の回復につなげるというメ
リットがあります。
　大西　ありがとうございました。
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くんする間に、のどの動きが遅いので、
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うためにゆっくり落とすためのとろみ
をつける。とろみもその方に合って、
薄めであったり、中間の程度であった
り、濃いめであったり、そういう使い
分けをしていけるとよいかと思います。
　大西　そのとろみの調整食品につい
て少し教えていただけますか。
　上羽　実は私、とろみ調整食品のオ
タクみたいに、趣味で研究などいろい
ろしているのです。とろみ調整食品、
わかりやすく言うと、とろみをつける
ための粉です。液体に入れる量によっ
てとろみの粘度が変わってくるので、
それで患者さんに合ったとろみをつけ
ることができる魔法の粉というか、そ
ういう粉です。その粉の種類によって
はいろいろな液体にとろみをつけるこ
とができます。とろみをつけたら甘く
なると昔いわれていたのですが、最近
では味が変わらないようなとろみの魔

法の粉が出てきたりとか、各社いろい
ろ販売している実情があるようです。
　大西　嚥下障害があっても、患者さ
んは、あれ食べたいとか、摂食の楽し
みはとても重要なことだと思うのです
が、そのあたりについて教えていただ
けますか。
　上羽　私がどうして嚥下障害の患者
さんをよくみるようになったかという
と、自分が食べるのが好きだからなの
です。ですから、患者さんには食べる
楽しみを少しでも味わってもらいたい。
できないといわれても、できない中で
も少しでも食べていただきたいという
ところがあって、いろいろやっている
のです。例えば先ほどいったとろみ調
整食品をうまく使って、お酒に少しと
ろみをつける。医師がお酒を飲んでも
いいというのはちょっと問題があるか
もしれませんが、少しでも自分が食べ
たいもの、コーヒーとか嗜好品とか、
その方に合った食事の形態やとろみの
状態で提供できるようなスイーツとか
ができないだろうかとか、少しそうい
う工夫もできるかと思います。例えば、
とろみのものだけではなくて、スイー
ツとしてプリンとかゼリーとかをアル
コールで作ってみたり、好きなジュー
スで作ったりとか、お子さんから成人
の方までできるようなレシピの紹介を、
SNSで無料配信しています。
　大西　最後に、嚥下の患者さんに対
して、訓練、手術治療なども検討され
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ることがあるかと思いますが、そのあ
たりを教えていただけますか。
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部外科なので、手術治療という選択肢
を持っています。まずは患者さんを何
かしらのかたちで救う手段として、も
ちろんリハビリテーションは当然する
と思いますし、先ほどの食事の適正な
選定などもしています。それでもどう
しても、あともう一歩、何かすること
によって食べられる助けができるかも
しれない、この方が食べられるにはど
うしたらいいのだろうと考えた次の手
段として、手術治療を選択しています。

手術の中には、飲み込みがしやすくな
るようにのどの形を変えてあげること
で、誤嚥しにくい形に作り直すという
手術があります。その手術を受けて新
しく訓練、再スタートできる患者さん
もいらっしゃいます。中には声を犠牲
にしなければいけないのですが、誤嚥
防止手術といって、誤嚥をしないとい
う手術もあります。誤嚥をストップさ
せることで、安心して栄養をしっかり
取ることができる状態にさせることが
でき、体力の回復につなげるというメ
リットがあります。
　大西　ありがとうございました。
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