
東京医科歯科大学発生発達病態学分野小児科教授
森　尾　友　宏

（聞き手　池脇克則）

　家族性地中海熱の診断方法についてご教示ください。
 ＜兵庫県開業医＞

家族性地中海熱

　池脇　森尾先生、この病気の歴史と
いうのは古いのでしょうか。
　森尾　1945年に報告されたものが最
初だといわれているのですが、しっか
りした名前と論文は1950年代、60年代
にたくさん報告されるようになってき
て確立してきたと考えていいと思いま
す。
　池脇　やはり名前のとおり地中海一
帯からの報告がきっかけ、ということ
なのでしょうか。
　森尾　おっしゃるとおりで、ユダヤ
人やトルコ人、アルメニア人などに多
かったことから家族性地中海熱という
名前になっています。
　池脇　そうはいっても、日本でも患
者さんはいらっしゃるのですよね。
　森尾　はい。比較的多いといってい
いのか、少ないといっていいのか、10
万人に１人ぐらいだといわれています

ので、500～1,000人ぐらいの患者さん
はいらっしゃると思います。
　池脇　病名に熱というのがあります
から、症状の中心的なものとして熱と
いうのが特徴なのでしょうか。
　森尾　はい。主たる症状は熱と考え
ていただいていいと思います。
　池脇　どういう熱なのですか。
　森尾　典型的には12～72時間続く38
度以上の熱といわれています。これは
１回だけではなくて、３回以上繰り返
す、そういう発熱であると定義されて
います。
　池脇　不思議ですね。比較的短期と
いっていいのかわかりませんが、せい
ぜい長くても72時間で自然におさまる。
　森尾　そうですね。典型的には４週
間、少し幅を持たせると２～６週間に
一度ぐらい熱が出る。本当に周期的に
熱が来るところが特徴です。
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ることになりますか。
　森尾　CRPが上がっていますし、血
清アミロイドAもすごく高くなります。
重要なことは、間欠期といいますか、
本当に３日以内に完全にそれが消えて
しまう。熱も、痛みも、炎症もけろっ
となくなるというのが特徴です。
　池脇　診断といっても、ワンポイン
トで診断するのはなかなか難しそうで
すね。やはり経緯の中で、毎月起こっ
ているようだなというところが一つの
きっかけですか。
　森尾　おっしゃるとおりです。
　池脇　遺伝子がわかったということ
になれば、臨床症状だけではなくて、
遺伝子診断も当然出てくるということ
ですね。
　森尾　一番は臨床症状、そして検査
データが重要ですが、典型的に今いっ
たような発熱とか腹痛や胸痛を定期的
に起こすような方でない場合、遺伝子
診断はすごく重要になってきます。
　池脇　遺伝子の変異は、日本人だと
こういうものが多いとか、あるいはユ
ダヤ人だとこういうものだとか、人種
によって多少特徴があるのでしょうか。
　森尾　だいたい決まったところの変
異が報告されているのですが、例えば
パイリンをコードする遺伝子のエクソ
ン10のところでメチオニンがイソロイ
シンに変わる、694番目のメチオニン
がイソロイシンに変わるというのが非
常に典型的な家族性地中海熱の変異で

す。ただ、そうではなくて、ほかの場
所に変異がある場合もよくあります。
その場合にはそれ単独ではなかなか結
論が出ない、確定診断にはならないの
ですが、ある薬を使って反応があるか
どうかも、非常に重要な決め手になっ
てきます。
　池脇　それは多分治療のところでも
絡んでくると思いますから、またあと
からお聞きします。基本的なところで
遺伝形式は何なのでしょうか。
　森尾　もともとは常染色体劣性遺伝
といわれていたのですが、常染色体優
性遺伝のものもパラパラと見つかって
きています。
　池脇　何か複雑ですね。
　森尾　はい。いわゆる孤発例もあり
ますので、複雑です。
　池脇　この疾患の診断ということで
すが、当然治療も大事です。どういう
治療が主流なのでしょうか。
　森尾　コルヒチンが特効薬だといわ
れています。
　池脇　私は内科ですから、コルヒチ
ンというと痛風の発作の前兆のときに
と思いますが、あれを使うのですか。
　森尾　そうです。
　池脇　基本的には主流の薬なのです
ね。
　森尾　はい、主流の薬です。
　池脇　使い方は、ぐあいの悪いとき
に使うのではなくて、常に使っていく
のですか。

　池脇　患者さんは比較的若い年齢層
なのですか。
　森尾　はい。欧米だと小児の時期に
発症するといわれているのですが、日
本では比較的遅くて、2009年に福島県
立医科大学の右田先生が調査されたと
きには平均が18歳とか19歳といわれた
こともあります。だいたい10歳ぐらい
までに６～７割の方が発症して、20歳
までに９割ぐらいと考えておくといい
かもしれません。
　池脇　ある程度の幅はあるけれども、
例えば10歳ぐらいのお子さんが突然38
度を超える熱、それを毎月繰り返すと
いうのは本人にとっても辛いですね。
　森尾　おっしゃるとおりですね。
　池脇　症状は熱だけですか。
　森尾　いいえ。熱に加えて、副症状
というのが重要で、くくると漿膜炎と
いわれています。
　池脇　それは例えば腹膜炎で腹痛と
か、胸膜炎だったら胸痛、心膜炎もあ
りますね。
　森尾　おっしゃるとおりです。多い
症状として腹痛があります。かなり強
い痛みで、６～７割ぐらいの方が腹痛
を起こすといわれています。
　池脇　そうすると、それを発作とい
っていいかわかりませんが、症状が出
ているときには高熱もあるけれども、
多分本人にとって一番辛いのはおなか
が痛いこと。
　森尾　そうですね。

　池脇　場合によっては救急外来に受
診されるようなケースもあるのですか。
　森尾　そうですね。
　池脇　小さなお子さんで腹痛で発熱
となると、通常は例えば虫垂炎などを
考えますね。なかなか家族性地中海熱
とは結びつかない。そういった熱、漿
膜炎は、その根底というか、何が病態
なのでしょうか。
　森尾　1997年に原因となる遺伝子が
わかりました。これはMEFV、ピリン
とかパイリンと呼ばれていますが、そ
の分子の異常だといわれています。
　池脇　その分子の異常というのは、
機能不全、障害によって起こるという
ことですね。
　森尾　そうです。
　池脇　そもそもパイリンは、炎症を
抑えるような働きがあるということで
すか。
　森尾　いわゆるインフラマソームと
いう炎症を起こす重要なコンポーネン
トで、これは炎症を起こす分子の一つ
です。ただ、通常そこには抑制役の分
子がくっついているのです。ただ、パ
イリン、ピリンに変異があると、その
抑制役の分子がくっつけなくなって炎
症が進んでしまう。このように考えて
いただくといいと思います。
　池脇　診断にも結びつくかもしれま
せんが、そういう高熱で腹痛というこ
とで受診されたとき、例えば採血をす
ると当然炎症のマーカーが上がってい
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ることになりますか。
　森尾　CRPが上がっていますし、血
清アミロイドAもすごく高くなります。
重要なことは、間欠期といいますか、
本当に３日以内に完全にそれが消えて
しまう。熱も、痛みも、炎症もけろっ
となくなるというのが特徴です。
　池脇　診断といっても、ワンポイン
トで診断するのはなかなか難しそうで
すね。やはり経緯の中で、毎月起こっ
ているようだなというところが一つの
きっかけですか。
　森尾　おっしゃるとおりです。
　池脇　遺伝子がわかったということ
になれば、臨床症状だけではなくて、
遺伝子診断も当然出てくるということ
ですね。
　森尾　一番は臨床症状、そして検査
データが重要ですが、典型的に今いっ
たような発熱とか腹痛や胸痛を定期的
に起こすような方でない場合、遺伝子
診断はすごく重要になってきます。
　池脇　遺伝子の変異は、日本人だと
こういうものが多いとか、あるいはユ
ダヤ人だとこういうものだとか、人種
によって多少特徴があるのでしょうか。
　森尾　だいたい決まったところの変
異が報告されているのですが、例えば
パイリンをコードする遺伝子のエクソ
ン10のところでメチオニンがイソロイ
シンに変わる、694番目のメチオニン
がイソロイシンに変わるというのが非
常に典型的な家族性地中海熱の変異で

す。ただ、そうではなくて、ほかの場
所に変異がある場合もよくあります。
その場合にはそれ単独ではなかなか結
論が出ない、確定診断にはならないの
ですが、ある薬を使って反応があるか
どうかも、非常に重要な決め手になっ
てきます。
　池脇　それは多分治療のところでも
絡んでくると思いますから、またあと
からお聞きします。基本的なところで
遺伝形式は何なのでしょうか。
　森尾　もともとは常染色体劣性遺伝
といわれていたのですが、常染色体優
性遺伝のものもパラパラと見つかって
きています。
　池脇　何か複雑ですね。
　森尾　はい。いわゆる孤発例もあり
ますので、複雑です。
　池脇　この疾患の診断ということで
すが、当然治療も大事です。どういう
治療が主流なのでしょうか。
　森尾　コルヒチンが特効薬だといわ
れています。
　池脇　私は内科ですから、コルヒチ
ンというと痛風の発作の前兆のときに
と思いますが、あれを使うのですか。
　森尾　そうです。
　池脇　基本的には主流の薬なのです
ね。
　森尾　はい、主流の薬です。
　池脇　使い方は、ぐあいの悪いとき
に使うのではなくて、常に使っていく
のですか。

　池脇　患者さんは比較的若い年齢層
なのですか。
　森尾　はい。欧米だと小児の時期に
発症するといわれているのですが、日
本では比較的遅くて、2009年に福島県
立医科大学の右田先生が調査されたと
きには平均が18歳とか19歳といわれた
こともあります。だいたい10歳ぐらい
までに６～７割の方が発症して、20歳
までに９割ぐらいと考えておくといい
かもしれません。
　池脇　ある程度の幅はあるけれども、
例えば10歳ぐらいのお子さんが突然38
度を超える熱、それを毎月繰り返すと
いうのは本人にとっても辛いですね。
　森尾　おっしゃるとおりですね。
　池脇　症状は熱だけですか。
　森尾　いいえ。熱に加えて、副症状
というのが重要で、くくると漿膜炎と
いわれています。
　池脇　それは例えば腹膜炎で腹痛と
か、胸膜炎だったら胸痛、心膜炎もあ
りますね。
　森尾　おっしゃるとおりです。多い
症状として腹痛があります。かなり強
い痛みで、６～７割ぐらいの方が腹痛
を起こすといわれています。
　池脇　そうすると、それを発作とい
っていいかわかりませんが、症状が出
ているときには高熱もあるけれども、
多分本人にとって一番辛いのはおなか
が痛いこと。
　森尾　そうですね。

　池脇　場合によっては救急外来に受
診されるようなケースもあるのですか。
　森尾　そうですね。
　池脇　小さなお子さんで腹痛で発熱
となると、通常は例えば虫垂炎などを
考えますね。なかなか家族性地中海熱
とは結びつかない。そういった熱、漿
膜炎は、その根底というか、何が病態
なのでしょうか。
　森尾　1997年に原因となる遺伝子が
わかりました。これはMEFV、ピリン
とかパイリンと呼ばれていますが、そ
の分子の異常だといわれています。
　池脇　その分子の異常というのは、
機能不全、障害によって起こるという
ことですね。
　森尾　そうです。
　池脇　そもそもパイリンは、炎症を
抑えるような働きがあるということで
すか。
　森尾　いわゆるインフラマソームと
いう炎症を起こす重要なコンポーネン
トで、これは炎症を起こす分子の一つ
です。ただ、通常そこには抑制役の分
子がくっついているのです。ただ、パ
イリン、ピリンに変異があると、その
抑制役の分子がくっつけなくなって炎
症が進んでしまう。このように考えて
いただくといいと思います。
　池脇　診断にも結びつくかもしれま
せんが、そういう高熱で腹痛というこ
とで受診されたとき、例えば採血をす
ると当然炎症のマーカーが上がってい
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　森尾　おっしゃるとおりです。継続
して使っていただいて、発熱とか典型
的な漿膜炎が抑えられるかが重要にな
ります。発作のときに使うような痛風
とはちょっと違う使い方になります。
　池脇　先ほどのお話ではコルヒチン
を治療的診断でも使われるのですね。
　森尾　そうです。
　池脇　それだけコルヒチンはこの病
気に効く薬なのですが、100％効くわ
けではないですよね。なかなか抵抗性
の患者さんもいらっしゃる。
　森尾　はい。
　池脇　特殊な症例かもしれませんが、
そういう方には何か新しい治療は開発
されているのでしょうか。
　森尾　重要な点です。９割ぐらいの
方がコルヒチンに反応するといわれて
いますが、そうでない方もいらっしゃ
います。これは先ほど述べたインフラ
マソームが活性化する、その先にはイ
ンターロイキン１などの産生につなが
るということで、IL-１阻害薬、カナ
キヌマブがよく効くといわれています。
　池脇　ちょうどリウマチ関係でいろ
いろな薬も開発されていますから、そ
ういうものが使えるのですね。
　森尾　そうですね。ちょっと高価な
薬になりますが、よく効く薬です。
　池脇　年齢的に若い男女ということ
になりますと、ちょっと考えるのは、

これから妊娠、出産をという女性がも
しかかった場合、コルヒチンというの
は妊娠でも安全な薬でしょうか。
　森尾　やはり影響がありますので、
このときにいったん休薬をすることを
話すこともあります。
　池脇　最後にお聞きしたいのは、10
代ぐらいに始まってから薬、コルヒチ
ンをずっと使っていかないといけない
病気です。予後的にいいのか悪いのか、
ちょっとわからないのですが。
　森尾　一番の合併症はアミロイドー
シスで、臓器にアミロイドがたまって
臓器不全を起こす疾患ですが、それほ
ど高くはありません。３～４％ぐらい
ではないかと思います。
　池脇　では多くの患者さんはコルヒ
チンによって予後は比較的良好と考え
てよいですね。
　森尾　そう考えていいと思います。
　池脇　おそらく一番重要なのは、地
中海熱ではないかと疑って、専門医に
患者さんを紹介することでしょうか。
　森尾　本当におっしゃるとおりで、
原因がわからない周期的な発熱とかお
なかの痛み、あるいは胸痛とか、そう
いうものがあった場合、これは自己炎
症性疾患ではないか、家族性地中海熱
ではないかとご紹介いただくのが重要
なことと思っています。
　池脇　ありがとうございました。

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　山内俊一）

　新型コロナウイルスについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

新型コロナウイルス

　山内　この収録は2020年７月28日現
在ということで、その点を念頭に置か
れてお読みいただければと思います。
　まず先生、直近の感染拡大ですが、
大都市圏で非常に多くなっています。
現状、３～５月頃との違いですが、ど
うとらえていらっしゃいますか。
　大曲　お気づきのように、３～５月
頃の流行と今の流行では、特に診断で
陽性になって来られる患者さんの構成
が全然違うと思って見ています。前回
の波のときには、どちらかといえば40、
50、60代、あるいはもうちょっと上の
世代の方々が診断されて来ることが多
かったのですが、むしろ今は若い20代、
30代の方が多いのです。この違いは議
論になっています。
　ただ、一つ考えなければいけないの
は、前回と今回の違いで大きいのが診
断の仕方です。前回、３～５月はまだ

PCRを比較的、肺炎がある方を主な対
象にして行っていたと思っています。
そうすると、比較的重症の方が多く診
断されます。おそらくその結果、比較
的重症化のリスクが高いといわれる40
代以上の方が多く診断されていたので
はないかと思っています。
　山内　そうしますと、診断の仕方あ
るいは定義の違いがけっこう大きいと
いうことですね。
　大曲　はい、大きいと思います。私
たちも専門医と話していたことを思い
出したのですが、特に３月頃は若者の
感染症が見えないといっていたのです。
診断されてこない。今、若者は軽い感
染症しか起こさないことがほぼ皆さん
の共通認識になりつつありますが、お
そらく３～５月頃の診断の仕方では若
者の感染症は十分に拾いきれていなか
ったのではないかと思います。
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　森尾　おっしゃるとおりです。継続
して使っていただいて、発熱とか典型
的な漿膜炎が抑えられるかが重要にな
ります。発作のときに使うような痛風
とはちょっと違う使い方になります。
　池脇　先ほどのお話ではコルヒチン
を治療的診断でも使われるのですね。
　森尾　そうです。
　池脇　それだけコルヒチンはこの病
気に効く薬なのですが、100％効くわ
けではないですよね。なかなか抵抗性
の患者さんもいらっしゃる。
　森尾　はい。
　池脇　特殊な症例かもしれませんが、
そういう方には何か新しい治療は開発
されているのでしょうか。
　森尾　重要な点です。９割ぐらいの
方がコルヒチンに反応するといわれて
いますが、そうでない方もいらっしゃ
います。これは先ほど述べたインフラ
マソームが活性化する、その先にはイ
ンターロイキン１などの産生につなが
るということで、IL-１阻害薬、カナ
キヌマブがよく効くといわれています。
　池脇　ちょうどリウマチ関係でいろ
いろな薬も開発されていますから、そ
ういうものが使えるのですね。
　森尾　そうですね。ちょっと高価な
薬になりますが、よく効く薬です。
　池脇　年齢的に若い男女ということ
になりますと、ちょっと考えるのは、

これから妊娠、出産をという女性がも
しかかった場合、コルヒチンというの
は妊娠でも安全な薬でしょうか。
　森尾　やはり影響がありますので、
このときにいったん休薬をすることを
話すこともあります。
　池脇　最後にお聞きしたいのは、10
代ぐらいに始まってから薬、コルヒチ
ンをずっと使っていかないといけない
病気です。予後的にいいのか悪いのか、
ちょっとわからないのですが。
　森尾　一番の合併症はアミロイドー
シスで、臓器にアミロイドがたまって
臓器不全を起こす疾患ですが、それほ
ど高くはありません。３～４％ぐらい
ではないかと思います。
　池脇　では多くの患者さんはコルヒ
チンによって予後は比較的良好と考え
てよいですね。
　森尾　そう考えていいと思います。
　池脇　おそらく一番重要なのは、地
中海熱ではないかと疑って、専門医に
患者さんを紹介することでしょうか。
　森尾　本当におっしゃるとおりで、
原因がわからない周期的な発熱とかお
なかの痛み、あるいは胸痛とか、そう
いうものがあった場合、これは自己炎
症性疾患ではないか、家族性地中海熱
ではないかとご紹介いただくのが重要
なことと思っています。
　池脇　ありがとうございました。

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　山内俊一）

　新型コロナウイルスについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

新型コロナウイルス

　山内　この収録は2020年７月28日現
在ということで、その点を念頭に置か
れてお読みいただければと思います。
　まず先生、直近の感染拡大ですが、
大都市圏で非常に多くなっています。
現状、３～５月頃との違いですが、ど
うとらえていらっしゃいますか。
　大曲　お気づきのように、３～５月
頃の流行と今の流行では、特に診断で
陽性になって来られる患者さんの構成
が全然違うと思って見ています。前回
の波のときには、どちらかといえば40、
50、60代、あるいはもうちょっと上の
世代の方々が診断されて来ることが多
かったのですが、むしろ今は若い20代、
30代の方が多いのです。この違いは議
論になっています。
　ただ、一つ考えなければいけないの
は、前回と今回の違いで大きいのが診
断の仕方です。前回、３～５月はまだ

PCRを比較的、肺炎がある方を主な対
象にして行っていたと思っています。
そうすると、比較的重症の方が多く診
断されます。おそらくその結果、比較
的重症化のリスクが高いといわれる40
代以上の方が多く診断されていたので
はないかと思っています。
　山内　そうしますと、診断の仕方あ
るいは定義の違いがけっこう大きいと
いうことですね。
　大曲　はい、大きいと思います。私
たちも専門医と話していたことを思い
出したのですが、特に３月頃は若者の
感染症が見えないといっていたのです。
診断されてこない。今、若者は軽い感
染症しか起こさないことがほぼ皆さん
の共通認識になりつつありますが、お
そらく３～５月頃の診断の仕方では若
者の感染症は十分に拾いきれていなか
ったのではないかと思います。
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ようで、いろいろな事例からも、やは
り休憩室が問題だったということは漏
れ聞こえています。
　山内　そうしますと、会話も非常に
大きなキーポイントになりますね。
　大曲　会話はこの感染症のある意味
ポイントだと思います。それが原因で
なるということです。無症状であって
も、このウイルスはのどに大量にいる
こともあるので、しゃべるだけでも人
にうつることがあるということは、よ
くわかっています。
　山内　もう一つ医療現場で厄介なこ
とは、PCR検査が進まない一つの理由
ともなっていますが、検体を取るのが
鼻腔ぬぐい液という点ですね。慣れた
方は簡単なのでしょうが、慣れていな
い方ではかなり感染リスクがあるのか
なと。これですくんでしまっていると
ころもあるように思いますが、いかが
でしょうか。
　大曲　そのとおりだと思います。実
際、検体を取るときに自分が浴びるの
ではないかとか、検体を取ろうとする
と防御具もしっかり着なければいけな
いですし、その防御具もたくさんない
中で、例えば自分の外来で検体を取る
のはどうかという意見は多くいただき
ましたし、その懸念はごもっともだと
思います。
　山内　これに対して最近、唾液を検
体とする方法も出てきていますね。
　大曲　そうです。いい方法の一つだ

と思います。唾液は自身で取れますの
で、これだと、医療者が取ることによ
って感染するようなリスクはかなり減
らせると思います。
　山内　新聞報道などでは空港の検疫
などに応用するという話ですが、医療
機関でも使うことはできるのでしょう
ね。
　大曲　はい。これは医療機関でも使
うことができます。
　山内　ほかにも検体の取り方として、
新しいものは何か考えられているので
しょうか。
　大曲　医療者が取るのではなくて、
患者さんがご自身で検体を取る方法が
注目されていて、最近よく話が出るの
は鼻かみ液です。鼻をきちんとかめば
鼻水が出てくるわけですが、この液を
取ってきたらどうかとか、あとは鼻前
庭、鼻の奥ではなくて手前のほうです
が、そこに例えば棒を入れてこするの
は怖くない。自分でもできる。そうや
って検体を取るような話が出てきてい
ます。
　山内　検体を取るタイミングですが、
症状が出てから、例えば10時間ぐらい
たってからでないと出てこないという、
タイムラグはないのでしょうか。
　大曲　これが不思議なことに、この
コロナに関しては問題ないといいます
か、症状が出始めのところでも十分検
査できると思います。インフルエンザ
は症状が出てからしばらく、数時間か

　そこを踏まえて今をとらえれば、
PCR検査は受ける敷居がだいぶ低くな
りましたので、若者でも軽い風邪ぐら
いの症状でもPCRが受けられるように
なっています。一方で、地域によって
は積極的に無症状の方でも検査をする
ことも行われています。
　山内　死亡率が低いのもそのあたり
に絡むと考えてよいですね。
　大曲　患者さんの大多数が若者とい
うことになると、結局、重症化リスク
は低いですので、だからこそ亡くなる
方が少ない、死亡率が低いということ
になっていると思います。
　山内　ただ、それがまた40代以降に
も広がっている気配もありますね。
　大曲　先生がおっしゃるとおり、そ
れをすごく懸念しています。若者がほ
かの世代の方々と接する場はいろいろ
あると思うのです。家庭もそうですし、
病院もそうです。介護の場もそうです。
そういったところで、若者を起点とし
てといういい方はよくないのですが、
そこでクラスターが高齢者の中で起こ
ることになると話が全く変わってきて、
むしろ３～５月に近いような状況にな
ってしまうと思うのです。
　山内　若い方は高齢者施設のヘルパ
ーなどをされている方も多いですから
ね。
　大曲　そうなのです。彼らが主力で
すから。
　山内　一部でいわれていますが、ウ

イルスが変異している、これはいかが
でしょうか。
　大曲　僕はウイルスそのものは専門
ではないのですが、専門医にうかがう
と、２週間に１回ずつだったと思いま
すが、このウイルスは塩基の位置変異
が起きるといわれて、すごく変化が速
いようなのです。ですので、結果的に
弱毒になっていくことはありうること
だと思います。ただ現状、疫学的にそ
れをきれいに示すのはなかなか難しい
という状況ではないかと思います。
　山内　次の質問ですが、医療従事者
が感染して、それがまた感染源になっ
てしまうことがあるかもしれません。
医療従事者として気をつけなければな
らない点ですが、よく更衣室とか医局
でうつるのではないかという話があり
ますが、このあたりはいかがでしょう
か。
　大曲　僕もそうではないかと思いま
す。よく３密といわれますが、狭くて、
空気の流れが悪くて、人の間の距離が
近くて、しかも話をする、あるいは声
を出すところはリスクが高いと思いま
す。確かに、更衣室という話もありま
す。ただ、いろいろ僕も話をうかがっ
たのですが、やはり現実に多いのが休
憩室なのです。休憩室はだいたいマス
クを外して、みんなで仲よく近くに座
って話をしながらごはんを食べるとか、
30分ぐらいはそこにいると思います。
そういうところがどうもリスクが高い
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ようで、いろいろな事例からも、やは
り休憩室が問題だったということは漏
れ聞こえています。
　山内　そうしますと、会話も非常に
大きなキーポイントになりますね。
　大曲　会話はこの感染症のある意味
ポイントだと思います。それが原因で
なるということです。無症状であって
も、このウイルスはのどに大量にいる
こともあるので、しゃべるだけでも人
にうつることがあるということは、よ
くわかっています。
　山内　もう一つ医療現場で厄介なこ
とは、PCR検査が進まない一つの理由
ともなっていますが、検体を取るのが
鼻腔ぬぐい液という点ですね。慣れた
方は簡単なのでしょうが、慣れていな
い方ではかなり感染リスクがあるのか
なと。これですくんでしまっていると
ころもあるように思いますが、いかが
でしょうか。
　大曲　そのとおりだと思います。実
際、検体を取るときに自分が浴びるの
ではないかとか、検体を取ろうとする
と防御具もしっかり着なければいけな
いですし、その防御具もたくさんない
中で、例えば自分の外来で検体を取る
のはどうかという意見は多くいただき
ましたし、その懸念はごもっともだと
思います。
　山内　これに対して最近、唾液を検
体とする方法も出てきていますね。
　大曲　そうです。いい方法の一つだ

と思います。唾液は自身で取れますの
で、これだと、医療者が取ることによ
って感染するようなリスクはかなり減
らせると思います。
　山内　新聞報道などでは空港の検疫
などに応用するという話ですが、医療
機関でも使うことはできるのでしょう
ね。
　大曲　はい。これは医療機関でも使
うことができます。
　山内　ほかにも検体の取り方として、
新しいものは何か考えられているので
しょうか。
　大曲　医療者が取るのではなくて、
患者さんがご自身で検体を取る方法が
注目されていて、最近よく話が出るの
は鼻かみ液です。鼻をきちんとかめば
鼻水が出てくるわけですが、この液を
取ってきたらどうかとか、あとは鼻前
庭、鼻の奥ではなくて手前のほうです
が、そこに例えば棒を入れてこするの
は怖くない。自分でもできる。そうや
って検体を取るような話が出てきてい
ます。
　山内　検体を取るタイミングですが、
症状が出てから、例えば10時間ぐらい
たってからでないと出てこないという、
タイムラグはないのでしょうか。
　大曲　これが不思議なことに、この
コロナに関しては問題ないといいます
か、症状が出始めのところでも十分検
査できると思います。インフルエンザ
は症状が出てからしばらく、数時間か

　そこを踏まえて今をとらえれば、
PCR検査は受ける敷居がだいぶ低くな
りましたので、若者でも軽い風邪ぐら
いの症状でもPCRが受けられるように
なっています。一方で、地域によって
は積極的に無症状の方でも検査をする
ことも行われています。
　山内　死亡率が低いのもそのあたり
に絡むと考えてよいですね。
　大曲　患者さんの大多数が若者とい
うことになると、結局、重症化リスク
は低いですので、だからこそ亡くなる
方が少ない、死亡率が低いということ
になっていると思います。
　山内　ただ、それがまた40代以降に
も広がっている気配もありますね。
　大曲　先生がおっしゃるとおり、そ
れをすごく懸念しています。若者がほ
かの世代の方々と接する場はいろいろ
あると思うのです。家庭もそうですし、
病院もそうです。介護の場もそうです。
そういったところで、若者を起点とし
てといういい方はよくないのですが、
そこでクラスターが高齢者の中で起こ
ることになると話が全く変わってきて、
むしろ３～５月に近いような状況にな
ってしまうと思うのです。
　山内　若い方は高齢者施設のヘルパ
ーなどをされている方も多いですから
ね。
　大曲　そうなのです。彼らが主力で
すから。
　山内　一部でいわれていますが、ウ

イルスが変異している、これはいかが
でしょうか。
　大曲　僕はウイルスそのものは専門
ではないのですが、専門医にうかがう
と、２週間に１回ずつだったと思いま
すが、このウイルスは塩基の位置変異
が起きるといわれて、すごく変化が速
いようなのです。ですので、結果的に
弱毒になっていくことはありうること
だと思います。ただ現状、疫学的にそ
れをきれいに示すのはなかなか難しい
という状況ではないかと思います。
　山内　次の質問ですが、医療従事者
が感染して、それがまた感染源になっ
てしまうことがあるかもしれません。
医療従事者として気をつけなければな
らない点ですが、よく更衣室とか医局
でうつるのではないかという話があり
ますが、このあたりはいかがでしょう
か。
　大曲　僕もそうではないかと思いま
す。よく３密といわれますが、狭くて、
空気の流れが悪くて、人の間の距離が
近くて、しかも話をする、あるいは声
を出すところはリスクが高いと思いま
す。確かに、更衣室という話もありま
す。ただ、いろいろ僕も話をうかがっ
たのですが、やはり現実に多いのが休
憩室なのです。休憩室はだいたいマス
クを外して、みんなで仲よく近くに座
って話をしながらごはんを食べるとか、
30分ぐらいはそこにいると思います。
そういうところがどうもリスクが高い
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　大曲　そうですね。保健所の方がす
ごく気を配ってくださると思います。
例えば、高齢の方が同居されている場
合は、やはり近くにいないほうがいい
と思います。やむを得ない場合は離れ
て、ということになると思いますし、
そういうときはおそらく行政で気をき
かせて、宿泊療養とか、入院というか
たちで配慮されていると思います。
　山内　あと重症化するケースとして、
例えば高齢者、糖尿病、心血管リスク、
こういったものがよく知られています
が、これは事実と考えてよいのですね。
　大曲　それは間違いないと思います。
中国以外でも、いろいろな国で同様の
傾向が見られています。
　山内　肺疾患もすべてリスクになる
と考えてよいのでしょうか。
　大曲　そうですね。あとは論文でも
よく慢性閉塞性肺疾患と書かれていま
すが、例えば喫煙の問題等々があって、
もともと肺にある程度解剖学的な変化
があるような患者さんの場合は重症化
する印象を持っています。
　山内　非常に気になるのが喘息です

が、これはいかがでしょうか。
　大曲　まだ知見がない頃は僕らも喘
息の人はすごく悪い発作を起こすので
はないかととても心配しました。RSウ
イルスの感染者にそういうことが起こ
るからなのですけれども、同じウイル
ス感染症にコロナでもなるのではない
かとすごく心配したのです。でも、現
実には喘息が重症化のリスクであると
いう知見はどうもないようです。むし
ろ、日本からも論文が出ていましたが、
喘息の方は重症化のリスクは低いので
はないかという知見、仮説も出てきて
いるのです。喘息の方は少し免疫応答
が変わっていて、いわゆるT２レスポ
ンスが強い、応答が強いといわれてい
ます。どうもそういう免疫の動きをす
る方のほうが、いわゆるサイトカイン
ストームが起こりにくいという考え方
もあるようです。
　山内　そういったあたりが今後の薬
の開発に結びつくとたいへんいいと思
いますね。
　大曲　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

ら１日たって、ウイルスの量が一気に
増えるので、あまり早すぎると検査が
陰性になることもあるようです。ただ、
この新型コロナは症状が出る前１～２
日ぐらいから咽頭にウイルスがいるの
です。症状が出る直前にウイルスの量
が最大になるようなのです。
　山内　そうなのですか。
　大曲　そうなのです。不思議ですね。
ですから、症状が出てから取っても全
然問題ないのです。
　山内　PCR検査ですが、保険にする
要件としては、医師の判断だけで現状、
大丈夫と考えてよいのでしょうか。
　大曲　はい。まず医師の判断が大前
提で、それで行えば、特に症状がある
方であれば、まず問題なく保険償還さ
れます。あと院内感染対策目的で行う
場合ですが、例えば手術前の方とか、
お産の前とか、場合によっては内視鏡
とか、そういう場合に無症状の方に対
して検査を行うことにも、保険が償還
されるようになりました。
　山内　それから、これは患者さんへ
の対応でよく聞かれますが、いつから
社会復帰が可能かという質問がありま
す。いかがでしょうか。
　大曲　要はどれぐらいの間、ウイル
スが外に出ていて、どれぐらいの時期、
人にうつすのかという知見がなかなか
なかったのですが、最近だいぶわかっ
てきました。最近ですと、症状が出て
から10日目、11日目以降であれば人に

感染症をうつすリスクは非常に低い。
幾つかの研究がもとになって、そうい
うことがわかってきました。こういう
こともあって、最近は入院期間も症状
が出てから10日以内と短くなっていま
す。そうやって発症からの時間である
程度判断するのが一つではないかと思
いました。
　山内　それはかなり楽になりますね。
　大曲　そうです。だいぶ楽になりま
した。
　山内　軽症の方、これはホテルに行
くか、自宅にいるかといった話もあり
ましたが、いかがでしょうか。
　大曲　３～４月と違って、今は軽い
方、ほぼ無症状の方でもどんどん検査
が受けられるので、今起こっているよ
うに、それこそ多くの軽症者、無症状
に近い方が陽性になってしまうのです。
そういう方々、特に若い方はそうです
が、やはり悪くならない。そういう方々
を病院に閉じ込めておくのは本人にと
ってもいいことなのか、あるいはベッ
ドを確保する意味でもいいことなのか
という議論はあります。ですので、悪
くなるリスクが極めて低いのであれば、
自宅にいていただく。宿泊療養に行っ
ていただくのは、これだけ陽性の方が
たくさん見つかるようになった状況で
は、積極的に考えていく必要があるの
ではないかと思っています。
　山内　自宅の場合は同居者の方と離
したほうがいいというのはありますね。

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （169）  98 （168） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   9 2021/02/15   13:03



　大曲　そうですね。保健所の方がす
ごく気を配ってくださると思います。
例えば、高齢の方が同居されている場
合は、やはり近くにいないほうがいい
と思います。やむを得ない場合は離れ
て、ということになると思いますし、
そういうときはおそらく行政で気をき
かせて、宿泊療養とか、入院というか
たちで配慮されていると思います。
　山内　あと重症化するケースとして、
例えば高齢者、糖尿病、心血管リスク、
こういったものがよく知られています
が、これは事実と考えてよいのですね。
　大曲　それは間違いないと思います。
中国以外でも、いろいろな国で同様の
傾向が見られています。
　山内　肺疾患もすべてリスクになる
と考えてよいのでしょうか。
　大曲　そうですね。あとは論文でも
よく慢性閉塞性肺疾患と書かれていま
すが、例えば喫煙の問題等々があって、
もともと肺にある程度解剖学的な変化
があるような患者さんの場合は重症化
する印象を持っています。
　山内　非常に気になるのが喘息です

が、これはいかがでしょうか。
　大曲　まだ知見がない頃は僕らも喘
息の人はすごく悪い発作を起こすので
はないかととても心配しました。RSウ
イルスの感染者にそういうことが起こ
るからなのですけれども、同じウイル
ス感染症にコロナでもなるのではない
かとすごく心配したのです。でも、現
実には喘息が重症化のリスクであると
いう知見はどうもないようです。むし
ろ、日本からも論文が出ていましたが、
喘息の方は重症化のリスクは低いので
はないかという知見、仮説も出てきて
いるのです。喘息の方は少し免疫応答
が変わっていて、いわゆるT２レスポ
ンスが強い、応答が強いといわれてい
ます。どうもそういう免疫の動きをす
る方のほうが、いわゆるサイトカイン
ストームが起こりにくいという考え方
もあるようです。
　山内　そういったあたりが今後の薬
の開発に結びつくとたいへんいいと思
いますね。
　大曲　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

ら１日たって、ウイルスの量が一気に
増えるので、あまり早すぎると検査が
陰性になることもあるようです。ただ、
この新型コロナは症状が出る前１～２
日ぐらいから咽頭にウイルスがいるの
です。症状が出る直前にウイルスの量
が最大になるようなのです。
　山内　そうなのですか。
　大曲　そうなのです。不思議ですね。
ですから、症状が出てから取っても全
然問題ないのです。
　山内　PCR検査ですが、保険にする
要件としては、医師の判断だけで現状、
大丈夫と考えてよいのでしょうか。
　大曲　はい。まず医師の判断が大前
提で、それで行えば、特に症状がある
方であれば、まず問題なく保険償還さ
れます。あと院内感染対策目的で行う
場合ですが、例えば手術前の方とか、
お産の前とか、場合によっては内視鏡
とか、そういう場合に無症状の方に対
して検査を行うことにも、保険が償還
されるようになりました。
　山内　それから、これは患者さんへ
の対応でよく聞かれますが、いつから
社会復帰が可能かという質問がありま
す。いかがでしょうか。
　大曲　要はどれぐらいの間、ウイル
スが外に出ていて、どれぐらいの時期、
人にうつすのかという知見がなかなか
なかったのですが、最近だいぶわかっ
てきました。最近ですと、症状が出て
から10日目、11日目以降であれば人に

感染症をうつすリスクは非常に低い。
幾つかの研究がもとになって、そうい
うことがわかってきました。こういう
こともあって、最近は入院期間も症状
が出てから10日以内と短くなっていま
す。そうやって発症からの時間である
程度判断するのが一つではないかと思
いました。
　山内　それはかなり楽になりますね。
　大曲　そうです。だいぶ楽になりま
した。
　山内　軽症の方、これはホテルに行
くか、自宅にいるかといった話もあり
ましたが、いかがでしょうか。
　大曲　３～４月と違って、今は軽い
方、ほぼ無症状の方でもどんどん検査
が受けられるので、今起こっているよ
うに、それこそ多くの軽症者、無症状
に近い方が陽性になってしまうのです。
そういう方々、特に若い方はそうです
が、やはり悪くならない。そういう方々
を病院に閉じ込めておくのは本人にと
ってもいいことなのか、あるいはベッ
ドを確保する意味でもいいことなのか
という議論はあります。ですので、悪
くなるリスクが極めて低いのであれば、
自宅にいていただく。宿泊療養に行っ
ていただくのは、これだけ陽性の方が
たくさん見つかるようになった状況で
は、積極的に考えていく必要があるの
ではないかと思っています。
　山内　自宅の場合は同居者の方と離
したほうがいいというのはありますね。
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昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科教授
長　坂　昌一郎

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病の患者さんで日常生活はほとんど変わりないのに、血糖値の変動が著
しく、HbA1c 6.8～8.0％にいます。現在、経口薬として、メトホルミン、DPP-
４阻害薬、GLP-１受容体作動薬等を併用していますが、コントロール不良とい
う状態です。
　いかなる原因が考えられ、インスリン分泌能の測定、SU薬の併用が必要か
ご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

血糖変動の大きい糖尿病の治療

　山内　長坂先生、血糖変動といって
も、この質問はHbA1cに軸があるので、
比較的長期的な変動に関してのようで
すが、これとは別に日内変動、血糖値
の日差変動という短期間のものもあり
ます。この２つを少し分けてというこ
とで、まず最初に、HbA1cの変動が比
較的大きいケースですが、まず何が考
えられるのでしょうか。
　長坂　HbA1cは、非常に変動が小さ
い患者さんも確かにいますが、多くの
患者さんは月１回とか２カ月に１回測
定していくと微妙に変動していく。そ
れも、トレンドを持って上がっていく、
あるいは下がっていくことは非常によ

くあると思います。一番感じるのは、
患者さんの生活パターンといいますか、
どんなお仕事をされているかとか、そう
いったことによって体を動かす量が季
節でかなり変わってくるという方が多
いという感じがします。また暮れから
正月にかけて寒くなる時期にHbA1cが
少し上がっていって、４～６月ぐらい
に活動量がアップしてHbA1cが下がっ
ていくことも非常に多いと思います。
ですから、年間で１％ぐらいの変動は
十分ありうるという感じがします。
　山内　確かにあると思います。この
質問、日常生活はほとんど変わりがな
いということですが、この日常生活が

なかなかクセモノです。変わりがない
と思っていますが、けっこう変わるも
のだということでしょうね。
　長坂　そう思います。
　山内　それ以外ですと、臨床的には
やはり薬でしょうか。
　長坂　コンプライアンスの問題は大
きいと思います。患者さんは定期的に
通ってはいるのでしょうけれども、実
際には少し薬が切れてしまったりしま
す。例えば２週間ぐらい切れると血糖
値がけっこう上がってくることがあり
ますので、HbA1cの変動の大きな原因
になると思います。
　山内　なかなかこのあたりは判断が
難しいところですが、どの程度薬が余
っているかとか、そういったあたりか
ら少し見当をつけるかたちになります
ね。
　長坂　そうですね。医師がそういっ
たことに関心を示すのも非常に大切な
ことではないかと思います。
　山内　それ以外ですと、例えば高齢
者など、年齢的なものとか、職業とか、
別の因子も出てくるかもしれません。
何か目につくものとして挙げられるも
のはありますか。
　長坂　高齢者の方が悪化してくる場
合は、いろいろな点に注意が必要では
ないかと思います。例えば一つは膵が
んのような悪性腫瘍が合併してくると
かなり血糖が悪くなってくることもあ
りますし、あるいは認知機能の問題で

先ほど出てきたコンプライアンスに影
響が出ているとか、あるいは家庭環境
の変化で食生活が大きく変わって悪化
してくるとか、よくなってくるとか、
そういったことがあります。特に高齢
の方では変動が大きい場合には注意し
たほうがいいと思います。
　山内　服薬あるいはインスリン注射、
家族の方に依存しているケースもあり
ますので、こういったケースだとうま
くいかないこともありますね。
　長坂　最近、高齢の患者さんが非常
に多いので、一見薬はのめている、イ
ンスリンの注射はできているとおっし
ゃるのですが、実態を見てみると意外
と問題があるというケースは増えてい
ると思います。
　山内　このあたりは今後もなかなか
大きな問題として残るところですが、
実際にはHbA1cの増減というのはそう
珍しくはないので、あまりに極端に上
がってきた場合には注意してください
ということですね。
　長坂　そうですね。悪化傾向が続く
のは要注意だと思います。
　山内　次は、本来よく知られている
短時間ないし短期間の血糖変動ですが、
最近は平均血糖以外に、血糖変動の重
みといいますか、病態的な意義づけも
出てきています。これでは血糖の日内
変動、日差変動が非常に注目されるの
ですが、まずこの原因としてはどうい
ったものが挙げられていますでしょう
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昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科教授
長　坂　昌一郎

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病の患者さんで日常生活はほとんど変わりないのに、血糖値の変動が著
しく、HbA1c 6.8～8.0％にいます。現在、経口薬として、メトホルミン、DPP-
４阻害薬、GLP-１受容体作動薬等を併用していますが、コントロール不良とい
う状態です。
　いかなる原因が考えられ、インスリン分泌能の測定、SU薬の併用が必要か
ご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

血糖変動の大きい糖尿病の治療

　山内　長坂先生、血糖変動といって
も、この質問はHbA1cに軸があるので、
比較的長期的な変動に関してのようで
すが、これとは別に日内変動、血糖値
の日差変動という短期間のものもあり
ます。この２つを少し分けてというこ
とで、まず最初に、HbA1cの変動が比
較的大きいケースですが、まず何が考
えられるのでしょうか。
　長坂　HbA1cは、非常に変動が小さ
い患者さんも確かにいますが、多くの
患者さんは月１回とか２カ月に１回測
定していくと微妙に変動していく。そ
れも、トレンドを持って上がっていく、
あるいは下がっていくことは非常によ

くあると思います。一番感じるのは、
患者さんの生活パターンといいますか、
どんなお仕事をされているかとか、そう
いったことによって体を動かす量が季
節でかなり変わってくるという方が多
いという感じがします。また暮れから
正月にかけて寒くなる時期にHbA1cが
少し上がっていって、４～６月ぐらい
に活動量がアップしてHbA1cが下がっ
ていくことも非常に多いと思います。
ですから、年間で１％ぐらいの変動は
十分ありうるという感じがします。
　山内　確かにあると思います。この
質問、日常生活はほとんど変わりがな
いということですが、この日常生活が

なかなかクセモノです。変わりがない
と思っていますが、けっこう変わるも
のだということでしょうね。
　長坂　そう思います。
　山内　それ以外ですと、臨床的には
やはり薬でしょうか。
　長坂　コンプライアンスの問題は大
きいと思います。患者さんは定期的に
通ってはいるのでしょうけれども、実
際には少し薬が切れてしまったりしま
す。例えば２週間ぐらい切れると血糖
値がけっこう上がってくることがあり
ますので、HbA1cの変動の大きな原因
になると思います。
　山内　なかなかこのあたりは判断が
難しいところですが、どの程度薬が余
っているかとか、そういったあたりか
ら少し見当をつけるかたちになります
ね。
　長坂　そうですね。医師がそういっ
たことに関心を示すのも非常に大切な
ことではないかと思います。
　山内　それ以外ですと、例えば高齢
者など、年齢的なものとか、職業とか、
別の因子も出てくるかもしれません。
何か目につくものとして挙げられるも
のはありますか。
　長坂　高齢者の方が悪化してくる場
合は、いろいろな点に注意が必要では
ないかと思います。例えば一つは膵が
んのような悪性腫瘍が合併してくると
かなり血糖が悪くなってくることもあ
りますし、あるいは認知機能の問題で

先ほど出てきたコンプライアンスに影
響が出ているとか、あるいは家庭環境
の変化で食生活が大きく変わって悪化
してくるとか、よくなってくるとか、
そういったことがあります。特に高齢
の方では変動が大きい場合には注意し
たほうがいいと思います。
　山内　服薬あるいはインスリン注射、
家族の方に依存しているケースもあり
ますので、こういったケースだとうま
くいかないこともありますね。
　長坂　最近、高齢の患者さんが非常
に多いので、一見薬はのめている、イ
ンスリンの注射はできているとおっし
ゃるのですが、実態を見てみると意外
と問題があるというケースは増えてい
ると思います。
　山内　このあたりは今後もなかなか
大きな問題として残るところですが、
実際にはHbA1cの増減というのはそう
珍しくはないので、あまりに極端に上
がってきた場合には注意してください
ということですね。
　長坂　そうですね。悪化傾向が続く
のは要注意だと思います。
　山内　次は、本来よく知られている
短時間ないし短期間の血糖変動ですが、
最近は平均血糖以外に、血糖変動の重
みといいますか、病態的な意義づけも
出てきています。これでは血糖の日内
変動、日差変動が非常に注目されるの
ですが、まずこの原因としてはどうい
ったものが挙げられていますでしょう
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か。
　長坂　血糖の日内変動ですから、空
腹時から食後血糖、あるいは次の食前
の血糖という変動ですが、食事性の因
子は非常に大きいと思います。患者さ
んの食生活、例えばフラッシュグルコ
ースモニタリングの測定などを見ます
と、炭水化物と脂ものを中心に食べて、
その後あまり動かないという生活をす
れば、当然食後の血糖値は高くなって
いますし、野菜中心にして炭水化物は
控えめ、食後に体を動かすと著明に食
後血糖値が改善することがあります。
食事、生活、運動の生活習慣による変
動というのは相当大きいと考えていま
す。
　山内　あとは薬の使い方、ここにも
けっこう効いてくる因子があります。
このあたりはいかがでしょうか。
　長坂　従来SU薬を高用量で使った
りしていたのですが、SU薬は非常に
強力で、HbA1cもよく下がりますが、
食前の血糖値を下げる力が強くて、食
後を下げる力は弱いということがあり
ます。SU薬は少量にとどめて、DPP-
４阻害薬とか、あるいはGLP-１受容
体作動薬のようなインクレチン薬をう
まく使っていくのも方法だと思います。
あるいはSU薬のかわりに、速効型イ
ンスリン分泌促進薬は１日３回内服す
る必要がありますが、そういった薬と
インクレチン関連薬を併用するのも、
日内変動を改善させるよい組み合わせ

だと思います。
　山内　専門外の医師では経験はあま
り多くないかもしれませんが、インス
リンを使う場合、１型糖尿病は、現在
の医療技術の関係上、なかなか血糖を
安定的に下げるというのは難しいと見
てよいのですね。
　長坂　そうですね。インスリンポン
プ療法などもだいぶ普及しましたが、
測定値を見てみますと、やはり相当変
動しているようです。ただ、強化療法
に比べると相当変動が小さいことが最
近確認されていると思います。
　山内　２型糖尿病の方にも最近使う
ことが多くなってきましたが、血糖変
動が激しいものが見られた場合、どう
いったところに注意すべきだとお考え
ですか。
　長坂　どういう薬を使っているか、
食前を抑える薬、食後を抑える薬をど
ういうバランスで使っているか、それ
がその患者さんの食事や運動の生活習
慣にうまくフィットしているかどうか
だと思います。これはインスリンも同
じことですが、インスリンと食事と体
を動かすことがうまく合えば食後血糖
コントロールもよくなるわけですし、
ミスマッチが起これば低血糖が起こっ
たり、あるいは食後高血糖が起こると
いうことだと思います。
　山内　速効型や超速効型のインスリ
ンは非常に早いタイミングで効いてき
ますから、そのあたりは常に注意をし

ておかないと、患者さんの生活スタイ
ルや食べ物の内容などが変わってきた
ときにも非常に変動が激しくなるので
すね。
　長坂　そうですね。例えば超速効型
インスリンを打って、炭水化物が少な
いとすれば、逆に食後に低血糖が起こ
ってしまうとか、あるいは超速効型イ
ンスリンとαグルコシダーゼ阻害薬を
使っていると、意外と食後に低血糖に
なってしまったりとか、ミスマッチを
起こすことに警戒が必要だと思います。
　山内　何かインスリン分泌能の測定
のような検査は必要かという質問です
が、どういったものがありますか。
　長坂　血糖コントロールが不十分で
ある場合とか、あるいは初診時、そう
いったときに１回は空腹時のインスリ
ン濃度を測定することをお勧めしてい
ます。私自身もそのように実践してい
ます。糖尿病の患者さんですから、空
腹時の血糖値が130とか150と高いので
すが、もしそのときに空腹時のインス
リンが５より低いということであれば、
インスリン分泌不全はほぼ確実にある
だろうと思います。逆に単純にいって
しまえば、10以上あればそこそこイン
スリン分泌能は保たれている。抵抗性
も強いことは想定できると思います。
５～10の中くらいになると判断が難し
いということだと思います。
　山内　分泌能が減ってくる、１型に
近づいてくると、これは血糖変動をき

たしやすくなり、血糖のコントロール
がなかなか難しくなりますね。
　最後ですが、薬剤の使い方、という
ことで、これは非常に複雑だと思いま
すので、幾つかポイントのようなもの
を教えていただけますか。
　長坂　私自身、２型の患者さんにつ
いてはメトホルミンを軸に治療を進め
ています。メトホルミンは肥満とか非
肥満にかかわらず有効性が高い薬です
し、大きな副作用がない、長期の安全
性があるという点で非常にメリットが
あると思います。やせ型の方でもけっ
こう強力に効くと思いますので、それ
を軸にして、２番手としてはインクレ
チン薬。経口薬になると現時点では
DPP-４阻害薬が中心だと思いますが、
その２つを軸にして、ほかの薬でサポ
ートしていくようなかたちで使ってい
くケースが多いと思います。
　山内　スルホニルウレア薬は最近は
やや下火傾向にありますが、先生のお
考えですと、こういったケースを含め
てどのような使い方がよいですか。
　長坂　メトホルミン、DPP-４阻害
薬は非常に相性がよく、組み合わせと
して強力ですが、日本人の患者さんの
1/4～1/3ぐらいの方は２剤では難しい
と思います。そういった場合に、少量
のSU薬、あるいは速効型インスリン
分泌促進薬を加えますと、もう一歩と
いう状態が改善される方は非常に多い
と思います。SU薬を気をつけながら
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か。
　長坂　血糖の日内変動ですから、空
腹時から食後血糖、あるいは次の食前
の血糖という変動ですが、食事性の因
子は非常に大きいと思います。患者さ
んの食生活、例えばフラッシュグルコ
ースモニタリングの測定などを見ます
と、炭水化物と脂ものを中心に食べて、
その後あまり動かないという生活をす
れば、当然食後の血糖値は高くなって
いますし、野菜中心にして炭水化物は
控えめ、食後に体を動かすと著明に食
後血糖値が改善することがあります。
食事、生活、運動の生活習慣による変
動というのは相当大きいと考えていま
す。
　山内　あとは薬の使い方、ここにも
けっこう効いてくる因子があります。
このあたりはいかがでしょうか。
　長坂　従来SU薬を高用量で使った
りしていたのですが、SU薬は非常に
強力で、HbA1cもよく下がりますが、
食前の血糖値を下げる力が強くて、食
後を下げる力は弱いということがあり
ます。SU薬は少量にとどめて、DPP-
４阻害薬とか、あるいはGLP-１受容
体作動薬のようなインクレチン薬をう
まく使っていくのも方法だと思います。
あるいはSU薬のかわりに、速効型イ
ンスリン分泌促進薬は１日３回内服す
る必要がありますが、そういった薬と
インクレチン関連薬を併用するのも、
日内変動を改善させるよい組み合わせ

だと思います。
　山内　専門外の医師では経験はあま
り多くないかもしれませんが、インス
リンを使う場合、１型糖尿病は、現在
の医療技術の関係上、なかなか血糖を
安定的に下げるというのは難しいと見
てよいのですね。
　長坂　そうですね。インスリンポン
プ療法などもだいぶ普及しましたが、
測定値を見てみますと、やはり相当変
動しているようです。ただ、強化療法
に比べると相当変動が小さいことが最
近確認されていると思います。
　山内　２型糖尿病の方にも最近使う
ことが多くなってきましたが、血糖変
動が激しいものが見られた場合、どう
いったところに注意すべきだとお考え
ですか。
　長坂　どういう薬を使っているか、
食前を抑える薬、食後を抑える薬をど
ういうバランスで使っているか、それ
がその患者さんの食事や運動の生活習
慣にうまくフィットしているかどうか
だと思います。これはインスリンも同
じことですが、インスリンと食事と体
を動かすことがうまく合えば食後血糖
コントロールもよくなるわけですし、
ミスマッチが起これば低血糖が起こっ
たり、あるいは食後高血糖が起こると
いうことだと思います。
　山内　速効型や超速効型のインスリ
ンは非常に早いタイミングで効いてき
ますから、そのあたりは常に注意をし

ておかないと、患者さんの生活スタイ
ルや食べ物の内容などが変わってきた
ときにも非常に変動が激しくなるので
すね。
　長坂　そうですね。例えば超速効型
インスリンを打って、炭水化物が少な
いとすれば、逆に食後に低血糖が起こ
ってしまうとか、あるいは超速効型イ
ンスリンとαグルコシダーゼ阻害薬を
使っていると、意外と食後に低血糖に
なってしまったりとか、ミスマッチを
起こすことに警戒が必要だと思います。
　山内　何かインスリン分泌能の測定
のような検査は必要かという質問です
が、どういったものがありますか。
　長坂　血糖コントロールが不十分で
ある場合とか、あるいは初診時、そう
いったときに１回は空腹時のインスリ
ン濃度を測定することをお勧めしてい
ます。私自身もそのように実践してい
ます。糖尿病の患者さんですから、空
腹時の血糖値が130とか150と高いので
すが、もしそのときに空腹時のインス
リンが５より低いということであれば、
インスリン分泌不全はほぼ確実にある
だろうと思います。逆に単純にいって
しまえば、10以上あればそこそこイン
スリン分泌能は保たれている。抵抗性
も強いことは想定できると思います。
５～10の中くらいになると判断が難し
いということだと思います。
　山内　分泌能が減ってくる、１型に
近づいてくると、これは血糖変動をき

たしやすくなり、血糖のコントロール
がなかなか難しくなりますね。
　最後ですが、薬剤の使い方、という
ことで、これは非常に複雑だと思いま
すので、幾つかポイントのようなもの
を教えていただけますか。
　長坂　私自身、２型の患者さんにつ
いてはメトホルミンを軸に治療を進め
ています。メトホルミンは肥満とか非
肥満にかかわらず有効性が高い薬です
し、大きな副作用がない、長期の安全
性があるという点で非常にメリットが
あると思います。やせ型の方でもけっ
こう強力に効くと思いますので、それ
を軸にして、２番手としてはインクレ
チン薬。経口薬になると現時点では
DPP-４阻害薬が中心だと思いますが、
その２つを軸にして、ほかの薬でサポ
ートしていくようなかたちで使ってい
くケースが多いと思います。
　山内　スルホニルウレア薬は最近は
やや下火傾向にありますが、先生のお
考えですと、こういったケースを含め
てどのような使い方がよいですか。
　長坂　メトホルミン、DPP-４阻害
薬は非常に相性がよく、組み合わせと
して強力ですが、日本人の患者さんの
1/4～1/3ぐらいの方は２剤では難しい
と思います。そういった場合に、少量
のSU薬、あるいは速効型インスリン
分泌促進薬を加えますと、もう一歩と
いう状態が改善される方は非常に多い
と思います。SU薬を気をつけながら
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少量使っていくことは、非常に有効な
選択肢だと思っています。
　山内　特にSU薬は大量に使ってし
まうと血糖変動が激しくなることがあ
りますね。
　長坂　そうですね。食後が高くて。

　山内　一方で、少量を少し混ぜる、
追加するのは一つの隠し味的にはいい
治療法ですね。
　長坂　非常に有効な患者さんが多い
と思います。
　山内　ありがとうございました。 国立がん研究センター中央病院放射線診断科医長

伊　藤　公　輝
（聞き手　池脇克則）

　癌早期発見では、癌検診とPET/CTなどがありますが、それぞれの長所と短所
についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

癌検診とPET/CT

　池脇　癌検診とPET/CT、ともに基
本的には無症状の方の癌を早期に見つ
ける手段です。今、日本人において２
人に１人は癌を経験し、３人に１人が
癌で亡くなる時代ですから、少なくと
も癌は人ごとではないという意味では、
いかに早期に見つけて治療をしていく
かがとても大事ですが、そのために癌
検診とPET/CTの２つがあります。こ
の位置づけはどうなっているのでしょ
うか。
　伊藤　癌検診は大きく分けて、対策
型検診と呼ばれる検診と、任意型検診
と呼ばれるものに分かれます。対策型
検診というのは集団の死亡率を下げる
ために市町村などが公共的な予防対策
で行う一般的な癌検診です。これらの
癌検診は、胃癌や大腸癌、乳癌や子宮
頸癌、肺癌などがあります。これらの

ものは非常に費用負担が安く受けられ
ることで知られています。あとは、科
学的にある程度生存が延ばせるという
ことが示されています。
　一方、PET/CTは任意型検診と呼ば
れるものに含まれ、個人が自分の死亡
のリスクを下げるため、任意で行う医
療のサービスというかたちになります。
PET/CTは一般的にはこれらの任意型
検診に含まれます。その長所としては、
全身の病変が一度に検出できる。そし
て、通常の検診では見つけられない癌
も調べることができる点が挙げられま
す。また、PETは安全で侵襲性が低い
ので、高齢者でも安全に受けられると
いうメリットがあります。
　池脇　短所は何でしょうか。
　伊藤　まず放射線を使った検査なの
で、少しの被曝があるということです。
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少量使っていくことは、非常に有効な
選択肢だと思っています。
　山内　特にSU薬は大量に使ってし
まうと血糖変動が激しくなることがあ
りますね。
　長坂　そうですね。食後が高くて。

　山内　一方で、少量を少し混ぜる、
追加するのは一つの隠し味的にはいい
治療法ですね。
　長坂　非常に有効な患者さんが多い
と思います。
　山内　ありがとうございました。 国立がん研究センター中央病院放射線診断科医長

伊　藤　公　輝
（聞き手　池脇克則）

　癌早期発見では、癌検診とPET/CTなどがありますが、それぞれの長所と短所
についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

癌検診とPET/CT

　池脇　癌検診とPET/CT、ともに基
本的には無症状の方の癌を早期に見つ
ける手段です。今、日本人において２
人に１人は癌を経験し、３人に１人が
癌で亡くなる時代ですから、少なくと
も癌は人ごとではないという意味では、
いかに早期に見つけて治療をしていく
かがとても大事ですが、そのために癌
検診とPET/CTの２つがあります。こ
の位置づけはどうなっているのでしょ
うか。
　伊藤　癌検診は大きく分けて、対策
型検診と呼ばれる検診と、任意型検診
と呼ばれるものに分かれます。対策型
検診というのは集団の死亡率を下げる
ために市町村などが公共的な予防対策
で行う一般的な癌検診です。これらの
癌検診は、胃癌や大腸癌、乳癌や子宮
頸癌、肺癌などがあります。これらの

ものは非常に費用負担が安く受けられ
ることで知られています。あとは、科
学的にある程度生存が延ばせるという
ことが示されています。
　一方、PET/CTは任意型検診と呼ば
れるものに含まれ、個人が自分の死亡
のリスクを下げるため、任意で行う医
療のサービスというかたちになります。
PET/CTは一般的にはこれらの任意型
検診に含まれます。その長所としては、
全身の病変が一度に検出できる。そし
て、通常の検診では見つけられない癌
も調べることができる点が挙げられま
す。また、PETは安全で侵襲性が低い
ので、高齢者でも安全に受けられると
いうメリットがあります。
　池脇　短所は何でしょうか。
　伊藤　まず放射線を使った検査なの
で、少しの被曝があるということです。
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が出てから、全身の癌の検出が非常に
容易になって、現在、広く癌の診療で
普及しています。
　池脇　私、先ほど自己負担と申し上
げましたが、多少の保険は適用されて
いるのでしょうか。
　伊藤　癌の全身の転移を調べるとい
うことでは保険が適用されます。
　池脇　一度に検出するにしても、お
そらく癌ではない、あるいは炎症があ
っても集積が出るということですから、
癌の部位によってPETで見つかりやす
い、あるいはなかなか見つけにくいと
いった特徴はあるのでしょうか。
　伊藤　一部の癌はPET検査では見
つけにくいことも知られています。胃
癌や前立腺癌、早期の肝臓癌などでは
FDGと呼ばれるPETの薬が入りにく
いことが知られていますので、このよ
うな一部の癌では病気が検出されない
可能性があります。
　池脇　でも、胃癌の場合には胃カメ
ラによって直接見ることでカバーでき
そうですし、前立腺の場合にはPSAで
けっこう早期発見が実現できるようで
すから、そのあたりはPET/CTを補う
手段は十分あるということですね。
　伊藤　そのとおりです。
　池脇　PET/CTに関して、単純に疑
問に思うのは、たしかグルコースに修
飾を入れているので、例えば糖代謝が
異常な方、いわゆる糖尿病の方の場合
にはこのPET/CTはなかなか使えない

のでしょうか。
　伊藤　糖尿病の重たい方には病気の
検出が難しい場合もあります。比較的
軽症な方、あとは血糖値がそれほど高
くない方であれば、糖尿病の方でも十
分病気を見つけるだけの検出能はある
ことが知られています。
　池脇　実際に私自身、まだPET/CT
を受診したことがないのですけれども、
これを受診して、年齢にもよりますが、
どこかに異常が出てくるという割合は、
どのくらいあるのでしょうか。
　伊藤　よく検診で行われているPET
で病気が見つかる、癌が見つかる可能
性は１％という報告があります。その
ほか、癌と紛らわしい病気、もしくは
所見が見つかって、よく調べたほうが
いいといわれる割合がだいたい10％ぐ
らいです。
　池脇　そうすると、PET/CTを行っ
て、報告書を見て、ちょっとここのと
ころが怪しいという確率は10人に１人
ぐらい。そして最終的にその後、精査
をすることによって癌が見つかるのは
100人に１人の１％。これは効率的に
はいいようにも、そうでないようにも
取れますが、どうなのでしょう。
　伊藤　これは個人の健康に対する考
え方によると思います。１％でも、癌
を見つけたいという方がいるのであれ
ば、実際、PET検査は役に立ちますし、
残り99％の方は安心を買っているとい
うことです。

そして、他の一般的な健康診断の検査
よりも少し費用がかかることが挙げら
れます。
　池脇　対策型と任意型ということで、
対策型の癌検診は基本的には国策、い
わゆる公共の、本人の負担は極力少な
いかたちで、国民全体が対象なのです
ね。一方で任意型は、たぶん人間ドッ
クもその範疇だと思いますが、お金は
全額自己負担だけれども、個人が自由
に選んで行っていくという、大きく２
つなのですね。
　伊藤　そのとおりです。
　池脇　この癌検診は、最初の始まり
が1960年ですから、そこそこの歴史は
持っている。主に癌検診の対象とはど
ういった癌なのでしょうか。
　伊藤　通常は胃癌や大腸癌、あとは
乳癌などがよく知られています。年齢
に関しては、十分な証拠が積み上がっ
ている乳癌では40歳以上が推奨されて
います。あと一般的に胃癌等は40歳を
超えると受診が勧められています。
　池脇　確かに、お勤めの方たちは自
動的に会社の健診で、一定の年齢から
癌検診が組み込まれるような、そうい
うシステムなのですね。
　伊藤　はい。
　池脇　実際にそうやって癌を早期に
見つけて治療するという、費用対効果
ですが、これはもう科学的にある程度
証明はされているのでしょうか。
　伊藤　一般的にはある程度証明され

ている。ただ、国ごとに検査の費用は
違いますので、十分な証拠があるかと
いわれると、その国ごとの予算等に応
じて検討しなければいけないと考えて
います。
　池脇　日本人の国民性から考えると、
欧米に比べて、こういった癌検診の受
診率は日本が圧倒的にいいように思っ
たのですが、実際には逆のようですね。
　伊藤　一部の癌ではあまり受診が進
んでいないことが知られています。乳
癌などではマンモグラフィという検査
があるのですが、この受診率は欧米よ
りも低いことが知られています。
　池脇　案外と日本人は、無症状の場
合だとそれほど癌の心配をしないのか
もしれませんね。
　伊藤　はい。これはなぜか、まだは
っきりしていない。啓発活動が必要と
考えられます。
　池脇　そういう意味での癌検診の問
題点、課題はそこにあるということで
しょうか。
　伊藤　はい。
　池脇　伊藤先生はPET/CTを専門に
されているので、PET/CTのことでう
かがいます。それこそ頭から足まで全
身をPET/CTで全部出すと、一度で体
の中の癌の疑いが出てくるという意味
では、非常に画期的な検査ですね。
　伊藤　PET検査自体は2002年に保険
適用になって、PET/CTという機械は
2004年から稼働しています。この機械
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が出てから、全身の癌の検出が非常に
容易になって、現在、広く癌の診療で
普及しています。
　池脇　私、先ほど自己負担と申し上
げましたが、多少の保険は適用されて
いるのでしょうか。
　伊藤　癌の全身の転移を調べるとい
うことでは保険が適用されます。
　池脇　一度に検出するにしても、お
そらく癌ではない、あるいは炎症があ
っても集積が出るということですから、
癌の部位によってPETで見つかりやす
い、あるいはなかなか見つけにくいと
いった特徴はあるのでしょうか。
　伊藤　一部の癌はPET検査では見
つけにくいことも知られています。胃
癌や前立腺癌、早期の肝臓癌などでは
FDGと呼ばれるPETの薬が入りにく
いことが知られていますので、このよ
うな一部の癌では病気が検出されない
可能性があります。
　池脇　でも、胃癌の場合には胃カメ
ラによって直接見ることでカバーでき
そうですし、前立腺の場合にはPSAで
けっこう早期発見が実現できるようで
すから、そのあたりはPET/CTを補う
手段は十分あるということですね。
　伊藤　そのとおりです。
　池脇　PET/CTに関して、単純に疑
問に思うのは、たしかグルコースに修
飾を入れているので、例えば糖代謝が
異常な方、いわゆる糖尿病の方の場合
にはこのPET/CTはなかなか使えない

のでしょうか。
　伊藤　糖尿病の重たい方には病気の
検出が難しい場合もあります。比較的
軽症な方、あとは血糖値がそれほど高
くない方であれば、糖尿病の方でも十
分病気を見つけるだけの検出能はある
ことが知られています。
　池脇　実際に私自身、まだPET/CT
を受診したことがないのですけれども、
これを受診して、年齢にもよりますが、
どこかに異常が出てくるという割合は、
どのくらいあるのでしょうか。
　伊藤　よく検診で行われているPET
で病気が見つかる、癌が見つかる可能
性は１％という報告があります。その
ほか、癌と紛らわしい病気、もしくは
所見が見つかって、よく調べたほうが
いいといわれる割合がだいたい10％ぐ
らいです。
　池脇　そうすると、PET/CTを行っ
て、報告書を見て、ちょっとここのと
ころが怪しいという確率は10人に１人
ぐらい。そして最終的にその後、精査
をすることによって癌が見つかるのは
100人に１人の１％。これは効率的に
はいいようにも、そうでないようにも
取れますが、どうなのでしょう。
　伊藤　これは個人の健康に対する考
え方によると思います。１％でも、癌
を見つけたいという方がいるのであれ
ば、実際、PET検査は役に立ちますし、
残り99％の方は安心を買っているとい
うことです。

そして、他の一般的な健康診断の検査
よりも少し費用がかかることが挙げら
れます。
　池脇　対策型と任意型ということで、
対策型の癌検診は基本的には国策、い
わゆる公共の、本人の負担は極力少な
いかたちで、国民全体が対象なのです
ね。一方で任意型は、たぶん人間ドッ
クもその範疇だと思いますが、お金は
全額自己負担だけれども、個人が自由
に選んで行っていくという、大きく２
つなのですね。
　伊藤　そのとおりです。
　池脇　この癌検診は、最初の始まり
が1960年ですから、そこそこの歴史は
持っている。主に癌検診の対象とはど
ういった癌なのでしょうか。
　伊藤　通常は胃癌や大腸癌、あとは
乳癌などがよく知られています。年齢
に関しては、十分な証拠が積み上がっ
ている乳癌では40歳以上が推奨されて
います。あと一般的に胃癌等は40歳を
超えると受診が勧められています。
　池脇　確かに、お勤めの方たちは自
動的に会社の健診で、一定の年齢から
癌検診が組み込まれるような、そうい
うシステムなのですね。
　伊藤　はい。
　池脇　実際にそうやって癌を早期に
見つけて治療するという、費用対効果
ですが、これはもう科学的にある程度
証明はされているのでしょうか。
　伊藤　一般的にはある程度証明され

ている。ただ、国ごとに検査の費用は
違いますので、十分な証拠があるかと
いわれると、その国ごとの予算等に応
じて検討しなければいけないと考えて
います。
　池脇　日本人の国民性から考えると、
欧米に比べて、こういった癌検診の受
診率は日本が圧倒的にいいように思っ
たのですが、実際には逆のようですね。
　伊藤　一部の癌ではあまり受診が進
んでいないことが知られています。乳
癌などではマンモグラフィという検査
があるのですが、この受診率は欧米よ
りも低いことが知られています。
　池脇　案外と日本人は、無症状の場
合だとそれほど癌の心配をしないのか
もしれませんね。
　伊藤　はい。これはなぜか、まだは
っきりしていない。啓発活動が必要と
考えられます。
　池脇　そういう意味での癌検診の問
題点、課題はそこにあるということで
しょうか。
　伊藤　はい。
　池脇　伊藤先生はPET/CTを専門に
されているので、PET/CTのことでう
かがいます。それこそ頭から足まで全
身をPET/CTで全部出すと、一度で体
の中の癌の疑いが出てくるという意味
では、非常に画期的な検査ですね。
　伊藤　PET検査自体は2002年に保険
適用になって、PET/CTという機械は
2004年から稼働しています。この機械
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　池脇　そういうことですね。確かに
安心を買うという意味合いもあります
ね。あとは、例えば一番難敵な膵臓癌
など、PET/CTは検出できる方法とし
て有用かと思うのですが、どうでしょ
うか。
　伊藤　今のところ、かなり進行した
膵癌でないと検出できないことが多い
ので、現時点では難しいです。
　池脇　何かまた新しいブレークスル
ーが必要なのですね。例えば、細かい
話ですが、PET/CT、基本的にはこれ
は１日がかりなのでしょうか。
　伊藤　PETの検査自体は食事をやめ
ていただく時間も含めてだいたい６時
間、半日です。４時間の絶食と２時間
の検査時間と思っていただいて、だい
たい半日要します。
　池脇　受ける前に気をつけるべきこ
とはあるのでしょうか。
　伊藤　まず薬がブドウ糖という糖代
謝と似ていますので、そのために食事

をしてはいけないということがありま
す。糖分の入った飴や水等も全部、飲
んだり食べたりしたら検査ができなく
なるということです。
　池脇　激しい運動、あるいは重いも
のを持ったりしないほうがいいと聞い
たのですが、そうなのでしょうか。
　伊藤　全身の筋肉にブドウ糖が使わ
れてしまうと、その筋肉にたくさん薬
が集まってしまうので、病気が見つけ
にくいことがあります。ですので、前
日の激しい運動はできる限り避けてい
ただいています。
　池脇　そういう意味では、癌検診と
PET/CT、お互いのいいところを組み
合わせて早期に癌を発見するというこ
とになるのでしょうか。
　伊藤　それぞれの検査の利点を生か
して癌の発見に努めていくことが重要
だと考えます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖路加国際病院心臓血管外科医長
阿　部　恒　平

（聞き手　山内俊一）

　心臓手術（人工弁置換術）後、抗凝固薬ワルファリン投与中です。ワルファ
リンを中止して、DOAC（ドアック）投与に替えてみようと思いますが、心臓
外科医はワルファリンのほうがよいとの意見です。INR値は同じです。血液凝
固の部位は作用が違いますが、どうしてでしょうか。
 ＜福岡県開業医＞

ワルファリンとDOAC

　山内　阿部先生、現在、DOACは非
常に広く使われているようですが、ワ
ルファリンと比べてDOACのほうがか
なりシェアは増えてきているとみてよ
いのでしょうか。
　阿部　人工弁ということに限らなけ
れば、シェアとしては急上昇している
のが現状です。
　山内　この質問では人工弁というこ
とですが、そうしますと人工弁は例外
と考えてよいのでしょうか。
　阿部　そうですね。厄介なものでし
て、なかなかこのDOACという薬では
十分な効果が発揮できないことが知ら
れているのです。
　山内　その理由ですが、まず最初に
臨床的なエビデンスの世界になります

か。
　阿部　これはリアライン試験という
ものがあります。この試験の結果、
DOACを使った群がワルファリンを使
った群に比べて、出血性合併症と血栓
性の合併症の両方が増えてしまって、
試験が中断されているという結果です。
　山内　それはなかなか大きな結果で
すね。
　阿部　はい。
　山内　それに対抗する試験や成績は
あまり出てこなかったのでしょうか。
　阿部　このとき使われている薬がダ
ビガトランという、一番初めに出た抗
トロンビン薬です。この薬を使用して
研究していて、この薬を作ったメーカ
ーがバックアップして行った研究なの
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　池脇　そういうことですね。確かに
安心を買うという意味合いもあります
ね。あとは、例えば一番難敵な膵臓癌
など、PET/CTは検出できる方法とし
て有用かと思うのですが、どうでしょ
うか。
　伊藤　今のところ、かなり進行した
膵癌でないと検出できないことが多い
ので、現時点では難しいです。
　池脇　何かまた新しいブレークスル
ーが必要なのですね。例えば、細かい
話ですが、PET/CT、基本的にはこれ
は１日がかりなのでしょうか。
　伊藤　PETの検査自体は食事をやめ
ていただく時間も含めてだいたい６時
間、半日です。４時間の絶食と２時間
の検査時間と思っていただいて、だい
たい半日要します。
　池脇　受ける前に気をつけるべきこ
とはあるのでしょうか。
　伊藤　まず薬がブドウ糖という糖代
謝と似ていますので、そのために食事

をしてはいけないということがありま
す。糖分の入った飴や水等も全部、飲
んだり食べたりしたら検査ができなく
なるということです。
　池脇　激しい運動、あるいは重いも
のを持ったりしないほうがいいと聞い
たのですが、そうなのでしょうか。
　伊藤　全身の筋肉にブドウ糖が使わ
れてしまうと、その筋肉にたくさん薬
が集まってしまうので、病気が見つけ
にくいことがあります。ですので、前
日の激しい運動はできる限り避けてい
ただいています。
　池脇　そういう意味では、癌検診と
PET/CT、お互いのいいところを組み
合わせて早期に癌を発見するというこ
とになるのでしょうか。
　伊藤　それぞれの検査の利点を生か
して癌の発見に努めていくことが重要
だと考えます。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖路加国際病院心臓血管外科医長
阿　部　恒　平

（聞き手　山内俊一）

　心臓手術（人工弁置換術）後、抗凝固薬ワルファリン投与中です。ワルファ
リンを中止して、DOAC（ドアック）投与に替えてみようと思いますが、心臓
外科医はワルファリンのほうがよいとの意見です。INR値は同じです。血液凝
固の部位は作用が違いますが、どうしてでしょうか。
 ＜福岡県開業医＞

ワルファリンとDOAC

　山内　阿部先生、現在、DOACは非
常に広く使われているようですが、ワ
ルファリンと比べてDOACのほうがか
なりシェアは増えてきているとみてよ
いのでしょうか。
　阿部　人工弁ということに限らなけ
れば、シェアとしては急上昇している
のが現状です。
　山内　この質問では人工弁というこ
とですが、そうしますと人工弁は例外
と考えてよいのでしょうか。
　阿部　そうですね。厄介なものでし
て、なかなかこのDOACという薬では
十分な効果が発揮できないことが知ら
れているのです。
　山内　その理由ですが、まず最初に
臨床的なエビデンスの世界になります

か。
　阿部　これはリアライン試験という
ものがあります。この試験の結果、
DOACを使った群がワルファリンを使
った群に比べて、出血性合併症と血栓
性の合併症の両方が増えてしまって、
試験が中断されているという結果です。
　山内　それはなかなか大きな結果で
すね。
　阿部　はい。
　山内　それに対抗する試験や成績は
あまり出てこなかったのでしょうか。
　阿部　このとき使われている薬がダ
ビガトランという、一番初めに出た抗
トロンビン薬です。この薬を使用して
研究していて、この薬を作ったメーカ
ーがバックアップして行った研究なの
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す。生体弁というのは抗凝固がいらな
い弁ですので、機械弁一般的にという
お話なのです。実は、機械弁の中でも
いろいろ種類がありまして、その中で
ON-X弁というものは表面加工をより
精巧にして抗凝固性能を高めたといわ
れていて、一時期、PROACT試験と
いうもので抗血小板薬単剤で様子を見
ていく研究がありました。これも塞栓
合併症が多かったのですが、こういう
弁に関してDOACを使ってみるのは研
究として面白いと思います。
　山内　そのあたりはまだこれからも
少し研究の余地があるとみてよいので
しょうか。
　阿部　そうですね。おそらく抗トロ
ンビン薬の一つ上流のXa阻害薬であ
る他の３剤に関しては、より低用量で
効くということが予想されるので、こ
の３剤を使って行ってみるのは一つの
アイデアだと思います。
　山内　DOACに関してもう少しお聞
かせ願いたいのですが、DOACの長所
でもあり、短所でもあるのですが、至
適量のモニタリングが不要というかで
きないということですね。これはまだ
相変わらずでしょうか。
　阿部　研究レベルでは調べられるの
ですが、実臨床では調べることができ
ないのです。実際、研究レベルで血液
濃度が明らかになったとして、その同
じ濃度だと同じ効果かも明らかではな
いです。

　山内　ただ、作用の力がそこまで強
くないという意味では、ワルファリン
よりは安全性がやや高いと考えてもよ
いのでしょうか。
　阿部　実際、複数の試験で、出血性
と塞栓合併症、どちらもワルファリン
よりもいいというデータが出ています
ので、そういったことが裏づけている
のだと思います。
　山内　もう一つ、確かにINRを測定
する煩わしさはないのですが、一方で
腎機能に注意するということがありま
すね。
　阿部　そうですね。
　山内　具体的にはどのあたりのレベ
ルの腎機能になったら注意すべきと考
えておられますか。
　阿部　eGFRで45を切ってくると要
注意で、30を切ってきたら中止を検討
しなければいけないというレベルです。
　山内　この減量法はなかなか面倒く
さいところもあるようなので、添付文
書に沿ってというかたちになりますね。
　阿部　そうですね。
　山内　次に、DOAC使用中に出血が
あった場合、これはピンからキリまで
でしょうが、そこそこ大きな出血があ
った場合の対応はどうなっているので
しょうか。
　阿部　ダビガトランという先行薬、
抗トロンビン薬、この薬に関しては拮
抗薬がありますので、その薬を使用す
れば即座に効果を減弱することができ

ですが、結果としてネガティブな結果
が出てしまって、それに追随する試験
がなくなってしまったというのが現状
です。
　山内　かなり大規模だったのですね。
　阿部　そうですね。人数的には数百
人規模なのですが、前向きにしては大
きな試験を計画していたということで
す。
　山内　その理由は何かわかっている
のでしょうか。
　阿部　抗トロンビン薬に問題があり
ました。抗トロンビン薬というのは凝
固カスケードの最下層で凝固系を抑制
するという問題点があります。この最
下層というのは、ピラミッドで考える
と最底辺になりますから、より多くの
ものに対して対応しなくてはいけない。
トロンビン１に対してダビガトラン１
分子が対応しなくてはいけないことに
なり、かなり高濃度のダビガトランが
必要になってきます。
　山内　そうしますと、今使われてい
る量では足りなくなると考えてよいの
でしょうか。
　阿部　そうですね。In vitro試験の
データがありまして、このvitro試験で
はワルファリンで、INR２という値が
一般的に人工弁の凝固を抑制する値に
なってくるのですが、これと同等の効
果を維持するために最低でもダビガト
ランで1,200㎎が１日量です。今認めら
れている用量ですと、300㎎が最大限

なので、この４倍の量が必要になって
くるということです。
　山内　それだけやってしまうと出血
が増えると見てよいのでしょうか。
　阿部　そのとおりです。欠点が利点
を上回る状況になってしまいます。
　山内　一方で心房細動などでは広く
使われているようですが、こちらはあ
まり問題がないのでしょうね。
　阿部　心房細動で一番多いのは左心
耳に血栓ができてしまう状況なのです
が、こういう流速の遅いところにでき
る血栓は、実は心房細動が発生してか
らだいたい６時間が経過した時点で形
成の危険が高まるといわれています。
ですから、６時間以内であれば、薬が
効かない時期があっても大丈夫という
ような、少しあいまいな効き方でも抑
制できるのが利点というか、それをう
まくこのDOACがカバーしているとい
うところだと思います。
　山内　少ない量でも大丈夫というこ
とになりますと安全性も高まるといえ
ますね。
　阿部　そうですね。用量が少ないの
で安全性が高いですね。
　山内　というわけで、少し使い分け
が出てきているのですね。
　阿部　はい。
　山内　人工弁ですと、すべての人工
弁で同じことがいえるのでしょうか。
　阿部　人工弁でも、今お話に出てき
ているのはおそらく機械弁という弁で

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （181）  2120 （180） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   21 2021/02/15   13:03



す。生体弁というのは抗凝固がいらな
い弁ですので、機械弁一般的にという
お話なのです。実は、機械弁の中でも
いろいろ種類がありまして、その中で
ON-X弁というものは表面加工をより
精巧にして抗凝固性能を高めたといわ
れていて、一時期、PROACT試験と
いうもので抗血小板薬単剤で様子を見
ていく研究がありました。これも塞栓
合併症が多かったのですが、こういう
弁に関してDOACを使ってみるのは研
究として面白いと思います。
　山内　そのあたりはまだこれからも
少し研究の余地があるとみてよいので
しょうか。
　阿部　そうですね。おそらく抗トロ
ンビン薬の一つ上流のXa阻害薬であ
る他の３剤に関しては、より低用量で
効くということが予想されるので、こ
の３剤を使って行ってみるのは一つの
アイデアだと思います。
　山内　DOACに関してもう少しお聞
かせ願いたいのですが、DOACの長所
でもあり、短所でもあるのですが、至
適量のモニタリングが不要というかで
きないということですね。これはまだ
相変わらずでしょうか。
　阿部　研究レベルでは調べられるの
ですが、実臨床では調べることができ
ないのです。実際、研究レベルで血液
濃度が明らかになったとして、その同
じ濃度だと同じ効果かも明らかではな
いです。

　山内　ただ、作用の力がそこまで強
くないという意味では、ワルファリン
よりは安全性がやや高いと考えてもよ
いのでしょうか。
　阿部　実際、複数の試験で、出血性
と塞栓合併症、どちらもワルファリン
よりもいいというデータが出ています
ので、そういったことが裏づけている
のだと思います。
　山内　もう一つ、確かにINRを測定
する煩わしさはないのですが、一方で
腎機能に注意するということがありま
すね。
　阿部　そうですね。
　山内　具体的にはどのあたりのレベ
ルの腎機能になったら注意すべきと考
えておられますか。
　阿部　eGFRで45を切ってくると要
注意で、30を切ってきたら中止を検討
しなければいけないというレベルです。
　山内　この減量法はなかなか面倒く
さいところもあるようなので、添付文
書に沿ってというかたちになりますね。
　阿部　そうですね。
　山内　次に、DOAC使用中に出血が
あった場合、これはピンからキリまで
でしょうが、そこそこ大きな出血があ
った場合の対応はどうなっているので
しょうか。
　阿部　ダビガトランという先行薬、
抗トロンビン薬、この薬に関しては拮
抗薬がありますので、その薬を使用す
れば即座に効果を減弱することができ

ですが、結果としてネガティブな結果
が出てしまって、それに追随する試験
がなくなってしまったというのが現状
です。
　山内　かなり大規模だったのですね。
　阿部　そうですね。人数的には数百
人規模なのですが、前向きにしては大
きな試験を計画していたということで
す。
　山内　その理由は何かわかっている
のでしょうか。
　阿部　抗トロンビン薬に問題があり
ました。抗トロンビン薬というのは凝
固カスケードの最下層で凝固系を抑制
するという問題点があります。この最
下層というのは、ピラミッドで考える
と最底辺になりますから、より多くの
ものに対して対応しなくてはいけない。
トロンビン１に対してダビガトラン１
分子が対応しなくてはいけないことに
なり、かなり高濃度のダビガトランが
必要になってきます。
　山内　そうしますと、今使われてい
る量では足りなくなると考えてよいの
でしょうか。
　阿部　そうですね。In vitro試験の
データがありまして、このvitro試験で
はワルファリンで、INR２という値が
一般的に人工弁の凝固を抑制する値に
なってくるのですが、これと同等の効
果を維持するために最低でもダビガト
ランで1,200㎎が１日量です。今認めら
れている用量ですと、300㎎が最大限

なので、この４倍の量が必要になって
くるということです。
　山内　それだけやってしまうと出血
が増えると見てよいのでしょうか。
　阿部　そのとおりです。欠点が利点
を上回る状況になってしまいます。
　山内　一方で心房細動などでは広く
使われているようですが、こちらはあ
まり問題がないのでしょうね。
　阿部　心房細動で一番多いのは左心
耳に血栓ができてしまう状況なのです
が、こういう流速の遅いところにでき
る血栓は、実は心房細動が発生してか
らだいたい６時間が経過した時点で形
成の危険が高まるといわれています。
ですから、６時間以内であれば、薬が
効かない時期があっても大丈夫という
ような、少しあいまいな効き方でも抑
制できるのが利点というか、それをう
まくこのDOACがカバーしているとい
うところだと思います。
　山内　少ない量でも大丈夫というこ
とになりますと安全性も高まるといえ
ますね。
　阿部　そうですね。用量が少ないの
で安全性が高いですね。
　山内　というわけで、少し使い分け
が出てきているのですね。
　阿部　はい。
　山内　人工弁ですと、すべての人工
弁で同じことがいえるのでしょうか。
　阿部　人工弁でも、今お話に出てき
ているのはおそらく機械弁という弁で
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ます。ただ、残りの３剤は拮抗薬があ
りませんので、効果が切れるまで待つ
しかないということです。
　山内　救急の処置をした後、DOAC、
あるいはワルファリンに替えるとか、
そのあたりはどうなっているのでしょ
うか。
　阿部　これは非常に難しい問題で、
個々の状況、もともとDOACを投与し
なくてはいけなかった理由によって変
わってきますし、例えば差し迫った左
房内血栓や左室内血栓、そういう血栓
症がある場合は、やめることができな
いので、比較的早い時期に抗凝固を検
討していく。そういう症例では低用量
のヘパリンから始めて、全く効かない
時期がないように努力するというとこ
ろですが、やはり出血が、死に直面し
てくると、そういったこともいえない
ので、このあたりはバランス感覚が非
常に重要だと思います。
　山内　最後に、循環器の医師でよく
ワルファリン、あるいはDOAC、これ
にさらにアスピリンを併用しているケ
ースがありますが、これはどういった
観点からなのでしょうか。
　阿部　これは非常に面白いというか、
我々の思考が複雑なためともいえるの
ですが、血液の流れがゆっくりなとこ
ろは抗凝固薬、血液の流れが速いとこ
ろは抗血小板薬という考えがあるので

す。つまり左房内とか、そういう血液
の流れがゆっくりなところの血栓を予
防するためにはDOAC、静脈血栓症も
そうですが。一方で冠動脈とか脳血管、
動脈系の血栓予防にはアスピリン、抗
血小板薬ということになっていて、ど
こに問題があって、何を予防したいか、
治療したいかによって薬が２剤になっ
たり、３剤になったりします。
　山内　この場合、特に冠動脈がらみ
になりますと、こういった複雑な投与
法がより多く出てくる可能性があるの
でしょうか。
　阿部　そうですね。冠動脈ステント
治療は非常に一般的に行われています
が、投与初期は確実にDAPTという２
剤の抗血小板薬を服用しなくてはいけ
ません。ただ、これに左房内血栓、い
わゆるAF、心房細動があった場合は、
２剤＋DOACというかたちになってし
まうのです。出血性の合併症が増えて
きていますし、だんだん研究が進んだ
結果、DAPT、２剤の抗血小板薬を使
わなくてはいけない時間が短くなって
きていて、従来だったら一生涯だった
のが１年、半年、３カ月、最近では１
カ月というように短くなっています。
このようにだんだん少なくなっている
のが現状です。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター長
清　水　栄　司

（聞き手　山内俊一）

　給食など、集団で食事をする場面になるとほとんど食べられなくなってしま
うという会食恐怖症を中心に、各種の恐怖症に対する治療についてご教示くだ
さい。
 ＜静岡県開業医＞

各種恐怖症に対する治療

　山内　清水先生、皆で一緒に食べま
しょうというときに、少し怖じ気づく
といった軽い程度のものは比較的お子
さんではありがちな気もいたしますが、
これはいかがでしょうか。
　清水　お子さんはこういった不安と
か恐怖の問題が非常に大きいと思いま
すので、今のところ念頭に浮かぶのは
社交不安症、いわゆる対人恐怖症とい
ったような状態が考えられると思いま
した。
　山内　対人恐怖症というのはよく聞
く言葉なのですが、現在は社交不安症
という言葉の中に入っているのでしょ
うか。
　清水　そうですね。今は社交不安症
が精神科としては正式な診断名で、従
来は対人恐怖症といわれていました。

　山内　この質問は会食ということな
のですが、大勢の中で何かを行うとい
うと有名なのは、例えばスピーチをす
るときにすごく恐怖を感じるといった
ようなことがありますね。こういった
いろいろなものも併せ持っているケー
スも多いとみてよいでしょうか。
　清水　お子さんにいろいろ問診で明
らかになっていくと思うのですが、ク
ラスの大勢の前で給食を食べるときに、
皆から見られているのが緊張してしま
う、不安になってしまうというような
状態ですと、見られているのが怖い社
交不安症という診断かと思います。
　山内　会食の場合にはどういったも
のが原因になるのでしょうか。
　清水　例えば、おはしを持っている
手が震えてしまうとか、お椀が震えて
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ます。ただ、残りの３剤は拮抗薬があ
りませんので、効果が切れるまで待つ
しかないということです。
　山内　救急の処置をした後、DOAC、
あるいはワルファリンに替えるとか、
そのあたりはどうなっているのでしょ
うか。
　阿部　これは非常に難しい問題で、
個々の状況、もともとDOACを投与し
なくてはいけなかった理由によって変
わってきますし、例えば差し迫った左
房内血栓や左室内血栓、そういう血栓
症がある場合は、やめることができな
いので、比較的早い時期に抗凝固を検
討していく。そういう症例では低用量
のヘパリンから始めて、全く効かない
時期がないように努力するというとこ
ろですが、やはり出血が、死に直面し
てくると、そういったこともいえない
ので、このあたりはバランス感覚が非
常に重要だと思います。
　山内　最後に、循環器の医師でよく
ワルファリン、あるいはDOAC、これ
にさらにアスピリンを併用しているケ
ースがありますが、これはどういった
観点からなのでしょうか。
　阿部　これは非常に面白いというか、
我々の思考が複雑なためともいえるの
ですが、血液の流れがゆっくりなとこ
ろは抗凝固薬、血液の流れが速いとこ
ろは抗血小板薬という考えがあるので

す。つまり左房内とか、そういう血液
の流れがゆっくりなところの血栓を予
防するためにはDOAC、静脈血栓症も
そうですが。一方で冠動脈とか脳血管、
動脈系の血栓予防にはアスピリン、抗
血小板薬ということになっていて、ど
こに問題があって、何を予防したいか、
治療したいかによって薬が２剤になっ
たり、３剤になったりします。
　山内　この場合、特に冠動脈がらみ
になりますと、こういった複雑な投与
法がより多く出てくる可能性があるの
でしょうか。
　阿部　そうですね。冠動脈ステント
治療は非常に一般的に行われています
が、投与初期は確実にDAPTという２
剤の抗血小板薬を服用しなくてはいけ
ません。ただ、これに左房内血栓、い
わゆるAF、心房細動があった場合は、
２剤＋DOACというかたちになってし
まうのです。出血性の合併症が増えて
きていますし、だんだん研究が進んだ
結果、DAPT、２剤の抗血小板薬を使
わなくてはいけない時間が短くなって
きていて、従来だったら一生涯だった
のが１年、半年、３カ月、最近では１
カ月というように短くなっています。
このようにだんだん少なくなっている
のが現状です。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター長
清　水　栄　司

（聞き手　山内俊一）

　給食など、集団で食事をする場面になるとほとんど食べられなくなってしま
うという会食恐怖症を中心に、各種の恐怖症に対する治療についてご教示くだ
さい。
 ＜静岡県開業医＞

各種恐怖症に対する治療

　山内　清水先生、皆で一緒に食べま
しょうというときに、少し怖じ気づく
といった軽い程度のものは比較的お子
さんではありがちな気もいたしますが、
これはいかがでしょうか。
　清水　お子さんはこういった不安と
か恐怖の問題が非常に大きいと思いま
すので、今のところ念頭に浮かぶのは
社交不安症、いわゆる対人恐怖症とい
ったような状態が考えられると思いま
した。
　山内　対人恐怖症というのはよく聞
く言葉なのですが、現在は社交不安症
という言葉の中に入っているのでしょ
うか。
　清水　そうですね。今は社交不安症
が精神科としては正式な診断名で、従
来は対人恐怖症といわれていました。

　山内　この質問は会食ということな
のですが、大勢の中で何かを行うとい
うと有名なのは、例えばスピーチをす
るときにすごく恐怖を感じるといった
ようなことがありますね。こういった
いろいろなものも併せ持っているケー
スも多いとみてよいでしょうか。
　清水　お子さんにいろいろ問診で明
らかになっていくと思うのですが、ク
ラスの大勢の前で給食を食べるときに、
皆から見られているのが緊張してしま
う、不安になってしまうというような
状態ですと、見られているのが怖い社
交不安症という診断かと思います。
　山内　会食の場合にはどういったも
のが原因になるのでしょうか。
　清水　例えば、おはしを持っている
手が震えてしまうとか、お椀が震えて
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　山内　さて、治療に入りたいと思い
ます。まず何が出てくるのでしょうか。
　清水　認知行動療法を推奨させてい
ただきます。
　山内　認知行動療法は最近はよく話
に聞くようになってきていますし、非
常に知られてきていると思われますが、
実際のアプローチになりますと、なか
なかまだ行ってみることもないかと思
います。具体的な方法について教えて
いただけますか。
　清水　認知行動療法は感情の病気に
非常に効果的だとされています。まず
は患者さんと、今回は不安感とか恐怖
感といった感情になりますが、それが
どういった状況で起こるのか。このお
子さんの場合は皆の前で給食を食べる
ときに自分が怖いと感じる、不安を感
じるということだと思いますので、そ
れをまずは言葉にして共有していただ
くところから始めるといいと思います。
　山内　このあたりを確認した上でな
のですが、実際に不安や恐怖といった
ものを具体化するというと、どういっ
たものがあるのでしょう。
　清水　数値化、ゼロ～100点で、100
点満点が一番大きな不安、ゼロ点は何
でもないとすると、例えば30人のクラ
スの中で給食を食べると何点なのだろ
うか。90点になる。また５人の前だっ
たら何点かとか、家族の前だったらゼ
ロ点になるとか、そういった段階的な
とらえ方をしてもらうといいと思いま

す。
　山内　そういったものを使っていっ
ていろいろな考え方に持ち込んでいく
ということなのでしょうね。
　清水　そうですね。お子さんの前に
１枚紙を置いていただいて、感情につ
いては、先ほどの不安が例えば90点み
たいに書いてもらう。次に、その感情
を起こす考え方、これが認知です。例
えば人前で手が震えてしまって、はし
でつまんでいたおいもがコロコロっと
落ちてしまったら、皆に笑われるので
はないかと、そんな考えが浮かぶとい
うことをとらえてもらうと、認知をと
らえたということになるのです。
　山内　図を描くというところも大き
なポイントなのでしょうね。
　清水　そうですね。患者さんに感情
と認知が非常に密接につながっている
ことを理解してもらいます。さらに、
感情はなかなかコントロールするのが
難しいのですが、考え方は、別に人前
で手が震えても笑われることではない
というように、コントロールすること
はできるのだと理解できるところがあ
ります。
　山内　よく言われますが、「そうい
うことは誰でもあるんだよ」とか、「当
たり前じゃないか」といったものをう
まく植えつけていくところが大事だと
思われますね。
　清水　そうですね。共感的に接しな
がら、別の考え方もあることをとらえ

汁をこぼしてしまうのではないかとか、
そういった人前での失敗を怖がってい
る様子だと社交不安症になると思いま
す。
　山内　例えばケースによっては、会
食恐怖症はあるけれども、先ほどいい
ましたスピーチに対しては恐怖感はそ
れほどではない、そういったケースも
あるのでしょうか。
　清水　例えばごはんを食べて飲み込
むときの音をほかのお子さんに聞かれ
てしまうのが不安といったような、ま
た少しかたちの違うタイプの恐怖症の
方がいらっしゃる場合もあります。
　山内　そうしますと、何が怖いかと
いうことが大事なポイントということ
ですね。
　清水　そうですね。
　山内　あと、うつ病とか、ほかの不
安障害、自閉症、こういったものが併
存している可能性もあるとみてよいの
でしょうか。
　清水　そういったものも不安症には
合併しやすいので、よくチェックして
いただくのが大事だと思います。
　山内　お子さんの場合ですと、例え
ば会食のときのちょっとした不手際み
たいなものでいじめやからかいの対象
になって恐怖症になってしまうことも
あるかと思うのですが、いかがですか。
　清水　いわゆる心の傷のような出来
事があって恐怖症とか不安症になって
しまうのはわりと多く見られることで

すので、そういった出来事があったか
どうかを聞いていただくといいと思い
ます。
　山内　増悪因子にはなりうるのです
ね。
　清水　そうですね。
　山内　少し話は違いますが、こうい
った不安神経症的なものは成因的に生
まれつきからあるものなのか、生い立
ちで出てくるのか。このあたり、最近
の議論としてはいかがなのでしょうか。
　清水　遺伝と環境については相互作
用といういい方になります。不安感受
性というのは生まれつきの不安の強さ
といったものにある程度遺伝が見られ
る。一方で先ほどのお話のように、例
えばクラスでからかわれてしまったと
か、クラスで食事のことでいじめられ
てしまったとか、環境の要因も大きく
考えられると思います。
　山内　俗に小心な人とか神経が太い
人とか、いろいろありますが、こうい
ったものがどうして出てくるのかとい
うのはまだ十二分には解明しきれてい
ないのでしょうね。
　清水　そうですね。神経質な性格が
セロトニントランスポーターの遺伝子
多型と関係するという研究もされてい
るのですが、まだ未解明の部分も多い
と思います。
　山内　まだ決めつける段階ではない
ということですね。
　清水　そうですね。
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　山内　さて、治療に入りたいと思い
ます。まず何が出てくるのでしょうか。
　清水　認知行動療法を推奨させてい
ただきます。
　山内　認知行動療法は最近はよく話
に聞くようになってきていますし、非
常に知られてきていると思われますが、
実際のアプローチになりますと、なか
なかまだ行ってみることもないかと思
います。具体的な方法について教えて
いただけますか。
　清水　認知行動療法は感情の病気に
非常に効果的だとされています。まず
は患者さんと、今回は不安感とか恐怖
感といった感情になりますが、それが
どういった状況で起こるのか。このお
子さんの場合は皆の前で給食を食べる
ときに自分が怖いと感じる、不安を感
じるということだと思いますので、そ
れをまずは言葉にして共有していただ
くところから始めるといいと思います。
　山内　このあたりを確認した上でな
のですが、実際に不安や恐怖といった
ものを具体化するというと、どういっ
たものがあるのでしょう。
　清水　数値化、ゼロ～100点で、100
点満点が一番大きな不安、ゼロ点は何
でもないとすると、例えば30人のクラ
スの中で給食を食べると何点なのだろ
うか。90点になる。また５人の前だっ
たら何点かとか、家族の前だったらゼ
ロ点になるとか、そういった段階的な
とらえ方をしてもらうといいと思いま

す。
　山内　そういったものを使っていっ
ていろいろな考え方に持ち込んでいく
ということなのでしょうね。
　清水　そうですね。お子さんの前に
１枚紙を置いていただいて、感情につ
いては、先ほどの不安が例えば90点み
たいに書いてもらう。次に、その感情
を起こす考え方、これが認知です。例
えば人前で手が震えてしまって、はし
でつまんでいたおいもがコロコロっと
落ちてしまったら、皆に笑われるので
はないかと、そんな考えが浮かぶとい
うことをとらえてもらうと、認知をと
らえたということになるのです。
　山内　図を描くというところも大き
なポイントなのでしょうね。
　清水　そうですね。患者さんに感情
と認知が非常に密接につながっている
ことを理解してもらいます。さらに、
感情はなかなかコントロールするのが
難しいのですが、考え方は、別に人前
で手が震えても笑われることではない
というように、コントロールすること
はできるのだと理解できるところがあ
ります。
　山内　よく言われますが、「そうい
うことは誰でもあるんだよ」とか、「当
たり前じゃないか」といったものをう
まく植えつけていくところが大事だと
思われますね。
　清水　そうですね。共感的に接しな
がら、別の考え方もあることをとらえ

汁をこぼしてしまうのではないかとか、
そういった人前での失敗を怖がってい
る様子だと社交不安症になると思いま
す。
　山内　例えばケースによっては、会
食恐怖症はあるけれども、先ほどいい
ましたスピーチに対しては恐怖感はそ
れほどではない、そういったケースも
あるのでしょうか。
　清水　例えばごはんを食べて飲み込
むときの音をほかのお子さんに聞かれ
てしまうのが不安といったような、ま
た少しかたちの違うタイプの恐怖症の
方がいらっしゃる場合もあります。
　山内　そうしますと、何が怖いかと
いうことが大事なポイントということ
ですね。
　清水　そうですね。
　山内　あと、うつ病とか、ほかの不
安障害、自閉症、こういったものが併
存している可能性もあるとみてよいの
でしょうか。
　清水　そういったものも不安症には
合併しやすいので、よくチェックして
いただくのが大事だと思います。
　山内　お子さんの場合ですと、例え
ば会食のときのちょっとした不手際み
たいなものでいじめやからかいの対象
になって恐怖症になってしまうことも
あるかと思うのですが、いかがですか。
　清水　いわゆる心の傷のような出来
事があって恐怖症とか不安症になって
しまうのはわりと多く見られることで

すので、そういった出来事があったか
どうかを聞いていただくといいと思い
ます。
　山内　増悪因子にはなりうるのです
ね。
　清水　そうですね。
　山内　少し話は違いますが、こうい
った不安神経症的なものは成因的に生
まれつきからあるものなのか、生い立
ちで出てくるのか。このあたり、最近
の議論としてはいかがなのでしょうか。
　清水　遺伝と環境については相互作
用といういい方になります。不安感受
性というのは生まれつきの不安の強さ
といったものにある程度遺伝が見られ
る。一方で先ほどのお話のように、例
えばクラスでからかわれてしまったと
か、クラスで食事のことでいじめられ
てしまったとか、環境の要因も大きく
考えられると思います。
　山内　俗に小心な人とか神経が太い
人とか、いろいろありますが、こうい
ったものがどうして出てくるのかとい
うのはまだ十二分には解明しきれてい
ないのでしょうね。
　清水　そうですね。神経質な性格が
セロトニントランスポーターの遺伝子
多型と関係するという研究もされてい
るのですが、まだ未解明の部分も多い
と思います。
　山内　まだ決めつける段階ではない
ということですね。
　清水　そうですね。
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いは先ほどおっしゃっていただいたう
つ病とか自閉症スペクトラムのような
難治化する要因も考慮して進めていく
ことになるかと思います。
　山内　お子さんですから、なかなか
言葉が不足するケースもあるでしょう
から、こういったところは親御さんに

もサポートしていただくということで
よいですか。
　清水　そうですね。親御さんがお子
さんの不安を理解し、家庭でもそうい
った取り組みをしていただくことを支
援するのがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

てもらうのが大事かと思います。
　山内　さて、とらえた後、実際にこ
れを克服していかなければならないと
いうところで、行動に移らなければだ
めなのですが、どういったかたちで誘
導されていらっしゃいますか。
　清水　毎週、患者さんに来てもらっ
て少しずつお話をしています。例えば
家の中で食事をするときに、はしが震
えているとご家族はどう思うのだろう
と、実際おうちでは行動することがで
きるかなということで、できることか
ら少しずつ行ってもらっています。
　山内　やはり家が大事ですね。ここ
だとあまり恐怖を感じることはないと
思われますので、このあたりでうまく
行動に誘導できれば、それでかなり治
るというケースもあるのでしょうね。
　清水　そうですね。おうちは非常に
安全な場所だと思いますし、また、家
族のサポートも得られると思いますの
で、そこで自信を持ってもらう。そう
いったところから行ってもらうといい
かと思います。
　山内　ただ、皆が皆、そう簡単にす
んなりいかないとも思われるのですが、
そういった場合はどうされるのでしょ
うか。
　清水　私どもは16週間ぐらいかけて
少しずつ行っていますので、軽い方は
わりと順調にいきます。重い方は例え
ば自分の意識、注意がどこに向くかみ
たいな話もお子さんとして、「自分の

震える手にばかり注意が向くからよけ
い緊張しちゃうんだよね」「むしろ向
こうの、相手のお子さんが『きょうは
どんなものを食べているんだろうか。
どんな順番で食べているんだろうか』
とか、ほかの人を観察するようにする
とちょっと緊張は減るのではないか
な」といった注意のシフトというテク
ニックを身につけてもらいます。
　山内　16週間にわたって、かなり長
い時間をかけるのですね。
　清水　はい。
　山内　また、本人にもこういった訓
練をしてもらうのでしょうね。
　清水　はい。
　山内　１日に何回するとか、そうい
った感じでしょうか。
　清水　そうですね。おうちでもだい
たいセラピーと同じ時間、30分とか50
分ぐらいはこういった社交不安症や恐
怖症を克服するような訓練をしてもら
っています。
　山内　ざっくばらんに言って、こう
いった治療法で成功率というのはどの
ぐらいなものなのでしょうか。
　清水　社交不安症ですと、3/4、75
％ぐらいの方が改善するというデータ
があります。
　山内　それは非常に高い率だと思い
ますが、残りの25％の方はやはり薬に
なりますか。
　清水　そうですね。お子さんなので
慎重に使うところだと思います。ある
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いは先ほどおっしゃっていただいたう
つ病とか自閉症スペクトラムのような
難治化する要因も考慮して進めていく
ことになるかと思います。
　山内　お子さんですから、なかなか
言葉が不足するケースもあるでしょう
から、こういったところは親御さんに

もサポートしていただくということで
よいですか。
　清水　そうですね。親御さんがお子
さんの不安を理解し、家庭でもそうい
った取り組みをしていただくことを支
援するのがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

てもらうのが大事かと思います。
　山内　さて、とらえた後、実際にこ
れを克服していかなければならないと
いうところで、行動に移らなければだ
めなのですが、どういったかたちで誘
導されていらっしゃいますか。
　清水　毎週、患者さんに来てもらっ
て少しずつお話をしています。例えば
家の中で食事をするときに、はしが震
えているとご家族はどう思うのだろう
と、実際おうちでは行動することがで
きるかなということで、できることか
ら少しずつ行ってもらっています。
　山内　やはり家が大事ですね。ここ
だとあまり恐怖を感じることはないと
思われますので、このあたりでうまく
行動に誘導できれば、それでかなり治
るというケースもあるのでしょうね。
　清水　そうですね。おうちは非常に
安全な場所だと思いますし、また、家
族のサポートも得られると思いますの
で、そこで自信を持ってもらう。そう
いったところから行ってもらうといい
かと思います。
　山内　ただ、皆が皆、そう簡単にす
んなりいかないとも思われるのですが、
そういった場合はどうされるのでしょ
うか。
　清水　私どもは16週間ぐらいかけて
少しずつ行っていますので、軽い方は
わりと順調にいきます。重い方は例え
ば自分の意識、注意がどこに向くかみ
たいな話もお子さんとして、「自分の

震える手にばかり注意が向くからよけ
い緊張しちゃうんだよね」「むしろ向
こうの、相手のお子さんが『きょうは
どんなものを食べているんだろうか。
どんな順番で食べているんだろうか』
とか、ほかの人を観察するようにする
とちょっと緊張は減るのではないか
な」といった注意のシフトというテク
ニックを身につけてもらいます。
　山内　16週間にわたって、かなり長
い時間をかけるのですね。
　清水　はい。
　山内　また、本人にもこういった訓
練をしてもらうのでしょうね。
　清水　はい。
　山内　１日に何回するとか、そうい
った感じでしょうか。
　清水　そうですね。おうちでもだい
たいセラピーと同じ時間、30分とか50
分ぐらいはこういった社交不安症や恐
怖症を克服するような訓練をしてもら
っています。
　山内　ざっくばらんに言って、こう
いった治療法で成功率というのはどの
ぐらいなものなのでしょうか。
　清水　社交不安症ですと、3/4、75
％ぐらいの方が改善するというデータ
があります。
　山内　それは非常に高い率だと思い
ますが、残りの25％の方はやはり薬に
なりますか。
　清水　そうですね。お子さんなので
慎重に使うところだと思います。ある
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理化学研究所バイオリソース研究センター細胞材料開発室室長
中　村　幸　夫

（聞き手　池脇克則）

　超高齢社会となり、反面で若年者が減っており、輸血製剤の供給は今後大き
な問題と考えます。
　iPS細胞では白血球、赤血球、血小板を作るのは他分野（臓器をつくる（形
作る）、心臓など）に比べ早く作られると思いますが、現状、展望はいかがで
しょうか。
 ＜茨城県勤務医＞

iPS細胞を使った血液細胞産生

　池脇　iPS細胞を使った造血という
ことですが、日本は超高齢化で人口も
減っていますし、そういう意味では献
血のドナーも減っている。そしてまさ
にコロナで献血してくださる方もだい
ぶ減っていると聞いているのですが、
どうでしょう。
　中村　こういう感染症のときに献血
者が激減して輸血態勢が逼迫するのは
以前から危惧されていた点で心配して
います。
　池脇　血液疾患で輸血が必要、それ
がないと次に進めない、あるいはそれ
がないことによって命を落としてしま
う方が出てくるのはできるだけ避けな
いといけないですよね。

　中村　そうですね。輸血はもはや標
準的な治療になっていますので、そう
思います。
　池脇　これは今始まった話ではなく
て、前から始まっているのだろうと思
います。質問にありますiPS細胞で作
った白血球、赤血球、血小板で輸血を
しようという動きですが、先生は赤血
球に関してだいぶ以前から研究されて
いらっしゃるようです。今までの道の
りというか、背景を簡単にお聞かせく
ださい。
　中村　超高齢社会になって、輸血を
必要とする人が増える一方、献血者が
減るということで、私どもは2000年代
から研究し、最初に始めたのは臍帯血

中の造血幹細胞から赤血球を作るとい
う方法について2006年に論文を発表し
ました。
　池脇　これはどのくらいの効率とい
いますか、どういう状況だったのでし
ょうか。
　中村　赤ちゃん１人由来の臍帯血か
ら200～400mLぐらいの赤血球が作れ
るということで、理論的にはそういう
人工生産が可能だという論文を発表し
ました。
　池脇　でも、最終的にはそれが実用
化まではいかなかったのですね。
　中村　そうですね。一つの大きな問
題としてコストがものすごくかかると
いうことと、また赤ちゃんの臍帯血が
サンプルごとにクオリティが違うので
再現性が難しかったという点があって、
別の方法を考えようということになり
ました。
　池脇　次はどんな方法に進まれたの
ですか。
　中村　当時、ES細胞が出ていました
ので、ES細胞から赤血球を作ろうとい
う方法を考え、まずマウスで試みまし
た。ES細胞から誘導して、しかしES
細胞から赤血球を作るというのは時間
がかかりコストが高くなるので、赤血
球前駆細胞のレベルで不死化した細胞、
そこでずっと増える細胞ができればコ
ストダウンが図れるのではないかと思
ってトライしたら、マウス由来ですが、
運よく赤血球前駆細胞株が作れて、そ

こから大量の赤血球を生産できること
がわかりました。
　池脇　私のイメージとしたら、赤血
球の場合はいわゆる幹細胞のレベルか
らだんだんと成熟した赤血球になるの
ですが、そういう流れの上流のどこか
で安定的に増殖してくるような細胞を
作ることが成功のかぎなのでしょうか。
　中村　そうですね。赤芽球といわれ
るレベルの段階で不死化した、ずっと
増え続ける細胞株ができて、従来もそ
ういう細胞はあったのですけれども、
脱核した赤血球を作ることができなか
った。我々はそこで脱核もできるよう
な細胞株を作ることができたというこ
とです。
　池脇　確かに赤血球は核を持ってい
ないし、あるいはグロビンも胎児型と
成人型という、そのあたりの条件を合
わせるのは難しそうですね。
　中村　ES細胞、iPS細胞から赤血球
系の細胞を誘導すると、最初は自然発
生と一緒で胎児型が出てきて、成人型
のヘモグロビンを生産する細胞はすご
く時間がかかってからでないと出てこ
ないことがわかっています。マウスの
後に我々はヒトの細胞でも同様に細胞
株を作り、論文でも発表しているので
すが、７～８株のうち１株だけ成人型
の赤血球を発現してくれる細胞株がで
きました。その細胞も脱核赤血球を作
ることができるということを、2013年
に論文発表したものです。
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理化学研究所バイオリソース研究センター細胞材料開発室室長
中　村　幸　夫

（聞き手　池脇克則）

　超高齢社会となり、反面で若年者が減っており、輸血製剤の供給は今後大き
な問題と考えます。
　iPS細胞では白血球、赤血球、血小板を作るのは他分野（臓器をつくる（形
作る）、心臓など）に比べ早く作られると思いますが、現状、展望はいかがで
しょうか。
 ＜茨城県勤務医＞

iPS細胞を使った血液細胞産生

　池脇　iPS細胞を使った造血という
ことですが、日本は超高齢化で人口も
減っていますし、そういう意味では献
血のドナーも減っている。そしてまさ
にコロナで献血してくださる方もだい
ぶ減っていると聞いているのですが、
どうでしょう。
　中村　こういう感染症のときに献血
者が激減して輸血態勢が逼迫するのは
以前から危惧されていた点で心配して
います。
　池脇　血液疾患で輸血が必要、それ
がないと次に進めない、あるいはそれ
がないことによって命を落としてしま
う方が出てくるのはできるだけ避けな
いといけないですよね。

　中村　そうですね。輸血はもはや標
準的な治療になっていますので、そう
思います。
　池脇　これは今始まった話ではなく
て、前から始まっているのだろうと思
います。質問にありますiPS細胞で作
った白血球、赤血球、血小板で輸血を
しようという動きですが、先生は赤血
球に関してだいぶ以前から研究されて
いらっしゃるようです。今までの道の
りというか、背景を簡単にお聞かせく
ださい。
　中村　超高齢社会になって、輸血を
必要とする人が増える一方、献血者が
減るということで、私どもは2000年代
から研究し、最初に始めたのは臍帯血

中の造血幹細胞から赤血球を作るとい
う方法について2006年に論文を発表し
ました。
　池脇　これはどのくらいの効率とい
いますか、どういう状況だったのでし
ょうか。
　中村　赤ちゃん１人由来の臍帯血か
ら200～400mLぐらいの赤血球が作れ
るということで、理論的にはそういう
人工生産が可能だという論文を発表し
ました。
　池脇　でも、最終的にはそれが実用
化まではいかなかったのですね。
　中村　そうですね。一つの大きな問
題としてコストがものすごくかかると
いうことと、また赤ちゃんの臍帯血が
サンプルごとにクオリティが違うので
再現性が難しかったという点があって、
別の方法を考えようということになり
ました。
　池脇　次はどんな方法に進まれたの
ですか。
　中村　当時、ES細胞が出ていました
ので、ES細胞から赤血球を作ろうとい
う方法を考え、まずマウスで試みまし
た。ES細胞から誘導して、しかしES
細胞から赤血球を作るというのは時間
がかかりコストが高くなるので、赤血
球前駆細胞のレベルで不死化した細胞、
そこでずっと増える細胞ができればコ
ストダウンが図れるのではないかと思
ってトライしたら、マウス由来ですが、
運よく赤血球前駆細胞株が作れて、そ

こから大量の赤血球を生産できること
がわかりました。
　池脇　私のイメージとしたら、赤血
球の場合はいわゆる幹細胞のレベルか
らだんだんと成熟した赤血球になるの
ですが、そういう流れの上流のどこか
で安定的に増殖してくるような細胞を
作ることが成功のかぎなのでしょうか。
　中村　そうですね。赤芽球といわれ
るレベルの段階で不死化した、ずっと
増え続ける細胞株ができて、従来もそ
ういう細胞はあったのですけれども、
脱核した赤血球を作ることができなか
った。我々はそこで脱核もできるよう
な細胞株を作ることができたというこ
とです。
　池脇　確かに赤血球は核を持ってい
ないし、あるいはグロビンも胎児型と
成人型という、そのあたりの条件を合
わせるのは難しそうですね。
　中村　ES細胞、iPS細胞から赤血球
系の細胞を誘導すると、最初は自然発
生と一緒で胎児型が出てきて、成人型
のヘモグロビンを生産する細胞はすご
く時間がかかってからでないと出てこ
ないことがわかっています。マウスの
後に我々はヒトの細胞でも同様に細胞
株を作り、論文でも発表しているので
すが、７～８株のうち１株だけ成人型
の赤血球を発現してくれる細胞株がで
きました。その細胞も脱核赤血球を作
ることができるということを、2013年
に論文発表したものです。

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （189）  2928 （188） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   29 2021/02/15   13:03



　池脇　しかし、この方法も実用化の
方向にいかなかったのですか。
　中村　そうですね。ここで細胞がで
きて、コストダウンが図れると思った
のですが、それにしてもまだまだコス
トがかかるというのが現状でした。大
量培養となると、GMP施設が必要にな
りますし、あと技術的な問題点として
は、我々が作った細胞は脱核の効率が
一番よくても10％程度だったのです。
脱核効率が少なくとも50％程度あるい
は70～80％いくような細胞株を作ろう
といまだに継続中ですが、なかなかそ
ういういい細胞株ができていないとい
うのが現状です。
　池脇　そういう研究を進めている過
程で、京都の山中伸弥先生がiPS細胞
を発表された。先生もそれを使った研
究を始められたのですか。
　中村　そうですね。造血幹細胞など
はなかなか入手できませんし、ヒトの
ES細胞も数が限られていましたので、
本当に材料がないな、困ったなと思っ
ているところにiPS細胞が発表されま
した。これはヒトのiPS細胞を使って
どんどん造血幹細胞を誘導し、そこか
ら赤血球前駆細胞株を作ろうという方
向に変えて、それで作ることができた
のです。
　池脇　やはり作ることに関して幾つ
かの乗り越えないといけない壁という
のはあったのでしょうか。
　中村　不死化細胞ができても、脱核

してくれない細胞だと役に立ちません。
最初は何十株も作ったのですが、全然
脱核してくれない。そこでE6E7とい
うパピローマウイルス、子宮頸がんの
原因になる因子があるので、その分子
を強制発現させると不死化細胞ができ
やすいということがわかったのですが、
その分子を入れたら比較的簡単に不死
化細胞ができて、かつ脱核する細胞も
できたという幸運があったというのが
事実です。
　池脇　今、どのような状況なのでし
ょうか。
　中村　先ほど言いましたように、ま
だ脱核効率が非常に悪くて、これを実
際に産業化に結びつけるにはもっと脱
核効率のいい細胞を作らなければいけ
ないと、私どもも継続しています。け
れども、世界中のいろいろなところで
我々の細胞よりもっと脱核効率がいい
という細胞が作られて発表されたりし
ています。
　池脇　考え方としたら、脱核の効率
をよくするのはiPSというアプローチ
からは無理というよりも、何か工夫す
ることによってそれを上げられる可能
性は十分あるということですね。
　中村　はい、十分あります。我々は
最初にマウスで作ったのですが、マウ
スの赤血球前駆細胞は７～８割が脱核
細胞になってくれるのです。ですから、
多分そういう細胞を作ることは可能な
のです。ただ、何をどうしたらそうい

う細胞ができるのかが今はわかりませ
ん。ヒトの細胞では残念ながらそうい
う細胞ができていないのが現状です。
　池脇　まだ何合目かはわからないけ
れども、先は見えてきているという感
じなのですね。
　中村　そうですね。必ずや努力を続
ければそういう細胞はできるのではな
いかと思っています。
　池脇　血小板も今進んでいると聞き
ましたが。
　中村　そうですね。京都大学のiPS
細胞研究所の江藤浩之先生は血小板の
研究を熱心にされています。手法とし
ては同様にiPS細胞から造血幹細胞を
経て、血小板のもとになる巨核芽球と
いう細胞、その不死化細胞を作って、
巨核芽球の不死化細胞を大量生産し、
そこから血小板を作るという方法を、
2018年に論文発表されました。2020年
３月にプレス発表されていますが、臨
床試験を行っているということです。
　池脇　言い過ぎかもしれませんが、
いわゆる血小板を無限に作ってくれる
マスターセルを、工夫をして作られた
のですね。
　中村　はい。そのとおりで、基本的
には我々と同様に、巨核芽球レベルで
不死化細胞、どんどん増えてくれる細
胞を作って、かつそこから成熟した血
小板が作れる細胞株を作ることに成功
したのです。赤血球と血小板に共通し
ていい点は、ともに核がありませんの

で、いろいろな再生医療で問題視され
ている腫瘍形成の危険性がない点が、
すごく大きなメリットだと思います。
　池脇　通常の血小板は輸血を繰り返
して、不適合というのですか、抗体が
できますが、これも理論的には避けら
れるのですね。
　中村　そうですね。赤血球はMHC
を引き込まないのですが、血小板はあ
る程度発現しているようでMHCを引
きずり込んでしまう。ですから、たく
さんの人の血小板輸血を受けていると、
どうしても抗体ができて不応性になっ
てしまう。それが、江藤先生が取り組
まれているように、患者さん自身から
iPS細胞を作って、そこから巨核芽球
の株を作れば、本人由来ですから、本
人のMHCがある程度入っていても何
の問題もありませんので、実用化に向
かったということです。
　池脇　従来の血小板輸血は取ってか
ら常温保存で４日のうちに使わないと
いけないという制限がありましたが、
この方法でしたら冷蔵がきくのでしょ
うか。
　中村　冷蔵保存できるような期間は
同じぐらいかもしれません。血小板の
寿命は10日ぐらいといわれていますが、
ドナーから取った細胞はいろいろな細
胞が混じっていますので、平均寿命は
もっと短くなってしまうのです。赤血
球の場合もそうですが、人工的に作る
と、すべての細胞はある程度寿命があ
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　池脇　しかし、この方法も実用化の
方向にいかなかったのですか。
　中村　そうですね。ここで細胞がで
きて、コストダウンが図れると思った
のですが、それにしてもまだまだコス
トがかかるというのが現状でした。大
量培養となると、GMP施設が必要にな
りますし、あと技術的な問題点として
は、我々が作った細胞は脱核の効率が
一番よくても10％程度だったのです。
脱核効率が少なくとも50％程度あるい
は70～80％いくような細胞株を作ろう
といまだに継続中ですが、なかなかそ
ういういい細胞株ができていないとい
うのが現状です。
　池脇　そういう研究を進めている過
程で、京都の山中伸弥先生がiPS細胞
を発表された。先生もそれを使った研
究を始められたのですか。
　中村　そうですね。造血幹細胞など
はなかなか入手できませんし、ヒトの
ES細胞も数が限られていましたので、
本当に材料がないな、困ったなと思っ
ているところにiPS細胞が発表されま
した。これはヒトのiPS細胞を使って
どんどん造血幹細胞を誘導し、そこか
ら赤血球前駆細胞株を作ろうという方
向に変えて、それで作ることができた
のです。
　池脇　やはり作ることに関して幾つ
かの乗り越えないといけない壁という
のはあったのでしょうか。
　中村　不死化細胞ができても、脱核

してくれない細胞だと役に立ちません。
最初は何十株も作ったのですが、全然
脱核してくれない。そこでE6E7とい
うパピローマウイルス、子宮頸がんの
原因になる因子があるので、その分子
を強制発現させると不死化細胞ができ
やすいということがわかったのですが、
その分子を入れたら比較的簡単に不死
化細胞ができて、かつ脱核する細胞も
できたという幸運があったというのが
事実です。
　池脇　今、どのような状況なのでし
ょうか。
　中村　先ほど言いましたように、ま
だ脱核効率が非常に悪くて、これを実
際に産業化に結びつけるにはもっと脱
核効率のいい細胞を作らなければいけ
ないと、私どもも継続しています。け
れども、世界中のいろいろなところで
我々の細胞よりもっと脱核効率がいい
という細胞が作られて発表されたりし
ています。
　池脇　考え方としたら、脱核の効率
をよくするのはiPSというアプローチ
からは無理というよりも、何か工夫す
ることによってそれを上げられる可能
性は十分あるということですね。
　中村　はい、十分あります。我々は
最初にマウスで作ったのですが、マウ
スの赤血球前駆細胞は７～８割が脱核
細胞になってくれるのです。ですから、
多分そういう細胞を作ることは可能な
のです。ただ、何をどうしたらそうい

う細胞ができるのかが今はわかりませ
ん。ヒトの細胞では残念ながらそうい
う細胞ができていないのが現状です。
　池脇　まだ何合目かはわからないけ
れども、先は見えてきているという感
じなのですね。
　中村　そうですね。必ずや努力を続
ければそういう細胞はできるのではな
いかと思っています。
　池脇　血小板も今進んでいると聞き
ましたが。
　中村　そうですね。京都大学のiPS
細胞研究所の江藤浩之先生は血小板の
研究を熱心にされています。手法とし
ては同様にiPS細胞から造血幹細胞を
経て、血小板のもとになる巨核芽球と
いう細胞、その不死化細胞を作って、
巨核芽球の不死化細胞を大量生産し、
そこから血小板を作るという方法を、
2018年に論文発表されました。2020年
３月にプレス発表されていますが、臨
床試験を行っているということです。
　池脇　言い過ぎかもしれませんが、
いわゆる血小板を無限に作ってくれる
マスターセルを、工夫をして作られた
のですね。
　中村　はい。そのとおりで、基本的
には我々と同様に、巨核芽球レベルで
不死化細胞、どんどん増えてくれる細
胞を作って、かつそこから成熟した血
小板が作れる細胞株を作ることに成功
したのです。赤血球と血小板に共通し
ていい点は、ともに核がありませんの

で、いろいろな再生医療で問題視され
ている腫瘍形成の危険性がない点が、
すごく大きなメリットだと思います。
　池脇　通常の血小板は輸血を繰り返
して、不適合というのですか、抗体が
できますが、これも理論的には避けら
れるのですね。
　中村　そうですね。赤血球はMHC
を引き込まないのですが、血小板はあ
る程度発現しているようでMHCを引
きずり込んでしまう。ですから、たく
さんの人の血小板輸血を受けていると、
どうしても抗体ができて不応性になっ
てしまう。それが、江藤先生が取り組
まれているように、患者さん自身から
iPS細胞を作って、そこから巨核芽球
の株を作れば、本人由来ですから、本
人のMHCがある程度入っていても何
の問題もありませんので、実用化に向
かったということです。
　池脇　従来の血小板輸血は取ってか
ら常温保存で４日のうちに使わないと
いけないという制限がありましたが、
この方法でしたら冷蔵がきくのでしょ
うか。
　中村　冷蔵保存できるような期間は
同じぐらいかもしれません。血小板の
寿命は10日ぐらいといわれていますが、
ドナーから取った細胞はいろいろな細
胞が混じっていますので、平均寿命は
もっと短くなってしまうのです。赤血
球の場合もそうですが、人工的に作る
と、すべての細胞はある程度寿命があ
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るので、ドナーからもらった場合より
もより寿命は長くなります。
　池脇　白血球も可能性はあるのでし
ょうか。
　中村　白血球は赤血球、血小板より
さらに寿命が短いといわれています。
実際に臨床では骨髄移植などで一番問
題になるのは白血球減少で、無菌治療
室が必要になるわけですが、もし白血

球を人工的にたくさん作ることができ
れば無菌室もそんなに必要ではない治
療が可能となります。白血球、好中球
をたくさん作るということも将来的に
は目指していきたい分野だと思います。
　池脇　先生方の技術を使った輸血が
実現する日が、一日も早く来るのを祈
念しております。ありがとうございま
した。

東北大学大学院公衆衛生学教授
辻　　一　郎

（聞き手　池田志斈）

　日本健康会議が2020年度までに実現を目指す８項目についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

日本健康会議の2020年度実現目標

　池田　辻先生、日本健康会議の2020
年度実現目標について話が来ているの
ですが、この日本健康会議というのは
どういう組織で、どのような目的でい
つ頃作られたのでしょうか。
　辻　この日本健康会議とは2015年の
７月に設立された民間主導の活動体で
す。国民一人ひとりの健康寿命の延伸、
それから適正な医療を実現することを
目的として始まっています。
　池田　民間というと、バックにはど
のような組織があるのでしょうか。
　辻　これを構成する組織は、日本医
師会はもちろんですけれども、日本商
工会議所などの経済団体、労働組合の
総連合、それから医療専門職種の団体
等、各種の団体。医療保険者、国民健
康保険や組合健康保険、そういった医
療保険者。自治体、そして報道機関が
参加しています。

　池田　本当にいろいろな職種関係の
団体が集まっているのですね。極めて
非政治的といいますか、そういう関係
ですね。
　辻　はい。経済団体と医療関連団体
がタッグを組んで国民の健康づくりに
邁進するという点では日本で初めての
組織ではないかと思います。
　池田　おそらくは民間を挙げて健康
を促進しようということだと思うので
すが、最初に目標８項目が決まったと
いうのはどういった経緯だったのでし
ょうか。
　辻　少し長くなるのですが、2010年
代の前半というのは日本全体で健康づ
くりが大きく飛躍した時期だったので
はないかと思っているのです。といい
ますのは、特定健診、いわゆるメタボ
健診が医療保険者に義務づけられ、さ
らにデータヘルスというのが2014年か
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るので、ドナーからもらった場合より
もより寿命は長くなります。
　池脇　白血球も可能性はあるのでし
ょうか。
　中村　白血球は赤血球、血小板より
さらに寿命が短いといわれています。
実際に臨床では骨髄移植などで一番問
題になるのは白血球減少で、無菌治療
室が必要になるわけですが、もし白血

球を人工的にたくさん作ることができ
れば無菌室もそんなに必要ではない治
療が可能となります。白血球、好中球
をたくさん作るということも将来的に
は目指していきたい分野だと思います。
　池脇　先生方の技術を使った輸血が
実現する日が、一日も早く来るのを祈
念しております。ありがとうございま
した。

東北大学大学院公衆衛生学教授
辻　　一　郎

（聞き手　池田志斈）

　日本健康会議が2020年度までに実現を目指す８項目についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

日本健康会議の2020年度実現目標

　池田　辻先生、日本健康会議の2020
年度実現目標について話が来ているの
ですが、この日本健康会議というのは
どういう組織で、どのような目的でい
つ頃作られたのでしょうか。
　辻　この日本健康会議とは2015年の
７月に設立された民間主導の活動体で
す。国民一人ひとりの健康寿命の延伸、
それから適正な医療を実現することを
目的として始まっています。
　池田　民間というと、バックにはど
のような組織があるのでしょうか。
　辻　これを構成する組織は、日本医
師会はもちろんですけれども、日本商
工会議所などの経済団体、労働組合の
総連合、それから医療専門職種の団体
等、各種の団体。医療保険者、国民健
康保険や組合健康保険、そういった医
療保険者。自治体、そして報道機関が
参加しています。

　池田　本当にいろいろな職種関係の
団体が集まっているのですね。極めて
非政治的といいますか、そういう関係
ですね。
　辻　はい。経済団体と医療関連団体
がタッグを組んで国民の健康づくりに
邁進するという点では日本で初めての
組織ではないかと思います。
　池田　おそらくは民間を挙げて健康
を促進しようということだと思うので
すが、最初に目標８項目が決まったと
いうのはどういった経緯だったのでし
ょうか。
　辻　少し長くなるのですが、2010年
代の前半というのは日本全体で健康づ
くりが大きく飛躍した時期だったので
はないかと思っているのです。といい
ますのは、特定健診、いわゆるメタボ
健診が医療保険者に義務づけられ、さ
らにデータヘルスというのが2014年か
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す。
　池田　具体的に８項目というのはど
のようなものなのでしょうか。
　辻　目標の１としては、予防健康づ
くりについて一般住民を対象としたイ
ンセンティブを推進する自治体を800
市町村以上とすることです。
　２つ目は、かかりつけ医と連携して
生活習慣病の重症化予防に取り組む自
治体を1,500市町村、広域連合を47団体
とする。その際に、糖尿病対策推進会
議等の活用を図ることを目標にしてい
ます。自治体の目標を1,500市町村とい
っていますが、2015年の当初の目標は
800市町村だったのです。それをもう
達成してしまいましたので、2019年度
から1,500に上方修正しました。
　池田　倍近くということですね。
　辻　そのようなかたちになっていま
す。それから目標の３つ目ですが、予
防健康づくりに向けて47都道府県の保
険者協議会すべてが地域と職域が連携
した予防に関する活動を実施する。地
域・職域連携の話ですね。
　目標の４と目標の５は、先ほど申し
上げた健康経営に関することなのです
が、目標の４が健保組合と保険者が連
携して健康経営に取り組む企業を500
社以上とする。先ほど申し上げたホワ
イト500に対応するものです。
　池田　これも達成ということですね。
　辻　達成しました。目標の５が、協
会けんぽ等保険者や商工会議所等のサ

ポートを得て、健康宣言等に取り組む
企業を３万社以上とする。これも実は
2015年当初は１万社という目標だった
のですが達成してしまいましたので、
2018年度から３万社に上方修正しまし
た。
　池田　素晴らしい進み方ですね。
　辻　2010年代に日本の健康づくりは
大きく変わりました。非常に加速され
てきています。ですから、当時我々が
考えた目標をはるかに超えてしまうよ
うなスピードが出ています。
　次が加入者自身の健康・医療情報を
本人にわかりやすく提供する保険者を
原則100％とする。その際、情報通信
技術、ICT等の活用を図る。これが目
標の６です。
　池田　本人にわかりやすく、正確に、
ということですね。
　辻　そういうことです。目標の７が
予防健康づくりの企画・実施を提供す
る事業者の質・量の向上のため、認証
評価の仕組みの構築を視野に、保険者
からの推薦等、一定の基準を満たすヘ
ルスケア事業者を100社以上とする。
例えば健診、あるいはデータヘルスの
サポート、保健指導の実施など、そう
いったことを実際にやってくれるヘル
スケア事業者を100社以上にしようと
いう目標です。
　池田　これはもう達成されたのでし
ょうか。
　辻　しています。目標の８が品質確

ら始まったのです。これは医療保険者
が疾病予防や健康増進に対する役割を
きちんと果たすということが明記され
たのです。それに対して、従業員の健
康管理を担うのは医療保険だけではな
い、経営者も大事だということで、企
業の経営者も従業員の健康管理に乗り
出してきて、いわゆる健康経営という
ものが始まってきたのです。これが日
本中に広がってきて、健康づくりが新
しいかたちで盛り上がってきたのです。
　ですので、そういった盛り上がりを
さらに強めようと、先ほど申し上げた
ような医療保険者や経営者、それから
労働組合も含めた民間が幅広く連携し
た組織を作ろう。その際は何か目標指
向型の運動を展開したほうがいいので
はないかと。そのときに、あとで項目
が出ますが、その2015年当時に重視さ
れていた、健康づくりのインセンティ
ブや糖尿病の重症化予防、地域・職域
連携、それから健康経営、そういった
健康課題にフォーカスして８項目の目
標を作った次第です。
　池田　確かに事業者においても、病
気の人が出ると、その治療費を半分出
すようなかたちになりますよね。それ
を含めて広がっていったという背景も
あるのでしょうか。
　辻　健康経営というものを、大企業、
中小企業もですが、非常に熱心に行う
会社が増えてきているのです。この健
康経営というのは、従業員の健康増進

を図るために経営者として投資してい
くことなのですが、その結果、何が期
待できるかというと、企業として生産
性が上がります。それから医療費が下
がってくる。それに加えて企業のイメ
ージが上がってきますので、例えばい
い人材を確保しやすくなるのです。最
近の若い方々、就活している方々は、
会社が健康経営を行っているか、行っ
ていないかをけっこう気にして企業を
選ばれる方も増えているのです。
　ですから、健康経営の優良法人とい
う認証制度を経済産業省が行っている
のですが、その認証を受けると良い人
材が集まるようになりました。最初、
経済産業省は健康経営に熱心な大企業
を少なくとも500社ぐらいは作りたい
と、ホワイト500というキャッチで始
めたのですが、今はそれが800社を超
えているのです。
　池田　すごいですね。
　辻　非常な盛り上がりを示していま
す。
　池田　会社にとってもいいイメージ
なのですね。
　辻　おっしゃるとおりです。
　池田　今はだいぶ雇用の形態が変わ
りましたが、多くの会社は終身雇用で
すから、会社にとっても非常にセー
ブ・マネーにもなっていくということ
ですね。
　辻　いい人材が集まってくると、会
社にとっても非常にいいことになりま
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す。
　池田　具体的に８項目というのはど
のようなものなのでしょうか。
　辻　目標の１としては、予防健康づ
くりについて一般住民を対象としたイ
ンセンティブを推進する自治体を800
市町村以上とすることです。
　２つ目は、かかりつけ医と連携して
生活習慣病の重症化予防に取り組む自
治体を1,500市町村、広域連合を47団体
とする。その際に、糖尿病対策推進会
議等の活用を図ることを目標にしてい
ます。自治体の目標を1,500市町村とい
っていますが、2015年の当初の目標は
800市町村だったのです。それをもう
達成してしまいましたので、2019年度
から1,500に上方修正しました。
　池田　倍近くということですね。
　辻　そのようなかたちになっていま
す。それから目標の３つ目ですが、予
防健康づくりに向けて47都道府県の保
険者協議会すべてが地域と職域が連携
した予防に関する活動を実施する。地
域・職域連携の話ですね。
　目標の４と目標の５は、先ほど申し
上げた健康経営に関することなのです
が、目標の４が健保組合と保険者が連
携して健康経営に取り組む企業を500
社以上とする。先ほど申し上げたホワ
イト500に対応するものです。
　池田　これも達成ということですね。
　辻　達成しました。目標の５が、協
会けんぽ等保険者や商工会議所等のサ

ポートを得て、健康宣言等に取り組む
企業を３万社以上とする。これも実は
2015年当初は１万社という目標だった
のですが達成してしまいましたので、
2018年度から３万社に上方修正しまし
た。
　池田　素晴らしい進み方ですね。
　辻　2010年代に日本の健康づくりは
大きく変わりました。非常に加速され
てきています。ですから、当時我々が
考えた目標をはるかに超えてしまうよ
うなスピードが出ています。
　次が加入者自身の健康・医療情報を
本人にわかりやすく提供する保険者を
原則100％とする。その際、情報通信
技術、ICT等の活用を図る。これが目
標の６です。
　池田　本人にわかりやすく、正確に、
ということですね。
　辻　そういうことです。目標の７が
予防健康づくりの企画・実施を提供す
る事業者の質・量の向上のため、認証
評価の仕組みの構築を視野に、保険者
からの推薦等、一定の基準を満たすヘ
ルスケア事業者を100社以上とする。
例えば健診、あるいはデータヘルスの
サポート、保健指導の実施など、そう
いったことを実際にやってくれるヘル
スケア事業者を100社以上にしようと
いう目標です。
　池田　これはもう達成されたのでし
ょうか。
　辻　しています。目標の８が品質確

ら始まったのです。これは医療保険者
が疾病予防や健康増進に対する役割を
きちんと果たすということが明記され
たのです。それに対して、従業員の健
康管理を担うのは医療保険だけではな
い、経営者も大事だということで、企
業の経営者も従業員の健康管理に乗り
出してきて、いわゆる健康経営という
ものが始まってきたのです。これが日
本中に広がってきて、健康づくりが新
しいかたちで盛り上がってきたのです。
　ですので、そういった盛り上がりを
さらに強めようと、先ほど申し上げた
ような医療保険者や経営者、それから
労働組合も含めた民間が幅広く連携し
た組織を作ろう。その際は何か目標指
向型の運動を展開したほうがいいので
はないかと。そのときに、あとで項目
が出ますが、その2015年当時に重視さ
れていた、健康づくりのインセンティ
ブや糖尿病の重症化予防、地域・職域
連携、それから健康経営、そういった
健康課題にフォーカスして８項目の目
標を作った次第です。
　池田　確かに事業者においても、病
気の人が出ると、その治療費を半分出
すようなかたちになりますよね。それ
を含めて広がっていったという背景も
あるのでしょうか。
　辻　健康経営というものを、大企業、
中小企業もですが、非常に熱心に行う
会社が増えてきているのです。この健
康経営というのは、従業員の健康増進

を図るために経営者として投資してい
くことなのですが、その結果、何が期
待できるかというと、企業として生産
性が上がります。それから医療費が下
がってくる。それに加えて企業のイメ
ージが上がってきますので、例えばい
い人材を確保しやすくなるのです。最
近の若い方々、就活している方々は、
会社が健康経営を行っているか、行っ
ていないかをけっこう気にして企業を
選ばれる方も増えているのです。
　ですから、健康経営の優良法人とい
う認証制度を経済産業省が行っている
のですが、その認証を受けると良い人
材が集まるようになりました。最初、
経済産業省は健康経営に熱心な大企業
を少なくとも500社ぐらいは作りたい
と、ホワイト500というキャッチで始
めたのですが、今はそれが800社を超
えているのです。
　池田　すごいですね。
　辻　非常な盛り上がりを示していま
す。
　池田　会社にとってもいいイメージ
なのですね。
　辻　おっしゃるとおりです。
　池田　今はだいぶ雇用の形態が変わ
りましたが、多くの会社は終身雇用で
すから、会社にとっても非常にセー
ブ・マネーにもなっていくということ
ですね。
　辻　いい人材が集まってくると、会
社にとっても非常にいいことになりま
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　辻　保険者がそういった取り組みを
していると答えたところは24％、４つ
に１つです。ここはまだ進んでいない
なというところです。おそらく先生も
驚かれたと思うのですが、我々もなぜ
なのかと驚いている部分があります。
　池田　この８つの目標をおしなべて
うかがっていると、現代医療の問題点
でもあるのですね。
　辻　全くそのとおりだと思います。

　池田　糖尿病の問題、本人への告知、
そしてジェネリックですね。
　辻　そうです。
　池田　これはなかなか終わりが見え
ない仕事ですが、頑張っていただきた
いと思います。
　辻　ありがとうございます。難しい
分だけ、やりがいがあると思っていま
す。
　池田　ありがとうございました。

保・安定供給を国に求めつつ、すべて
の保険者が後発医薬品の利用勧奨など
使用割合を高める取り組みを行うとい
うことになっています。以上の８つで
す。
　池田　目標８項目は全部達成されて
いるのですか。
　辻　全部ではありません。まだ足り
ないところが幾つかあります。
　目標の１はもう達成しているのです
が、目標の２は、自治体でいいますと、
目標が1,500なのですが、現時点ででき
ているのが1,180ということで、目標達
成率が79％。もう少しです。
　池田　もう時間の問題ですね。
　辻　多分そうだと思います。それか
ら目標２の広域連合も、各都道府県に
広域連合があり、目標は47すべてなの
ですが、今のところまだ32で、目標達
成率が69％。
　池田　広域連合、47の都道府県とか、
達成しているところとしていないとこ
ろの差は何なのでしょうか。
　辻　特にこれはかかりつけ医と連携
して生活習慣病の重症化予防や、糖尿
病対策推進会議の活用があるので、そ
の辺のかかりつけ医との連携がどれく
らいうまくいっているか。糖尿病専門
の医師がどれぐらい地域にいて、行政
を助けてくれるのか。そういったとこ
ろの整備状況が県、市町村によって異
なっていることによるものと思われま
す。

　池田　それはあるでしょうね。今、
専門医制度のことで医師の偏在が注目
されていますが、そういったことも各
都道府県で事情が異なっているかもし
れないということですね。
　辻　おっしゃるとおりです。それか
ら未達成がもう２つありまして、目標
の６番目、これは加入者自身の健康・
医療情報をわかりやすく提供する保険
者を100％にする。毎年、各保険者に
調査しているのですが、日本全体で、
市町村国保、広域連合、健保組合、共
済組合、国保組合、協会けんぽ、すべ
て合わせると3,438団体あるのですが、
そのうちきちんとわかりやすく情報提
供できていると答えてくださった保険
者は2,298団体でしたので、目標達成率
はまだ67％という状況です。
　池田　この辺は各保険団体の力とい
いますか、金銭的なものも含めてある
のかなというところですね。
　辻　おっしゃるとおり、特にそうい
うところは色濃く出ています。それか
らもう一つ、最後の目標８、後発医薬
品の利用勧奨ですが、これをきちんと
行っているとお答えになった医療保険
者は3,438団体中815団体、目標達成率
は24％と８つの目標の中では群を抜い
て低い達成率です。
　池田　ジェネリックを推進したほう
が経費削減になるかなと思うのですが。
　辻　おっしゃるとおりです。
　池田　意外としないものですね。
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　辻　保険者がそういった取り組みを
していると答えたところは24％、４つ
に１つです。ここはまだ進んでいない
なというところです。おそらく先生も
驚かれたと思うのですが、我々もなぜ
なのかと驚いている部分があります。
　池田　この８つの目標をおしなべて
うかがっていると、現代医療の問題点
でもあるのですね。
　辻　全くそのとおりだと思います。

　池田　糖尿病の問題、本人への告知、
そしてジェネリックですね。
　辻　そうです。
　池田　これはなかなか終わりが見え
ない仕事ですが、頑張っていただきた
いと思います。
　辻　ありがとうございます。難しい
分だけ、やりがいがあると思っていま
す。
　池田　ありがとうございました。

保・安定供給を国に求めつつ、すべて
の保険者が後発医薬品の利用勧奨など
使用割合を高める取り組みを行うとい
うことになっています。以上の８つで
す。
　池田　目標８項目は全部達成されて
いるのですか。
　辻　全部ではありません。まだ足り
ないところが幾つかあります。
　目標の１はもう達成しているのです
が、目標の２は、自治体でいいますと、
目標が1,500なのですが、現時点ででき
ているのが1,180ということで、目標達
成率が79％。もう少しです。
　池田　もう時間の問題ですね。
　辻　多分そうだと思います。それか
ら目標２の広域連合も、各都道府県に
広域連合があり、目標は47すべてなの
ですが、今のところまだ32で、目標達
成率が69％。
　池田　広域連合、47の都道府県とか、
達成しているところとしていないとこ
ろの差は何なのでしょうか。
　辻　特にこれはかかりつけ医と連携
して生活習慣病の重症化予防や、糖尿
病対策推進会議の活用があるので、そ
の辺のかかりつけ医との連携がどれく
らいうまくいっているか。糖尿病専門
の医師がどれぐらい地域にいて、行政
を助けてくれるのか。そういったとこ
ろの整備状況が県、市町村によって異
なっていることによるものと思われま
す。

　池田　それはあるでしょうね。今、
専門医制度のことで医師の偏在が注目
されていますが、そういったことも各
都道府県で事情が異なっているかもし
れないということですね。
　辻　おっしゃるとおりです。それか
ら未達成がもう２つありまして、目標
の６番目、これは加入者自身の健康・
医療情報をわかりやすく提供する保険
者を100％にする。毎年、各保険者に
調査しているのですが、日本全体で、
市町村国保、広域連合、健保組合、共
済組合、国保組合、協会けんぽ、すべ
て合わせると3,438団体あるのですが、
そのうちきちんとわかりやすく情報提
供できていると答えてくださった保険
者は2,298団体でしたので、目標達成率
はまだ67％という状況です。
　池田　この辺は各保険団体の力とい
いますか、金銭的なものも含めてある
のかなというところですね。
　辻　おっしゃるとおり、特にそうい
うところは色濃く出ています。それか
らもう一つ、最後の目標８、後発医薬
品の利用勧奨ですが、これをきちんと
行っているとお答えになった医療保険
者は3,438団体中815団体、目標達成率
は24％と８つの目標の中では群を抜い
て低い達成率です。
　池田　ジェネリックを推進したほう
が経費削減になるかなと思うのですが。
　辻　おっしゃるとおりです。
　池田　意外としないものですね。
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順天堂大学形成外科主任教授
水　野　博　司

（聞き手　池脇克則）

　難治性創傷の治療に用いられる陰圧閉鎖療法（VAC治療）についてご教示く
ださい。
　75歳の男性で開胸下、弁置換術および形成術施行の約２カ月後、胸部創部皮
下膿瘍が発症し、完治せず、入院の上、上記治療により治療促進し、入浴可能
な状態になりました。
 ＜大阪府開業医＞

難治性創傷における陰圧閉鎖療法

　池脇　難治性の創傷の治療に用いら
れる陰圧閉鎖療法について、ちょっと
調べてみると、傷口を覆う、シールド
して、なおかつそこに陰圧をかけて創
傷治癒が促進されるという、画期的な
治療のように思うのですが、実際に陰
圧をかけるのがどうして傷を治すこと
を促進するのか。このあたりから教え
てください。
　水野　今は高齢化、あるいは手術を
受けられる方の合併症とか重症化に伴
って、なかなか傷がスムーズに治らな
い機会が非常に多いのですが、こうい
った傷に対してよく見られる特徴とし
て、浸出液の分泌が非常に多かったり、
なかなか感染が取りきれないとか、あ

るいは肉が上がらない。こういった傷
に対して、今から随分前にアメリカか
ら導入された局所陰圧閉鎖療法という
のが非常に有効であると。まず傷をき
れいに洗浄あるいはデブリードマンし
た後に、スポンジのようなものを当て
て、そこに完全にフィルムで密閉して、
よくいわれているのはマイナス125㎜Hg、
もう少し低い場合もあるのですが、こ
ういう圧を持続的に、あるいは間欠的
にかける。これによる、過剰な浸出液
を吸収して除去する作用、それからこ
れによって肉芽をどんどん増やす作用、
また層の収縮、こういったことによっ
て、今まで治らなかった、あるいは大
きな手術をしないと閉鎖しなかった傷

が、保存的治療によって治るようにな
ってきた。これは非常に画期的な方法
です。
　池脇　アメリカから導入されたとい
うことは、開発もアメリカでされたの
でしょうか。
　水野　アメリカの機械ですが、会社
が多くて、今日本でも数社、異なる特
徴を持ったものがあります。アメリカ
あるいはヨーロッパから入ってきてい
る機械です。
　池脇　通常の傷ではなくて、非常に
治りにくい傷で、なかなか合わせられ
ないということは、先ほど先生がいっ
ておられたけれども、傷口にまずスポ
ンジが入るような、いわゆる窪地みた
いなところ、そこに対してシールドし
て陰圧をかけて、治癒を妨げるような
浸出液を抜く。これはすっと入ってい
くのですが、治癒を促進するというと、
そのあたりの血流を豊富にする。陰圧
にすることによって多少そちらにもい
い影響を与えるのでしょうか。
　水野　そうでしょうね。これは血管
新生を促進するような効果がおそらく
あると思います。
　池脇　シールドしているので、そこ
で感染が増悪しない、あるいはそれを
防ぐ、ひいては治癒を促進するという
ことを考えると、確かに陰圧にする意
味というのはありそうですね。実際に
それをアメリカで行った医師あるいは
会社があって、日本でもそれを導入し

たのが2010年の春といわれています。
ですから、かれこれ10年近くですね。
　水野　そうですね。この機械が保険
償還される前から、陰圧をかけること
が有用なことはよくわかっていたので、
我々は特に入院している患者さんに対
して壁吸引器を使って傷に陰圧をかけ
たり、いろいろなそういった工夫をし
てきたのです。保険が認められるよう
になってから、１回につき４週間とい
う期間の決まりはあるのですが、陰圧
閉鎖療法をするタイミングをいいとこ
ろに設定すれば、患者さんにとっても
非常に早く治って、負担の少ない治癒
のさせ方が達成できると思います。
　池脇　呼び方に関して確認ですが、
陰圧閉鎖療法、その後ろにVAC治療
と書いてあります。でも、陰圧閉鎖療
法というのは、英語でしたらNegative 
pressure wound therapyで、NPWTに
なると思うのですが、VACというとま
た全然違う意味合いのようです。同じ
ものを指しているのですか。
　水野　現時点での正式な名称として
は、先生のおっしゃったNPWT、Nega-
tive pressure wound therapy、これが
いわゆる標準的な名称です。ただ、VAC
というのはもともとvacuum assisted 
closerという頭文字を取って、この製
造メーカーがその陰圧閉鎖療法機器に
対してVACと名付け、その会社の商
品名になっています。これがどちらか
というと同義語化し、混在して使われ
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順天堂大学形成外科主任教授
水　野　博　司

（聞き手　池脇克則）

　難治性創傷の治療に用いられる陰圧閉鎖療法（VAC治療）についてご教示く
ださい。
　75歳の男性で開胸下、弁置換術および形成術施行の約２カ月後、胸部創部皮
下膿瘍が発症し、完治せず、入院の上、上記治療により治療促進し、入浴可能
な状態になりました。
 ＜大阪府開業医＞

難治性創傷における陰圧閉鎖療法

　池脇　難治性の創傷の治療に用いら
れる陰圧閉鎖療法について、ちょっと
調べてみると、傷口を覆う、シールド
して、なおかつそこに陰圧をかけて創
傷治癒が促進されるという、画期的な
治療のように思うのですが、実際に陰
圧をかけるのがどうして傷を治すこと
を促進するのか。このあたりから教え
てください。
　水野　今は高齢化、あるいは手術を
受けられる方の合併症とか重症化に伴
って、なかなか傷がスムーズに治らな
い機会が非常に多いのですが、こうい
った傷に対してよく見られる特徴とし
て、浸出液の分泌が非常に多かったり、
なかなか感染が取りきれないとか、あ

るいは肉が上がらない。こういった傷
に対して、今から随分前にアメリカか
ら導入された局所陰圧閉鎖療法という
のが非常に有効であると。まず傷をき
れいに洗浄あるいはデブリードマンし
た後に、スポンジのようなものを当て
て、そこに完全にフィルムで密閉して、
よくいわれているのはマイナス125㎜Hg、
もう少し低い場合もあるのですが、こ
ういう圧を持続的に、あるいは間欠的
にかける。これによる、過剰な浸出液
を吸収して除去する作用、それからこ
れによって肉芽をどんどん増やす作用、
また層の収縮、こういったことによっ
て、今まで治らなかった、あるいは大
きな手術をしないと閉鎖しなかった傷

が、保存的治療によって治るようにな
ってきた。これは非常に画期的な方法
です。
　池脇　アメリカから導入されたとい
うことは、開発もアメリカでされたの
でしょうか。
　水野　アメリカの機械ですが、会社
が多くて、今日本でも数社、異なる特
徴を持ったものがあります。アメリカ
あるいはヨーロッパから入ってきてい
る機械です。
　池脇　通常の傷ではなくて、非常に
治りにくい傷で、なかなか合わせられ
ないということは、先ほど先生がいっ
ておられたけれども、傷口にまずスポ
ンジが入るような、いわゆる窪地みた
いなところ、そこに対してシールドし
て陰圧をかけて、治癒を妨げるような
浸出液を抜く。これはすっと入ってい
くのですが、治癒を促進するというと、
そのあたりの血流を豊富にする。陰圧
にすることによって多少そちらにもい
い影響を与えるのでしょうか。
　水野　そうでしょうね。これは血管
新生を促進するような効果がおそらく
あると思います。
　池脇　シールドしているので、そこ
で感染が増悪しない、あるいはそれを
防ぐ、ひいては治癒を促進するという
ことを考えると、確かに陰圧にする意
味というのはありそうですね。実際に
それをアメリカで行った医師あるいは
会社があって、日本でもそれを導入し

たのが2010年の春といわれています。
ですから、かれこれ10年近くですね。
　水野　そうですね。この機械が保険
償還される前から、陰圧をかけること
が有用なことはよくわかっていたので、
我々は特に入院している患者さんに対
して壁吸引器を使って傷に陰圧をかけ
たり、いろいろなそういった工夫をし
てきたのです。保険が認められるよう
になってから、１回につき４週間とい
う期間の決まりはあるのですが、陰圧
閉鎖療法をするタイミングをいいとこ
ろに設定すれば、患者さんにとっても
非常に早く治って、負担の少ない治癒
のさせ方が達成できると思います。
　池脇　呼び方に関して確認ですが、
陰圧閉鎖療法、その後ろにVAC治療
と書いてあります。でも、陰圧閉鎖療
法というのは、英語でしたらNegative 
pressure wound therapyで、NPWTに
なると思うのですが、VACというとま
た全然違う意味合いのようです。同じ
ものを指しているのですか。
　水野　現時点での正式な名称として
は、先生のおっしゃったNPWT、Nega-
tive pressure wound therapy、これが
いわゆる標準的な名称です。ただ、VAC
というのはもともとvacuum assisted 
closerという頭文字を取って、この製
造メーカーがその陰圧閉鎖療法機器に
対してVACと名付け、その会社の商
品名になっています。これがどちらか
というと同義語化し、混在して使われ
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るようになっているので、どちらも正
しいのですが、一般的な名称であれば、
NPWTというのが今はスタンダードに
なっています。
　池脇　当初はそこの会社が開発して、
ほとんどそこで治療が行われていたの
が、今は幾つかのほかの会社も同じよ
うなものを開発して売り出していると
いうことですね。
　水野　そうですね。
　池脇　これはどういうタイミングで
使うかとか、あるいはどういう傷に対
して使うなど、一応保険診療ですから、
適応というか、基準があるのでしょう
か。
　水野　いわゆる皮下組織まで到達し
ているような潰瘍、骨あるいはそうい
った深部組織の露出を伴ったり、伴わ
なかったりですが、こういったものが
適応になっています。ですから、比較
的浅い皮膚の全層に到達しないものは
基本的には適応にならないのですが、
特に難治性治療、潰瘍には非常に有効
ではないかと思います。
　池脇　いったんシールドして、バキ
ュームをかけて、ずっとそのままにし
ているのではなくて、定期的に交換し
ていくのでしょうか。
　水野　そうです。一般的に週に２回
の割合で、３～４日置いたままにして
確認し、新しいスポンジと交換する。
これを最大４週間までとしています。
　池脇　当初はシールドして陰圧で引

いてという治療だったのが、洗浄も入
った、いわゆる改良型といっていいの
でしょうか、そういう治療法も今は一
般的になっているのでしょうか。
　水野　いわゆる局所陰圧閉鎖療法の
欠点を補ったかたち、つまり一般に感
染のリスクがある傷は、完全にクロー
ズにしたのでは悪化するおそれがあり
ます。こういう傷に対しては新たに改
良型には、チューブが２本付いていて、
そこに持続的に、あるいは間欠的に生
理食塩水を入れて、これをずっとその
まま還流するタイプもあります。いっ
たん生理食塩水を入れて、そのまま一
定時間載積させたものを引く、いわゆ
る間欠型の灌流洗浄が２年ぐらい前か
ら保険で認められるようになってから、
患者さんにとってはたいへんよくなっ
ているというのが現状です。
　池脇　実際に今回の質問も高齢の男
性で、心臓弁膜症の手術の後、どうも
傷、手術のところが感染があったため
になかなか治らない。当初のものか、
あるいは改良型のものかわかりません
が、それで治療したら、入浴できると
いうことは傷が閉鎖した。だいたいこ
ういうような経過というか、効果は臨
床的にも十分得られているのですね。
　水野　そうですね。特に心臓手術後
の縦隔炎とか、胸骨が離開してしまっ
た。これは特に心臓のバイパス手術の
際に両側の内胸動脈をバイパス血管に
用いると、胸骨の血流が低下してしま

うので、ここが非常に癒合不全が起き
やすい。血流が悪いので感染もしやす
い。こういうケースに対しては、私た
ち形成外科医は以前、皮弁移植という
手術をしていたのですが、これでもな
かなか負担が大きかった。今は完全に
局所陰圧閉鎖療法が第一選択になって、
それだけでプラス平易な手術で治癒で
きる。この領域における功績は非常に
大きいと思っています。
　池脇　確かに難治性のものに対して
非常に有効だということで、そういっ
たものに使う意義は十分にあるのです
が、逆にそうならないように予防的な
使い方もありそうな気がします。いか
がでしょうか。
　水野　今先生がおっしゃったように、
一般的な慢性の傷ではなくて、急性の
傷でも、あとで浸出液がたまらないよ

うに、普通に縫合した上から予防的に
使うことが非常に効果があると、アメ
リカでは先を進んでいます。日本では
そこは保険という点で導入がまだで、
今後期待されているところだと思いま
す。
　池脇　最後に、外来でも使えるよう
になったということですが、どういう
ことなのでしょう。
　水野　機械の大きさによって、非常
にポータブルなものまであります。そ
うしますと、例えば患者さんの傷につ
けて、その陰圧器をポケットに入れて
おけば、普段の日常生活を送っていた
だきながら、週２回、外来で交換する
対応もできるようになってきています。
　池脇　大きく進歩した領域なのだと
驚きました。どうもありがとうござい
ました。

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （201）  4140 （200） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   40-41 2021/02/15   13:03



るようになっているので、どちらも正
しいのですが、一般的な名称であれば、
NPWTというのが今はスタンダードに
なっています。
　池脇　当初はそこの会社が開発して、
ほとんどそこで治療が行われていたの
が、今は幾つかのほかの会社も同じよ
うなものを開発して売り出していると
いうことですね。
　水野　そうですね。
　池脇　これはどういうタイミングで
使うかとか、あるいはどういう傷に対
して使うなど、一応保険診療ですから、
適応というか、基準があるのでしょう
か。
　水野　いわゆる皮下組織まで到達し
ているような潰瘍、骨あるいはそうい
った深部組織の露出を伴ったり、伴わ
なかったりですが、こういったものが
適応になっています。ですから、比較
的浅い皮膚の全層に到達しないものは
基本的には適応にならないのですが、
特に難治性治療、潰瘍には非常に有効
ではないかと思います。
　池脇　いったんシールドして、バキ
ュームをかけて、ずっとそのままにし
ているのではなくて、定期的に交換し
ていくのでしょうか。
　水野　そうです。一般的に週に２回
の割合で、３～４日置いたままにして
確認し、新しいスポンジと交換する。
これを最大４週間までとしています。
　池脇　当初はシールドして陰圧で引

いてという治療だったのが、洗浄も入
った、いわゆる改良型といっていいの
でしょうか、そういう治療法も今は一
般的になっているのでしょうか。
　水野　いわゆる局所陰圧閉鎖療法の
欠点を補ったかたち、つまり一般に感
染のリスクがある傷は、完全にクロー
ズにしたのでは悪化するおそれがあり
ます。こういう傷に対しては新たに改
良型には、チューブが２本付いていて、
そこに持続的に、あるいは間欠的に生
理食塩水を入れて、これをずっとその
まま還流するタイプもあります。いっ
たん生理食塩水を入れて、そのまま一
定時間載積させたものを引く、いわゆ
る間欠型の灌流洗浄が２年ぐらい前か
ら保険で認められるようになってから、
患者さんにとってはたいへんよくなっ
ているというのが現状です。
　池脇　実際に今回の質問も高齢の男
性で、心臓弁膜症の手術の後、どうも
傷、手術のところが感染があったため
になかなか治らない。当初のものか、
あるいは改良型のものかわかりません
が、それで治療したら、入浴できると
いうことは傷が閉鎖した。だいたいこ
ういうような経過というか、効果は臨
床的にも十分得られているのですね。
　水野　そうですね。特に心臓手術後
の縦隔炎とか、胸骨が離開してしまっ
た。これは特に心臓のバイパス手術の
際に両側の内胸動脈をバイパス血管に
用いると、胸骨の血流が低下してしま

うので、ここが非常に癒合不全が起き
やすい。血流が悪いので感染もしやす
い。こういうケースに対しては、私た
ち形成外科医は以前、皮弁移植という
手術をしていたのですが、これでもな
かなか負担が大きかった。今は完全に
局所陰圧閉鎖療法が第一選択になって、
それだけでプラス平易な手術で治癒で
きる。この領域における功績は非常に
大きいと思っています。
　池脇　確かに難治性のものに対して
非常に有効だということで、そういっ
たものに使う意義は十分にあるのです
が、逆にそうならないように予防的な
使い方もありそうな気がします。いか
がでしょうか。
　水野　今先生がおっしゃったように、
一般的な慢性の傷ではなくて、急性の
傷でも、あとで浸出液がたまらないよ

うに、普通に縫合した上から予防的に
使うことが非常に効果があると、アメ
リカでは先を進んでいます。日本では
そこは保険という点で導入がまだで、
今後期待されているところだと思いま
す。
　池脇　最後に、外来でも使えるよう
になったということですが、どういう
ことなのでしょう。
　水野　機械の大きさによって、非常
にポータブルなものまであります。そ
うしますと、例えば患者さんの傷につ
けて、その陰圧器をポケットに入れて
おけば、普段の日常生活を送っていた
だきながら、週２回、外来で交換する
対応もできるようになってきています。
　池脇　大きく進歩した領域なのだと
驚きました。どうもありがとうござい
ました。
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東京慈恵会医科大学皮膚科教授
石　地　尚　興

（聞き手　池田志斈）

　一般外来における性感染症（STI）の取り扱いについてご教示ください。職
業（風俗）上やパートナーの病気で、軽微の症状や無症状で検査を希望される
患者さんもいます。
　クラミジアや淋菌の検査（SDAなど）は行っていますが、梅毒やHIVも調べ
るべきでしょうか。昨今の流行状況を含めご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

一般外来における性感染症（STI）の取り扱い

　池田　質問の方は耳鼻科ですので、
いろいろな病気を診ていらっしゃるよ
うです。その中でクラミジアや淋菌の
検査は行っているのだけれども、そう
いった方の梅毒やHIVも調べるべきで
しょうかということです。雑多にこれ
を全部含めて検査してしまっていいの
でしょうか。
　石地　性感染症が一つあれば、ほか
の性感染症を調べることが許されると
いうのが最近の判断だと思います。特
にHIVの検査が問題になるのですが、
最近HIV抗原抗体については、HIVの
感染に関連しやすい性感染症が認めら
れる場合、あるいは既往症がある場合、
それから疑われる場合でも算定してよ

いという通知が出ました。これは保険
上問題なく調べられるということです。
　池田　どれか一つ、クラミジアも梅
毒も、HIVも淋菌も調べていいという
ことになっているのですね。
　石地　そうですね。一つ性感染症が
あると、ほかの性感染症に感染してい
る確率は高くなるので、調べておいた
ほうがよいということです。
　池田　質問の一つ、パートナーの方
が何か病気があった場合、軽微な症状
がある場合、もちろん無症状でも検査
を希望される場合はするのでしょうか
ということですが。
　石地　パートナーにそういう診断が
ついた場合は当然感染している可能性

が高いので、しっかり診察する。もち
ろん症状があれば調べるし、症状がな
い場合でも調べておくにこしたことは
ないと思います。
　池田　その場合もクラミジア、淋菌、
梅毒、HIV、全部調べても問題ないの
ですか。
　石地　パートナーが性感染症であれ
ば、感染している可能性が疑われるわ
けですから、疑い病名ということで検
査をして、感染が認められた場合はも
ちろん診断をして治療を始めるという
流れになると思います。
　池田　例えば、パートナーの方が梅
毒だった。HIVも調べてほしいという
カップルが来たとすると、それは症状
詳記等でパートナーがこうだからとい
うかたちで書けば問題ないのですか。
　石地　性感染症が疑われて、かつ
HIV感染症も疑われる場合、算定して
もよいということになっています。
　池田　疑われるということはパート
ナーがそうだから、その方も当然とい
えばいいのですね。
　石地　当然、感染している可能性が
あるからと調べることができると思い
ます。
　池田　それは、広く考えて取ってい
いということですね。もう一つ、昨今
の流行状況という質問があるのですが、
世界的に見て今はどのような感じなの
ですか。
　石地　性感染症は世界的に問題にな

っていて、WHOが注意を促していま
す。クラミジア、淋菌、トリコモナス、
梅毒に関していうと、毎年３億7,600万
人ぐらいが世界で感染している。それ
から性器ヘルペスは持っている人が５ 
億人いるとか、HPVに関しては女性の
場合、３億人は持っている人がいると
いわれています。特に淋菌に関して最
近、多剤耐性の淋菌が出現しており、
注意材料ということになっています。
　池田　最近、梅毒の方が増えてきて
いるという話を聞いたのですが、実際
のところはどうなのですか。
　石地　日本の性感染症の状況という
と、一時クラミジア、淋菌が多かった
ときがありますが、それは2002年ぐら
い。それから減って、その後ずっと横
ばいです。尖圭コンジローマや性器ヘ
ルペスもずっと横ばいなのですが、梅
毒だけがなぜか急に増えてきました。
2013年から増えてきたのですが、それ
までは年間1,000例に満たなかったのが、
どんどん増えて、2018年には7,000人に
達しました。2019年の前半まで増えた
のですが、そこでようやく頭打ちにな
って、現在は少し減少傾向になってい
るというところです。
　池田　理由は何なのですか。
　石地　ちょうど増え出した時期、増
え出したカーブが、インバウンドで、
特に中国から来られる方がどんどん増
えてきたカーブと重なるということで、
インバウンドで持ち込まれたのではな
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東京慈恵会医科大学皮膚科教授
石　地　尚　興

（聞き手　池田志斈）

　一般外来における性感染症（STI）の取り扱いについてご教示ください。職
業（風俗）上やパートナーの病気で、軽微の症状や無症状で検査を希望される
患者さんもいます。
　クラミジアや淋菌の検査（SDAなど）は行っていますが、梅毒やHIVも調べ
るべきでしょうか。昨今の流行状況を含めご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

一般外来における性感染症（STI）の取り扱い

　池田　質問の方は耳鼻科ですので、
いろいろな病気を診ていらっしゃるよ
うです。その中でクラミジアや淋菌の
検査は行っているのだけれども、そう
いった方の梅毒やHIVも調べるべきで
しょうかということです。雑多にこれ
を全部含めて検査してしまっていいの
でしょうか。
　石地　性感染症が一つあれば、ほか
の性感染症を調べることが許されると
いうのが最近の判断だと思います。特
にHIVの検査が問題になるのですが、
最近HIV抗原抗体については、HIVの
感染に関連しやすい性感染症が認めら
れる場合、あるいは既往症がある場合、
それから疑われる場合でも算定してよ

いという通知が出ました。これは保険
上問題なく調べられるということです。
　池田　どれか一つ、クラミジアも梅
毒も、HIVも淋菌も調べていいという
ことになっているのですね。
　石地　そうですね。一つ性感染症が
あると、ほかの性感染症に感染してい
る確率は高くなるので、調べておいた
ほうがよいということです。
　池田　質問の一つ、パートナーの方
が何か病気があった場合、軽微な症状
がある場合、もちろん無症状でも検査
を希望される場合はするのでしょうか
ということですが。
　石地　パートナーにそういう診断が
ついた場合は当然感染している可能性

が高いので、しっかり診察する。もち
ろん症状があれば調べるし、症状がな
い場合でも調べておくにこしたことは
ないと思います。
　池田　その場合もクラミジア、淋菌、
梅毒、HIV、全部調べても問題ないの
ですか。
　石地　パートナーが性感染症であれ
ば、感染している可能性が疑われるわ
けですから、疑い病名ということで検
査をして、感染が認められた場合はも
ちろん診断をして治療を始めるという
流れになると思います。
　池田　例えば、パートナーの方が梅
毒だった。HIVも調べてほしいという
カップルが来たとすると、それは症状
詳記等でパートナーがこうだからとい
うかたちで書けば問題ないのですか。
　石地　性感染症が疑われて、かつ
HIV感染症も疑われる場合、算定して
もよいということになっています。
　池田　疑われるということはパート
ナーがそうだから、その方も当然とい
えばいいのですね。
　石地　当然、感染している可能性が
あるからと調べることができると思い
ます。
　池田　それは、広く考えて取ってい
いということですね。もう一つ、昨今
の流行状況という質問があるのですが、
世界的に見て今はどのような感じなの
ですか。
　石地　性感染症は世界的に問題にな

っていて、WHOが注意を促していま
す。クラミジア、淋菌、トリコモナス、
梅毒に関していうと、毎年３億7,600万
人ぐらいが世界で感染している。それ
から性器ヘルペスは持っている人が５ 
億人いるとか、HPVに関しては女性の
場合、３億人は持っている人がいると
いわれています。特に淋菌に関して最
近、多剤耐性の淋菌が出現しており、
注意材料ということになっています。
　池田　最近、梅毒の方が増えてきて
いるという話を聞いたのですが、実際
のところはどうなのですか。
　石地　日本の性感染症の状況という
と、一時クラミジア、淋菌が多かった
ときがありますが、それは2002年ぐら
い。それから減って、その後ずっと横
ばいです。尖圭コンジローマや性器ヘ
ルペスもずっと横ばいなのですが、梅
毒だけがなぜか急に増えてきました。
2013年から増えてきたのですが、それ
までは年間1,000例に満たなかったのが、
どんどん増えて、2018年には7,000人に
達しました。2019年の前半まで増えた
のですが、そこでようやく頭打ちにな
って、現在は少し減少傾向になってい
るというところです。
　池田　理由は何なのですか。
　石地　ちょうど増え出した時期、増
え出したカーブが、インバウンドで、
特に中国から来られる方がどんどん増
えてきたカーブと重なるということで、
インバウンドで持ち込まれたのではな
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いかという説が一時ありました。しか
し、感染症研究所の大西先生がストレ
イン（株）を調べたところ、日本で急
速に増えた梅毒トレポネーマのストレ
イン（株）は、増え始めた2013年より
もっと前にすでに日本に持ち込まれて
存在していたストレイン（株）から派
生していたのです。インバウンドが増
えたのと同時に中国から持ち込まれた
ものではないということです。そのス
トレイン（株）が最初に確認された時
期を考えてみると、インバウンドはま
だあまりなく、日本人が海外に旅行に
行っていた時期なので、むしろアウト
バウンドで日本人が外に行って持ち帰
ったのではないか。そういったことも
疑われているところです。
　池田　持ち帰ったのがインバウンド
も含めて広がるというパターンですね。
　石地　広がった時期はインバウンド
の時期に重なったのですが、実は持ち
込まれたのはそのもう少し前というの
が解析の結果です。
　池田　風俗といっても、いろいろな
形態があると思うのですが、増えてい
る方たちはどのようなかたちの仕事を
されているのですか。
　石地　今までの届出ではそこが見え
てこないということで、2019年、届出
基準に職業歴、風俗関係で働いたこと
があるか、そういったところを利用し
たことがあるかということを尋ねる項
目がつけられたのです。それで調べま

すと、やはりそういったところに多少
なりとも関係している方が多いという
ことで、そちらのほうが関係して感染
が広がったことが予想されます。
　池田　けっこう以前に昼は普通の仕
事をしていて、夜は風俗で仕事をされ
ている方がいらっしゃいましたよね。
そういったことも関係していたのです
か。
　石地　今はお店で働かなくても、個
人でインターネットを通じて、出会い
系とか、そういったところを利用され
る方もあります。そういったところを
利用して感染した男性が、また別のパ
ートナーに感染させるとか、そういう
二次感染のようなかたちも起きてきて
いるのだと思います。
　池田　世の中が複雑化していると、
それに合わせた現象が起こってくるの
ですね。なかなか難しいですね。
　検査の方法ですが、HIVだと採血、
梅毒も血清で行われると思うのですが、
クラミジアや淋菌はPCR法なのでしょ
うか。
　石地　クラミジア、淋菌は核酸の検
査を同時にできる方法が保険適用にな
っているので、どちらかわからないよ
うな症例ではその方法で検査をするの
が診断に役に立つのではないかと思い
ます。
　池田　梅毒は最近どのような検査の
方法なのですか。
　石地　梅毒は病原体検査、病変から

菌を証明できるのが一番いいのですが、
昔行われていた暗視野法や墨汁法、そ
ういうものは感度も悪いし、難しいと
いうことで、ほとんど行われなくなっ
ています。PCR法が期待されています
が、まだ一般化されておらず、現在で
きるのは血清診断ということになりま
す。そこは最近新しく抗体検査の自動
化がなされたので、以前の方法よりは
早期に陽性化する、感度も高いという
ことで、進歩がみられます。感染初期
はさすがに無理ですが、４週間ぐらい
から陽性になってくるということで、
少し早く見つけられるようになってい
ると思います。
　池田　以前ですと、この方法で×何
倍陽性とか、そのようなかたちで検査
結果が返ってきていたのですが、今は
数字で返ってくるのですか。
　石地　今は自動化法になったので、
数字になって返ってきます。TPの抗
体を調べるほうも、脂質抗体を調べる
ほうも両方自動化になってきています。
　池田　幾つ以上は陽性というかたち
で我々は見ればいいのですね。
　石地　検査所によって、定性という
ので出すと陽性・陰性しか返ってこな
かったりしますが、実は自動化法だと
数字が出ているので、定性で出しても
数字をつけて返してくれるところもあ
ります。半定量というので出せば数字
が出てきますが。

　池田　なかなか難しいですね。でも、
陽性・陰性は返してくれるということ
ですね。
　石地　そうですね。自動化法で陽
性・陰性しか返ってこなかったら、検
査所に数字は幾つですかと問うと、だ
いたい教えてくれるのではないかと思
います。そうすると、その数字が治療
前の数字として役に立ちますので。
　池田　それはいいですね。それで反
応性も見ているということですね。昨
今、新型コロナウイルスがはやってい
て、そういった風俗の方もちょっと地
下に潜ったりしていますよね。今後は
こういったコロナウイルスのことと性
感染症のこともモニターしていかなけ
ればいけないということですか。
　石地　コロナウイルスで風俗とかが
どうなるのかというところですね。コ
ロナウイルスの感染機会を考えて利用
者が減るとか、あるいは自粛というこ
とがあると性感染症自体の感染機会も
減るという可能性はあるでしょう。そ
の辺が今後どうなっていくか見ていか
なければいけません。あとは、コロナ
ウイルスのPCR検査で保健所が手いっ
ぱいで、今までやっていた梅毒の検査
やHIVの検査まで手が回らないという
ようなことがあって、その辺が少し危
惧されているところです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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いかという説が一時ありました。しか
し、感染症研究所の大西先生がストレ
イン（株）を調べたところ、日本で急
速に増えた梅毒トレポネーマのストレ
イン（株）は、増え始めた2013年より
もっと前にすでに日本に持ち込まれて
存在していたストレイン（株）から派
生していたのです。インバウンドが増
えたのと同時に中国から持ち込まれた
ものではないということです。そのス
トレイン（株）が最初に確認された時
期を考えてみると、インバウンドはま
だあまりなく、日本人が海外に旅行に
行っていた時期なので、むしろアウト
バウンドで日本人が外に行って持ち帰
ったのではないか。そういったことも
疑われているところです。
　池田　持ち帰ったのがインバウンド
も含めて広がるというパターンですね。
　石地　広がった時期はインバウンド
の時期に重なったのですが、実は持ち
込まれたのはそのもう少し前というの
が解析の結果です。
　池田　風俗といっても、いろいろな
形態があると思うのですが、増えてい
る方たちはどのようなかたちの仕事を
されているのですか。
　石地　今までの届出ではそこが見え
てこないということで、2019年、届出
基準に職業歴、風俗関係で働いたこと
があるか、そういったところを利用し
たことがあるかということを尋ねる項
目がつけられたのです。それで調べま

すと、やはりそういったところに多少
なりとも関係している方が多いという
ことで、そちらのほうが関係して感染
が広がったことが予想されます。
　池田　けっこう以前に昼は普通の仕
事をしていて、夜は風俗で仕事をされ
ている方がいらっしゃいましたよね。
そういったことも関係していたのです
か。
　石地　今はお店で働かなくても、個
人でインターネットを通じて、出会い
系とか、そういったところを利用され
る方もあります。そういったところを
利用して感染した男性が、また別のパ
ートナーに感染させるとか、そういう
二次感染のようなかたちも起きてきて
いるのだと思います。
　池田　世の中が複雑化していると、
それに合わせた現象が起こってくるの
ですね。なかなか難しいですね。
　検査の方法ですが、HIVだと採血、
梅毒も血清で行われると思うのですが、
クラミジアや淋菌はPCR法なのでしょ
うか。
　石地　クラミジア、淋菌は核酸の検
査を同時にできる方法が保険適用にな
っているので、どちらかわからないよ
うな症例ではその方法で検査をするの
が診断に役に立つのではないかと思い
ます。
　池田　梅毒は最近どのような検査の
方法なのですか。
　石地　梅毒は病原体検査、病変から

菌を証明できるのが一番いいのですが、
昔行われていた暗視野法や墨汁法、そ
ういうものは感度も悪いし、難しいと
いうことで、ほとんど行われなくなっ
ています。PCR法が期待されています
が、まだ一般化されておらず、現在で
きるのは血清診断ということになりま
す。そこは最近新しく抗体検査の自動
化がなされたので、以前の方法よりは
早期に陽性化する、感度も高いという
ことで、進歩がみられます。感染初期
はさすがに無理ですが、４週間ぐらい
から陽性になってくるということで、
少し早く見つけられるようになってい
ると思います。
　池田　以前ですと、この方法で×何
倍陽性とか、そのようなかたちで検査
結果が返ってきていたのですが、今は
数字で返ってくるのですか。
　石地　今は自動化法になったので、
数字になって返ってきます。TPの抗
体を調べるほうも、脂質抗体を調べる
ほうも両方自動化になってきています。
　池田　幾つ以上は陽性というかたち
で我々は見ればいいのですね。
　石地　検査所によって、定性という
ので出すと陽性・陰性しか返ってこな
かったりしますが、実は自動化法だと
数字が出ているので、定性で出しても
数字をつけて返してくれるところもあ
ります。半定量というので出せば数字
が出てきますが。

　池田　なかなか難しいですね。でも、
陽性・陰性は返してくれるということ
ですね。
　石地　そうですね。自動化法で陽
性・陰性しか返ってこなかったら、検
査所に数字は幾つですかと問うと、だ
いたい教えてくれるのではないかと思
います。そうすると、その数字が治療
前の数字として役に立ちますので。
　池田　それはいいですね。それで反
応性も見ているということですね。昨
今、新型コロナウイルスがはやってい
て、そういった風俗の方もちょっと地
下に潜ったりしていますよね。今後は
こういったコロナウイルスのことと性
感染症のこともモニターしていかなけ
ればいけないということですか。
　石地　コロナウイルスで風俗とかが
どうなるのかというところですね。コ
ロナウイルスの感染機会を考えて利用
者が減るとか、あるいは自粛というこ
とがあると性感染症自体の感染機会も
減るという可能性はあるでしょう。そ
の辺が今後どうなっていくか見ていか
なければいけません。あとは、コロナ
ウイルスのPCR検査で保健所が手いっ
ぱいで、今までやっていた梅毒の検査
やHIVの検査まで手が回らないという
ようなことがあって、その辺が少し危
惧されているところです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （205）  4544 （204） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   44-45 2021/02/15   13:03



国際医療福祉大学医学部腎泌尿器外科主任教授
宮　﨑　　淳

（聞き手　池脇克則）

　高齢者の膀胱筋層浸潤癌の部分切除による膀胱温存療法の最近の知見につい
てご教示ください。
　83歳男性で定期的通院中、肉眼的血尿が出現し、尿細胞診にて尿路上皮癌細
胞クラスⅤを指摘。泌尿器科を紹介したところ、化学療法後、膀胱全摘および
回腸導管術をすすめられました。
 ＜大阪府開業医＞

膀胱筋層浸潤癌の膀胱温存療法

　池脇　宮﨑先生、前立腺癌は癌の中
では比較的良性といいますか、予後の
いい癌です。膀胱癌の症例は増えてい
るのか、予後的にどういう癌なのか、
そこから教えてください。
　宮﨑　膀胱癌は一般に男性のほうが
多くて、女性は癌の罹患率としては少
ないと思います。男性は全体的に増え
ている印象があります。特に喫煙して
いる方は膀胱癌になるリスクが高いの
で、男性で喫煙者であれば、顕微鏡的
血尿とか肉眼的血尿があると膀胱癌を
第一に念頭に置く必要があると思いま
す。
　池脇　増えている癌なのですね。そ
して、今回の質問も比較的高齢、83歳

の男性で、膀胱癌と診断されて、手術
は膀胱を全摘する。当然膀胱がなくな
ってしまったら尿路を作らないといけ
ない。それもけっこうQOLが下がるこ
とになると思うのですが、一方で膀胱
を温存する治療もある。これは比較的
新しい傾向なのでしょうか。
　宮﨑　現在はアメリカやヨーロッパ
のガイドラインでも、以前は膀胱全摘
術のほうが標準的で、グローバル・ 
スタンダードとされていたのですが、
最近では膀胱温存療法、preservation 
the rapyということでガイドラインに
も載ってきています。私は前職筑波大
学で、今は国際医療福祉大学なのです
けれども、筑波大学では1993年ぐらい

から試験的な意味も含めて膀胱温存療
法を行ってきています。
　池脇　すべての膀胱癌で温存療法と
まではいかないにしても、患者さんに
とっては「膀胱を取ってストーマを設
置します」といわれる手術か、「膀胱を
残します」といわれるかなら、当然 
「膀胱を残してください」といいますね。
　宮﨑　セカンドオピニオン等でいら
っしゃる患者さんには、前の病院では
膀胱を全部取るしかないというので、
何とか残せないかと訴えてこられる方
は非常に多いと思います。
　池脇　全摘なのか、温存なのか、ど
のあたりで見極めているのでしょうか。
　宮﨑　まず膀胱癌は筋層非浸潤癌と
筋層浸潤癌と大きく２つに分けられま
す。筋層浸潤癌というのは基本的には
膀胱全摘術の適応になる方で、筋層非
浸潤癌であればBCGや抗癌剤を膀胱の
中に入れる膀胱内注入療法というかた
ちで膀胱を温存することが多くの場合
できるとされています。筋層浸潤癌で
あれば、ほぼ世界的に見ても膀胱全摘
術を第一に治療としてすすめることが
多いと思います。ただ、筋層浸潤癌と
いえども、直径３㎝とか５㎝とか小さ
い癌であれば、膀胱を残したまま癌を
根治することが可能、と我々は考えて
います。
　池脇　そうすると、浸潤癌であれば
膀胱全摘が標準治療である。そういわ
れたけれども、残せないかと先生方の

ところに来られて、病巣が比較的限局
していればそれが使えそうだというこ
となのですね。
　宮﨑　そうですね。膀胱筋層浸潤癌
に対しては、３㎝あるいは５㎝の直径
であれば残すことが可能ですが、癌が
ある場所によっても影響を受けてきま
す。例えば、前立腺に近いところにあ
る、あるいは前立腺のほうにまで癌が
浸潤していれば、やはり直径が小さい
ものであっても全摘せざるを得なかっ
たり、一般に膀胱上皮内癌といわれる、
筋層には入っていかないけれども、膀
胱の粘膜面を這っていくように進んで
いく上皮内癌を多くの面で合併してい
る場合は、やはり残すのは難しいと考
えることもあります。
　池脇　これは手術で取る範囲を限局
する分、ほかのことで癌をたたくとい
う意味では、抗癌剤や放射線治療とい
う、いわゆる集学的な治療なのですね。
　宮﨑　そうですね。一般にトリモダ
リティといって、３つの治療を併用す
ることが多いのですが、最初に経尿道
的に膀胱腫瘍をできるかぎり削ってし
まう。肉眼的にほとんど見えないかた
ちにして、その後に放射線と抗癌剤を
併用して膀胱全体を治していく。さら
にその後に一度、膀胱癌が本当に消え
ているかどうかを確認するステップを
経るのです。そこでもう一度、内視鏡
的に削って、癌がきれいに消えている
のであれば、もともとあった癌の場所
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国際医療福祉大学医学部腎泌尿器外科主任教授
宮　﨑　　淳

（聞き手　池脇克則）

　高齢者の膀胱筋層浸潤癌の部分切除による膀胱温存療法の最近の知見につい
てご教示ください。
　83歳男性で定期的通院中、肉眼的血尿が出現し、尿細胞診にて尿路上皮癌細
胞クラスⅤを指摘。泌尿器科を紹介したところ、化学療法後、膀胱全摘および
回腸導管術をすすめられました。
 ＜大阪府開業医＞

膀胱筋層浸潤癌の膀胱温存療法

　池脇　宮﨑先生、前立腺癌は癌の中
では比較的良性といいますか、予後の
いい癌です。膀胱癌の症例は増えてい
るのか、予後的にどういう癌なのか、
そこから教えてください。
　宮﨑　膀胱癌は一般に男性のほうが
多くて、女性は癌の罹患率としては少
ないと思います。男性は全体的に増え
ている印象があります。特に喫煙して
いる方は膀胱癌になるリスクが高いの
で、男性で喫煙者であれば、顕微鏡的
血尿とか肉眼的血尿があると膀胱癌を
第一に念頭に置く必要があると思いま
す。
　池脇　増えている癌なのですね。そ
して、今回の質問も比較的高齢、83歳

の男性で、膀胱癌と診断されて、手術
は膀胱を全摘する。当然膀胱がなくな
ってしまったら尿路を作らないといけ
ない。それもけっこうQOLが下がるこ
とになると思うのですが、一方で膀胱
を温存する治療もある。これは比較的
新しい傾向なのでしょうか。
　宮﨑　現在はアメリカやヨーロッパ
のガイドラインでも、以前は膀胱全摘
術のほうが標準的で、グローバル・ 
スタンダードとされていたのですが、
最近では膀胱温存療法、preservation 
the rapyということでガイドラインに
も載ってきています。私は前職筑波大
学で、今は国際医療福祉大学なのです
けれども、筑波大学では1993年ぐらい

から試験的な意味も含めて膀胱温存療
法を行ってきています。
　池脇　すべての膀胱癌で温存療法と
まではいかないにしても、患者さんに
とっては「膀胱を取ってストーマを設
置します」といわれる手術か、「膀胱を
残します」といわれるかなら、当然 
「膀胱を残してください」といいますね。
　宮﨑　セカンドオピニオン等でいら
っしゃる患者さんには、前の病院では
膀胱を全部取るしかないというので、
何とか残せないかと訴えてこられる方
は非常に多いと思います。
　池脇　全摘なのか、温存なのか、ど
のあたりで見極めているのでしょうか。
　宮﨑　まず膀胱癌は筋層非浸潤癌と
筋層浸潤癌と大きく２つに分けられま
す。筋層浸潤癌というのは基本的には
膀胱全摘術の適応になる方で、筋層非
浸潤癌であればBCGや抗癌剤を膀胱の
中に入れる膀胱内注入療法というかた
ちで膀胱を温存することが多くの場合
できるとされています。筋層浸潤癌で
あれば、ほぼ世界的に見ても膀胱全摘
術を第一に治療としてすすめることが
多いと思います。ただ、筋層浸潤癌と
いえども、直径３㎝とか５㎝とか小さ
い癌であれば、膀胱を残したまま癌を
根治することが可能、と我々は考えて
います。
　池脇　そうすると、浸潤癌であれば
膀胱全摘が標準治療である。そういわ
れたけれども、残せないかと先生方の

ところに来られて、病巣が比較的限局
していればそれが使えそうだというこ
となのですね。
　宮﨑　そうですね。膀胱筋層浸潤癌
に対しては、３㎝あるいは５㎝の直径
であれば残すことが可能ですが、癌が
ある場所によっても影響を受けてきま
す。例えば、前立腺に近いところにあ
る、あるいは前立腺のほうにまで癌が
浸潤していれば、やはり直径が小さい
ものであっても全摘せざるを得なかっ
たり、一般に膀胱上皮内癌といわれる、
筋層には入っていかないけれども、膀
胱の粘膜面を這っていくように進んで
いく上皮内癌を多くの面で合併してい
る場合は、やはり残すのは難しいと考
えることもあります。
　池脇　これは手術で取る範囲を限局
する分、ほかのことで癌をたたくとい
う意味では、抗癌剤や放射線治療とい
う、いわゆる集学的な治療なのですね。
　宮﨑　そうですね。一般にトリモダ
リティといって、３つの治療を併用す
ることが多いのですが、最初に経尿道
的に膀胱腫瘍をできるかぎり削ってし
まう。肉眼的にほとんど見えないかた
ちにして、その後に放射線と抗癌剤を
併用して膀胱全体を治していく。さら
にその後に一度、膀胱癌が本当に消え
ているかどうかを確認するステップを
経るのです。そこでもう一度、内視鏡
的に削って、癌がきれいに消えている
のであれば、もともとあった癌の場所
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にもう一回ブースト照射、あるいは部
分切除などを追加して、よりcureに結
びつけていくことになるのです。
　池脇　今、先生のお話を聞いて、確
認したいことがあるのですが、癌によ
っては例えば最初に抗癌剤治療を行っ
て、癌の病巣をちょっと狭くした後に
そこを取るのではなく、まず最初に取
っていくのですか。
　宮﨑　まず診断的意味もありますの
で、筋層浸潤癌であるということが必
要です。あるいは、上皮内癌があるか
ないかという診断も含めて、できるだ
けきちんと削っていく。削った後に放
射線と抗癌剤を併用していくのが、膀
胱温存療法のわりと一般的な治療にな
ります。
　池脇　放射線に関しては多分骨盤の
全照射になると思うのですが、抗癌剤
は癌の組織型によって、細胞型によっ
て違うのでしょうか。
　宮﨑　日本で行われている幾つかの
施設によって少し薬は変わるのですが、
点滴で入れる場合や、動脈の中にその
まま、動注と一般にいわれているカテ
ーテルを留置して入れる場合とか、幾
分やり方は違いますが、抗癌剤の選択、
種類としてはだいたい共通なものが多
いです。
　池脇　いかに膀胱局部での抗癌剤の
濃度を高めるか、いろいろな工夫をさ
れていると聞きましたが。
　宮﨑　筑波大学であれば、膀胱に直

接行く動脈の中にカテーテルを留置し
て、そこに高濃度の抗癌剤を入れて局
所治療の効果を高める治療をしていま
すし、施設によっては透析の治療を併
用しながら高い濃度の抗癌剤を投与し
ていくことも行っているようです。
　池脇　局所に、より抗癌剤が集中し
て、全身に行かない、すなわち抗癌剤
の副作用があまり出ないようにする。
　宮﨑　点滴で投与するのに比べると、
やや抗癌剤の副作用は少ない印象を受
けています。そこにより強く放射線を
かけることで、抗癌剤と放射線のいい
とこ取りというかたちで癌を治してい
くことになると思います。
　池脇　やり始めてもうすでに何十年
かたって、そういう温存療法も進歩し
てきているのでしょうか。
　宮﨑　私たちは20年以上温存治療を
行っています。抗癌剤を使うことによ
る副作用に対する新しい薬もたくさん
出ていますし、放射線の照射方法も改
善してきています。筑波大学であれば、
最後の照射は陽子線を使ったりして、
より局所に高い線量を投与することで
癌の根治率を高めたりもしています。
今は一般にIMRTといわれている放射
線照射装置もありますので、同じよう
なことができますから、多くの施設で
行おうと思えば温存治療はできるよう
になっていると思います。
　池脇　よく前立腺ですと、外来とい
うのですか、仕事をしながら、仕事が

終わってから放射線を当てに来ます。
この集約的な温存治療では、そういっ
たことも可能なのでしょうか。
　宮﨑　基本的に抗癌剤と放射線を併
用していますので、どうしても入院治
療になってしまいます。我々は３週間
おきに抗癌剤を投与しながら放射線を
併用していって、その間に内視鏡的に
切除して癌の消失を確認していますの
で、やはり治療期間は膀胱全摘術など
に比べるとかなり長くなる。最初から
最後まで４～５カ月はかかると思って
いただいたほうがいいと思います。
　池脇　膀胱がなくなって、ストーマ
でQOLが落ちた術後の生活と、膀胱が
ある生活はだいぶ違いますよね。
　宮﨑　回腸新膀胱のような袋で人工
膀胱を作り、日常生活にわりと近いも
のにするケースもあるのですが、それ
でも自分の持っている膀胱と作られた
そういう膀胱であれば、やはり自分の
膀胱のほうが確実にQOLはいいと思い
ます。
　池脇　そうですよね。QOLは確実に
いいこの治療の手術成績、予後的なも
のは、今どういう状況なのですか。
　宮﨑　選択されたケースでしか膀胱
を残せないところがこの治療の一番の
デメリットです。すべての患者さんが
膀胱を残せるわけではなく、腫瘍の位
置や腫瘍の大きさ、腫瘍の顔つきなど
によって、この人は温存できるという
のが経験的にわかるのです。ですから、

かなり進行した膀胱癌の方が「膀胱を
残してくれ」といっても、それはなか
なか難しいケースもある。ただ、今い
った限られたケースであれば、膀胱全
摘術と全く遜色のない治療成績を得る
ことができます。
　池脇　誰にでも温存療法をするわけ
ではなくて、将来的な予後も含めて、
行うだけの価値のある方をきちんと選
び出して行っているということですね。
　宮﨑　そうですね。温存したばっか
りに癌が転移したり、再発してしまえ
ば、それは本末転倒ですので、病理学
的な所見や、MRIやCTスキャンなど
の画像検査を用いて、この人は温存し
ても癌が再発しないであろう、きちん
と予後が期待できると確認した上で、
温存治療をすすめていると思います。
　池脇　そういった温存療法は日本全
国的な普及というところまでいってい
るのでしょうか。
　宮﨑　うちは成田空港から近いです。
東京の方は東京医科歯科大学などでも
行っていますし、大阪では大阪医科大
学なども行っています。ホームページ
などを見るとよく書かれています。代
表的なのは筑波大学、東京医科歯科大
学、大阪医科大学、この３施設が日本
をリードしていると思いますので、そ
ういうところに行かれるといいのでは
ないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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にもう一回ブースト照射、あるいは部
分切除などを追加して、よりcureに結
びつけていくことになるのです。
　池脇　今、先生のお話を聞いて、確
認したいことがあるのですが、癌によ
っては例えば最初に抗癌剤治療を行っ
て、癌の病巣をちょっと狭くした後に
そこを取るのではなく、まず最初に取
っていくのですか。
　宮﨑　まず診断的意味もありますの
で、筋層浸潤癌であるということが必
要です。あるいは、上皮内癌があるか
ないかという診断も含めて、できるだ
けきちんと削っていく。削った後に放
射線と抗癌剤を併用していくのが、膀
胱温存療法のわりと一般的な治療にな
ります。
　池脇　放射線に関しては多分骨盤の
全照射になると思うのですが、抗癌剤
は癌の組織型によって、細胞型によっ
て違うのでしょうか。
　宮﨑　日本で行われている幾つかの
施設によって少し薬は変わるのですが、
点滴で入れる場合や、動脈の中にその
まま、動注と一般にいわれているカテ
ーテルを留置して入れる場合とか、幾
分やり方は違いますが、抗癌剤の選択、
種類としてはだいたい共通なものが多
いです。
　池脇　いかに膀胱局部での抗癌剤の
濃度を高めるか、いろいろな工夫をさ
れていると聞きましたが。
　宮﨑　筑波大学であれば、膀胱に直

接行く動脈の中にカテーテルを留置し
て、そこに高濃度の抗癌剤を入れて局
所治療の効果を高める治療をしていま
すし、施設によっては透析の治療を併
用しながら高い濃度の抗癌剤を投与し
ていくことも行っているようです。
　池脇　局所に、より抗癌剤が集中し
て、全身に行かない、すなわち抗癌剤
の副作用があまり出ないようにする。
　宮﨑　点滴で投与するのに比べると、
やや抗癌剤の副作用は少ない印象を受
けています。そこにより強く放射線を
かけることで、抗癌剤と放射線のいい
とこ取りというかたちで癌を治してい
くことになると思います。
　池脇　やり始めてもうすでに何十年
かたって、そういう温存療法も進歩し
てきているのでしょうか。
　宮﨑　私たちは20年以上温存治療を
行っています。抗癌剤を使うことによ
る副作用に対する新しい薬もたくさん
出ていますし、放射線の照射方法も改
善してきています。筑波大学であれば、
最後の照射は陽子線を使ったりして、
より局所に高い線量を投与することで
癌の根治率を高めたりもしています。
今は一般にIMRTといわれている放射
線照射装置もありますので、同じよう
なことができますから、多くの施設で
行おうと思えば温存治療はできるよう
になっていると思います。
　池脇　よく前立腺ですと、外来とい
うのですか、仕事をしながら、仕事が

終わってから放射線を当てに来ます。
この集約的な温存治療では、そういっ
たことも可能なのでしょうか。
　宮﨑　基本的に抗癌剤と放射線を併
用していますので、どうしても入院治
療になってしまいます。我々は３週間
おきに抗癌剤を投与しながら放射線を
併用していって、その間に内視鏡的に
切除して癌の消失を確認していますの
で、やはり治療期間は膀胱全摘術など
に比べるとかなり長くなる。最初から
最後まで４～５カ月はかかると思って
いただいたほうがいいと思います。
　池脇　膀胱がなくなって、ストーマ
でQOLが落ちた術後の生活と、膀胱が
ある生活はだいぶ違いますよね。
　宮﨑　回腸新膀胱のような袋で人工
膀胱を作り、日常生活にわりと近いも
のにするケースもあるのですが、それ
でも自分の持っている膀胱と作られた
そういう膀胱であれば、やはり自分の
膀胱のほうが確実にQOLはいいと思い
ます。
　池脇　そうですよね。QOLは確実に
いいこの治療の手術成績、予後的なも
のは、今どういう状況なのですか。
　宮﨑　選択されたケースでしか膀胱
を残せないところがこの治療の一番の
デメリットです。すべての患者さんが
膀胱を残せるわけではなく、腫瘍の位
置や腫瘍の大きさ、腫瘍の顔つきなど
によって、この人は温存できるという
のが経験的にわかるのです。ですから、

かなり進行した膀胱癌の方が「膀胱を
残してくれ」といっても、それはなか
なか難しいケースもある。ただ、今い
った限られたケースであれば、膀胱全
摘術と全く遜色のない治療成績を得る
ことができます。
　池脇　誰にでも温存療法をするわけ
ではなくて、将来的な予後も含めて、
行うだけの価値のある方をきちんと選
び出して行っているということですね。
　宮﨑　そうですね。温存したばっか
りに癌が転移したり、再発してしまえ
ば、それは本末転倒ですので、病理学
的な所見や、MRIやCTスキャンなど
の画像検査を用いて、この人は温存し
ても癌が再発しないであろう、きちん
と予後が期待できると確認した上で、
温存治療をすすめていると思います。
　池脇　そういった温存療法は日本全
国的な普及というところまでいってい
るのでしょうか。
　宮﨑　うちは成田空港から近いです。
東京の方は東京医科歯科大学などでも
行っていますし、大阪では大阪医科大
学なども行っています。ホームページ
などを見るとよく書かれています。代
表的なのは筑波大学、東京医科歯科大
学、大阪医科大学、この３施設が日本
をリードしていると思いますので、そ
ういうところに行かれるといいのでは
ないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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東海大学小児科教授
望　月　博　之

（聞き手　池脇克則）

　乳幼児に対する鎮咳・去痰薬の用い方についてご教示ください。
　１．急性上気道炎や気管支炎の場合
　２．やや長く続く慢性の咳の場合
　３．気管支喘息の小発作を思わせる場合
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児に対する鎮咳・去痰薬の用い方

　池脇　乳幼児に対する鎮咳・去痰剤
の使い方ということで、具体的に３つ
の状況を示されています。最初が急性
上気道炎あるいは気管支炎でのそうい
った状況、次にやや遷延する慢性の咳、
３つ目が気管支喘息の小発作を思わせ
る場合を挙げられています。これは鎮
咳・去痰ですから、いわゆる湿性の咳
嗽が問題になるような状況というのは、
この３つが多いと考えてよいのですか。
　望月　おっしゃるとおりでして、お
およそ疾患としては多々あると思うの
ですが、１番目の一番多い急性の咳嗽、
それから２番目、やや長引く、遷延性
としますのは２週間以上４週間未満で
すが、これも決して珍しくないようで
す。さらに、３番目は４週間以上続く

慢性の代表は喘息ですが、この３つを
押さえておくとかなり分類が楽である
と私は理解しています。
　池脇　１番目と２番目の考え方につ
いてですが、よく風邪の後、遷延性の
咳が続くということで、この２番目の
きっかけは１番目の上気道炎、気管支
炎、例えば百日咳やマイコプラズマも
そういった原因になる。そういう２番
目の考え方ということでよいのでしょ
うか。
　望月　２番目も遷延性は実は非常に
分類が難しい、中途半端な側面があり
ますが、先生がおっしゃいました感染
後咳嗽、それ以外に例えば喘息も初め
のころ、乳幼児のものであることがあ
ります。あと心配なのは上気道関係の

鼻咽頭炎、副鼻腔炎とか、アレルギー
性鼻炎も実は１歳前後からみられます
ので、これらの疾患によるいわゆる後
鼻漏症候群、postnasal discharge、こ
れも一つに入るかもしれません。その
あたりも含めて考えていただくとよい
かと思います。
　池脇　確かに鼻汁と痰はなかなかわ
かりにくいですね。
　望月　小さいお子さんほど難しいよ
うです。大きなお子さんですと、聴診
してクラックルが入っていれば、これ
は下気道も関与するかとか、鼻をかめ
ばなくなるかなど、考えるのですが、
小さいお子さんではなかなかそこがは
っきりしませんので難渋します。
　池脇　具体的にそれぞれの鎮咳・去
痰薬の使い方を先生に解説していただ
く前に、基本的な考え方として、咳と
いうのは詰まった痰を出すという、あ
る意味、生体防御反応でもある。その
咳を抑えるという治療はどうなのでし
ょうか。いいのか悪いのか。
　望月　これは大問題でして、以前か
らいわれているのですが、幾つか考え
方があります。確かに咳は生理運動で、
たいへんエネルギーを使う運動なので
すけれども、生きていくには非常に大
事です。例えば麻酔をかけてしまった
患者さん、ICUに入っている患者さん
が肺炎を起こすことがありますが、咳
ができないことが一因です。これは咳
の主たる役目ですから、その点は大賛

成なのですが、ちょっと行き過ぎた考
えになりますと正しい生理反応だから
咳は出すに任せればいいとか、出てい
るうちは止めないでほうっておくべき
というようになります。私はこれはこ
れでまた、間違っていると思います。
外国の調査で本来健康なお子さんは、
昼間の間、２～３回しか咳をしないう
えに、寝ている間は全くしないという
データがあります。本来、子どもは咳
をしないはずで、何らかの障害がある
ので咳が出ます。まず原因をきちんと
確かめて、それを治療して自然に咳が
引くのを待つのが基本だと思います。
　池脇　確かに咳があって夜も眠れな
いとなると、お子さんにとっては辛い
ですね。
　望月　咳は非常に体力を使います。
また、家族の方、特に小さいお子さん
が夜中じゅう咳をしていると、家族全
員が眠れないと訴えます。早く病院に
行って薬をもらって、という展開にな
りますが、ご本人にも周囲にもストレ
スフルであると思います。
　池脇　そこを把握した上で、まず最
初の状況、急性上気道炎、気管支炎の
場合にどう対処したらいいのかという
ことですが、先生方はどのようにされ
ているのでしょうか。
　望月　外来で一番多い症状をプライ
マリーの医師を対象に調査をしたこと
がありますが、半数以上の患者さんが
咳を訴えるようです。お子さんの場合
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東海大学小児科教授
望　月　博　之

（聞き手　池脇克則）

　乳幼児に対する鎮咳・去痰薬の用い方についてご教示ください。
　１．急性上気道炎や気管支炎の場合
　２．やや長く続く慢性の咳の場合
　３．気管支喘息の小発作を思わせる場合
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児に対する鎮咳・去痰薬の用い方

　池脇　乳幼児に対する鎮咳・去痰剤
の使い方ということで、具体的に３つ
の状況を示されています。最初が急性
上気道炎あるいは気管支炎でのそうい
った状況、次にやや遷延する慢性の咳、
３つ目が気管支喘息の小発作を思わせ
る場合を挙げられています。これは鎮
咳・去痰ですから、いわゆる湿性の咳
嗽が問題になるような状況というのは、
この３つが多いと考えてよいのですか。
　望月　おっしゃるとおりでして、お
およそ疾患としては多々あると思うの
ですが、１番目の一番多い急性の咳嗽、
それから２番目、やや長引く、遷延性
としますのは２週間以上４週間未満で
すが、これも決して珍しくないようで
す。さらに、３番目は４週間以上続く

慢性の代表は喘息ですが、この３つを
押さえておくとかなり分類が楽である
と私は理解しています。
　池脇　１番目と２番目の考え方につ
いてですが、よく風邪の後、遷延性の
咳が続くということで、この２番目の
きっかけは１番目の上気道炎、気管支
炎、例えば百日咳やマイコプラズマも
そういった原因になる。そういう２番
目の考え方ということでよいのでしょ
うか。
　望月　２番目も遷延性は実は非常に
分類が難しい、中途半端な側面があり
ますが、先生がおっしゃいました感染
後咳嗽、それ以外に例えば喘息も初め
のころ、乳幼児のものであることがあ
ります。あと心配なのは上気道関係の

鼻咽頭炎、副鼻腔炎とか、アレルギー
性鼻炎も実は１歳前後からみられます
ので、これらの疾患によるいわゆる後
鼻漏症候群、postnasal discharge、こ
れも一つに入るかもしれません。その
あたりも含めて考えていただくとよい
かと思います。
　池脇　確かに鼻汁と痰はなかなかわ
かりにくいですね。
　望月　小さいお子さんほど難しいよ
うです。大きなお子さんですと、聴診
してクラックルが入っていれば、これ
は下気道も関与するかとか、鼻をかめ
ばなくなるかなど、考えるのですが、
小さいお子さんではなかなかそこがは
っきりしませんので難渋します。
　池脇　具体的にそれぞれの鎮咳・去
痰薬の使い方を先生に解説していただ
く前に、基本的な考え方として、咳と
いうのは詰まった痰を出すという、あ
る意味、生体防御反応でもある。その
咳を抑えるという治療はどうなのでし
ょうか。いいのか悪いのか。
　望月　これは大問題でして、以前か
らいわれているのですが、幾つか考え
方があります。確かに咳は生理運動で、
たいへんエネルギーを使う運動なので
すけれども、生きていくには非常に大
事です。例えば麻酔をかけてしまった
患者さん、ICUに入っている患者さん
が肺炎を起こすことがありますが、咳
ができないことが一因です。これは咳
の主たる役目ですから、その点は大賛

成なのですが、ちょっと行き過ぎた考
えになりますと正しい生理反応だから
咳は出すに任せればいいとか、出てい
るうちは止めないでほうっておくべき
というようになります。私はこれはこ
れでまた、間違っていると思います。
外国の調査で本来健康なお子さんは、
昼間の間、２～３回しか咳をしないう
えに、寝ている間は全くしないという
データがあります。本来、子どもは咳
をしないはずで、何らかの障害がある
ので咳が出ます。まず原因をきちんと
確かめて、それを治療して自然に咳が
引くのを待つのが基本だと思います。
　池脇　確かに咳があって夜も眠れな
いとなると、お子さんにとっては辛い
ですね。
　望月　咳は非常に体力を使います。
また、家族の方、特に小さいお子さん
が夜中じゅう咳をしていると、家族全
員が眠れないと訴えます。早く病院に
行って薬をもらって、という展開にな
りますが、ご本人にも周囲にもストレ
スフルであると思います。
　池脇　そこを把握した上で、まず最
初の状況、急性上気道炎、気管支炎の
場合にどう対処したらいいのかという
ことですが、先生方はどのようにされ
ているのでしょうか。
　望月　外来で一番多い症状をプライ
マリーの医師を対象に調査をしたこと
がありますが、半数以上の患者さんが
咳を訴えるようです。お子さんの場合
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は湿性の咳嗽が多いものですから、何
とか早く治療してほしいということに
なります。ところが、急性の上気道炎、
鼻咽頭炎など一過性のことが多いもの
ですから、あわてなくてもよいという
のが一つです。大切なことは原因を確
かめることで、ウイルスであれば３～ 
４日でよくなるので、そこを見極めて
ということになります。
　池脇　こういう場合には去痰薬を中
心に治療をされるのでしょうか。
　望月　最近、麻薬性の中枢性鎮咳薬
は12歳未満のお子さんは使用ができな
くなりましたので、鎮咳には皆さん敏
感になっていると思います。湿性の咳
を無理に止めるのはよくないのは確か
です。小さいお子さんは気道分泌が多
いものですから痰がたまりやすい、自
分で出しにくい、気管も小さいですし、
胸郭もやわらかいので結果としてうま
く出せないことになります。そのとき
には痰を出してあげることが咳を抑え
る一つの作戦になりますので、去痰薬
をうまく使っていただくことになると
思います。
　池脇　お子さんだから、なかなかう
まく出せないということで、出しやす
くするとなると、いわゆる去痰薬とい
うことになりますが、これもいろいろ
な種類がありますよね。
　望月　大きく分けて４種類ぐらいな
のですが、よく使われている薬は粘液
の修復薬といわれているカルボシステ

イン、それから気道の潤滑薬、これは
アンブロキソールがありますが、よく
使われていると思います。この２つが
大きな範疇だと思います。
　池脇　大人でしたら錠剤ですが、お
子さんの場合、シロップとか、のみや
すくできていますよね。
　望月　そうですね。シロップも細粒
もありますので、選ぶことができます。
大きくなると、シロップはいやだとい
うお子さんもいらっしゃいます。私た
ちは日常的な薬だと思っていますので、
皆さんにちゃんとのんでもらうために
も剤形が多いのは非常に助かります。
　池脇　鎮咳薬はそういったことで使
いにくい一方で、去痰薬は安全性が担
保されていれば比較的早い時期から使
ったほうがいいのでしょうか。
　望月　子どもでは遷延する咳が多い
ということ、あとお子さんですと、先
ほどいいましたように、どうしても痰
が多いのに出しにくいようです。そう
しますと、固まってしまうことがあり、
呼吸状態が悪くなることがあります。
私としては病初期というとちょっとい
い過ぎですが、早めから使っていただ
いて、その効果を十分に確認していた
だくのがいいと思います。
　池脇　去痰薬を処方して、おそらく
十分水分を取るとか、あるいは加湿が
できればそういった指導も一緒に合わ
せて行われるのでしょうか。
　望月　そのとおりです。入院してい

れば体位ドレナージとかタッピングと
かできますが、家ではなかなか難しい
ので、そのあたりも含めて痰を出す。
そうすれば咳が楽になることをお話し
いたします。
　池脇　最初から加えることはないか
もしれませんが、最近、成人でも気管
支拡張剤で痰の排出をより効率よく行
うということですが、こういう乳幼児
の場合にもそういう使われ方はされる
のでしょうか。
　望月　喘息の場合、急性の発作のと
き、特に小さいお子さんは痰が詰まり
やすいことがありますので、ガイドラ
インでも両方使うという指導もありま
す。私的には、痰の中には当然出さな
ければいけないものが含まれており、
ウイルスや細菌以外にも、化学物質、
気道収縮物質もあるので、これも含め
て出してもらいたい。β2刺激薬と相乗
効果を狙うのが作戦の一つだと思いま
す。
　池脇　そうして痰を効率よく出せれ
ば、結果的に咳もおさまってくると考
えてよいでしょうか。
　望月　そのとおりだと思います。咳
は症状としては明らかなものですので、
よくなったかどうかはお母さん方はわ
かります。よく議論があるのは、喘息
と診断されていないのにβ2刺激薬を使
っていいのかということですが、喘息
の診断自体が乳幼児は難しいので、例
えば３～４日処方して、それでβ2刺激

薬の効果があれば、これはしめたもの
だということになり、それからはβ2刺
激薬と去痰薬とか、そういう配合にな
ります。確認していただくのは非常に
大事だと思っています。
　池脇　そういった治療によってほと
んどのお子さんはおさまることが多い
と思うのですが、それでもちょっと続
くような場合、治療戦略は変えられる
のでしょうか。
　望月　おっしゃるとおりで、おおよ
そだいたいのものはよくなります。た
だ、一つ困るのは後鼻漏症候群ですと
なかなか去痰薬そのものでも難しいと
ころがあり、やはりこれはどこかの時
点で副鼻腔炎なり、アレルギー性鼻炎
なりを確認していただくことになりま
す。
　池脇　長く続くことにほかの原因が
ないかどうか、そこで確認をしておく
のですね。
　望月　そのとおりです。それが「立
ち止まって確認する」ということで、
経過中、最初の診断と違ってくること
があります。よくあるのは、最初は気
管支炎があったけれども、途中から副
鼻腔炎だけになってしまう。同じお子
さんの時系列を見ていくと、最初はβ2
刺激薬が効いていたのがだんだん効か
なくなる。最終的には抗ヒスタミン薬
がよかったとか、そのようなことがあ
りますので、途中で立ち止まることが
とても必要なことだと思います。
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は湿性の咳嗽が多いものですから、何
とか早く治療してほしいということに
なります。ところが、急性の上気道炎、
鼻咽頭炎など一過性のことが多いもの
ですから、あわてなくてもよいという
のが一つです。大切なことは原因を確
かめることで、ウイルスであれば３～ 
４日でよくなるので、そこを見極めて
ということになります。
　池脇　こういう場合には去痰薬を中
心に治療をされるのでしょうか。
　望月　最近、麻薬性の中枢性鎮咳薬
は12歳未満のお子さんは使用ができな
くなりましたので、鎮咳には皆さん敏
感になっていると思います。湿性の咳
を無理に止めるのはよくないのは確か
です。小さいお子さんは気道分泌が多
いものですから痰がたまりやすい、自
分で出しにくい、気管も小さいですし、
胸郭もやわらかいので結果としてうま
く出せないことになります。そのとき
には痰を出してあげることが咳を抑え
る一つの作戦になりますので、去痰薬
をうまく使っていただくことになると
思います。
　池脇　お子さんだから、なかなかう
まく出せないということで、出しやす
くするとなると、いわゆる去痰薬とい
うことになりますが、これもいろいろ
な種類がありますよね。
　望月　大きく分けて４種類ぐらいな
のですが、よく使われている薬は粘液
の修復薬といわれているカルボシステ

イン、それから気道の潤滑薬、これは
アンブロキソールがありますが、よく
使われていると思います。この２つが
大きな範疇だと思います。
　池脇　大人でしたら錠剤ですが、お
子さんの場合、シロップとか、のみや
すくできていますよね。
　望月　そうですね。シロップも細粒
もありますので、選ぶことができます。
大きくなると、シロップはいやだとい
うお子さんもいらっしゃいます。私た
ちは日常的な薬だと思っていますので、
皆さんにちゃんとのんでもらうために
も剤形が多いのは非常に助かります。
　池脇　鎮咳薬はそういったことで使
いにくい一方で、去痰薬は安全性が担
保されていれば比較的早い時期から使
ったほうがいいのでしょうか。
　望月　子どもでは遷延する咳が多い
ということ、あとお子さんですと、先
ほどいいましたように、どうしても痰
が多いのに出しにくいようです。そう
しますと、固まってしまうことがあり、
呼吸状態が悪くなることがあります。
私としては病初期というとちょっとい
い過ぎですが、早めから使っていただ
いて、その効果を十分に確認していた
だくのがいいと思います。
　池脇　去痰薬を処方して、おそらく
十分水分を取るとか、あるいは加湿が
できればそういった指導も一緒に合わ
せて行われるのでしょうか。
　望月　そのとおりです。入院してい

れば体位ドレナージとかタッピングと
かできますが、家ではなかなか難しい
ので、そのあたりも含めて痰を出す。
そうすれば咳が楽になることをお話し
いたします。
　池脇　最初から加えることはないか
もしれませんが、最近、成人でも気管
支拡張剤で痰の排出をより効率よく行
うということですが、こういう乳幼児
の場合にもそういう使われ方はされる
のでしょうか。
　望月　喘息の場合、急性の発作のと
き、特に小さいお子さんは痰が詰まり
やすいことがありますので、ガイドラ
インでも両方使うという指導もありま
す。私的には、痰の中には当然出さな
ければいけないものが含まれており、
ウイルスや細菌以外にも、化学物質、
気道収縮物質もあるので、これも含め
て出してもらいたい。β2刺激薬と相乗
効果を狙うのが作戦の一つだと思いま
す。
　池脇　そうして痰を効率よく出せれ
ば、結果的に咳もおさまってくると考
えてよいでしょうか。
　望月　そのとおりだと思います。咳
は症状としては明らかなものですので、
よくなったかどうかはお母さん方はわ
かります。よく議論があるのは、喘息
と診断されていないのにβ2刺激薬を使
っていいのかということですが、喘息
の診断自体が乳幼児は難しいので、例
えば３～４日処方して、それでβ2刺激

薬の効果があれば、これはしめたもの
だということになり、それからはβ2刺
激薬と去痰薬とか、そういう配合にな
ります。確認していただくのは非常に
大事だと思っています。
　池脇　そういった治療によってほと
んどのお子さんはおさまることが多い
と思うのですが、それでもちょっと続
くような場合、治療戦略は変えられる
のでしょうか。
　望月　おっしゃるとおりで、おおよ
そだいたいのものはよくなります。た
だ、一つ困るのは後鼻漏症候群ですと
なかなか去痰薬そのものでも難しいと
ころがあり、やはりこれはどこかの時
点で副鼻腔炎なり、アレルギー性鼻炎
なりを確認していただくことになりま
す。
　池脇　長く続くことにほかの原因が
ないかどうか、そこで確認をしておく
のですね。
　望月　そのとおりです。それが「立
ち止まって確認する」ということで、
経過中、最初の診断と違ってくること
があります。よくあるのは、最初は気
管支炎があったけれども、途中から副
鼻腔炎だけになってしまう。同じお子
さんの時系列を見ていくと、最初はβ2
刺激薬が効いていたのがだんだん効か
なくなる。最終的には抗ヒスタミン薬
がよかったとか、そのようなことがあ
りますので、途中で立ち止まることが
とても必要なことだと思います。
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　池脇　同じお子さんを見ていても病
態が変わることもあるのですね。
　望月　ありますね。お子さんの場合、
非常に目まぐるしく変わることがあり
ます。
　池脇　最後の気管支喘息でのそうい
った湿性の咳嗽はどうなのでしょうか。
　望月　先ほどの延長ですが、喘息で
はもともと気道が狭くなっています。
また、痰も普通のお子さんの急性の疾
患よりも粘性が強いため、毎晩発作が
起こるとさらに粘度が高くなるので、

これは早く出してあげるにこしたこと
はないと思います。ガイドラインでも
そのような観点から去痰薬を使うこと
について指摘があります。もちろん、
β2刺激薬、場合によってはステロイド
の吸入であるとかロイコトリエン受容
体拮抗薬を使うのですが、気管支を広
くして痰を出し、気道の狭窄を減らし
てあげようというのは非常に大事な作
戦だと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

鶴見大学歯学部病理学講座教授
斎　藤　一　郎

（聞き手　山内俊一）

　ドライマウスの原因と鑑別診断、他病態との関連、治療法についてご教示く
ださい。
 ＜千葉県勤務医＞

ドライマウス

　山内　口が渇きますといって来られ
る患者さんはむろんわかりやすいので
すが、時々のどの違和感ですとか、飲
み込みが悪くなるとか、そちらのほう
の主訴で来るケースも多いようにうか
がいます。これはいかがでしょうか。
　斎藤　全くそのとおりで、口が渇く
ということを主訴に来院される方は比
較的少なく、口の中が痛いとか、口角
炎ができた、そういう乾燥に伴う痛み、
飲み込みにくいなどの症状で来院され
る方が多いようです。痛みの多くの原
因は、唾液の量が減ってくると口の中
の常在真菌のカンジダが増えて、それ
でカンジダ菌を介し、舌だったり粘膜
が炎症を起こす。口の中の不快感もあ
りますし、両側に口角炎ができるのが
特徴です。特に、入れ歯が入っていて
口が渇く方は、そうやってカンジダ菌

が増える温床を持っているので、口の
中の痛みが出て来院される方が非常に
多いです。
　山内　ドライマウスの原因といいま
しても様々でしょうが、主だった原因
から少し聞かせていただきたいのです
が。
　斎藤　ドライマウスの原因は非常に
複合的で、１つの原因で成立する病態
というよりは、様々な原因が同時に起
こって生じる病態と考えています。ま
ず薬剤の副作用ですが、日本は服薬大
国といわれていて、欧米に比べて40倍、
薬の服用量が多い。特に高齢者の服薬
量が問題になっていて、減薬をすると
保険の点数がつくような時代になって
きたのですが、薬を介した薬剤性のド
ライマウスというのが我々の外来でも
非常に多く認められます。
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　池脇　同じお子さんを見ていても病
態が変わることもあるのですね。
　望月　ありますね。お子さんの場合、
非常に目まぐるしく変わることがあり
ます。
　池脇　最後の気管支喘息でのそうい
った湿性の咳嗽はどうなのでしょうか。
　望月　先ほどの延長ですが、喘息で
はもともと気道が狭くなっています。
また、痰も普通のお子さんの急性の疾
患よりも粘性が強いため、毎晩発作が
起こるとさらに粘度が高くなるので、

これは早く出してあげるにこしたこと
はないと思います。ガイドラインでも
そのような観点から去痰薬を使うこと
について指摘があります。もちろん、
β2刺激薬、場合によってはステロイド
の吸入であるとかロイコトリエン受容
体拮抗薬を使うのですが、気管支を広
くして痰を出し、気道の狭窄を減らし
てあげようというのは非常に大事な作
戦だと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

鶴見大学歯学部病理学講座教授
斎　藤　一　郎

（聞き手　山内俊一）

　ドライマウスの原因と鑑別診断、他病態との関連、治療法についてご教示く
ださい。
 ＜千葉県勤務医＞

ドライマウス

　山内　口が渇きますといって来られ
る患者さんはむろんわかりやすいので
すが、時々のどの違和感ですとか、飲
み込みが悪くなるとか、そちらのほう
の主訴で来るケースも多いようにうか
がいます。これはいかがでしょうか。
　斎藤　全くそのとおりで、口が渇く
ということを主訴に来院される方は比
較的少なく、口の中が痛いとか、口角
炎ができた、そういう乾燥に伴う痛み、
飲み込みにくいなどの症状で来院され
る方が多いようです。痛みの多くの原
因は、唾液の量が減ってくると口の中
の常在真菌のカンジダが増えて、それ
でカンジダ菌を介し、舌だったり粘膜
が炎症を起こす。口の中の不快感もあ
りますし、両側に口角炎ができるのが
特徴です。特に、入れ歯が入っていて
口が渇く方は、そうやってカンジダ菌

が増える温床を持っているので、口の
中の痛みが出て来院される方が非常に
多いです。
　山内　ドライマウスの原因といいま
しても様々でしょうが、主だった原因
から少し聞かせていただきたいのです
が。
　斎藤　ドライマウスの原因は非常に
複合的で、１つの原因で成立する病態
というよりは、様々な原因が同時に起
こって生じる病態と考えています。ま
ず薬剤の副作用ですが、日本は服薬大
国といわれていて、欧米に比べて40倍、
薬の服用量が多い。特に高齢者の服薬
量が問題になっていて、減薬をすると
保険の点数がつくような時代になって
きたのですが、薬を介した薬剤性のド
ライマウスというのが我々の外来でも
非常に多く認められます。
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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65巻３月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、13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５回
として、４篇を収録いたしました。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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いるので、診断がとても大切になって
きます。
　山内　必ず検査しましょうというこ
とですね。
　斎藤　シェーグレン症候群か、非シ
ェーグレン症候群かの鑑別が重要にな
ってくると思います。
　山内　よく高齢になると唾液腺の分
泌が悪くなるからという話もあります
が、本当なのでしょうか。
　斎藤　外分泌腺は非常にタフで丈夫
な臓器でして、年を重ねても、心身と
もに健康であれば、その機能は低下し
ないことになっているのです。年を重
ねて分泌機能が低下しドライマウスに
なるというのは、やはり原因がほかに
あるだろうと。その多くは薬の服用量
による、薬剤性のドライマウスです。
１日、おにぎり１つ分ぐらいの薬をの
んでいる高齢者がいらっしゃいます。
　山内　確かにそういったあたりは気
をつけなければいけないですね。
　斎藤　眠れないといって睡眠薬をの
み、尿失禁があるからといって抗コリ
ン作用を持つ薬をのみ、ということに
なり、おまけに基礎疾患として高血圧
があったりすれば、どんどん積み重な
って、唾液の量が少なくなるというこ
とです。
　山内　ちなみに、私も時々寝ていて
口が渇いて起きることがあるのですが、
口を開けて寝ているなと思うときがあ
ります。すぐ治るのですが、こういっ

た現象はいかがですか。
　斎藤　よく患者さんから聞く症状で
すが、人間、上を向いて、天井を見て
寝ると、若いときは筋肉がちゃんとし
っかりしていたので口が開かないので
すが、これが年を重ねるとだんだん筋
力が低下してどうしても口呼吸になっ
てしまう。本来、口は閉じて、鼻から
息を吸って、鼻から吐いていれば口は
渇かないのですが、年を重ねて口を開
いてしまうと口呼吸になる。そうする
と、唾液が分泌していても、蒸発して
しまうのです。そうして口が渇くこと
があるのです。
　動物がおなかを出して寝るのは非常
に無防備な状態で、本来自分の身を守
るのであれば、動物は横を向いて寝る。
亡くなられた日野原先生などは抱き枕
がいいのではないかとおっしゃってい
ましたが、横を向いて寝るというのが
非常に理想的な寝方です。上を向いて
口を開けて寝てしまうと、適度な温度
と適度な湿度で口の中に雑菌が増え、
それを誤嚥して肺炎になる。誤嚥性肺
炎のリスクが高まるので、夜中に口が
渇くのも侮れない。特に年を重ねた場
合にはそれが肺炎のリスクにもなるの
で、口腔ケアも重要ですし、寝方まで
考えなければならないということにな
るのです。
　山内　最後に、食習慣はいかがでし
ょうか。
　斎藤　ご指摘のようにとても大事な

　それ以外には、ストレスです。唾液
腺は交感神経と副交感神経の自律神経
支配になっていますので、交感神経優
位、すなわち何か気持ちに負担があっ
たり、不安があったり、ストレスに感
じる職場だったり、また独居老人の方
だったりすると、唾液の量が減少して
しまうようなことも背景として非常に
多くみられます。
　山内　薬剤ですが、主にはどういっ
た薬剤が知られているのでしょうか。
　斎藤　高血圧症のCa拮抗薬だとか、
うつ病だとか不安神経症、心療内科的
な病気の薬が非常に口の渇きを催しま
すし、それから睡眠薬を常用されてい
る方に多いように思われます。あとは、
頻尿や尿失禁の薬も抗コリン作用があ
ります。特に高齢者など頻尿の患者さ
んは約800万人といわれていますので、
そういう薬をのまれている方は、常用
されていると薬剤性のドライマウスに
なるということになります。
　山内　Ca拮抗薬は多そうですね。さ
て、口が渇くといって来られる患者さ
んについて、印象的には女性、特に中
年の女性が多いような感じがしますが、
ホルモン異常といったものも考えられ
ているのでしょうか。
　斎藤　女性ホルモンが外分泌機能に
かかわっていることは明らかです。中
高年になり、完全に閉経後、女性ホル
モンが低下してしまうと、唾液分泌だ
けでなく、全身の外分泌機能が低下す

ることで、口が渇く以外に、目が乾い
たり、鼻が乾いたり、皮膚が乾いたり、
膣が乾いたりする。乾燥症候群と我々
は呼んでいて、ドライシンドロームと
していろいろなところが乾いてくるの
ですが、現状として縦割りの診療科で
対応されていることも問題点の一つで
す。
　山内　かえってわかりにくくなって
しまっている可能性もあるのですね。
　斎藤　そうですね。
　山内　口が渇くというと、すぐに思
い浮かぶのがシェーグレン症候群です
が、意外とお目にかかることはないよ
うです。先生だとやはり多いのでしょ
うね。
　斎藤　想定では50万人いることにな
っていますが、厚生労働省が把握して
いるシェーングレン症候群の患者さん
が７万5,000人ですから、42万5,000人
はまだ診断がつかずに苦しんでいらっ
しゃる。難病指定になっていますので、
まだ診断されていないシェーグレンの
方を診断することが求められています
し、患者さんにとっては自己負担分が
なくなります。そういう意味で今、積
極的に診断をするのですが、我々のド
ライマウス外来の経験では、乾燥症状
を持った患者さんの約１割がシェーグ
レン症候群であり、残りは非シェーグ
レン症候群のドライマウスということ
がわかってきました。難病であるシェ
ーグレン症候群が１割、10人に１人は
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いるので、診断がとても大切になって
きます。
　山内　必ず検査しましょうというこ
とですね。
　斎藤　シェーグレン症候群か、非シ
ェーグレン症候群かの鑑別が重要にな
ってくると思います。
　山内　よく高齢になると唾液腺の分
泌が悪くなるからという話もあります
が、本当なのでしょうか。
　斎藤　外分泌腺は非常にタフで丈夫
な臓器でして、年を重ねても、心身と
もに健康であれば、その機能は低下し
ないことになっているのです。年を重
ねて分泌機能が低下しドライマウスに
なるというのは、やはり原因がほかに
あるだろうと。その多くは薬の服用量
による、薬剤性のドライマウスです。
１日、おにぎり１つ分ぐらいの薬をの
んでいる高齢者がいらっしゃいます。
　山内　確かにそういったあたりは気
をつけなければいけないですね。
　斎藤　眠れないといって睡眠薬をの
み、尿失禁があるからといって抗コリ
ン作用を持つ薬をのみ、ということに
なり、おまけに基礎疾患として高血圧
があったりすれば、どんどん積み重な
って、唾液の量が少なくなるというこ
とです。
　山内　ちなみに、私も時々寝ていて
口が渇いて起きることがあるのですが、
口を開けて寝ているなと思うときがあ
ります。すぐ治るのですが、こういっ

た現象はいかがですか。
　斎藤　よく患者さんから聞く症状で
すが、人間、上を向いて、天井を見て
寝ると、若いときは筋肉がちゃんとし
っかりしていたので口が開かないので
すが、これが年を重ねるとだんだん筋
力が低下してどうしても口呼吸になっ
てしまう。本来、口は閉じて、鼻から
息を吸って、鼻から吐いていれば口は
渇かないのですが、年を重ねて口を開
いてしまうと口呼吸になる。そうする
と、唾液が分泌していても、蒸発して
しまうのです。そうして口が渇くこと
があるのです。
　動物がおなかを出して寝るのは非常
に無防備な状態で、本来自分の身を守
るのであれば、動物は横を向いて寝る。
亡くなられた日野原先生などは抱き枕
がいいのではないかとおっしゃってい
ましたが、横を向いて寝るというのが
非常に理想的な寝方です。上を向いて
口を開けて寝てしまうと、適度な温度
と適度な湿度で口の中に雑菌が増え、
それを誤嚥して肺炎になる。誤嚥性肺
炎のリスクが高まるので、夜中に口が
渇くのも侮れない。特に年を重ねた場
合にはそれが肺炎のリスクにもなるの
で、口腔ケアも重要ですし、寝方まで
考えなければならないということにな
るのです。
　山内　最後に、食習慣はいかがでし
ょうか。
　斎藤　ご指摘のようにとても大事な

　それ以外には、ストレスです。唾液
腺は交感神経と副交感神経の自律神経
支配になっていますので、交感神経優
位、すなわち何か気持ちに負担があっ
たり、不安があったり、ストレスに感
じる職場だったり、また独居老人の方
だったりすると、唾液の量が減少して
しまうようなことも背景として非常に
多くみられます。
　山内　薬剤ですが、主にはどういっ
た薬剤が知られているのでしょうか。
　斎藤　高血圧症のCa拮抗薬だとか、
うつ病だとか不安神経症、心療内科的
な病気の薬が非常に口の渇きを催しま
すし、それから睡眠薬を常用されてい
る方に多いように思われます。あとは、
頻尿や尿失禁の薬も抗コリン作用があ
ります。特に高齢者など頻尿の患者さ
んは約800万人といわれていますので、
そういう薬をのまれている方は、常用
されていると薬剤性のドライマウスに
なるということになります。
　山内　Ca拮抗薬は多そうですね。さ
て、口が渇くといって来られる患者さ
んについて、印象的には女性、特に中
年の女性が多いような感じがしますが、
ホルモン異常といったものも考えられ
ているのでしょうか。
　斎藤　女性ホルモンが外分泌機能に
かかわっていることは明らかです。中
高年になり、完全に閉経後、女性ホル
モンが低下してしまうと、唾液分泌だ
けでなく、全身の外分泌機能が低下す

ることで、口が渇く以外に、目が乾い
たり、鼻が乾いたり、皮膚が乾いたり、
膣が乾いたりする。乾燥症候群と我々
は呼んでいて、ドライシンドロームと
していろいろなところが乾いてくるの
ですが、現状として縦割りの診療科で
対応されていることも問題点の一つで
す。
　山内　かえってわかりにくくなって
しまっている可能性もあるのですね。
　斎藤　そうですね。
　山内　口が渇くというと、すぐに思
い浮かぶのがシェーグレン症候群です
が、意外とお目にかかることはないよ
うです。先生だとやはり多いのでしょ
うね。
　斎藤　想定では50万人いることにな
っていますが、厚生労働省が把握して
いるシェーングレン症候群の患者さん
が７万5,000人ですから、42万5,000人
はまだ診断がつかずに苦しんでいらっ
しゃる。難病指定になっていますので、
まだ診断されていないシェーグレンの
方を診断することが求められています
し、患者さんにとっては自己負担分が
なくなります。そういう意味で今、積
極的に診断をするのですが、我々のド
ライマウス外来の経験では、乾燥症状
を持った患者さんの約１割がシェーグ
レン症候群であり、残りは非シェーグ
レン症候群のドライマウスということ
がわかってきました。難病であるシェ
ーグレン症候群が１割、10人に１人は
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ことで、最近の食習慣、「これ、やわ
らかいからおいしいよね」といって召
し上がる方が多いのですが、やわらか
いものばかり食べていますと、筋力が
だんだん萎えてきます。唾液腺は筋肉
に裏打ちされているのです。ですので、
筋力が低下して萎えてきますと、分泌
機能が落ちてきます。そういう機序で
筋力の低下を介したドライマウスも特
に高齢者には多く見られることです。
ですから、それを改善するためには、
いろいろな方と話をしたり、歌を歌っ
たり、かみごたえのある食事をする。
かみごたえのあるものを召し上がれな
いのであれば、歯科医院に行って、き
ちんと歯を治して、しっかりした入れ
歯をつくってもらう。今、歯科では
8020運動（80歳になっても20本の歯を
維持しましょう）に取り組んでおり、
残存歯がどんどん増えてきている。し
っかりかめる状態であれば、そこそこ
かみごたえのあるものでも召し上がる
ことができて、結果として筋力が鍛え
られる。筋力が鍛えられると、分泌機
能も高まるし、脳への血流量も増加し
ます。ガムを食べると唾液が出ること
と同じ作用です。
　山内　よくしゃべることも大事です
ね。

　斎藤　大事なことだと思います。
　山内　今まで対処の仕方等々も出て
きたと思うのですが、実際に治療薬と
して使われているものとして、具体的
にはどういったものがあるのでしょう
か。
　斎藤　口腔乾燥症病名で保険適用に
なっているのは白虎加人参湯や五苓散
という漢方薬です。これは長く服用し
ていただいて効果を見なければならな
いのですが、シェーングレン症候群で
も、非シェーグレン症候群でも処方が
可能です。また、シェーグレン症候群
であれば、ムスカリン受容体のアゴニ
ストで、ピロカルピンとかセビメリン
という唾液分泌促進薬があります。こ
れは分泌機能を促進しますので、あま
りにひどい重度なシェーグレン症候群
の方にはこういう薬剤を処方するとい
うこともあります。それ以外には口の
中の乾燥を改善するようなジェルみた
いなものもあります。また乾燥してく
ると、先ほど申し上げた、カンジダ菌
などの雑菌がどうしても増え、これが
症状を悪化させることもありますので、
カンジダ菌を抑えるような薬や、また
は乳酸菌など、今はたくさん対処法が
出てきました。
　山内　ありがとうございました。

臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

東京大学病院緩和ケア診療部長
住　谷　昌　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

がん治療における栄養療法

　齊藤　がん治療における栄養療法に
ついてうかがいます。
　がん患者さんにも、太っている方も
やせている方も両方いらっしゃる。そ
ういった方々に対する栄養の指導とい
うことになりますか。
　住谷　私たちは緩和ケアあるいは痛
みの専門医としてがんの患者さんの診
療に携わっていますが、まず太ってい
る方に関しては、がんの治療に伴う合
併症でお困りになることが非常に増え
ているように思っています。一つには
手術後の傷の痛みが強くなるというこ
と、あるいはそれに関連して呼吸器の
合併症として無気肺や肺炎などが起こ
ることがあります。まずがんの患者さ
んで太っている方に関しては、やせる
ように私たちも指導するようにしてい
ます。
　齊藤　がんというと何となくやせる
という固定観念があるのですが、太っ
ていることがリスク因子になるがんも
あるのですね。
　住谷　はい。例えば大腸がんや乳が

んなどは太っているということ自体が
発症リスクになることがわかっていま
す。
　齊藤　手術とか治療に入る前、ある
いは並行して、栄養のコントロールが
入ってくるのですか。
　住谷　がんの治療と並行して体重コ
ントロールを行うのですが、当院では
ベストウエイト教室というものを病態
栄養治療部という栄養部門の管理栄養
士が中心の部門で担当しています。
　齊藤　がんだけではなくて、全体的
にコントロールしていこうということ
ですね。
　住谷　はい。がん以外に体重コント
ロールも並行するということです。
　齊藤　期間はどのくらいになるので
すか。
　住谷　患者さんで大きく異なるので
すが、短い方であれば１回、２回の受
診でだいたい２カ月ぐらい、長い方で
すと６カ月ないしはそれ以上という方
もいらっしゃいます。患者さんの状態
や、あるいは糖尿病などの合併症のぐ
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ことで、最近の食習慣、「これ、やわ
らかいからおいしいよね」といって召
し上がる方が多いのですが、やわらか
いものばかり食べていますと、筋力が
だんだん萎えてきます。唾液腺は筋肉
に裏打ちされているのです。ですので、
筋力が低下して萎えてきますと、分泌
機能が落ちてきます。そういう機序で
筋力の低下を介したドライマウスも特
に高齢者には多く見られることです。
ですから、それを改善するためには、
いろいろな方と話をしたり、歌を歌っ
たり、かみごたえのある食事をする。
かみごたえのあるものを召し上がれな
いのであれば、歯科医院に行って、き
ちんと歯を治して、しっかりした入れ
歯をつくってもらう。今、歯科では
8020運動（80歳になっても20本の歯を
維持しましょう）に取り組んでおり、
残存歯がどんどん増えてきている。し
っかりかめる状態であれば、そこそこ
かみごたえのあるものでも召し上がる
ことができて、結果として筋力が鍛え
られる。筋力が鍛えられると、分泌機
能も高まるし、脳への血流量も増加し
ます。ガムを食べると唾液が出ること
と同じ作用です。
　山内　よくしゃべることも大事です
ね。

　斎藤　大事なことだと思います。
　山内　今まで対処の仕方等々も出て
きたと思うのですが、実際に治療薬と
して使われているものとして、具体的
にはどういったものがあるのでしょう
か。
　斎藤　口腔乾燥症病名で保険適用に
なっているのは白虎加人参湯や五苓散
という漢方薬です。これは長く服用し
ていただいて効果を見なければならな
いのですが、シェーングレン症候群で
も、非シェーグレン症候群でも処方が
可能です。また、シェーグレン症候群
であれば、ムスカリン受容体のアゴニ
ストで、ピロカルピンとかセビメリン
という唾液分泌促進薬があります。こ
れは分泌機能を促進しますので、あま
りにひどい重度なシェーグレン症候群
の方にはこういう薬剤を処方するとい
うこともあります。それ以外には口の
中の乾燥を改善するようなジェルみた
いなものもあります。また乾燥してく
ると、先ほど申し上げた、カンジダ菌
などの雑菌がどうしても増え、これが
症状を悪化させることもありますので、
カンジダ菌を抑えるような薬や、また
は乳酸菌など、今はたくさん対処法が
出てきました。
　山内　ありがとうございました。

臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

東京大学病院緩和ケア診療部長
住　谷　昌　彦

（聞き手　齊藤郁夫）

がん治療における栄養療法

　齊藤　がん治療における栄養療法に
ついてうかがいます。
　がん患者さんにも、太っている方も
やせている方も両方いらっしゃる。そ
ういった方々に対する栄養の指導とい
うことになりますか。
　住谷　私たちは緩和ケアあるいは痛
みの専門医としてがんの患者さんの診
療に携わっていますが、まず太ってい
る方に関しては、がんの治療に伴う合
併症でお困りになることが非常に増え
ているように思っています。一つには
手術後の傷の痛みが強くなるというこ
と、あるいはそれに関連して呼吸器の
合併症として無気肺や肺炎などが起こ
ることがあります。まずがんの患者さ
んで太っている方に関しては、やせる
ように私たちも指導するようにしてい
ます。
　齊藤　がんというと何となくやせる
という固定観念があるのですが、太っ
ていることがリスク因子になるがんも
あるのですね。
　住谷　はい。例えば大腸がんや乳が

んなどは太っているということ自体が
発症リスクになることがわかっていま
す。
　齊藤　手術とか治療に入る前、ある
いは並行して、栄養のコントロールが
入ってくるのですか。
　住谷　がんの治療と並行して体重コ
ントロールを行うのですが、当院では
ベストウエイト教室というものを病態
栄養治療部という栄養部門の管理栄養
士が中心の部門で担当しています。
　齊藤　がんだけではなくて、全体的
にコントロールしていこうということ
ですね。
　住谷　はい。がん以外に体重コント
ロールも並行するということです。
　齊藤　期間はどのくらいになるので
すか。
　住谷　患者さんで大きく異なるので
すが、短い方であれば１回、２回の受
診でだいたい２カ月ぐらい、長い方で
すと６カ月ないしはそれ以上という方
もいらっしゃいます。患者さんの状態
や、あるいは糖尿病などの合併症のぐ
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ます。
　齊藤　高齢の患者さんはできるだけ
やっていただくのですか。
　住谷　はい。
　齊藤　これはできる患者さんとでき
ない患者さんがいますか。
　住谷　運動のレベルといいますか、
強度という観点ではできる方、できな
い方がいらっしゃるのですが、簡単な
日常生活でできるような、例えば腹筋
の指導であったり、あるいは座位での
体操の指導なども含めます。このよう
な運動のレベルですと、どのような患
者さんでもできると思っています。
　齊藤　やせている患者さんが治療で
不利な点というと化学療法ですか。
　住谷　はい。化学療法に伴う倦怠感、
吐き気の増強です。手術の際にも、フ
レイルの患者さんは侵襲の大きな手術
ができなくなるといった不利益もあり
ますので、できるだけ早い段階から積
極的に運動を指導するようにしていま
す。
　齊藤　やせてくる理由で、治療に伴
っての副作用などもあるのですか。
　住谷　化学療法や放射線治療に伴う
粘膜炎の患者さん方がいらっしゃいま
す。口内炎による痛みのために食事が
取れないことは非常に多く、私たちは
そういった痛みに関しても医療用の麻
薬を積極的に使って食事摂取が維持で
きるようにすることを心がけています。
　齊藤　元気な人の口内炎と違って、

塗り薬だけではなく、しっかりのみ薬
で痛み止めをしていくのですか。
　住谷　そうです。非常に強い痛みを
伴う潰瘍を形成するような口内炎にな
るので、なかなか塗り薬だけではコン
トロールできません。オピオイド、医
療用の麻薬が必要な方が多いです。
　齊藤　下痢とか便秘とか、排便関係
の副作用が起こることもありますか。
　住谷　化学療法中に下痢になる患者
さんもいらっしゃいますし、あるいは
医療用の麻薬あるいは化学療法剤の特
性によっては便秘になる患者さんもい
らっしゃいます。特に私たちは医療用
の麻薬を使う立場になりますので、便
秘の問題は非常にセンシティブな合併
症として積極的に治療する対象と認識
しています。
　齊藤　便秘になると食べられなくな
るのでしょうか。
　住谷　おっしゃるとおりです。
　齊藤　どういった治療がありますか。
　住谷　まずマグネシウム製剤のよう
な、いわゆる膨脹性の緩下剤の場合に
は排便回数が確保できたとしても、お
なかが張って苦しいという症状が出ま
す。そういった便秘の患者さんの場合
には薬剤の変更を行っています。また、
医療用の麻薬の場合には、それに特化
した特異的な阻害剤の緩下剤であるナ
ルデメジンがありますので、この薬剤
を積極的に併用することによって便秘
の改善につなげるようにしています。

あいに応じて継続していただいていま
す。
　齊藤　太っている患者さんだと痛み
がひどいということですが、これは何
かメカニズムがあるのですか。
　住谷　いわゆるメタボリックシンド
ロームとは慢性の全身炎症状態であり、
傷の痛み、炎症性の疼痛を悪化させる
ことが知られています。実は私たちが
世界で初めて報告したのですが、メタ
ボリック症候群に関連するレジスチン
というサイトカインが痛みを悪化させ
ることを発見しました。
　齊藤　メタボを解消しつつ、がんを
治療していくということですね。運動
もやはり重要ですか。
　住谷　はい。体重コントロールのた
めには、食事の制限だけではなく、ま
た筋力をしっかりつけることががん治
療の成功にも関連しますので、運動療
法を私たち緩和ケア診療部が指導する
こともよくあります。
　齊藤　運動療法は有酸素運動ですか。
　住谷　おっしゃるとおり、やはりあ
る程度長期間歩いていただいたりとい
うことが一番理想的ではありますが、
運動の習慣が全くない患者さんもいら
っしゃいますので、そういった方には
簡単なラジオ体操の指導から始めるこ
ともあります。
　齊藤　そういったものをがん治療と
並行してやっていくのですね。がんは
痛いということもあると思うのですが、

その場合はどうでしょう。
　住谷　私たちは痛みの専門医の立場
として痛くて動けない、痛くて運動で
きないから太ってしまう、そういった
患者さんに対して、まずはしっかり痛
みを取ることを治療の第一段階ととら
え診療しています。その際には医療用
の麻薬、オピオイド鎮痛薬を積極的に
投与します。
　齊藤　そうやって痛みを取って、少
し元気になってから運動してもらうと
いうことですね。
　住谷　はい。
　齊藤　さて、その逆のやせている患
者さんはどうなのでしょうか。
　住谷　やせている患者さんの場合で
すと、筋量の低下が問題となります。
筋量の低下は化学療法などの副作用、
例えば倦怠感や吐き気、こういったも
のの発症率を高めることがわかってい
ます。したがいまして、しっかりと食
事を召し上がっていただいて筋量を維
持する、運動をして筋量を維持するこ
とを私たちが指導しています。
　齊藤　ある程度年齢が高くなると、
フレイル患者さんも増えるのですね。
そういった場合に今のような対策をす
るということですか。
　住谷　おっしゃるとおりです。フレ
イルになってしまった患者さんの場合、
ADLが下がりやすいので、積極的に腹
筋運動や、先ほど申し上げた散歩や体
操を取り入れていただくようにしてい
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ます。
　齊藤　高齢の患者さんはできるだけ
やっていただくのですか。
　住谷　はい。
　齊藤　これはできる患者さんとでき
ない患者さんがいますか。
　住谷　運動のレベルといいますか、
強度という観点ではできる方、できな
い方がいらっしゃるのですが、簡単な
日常生活でできるような、例えば腹筋
の指導であったり、あるいは座位での
体操の指導なども含めます。このよう
な運動のレベルですと、どのような患
者さんでもできると思っています。
　齊藤　やせている患者さんが治療で
不利な点というと化学療法ですか。
　住谷　はい。化学療法に伴う倦怠感、
吐き気の増強です。手術の際にも、フ
レイルの患者さんは侵襲の大きな手術
ができなくなるといった不利益もあり
ますので、できるだけ早い段階から積
極的に運動を指導するようにしていま
す。
　齊藤　やせてくる理由で、治療に伴
っての副作用などもあるのですか。
　住谷　化学療法や放射線治療に伴う
粘膜炎の患者さん方がいらっしゃいま
す。口内炎による痛みのために食事が
取れないことは非常に多く、私たちは
そういった痛みに関しても医療用の麻
薬を積極的に使って食事摂取が維持で
きるようにすることを心がけています。
　齊藤　元気な人の口内炎と違って、

塗り薬だけではなく、しっかりのみ薬
で痛み止めをしていくのですか。
　住谷　そうです。非常に強い痛みを
伴う潰瘍を形成するような口内炎にな
るので、なかなか塗り薬だけではコン
トロールできません。オピオイド、医
療用の麻薬が必要な方が多いです。
　齊藤　下痢とか便秘とか、排便関係
の副作用が起こることもありますか。
　住谷　化学療法中に下痢になる患者
さんもいらっしゃいますし、あるいは
医療用の麻薬あるいは化学療法剤の特
性によっては便秘になる患者さんもい
らっしゃいます。特に私たちは医療用
の麻薬を使う立場になりますので、便
秘の問題は非常にセンシティブな合併
症として積極的に治療する対象と認識
しています。
　齊藤　便秘になると食べられなくな
るのでしょうか。
　住谷　おっしゃるとおりです。
　齊藤　どういった治療がありますか。
　住谷　まずマグネシウム製剤のよう
な、いわゆる膨脹性の緩下剤の場合に
は排便回数が確保できたとしても、お
なかが張って苦しいという症状が出ま
す。そういった便秘の患者さんの場合
には薬剤の変更を行っています。また、
医療用の麻薬の場合には、それに特化
した特異的な阻害剤の緩下剤であるナ
ルデメジンがありますので、この薬剤
を積極的に併用することによって便秘
の改善につなげるようにしています。

あいに応じて継続していただいていま
す。
　齊藤　太っている患者さんだと痛み
がひどいということですが、これは何
かメカニズムがあるのですか。
　住谷　いわゆるメタボリックシンド
ロームとは慢性の全身炎症状態であり、
傷の痛み、炎症性の疼痛を悪化させる
ことが知られています。実は私たちが
世界で初めて報告したのですが、メタ
ボリック症候群に関連するレジスチン
というサイトカインが痛みを悪化させ
ることを発見しました。
　齊藤　メタボを解消しつつ、がんを
治療していくということですね。運動
もやはり重要ですか。
　住谷　はい。体重コントロールのた
めには、食事の制限だけではなく、ま
た筋力をしっかりつけることががん治
療の成功にも関連しますので、運動療
法を私たち緩和ケア診療部が指導する
こともよくあります。
　齊藤　運動療法は有酸素運動ですか。
　住谷　おっしゃるとおり、やはりあ
る程度長期間歩いていただいたりとい
うことが一番理想的ではありますが、
運動の習慣が全くない患者さんもいら
っしゃいますので、そういった方には
簡単なラジオ体操の指導から始めるこ
ともあります。
　齊藤　そういったものをがん治療と
並行してやっていくのですね。がんは
痛いということもあると思うのですが、

その場合はどうでしょう。
　住谷　私たちは痛みの専門医の立場
として痛くて動けない、痛くて運動で
きないから太ってしまう、そういった
患者さんに対して、まずはしっかり痛
みを取ることを治療の第一段階ととら
え診療しています。その際には医療用
の麻薬、オピオイド鎮痛薬を積極的に
投与します。
　齊藤　そうやって痛みを取って、少
し元気になってから運動してもらうと
いうことですね。
　住谷　はい。
　齊藤　さて、その逆のやせている患
者さんはどうなのでしょうか。
　住谷　やせている患者さんの場合で
すと、筋量の低下が問題となります。
筋量の低下は化学療法などの副作用、
例えば倦怠感や吐き気、こういったも
のの発症率を高めることがわかってい
ます。したがいまして、しっかりと食
事を召し上がっていただいて筋量を維
持する、運動をして筋量を維持するこ
とを私たちが指導しています。
　齊藤　ある程度年齢が高くなると、
フレイル患者さんも増えるのですね。
そういった場合に今のような対策をす
るということですか。
　住谷　おっしゃるとおりです。フレ
イルになってしまった患者さんの場合、
ADLが下がりやすいので、積極的に腹
筋運動や、先ほど申し上げた散歩や体
操を取り入れていただくようにしてい
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　齊藤　便秘も最近はいろいろな薬が
出てきていますが、今先生がおっしゃ
った薬がオピオイドに対する特異的な
薬ということですか。
　住谷　はい。
　齊藤　そういったものを加えて便秘
を解消していくのですね。あとは、管
理栄養士さんの力も相当必要だという
ことですか。
　住谷　管理栄養士さんには食事の内
容、例えば食物繊維の多い食材を患者
さんに指導していただいたり、食習慣
に伴う便秘の改善など、非常に力強い
サポートをいただいています。
　齊藤　そもそもがん患者さんがやせ
るのはどういったメカニズムなのです
か。
　住谷　一つにはがんが消耗性の全身
性の疾患であるということ、あるいは
化学療法を中心としたがんの治療自体
が生体にとっての侵襲になりますので、
そういった悪影響でやせていくのが通
例です。
　齊藤　そういったことでやせていっ
て、痛いこともあるのでしょうね。
　住谷　痛くて食事が取れないという
のが患者さん方の非常に多い訴えです
ので、しっかりと痛みを取ることが重
要であると考えています。
　齊藤　何よりも痛みに対する対策で
すね。今回のお話ではそういった代謝
面の管理でなるべくがん患者さんのク
オリティ・オブ・ライフをよくして生

存を延ばそうという目的なのですね。
　住谷　そうです。
　齊藤　それが過ぎて、終末期になっ
た場合は、何かありますか。
　住谷　進行がんの患者さん、あるい
は終末期に近い患者さんの場合ですと、
食事を取っても、それを体が吸収でき
ない、あるいはむくみの原因になった
りします。そのような進行がんの患者
さんの場合には、患者さんご自身の楽
しみとしての食事に切り替えるように
しています。量ではなく、本当に好き
なものを少量でも召し上がっていただ
くというようなかたちの食事療法を私
たちが指導することもあります。
　齊藤　最後の楽しみとしての食事と
いうことですね。その際も痛みを取る
ことは重要ですか。
　住谷　おっしゃるとおりです。痛み
があると食事もおいしく感じないこと
がありますので、痛みをしっかり取り
ながら好きなものを召し上がっていた
だくようにしています。
　齊藤　その場合、経口食以外の対策
は何かしますか。
　住谷　代替栄養法として経管栄養な
どももちろん行いますが、食事の楽し
みという意味では、ご家族にゼリー状
のものを作ってもらい患者さんに少し
だけ召し上がっていただいたりするこ
ともあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター長
笠　間　和　典

（聞き手　大西　真）

肥満に対する栄養療法と外科手術

　大西　笠間先生、肥満に対する栄養
療法と外科手術ということでお話をう
かがいます。
　今新型コロナウイルスが蔓延して非
常に大きな問題になっていますが、重
症化例のファクターとして、高年齢の
方や、糖尿病の持病がある方に多いと
うかがっていますが、肥満もリスクに
なることがわかってきたのでしょうか。
　笠間　ニューヨークから出された報
告では約4,000人の分析を行ったところ、
一番大きなファクターは年齢であった
のですが、その次に疾患として単独で
最も重篤化しやすいファクターが、BMI 
30以上の肥満であることがわかってき
ました。
　大西　肥満もコロナウイルス感染で
非常に重要な要素であることがわかっ
てきたのですね。
　笠間　はい。
　大西　それでは、今回のテーマであ
る減量外科、糖尿病外科というのを、
教えていただけますか。
　笠間　減量外科というのはもともと

英語でBariatric surgeryと呼ばれてい
る部門で、体重を落とすための外科的
治療ということで始まりました。1950
年代からアメリカで始まり、腹腔鏡が
発達した1990年代の後半から2000年に
かけて非常に多く行われるようになり
ました。そして現在では糖尿病外科、
メタボリックサージェリーといういい
方もされるようになって、手術をする
と、あっという間に糖尿病やほかの代
謝性疾患がよくなってしまうことがわ
かってきました。現在では世界中で年
間70万件近くも行われている、かなり
メジャーな治療になっています。
　大西　単に減量だけではなくて、代
謝を改善するような手術と考えてよい
のですね。
　笠間　はい、そうです。
　大西　どのような手術を行うのか、
教えていただけますか。
　笠間　胃を小さく切り離してバイパ
スにするという、ルーワイバイパスと
いう手術が1960年代から行われていま
す。その手術は現在も行われているの
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　齊藤　便秘も最近はいろいろな薬が
出てきていますが、今先生がおっしゃ
った薬がオピオイドに対する特異的な
薬ということですか。
　住谷　はい。
　齊藤　そういったものを加えて便秘
を解消していくのですね。あとは、管
理栄養士さんの力も相当必要だという
ことですか。
　住谷　管理栄養士さんには食事の内
容、例えば食物繊維の多い食材を患者
さんに指導していただいたり、食習慣
に伴う便秘の改善など、非常に力強い
サポートをいただいています。
　齊藤　そもそもがん患者さんがやせ
るのはどういったメカニズムなのです
か。
　住谷　一つにはがんが消耗性の全身
性の疾患であるということ、あるいは
化学療法を中心としたがんの治療自体
が生体にとっての侵襲になりますので、
そういった悪影響でやせていくのが通
例です。
　齊藤　そういったことでやせていっ
て、痛いこともあるのでしょうね。
　住谷　痛くて食事が取れないという
のが患者さん方の非常に多い訴えです
ので、しっかりと痛みを取ることが重
要であると考えています。
　齊藤　何よりも痛みに対する対策で
すね。今回のお話ではそういった代謝
面の管理でなるべくがん患者さんのク
オリティ・オブ・ライフをよくして生

存を延ばそうという目的なのですね。
　住谷　そうです。
　齊藤　それが過ぎて、終末期になっ
た場合は、何かありますか。
　住谷　進行がんの患者さん、あるい
は終末期に近い患者さんの場合ですと、
食事を取っても、それを体が吸収でき
ない、あるいはむくみの原因になった
りします。そのような進行がんの患者
さんの場合には、患者さんご自身の楽
しみとしての食事に切り替えるように
しています。量ではなく、本当に好き
なものを少量でも召し上がっていただ
くというようなかたちの食事療法を私
たちが指導することもあります。
　齊藤　最後の楽しみとしての食事と
いうことですね。その際も痛みを取る
ことは重要ですか。
　住谷　おっしゃるとおりです。痛み
があると食事もおいしく感じないこと
がありますので、痛みをしっかり取り
ながら好きなものを召し上がっていた
だくようにしています。
　齊藤　その場合、経口食以外の対策
は何かしますか。
　住谷　代替栄養法として経管栄養な
どももちろん行いますが、食事の楽し
みという意味では、ご家族にゼリー状
のものを作ってもらい患者さんに少し
だけ召し上がっていただいたりするこ
ともあります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター長
笠　間　和　典

（聞き手　大西　真）

肥満に対する栄養療法と外科手術

　大西　笠間先生、肥満に対する栄養
療法と外科手術ということでお話をう
かがいます。
　今新型コロナウイルスが蔓延して非
常に大きな問題になっていますが、重
症化例のファクターとして、高年齢の
方や、糖尿病の持病がある方に多いと
うかがっていますが、肥満もリスクに
なることがわかってきたのでしょうか。
　笠間　ニューヨークから出された報
告では約4,000人の分析を行ったところ、
一番大きなファクターは年齢であった
のですが、その次に疾患として単独で
最も重篤化しやすいファクターが、BMI 
30以上の肥満であることがわかってき
ました。
　大西　肥満もコロナウイルス感染で
非常に重要な要素であることがわかっ
てきたのですね。
　笠間　はい。
　大西　それでは、今回のテーマであ
る減量外科、糖尿病外科というのを、
教えていただけますか。
　笠間　減量外科というのはもともと

英語でBariatric surgeryと呼ばれてい
る部門で、体重を落とすための外科的
治療ということで始まりました。1950
年代からアメリカで始まり、腹腔鏡が
発達した1990年代の後半から2000年に
かけて非常に多く行われるようになり
ました。そして現在では糖尿病外科、
メタボリックサージェリーといういい
方もされるようになって、手術をする
と、あっという間に糖尿病やほかの代
謝性疾患がよくなってしまうことがわ
かってきました。現在では世界中で年
間70万件近くも行われている、かなり
メジャーな治療になっています。
　大西　単に減量だけではなくて、代
謝を改善するような手術と考えてよい
のですね。
　笠間　はい、そうです。
　大西　どのような手術を行うのか、
教えていただけますか。
　笠間　胃を小さく切り離してバイパ
スにするという、ルーワイバイパスと
いう手術が1960年代から行われていま
す。その手術は現在も行われているの
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どひどくない方だったら８割ぐらいの
可能性で寛解することがわかっていま
すので、非常に高い治療効果が期待で
きます。
　大西　心臓血管イベントの抑制効果
なども長期的にはあるのでしょうか。
　笠間　はい。そのとおりです。心臓
血管のメジャーイベントの抑制効果も
非常に高いものがあり、心臓血管のイ
ベントで亡くなることに関して６割ぐ
らいの減少が期待できるといわれてい
ます。
　大西　先ほど幾つかの手術をご紹介
いただきましたが、それぞれの手術の
特徴や利点、あるいは少し問題がある
など、そういったことを教えていただ
けますか。
　笠間　腹腔鏡下スリーブ状胃切除と
いう治療は、いい点としては非常にシ
ンプルな術式であるということです。
これは胃の大弯側、外側の部分を切り
取ってしまって、バナナ１本分ぐらい
の大きさの胃を残すのですが、切り取
ってくる大弯側からグレリンといわれ
る食欲を惹起させるホルモンが出てい
ることがわかっています。その部分を
取ってしまうので、手術の後に食欲、
おなかがすいた感じが起きづらいこと
がわかっています。ですので、患者さ
んはおなかがすいたのを我慢しながら
やせるわけではなくて、手術の後、お
なかがあまりすかなくなるという効果
が出てきます。

　大西　それはいいですね。ほかの手
術はどうでしょうか。
　笠間　バイパスの手術は、これは単
純に胃を切るだけのスリーブに比べる
と、糖尿病に対しての効果がさらに高
いことがわかっています。これは食べ
物が小腸の一部を通らなくなること、
プラス食べ物が早く下部小腸に入るこ
とによって、GLP-１などのいろいろ
なホルモン、胆汁酸、腸内細菌叢の変
化などが起こることもわかっています。
　大西　次に世界の現状についてうか
がいたいのですが、世界ではかなり以
前からたくさんこの手術が行われてい
るようです。そのあたりはいかがでし
ょうか。
　笠間　世界では現時点で年間70万件
ぐらいの手術が行われています。70万
件というとなかなか理解しづらいかも
しれませんが、アメリカで20万件ぐら
い行われています。アメリカは日本よ
りも大腸がんの手術件数が多いといわ
れている国なのですが、アメリカの大
腸がんの件数がだいたい年間５万～６ 
万件ということですので、アメリカだ
けで20万件行われている治療というの
は、非常に多いことがおわかりになる
と思います。
　大西　例えばアメリカだとどういう
術式が多いのでしょうか。
　笠間　今はスリーブ状胃切除が全体
の６割ぐらいを占めている状況です。
　大西　以前はバイパスが多かったの

ですが、現在主に行われている手術は
スリーブ状胃切除といって、胃の大弯
側を切り取ってしまい、バナナ１本分
ぐらいの大きさにする手術が行われて
います。これは日本でも保険適用にな
っている手術です。
　大西　ほかには代表的な手術はあり
ますか。
　笠間　現在、日本では先進医療の認
可がおりた手術として保険適用のスリ
ーブ状胃切除にプラスして胃のバイパ
ス手術、すなわち消化管に関しての吸
収も制限するような手術を組み合わせ
た、スリーブバイパス手術というもの
が行われています。このような手術の
ほとんどすべてが現在、腹腔鏡で行わ
れています。
　大西　次に、その手術の治療効果に

ついてうかがいたいのですが、まず減
量の効果というのはどの程度期待され
るのでしょうか。
　笠間　減量の効果に関していえば、
体重の20～30％ぐらいを落とせること
がわかっています。さらに、この治療
効果は10年、20年続くというデータも
出ているので、非常に長期的に維持で
きることがわかっています。
　大西　糖尿病等の代謝の改善にも非
常に効果があるのでしょうか。
　笠間　代謝改善効果も非常に高くて、
糖尿病に関していえば、バイパスの手
術でしたら約７割近くが寛解、全く治
療をしない状態でもHbA1c等が正常値
になるということがわかっています。
スリーブ状胃切除であっても、患者さ
んをしっかり選べば、糖尿病がそれほ

図

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 腹腔鏡下スリーブバイパス術
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どひどくない方だったら８割ぐらいの
可能性で寛解することがわかっていま
すので、非常に高い治療効果が期待で
きます。
　大西　心臓血管イベントの抑制効果
なども長期的にはあるのでしょうか。
　笠間　はい。そのとおりです。心臓
血管のメジャーイベントの抑制効果も
非常に高いものがあり、心臓血管のイ
ベントで亡くなることに関して６割ぐ
らいの減少が期待できるといわれてい
ます。
　大西　先ほど幾つかの手術をご紹介
いただきましたが、それぞれの手術の
特徴や利点、あるいは少し問題がある
など、そういったことを教えていただ
けますか。
　笠間　腹腔鏡下スリーブ状胃切除と
いう治療は、いい点としては非常にシ
ンプルな術式であるということです。
これは胃の大弯側、外側の部分を切り
取ってしまって、バナナ１本分ぐらい
の大きさの胃を残すのですが、切り取
ってくる大弯側からグレリンといわれ
る食欲を惹起させるホルモンが出てい
ることがわかっています。その部分を
取ってしまうので、手術の後に食欲、
おなかがすいた感じが起きづらいこと
がわかっています。ですので、患者さ
んはおなかがすいたのを我慢しながら
やせるわけではなくて、手術の後、お
なかがあまりすかなくなるという効果
が出てきます。

　大西　それはいいですね。ほかの手
術はどうでしょうか。
　笠間　バイパスの手術は、これは単
純に胃を切るだけのスリーブに比べる
と、糖尿病に対しての効果がさらに高
いことがわかっています。これは食べ
物が小腸の一部を通らなくなること、
プラス食べ物が早く下部小腸に入るこ
とによって、GLP-１などのいろいろ
なホルモン、胆汁酸、腸内細菌叢の変
化などが起こることもわかっています。
　大西　次に世界の現状についてうか
がいたいのですが、世界ではかなり以
前からたくさんこの手術が行われてい
るようです。そのあたりはいかがでし
ょうか。
　笠間　世界では現時点で年間70万件
ぐらいの手術が行われています。70万
件というとなかなか理解しづらいかも
しれませんが、アメリカで20万件ぐら
い行われています。アメリカは日本よ
りも大腸がんの手術件数が多いといわ
れている国なのですが、アメリカの大
腸がんの件数がだいたい年間５万～６ 
万件ということですので、アメリカだ
けで20万件行われている治療というの
は、非常に多いことがおわかりになる
と思います。
　大西　例えばアメリカだとどういう
術式が多いのでしょうか。
　笠間　今はスリーブ状胃切除が全体
の６割ぐらいを占めている状況です。
　大西　以前はバイパスが多かったの

ですが、現在主に行われている手術は
スリーブ状胃切除といって、胃の大弯
側を切り取ってしまい、バナナ１本分
ぐらいの大きさにする手術が行われて
います。これは日本でも保険適用にな
っている手術です。
　大西　ほかには代表的な手術はあり
ますか。
　笠間　現在、日本では先進医療の認
可がおりた手術として保険適用のスリ
ーブ状胃切除にプラスして胃のバイパ
ス手術、すなわち消化管に関しての吸
収も制限するような手術を組み合わせ
た、スリーブバイパス手術というもの
が行われています。このような手術の
ほとんどすべてが現在、腹腔鏡で行わ
れています。
　大西　次に、その手術の治療効果に

ついてうかがいたいのですが、まず減
量の効果というのはどの程度期待され
るのでしょうか。
　笠間　減量の効果に関していえば、
体重の20～30％ぐらいを落とせること
がわかっています。さらに、この治療
効果は10年、20年続くというデータも
出ているので、非常に長期的に維持で
きることがわかっています。
　大西　糖尿病等の代謝の改善にも非
常に効果があるのでしょうか。
　笠間　代謝改善効果も非常に高くて、
糖尿病に関していえば、バイパスの手
術でしたら約７割近くが寛解、全く治
療をしない状態でもHbA1c等が正常値
になるということがわかっています。
スリーブ状胃切除であっても、患者さ
んをしっかり選べば、糖尿病がそれほ
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　大西　すでに一部では試みられてい
るのでしょうか。
　笠間　はい。今日本で行われている
のは、胃の中にバルーンというものを
入れる治療ですが、バルーンに関して
は、テンポラリーな治療なのです。バ
ルーンを入れても半年や１年で取り出
さなければならないので、そうすると
元に戻ってしまう。そのため、長期的
な成績はそんなによくないことがわか
っています。胃の内視鏡で行える長期
的な成績もいい治療方法というものが、
世界中で考え出され、行われ始めてい
るということです。

　大西　日本における現在の術式での
長期成績はどのくらい出ているのでし
ょうか。
　笠間　スリーブとスリーブバイパス、
日本ではこの２つの治療がメインの治
療であると思うのですが、ともに５年
以上の成績が出ていて、非常に安定し
たいい成績です。ただ、スリーブ状胃
切除に関しては、BMIが50を超えるよ
うな超重症肥満になってくると、バイ
パスを付加した術式に比べるとどうし
ても長期成績が若干落ちることもわか
ってきています。
　大西　ありがとうございました。

ですか。
　笠間　はい。もともとはバイパスが
一番多く行われた手術で、やはり治療
効果、あとは長期的な効果から、非常
に歴史も積み重ねられている手術なの
ですが、やはりスリーブ状胃切除は比
較的手間がかからない、安全性が高く
容易にできることもあって、現在はス
リーブ状胃切除がメインの治療手段に
なっています。
　大西　翻って日本の現状はまだまだ
件数が少ないのでしょうか。
　笠間　日本では1980年代から故川村
功先生が開腹手術でこの治療を始めて
いました。日本では2002年から私が腹
腔鏡での治療を始めたのですが、2014
年に保険適用になり、それから数が少
しずつですが増えています。現在、日
本で年間800件弱の手術が行われてい
るという現状です。
　大西　術式はだいたいアメリカと同
じようにスリーブ状とバイパスを合わ
せたような手術が主流なのでしょうか。
　笠間　日本では保険適用がスリーブ
状胃切除のみになっていますので、日
本で行われている手術の９割５分近く
はスリーブ状胃切除になっています。
ただ、スリーブ単独ではなかなか寛解
が得られない高度な糖尿病の方々もい
るので、今はスリーブバイパスも一つ
のオプションとしてやっと先進医療の
認可がおりたという状況です。
　大西　それでは、具体的に手術の適

応というのはどのように考えたらよい
のでしょうか。
　笠間　現時点で日本での保険適用と
いうのはBMIが35以上で、かつ内科治
療を６カ月継続していること、糖尿病
か高脂血症か高血圧、そして睡眠時無
呼吸症候群のどれか一つを持つものと
規定されています。
　大西　その場合のBMIは35以上とい
うことですか。
　笠間　すべての条件を満たしている
必要がありますので、BMI 35以上にな
ります。
　大西　中には患者さんの希望で、
BMIがそこまで達していない方を治療
する場合もあるのでしょうか。
　笠間　はい。ただ、それは保険では
できませんので、自費診療になります
が。現在、アジアでの適応というのは
BMI 30以上で肥満関連疾患を持つも
のが推奨されています。実際に韓国は
2019年１月からBMI 30以上で肥満関
連疾患を持つものを国の保険適用とし
て治療を行っています。
　大西　今後の展望といいますか、展
開はどのようになっていきますか。
　笠間　こういった治療は２つに大き
く分けられると思います。一つはより
低侵襲なもの。どういうものかという
と、内視鏡治療、胃カメラを用いた治
療がどんどん出てくるであろうと考え
られています。もう一つは、ある程度
の侵襲はあるが効果が高いものです。
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　大西　すでに一部では試みられてい
るのでしょうか。
　笠間　はい。今日本で行われている
のは、胃の中にバルーンというものを
入れる治療ですが、バルーンに関して
は、テンポラリーな治療なのです。バ
ルーンを入れても半年や１年で取り出
さなければならないので、そうすると
元に戻ってしまう。そのため、長期的
な成績はそんなによくないことがわか
っています。胃の内視鏡で行える長期
的な成績もいい治療方法というものが、
世界中で考え出され、行われ始めてい
るということです。

　大西　日本における現在の術式での
長期成績はどのくらい出ているのでし
ょうか。
　笠間　スリーブとスリーブバイパス、
日本ではこの２つの治療がメインの治
療であると思うのですが、ともに５年
以上の成績が出ていて、非常に安定し
たいい成績です。ただ、スリーブ状胃
切除に関しては、BMIが50を超えるよ
うな超重症肥満になってくると、バイ
パスを付加した術式に比べるとどうし
ても長期成績が若干落ちることもわか
ってきています。
　大西　ありがとうございました。

ですか。
　笠間　はい。もともとはバイパスが
一番多く行われた手術で、やはり治療
効果、あとは長期的な効果から、非常
に歴史も積み重ねられている手術なの
ですが、やはりスリーブ状胃切除は比
較的手間がかからない、安全性が高く
容易にできることもあって、現在はス
リーブ状胃切除がメインの治療手段に
なっています。
　大西　翻って日本の現状はまだまだ
件数が少ないのでしょうか。
　笠間　日本では1980年代から故川村
功先生が開腹手術でこの治療を始めて
いました。日本では2002年から私が腹
腔鏡での治療を始めたのですが、2014
年に保険適用になり、それから数が少
しずつですが増えています。現在、日
本で年間800件弱の手術が行われてい
るという現状です。
　大西　術式はだいたいアメリカと同
じようにスリーブ状とバイパスを合わ
せたような手術が主流なのでしょうか。
　笠間　日本では保険適用がスリーブ
状胃切除のみになっていますので、日
本で行われている手術の９割５分近く
はスリーブ状胃切除になっています。
ただ、スリーブ単独ではなかなか寛解
が得られない高度な糖尿病の方々もい
るので、今はスリーブバイパスも一つ
のオプションとしてやっと先進医療の
認可がおりたという状況です。
　大西　それでは、具体的に手術の適

応というのはどのように考えたらよい
のでしょうか。
　笠間　現時点で日本での保険適用と
いうのはBMIが35以上で、かつ内科治
療を６カ月継続していること、糖尿病
か高脂血症か高血圧、そして睡眠時無
呼吸症候群のどれか一つを持つものと
規定されています。
　大西　その場合のBMIは35以上とい
うことですか。
　笠間　すべての条件を満たしている
必要がありますので、BMI 35以上にな
ります。
　大西　中には患者さんの希望で、
BMIがそこまで達していない方を治療
する場合もあるのでしょうか。
　笠間　はい。ただ、それは保険では
できませんので、自費診療になります
が。現在、アジアでの適応というのは
BMI 30以上で肥満関連疾患を持つも
のが推奨されています。実際に韓国は
2019年１月からBMI 30以上で肥満関
連疾患を持つものを国の保険適用とし
て治療を行っています。
　大西　今後の展望といいますか、展
開はどのようになっていきますか。
　笠間　こういった治療は２つに大き
く分けられると思います。一つはより
低侵襲なもの。どういうものかという
と、内視鏡治療、胃カメラを用いた治
療がどんどん出てくるであろうと考え
られています。もう一つは、ある程度
の侵襲はあるが効果が高いものです。
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臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

国際医療福祉大学病院副院長
鈴　木　　裕

（聞き手　齊藤郁夫）

在宅胃瘻栄養の注意点

　齊藤　胃瘻、特に在宅の胃瘻を中心
にお話しいただきます。
　胃瘻の歴史は、どういうことになり
ますか。
　鈴木　胃瘻、特に内視鏡で作る経皮
内視鏡的胃瘻造設術、PEGというので
すが、これは1979年にアメリカで開発
されました。従来ですと、全身麻酔を
かけて、おなかを切って作っていたの
ですが、内視鏡で５～10分ぐらいで作
れて、傷も極めて小さくてすむという
ことで、アメリカでは1985年ぐらいを
ピークに普及いたしました。ヨーロッ
パでも同様に、1990年にはほとんどの
国が行うようになってきました。
　齊藤　日本ではどうだったのですか。
　鈴木　日本は、医療保険制度の問題
もあり、1995年ぐらいまではほとんど
作られていませんでした。ただ、その
後の高齢者の増加や在院日数の問題な
どが起きてきて、逆に今度は2000年を
超えてからは日本で急激に胃瘻造設が
増えてきました。
　齊藤　ということで、ある段階で見

直しになったのでしょうか。
　鈴木　日本は全然作らなかったとこ
ろから急激に増えてきて、非常に便利
だということから、特に食事の取れな
い方にはとりあえず胃瘻、の傾向が起
きました。そして、今度は2012年に、
胃瘻を作るべきかという問題が起きま
した。いわゆる胃瘻バッシングです。
マスコミを中心としてお茶の間感覚で
の報道でしたが、ある意味、いい反省
材料になったのではないかと私は思い
ます。
　齊藤　現在の考え方としては、胃瘻
を作るのはどういう患者さんなのでし
ょう。
　鈴木　多岐にわたっています。一番
適応になるのは飲み込むことがうまく
できない患者さん、例えば脳出血であ
るとか脳梗塞です。また、神経難病の
飲み込む力のない方、小児の先天的な
奇形の患者さん、最近では抗がん剤を
使っている患者さんの補助栄養や、外
科の術後の患者さんにも使われていま
す。

　齊藤　認知症も関係しますか。
　鈴木　これがなかなか難しい問題で、
認知症で食事が取れなくなったときに
どうするか。これは胃瘻に限らず、認
知症の栄養をどうするかという問題の
中に入ると思われますが、従来は、認
知症で食事の取れない患者さんたちに
も作られていました。しかし、現在は、
本当にそれが患者さんにとって幸せか
どうかということから再検討されてい
るところです。現状の結論としては、
その患者さんの状況に合わせて適応を
決めようというのが基本的な考え方に
なっています。
　齊藤　高齢化に伴って、フレイル、
サルコペニアの患者さんも増えていて、
そういった患者さんも関係しますか。
　鈴木　サルコペニアの嚥下障害とい
うのが最近注目されています。正確な
数値はわかりませんが、サルコペニア
嚥下障害の患者さんは嚥下障害の患者
さんの中でも20～30％いるのではない
かといわれます。そういう患者さんた
ちに胃瘻を使って栄養補給をしますと、
ぐんと栄養状態がよくなってきて、再
び食事ができるようになっていくこと
があります。そんな患者さんが相当増
えてきました。胃瘻を取り外せる患者
さんも増えてきています。
　齊藤　となると、それが一つのゴー
ルということでしょうか。
　鈴木　サルコペニア嚥下障害の患者
さんや、脳梗塞などでリハビリをして

食べられる患者さんたちにとって、胃
瘻として大事なゴールは治すことだと
思います。しかし、食べられない患者
さんでも苦痛を少しでもやわらげてあ
げる癒やしの医療もあります。例えば
今まで経鼻チューブ、鼻に管が入って
いて、手足が抑制されたり、自宅に帰
れないような患者さんを何とか胃瘻に
して、食べられないけれども、家で楽
に管理できる胃瘻で在宅医療を推進す
るなど、治しきることはできませんが
苦痛をやわらげる医療、総和的な医療
があります。治す医療と癒やす医療が
あるのです。
　齊藤　在宅の場合にはご家族が基本
的にはやるのでしょうか。
　鈴木　在宅胃瘻栄養の一番のポイン
トは、医療に素人のご家族が、本来病
院でやる、看護師さんや医者たちがや
る医療の代わりをするということです。
ですから、非常に配慮したシステムに
しないと、ご家族は本当に苦労してし
まいます。
　齊藤　そうなると、安全面がまずあ
るのでしょうが、技術的には胃瘻の作
り方等々にあるのでしょうか。
　鈴木　在宅ということを考えますと、
安全性と簡便性、経済性ですね。造設
する側の医師は自分が得意な方法で行
うのはいいのですが、最終的には患者
さんの状況に合わせた造設のキットや
栄養剤の選択をしなければいけません。
最近ではそれをチームでやっていく、
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臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

国際医療福祉大学病院副院長
鈴　木　　裕

（聞き手　齊藤郁夫）

在宅胃瘻栄養の注意点

　齊藤　胃瘻、特に在宅の胃瘻を中心
にお話しいただきます。
　胃瘻の歴史は、どういうことになり
ますか。
　鈴木　胃瘻、特に内視鏡で作る経皮
内視鏡的胃瘻造設術、PEGというので
すが、これは1979年にアメリカで開発
されました。従来ですと、全身麻酔を
かけて、おなかを切って作っていたの
ですが、内視鏡で５～10分ぐらいで作
れて、傷も極めて小さくてすむという
ことで、アメリカでは1985年ぐらいを
ピークに普及いたしました。ヨーロッ
パでも同様に、1990年にはほとんどの
国が行うようになってきました。
　齊藤　日本ではどうだったのですか。
　鈴木　日本は、医療保険制度の問題
もあり、1995年ぐらいまではほとんど
作られていませんでした。ただ、その
後の高齢者の増加や在院日数の問題な
どが起きてきて、逆に今度は2000年を
超えてからは日本で急激に胃瘻造設が
増えてきました。
　齊藤　ということで、ある段階で見

直しになったのでしょうか。
　鈴木　日本は全然作らなかったとこ
ろから急激に増えてきて、非常に便利
だということから、特に食事の取れな
い方にはとりあえず胃瘻、の傾向が起
きました。そして、今度は2012年に、
胃瘻を作るべきかという問題が起きま
した。いわゆる胃瘻バッシングです。
マスコミを中心としてお茶の間感覚で
の報道でしたが、ある意味、いい反省
材料になったのではないかと私は思い
ます。
　齊藤　現在の考え方としては、胃瘻
を作るのはどういう患者さんなのでし
ょう。
　鈴木　多岐にわたっています。一番
適応になるのは飲み込むことがうまく
できない患者さん、例えば脳出血であ
るとか脳梗塞です。また、神経難病の
飲み込む力のない方、小児の先天的な
奇形の患者さん、最近では抗がん剤を
使っている患者さんの補助栄養や、外
科の術後の患者さんにも使われていま
す。

　齊藤　認知症も関係しますか。
　鈴木　これがなかなか難しい問題で、
認知症で食事が取れなくなったときに
どうするか。これは胃瘻に限らず、認
知症の栄養をどうするかという問題の
中に入ると思われますが、従来は、認
知症で食事の取れない患者さんたちに
も作られていました。しかし、現在は、
本当にそれが患者さんにとって幸せか
どうかということから再検討されてい
るところです。現状の結論としては、
その患者さんの状況に合わせて適応を
決めようというのが基本的な考え方に
なっています。
　齊藤　高齢化に伴って、フレイル、
サルコペニアの患者さんも増えていて、
そういった患者さんも関係しますか。
　鈴木　サルコペニアの嚥下障害とい
うのが最近注目されています。正確な
数値はわかりませんが、サルコペニア
嚥下障害の患者さんは嚥下障害の患者
さんの中でも20～30％いるのではない
かといわれます。そういう患者さんた
ちに胃瘻を使って栄養補給をしますと、
ぐんと栄養状態がよくなってきて、再
び食事ができるようになっていくこと
があります。そんな患者さんが相当増
えてきました。胃瘻を取り外せる患者
さんも増えてきています。
　齊藤　となると、それが一つのゴー
ルということでしょうか。
　鈴木　サルコペニア嚥下障害の患者
さんや、脳梗塞などでリハビリをして

食べられる患者さんたちにとって、胃
瘻として大事なゴールは治すことだと
思います。しかし、食べられない患者
さんでも苦痛を少しでもやわらげてあ
げる癒やしの医療もあります。例えば
今まで経鼻チューブ、鼻に管が入って
いて、手足が抑制されたり、自宅に帰
れないような患者さんを何とか胃瘻に
して、食べられないけれども、家で楽
に管理できる胃瘻で在宅医療を推進す
るなど、治しきることはできませんが
苦痛をやわらげる医療、総和的な医療
があります。治す医療と癒やす医療が
あるのです。
　齊藤　在宅の場合にはご家族が基本
的にはやるのでしょうか。
　鈴木　在宅胃瘻栄養の一番のポイン
トは、医療に素人のご家族が、本来病
院でやる、看護師さんや医者たちがや
る医療の代わりをするということです。
ですから、非常に配慮したシステムに
しないと、ご家族は本当に苦労してし
まいます。
　齊藤　そうなると、安全面がまずあ
るのでしょうが、技術的には胃瘻の作
り方等々にあるのでしょうか。
　鈴木　在宅ということを考えますと、
安全性と簡便性、経済性ですね。造設
する側の医師は自分が得意な方法で行
うのはいいのですが、最終的には患者
さんの状況に合わせた造設のキットや
栄養剤の選択をしなければいけません。
最近ではそれをチームでやっていく、
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NSTなどができてきています。
　齊藤　まず入口を作っていただく造
設医の責任も大きいということですね。
　鈴木　造設の医師にはたいへん負担
になると思うのですが、実際にその患
者さんがどこで治療を受けるのかを十
分知らなければなりません。特に在宅
に関しては、患者さんの病状と、患者
さんの置かれた環境を加味して造設キ
ットを決めなければいけないと思いま
す。具体的に申しますと、胃の中の形
状でバルーン型、バンパー型、体外で
はチューブ型、ボタン型、その２つを
十分考えた上で造設していただきたい
と思います。
　齊藤　胃瘻は始まりであって、出口
をしっかり見るということですね。
　鈴木　そうですね。胃瘻の場合、作
って終わりではなくて、作って始まり
だという認識を私たちは持たなければ
いけないと思います。
　齊藤　バルーン型とバンパー型、こ
の選択は何かありますか。
　鈴木　これが本当に大事で、胃の中
の形状によってバルーン型とバンパー
型の２種類に大別されます。バンパー
型は４～６カ月使えて、抜けてしまっ
たりすることがなくて、非常に安定し
ているのですが、交換時に痛みを伴っ
て、少し技術的に難しいです。一方、
バルーン型は比較的交換は簡単で、痛
みも少ないのですが、バルーンが突然
破裂したり、１カ月以上の長期間留置

することが原則禁止になっています。
１年に12回以上交換しなければいけな
いのは明らかに問題です。
　齊藤　これは病院で行う方が多いの
でしょうか。
　鈴木　胃瘻の交換は必ず胃の中に正
しく留置できたかの確認をしなければ
なりません。家で行う場合もあります
が、多くは病院で交換します。
　齊藤　この辺で進歩はありますか。
　鈴木　一番理想的なのはバンパー型
で、長く使えて痛みもなく、誰がやっ
ても簡単に交換できる機材ではないで
しょうか。一方、バルーンも長く使え
るものもだんだんできてきたのですが、
ルール改正が必要なので、これについ
てはちょっと時間がかかるかと思いま
す。したがいまして、今一番早く患者
さんに恩恵を与えられるのはバンパー
型の根本的改良だと思います。
　齊藤　今の２つのタイプと、もう一
つ、ボタン型とチューブ型があるので
すね。
　鈴木　はい。私どもは在宅の患者さ
んの場合、チューブの清潔を保つこと
と、長く使えることからボタン型を推
奨しています。ボタン型の場合、チュ
ーブの取り外しができて、簡単に内腔
を洗うことができますので、結果的に
は清潔で長く使えます。明らかに経済
的でもあります。チューブ型の場合で
すと、チューブの洗浄が難しく、衛生
面での難点があります。最近ではボタ

ン型が主流になっています。
　齊藤　栄養剤についてはどうでしょ
うか。
　鈴木　栄養剤も従来ですと液体の粘
度の低い栄養剤をゆっくり落とすのが
一番安全だといわれていた時代があり
ました。しかし、最近では胃の機能が
正常な方には、半固形化といいまして、
少し粘度が高くなったものを短時間で
投与します。従来の栄養法では１回の
食事に３時間、４時間かかっていたの
が、粘度を高くした栄養剤にすること
で普通の食事と同じ20分ぐらいで投与
できるのです。投与する時間を短縮す
ることで、リハビリをしたりとか、食
べる訓練が可能になりました。一部保
険も認可されています。いずれにしま
しても大事なことは、その患者さんに
適した栄養法を決めることに尽きます。
　齊藤　患者さんの状態を見て、ドク
ターが処方するというかたちになるの

ですか。
　鈴木　はい。
　齊藤　最後に、胃瘻治療をやめる場
合もありますか。
　鈴木　食べられるようになってやめ
るのが一番いいです。しかし、現状で
は病状の改善が得られず、長く生きて
いる方もいます。その方にとって、そ
れが幸せかどうかは、本当に難しい問
題です。日本が超高齢社会を迎えた中
では、その人にとって幸せが少なくな
ったときに栄養を漫然と投与するので
はなく、患者さんの意思、患者さんを
代理する人間を含めて、終わりを決め
ることを検討することが必要になって
くるのではないかと思います。
　齊藤　となると、アドバンストケア
プランニングということでしょうか。
　鈴木　そうですね。
　齊藤　なかなか難しい問題ですね。
ありがとうございました。
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NSTなどができてきています。
　齊藤　まず入口を作っていただく造
設医の責任も大きいということですね。
　鈴木　造設の医師にはたいへん負担
になると思うのですが、実際にその患
者さんがどこで治療を受けるのかを十
分知らなければなりません。特に在宅
に関しては、患者さんの病状と、患者
さんの置かれた環境を加味して造設キ
ットを決めなければいけないと思いま
す。具体的に申しますと、胃の中の形
状でバルーン型、バンパー型、体外で
はチューブ型、ボタン型、その２つを
十分考えた上で造設していただきたい
と思います。
　齊藤　胃瘻は始まりであって、出口
をしっかり見るということですね。
　鈴木　そうですね。胃瘻の場合、作
って終わりではなくて、作って始まり
だという認識を私たちは持たなければ
いけないと思います。
　齊藤　バルーン型とバンパー型、こ
の選択は何かありますか。
　鈴木　これが本当に大事で、胃の中
の形状によってバルーン型とバンパー
型の２種類に大別されます。バンパー
型は４～６カ月使えて、抜けてしまっ
たりすることがなくて、非常に安定し
ているのですが、交換時に痛みを伴っ
て、少し技術的に難しいです。一方、
バルーン型は比較的交換は簡単で、痛
みも少ないのですが、バルーンが突然
破裂したり、１カ月以上の長期間留置

することが原則禁止になっています。
１年に12回以上交換しなければいけな
いのは明らかに問題です。
　齊藤　これは病院で行う方が多いの
でしょうか。
　鈴木　胃瘻の交換は必ず胃の中に正
しく留置できたかの確認をしなければ
なりません。家で行う場合もあります
が、多くは病院で交換します。
　齊藤　この辺で進歩はありますか。
　鈴木　一番理想的なのはバンパー型
で、長く使えて痛みもなく、誰がやっ
ても簡単に交換できる機材ではないで
しょうか。一方、バルーンも長く使え
るものもだんだんできてきたのですが、
ルール改正が必要なので、これについ
てはちょっと時間がかかるかと思いま
す。したがいまして、今一番早く患者
さんに恩恵を与えられるのはバンパー
型の根本的改良だと思います。
　齊藤　今の２つのタイプと、もう一
つ、ボタン型とチューブ型があるので
すね。
　鈴木　はい。私どもは在宅の患者さ
んの場合、チューブの清潔を保つこと
と、長く使えることからボタン型を推
奨しています。ボタン型の場合、チュ
ーブの取り外しができて、簡単に内腔
を洗うことができますので、結果的に
は清潔で長く使えます。明らかに経済
的でもあります。チューブ型の場合で
すと、チューブの洗浄が難しく、衛生
面での難点があります。最近ではボタ

ン型が主流になっています。
　齊藤　栄養剤についてはどうでしょ
うか。
　鈴木　栄養剤も従来ですと液体の粘
度の低い栄養剤をゆっくり落とすのが
一番安全だといわれていた時代があり
ました。しかし、最近では胃の機能が
正常な方には、半固形化といいまして、
少し粘度が高くなったものを短時間で
投与します。従来の栄養法では１回の
食事に３時間、４時間かかっていたの
が、粘度を高くした栄養剤にすること
で普通の食事と同じ20分ぐらいで投与
できるのです。投与する時間を短縮す
ることで、リハビリをしたりとか、食
べる訓練が可能になりました。一部保
険も認可されています。いずれにしま
しても大事なことは、その患者さんに
適した栄養法を決めることに尽きます。
　齊藤　患者さんの状態を見て、ドク
ターが処方するというかたちになるの

ですか。
　鈴木　はい。
　齊藤　最後に、胃瘻治療をやめる場
合もありますか。
　鈴木　食べられるようになってやめ
るのが一番いいです。しかし、現状で
は病状の改善が得られず、長く生きて
いる方もいます。その方にとって、そ
れが幸せかどうかは、本当に難しい問
題です。日本が超高齢社会を迎えた中
では、その人にとって幸せが少なくな
ったときに栄養を漫然と投与するので
はなく、患者さんの意思、患者さんを
代理する人間を含めて、終わりを決め
ることを検討することが必要になって
くるのではないかと思います。
　齊藤　となると、アドバンストケア
プランニングということでしょうか。
　鈴木　そうですね。
　齊藤　なかなか難しい問題ですね。
ありがとうございました。
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臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

日本臨床栄養協会理事長
多　田　紀　夫

（聞き手　中村治雄）

栄養療法の限界とセーフティマネージメント

　中村　今回は栄養療法の限界とセー
フティマネージメントというテーマで
お話をいただきます。
　いかなる疾患あるいは病態において
も栄養療法というのは治療上の極めて
基礎的な、たいへん大事な治療法であ
るわけです。それを例えば患者さんに
説いて、実行していただいて、実際に
検査をし、経過を見てみて、そろそろ
この栄養療法は限界だな、何かほかに
薬を使わなければいけないか、何かほ
かのアプローチをしなければいけない
かと思うことがあると思うのです。例
えばどういった状態のときに限界を感
ずるのか。先生の豊富なご経験からい
かがでしょう。
　多田　いやいや、豊富ではないので
すが、専門は脂質異常症です。私の分
野からいっても、まず食事をしっかり
守ってもらわなければ困ると思ってい
ます。食事療法をしっかり行っている
はずでも値がよくならない場合がまま
あります。そういう場合、非常に悩ん
でしまうのですが、医師がいくら食事

療法を患者さんに力説しても医療保険
上の点数加算にならないという療養担
当規則上の問題はともかくとしても、
結局、食事療法は栄養士さんにゆだね
るということです。ここで、何回か 
「栄養士さんのもとにもう一度行って
ください」といっても、「いやだ」と
いう患者さんもけっこういらっしゃる。
これはご経験されると思うのですが、
それは何かというと、症例の重症度も
もちろんそうなのですが、病態に対す
るアプローチといいますか、疾病イメ
ージをしっかりとらえていないことが
患者さん、医師、栄養士ともどもにあ
るのではないかと思います。
　患者さんの持っている疾病イメージ、
ご自分の病気に対してどのようにとら
まえているか、これを共有する必要が
あると考えています。それから最近、
行動変容という言葉がよく使われてい
ますが、行動変容がどういうステージ
にあるかをしっかり見定めて、栄養士
さんに指導をお願いする際、医師がス
ムーズな導入のための露払い役、そし

て行司役をしてあげなくてはいけない
と考えています。
　中村　医師はどのような行動変容を
指示するのですか。
　多田　実際的には対象となる患者さ
んにご自分の病態をどうとらえている
かをまず考えて表現してもらう。脂質
異常症の場合、こういう状態で、放っ
ておくとどういう状態になるのか。治
療薬もあるのですが、まず食事療法を
しっかり行ったほうが薬の効きもよく
なるという話をそこで説明していく。
あと患者さんご自身の生活様式、環境、
例えばサポーターがいるかとか、どこ
まで通勤するか、場合によったら収入
がどうなのか、こういったことも含め
てよく聞いて、栄養士さんに伝えてあ
げることも大事ではないかと思ってい
ます。ただ、食事指導箋の発行だけに
とどまらないということです。
　中村　例えば具体的に250㎎/dLぐ
らいのトリグリセライド（中性脂肪）
の値であった。食事指導をしたら200
㎎/dL前後になった。それがいつも続
いていて、どうもそれ以下にならない
というようなときに、行動変容、その
他を含めてもう一回聞き直す、立て直
すということでしょうか。
　多田　そういうことも行いますし、
食事療法は大事なのですが、食事の改
善と一緒に運動療法とか、ほかの療法
を一緒に加えていったらどうなるかを
患者さんにお話しして、できる範囲で

ご自分で方策を選択し、行ってもらう。
それから、食事そのものの内容も、中
性脂肪が高い場合、糖質を減らすよう
にいうのですが、どういうタイプの糖
質を減らせばいいかもお話しする。例
えば、果糖みたいなものは中性脂肪を
上げやすく非常に問題が多い。それか
ら脂が多いというと、皆さん、魚油み
たいなものは脂だと考えて避ける方も
いるわけですが、魚油を食べると逆に
中性脂肪は下がってくれますから、患
者さんが持っているそういう誤解を解
いてあげることも我々医師の仕事では
ないかと思っています。
　中村　それはどのくらいの期間、様
子を見るために置くのでしょうか。
　多田　私は気長ですので、３カ月ぐ
らいは見てさしあげたいと思っていま
す。
　中村　どうしてもそれ以上よくなら
ないといったときは。
　多田　場合によっては薬を使うので
すが、脂質異常症で問題になるのは動
脈硬化ですから、その方の動脈硬化の
度合いをまず見てさしあげる。例えば
心電図を見るとか、エコーを利用して
頸動脈を見てあげるとか、患者さんに
病態をご自分で把握できるような情報
も一緒に合わせてさしあげることも行
動変容のステージを上げるためにすご
く大事ではないかと思っています。
　中村　ただ、頸動脈エコーにしろ、
心電図にしろ、そう簡単には変わりま
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臨床栄養の最新情報（Ⅴ）

日本臨床栄養協会理事長
多　田　紀　夫

（聞き手　中村治雄）

栄養療法の限界とセーフティマネージメント

　中村　今回は栄養療法の限界とセー
フティマネージメントというテーマで
お話をいただきます。
　いかなる疾患あるいは病態において
も栄養療法というのは治療上の極めて
基礎的な、たいへん大事な治療法であ
るわけです。それを例えば患者さんに
説いて、実行していただいて、実際に
検査をし、経過を見てみて、そろそろ
この栄養療法は限界だな、何かほかに
薬を使わなければいけないか、何かほ
かのアプローチをしなければいけない
かと思うことがあると思うのです。例
えばどういった状態のときに限界を感
ずるのか。先生の豊富なご経験からい
かがでしょう。
　多田　いやいや、豊富ではないので
すが、専門は脂質異常症です。私の分
野からいっても、まず食事をしっかり
守ってもらわなければ困ると思ってい
ます。食事療法をしっかり行っている
はずでも値がよくならない場合がまま
あります。そういう場合、非常に悩ん
でしまうのですが、医師がいくら食事

療法を患者さんに力説しても医療保険
上の点数加算にならないという療養担
当規則上の問題はともかくとしても、
結局、食事療法は栄養士さんにゆだね
るということです。ここで、何回か 
「栄養士さんのもとにもう一度行って
ください」といっても、「いやだ」と
いう患者さんもけっこういらっしゃる。
これはご経験されると思うのですが、
それは何かというと、症例の重症度も
もちろんそうなのですが、病態に対す
るアプローチといいますか、疾病イメ
ージをしっかりとらえていないことが
患者さん、医師、栄養士ともどもにあ
るのではないかと思います。
　患者さんの持っている疾病イメージ、
ご自分の病気に対してどのようにとら
まえているか、これを共有する必要が
あると考えています。それから最近、
行動変容という言葉がよく使われてい
ますが、行動変容がどういうステージ
にあるかをしっかり見定めて、栄養士
さんに指導をお願いする際、医師がス
ムーズな導入のための露払い役、そし

て行司役をしてあげなくてはいけない
と考えています。
　中村　医師はどのような行動変容を
指示するのですか。
　多田　実際的には対象となる患者さ
んにご自分の病態をどうとらえている
かをまず考えて表現してもらう。脂質
異常症の場合、こういう状態で、放っ
ておくとどういう状態になるのか。治
療薬もあるのですが、まず食事療法を
しっかり行ったほうが薬の効きもよく
なるという話をそこで説明していく。
あと患者さんご自身の生活様式、環境、
例えばサポーターがいるかとか、どこ
まで通勤するか、場合によったら収入
がどうなのか、こういったことも含め
てよく聞いて、栄養士さんに伝えてあ
げることも大事ではないかと思ってい
ます。ただ、食事指導箋の発行だけに
とどまらないということです。
　中村　例えば具体的に250㎎/dLぐ
らいのトリグリセライド（中性脂肪）
の値であった。食事指導をしたら200
㎎/dL前後になった。それがいつも続
いていて、どうもそれ以下にならない
というようなときに、行動変容、その
他を含めてもう一回聞き直す、立て直
すということでしょうか。
　多田　そういうことも行いますし、
食事療法は大事なのですが、食事の改
善と一緒に運動療法とか、ほかの療法
を一緒に加えていったらどうなるかを
患者さんにお話しして、できる範囲で

ご自分で方策を選択し、行ってもらう。
それから、食事そのものの内容も、中
性脂肪が高い場合、糖質を減らすよう
にいうのですが、どういうタイプの糖
質を減らせばいいかもお話しする。例
えば、果糖みたいなものは中性脂肪を
上げやすく非常に問題が多い。それか
ら脂が多いというと、皆さん、魚油み
たいなものは脂だと考えて避ける方も
いるわけですが、魚油を食べると逆に
中性脂肪は下がってくれますから、患
者さんが持っているそういう誤解を解
いてあげることも我々医師の仕事では
ないかと思っています。
　中村　それはどのくらいの期間、様
子を見るために置くのでしょうか。
　多田　私は気長ですので、３カ月ぐ
らいは見てさしあげたいと思っていま
す。
　中村　どうしてもそれ以上よくなら
ないといったときは。
　多田　場合によっては薬を使うので
すが、脂質異常症で問題になるのは動
脈硬化ですから、その方の動脈硬化の
度合いをまず見てさしあげる。例えば
心電図を見るとか、エコーを利用して
頸動脈を見てあげるとか、患者さんに
病態をご自分で把握できるような情報
も一緒に合わせてさしあげることも行
動変容のステージを上げるためにすご
く大事ではないかと思っています。
　中村　ただ、頸動脈エコーにしろ、
心電図にしろ、そう簡単には変わりま
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せんよね。
　多田　もちろん変わりませんが、状
態がどうかを知ってもらえる。頸動脈
の硬化が全くなければ、もう少し様子
を見ていいと思うのですが、ある程度
動脈硬化が進んでいたら早めにしっか
り食事療法を守り、ご自分のできる対
策を実行することに頑張らなければい
けないです。
　中村　ほかの治療法を加えるのです
ね。
　多田　はい。動脈硬化の病態によっ
ては、薬物療法開始時期を早めること
も必要となります。
　中村　次に、セーフティマネージメ
ントに絡むのですが、これは私、フレ
ッシュマンの頃に経験したのですが、
当時まだ結核に対する抗生物質、スト
マイがなくて、患者さんはサナトリウ
ムへ行って、オゾンを吸い込んで、し
かもパンに同じ厚みのバターを塗って
食べる脂肪療法などを行っていました。
それが何年かたってから狭心症を起こ
したり、心筋梗塞を起こす患者さんが
出てきた。その当時、患者さんにバタ
ーをたくさん食べてもらって栄養をつ
けるということは確かに結核に対して
はよかったのだと思うのですが、それ
がほかの病気を作っていたということ
がありました。こういったことをでき
るだけ避けるためにはどうしていった
らいいのか。この点はどうですか。
　多田　私ども、食事療法をするとき

に定期的に検査もします。動脈硬化中
心ですが、そのほかの要素というか、
炎症性の変化を見ることもすごく大事
です。先生がまさにおっしゃったバタ
ーですが、バターは飽和脂肪酸の含量
が高いことで悪玉コレステロールを上
げることが問題視されています。そこ
で、食品置換という考え方が大切とな
ります。例えばスプーン１杯のバター
（15g）には７gの飽和脂肪酸が含まれ
ています。一方、スプーン１杯の大豆
油（15g）に含まれる飽和脂肪酸は２g
ですので、この両者を置換しますと、
５gの飽和脂肪酸を減らすことができ
ます。時代は進み、バターに代わり植
物油由来のマーガリンが出てきました。
マーガリンはいっとき、すごく体にい
いと、学校給食を通じて銀紙に包まれ
た硬いマーガリンを僕らもいっぱい食
べさせられたのですが、最近では逆に
それがまた動脈硬化を起こしてくると
いうことになって、飽和脂肪酸摂取よ
り問題視されてきました。絶えず自分
たちが見ている状態をできるだけ狭め
ないで広げて、患者さんそのものを見
ていく、目の前の症例そのものを見て
いくことが一番大事ではないかと思い
ます。
　見方は、今いろいろなかたちがあり
ますから、検査をしていくこともそう
ですし、それから例えば肝臓をさわっ
てあげることもたまには必要ですし、
皮膚の状態がどうであるかを見ること

も必要です。我々は臨床医ですので、
臨床をしっかりしていくという当たり
前のことを、しっかり行っていくこと
が大事ではないかと思っています。
　中村　ただ、その時点として、よか
れと思って食事治療をしているわけで
すね。それが意外に何年かたって別の
病気を作っていることになるとすると、
僕らとしては、先生がおっしゃるよう
な、時々経過を見る、検査をする、そ
ういったことをかなりきちんとやって
いないといけないですね。
　多田　おっしゃるとおりです。それ
から、例えば先生がおっしゃったバタ
ーとコレステロールの話がありました
が、世の中で実はコレステロールは食
べていいとか、卵は全然平気だとか、
そういったエビデンスの出典が明確で
ない風評まがいの情報とか、一部の人
にしか通用しない情報がまことしやか
にマスコミを通じて伝わることもあり
ますので、目の前の患者さんに有用で
正確な情報を差し上げることが大切で
す。それから卵の話もそうなのですが、
例えば黄身は確かにコレステロールを
多く含有することでLDLコレステロー
ルが高い人には悪いのですが、卵白す
なわち白身は全くコレステロールを含
まず、たんぱく質源として大事な食品
です。高齢者の方のいわゆるフレイル
対策とか、こういった問題に対して良
質なたんぱく質を供給することも含め
て、何が何でも卵を避けなくてはいけ

ないということは気をつけなければい
けない点だと思っています。
　中村　たしか「サーキュレーション」
の最近の号で卵のことに触れてあって、
LDLコレステロールが高い人は少し控
え目に、そうではない人は全く関係な
いから食べていいというレポートがき
ちんとしたかたちで出ていました。
　多田　同じことは糖に対してもいえ
るわけです。最近、糖尿病や肥満症に
対する低糖食があり、何がなんでも低
糖食では困るという批判ももちろんあ
るわけですが、糖分を減らすことはや
せる目的には有効であり、大事な話な
のです。しかし、糖摂取を減らした結
果、何に置き換えるか、この置き換え
を我々はしっかり考えていくことが大
事ではないかと思っています。
　中村　何に置き換えるのですか。
　多田　私は脂質に置き換えていくこ
とをすすめています。しかも脂質も、
悪い脂である飽和脂肪酸に置き換える
とまずいので、例えば多価不飽和脂肪
酸、中でも魚油に多く含まれるω３脂
肪酸に置き換えてあげるとか、先にも
お話しした食物置換という考え方が大
事ではないかと思っています。
　中村　例えば先ほどマーガリンの話
が出たわけですが、あれはトランス型
がいけないのですか。
　多田　トランス型がいけないのでニ
ューヨークのレストランでは工業由来
トランス型脂肪酸含有の食物は提供禁

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （235）  7574 （234） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   74-75 2021/02/15   13:03



せんよね。
　多田　もちろん変わりませんが、状
態がどうかを知ってもらえる。頸動脈
の硬化が全くなければ、もう少し様子
を見ていいと思うのですが、ある程度
動脈硬化が進んでいたら早めにしっか
り食事療法を守り、ご自分のできる対
策を実行することに頑張らなければい
けないです。
　中村　ほかの治療法を加えるのです
ね。
　多田　はい。動脈硬化の病態によっ
ては、薬物療法開始時期を早めること
も必要となります。
　中村　次に、セーフティマネージメ
ントに絡むのですが、これは私、フレ
ッシュマンの頃に経験したのですが、
当時まだ結核に対する抗生物質、スト
マイがなくて、患者さんはサナトリウ
ムへ行って、オゾンを吸い込んで、し
かもパンに同じ厚みのバターを塗って
食べる脂肪療法などを行っていました。
それが何年かたってから狭心症を起こ
したり、心筋梗塞を起こす患者さんが
出てきた。その当時、患者さんにバタ
ーをたくさん食べてもらって栄養をつ
けるということは確かに結核に対して
はよかったのだと思うのですが、それ
がほかの病気を作っていたということ
がありました。こういったことをでき
るだけ避けるためにはどうしていった
らいいのか。この点はどうですか。
　多田　私ども、食事療法をするとき

に定期的に検査もします。動脈硬化中
心ですが、そのほかの要素というか、
炎症性の変化を見ることもすごく大事
です。先生がまさにおっしゃったバタ
ーですが、バターは飽和脂肪酸の含量
が高いことで悪玉コレステロールを上
げることが問題視されています。そこ
で、食品置換という考え方が大切とな
ります。例えばスプーン１杯のバター
（15g）には７gの飽和脂肪酸が含まれ
ています。一方、スプーン１杯の大豆
油（15g）に含まれる飽和脂肪酸は２g
ですので、この両者を置換しますと、
５gの飽和脂肪酸を減らすことができ
ます。時代は進み、バターに代わり植
物油由来のマーガリンが出てきました。
マーガリンはいっとき、すごく体にい
いと、学校給食を通じて銀紙に包まれ
た硬いマーガリンを僕らもいっぱい食
べさせられたのですが、最近では逆に
それがまた動脈硬化を起こしてくると
いうことになって、飽和脂肪酸摂取よ
り問題視されてきました。絶えず自分
たちが見ている状態をできるだけ狭め
ないで広げて、患者さんそのものを見
ていく、目の前の症例そのものを見て
いくことが一番大事ではないかと思い
ます。
　見方は、今いろいろなかたちがあり
ますから、検査をしていくこともそう
ですし、それから例えば肝臓をさわっ
てあげることもたまには必要ですし、
皮膚の状態がどうであるかを見ること

も必要です。我々は臨床医ですので、
臨床をしっかりしていくという当たり
前のことを、しっかり行っていくこと
が大事ではないかと思っています。
　中村　ただ、その時点として、よか
れと思って食事治療をしているわけで
すね。それが意外に何年かたって別の
病気を作っていることになるとすると、
僕らとしては、先生がおっしゃるよう
な、時々経過を見る、検査をする、そ
ういったことをかなりきちんとやって
いないといけないですね。
　多田　おっしゃるとおりです。それ
から、例えば先生がおっしゃったバタ
ーとコレステロールの話がありました
が、世の中で実はコレステロールは食
べていいとか、卵は全然平気だとか、
そういったエビデンスの出典が明確で
ない風評まがいの情報とか、一部の人
にしか通用しない情報がまことしやか
にマスコミを通じて伝わることもあり
ますので、目の前の患者さんに有用で
正確な情報を差し上げることが大切で
す。それから卵の話もそうなのですが、
例えば黄身は確かにコレステロールを
多く含有することでLDLコレステロー
ルが高い人には悪いのですが、卵白す
なわち白身は全くコレステロールを含
まず、たんぱく質源として大事な食品
です。高齢者の方のいわゆるフレイル
対策とか、こういった問題に対して良
質なたんぱく質を供給することも含め
て、何が何でも卵を避けなくてはいけ

ないということは気をつけなければい
けない点だと思っています。
　中村　たしか「サーキュレーション」
の最近の号で卵のことに触れてあって、
LDLコレステロールが高い人は少し控
え目に、そうではない人は全く関係な
いから食べていいというレポートがき
ちんとしたかたちで出ていました。
　多田　同じことは糖に対してもいえ
るわけです。最近、糖尿病や肥満症に
対する低糖食があり、何がなんでも低
糖食では困るという批判ももちろんあ
るわけですが、糖分を減らすことはや
せる目的には有効であり、大事な話な
のです。しかし、糖摂取を減らした結
果、何に置き換えるか、この置き換え
を我々はしっかり考えていくことが大
事ではないかと思っています。
　中村　何に置き換えるのですか。
　多田　私は脂質に置き換えていくこ
とをすすめています。しかも脂質も、
悪い脂である飽和脂肪酸に置き換える
とまずいので、例えば多価不飽和脂肪
酸、中でも魚油に多く含まれるω３脂
肪酸に置き換えてあげるとか、先にも
お話しした食物置換という考え方が大
事ではないかと思っています。
　中村　例えば先ほどマーガリンの話
が出たわけですが、あれはトランス型
がいけないのですか。
　多田　トランス型がいけないのでニ
ューヨークのレストランでは工業由来
トランス型脂肪酸含有の食物は提供禁
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止です。今はトランス型を除去してト
ランス型が入っていないマーガリンも
実はあるのです。手間がかかるのでな
かなかそういった作業を行わない食品
会社もあるのです。しかし、国自体が
食品表示の中でトランス型の脂肪酸が
入っているかどうかをしっかり表示す
る法律を作り、国民に対し見極めてあ
げることも必要ではないかと思ってい
ます。
　中村　今、日本では減らしていると
いう話を聞きますが。
　多田　表示をしていただきたいと思
っているのです。食品表示ですね。
　中村　トランス型の表示はないので
すか。
　多田　ないのです。欧米諸国では表
示義務があるのですが。韓国でもあり
ますし、台湾でもあるのに、日本では
トランス型脂肪酸やコレステロール含

量などの食品表示はされていないこと
が問題です。
　中村　今回は栄養療法の限界ならび
にいかに安全性を保っていくのか、ご
専門の立場からお話をいただきました。
　多田　このような機会を与えていた
だき、ありがとうございました。なお、
末筆とはなりましたが、私どもの「日本
臨床栄養協会」では、日頃の学術活動を
まとめた機関紙「New Diet Therapy」
を定期発行するとともに「サプリメン
トアドバイザリースタッフ」の育成、
さらに栄養カウンセリング研修により、
医師からの栄養指導箋を的確に患者治
療に反映できる技術を持った「栄養相
談専門士」の育成事業を行っておりま
す。協会ホームページを通じてご利用
いただければ幸いです。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

「ドクターサロン」および「杏林シンポジア」は、ラジオNIKKEIで放送
している医師向け番組「ドクターサロン」・「杏林シンポジア」の放送内容

を紙面にて紹介するコーナーです。ラジオ放送番組の「ドクターサロン」

は、全国の一般医師より、日常診療に関してよせられた質問に対して、 
「杏林シンポジア」は編集委員が選出したテーマに対して、各分野の専門

医がゲスト出演し、解説を行うものです。また番組で取り上げる質問や

解説ゲストについては、編集委員が医学的かつ科学的に公平な立場から、

決定しています。紹介内容には、ゲストの知識、経験、方針に基づく 
私見が含まれている場合があります。薬剤の使用にあたっては、各薬剤

の添付文書をご参照ください。

ドクターサロン編集委員　　

 葵会柏たなか病院糖尿病センター長　山内俊一

 防衛医科大学校教授　池脇克則

 順天堂大学教授　池田志斈

杏林シンポジア編集委員　　

 三越厚生事業財団顧問　中村治雄

 慶應義塾大学名誉教授　齊藤郁夫

 国際医療研究センター病院名誉院長　大西　真

 東京大学教授　南学正臣

杏林製薬株式会社は、作成に関する費用負担のみ関与しております。

本資材は医療関係者からの求めに応じて提供するものです。

ドクターサロン編集方針について

ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021） （237）  7776 （236） ドクターサロン65巻３月号（2 . 2021）

2103_HONBUN.indd   77 2021/02/15   13:03


	01-0001
	02-0001-1
	02-0001-2
	02-0002-1
	02-0002-2
	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1
	02-0004-2
	02-0005-1
	02-0005-2
	02-0006-1
	02-0006-2
	02-0007-1
	02-0007-2
	02-0008-1
	02-0008-2
	02-0009-1
	02-0009-2
	02-0010-1
	02-0010-2
	02-0011-1
	02-0011-2
	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1
	02-0013-2
	02-0014-1
	02-0014-2
	02-0015-1
	02-0015-2
	02-0016-1
	02-0016-2
	02-0017-1
	02-0017-2
	02-0018-1
	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2
	02-0020-1
	02-0020-2
	02-0021-1
	02-0021-2
	02-0022-1
	02-0022-2
	02-0023-1
	02-0023-2
	02-0024-1
	02-0024-2
	02-0025-1
	02-0025-2
	02-0026-1
	02-0026-2
	02-0027-1
	02-0027-2
	02-0028-1
	02-0028-2
	02-0029-1
	02-0029-2
	02-0030-1
	02-0030-2
	02-0031-1
	02-0031-2
	02-0032-1
	02-0032-2
	02-0033-1
	02-0033-2
	02-0034-1
	02-0034-2
	02-0035-1
	02-0035-2
	02-0036-1
	02-0036-2
	02-0037-1
	02-0037-2
	02-0038-1



