
埼玉医科大学リウマチ膠原病科教授
三　村　俊　英

（聞き手　山内俊一）

　成人スチル病を診断するポイントと最近の治療法についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

成人スチル病

　山内　三村先生、まずこの成人スチ
ル病ですが、スティル病という名称も
あるようです。これはどちらが正しい
のでしょうか。
　三村　これはなかなか難しいのです
が、もともとは小児の疾患でスティル
病という名前のものがあり、それは英
国人のStillという人の名前から来てい
ます。その成人版が成人スティル病で
す。ただ、現在は指定難病になってい
て、その難病の名前が成人スチル病と
書かれているので、公的な名前として
は成人スチル病が正解だと思います。
　山内　ではスチル病ということでお
話をうかがいます。国家試験などで非
常に有名な疾病の一つですが、そのわ
りに診断に非常に迷うといいますか、
結論づけにくいことが多いようです。
基本は除外診断なのでしょうか。
　三村　そうですね。除外しないと正

式に診断には至らないことになってい
ます。ただ、そうはいっても、私ども
に患者さんが送られてきた場合のポイ
ントとしては、高熱、スパイク状の熱
が出たり下がったり、弛張熱であった
り間欠熱で解熱するところまでいった
り、そういったものが続いている。そ
れから、関節の痛みや、発熱時に主に
多く見られるいわゆるサーモンピンク
様の皮疹、それらがまず臨床的に私た
ちがこの病気を考える上で重要なポイ
ントかと思います。
　山内　おのおのが診断基準に入って
いますが、一見ありふれたものがたく
さんあり、疑うけれどもなかなか詰め
切れないところがあります。ただ、や
はり項目一つ一つにかなり特徴がある
と見てよいのでしょうね。
　三村　そうですね。例えば、高熱と
いいますが、診断基準上は39度以上の
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り特定できる日にちから出てくること
が多いと思います。
　山内　比較的初期からこういった症
状がそろうことが多いのでしょうか。
　三村　そうですね。
　山内　そういったものが急に出てく
ると、さすがに驚いてしまうところで
すね。
　三村　そうですね。
　山内　ただ、こういった方が来院し
て、次のステップで検査をして少し詰
めたいときですが、検査も炎症反応で
すと非特異的になりますね。そこで目
を引くのがフェリチン高値になります
が、これはかなり高い値が出るものな
のでしょうか。
　三村　私どもで、2011年に全国疫学
調査を行いまして、そのときに血清フ
ェリチン値が診断確定時に正常値上限
の５倍以上になっていた症例が80％ぐ
らいありました。正常値の５倍という
のはおよそ1,000ng/mLぐらいと考えて
いただければわかりやすいかと思いま
すので、かなり高いと理解していいと
思います。
　山内　膠原病やそのほかの疾患では
ここまで高い値はあまりないと考えて
よいのですか。
　三村　膠原病クラスではそこまで高
いものはあまりないと思います。あと、
もっと上がる可能性があるものにマク
ロファージ活性化症候群というものが
あります。ちょっと成人スチル病と似

ているところもあり、また成人スチル
病に合併することもありますが、1,000 
ng/mLよりもっと高い、数千ぐらいに
血清フェリチン値が上がることがあり
ます。
　山内　ただ、例外もあるのでしょうね。
　三村　そうですね。そのあたりは慎
重に見ていかないとわからないところ
があると思います。
　山内　いずれにしろ、こういった疾
病の概念、疾病像からしますと、リウ
マチをはじめとした膠原病をどうして
も連想してしまうのですが、それらで
よく見られる性差とか年齢上の特徴、
このあたりはいかがでしょうか。
　三村　性差では女性のほうが少し多
いといわれていまして、ものによって
は２倍ぐらいといわれています。年齢
に関しては、以前は若い人に多いので
はないかといわれていましたが、現在
はそうでもなくて、前述の疫学調査を
行ったときにもだいたい16歳以上、成
人ということで16歳以上ですが、発症
はフラットな印象でした。ですので、
特異的な発症年齢があるというわけで
はないと思います。
　山内　こういった患者さんが来られ
たとき、多分１週間ほどすでに症状が
あってみえる方が多いとは思いますが、
すぐに治療を開始するのではなく、や
はり経過を見て、そこも判断材料にす
ると考えてよいのでしょうか。
　三村　そうですね。もちろん、ある

発熱が１週間以上続くことになります
し、関節痛も２週間以上持続すること
がポイントになってきます。ただ言葉
で発熱というと、最近だと新型コロナ
ウイルス感染症も含めて入ってくるの
ですが、その中でも39度以上の熱が１
週間以上スパイク状に出てくる疾患は、
そうは見られないと思います。
　山内　関節痛ですが、これは大きな
関節なのでしょうか。
　三村　はい。手関節ですとか膝関節、
肩関節など大きい関節に見られること
が多いです。
　山内　同時に多発することはあるの
でしょうか。
　三村　多発することもあります。関
節リウマチのように左右対称というわ
けではありません。それから、関節痛
の中の一部は関節炎として、関節の腫
脹とか熱感が出てくるようなことも少
なくはありません。
　山内　なかなか身体所見だけで絞り
込むのは難しい感じがしなくもないで
すね。有名なサーモンピンク状の皮疹
は非常に特異的に思われますが、いか
がでしょう。
　三村　熱が出て、皮疹が見られて、
また解熱すると、熱の消退とともに皮
疹も消退するという意味で、サーモン
ピンク疹は瘙痒感もありませんし、よ
く調べないと見つからないことがある
のですが、体幹や四肢に出てきます。
それは特異度が高いのではないかと思

います。
　山内　特異度が高いのと、やはり印
象的ですね。
　三村　そうですね。
　山内　かなり絞り込みには役立つと
思ってよいのでしょうか。
　三村　いいと思います。ただ、そう
はいっても、皮疹が持続するような方
も決して少なくはなくて、熱が下がっ
てもずっと皮疹が続いている方もいら
っしゃいます。熱が下がっても皮疹が
消えないので、これは成人スチル病で
はないと除外されないほうがいいと思
います。
　山内　頻度としてはどのぐらいの方
で出てくるのでしょうか。
　三村　７～８割ぐらいは皮疹が出て
きますので、かなり多く見られると思
っていただいていいと思います。
　山内　ただ、あまり決めつけるとよ
くないこともあるのでしょうか。
　三村　そうですね。先ほどお話しし
たように皮疹が持続する方もいますし、
当然あまり皮疹が目立たない方もいま
す。８割の方が陽性であれば、２割ぐら
いはあまり見られないと思いますので、
それだけで否定はできないと思います。
　山内　こういったいろいろな身体所
見ですが、比較的突発するものなので
しょうか。
　三村　だいたいまず咽頭痛が出てき
たり、少し風邪症状があって、それか
ら熱が出てくる感じですが、熱はかな
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り特定できる日にちから出てくること
が多いと思います。
　山内　比較的初期からこういった症
状がそろうことが多いのでしょうか。
　三村　そうですね。
　山内　そういったものが急に出てく
ると、さすがに驚いてしまうところで
すね。
　三村　そうですね。
　山内　ただ、こういった方が来院し
て、次のステップで検査をして少し詰
めたいときですが、検査も炎症反応で
すと非特異的になりますね。そこで目
を引くのがフェリチン高値になります
が、これはかなり高い値が出るものな
のでしょうか。
　三村　私どもで、2011年に全国疫学
調査を行いまして、そのときに血清フ
ェリチン値が診断確定時に正常値上限
の５倍以上になっていた症例が80％ぐ
らいありました。正常値の５倍という
のはおよそ1,000ng/mLぐらいと考えて
いただければわかりやすいかと思いま
すので、かなり高いと理解していいと
思います。
　山内　膠原病やそのほかの疾患では
ここまで高い値はあまりないと考えて
よいのですか。
　三村　膠原病クラスではそこまで高
いものはあまりないと思います。あと、
もっと上がる可能性があるものにマク
ロファージ活性化症候群というものが
あります。ちょっと成人スチル病と似

ているところもあり、また成人スチル
病に合併することもありますが、1,000 
ng/mLよりもっと高い、数千ぐらいに
血清フェリチン値が上がることがあり
ます。
　山内　ただ、例外もあるのでしょうね。
　三村　そうですね。そのあたりは慎
重に見ていかないとわからないところ
があると思います。
　山内　いずれにしろ、こういった疾
病の概念、疾病像からしますと、リウ
マチをはじめとした膠原病をどうして
も連想してしまうのですが、それらで
よく見られる性差とか年齢上の特徴、
このあたりはいかがでしょうか。
　三村　性差では女性のほうが少し多
いといわれていまして、ものによって
は２倍ぐらいといわれています。年齢
に関しては、以前は若い人に多いので
はないかといわれていましたが、現在
はそうでもなくて、前述の疫学調査を
行ったときにもだいたい16歳以上、成
人ということで16歳以上ですが、発症
はフラットな印象でした。ですので、
特異的な発症年齢があるというわけで
はないと思います。
　山内　こういった患者さんが来られ
たとき、多分１週間ほどすでに症状が
あってみえる方が多いとは思いますが、
すぐに治療を開始するのではなく、や
はり経過を見て、そこも判断材料にす
ると考えてよいのでしょうか。
　三村　そうですね。もちろん、ある

発熱が１週間以上続くことになります
し、関節痛も２週間以上持続すること
がポイントになってきます。ただ言葉
で発熱というと、最近だと新型コロナ
ウイルス感染症も含めて入ってくるの
ですが、その中でも39度以上の熱が１
週間以上スパイク状に出てくる疾患は、
そうは見られないと思います。
　山内　関節痛ですが、これは大きな
関節なのでしょうか。
　三村　はい。手関節ですとか膝関節、
肩関節など大きい関節に見られること
が多いです。
　山内　同時に多発することはあるの
でしょうか。
　三村　多発することもあります。関
節リウマチのように左右対称というわ
けではありません。それから、関節痛
の中の一部は関節炎として、関節の腫
脹とか熱感が出てくるようなことも少
なくはありません。
　山内　なかなか身体所見だけで絞り
込むのは難しい感じがしなくもないで
すね。有名なサーモンピンク状の皮疹
は非常に特異的に思われますが、いか
がでしょう。
　三村　熱が出て、皮疹が見られて、
また解熱すると、熱の消退とともに皮
疹も消退するという意味で、サーモン
ピンク疹は瘙痒感もありませんし、よ
く調べないと見つからないことがある
のですが、体幹や四肢に出てきます。
それは特異度が高いのではないかと思

います。
　山内　特異度が高いのと、やはり印
象的ですね。
　三村　そうですね。
　山内　かなり絞り込みには役立つと
思ってよいのでしょうか。
　三村　いいと思います。ただ、そう
はいっても、皮疹が持続するような方
も決して少なくはなくて、熱が下がっ
てもずっと皮疹が続いている方もいら
っしゃいます。熱が下がっても皮疹が
消えないので、これは成人スチル病で
はないと除外されないほうがいいと思
います。
　山内　頻度としてはどのぐらいの方
で出てくるのでしょうか。
　三村　７～８割ぐらいは皮疹が出て
きますので、かなり多く見られると思
っていただいていいと思います。
　山内　ただ、あまり決めつけるとよ
くないこともあるのでしょうか。
　三村　そうですね。先ほどお話しし
たように皮疹が持続する方もいますし、
当然あまり皮疹が目立たない方もいま
す。８割の方が陽性であれば、２割ぐら
いはあまり見られないと思いますので、
それだけで否定はできないと思います。
　山内　こういったいろいろな身体所
見ですが、比較的突発するものなので
しょうか。
　三村　だいたいまず咽頭痛が出てき
たり、少し風邪症状があって、それか
ら熱が出てくる感じですが、熱はかな
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程度当たりをつけるわけですが、例え
ば血清フェリチン値が非常に高いとか、
診断基準に合致しそうなものでも、除
外基準があります。膠原病や悪性腫瘍、
感染症、特にウイルス感染症などを除
外していると、だいたい１週間もしく
はそれ以上、どうしてもかかります。
その間見ていますと、自然に軽快して
くる方もいます。多分そういう方はよ
くわからないようなウイルス感染だっ
たのではないかという場合もあります
ので、むやみに治療するのは危険だと
思います。
　山内　２～３週間は経過観察という
ことでよいのでしょうか。
　三村　はい、通常であれば。ただ、
重篤な方もいます。全身状態不良、先
ほどのマクロファージ活性化症候群な
どの合併症を有する方、こういった方
は見切り発進でも治療を早く始めなけ
ればいけない場合もあります。そのあ
たり、私たちはしっかり患者さん一人
ひとりの状態を見ながら治療方針を決
めていきます。
　山内　治療はかなり専門的になると
思われますが、病態を含めて簡単にご
紹介願いたいのですが。
　三村　一般の膠原病はどちらかとい
うと免疫系の中で獲得免疫という、自
己抗体とか自己反応性T細胞が関係す
るような病気が多いのですが、この病
気は自然免疫系といいまして、そうい
う自己抗体などが出ないのが特徴だと

思います。発熱が非常に多いですし、
漿膜炎とか、そういった炎症が起きや
すい疾患になります。
　あとは、それに絡んでというか、炎
症性サイトカイン、例えばIL-1βです
とかIL-６、TNFα、IL-18などが非常
に高くなってくるのが特徴です。これ
らは自然免疫系の活性化が起きている
状態と理解できます。
　山内　炎症が主体ということでステ
ロイドを使うと思われますが、比較的
少量でもコントロールできることがあ
るのでしょうか。
　三村　最低でも中等量、例えばプレ
ドニゾロンであれば0.5㎎/㎏以上は使
わないと、まずいだろうと思います。
　山内　あとは免疫系の薬になります
か。
　三村　そうですね。免疫抑制薬、例
えばメトトレキサート、シクロスポリ
ン、タクロリムス、こういったものを
使いますし、それからIL-６が高いと
いうことで、IL-６を阻害する抗IL-６
受容体抗体、トシリズマブも2019年に
保険適用になりましたので、よく用い
られることがあります。
　山内　こういった治療で予後はかな
りよくなっていると見てよいのでしょ
うか。
　三村　早期からしっかりした治療を
することで予後はよいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

虎の門病院顧問
大　内　尉　義

（聞き手　池脇克則）

　高齢者の高コレステロール血症に対する薬物治療の有用性が日本から報告さ
れたようですが、詳細をご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

高齢者の高コレステロール血症

　池脇　大内先生、高齢者の高コレス
テロール血症に対する治療で、日本か
らエビデンスが報告されたということ
で、実は私、大内先生が2018年の米国
心臓病学会の一番大きなホールで発表
されるのを聞いて、非常に興奮したこ
とを覚えているのです。試験の名前は
EWTOPIA75だったと思うのですが。
まずはこのあたりの背景から教えてく
ださい。
　大内　高コレステロール血症に有効
な薬剤、スタチンが1985年頃に登場し
て確実にLDLコレステロールが下げら
れるようになったのですが、それから
日本やアメリカを中心としていろいろ
な臨床試験が行われ、LDLコレステロ
ールを下げれば心血管系のリスクを下
げられることが証明されてきたわけで
す。その中で、一つだけ証明されてい

なかった点が、75歳以上、すなわち後
期高齢者の方々のLDLコレステロール
を下げることによって、冠動脈疾患の
一次予防が可能かどうか、ということ
です。
　池脇　確かに今まで、主には海外で
すが、スタチンを使った介入試験とい
うのは、75歳以上の人は除外されてい
ましたね。
　大内　そうですね。
　池脇　それでも二次予防に関しては、
年齢と関係なくおそらくスタチンがい
いだろうという話でした。確かに先生
がおっしゃるように、75歳以上の高齢
者というのはしっかりしたエビデンス
がなかったのですね。
　大内　エビデンスがなかった背景に
はいろいろありますが、75歳以上の後
期高齢者ではコレステロールを治療し
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程度当たりをつけるわけですが、例え
ば血清フェリチン値が非常に高いとか、
診断基準に合致しそうなものでも、除
外基準があります。膠原病や悪性腫瘍、
感染症、特にウイルス感染症などを除
外していると、だいたい１週間もしく
はそれ以上、どうしてもかかります。
その間見ていますと、自然に軽快して
くる方もいます。多分そういう方はよ
くわからないようなウイルス感染だっ
たのではないかという場合もあります
ので、むやみに治療するのは危険だと
思います。
　山内　２～３週間は経過観察という
ことでよいのでしょうか。
　三村　はい、通常であれば。ただ、
重篤な方もいます。全身状態不良、先
ほどのマクロファージ活性化症候群な
どの合併症を有する方、こういった方
は見切り発進でも治療を早く始めなけ
ればいけない場合もあります。そのあ
たり、私たちはしっかり患者さん一人
ひとりの状態を見ながら治療方針を決
めていきます。
　山内　治療はかなり専門的になると
思われますが、病態を含めて簡単にご
紹介願いたいのですが。
　三村　一般の膠原病はどちらかとい
うと免疫系の中で獲得免疫という、自
己抗体とか自己反応性T細胞が関係す
るような病気が多いのですが、この病
気は自然免疫系といいまして、そうい
う自己抗体などが出ないのが特徴だと

思います。発熱が非常に多いですし、
漿膜炎とか、そういった炎症が起きや
すい疾患になります。
　あとは、それに絡んでというか、炎
症性サイトカイン、例えばIL-1βです
とかIL-６、TNFα、IL-18などが非常
に高くなってくるのが特徴です。これ
らは自然免疫系の活性化が起きている
状態と理解できます。
　山内　炎症が主体ということでステ
ロイドを使うと思われますが、比較的
少量でもコントロールできることがあ
るのでしょうか。
　三村　最低でも中等量、例えばプレ
ドニゾロンであれば0.5㎎/㎏以上は使
わないと、まずいだろうと思います。
　山内　あとは免疫系の薬になります
か。
　三村　そうですね。免疫抑制薬、例
えばメトトレキサート、シクロスポリ
ン、タクロリムス、こういったものを
使いますし、それからIL-６が高いと
いうことで、IL-６を阻害する抗IL-６
受容体抗体、トシリズマブも2019年に
保険適用になりましたので、よく用い
られることがあります。
　山内　こういった治療で予後はかな
りよくなっていると見てよいのでしょ
うか。
　三村　早期からしっかりした治療を
することで予後はよいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

虎の門病院顧問
大　内　尉　義

（聞き手　池脇克則）

　高齢者の高コレステロール血症に対する薬物治療の有用性が日本から報告さ
れたようですが、詳細をご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

高齢者の高コレステロール血症

　池脇　大内先生、高齢者の高コレス
テロール血症に対する治療で、日本か
らエビデンスが報告されたということ
で、実は私、大内先生が2018年の米国
心臓病学会の一番大きなホールで発表
されるのを聞いて、非常に興奮したこ
とを覚えているのです。試験の名前は
EWTOPIA75だったと思うのですが。
まずはこのあたりの背景から教えてく
ださい。
　大内　高コレステロール血症に有効
な薬剤、スタチンが1985年頃に登場し
て確実にLDLコレステロールが下げら
れるようになったのですが、それから
日本やアメリカを中心としていろいろ
な臨床試験が行われ、LDLコレステロ
ールを下げれば心血管系のリスクを下
げられることが証明されてきたわけで
す。その中で、一つだけ証明されてい

なかった点が、75歳以上、すなわち後
期高齢者の方々のLDLコレステロール
を下げることによって、冠動脈疾患の
一次予防が可能かどうか、ということ
です。
　池脇　確かに今まで、主には海外で
すが、スタチンを使った介入試験とい
うのは、75歳以上の人は除外されてい
ましたね。
　大内　そうですね。
　池脇　それでも二次予防に関しては、
年齢と関係なくおそらくスタチンがい
いだろうという話でした。確かに先生
がおっしゃるように、75歳以上の高齢
者というのはしっかりしたエビデンス
がなかったのですね。
　大内　エビデンスがなかった背景に
はいろいろありますが、75歳以上の後
期高齢者ではコレステロールを治療し
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　大内　心筋梗塞、脳卒中、そういっ
た診断にバイアスがかからない、いわ
ゆるハードエンドポイントを一次エン
ドポイントにしました。逆にいいます
と、心不全とか狭心症といったような
診断主観的な要素が入りうるものは主
要評価項目からすべて除外したのです。
対象は75歳以上でLDLコレステロール
が140㎎/dL以上の方、そして糖尿病、
高血圧といったようなリスクを１つ以
上持っておられるハイリスクの高齢者
です。
　池脇　一次予防ですから、冠動脈疾
患の合併はないですね。

　大内　冠動脈疾患の合併はない方が
対象です。
　池脇　実際のところ、一番大事な一
次エンドポイントですが、どのくらい
予防できたのでしょうか。
　大内　参加者を２群に分けて、１つ
は食事療法のみの群と、もう一つは食
事療法にエゼチミブ10㎎の常用量を上
乗せする、この２つの群で比べました。
解析対象はエゼチミブ群が1,716人、コ
ントロール群が1,695人ですが、一番大
切な一次エンドポイントはハザード比
でエゼチミブ群が0.659という結果でし
た（図）。これはすなわち、リスクを

図　EWTOPIA75試験におけるエゼチミブの一次エンドポイントに対する効果

Ouchi Y et al.：Circulation 140：992-1003、2019

ても効果がないのではないかという、
エビデンスに基づかない考えがあった
のではないかと思います。それは高齢
者の動脈硬化の性状が石灰化が主体に
なっていて、若年者に多くみられる破
れやすいプラークは比較的少ないとい
うことが背景にあったのではないかと
思います。ただ、それはあくまでエビ
デンスがなかったためで、本当に治療
しなくていいのかどうかは誰もわから
なかったわけです。そこでこのEWTO-
PIA75試験でその疑問にチャレンジし
たわけです。
　池脇　このEWTOPIA75試験の話は
もちろんうかがいたいのですが、大内
先生は2001年にPATEという、やはり
同じように日本の高齢者の介入試験に
もかかわっておられますね。そのあた
りからの高齢者に対する介入試験とい
うのは国内外で幾つか行われているの
でしょうか。
　大内　高齢者だけをターゲットにし
た臨床試験は今まで非常に少なくて、
私たちが2001年に発表したPATE study
というのと、それからしばらくしてヨ
ーロッパを中心に行われたPROSPER
という試験、この２つだけです。た 
だ、２つとも後期高齢者だけを対象に
した試験ではないのです。両試験とも
EWTOPIA75試験よりは少し若い年齢
層の高齢者が対象だったということで、
後期高齢者だけに絞った試験というの
は今までなかったという点がEWTO-

PIA75試験の一番重要なポイントだと
思います。
　池脇　確かにその２つとも対象者の
平均年齢は70歳代中盤ぐらいで高齢な
のでしょうが、75歳に限定されていな
いということで、今回いよいよ先生方
がEWTOPIA75試験を企画されたわけ
です。どういう経緯だったのでしょう。
　大内　EWTOPIA75試験は日本老年
医学会が主催し、日本動脈硬化学会が
協力するという学会主導の臨床試験で
す。どういう手段でLDLコレステロー
ルを下げるかということですが、当然
スタチンも考えたのですが、75歳以上
が対象ということで、できるだけ有害
事象が少ない可能性の薬剤を選ぼうと。
ちょうどその頃、コレステロール吸収
阻害薬、エゼチミブが使えるようにな
りましたので、エゼチミブを採用しま
した。もう一つは、エゼチミブの臨床試
験は今までスタチンに上乗せするプロ
トコールの試験だけなのです。エゼチ
ミブの単独臨床試験というのはEWTO-
PIA75試験が世界で初めてで、そうい
った点も新しいところです。
　池脇　変ないい方ですが、いい結果
を出そうと思うと、どうしてもスタチ
ンを使おうという気持ちになってしま
いそうです。あえて先生方は今回、小
腸でのコレステロール吸収阻害薬、エ
ゼチミブを使われた。いよいよその結
果ですが、どういう結果が出たのでし
ょうか。
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　大内　心筋梗塞、脳卒中、そういっ
た診断にバイアスがかからない、いわ
ゆるハードエンドポイントを一次エン
ドポイントにしました。逆にいいます
と、心不全とか狭心症といったような
診断主観的な要素が入りうるものは主
要評価項目からすべて除外したのです。
対象は75歳以上でLDLコレステロール
が140㎎/dL以上の方、そして糖尿病、
高血圧といったようなリスクを１つ以
上持っておられるハイリスクの高齢者
です。
　池脇　一次予防ですから、冠動脈疾
患の合併はないですね。

　大内　冠動脈疾患の合併はない方が
対象です。
　池脇　実際のところ、一番大事な一
次エンドポイントですが、どのくらい
予防できたのでしょうか。
　大内　参加者を２群に分けて、１つ
は食事療法のみの群と、もう一つは食
事療法にエゼチミブ10㎎の常用量を上
乗せする、この２つの群で比べました。
解析対象はエゼチミブ群が1,716人、コ
ントロール群が1,695人ですが、一番大
切な一次エンドポイントはハザード比
でエゼチミブ群が0.659という結果でし
た（図）。これはすなわち、リスクを

図　EWTOPIA75試験におけるエゼチミブの一次エンドポイントに対する効果

Ouchi Y et al.：Circulation 140：992-1003、2019

ても効果がないのではないかという、
エビデンスに基づかない考えがあった
のではないかと思います。それは高齢
者の動脈硬化の性状が石灰化が主体に
なっていて、若年者に多くみられる破
れやすいプラークは比較的少ないとい
うことが背景にあったのではないかと
思います。ただ、それはあくまでエビ
デンスがなかったためで、本当に治療
しなくていいのかどうかは誰もわから
なかったわけです。そこでこのEWTO-
PIA75試験でその疑問にチャレンジし
たわけです。
　池脇　このEWTOPIA75試験の話は
もちろんうかがいたいのですが、大内
先生は2001年にPATEという、やはり
同じように日本の高齢者の介入試験に
もかかわっておられますね。そのあた
りからの高齢者に対する介入試験とい
うのは国内外で幾つか行われているの
でしょうか。
　大内　高齢者だけをターゲットにし
た臨床試験は今まで非常に少なくて、
私たちが2001年に発表したPATE study
というのと、それからしばらくしてヨ
ーロッパを中心に行われたPROSPER
という試験、この２つだけです。た 
だ、２つとも後期高齢者だけを対象に
した試験ではないのです。両試験とも
EWTOPIA75試験よりは少し若い年齢
層の高齢者が対象だったということで、
後期高齢者だけに絞った試験というの
は今までなかったという点がEWTO-

PIA75試験の一番重要なポイントだと
思います。
　池脇　確かにその２つとも対象者の
平均年齢は70歳代中盤ぐらいで高齢な
のでしょうが、75歳に限定されていな
いということで、今回いよいよ先生方
がEWTOPIA75試験を企画されたわけ
です。どういう経緯だったのでしょう。
　大内　EWTOPIA75試験は日本老年
医学会が主催し、日本動脈硬化学会が
協力するという学会主導の臨床試験で
す。どういう手段でLDLコレステロー
ルを下げるかということですが、当然
スタチンも考えたのですが、75歳以上
が対象ということで、できるだけ有害
事象が少ない可能性の薬剤を選ぼうと。
ちょうどその頃、コレステロール吸収
阻害薬、エゼチミブが使えるようにな
りましたので、エゼチミブを採用しま
した。もう一つは、エゼチミブの臨床試
験は今までスタチンに上乗せするプロ
トコールの試験だけなのです。エゼチ
ミブの単独臨床試験というのはEWTO-
PIA75試験が世界で初めてで、そうい
った点も新しいところです。
　池脇　変ないい方ですが、いい結果
を出そうと思うと、どうしてもスタチ
ンを使おうという気持ちになってしま
いそうです。あえて先生方は今回、小
腸でのコレステロール吸収阻害薬、エ
ゼチミブを使われた。いよいよその結
果ですが、どういう結果が出たのでし
ょうか。
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係がどうかを解析中です。その結果が
出ますと、先生が言われたように、コ
レステロールの吸収がどの程度イベン
トに関係しているかがはっきりわかる
と思います。
　池脇　確かにEWTOPIA75試験のエ
ゼチミブ単独で効果があったというの
は非常に臨床的にも大きなエビデンス
ですから、一般的には高齢者でもスタ
チンがよく使われていると思うのです
が、例えばスタチンでは少し副作用が
心配だというときに、こういう薬が使
えるということでしょうか。
　大内　おっしゃるとおりだと思いま
す。EWTOPIA75試験で証明された75
歳以上の高齢者の冠動脈疾患一次予防
効果が、エゼチミブに特有な効果なの

か、あるいはLDLコレステロールを下
げればすべてこういう効果がみられる
のかという点についてはわかりません
が、推測としてはLDLコレステロール
を何らかの方法で下げれば、後期高齢
者でも冠動脈疾患の一次予防に効果が
あると考えています。
　池脇　75歳以上の後期高齢者でも非
常に有効な治療が出てきたという報告
になりますね。
　大内　そのとおりです。EWTOPIA 
75試験は世界に先がけて超高齢社会を
迎え、しかも医療体制がきちんとして
いる日本でなければできなかった臨床
試験ではないかと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

34.1％下げたということです。統計学
的にはP valueが0.002という非常に高
い有意差がついたという結果です。
　池脇　私も記憶にありますが、比較
的マイルドな薬を使ってこんなにもイ
ベントが下がるのだと非常に驚いたも
のです。基本的にイベント抑制効果と
いうのは心臓関係のイベントが抑制さ
れているという結果のように思います
が。
　大内　一次エンドポイントは心臓、
脳、すべて合わせたものですが、二次
エンドポイントで心臓と脳を分けて解
析をしています。その結果、心臓のイ
ベントを有意に下げました。脳に関し
ては、下げる傾向はあったのですが、
有意にはならなかった。スタチンでも
脳血管障害のリスクはあまり下げない
ということもあるので、基本的には同
じ結果であると思っています。
　池脇　確かに75歳以上の一次予防の
方で、前値がLDLコレステロールが160 
㎎/dLぐらいという方はけっこういま
すね。
　大内　そうですね。
　池脇　そういう方に比較的マイルド
なエゼチミブを使って30％強のイベン
ト抑制効果というと、発表されたとき
には、こんなマイルドな薬でなんでそ
んなに効果があったのかと聞かれたと
思うのですが、どうしてなのでしょう。
　大内　おっしゃるとおりで、普通、
LDLコレステロールの低下率とイベン

トの低下率は一般的に正の相関がある
のですが、日本人を対象にして行われ
たMEGA study、これは高齢者が対象
の試験ではありませんが、より少ない
LDLコレステロールの低下で、より高
いリスクの低下がみられているのです。
EWTOPIA75試験では、さらに少ない
LDLコレステロールの低下で、より高
いリスクの低下がみられています。こ
の原因はよくわかりませんが、日本人
に特有な現象かもしれないと思ってい
まして、実際にAHAで発表したとき
や論文を投稿したときに同じ指摘を受
けています。
　池脇　確かに日本人を対象にした２
つの介入試験で、欧米と比べてイベン
ト抑制効果がやけに効率がいいという
のは、日本人に特徴的なのかもしれま
せん。ちなみにこのエゼチミブはコレ
ステロール吸収を阻害することによっ
て効果を発揮するということですが、
人それぞれ、コレステロール吸収が亢
進している人、そうでもない人がいる
と思います。そのあたりの解析は進ん
でいるのでしょうか。
　大内　これはEWTOPIA75試験のサ
ブスタディとしてKEEPという臨床試
験を行いました。エゼチミブ群が457
例、コントロール群が519例ですが、そ
の方たちのコレステロールの合成マー
カーと吸収マーカーをすべて治療前後
で測っています。それで合成マーカー、
吸収マーカーの低下率とイベントの関
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係がどうかを解析中です。その結果が
出ますと、先生が言われたように、コ
レステロールの吸収がどの程度イベン
トに関係しているかがはっきりわかる
と思います。
　池脇　確かにEWTOPIA75試験のエ
ゼチミブ単独で効果があったというの
は非常に臨床的にも大きなエビデンス
ですから、一般的には高齢者でもスタ
チンがよく使われていると思うのです
が、例えばスタチンでは少し副作用が
心配だというときに、こういう薬が使
えるということでしょうか。
　大内　おっしゃるとおりだと思いま
す。EWTOPIA75試験で証明された75
歳以上の高齢者の冠動脈疾患一次予防
効果が、エゼチミブに特有な効果なの

か、あるいはLDLコレステロールを下
げればすべてこういう効果がみられる
のかという点についてはわかりません
が、推測としてはLDLコレステロール
を何らかの方法で下げれば、後期高齢
者でも冠動脈疾患の一次予防に効果が
あると考えています。
　池脇　75歳以上の後期高齢者でも非
常に有効な治療が出てきたという報告
になりますね。
　大内　そのとおりです。EWTOPIA 
75試験は世界に先がけて超高齢社会を
迎え、しかも医療体制がきちんとして
いる日本でなければできなかった臨床
試験ではないかと思っています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

34.1％下げたということです。統計学
的にはP valueが0.002という非常に高
い有意差がついたという結果です。
　池脇　私も記憶にありますが、比較
的マイルドな薬を使ってこんなにもイ
ベントが下がるのだと非常に驚いたも
のです。基本的にイベント抑制効果と
いうのは心臓関係のイベントが抑制さ
れているという結果のように思います
が。
　大内　一次エンドポイントは心臓、
脳、すべて合わせたものですが、二次
エンドポイントで心臓と脳を分けて解
析をしています。その結果、心臓のイ
ベントを有意に下げました。脳に関し
ては、下げる傾向はあったのですが、
有意にはならなかった。スタチンでも
脳血管障害のリスクはあまり下げない
ということもあるので、基本的には同
じ結果であると思っています。
　池脇　確かに75歳以上の一次予防の
方で、前値がLDLコレステロールが160 
㎎/dLぐらいという方はけっこういま
すね。
　大内　そうですね。
　池脇　そういう方に比較的マイルド
なエゼチミブを使って30％強のイベン
ト抑制効果というと、発表されたとき
には、こんなマイルドな薬でなんでそ
んなに効果があったのかと聞かれたと
思うのですが、どうしてなのでしょう。
　大内　おっしゃるとおりで、普通、
LDLコレステロールの低下率とイベン

トの低下率は一般的に正の相関がある
のですが、日本人を対象にして行われ
たMEGA study、これは高齢者が対象
の試験ではありませんが、より少ない
LDLコレステロールの低下で、より高
いリスクの低下がみられているのです。
EWTOPIA75試験では、さらに少ない
LDLコレステロールの低下で、より高
いリスクの低下がみられています。こ
の原因はよくわかりませんが、日本人
に特有な現象かもしれないと思ってい
まして、実際にAHAで発表したとき
や論文を投稿したときに同じ指摘を受
けています。
　池脇　確かに日本人を対象にした２
つの介入試験で、欧米と比べてイベン
ト抑制効果がやけに効率がいいという
のは、日本人に特徴的なのかもしれま
せん。ちなみにこのエゼチミブはコレ
ステロール吸収を阻害することによっ
て効果を発揮するということですが、
人それぞれ、コレステロール吸収が亢
進している人、そうでもない人がいる
と思います。そのあたりの解析は進ん
でいるのでしょうか。
　大内　これはEWTOPIA75試験のサ
ブスタディとしてKEEPという臨床試
験を行いました。エゼチミブ群が457
例、コントロール群が519例ですが、そ
の方たちのコレステロールの合成マー
カーと吸収マーカーをすべて治療前後
で測っています。それで合成マーカー、
吸収マーカーの低下率とイベントの関
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榊原記念病院院長
磯　部　光　章

（聞き手　池脇克則）

　2018年に「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立しましたが、成立までの道
のりと将来展望についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

脳卒中・循環器病対策基本法

　池脇　脳卒中・循環器病対策基本法
は2018年12月に成立して、先生は循環
器サイドの中核的な役割をされたお一
人ということで、この成立にたいへん
苦労されたと思うのですが、どのよう
な状況だったのでしょう。
　磯部　そもそもは10年以上前になる
と思いますが、脳卒中の診療にかかわ
る方たちや患者団体が脳卒中対策基本
法を作るべきであると。というのは、
その背景にがん対策基本法という法律
が10年以上前にできて、非常に成果を
上げていることもありました。という
ことで、脳卒中で始まったのですが、
様々な政治的な思惑や国会の情勢など
がありまして、結局、脳卒中、一疾患
だと患者数ががんなどに比べるとだい
ぶ少ない。そこに一つの法律を作るの
はいかがなものかという議論もあった

ようです。
　厚生労働省あるいは議員の方々と相
談し、心臓病、循環器病を含めた血管
の病気として、脳卒中を含めた循環器
病というくくりにすれば、亡くなる患
者数にすると、がんで亡くなる患者さ
んとほぼ匹敵しますし、医療費もそれ
を凌駕するので、一つのまとまりとし
て基本法を作るのにふさわしいのでは
ないか。そういった動きが始まったの
が５年ほど前だったと思いますが、い
ったん法律ができかけては国会が解散
したりとか、なかなか思うようにいき
ませんでした。結局、脳卒中のほうは
脳卒中協会が中心になって、循環器の
ほうは日本心臓財団と日本循環器学会
が中心になって、議員の方々と相談し
たり、役所の知恵を借りたりして活動
しました。議員立法という法律の組み

立てなのです。結局この法律が日の目
を見たのは2018年12月、これも臨時国
会の最終日でした。夜中に急転直下、
通ることになりました。
　法律には、内閣から出る閣法と、議
員が作る議員立法とあるのですが、議
員立法は通常は全党派が一致して賛成
することが必要で、その間、政治的な
取引がいろいろあるようですが、国民
の健康と福祉を守るために必要な法律
として全党派に賛同をいただいて、
2018年成立した次第です。
　池脇　最終日に通ったというのも、
どうなるか、最後の瞬間まで冷や冷や
されたのですか。
　磯部　冷や冷やどころか、次を覚悟
していました。これでだめになったら、
また出直しになります。脳卒中のとき
も何度も出直しになっていますが、そ
ういった意味では最終日で、ちょうど
同じ国会の最終日に成育基本法という
ものが一緒に成立しているのです。双
子のような法律で、両方とも基本法で、
それぞれ厚生労働省が深くかかわって
いる。循環器のほうは主にお年寄りの
方がかかわるのだと思いますが、成育
のほうはお子さんということで、日本
にとって非常に重要な法律が一晩にそ
ろったのは画期的なことだと思います。
　池脇　この基本法は脳卒中・循環器
病対策基本法ですが、正式な名前は、
「健康寿命の延伸を図るための脳卒中・  
心臓病・その他の循環器病に関わる対

策に関する基本法」と、健康寿命とい
うのが一番最初に来ている。これはや
はり国としても健康寿命を延ばすこと
を非常に最近強調していますし、その
あたり、先生方の意図が見えるのです
が、どうなのでしょう。
　磯部　おっしゃるとおりで、今、日
本は世界でトップクラスの長寿国だと
思います。平均寿命を延ばすことはも
ちろん必要だと思いますが、平均寿命
で亡くなる前の10年間が、いわゆる要
介護、要支援という、健康とはいえな
い状態で続いている。これをいかに短
くするかということのほうが寿命を延
ばすことより重要であろう。そういう
認識のもとで、健康寿命の延伸をまず
最初にうたっていただきました。実際
に要介護、要支援に至る原因の20％以
上が脳卒中、心臓病なのです。ここの
改善が必要だということをアピールし
て基本法にしていただいたことになり
ます。
　池脇　私は当事者ではないのでわか
らないのですが、議員立法とうかがい
ました。先生方もおそらく与党自民党
を中心にして働きかけたのだろうと思
いますが、これは与野党関係なく、共
鳴、共感してくださる議員の方々は多
かったのではないでしょうか。
　磯部　もちろんそうです。私ども、
決起集会のようなかたちの集会を何度
か開いていて、窓口が尾辻秀久先生で、
参議院の自民党の先生が中心になって
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榊原記念病院院長
磯　部　光　章

（聞き手　池脇克則）

　2018年に「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立しましたが、成立までの道
のりと将来展望についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

脳卒中・循環器病対策基本法

　池脇　脳卒中・循環器病対策基本法
は2018年12月に成立して、先生は循環
器サイドの中核的な役割をされたお一
人ということで、この成立にたいへん
苦労されたと思うのですが、どのよう
な状況だったのでしょう。
　磯部　そもそもは10年以上前になる
と思いますが、脳卒中の診療にかかわ
る方たちや患者団体が脳卒中対策基本
法を作るべきであると。というのは、
その背景にがん対策基本法という法律
が10年以上前にできて、非常に成果を
上げていることもありました。という
ことで、脳卒中で始まったのですが、
様々な政治的な思惑や国会の情勢など
がありまして、結局、脳卒中、一疾患
だと患者数ががんなどに比べるとだい
ぶ少ない。そこに一つの法律を作るの
はいかがなものかという議論もあった

ようです。
　厚生労働省あるいは議員の方々と相
談し、心臓病、循環器病を含めた血管
の病気として、脳卒中を含めた循環器
病というくくりにすれば、亡くなる患
者数にすると、がんで亡くなる患者さ
んとほぼ匹敵しますし、医療費もそれ
を凌駕するので、一つのまとまりとし
て基本法を作るのにふさわしいのでは
ないか。そういった動きが始まったの
が５年ほど前だったと思いますが、い
ったん法律ができかけては国会が解散
したりとか、なかなか思うようにいき
ませんでした。結局、脳卒中のほうは
脳卒中協会が中心になって、循環器の
ほうは日本心臓財団と日本循環器学会
が中心になって、議員の方々と相談し
たり、役所の知恵を借りたりして活動
しました。議員立法という法律の組み

立てなのです。結局この法律が日の目
を見たのは2018年12月、これも臨時国
会の最終日でした。夜中に急転直下、
通ることになりました。
　法律には、内閣から出る閣法と、議
員が作る議員立法とあるのですが、議
員立法は通常は全党派が一致して賛成
することが必要で、その間、政治的な
取引がいろいろあるようですが、国民
の健康と福祉を守るために必要な法律
として全党派に賛同をいただいて、
2018年成立した次第です。
　池脇　最終日に通ったというのも、
どうなるか、最後の瞬間まで冷や冷や
されたのですか。
　磯部　冷や冷やどころか、次を覚悟
していました。これでだめになったら、
また出直しになります。脳卒中のとき
も何度も出直しになっていますが、そ
ういった意味では最終日で、ちょうど
同じ国会の最終日に成育基本法という
ものが一緒に成立しているのです。双
子のような法律で、両方とも基本法で、
それぞれ厚生労働省が深くかかわって
いる。循環器のほうは主にお年寄りの
方がかかわるのだと思いますが、成育
のほうはお子さんということで、日本
にとって非常に重要な法律が一晩にそ
ろったのは画期的なことだと思います。
　池脇　この基本法は脳卒中・循環器
病対策基本法ですが、正式な名前は、
「健康寿命の延伸を図るための脳卒中・  
心臓病・その他の循環器病に関わる対

策に関する基本法」と、健康寿命とい
うのが一番最初に来ている。これはや
はり国としても健康寿命を延ばすこと
を非常に最近強調していますし、その
あたり、先生方の意図が見えるのです
が、どうなのでしょう。
　磯部　おっしゃるとおりで、今、日
本は世界でトップクラスの長寿国だと
思います。平均寿命を延ばすことはも
ちろん必要だと思いますが、平均寿命
で亡くなる前の10年間が、いわゆる要
介護、要支援という、健康とはいえな
い状態で続いている。これをいかに短
くするかということのほうが寿命を延
ばすことより重要であろう。そういう
認識のもとで、健康寿命の延伸をまず
最初にうたっていただきました。実際
に要介護、要支援に至る原因の20％以
上が脳卒中、心臓病なのです。ここの
改善が必要だということをアピールし
て基本法にしていただいたことになり
ます。
　池脇　私は当事者ではないのでわか
らないのですが、議員立法とうかがい
ました。先生方もおそらく与党自民党
を中心にして働きかけたのだろうと思
いますが、これは与野党関係なく、共
鳴、共感してくださる議員の方々は多
かったのではないでしょうか。
　磯部　もちろんそうです。私ども、
決起集会のようなかたちの集会を何度
か開いていて、窓口が尾辻秀久先生で、
参議院の自民党の先生が中心になって
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いただいたのですが、基本的にこれは
超党派でやっていただきました。立法
にかかわる決起集会のときには全党派
の議員さんが百数十名お集まりくださ
り、非常に盛り上がった。そういう会
を２回ほど開かせていただいて、成立
にこぎつけた次第です。
　池脇　この基本法は何なのかという
ことですが、そのあたりを説明してく
ださい。
　磯部　基本法ということですので、
基本の理念があります。要するに、全
般として健康寿命を延伸させるために
循環器病をいかに予防し、治療し、予
後をよくするかということになると思
います。まずは予防ですね。予防、啓
発。例えば、がんのほうですと、学校
の義務教育の中で対がん教育を行って
います。同じように循環器病も、予防
の教育・啓発が必要である。これは医
師には手が出せない部分です。
　診療面では循環器病の特殊性は救急
診療になります。現在、３次救急から
例えば２次救急に手術で送られてくる
とか、あまり効率的ではない部分もあ
ります。高速道路網を整備され、ヘリ
コプターも使えるようになっています。
また急性期のインターベンション治療
や緊急手術をできる施設は限られてい
ます。救急態勢をさらに整理してほし
い。
　病院も、例えば救急の循環器の病気
を考えると、急性心不全、急性心筋梗

塞、急性大動脈解離、いずれも循環器
疾患ですが、治療法が大きく違います。
インターベンション治療が必要な心筋
梗塞、緊急手術が必要な大動脈解離、
数は非常に多いのですが、そういった
特殊な手技を必ずしも必要としない心
不全が高度の医療機関に同じように搬
送されてきます。時には心不全の入院
患者が多くて、大動脈解離の患者さん
が取れない。そういう非効率なことも
起こっています。そういった状況の整
理をして、病院の機能分担が必要であ
ろう。がんのように、病院の集約化、
拠点化というのは難しいかもしれませ
んが、地域の特性を考えて、ある程度
の集約化をしていかないと診療の効率
が悪くなると思います。
　あと、リハビリテーションも非常に
現在問題がありますので、そういった
福祉にかかわるような医療の部分です
ね。
　あとは実態調査です。我々、心不全、
おおよそ100万人といいますが、実際、
何人が心筋梗塞になっているのか、心
不全になっているのか、脳卒中になっ
ているのか、実はわからないのです。
対策の立てようもありませんので、登
録をしていただく。それは国の力でや
っていただきたい。
　研究面ですが、がんはこの10年で原
因治療ができる疾患になりました。し
かし心臓病、脳卒中は根本的な治療が
あまりない。そういった研究を推進し

ていくこともこの法律の大事な部分だ
と思います。
　池脇　基本法ができても、そういう
概念的な法律ですので、実際に都道府
県レベルで動かすというと、また新た
な法律も必要なのですね。
　磯部　法律というよりは、この基本
法の条文にもありますが、循環器病対
策推進協議会という20人で成り立つ委
員会を政府に作る。それが2020年１月
に発足しています。この協議会で今後、
基本政策を作って、これは政府の閣議
決定という過程を経て、この方針を都
道府県に通達する。そうすると、今度
都道府県のほうは法律の条文に従って、
各都道府県の対策推進協議会を設置し
て、そこで実際の施策に移していく。
それぞれの都道府県の医療計画の中で
実現していくのです。
　ただ、この法律がまだ不備といいま
すか、問題もありますので、いずれは

法改正が必要になるのかもしれません。
　池脇　早ければかもしれませんが、
今年春以降に具体的なかたちで循環
器・脳卒中の新たな枠組みができて、
新しい展開が始まる可能性があると考
えてよいですか。
　磯部　コロナで協議会の議論が遅れ
てしまったのですが、今後の基本方針
が出て、やがてパブリックコメントの
募集に入る段階に来ていますので、そ
れが終わると政府の議論を経て閣議決
定というかたちで先に進んでいく＊。希
望的には今年の春から新たな体制のス
タートが切れるのではないか。そうい
ったところを期待しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊ 2020年10月27日に「循環器病対策推進
基本計画」が閣議決定され、各都道府
県に通達されている。
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いただいたのですが、基本的にこれは
超党派でやっていただきました。立法
にかかわる決起集会のときには全党派
の議員さんが百数十名お集まりくださ
り、非常に盛り上がった。そういう会
を２回ほど開かせていただいて、成立
にこぎつけた次第です。
　池脇　この基本法は何なのかという
ことですが、そのあたりを説明してく
ださい。
　磯部　基本法ということですので、
基本の理念があります。要するに、全
般として健康寿命を延伸させるために
循環器病をいかに予防し、治療し、予
後をよくするかということになると思
います。まずは予防ですね。予防、啓
発。例えば、がんのほうですと、学校
の義務教育の中で対がん教育を行って
います。同じように循環器病も、予防
の教育・啓発が必要である。これは医
師には手が出せない部分です。
　診療面では循環器病の特殊性は救急
診療になります。現在、３次救急から
例えば２次救急に手術で送られてくる
とか、あまり効率的ではない部分もあ
ります。高速道路網を整備され、ヘリ
コプターも使えるようになっています。
また急性期のインターベンション治療
や緊急手術をできる施設は限られてい
ます。救急態勢をさらに整理してほし
い。
　病院も、例えば救急の循環器の病気
を考えると、急性心不全、急性心筋梗

塞、急性大動脈解離、いずれも循環器
疾患ですが、治療法が大きく違います。
インターベンション治療が必要な心筋
梗塞、緊急手術が必要な大動脈解離、
数は非常に多いのですが、そういった
特殊な手技を必ずしも必要としない心
不全が高度の医療機関に同じように搬
送されてきます。時には心不全の入院
患者が多くて、大動脈解離の患者さん
が取れない。そういう非効率なことも
起こっています。そういった状況の整
理をして、病院の機能分担が必要であ
ろう。がんのように、病院の集約化、
拠点化というのは難しいかもしれませ
んが、地域の特性を考えて、ある程度
の集約化をしていかないと診療の効率
が悪くなると思います。
　あと、リハビリテーションも非常に
現在問題がありますので、そういった
福祉にかかわるような医療の部分です
ね。
　あとは実態調査です。我々、心不全、
おおよそ100万人といいますが、実際、
何人が心筋梗塞になっているのか、心
不全になっているのか、脳卒中になっ
ているのか、実はわからないのです。
対策の立てようもありませんので、登
録をしていただく。それは国の力でや
っていただきたい。
　研究面ですが、がんはこの10年で原
因治療ができる疾患になりました。し
かし心臓病、脳卒中は根本的な治療が
あまりない。そういった研究を推進し

ていくこともこの法律の大事な部分だ
と思います。
　池脇　基本法ができても、そういう
概念的な法律ですので、実際に都道府
県レベルで動かすというと、また新た
な法律も必要なのですね。
　磯部　法律というよりは、この基本
法の条文にもありますが、循環器病対
策推進協議会という20人で成り立つ委
員会を政府に作る。それが2020年１月
に発足しています。この協議会で今後、
基本政策を作って、これは政府の閣議
決定という過程を経て、この方針を都
道府県に通達する。そうすると、今度
都道府県のほうは法律の条文に従って、
各都道府県の対策推進協議会を設置し
て、そこで実際の施策に移していく。
それぞれの都道府県の医療計画の中で
実現していくのです。
　ただ、この法律がまだ不備といいま
すか、問題もありますので、いずれは

法改正が必要になるのかもしれません。
　池脇　早ければかもしれませんが、
今年春以降に具体的なかたちで循環
器・脳卒中の新たな枠組みができて、
新しい展開が始まる可能性があると考
えてよいですか。
　磯部　コロナで協議会の議論が遅れ
てしまったのですが、今後の基本方針
が出て、やがてパブリックコメントの
募集に入る段階に来ていますので、そ
れが終わると政府の議論を経て閣議決
定というかたちで先に進んでいく＊。希
望的には今年の春から新たな体制のス
タートが切れるのではないか。そうい
ったところを期待しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

＊ 2020年10月27日に「循環器病対策推進
基本計画」が閣議決定され、各都道府
県に通達されている。
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宮川病院内科部長
宮　川　めぐみ

（聞き手　山内俊一）

　甲状腺多発囊胞についてご教示ください。
　61歳女性、初診時高コレステロール血症で加療開始。家族歴に甲状腺癌の集
積あります（祖父、母、兄）。再診にて甲状腺に径10.0㎜の弾性腫瘍が認められ、
専門病院へ対診。甲状腺囊胞の診断のもと、経過をみることになりました。甲
状腺自己抗体は初診時（病院検査で）サイログロブリン抗体が弱陽性で、甲状
腺機能はTSHの上昇（6.0以上、F-T4、F-T3は基準値内で推移）を認めたため、チ
ラーヂンSを25μg/日補充してきました。血中サイログロブリンは50.4～43.10～
3,570と変動を認めました。現在、74歳と年齢を重ねたこともあり、2019年12
月TSH 3.51、F-T4 1.3、F-T3 2.9を確認後、チラーヂンSを中止しました。その
１カ月後、TSH 5.51、F-T4 2.9、F-T3 1.0でした。甲状腺囊胞は2020年３月のエ
コーで径5.0㎜までに縮小していました。今後のフォローアップについてご教
示ください。
 ＜京都府開業医＞

甲状腺多発囊胞

　山内　宮川先生、まず囊胞というも
のに関してですが、最近、エコーも随
分進歩してきましたから、そのあたり
の知見も含めてご解説願いたいと思い
ます。あと、囊胞とは何たるかについ
てもお願いします。
　宮川　囊胞というのは、中にコロイ
ドという水のようなものがたまった状
態で、全く心配ない良性の病変になり

ます。たまたま偶発的に頸動脈エコー
や胸部CT検査をしたときに甲状腺の
中に囊胞が見つかったというケースが
一番多いのです。ですから、囊胞があ
ったからといって何も心配はいりませ
ん。
　山内　囊胞には幾つか種類があると
みてよいのでしょうね。
　宮川　一番多いのはコロイドが貯留

した水の袋が何個かほかの画像検査で
たまたま見つかった場合です。本症例
のように経過中に自然に小さく退縮す
ることもありますが、逆に３㎝、４㎝
に増大してくると、甲状腺の被膜を緊
満させますので、痛みが出てきて病院
にいらっしゃる方もおられます。
　まれですが、囊胞形成乳頭癌といっ
て、癌でも囊胞を形成してくる特殊な
場合がありますので、それが疑われた
場合や家族歴で甲状腺癌がおられると
いう方は、専門病院で超音波検査を受
けてください。
　山内　癌は原則的に孤立性、単発と
考えてよいのですね。
　宮川　通常は単発で見つかることが
ほとんどです。
　山内　癌以外のもので良性で単発の
囊胞というのはあるのでしょうか。
　宮川　あります。多発囊胞のほうが
頻度は高いのですが、単発で１個だけ
コロイドが貯留した囊胞が見つかるこ
とがあります。頻度は多発囊胞のほう
が多いです。
　山内　少し話が戻りますが、単発の
場合、癌が少し気になるところですが、
慣れていないと、なかなかエコーでも
明確に診断できないケースもあるかと
思います。
　宮川　通常超音波検査は臨床検査技
師が行っていることが多いと思います
ので、技師の方には、囊胞だと思って
も、中に充実性の部分があったときは

要精査としてくださいと指導していま
す。そういう場合は要精査、すなわち
穿刺吸引細胞診といって、針を刺して
細胞を採取して病理検査を受けてくだ
さい。
　山内　例えば、専門医があまり周り
にいらっしゃらないような状況では、
直ちに癌を疑う場合は別ですが、フォ
ローアップという選択もあるかと思い
ますが。
　宮川　大抵はフォローアップだけで
十分なケースが多くて、間隔も１年ご
とでも十分だと思います。甲状腺癌は
ほかの癌と違って進行が遅いので、10
㎜以下の微小癌であれば１年間経過を
みたとしても心配いりません。通常の
囊胞だけの場合は、１～２年の経過で
みていけば十分です。
　山内　大きさが１㎝、２㎝になった
場合は少し危ないのでしょうね。
　宮川　囊胞の場合は心配いりません
が、充実性の結節が１㎝以上の場合は
超音波検査で悪性を疑う所見があれば、
穿刺吸引細胞診が必要となります。
　山内　さて、質問の多発性というこ
とになりますが、この場合はどういっ
た疾患を疑うべきなのでしょうか。
　宮川　多発性の囊胞で一番頻度が高
いのは、腺腫様甲状腺腫といって結節
や囊胞が甲状腺の中に多発してくるの
が一番ポピュラーな病態になります。
それは、非腫瘍性病変と病理学的にも
分類されていますので、良性の所見と
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宮川病院内科部長
宮　川　めぐみ

（聞き手　山内俊一）

　甲状腺多発囊胞についてご教示ください。
　61歳女性、初診時高コレステロール血症で加療開始。家族歴に甲状腺癌の集
積あります（祖父、母、兄）。再診にて甲状腺に径10.0㎜の弾性腫瘍が認められ、
専門病院へ対診。甲状腺囊胞の診断のもと、経過をみることになりました。甲
状腺自己抗体は初診時（病院検査で）サイログロブリン抗体が弱陽性で、甲状
腺機能はTSHの上昇（6.0以上、F-T4、F-T3は基準値内で推移）を認めたため、チ
ラーヂンSを25μg/日補充してきました。血中サイログロブリンは50.4～43.10～
3,570と変動を認めました。現在、74歳と年齢を重ねたこともあり、2019年12
月TSH 3.51、F-T4 1.3、F-T3 2.9を確認後、チラーヂンSを中止しました。その
１カ月後、TSH 5.51、F-T4 2.9、F-T3 1.0でした。甲状腺囊胞は2020年３月のエ
コーで径5.0㎜までに縮小していました。今後のフォローアップについてご教
示ください。
 ＜京都府開業医＞

甲状腺多発囊胞

　山内　宮川先生、まず囊胞というも
のに関してですが、最近、エコーも随
分進歩してきましたから、そのあたり
の知見も含めてご解説願いたいと思い
ます。あと、囊胞とは何たるかについ
てもお願いします。
　宮川　囊胞というのは、中にコロイ
ドという水のようなものがたまった状
態で、全く心配ない良性の病変になり

ます。たまたま偶発的に頸動脈エコー
や胸部CT検査をしたときに甲状腺の
中に囊胞が見つかったというケースが
一番多いのです。ですから、囊胞があ
ったからといって何も心配はいりませ
ん。
　山内　囊胞には幾つか種類があると
みてよいのでしょうね。
　宮川　一番多いのはコロイドが貯留

した水の袋が何個かほかの画像検査で
たまたま見つかった場合です。本症例
のように経過中に自然に小さく退縮す
ることもありますが、逆に３㎝、４㎝
に増大してくると、甲状腺の被膜を緊
満させますので、痛みが出てきて病院
にいらっしゃる方もおられます。
　まれですが、囊胞形成乳頭癌といっ
て、癌でも囊胞を形成してくる特殊な
場合がありますので、それが疑われた
場合や家族歴で甲状腺癌がおられると
いう方は、専門病院で超音波検査を受
けてください。
　山内　癌は原則的に孤立性、単発と
考えてよいのですね。
　宮川　通常は単発で見つかることが
ほとんどです。
　山内　癌以外のもので良性で単発の
囊胞というのはあるのでしょうか。
　宮川　あります。多発囊胞のほうが
頻度は高いのですが、単発で１個だけ
コロイドが貯留した囊胞が見つかるこ
とがあります。頻度は多発囊胞のほう
が多いです。
　山内　少し話が戻りますが、単発の
場合、癌が少し気になるところですが、
慣れていないと、なかなかエコーでも
明確に診断できないケースもあるかと
思います。
　宮川　通常超音波検査は臨床検査技
師が行っていることが多いと思います
ので、技師の方には、囊胞だと思って
も、中に充実性の部分があったときは

要精査としてくださいと指導していま
す。そういう場合は要精査、すなわち
穿刺吸引細胞診といって、針を刺して
細胞を採取して病理検査を受けてくだ
さい。
　山内　例えば、専門医があまり周り
にいらっしゃらないような状況では、
直ちに癌を疑う場合は別ですが、フォ
ローアップという選択もあるかと思い
ますが。
　宮川　大抵はフォローアップだけで
十分なケースが多くて、間隔も１年ご
とでも十分だと思います。甲状腺癌は
ほかの癌と違って進行が遅いので、10
㎜以下の微小癌であれば１年間経過を
みたとしても心配いりません。通常の
囊胞だけの場合は、１～２年の経過で
みていけば十分です。
　山内　大きさが１㎝、２㎝になった
場合は少し危ないのでしょうね。
　宮川　囊胞の場合は心配いりません
が、充実性の結節が１㎝以上の場合は
超音波検査で悪性を疑う所見があれば、
穿刺吸引細胞診が必要となります。
　山内　さて、質問の多発性というこ
とになりますが、この場合はどういっ
た疾患を疑うべきなのでしょうか。
　宮川　多発性の囊胞で一番頻度が高
いのは、腺腫様甲状腺腫といって結節
や囊胞が甲状腺の中に多発してくるの
が一番ポピュラーな病態になります。
それは、非腫瘍性病変と病理学的にも
分類されていますので、良性の所見と
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なります。
　山内　イメージとしては、腺腫様甲
状腺腫、何となく充実性の腫瘍のよう
な気がしますが、こういった囊胞が多
いケースもあるのですね。
　宮川　はい。囊胞も結節も両方多発
することが腺腫様甲状腺腫の特徴的所
見となります。
　山内　ちなみに橋本病もごつごつす
るときがありますね。こちらのほうは
あまり囊胞が出ることはないのでしょ
うか。
　宮川　橋本病の場合は自己免疫性疾
患で甲状腺組織にリンパ球浸潤とか線
維化が起こってくる病態ですが、囊胞
の出現頻度が高いということはありま
せん。
　山内　さて、よく囊胞が多発します
と、腎臓などですと腎機能低下が見ら
れます。甲状腺に関してはいかがでし
ょうか。
　宮川　甲状腺に関しては、囊胞がた
くさんあるからといって甲状腺機能低
下症になることはまずありません。囊
胞腎では腎機能が荒廃しますが、甲状
腺に囊胞が多発する遺伝的な病態はあ
りませんので、そういう機能低下は起
こりません。
　山内　治療ですが、良性ですから、
原則的には経過観察でよいと思うので
すが、美容上の問題などは出てくるの
でしょうね。
　宮川　そうですね。特に女性の方で

すと、あまりにも首のところが出っ張
って、こぶみたいになった場合は、美
容上からも治療する場合があります。
その場合は超音波検査でみながら囊胞
内に針を刺して中の液を抜きますので、
穿刺排液等ができる専門医がいるとこ
ろにいらしていただければと思います。
　山内　急速に中身が増大するといい
ますか、大きくなってくることもある
のでしょうね。
　宮川　それはたいてい囊胞内に出血
を起こしてくる場合です。出血は急に
来ますので、痛みを伴って急に腫れて
きましたと外来に来られます。
　山内　かなり大きな、例えば３㎝、
４㎝のものもあるのですか。
　宮川　３㎝、４㎝の場合もあります。
　山内　痛みはあるのでしょうか。
　宮川　そこまで大きくなってくると
痛みを伴うことが多く、抜いて減圧し
てあげると、「楽になりました」とお
っしゃいます。ただ、再貯留してくる
場合があるので、何回か排液する場合
もありますし、最終的にはエタノール
注入療法というやり方で、蛋白凝固を
起こして囊胞液が貯留しないようにす
る治療もあります。
　山内　この症例ですが、質問の方は
甲状腺機能低下も少し疑っているよう
です。この方は高齢者ですが、こうい
った方での甲状腺機能低下に関して、
最近はどういったことがいわれている
のでしょうか。

　宮川　現在、日本甲状腺学会でも臨
床課題として「潜在性甲状腺機能低下
症」について全国レベルでデータを出
して、ガイドラインづくりをしている
ところです。血液中のTSHという甲状
腺刺激ホルモンは高齢になればなるほ
ど高くなる傾向にあり、この方のよう
にTSHが6.0以上で甲状腺ホルモンは
基準値という潜在性甲状腺機能低下症
の方はけっこういらっしゃいます。
　ただし、最近の論文では、高齢者で
はTSH６までは正常と呼んでよく、実
際にアメリカやヨーロッパのガイドラ
インでは、TSHが10以上になったら治
療しましょうというぐらいに、TSHの
カットオフ値がだんだん上がってきて
います。ですので、むやみに甲状腺ホ
ルモン剤であるレボチロキシンでの治
療を早く始めて過剰治療にならないよ
うに、TSHの自然経過を見ていくのが
一番大事だと思います。
　山内　必ずしもその場合、橋本病で
はないということですね。
　宮川　はい。ただ、この方の場合、
自己抗体は初診時軽度陽性と書いてあ
り、橋本病による甲状腺機能低下症は

あると思われます。しかしそれ以外の
要因として食事性ヨウ素、特に昆布や
昆布だしを多く使うことで甲状腺機能
低下症になることがあります。時期に
よっては、冷たいおそばとかそうめん
とか、そういう昆布だしのつゆを毎日
のように使う場合は、けっこう甲状腺
機能低下症をきたすことがあります。
若い方に比べて、和風の食事を取られ
る高齢の方については、その辺の問診
も大事かと思われます。
　山内　よく話題になりますが、イソ
ジンガーグルが原因になることもあり
ますね。
　宮川　これもコロナ感染拡大に伴い、
皆さん、すごく感染防止に努めていら
っしゃると思うのですが、ポビドンヨ
ードを、うがいだけでなく、飲んでし
まうことがけっこうあります。１日３
回とかうがいをしていますと、一部の
方では甲状腺機能低下症になります。
ですから、「イソジンガーグルで、う
がいをしていませんか」と一言聞いて
確認されたほうがいいかと思われます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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なります。
　山内　イメージとしては、腺腫様甲
状腺腫、何となく充実性の腫瘍のよう
な気がしますが、こういった囊胞が多
いケースもあるのですね。
　宮川　はい。囊胞も結節も両方多発
することが腺腫様甲状腺腫の特徴的所
見となります。
　山内　ちなみに橋本病もごつごつす
るときがありますね。こちらのほうは
あまり囊胞が出ることはないのでしょ
うか。
　宮川　橋本病の場合は自己免疫性疾
患で甲状腺組織にリンパ球浸潤とか線
維化が起こってくる病態ですが、囊胞
の出現頻度が高いということはありま
せん。
　山内　さて、よく囊胞が多発します
と、腎臓などですと腎機能低下が見ら
れます。甲状腺に関してはいかがでし
ょうか。
　宮川　甲状腺に関しては、囊胞がた
くさんあるからといって甲状腺機能低
下症になることはまずありません。囊
胞腎では腎機能が荒廃しますが、甲状
腺に囊胞が多発する遺伝的な病態はあ
りませんので、そういう機能低下は起
こりません。
　山内　治療ですが、良性ですから、
原則的には経過観察でよいと思うので
すが、美容上の問題などは出てくるの
でしょうね。
　宮川　そうですね。特に女性の方で

すと、あまりにも首のところが出っ張
って、こぶみたいになった場合は、美
容上からも治療する場合があります。
その場合は超音波検査でみながら囊胞
内に針を刺して中の液を抜きますので、
穿刺排液等ができる専門医がいるとこ
ろにいらしていただければと思います。
　山内　急速に中身が増大するといい
ますか、大きくなってくることもある
のでしょうね。
　宮川　それはたいてい囊胞内に出血
を起こしてくる場合です。出血は急に
来ますので、痛みを伴って急に腫れて
きましたと外来に来られます。
　山内　かなり大きな、例えば３㎝、
４㎝のものもあるのですか。
　宮川　３㎝、４㎝の場合もあります。
　山内　痛みはあるのでしょうか。
　宮川　そこまで大きくなってくると
痛みを伴うことが多く、抜いて減圧し
てあげると、「楽になりました」とお
っしゃいます。ただ、再貯留してくる
場合があるので、何回か排液する場合
もありますし、最終的にはエタノール
注入療法というやり方で、蛋白凝固を
起こして囊胞液が貯留しないようにす
る治療もあります。
　山内　この症例ですが、質問の方は
甲状腺機能低下も少し疑っているよう
です。この方は高齢者ですが、こうい
った方での甲状腺機能低下に関して、
最近はどういったことがいわれている
のでしょうか。

　宮川　現在、日本甲状腺学会でも臨
床課題として「潜在性甲状腺機能低下
症」について全国レベルでデータを出
して、ガイドラインづくりをしている
ところです。血液中のTSHという甲状
腺刺激ホルモンは高齢になればなるほ
ど高くなる傾向にあり、この方のよう
にTSHが6.0以上で甲状腺ホルモンは
基準値という潜在性甲状腺機能低下症
の方はけっこういらっしゃいます。
　ただし、最近の論文では、高齢者で
はTSH６までは正常と呼んでよく、実
際にアメリカやヨーロッパのガイドラ
インでは、TSHが10以上になったら治
療しましょうというぐらいに、TSHの
カットオフ値がだんだん上がってきて
います。ですので、むやみに甲状腺ホ
ルモン剤であるレボチロキシンでの治
療を早く始めて過剰治療にならないよ
うに、TSHの自然経過を見ていくのが
一番大事だと思います。
　山内　必ずしもその場合、橋本病で
はないということですね。
　宮川　はい。ただ、この方の場合、
自己抗体は初診時軽度陽性と書いてあ
り、橋本病による甲状腺機能低下症は

あると思われます。しかしそれ以外の
要因として食事性ヨウ素、特に昆布や
昆布だしを多く使うことで甲状腺機能
低下症になることがあります。時期に
よっては、冷たいおそばとかそうめん
とか、そういう昆布だしのつゆを毎日
のように使う場合は、けっこう甲状腺
機能低下症をきたすことがあります。
若い方に比べて、和風の食事を取られ
る高齢の方については、その辺の問診
も大事かと思われます。
　山内　よく話題になりますが、イソ
ジンガーグルが原因になることもあり
ますね。
　宮川　これもコロナ感染拡大に伴い、
皆さん、すごく感染防止に努めていら
っしゃると思うのですが、ポビドンヨ
ードを、うがいだけでなく、飲んでし
まうことがけっこうあります。１日３
回とかうがいをしていますと、一部の
方では甲状腺機能低下症になります。
ですから、「イソジンガーグルで、う
がいをしていませんか」と一言聞いて
確認されたほうがいいかと思われます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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獨協医科大学腎臓・高血圧内科教授
石　光　俊　彦

（聞き手　池田志斈）

　サイアザイド系利尿薬と皮膚癌（基底細胞癌と扁平上皮癌）の増加について
ご教示ください。
　ヒドロクロロチアジドの使用でSCC口唇癌が2.1倍、25,000㎎を超える高用量
使用では、3.9倍の頻度で発生するといわれます。また、明白な用量依存性の
増加があり、総投与量が100,000㎎を超えると7.7倍の頻度であるといわれます。
日本で一番使用されるトリクロルメチアジドは、光線過敏症の副作用はヒドロ
クロロチアジドより少ないといわれます。また、白人種と有色人種の差もある
のでしょうか。サイアザイド系利尿薬、特にトリクロルメチアジドの使用につ
いて注意点をご教示ください。減塩ができず浮腫をきたす本態性高血圧の高齢
者にはよい適応と思いますが、対応はいかがでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

サイアザイド系利尿薬と皮膚癌の増加

　池田　サイアザイド系利尿薬と皮膚
癌、特に基底細胞癌と扁平上皮癌の増
加についての質問です。ご質問にはヒ
ドロクロロチアジドの使用でSCC口唇
癌が2.1倍などありますが、これはどの
ような統計なのでしょうか。
　石光　サイアザイド系利尿薬と皮膚
癌の関係については以前からいろいろ
調べられていて、発癌性が有意に出た
り、有意でなかったりという成績が混
ざっていて、はっきりとした結論は出

されていません。発癌性があるかどう
かを明らかにすることを目的として行
われた試験はありませんので、ほかの
目的で行われた降圧薬、主に高血圧の
臨床試験をあとから解析して、副作用
の発現がどうであったかということを
解析した成績で検討されています。
　今まではあまり有意なものが目立つ
ような状況ではなかったのですが、
2018年にデンマークから２つほど有意
な関係性を認めた報告が出されたため、

添付文書にも注意書きとして、こうい
う成績があるということが示されてい
るのが現在の状況であると思います。
　池田　デンマークのデータをもとに、
日本のサイアザイド系利尿薬の添付文
書も変わったということですね。
　石光　そうですね。そのような報告
があることが注意書きの端のほうに括
弧書きでつけ加えられたという経緯で
す。
　池田　そういう意味でこの質問が来
ているのですね。では、デンマーク以
外でこういう解析をされている国はあ
るのでしょうか。
　石光　今までは比較的報告が出てい
る国が偏っていて、デンマークのほか
にはスウェーデン、スコットランド、
オランダなどの国で成績が出されてお
り、アメリカでも２、３報告されてい
ます。アジアでは台湾で一つ成績が出
されていますが、こちらでは有意な結
果にはなっていません。概して、有意
であったり、有意でなかったりという
ことで、メタ解析では今まではあまり
有意な結果にはなっていなかったとい
う状況です。
　池田　それぞれの研究によって結論
が様々なので、今のところは本当に発
癌性があるという結論はないというこ
とですね。
　石光　そういう状況であると思いま
す。
　池田　北欧といいますと、もともと

紫外線が弱いような国だと感じるので
すが、発癌の機序はわかっているので
しょうか。
　石光　考えられていることは、まず
サイアザイド系利尿薬の副作用の一つ
に光線過敏症というものがあります。
日光に当たると皮膚炎が起こるという
ことで、そんなに多い副作用ではない
のですが、一つには皮膚に到達した薬
剤が紫外線に曝露すると、フリーラジ
カル、酸化ストレスが生じ、それが
DNAを損傷して発癌のリスクを高め
ると考えられています。もう一つはや
はり紫外線で変性した薬剤がハプテン
になって蛋白と結合して、マクロファ
ージやT cellなど免疫系を刺激して、
サイトカイン産生などにより炎症を惹
起し、それによって発癌を促進する可
能性があることが想定されています。
　池田　やはり紫外線が関与している
ということですね。
　石光　そうですね。薬剤が存在する
ことに加えて、紫外線が当たることに
より、光感作（photosensitization）、
あるいは光化学毒性（photochemical 
toxicity）といわれる機序になると考
えられます。
　池田　高血圧の薬はほかにもいろい
ろありますが、光化学毒性は報告され
ているのでしょうか。
　石光　今回はサイアザイド系利尿薬
に関する質問ですが、そのほかにも降
圧薬についていえば、Ca拮抗薬とかβ
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獨協医科大学腎臓・高血圧内科教授
石　光　俊　彦

（聞き手　池田志斈）

　サイアザイド系利尿薬と皮膚癌（基底細胞癌と扁平上皮癌）の増加について
ご教示ください。
　ヒドロクロロチアジドの使用でSCC口唇癌が2.1倍、25,000㎎を超える高用量
使用では、3.9倍の頻度で発生するといわれます。また、明白な用量依存性の
増加があり、総投与量が100,000㎎を超えると7.7倍の頻度であるといわれます。
日本で一番使用されるトリクロルメチアジドは、光線過敏症の副作用はヒドロ
クロロチアジドより少ないといわれます。また、白人種と有色人種の差もある
のでしょうか。サイアザイド系利尿薬、特にトリクロルメチアジドの使用につ
いて注意点をご教示ください。減塩ができず浮腫をきたす本態性高血圧の高齢
者にはよい適応と思いますが、対応はいかがでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

サイアザイド系利尿薬と皮膚癌の増加

　池田　サイアザイド系利尿薬と皮膚
癌、特に基底細胞癌と扁平上皮癌の増
加についての質問です。ご質問にはヒ
ドロクロロチアジドの使用でSCC口唇
癌が2.1倍などありますが、これはどの
ような統計なのでしょうか。
　石光　サイアザイド系利尿薬と皮膚
癌の関係については以前からいろいろ
調べられていて、発癌性が有意に出た
り、有意でなかったりという成績が混
ざっていて、はっきりとした結論は出

されていません。発癌性があるかどう
かを明らかにすることを目的として行
われた試験はありませんので、ほかの
目的で行われた降圧薬、主に高血圧の
臨床試験をあとから解析して、副作用
の発現がどうであったかということを
解析した成績で検討されています。
　今まではあまり有意なものが目立つ
ような状況ではなかったのですが、
2018年にデンマークから２つほど有意
な関係性を認めた報告が出されたため、

添付文書にも注意書きとして、こうい
う成績があるということが示されてい
るのが現在の状況であると思います。
　池田　デンマークのデータをもとに、
日本のサイアザイド系利尿薬の添付文
書も変わったということですね。
　石光　そうですね。そのような報告
があることが注意書きの端のほうに括
弧書きでつけ加えられたという経緯で
す。
　池田　そういう意味でこの質問が来
ているのですね。では、デンマーク以
外でこういう解析をされている国はあ
るのでしょうか。
　石光　今までは比較的報告が出てい
る国が偏っていて、デンマークのほか
にはスウェーデン、スコットランド、
オランダなどの国で成績が出されてお
り、アメリカでも２、３報告されてい
ます。アジアでは台湾で一つ成績が出
されていますが、こちらでは有意な結
果にはなっていません。概して、有意
であったり、有意でなかったりという
ことで、メタ解析では今まではあまり
有意な結果にはなっていなかったとい
う状況です。
　池田　それぞれの研究によって結論
が様々なので、今のところは本当に発
癌性があるという結論はないというこ
とですね。
　石光　そういう状況であると思いま
す。
　池田　北欧といいますと、もともと

紫外線が弱いような国だと感じるので
すが、発癌の機序はわかっているので
しょうか。
　石光　考えられていることは、まず
サイアザイド系利尿薬の副作用の一つ
に光線過敏症というものがあります。
日光に当たると皮膚炎が起こるという
ことで、そんなに多い副作用ではない
のですが、一つには皮膚に到達した薬
剤が紫外線に曝露すると、フリーラジ
カル、酸化ストレスが生じ、それが
DNAを損傷して発癌のリスクを高め
ると考えられています。もう一つはや
はり紫外線で変性した薬剤がハプテン
になって蛋白と結合して、マクロファ
ージやT cellなど免疫系を刺激して、
サイトカイン産生などにより炎症を惹
起し、それによって発癌を促進する可
能性があることが想定されています。
　池田　やはり紫外線が関与している
ということですね。
　石光　そうですね。薬剤が存在する
ことに加えて、紫外線が当たることに
より、光感作（photosensitization）、
あるいは光化学毒性（photochemical 
toxicity）といわれる機序になると考
えられます。
　池田　高血圧の薬はほかにもいろい
ろありますが、光化学毒性は報告され
ているのでしょうか。
　石光　今回はサイアザイド系利尿薬
に関する質問ですが、そのほかにも降
圧薬についていえば、Ca拮抗薬とかβ
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遮断薬で同じように皮膚癌のリスクが
高くなるのではないかという成績が一
部示されています。降圧薬以外でも、
例えばNSAIDsやキノロン系の抗菌薬、
抗うつ薬、抗真菌薬などで、やはり光
化学毒性によって発癌を高める可能性
があることが指摘されています。
　池田　高血圧の方でいろいろな薬を
併用している方がいらっしゃいますよ
ね。そうすると、どれが原因なのかは
わかりづらいのではないかと思うので
すが。
　石光　そのとおりです。最近ではス
タチンなども光化学毒性の可能性があ
ることが指摘されていますので、同じ
生活習慣病で原因となるような薬は複
数考えられると思います。
　池田　そういったことも含めて、な
かなか解析の結果が一致しないという
ことですね。
　石光　はい。
　池田　この質問でも、総投与量がと
いうお話が出ているのですが、実際に
先生方が使われるとき、こういったこ
とを気にされて薬を出されているので
しょうか。
　石光　今まではあまりサイアザイド
系利尿薬と皮膚癌の関係が注目されて
いなかったので、総投与量についても
あまり注意が払われていなかったと思
うのですが、一つバイアスとして可能
性があるのが、総投与量が多いという
ことは長期間、診療を受けているとい

うことになりますので、診療している
期間が長ければ、その間に皮膚癌が発
生し診断される確率も高くなると考え
られます。これに対し対照群では、診
療・観察期間が短ければそのような機
会が少なくバイアスになっている可能
性があることが指摘されています。
　そもそも高血圧患者さんは定期的に
病院に通院していますので、医師の診
察を受ける機会も多く、皮膚癌が発見
される頻度も相対的に多いのではない
かと考えられています。
　池田　コントロールは血圧が正常な
方ですね。
　石光　そうですね。多くは正常な人
をコントロールとしているので、観察
されている期間が違うということがバ
イアスの可能性として挙げられていま
す。
　池田　バイアスに関して、年齢的な
要素はあるのでしょうか。
　石光　高血圧は成人病の一つですの
で、高齢者に多いということもあり、
当然対照群に比べて年齢が高くなって
いる場合があります。そのような研究
では、高齢者、年齢が高いということ
がバイアスになっていると思います。
　池田　それに比較して、コントロー
ルを設定するのはなかなか難しいので
すが、同じ年齢の正常な血圧の方たち
をコントロールにするというと、それ
はちょっとフォローアップできません
ね。

　石光　そうですね。ですから、近年
ではほかの目的で行われた高血圧の臨
床試験で、降圧薬が投与されていない
群を設けるのは倫理的に難しいため、
ほかの降圧薬が投与されたような研究
において、後ろ向きに検討するという
ような解析ができるかと思います。
　池田　なるほど。そこで年齢や環境
をマッチングさせていくということで
すね。なかなか難しい作業ですね。
　質問で最後に、減塩ができないで浮
腫をきたす本態性高血圧の高齢者には、
サイアザイド系利尿薬はよい適応かと
思います、とあります。先生方は実際
にARBやCa拮抗剤を含めて、どのよ
うにサイアザイド系利尿薬を使われて
いるのでしょうか。
　石光　サイアザイド系利尿薬は非常
に歴史が長く、脳心血管イベント抑制
効果に関しエビデンスが確立されてい
ます。すなわち、脳卒中や冠動脈疾患
を数十％抑制するということが明らか
に示されています。したがいまして、
ガイドラインでも第一選択薬として推
奨されているのですが、現在多く用い
られている降圧薬はCa拮抗薬とARB
だと思います。Ca拮抗薬、ARBに比
べると、利尿薬は副作用を経験するこ
とが多いというデメリットがあります。

低カリウム血症、糖・脂質代謝の異常
や血清尿酸値の上昇が少なからぬ頻度
で起こってきます。また、夏場は脱水
に注意が必要といった、いろいろと副
作用の発現に注意を要することが多い
ので、一般的に副作用が少なく使いや
すいCa拮抗薬とARBを中心に使って、
それで血圧が十分に下がらない場合に
はサイアザイド系利尿薬を追加するの
が安全かつ効果的であると思います。
　池田　イメージすると、ARBあるい
はCa拮抗剤をベースにしておいて、ず
っとそこにアドオンするのではなくて、
乗っけたり引いたり、そういう感じで
サイアザイド系利尿薬を使うのでしょ
うか。
　石光　そういう患者さんもおられま
す。具体的には、高齢者で、夏場に脱
水を起こしやすいような人は、春、秋、
冬は利尿薬を併用するけれども、夏の
間は利尿薬を投与しないとか、利尿薬
が入っている合剤を用い、それを利尿
薬の入っていない単剤にスイッチする
ことによって夏場の利尿薬による過度
の脱水を予防するというような治療が
行われることもあります。
　池田　その方の状態、あるいは季節
によっても変えていくということです
ね。ありがとうございました。
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遮断薬で同じように皮膚癌のリスクが
高くなるのではないかという成績が一
部示されています。降圧薬以外でも、
例えばNSAIDsやキノロン系の抗菌薬、
抗うつ薬、抗真菌薬などで、やはり光
化学毒性によって発癌を高める可能性
があることが指摘されています。
　池田　高血圧の方でいろいろな薬を
併用している方がいらっしゃいますよ
ね。そうすると、どれが原因なのかは
わかりづらいのではないかと思うので
すが。
　石光　そのとおりです。最近ではス
タチンなども光化学毒性の可能性があ
ることが指摘されていますので、同じ
生活習慣病で原因となるような薬は複
数考えられると思います。
　池田　そういったことも含めて、な
かなか解析の結果が一致しないという
ことですね。
　石光　はい。
　池田　この質問でも、総投与量がと
いうお話が出ているのですが、実際に
先生方が使われるとき、こういったこ
とを気にされて薬を出されているので
しょうか。
　石光　今まではあまりサイアザイド
系利尿薬と皮膚癌の関係が注目されて
いなかったので、総投与量についても
あまり注意が払われていなかったと思
うのですが、一つバイアスとして可能
性があるのが、総投与量が多いという
ことは長期間、診療を受けているとい

うことになりますので、診療している
期間が長ければ、その間に皮膚癌が発
生し診断される確率も高くなると考え
られます。これに対し対照群では、診
療・観察期間が短ければそのような機
会が少なくバイアスになっている可能
性があることが指摘されています。
　そもそも高血圧患者さんは定期的に
病院に通院していますので、医師の診
察を受ける機会も多く、皮膚癌が発見
される頻度も相対的に多いのではない
かと考えられています。
　池田　コントロールは血圧が正常な
方ですね。
　石光　そうですね。多くは正常な人
をコントロールとしているので、観察
されている期間が違うということがバ
イアスの可能性として挙げられていま
す。
　池田　バイアスに関して、年齢的な
要素はあるのでしょうか。
　石光　高血圧は成人病の一つですの
で、高齢者に多いということもあり、
当然対照群に比べて年齢が高くなって
いる場合があります。そのような研究
では、高齢者、年齢が高いということ
がバイアスになっていると思います。
　池田　それに比較して、コントロー
ルを設定するのはなかなか難しいので
すが、同じ年齢の正常な血圧の方たち
をコントロールにするというと、それ
はちょっとフォローアップできません
ね。

　石光　そうですね。ですから、近年
ではほかの目的で行われた高血圧の臨
床試験で、降圧薬が投与されていない
群を設けるのは倫理的に難しいため、
ほかの降圧薬が投与されたような研究
において、後ろ向きに検討するという
ような解析ができるかと思います。
　池田　なるほど。そこで年齢や環境
をマッチングさせていくということで
すね。なかなか難しい作業ですね。
　質問で最後に、減塩ができないで浮
腫をきたす本態性高血圧の高齢者には、
サイアザイド系利尿薬はよい適応かと
思います、とあります。先生方は実際
にARBやCa拮抗剤を含めて、どのよ
うにサイアザイド系利尿薬を使われて
いるのでしょうか。
　石光　サイアザイド系利尿薬は非常
に歴史が長く、脳心血管イベント抑制
効果に関しエビデンスが確立されてい
ます。すなわち、脳卒中や冠動脈疾患
を数十％抑制するということが明らか
に示されています。したがいまして、
ガイドラインでも第一選択薬として推
奨されているのですが、現在多く用い
られている降圧薬はCa拮抗薬とARB
だと思います。Ca拮抗薬、ARBに比
べると、利尿薬は副作用を経験するこ
とが多いというデメリットがあります。

低カリウム血症、糖・脂質代謝の異常
や血清尿酸値の上昇が少なからぬ頻度
で起こってきます。また、夏場は脱水
に注意が必要といった、いろいろと副
作用の発現に注意を要することが多い
ので、一般的に副作用が少なく使いや
すいCa拮抗薬とARBを中心に使って、
それで血圧が十分に下がらない場合に
はサイアザイド系利尿薬を追加するの
が安全かつ効果的であると思います。
　池田　イメージすると、ARBあるい
はCa拮抗剤をベースにしておいて、ず
っとそこにアドオンするのではなくて、
乗っけたり引いたり、そういう感じで
サイアザイド系利尿薬を使うのでしょ
うか。
　石光　そういう患者さんもおられま
す。具体的には、高齢者で、夏場に脱
水を起こしやすいような人は、春、秋、
冬は利尿薬を併用するけれども、夏の
間は利尿薬を投与しないとか、利尿薬
が入っている合剤を用い、それを利尿
薬の入っていない単剤にスイッチする
ことによって夏場の利尿薬による過度
の脱水を予防するというような治療が
行われることもあります。
　池田　その方の状態、あるいは季節
によっても変えていくということです
ね。ありがとうございました。
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東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科教授
榊　原　隆　次

（聞き手　山内俊一）

　右視床出血後の高齢の女性患者で頻尿になられた方がいました。一人は残尿
が多く200mL以上あり、もう一人の方は残尿が20mL以下とほとんどありませ
んでした。どちらも神経因性膀胱と考えていますが、発症メカニズムと治療お
よび対処法についてご教示ください。
 ＜京都府勤務医＞

視床出血後の頻尿

　山内　榊原先生、中枢疾患、まず脳
卒中全体でですが、こういった排尿の
障害は多いものなのでしょうか。
　榊原　脳卒中も幅広く取りまして、
例えば目にだけ症状が出るような、そ
ういう特殊例まで含めますと、全体の
５割ぐらいの方が頻尿を持っておられ
ます。頻尿、尿失禁ですね。
　山内　けっこう多いですね。
　榊原　そうですね。
　山内　そうしますと、我々、排尿障
害というと、つい膀胱とか脊髄とか、
そっちのほうにいきますが、常に脳は
マークしなければならないことになり
ますね。
　榊原　そうですね。
　山内　質問では視床ということです

が、脳卒中の中で視床が特に多いとい
うことはあるのでしょうか。
　榊原　特に視床が多いとは言い切れ
ないと思うのですが、ただ、広く視床
まで含めた基底核のあたりでは、ラク
ナ梗塞、または小出血でも頻尿が出る
場合が知られておりまして、かかわっ
ているのだと思います。
　山内　そうしますと、視床というよ
りも、比較的広範囲ですか、サイズの
大きいものでしたら出てきやすいと考
えてよいのですか。
　榊原　そう言えるのではないでしょ
うか。一般に、よくイメージする脳梗
塞だと、例えば５㎝ぐらいの脳梗塞の
方が多いです。そういう方では、特に
病気が脳の前半部、前頭葉のあたりに

ある方は頻尿が必発です。
　山内　このご質問は出血なのですが、
梗塞と出血で、出血のほうが多いとい
うことはあるのでしょうか。
　榊原　出血のほうがやや排尿の症状
の頻度が多いようです。
　山内　これもサイズが大きくなるか
らと考えてよいのですね。
　榊原　問題かもしれませんね。
　山内　もう一つ、最近話題になって
います大脳白質病変ですが、これは隠
れ脳梗塞とも呼ばれていますが、こち
らでも来ると考えてよいのですか。
　榊原　まさに先生がご指摘されたと
おりで、隠れ脳梗塞の方、肉眼でわか
るような中等度以上の方につきまして
は、８割以上の方が頻尿を持っている
と思います。年配の方に多い隠れ脳梗
塞なので、年配の方の頻尿、尿失禁の
原因にもなっているのではないでしょ
うか。
　山内　そうしますと、基底核あたり
に絡む、そのあたりにかかっているよ
うな病変は要注意と考えてよいのです
ね。
　榊原　そうとも言えると思います。
　山内　メカニズムの質問なのですが、
一般的にはどういったものが多いので
しょうか。
　榊原　正常なかたちになりますが、
排尿の反射というものがあって、膀胱
の刺激がいったん脳幹まで行って戻る
ような反射をもともと我々は持ってい

ます。これを大脳、前頭葉や基底核が
それを抑えるように働いていまして、
ある種その抑えがきかなくなるといい
ますか、そのために回路が回ってしま
って近くなるのだろうと考えられてい
ます。
　山内　ご質問は神経因性膀胱ですが、
おなじみのものに過活動膀胱というの
が最近出てまいりました。両者は併存
することも多いようなのですが、神経
学的に見た場合はこれはどう解釈され
るのでしょうか。
　榊原　過活動膀胱はとても広い言葉
ですが、私どもの経験を含めますと、
60歳以上の方、年配の方の過活動は脳
から来ていることが多いのではないで
しょうか。と申しますのも、先ほどの
隠れ脳梗塞の頻度がとても多く、年配
の方の頻尿、尿失禁の原因になってい
るのではないでしょうか。
　山内　そのあたりは重要なポイント
になりますね。
　榊原　はい。
　山内　あと、排尿障害といいますと、
もう一つは尿意を催さないということ
もあるように思います。こちらこそ脳
が絡みそうなのですが、いかがでしょ
うか。
　榊原　細かくなりますが、２つある
かと思いまして、１つはとても過活動
が強くて、ある程度たまった途端にピ
ュッと出てしまう。これは尿意がない
と表現される場合もあります。とても
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東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科教授
榊　原　隆　次

（聞き手　山内俊一）

　右視床出血後の高齢の女性患者で頻尿になられた方がいました。一人は残尿
が多く200mL以上あり、もう一人の方は残尿が20mL以下とほとんどありませ
んでした。どちらも神経因性膀胱と考えていますが、発症メカニズムと治療お
よび対処法についてご教示ください。
 ＜京都府勤務医＞

視床出血後の頻尿

　山内　榊原先生、中枢疾患、まず脳
卒中全体でですが、こういった排尿の
障害は多いものなのでしょうか。
　榊原　脳卒中も幅広く取りまして、
例えば目にだけ症状が出るような、そ
ういう特殊例まで含めますと、全体の
５割ぐらいの方が頻尿を持っておられ
ます。頻尿、尿失禁ですね。
　山内　けっこう多いですね。
　榊原　そうですね。
　山内　そうしますと、我々、排尿障
害というと、つい膀胱とか脊髄とか、
そっちのほうにいきますが、常に脳は
マークしなければならないことになり
ますね。
　榊原　そうですね。
　山内　質問では視床ということです

が、脳卒中の中で視床が特に多いとい
うことはあるのでしょうか。
　榊原　特に視床が多いとは言い切れ
ないと思うのですが、ただ、広く視床
まで含めた基底核のあたりでは、ラク
ナ梗塞、または小出血でも頻尿が出る
場合が知られておりまして、かかわっ
ているのだと思います。
　山内　そうしますと、視床というよ
りも、比較的広範囲ですか、サイズの
大きいものでしたら出てきやすいと考
えてよいのですか。
　榊原　そう言えるのではないでしょ
うか。一般に、よくイメージする脳梗
塞だと、例えば５㎝ぐらいの脳梗塞の
方が多いです。そういう方では、特に
病気が脳の前半部、前頭葉のあたりに

ある方は頻尿が必発です。
　山内　このご質問は出血なのですが、
梗塞と出血で、出血のほうが多いとい
うことはあるのでしょうか。
　榊原　出血のほうがやや排尿の症状
の頻度が多いようです。
　山内　これもサイズが大きくなるか
らと考えてよいのですね。
　榊原　問題かもしれませんね。
　山内　もう一つ、最近話題になって
います大脳白質病変ですが、これは隠
れ脳梗塞とも呼ばれていますが、こち
らでも来ると考えてよいのですか。
　榊原　まさに先生がご指摘されたと
おりで、隠れ脳梗塞の方、肉眼でわか
るような中等度以上の方につきまして
は、８割以上の方が頻尿を持っている
と思います。年配の方に多い隠れ脳梗
塞なので、年配の方の頻尿、尿失禁の
原因にもなっているのではないでしょ
うか。
　山内　そうしますと、基底核あたり
に絡む、そのあたりにかかっているよ
うな病変は要注意と考えてよいのです
ね。
　榊原　そうとも言えると思います。
　山内　メカニズムの質問なのですが、
一般的にはどういったものが多いので
しょうか。
　榊原　正常なかたちになりますが、
排尿の反射というものがあって、膀胱
の刺激がいったん脳幹まで行って戻る
ような反射をもともと我々は持ってい

ます。これを大脳、前頭葉や基底核が
それを抑えるように働いていまして、
ある種その抑えがきかなくなるといい
ますか、そのために回路が回ってしま
って近くなるのだろうと考えられてい
ます。
　山内　ご質問は神経因性膀胱ですが、
おなじみのものに過活動膀胱というの
が最近出てまいりました。両者は併存
することも多いようなのですが、神経
学的に見た場合はこれはどう解釈され
るのでしょうか。
　榊原　過活動膀胱はとても広い言葉
ですが、私どもの経験を含めますと、
60歳以上の方、年配の方の過活動は脳
から来ていることが多いのではないで
しょうか。と申しますのも、先ほどの
隠れ脳梗塞の頻度がとても多く、年配
の方の頻尿、尿失禁の原因になってい
るのではないでしょうか。
　山内　そのあたりは重要なポイント
になりますね。
　榊原　はい。
　山内　あと、排尿障害といいますと、
もう一つは尿意を催さないということ
もあるように思います。こちらこそ脳
が絡みそうなのですが、いかがでしょ
うか。
　榊原　細かくなりますが、２つある
かと思いまして、１つはとても過活動
が強くて、ある程度たまった途端にピ
ュッと出てしまう。これは尿意がない
と表現される場合もあります。とても
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近い状態ですね。こういう方も多いで
す。
　もう一つは、少々まれなほうになり
ますが、前頭葉の病気などでは本当に
失禁をして初めて気がつき、驚かれる
方がいます。認知症なのではありませ
ん。特殊な状態では、前頭葉の病気で
尿意だけが低下することもあります。
ただ、少数派で、一般には過活動その
ものが高まりすぎてしまって、たまっ
た途端にピュッと出てしまうほうが多
いと思います。
　山内　頻度としてはまれなほうと考
えてよいですね。
　榊原　そうですね。
　山内　脳の問題となりますと、当然
意識障害といったものも出てくるかも
しれませんが、こういった場合の排尿
障害というのはどうなのでしょうか。
　榊原　鋭い質問ですが、この領域の
報告はごく限られています。と申しま
すのは、急場、意識障害がある、強い
麻痺があったり、痙攣があったり、と
ても膀胱どころではないということが
ありまして、患者さんを助けるために
まずバルーンが入ってしまうのです。
　山内　確かにそうです。
　榊原　ということで、その間の様子
はわからないのです。バルーンが抜け
る頃になってようやくこのことが問題
になり、いかに抜こうか、ということ
になるかと思います。
　山内　このあたりは本当に難しい、

検査ができないということですね。
　もう一つ、脳の絡みで認知症があり
ます。このケースもまた複雑かと思う
のですが、どのあたりまでわかってい
るのでしょうか。
　榊原　一般に言えることは、まず年
配の方、70代、80代の方ではベースに
過活動、脳から来る膀胱の高まりをほ
ぼ必発で持っています。さらにそこに、
例えばアルツハイマーがあると、認知
の関係でそれを伝えることが難しくな
ります。本当は過活動も持っているの
ですが、教えることができない状態で
すね。きょとんとされていたり、失禁
を教えてくださらなかったり、さらに
複雑になろうかと思います。ただ、ベ
ースには過活動を持っていることが多
いと思いまして、そこは治療ができる
ところではないでしょうか。
　山内　いずれにしても、高齢者の場
合だと、先ほどからの隠れ脳梗塞プラ
ス認知症は常にマークして考えなけれ
ばならないですね。
　榊原　そう思います。
　山内　さて、治療になりますが、先
生方はこういったケースをみられたと
きに、まず治療薬としてどういったも
のを使われますか。
　榊原　ゴールドスタンダードは抗コ
リン薬でいろいろな薬があるのです。
最近、先ほどお話に出ました認知の関
係で、抗コリンはやや慎重に使わなけ
ればいけなくなってきています。そう

いう面では新しい薬であるβ3の選択
的な薬で、ミラベグロンなどの薬があ
りますから、年配の方ではこれを選ば
れることが多くなってきていると思い
ます。
　山内　ミラベグロンといいますと、
イメージ的には膀胱、末梢神経に効く
ような感じがしますが、これがまず使
われるということですね。
　榊原　そうですね。使えるものでは
末梢の薬が圧倒的に多いです。中枢は
まだまだこれからの領域で、例えば神
経内科の病気になりますが、筋無力症
で頻尿がある方は抗コリン薬は禁忌に
なっているものですから、ある種の抗
うつ薬で膀胱を広げることがいい場合
もあります。ただ、慎重に使わないと
いけないかと思います。
　山内　やや専門的な使い方になるの
ですね。２番手に使われるとしたら、
どういった治療になりますか。
　榊原　今度は別の機序になりますが、
夜間多尿という言葉があり、１日1,500 
mLのうち夜間に1,000mL出てしまうよ
うな方がいます。こういった方の場合、
抗利尿ホルモン薬デスモプレシンがあ
り、今は男性だけしか保険が通ってい
ませんが、とてもいい場合があります。
女性の場合にはデスモプレシンのスプ
レーというものが以前からあり、尿崩
症の薬ですが、慎重に使うととても喜
ばれます。いい薬だと思います。
　山内　新しいほうは錠剤ですか。

　榊原　そうですね。
　山内　それはなかなか使いやすくな
っているのですね。
　榊原　はい。
　山内　あと、最近の話題となってい
る治療法としてトライアル的なものは
何かあるでしょうか。
　榊原　神経因性膀胱で難治性の方、
例えば脊髄の方、パーキンソンのかな
り難しい方の場合、２つあります。１
つがA型ボツリヌス毒素製剤のボトッ
クスというもので、泌尿器の医師に膀
胱に注射をしてもらうと、とても効果
があります。
　もう一つは、ちょっと意外な感じを
持たれるかもしれませんが、膀胱のペ
ースメーカーなるものがあるのです。
下腹部のところにペースメーカーのよ
うなものがあり、仙骨部のところを電
気刺激しますと膀胱がすごくよくなり
ます。こういったものも保険が通って
います。ただ、まだ適応は限られるか
と思いますので、様子を見ながらとい
うことになると思います。
　山内　電極みたいなものを手術的に
どこかに入れるかたちになるのですか。
　榊原　はい。
　山内　それはなかなか先端的ですね。
これからさらに進展する可能性もある
ということですね。
　榊原　はい。
　山内　最後に、日常生活的に注意す
べきこととして何かありますか。
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近い状態ですね。こういう方も多いで
す。
　もう一つは、少々まれなほうになり
ますが、前頭葉の病気などでは本当に
失禁をして初めて気がつき、驚かれる
方がいます。認知症なのではありませ
ん。特殊な状態では、前頭葉の病気で
尿意だけが低下することもあります。
ただ、少数派で、一般には過活動その
ものが高まりすぎてしまって、たまっ
た途端にピュッと出てしまうほうが多
いと思います。
　山内　頻度としてはまれなほうと考
えてよいですね。
　榊原　そうですね。
　山内　脳の問題となりますと、当然
意識障害といったものも出てくるかも
しれませんが、こういった場合の排尿
障害というのはどうなのでしょうか。
　榊原　鋭い質問ですが、この領域の
報告はごく限られています。と申しま
すのは、急場、意識障害がある、強い
麻痺があったり、痙攣があったり、と
ても膀胱どころではないということが
ありまして、患者さんを助けるために
まずバルーンが入ってしまうのです。
　山内　確かにそうです。
　榊原　ということで、その間の様子
はわからないのです。バルーンが抜け
る頃になってようやくこのことが問題
になり、いかに抜こうか、ということ
になるかと思います。
　山内　このあたりは本当に難しい、

検査ができないということですね。
　もう一つ、脳の絡みで認知症があり
ます。このケースもまた複雑かと思う
のですが、どのあたりまでわかってい
るのでしょうか。
　榊原　一般に言えることは、まず年
配の方、70代、80代の方ではベースに
過活動、脳から来る膀胱の高まりをほ
ぼ必発で持っています。さらにそこに、
例えばアルツハイマーがあると、認知
の関係でそれを伝えることが難しくな
ります。本当は過活動も持っているの
ですが、教えることができない状態で
すね。きょとんとされていたり、失禁
を教えてくださらなかったり、さらに
複雑になろうかと思います。ただ、ベ
ースには過活動を持っていることが多
いと思いまして、そこは治療ができる
ところではないでしょうか。
　山内　いずれにしても、高齢者の場
合だと、先ほどからの隠れ脳梗塞プラ
ス認知症は常にマークして考えなけれ
ばならないですね。
　榊原　そう思います。
　山内　さて、治療になりますが、先
生方はこういったケースをみられたと
きに、まず治療薬としてどういったも
のを使われますか。
　榊原　ゴールドスタンダードは抗コ
リン薬でいろいろな薬があるのです。
最近、先ほどお話に出ました認知の関
係で、抗コリンはやや慎重に使わなけ
ればいけなくなってきています。そう

いう面では新しい薬であるβ3の選択
的な薬で、ミラベグロンなどの薬があ
りますから、年配の方ではこれを選ば
れることが多くなってきていると思い
ます。
　山内　ミラベグロンといいますと、
イメージ的には膀胱、末梢神経に効く
ような感じがしますが、これがまず使
われるということですね。
　榊原　そうですね。使えるものでは
末梢の薬が圧倒的に多いです。中枢は
まだまだこれからの領域で、例えば神
経内科の病気になりますが、筋無力症
で頻尿がある方は抗コリン薬は禁忌に
なっているものですから、ある種の抗
うつ薬で膀胱を広げることがいい場合
もあります。ただ、慎重に使わないと
いけないかと思います。
　山内　やや専門的な使い方になるの
ですね。２番手に使われるとしたら、
どういった治療になりますか。
　榊原　今度は別の機序になりますが、
夜間多尿という言葉があり、１日1,500 
mLのうち夜間に1,000mL出てしまうよ
うな方がいます。こういった方の場合、
抗利尿ホルモン薬デスモプレシンがあ
り、今は男性だけしか保険が通ってい
ませんが、とてもいい場合があります。
女性の場合にはデスモプレシンのスプ
レーというものが以前からあり、尿崩
症の薬ですが、慎重に使うととても喜
ばれます。いい薬だと思います。
　山内　新しいほうは錠剤ですか。

　榊原　そうですね。
　山内　それはなかなか使いやすくな
っているのですね。
　榊原　はい。
　山内　あと、最近の話題となってい
る治療法としてトライアル的なものは
何かあるでしょうか。
　榊原　神経因性膀胱で難治性の方、
例えば脊髄の方、パーキンソンのかな
り難しい方の場合、２つあります。１
つがA型ボツリヌス毒素製剤のボトッ
クスというもので、泌尿器の医師に膀
胱に注射をしてもらうと、とても効果
があります。
　もう一つは、ちょっと意外な感じを
持たれるかもしれませんが、膀胱のペ
ースメーカーなるものがあるのです。
下腹部のところにペースメーカーのよ
うなものがあり、仙骨部のところを電
気刺激しますと膀胱がすごくよくなり
ます。こういったものも保険が通って
います。ただ、まだ適応は限られるか
と思いますので、様子を見ながらとい
うことになると思います。
　山内　電極みたいなものを手術的に
どこかに入れるかたちになるのですか。
　榊原　はい。
　山内　それはなかなか先端的ですね。
これからさらに進展する可能性もある
ということですね。
　榊原　はい。
　山内　最後に、日常生活的に注意す
べきこととして何かありますか。
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　榊原　過活動の方は一般に、夜間の
頻尿から始まることが多く、夕方にな
ったら水分をやや控え目にすること。
それから、コーヒーを含めたカフェイ

ンはやや刺激性ですので控えてみたり、
そういったことはお勧めできるかと思
います。
　山内　ありがとうございました。

帝京大学整形外科病院教授
阿　部　哲　士

（聞き手　池脇克則）

　骨パジェット病についてご教示ください。
　血清ALP値のみ高値を示し、症状が全くない場合、経過観察のみでよいので
しょうか。
 ＜大分県開業医＞

骨パジェット病

　池脇　阿部先生、パジェット病、骨、
乳房、乳房外とありますが、これは関
連した病気ではないのですよね。
　阿部　外国では、Paget disease of 
boneと表記して、必ず骨の病気である
ことをいちいち入れて区別しています。
だから、日本語でも骨パジェット病と
表記されていることが多いです。
　池脇　今回は骨パジェット病という
ことですね。まず、これはどのような
病気なのでしょうか。
　阿部　病因から話しますと、いわゆ
る破骨細胞が暴走して骨を壊す。それ
に反応して骨を作りすぎ、骨が変形や
骨折をきたすという、骨の系統疾患と
いわれています。
　池脇　骨の代謝の破骨の部分がすご
く活発になってしまって、それを修復

するといっても、やはり元の骨にはな
らないために、いろいろな障害が起こ
ってくるのですね。
　阿部　骨の変形、または壊しすぎた
ときの骨の破壊、それと関節のすぐ下
の骨が破壊することで変形性関節症を
きたす。そのほか、脊椎の症状をきた
します。
　池脇　欧米と日本で疾患の頻度は差
があるのでしょうか。
　阿部　非常に差があります。白人の
方に頻度がとても高くて、日本人とか
黄色人種は非常に頻度が低いです。人
種差があるのがこの病気の特徴です。
　池脇　おそらく突き詰めていくと、
破骨の活性をつかさどる何かの遺伝子
異常ということになると思うのですが、
そのあたりの解明もある程度進んでい
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　榊原　過活動の方は一般に、夜間の
頻尿から始まることが多く、夕方にな
ったら水分をやや控え目にすること。
それから、コーヒーを含めたカフェイ

ンはやや刺激性ですので控えてみたり、
そういったことはお勧めできるかと思
います。
　山内　ありがとうございました。

帝京大学整形外科病院教授
阿　部　哲　士

（聞き手　池脇克則）

　骨パジェット病についてご教示ください。
　血清ALP値のみ高値を示し、症状が全くない場合、経過観察のみでよいので
しょうか。
 ＜大分県開業医＞

骨パジェット病

　池脇　阿部先生、パジェット病、骨、
乳房、乳房外とありますが、これは関
連した病気ではないのですよね。
　阿部　外国では、Paget disease of 
boneと表記して、必ず骨の病気である
ことをいちいち入れて区別しています。
だから、日本語でも骨パジェット病と
表記されていることが多いです。
　池脇　今回は骨パジェット病という
ことですね。まず、これはどのような
病気なのでしょうか。
　阿部　病因から話しますと、いわゆ
る破骨細胞が暴走して骨を壊す。それ
に反応して骨を作りすぎ、骨が変形や
骨折をきたすという、骨の系統疾患と
いわれています。
　池脇　骨の代謝の破骨の部分がすご
く活発になってしまって、それを修復

するといっても、やはり元の骨にはな
らないために、いろいろな障害が起こ
ってくるのですね。
　阿部　骨の変形、または壊しすぎた
ときの骨の破壊、それと関節のすぐ下
の骨が破壊することで変形性関節症を
きたす。そのほか、脊椎の症状をきた
します。
　池脇　欧米と日本で疾患の頻度は差
があるのでしょうか。
　阿部　非常に差があります。白人の
方に頻度がとても高くて、日本人とか
黄色人種は非常に頻度が低いです。人
種差があるのがこの病気の特徴です。
　池脇　おそらく突き詰めていくと、
破骨の活性をつかさどる何かの遺伝子
異常ということになると思うのですが、
そのあたりの解明もある程度進んでい
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力障害をきたすこともあります。
　池脇　イメージから全く違う、聴力
障害で骨パジェット病なのですか。
　阿部　はい。すごく頭蓋骨が大きく
なって耳が聞こえなくなる。ベートー
ベンは骨パジェット病だったのではな
いかといわれています。晩年は耳が聞
こえなくなったという有名なエピソー
ドがありますから、あの頭の大きさは、
けっこう骨パジェット病に特徴的なも
のではないかともいわれています。
　池脇　大腿骨の骨折、高齢者の場合
は比較的多いですし、その骨折のレン
トゲンを見て、これはちょっと変だと。
これはなかなか経験がないとわからな
いようなものなのでしょうか。
　阿部　骨パジェット病のレントゲン
像というのは特徴的な骨硬化像を出し
ます。折れ方も、大腿骨頸部骨折のよ
うに折れやすい部位に折れやすいパタ
ーンで骨折線が入るのと違う、ちょっ
と特別な、非定型的な骨折の仕方をし
ます。やはりその特異な骨折像、特異
なレントゲン像で診断がつくことが多
いです。
　池脇　一般の医師がレントゲンを撮
ってわかるというよりも、何かおかし
いなと整形外科に紹介があって、そこ
でわかるというパターンが多いのでし
ょうか。
　阿部　私が経験した症例はほとんど
がほかの施設から整形外科に紹介され
て、整形外科から大学病院に紹介され

るというケースです。おかしいと思っ
て次につなげていただければ、経験の
ある人が見ればわかりますので、そう
いう診断の流れだと思います。
　池脇　骨パジェット病である部分の
骨に骨折を起こす方というのは、ほか
の骨に関してもそういうリスクが高い
と考えたほうがいいのでしょうか。
　阿部　多骨性である確率もけっこう
高いので、日本の骨粗鬆症学会が作っ
たガイドラインでも骨シンチを推奨し
ています。骨シンチだと、特異度は高
くはないかもしれないですが、感度は
高く、ほかの病変を検出することがで
きますので、そこのレントゲンを見れ
ば罹患部位がわかります。
　池脇　一方で、先生がおっしゃった
ように、健診でアルカリホスファター
ゼだけが高く、本人は何も症状がない。
まさに今回の質問と同じような、血清
のアルカリホスファターゼだけが高く
て、おそらく骨の痛みなどは全くない。
その場合はどうされるのですか。
　阿部　健診から見つかってアルカリ
ホスファターゼが異常ということにな
ると、カルシウム、リンの代謝異常、
代謝疾患を見るという検査の一環の中
で、ボーンサーベイ、いわゆる主要な
短管骨、長管骨、骨盤骨、脊椎と頭蓋
骨という一通りのレントゲンをチェッ
クするのが骨系統疾患の診断のための
ステップです。それを行って、おかし
な骨を見つけていただければ骨パジェ

るのでしょうか。
　阿部　破骨細胞をつかさどる遺伝子
の異常が基盤にあるといわれています。
それに関与する遺伝子はわかっている
のですが、もともと家族性にこの病気
が来る人などではその遺伝子が明らか
になっています。ただ、一般的にこの
遺伝子があるからこの病気だと診断で
きるほど解明されていません。ただ、
遺伝子異常が基盤にあるといわれてい
ます。
　池脇　遺伝子異常だけでは、いろい
ろな環境あるいは加齢によって発症す
るとなると、発症時期もいろいろパタ
ーンがあるのでしょうか。
　阿部　ほとんどの発症は中高年以降
です。その因子といわれているのが、
犬などにいるパラミクソウイルスみた
いなウイルスが遅延性、slow virus in-
fectionで起こる。だから環境因子が関
係あるのではないかという説もあるの
ですが、これもまた1990年代からいろ
いろいわれているものの、まだはっき
りはしていません。
　池脇　ウイルスが関与する可能性が
あるということで、しかも欧米に比べ
ると日本ではまれな疾患である。骨が
変形したり、当然骨折ということもあ
るのでしょうか。そのあたりのいわゆ
る臨床像はどういう感じなのでしょう
か。
　阿部　臨床では骨が折れて、変なレ
ントゲン像だ、これは何だということ

で見つかることが一番多いです。それ
と、臨床像ではやはり脊椎がやられる
と変形性脊椎症をきたして腰痛、あと
骨が壊されるときに、骨折に至らなく
ても骨痛、骨の痛みを出すことがあり
ます。あとは変形性関節症に進んでし
まってから見つかることが臨床的に多
いです。もう一つは、健康診断などで
骨のターンオーバーが進み過ぎてアル
カリホスファターゼが高いことから見
つかることもあります。
　池脇　骨折などを契機に発見される
場合と、いわゆる健診を受けて、全く
無症状で、アルカリホスファターゼだ
けが高い場合という、ちょっとそのあ
たりは状況が違いますね。
　阿部　骨パジェット病の多くは無症
状で経過するといわれているので、無
症状の潜在的な患者さんというのは欧
米では多数存在するといわれています。
ただ、日本でどのくらい無症状の人が
存在するかに関してはまだわかってい
ません。
　池脇　欧米と日本人では違うかもし
れませんが、こういったパジェットが
起こりやすい骨、そうではない骨、先
ほど先生は脊椎とおっしゃいましたが、
そのあたりが一番多いのでしょうか。
　阿部　一番頻度が高いのは大腿骨で
す。大腿骨、骨盤、脊椎が好発部位で、
多発する症例もあります。あと特徴的
な症状を出すのは頭蓋骨に出てきたと
きに、耳の周囲の骨の骨硬化による聴
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力障害をきたすこともあります。
　池脇　イメージから全く違う、聴力
障害で骨パジェット病なのですか。
　阿部　はい。すごく頭蓋骨が大きく
なって耳が聞こえなくなる。ベートー
ベンは骨パジェット病だったのではな
いかといわれています。晩年は耳が聞
こえなくなったという有名なエピソー
ドがありますから、あの頭の大きさは、
けっこう骨パジェット病に特徴的なも
のではないかともいわれています。
　池脇　大腿骨の骨折、高齢者の場合
は比較的多いですし、その骨折のレン
トゲンを見て、これはちょっと変だと。
これはなかなか経験がないとわからな
いようなものなのでしょうか。
　阿部　骨パジェット病のレントゲン
像というのは特徴的な骨硬化像を出し
ます。折れ方も、大腿骨頸部骨折のよ
うに折れやすい部位に折れやすいパタ
ーンで骨折線が入るのと違う、ちょっ
と特別な、非定型的な骨折の仕方をし
ます。やはりその特異な骨折像、特異
なレントゲン像で診断がつくことが多
いです。
　池脇　一般の医師がレントゲンを撮
ってわかるというよりも、何かおかし
いなと整形外科に紹介があって、そこ
でわかるというパターンが多いのでし
ょうか。
　阿部　私が経験した症例はほとんど
がほかの施設から整形外科に紹介され
て、整形外科から大学病院に紹介され

るというケースです。おかしいと思っ
て次につなげていただければ、経験の
ある人が見ればわかりますので、そう
いう診断の流れだと思います。
　池脇　骨パジェット病である部分の
骨に骨折を起こす方というのは、ほか
の骨に関してもそういうリスクが高い
と考えたほうがいいのでしょうか。
　阿部　多骨性である確率もけっこう
高いので、日本の骨粗鬆症学会が作っ
たガイドラインでも骨シンチを推奨し
ています。骨シンチだと、特異度は高
くはないかもしれないですが、感度は
高く、ほかの病変を検出することがで
きますので、そこのレントゲンを見れ
ば罹患部位がわかります。
　池脇　一方で、先生がおっしゃった
ように、健診でアルカリホスファター
ゼだけが高く、本人は何も症状がない。
まさに今回の質問と同じような、血清
のアルカリホスファターゼだけが高く
て、おそらく骨の痛みなどは全くない。
その場合はどうされるのですか。
　阿部　健診から見つかってアルカリ
ホスファターゼが異常ということにな
ると、カルシウム、リンの代謝異常、
代謝疾患を見るという検査の一環の中
で、ボーンサーベイ、いわゆる主要な
短管骨、長管骨、骨盤骨、脊椎と頭蓋
骨という一通りのレントゲンをチェッ
クするのが骨系統疾患の診断のための
ステップです。それを行って、おかし
な骨を見つけていただければ骨パジェ

るのでしょうか。
　阿部　破骨細胞をつかさどる遺伝子
の異常が基盤にあるといわれています。
それに関与する遺伝子はわかっている
のですが、もともと家族性にこの病気
が来る人などではその遺伝子が明らか
になっています。ただ、一般的にこの
遺伝子があるからこの病気だと診断で
きるほど解明されていません。ただ、
遺伝子異常が基盤にあるといわれてい
ます。
　池脇　遺伝子異常だけでは、いろい
ろな環境あるいは加齢によって発症す
るとなると、発症時期もいろいろパタ
ーンがあるのでしょうか。
　阿部　ほとんどの発症は中高年以降
です。その因子といわれているのが、
犬などにいるパラミクソウイルスみた
いなウイルスが遅延性、slow virus in-
fectionで起こる。だから環境因子が関
係あるのではないかという説もあるの
ですが、これもまた1990年代からいろ
いろいわれているものの、まだはっき
りはしていません。
　池脇　ウイルスが関与する可能性が
あるということで、しかも欧米に比べ
ると日本ではまれな疾患である。骨が
変形したり、当然骨折ということもあ
るのでしょうか。そのあたりのいわゆ
る臨床像はどういう感じなのでしょう
か。
　阿部　臨床では骨が折れて、変なレ
ントゲン像だ、これは何だということ

で見つかることが一番多いです。それ
と、臨床像ではやはり脊椎がやられる
と変形性脊椎症をきたして腰痛、あと
骨が壊されるときに、骨折に至らなく
ても骨痛、骨の痛みを出すことがあり
ます。あとは変形性関節症に進んでし
まってから見つかることが臨床的に多
いです。もう一つは、健康診断などで
骨のターンオーバーが進み過ぎてアル
カリホスファターゼが高いことから見
つかることもあります。
　池脇　骨折などを契機に発見される
場合と、いわゆる健診を受けて、全く
無症状で、アルカリホスファターゼだ
けが高い場合という、ちょっとそのあ
たりは状況が違いますね。
　阿部　骨パジェット病の多くは無症
状で経過するといわれているので、無
症状の潜在的な患者さんというのは欧
米では多数存在するといわれています。
ただ、日本でどのくらい無症状の人が
存在するかに関してはまだわかってい
ません。
　池脇　欧米と日本人では違うかもし
れませんが、こういったパジェットが
起こりやすい骨、そうではない骨、先
ほど先生は脊椎とおっしゃいましたが、
そのあたりが一番多いのでしょうか。
　阿部　一番頻度が高いのは大腿骨で
す。大腿骨、骨盤、脊椎が好発部位で、
多発する症例もあります。あと特徴的
な症状を出すのは頭蓋骨に出てきたと
きに、耳の周囲の骨の骨硬化による聴
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高いと思います。
　池脇　そうすると、変な骨折という
のがあるかどうかわかりませんが、骨
折あるいは何か原因不明の骨の痛みが
ある場合には、骨パジェット病の可能
性があるから専門医に紹介するという

ような流れでよいでしょうか。
　阿部　ぜひ紹介していただければあ
りがたいと思います。患者さんのため
にもなると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ット病の診断に結びつくと思います。
　池脇　確かに健診レベルでアルカリ
ホスファターゼだけ高くて症状がない。
それで終わりではなくて、一応全身の
骨をチェックして、場合によっては骨
吸収、代謝のマーカーみたいなものも
あれば併せてということでしょうか。
　阿部　そのとおりです。
　池脇　その場合には慎重に経過を見
ていくということでよいですね。
　阿部　一応ヨーロッパのガイドライ
ンなどでは、症状がない場合や、骨の
代謝異常によって骨が弱くなってきし
んで痛いという症状がなければ、原則
は経過観察でよいと。予防的にビスホ
スホネート製剤のようなことを行うこ
とは推奨されていません。ただ、アメ
リカの一部の医師は、アルカリホスフ
ァターゼ値が２～４倍以上になったと
きはビスホスホネートの治療をしてよ
いという推奨もあります。そこは症状
とアルカリホスファターゼ値の変動を
見て判断してよいと思います。
　池脇　おそらく破骨細胞の活動が高
いということは、無症状であれ、すで
に骨折を合併した症例であれ、ある程
度共通だから、それに対する介入をし
てもいいのではという考えもあるので
すね。
　阿部　そのとおりだと思います。
　池脇　実際に骨折までいって、ある
いは骨も痛いというときには、ビスホ
スホネートがファーストチョイスなの

でしょうか。
　阿部　これが一番有効で、いいと思
います。ほかにカルシトニン等がある
のですけれども、これはカルシウム値
の変動などがあるときに投与してもい
いのですが、骨パジェット病に関して
はビスホスホネートが非常によく効く
ので、使っていただくのがよいかと思
います。
　池脇　私も薬の本を見たのですが、
ビスホスホネートの中で、骨パジェッ
ト病の適応があるもの、ないものがあ
るようです。同じビスホスホネートの
中でも多少効果に差があるのでしょう
か。
　阿部　ビスホスホネートの中で効果
の差についてはまだ欧米ではいろいろ
研究されているようですが、日本では
どうしても患者数が少ないので、リセ
ドロン酸Naでオーファンとして最初
に投与が開始されました。患者数が少
ないので、現在日本で使えるのは主に
リセドロン酸Naが保険適用となって
いますし、よく効いていると思います。
　池脇　確かに日本ではそんなに数が
いないので、ある決まった薬、ビスホ
スホネートで使って、それがあまり効
果がなかった場合には、次はこれ、と
いう次の薬は今のところないのでしょ
うか。
　阿部　可能性がある薬はありますが、
ほとんどがリセドロン酸Naで骨のタ
ーンオーバーは改善します。有効性は
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高いと思います。
　池脇　そうすると、変な骨折という
のがあるかどうかわかりませんが、骨
折あるいは何か原因不明の骨の痛みが
ある場合には、骨パジェット病の可能
性があるから専門医に紹介するという

ような流れでよいでしょうか。
　阿部　ぜひ紹介していただければあ
りがたいと思います。患者さんのため
にもなると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ット病の診断に結びつくと思います。
　池脇　確かに健診レベルでアルカリ
ホスファターゼだけ高くて症状がない。
それで終わりではなくて、一応全身の
骨をチェックして、場合によっては骨
吸収、代謝のマーカーみたいなものも
あれば併せてということでしょうか。
　阿部　そのとおりです。
　池脇　その場合には慎重に経過を見
ていくということでよいですね。
　阿部　一応ヨーロッパのガイドライ
ンなどでは、症状がない場合や、骨の
代謝異常によって骨が弱くなってきし
んで痛いという症状がなければ、原則
は経過観察でよいと。予防的にビスホ
スホネート製剤のようなことを行うこ
とは推奨されていません。ただ、アメ
リカの一部の医師は、アルカリホスフ
ァターゼ値が２～４倍以上になったと
きはビスホスホネートの治療をしてよ
いという推奨もあります。そこは症状
とアルカリホスファターゼ値の変動を
見て判断してよいと思います。
　池脇　おそらく破骨細胞の活動が高
いということは、無症状であれ、すで
に骨折を合併した症例であれ、ある程
度共通だから、それに対する介入をし
てもいいのではという考えもあるので
すね。
　阿部　そのとおりだと思います。
　池脇　実際に骨折までいって、ある
いは骨も痛いというときには、ビスホ
スホネートがファーストチョイスなの

でしょうか。
　阿部　これが一番有効で、いいと思
います。ほかにカルシトニン等がある
のですけれども、これはカルシウム値
の変動などがあるときに投与してもい
いのですが、骨パジェット病に関して
はビスホスホネートが非常によく効く
ので、使っていただくのがよいかと思
います。
　池脇　私も薬の本を見たのですが、
ビスホスホネートの中で、骨パジェッ
ト病の適応があるもの、ないものがあ
るようです。同じビスホスホネートの
中でも多少効果に差があるのでしょう
か。
　阿部　ビスホスホネートの中で効果
の差についてはまだ欧米ではいろいろ
研究されているようですが、日本では
どうしても患者数が少ないので、リセ
ドロン酸Naでオーファンとして最初
に投与が開始されました。患者数が少
ないので、現在日本で使えるのは主に
リセドロン酸Naが保険適用となって
いますし、よく効いていると思います。
　池脇　確かに日本ではそんなに数が
いないので、ある決まった薬、ビスホ
スホネートで使って、それがあまり効
果がなかった場合には、次はこれ、と
いう次の薬は今のところないのでしょ
うか。
　阿部　可能性がある薬はありますが、
ほとんどがリセドロン酸Naで骨のタ
ーンオーバーは改善します。有効性は
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東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師
白　井　杏　湖

（聞き手　池田志斈）

　新生児の聴覚スクリーニング検査についてご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

新生児の聴覚スクリーニング検査

　池田　白井先生、新生児の聴覚スク
リーニング検査について、そもそもど
うしてこんなことをするのでしょうか。
　白井　新生児聴覚スクリーニング検
査（以下NHS）は、生まれてすぐ、３～
５日以内ぐらいに聴力、聞こえている
かどうかをスクリーニングする検査で
す。これ自体、背景には、難聴を早く
診断することで、補聴器などで早く聴
覚を保障できるメリットがあります。
早く補聴できると言語発達が遅れず、
言語につながるのです。言語獲得が遅
れないようにするために早く聴力を検
査しようという目的で始まりました。
　池田　以前うかがったのは、言葉を
発するようになったときに、「普通の
言葉じゃないね」ということで難聴が
わかるということでしたが、それより
も前に介入するほうがいいということ
なのでしょうか。

　白井　そうですね。こういう検査が
できなかった時代は１歳を過ぎてから
言葉が出ない、ということはもしかし
て聞こえていないのではないかと、難
聴の診断は１歳を過ぎてからも珍しく
ありませんでした。もちろん聞こえて
いても、乳児のうちはしゃべれないの
ですが、１年間ずっと聞いてきて、聞
いてきた蓄積があって初めて１歳を過
ぎてから言葉が出てくるので、１年間
の聴覚経験というのはとても大きい。
言語野の発達とか聴覚野の発達という
観点から見ても、最初の１年間はとて
も大事なので、なるべく早く診断して、
難聴とわかれば、生後１カ月以内にで
も補聴器をつけて音を入れてあげるこ
とで言語の遅れを最小限に縮められる
という背景があって、こういう検査が
出てきました。
　池田　逆に言葉を発するようになっ

てからの介入では遅いということです
ね。
　白井　遅いということはないですが、
早ければ早いほうがいろいろなメリッ
トがあるという意味で、早期の検査が
勧められています。
　池田　そういった背景があって進ん
できているのですね。新生児は、生ま
れたときはなかなかスクリーニングで
きないと思いますが、実際には生後何
日ぐらいで行うのでしょうか。
　白井　だいたい今、産科に入院され
て出産することが多いと思うのですが、
入院中に行いたい検査なので、生後だ
いたい３～５日以内にやりましょうと
いわれています。
　池田　赤ちゃんは泣いたり、ミルク
を飲んだり、寝たりしますが、どのよ
うな状態で行うのでしょうか。
　白井　このNHSは、脳波や聞こえの
細胞の反射を見る検査なので、赤ちゃ
んが寝ている状態で行うのが一番いい
です。新生児のうちはほとんどの時間
寝ているので、鎮静薬を使って寝かせ
て行うとかではなく、自然に寝ている
ときに行う検査になります。
　池田　ではベッドサイドで行うので
すね。
　白井　そうですね。
　池田　どのような器械なのでしょう
か。
　白井　ABRとOAEという２種類の
検査があります。どちらの器械も自動

で検査ができる器械になっています。
タイプはいろいろありますが、片手で
赤ちゃんの耳やおでこにヘッドホンみ
たいな器械を当てて耳から音を聞かせ
て、脳や有毛細胞の反射を計測します。
５分程度で終わる検査なので、特別な
侵襲もなくて、安全性の高い検査にな
っています。
　池田　ポータブルで、赤ちゃんの耳
と、多分脳波でしょうから、頭の一部
をくっつけて、５分待つ。
　白井　そうです。
　池田　どのような音がするのですか。
　白井　器械によって少しずつ違うの
ですが、一番多いのはカチッカチッカ
チッというようなクリック音を聞かせ
てそれで脳波を測ることが多いです。
音の大きさ自体は小さい音です。35dB
という健康な聴力の人が聞こえるレベ
ルより少しだけ大きい音で聞いてもら
って、それで聞こえるかどうかを判断
します。聞こえていればパス、オーケ
ー、それで聞こえていない、反射が出
ないと、リファー、要再検、もう１回
検査をしましょうという結果に振り分
けられます。
　池田　我々も聴力検査を受けますよ
ね。あれが20dBぐらいなのでしょうか。
　白井　そうですね。健康な聴力の方
だと25dBより小さい音で聞こえるとい
われているので、数が大きくなるほど
音が大きくなる、つまり難聴の程度が
大きくなると考えます。平均聴力レベ
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東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師
白　井　杏　湖

（聞き手　池田志斈）

　新生児の聴覚スクリーニング検査についてご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

新生児の聴覚スクリーニング検査

　池田　白井先生、新生児の聴覚スク
リーニング検査について、そもそもど
うしてこんなことをするのでしょうか。
　白井　新生児聴覚スクリーニング検
査（以下NHS）は、生まれてすぐ、３～
５日以内ぐらいに聴力、聞こえている
かどうかをスクリーニングする検査で
す。これ自体、背景には、難聴を早く
診断することで、補聴器などで早く聴
覚を保障できるメリットがあります。
早く補聴できると言語発達が遅れず、
言語につながるのです。言語獲得が遅
れないようにするために早く聴力を検
査しようという目的で始まりました。
　池田　以前うかがったのは、言葉を
発するようになったときに、「普通の
言葉じゃないね」ということで難聴が
わかるということでしたが、それより
も前に介入するほうがいいということ
なのでしょうか。

　白井　そうですね。こういう検査が
できなかった時代は１歳を過ぎてから
言葉が出ない、ということはもしかし
て聞こえていないのではないかと、難
聴の診断は１歳を過ぎてからも珍しく
ありませんでした。もちろん聞こえて
いても、乳児のうちはしゃべれないの
ですが、１年間ずっと聞いてきて、聞
いてきた蓄積があって初めて１歳を過
ぎてから言葉が出てくるので、１年間
の聴覚経験というのはとても大きい。
言語野の発達とか聴覚野の発達という
観点から見ても、最初の１年間はとて
も大事なので、なるべく早く診断して、
難聴とわかれば、生後１カ月以内にで
も補聴器をつけて音を入れてあげるこ
とで言語の遅れを最小限に縮められる
という背景があって、こういう検査が
出てきました。
　池田　逆に言葉を発するようになっ

てからの介入では遅いということです
ね。
　白井　遅いということはないですが、
早ければ早いほうがいろいろなメリッ
トがあるという意味で、早期の検査が
勧められています。
　池田　そういった背景があって進ん
できているのですね。新生児は、生ま
れたときはなかなかスクリーニングで
きないと思いますが、実際には生後何
日ぐらいで行うのでしょうか。
　白井　だいたい今、産科に入院され
て出産することが多いと思うのですが、
入院中に行いたい検査なので、生後だ
いたい３～５日以内にやりましょうと
いわれています。
　池田　赤ちゃんは泣いたり、ミルク
を飲んだり、寝たりしますが、どのよ
うな状態で行うのでしょうか。
　白井　このNHSは、脳波や聞こえの
細胞の反射を見る検査なので、赤ちゃ
んが寝ている状態で行うのが一番いい
です。新生児のうちはほとんどの時間
寝ているので、鎮静薬を使って寝かせ
て行うとかではなく、自然に寝ている
ときに行う検査になります。
　池田　ではベッドサイドで行うので
すね。
　白井　そうですね。
　池田　どのような器械なのでしょう
か。
　白井　ABRとOAEという２種類の
検査があります。どちらの器械も自動

で検査ができる器械になっています。
タイプはいろいろありますが、片手で
赤ちゃんの耳やおでこにヘッドホンみ
たいな器械を当てて耳から音を聞かせ
て、脳や有毛細胞の反射を計測します。
５分程度で終わる検査なので、特別な
侵襲もなくて、安全性の高い検査にな
っています。
　池田　ポータブルで、赤ちゃんの耳
と、多分脳波でしょうから、頭の一部
をくっつけて、５分待つ。
　白井　そうです。
　池田　どのような音がするのですか。
　白井　器械によって少しずつ違うの
ですが、一番多いのはカチッカチッカ
チッというようなクリック音を聞かせ
てそれで脳波を測ることが多いです。
音の大きさ自体は小さい音です。35dB
という健康な聴力の人が聞こえるレベ
ルより少しだけ大きい音で聞いてもら
って、それで聞こえるかどうかを判断
します。聞こえていればパス、オーケ
ー、それで聞こえていない、反射が出
ないと、リファー、要再検、もう１回
検査をしましょうという結果に振り分
けられます。
　池田　我々も聴力検査を受けますよ
ね。あれが20dBぐらいなのでしょうか。
　白井　そうですね。健康な聴力の方
だと25dBより小さい音で聞こえるとい
われているので、数が大きくなるほど
音が大きくなる、つまり難聴の程度が
大きくなると考えます。平均聴力レベ
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ルが35dBだと実は軽度難聴ですが、そ
のぐらいの音でスクリーニングの音と
してはいいのではないかと、聞こえる
か聞こえないかより少し大きい音ぐら
いで検査をしているようなイメージに
なります。
　池田　パスすればいいのですが、片
方だけ、あるいは両方がもう一度とい
うことになると、いつ頃再検査するの
でしょうか。
　白井　２回の確認検査まではいいと
いわれています。つまり、スクリーニ
ング検査で１回目リファーでも、２回
目同じ検査をやってパスしていたらオ
ーケーです。それ以上であれば精密検
査をしたほうがいいので、入院中に２
回まで検査をして、パスにならなけれ
ば精密検査を勧めます。精密検査まで
に経過をみる必要はなく、遅くても 
１～２カ月以内に精密検査を受けるこ
とが推奨されています。
　池田　逆にいいますと、リファーか
らパスになるという場合もあるという
ことですよね。そういうのはどうして
起こるのでしょうか。
　白井　一つは検査の誤差といいます
か、検査の精度の問題で、例えば当て
方が悪くて出なかったという場合もあ
りますし、もう一つはおなかの中にい
るときは羊水が耳の中にたまっている
ことがあり、中耳炎みたいな状態にな
っているので、それで聞こえなかった
可能性もあります。生後少したって水

が抜けてくると聞こえるようになって、
パスとなる場合もあります。
　池田　技術的なことと、赤ちゃんの
耳の状態によるということですね。
　白井　そのとおりです。
　池田　もちろん、こういう器械です
から、特異性といいますか、感度もあ
ると思うのですけれども、これはどの
ぐらいになっているのでしょうか。
　白井　一番見たいのは、両方の難聴
があるかどうか、つまり言語にかかわ
るのは両方の難聴がある場合なので、
NHSで両耳リファーのうち、精密検査
でも両耳難聴になる確率は50～60％ぐ
らい。引っかける検査なので、逆にい
うと、両耳ともパスしていたのに実は
両側難聴があったのは３％ぐらいで、
感度は高いけれど陽性的中率はそんな
に高くない。陰性的中率は高い。つま
り、パスしていればほとんどの場合、
その時点での聴力は大丈夫です。ただ、
リファーだからといって必ずしも難聴
なのではなく、リファーでも難聴では
ない場合があるということになります。
　池田　そういうことなのですね。で
も、そういうことが40～50％あるとい
うことですね。
　白井　そうですね。そのぐらいは。
　池田　その差異は何を意味している
のでしょうか。
　白井　検査の精度という問題もあり
ますし、先ほどいったような生理的な
変化という場合もあります。どうして

もスクリーニング検査なので、陰性的
中率のほうは高く、漏らしてはいけな
いので、なるべく多く拾って、そこか
らふるいにかけるので、もしリファー
でも、すぐにそれが難聴を意味してい
るわけではありません。しっかり精密
検査を受けていただく、精密検査につ
なげていただくのがとても大事になり
ます。
　池田　でも、ご両親はすごく心配さ
れますよね。両耳ともリファー、リフ
ァーになってしまったら、「ああ、だ
めか」という感じになってしまうと思
うのですが、その際に、難聴であって
も、最近では言語発達を正常化するた
めに何か方法があるとうかがっていま
す。どのようなことを行うのでしょう
か。
　白井　補聴器と人工内耳という２つ
のものがありまして、根本的に難聴を
治すことはまだ難しい時代ではあるの
ですが、早くに補聴器をつけてあげる
ことで言語発達の遅れを最小限にとど
められます。あとは両方の重度難聴で
も、１歳を過ぎて早いうちに人工内耳
の手術を受けて、人工内耳による音を
入れていくと、一見普通に聞こえて、
普通に話せるぐらいまで聴覚を活用す
ることができる。そういう画期的な人
工臓器が出てきています。
　池田　すごいですね。イメージしま
すと、例えば補聴器にしても、生後１
カ月ぐらいの赤ちゃんにうまくいくも

のがあるのかなと思うのですが、そう
いったものが開発されているのでしょ
うか。
　白井　今の補聴器はとても小さくて
軽くなってきているので、乳児でも耳
の後ろにかけてつけられます。
　池田　幾らぐらいのものでしょうか。
　白井　補聴器自体はいろいろなもの
があるのですが、今、お子さんには助
成が出ています。昔は高度難聴者向け
の身体障害者手帳以外の助成はなかっ
たのですが、今は各都道府県単位で
軽・中等度難聴、両方の耳が30dB以上
の難聴があれば、だいたい13万5,000円
ぐらいの助成がおり、自己負担は軽減
されています。
　池田　発達するとともにちょっとず
つアジャストしていくのですね。
　白井　そうですね。ただ、かなり長
く、５年ぐらいは使えるものです。
　池田　それはいいですね。５年たっ
てまた換えていくのですね。
　白井　そうですね。
　池田　先ほどの人工内耳のことなの
ですが、全く私、イメージが湧かない
のです。一度入れますよね。それはず
っとそのままなのでしょうか。
　白井　人工内耳は体内部と体外部が
あるので、全部を埋め込めるわけでは
ないのですが、体内に入れる部分に関
しては基本的には一生そのままでいい
という設定で作られています。体外器、
補聴器みたいなものをつけて、そのセ
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ルが35dBだと実は軽度難聴ですが、そ
のぐらいの音でスクリーニングの音と
してはいいのではないかと、聞こえる
か聞こえないかより少し大きい音ぐら
いで検査をしているようなイメージに
なります。
　池田　パスすればいいのですが、片
方だけ、あるいは両方がもう一度とい
うことになると、いつ頃再検査するの
でしょうか。
　白井　２回の確認検査まではいいと
いわれています。つまり、スクリーニ
ング検査で１回目リファーでも、２回
目同じ検査をやってパスしていたらオ
ーケーです。それ以上であれば精密検
査をしたほうがいいので、入院中に２
回まで検査をして、パスにならなけれ
ば精密検査を勧めます。精密検査まで
に経過をみる必要はなく、遅くても 
１～２カ月以内に精密検査を受けるこ
とが推奨されています。
　池田　逆にいいますと、リファーか
らパスになるという場合もあるという
ことですよね。そういうのはどうして
起こるのでしょうか。
　白井　一つは検査の誤差といいます
か、検査の精度の問題で、例えば当て
方が悪くて出なかったという場合もあ
りますし、もう一つはおなかの中にい
るときは羊水が耳の中にたまっている
ことがあり、中耳炎みたいな状態にな
っているので、それで聞こえなかった
可能性もあります。生後少したって水

が抜けてくると聞こえるようになって、
パスとなる場合もあります。
　池田　技術的なことと、赤ちゃんの
耳の状態によるということですね。
　白井　そのとおりです。
　池田　もちろん、こういう器械です
から、特異性といいますか、感度もあ
ると思うのですけれども、これはどの
ぐらいになっているのでしょうか。
　白井　一番見たいのは、両方の難聴
があるかどうか、つまり言語にかかわ
るのは両方の難聴がある場合なので、
NHSで両耳リファーのうち、精密検査
でも両耳難聴になる確率は50～60％ぐ
らい。引っかける検査なので、逆にい
うと、両耳ともパスしていたのに実は
両側難聴があったのは３％ぐらいで、
感度は高いけれど陽性的中率はそんな
に高くない。陰性的中率は高い。つま
り、パスしていればほとんどの場合、
その時点での聴力は大丈夫です。ただ、
リファーだからといって必ずしも難聴
なのではなく、リファーでも難聴では
ない場合があるということになります。
　池田　そういうことなのですね。で
も、そういうことが40～50％あるとい
うことですね。
　白井　そうですね。そのぐらいは。
　池田　その差異は何を意味している
のでしょうか。
　白井　検査の精度という問題もあり
ますし、先ほどいったような生理的な
変化という場合もあります。どうして

もスクリーニング検査なので、陰性的
中率のほうは高く、漏らしてはいけな
いので、なるべく多く拾って、そこか
らふるいにかけるので、もしリファー
でも、すぐにそれが難聴を意味してい
るわけではありません。しっかり精密
検査を受けていただく、精密検査につ
なげていただくのがとても大事になり
ます。
　池田　でも、ご両親はすごく心配さ
れますよね。両耳ともリファー、リフ
ァーになってしまったら、「ああ、だ
めか」という感じになってしまうと思
うのですが、その際に、難聴であって
も、最近では言語発達を正常化するた
めに何か方法があるとうかがっていま
す。どのようなことを行うのでしょう
か。
　白井　補聴器と人工内耳という２つ
のものがありまして、根本的に難聴を
治すことはまだ難しい時代ではあるの
ですが、早くに補聴器をつけてあげる
ことで言語発達の遅れを最小限にとど
められます。あとは両方の重度難聴で
も、１歳を過ぎて早いうちに人工内耳
の手術を受けて、人工内耳による音を
入れていくと、一見普通に聞こえて、
普通に話せるぐらいまで聴覚を活用す
ることができる。そういう画期的な人
工臓器が出てきています。
　池田　すごいですね。イメージしま
すと、例えば補聴器にしても、生後１
カ月ぐらいの赤ちゃんにうまくいくも

のがあるのかなと思うのですが、そう
いったものが開発されているのでしょ
うか。
　白井　今の補聴器はとても小さくて
軽くなってきているので、乳児でも耳
の後ろにかけてつけられます。
　池田　幾らぐらいのものでしょうか。
　白井　補聴器自体はいろいろなもの
があるのですが、今、お子さんには助
成が出ています。昔は高度難聴者向け
の身体障害者手帳以外の助成はなかっ
たのですが、今は各都道府県単位で
軽・中等度難聴、両方の耳が30dB以上
の難聴があれば、だいたい13万5,000円
ぐらいの助成がおり、自己負担は軽減
されています。
　池田　発達するとともにちょっとず
つアジャストしていくのですね。
　白井　そうですね。ただ、かなり長
く、５年ぐらいは使えるものです。
　池田　それはいいですね。５年たっ
てまた換えていくのですね。
　白井　そうですね。
　池田　先ほどの人工内耳のことなの
ですが、全く私、イメージが湧かない
のです。一度入れますよね。それはず
っとそのままなのでしょうか。
　白井　人工内耳は体内部と体外部が
あるので、全部を埋め込めるわけでは
ないのですが、体内に入れる部分に関
しては基本的には一生そのままでいい
という設定で作られています。体外器、
補聴器みたいなものをつけて、そのセ
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ットで聞こえるようになっているので
す。
　池田　体外のほうからエナジーチャ
ージというのですか、そういったこと
もするのでしょうか。
　白井　体外器は補聴器と同じような
感じなので、充電する必要があります。
体外器で拾った音を体外器で分析して
電気信号にして、マグネットで体内部
と体外部がつながっているのですが、
そこで電気信号を体内部に送るシステ
ムになっています。
　池田　マグネットで体外器と体内器
がつながり、音を電気刺激に変えて電
気信号を直接聴神経に届けるというこ

とですね。
　白井　はい。
　池田　でも、１回だけの手術だった
ら負担が少ないと思ったのですが、以
前は、ペースメーカーなどでも換えて
いましたよね。ああいうことはやらな
くなったのですか。
　白井　定期的に換える必要はないの
ですが、まだ人工内耳の歴史自体が40
年に満たないぐらいのものなので、今
後100年、お子さんが生きていくとな
ると、どこかで再手術が必要になって
くるかもしれないです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学眼科学教授
大　野　京　子

（聞き手　池田志斈）

　小児の近視治療についてご教示ください。
　就寝時にコンタクトレンズをつけ、角膜の形を変える「オルソケラトロジー」
という治療があることを知りました。適応となる小児について、全般的にお教
えください。適応となる年齢、治療期間、効果、費用、紹介できる眼科に限り
があるのか、紹介先眼科を知る方法などをご教示ください。
 ＜大分県開業医＞

小児の近視治療

　池田　大野先生、就寝時にコンタク
トレンズをつけて角膜の形を変えるオ
ルソケラトロジーという治療があると
いう質問なのですが、これはどのよう
な原理なのでしょうか。
　大野　近視の度数というのは角膜の
カーブと目の長さ、眼軸長というもの
で決まってくるのですが、そのうち角
膜にコンタクトレンズを夜間乗せるこ
とによって角膜のカーブを少しフラッ
トにし、日中コンタクトを外しても裸
眼である程度よく見えるようになると
いう治療です。
　池田　角膜の出方を平らにして近視
を矯正するということですね。
　大野　そうです。長期的にそういう

お子さんをフォローしますと、近視を
矯正して日中よく見えるだけではなく、
近視の進行自体も抑制できることがわ
かってきて脚光を浴びています。
　池田　適応年齢は何歳ぐらいからな
のでしょうか。
　大野　一応小学校１年生からと考え
られています。親御さんがコンタクト
レンズをつけたり、外したりができま
すので、自分ではつけられないような
小学校低学年のお子さんでも可能にな
っています。
　池田　私がイメージしていたのは、
お子さん自身がコンタクトを装着して
いるのかと思ったのですが、親御さん
がやるのですね。
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ットで聞こえるようになっているので
す。
　池田　体外のほうからエナジーチャ
ージというのですか、そういったこと
もするのでしょうか。
　白井　体外器は補聴器と同じような
感じなので、充電する必要があります。
体外器で拾った音を体外器で分析して
電気信号にして、マグネットで体内部
と体外部がつながっているのですが、
そこで電気信号を体内部に送るシステ
ムになっています。
　池田　マグネットで体外器と体内器
がつながり、音を電気刺激に変えて電
気信号を直接聴神経に届けるというこ

とですね。
　白井　はい。
　池田　でも、１回だけの手術だった
ら負担が少ないと思ったのですが、以
前は、ペースメーカーなどでも換えて
いましたよね。ああいうことはやらな
くなったのですか。
　白井　定期的に換える必要はないの
ですが、まだ人工内耳の歴史自体が40
年に満たないぐらいのものなので、今
後100年、お子さんが生きていくとな
ると、どこかで再手術が必要になって
くるかもしれないです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東京医科歯科大学眼科学教授
大　野　京　子

（聞き手　池田志斈）

　小児の近視治療についてご教示ください。
　就寝時にコンタクトレンズをつけ、角膜の形を変える「オルソケラトロジー」
という治療があることを知りました。適応となる小児について、全般的にお教
えください。適応となる年齢、治療期間、効果、費用、紹介できる眼科に限り
があるのか、紹介先眼科を知る方法などをご教示ください。
 ＜大分県開業医＞

小児の近視治療

　池田　大野先生、就寝時にコンタク
トレンズをつけて角膜の形を変えるオ
ルソケラトロジーという治療があると
いう質問なのですが、これはどのよう
な原理なのでしょうか。
　大野　近視の度数というのは角膜の
カーブと目の長さ、眼軸長というもの
で決まってくるのですが、そのうち角
膜にコンタクトレンズを夜間乗せるこ
とによって角膜のカーブを少しフラッ
トにし、日中コンタクトを外しても裸
眼である程度よく見えるようになると
いう治療です。
　池田　角膜の出方を平らにして近視
を矯正するということですね。
　大野　そうです。長期的にそういう

お子さんをフォローしますと、近視を
矯正して日中よく見えるだけではなく、
近視の進行自体も抑制できることがわ
かってきて脚光を浴びています。
　池田　適応年齢は何歳ぐらいからな
のでしょうか。
　大野　一応小学校１年生からと考え
られています。親御さんがコンタクト
レンズをつけたり、外したりができま
すので、自分ではつけられないような
小学校低学年のお子さんでも可能にな
っています。
　池田　私がイメージしていたのは、
お子さん自身がコンタクトを装着して
いるのかと思ったのですが、親御さん
がやるのですね。
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　大野　弱い近視の場合には、まず裸
眼視力が、めがねやコンタクトをつけ
なくても非常に遠くがよく見える効果
と、あと近視を抑制できる効果があり
ます。２年間の臨床試験では、普通の
コンタクトレンズあるいはめがねをか
けたお子さんに比べて30～60％ぐらい
近視の進行も抑制できたということが
報告されています。裸眼でよく見える
ことに加えて、長期的にも近視の進行
のスピードが遅くなることも効果とし
て考えられています。
　池田　２年間のエビデンスがあるの
ですね。
　大野　はい。
　池田　もう一つ気になるところは、
保険適用も含めた費用ですが、どのぐ
らいなのでしょうか。
　大野　これは保険診療の治療ではあ
りませんので、費用は各施設によって
若干違いますが、おおむね初期費用と
して初年度に10万～20万円程度かかり
ます。さらに、２～３年に一度レンズ
の買い替えが必要になり、１枚当たり
３万～５万円ぐらい追加で必要になっ
てきます。
　池田　初年度がそれくらいかかって、
あとは２～３年おきに数万円程度とい
うことですね。
　大野　そうです。
　池田　それでしたらリーズナブルな
感じですね。
　大野　そうですね。めがね等のこと

を考るとリーズナブルかと思います。
　池田　めがねも度数の変化によって
買い替えたりとかありますよね。それ
を考えれば、進行が進まない分だけお
得な感じがしますね。
　大野　そう思います。
　池田　長いこと装着していくことか
ら、副作用を心配される親御さんもい
ると思うのですが、どのような事例が
あるのでしょうか。
　大野　コンタクトレンズを夜間につ
けることによる副作用があります。特
に角膜に傷がついてしまう。あるいは、
角膜に感染を起こして角膜潰瘍などを
起こしてしまうことがあります。必ず
装着中は定期的に処方していただいた
眼科を受診して角膜の状態をチェック
することと、痛みがあるなどの違和感
があったときはすぐに眼科を受診して
いただくことが必要になります。
　池田　異常があったらすぐ受診する
ということですね。
　大野　そうです。
　池田　例えば週に１～２日忘れたと
か、そういったことでも大丈夫なので
しょうか。
　大野　遠くをよく見たいという点に
ついては、ちょっと忘れてしまっても、
つけたらまた同じように見えるのです
が、近視の進行を長期的に抑制すると
いう目的については、忘れてしまうと、
それだけ効果は乏しくなってしまうと
思います。

　大野　そうです。寝る前につけて、
朝外すというものですので、親御さん
が管理してくださることによって、よ
り安全に、入れるときに角膜を傷つけ
たりせずに、きちんとできると思いま
す。
　池田　その場合、ご両親に治療開始
前にトレーニングか何か受けていただ
くのですか。
　大野　そうです。コンタクトレンズ
の装着方法に加えて、外した後のコン
タクトレンズの適切な洗浄、管理方法
等について親御さんにアドバイスをし
ています。
　池田　コンタクトは、自分でもつけ
るのはなかなか難しいと思うのですが、
他人のコンタクトというのは意外と簡
単なのでしょうか。
　大野　直接目が見えるので、自身で
入れるときには少し恐怖感があります
が、私ども眼科医も他人に入れるほう
がつけやすいような気がしています。
　池田　治療期間はどのくらいになる
のでしょうか。
　大野　角膜がフラットになる効果は、
コンタクトレンズの夜間装用を中止す
ると形状が元に戻ってしまうので、お
そらくずっと、少なくとも近視の進行
がほぼ停止すると思われる10代後半ぐ
らいまでは続けていただいたほうがよ
いと考えられます。
　池田　例えば６～７歳から始めると、
10年ぐらいという感じなのでしょうか。

　大野　そうですね。学年が上がって
くると、自分でつけたりできるように
なるので、小学校高学年あるいは中学
生以降ぐらいは自分でやってもらうよ
うなかたちですが、大学生ぐらいまで
ずっとつけているお子さんが多いと思
います。
　池田　１回コンタクトを作りますよ
ね。例えば変性したりとか、傷がつく、
何か感染のもとになりそうになった。
そういうときに交換するのでしょうか。
　大野　傷がついたりしたときはもち
ろん交換が必要ですし、傷がつかなく
ても２～３年に一度は度数を含めてレ
ンズの買い替えが必要になるので、そ
のときのレンズの費用はかかってきま
す。
　池田　定期的にフォローアップされ
て、必要に応じて新しいコンタクトを
作っていくということですね。
　大野　そうです。
　池田　度数の話もありましたが、度
数は変えていくのでしょうか。
　大野　どうしても体の成長とともに
近視は少し進みますので、そのときの
度数によってオルソケラトロジーのレ
ンズも変えていく場合があります。
　池田　長年、少しずつ矯正を変えつ
つフォローアップしていくのですね。
　大野　はい、そうです。
　池田　気になるところは効果ですが、
効果の判定はどのようにされるのです
か。
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　大野　弱い近視の場合には、まず裸
眼視力が、めがねやコンタクトをつけ
なくても非常に遠くがよく見える効果
と、あと近視を抑制できる効果があり
ます。２年間の臨床試験では、普通の
コンタクトレンズあるいはめがねをか
けたお子さんに比べて30～60％ぐらい
近視の進行も抑制できたということが
報告されています。裸眼でよく見える
ことに加えて、長期的にも近視の進行
のスピードが遅くなることも効果とし
て考えられています。
　池田　２年間のエビデンスがあるの
ですね。
　大野　はい。
　池田　もう一つ気になるところは、
保険適用も含めた費用ですが、どのぐ
らいなのでしょうか。
　大野　これは保険診療の治療ではあ
りませんので、費用は各施設によって
若干違いますが、おおむね初期費用と
して初年度に10万～20万円程度かかり
ます。さらに、２～３年に一度レンズ
の買い替えが必要になり、１枚当たり
３万～５万円ぐらい追加で必要になっ
てきます。
　池田　初年度がそれくらいかかって、
あとは２～３年おきに数万円程度とい
うことですね。
　大野　そうです。
　池田　それでしたらリーズナブルな
感じですね。
　大野　そうですね。めがね等のこと

を考るとリーズナブルかと思います。
　池田　めがねも度数の変化によって
買い替えたりとかありますよね。それ
を考えれば、進行が進まない分だけお
得な感じがしますね。
　大野　そう思います。
　池田　長いこと装着していくことか
ら、副作用を心配される親御さんもい
ると思うのですが、どのような事例が
あるのでしょうか。
　大野　コンタクトレンズを夜間につ
けることによる副作用があります。特
に角膜に傷がついてしまう。あるいは、
角膜に感染を起こして角膜潰瘍などを
起こしてしまうことがあります。必ず
装着中は定期的に処方していただいた
眼科を受診して角膜の状態をチェック
することと、痛みがあるなどの違和感
があったときはすぐに眼科を受診して
いただくことが必要になります。
　池田　異常があったらすぐ受診する
ということですね。
　大野　そうです。
　池田　例えば週に１～２日忘れたと
か、そういったことでも大丈夫なので
しょうか。
　大野　遠くをよく見たいという点に
ついては、ちょっと忘れてしまっても、
つけたらまた同じように見えるのです
が、近視の進行を長期的に抑制すると
いう目的については、忘れてしまうと、
それだけ効果は乏しくなってしまうと
思います。

　大野　そうです。寝る前につけて、
朝外すというものですので、親御さん
が管理してくださることによって、よ
り安全に、入れるときに角膜を傷つけ
たりせずに、きちんとできると思いま
す。
　池田　その場合、ご両親に治療開始
前にトレーニングか何か受けていただ
くのですか。
　大野　そうです。コンタクトレンズ
の装着方法に加えて、外した後のコン
タクトレンズの適切な洗浄、管理方法
等について親御さんにアドバイスをし
ています。
　池田　コンタクトは、自分でもつけ
るのはなかなか難しいと思うのですが、
他人のコンタクトというのは意外と簡
単なのでしょうか。
　大野　直接目が見えるので、自身で
入れるときには少し恐怖感があります
が、私ども眼科医も他人に入れるほう
がつけやすいような気がしています。
　池田　治療期間はどのくらいになる
のでしょうか。
　大野　角膜がフラットになる効果は、
コンタクトレンズの夜間装用を中止す
ると形状が元に戻ってしまうので、お
そらくずっと、少なくとも近視の進行
がほぼ停止すると思われる10代後半ぐ
らいまでは続けていただいたほうがよ
いと考えられます。
　池田　例えば６～７歳から始めると、
10年ぐらいという感じなのでしょうか。

　大野　そうですね。学年が上がって
くると、自分でつけたりできるように
なるので、小学校高学年あるいは中学
生以降ぐらいは自分でやってもらうよ
うなかたちですが、大学生ぐらいまで
ずっとつけているお子さんが多いと思
います。
　池田　１回コンタクトを作りますよ
ね。例えば変性したりとか、傷がつく、
何か感染のもとになりそうになった。
そういうときに交換するのでしょうか。
　大野　傷がついたりしたときはもち
ろん交換が必要ですし、傷がつかなく
ても２～３年に一度は度数を含めてレ
ンズの買い替えが必要になるので、そ
のときのレンズの費用はかかってきま
す。
　池田　定期的にフォローアップされ
て、必要に応じて新しいコンタクトを
作っていくということですね。
　大野　そうです。
　池田　度数の話もありましたが、度
数は変えていくのでしょうか。
　大野　どうしても体の成長とともに
近視は少し進みますので、そのときの
度数によってオルソケラトロジーのレ
ンズも変えていく場合があります。
　池田　長年、少しずつ矯正を変えつ
つフォローアップしていくのですね。
　大野　はい、そうです。
　池田　気になるところは効果ですが、
効果の判定はどのようにされるのです
か。
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なことになったらたいへんと、それが
ちょっと心配で、誰に紹介したらいい
かわからない状態でしょうかね。
　大野　そうですね。
　池田　学会にもお願いしたいのです
が、オルソケラトロジーの講習会を受
講した医師のリストみたいなものがあ
ると、皆さんわかりやすいのではない

でしょうか。
　大野　そうですね。
　池田　そうすると、この人は専門医
だから安心して受けられるのではない
かと思いますので、ぜひお願いしたい
と思います。
　大野　そうですね。確認してみます。
　池田　ありがとうございました。

　池田　連続毎日着用が本筋なのです
ね。
　大野　それが最も望ましいです。
　池田　今、子どもたちは家にいます
が、ポストコロナでいろいろ活動が増
して、例えばクラブでどこかに宿泊す
るとか、そういうことで忘れてしまっ
たりすることもあると思うのですが。
　大野　短期間つけられない期間があ
るのはやむを得ないと思うのですが、
できる限りつけていただくことが望ま
しいと思います。
　池田　極力ということですね。
　大野　はい。
　池田　眼科でこの治療をやっている
ということで何か学会等があったり、
あるいはリストなどがあるのでしょう
か。
　大野　オルソケラトロジーを行って
いる眼科のリストというのはないです
が、日本コンタクトレンズ学会、もし
くは日本近視学会に所属する小児の近
視専門医がいる施設で処方していただ
くことになっています。オルソケラト
ロジーを行っている一覧というのはホ
ームページで簡単に見つけることはで
きないような気がします。まずはホー
ムページをアクセスして、各病院で治
療を行っているかどうかをチェックし
ていただくという手順になると思いま
す。
　池田　逆にむしろキーワード検索で、
オルソケラトロジー・小児眼科、こう

いうものを入れることによってはどう
でしょうか。
　大野　オルソケラトロジーとキーワ
ードで入れていただきますと、ホーム
ページでいろいろな眼科がそれをうた
っています。ただ、いろいろなところ
で行っていますが、できれば小児眼科
というキーワードがある、小児の近視
専門医がいるところで作られたほうが
いいと思います。
　池田　先生の今おっしゃった学会に
所属していない医師でも、これは作る
ことはできるのでしょうか。
　大野　できると思います。このオル
ソケラトロジーの処方には、日本眼科
学会が主催するオルソケラトロジー講
習会というものを受ける必要があり、
その講習会を受けた医師であれば、コ
ンタクトレンズ学会、近視学会に所属
していなくても、自由診療として処方
することは可能だと思います。
　池田　一応原則はあるのですね。学
会が主催するセミナーの受講を必須と
するということですね。
　大野　はい、そうです。
　池田　そういう意味では、それを処
方できるドクターであれば、副作用も
含めておわかりになっているというこ
とですね。
　大野　そうですね。初めに講習会を
受講しますので。
　池田　たぶん質問の先生も、長期的
な経過観察になるし、角膜なので、変
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なことになったらたいへんと、それが
ちょっと心配で、誰に紹介したらいい
かわからない状態でしょうかね。
　大野　そうですね。
　池田　学会にもお願いしたいのです
が、オルソケラトロジーの講習会を受
講した医師のリストみたいなものがあ
ると、皆さんわかりやすいのではない

でしょうか。
　大野　そうですね。
　池田　そうすると、この人は専門医
だから安心して受けられるのではない
かと思いますので、ぜひお願いしたい
と思います。
　大野　そうですね。確認してみます。
　池田　ありがとうございました。

　池田　連続毎日着用が本筋なのです
ね。
　大野　それが最も望ましいです。
　池田　今、子どもたちは家にいます
が、ポストコロナでいろいろ活動が増
して、例えばクラブでどこかに宿泊す
るとか、そういうことで忘れてしまっ
たりすることもあると思うのですが。
　大野　短期間つけられない期間があ
るのはやむを得ないと思うのですが、
できる限りつけていただくことが望ま
しいと思います。
　池田　極力ということですね。
　大野　はい。
　池田　眼科でこの治療をやっている
ということで何か学会等があったり、
あるいはリストなどがあるのでしょう
か。
　大野　オルソケラトロジーを行って
いる眼科のリストというのはないです
が、日本コンタクトレンズ学会、もし
くは日本近視学会に所属する小児の近
視専門医がいる施設で処方していただ
くことになっています。オルソケラト
ロジーを行っている一覧というのはホ
ームページで簡単に見つけることはで
きないような気がします。まずはホー
ムページをアクセスして、各病院で治
療を行っているかどうかをチェックし
ていただくという手順になると思いま
す。
　池田　逆にむしろキーワード検索で、
オルソケラトロジー・小児眼科、こう

いうものを入れることによってはどう
でしょうか。
　大野　オルソケラトロジーとキーワ
ードで入れていただきますと、ホーム
ページでいろいろな眼科がそれをうた
っています。ただ、いろいろなところ
で行っていますが、できれば小児眼科
というキーワードがある、小児の近視
専門医がいるところで作られたほうが
いいと思います。
　池田　先生の今おっしゃった学会に
所属していない医師でも、これは作る
ことはできるのでしょうか。
　大野　できると思います。このオル
ソケラトロジーの処方には、日本眼科
学会が主催するオルソケラトロジー講
習会というものを受ける必要があり、
その講習会を受けた医師であれば、コ
ンタクトレンズ学会、近視学会に所属
していなくても、自由診療として処方
することは可能だと思います。
　池田　一応原則はあるのですね。学
会が主催するセミナーの受講を必須と
するということですね。
　大野　はい、そうです。
　池田　そういう意味では、それを処
方できるドクターであれば、副作用も
含めておわかりになっているというこ
とですね。
　大野　そうですね。初めに講習会を
受講しますので。
　池田　たぶん質問の先生も、長期的
な経過観察になるし、角膜なので、変
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

日野原記念クリニック所長／ライフ・プランニング・センター理事長
久　代　登志男

（聞き手　中村治雄）

高血圧と糖尿病の関係

　中村　久代先生、先生にご企画をい
ただいた「高血圧・糖尿病の管理にむ
けて」という企画がこれから始まるの
ですが、まず最初に高血圧と糖尿病の
関係についてお話をいただきたいと思
います。
　最近、ポーランドとグラスゴーの人
たちがイギリスのUKバイオバンクの
データを利用して、高血圧の原因の中
で免疫的な要因が大きいのではないか。
実際にはリンパ球を調べていて、リン
パ球の数と血圧が収縮期も拡張期も脈
圧も関係してくるというデータを出し
ています。この免疫の状態というのは
糖尿病とも絡んできますから、何か高
血圧と糖尿病との間に病因として共通
なものが潜んでいるのかと思うのです
が、この点に関していかがでしょうか。
　久代　免疫に関しては存じ上げない
のですが、高血圧と糖尿病は合併する
ことが多い疾患ということは以前から
いわれています。一般的に高血圧患者
における糖尿病の頻度は非糖尿病に比
べると２～３倍、糖尿病患者における

高血圧の頻度は非高血圧に比べて約２
倍とされています。両者には肥満、イ
ンスリン抵抗性、メタボリック症候群
など共通する病態が多くあります。
　高血圧と糖尿病は昔からいわれてい
るように進化と現状のミスマッチ病か
もしれません。狩猟採集の時代には血
糖が下がらないほうが生き延びられた。
インスリンは筋肉細胞に糖を摂り込ま
せますが、低血糖になると走れなくな
ったり、失神してしまいます。製糖法
ができる前はむしろインスリンは効い
ていないほうがよかったのです。高血
圧も狩猟採集の時代は、食物からのカ
リウムは豊富で、ナトリウムはほとん
どない状態で二足歩行を始めたので、
血圧を上げるシステムばかり発達させ
てきた。ところが製塩法を発明して、
どんどん塩を取るようになったら血圧
が高くなり、今それがリスクになって
いる。そういう意味では進化と現状の
ミスマッチ病、その２つが合併するこ
とが多いのは皮肉な状況かと思います。
　中村　確かに日常の診療で高血圧と

糖尿病が合併した患者さんは多いです
ね。
　久代　はい、本態性高血圧は男性は
40歳代、女性は50歳代に発症してくる
ことが多いのです。国民健康栄養調査
によりますと、糖尿病が強く疑われる
人たちとは、男性は50歳代から、女性
は60歳代から増えています。高血圧よ
り約10年遅れて糖尿病が発症すること
が多いので、血圧管理を受けているう
ちに血糖が上がってきたということは
日常しばしば経験されるのではないで
しょうか。また、血圧が高め（130～
139/85～89㎜Hg）で降圧薬を服用し
ていない群は、120/80㎜Hg未満に比
べて１型糖尿病発症リスクが約1.4倍高
いことが示されています。
　中村　そうですね。この場合、糖尿
病だけがあって、まだ高血圧を伴って
いない糖尿病の管理をする場合と、高
血圧を伴った糖尿病の管理をする場合
があります。あるいはその逆もあるか
もしれません。難しいのですか。
　久代　２つの病態が合併すると心血
管系疾患のリスクがとても高くなりま
す。例えば久山町研究では、両疾患合
併者の心血管系疾患リスクは約６倍に
なっています。合併する場合は血圧と
血糖の厳格な管理が必要になります。
2019年に発表された高血圧学会のガイ
ドラインでは糖尿病合併高血圧の場合、
診察室血圧130/80㎜Hg未満、家庭血
圧は125/75㎜Hg未満としています。し

かし、診察室血圧と家庭血圧の両者と
もに降圧目標に達しているのは、全体
の１～２割とされています。糖尿病合
併高血圧の患者さんは肥満、腎機能障
害など治療抵抗性高血圧の要因があり
ますが、現在処方されている降圧薬の
併用で多くの場合、血圧管理は可能で
す。北米で実施された糖尿病合併高血
圧患者を対象にしたACCORD血圧試
験では、収縮期血圧120㎜Hg未満を目
標にした積極降圧群では平均119/64 
㎜Hgまで降圧できました。
　中村　その場合に、目標値を狙うと
いうのは一つの大きな方法でもあるの
ですが、変動がありますね。血圧にし
ろ、血糖にしろ、コレステロールなど
も変動が多いとかえってリスクが多く
なるという話もありますが。
　久代　血圧変動自体が糖尿病のリス
クかもしれないという興味深い知見も
発表されています。例えば白衣高血圧
の人たちは糖尿病になるリスクが10年
間で約2.9倍、仮面高血圧で約2.7倍と
の報告もあります。クリニックでは高
くないのだけれども、クリニック以外
では高い人たちの糖尿病の発症頻度は
将来約2.7倍だったということが報告さ
れています。また、私たちは降圧薬治
療中高血圧患者の白衣と仮面高血圧の
頻度は、未治療患者の約２倍高く、糖
尿病合併高血圧では、治療中白衣と仮
面高血圧が心血管系疾患リスクになる
ことを認めています。また、降圧薬治
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

日野原記念クリニック所長／ライフ・プランニング・センター理事長
久　代　登志男

（聞き手　中村治雄）

高血圧と糖尿病の関係

　中村　久代先生、先生にご企画をい
ただいた「高血圧・糖尿病の管理にむ
けて」という企画がこれから始まるの
ですが、まず最初に高血圧と糖尿病の
関係についてお話をいただきたいと思
います。
　最近、ポーランドとグラスゴーの人
たちがイギリスのUKバイオバンクの
データを利用して、高血圧の原因の中
で免疫的な要因が大きいのではないか。
実際にはリンパ球を調べていて、リン
パ球の数と血圧が収縮期も拡張期も脈
圧も関係してくるというデータを出し
ています。この免疫の状態というのは
糖尿病とも絡んできますから、何か高
血圧と糖尿病との間に病因として共通
なものが潜んでいるのかと思うのです
が、この点に関していかがでしょうか。
　久代　免疫に関しては存じ上げない
のですが、高血圧と糖尿病は合併する
ことが多い疾患ということは以前から
いわれています。一般的に高血圧患者
における糖尿病の頻度は非糖尿病に比
べると２～３倍、糖尿病患者における

高血圧の頻度は非高血圧に比べて約２
倍とされています。両者には肥満、イ
ンスリン抵抗性、メタボリック症候群
など共通する病態が多くあります。
　高血圧と糖尿病は昔からいわれてい
るように進化と現状のミスマッチ病か
もしれません。狩猟採集の時代には血
糖が下がらないほうが生き延びられた。
インスリンは筋肉細胞に糖を摂り込ま
せますが、低血糖になると走れなくな
ったり、失神してしまいます。製糖法
ができる前はむしろインスリンは効い
ていないほうがよかったのです。高血
圧も狩猟採集の時代は、食物からのカ
リウムは豊富で、ナトリウムはほとん
どない状態で二足歩行を始めたので、
血圧を上げるシステムばかり発達させ
てきた。ところが製塩法を発明して、
どんどん塩を取るようになったら血圧
が高くなり、今それがリスクになって
いる。そういう意味では進化と現状の
ミスマッチ病、その２つが合併するこ
とが多いのは皮肉な状況かと思います。
　中村　確かに日常の診療で高血圧と

糖尿病が合併した患者さんは多いです
ね。
　久代　はい、本態性高血圧は男性は
40歳代、女性は50歳代に発症してくる
ことが多いのです。国民健康栄養調査
によりますと、糖尿病が強く疑われる
人たちとは、男性は50歳代から、女性
は60歳代から増えています。高血圧よ
り約10年遅れて糖尿病が発症すること
が多いので、血圧管理を受けているう
ちに血糖が上がってきたということは
日常しばしば経験されるのではないで
しょうか。また、血圧が高め（130～
139/85～89㎜Hg）で降圧薬を服用し
ていない群は、120/80㎜Hg未満に比
べて１型糖尿病発症リスクが約1.4倍高
いことが示されています。
　中村　そうですね。この場合、糖尿
病だけがあって、まだ高血圧を伴って
いない糖尿病の管理をする場合と、高
血圧を伴った糖尿病の管理をする場合
があります。あるいはその逆もあるか
もしれません。難しいのですか。
　久代　２つの病態が合併すると心血
管系疾患のリスクがとても高くなりま
す。例えば久山町研究では、両疾患合
併者の心血管系疾患リスクは約６倍に
なっています。合併する場合は血圧と
血糖の厳格な管理が必要になります。
2019年に発表された高血圧学会のガイ
ドラインでは糖尿病合併高血圧の場合、
診察室血圧130/80㎜Hg未満、家庭血
圧は125/75㎜Hg未満としています。し

かし、診察室血圧と家庭血圧の両者と
もに降圧目標に達しているのは、全体
の１～２割とされています。糖尿病合
併高血圧の患者さんは肥満、腎機能障
害など治療抵抗性高血圧の要因があり
ますが、現在処方されている降圧薬の
併用で多くの場合、血圧管理は可能で
す。北米で実施された糖尿病合併高血
圧患者を対象にしたACCORD血圧試
験では、収縮期血圧120㎜Hg未満を目
標にした積極降圧群では平均119/64 
㎜Hgまで降圧できました。
　中村　その場合に、目標値を狙うと
いうのは一つの大きな方法でもあるの
ですが、変動がありますね。血圧にし
ろ、血糖にしろ、コレステロールなど
も変動が多いとかえってリスクが多く
なるという話もありますが。
　久代　血圧変動自体が糖尿病のリス
クかもしれないという興味深い知見も
発表されています。例えば白衣高血圧
の人たちは糖尿病になるリスクが10年
間で約2.9倍、仮面高血圧で約2.7倍と
の報告もあります。クリニックでは高
くないのだけれども、クリニック以外
では高い人たちの糖尿病の発症頻度は
将来約2.7倍だったということが報告さ
れています。また、私たちは降圧薬治
療中高血圧患者の白衣と仮面高血圧の
頻度は、未治療患者の約２倍高く、糖
尿病合併高血圧では、治療中白衣と仮
面高血圧が心血管系疾患リスクになる
ことを認めています。また、降圧薬治
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療中の糖尿病合併高血圧患者では、夜
間高血圧の頻度が高く、さらに受診日
ごとの血圧変動が大きいことも心血管
系疾患リスクになることが報告されて
います。日内変動を含めた血圧変動自
体を抑制すれば、心血管系疾患リスク
を軽減できるか明らかではありません
が、糖尿病合併高血圧では、積極的に
家庭血圧測定をすすめ、診察室血圧と
家庭血圧の両方とも厳格にコントロー
ルすることが必要と考えられます。
　中村　夜間高血圧というと、何時ご
ろのことをいっているのですか。
　久代　正確には24時間自由行動下血
圧を行い、就床から起床までの時間帯
の血圧の平均を計測し、それが120/70
㎜Hg以上の場合には夜間高血圧と診
断されます。糖尿病合併高血圧ではそ
の頻度が２倍ぐらいに増えているとい
う報告があります。
　中村　早朝になると、その夜間高血
圧の人はなおさら早朝のシュートする
血圧も高くなる。
　久代　早朝血圧を上げる要因として
は、先生がおっしゃったように、夜間
血圧が高く、そのまま早朝も高くなる
場合と、起床後の活動に伴って急に高
くなる場合があります。もともと朝は、
これから活動しなければいけない時間
帯なので、昇圧系である交感神経、視
床下部・下垂体系、レニン・アンジオ
テンシンの活動が高まり、起床後１時
間以内が一日のうちで一番高い人が多

いのです。起床後１時間以内の血圧が
135/85㎜Hg以上は早朝高血圧と診断
されますが、糖尿病合併高血圧では、
早朝血圧が高く、診察室血圧は高くな
い仮面高血圧の頻度が高いことは承知
しておく必要があります。
　中村　最近、この２つの病気という
か、１つといってもいいのかもしれな
いのですが、ガイドラインが治療に関
して出ていると思うのですが、この辺
で付け加えるところがありましたら教
えていただけますか。
　久代　糖尿病合併高血圧患者は高齢
者が多いので、収縮期血圧が高く、血
圧変動幅も大きいことが多いのです。
心臓の仕事量は、収縮期血圧と心拍数
の積に比例しますので、収縮期血圧が
高いことは心不全のリスクになります。
１カ月から数カ月単位の平均的な家庭
血圧と診察室血圧は、きちんとコント
ロールする必要があります。血圧変動
自体にそれ程神経質になる必要はあり
ませんが、早朝家庭血圧が比較的安定
している患者さんで、急に下がる日が
たまにある場合、発作性心房細動に気
をつけてください。
　中村　厳格な血圧管理についてエビ
デンスはありますか。
　久代　例えば先に述べたACCORD
血圧試験では、120㎜Hg未満を目標に
下げた群では脳卒中が明らかに減りま
した。糖尿病合併高血圧を対象にした
試験ではありませんが、120㎜Hg未満

を目標とした積極的降圧により心不全
リスクが通常降圧群より４割近く減っ
ています。日本の検討では、きちんと
血圧を下げたほうのグループでは、例
えばJ-DOIT３では2,500人ぐらいの日
本人の糖尿病合併高血圧患者に対して、
120㎜Hg未満を目標にした場合と130/ 
80㎜Hg未満を目標にした場合、９年間
の観察で脳卒中は58％、冠動脈疾患は
14％減少しています。このようなエビ
デンスを踏まえて、日本高血圧学会は
きちんと下げましょうということを強
調しています。
　中村　わかりました。そうすると、
こういったことはプライマリーケアを
取り扱っている私も含めて、医師にと
ってはたいへん重要なことで、まだま
だ日本では啓発がそこまでいっていな
いのではないか。
　久代　降圧目標達成が心血管系疾患
の予防と予後改善に役立つエビデンス
があり、十分な血圧管理の必要性をガ
イドラインが強調しているのにもかか
わらず、降圧目標達成率が低いのは世
界共通の課題です。別のセクションで
述べますが、日本は先進国の中では達
成率が最も低いグループに入っている
と報告されています。
　糖尿病合併高血圧では、カルシウム
拮抗薬、RA系抑制薬、利尿薬などに
よる多剤併用療法が必要な場合が多い
ことを念頭において、治療をすすめる
必要があります。

　中村　アルドステロン拮抗薬もお使
いになりますか。
　久代　はい。治療抵抗性高血圧の切
り札になる薬です。カルシウム拮抗薬、
RA系抑制薬と少量のサイアザイド系
を併用しても降圧不十分な場合に、と
ても有効なことがあります。スピロノ
ラクトンは、アルドステロン以外のホ
ルモン受容体にも作用するので女性化
乳房や性機能障害が起こるため日常診
療では使いにくい薬剤です。選択的な
拮抗薬であるエプレレノンは、そのよ
うな副作用はありませんが、糖尿病で
微量アルブミン尿を認める場合とクレ
アチニンクリアランスが50mL/分未満
の場合は禁忌になっていますので、糖
尿病合併高血圧には使用しにくい薬で
す。最近上市されたエサキセレノンは、
処方前のeGFRが30未満と血清カリウ
ムが５mEq/Lを超えている場合は禁
忌ですが、そうでなければ慎重投与に
なっています。少量から血清カリウム
に注意しながら使用すれば、役に立つ
降圧薬です。
　中村　2.5㎎ぐらいでしたか。
　久代　1.25㎎、2.5㎎と５㎎がありま
す。処方前に血清カリウムが５mEq/L
以下であることを確認し、腎機能に問
題なければ2.5㎎から開始していますが、
eGFRが50以下の場合は1.25㎎から開
始しています。いずれの場合でも処方
後２週間で血清カリウムをチェックす
る必要があります。
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療中の糖尿病合併高血圧患者では、夜
間高血圧の頻度が高く、さらに受診日
ごとの血圧変動が大きいことも心血管
系疾患リスクになることが報告されて
います。日内変動を含めた血圧変動自
体を抑制すれば、心血管系疾患リスク
を軽減できるか明らかではありません
が、糖尿病合併高血圧では、積極的に
家庭血圧測定をすすめ、診察室血圧と
家庭血圧の両方とも厳格にコントロー
ルすることが必要と考えられます。
　中村　夜間高血圧というと、何時ご
ろのことをいっているのですか。
　久代　正確には24時間自由行動下血
圧を行い、就床から起床までの時間帯
の血圧の平均を計測し、それが120/70
㎜Hg以上の場合には夜間高血圧と診
断されます。糖尿病合併高血圧ではそ
の頻度が２倍ぐらいに増えているとい
う報告があります。
　中村　早朝になると、その夜間高血
圧の人はなおさら早朝のシュートする
血圧も高くなる。
　久代　早朝血圧を上げる要因として
は、先生がおっしゃったように、夜間
血圧が高く、そのまま早朝も高くなる
場合と、起床後の活動に伴って急に高
くなる場合があります。もともと朝は、
これから活動しなければいけない時間
帯なので、昇圧系である交感神経、視
床下部・下垂体系、レニン・アンジオ
テンシンの活動が高まり、起床後１時
間以内が一日のうちで一番高い人が多

いのです。起床後１時間以内の血圧が
135/85㎜Hg以上は早朝高血圧と診断
されますが、糖尿病合併高血圧では、
早朝血圧が高く、診察室血圧は高くな
い仮面高血圧の頻度が高いことは承知
しておく必要があります。
　中村　最近、この２つの病気という
か、１つといってもいいのかもしれな
いのですが、ガイドラインが治療に関
して出ていると思うのですが、この辺
で付け加えるところがありましたら教
えていただけますか。
　久代　糖尿病合併高血圧患者は高齢
者が多いので、収縮期血圧が高く、血
圧変動幅も大きいことが多いのです。
心臓の仕事量は、収縮期血圧と心拍数
の積に比例しますので、収縮期血圧が
高いことは心不全のリスクになります。
１カ月から数カ月単位の平均的な家庭
血圧と診察室血圧は、きちんとコント
ロールする必要があります。血圧変動
自体にそれ程神経質になる必要はあり
ませんが、早朝家庭血圧が比較的安定
している患者さんで、急に下がる日が
たまにある場合、発作性心房細動に気
をつけてください。
　中村　厳格な血圧管理についてエビ
デンスはありますか。
　久代　例えば先に述べたACCORD
血圧試験では、120㎜Hg未満を目標に
下げた群では脳卒中が明らかに減りま
した。糖尿病合併高血圧を対象にした
試験ではありませんが、120㎜Hg未満

を目標とした積極的降圧により心不全
リスクが通常降圧群より４割近く減っ
ています。日本の検討では、きちんと
血圧を下げたほうのグループでは、例
えばJ-DOIT３では2,500人ぐらいの日
本人の糖尿病合併高血圧患者に対して、
120㎜Hg未満を目標にした場合と130/ 
80㎜Hg未満を目標にした場合、９年間
の観察で脳卒中は58％、冠動脈疾患は
14％減少しています。このようなエビ
デンスを踏まえて、日本高血圧学会は
きちんと下げましょうということを強
調しています。
　中村　わかりました。そうすると、
こういったことはプライマリーケアを
取り扱っている私も含めて、医師にと
ってはたいへん重要なことで、まだま
だ日本では啓発がそこまでいっていな
いのではないか。
　久代　降圧目標達成が心血管系疾患
の予防と予後改善に役立つエビデンス
があり、十分な血圧管理の必要性をガ
イドラインが強調しているのにもかか
わらず、降圧目標達成率が低いのは世
界共通の課題です。別のセクションで
述べますが、日本は先進国の中では達
成率が最も低いグループに入っている
と報告されています。
　糖尿病合併高血圧では、カルシウム
拮抗薬、RA系抑制薬、利尿薬などに
よる多剤併用療法が必要な場合が多い
ことを念頭において、治療をすすめる
必要があります。

　中村　アルドステロン拮抗薬もお使
いになりますか。
　久代　はい。治療抵抗性高血圧の切
り札になる薬です。カルシウム拮抗薬、
RA系抑制薬と少量のサイアザイド系
を併用しても降圧不十分な場合に、と
ても有効なことがあります。スピロノ
ラクトンは、アルドステロン以外のホ
ルモン受容体にも作用するので女性化
乳房や性機能障害が起こるため日常診
療では使いにくい薬剤です。選択的な
拮抗薬であるエプレレノンは、そのよ
うな副作用はありませんが、糖尿病で
微量アルブミン尿を認める場合とクレ
アチニンクリアランスが50mL/分未満
の場合は禁忌になっていますので、糖
尿病合併高血圧には使用しにくい薬で
す。最近上市されたエサキセレノンは、
処方前のeGFRが30未満と血清カリウ
ムが５mEq/Lを超えている場合は禁
忌ですが、そうでなければ慎重投与に
なっています。少量から血清カリウム
に注意しながら使用すれば、役に立つ
降圧薬です。
　中村　2.5㎎ぐらいでしたか。
　久代　1.25㎎、2.5㎎と５㎎がありま
す。処方前に血清カリウムが５mEq/L
以下であることを確認し、腎機能に問
題なければ2.5㎎から開始していますが、
eGFRが50以下の場合は1.25㎎から開
始しています。いずれの場合でも処方
後２週間で血清カリウムをチェックす
る必要があります。
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　中村　どのぐらいまでなら許容でき
るのですか。
　久代　添付文書では６mEq/L以上
では直ちに中止し、5.5～６mEq/Lで
は減量か中止をするとしています。私
は5.5mEq/L前後の場合、心電図でテ
ント状T波があれば中止し、心電図に
問題なければ、継続しています。
　中村　ベースにサイアザイドが投与
されていたような場合にはカリウムは
上がりにくい。
　久代　はい。以前サイアザイドの用
量が多かった時代にアルドステロン作
用に拮抗するトリアムテレンの併用で、
低カリウム血症を予防することが行わ
れていました。

　別のことになりますが、β遮断薬は
労作性狭心症があれば使用しなければ
ならない薬剤ですが、糖尿病合併高血
圧では、私は糖代謝に対する副作用が
少ないα・β遮断薬を使用しています。
糖尿病合併高血圧では、カルシウム拮
抗薬とRA系抑制薬の併用で降圧不十
分な場合に、３剤目にどの薬剤を使用
するかについて、説得性のあるエビデ
ンスはありません。少量のサイアザイ
ド系利尿薬、アルドステロン受容体拮
抗薬、α1遮断薬、α・β遮断薬などを
併用して降圧目標達成を目指すように
しています。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓・高血圧内科部長
平　和　伸　仁

（聞き手　大西　真）

最新高血圧治療ガイドライン

　大西　平和先生、最新の高血圧治療
ガイドラインについてお話をうかがい
たいと思います。
　今回の改訂の特徴を教えていただけ
ますか。
　平和　高血圧学会では約５年ごとに
治療ガイドラインを改訂しています。
今回はJSH2014から５年ぶりの改訂で、
新しいガイドラインが発刊されました。
高血圧治療ガイドラインは、日常診療
において最も高頻度に遭遇する高血圧
患者に対して適切な治療を提供するた
めの標準的指針と根拠を示すことを目
的に作成されています。
　今回の改訂は、前回のJSH2014と比
較してガイドラインの作成方法が大き
く変更されました。クリニカルクエス
チョン（CQ）を受け付けまして、17
のCQに対して網羅的な文献検索、シ
ステマティックレビュー、メタ解析、
そしてエビデンスの総体を作成し、推
奨文およびエビデンスレベルを決定し
ました。しかし他のガイドラインと異
なっていて、高血圧は非常に幅広い領

域をカバーしており、CQの解説にと
どまらずに、エビデンスをまとめて記
述した教科書的な記載も残されていま
す。
　今回変更されました要点として、ま
ず、水俣条約に伴って血圧計の推奨が
変更されました。また、血圧の分類の
変更、絶対リスクを考慮したリスクの
層別化、降圧薬を用いる基準、降圧目
標の厳格化などが主なるものです。
　大西　先ほど少し話が出た血圧測定
の推奨、血圧計の問題とか、いろいろ
あるかと思いますが、そのあたりを教
えていただけますか。
　平和　水俣条約を本邦は批准してい
ますので、2021年から水銀を用いた機
器の製造、輸出入が禁止されます。そ
こで、JSH2019では水銀血圧計にかえ
て電子血圧計を使うことを推奨してい
ます。
　大西　血圧測定も、病院の場合、家
庭の場合、いろいろあるかと思います
が、そのあたりについてはいかがでし
ょうか。
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　中村　どのぐらいまでなら許容でき
るのですか。
　久代　添付文書では６mEq/L以上
では直ちに中止し、5.5～６mEq/Lで
は減量か中止をするとしています。私
は5.5mEq/L前後の場合、心電図でテ
ント状T波があれば中止し、心電図に
問題なければ、継続しています。
　中村　ベースにサイアザイドが投与
されていたような場合にはカリウムは
上がりにくい。
　久代　はい。以前サイアザイドの用
量が多かった時代にアルドステロン作
用に拮抗するトリアムテレンの併用で、
低カリウム血症を予防することが行わ
れていました。

　別のことになりますが、β遮断薬は
労作性狭心症があれば使用しなければ
ならない薬剤ですが、糖尿病合併高血
圧では、私は糖代謝に対する副作用が
少ないα・β遮断薬を使用しています。
糖尿病合併高血圧では、カルシウム拮
抗薬とRA系抑制薬の併用で降圧不十
分な場合に、３剤目にどの薬剤を使用
するかについて、説得性のあるエビデ
ンスはありません。少量のサイアザイ
ド系利尿薬、アルドステロン受容体拮
抗薬、α1遮断薬、α・β遮断薬などを
併用して降圧目標達成を目指すように
しています。
　中村　どうもありがとうございまし
た。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓・高血圧内科部長
平　和　伸　仁

（聞き手　大西　真）

最新高血圧治療ガイドライン

　大西　平和先生、最新の高血圧治療
ガイドラインについてお話をうかがい
たいと思います。
　今回の改訂の特徴を教えていただけ
ますか。
　平和　高血圧学会では約５年ごとに
治療ガイドラインを改訂しています。
今回はJSH2014から５年ぶりの改訂で、
新しいガイドラインが発刊されました。
高血圧治療ガイドラインは、日常診療
において最も高頻度に遭遇する高血圧
患者に対して適切な治療を提供するた
めの標準的指針と根拠を示すことを目
的に作成されています。
　今回の改訂は、前回のJSH2014と比
較してガイドラインの作成方法が大き
く変更されました。クリニカルクエス
チョン（CQ）を受け付けまして、17
のCQに対して網羅的な文献検索、シ
ステマティックレビュー、メタ解析、
そしてエビデンスの総体を作成し、推
奨文およびエビデンスレベルを決定し
ました。しかし他のガイドラインと異
なっていて、高血圧は非常に幅広い領

域をカバーしており、CQの解説にと
どまらずに、エビデンスをまとめて記
述した教科書的な記載も残されていま
す。
　今回変更されました要点として、ま
ず、水俣条約に伴って血圧計の推奨が
変更されました。また、血圧の分類の
変更、絶対リスクを考慮したリスクの
層別化、降圧薬を用いる基準、降圧目
標の厳格化などが主なるものです。
　大西　先ほど少し話が出た血圧測定
の推奨、血圧計の問題とか、いろいろ
あるかと思いますが、そのあたりを教
えていただけますか。
　平和　水俣条約を本邦は批准してい
ますので、2021年から水銀を用いた機
器の製造、輸出入が禁止されます。そ
こで、JSH2019では水銀血圧計にかえ
て電子血圧計を使うことを推奨してい
ます。
　大西　血圧測定も、病院の場合、家
庭の場合、いろいろあるかと思います
が、そのあたりについてはいかがでし
ょうか。
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リスク因子がないものは低リスクにな
ります。一方、140/90㎜Hgを超えてい
て、リスクの第２層、つまり年齢が65
歳以上、男性であること、脂質異常症
があること、喫煙をされている方、こ
の４項目のうち１つでもあればリスク
第２層となり、中等リスクになります。
　さらにリスク第３層として、今申し
上げました年齢65歳以上、男性、脂質
異常症、喫煙の４つのうち、３つ以上
の危険因子がある場合はリスク第３層
となりますし、脳・心血管病の既往、
非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿
を有するCKDがリスク第３層になり
ますので、同じ140/90㎜Hg以上でも
高リスクとなります。
　大西　次に降圧治療について具体的
にうかがいたいのですが、まず生活習
慣の改善といいますか、修正が非常に
重要かと思います。そのあたりは指針
にどのように盛り込まれたのでしょう
か。
　平和　生活習慣の修正はJSH2014と
大きな変更はありません。基本的には
①減塩、１日６g未満、それから②野
菜、果物の積極的な摂取、多価不飽和
脂肪酸や低脂肪乳製品の積極的な摂取、
③適正体重の維持でBMIを25未満にし
ましょう、④運動療法を１日30分、あ
るいは週に180分、そして⑤節酒、⑥
禁煙の６項目がメインとなっています。
　大西　ご高齢の方の運動はいかがで
すか。

　平和　ご高齢の方の運動は非常に重
要でして、筋力を維持することによっ
てフレイル予防をする、フレイル予防
をすることによって転倒骨折予防がで
きるので、生命予後を改善すると考え
ています。この中では、エビデンスが
一番あるのは減塩で、CQ ４で解説し
ていて、減塩することを強く推奨する
ことになっています。１日６g未満と
いうことです。
　大西　減塩について何か注意点はあ
りますか。
　平和　そうですね。ただ、腎臓病が
ある方で過度な減塩はよくないといわ
れていますし、特に高齢者で利尿薬を
使われている方は過度な減塩をすると、
低ナトリウム血症を起こしたりしてリ
スクが高まるので、注意が必要です。
　あと、妊婦さんは６g未満への減塩
は推奨されていません。あまり減塩す
ると羊水の量に影響することがありま
す。日本産科婦人科学会および日本妊
娠高血圧学会のガイドラインでは１日
７～８gの摂取が推奨されています。
　大西　次に薬物療法についての考え
方を教えていただけますか。
　平和　先ほど申しましたように、リ
スクの層別化をして、高血圧で高リス
クの場合は生活習慣の修正を行いつつ、
すぐに降圧薬を開始します。一方、高
血圧でも、低リスクあるいは中等リス
クであれば、生活習慣の修正を１カ月
程度行って、再評価をして、十分な降

　平和　基本的には診察室血圧で血圧
の分類をするのですが、やはり高血圧
の診断と治療効果の判定には家庭血圧
が非常に重要な役割を果たします。高
血圧の診断のときに、診察室血圧と家
庭血圧で異なった基準の場合には、家
庭血圧の値を優先することになってい
ます。
　大西　血圧の分類が変更されたとう
かがっているのですが、そのあたりを
詳しく教えていただけますか。
　平和　高血圧の治療の目的は、脳・
心血管病の抑制です。血圧が120/80 
㎜Hg未満の方と比較しますと、それ
以上の血圧の方々は、脳・心血管病死
亡のリスクが高まります。ですので、
120/80㎜Hg未満であれば良いのです
が、それを超えたときにはやはり何か
しら注意が必要ということになります。
　140/90㎜Hgというのは今までも高
血圧の基準でしたが、今回も140/90 
㎜Hg以上というのが高血圧の診断基
準です。その基準を決めた要因として
は、「生活習慣の修正をしつつ、降圧
薬を使うことによって血圧を適切に下
げ、メリットが得られることが証明さ
れている」血圧値であることがポイン
トです。140/90㎜Hg以上であれば降
圧薬を使って下げて、降圧目標が達成
すると脳・心血管病死亡が減ると期待
されることから高血圧基準が決められ
ています。
　ただし、先ほどの120/80㎜Hgとい

う正常のところから140/90㎜Hgの間
というのはいろいろな考え方がありま
す。米国で高血圧ガイドラインが変更
になりましたが、米国では130/80㎜Hg
以上をステージ１の高血圧と決めたの
です。今までの血圧値の分類では、高
血圧である140/90㎜Hgと正常血圧の
120/80㎜Hgの間に130/85㎜Hgという
境界値がありましたが、今回、130/80
㎜Hg以上という米国ガイドラインの
高血圧診断基準ができたので、130/80
㎜Hgという基準を日本のガイドライン
でも引用しているのです。また、様々
な病態における降圧目標が130/80㎜Hg
未満であることも主要なポイントとな
りました。
　大西　それでは次に、高血圧のリス
クをいろいろ層別化して、それによっ
て高血圧管理の計画を立てるという指
針が出されていますが、そのあたりを
教えていただけますか。
　平和　診察室血圧に基づいた脳・心
血管病リスクの層別化というものがあ
ります。これはガイドラインの３章を
見ていただきたいところなのですが、
脳・心血管病のリスクを低リスク、中
等リスク、高リスクの３つに分類して
います。どのようなリスクになるかは、
リスク層を３段階、血圧分類を４段階
に分類して、日本人の絶対リスク値よ
り決められています。
　例えば、130～139㎜Hg、80～89㎜Hg
の高値血圧でリスクが第１層、つまり
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リスク因子がないものは低リスクにな
ります。一方、140/90㎜Hgを超えてい
て、リスクの第２層、つまり年齢が65
歳以上、男性であること、脂質異常症
があること、喫煙をされている方、こ
の４項目のうち１つでもあればリスク
第２層となり、中等リスクになります。
　さらにリスク第３層として、今申し
上げました年齢65歳以上、男性、脂質
異常症、喫煙の４つのうち、３つ以上
の危険因子がある場合はリスク第３層
となりますし、脳・心血管病の既往、
非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿
を有するCKDがリスク第３層になり
ますので、同じ140/90㎜Hg以上でも
高リスクとなります。
　大西　次に降圧治療について具体的
にうかがいたいのですが、まず生活習
慣の改善といいますか、修正が非常に
重要かと思います。そのあたりは指針
にどのように盛り込まれたのでしょう
か。
　平和　生活習慣の修正はJSH2014と
大きな変更はありません。基本的には
①減塩、１日６g未満、それから②野
菜、果物の積極的な摂取、多価不飽和
脂肪酸や低脂肪乳製品の積極的な摂取、
③適正体重の維持でBMIを25未満にし
ましょう、④運動療法を１日30分、あ
るいは週に180分、そして⑤節酒、⑥
禁煙の６項目がメインとなっています。
　大西　ご高齢の方の運動はいかがで
すか。

　平和　ご高齢の方の運動は非常に重
要でして、筋力を維持することによっ
てフレイル予防をする、フレイル予防
をすることによって転倒骨折予防がで
きるので、生命予後を改善すると考え
ています。この中では、エビデンスが
一番あるのは減塩で、CQ ４で解説し
ていて、減塩することを強く推奨する
ことになっています。１日６g未満と
いうことです。
　大西　減塩について何か注意点はあ
りますか。
　平和　そうですね。ただ、腎臓病が
ある方で過度な減塩はよくないといわ
れていますし、特に高齢者で利尿薬を
使われている方は過度な減塩をすると、
低ナトリウム血症を起こしたりしてリ
スクが高まるので、注意が必要です。
　あと、妊婦さんは６g未満への減塩
は推奨されていません。あまり減塩す
ると羊水の量に影響することがありま
す。日本産科婦人科学会および日本妊
娠高血圧学会のガイドラインでは１日
７～８gの摂取が推奨されています。
　大西　次に薬物療法についての考え
方を教えていただけますか。
　平和　先ほど申しましたように、リ
スクの層別化をして、高血圧で高リス
クの場合は生活習慣の修正を行いつつ、
すぐに降圧薬を開始します。一方、高
血圧でも、低リスクあるいは中等リス
クであれば、生活習慣の修正を１カ月
程度行って、再評価をして、十分な降

　平和　基本的には診察室血圧で血圧
の分類をするのですが、やはり高血圧
の診断と治療効果の判定には家庭血圧
が非常に重要な役割を果たします。高
血圧の診断のときに、診察室血圧と家
庭血圧で異なった基準の場合には、家
庭血圧の値を優先することになってい
ます。
　大西　血圧の分類が変更されたとう
かがっているのですが、そのあたりを
詳しく教えていただけますか。
　平和　高血圧の治療の目的は、脳・
心血管病の抑制です。血圧が120/80 
㎜Hg未満の方と比較しますと、それ
以上の血圧の方々は、脳・心血管病死
亡のリスクが高まります。ですので、
120/80㎜Hg未満であれば良いのです
が、それを超えたときにはやはり何か
しら注意が必要ということになります。
　140/90㎜Hgというのは今までも高
血圧の基準でしたが、今回も140/90 
㎜Hg以上というのが高血圧の診断基
準です。その基準を決めた要因として
は、「生活習慣の修正をしつつ、降圧
薬を使うことによって血圧を適切に下
げ、メリットが得られることが証明さ
れている」血圧値であることがポイン
トです。140/90㎜Hg以上であれば降
圧薬を使って下げて、降圧目標が達成
すると脳・心血管病死亡が減ると期待
されることから高血圧基準が決められ
ています。
　ただし、先ほどの120/80㎜Hgとい

う正常のところから140/90㎜Hgの間
というのはいろいろな考え方がありま
す。米国で高血圧ガイドラインが変更
になりましたが、米国では130/80㎜Hg
以上をステージ１の高血圧と決めたの
です。今までの血圧値の分類では、高
血圧である140/90㎜Hgと正常血圧の
120/80㎜Hgの間に130/85㎜Hgという
境界値がありましたが、今回、130/80
㎜Hg以上という米国ガイドラインの
高血圧診断基準ができたので、130/80
㎜Hgという基準を日本のガイドライン
でも引用しているのです。また、様々
な病態における降圧目標が130/80㎜Hg
未満であることも主要なポイントとな
りました。
　大西　それでは次に、高血圧のリス
クをいろいろ層別化して、それによっ
て高血圧管理の計画を立てるという指
針が出されていますが、そのあたりを
教えていただけますか。
　平和　診察室血圧に基づいた脳・心
血管病リスクの層別化というものがあ
ります。これはガイドラインの３章を
見ていただきたいところなのですが、
脳・心血管病のリスクを低リスク、中
等リスク、高リスクの３つに分類して
います。どのようなリスクになるかは、
リスク層を３段階、血圧分類を４段階
に分類して、日本人の絶対リスク値よ
り決められています。
　例えば、130～139㎜Hg、80～89㎜Hg
の高値血圧でリスクが第１層、つまり

ドクターサロン65巻４月号（3 . 2021） （289）  4948 （288） ドクターサロン65巻４月号（3 . 2021）

2104_HONBUN.indd   49 2021/03/12   10:16



圧が得られない場合は、生活習慣の修
正を強化しながら薬物療法を開始する
ことになっています。
　また今回、特に新しいところでは、
高値血圧、つまり血圧が130～139㎜Hg、
拡張期80～89㎜Hgの血圧で高リスク
の方は、高血圧で低・中等リスクと同
等な治療計画になります。つまり、高
血圧という基準には達しなくても、高
値血圧というところで、生活習慣の修
正をしても血圧が下がらなければ降圧
薬を開始する場合があるということで
す。
　大西　単剤だとコントロールできな
くて、２剤、３剤と増やしていく場合
がありますね。あと、配合錠ですか、
そういうものも出ています。そのあた
りの考え方はいかがなのでしょうか。
　平和　単剤で血圧が十分に下がるこ

とは多くなくて、降圧目標を達成する
場合にはしばしば２剤あるいは３剤の
併用が必要になります。例えば、厳格
降圧の有用性を証明したSPRINT研究
において、140/90㎜Hgという通常降
圧目標を達成するには薬剤が２剤必要
だったということ、120/80㎜Hgとい
う厳格な降圧を達成するためには３剤
の降圧薬が必要だったと報告されてい
ます。ですので、厳格降圧という意味
では２剤、３剤使うことが基本となっ
てきますので、その併用についてはた
いへん重要だと思っています。また、
合剤を使うことによって、アドヒアラ
ンスの改善、そして血圧管理の向上に
役に立つのではないかと考えられてい
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授
山　内　敏　正

（聞き手　齊藤郁夫）

最新糖尿病治療ガイドライン

　齊藤　糖尿病のガイドラインという
ことでうかがいます。ガイドラインも
改訂されて、新しいものがでているの
ですね。
　山内　糖尿病に関しては、糖尿病診
療ガイドライン2019と糖尿病治療ガイ
ド2020-2021というのが、2019年から
2020年にかけて発刊されています。糖
尿病診療ガイドライン2019は、2004年
に初版が刊行されまして、３年ごとに改
訂されて、第６版に相当します。2019
年の９月30日から糖尿病医学会のホー
ムページ上で全文を公開していますの
で、ぜひご覧いただけたらと思います。
　医療者側から見ますと栄養食事指導、
また患者さん側から見ますと食事療法
ということになりますが、標準体重の
考え方から目標体重の考え方という大
きな変更がありました。日本高血圧学
会の最新ガイドラインなども参考にし
まして、齟齬がないように改訂されて
います。また、日本人の大規模臨床試
験であるJ-DOIT３試験に関しても紹
介されています。

　また、2020年４月に刊行されました
糖尿病治療ガイド2020-2021は、1999
年が初版で、ほぼ２年ごとに改訂され、
約20年にわたって発行されてきました。
今回は非常に大きな変更点がありまし
て、糖尿病治療の目標の図はこれまで
改訂されてこなかったのですが、それ
が変わっています。病態やライフステ
ージに基づいた治療の実例の章が追加
され、わかりやすく、使いやすくなっ
たことなどを挙げることができます。
　治療目標の図に関して、これまでは
健康な人と変わらない寿命の確保、ま
たQOLの維持ということでしたけれど
も、最終的な目標を健康な人と変わら
ない人生を目指すとしています。これ
は「豊かな人生100年時代」という最
近の国全体の目標とも寄り添うような
かたちになっているかと思います。そ
れを達成するうえで、もちろん血糖、
血圧、脂質代謝の良好なコントロール
状態と適正な体重の維持も非常に重要
ですが、これに禁煙の遵守なども今回
は加わっています。
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圧が得られない場合は、生活習慣の修
正を強化しながら薬物療法を開始する
ことになっています。
　また今回、特に新しいところでは、
高値血圧、つまり血圧が130～139㎜Hg、
拡張期80～89㎜Hgの血圧で高リスク
の方は、高血圧で低・中等リスクと同
等な治療計画になります。つまり、高
血圧という基準には達しなくても、高
値血圧というところで、生活習慣の修
正をしても血圧が下がらなければ降圧
薬を開始する場合があるということで
す。
　大西　単剤だとコントロールできな
くて、２剤、３剤と増やしていく場合
がありますね。あと、配合錠ですか、
そういうものも出ています。そのあた
りの考え方はいかがなのでしょうか。
　平和　単剤で血圧が十分に下がるこ

とは多くなくて、降圧目標を達成する
場合にはしばしば２剤あるいは３剤の
併用が必要になります。例えば、厳格
降圧の有用性を証明したSPRINT研究
において、140/90㎜Hgという通常降
圧目標を達成するには薬剤が２剤必要
だったということ、120/80㎜Hgとい
う厳格な降圧を達成するためには３剤
の降圧薬が必要だったと報告されてい
ます。ですので、厳格降圧という意味
では２剤、３剤使うことが基本となっ
てきますので、その併用についてはた
いへん重要だと思っています。また、
合剤を使うことによって、アドヒアラ
ンスの改善、そして血圧管理の向上に
役に立つのではないかと考えられてい
ます。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授
山　内　敏　正

（聞き手　齊藤郁夫）

最新糖尿病治療ガイドライン

　齊藤　糖尿病のガイドラインという
ことでうかがいます。ガイドラインも
改訂されて、新しいものがでているの
ですね。
　山内　糖尿病に関しては、糖尿病診
療ガイドライン2019と糖尿病治療ガイ
ド2020-2021というのが、2019年から
2020年にかけて発刊されています。糖
尿病診療ガイドライン2019は、2004年
に初版が刊行されまして、３年ごとに改
訂されて、第６版に相当します。2019
年の９月30日から糖尿病医学会のホー
ムページ上で全文を公開していますの
で、ぜひご覧いただけたらと思います。
　医療者側から見ますと栄養食事指導、
また患者さん側から見ますと食事療法
ということになりますが、標準体重の
考え方から目標体重の考え方という大
きな変更がありました。日本高血圧学
会の最新ガイドラインなども参考にし
まして、齟齬がないように改訂されて
います。また、日本人の大規模臨床試
験であるJ-DOIT３試験に関しても紹
介されています。

　また、2020年４月に刊行されました
糖尿病治療ガイド2020-2021は、1999
年が初版で、ほぼ２年ごとに改訂され、
約20年にわたって発行されてきました。
今回は非常に大きな変更点がありまし
て、糖尿病治療の目標の図はこれまで
改訂されてこなかったのですが、それ
が変わっています。病態やライフステ
ージに基づいた治療の実例の章が追加
され、わかりやすく、使いやすくなっ
たことなどを挙げることができます。
　治療目標の図に関して、これまでは
健康な人と変わらない寿命の確保、ま
たQOLの維持ということでしたけれど
も、最終的な目標を健康な人と変わら
ない人生を目指すとしています。これ
は「豊かな人生100年時代」という最
近の国全体の目標とも寄り添うような
かたちになっているかと思います。そ
れを達成するうえで、もちろん血糖、
血圧、脂質代謝の良好なコントロール
状態と適正な体重の維持も非常に重要
ですが、これに禁煙の遵守なども今回
は加わっています。
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れているのですが、65歳以上から74歳
までは22～25のBMIが最もよさそうで
す。75歳以上も同じく22～25ではある
のだけれども、75歳以上の後期高齢者
の方では、現体重に基づき、フレイル
や基本的なADLの低下があるのかな
いのか、また併発症、体組成、身長が
骨粗鬆症などで短縮していることがあ
ると、またBMIの計算も変わってくる
ように思われます。その辺を現在の状
況と合わせながら、摂食状況や代謝状
態を踏まえて適宜判断することが必要
です。
　齊藤　身体活動レベルはいかがでし
ょうか。
　山内　二重標識水法という方法によ
って、糖尿病の患者さんにおいても健
康な方と同じように、これまで思われ
てきた以上にエネルギーを消費してい
ることがわかってきました。身体活動
レベルと病態におけるエネルギーの係
数というのも、おおよそ５kcalずつ上
乗せされています。いわゆる軽い労作、
大部分が座位の活動状況においても、
目標体重当たり25～30kcalを掛け算す
る。また、普通の労作、座位中心の場
合ですが、通勤や家事、軽い運動も含
まれる場合には30～35kcalを目標体重
に掛け算する。重い労作、力仕事や活
発な運動習慣がある場合には35kcal以
上の係数を目標体重に掛け算すること
が定められています。また、高齢者の
フレイル予防では、もちろん身体活動

レベルよりも大きな係数を設定できま
すし、また肥満で減量を図ることが必
要な場合には身体活動レベルより小さ
な係数を設定できます。
　いずれにしても、目標体重と現体重
の間に大きな乖離があるという場合に
は、現実的なところで、まずは３％、
あるいは３㎏やせると、非常に代謝状
態にいい影響を及ぼすということもわ
かってきています。目標体重という考
え方は非常に重要かと思います。
　齊藤　今のガイドラインには日本で
のエビデンスが非常に重要な役割を果
たしているということですね。
　山内　日本糖尿病学会から日本のエ
ビデンスとして、J-DOIT３という研
究が紹介されています。J-DOIT３は
２型糖尿病の合併症抑制に向けた治療
戦略の確立のために、大規模ランダム
化比較試験を東京大学附属病院が主任
施設になって、全国の81医療機関と共
同で実施してきました。２型糖尿病血
管合併症に対する強化された多因子介
入の効果を検証するもので、従来治療
群は糖尿病学会が推奨している現行の
ガイドラインの治療目標を目指すのに
対し、強化療法群ではHbA1cを6.2％ま
で、血圧を120/75㎜Hgまで、LDLコレ
ステロールを80まで下げるのを治療目
標としました。主要評価項目は死亡、
心筋梗塞、脳卒中、血行再建術で、副
次評価項目として腎症、網膜症などを
評価しています。2006年７月に試験を

　また、これによって大血管障害、細
小血管障害を抑制するところまでは同
じですが、高齢化で併存してくるサル
コペニア、フレイル、認知症、悪性腫
瘍などの予防管理の重要性を強調して
います。これまで２型糖尿病は生活習
慣病と呼ばれることで、ポジティブに
とらえると、生活習慣を改善すること
で予防できる可能性があるという特徴
が強調されてきました。逆にいいます
と、生活習慣を改善できない自己責任
によって糖尿病が発症しているという
いわれのない差別を受け、stigmaの一
つとなり、社会的不利益を受けてこら
れました。現在では健康格差等の影響
を強く受けている社会循環病の一つと
しても考えられ、糖尿病を有される方
も十分に治療を受けられると、健康な
方と変わらない人生を歩めるという、
学会や患者さん団体、また行政が行っ
ているアドボカシー活動の重要性につ
いても、この中で記されているところ
です。
　齊藤　さて、糖尿病の治療の第一歩、
体重とか総エネルギーについてはいか
がでしょうか。
　山内　先生からご指摘いただきまし
たように、これまで長らく標準体重と
いう考え方があったのですが、今回、
目標体重ということで大きな改訂がな
されています。
　２型糖尿病の食事療法の目的という
のは、全身における良好な代謝状態を

維持することによって合併症を予防し、
かつ進展を抑制することにあります。
そのために、体重に見合った総エネル
ギー摂取量を設定することが必要でし
て、目標とする体重は患者さんの年齢
や病態などによって異なることを考慮
し、個別化を図ることが非常に重要で
す。まずは治療開始時に総エネルギー
の摂取量の目標を定めて、病態や年齢、
体組成、これは内臓脂肪の量や異所性
の脂肪の量、骨格筋の量に基づいて、
また患者さんのアドヒアランスや代謝
状態の変化を踏まえて適宜変更するこ
とが非常に重要になってきます。
　この実際の決め方ですが、年齢や病
態、身体活動量などによって異なるの
で、個別化することが必要なのですけ
れども、初期設定はあくまで目安でし
て、実際の指導にあたっては患者さん
の体重や血糖コントロールをはじめと
して、様々なパラメーターを勘案して
適宜変更していただくことが非常に重
要と考えられます。
　また、今後のエビデンスの集積が必
要なこともあるのですが、まずこれま
での標準体重の場合には、総死亡が最
も低いBMIは22ということで勧められ
てきました。この目標体重の目安とし
ては、総死亡が最も低いBMIがエビデ
ンスとして、年齢によってやはり異な
ってくる。一定の幅があることを考慮
し、65歳未満の場合にはこれまでどお
りのBMI 22が最もよいだろうといわ
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れているのですが、65歳以上から74歳
までは22～25のBMIが最もよさそうで
す。75歳以上も同じく22～25ではある
のだけれども、75歳以上の後期高齢者
の方では、現体重に基づき、フレイル
や基本的なADLの低下があるのかな
いのか、また併発症、体組成、身長が
骨粗鬆症などで短縮していることがあ
ると、またBMIの計算も変わってくる
ように思われます。その辺を現在の状
況と合わせながら、摂食状況や代謝状
態を踏まえて適宜判断することが必要
です。
　齊藤　身体活動レベルはいかがでし
ょうか。
　山内　二重標識水法という方法によ
って、糖尿病の患者さんにおいても健
康な方と同じように、これまで思われ
てきた以上にエネルギーを消費してい
ることがわかってきました。身体活動
レベルと病態におけるエネルギーの係
数というのも、おおよそ５kcalずつ上
乗せされています。いわゆる軽い労作、
大部分が座位の活動状況においても、
目標体重当たり25～30kcalを掛け算す
る。また、普通の労作、座位中心の場
合ですが、通勤や家事、軽い運動も含
まれる場合には30～35kcalを目標体重
に掛け算する。重い労作、力仕事や活
発な運動習慣がある場合には35kcal以
上の係数を目標体重に掛け算すること
が定められています。また、高齢者の
フレイル予防では、もちろん身体活動

レベルよりも大きな係数を設定できま
すし、また肥満で減量を図ることが必
要な場合には身体活動レベルより小さ
な係数を設定できます。
　いずれにしても、目標体重と現体重
の間に大きな乖離があるという場合に
は、現実的なところで、まずは３％、
あるいは３㎏やせると、非常に代謝状
態にいい影響を及ぼすということもわ
かってきています。目標体重という考
え方は非常に重要かと思います。
　齊藤　今のガイドラインには日本で
のエビデンスが非常に重要な役割を果
たしているということですね。
　山内　日本糖尿病学会から日本のエ
ビデンスとして、J-DOIT３という研
究が紹介されています。J-DOIT３は
２型糖尿病の合併症抑制に向けた治療
戦略の確立のために、大規模ランダム
化比較試験を東京大学附属病院が主任
施設になって、全国の81医療機関と共
同で実施してきました。２型糖尿病血
管合併症に対する強化された多因子介
入の効果を検証するもので、従来治療
群は糖尿病学会が推奨している現行の
ガイドラインの治療目標を目指すのに
対し、強化療法群ではHbA1cを6.2％ま
で、血圧を120/75㎜Hgまで、LDLコレ
ステロールを80まで下げるのを治療目
標としました。主要評価項目は死亡、
心筋梗塞、脳卒中、血行再建術で、副
次評価項目として腎症、網膜症などを
評価しています。2006年７月に試験を

　また、これによって大血管障害、細
小血管障害を抑制するところまでは同
じですが、高齢化で併存してくるサル
コペニア、フレイル、認知症、悪性腫
瘍などの予防管理の重要性を強調して
います。これまで２型糖尿病は生活習
慣病と呼ばれることで、ポジティブに
とらえると、生活習慣を改善すること
で予防できる可能性があるという特徴
が強調されてきました。逆にいいます
と、生活習慣を改善できない自己責任
によって糖尿病が発症しているという
いわれのない差別を受け、stigmaの一
つとなり、社会的不利益を受けてこら
れました。現在では健康格差等の影響
を強く受けている社会循環病の一つと
しても考えられ、糖尿病を有される方
も十分に治療を受けられると、健康な
方と変わらない人生を歩めるという、
学会や患者さん団体、また行政が行っ
ているアドボカシー活動の重要性につ
いても、この中で記されているところ
です。
　齊藤　さて、糖尿病の治療の第一歩、
体重とか総エネルギーについてはいか
がでしょうか。
　山内　先生からご指摘いただきまし
たように、これまで長らく標準体重と
いう考え方があったのですが、今回、
目標体重ということで大きな改訂がな
されています。
　２型糖尿病の食事療法の目的という
のは、全身における良好な代謝状態を

維持することによって合併症を予防し、
かつ進展を抑制することにあります。
そのために、体重に見合った総エネル
ギー摂取量を設定することが必要でし
て、目標とする体重は患者さんの年齢
や病態などによって異なることを考慮
し、個別化を図ることが非常に重要で
す。まずは治療開始時に総エネルギー
の摂取量の目標を定めて、病態や年齢、
体組成、これは内臓脂肪の量や異所性
の脂肪の量、骨格筋の量に基づいて、
また患者さんのアドヒアランスや代謝
状態の変化を踏まえて適宜変更するこ
とが非常に重要になってきます。
　この実際の決め方ですが、年齢や病
態、身体活動量などによって異なるの
で、個別化することが必要なのですけ
れども、初期設定はあくまで目安でし
て、実際の指導にあたっては患者さん
の体重や血糖コントロールをはじめと
して、様々なパラメーターを勘案して
適宜変更していただくことが非常に重
要と考えられます。
　また、今後のエビデンスの集積が必
要なこともあるのですが、まずこれま
での標準体重の場合には、総死亡が最
も低いBMIは22ということで勧められ
てきました。この目標体重の目安とし
ては、総死亡が最も低いBMIがエビデ
ンスとして、年齢によってやはり異な
ってくる。一定の幅があることを考慮
し、65歳未満の場合にはこれまでどお
りのBMI 22が最もよいだろうといわ
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開始して、一次エンドポイントが250
例に達するまで続けるというプロトコ
ールになって2016年３月に終了しまし
た。その後、観察研究として追跡研究
をまずは５年間で継続しています。
　齊藤　結果はどうだったのでしょう。
　山内　結果はおよそ従来治療群は現
行のガイドラインの治療目標を達成し、
強化療法群はそれぞれの因子に対して
従来治療群と比較して有意差を持って
よいコントロールが得られました。
　このとき重症低血糖が非常に少なか
ったことも非常に重要なポイントです
が、もう一つ重要なポイントとして、
従来治療群も10年前に日本人で行われ
たJDCSと比較し、心筋梗塞が約1/4、
脳卒中が約1/2に、大幅に良くなって
いたのです。従来治療群に対して多因
子介入の強化された治療が、脳血管、
腎症、網膜症イベントを有意に抑制し
ました。
　また、2,500人を平均8.5年フォロー
する試験でしたが、末期腎不全から透
析に至った方は従来治療群の中に５人
だけということで、これは1,000万人の
日本人の糖尿病患者さんから毎年１万
6,000人の方が慢性腎不全から透析導
入に至っているというものを、単純計
算ですが、約1/7にできる可能性があ
るということになります。標準治療の
実践をまず行うことの重要性も含まれ
ていると思います。

　齊藤　これは追跡研究も行われてい
るのですか。
　山内　追跡研究により、冠動脈イベ
ントや総死亡に対しては、この治験期
間中には有意な効果を得られなかった
のですが、これまでの欧米での臨床試
験から長期的な効果、メタボリックメ
モリーが期待されるので、これが日本
人でもあるのかどうかというのは非常
に大事なポイントで、現在、観察研究
を続けています。
　また、有意に抑制された各合併症は、
どのパラメーターが効いたのか、また
その目標値はどう設定すべきかに関し
ても解析していて、これも近々発表で
きる予定になっています。
　齊藤　それから、電子カルテを用い
た研究も行われているのですか。
　山内　これからは、ランダム化した
大規模な比較試験というのは非常に重
要ですが、例えばSGLT２阻害薬に関
しては2006年に始まった試験でしたの
で、十分含まれていないということが
ありますけれども、もう一度やり直す
というわけにもいきませんので、診療
録直結型のデータベースの構築を、J- 
DREAMSというかたちで行っていま
す。今、59施設で６万5,000人の方が集
まっています。これを解析することに
より、エビデンスが提示できるものと
考えています。
　齊藤　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

日野原記念クリニック所長／ライフ・プランニング・センター理事長
久　代　登志男

（聞き手　大西　真）

高血圧とクリニカルイナーシャ

　大西　久代先生、高血圧とクリニカ
ルイナーシャというテーマでお話をう
かがいたいと思いますので、よろしく
お願いします。
　まず初めに、高血圧における血圧管
理の意義を教えていただけますか。
　久代　高血圧は喫煙とともに心血管
系疾患の最大の危険因子で、きちんと
血圧を下げればそのリスクを減らせる
ことが介入試験で確認されています。
日本を含めて先進国では高血圧診療ガ
イドラインにより降圧目標と標準的な
治療が示されています。それに準拠し
た治療を実践すれば、将来の心血管系
疾患リスクを減らせるエビデンスも示
されています。しかし、現状では降圧
目標達成率が低い状態で続いているこ
とが世界共通の課題になっています。
　大西　特に日本では必ずしも十分と
は言えない状況なのでしょうか。
　久代　私も驚いたのですが、2019年、
Lancet（2019；394：639-51）に高所得
12カ国の血圧管理状況について、各国
の大規模調査のデータを用いて約52万

例の解析結果が示されました。140/90
㎜Hg未満への降圧目標達成率は、日本
とフィンランド、アイルランド、スペ
インが最低グループで、例えば、女性
で140/90㎜Hg未満に下がっているの
は、日本29％、上位グループのドイツ
58％、カナダ50％、韓国53％とされて
います。先進国の中で日本の管理状況
はあまり好ましくない状況ですが、日
本高血圧学会ガイドラインは、75歳未
満の高血圧患者の降圧目標を診察室血
圧は130/80㎜Hg、家庭血圧は125/70
㎜Hg未満に下げました。
　大西　ちょっと厳しいような気もし
たのですが。
　久代　新しい降圧目標で評価すれば、
血圧管理状況が一層悪くなってしまい
ます。
　大西　かえって悪くなってしまいま
すよね。降圧目標が下げられたのは何
か理由があったのでしょうか。
　久代　欧米で実施された介入試験、
例えば米国で実施されたSPRINTと呼
ばれる試験では、50歳以上で糖尿病以
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開始して、一次エンドポイントが250
例に達するまで続けるというプロトコ
ールになって2016年３月に終了しまし
た。その後、観察研究として追跡研究
をまずは５年間で継続しています。
　齊藤　結果はどうだったのでしょう。
　山内　結果はおよそ従来治療群は現
行のガイドラインの治療目標を達成し、
強化療法群はそれぞれの因子に対して
従来治療群と比較して有意差を持って
よいコントロールが得られました。
　このとき重症低血糖が非常に少なか
ったことも非常に重要なポイントです
が、もう一つ重要なポイントとして、
従来治療群も10年前に日本人で行われ
たJDCSと比較し、心筋梗塞が約1/4、
脳卒中が約1/2に、大幅に良くなって
いたのです。従来治療群に対して多因
子介入の強化された治療が、脳血管、
腎症、網膜症イベントを有意に抑制し
ました。
　また、2,500人を平均8.5年フォロー
する試験でしたが、末期腎不全から透
析に至った方は従来治療群の中に５人
だけということで、これは1,000万人の
日本人の糖尿病患者さんから毎年１万
6,000人の方が慢性腎不全から透析導
入に至っているというものを、単純計
算ですが、約1/7にできる可能性があ
るということになります。標準治療の
実践をまず行うことの重要性も含まれ
ていると思います。

　齊藤　これは追跡研究も行われてい
るのですか。
　山内　追跡研究により、冠動脈イベ
ントや総死亡に対しては、この治験期
間中には有意な効果を得られなかった
のですが、これまでの欧米での臨床試
験から長期的な効果、メタボリックメ
モリーが期待されるので、これが日本
人でもあるのかどうかというのは非常
に大事なポイントで、現在、観察研究
を続けています。
　また、有意に抑制された各合併症は、
どのパラメーターが効いたのか、また
その目標値はどう設定すべきかに関し
ても解析していて、これも近々発表で
きる予定になっています。
　齊藤　それから、電子カルテを用い
た研究も行われているのですか。
　山内　これからは、ランダム化した
大規模な比較試験というのは非常に重
要ですが、例えばSGLT２阻害薬に関
しては2006年に始まった試験でしたの
で、十分含まれていないということが
ありますけれども、もう一度やり直す
というわけにもいきませんので、診療
録直結型のデータベースの構築を、J- 
DREAMSというかたちで行っていま
す。今、59施設で６万5,000人の方が集
まっています。これを解析することに
より、エビデンスが提示できるものと
考えています。
　齊藤　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅰ）

日野原記念クリニック所長／ライフ・プランニング・センター理事長
久　代　登志男

（聞き手　大西　真）

高血圧とクリニカルイナーシャ

　大西　久代先生、高血圧とクリニカ
ルイナーシャというテーマでお話をう
かがいたいと思いますので、よろしく
お願いします。
　まず初めに、高血圧における血圧管
理の意義を教えていただけますか。
　久代　高血圧は喫煙とともに心血管
系疾患の最大の危険因子で、きちんと
血圧を下げればそのリスクを減らせる
ことが介入試験で確認されています。
日本を含めて先進国では高血圧診療ガ
イドラインにより降圧目標と標準的な
治療が示されています。それに準拠し
た治療を実践すれば、将来の心血管系
疾患リスクを減らせるエビデンスも示
されています。しかし、現状では降圧
目標達成率が低い状態で続いているこ
とが世界共通の課題になっています。
　大西　特に日本では必ずしも十分と
は言えない状況なのでしょうか。
　久代　私も驚いたのですが、2019年、
Lancet（2019；394：639-51）に高所得
12カ国の血圧管理状況について、各国
の大規模調査のデータを用いて約52万

例の解析結果が示されました。140/90
㎜Hg未満への降圧目標達成率は、日本
とフィンランド、アイルランド、スペ
インが最低グループで、例えば、女性
で140/90㎜Hg未満に下がっているの
は、日本29％、上位グループのドイツ
58％、カナダ50％、韓国53％とされて
います。先進国の中で日本の管理状況
はあまり好ましくない状況ですが、日
本高血圧学会ガイドラインは、75歳未
満の高血圧患者の降圧目標を診察室血
圧は130/80㎜Hg、家庭血圧は125/70
㎜Hg未満に下げました。
　大西　ちょっと厳しいような気もし
たのですが。
　久代　新しい降圧目標で評価すれば、
血圧管理状況が一層悪くなってしまい
ます。
　大西　かえって悪くなってしまいま
すよね。降圧目標が下げられたのは何
か理由があったのでしょうか。
　久代　欧米で実施された介入試験、
例えば米国で実施されたSPRINTと呼
ばれる試験では、50歳以上で糖尿病以
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手帳を見ると、だいたいどれぐらいに
おさまっているのかはわかりますが、
そのあたりを総合的に判断して管理目
標を決めていくことになるのですか。
　久代　白衣現象や白衣高血圧と呼ば
れる状況ですね。この場合、未治療と
治療中に分けて考える必要があります。
　未治療の場合、今までは薬物療法を
せずに経過観察が勧められていました。
しかし、白衣高血圧の長期縦断調査で
は持続性高血圧への移行率が高く、脳
卒中などのリスクも高いことが示され
ています。2019年のガイドラインでは、
注意深い観察が必要とされています。
降圧薬治療中の白衣現象については、
家庭血圧と診察室血圧の両方とも高か
った持続性高血圧から移行する場合が

あり、その場合は診察室血圧も管理す
るほうが良いと考えられます。
　いずれにしても診察室血圧と家庭血
圧に乖離がある場合は、医療者にとっ
てもわかりにくく、それも積極的な降
圧をためらう理由になっています。
　大西　臨床現場はなかなか忙しいと
思うのですが、クリニカルイナーシャ
の状況というのは、ついつい惰性に流
されることもままあるということなの
でしょうか。
　久代　イナーシャが起こりやすい状
況について、約２万6,000例の解析結果
が示されています（表）。表の状況以
外に高齢者の収縮期高血圧、予測寿命
が短い方、脳梗塞既往例、精神疾患合
併例を合併している場合もイナーシャ

表　クリニカルイナーシャがどのような場合に起こっていたか。
　　降圧薬治療中高血圧患者２万6,871例のメタ解析

・降圧目標近くまで血圧が下がっている（near target）
　→医師、患者ともに、許容範囲と考えてしまう。

・高血圧患者は高い血圧に慣れているが、低い血圧に対する耐性が少なく、脳や冠動
脈血流量低下を心配する医療者が多い。

・血圧値に対する疑問：仮面高血圧、白衣高血圧などで何が本当の血圧なのかについ
て疑問を持っている。

・多剤併用療法に伴う治療費に対する配慮。

・医師は自分が診療している患者の治療状況を良い方向に判断しがち。
　→血圧管理に関する患者の満足度が影響しているようだ。
　→治療に満足して継続している患者の評価が重視され現状の治療が維持される。

（Milman T et al. Medicine 2018；97：25-34より）

外の複数の心血管系疾患危険因子を持
つ高血圧患者約9,000例を対象に、収縮
期血圧120㎜Hg未満を目標にした強化
治療群では、140㎜Hg未満の標準治療
群に比し全死亡が27％、心血管系疾患
死亡43％、心不全発症が38％少なくな
ったと報告されました（N Engl J Med 
2015；373：2103）。両群のQOLには
差がなく（N Engl J Med 2017；377：
733）、米国では高血圧の診断基準血圧
と降圧目標が130/80㎜Hgに下げられ
ました。2018年の欧州高血圧学会ガイ
ドラインも降圧目標を130/80㎜Hgに
下げました。降圧目標を達成するため
には、薬剤費を含めた医療費は高くな
りますが、心不全を含めた心血管系疾
患の医療費が下がり、全体では医療費
節減になることも示されています。
　大西　糖尿病などがあると少し厳し
くしなければいけないことはわかるの
ですが、ご高齢の方はどこまで下げて
いいのか迷うこともあります。
　久代　はい。日本のガイドラインは、
75歳以上の場合は140/90㎜Hg未満を
目標にすることを勧めています。ガイ
ドラインは原則を示したもので、特に
高齢者の場合、実臨床では個々の患者
さんの状況により主治医が判断すべき
です。しかし、降圧目標まで降圧しな
いほうが良い理由がはっきりしない場
合でも、降圧療法が強化されないこと
が問題になっています。
　欧米では、臨床イナーシャという言

葉が使用されています。イナーシャと
いう言葉は惰性とか慣性という意味で
すが、最新のガイドラインで示された
降圧目標に達しておらず、下げたほう
が良いと考えられる状況であるにもか
かわらず、治療が強化されないで、そ
のまま続けてしまう場合、治療イナー
シャと呼ばれます。それから治療抵抗
性高血圧の原因に、二次性高血圧とか
睡眠時無呼吸症候群などがありますが、
それを確認しないまま続けてしまう診
断イナーシャ、さらに服薬コンプライ
アンスの確認と、きちんと服薬してい
ない場合の理由を十分確認しないなど
治療全体の課題を含めて臨床イナーシ
ャと呼ばれています。
　大西　特に生活習慣病関係で問題か
という気もしているのですが。
　久代　そうですね。高血圧や糖尿病、
脂質異常症など、長期管理が必要で標
準的な治療法がガイドラインで示され
ている疾患で臨床イナーシャが問題に
なっています。
　大西　血圧などはあまり自覚症状も
ないですよね。
　久代　自覚症状がない人に対して降
圧治療をして、副作用による症状が起
こってしまうと治療の継続が困難にな
ってしまいます。医療者は、それを心
配して無症候の患者さんに積極的な治
療を控えてしまうこともあります。
　大西　多くの場合、病院に来たとき
は血圧はちょっと高いですよね。血圧
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手帳を見ると、だいたいどれぐらいに
おさまっているのかはわかりますが、
そのあたりを総合的に判断して管理目
標を決めていくことになるのですか。
　久代　白衣現象や白衣高血圧と呼ば
れる状況ですね。この場合、未治療と
治療中に分けて考える必要があります。
　未治療の場合、今までは薬物療法を
せずに経過観察が勧められていました。
しかし、白衣高血圧の長期縦断調査で
は持続性高血圧への移行率が高く、脳
卒中などのリスクも高いことが示され
ています。2019年のガイドラインでは、
注意深い観察が必要とされています。
降圧薬治療中の白衣現象については、
家庭血圧と診察室血圧の両方とも高か
った持続性高血圧から移行する場合が

あり、その場合は診察室血圧も管理す
るほうが良いと考えられます。
　いずれにしても診察室血圧と家庭血
圧に乖離がある場合は、医療者にとっ
てもわかりにくく、それも積極的な降
圧をためらう理由になっています。
　大西　臨床現場はなかなか忙しいと
思うのですが、クリニカルイナーシャ
の状況というのは、ついつい惰性に流
されることもままあるということなの
でしょうか。
　久代　イナーシャが起こりやすい状
況について、約２万6,000例の解析結果
が示されています（表）。表の状況以
外に高齢者の収縮期高血圧、予測寿命
が短い方、脳梗塞既往例、精神疾患合
併例を合併している場合もイナーシャ

表　クリニカルイナーシャがどのような場合に起こっていたか。
　　降圧薬治療中高血圧患者２万6,871例のメタ解析

・降圧目標近くまで血圧が下がっている（near target）
　→医師、患者ともに、許容範囲と考えてしまう。

・高血圧患者は高い血圧に慣れているが、低い血圧に対する耐性が少なく、脳や冠動
脈血流量低下を心配する医療者が多い。

・血圧値に対する疑問：仮面高血圧、白衣高血圧などで何が本当の血圧なのかについ
て疑問を持っている。

・多剤併用療法に伴う治療費に対する配慮。

・医師は自分が診療している患者の治療状況を良い方向に判断しがち。
　→血圧管理に関する患者の満足度が影響しているようだ。
　→治療に満足して継続している患者の評価が重視され現状の治療が維持される。

（Milman T et al. Medicine 2018；97：25-34より）

外の複数の心血管系疾患危険因子を持
つ高血圧患者約9,000例を対象に、収縮
期血圧120㎜Hg未満を目標にした強化
治療群では、140㎜Hg未満の標準治療
群に比し全死亡が27％、心血管系疾患
死亡43％、心不全発症が38％少なくな
ったと報告されました（N Engl J Med 
2015；373：2103）。両群のQOLには
差がなく（N Engl J Med 2017；377：
733）、米国では高血圧の診断基準血圧
と降圧目標が130/80㎜Hgに下げられ
ました。2018年の欧州高血圧学会ガイ
ドラインも降圧目標を130/80㎜Hgに
下げました。降圧目標を達成するため
には、薬剤費を含めた医療費は高くな
りますが、心不全を含めた心血管系疾
患の医療費が下がり、全体では医療費
節減になることも示されています。
　大西　糖尿病などがあると少し厳し
くしなければいけないことはわかるの
ですが、ご高齢の方はどこまで下げて
いいのか迷うこともあります。
　久代　はい。日本のガイドラインは、
75歳以上の場合は140/90㎜Hg未満を
目標にすることを勧めています。ガイ
ドラインは原則を示したもので、特に
高齢者の場合、実臨床では個々の患者
さんの状況により主治医が判断すべき
です。しかし、降圧目標まで降圧しな
いほうが良い理由がはっきりしない場
合でも、降圧療法が強化されないこと
が問題になっています。
　欧米では、臨床イナーシャという言

葉が使用されています。イナーシャと
いう言葉は惰性とか慣性という意味で
すが、最新のガイドラインで示された
降圧目標に達しておらず、下げたほう
が良いと考えられる状況であるにもか
かわらず、治療が強化されないで、そ
のまま続けてしまう場合、治療イナー
シャと呼ばれます。それから治療抵抗
性高血圧の原因に、二次性高血圧とか
睡眠時無呼吸症候群などがありますが、
それを確認しないまま続けてしまう診
断イナーシャ、さらに服薬コンプライ
アンスの確認と、きちんと服薬してい
ない場合の理由を十分確認しないなど
治療全体の課題を含めて臨床イナーシ
ャと呼ばれています。
　大西　特に生活習慣病関係で問題か
という気もしているのですが。
　久代　そうですね。高血圧や糖尿病、
脂質異常症など、長期管理が必要で標
準的な治療法がガイドラインで示され
ている疾患で臨床イナーシャが問題に
なっています。
　大西　血圧などはあまり自覚症状も
ないですよね。
　久代　自覚症状がない人に対して降
圧治療をして、副作用による症状が起
こってしまうと治療の継続が困難にな
ってしまいます。医療者は、それを心
配して無症候の患者さんに積極的な治
療を控えてしまうこともあります。
　大西　多くの場合、病院に来たとき
は血圧はちょっと高いですよね。血圧
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続してもらわなければなりません。治
療の必要を説明する場合、心不全の方
が脳卒中予防より直感的にわかりやす
いようです。「高い血圧が何年も続く
とポンプである心臓がくたびれてしま
います。あなたが70歳過ぎて心不全に
なってしまうと、その後の人生は大き
く障害されます。血圧を下げて心臓の
負担を軽くしてあげれば、心不全は予
防できます。そのためには診察室血圧
と家庭血圧の両方とも、生涯にわたっ
てきちんとコントロールしてください。
それには、あなたの協力が必要です」
と話しています。
　大西　治療を始めるときに「ずっと
飲むのですか」とよく聞かれるのです
が。
　久代　私は患者さんに、「加齢に伴
い血圧は上がります。高齢になるほど
心臓の予備力は少なくなるので、血圧
をコントロールすることが大切になり、
降圧薬が増える可能性があります。も
し今の降圧薬でコントロールし続けら
れればラッキーです。現在の医学では、
高血圧の原因を治すことができません
が、血圧コントロールはきちんとでき
るようになっています。近視は治せな
いけれど、眼鏡で矯正できるのと似て
います。医学がもっと進歩して高血圧
の原因を治せるようになったら、薬が
いらなくなる時代がくるかもしれませ
んが、それまでは一生続けるつもりで
いてください」と申し上げています。

　大西　医療体制のほうで何か問題点
はありますか。
　久代　以前、英国はPay for perfor-
manceという、血圧コントロール状況
によって医師への支払いを変える方法
を導入しましたが、うまくいかなかっ
たようです。降圧薬の服薬率が下がる
と、降圧薬にかかる医療費は減ります
が、心不全などに対する医療費増加の
ほうがずっと大きいことも示されてい
るので、例えばカナダでは国を挙げて
降圧薬をきちんと服用するように啓発
活動をしているようです。欧米では高
血圧治療をプログラム化し、薬剤師や
ナースが降圧薬変更を含めた治療に関
与できるようにして降圧目標達成率が
改善しています。
　日本でも薬剤師とナースがもっと積
極的に高血圧治療に携わるチーム医療
の推進が必要だと思います。薬剤師が
ガイドラインに沿った血圧測定法を指
導したり、外来ナースが問診と血圧測
定をして問題点を整理してから医師に
伝えるなどの工夫がもっとあって良い
と思います。
　大西　チーム医療というか、いろい
ろな職種がかかわるということですね。
　久代　はい。高血圧治療に関してチ
ーム医療が日本でもっと普及するとい
いと思います。チームの中心は医師な
ので、チーム医療が推進できるように
プライマリケア医が旗振りをしてほし
いと思います。

が起こりやすいとされています。日常
診療で多いのは、血圧が目標近くまで
下がると、降圧療法が強化されないこ
とが多いようです。医師も患者さんも、
「まあいいかな」と思ってしまうよう
です。
　大西　患者さんの希望に沿ってしま
うようなところがあり、このあたりは
なかなか難しいですね。
　久代　おっしゃる通りです。症状が
あまりない病気なので、治療を強化し
たら症状が起こってしまった場合にど
う対応するか、医療者は心配します。
　大西　どういうふうに対応したらい
いか教えていただきたいのですが、ま
ず薬の処方に関してはどうしたらよい
ですか。
　久代　生活習慣の修正で期待できる
のは収縮期血圧で４～６㎜Hgとされ
ています。ですから、多くの高血圧患
者で降圧薬が必要になります。私は患
者さんに、「現在使用されている降圧
薬のほとんどは、上市されて10年以上
経ち、世界中で何億人が既に服用し、
安全性は確立されています。予想でき
ない重篤な副作用はまずないので、定
期的に受診していれば、副作用を心配
する必要はありません。単剤で目標血
圧まで下げられるのは３割くらいの患
者さんなので、多くの場合、多剤併用
療法が必要になります」と説明してい
ます。
　ヨーロッパ高血圧学会は2018年に、

160/100㎜Hg以上の場合、最初から異
なる降圧薬の併用療法を勧め、錠剤数
を増やさないために積極的な配合剤処
方を勧めています。
　大西　合剤がだいぶ出ていますね。
　久代　患者さんは錠剤の数が増える
と嫌がるけれども、錠剤数が増えなけ
れば受け入れやすいようです。別々に
処方するよりも安いですしね。残念な
がら日本では最初から配合剤を処方す
ることはできません。また、日本は匙
加減が大切にされていますし、最初か
ら併用療法をすると、副作用が起こっ
たときにどちらが原因かわからない心
配もあります。しかし、2019年の日本高
血圧学会のガイドラインでは160/100
㎜Hg以上あったときには最初から併
用療法を考慮してもいいのではないか
としています。
　大西　最近の配合剤の進歩はいいよ
うな印象を持っているのですが。
　久代　特にARBとCa拮抗薬の配合
剤はよく使われており、私もよく処方
しています。配合剤も後発品が上市さ
れ、後発品を別々に処方するよりも安
価ですので、積極的に配合剤をお使い
になるといいと思います。
　大西　クリニカルイナーシャの問題
は、患者さん側としては、教育をする
とか、意識を高めるためにはどのよう
にしたらよいのでしょうか。
　久代　高血圧は自覚症状のない患者
さんに将来の効果を期待して治療を継
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続してもらわなければなりません。治
療の必要を説明する場合、心不全の方
が脳卒中予防より直感的にわかりやす
いようです。「高い血圧が何年も続く
とポンプである心臓がくたびれてしま
います。あなたが70歳過ぎて心不全に
なってしまうと、その後の人生は大き
く障害されます。血圧を下げて心臓の
負担を軽くしてあげれば、心不全は予
防できます。そのためには診察室血圧
と家庭血圧の両方とも、生涯にわたっ
てきちんとコントロールしてください。
それには、あなたの協力が必要です」
と話しています。
　大西　治療を始めるときに「ずっと
飲むのですか」とよく聞かれるのです
が。
　久代　私は患者さんに、「加齢に伴
い血圧は上がります。高齢になるほど
心臓の予備力は少なくなるので、血圧
をコントロールすることが大切になり、
降圧薬が増える可能性があります。も
し今の降圧薬でコントロールし続けら
れればラッキーです。現在の医学では、
高血圧の原因を治すことができません
が、血圧コントロールはきちんとでき
るようになっています。近視は治せな
いけれど、眼鏡で矯正できるのと似て
います。医学がもっと進歩して高血圧
の原因を治せるようになったら、薬が
いらなくなる時代がくるかもしれませ
んが、それまでは一生続けるつもりで
いてください」と申し上げています。

　大西　医療体制のほうで何か問題点
はありますか。
　久代　以前、英国はPay for perfor-
manceという、血圧コントロール状況
によって医師への支払いを変える方法
を導入しましたが、うまくいかなかっ
たようです。降圧薬の服薬率が下がる
と、降圧薬にかかる医療費は減ります
が、心不全などに対する医療費増加の
ほうがずっと大きいことも示されてい
るので、例えばカナダでは国を挙げて
降圧薬をきちんと服用するように啓発
活動をしているようです。欧米では高
血圧治療をプログラム化し、薬剤師や
ナースが降圧薬変更を含めた治療に関
与できるようにして降圧目標達成率が
改善しています。
　日本でも薬剤師とナースがもっと積
極的に高血圧治療に携わるチーム医療
の推進が必要だと思います。薬剤師が
ガイドラインに沿った血圧測定法を指
導したり、外来ナースが問診と血圧測
定をして問題点を整理してから医師に
伝えるなどの工夫がもっとあって良い
と思います。
　大西　チーム医療というか、いろい
ろな職種がかかわるということですね。
　久代　はい。高血圧治療に関してチ
ーム医療が日本でもっと普及するとい
いと思います。チームの中心は医師な
ので、チーム医療が推進できるように
プライマリケア医が旗振りをしてほし
いと思います。

が起こりやすいとされています。日常
診療で多いのは、血圧が目標近くまで
下がると、降圧療法が強化されないこ
とが多いようです。医師も患者さんも、
「まあいいかな」と思ってしまうよう
です。
　大西　患者さんの希望に沿ってしま
うようなところがあり、このあたりは
なかなか難しいですね。
　久代　おっしゃる通りです。症状が
あまりない病気なので、治療を強化し
たら症状が起こってしまった場合にど
う対応するか、医療者は心配します。
　大西　どういうふうに対応したらい
いか教えていただきたいのですが、ま
ず薬の処方に関してはどうしたらよい
ですか。
　久代　生活習慣の修正で期待できる
のは収縮期血圧で４～６㎜Hgとされ
ています。ですから、多くの高血圧患
者で降圧薬が必要になります。私は患
者さんに、「現在使用されている降圧
薬のほとんどは、上市されて10年以上
経ち、世界中で何億人が既に服用し、
安全性は確立されています。予想でき
ない重篤な副作用はまずないので、定
期的に受診していれば、副作用を心配
する必要はありません。単剤で目標血
圧まで下げられるのは３割くらいの患
者さんなので、多くの場合、多剤併用
療法が必要になります」と説明してい
ます。
　ヨーロッパ高血圧学会は2018年に、

160/100㎜Hg以上の場合、最初から異
なる降圧薬の併用療法を勧め、錠剤数
を増やさないために積極的な配合剤処
方を勧めています。
　大西　合剤がだいぶ出ていますね。
　久代　患者さんは錠剤の数が増える
と嫌がるけれども、錠剤数が増えなけ
れば受け入れやすいようです。別々に
処方するよりも安いですしね。残念な
がら日本では最初から配合剤を処方す
ることはできません。また、日本は匙
加減が大切にされていますし、最初か
ら併用療法をすると、副作用が起こっ
たときにどちらが原因かわからない心
配もあります。しかし、2019年の日本高
血圧学会のガイドラインでは160/100
㎜Hg以上あったときには最初から併
用療法を考慮してもいいのではないか
としています。
　大西　最近の配合剤の進歩はいいよ
うな印象を持っているのですが。
　久代　特にARBとCa拮抗薬の配合
剤はよく使われており、私もよく処方
しています。配合剤も後発品が上市さ
れ、後発品を別々に処方するよりも安
価ですので、積極的に配合剤をお使い
になるといいと思います。
　大西　クリニカルイナーシャの問題
は、患者さん側としては、教育をする
とか、意識を高めるためにはどのよう
にしたらよいのでしょうか。
　久代　高血圧は自覚症状のない患者
さんに将来の効果を期待して治療を継
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　大西　医師についても、必ずしも循
環器でない先生方が降圧剤を使ってい
るケースも多いと思うのですが、専門
家ともうまく連携を取ることが重要で
すか。
　久代　高血圧はプライマリケア医の
役割が大切です。高血圧学会は専門医
を認定していますが、紹介が必要な場
合は、治療抵抗性高血圧、二次性高血
圧が疑われる場合、合併症のため降圧
目標の設定が難しい場合などです。治
療抵抗性高血圧は、利尿薬を含めて３
種類の降圧薬を処方しても降圧目標に
達しない場合です。
　きちんと服薬していない、肥満者に
幅が狭いカフを使用している場合は、
見かけ上の治療抵抗性になります。日

常診療で多い原因は、肥満、睡眠時無
呼吸症候群、食塩やアルコール摂取過
多で、それらの改善指導が必要になり
ます。服薬状況を確認し、適切に血圧
を測り、生活習慣指導をしても高い場
合は、降圧薬の強化が必要になります。
　私は、RA系阻害薬、カルシウム拮
抗薬、少量のサイアザイド系利尿薬を
併用しても降圧目標に達しない場合、
アルドステロン拮抗薬やα・β遮断薬
の併用をしますが、それぞれの薬剤は
禁忌や注意すべき場合があります。使
い慣れていない場合は、二次性高血圧
を含めて専門医に紹介して問題解決を
してもらうと良いと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

リスクマネジメントの基本　
～Don＇t believe anybody!～
　近年、医学部や看護学部ではリスク
マネジメントについての授業が行われ
ています。教育に取り入れられたのは
1999年１月の患者取り違えの事故など、

医療界に様々な医療事故が起きた時期
と一致しています。リスクマネジメン
トに関して、医療界はかなり遅れてい
ましたが、今では医療界のリスクマネ
ジメントが社会のリスクマネジメント
をリーディングするともいわれるほど

順天堂大学医学部病院管理学教室教授
小　林　弘　幸　 先生
略歴：昭和62年順天堂大学医学部卒業。平成４年順天堂大学大学院医学
研究科博士課程（小児外科学）修了。平成３～８年ロンドン大学付属英
国王立病院外科研修。アイルランド国立小児病院外科研修。平成15年順
天堂大学医学部小児外科学助教授。平成18年順天堂大学医学部総合診療
科学講座／大学院医学研究科病院管理学教授。平成19年順天堂大学医学
部附属順天堂医院医療安全推進部部長。平成21年東京都医師会学術教育
担当理事。平成25年東京都医師会医療安全対策担当理事。平成31年スポ
ーツ庁参与。令和元年東京都医師会医療支援担当理事。順天堂大学大学
院医学研究科漢方先端臨床医学教授。
学会・役員：平成15年～現在、司法研修所講師。平成16年～現在、私立
医科大学法務委員会委員。平成18年～現在、東京消防庁消防学校講師。
日本外科学会倫理委員／邦文誌編集委員
日本小児外科学会指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター

　ふいに起こり得る「患者や遺族との意思疎通困難」や「医療事故」が
あった場合、再発防止のために何ができるのか。日頃意識すべき点や対
応方法について、中でも重要とされるリスクマネジメント、医療訴訟の
現状と対策、医療倫理、個人情報保護について、順天堂大学医学部病院
管理学教室教授　小林弘幸先生にお話をうかがいました。

【特別企画】

医療安全
第一回
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