
東京女子医科大学東医療センター内科教授
小　川　哲　也

（聞き手　池脇克則）

　心不全を伴った腎不全での水電解質管理のこつや利尿薬の使い方などにつき
ご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

心不全を伴った腎不全患者の診療

　池脇　心不全と腎不全、両方の病態
に関しての管理について質問をいただ
きました。
　腎不全がある上に心不全を合併した
場合、どうやって管理したらいいでし
ょうかということですが、確かに臨床
の現場でも心不全の方の多くは腎臓の
障害を持っており、いわゆるCKDの方
も心臓のイベントが多いといいますし、
両方が密接に関係しているということ
ですね。
　小川　ここ数年、心腎連関で特にト
ピックスになっていると思うのですが、
もともと腎臓が悪い患者さんには心血
管イベントが非常に多く、特に透析ま
でいっている患者さんでは心不全が死
因のトップになっているといった状況
から、腎臓が悪いと心血管系も非常に
悪いという多くのエビデンスがあると

思います。
　池脇　あまりに単純すぎる考え方か
もしれませんが、心臓にとって体はド
ライなほうがいいけれども、腎臓はど
ちらかというとウェットなほうがいい
ということから、少々治療が相反する
ために難しいという印象がありますが、
いかがでしょうか。
　小川　一つは水を調整する機能が腎
臓なので、心臓としては主に血液を排
出させる、全身に届ける。その届ける
血液が多ければ腎臓が排出する。逆に
少なければ体液を保たせる。そういう
働きだと思うのです。ところが、心臓
が悪くなってしまうと腎臓に流入する
血液が少なくなってしまって、腎臓と
しては水が足りないと勘違いしてしま
うことから、全身として水分過多とな
り、それぞれの臓器障害が起こってく
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だくことが大事かと思います。
　池脇　それによってある程度利尿が
得られれば、そこから漸減していくと
いう考え方でしょうか。
　小川　そうですね。初めに使ってい
ただいて、ある程度心臓の負荷がとれ
て、例えば心不全で心収縮率が落ちて
いる場合には、それが戻ってくれば心
臓の血流が逆に多くなり、腎臓のろ過
も増え、効きやすくなります。先生に
おっしゃっていただいたとおり、２倍
量ぐらい使っていただいて、その後、
漸減していくことが大事かと思います。
　池脇　それによって例えば利尿がつ
いて、ご本人の体重も減って、心不全
にとってはいい状況が出てきても、
往々にして利尿薬によってナトリウム
やカリウムの電解質管理についての問
題も対処しなければいけないような場
合はどうしたらいいのでしょう。
　小川　腎不全に伴う心不全の場合に
は低ナトリウム血症がけっこうありま
す。ループ利尿剤は、ナトリウム利尿
に伴って水を出していくので、ナトリ
ウムのさらなる減少をきたすことがあ
ります。通常、あまり低ナトリウムに
なるようであれば、電解質を狂わせず
に水利尿をきたすバソプレシンのV2受
容体の拮抗薬を使い、ナトリウムが下
がりすぎる場合にはトルバプタンの併
用といったことも一つ視野に入れてい
いのではないかと思います。
　それから通常、カリウムも排出され

ますが、腎不全の場合には高カリウム
になりますので、ループ利尿剤で治療
でき、それほど心配しなくてもいいか
と思います。ただ、カリウムが下がり
すぎる場合にはアルドステロン拮抗薬
を使うといったことも重要かと思いま
す。
　池脇　こういう考え方がいいのかど
うかわかりませんが、利尿薬によって
心臓の状態がよくなる一つの裏返しと
して多少の電解質の変化はある。あま
りその変化に敏感になりすぎて、そち
らに舵取りしてしまうと、今度は心臓
のほうが悪くなることもあるので、あ
る程度時期によって、優先順位をつけ
ることが必要なのでしょうか。
　小川　それぞれのところで電解質が
少し狂ってしまえば、薬剤の選択を少
し変えてみることは大事だと思います。
例えば、ループ利尿剤を中心に他の薬
剤を併用し、電解質のバランスを整え
ていくといったことは重要だと思いま
す。
　池脇　心不全、腎不全において、RAS
系阻害薬はスタンダードな薬になって
いて、もともと飲んでいる方が多いと
思うのですが、RAS系阻害薬の使い方
で考慮が必要なことはありますか。
　小川　一つは心不全のときにはRAS
系が効きにくいといったことがよくい
われています。もう一つは、心不全の
状態で腎機能が急激に悪くなった場合
に、RAS系が逆に悪さをするといった

ると理解しております。
　池脇　確かに心腎連関もいろいろな
分類があって、心臓が悪くなって、そ
れにつられて腎臓が悪くなるパターン
と、同じように腎臓が悪くなって、心
臓が影響を受けるパターン、最後がほ
かの全身的な疾患によって心臓と腎臓
が影響を受ける、という分類になって
いる。ということは、どちらが最初か
は別にしても、いずれにせよ両方を巻
き込んでしまうということですか。
　小川　心臓と腎臓、どちらが先かは
はっきりとした原因がわかっている場
合以外はなかなか難しい問題だとは思
いますが、腎臓はどちらかというと血
管の塊ですので、心臓の血管障害、あ
るいは腎臓の血管障害、ともに同時に
起こるという認識かと思います。
　池脇　実際にそういう状況で治療を
していく。特に心不全があると、利尿
剤を使っていかないことにはなかなか
管理ができない。ただ、利尿剤を使う
ことによってクレアチニンが上昇する
ような懸念もある。難しいところです
が、専門家の立場からどのような管理
をされるのでしょう。
　小川　腎不全のときに難しいのは、
腎臓の水の管理を腎臓自体がうまくで
きていない。例えば、心臓だけ悪い場
合には、腎臓はそれを補ってうまく調
整できますが、腎臓が悪い状態で心不
全、いわゆる水がたまってきていると、
それを調整するべき腎臓がうまく調整

できない。そこを補わないといけない
と考えるのです。水が多いものをうま
く調整できないとなると、腎臓に対し
て利尿薬を使って水を体から出して、
心臓の負荷をとる。そういう認識でい
いかと思います。
　池脇　具体的には利尿薬、こういう
状況ではおそらくループ利尿薬がメイ
ンで使われると思いますが、腎不全が
あるかどうかによって多少違ったアプ
ローチになるのでしょうか。
　小川　利尿薬にも何種類かあります
が、先生が今おっしゃられたループ利
尿薬、これが一番強力な利尿薬かと思
います。腎臓の利尿薬の効き方は、実
は尿細管管腔側、いわゆる糸球体から
薬剤が出ていって、その中から効いて
いくので、糸球体のろ過量に依存する
ことになります。腎不全でろ過量が減
ってしまうと、血中における濃度や尿
細管管腔に入ってくる薬剤量が少なく
なってしまうので、用量をたくさん投
与しないと、結局通常の腎機能ほどの
薬効は出ないかたちになります。
　池脇　そうすると、最初は慎重にと
いうよりは、薬が効きにくくなってい
る病態だから、むしろ量はちょっと多
めのほうがよいのでしょうか。
　小川　おっしゃるとおりで、量を多
くしないと効かない。少ない量でやっ
ていると、どんどん心不全が悪化して
しまいますので、ある一定以上の量 
（通常の２倍以上）でまずお使いいた
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だくことが大事かと思います。
　池脇　それによってある程度利尿が
得られれば、そこから漸減していくと
いう考え方でしょうか。
　小川　そうですね。初めに使ってい
ただいて、ある程度心臓の負荷がとれ
て、例えば心不全で心収縮率が落ちて
いる場合には、それが戻ってくれば心
臓の血流が逆に多くなり、腎臓のろ過
も増え、効きやすくなります。先生に
おっしゃっていただいたとおり、２倍
量ぐらい使っていただいて、その後、
漸減していくことが大事かと思います。
　池脇　それによって例えば利尿がつ
いて、ご本人の体重も減って、心不全
にとってはいい状況が出てきても、
往々にして利尿薬によってナトリウム
やカリウムの電解質管理についての問
題も対処しなければいけないような場
合はどうしたらいいのでしょう。
　小川　腎不全に伴う心不全の場合に
は低ナトリウム血症がけっこうありま
す。ループ利尿剤は、ナトリウム利尿
に伴って水を出していくので、ナトリ
ウムのさらなる減少をきたすことがあ
ります。通常、あまり低ナトリウムに
なるようであれば、電解質を狂わせず
に水利尿をきたすバソプレシンのV2受
容体の拮抗薬を使い、ナトリウムが下
がりすぎる場合にはトルバプタンの併
用といったことも一つ視野に入れてい
いのではないかと思います。
　それから通常、カリウムも排出され

ますが、腎不全の場合には高カリウム
になりますので、ループ利尿剤で治療
でき、それほど心配しなくてもいいか
と思います。ただ、カリウムが下がり
すぎる場合にはアルドステロン拮抗薬
を使うといったことも重要かと思いま
す。
　池脇　こういう考え方がいいのかど
うかわかりませんが、利尿薬によって
心臓の状態がよくなる一つの裏返しと
して多少の電解質の変化はある。あま
りその変化に敏感になりすぎて、そち
らに舵取りしてしまうと、今度は心臓
のほうが悪くなることもあるので、あ
る程度時期によって、優先順位をつけ
ることが必要なのでしょうか。
　小川　それぞれのところで電解質が
少し狂ってしまえば、薬剤の選択を少
し変えてみることは大事だと思います。
例えば、ループ利尿剤を中心に他の薬
剤を併用し、電解質のバランスを整え
ていくといったことは重要だと思いま
す。
　池脇　心不全、腎不全において、RAS
系阻害薬はスタンダードな薬になって
いて、もともと飲んでいる方が多いと
思うのですが、RAS系阻害薬の使い方
で考慮が必要なことはありますか。
　小川　一つは心不全のときにはRAS
系が効きにくいといったことがよくい
われています。もう一つは、心不全の
状態で腎機能が急激に悪くなった場合
に、RAS系が逆に悪さをするといった

ると理解しております。
　池脇　確かに心腎連関もいろいろな
分類があって、心臓が悪くなって、そ
れにつられて腎臓が悪くなるパターン
と、同じように腎臓が悪くなって、心
臓が影響を受けるパターン、最後がほ
かの全身的な疾患によって心臓と腎臓
が影響を受ける、という分類になって
いる。ということは、どちらが最初か
は別にしても、いずれにせよ両方を巻
き込んでしまうということですか。
　小川　心臓と腎臓、どちらが先かは
はっきりとした原因がわかっている場
合以外はなかなか難しい問題だとは思
いますが、腎臓はどちらかというと血
管の塊ですので、心臓の血管障害、あ
るいは腎臓の血管障害、ともに同時に
起こるという認識かと思います。
　池脇　実際にそういう状況で治療を
していく。特に心不全があると、利尿
剤を使っていかないことにはなかなか
管理ができない。ただ、利尿剤を使う
ことによってクレアチニンが上昇する
ような懸念もある。難しいところです
が、専門家の立場からどのような管理
をされるのでしょう。
　小川　腎不全のときに難しいのは、
腎臓の水の管理を腎臓自体がうまくで
きていない。例えば、心臓だけ悪い場
合には、腎臓はそれを補ってうまく調
整できますが、腎臓が悪い状態で心不
全、いわゆる水がたまってきていると、
それを調整するべき腎臓がうまく調整

できない。そこを補わないといけない
と考えるのです。水が多いものをうま
く調整できないとなると、腎臓に対し
て利尿薬を使って水を体から出して、
心臓の負荷をとる。そういう認識でい
いかと思います。
　池脇　具体的には利尿薬、こういう
状況ではおそらくループ利尿薬がメイ
ンで使われると思いますが、腎不全が
あるかどうかによって多少違ったアプ
ローチになるのでしょうか。
　小川　利尿薬にも何種類かあります
が、先生が今おっしゃられたループ利
尿薬、これが一番強力な利尿薬かと思
います。腎臓の利尿薬の効き方は、実
は尿細管管腔側、いわゆる糸球体から
薬剤が出ていって、その中から効いて
いくので、糸球体のろ過量に依存する
ことになります。腎不全でろ過量が減
ってしまうと、血中における濃度や尿
細管管腔に入ってくる薬剤量が少なく
なってしまうので、用量をたくさん投
与しないと、結局通常の腎機能ほどの
薬効は出ないかたちになります。
　池脇　そうすると、最初は慎重にと
いうよりは、薬が効きにくくなってい
る病態だから、むしろ量はちょっと多
めのほうがよいのでしょうか。
　小川　おっしゃるとおりで、量を多
くしないと効かない。少ない量でやっ
ていると、どんどん心不全が悪化して
しまいますので、ある一定以上の量 
（通常の２倍以上）でまずお使いいた
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こともありますので、その場合には少
し減量していただくことが重要かと思
います。心不全に対してはRAS系の薬
剤を入れたい。ただ、腎不全が増悪し
ているときにRAS系を入れると腎機能
が悪くなってしまうので、完全には切
れないというジレンマに陥るわけです
が、半量に減量していただいて、腎機
能を少し温存させながら心臓にも効か
せる。そういった配慮もいいかと思い
ます。
　池脇　腎臓の専門医は、透析をご自
身でできる。でも、循環器の先生にと
っては透析の壁というのが大きいよう
に思うのですが、心臓と腎臓の両方が
悪いときに、なかなかうまく薬剤で切
り抜けられないこともありますよね。
　小川　非常に多くあります。私はも
ともと循環器を専攻していて、そのと
きにすぐに透析に入れないことで非常

に苦労した覚えがあります。逆に、腎
臓を専攻するようになって、透析がす
ぐできるようになると、ある程度大胆
な治療ができるので、心臓と腎臓、両
方悪いときに、循環器の先生方はでき
れば我々腎臓専門医にある程度早くコ
ンサルトいただいて、一緒に治療させ
ていただくことで、さらなる大胆な治
療によってうまくいくかなと思います。
　池脇　どうしてもだめだったら腎臓
専門医に頼むというよりも、血液ろ過、
あるいは透析によって、その後、順調
にいくきっかけをつくるためにも、早
期から先生方と関係しながら治療して
いくという考え方も必要でしょうか。
　小川　それは非常にありがたいと思
います。我々にとっても、患者さんに
とっても、いいことかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学東横病院病院長
古　畑　智　久

（聞き手　山内俊一）

　腸閉塞の重症度診断や治療選択についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

腸閉塞

　山内　腸閉塞は救急外来でよく出て
くるもので、急性腹症の代表だと思わ
れます。高齢者が施設などから運ばれ
てきて、便が出ないという訴えで気が
つかれるケースも多いかと思われます。
我々の世代ではこういった高度の便秘
もイレウスと呼んでいましたが、この
あたりの疾病概念の変化はあるのでし
ょうか。
　古畑　最近、ガイドライン等で定義
づけが少し変わりまして、以前はイレ
ウスという言葉と腸閉塞という言葉が
同義として広く用いられていたと思い
ます。ただ、欧米などはイレウスは腸
管麻痺で腸が動かないという状態のみ
を指し、腸閉塞はそのまま腸閉塞と呼
び、腸閉塞とイレウスは別々の疾患と
してとらえていました。わが国でも、
それを分けて呼んだほうが混乱が少な
いのではないかということで、腸管麻

痺であるイレウスと腸閉塞の２つを分
けて使うようになっています。
　山内　腸管麻痺があるかないかで分
けられたということですね。
　古畑　そうですね。
　山内　もちろん麻痺があるほうが重
篤と考えてよいのでしょうね。
　古畑　イレウス、腸管麻痺は内服薬
などの薬剤の影響、もしくは虫垂炎等
の腹膜炎が原因になります。発症の原
因によりますので、腸管麻痺があるか
ら必ずしも重篤であるとは限らないと
思います。
　山内　救急現場では急性腹症として
運ばれてくるので、鑑別が非常にたい
へんですが、こういう患者さんが来ら
れたときにどこに注目されるかを教え
ていただきたいのですが。
　古畑　腸閉塞の原因として一番多い
のは開腹手術後の癒着ですので、まず
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こともありますので、その場合には少
し減量していただくことが重要かと思
います。心不全に対してはRAS系の薬
剤を入れたい。ただ、腎不全が増悪し
ているときにRAS系を入れると腎機能
が悪くなってしまうので、完全には切
れないというジレンマに陥るわけです
が、半量に減量していただいて、腎機
能を少し温存させながら心臓にも効か
せる。そういった配慮もいいかと思い
ます。
　池脇　腎臓の専門医は、透析をご自
身でできる。でも、循環器の先生にと
っては透析の壁というのが大きいよう
に思うのですが、心臓と腎臓の両方が
悪いときに、なかなかうまく薬剤で切
り抜けられないこともありますよね。
　小川　非常に多くあります。私はも
ともと循環器を専攻していて、そのと
きにすぐに透析に入れないことで非常

に苦労した覚えがあります。逆に、腎
臓を専攻するようになって、透析がす
ぐできるようになると、ある程度大胆
な治療ができるので、心臓と腎臓、両
方悪いときに、循環器の先生方はでき
れば我々腎臓専門医にある程度早くコ
ンサルトいただいて、一緒に治療させ
ていただくことで、さらなる大胆な治
療によってうまくいくかなと思います。
　池脇　どうしてもだめだったら腎臓
専門医に頼むというよりも、血液ろ過、
あるいは透析によって、その後、順調
にいくきっかけをつくるためにも、早
期から先生方と関係しながら治療して
いくという考え方も必要でしょうか。
　小川　それは非常にありがたいと思
います。我々にとっても、患者さんに
とっても、いいことかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

聖マリアンナ医科大学東横病院病院長
古　畑　智　久

（聞き手　山内俊一）

　腸閉塞の重症度診断や治療選択についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

腸閉塞

　山内　腸閉塞は救急外来でよく出て
くるもので、急性腹症の代表だと思わ
れます。高齢者が施設などから運ばれ
てきて、便が出ないという訴えで気が
つかれるケースも多いかと思われます。
我々の世代ではこういった高度の便秘
もイレウスと呼んでいましたが、この
あたりの疾病概念の変化はあるのでし
ょうか。
　古畑　最近、ガイドライン等で定義
づけが少し変わりまして、以前はイレ
ウスという言葉と腸閉塞という言葉が
同義として広く用いられていたと思い
ます。ただ、欧米などはイレウスは腸
管麻痺で腸が動かないという状態のみ
を指し、腸閉塞はそのまま腸閉塞と呼
び、腸閉塞とイレウスは別々の疾患と
してとらえていました。わが国でも、
それを分けて呼んだほうが混乱が少な
いのではないかということで、腸管麻

痺であるイレウスと腸閉塞の２つを分
けて使うようになっています。
　山内　腸管麻痺があるかないかで分
けられたということですね。
　古畑　そうですね。
　山内　もちろん麻痺があるほうが重
篤と考えてよいのでしょうね。
　古畑　イレウス、腸管麻痺は内服薬
などの薬剤の影響、もしくは虫垂炎等
の腹膜炎が原因になります。発症の原
因によりますので、腸管麻痺があるか
ら必ずしも重篤であるとは限らないと
思います。
　山内　救急現場では急性腹症として
運ばれてくるので、鑑別が非常にたい
へんですが、こういう患者さんが来ら
れたときにどこに注目されるかを教え
ていただきたいのですが。
　古畑　腸閉塞の原因として一番多い
のは開腹手術後の癒着ですので、まず
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うしても腸の中にガスがたくさんたま
っているので、エコー検査はなかなか
難しいことが多いかと思います。ただ、
腸閉塞で重症の場合には腹水が貯留し
ていますので、それを発見できるとい
う点で有用性はあるとは思うのですが、
基本的に腹部エコーは腸閉塞の診断で
第一に行う検査ではないように思いま
す。
　山内　まずCTということでしょう
ね。
　古畑　そうですね。やはり客観的な
画像を得るという意味ではCTが一番
かと思います。
　山内　これは血流動向に絡むと思い
ますので、やはり造影CTのほうが望
ましいと考えてよいのでしょうか。
　古畑　最初は複雑性腸閉塞を否定す
ることが一番重要なので、血流評価を
するという意味では造影CTを行うこ
とが望ましいと考えます。しかし、腸
閉塞の患者さんは多くの場合は長い間
飲水をしていないので、そこに造影剤
を使うと、急激な腎機能の悪化も心配
されます。造影検査を行う場合には必
ず腎機能が正常であるか検査前に確認
することが大切だと思います。
　山内　CRPなどのマーカーはあまり
参考にならないのでしょうか。
　古畑　それも非常に重要だと思いま
す。例えば、複雑性腸閉塞で腸が壊死
している場合には、CRPはもちろん、
GOT、GPTなどの酵素系の数値が上

昇します。また、腸が壊死していない
単純性の腸閉塞であっても、腸内の細
菌が血流の中に入ってしまう、いわゆ
るバクテリアル・トランスロケーショ
ン、感染症になってくるので、敗血症
などに至ることもあります。そうなり
ますと、CRPや白血球の上昇を認める
ので、血液検査もぜひ行っていただき
たい検査です。
　山内　治療に入りますが、複雑性に
関しては、これは即手術と考えてよい
ですね。
　古畑　そうですね。複雑性を疑った
場合には緊急的な手術が必要だと考え
ます。
　山内　単純性に関しては、ドレナー
ジといったかたちになるのでしょうか。
　古畑　まずは鼻から胃の中に留置す
る、いわゆるNGチューブ、胃管と呼
ばれるものを挿入するところから始ま
ると思います。
　山内　先ほど原因として腹部の手術
が挙げられましたが、手術以外のもの
ですと、特に高齢者は便秘が絡むと思
うのですが、この予防、防止もやはり
大事と考えてよいでしょうね。
　古畑　ご高齢の方の便秘を防ぐのは
なかなか難しいかと思うのですが、医
療者としては、腸管の動きが悪くなる
ような薬を服用しているか、いないか
を必ずチェックしていくことが必要か
と思っています。
　山内　具体的にはどういった薬剤に

開腹歴があるかないかを聞くこと。そ
れと、次に症状の出方です。急激に出
て、どんどん悪くなっていくのか、も
しくは緩徐に進行していくのかが重要
になりまして、問診をしっかり行うこ
とが大切かと思います。
　山内　急激か、緩徐かで、腸閉塞の
タイプが違うのですか。
　古畑　おっしゃるとおりです。やは
り急激な場合には腸管がねじれて起こ
る腸閉塞、いわゆる複雑性腸閉塞の可
能性があります。そういう場合ですと、
腸がねじれているので、血流障害が起
こる。そしてそのまま進行すると、腸
が壊死してしまうので、そうなる前の
緊急的な処置、主には手術が必要にな
ります。一方、緩徐に進行する場合に
は、単純に腸が閉塞していることが多
く、腸管が壊死することはないので、
少し時間的な猶予はあるかと思います。
その辺を見極めることが大切かと思い
ます。
　山内　痛み方がひどいとか、それほ
どでもないというのも鑑別に役立つの
でしょうか。
　古畑　非常に重要なことだと思いま
す。複雑性腸閉塞、腸が壊死するタイ
プですと非常に強い痛みが持続的に出
る。ですから、本当に痛いということ
になりますし、単純に腸が癒着などで
閉塞している場合には痛みは間欠的で
あり、ゆっくりと進行していくという
特徴があります。痛みの状態をしっか

りと問診することはたいへん重要だと
思います。
　山内　ただ、高齢化で高齢者が増え
てきますと、痛みの訴え方が弱い方も
いるので、このあたりは少し難しいと
ころがありますね。
　古畑　そうですね。痛みの再現性が
ない場合もありますので、そう考えま
すと、画像診断が必要になってくるか
と思います。
　山内　昔ですと、まずレントゲン写
真というイメージが強いのですが、最
近はCTでしょうね。
　古畑　そうですね。CTは診断能の
高い検査です。ただ、レントゲン写真
はやはり重要な検査であると思います。
レントゲン写真で腸閉塞なのか、単な
る便秘なのか大まかに区別できるかと
思います。
　山内　やはりガス像が全然違うと考
えてよいのでしょうか。
　古畑　そうですね。腸の張り方とい
うか、腸の拡張の仕方が便秘と腸閉塞
では違うことが多いと思います。
　山内　そうしますと、まずとりあえ
ず撮ってみることが大事だと考えてよ
いのですね。
　古畑　単純X線はそれなりに今も価
値があると思います。
　山内　その次に、普通は臨床現場で
すとエコーが出てきますが、エコーの
価値はどうなのでしょうか。
　古畑　仮に腸閉塞の場合ですと、ど
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うしても腸の中にガスがたくさんたま
っているので、エコー検査はなかなか
難しいことが多いかと思います。ただ、
腸閉塞で重症の場合には腹水が貯留し
ていますので、それを発見できるとい
う点で有用性はあるとは思うのですが、
基本的に腹部エコーは腸閉塞の診断で
第一に行う検査ではないように思いま
す。
　山内　まずCTということでしょう
ね。
　古畑　そうですね。やはり客観的な
画像を得るという意味ではCTが一番
かと思います。
　山内　これは血流動向に絡むと思い
ますので、やはり造影CTのほうが望
ましいと考えてよいのでしょうか。
　古畑　最初は複雑性腸閉塞を否定す
ることが一番重要なので、血流評価を
するという意味では造影CTを行うこ
とが望ましいと考えます。しかし、腸
閉塞の患者さんは多くの場合は長い間
飲水をしていないので、そこに造影剤
を使うと、急激な腎機能の悪化も心配
されます。造影検査を行う場合には必
ず腎機能が正常であるか検査前に確認
することが大切だと思います。
　山内　CRPなどのマーカーはあまり
参考にならないのでしょうか。
　古畑　それも非常に重要だと思いま
す。例えば、複雑性腸閉塞で腸が壊死
している場合には、CRPはもちろん、
GOT、GPTなどの酵素系の数値が上

昇します。また、腸が壊死していない
単純性の腸閉塞であっても、腸内の細
菌が血流の中に入ってしまう、いわゆ
るバクテリアル・トランスロケーショ
ン、感染症になってくるので、敗血症
などに至ることもあります。そうなり
ますと、CRPや白血球の上昇を認める
ので、血液検査もぜひ行っていただき
たい検査です。
　山内　治療に入りますが、複雑性に
関しては、これは即手術と考えてよい
ですね。
　古畑　そうですね。複雑性を疑った
場合には緊急的な手術が必要だと考え
ます。
　山内　単純性に関しては、ドレナー
ジといったかたちになるのでしょうか。
　古畑　まずは鼻から胃の中に留置す
る、いわゆるNGチューブ、胃管と呼
ばれるものを挿入するところから始ま
ると思います。
　山内　先ほど原因として腹部の手術
が挙げられましたが、手術以外のもの
ですと、特に高齢者は便秘が絡むと思
うのですが、この予防、防止もやはり
大事と考えてよいでしょうね。
　古畑　ご高齢の方の便秘を防ぐのは
なかなか難しいかと思うのですが、医
療者としては、腸管の動きが悪くなる
ような薬を服用しているか、いないか
を必ずチェックしていくことが必要か
と思っています。
　山内　具体的にはどういった薬剤に

開腹歴があるかないかを聞くこと。そ
れと、次に症状の出方です。急激に出
て、どんどん悪くなっていくのか、も
しくは緩徐に進行していくのかが重要
になりまして、問診をしっかり行うこ
とが大切かと思います。
　山内　急激か、緩徐かで、腸閉塞の
タイプが違うのですか。
　古畑　おっしゃるとおりです。やは
り急激な場合には腸管がねじれて起こ
る腸閉塞、いわゆる複雑性腸閉塞の可
能性があります。そういう場合ですと、
腸がねじれているので、血流障害が起
こる。そしてそのまま進行すると、腸
が壊死してしまうので、そうなる前の
緊急的な処置、主には手術が必要にな
ります。一方、緩徐に進行する場合に
は、単純に腸が閉塞していることが多
く、腸管が壊死することはないので、
少し時間的な猶予はあるかと思います。
その辺を見極めることが大切かと思い
ます。
　山内　痛み方がひどいとか、それほ
どでもないというのも鑑別に役立つの
でしょうか。
　古畑　非常に重要なことだと思いま
す。複雑性腸閉塞、腸が壊死するタイ
プですと非常に強い痛みが持続的に出
る。ですから、本当に痛いということ
になりますし、単純に腸が癒着などで
閉塞している場合には痛みは間欠的で
あり、ゆっくりと進行していくという
特徴があります。痛みの状態をしっか

りと問診することはたいへん重要だと
思います。
　山内　ただ、高齢化で高齢者が増え
てきますと、痛みの訴え方が弱い方も
いるので、このあたりは少し難しいと
ころがありますね。
　古畑　そうですね。痛みの再現性が
ない場合もありますので、そう考えま
すと、画像診断が必要になってくるか
と思います。
　山内　昔ですと、まずレントゲン写
真というイメージが強いのですが、最
近はCTでしょうね。
　古畑　そうですね。CTは診断能の
高い検査です。ただ、レントゲン写真
はやはり重要な検査であると思います。
レントゲン写真で腸閉塞なのか、単な
る便秘なのか大まかに区別できるかと
思います。
　山内　やはりガス像が全然違うと考
えてよいのでしょうか。
　古畑　そうですね。腸の張り方とい
うか、腸の拡張の仕方が便秘と腸閉塞
では違うことが多いと思います。
　山内　そうしますと、まずとりあえ
ず撮ってみることが大事だと考えてよ
いのですね。
　古畑　単純X線はそれなりに今も価
値があると思います。
　山内　その次に、普通は臨床現場で
すとエコーが出てきますが、エコーの
価値はどうなのでしょうか。
　古畑　仮に腸閉塞の場合ですと、ど
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なりますか。
　古畑　代表的なものは抗精神病薬と
か、もしくは疾患によっては麻薬系の
薬などをのんでいる方もいると思いま
すので、そのような薬かと思います。
　山内　高齢者の便秘に関しては、腸
閉塞といっても、高圧浣腸などでだい
たいしのげると見てよいでしょうね。

　古畑　多くの場合は肛門の直前の直
腸のところに便がたまって、うまく排
出できないという排便障害かと思いま
す。ですから、さすがに高齢者の方に
高圧浣腸はちょっと刺激が強いかと思
いますので、グリセリン浣腸などで排
便を促すことは時々あると思います。
　山内　ありがとうございました。

元（公財）東京都保健医療公社荏原病院皮膚科部長
関　根　万　里

（聞き手　池田志斈）

　蚊媒介性感染症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

蚊媒介性感染症

　池田　蚊媒介性感染症について、ま
ず有名なのが日本脳炎ですが、これは
どのような蚊でうつるのでしょうか。
　関根　これはコガタアカイエカとい
うイエカの種類のものが媒介します。
豚を蚊が刺して、その豚にウイルスが
ついていると、ヒトを刺したときにう
つります。
　池田　アカイエカというのですから、
よく黒い蚊がいますよね、白い縞々の。
あれではなくて、赤いのですね。
　関根　赤い色ということのようです。
イエカというのはかなりの距離を移動
する蚊で、水田などにたくさんいるこ
とから田舎のほうがいます。
　池田　日本脳炎は今のところは大都
会というよりは田舎のほうが多いので
すか。
　関根　田舎の水田地帯になると思い
ます。都会にいる蚊というと、ヒトス

ジシマカとか。日本だと100種類以上、
蚊がいると書いてあったりするのです
が、よく我々が夕暮れ時とか朝とか、
木がちょっと茂っているようなところ
を歩いているときに、ブーンと飛んで
きて知らないうちに刺されて、あとで
気がつくような蚊は多分ヒトスジシマ
カという蚊です。それは日本において
はいわゆるデング熱やチクングニア熱、
ジカウイルス感染症といったものを媒
介しうる蚊として挙げられています。
ですから、2014年に日本でデング熱が
はやったときもヒトスジシマカが媒介
しました。
　池田　あのときは、代々木公園でし
たね。
　関根　はい。
　池田　確かに、水があるのですが、
ほとんどは草とか樹木のところですね。
　関根　はい。
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なりますか。
　古畑　代表的なものは抗精神病薬と
か、もしくは疾患によっては麻薬系の
薬などをのんでいる方もいると思いま
すので、そのような薬かと思います。
　山内　高齢者の便秘に関しては、腸
閉塞といっても、高圧浣腸などでだい
たいしのげると見てよいでしょうね。

　古畑　多くの場合は肛門の直前の直
腸のところに便がたまって、うまく排
出できないという排便障害かと思いま
す。ですから、さすがに高齢者の方に
高圧浣腸はちょっと刺激が強いかと思
いますので、グリセリン浣腸などで排
便を促すことは時々あると思います。
　山内　ありがとうございました。

元（公財）東京都保健医療公社荏原病院皮膚科部長
関　根　万　里

（聞き手　池田志斈）

　蚊媒介性感染症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

蚊媒介性感染症

　池田　蚊媒介性感染症について、ま
ず有名なのが日本脳炎ですが、これは
どのような蚊でうつるのでしょうか。
　関根　これはコガタアカイエカとい
うイエカの種類のものが媒介します。
豚を蚊が刺して、その豚にウイルスが
ついていると、ヒトを刺したときにう
つります。
　池田　アカイエカというのですから、
よく黒い蚊がいますよね、白い縞々の。
あれではなくて、赤いのですね。
　関根　赤い色ということのようです。
イエカというのはかなりの距離を移動
する蚊で、水田などにたくさんいるこ
とから田舎のほうがいます。
　池田　日本脳炎は今のところは大都
会というよりは田舎のほうが多いので
すか。
　関根　田舎の水田地帯になると思い
ます。都会にいる蚊というと、ヒトス

ジシマカとか。日本だと100種類以上、
蚊がいると書いてあったりするのです
が、よく我々が夕暮れ時とか朝とか、
木がちょっと茂っているようなところ
を歩いているときに、ブーンと飛んで
きて知らないうちに刺されて、あとで
気がつくような蚊は多分ヒトスジシマ
カという蚊です。それは日本において
はいわゆるデング熱やチクングニア熱、
ジカウイルス感染症といったものを媒
介しうる蚊として挙げられています。
ですから、2014年に日本でデング熱が
はやったときもヒトスジシマカが媒介
しました。
　池田　あのときは、代々木公園でし
たね。
　関根　はい。
　池田　確かに、水があるのですが、
ほとんどは草とか樹木のところですね。
　関根　はい。
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　例えば、デング熱のときだと、頭痛
があるとか、目の奥の痛みがすごいと
訴えているのが５日とか１週間とか続
いたところで、発疹が出てくる頃にな
ると熱が下がってくる。けれども、デ
ング熱の場合、４つ型がありますから、
１つ目の型にかかったときにはそんな
ひどい症状にはならないけれども、２
つ目にかかったときには抗体が不完全
ということで重症化しやすい。いわゆ
る昔からいうデング出血熱とかいうふ
うにいったりするものですね。今は重
症デングといういい方をするのですが、
そうなりやすいのは発疹が出る頃から
なのです。
　ですから、皮膚科医は発疹を見たと
きは、逆に重症化する可能性を疑う。
東南アジアとか、そういう熱帯の方で
は気がつかないうちにデング熱にかか
っていることがありますから、風邪と
同じような症状でしかないというのは
いくらでもある。そういうことを考え
ると、２度目に違う型に刺されてしま
ったりすると重症化する場合があるの
です。
　発疹の上からだと、デング熱もチク
ングニア熱もジカウイルス感染症も、
下手すると風疹とかマイコプラズマと
か、ほかの感染症とか薬疹とか、そう
いったものと区別がつかないときもあ
るのです。ですから、経過とか、蚊に
刺されてそういう症状が起こったのが
いつかとか、そういういろいろなファ

クターを考えながらいかないと、デン
グ熱も怖い目をみることがあるので、
皮膚科医は注意をしなければいけない
と思うのです。
　チクングニア熱の場合だと、早いう
ちから、熱が出てすぐぐらいに手先と
か足先とか、末梢のほうの関節が腫れ、
痛いことが多いと思うのです。それで、
発疹も熱が下がりかけるときではなく
て、もっと早い時期、発症して２日と
か３日ぐらいのときに発疹がぱらぱら
ぱらと出てくるといわれています。
　池田　疑わないとなかなか無理です
ね。日本だとよく市販でもNSAIDsな
どが売っていますよね。そのせいかと
思って、疑わないと全部見逃してしま
うのですね。
　関根　そうですね。その人の行動歴
をしっかり聞いていくのがすごく大事
なことだと思います。
　池田　デング熱に以前かかっていて、
抗体などを持っていると、逆に強い症
状になってしまう。新型コロナウイル
スのワクチンの開発のときにいってい
ますが、抗体依存性の増強ということ
なのでしょうか。
　関根　そうだと思います。ですから、
初めはワクチンができたときに、ワク
チンを打てばこれでいいみたいに、わ
りと小学生や若い年代にしていたと思
うのですが、今はWHOも推奨してい
ないのです。かかったことがない人に
ワクチンを打つことは逆に今度本当に

　池田　こういうものはヒトからヒト
ですか。
　関根　ヒト─蚊─ヒト。蚊が感染し
たヒトの血を吸って、自分の体の中で
ウイルスを増殖させて、唾液の中に出
てくるようになったときに、ヒトを刺
して次の血を吸うときに唾液が入りま
すよね。それでうつる。
　池田　蚊の体の中で増幅してしまう
のですね。
　関根　そうしないと次にうつらない。
そういうウイルスでないと蚊媒介感染
症にならないのです。
　池田　蚊の中で増えるという性質を
持っているからこそ、うつっていくと
いうことですね。
　関根　そういうことだと思います。
　池田　すべてのウイルスの疾患がそ
うなっていないのですから、ある限ら
れたウイルスがそういう特徴を持って
いるのですね。
　関根　はい。
　池田　以前も北米のほうでウエスト
ナイルウイルスというのがありました
ね。あれは日本には入っていないので
すか。
　関根　イエカ、ヤブカなどでうつる
とはなっていますが、今のところ聞い
たことがありません。
　池田　こういうものは最初に発熱と
か、小さな症状、細かい個別の症状が
出てくると私は思うのですが、どうや
って疑うのでしょうか。

　関根　感染症医はいつもReview of 
systems（ROS）というもので、症状
のあるなしを分けます。発熱、頭痛、
筋肉痛、関節痛、関節の腫脹、下痢、
嘔気、嘔吐、そういったものがあるか
ないかを分けて見ていって、かつどこ
に行ったかとか、どんな症状がいつか
ら出たかとか、そういったことを聞き
ながら見ていっていると思うのです。
　池田　非常に複雑な細かい作業です
ね。そのあるなしを全部リストアップ
してみて疑いを決めていくのですね。
　関根　はい。
　池田　日本脳炎にちょっと話を戻し
ますが、日本脳炎を疑ったときに診断
はどのようにされるのですか。やはり
血液中の抗体を見るのですか。
　関根　そうです。ウイルス分離か、
PCRか、ウイルス抗体、IgMとかそう
いったものですね。
　池田　かなりROSで絞り込んでいか
ないとなりませんね。
　関根　だと思います。日本脳炎に限
らず、例えばデング熱を疑ったとして
も、デング熱もチクングニア熱もジカ
ウイルス感染症も潜伏期間は３～７日、
だいたい１週間ぐらいの間が多いので
すが、蚊に刺された痕を見つけること
がまず大事です。蚊媒介感染症を考え
るのだったらそれは必要だし、そうし
たときに熱が出てきたか、どのぐらい
の熱なのか、ほかの随伴症状はどんな
ものがあるかを聞きます。
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　例えば、デング熱のときだと、頭痛
があるとか、目の奥の痛みがすごいと
訴えているのが５日とか１週間とか続
いたところで、発疹が出てくる頃にな
ると熱が下がってくる。けれども、デ
ング熱の場合、４つ型がありますから、
１つ目の型にかかったときにはそんな
ひどい症状にはならないけれども、２
つ目にかかったときには抗体が不完全
ということで重症化しやすい。いわゆ
る昔からいうデング出血熱とかいうふ
うにいったりするものですね。今は重
症デングといういい方をするのですが、
そうなりやすいのは発疹が出る頃から
なのです。
　ですから、皮膚科医は発疹を見たと
きは、逆に重症化する可能性を疑う。
東南アジアとか、そういう熱帯の方で
は気がつかないうちにデング熱にかか
っていることがありますから、風邪と
同じような症状でしかないというのは
いくらでもある。そういうことを考え
ると、２度目に違う型に刺されてしま
ったりすると重症化する場合があるの
です。
　発疹の上からだと、デング熱もチク
ングニア熱もジカウイルス感染症も、
下手すると風疹とかマイコプラズマと
か、ほかの感染症とか薬疹とか、そう
いったものと区別がつかないときもあ
るのです。ですから、経過とか、蚊に
刺されてそういう症状が起こったのが
いつかとか、そういういろいろなファ

クターを考えながらいかないと、デン
グ熱も怖い目をみることがあるので、
皮膚科医は注意をしなければいけない
と思うのです。
　チクングニア熱の場合だと、早いう
ちから、熱が出てすぐぐらいに手先と
か足先とか、末梢のほうの関節が腫れ、
痛いことが多いと思うのです。それで、
発疹も熱が下がりかけるときではなく
て、もっと早い時期、発症して２日と
か３日ぐらいのときに発疹がぱらぱら
ぱらと出てくるといわれています。
　池田　疑わないとなかなか無理です
ね。日本だとよく市販でもNSAIDsな
どが売っていますよね。そのせいかと
思って、疑わないと全部見逃してしま
うのですね。
　関根　そうですね。その人の行動歴
をしっかり聞いていくのがすごく大事
なことだと思います。
　池田　デング熱に以前かかっていて、
抗体などを持っていると、逆に強い症
状になってしまう。新型コロナウイル
スのワクチンの開発のときにいってい
ますが、抗体依存性の増強ということ
なのでしょうか。
　関根　そうだと思います。ですから、
初めはワクチンができたときに、ワク
チンを打てばこれでいいみたいに、わ
りと小学生や若い年代にしていたと思
うのですが、今はWHOも推奨してい
ないのです。かかったことがない人に
ワクチンを打つことは逆に今度本当に

　池田　こういうものはヒトからヒト
ですか。
　関根　ヒト─蚊─ヒト。蚊が感染し
たヒトの血を吸って、自分の体の中で
ウイルスを増殖させて、唾液の中に出
てくるようになったときに、ヒトを刺
して次の血を吸うときに唾液が入りま
すよね。それでうつる。
　池田　蚊の体の中で増幅してしまう
のですね。
　関根　そうしないと次にうつらない。
そういうウイルスでないと蚊媒介感染
症にならないのです。
　池田　蚊の中で増えるという性質を
持っているからこそ、うつっていくと
いうことですね。
　関根　そういうことだと思います。
　池田　すべてのウイルスの疾患がそ
うなっていないのですから、ある限ら
れたウイルスがそういう特徴を持って
いるのですね。
　関根　はい。
　池田　以前も北米のほうでウエスト
ナイルウイルスというのがありました
ね。あれは日本には入っていないので
すか。
　関根　イエカ、ヤブカなどでうつる
とはなっていますが、今のところ聞い
たことがありません。
　池田　こういうものは最初に発熱と
か、小さな症状、細かい個別の症状が
出てくると私は思うのですが、どうや
って疑うのでしょうか。

　関根　感染症医はいつもReview of 
systems（ROS）というもので、症状
のあるなしを分けます。発熱、頭痛、
筋肉痛、関節痛、関節の腫脹、下痢、
嘔気、嘔吐、そういったものがあるか
ないかを分けて見ていって、かつどこ
に行ったかとか、どんな症状がいつか
ら出たかとか、そういったことを聞き
ながら見ていっていると思うのです。
　池田　非常に複雑な細かい作業です
ね。そのあるなしを全部リストアップ
してみて疑いを決めていくのですね。
　関根　はい。
　池田　日本脳炎にちょっと話を戻し
ますが、日本脳炎を疑ったときに診断
はどのようにされるのですか。やはり
血液中の抗体を見るのですか。
　関根　そうです。ウイルス分離か、
PCRか、ウイルス抗体、IgMとかそう
いったものですね。
　池田　かなりROSで絞り込んでいか
ないとなりませんね。
　関根　だと思います。日本脳炎に限
らず、例えばデング熱を疑ったとして
も、デング熱もチクングニア熱もジカ
ウイルス感染症も潜伏期間は３～７日、
だいたい１週間ぐらいの間が多いので
すが、蚊に刺された痕を見つけること
がまず大事です。蚊媒介感染症を考え
るのだったらそれは必要だし、そうし
たときに熱が出てきたか、どのぐらい
の熱なのか、ほかの随伴症状はどんな
ものがあるかを聞きます。
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かかったときにひどい目に遭うことが
あるから、ということのようです。
　池田　それは事前にデング熱等でわ
かっていることですね。一番気になる
ところは、どうやって蚊を防ぐのかと
いうことですが、何か推奨される方法
はありますか。
　関根　とにかく、空き缶とか、そこ
ら辺にあるような水たまりをなくすと
いうのが一つ。それから、自衛として
刺されないようにするにはどうしたら
いいかといったら、たいへんだけれど
も、長袖、長ズボン。そしてサンスク
リーン剤を最後に使うのではなくて、
サンスクリーン剤を使った後、一番最
後に蚊の忌避剤を、DEETとかイカリ
ジンが入ったような忌避剤を使う。
　池田　最も表面に塗らないとだめと
いうことですね。
　関根　そうですね。それも何時間か

ごとにつけ直さないといけないといっ
ていますが、濃度が高いとちょっとは
もつのではないでしょうか。
　池田　特に忌避剤によって皮膚障害
が起こることは気にしなくてもよいで
すか。
　関根　起こる可能性はあると思いま
すが、それだったら長袖、長ズボンを
はいてしまったほうがいいということ
になろうかと思います。
　池田　やはり長袖、長ズボンが基本
なのですね。
　関根　そうだと思います。
　池田　最近、マダニのこともあって、
特に外に行くときは、長袖、長ズボン、
帽子で身体を覆うとかいっていますが、
基本は同じなのですね。
　関根　同じことだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

日本医科大学血液内科大学院教授
猪　口　孝　一

（聞き手　池田志斈）

　10年来、再生不良性貧血にて加療中（65歳女性）、プレドニン20㎎→２年前
より５㎎で維持中（WBC 2,400、血小板３～４×104）。
　口腔、角膜乾燥（＋）のため、SSA（＋）、SSB（＋）、シェーグレン症候群と
思われるが免疫抑制剤（メトトレキサートなど）は使用可能でしょうか。また、
いかなる治療方法をとりますか。
 ＜福岡県開業医＞

再生不良性貧血治療中の免疫抑制剤使用

　池田　再生不良性貧血は、どのよう
な病気で、鑑別はどのような疾患があ
るのでしょうか。
　猪口　再生不良性貧血は、造血幹細
胞の異常で、その異常な造血幹細胞を
T killer cellが殺していってしまう病
態です。造血幹細胞の異常に関しては
通常、造血幹細胞の遺伝子に傷がつい
て、いわゆる遺伝子変異等、いろいろ
な異常が起こるのですが、それをTキ
ラー細胞が認識をして殺していくとい
うことです。相対的に造血幹細胞がど
んどん少なくなりますから、汎血球減
少、いわゆる白血球、赤血球、そして
血小板の３系統が一度に少なくなって
しまう病気です。先天性と後天性があ

りますが、この65歳の患者さんは後天
性であろうと考えます。
　再生不良性貧血の原因としては、一
番多いのが特発性の再生不良性貧血で
すが、続発性の再生不良性貧血もあり
ます。それは肝炎後の再生不良性貧血
で、肝炎と同時に起きることもあるし、
数カ月遅れて起こることもあります。
また、クロラムフェニコールといった
化学薬品で薬剤性の再生不良性貧血を
起こすことがあります。そのほかに、
膠原病SLEなど、二次性、続発性に再
生不良性貧血が起こってくる場合があ
ります。
　池田　この方の場合はプレドニゾロ
ンの20㎎を使っていて、２年前から５
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かかったときにひどい目に遭うことが
あるから、ということのようです。
　池田　それは事前にデング熱等でわ
かっていることですね。一番気になる
ところは、どうやって蚊を防ぐのかと
いうことですが、何か推奨される方法
はありますか。
　関根　とにかく、空き缶とか、そこ
ら辺にあるような水たまりをなくすと
いうのが一つ。それから、自衛として
刺されないようにするにはどうしたら
いいかといったら、たいへんだけれど
も、長袖、長ズボン。そしてサンスク
リーン剤を最後に使うのではなくて、
サンスクリーン剤を使った後、一番最
後に蚊の忌避剤を、DEETとかイカリ
ジンが入ったような忌避剤を使う。
　池田　最も表面に塗らないとだめと
いうことですね。
　関根　そうですね。それも何時間か

ごとにつけ直さないといけないといっ
ていますが、濃度が高いとちょっとは
もつのではないでしょうか。
　池田　特に忌避剤によって皮膚障害
が起こることは気にしなくてもよいで
すか。
　関根　起こる可能性はあると思いま
すが、それだったら長袖、長ズボンを
はいてしまったほうがいいということ
になろうかと思います。
　池田　やはり長袖、長ズボンが基本
なのですね。
　関根　そうだと思います。
　池田　最近、マダニのこともあって、
特に外に行くときは、長袖、長ズボン、
帽子で身体を覆うとかいっていますが、
基本は同じなのですね。
　関根　同じことだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

日本医科大学血液内科大学院教授
猪　口　孝　一

（聞き手　池田志斈）

　10年来、再生不良性貧血にて加療中（65歳女性）、プレドニン20㎎→２年前
より５㎎で維持中（WBC 2,400、血小板３～４×104）。
　口腔、角膜乾燥（＋）のため、SSA（＋）、SSB（＋）、シェーグレン症候群と
思われるが免疫抑制剤（メトトレキサートなど）は使用可能でしょうか。また、
いかなる治療方法をとりますか。
 ＜福岡県開業医＞

再生不良性貧血治療中の免疫抑制剤使用

　池田　再生不良性貧血は、どのよう
な病気で、鑑別はどのような疾患があ
るのでしょうか。
　猪口　再生不良性貧血は、造血幹細
胞の異常で、その異常な造血幹細胞を
T killer cellが殺していってしまう病
態です。造血幹細胞の異常に関しては
通常、造血幹細胞の遺伝子に傷がつい
て、いわゆる遺伝子変異等、いろいろ
な異常が起こるのですが、それをTキ
ラー細胞が認識をして殺していくとい
うことです。相対的に造血幹細胞がど
んどん少なくなりますから、汎血球減
少、いわゆる白血球、赤血球、そして
血小板の３系統が一度に少なくなって
しまう病気です。先天性と後天性があ

りますが、この65歳の患者さんは後天
性であろうと考えます。
　再生不良性貧血の原因としては、一
番多いのが特発性の再生不良性貧血で
すが、続発性の再生不良性貧血もあり
ます。それは肝炎後の再生不良性貧血
で、肝炎と同時に起きることもあるし、
数カ月遅れて起こることもあります。
また、クロラムフェニコールといった
化学薬品で薬剤性の再生不良性貧血を
起こすことがあります。そのほかに、
膠原病SLEなど、二次性、続発性に再
生不良性貧血が起こってくる場合があ
ります。
　池田　この方の場合はプレドニゾロ
ンの20㎎を使っていて、２年前から５
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㎎で継続中、白血球が2,400/μL、血小
板が３万～４万ということですが、元
来、再生不良性貧血にプレドニゾロン
は使うのでしょうか。
　猪口　通常、プレドニゾロンは使わ
ないです。20年以上前から蛋白同化ホ
ルモンのメテノロンを使い始めて、最
近は免疫抑制剤のシクロスポリンをフ
ァーストチョイスにしています。
　ただし、再生不良性貧血のグレード
は軽症から最重症まで、５段階あるの
ですが、輸血を要しないステージ１、
ステージ２はシクロスポリンを単剤で
使います。ステージ３、４、５で、年
齢的に骨髄移植ができる条件の人は骨
髄移植をすぐに行います。骨髄移植が
できない高齢者などは多剤療法を行い
ます。それは、胸腺細胞の抗体ATGと
シクロスポリン、そしてTPO、トロン
ボポエチン作動薬ですが、エルトロン
ボパグの３剤を併用して、きつい治療
を行うことになっています。
　今回の女性の場合は、10年ぐらい、
輸血しないでいますので、もし再生不
良性貧血であればステージ１、２で、
輸血をしない症例に値するのではない
かと思いますが、そうするとプレドニ
ゾロンよりはシクロスポリンの適応で
はないかと思います。
　ただ、いただいた情報では白血球数
2,400/μL、血小板３万～４万というこ
とですので、再生不良性貧血だとおそ
らくステージ２ぐらいではないかと思

います。赤血球数、もしくはヘモグロ
ビン数、ヘマトクリットなどの情報が
ありませんので、何とも言えないです
が、白血球2,400/μL、再生不良性貧血
ですとリンパ球優位ですね。好中球は
ほとんどないのが再生不良性貧血です
ので、その辺の判断をしかねます。仮
に再生不良性貧血であれば、先ほども
言いましたように、おそらくシクロス
ポリンの適応であろうと思います。再
生不良性貧血に似た病態があり、年齢
的には骨髄異形成症候群（MDS）、もし
くは発作性夜間血色素尿症（PNH）等
が鑑別にあがるかと思います。
　ただ、今回の症例に関しましては、
シェーグレン症候群と思われるSSA陽
性、SSB陽性、そして口腔、角膜乾燥
があります。いわゆる膠原病のたぐい
の疾患を併発しているので、おそらく
続発性かもしれません。膠原病に付随
して再生不良性貧血が発症した、もし
くは再生不良性貧血がもともとあった
のだけれども、続発性にいわゆるシェ
ーグレン症候群が起こって、その辺の
免疫系が絡んだ原因で再生不良性貧血
が起きているのかもしれません。それ
ははっきりと言及しかねるところです。
　池田　まとめさせていただくと、再
生不良性貧血であれば軽症、グレード
１、２なので、プレドニゾロンよりは
シクロスポリンのほうがいいというこ
とですね。もし再生不良性貧血ではな
くて、その類似の状態であれば、先ほ
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㎎で継続中、白血球が2,400/μL、血小
板が３万～４万ということですが、元
来、再生不良性貧血にプレドニゾロン
は使うのでしょうか。
　猪口　通常、プレドニゾロンは使わ
ないです。20年以上前から蛋白同化ホ
ルモンのメテノロンを使い始めて、最
近は免疫抑制剤のシクロスポリンをフ
ァーストチョイスにしています。
　ただし、再生不良性貧血のグレード
は軽症から最重症まで、５段階あるの
ですが、輸血を要しないステージ１、
ステージ２はシクロスポリンを単剤で
使います。ステージ３、４、５で、年
齢的に骨髄移植ができる条件の人は骨
髄移植をすぐに行います。骨髄移植が
できない高齢者などは多剤療法を行い
ます。それは、胸腺細胞の抗体ATGと
シクロスポリン、そしてTPO、トロン
ボポエチン作動薬ですが、エルトロン
ボパグの３剤を併用して、きつい治療
を行うことになっています。
　今回の女性の場合は、10年ぐらい、
輸血しないでいますので、もし再生不
良性貧血であればステージ１、２で、
輸血をしない症例に値するのではない
かと思いますが、そうするとプレドニ
ゾロンよりはシクロスポリンの適応で
はないかと思います。
　ただ、いただいた情報では白血球数
2,400/μL、血小板３万～４万というこ
とですので、再生不良性貧血だとおそ
らくステージ２ぐらいではないかと思

います。赤血球数、もしくはヘモグロ
ビン数、ヘマトクリットなどの情報が
ありませんので、何とも言えないです
が、白血球2,400/μL、再生不良性貧血
ですとリンパ球優位ですね。好中球は
ほとんどないのが再生不良性貧血です
ので、その辺の判断をしかねます。仮
に再生不良性貧血であれば、先ほども
言いましたように、おそらくシクロス
ポリンの適応であろうと思います。再
生不良性貧血に似た病態があり、年齢
的には骨髄異形成症候群（MDS）、もし
くは発作性夜間血色素尿症（PNH）等
が鑑別にあがるかと思います。
　ただ、今回の症例に関しましては、
シェーグレン症候群と思われるSSA陽
性、SSB陽性、そして口腔、角膜乾燥
があります。いわゆる膠原病のたぐい
の疾患を併発しているので、おそらく
続発性かもしれません。膠原病に付随
して再生不良性貧血が発症した、もし
くは再生不良性貧血がもともとあった
のだけれども、続発性にいわゆるシェ
ーグレン症候群が起こって、その辺の
免疫系が絡んだ原因で再生不良性貧血
が起きているのかもしれません。それ
ははっきりと言及しかねるところです。
　池田　まとめさせていただくと、再
生不良性貧血であれば軽症、グレード
１、２なので、プレドニゾロンよりは
シクロスポリンのほうがいいというこ
とですね。もし再生不良性貧血ではな
くて、その類似の状態であれば、先ほ
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どおっしゃっていただいた膠原病の一
部、あるいはMDS、PNH、そういっ
たことが考えられるということですね。
　猪口　その治療が必要であれば、そ
の治療薬をのんでもらうことになりま
す。

　池田　もし再生不良性貧血の軽症だ
とすると、シェーグレン症候群と思わ
れる状態にメトトレキサートなどの免
疫抑制剤は使用可能ですかという質問
ですが。
　猪口　シェーグレン症候群に関して

表１　再生不良性貧血の診断基準（平成28年度改訂）

１．臨床所見として、貧血、出血傾向、ときに発熱を認める。
２．以下の３項目のうち、少なくとも二つを満たす。
　　①ヘモグロビン濃度；10.0g/dL未満　②好中球；1,500/μL未満　
　　③血小板；10万/μL未満
３．  汎血球減少の原因となるほかの疾患を認めない。汎血球減少をきたすことの多い
ほかの疾患には、白血病、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、発作性夜間ヘモグロ
ビン尿症、巨赤芽球性貧血、癌の骨髄転移、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、脾機
能亢進症（肝硬変、門脈圧亢進症など）、全身性エリテマトーデス、血球貪食症
候群、感染症などが含まれる。

４．以下の検査所見が加われば診断の確実性が増す。
　　１）網赤血球や未成熟血小板割合の増加がない。
　　２）  骨髄穿刺所見（クロット標本を含む）は、重症例では有核細胞の減少がある。

非重症例では、穿刺部位によっては有核細胞の減少がないこともあるが、巨
核球は減少している。細胞が残存している場合、赤芽球にはしばしば異形成
があるが、顆粒球の異形成は顕著ではない。

　　３）骨髄生検所見で造血細胞割合の減少がある。
　　４）血清鉄値の上昇と不飽和鉄結合能の低下がある。
　　５）胸腰椎体のMRIで造血細胞の減少と脂肪組織の増加を示す所見がある。
　　６）発作性夜間血色素尿症形質の血球が検出される。
５．  診断に際しては、１．、２．によって再生不良性貧血を疑い、３．によってほかの
疾患を除外し、４．によって診断をさらに確実なものとする。再生不良性貧血の
診断は基本的に他疾患の除外による。ただし、非重症例では骨髄細胞にしばしば
形態異常がみられるため、芽球・環状鉄芽球の増加や染色体異常がない骨髄異形
成症候群との鑑別は困難である。このため治療方針は病態に応じて決定する必要
がある。免疫病態による（免疫抑制療法がききやすい）骨髄不全かどうかの判定
に有用な可能性がある検査所見として、PNH型血球・HLAクラスⅠアレル欠失血
球の増加、血漿トロンボポエチン高値（320ng/mL）などがある。
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どおっしゃっていただいた膠原病の一
部、あるいはMDS、PNH、そういっ
たことが考えられるということですね。
　猪口　その治療が必要であれば、そ
の治療薬をのんでもらうことになりま
す。

　池田　もし再生不良性貧血の軽症だ
とすると、シェーグレン症候群と思わ
れる状態にメトトレキサートなどの免
疫抑制剤は使用可能ですかという質問
ですが。
　猪口　シェーグレン症候群に関して

表１　再生不良性貧血の診断基準（平成28年度改訂）

１．臨床所見として、貧血、出血傾向、ときに発熱を認める。
２．以下の３項目のうち、少なくとも二つを満たす。
　　①ヘモグロビン濃度；10.0g/dL未満　②好中球；1,500/μL未満　
　　③血小板；10万/μL未満
３．  汎血球減少の原因となるほかの疾患を認めない。汎血球減少をきたすことの多い
ほかの疾患には、白血病、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、発作性夜間ヘモグロ
ビン尿症、巨赤芽球性貧血、癌の骨髄転移、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、脾機
能亢進症（肝硬変、門脈圧亢進症など）、全身性エリテマトーデス、血球貪食症
候群、感染症などが含まれる。

４．以下の検査所見が加われば診断の確実性が増す。
　　１）網赤血球や未成熟血小板割合の増加がない。
　　２）  骨髄穿刺所見（クロット標本を含む）は、重症例では有核細胞の減少がある。

非重症例では、穿刺部位によっては有核細胞の減少がないこともあるが、巨
核球は減少している。細胞が残存している場合、赤芽球にはしばしば異形成
があるが、顆粒球の異形成は顕著ではない。

　　３）骨髄生検所見で造血細胞割合の減少がある。
　　４）血清鉄値の上昇と不飽和鉄結合能の低下がある。
　　５）胸腰椎体のMRIで造血細胞の減少と脂肪組織の増加を示す所見がある。
　　６）発作性夜間血色素尿症形質の血球が検出される。
５．  診断に際しては、１．、２．によって再生不良性貧血を疑い、３．によってほかの
疾患を除外し、４．によって診断をさらに確実なものとする。再生不良性貧血の
診断は基本的に他疾患の除外による。ただし、非重症例では骨髄細胞にしばしば
形態異常がみられるため、芽球・環状鉄芽球の増加や染色体異常がない骨髄異形
成症候群との鑑別は困難である。このため治療方針は病態に応じて決定する必要
がある。免疫病態による（免疫抑制療法がききやすい）骨髄不全かどうかの判定
に有用な可能性がある検査所見として、PNH型血球・HLAクラスⅠアレル欠失血
球の増加、血漿トロンボポエチン高値（320ng/mL）などがある。
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　池田　ですから、メトトレキサート
もあります。
　猪口　抗がん剤というのは一時的に
汎血球減少になります。
　池田　そういう意味では、全体的に
血球が落ちているところで使うのはち
ょっと厳しいということですね。この
ような症例で、再生不良性貧血がある
のであれば、シクロスポリンのほうが
病態にも即していることになりますね。
　猪口　そうですね。潰瘍性大腸炎に
対するメサラジン、これも再生不良性
貧血を起こしますので、その辺も注意
しなくてはいけません。
　池田　全体の造血能を抑えない薬を
まず選ぶということですね。
　猪口　そうですね。
　池田　そういう意味では、シェーグ
レン症候群の症状があまり強くなけれ
ば、点眼をしたり、疑似唾液でごまか
していくということですね。
　猪口　はい。
　池田　再生不良性貧血に戻りますが、
重症になる症例というのは、骨髄の造
血細胞に異常があってということです
が、最終的にはどのようになっていく
のでしょうか。
　猪口　いわゆる骨髄不全症という血
をつくらない病気ですから、輸血が足
りなくて汎血球減少でお亡くなりにな
る。もしくは、その前に重症感染症に
なってお亡くなりになるのが一般的で
す。この患者さんの場合、10年たって

いますので、再生不良性貧血のステー
ジが今どのぐらいなのか。薬が効いて
いるのか。年齢的には骨髄異形成症候
群や、その他の疾患の可能性はないか。
再生不良性貧血から骨髄異形成症候群
にかわる患者さんもいますので、一度
骨髄検査で病名を再確認したほうがよ
いかと思います。
　池田　シェーグレン症候群と思われ
る症状が出てきたのを転機にして、も
う一度戻って骨髄の検査を受け、今の
状態、それから再生不良性貧血の診断
名でいいのか、あるいはMDSに移行
していないか、そこをまず見なければ
いけないということですね。
　猪口　そうですね。これを転機にし
て、一度再診断されたほうがいいかと
思います。
　池田　再生不良性貧血の予後が悪け
れば、骨髄が空っぽになってしまいま
すね。
　猪口　そうです。脂肪髄になってい
きます。造血細胞、いろいろな種類の
発達段階の造血細胞が全部脂肪細胞に
置き換わっていくので、それが免疫の
力で脂肪になっていき、造血細胞が殺
されていくということです。
　池田　造血幹細胞が遺伝子変異を起
こすということですが、悪性になるこ
とはないのでしょうか。
　猪口　骨髄移植をしたり、先ほど言
いましたように、重症型では、ATGと
かシクロスポリン、エルトロンボパグ

は、治らない病気です。基本は症状を
軽くしてあげる治療法が第一に取られ
ます。口腔、角膜乾燥に関しては、点
眼液や、唾液を出しやすくするシュガ
ーレスガムやレモンなどを口内に含ん
でもらう、去痰剤、漢方薬等、補助的
な薬を使って症状を軽くしていくこと
が主体です。メトトレキサートは免疫
抑制剤なのですが、量を超えてしまう
と抗がん剤でもあるのです。そういう
意味で、再生不良性貧血と併発してい
るのであれば、免疫抑制薬のシクロス
ポリンのほうがむしろいいだろうと考

えます。関節リウマチですと、メトト
レキサートの少量投与が一般的な治療
となっていますが、それとシェーグレ
ン症候群の治療は違ったものであると
認識しています。
　池田　こういった免疫抑制剤で、汎
血球減少といいますか、再生不良性貧
血の状態になる薬剤もあるのでしょう
か。
　猪口　それはたくさんあります。
　池田　シクロホスファミドなどはけ
っこう汎血球減少とかありますよね。
　猪口　そうですね。

表２　再生不良性貧血の重症度基準（平成29年度修正）

stage 1 軽症 下記以外で輸血を必要としない。
stage 2 中等症

ａ
ｂ

以下の２項目以上を満たし、
赤血球輸血を必要としない。
赤血球輸血を必要とするが、その頻度は毎月２単位未満。
　網赤血球　60,000/μL未満
　好中球　　 1,000/μL未満
　血小板　　50,000/μL未満

stage 3 やや重症 以下の２項目以上を満たし、毎月２単位以上の赤血球輸血を
必要とする。
　網赤血球　60,000/μL未満
　好中球　　 1,000/μL未満
　血小板　　50,000/μL未満

stage 4 重症 以下の２項目以上を満たす。
　網赤血球　40,000/μL未満
　好中球　　   500/μL未満
　血小板　　20,000/μL未満

stage 5 最重症 好中球200/μL未満に加えて、以下の１項目以上を満たす。
　網赤血球　20,000/μL未満
　血小板　　20,000/μL未満
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　池田　ですから、メトトレキサート
もあります。
　猪口　抗がん剤というのは一時的に
汎血球減少になります。
　池田　そういう意味では、全体的に
血球が落ちているところで使うのはち
ょっと厳しいということですね。この
ような症例で、再生不良性貧血がある
のであれば、シクロスポリンのほうが
病態にも即していることになりますね。
　猪口　そうですね。潰瘍性大腸炎に
対するメサラジン、これも再生不良性
貧血を起こしますので、その辺も注意
しなくてはいけません。
　池田　全体の造血能を抑えない薬を
まず選ぶということですね。
　猪口　そうですね。
　池田　そういう意味では、シェーグ
レン症候群の症状があまり強くなけれ
ば、点眼をしたり、疑似唾液でごまか
していくということですね。
　猪口　はい。
　池田　再生不良性貧血に戻りますが、
重症になる症例というのは、骨髄の造
血細胞に異常があってということです
が、最終的にはどのようになっていく
のでしょうか。
　猪口　いわゆる骨髄不全症という血
をつくらない病気ですから、輸血が足
りなくて汎血球減少でお亡くなりにな
る。もしくは、その前に重症感染症に
なってお亡くなりになるのが一般的で
す。この患者さんの場合、10年たって

いますので、再生不良性貧血のステー
ジが今どのぐらいなのか。薬が効いて
いるのか。年齢的には骨髄異形成症候
群や、その他の疾患の可能性はないか。
再生不良性貧血から骨髄異形成症候群
にかわる患者さんもいますので、一度
骨髄検査で病名を再確認したほうがよ
いかと思います。
　池田　シェーグレン症候群と思われ
る症状が出てきたのを転機にして、も
う一度戻って骨髄の検査を受け、今の
状態、それから再生不良性貧血の診断
名でいいのか、あるいはMDSに移行
していないか、そこをまず見なければ
いけないということですね。
　猪口　そうですね。これを転機にし
て、一度再診断されたほうがいいかと
思います。
　池田　再生不良性貧血の予後が悪け
れば、骨髄が空っぽになってしまいま
すね。
　猪口　そうです。脂肪髄になってい
きます。造血細胞、いろいろな種類の
発達段階の造血細胞が全部脂肪細胞に
置き換わっていくので、それが免疫の
力で脂肪になっていき、造血細胞が殺
されていくということです。
　池田　造血幹細胞が遺伝子変異を起
こすということですが、悪性になるこ
とはないのでしょうか。
　猪口　骨髄移植をしたり、先ほど言
いましたように、重症型では、ATGと
かシクロスポリン、エルトロンボパグ

は、治らない病気です。基本は症状を
軽くしてあげる治療法が第一に取られ
ます。口腔、角膜乾燥に関しては、点
眼液や、唾液を出しやすくするシュガ
ーレスガムやレモンなどを口内に含ん
でもらう、去痰剤、漢方薬等、補助的
な薬を使って症状を軽くしていくこと
が主体です。メトトレキサートは免疫
抑制剤なのですが、量を超えてしまう
と抗がん剤でもあるのです。そういう
意味で、再生不良性貧血と併発してい
るのであれば、免疫抑制薬のシクロス
ポリンのほうがむしろいいだろうと考

えます。関節リウマチですと、メトト
レキサートの少量投与が一般的な治療
となっていますが、それとシェーグレ
ン症候群の治療は違ったものであると
認識しています。
　池田　こういった免疫抑制剤で、汎
血球減少といいますか、再生不良性貧
血の状態になる薬剤もあるのでしょう
か。
　猪口　それはたくさんあります。
　池田　シクロホスファミドなどはけ
っこう汎血球減少とかありますよね。
　猪口　そうですね。

表２　再生不良性貧血の重症度基準（平成29年度修正）

stage 1 軽症 下記以外で輸血を必要としない。
stage 2 中等症

ａ
ｂ

以下の２項目以上を満たし、
赤血球輸血を必要としない。
赤血球輸血を必要とするが、その頻度は毎月２単位未満。
　網赤血球　60,000/μL未満
　好中球　　 1,000/μL未満
　血小板　　50,000/μL未満

stage 3 やや重症 以下の２項目以上を満たし、毎月２単位以上の赤血球輸血を
必要とする。
　網赤血球　60,000/μL未満
　好中球　　 1,000/μL未満
　血小板　　50,000/μL未満

stage 4 重症 以下の２項目以上を満たす。
　網赤血球　40,000/μL未満
　好中球　　   500/μL未満
　血小板　　20,000/μL未満

stage 5 最重症 好中球200/μL未満に加えて、以下の１項目以上を満たす。
　網赤血球　20,000/μL未満
　血小板　　20,000/μL未満
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で治療すると、かなりの患者さんが普
通の血液にいったん戻りますが、数年
たつと、全員ではないですが、一定の
割合で急性白血病になったり、慢性の
骨髄異形成症候群になったりします。
もともとは再生不良性貧血は造血幹細
胞の遺伝子の変異ですので、白血病に

なることも十分ありえます。
　池田　名前が再生不良性貧血、悪性
をあまり思わせないものだけれども、
原因、背景には悪性になることを頭に
入れながら治療していくということで
すね。どうもありがとうございました。 聖マリアンナ医科大学東横病院失神センター長

古　川　俊　行
（聞き手　池脇克則）

　失神はリスクの高い心原性失神との鑑別が重要ですが、診断と治療のアップ
デートを含めてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

失神

　池脇　失神についてはときどき質問
をいただきます。失神といっても、リ
スクの高いものから、そうではないも
のまで、いろいろあるということ。そ
して、何といっても失神の特徴は、失
神を起こして、意識を回復された状況
で通常の外来、場合によっては救急外
来に来るため、そこで診ていくとなる
と、問診を中心に診断を進めていくこ
とになるのでしょうか。
　古川　まず、いらっしゃった患者さ
んには、どういう状況で倒れたのか、
倒れたときにどのような症状があった
か、既往歴、そういうものも詳しく聞
きます。必ず行ったほうがいいといわ
れている心電図検査で、心電図の異常
がないかどうか、心疾患が隠れていな
いかを見極めていきます。その後、採
血とかレントゲンを撮らせていただき、

危険性を評価してから次の検査へ進ん
でいくというかたちになっていきます。
　池脇　失神の場合には、倒れた瞬間
はご本人は意識がないので、その場に
居合わせている、主には家族の方でし
ょうけれども、そういう方々からの情
報も重要ですね。
　古川　ご家族の方からお話を聞かな
ければいけないのが一つ。あと、最近
よくいわれているのが、携帯電話で動
画を撮っていただくというのがありま
す。一番初めに倒れたとき、ご家族の
方がそこまでできることは少ないので
すが、繰り返していて原因がわからな
い場合には、ご家族の方に携帯電話で
動画を撮ってくださいと説明していま
す。
　池脇　質問では、リスクの高い心原
性、一応そういったものも可能性とし
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で治療すると、かなりの患者さんが普
通の血液にいったん戻りますが、数年
たつと、全員ではないですが、一定の
割合で急性白血病になったり、慢性の
骨髄異形成症候群になったりします。
もともとは再生不良性貧血は造血幹細
胞の遺伝子の変異ですので、白血病に

なることも十分ありえます。
　池田　名前が再生不良性貧血、悪性
をあまり思わせないものだけれども、
原因、背景には悪性になることを頭に
入れながら治療していくということで
すね。どうもありがとうございました。 聖マリアンナ医科大学東横病院失神センター長

古　川　俊　行
（聞き手　池脇克則）

　失神はリスクの高い心原性失神との鑑別が重要ですが、診断と治療のアップ
デートを含めてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

失神

　池脇　失神についてはときどき質問
をいただきます。失神といっても、リ
スクの高いものから、そうではないも
のまで、いろいろあるということ。そ
して、何といっても失神の特徴は、失
神を起こして、意識を回復された状況
で通常の外来、場合によっては救急外
来に来るため、そこで診ていくとなる
と、問診を中心に診断を進めていくこ
とになるのでしょうか。
　古川　まず、いらっしゃった患者さ
んには、どういう状況で倒れたのか、
倒れたときにどのような症状があった
か、既往歴、そういうものも詳しく聞
きます。必ず行ったほうがいいといわ
れている心電図検査で、心電図の異常
がないかどうか、心疾患が隠れていな
いかを見極めていきます。その後、採
血とかレントゲンを撮らせていただき、

危険性を評価してから次の検査へ進ん
でいくというかたちになっていきます。
　池脇　失神の場合には、倒れた瞬間
はご本人は意識がないので、その場に
居合わせている、主には家族の方でし
ょうけれども、そういう方々からの情
報も重要ですね。
　古川　ご家族の方からお話を聞かな
ければいけないのが一つ。あと、最近
よくいわれているのが、携帯電話で動
画を撮っていただくというのがありま
す。一番初めに倒れたとき、ご家族の
方がそこまでできることは少ないので
すが、繰り返していて原因がわからな
い場合には、ご家族の方に携帯電話で
動画を撮ってくださいと説明していま
す。
　池脇　質問では、リスクの高い心原
性、一応そういったものも可能性とし
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　池脇　何回も繰り返す方というのは
ハイリスクな失神の可能性が高いとい
う理解でよいのですか。
　古川　一概にそうもいえないのです
が、高齢の方で繰り返している方は不
整脈の可能性が高いと思います。非常
に若い方で繰り返している方というの
は、不整脈というよりも、神経調節性
失神や、いわゆる心因性、精神的な問
題があって意識がなくなっている患者
さんもいますので、その辺を見極めて
いく必要があります。
　池脇　リスクと回数というのは必ず
しもパラレルではないのですね。
　古川　そうですね。
　池脇　質問の中で、リスクが高い心
原性との鑑別をどうやってするのかと
いうことについて、基本的にはハイリ
スクな心原性の失神に関してこの後お
聞きしたいのですが、先ほどは徐脈性
の失神、いわゆるアダムス・ストーク
スの失神が多いということでした。や
はり頻脈性よりもそういった徐脈性の
ほうが多い傾向ですか。
　古川　徐脈性のほうが多いです。頻
脈発作に伴う失神の場合にはどこかで
診断がついていることが多いようです。
徐脈は診断がつきにくいところがある
のだと思います。そのため、原因不明
の失神ということで調べていくと、徐
脈の率が増えてしまうようです。
　池脇　そういう方は、それこそ最初
のときの心電図がちょっと徐脈傾向と

か、あるいはブロックがあるとか、必
ずしもそうではないのでしょうか。
　古川　徐脈性不整脈で一番失神の原
因になるのは房室ブロックなのです。
房室ブロックの患者さんの特徴として
は、二束ブロック以上の脚ブロックを
伴っている患者さんが多いです。あと
高齢の方で失神を繰り返している患者
さんの場合、心房細動が隠れていて、
いわゆる徐脈頻脈症候群も合併してい
ることがあります。失神を繰り返して
いて心房細動があるとか、脚ブロック
がある方というのは、ちょっと注意が
必要と思っています。
　池脇　確かに今おっしゃったブロッ
クのパターンと、PAFが止まった後に
心停止になるパターンがある。ブロッ
クの場合にはある程度、心電図を撮る
とそれなりの変化がありますが、PAF
などの場合には通常の心電図しか撮れ
ないとなると、見つけ出すのは難しい

図てあるという前提でいろいろ話を聞く
となると、例えば気を失って外傷を負
うとか、何となくご本人に猶予がない
ような失神となると、これはちょっと
ハイリスクな失神なのかと思いながら
私も問診をします。先生方もやはりそ
ういう感じなのでしょうか。
　古川　以前、僕が調べたデータでは、
やはり外傷、特に頭部の外傷を伴って
いる方は心原性のリスクが高いという
結果でした。また、倒れる前に胸痛、
強い動悸を伴う患者さんはやはり不整
脈や狭心症を疑い、診療を進めるべき
と思います。
　池脇　細かいですが、失神で初診の
患者さんというのは、とりあえず診察
の前に、例えば心電図は撮っておいて
もらうとか、あらかじめ何か検査をさ
れた上で診られるのですか。
　古川　多くの場合は問診票を記載し
ていただいて、問診票の中でリスク評
価ができるようになっていて、それに
加えて心電図と、貧血等がないかどう
か、採血をしてからきていただきます。
それを見てリスク評価をし、次の検査
をするかどうかという話になっていく
と思います。
　池脇　一方で心原性のハイリスクな
失神はあるけれども、一応、疫学とい
うのでしょうか、原因としたら、いわ
ゆる神経調節性失神が一番多いという
ことなのでしょうか。
　古川　そうですね。原因不明の失神

で一番多いのは神経調節性失神です。
最近では反射性失神と呼ばれています。
次に多いのは、統計上は徐脈性不整脈
になります。反射性失神は問診である
程度診断がつきますので、倒れる前に
不快感がなかったか、前後で冷や汗を
かいていなかったかどうか、また典型
的なきっかけである、長い間立ってい
たとか、どこか痛みがあったかどうか
です。比較的多いのが感情による失神
です。感情が急に高ぶってしまうと失
神してしまう、情動失神というのがあ
りますので、問診でそういうものを見
て、反射性失神かどうかは見極めてい
きます。
　池脇　問診で、何となくそうだなと
いうのは、排尿失神、特に飲酒のとき
にトイレに行って倒れたとか。そうい
う状況失神というのでしょうか、それ
である程度当たりをつけて、ただ、そ
れらしくなくても心原性はきちんと否
定しておく必要があるのでしょうか。
　古川　やはり心原性は否定する必要
がありますので、心電図と、積極的に
心エコーは行うようにしています。そ
れ以上の検査は、回数が多ければホル
ター心電図を行います。最近では週１
回以上失神がある人に対して適応とい
われています。本当に回数が多い方は
入院していただいて、どういうときに
失神しているかどうか、失神のときの
心電図を確認するということをしてい
ます。
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　池脇　何回も繰り返す方というのは
ハイリスクな失神の可能性が高いとい
う理解でよいのですか。
　古川　一概にそうもいえないのです
が、高齢の方で繰り返している方は不
整脈の可能性が高いと思います。非常
に若い方で繰り返している方というの
は、不整脈というよりも、神経調節性
失神や、いわゆる心因性、精神的な問
題があって意識がなくなっている患者
さんもいますので、その辺を見極めて
いく必要があります。
　池脇　リスクと回数というのは必ず
しもパラレルではないのですね。
　古川　そうですね。
　池脇　質問の中で、リスクが高い心
原性との鑑別をどうやってするのかと
いうことについて、基本的にはハイリ
スクな心原性の失神に関してこの後お
聞きしたいのですが、先ほどは徐脈性
の失神、いわゆるアダムス・ストーク
スの失神が多いということでした。や
はり頻脈性よりもそういった徐脈性の
ほうが多い傾向ですか。
　古川　徐脈性のほうが多いです。頻
脈発作に伴う失神の場合にはどこかで
診断がついていることが多いようです。
徐脈は診断がつきにくいところがある
のだと思います。そのため、原因不明
の失神ということで調べていくと、徐
脈の率が増えてしまうようです。
　池脇　そういう方は、それこそ最初
のときの心電図がちょっと徐脈傾向と

か、あるいはブロックがあるとか、必
ずしもそうではないのでしょうか。
　古川　徐脈性不整脈で一番失神の原
因になるのは房室ブロックなのです。
房室ブロックの患者さんの特徴として
は、二束ブロック以上の脚ブロックを
伴っている患者さんが多いです。あと
高齢の方で失神を繰り返している患者
さんの場合、心房細動が隠れていて、
いわゆる徐脈頻脈症候群も合併してい
ることがあります。失神を繰り返して
いて心房細動があるとか、脚ブロック
がある方というのは、ちょっと注意が
必要と思っています。
　池脇　確かに今おっしゃったブロッ
クのパターンと、PAFが止まった後に
心停止になるパターンがある。ブロッ
クの場合にはある程度、心電図を撮る
とそれなりの変化がありますが、PAF
などの場合には通常の心電図しか撮れ
ないとなると、見つけ出すのは難しい

図てあるという前提でいろいろ話を聞く
となると、例えば気を失って外傷を負
うとか、何となくご本人に猶予がない
ような失神となると、これはちょっと
ハイリスクな失神なのかと思いながら
私も問診をします。先生方もやはりそ
ういう感じなのでしょうか。
　古川　以前、僕が調べたデータでは、
やはり外傷、特に頭部の外傷を伴って
いる方は心原性のリスクが高いという
結果でした。また、倒れる前に胸痛、
強い動悸を伴う患者さんはやはり不整
脈や狭心症を疑い、診療を進めるべき
と思います。
　池脇　細かいですが、失神で初診の
患者さんというのは、とりあえず診察
の前に、例えば心電図は撮っておいて
もらうとか、あらかじめ何か検査をさ
れた上で診られるのですか。
　古川　多くの場合は問診票を記載し
ていただいて、問診票の中でリスク評
価ができるようになっていて、それに
加えて心電図と、貧血等がないかどう
か、採血をしてからきていただきます。
それを見てリスク評価をし、次の検査
をするかどうかという話になっていく
と思います。
　池脇　一方で心原性のハイリスクな
失神はあるけれども、一応、疫学とい
うのでしょうか、原因としたら、いわ
ゆる神経調節性失神が一番多いという
ことなのでしょうか。
　古川　そうですね。原因不明の失神

で一番多いのは神経調節性失神です。
最近では反射性失神と呼ばれています。
次に多いのは、統計上は徐脈性不整脈
になります。反射性失神は問診である
程度診断がつきますので、倒れる前に
不快感がなかったか、前後で冷や汗を
かいていなかったかどうか、また典型
的なきっかけである、長い間立ってい
たとか、どこか痛みがあったかどうか
です。比較的多いのが感情による失神
です。感情が急に高ぶってしまうと失
神してしまう、情動失神というのがあ
りますので、問診でそういうものを見
て、反射性失神かどうかは見極めてい
きます。
　池脇　問診で、何となくそうだなと
いうのは、排尿失神、特に飲酒のとき
にトイレに行って倒れたとか。そうい
う状況失神というのでしょうか、それ
である程度当たりをつけて、ただ、そ
れらしくなくても心原性はきちんと否
定しておく必要があるのでしょうか。
　古川　やはり心原性は否定する必要
がありますので、心電図と、積極的に
心エコーは行うようにしています。そ
れ以上の検査は、回数が多ければホル
ター心電図を行います。最近では週１
回以上失神がある人に対して適応とい
われています。本当に回数が多い方は
入院していただいて、どういうときに
失神しているかどうか、失神のときの
心電図を確認するということをしてい
ます。
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ですね。
　古川　それで回数が多い方は入院し
ていただくのと、あと最近植え込み型
のループ心電図（図）というのがあり
まして、３～４㎝ぐらいのものなので
すが、それを胸のところに植え込んで
心電図を３年間撮るというものがあり
ます。リスクが高く、診断がつかない
方には積極的に使うようにしています。
　池脇　これは不整脈あるいは失神が
起きた場合には自動的に記録してくれ
るのですね。
　古川　不整脈の場合は自動的に記録
しますし、何か症状があった場合、自
分でボタンを押して自分で記録するこ
ともできます。今はスマートフォンと
連動している器械もあって、すぐにそ
ういうデータが病院に送られてきます
ので、それを見ながら確認していくこ
とも可能になっています。
　池脇　心原性を疑ってやれることと
いったら24時間のホルター心電図ぐら
いしかなくて、やったところで何も出
ない。そういう意味では、この植え込
み型のループレコーダーは診断率を上

げるという意味で貢献しているのでし
ょうか。
　古川　原因がわからなかった患者さ
んで、植え込みをしたら、３カ月ぐら
いで診断がつくということが少なから
ずありますので、植え込み型心電計が
出てからは原因不明の失神はだいぶ減
ってきていると思います。
　池脇　原因がわからないと治療もで
きなかったけれども、そういった診断
のデバイスの登場によって診断がつく。
例えば、この場合には心原性の失神の
診断がつくと、次は治療ということに
なります。新しい治療法は出てきてい
るのでしょうか。
　古川　一番使われるのはペースメー
カーの治療になります。実際、反射性
失神の治療法というのはまだ確立して
いないところがあります。一部にペー
スメーカーが有効であると言われてい
るのですが、これをやれば確実に治る
という治療法がまだありませんので、
反射性失神の再発をどうやって予防し
ていくかが一つの課題だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

もりしたクリニック院長
森　下　克　也

（聞き手　池田志斈）

　起立性調節障害・睡眠相後退症候群についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

起立性調節障害・睡眠相後退症候群

　池田　起立性調節障害・睡眠相後退
症候群についての質問ですが、これは
いったいどういったものなのでしょう
か。
　森下　起立性調節障害といいますの
は、自律神経の調節機能不全による主
に循環動態に対する代償機能が破綻す
るということが直接的、身体的な問題
です。それによって上半身や脳への血
流の低下が起こって、結果として、め
まい、立ちくらみ、失神、朝起きられ
ないとか、概日リズム障害、倦怠や動
悸、そういったことを呈する状態です。
　池田　いわゆる貧血ですか。
　森下　そうです。脳貧血という意味
での貧血です。
　池田　けっこう若い女性などにあり
ますよね。
　森下　10～16歳ぐらいで、男女比は
女子に多いですね。

　池田　それから睡眠相後退という状
態になっていくのでしょうか。
　森下　はい、だいたい７割強ぐらい
は睡眠相後退を伴っています。
　池田　睡眠相後退というのはどうい
う状態なのですか。
　森下　寝る時間が深夜から朝にずれ
込んで、いったん眠ると非常に深い睡
眠が得られる。簡単にいえば、宵っ張
りの朝寝坊ということです。
　池田　いわゆる昼夜逆転ですね。
　森下　そうですね。朝起きられない。
そのことによって学校に遅刻してしま
うとか、行けなくなってしまうとか、
その辺の状態で来られることが多いで
す。
　池田　朝起きられないからといって
受診されるのですね。
　森下　そうですね。
　池田　多くの方は起立性調節障害が
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ですね。
　古川　それで回数が多い方は入院し
ていただくのと、あと最近植え込み型
のループ心電図（図）というのがあり
まして、３～４㎝ぐらいのものなので
すが、それを胸のところに植え込んで
心電図を３年間撮るというものがあり
ます。リスクが高く、診断がつかない
方には積極的に使うようにしています。
　池脇　これは不整脈あるいは失神が
起きた場合には自動的に記録してくれ
るのですね。
　古川　不整脈の場合は自動的に記録
しますし、何か症状があった場合、自
分でボタンを押して自分で記録するこ
ともできます。今はスマートフォンと
連動している器械もあって、すぐにそ
ういうデータが病院に送られてきます
ので、それを見ながら確認していくこ
とも可能になっています。
　池脇　心原性を疑ってやれることと
いったら24時間のホルター心電図ぐら
いしかなくて、やったところで何も出
ない。そういう意味では、この植え込
み型のループレコーダーは診断率を上

げるという意味で貢献しているのでし
ょうか。
　古川　原因がわからなかった患者さ
んで、植え込みをしたら、３カ月ぐら
いで診断がつくということが少なから
ずありますので、植え込み型心電計が
出てからは原因不明の失神はだいぶ減
ってきていると思います。
　池脇　原因がわからないと治療もで
きなかったけれども、そういった診断
のデバイスの登場によって診断がつく。
例えば、この場合には心原性の失神の
診断がつくと、次は治療ということに
なります。新しい治療法は出てきてい
るのでしょうか。
　古川　一番使われるのはペースメー
カーの治療になります。実際、反射性
失神の治療法というのはまだ確立して
いないところがあります。一部にペー
スメーカーが有効であると言われてい
るのですが、これをやれば確実に治る
という治療法がまだありませんので、
反射性失神の再発をどうやって予防し
ていくかが一つの課題だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

もりしたクリニック院長
森　下　克　也

（聞き手　池田志斈）

　起立性調節障害・睡眠相後退症候群についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

起立性調節障害・睡眠相後退症候群

　池田　起立性調節障害・睡眠相後退
症候群についての質問ですが、これは
いったいどういったものなのでしょう
か。
　森下　起立性調節障害といいますの
は、自律神経の調節機能不全による主
に循環動態に対する代償機能が破綻す
るということが直接的、身体的な問題
です。それによって上半身や脳への血
流の低下が起こって、結果として、め
まい、立ちくらみ、失神、朝起きられ
ないとか、概日リズム障害、倦怠や動
悸、そういったことを呈する状態です。
　池田　いわゆる貧血ですか。
　森下　そうです。脳貧血という意味
での貧血です。
　池田　けっこう若い女性などにあり
ますよね。
　森下　10～16歳ぐらいで、男女比は
女子に多いですね。

　池田　それから睡眠相後退という状
態になっていくのでしょうか。
　森下　はい、だいたい７割強ぐらい
は睡眠相後退を伴っています。
　池田　睡眠相後退というのはどうい
う状態なのですか。
　森下　寝る時間が深夜から朝にずれ
込んで、いったん眠ると非常に深い睡
眠が得られる。簡単にいえば、宵っ張
りの朝寝坊ということです。
　池田　いわゆる昼夜逆転ですね。
　森下　そうですね。朝起きられない。
そのことによって学校に遅刻してしま
うとか、行けなくなってしまうとか、
その辺の状態で来られることが多いで
す。
　池田　朝起きられないからといって
受診されるのですね。
　森下　そうですね。
　池田　多くの方は起立性調節障害が
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す。
　池田　随分たくさんいますね。10％
となると、先生方が治療というか、診
察をする数ではありませんよね。
　森下　そうですね。予備軍がたくさ
んいて、社会適応に破綻をきたした子
たちが私どもの治療対象になる、そん
なかたちになっているだろうと思いま
す。
　池田　そこの狭間にいるような方は、
いわゆる適応しようとして我慢して頑
張っているのでしょうか。
　森下　基本的に頑張っていると思い
ます。頑張れて学校に結果的に行けた
り、卒業できたり、単位が取れたりで
きていれば、だんだんと身体的な部分
自体は年齢とともに自律神経が成長し
て安定してきますので、症状もだんだ
んやわらいできて、だいたい大学生に
なる頃には朝起きられないことから解
放され、しっかり大学に行けるように
なるケースが多いですね。
　池田　先生方が診療されているのは
氷山の一角で、大部分は自分で頑張っ
て、成人に近づくにつれて症状がなく
なっていくということですね。
　森下　そうですね。
　池田　おそらく先生方のところには
行かないのだけれども、悩んでいる子
どもさんはけっこういると思うのです。
そこで何とかなるようであれば、将来
的には随分楽になってくるということ
ですね。

　森下　はい。そこで何とかならない、
学校への適応、社会適応ができなくな
ってしまうと、その人のその後の人生
にとても大きい支障になってしまいま
す。そうならないように、そこのある
一定期間のフォローをさせていただく
のが我々の仕事かと思っています。
　池田　それもなかなか適応が難しい、
ある意味では治療が必要な方を診てい
らっしゃるのですね。
　森下　はい。
　池田　診断と治療ですが、診断は起
立性の障害があるか、精神的な背景が
あるか、個々の患者さんでだいぶ違う
と思うのですが、治療はどのようにさ
れるのでしょうか。
　森下　起立性調節障害で、起立試験
で診断がつけば、多くは昇圧剤や漢方
薬、それから自律神経の調整剤にビタ
ミン剤、だいたい薬としてはそういう
ことになります。ただ、背景因子を考
慮すれば、人によってはカウンセリン
グや心理療法、睡眠指導をはじめとす
る生活指導、そういったことを含めて、
身体・心理・社会面、全体にわたって
治療と指導を行っていくかたちになり
ます。
　池田　総合治療ということで、本人
もそうかもしれませんが、両親にとっ
ては、早く起きて学校に行ってほしい
ということになると思うのです。すぐ
に朝起きられるようになって学校に行
くということは可能なのですか。

あって云々というのは多分感じておら
れないか、想像もつかないと思うので
すが、逆に、朝起きられないからとい
って来られる方の中に起立性調節障害
の方が含まれているということなので
しょうか。
　森下　はい。朝起きられないという
ことには、いろいろな身体症状、先ほ
どいいましたような身体症状ですとか、
あと心理的なことも大きいので、そう
いったことがあると、睡眠相後退症候
群プラス起立性調節障害ということに
なっていきます。
　池田　起立性調節障害はごく単純に
自律神経系の障害が関係していると考
えてよいのでしょうか。
　森下　身体的には自律神経機能の調
節不全ですが、これを引き起こす背景
の因子のほうがすごく大事でして、こ
れが幾つかあるのです。背景因子とい
うのは、体質、年齢、疲労感、季節性
のもの、あと大きいものとして心理的
なストレス、性格などの気質、発達障
害なども含めますが、そういったもの
が背景にあることが多いので、何がこ
の起立性調節障害の状態を引き起こし
ているのかを吟味することが治療上大
事になってきます。
　池田　では患者さん個々によって、
例えば体質が中心になっている人もい
るけれども、中には精神的なものが背
景にあることを考えなければいけない
のですね。

　森下　おっしゃるとおりです。
　池田　それはお話をして聞いていく、
探り出すという作業過程が必要なので
すね。
　森下　はい。最初は起立性調節障害
などの身体的な部分を検査して、起立
試験を行って検査していくのですが、
それと同時に、背景因子、心理的な問
題や性格的な問題、発達上の何らかの
問題がないか、ストレスを抱えていな
いか、そういったことを見ていきます。
　池田　たいへんな作業ですね。これ
は先生方がお一人ではなかなかできな
いと思うのですが、カウンセラーの方
も参加するのでしょうか。
　森下　ある程度私のほうで判断して
評価をし、長期的、本格的な心理的ア
プローチが必要であると判断した場合
はカウンセラーに介入してもらう、そ
ういうかたちをとっています。
　池田　それはたいへんな時間がかか
りますね。やはりカウンセラーの手助
けも必要なのですね。
　森下　はい。
　池田　朝起きられないというお子さ
んはけっこういるような気がするので
すが、実際にはどのくらいいると推定
されているのでしょうか。
　森下　起立性調節障害の疑い、おそ
らくそうであろうという子どもは小中
高生で、だいたい小学生の５％、中学
生の10％といわれていますので、予備
軍も含めて頻度はすごく多いと思いま
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す。
　池田　随分たくさんいますね。10％
となると、先生方が治療というか、診
察をする数ではありませんよね。
　森下　そうですね。予備軍がたくさ
んいて、社会適応に破綻をきたした子
たちが私どもの治療対象になる、そん
なかたちになっているだろうと思いま
す。
　池田　そこの狭間にいるような方は、
いわゆる適応しようとして我慢して頑
張っているのでしょうか。
　森下　基本的に頑張っていると思い
ます。頑張れて学校に結果的に行けた
り、卒業できたり、単位が取れたりで
きていれば、だんだんと身体的な部分
自体は年齢とともに自律神経が成長し
て安定してきますので、症状もだんだ
んやわらいできて、だいたい大学生に
なる頃には朝起きられないことから解
放され、しっかり大学に行けるように
なるケースが多いですね。
　池田　先生方が診療されているのは
氷山の一角で、大部分は自分で頑張っ
て、成人に近づくにつれて症状がなく
なっていくということですね。
　森下　そうですね。
　池田　おそらく先生方のところには
行かないのだけれども、悩んでいる子
どもさんはけっこういると思うのです。
そこで何とかなるようであれば、将来
的には随分楽になってくるということ
ですね。

　森下　はい。そこで何とかならない、
学校への適応、社会適応ができなくな
ってしまうと、その人のその後の人生
にとても大きい支障になってしまいま
す。そうならないように、そこのある
一定期間のフォローをさせていただく
のが我々の仕事かと思っています。
　池田　それもなかなか適応が難しい、
ある意味では治療が必要な方を診てい
らっしゃるのですね。
　森下　はい。
　池田　診断と治療ですが、診断は起
立性の障害があるか、精神的な背景が
あるか、個々の患者さんでだいぶ違う
と思うのですが、治療はどのようにさ
れるのでしょうか。
　森下　起立性調節障害で、起立試験
で診断がつけば、多くは昇圧剤や漢方
薬、それから自律神経の調整剤にビタ
ミン剤、だいたい薬としてはそういう
ことになります。ただ、背景因子を考
慮すれば、人によってはカウンセリン
グや心理療法、睡眠指導をはじめとす
る生活指導、そういったことを含めて、
身体・心理・社会面、全体にわたって
治療と指導を行っていくかたちになり
ます。
　池田　総合治療ということで、本人
もそうかもしれませんが、両親にとっ
ては、早く起きて学校に行ってほしい
ということになると思うのです。すぐ
に朝起きられるようになって学校に行
くということは可能なのですか。

あって云々というのは多分感じておら
れないか、想像もつかないと思うので
すが、逆に、朝起きられないからとい
って来られる方の中に起立性調節障害
の方が含まれているということなので
しょうか。
　森下　はい。朝起きられないという
ことには、いろいろな身体症状、先ほ
どいいましたような身体症状ですとか、
あと心理的なことも大きいので、そう
いったことがあると、睡眠相後退症候
群プラス起立性調節障害ということに
なっていきます。
　池田　起立性調節障害はごく単純に
自律神経系の障害が関係していると考
えてよいのでしょうか。
　森下　身体的には自律神経機能の調
節不全ですが、これを引き起こす背景
の因子のほうがすごく大事でして、こ
れが幾つかあるのです。背景因子とい
うのは、体質、年齢、疲労感、季節性
のもの、あと大きいものとして心理的
なストレス、性格などの気質、発達障
害なども含めますが、そういったもの
が背景にあることが多いので、何がこ
の起立性調節障害の状態を引き起こし
ているのかを吟味することが治療上大
事になってきます。
　池田　では患者さん個々によって、
例えば体質が中心になっている人もい
るけれども、中には精神的なものが背
景にあることを考えなければいけない
のですね。

　森下　おっしゃるとおりです。
　池田　それはお話をして聞いていく、
探り出すという作業過程が必要なので
すね。
　森下　はい。最初は起立性調節障害
などの身体的な部分を検査して、起立
試験を行って検査していくのですが、
それと同時に、背景因子、心理的な問
題や性格的な問題、発達上の何らかの
問題がないか、ストレスを抱えていな
いか、そういったことを見ていきます。
　池田　たいへんな作業ですね。これ
は先生方がお一人ではなかなかできな
いと思うのですが、カウンセラーの方
も参加するのでしょうか。
　森下　ある程度私のほうで判断して
評価をし、長期的、本格的な心理的ア
プローチが必要であると判断した場合
はカウンセラーに介入してもらう、そ
ういうかたちをとっています。
　池田　それはたいへんな時間がかか
りますね。やはりカウンセラーの手助
けも必要なのですね。
　森下　はい。
　池田　朝起きられないというお子さ
んはけっこういるような気がするので
すが、実際にはどのくらいいると推定
されているのでしょうか。
　森下　起立性調節障害の疑い、おそ
らくそうであろうという子どもは小中
高生で、だいたい小学生の５％、中学
生の10％といわれていますので、予備
軍も含めて頻度はすごく多いと思いま
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　森下　いや、なかなかそこは難しい
と思います。といいますのは、起立性
調節障害というのは、ある意味、成長
過程の身体変化に必然的に伴ってくる
ものです。それは身体的にもそうです
し、心理的な発達の部分でもそういう
プロセスの中でのことなので、そこが
うまく心身ともに成長するということ
がすごく大事です。それには数年を要
するわけで、改善するまでにそのぐら
いを要することはざらにあります。親
御さんに対しては、まず焦らないとい
うことを指導しています。
　池田　両親にとっては「早く行きな
さい」とか思ってしまったりするので
すが、逆にそれはお子さんにとってプ
レッシャーになるのでしょうか。
　森下　多大なプレッシャーになりま
すし、あまりそういうかたちで親が責

めてしまうと、家にも居場所がなくな
ります。非常に否定的な感情、「おま
えはだめな子」「私は悪い子」みたいな、
そういうメッセージになってしまいま
すので、そうすると人格形成上非常に
まずいことになってしまいます。そこ
はとてもデリケートな問題ですので、
そういう意味ではお子さんのみならず、
親御さんを含めた治療ということにな
ります。
　池田　親の焦りと子どものプレッシ
ャーですね。そこが理解できないと、
逆にスタートラインに立てないという
ことなのでしょうか。
　森下　そういうことになります。
　池田　お子さんだけではなくて、家
族全員を含めた治療ですね。どうもあ
りがとうございました。

慶應義塾大学病院副院長
陣　崎　雅　弘

（聞き手　池田志斈）

　AIホスピタルについて慶應義塾大学病院の取り組みをご紹介ください（高性
能ベッドセンサーを用いた入院患者のモニタリング、AIカメラを用いた外来・
待合の混雑緩和、処方箋提供、AI自走車いすの患者搬送システム、AIロボット
による薬剤・検体自動搬送など）。
 ＜東京都勤務医＞

AIホスピタル

　池田　AIホスピタル、何か未来の病
院みたいな話なのですが、この構想と
いうのはどういうことで始まったので
しょうか。
　陣崎　2017年に我々の病院もメディ
カルAIセンターをつくって、人工知能
研究に積極的に取り組むようになりま
した。2018年に内閣府の戦略的イノベ
ーション創造プログラムという事業の
中に、医学領域のプロジェクトが組み
込まれて、それがAIホスピタル構想で
した。この公募に我々も応募しまして、
採択され、当院でのAIホスピタルプロ
ジェクトが始まりました。
　池田　なかなか斬新なプロジェクト
ですが、慶應義塾大学のほかにはどの
ようなところが参画されているのです

か。
　陣崎　大阪大学、国立成育医療セン
ター、がん研有明病院、そして慶應も
含めて全部で４つの病院がこのプロジ
ェクトに採択されました。
　池田　非常に狭き門ですね。2017年
からすでに構想は立っていたというこ
とですが、具体的にどのようなプロジ
ェクトが実際に動いているのでしょう
か。
　陣崎　大きく３つに分けて考えるこ
とができまして、１つはロボットやセ
ンシングを用いて人の単純作業をある
程度置換していくようなプロジェクト
です。その中にAIロボットによる薬剤
や検体搬送、もしくはAIの車いすによ
る患者搬送、それからAIカメラによる
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　森下　いや、なかなかそこは難しい
と思います。といいますのは、起立性
調節障害というのは、ある意味、成長
過程の身体変化に必然的に伴ってくる
ものです。それは身体的にもそうです
し、心理的な発達の部分でもそういう
プロセスの中でのことなので、そこが
うまく心身ともに成長するということ
がすごく大事です。それには数年を要
するわけで、改善するまでにそのぐら
いを要することはざらにあります。親
御さんに対しては、まず焦らないとい
うことを指導しています。
　池田　両親にとっては「早く行きな
さい」とか思ってしまったりするので
すが、逆にそれはお子さんにとってプ
レッシャーになるのでしょうか。
　森下　多大なプレッシャーになりま
すし、あまりそういうかたちで親が責

めてしまうと、家にも居場所がなくな
ります。非常に否定的な感情、「おま
えはだめな子」「私は悪い子」みたいな、
そういうメッセージになってしまいま
すので、そうすると人格形成上非常に
まずいことになってしまいます。そこ
はとてもデリケートな問題ですので、
そういう意味ではお子さんのみならず、
親御さんを含めた治療ということにな
ります。
　池田　親の焦りと子どものプレッシ
ャーですね。そこが理解できないと、
逆にスタートラインに立てないという
ことなのでしょうか。
　森下　そういうことになります。
　池田　お子さんだけではなくて、家
族全員を含めた治療ですね。どうもあ
りがとうございました。

慶應義塾大学病院副院長
陣　崎　雅　弘

（聞き手　池田志斈）

　AIホスピタルについて慶應義塾大学病院の取り組みをご紹介ください（高性
能ベッドセンサーを用いた入院患者のモニタリング、AIカメラを用いた外来・
待合の混雑緩和、処方箋提供、AI自走車いすの患者搬送システム、AIロボット
による薬剤・検体自動搬送など）。
 ＜東京都勤務医＞

AIホスピタル

　池田　AIホスピタル、何か未来の病
院みたいな話なのですが、この構想と
いうのはどういうことで始まったので
しょうか。
　陣崎　2017年に我々の病院もメディ
カルAIセンターをつくって、人工知能
研究に積極的に取り組むようになりま
した。2018年に内閣府の戦略的イノベ
ーション創造プログラムという事業の
中に、医学領域のプロジェクトが組み
込まれて、それがAIホスピタル構想で
した。この公募に我々も応募しまして、
採択され、当院でのAIホスピタルプロ
ジェクトが始まりました。
　池田　なかなか斬新なプロジェクト
ですが、慶應義塾大学のほかにはどの
ようなところが参画されているのです

か。
　陣崎　大阪大学、国立成育医療セン
ター、がん研有明病院、そして慶應も
含めて全部で４つの病院がこのプロジ
ェクトに採択されました。
　池田　非常に狭き門ですね。2017年
からすでに構想は立っていたというこ
とですが、具体的にどのようなプロジ
ェクトが実際に動いているのでしょう
か。
　陣崎　大きく３つに分けて考えるこ
とができまして、１つはロボットやセ
ンシングを用いて人の単純作業をある
程度置換していくようなプロジェクト
です。その中にAIロボットによる薬剤
や検体搬送、もしくはAIの車いすによ
る患者搬送、それからAIカメラによる
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　池田　その際、例えばエレベーター
はどうなるのでしょうか。
　陣崎　エレベーターの構造そのもの
に少しセンシングをつけて、ロボット
が近づくと自分でエレベーターを呼ん
で、自動で扉が開いて、そのまま乗り
込んで上がっていくような構造になっ
ています。全く人手がかからずに搬送
できます。
　池田　それは便利ですね。かなりこ
こでマンパワーが不必要になってくる
ということですね。
　陣崎　そうです。
　池田　素晴らしいですね。AI問診、
このシステムは今どうなっているので
しょうか。
　陣崎　だいたい日本語でしゃべった
ものを正しく変換することができるよ
うになっています。話している内容が
主訴、現症歴、既往歴などに自動的に
分類されて組み込まれていくようなと
ころまでは、ある程度できるようにな
っています。
　池田　それは便利ですね。今、医師
の中で問題になっているのがカルテ記
載で、非常に多種多様なことを記載し
なければなりません。メディカルクラ
ークも会話のスピードで入れていくの
がなかなか難しいということなので、
これは大きな負担軽減になりますね。
　それから３つ目のAIソフトですが、
これはいろいろな科で画像や病理の組
織を撮ったりすることがありますが、

どのくらい進展しているのでしょうか。
　陣崎　一般的に診療用に取られたデ
ータを研究に用いるためには、匿名化
とか仮名化をしないと使えないのです
が、今はそれを仮名化、匿名化して、
貯めていく仕組みを作っています。ま
た、例えばCTデータだけがあっても
使えなくて、カルテなどの患者さん情
報とひもづいていないと十分活用でき
ないので、病歴や診断名などいろいろ
な情報とひもづくような仕組みを作っ
ています。そのためには、電子カルテ
の情報が構造化されていることが必要
で、できるだけ入力の段階から構造化
していくような仕組みを作るようにし、
その上で仮名化したデータが活用でき
るようにしていくという方向です。
　池田　最初に構造化をしておけば、
AIのほうが抽出を単純にできるという
ことでしょうか。
　陣崎　そのとおりです。容易にでき
るようにする仕組みを作るということ
です。
　池田　最初に入力するときからその
かたちにしておかないと、なかなか抽
出が難しいということですね。
　陣崎　そうですね。普通に電子カル
テに入力するよりも少し手間がかかる
ことがあるのですが、それをやってで
も、ある程度統一化したフォーマット
に入れていくことを試みるようにして
います。
　池田　AIが勝手に既存のデータを取

混雑状況チェックなどがあります。
　２つ目のプロジェクトとしては電子
カルテにしゃべった言葉が自動入力さ
れていくような自然言語処理を使った
システム、AI問診など、医師の負担軽
減になるようなプロジェクトです。
　３つ目が、画像や病理やゲノムなど
の解析をしていくAIソフトを作るため
にデータベースを構築するプロジェク
トです。この辺がかなりでき上がって
くると、高度な医療判断に対するサポ
ートができるようになるのではないか
と思います。
　池田　AI搬送ロボット、これはどの
ようなものなのでしょうか。
　陣崎　いわゆる車の自動運転と同じ
で、病院の中のマップを事前にこのシ
ステムが覚えていて、行き先を入力す
れば自動で目的地に向かって動いてい
くという仕組みです。もちろん、人が
前に立ちはだかったり、危険なことが
あれば、それを認識して止まる構造に
なっています。
　池田　例えば、患者さんが来院され
て、入り口のところで車いすに座る。
そして、プログラミングがあるのかも
しれませんが、そのまま目的地に運ば
れる。
　陣崎　そのとおりです。
　池田　現在は多分、まだ完璧なシス
テムではないので、試し運転のような
かたちだと思うのですが、現在はどこ
からどこを結ぶために使われているの

でしょうか。
　陣崎　AI搬送ロボットにはヒト搬送
と薬剤・検体搬送の２種類あります。
ヒト搬送は玄関と外来受付を結んでい
ます。薬剤・検体搬送は最初は夜間救
急に来た患者さんが薬剤部まで薬を取
りに行くのがたいへんなので、薬剤部
から救急部に搬送することから始めま
した。今は日中でも薬剤部から病棟に
運ぶこともやっています。
　池田　ロボットというと、二足歩行
みたいな感じがするのですが、どんな
イメージでしょうか。
　陣崎　薬剤・検体搬送のAIロボット
は、映画『スター・ウォーズ』でR2-D2
というロボットがあったと思うのです
が、あれに似ています。ドーム状の構
造のてっぺんを開けて物を入れること
ができる仕組みになっていて、そこに
ロックがかかるようになっています。
　池田　何かコンテナみたいなものが
あって、それが動いていくということ
ですね。
　陣崎　そうですね。
　池田　特に検体などですと、場合に
よって少し冷却しなければいけないこ
ともありますが、それは今のところ対
応できているのですか。
　陣崎　できます。保温システムにな
っています。
　池田　そこに入れて、スイッチを入
れると目的地に行ってくれる。
　陣崎　はい。
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　池田　その際、例えばエレベーター
はどうなるのでしょうか。
　陣崎　エレベーターの構造そのもの
に少しセンシングをつけて、ロボット
が近づくと自分でエレベーターを呼ん
で、自動で扉が開いて、そのまま乗り
込んで上がっていくような構造になっ
ています。全く人手がかからずに搬送
できます。
　池田　それは便利ですね。かなりこ
こでマンパワーが不必要になってくる
ということですね。
　陣崎　そうです。
　池田　素晴らしいですね。AI問診、
このシステムは今どうなっているので
しょうか。
　陣崎　だいたい日本語でしゃべった
ものを正しく変換することができるよ
うになっています。話している内容が
主訴、現症歴、既往歴などに自動的に
分類されて組み込まれていくようなと
ころまでは、ある程度できるようにな
っています。
　池田　それは便利ですね。今、医師
の中で問題になっているのがカルテ記
載で、非常に多種多様なことを記載し
なければなりません。メディカルクラ
ークも会話のスピードで入れていくの
がなかなか難しいということなので、
これは大きな負担軽減になりますね。
　それから３つ目のAIソフトですが、
これはいろいろな科で画像や病理の組
織を撮ったりすることがありますが、

どのくらい進展しているのでしょうか。
　陣崎　一般的に診療用に取られたデ
ータを研究に用いるためには、匿名化
とか仮名化をしないと使えないのです
が、今はそれを仮名化、匿名化して、
貯めていく仕組みを作っています。ま
た、例えばCTデータだけがあっても
使えなくて、カルテなどの患者さん情
報とひもづいていないと十分活用でき
ないので、病歴や診断名などいろいろ
な情報とひもづくような仕組みを作っ
ています。そのためには、電子カルテ
の情報が構造化されていることが必要
で、できるだけ入力の段階から構造化
していくような仕組みを作るようにし、
その上で仮名化したデータが活用でき
るようにしていくという方向です。
　池田　最初に構造化をしておけば、
AIのほうが抽出を単純にできるという
ことでしょうか。
　陣崎　そのとおりです。容易にでき
るようにする仕組みを作るということ
です。
　池田　最初に入力するときからその
かたちにしておかないと、なかなか抽
出が難しいということですね。
　陣崎　そうですね。普通に電子カル
テに入力するよりも少し手間がかかる
ことがあるのですが、それをやってで
も、ある程度統一化したフォーマット
に入れていくことを試みるようにして
います。
　池田　AIが勝手に既存のデータを取

混雑状況チェックなどがあります。
　２つ目のプロジェクトとしては電子
カルテにしゃべった言葉が自動入力さ
れていくような自然言語処理を使った
システム、AI問診など、医師の負担軽
減になるようなプロジェクトです。
　３つ目が、画像や病理やゲノムなど
の解析をしていくAIソフトを作るため
にデータベースを構築するプロジェク
トです。この辺がかなりでき上がって
くると、高度な医療判断に対するサポ
ートができるようになるのではないか
と思います。
　池田　AI搬送ロボット、これはどの
ようなものなのでしょうか。
　陣崎　いわゆる車の自動運転と同じ
で、病院の中のマップを事前にこのシ
ステムが覚えていて、行き先を入力す
れば自動で目的地に向かって動いてい
くという仕組みです。もちろん、人が
前に立ちはだかったり、危険なことが
あれば、それを認識して止まる構造に
なっています。
　池田　例えば、患者さんが来院され
て、入り口のところで車いすに座る。
そして、プログラミングがあるのかも
しれませんが、そのまま目的地に運ば
れる。
　陣崎　そのとおりです。
　池田　現在は多分、まだ完璧なシス
テムではないので、試し運転のような
かたちだと思うのですが、現在はどこ
からどこを結ぶために使われているの

でしょうか。
　陣崎　AI搬送ロボットにはヒト搬送
と薬剤・検体搬送の２種類あります。
ヒト搬送は玄関と外来受付を結んでい
ます。薬剤・検体搬送は最初は夜間救
急に来た患者さんが薬剤部まで薬を取
りに行くのがたいへんなので、薬剤部
から救急部に搬送することから始めま
した。今は日中でも薬剤部から病棟に
運ぶこともやっています。
　池田　ロボットというと、二足歩行
みたいな感じがするのですが、どんな
イメージでしょうか。
　陣崎　薬剤・検体搬送のAIロボット
は、映画『スター・ウォーズ』でR2-D2
というロボットがあったと思うのです
が、あれに似ています。ドーム状の構
造のてっぺんを開けて物を入れること
ができる仕組みになっていて、そこに
ロックがかかるようになっています。
　池田　何かコンテナみたいなものが
あって、それが動いていくということ
ですね。
　陣崎　そうですね。
　池田　特に検体などですと、場合に
よって少し冷却しなければいけないこ
ともありますが、それは今のところ対
応できているのですか。
　陣崎　できます。保温システムにな
っています。
　池田　そこに入れて、スイッチを入
れると目的地に行ってくれる。
　陣崎　はい。
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って、勝手に匿名化して使っているの
かと思いました。
　陣崎　これまでの入力形式の電子カ
ルテに関してはそういうことがすごく
難しいです。
　池田　簡単に言うと、最初から構築
したデータしか使えないということで
すね。
　陣崎　ある程度そういうことになり
ます。
　池田　まだまだそういう意味ではデ
ータの蓄積には時間がかかりますね。
　陣崎　そうですね。病理だけ画像だ
けというのはある程度はできるのです
が、それも例えばきちんと診断名とひ
もづいていないと活用しづらいですよ
ね。
　池田　確かにそうですね。診断名が
しっかりして、確実例とかでないと。
　陣崎　真の診断名であって、保険病
名でないことが重要ですね。
　池田　確かに診療の中でいろいろ保
険病名などもありますしね。それを全
部AIが取り込んでしまうと、いったい
何を見ているのだろうということにな
りますね。
　陣崎　いいAIソフトを作るためには
データの質が高くないといけないので、
どうやって質の高いデータを最初から
構築していくかが、すごく大きな課題
なのです。今そこを考えてやっている
ところです。
　池田　そういった学会のようなもの

はあるのでしょうか。
　陣崎　医療情報学会や人工知能学会
のようなものはあります。
　池田　その学会の中で、どういうか
たちのものがAIのソフト開発のデータ
ベースになるか、そういう議論はされ
ているのですか。
　陣崎　ずっとされてきたのです。ど
うしても手間がかかるというところか
ら、広く活用されるものになっていな
いのです。質を高くしようとすればす
るほど入力に手間がかかることになる
ので、そんなに面倒くさいことは、と
いう話になってしまう。そことのジレ
ンマなのです。
　池田　どの辺で折り合いをつけるか
ですね。ある先生はもっと緻密に、あ
る先生はもっとルーズに、という話で
すよね。やはり何か統一したものがな
いと、例えば慶應義塾大学病院だけだ
ったら、そこでまた限界が来るでしょ
うから、全国的にそれをリンクできる
ような組織体があるといいですね。
　陣崎　入力構造は疾患によって全部
違うことになりますし、病院が違うと、
同じ疾患でも入力したい内容が違った
りしますよね。それを統合していくの
はすごくたいへんです。
　池田　確かにそうですね。本当は元
からそういうかたちを決めておいて、
一斉にスタートできればいいのでしょ
うが、これからの課題ですね。ありが
とうございました。

順天堂大学皮膚科教授
池　田　志　斈

（聞き手　山内俊一）

　円形脱毛症の原因遺伝子の研究についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

円形脱毛症の遺伝子

　山内　このほど、先生とそのグルー
プが円形脱毛症原因遺伝子を同定した
という非常に画期的な研究をされまし
たので、このあたりを中心にうかがい
ます。まずこの円形脱毛症ですが、私
ども、イメージはあるのですが、ただ
し、昔から十円はげという感じのイメ
ージしかないのです。もう少し詳しい、
例えば病気の進行だとか、そのあたり
について教えていただけますか。
　池田　まさしく十円はげだと思うの
ですが、人間、人種を問わず、おそら
く約１％の人が生涯に円形脱毛症にな
るだろうといわれています。その中の
わずかな人たちが２～３個脱毛してき
て、さらにその中のわずかな人たちが
全頭型というのですが、頭の髪の毛が
全部抜ける。そして、その中のまたわ
ずかな人たちが全身の毛が脱毛してし
まう汎発性というものになってきます。

ですから、皆さんが見ていらっしゃる
のは本当に１個だけ抜ける、そういう
基本形を見ていらっしゃるのだと思い
ます。
　山内　約１％というのは意外に多い
数字なのですね。
　池田　見えないところが抜けると、
わからないのだと思います。
　山内　なるほど。小さいサイズのも
のだと気がつかないことがあるのです
ね。
　池田　そうだと思います。
　山内　次の質問ですが、円形脱毛症
といいますと、とかくストレスでなる
のだろうというイメージが昔からあり
ましたが、遺伝となると、そういうこ
とは否定的になってきますね。
　池田　例えば、一卵性双生児の研究
がされていまして、片方の方が円形脱
毛症になると、もう片方の方は50％の
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って、勝手に匿名化して使っているの
かと思いました。
　陣崎　これまでの入力形式の電子カ
ルテに関してはそういうことがすごく
難しいです。
　池田　簡単に言うと、最初から構築
したデータしか使えないということで
すね。
　陣崎　ある程度そういうことになり
ます。
　池田　まだまだそういう意味ではデ
ータの蓄積には時間がかかりますね。
　陣崎　そうですね。病理だけ画像だ
けというのはある程度はできるのです
が、それも例えばきちんと診断名とひ
もづいていないと活用しづらいですよ
ね。
　池田　確かにそうですね。診断名が
しっかりして、確実例とかでないと。
　陣崎　真の診断名であって、保険病
名でないことが重要ですね。
　池田　確かに診療の中でいろいろ保
険病名などもありますしね。それを全
部AIが取り込んでしまうと、いったい
何を見ているのだろうということにな
りますね。
　陣崎　いいAIソフトを作るためには
データの質が高くないといけないので、
どうやって質の高いデータを最初から
構築していくかが、すごく大きな課題
なのです。今そこを考えてやっている
ところです。
　池田　そういった学会のようなもの

はあるのでしょうか。
　陣崎　医療情報学会や人工知能学会
のようなものはあります。
　池田　その学会の中で、どういうか
たちのものがAIのソフト開発のデータ
ベースになるか、そういう議論はされ
ているのですか。
　陣崎　ずっとされてきたのです。ど
うしても手間がかかるというところか
ら、広く活用されるものになっていな
いのです。質を高くしようとすればす
るほど入力に手間がかかることになる
ので、そんなに面倒くさいことは、と
いう話になってしまう。そことのジレ
ンマなのです。
　池田　どの辺で折り合いをつけるか
ですね。ある先生はもっと緻密に、あ
る先生はもっとルーズに、という話で
すよね。やはり何か統一したものがな
いと、例えば慶應義塾大学病院だけだ
ったら、そこでまた限界が来るでしょ
うから、全国的にそれをリンクできる
ような組織体があるといいですね。
　陣崎　入力構造は疾患によって全部
違うことになりますし、病院が違うと、
同じ疾患でも入力したい内容が違った
りしますよね。それを統合していくの
はすごくたいへんです。
　池田　確かにそうですね。本当は元
からそういうかたちを決めておいて、
一斉にスタートできればいいのでしょ
うが、これからの課題ですね。ありが
とうございました。

順天堂大学皮膚科教授
池　田　志　斈

（聞き手　山内俊一）

　円形脱毛症の原因遺伝子の研究についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

円形脱毛症の遺伝子

　山内　このほど、先生とそのグルー
プが円形脱毛症原因遺伝子を同定した
という非常に画期的な研究をされまし
たので、このあたりを中心にうかがい
ます。まずこの円形脱毛症ですが、私
ども、イメージはあるのですが、ただ
し、昔から十円はげという感じのイメ
ージしかないのです。もう少し詳しい、
例えば病気の進行だとか、そのあたり
について教えていただけますか。
　池田　まさしく十円はげだと思うの
ですが、人間、人種を問わず、おそら
く約１％の人が生涯に円形脱毛症にな
るだろうといわれています。その中の
わずかな人たちが２～３個脱毛してき
て、さらにその中のわずかな人たちが
全頭型というのですが、頭の髪の毛が
全部抜ける。そして、その中のまたわ
ずかな人たちが全身の毛が脱毛してし
まう汎発性というものになってきます。

ですから、皆さんが見ていらっしゃる
のは本当に１個だけ抜ける、そういう
基本形を見ていらっしゃるのだと思い
ます。
　山内　約１％というのは意外に多い
数字なのですね。
　池田　見えないところが抜けると、
わからないのだと思います。
　山内　なるほど。小さいサイズのも
のだと気がつかないことがあるのです
ね。
　池田　そうだと思います。
　山内　次の質問ですが、円形脱毛症
といいますと、とかくストレスでなる
のだろうというイメージが昔からあり
ましたが、遺伝となると、そういうこ
とは否定的になってきますね。
　池田　例えば、一卵性双生児の研究
がされていまして、片方の方が円形脱
毛症になると、もう片方の方は50％の
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　山内　さて、早速、遺伝子解析のお
話をうかがいたいのですが、先ほど家
族集積もあるという話がありましたの
で、遺伝子に関しても以前からいろい
ろな方々がトライしてきたのだと思い
ます。多くは不首尾に終わったようで
すが、今回、先生が非常に大きな成果
を上げられた研究上のポイントといい
ますか、どこに注目されたのが成功し
たのでしょうか。
　池田　従来から用いられていたのは、
スニップという遺伝子多型を用いた解
析なのですけれども、我々はスニップ
プラス、ちょっと難しい言葉ですがマ
イクロサテライトマーカーというDNA
マーカーを使ったのがポイントだと私
は思っています。
　山内　マイクロサテライトマーカー
ですか。
　池田　ちょっとこれは難しいのです
が、簡単にいいますと、スニップより
も遺伝子多型が高いということです。
スニップですと、ちょっと丁半ばくち
みたいに、AとTの違いなどですから、
２つの遺伝子多型、あるいは４つの遺
伝子多型ぐらいしかならないのですが、
マイクロサテライトというのは遺伝子
多型がすごく高く、場所によっては数
十種類の多型が高いので識別がしやす
いのです。
　山内　識別、確かに多いほうがやり
やすいですね。
　池田　簡単にいいますと、池袋の１

丁目２番地みたいなかたちよりも、例
えば池袋の５丁目40番地と、そういう
ふうに分けられやすいイメージです。
　山内　なるほど。わかりやすいです
ね。それから、先生はHLAに注目され
たということで、その理由はいかがで
しょうか。
　池田　従来、HLAに遺伝子がある
だろうとはずっといわれていたので、
我々もやってみたのですが、そこで一
つの目安、相対危険度がありました。
それはそこの遺伝子のバリアントを持
っている人が持っていない人に比べて
どのくらい円形脱毛症になりやすいか
を見たものです。多くは相対危険度が
２以上あると、次の研究をやってみよ
うかということになるのですが、そこ
で3.7以上の相対危険度がありましたの
で、そこでやろうということになりま
した。
　山内　相対危険度3.7、これは実は遺
伝子領域では非常に高い値ですね。
　池田　そう思います。
　山内　そのあたりの注目点が非常に
成功した、成果を上げた理由と考えて
よいのですね。
　池田　はい。
　山内　実験動物でも類似の所見が得
られているということですが、このあ
たり、実際に毛の表現ですか、遺伝子
の違いによる。その表現に関してはい
かがでしょうか。
　池田　最初、マウスモデルをゲノム

確率で円形脱毛症になります。という
ことは、遺伝的背景も強いけれども、
あとは環境とか、何かの刺激が必要で
あるということです。
　山内　そこにストレスが少し入って
くるかもしれないということですか。
　池田　そう思います。
　山内　実際に円形脱毛症の方はスト
レスに遭っていると考えてよいのでし
ょうか。
　池田　例えば、私どもの外来に来て
いらっしゃる円形脱毛症の患者さんに
アンケートを取りますと、発症したと
きには７割の方がストレスを感じてい
なかったとおっしゃっていました。
　山内　そうなのですか。
　池田　円形脱毛症になってしまうと、
すごくストレスですので、それは確か
だと思うのですが、必ずしもストレス
が引き金になっているかどうかはわか
らないですね。
　山内　若い女性も多く、特にストレ
スが原因だという俗説が広まっている
ので、かえってそちらのほうでストレ
スを感じている方が多いと考えてよい
のですね。
　池田　自分の心が弱いから円形脱毛
症になったと思っている方もけっこう
いらっしゃるので、あまり人に自分が
円形脱毛症だといわない方が多いです
よね。
　山内　そうですね。もう一つですが、
円形脱毛症は自己免疫疾患ということ

がよくいわれてきたのですが、これに
関してはいかがでしょうか。
　池田　一般的な原因として自己免疫
説もありますが、この多くは治療で外
用あるいは内服ステロイドが有効であ
るといわれています。ごく一部の動物
モデルで自己免疫みたいなものを起こ
すと再現できたという報告もあります
が、メインは臨床的な反応によるもの
だと思います。
　山内　実際問題として、ほかの自己
免疫疾患に比べると、この円形脱毛症
には特異的なマーカーというのはあり
ませんよね。
　池田　全くないのです。円形脱毛症
の方を診ていて、合併症が２つありま
す。１つはアレルギーです。アトピー
性皮膚炎みたいなもの。あと、これも
まれですが、甲状腺の炎症がある方、
慢性甲状腺炎、この２つが合併してい
ることがあります。でも、その合併も
少ないです。
　山内　脱毛が見られる自己免疫疾患
というと、SLEも有名なのですが、こ
れとも少し違うと考えてよいのですか。
　池田　SLEはどちらかというと、び
まん性脱毛といいまして、十円はげに
ならないのです。それから、もし起こ
っても、瘢痕性脱毛といいまして、毛
穴のところにリンパ球が行って、毛穴
に萎縮が起こってしまうのです。です
から、円形脱毛症とはちょっと症状が
違います。
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　山内　さて、早速、遺伝子解析のお
話をうかがいたいのですが、先ほど家
族集積もあるという話がありましたの
で、遺伝子に関しても以前からいろい
ろな方々がトライしてきたのだと思い
ます。多くは不首尾に終わったようで
すが、今回、先生が非常に大きな成果
を上げられた研究上のポイントといい
ますか、どこに注目されたのが成功し
たのでしょうか。
　池田　従来から用いられていたのは、
スニップという遺伝子多型を用いた解
析なのですけれども、我々はスニップ
プラス、ちょっと難しい言葉ですがマ
イクロサテライトマーカーというDNA
マーカーを使ったのがポイントだと私
は思っています。
　山内　マイクロサテライトマーカー
ですか。
　池田　ちょっとこれは難しいのです
が、簡単にいいますと、スニップより
も遺伝子多型が高いということです。
スニップですと、ちょっと丁半ばくち
みたいに、AとTの違いなどですから、
２つの遺伝子多型、あるいは４つの遺
伝子多型ぐらいしかならないのですが、
マイクロサテライトというのは遺伝子
多型がすごく高く、場所によっては数
十種類の多型が高いので識別がしやす
いのです。
　山内　識別、確かに多いほうがやり
やすいですね。
　池田　簡単にいいますと、池袋の１

丁目２番地みたいなかたちよりも、例
えば池袋の５丁目40番地と、そういう
ふうに分けられやすいイメージです。
　山内　なるほど。わかりやすいです
ね。それから、先生はHLAに注目され
たということで、その理由はいかがで
しょうか。
　池田　従来、HLAに遺伝子がある
だろうとはずっといわれていたので、
我々もやってみたのですが、そこで一
つの目安、相対危険度がありました。
それはそこの遺伝子のバリアントを持
っている人が持っていない人に比べて
どのくらい円形脱毛症になりやすいか
を見たものです。多くは相対危険度が
２以上あると、次の研究をやってみよ
うかということになるのですが、そこ
で3.7以上の相対危険度がありましたの
で、そこでやろうということになりま
した。
　山内　相対危険度3.7、これは実は遺
伝子領域では非常に高い値ですね。
　池田　そう思います。
　山内　そのあたりの注目点が非常に
成功した、成果を上げた理由と考えて
よいのですね。
　池田　はい。
　山内　実験動物でも類似の所見が得
られているということですが、このあ
たり、実際に毛の表現ですか、遺伝子
の違いによる。その表現に関してはい
かがでしょうか。
　池田　最初、マウスモデルをゲノム

確率で円形脱毛症になります。という
ことは、遺伝的背景も強いけれども、
あとは環境とか、何かの刺激が必要で
あるということです。
　山内　そこにストレスが少し入って
くるかもしれないということですか。
　池田　そう思います。
　山内　実際に円形脱毛症の方はスト
レスに遭っていると考えてよいのでし
ょうか。
　池田　例えば、私どもの外来に来て
いらっしゃる円形脱毛症の患者さんに
アンケートを取りますと、発症したと
きには７割の方がストレスを感じてい
なかったとおっしゃっていました。
　山内　そうなのですか。
　池田　円形脱毛症になってしまうと、
すごくストレスですので、それは確か
だと思うのですが、必ずしもストレス
が引き金になっているかどうかはわか
らないですね。
　山内　若い女性も多く、特にストレ
スが原因だという俗説が広まっている
ので、かえってそちらのほうでストレ
スを感じている方が多いと考えてよい
のですね。
　池田　自分の心が弱いから円形脱毛
症になったと思っている方もけっこう
いらっしゃるので、あまり人に自分が
円形脱毛症だといわない方が多いです
よね。
　山内　そうですね。もう一つですが、
円形脱毛症は自己免疫疾患ということ

がよくいわれてきたのですが、これに
関してはいかがでしょうか。
　池田　一般的な原因として自己免疫
説もありますが、この多くは治療で外
用あるいは内服ステロイドが有効であ
るといわれています。ごく一部の動物
モデルで自己免疫みたいなものを起こ
すと再現できたという報告もあります
が、メインは臨床的な反応によるもの
だと思います。
　山内　実際問題として、ほかの自己
免疫疾患に比べると、この円形脱毛症
には特異的なマーカーというのはあり
ませんよね。
　池田　全くないのです。円形脱毛症
の方を診ていて、合併症が２つありま
す。１つはアレルギーです。アトピー
性皮膚炎みたいなもの。あと、これも
まれですが、甲状腺の炎症がある方、
慢性甲状腺炎、この２つが合併してい
ることがあります。でも、その合併も
少ないです。
　山内　脱毛が見られる自己免疫疾患
というと、SLEも有名なのですが、こ
れとも少し違うと考えてよいのですか。
　池田　SLEはどちらかというと、び
まん性脱毛といいまして、十円はげに
ならないのです。それから、もし起こ
っても、瘢痕性脱毛といいまして、毛
穴のところにリンパ球が行って、毛穴
に萎縮が起こってしまうのです。です
から、円形脱毛症とはちょっと症状が
違います。
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編集という方法で、ヒトで見られた遺
伝子変異を入れてみたら脱毛したので
す。そこで、その脱毛したマウスの毛
を取って電子顕微鏡で見ると、キュー
ティクルがやられていたのです。それ
で驚いたので、今度は逆に遺伝子変異
を持つ患者さんの毛と、持っていない
のだけれども円形脱毛症になっている
患者さんの毛を比べてみたのです。そ
うすると、遺伝子変異を持っている患
者さんはキューティクルに異常がある
のです。
　山内　そうしますと、キューティク
ルを調べれば遺伝的なものかどうかも
わかるかもしれないと考えておられま
すか。
　池田　おそらくキューティクルに異

常がある方は、今回見つけた遺伝子の
変異を持っている方だろうと思って、
今調べているのですが、おそらくそう
ではないかと思います。将来的には、
DNAを調べなくても、毛をいただい
てキューティクルを見ることによって、
その遺伝子変異を持っている方かどう
かがわかるようになると思っています。
　山内　ちなみに、これは日本人に多
いなどはあるのでしょうか。
　池田　我々の調べたかぎりは、この
遺伝子変異を持った方はアジア人に多
いのです。いわゆる白人にはほとんど
いません。
　山内　さらなる発展を期待していま
す。ありがとうございました。

がん研究会有明病院放射線治療部長
吉　岡　靖　生

（聞き手　池脇克則）

　前立腺がんのT2aと診断され、IMRTを勧められました。なぜロボット手術と
いわれるダヴィンチを勧められなかったのでしょうか。また、なぜ重粒子線を
勧められなかったのでしょうか。男性機能が著しく低下してしまった場合の治
療方法をご教示ください。また、以上の治療法の中で男性機能に影響する方法
はどちらでしょうか。IMRTの治療でQOLが著しく低下した場合、ほかの治療で
は男性機能は低下しないのでしょうか。回復の見通しはありますか。
 ＜東京都勤務医＞

前立腺がんの治療法

　池脇　前立腺がんはPSA検診で比較
的早期に拾い上げられて、放射線や手
術で治療すると比較的予後のいいがん
と聞いています。どうなのでしょうか。
　吉岡　そのとおりです。最近は特に
PSA検診などで早期で見つかることが
多いものですから、生存率という意味
では非常に予後のよいがんになると思
います。
　池脇　PSA検診の一次、二次、三次、
最終的には泌尿器科医が生検により、
がんを診断して、どういう治療をする
かとなると、幾つかある治療のオプシ
ョンは泌尿器科医が主導で決めるのか、
あるいは放射線医も入って総合的に決

めるのか、どういう状況なのでしょう。
　吉岡　まず患者さんは泌尿器科を受
診し、生検まで進みますので、当然、
泌尿器科医がまず手術、ホルモン療法、
放射線療法といった治療法を提示する
かと思います。ただ、放射線療法も最
近ではかなり高度化しまして、泌尿器
科医だけで説明しきれるものでもあり
ません。なので、治療法選択の段階で
私ども放射線医を受診することは日常
的に行われています。
　池脇　確かに患者さんの立場に立つ
と、もし治療成績が変わらないのであ
れば、メスを入れる治療よりは、そう
ではない放射線療法を希望される方も
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編集という方法で、ヒトで見られた遺
伝子変異を入れてみたら脱毛したので
す。そこで、その脱毛したマウスの毛
を取って電子顕微鏡で見ると、キュー
ティクルがやられていたのです。それ
で驚いたので、今度は逆に遺伝子変異
を持つ患者さんの毛と、持っていない
のだけれども円形脱毛症になっている
患者さんの毛を比べてみたのです。そ
うすると、遺伝子変異を持っている患
者さんはキューティクルに異常がある
のです。
　山内　そうしますと、キューティク
ルを調べれば遺伝的なものかどうかも
わかるかもしれないと考えておられま
すか。
　池田　おそらくキューティクルに異

常がある方は、今回見つけた遺伝子の
変異を持っている方だろうと思って、
今調べているのですが、おそらくそう
ではないかと思います。将来的には、
DNAを調べなくても、毛をいただい
てキューティクルを見ることによって、
その遺伝子変異を持っている方かどう
かがわかるようになると思っています。
　山内　ちなみに、これは日本人に多
いなどはあるのでしょうか。
　池田　我々の調べたかぎりは、この
遺伝子変異を持った方はアジア人に多
いのです。いわゆる白人にはほとんど
いません。
　山内　さらなる発展を期待していま
す。ありがとうございました。

がん研究会有明病院放射線治療部長
吉　岡　靖　生

（聞き手　池脇克則）

　前立腺がんのT2aと診断され、IMRTを勧められました。なぜロボット手術と
いわれるダヴィンチを勧められなかったのでしょうか。また、なぜ重粒子線を
勧められなかったのでしょうか。男性機能が著しく低下してしまった場合の治
療方法をご教示ください。また、以上の治療法の中で男性機能に影響する方法
はどちらでしょうか。IMRTの治療でQOLが著しく低下した場合、ほかの治療で
は男性機能は低下しないのでしょうか。回復の見通しはありますか。
 ＜東京都勤務医＞

前立腺がんの治療法

　池脇　前立腺がんはPSA検診で比較
的早期に拾い上げられて、放射線や手
術で治療すると比較的予後のいいがん
と聞いています。どうなのでしょうか。
　吉岡　そのとおりです。最近は特に
PSA検診などで早期で見つかることが
多いものですから、生存率という意味
では非常に予後のよいがんになると思
います。
　池脇　PSA検診の一次、二次、三次、
最終的には泌尿器科医が生検により、
がんを診断して、どういう治療をする
かとなると、幾つかある治療のオプシ
ョンは泌尿器科医が主導で決めるのか、
あるいは放射線医も入って総合的に決

めるのか、どういう状況なのでしょう。
　吉岡　まず患者さんは泌尿器科を受
診し、生検まで進みますので、当然、
泌尿器科医がまず手術、ホルモン療法、
放射線療法といった治療法を提示する
かと思います。ただ、放射線療法も最
近ではかなり高度化しまして、泌尿器
科医だけで説明しきれるものでもあり
ません。なので、治療法選択の段階で
私ども放射線医を受診することは日常
的に行われています。
　池脇　確かに患者さんの立場に立つ
と、もし治療成績が変わらないのであ
れば、メスを入れる治療よりは、そう
ではない放射線療法を希望される方も
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第65巻５月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、９篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「高血圧・糖尿病の管理にむけて」シリー
ズの第２回として、５篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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っているのですが、まだまだ発展途上
といいますか、いろいろ改良している
ところです。現状の段階で優劣という
のはなかなか決めづらいと思います。
　池脇　さて、IMRTはどういう治療
なのでしょうか。
　吉岡　これは先ほどから申し上げて
いるX線治療の最高峰といいますか、
技術的に一番進んだ状態で、日本語 
では強度変調放射線治療（intensity-
modulated radiation therapy）といい
ます。昔の放射線治療ですと、一つの
照射野への放射線は、均一なかたちの
ビームを当てていたのですが、一つの
かたちの中でも強度を変えることで、
いろいろな方向から集めたときに非常
に都合のいいかたちの線量分布、具体
的には直腸あるいは膀胱をかなりよけ
たような、不自然な放射線の当たり方
を人為的に作れます。現在、X線治療
では一番いい当て方ということになっ
ています。
　池脇　もともとの放射線の持ってい
る欠点というのでしょうか、がん以外
の正常な組織に対してもダメージを及
ぼす。そこを多方向から照射すること
によって、この場合には前立腺に集中
する、逆にいうと周りにあまり放射線
の障害が及ばないようにする、そうい
う理解でよいですか。
　吉岡　おっしゃるとおりです。特に
直腸、昔は放射線治療といえば直腸出
血といった、つきもののような副作用

だったのですが、これによって直腸を
くりぬくというか、よけるように放射
線の当て方をへこませるというか、線
量分布をへこんだかたちで、直腸を避
けて前立腺にはたくさん当てる、こう
いったことが可能になりましたので、
直腸出血の副作用の率が非常に減りま
した。
　池脇　具体的には、これはほぼ平日、
連日、短期間治療して、全体的には２
カ月ぐらいの治療なのでしょうか。
　吉岡　従来長く行われてきたのは、
例えば39回、１回２Gyという量で、月
曜から金曜まで、39回やっていると８
週間ですので、おっしゃるように２カ
月かかっていました。しかし現在、前
立腺がんにおいては寡分割照射といっ
て、当てる回数を少なくしても大丈夫
というような臨床試験の結果が出てき
まして、現在、当院では28回を基本に
して、39回から28回に切り替えました。
さらに少しだけ、研究的ですが、５回
の照射も始めたところです。
　池脇　この大きなメリットは、患者
さんは、仕事をしながら治療ができる
ということですね。
　吉岡　１日の照射時間は15分ぐらい
なので、全く日常と変わらない生活を
送れます。本当に放射線が出ているの
は２～３分なのですが、予約時間を15
分ぐらいみておいていただければ、仕
事をしながらでも十分治療ができます。
　池脇　直腸に対する障害がだいぶこ

多いように思います。
　吉岡　そうですね。早期がんでも最
近は手術と放射線治療は同程度の治療
効果となっていますので、私どもは方
法を提示して患者さんに選んでいただ
くことを基本にしています。
　池脇　前立腺がんの患者さんの病期
なのでしょうか、T2a、これは前立腺
がんのどういう状況なのでしょうか。
　吉岡　Tステージは１～４期まであ
ります。T2までは前立腺の被膜の中に
がんがとどまっている状態で、手術も
放射線もできる状態です。さらにT2
の中でもa、b、cと分かれていて、aは
片葉、右葉か左葉のさらに半分以下と
いうことですので、前立腺全体でいく
と1/4以下のところにがんがあること
になります。
　池脇　単純すぎるかもしれませんが、
比較的早期のがんという理解でよいで
すか。
　吉岡　一言で言えばそのとおりです。
　池脇　そういう前立腺がんに対して、
主治医はIMRT、これはあとから詳し
く説明していただきますが、放射線の
治療を勧められました。ただ、質問の
先生は、ダヴィンチの手術というオプ
ションはなかったのか、あるいは重粒
子線はどうか、このあたりの状況はど
うなっているのでしょうか。
　吉岡　まずT2aで単純に考えますと、
ダヴィンチを含めた手術も当然適応に
なると思うのですが、ご高齢であると、

あまり手術は勧めない場合があります
し、男性機能を重く見られる患者さん
の場合は、少しだけ手術より放射線の
ほうが有利であることも可能性として
は考えられます。
　池脇　最近、重粒子線は「ドクター
サロン」でも取り上げている話題で、
特に前立腺のような臓器に対しては効
果があるし、数年前には保険適用され、
放射線か、重粒子線かという選択で迷
われる患者さんも多いように思うので
すが、どうなのでしょう。
　吉岡　私どもの学会でもメインテー
マの問題となっていて、簡単には答え
られないのですが、重粒子線はポテン
シャルとしては非常に優れたものがあ
るのです。けれども現状、前立腺がん
という病気において優越性、第３相試
験とか、通常のX線のこれまでの照射
法よりも臨床的に優れているというデ
ータまではまだなく、どちらが標準治
療とはいえない状況です。
　池脇　治療のデバイスも、先生方が
やっている放射線治療と重粒子線など、
それなりの装置が必要となると、まだ
まだ重粒子線の場合は全国展開という
か、誰でもがアクセスできる状況まで
はいっていないということなのでしょ
うか。
　吉岡　そうですね。やはりX線治療
の歴史は長いですので、非常にデバイ
ス、周辺機器が工夫されているのに対
して、重粒子は高いポテンシャルを持
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っているのですが、まだまだ発展途上
といいますか、いろいろ改良している
ところです。現状の段階で優劣という
のはなかなか決めづらいと思います。
　池脇　さて、IMRTはどういう治療
なのでしょうか。
　吉岡　これは先ほどから申し上げて
いるX線治療の最高峰といいますか、
技術的に一番進んだ状態で、日本語 
では強度変調放射線治療（intensity-
modulated radiation therapy）といい
ます。昔の放射線治療ですと、一つの
照射野への放射線は、均一なかたちの
ビームを当てていたのですが、一つの
かたちの中でも強度を変えることで、
いろいろな方向から集めたときに非常
に都合のいいかたちの線量分布、具体
的には直腸あるいは膀胱をかなりよけ
たような、不自然な放射線の当たり方
を人為的に作れます。現在、X線治療
では一番いい当て方ということになっ
ています。
　池脇　もともとの放射線の持ってい
る欠点というのでしょうか、がん以外
の正常な組織に対してもダメージを及
ぼす。そこを多方向から照射すること
によって、この場合には前立腺に集中
する、逆にいうと周りにあまり放射線
の障害が及ばないようにする、そうい
う理解でよいですか。
　吉岡　おっしゃるとおりです。特に
直腸、昔は放射線治療といえば直腸出
血といった、つきもののような副作用

だったのですが、これによって直腸を
くりぬくというか、よけるように放射
線の当て方をへこませるというか、線
量分布をへこんだかたちで、直腸を避
けて前立腺にはたくさん当てる、こう
いったことが可能になりましたので、
直腸出血の副作用の率が非常に減りま
した。
　池脇　具体的には、これはほぼ平日、
連日、短期間治療して、全体的には２
カ月ぐらいの治療なのでしょうか。
　吉岡　従来長く行われてきたのは、
例えば39回、１回２Gyという量で、月
曜から金曜まで、39回やっていると８
週間ですので、おっしゃるように２カ
月かかっていました。しかし現在、前
立腺がんにおいては寡分割照射といっ
て、当てる回数を少なくしても大丈夫
というような臨床試験の結果が出てき
まして、現在、当院では28回を基本に
して、39回から28回に切り替えました。
さらに少しだけ、研究的ですが、５回
の照射も始めたところです。
　池脇　この大きなメリットは、患者
さんは、仕事をしながら治療ができる
ということですね。
　吉岡　１日の照射時間は15分ぐらい
なので、全く日常と変わらない生活を
送れます。本当に放射線が出ているの
は２～３分なのですが、予約時間を15
分ぐらいみておいていただければ、仕
事をしながらでも十分治療ができます。
　池脇　直腸に対する障害がだいぶこ

多いように思います。
　吉岡　そうですね。早期がんでも最
近は手術と放射線治療は同程度の治療
効果となっていますので、私どもは方
法を提示して患者さんに選んでいただ
くことを基本にしています。
　池脇　前立腺がんの患者さんの病期
なのでしょうか、T2a、これは前立腺
がんのどういう状況なのでしょうか。
　吉岡　Tステージは１～４期まであ
ります。T2までは前立腺の被膜の中に
がんがとどまっている状態で、手術も
放射線もできる状態です。さらにT2
の中でもa、b、cと分かれていて、aは
片葉、右葉か左葉のさらに半分以下と
いうことですので、前立腺全体でいく
と1/4以下のところにがんがあること
になります。
　池脇　単純すぎるかもしれませんが、
比較的早期のがんという理解でよいで
すか。
　吉岡　一言で言えばそのとおりです。
　池脇　そういう前立腺がんに対して、
主治医はIMRT、これはあとから詳し
く説明していただきますが、放射線の
治療を勧められました。ただ、質問の
先生は、ダヴィンチの手術というオプ
ションはなかったのか、あるいは重粒
子線はどうか、このあたりの状況はど
うなっているのでしょうか。
　吉岡　まずT2aで単純に考えますと、
ダヴィンチを含めた手術も当然適応に
なると思うのですが、ご高齢であると、

あまり手術は勧めない場合があります
し、男性機能を重く見られる患者さん
の場合は、少しだけ手術より放射線の
ほうが有利であることも可能性として
は考えられます。
　池脇　最近、重粒子線は「ドクター
サロン」でも取り上げている話題で、
特に前立腺のような臓器に対しては効
果があるし、数年前には保険適用され、
放射線か、重粒子線かという選択で迷
われる患者さんも多いように思うので
すが、どうなのでしょう。
　吉岡　私どもの学会でもメインテー
マの問題となっていて、簡単には答え
られないのですが、重粒子線はポテン
シャルとしては非常に優れたものがあ
るのです。けれども現状、前立腺がん
という病気において優越性、第３相試
験とか、通常のX線のこれまでの照射
法よりも臨床的に優れているというデ
ータまではまだなく、どちらが標準治
療とはいえない状況です。
　池脇　治療のデバイスも、先生方が
やっている放射線治療と重粒子線など、
それなりの装置が必要となると、まだ
まだ重粒子線の場合は全国展開という
か、誰でもがアクセスできる状況まで
はいっていないということなのでしょ
うか。
　吉岡　そうですね。やはりX線治療
の歴史は長いですので、非常にデバイ
ス、周辺機器が工夫されているのに対
して、重粒子は高いポテンシャルを持
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れで軽減されたということですが、
IMRTの合併症、副作用はどのような
ものがあるのでしょうか。
　吉岡　直腸出血が従来よくいわれて
きたものなのですが、膀胱、尿道とい
うところにも当然放射線が当たります
ので、最も頻度の高い副作用は頻尿、
あるいは切迫といったところです。そ
して、晩期に出た障害で懸念されるの
が尿道の狭窄です。そのようなおしっ
こ、お通じの問題の可能性、あともう
一つは勃起、男性機能の問題、そのあ
たりが副作用の臓器になってきます。
　池脇　質問の後半は男性機能に関し
てなのですが、少なくとも外科手術の
場合には前立腺周囲の神経を遮断して
しまうことによる勃起障害の可能性が
あるのに対し、この治療はそれが少な
いと考えてよいですか。
　吉岡　比率としてはかなり少なくな
り、一つ放射線治療を選ぶポイントに
なるのは、神経は当然残りますので男
性機能がすぐに損なわれることはまず
ありません。ただ５年とか、そういっ
た期間を経ますと、例えば50％程度男
性機能が弱っているというようなデー
タがあります。当然神経に放射線が当
たっていますので、晩期障害として多
少男性機能に影響があることが考えら
れます。
　池脇　IMRTでQOLが低下すること
はないかということなのですが、先生

のお話を聞いた範囲ではそうそうない
ような気がするのですが、どうでしょ
う。
　吉岡　手術も命にかかわるような
QOLの低下はなく、先ほど申しました
直腸障害、排尿障害、勃起、この３つ
の点以外はほとんど何もありませんの
で、通常の生活をそのまま継続できる
ことが放射線治療のメリットかと思い
ます。
　池脇　ターゲットの前立腺に限局し
て放射線を当てることによって合併症
が少なくなるということなのでしょう
が、前立腺も多少位置が移動すると聞
きました。そのあたりの苦労はあるの
でしょうか。
　吉岡　実はIMRTは両刃の剣の面も
ありまして、必要ないところは急激に
線量を落とす仕組みになっています。
実は毎日、臓器というのは多少動きま
すので、当てるべきでないところの座
標に前立腺が入ってくると線量が落ち
てしまう、そういったことは当然考え
られます。画像誘導放射線治療といい
まして、毎日、リニアック、あるいは
トモセラピーといった放射線治療装置
の上に寝て、数ミリ単位でその日の前
立腺の位置を微調整します。言葉でい
うと、IGRTといいますが、画像誘導
放射線治療という技術も最近では盛ん
になってきています。
　池脇　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科学主任教授
田　村　功　一

（聞き手　齊藤郁夫）

感染症・癌と高血圧・糖尿病

　齊藤　感染症・癌と高血圧・糖尿病
ということで、主にCOVID-19と高血
圧・糖尿病関連でうかがいます。
　新型コロナウイルス感染症とコモビ
ディティ、高血圧などが話題になりま
したね。
　田村　そうですね。当時、2020年の
初頭から武漢のCOVID-19の発症・流
行の報道がありまして、その後、２月
初旬にはダイヤモンド・プリンセス号
が横浜港に入港した。その際にCOVID- 
19のPCR陽性患者さんが出たというこ
とで、横浜市立大学附属病院では本院
とセンター病院で患者さんを受け入れ
る態勢を救急医療チームが中心となっ
て取ったのです。
　齊藤　高齢、糖尿病、高血圧等が重
症化の因子という話が起こり、高血圧、
糖尿病は怖いということになりました
ね。
　田村　そうですね。
　齊藤　世界各地に広まって結局のと
ころ、その辺はどう考えられているの
でしょうか。

　田村　それは非常に注目されたとい
うことですが、例えば米国の疾病管理
予防センターが４月の初旬に公表した
COVID-19の重症化のリスク要因に関
しては、COVID-19の重症化のハイリ
スク者として年齢が重要であり、65歳
以上の高齢者とか、介護施設の入居者
の方で特に重症化しやすいといわれて
います。そのほかに慢性肺疾患とか重
篤な心疾患があったり、種々の免疫抑
制状態にある患者さん、癌治療を受け
ている方、骨髄移植などを受けている
方、さらにはステロイド治療を受けて
いる方、そして高度肥満の方、あるい
は肝疾患、糖尿病の方、そして透析を
受けているような腎臓病患者さんでは
重症化のリスクがあり、特に基礎疾患
のコントロール不良の方では上昇する
のではないかと記載されています。
　高血圧に関しては、高齢になるほど
高血圧の方の罹患率が上昇するといわ
れていますので、交絡因子として関与
している可能性があったのですが、さ
らに最近では、やはり高血圧に関して
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れで軽減されたということですが、
IMRTの合併症、副作用はどのような
ものがあるのでしょうか。
　吉岡　直腸出血が従来よくいわれて
きたものなのですが、膀胱、尿道とい
うところにも当然放射線が当たります
ので、最も頻度の高い副作用は頻尿、
あるいは切迫といったところです。そ
して、晩期に出た障害で懸念されるの
が尿道の狭窄です。そのようなおしっ
こ、お通じの問題の可能性、あともう
一つは勃起、男性機能の問題、そのあ
たりが副作用の臓器になってきます。
　池脇　質問の後半は男性機能に関し
てなのですが、少なくとも外科手術の
場合には前立腺周囲の神経を遮断して
しまうことによる勃起障害の可能性が
あるのに対し、この治療はそれが少な
いと考えてよいですか。
　吉岡　比率としてはかなり少なくな
り、一つ放射線治療を選ぶポイントに
なるのは、神経は当然残りますので男
性機能がすぐに損なわれることはまず
ありません。ただ５年とか、そういっ
た期間を経ますと、例えば50％程度男
性機能が弱っているというようなデー
タがあります。当然神経に放射線が当
たっていますので、晩期障害として多
少男性機能に影響があることが考えら
れます。
　池脇　IMRTでQOLが低下すること
はないかということなのですが、先生

のお話を聞いた範囲ではそうそうない
ような気がするのですが、どうでしょ
う。
　吉岡　手術も命にかかわるような
QOLの低下はなく、先ほど申しました
直腸障害、排尿障害、勃起、この３つ
の点以外はほとんど何もありませんの
で、通常の生活をそのまま継続できる
ことが放射線治療のメリットかと思い
ます。
　池脇　ターゲットの前立腺に限局し
て放射線を当てることによって合併症
が少なくなるということなのでしょう
が、前立腺も多少位置が移動すると聞
きました。そのあたりの苦労はあるの
でしょうか。
　吉岡　実はIMRTは両刃の剣の面も
ありまして、必要ないところは急激に
線量を落とす仕組みになっています。
実は毎日、臓器というのは多少動きま
すので、当てるべきでないところの座
標に前立腺が入ってくると線量が落ち
てしまう、そういったことは当然考え
られます。画像誘導放射線治療といい
まして、毎日、リニアック、あるいは
トモセラピーといった放射線治療装置
の上に寝て、数ミリ単位でその日の前
立腺の位置を微調整します。言葉でい
うと、IGRTといいますが、画像誘導
放射線治療という技術も最近では盛ん
になってきています。
　池脇　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科学主任教授
田　村　功　一

（聞き手　齊藤郁夫）

感染症・癌と高血圧・糖尿病

　齊藤　感染症・癌と高血圧・糖尿病
ということで、主にCOVID-19と高血
圧・糖尿病関連でうかがいます。
　新型コロナウイルス感染症とコモビ
ディティ、高血圧などが話題になりま
したね。
　田村　そうですね。当時、2020年の
初頭から武漢のCOVID-19の発症・流
行の報道がありまして、その後、２月
初旬にはダイヤモンド・プリンセス号
が横浜港に入港した。その際にCOVID- 
19のPCR陽性患者さんが出たというこ
とで、横浜市立大学附属病院では本院
とセンター病院で患者さんを受け入れ
る態勢を救急医療チームが中心となっ
て取ったのです。
　齊藤　高齢、糖尿病、高血圧等が重
症化の因子という話が起こり、高血圧、
糖尿病は怖いということになりました
ね。
　田村　そうですね。
　齊藤　世界各地に広まって結局のと
ころ、その辺はどう考えられているの
でしょうか。

　田村　それは非常に注目されたとい
うことですが、例えば米国の疾病管理
予防センターが４月の初旬に公表した
COVID-19の重症化のリスク要因に関
しては、COVID-19の重症化のハイリ
スク者として年齢が重要であり、65歳
以上の高齢者とか、介護施設の入居者
の方で特に重症化しやすいといわれて
います。そのほかに慢性肺疾患とか重
篤な心疾患があったり、種々の免疫抑
制状態にある患者さん、癌治療を受け
ている方、骨髄移植などを受けている
方、さらにはステロイド治療を受けて
いる方、そして高度肥満の方、あるい
は肝疾患、糖尿病の方、そして透析を
受けているような腎臓病患者さんでは
重症化のリスクがあり、特に基礎疾患
のコントロール不良の方では上昇する
のではないかと記載されています。
　高血圧に関しては、高齢になるほど
高血圧の方の罹患率が上昇するといわ
れていますので、交絡因子として関与
している可能性があったのですが、さ
らに最近では、やはり高血圧に関して
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解しています。いろいろな病態モデル
を用いた動物実験において、ACEⅡ組
織での発現が変化するのではないか。
そういった病態にレニン・アンジオテ
ンシン系阻害薬を動物実験で投与する
と、病態によって低下している組織の
ACEⅡが元のレベルに戻ることをと
らえて、レニン・アンジオテンシン系
阻害薬を使うとCOVID-19の状況での
ACEⅡが増えて、それが受容体になっ
てCOVID-19に感染しやすくなるので
はないか、重症化するのではないかと
いうことが可能性としていわれていま
す。実際に使われた動物実験モデルで
も病態によって、減った組織のACE
Ⅱがレニン・アンジオテンシン系阻害
薬によって元のレベルに戻るという程
度で、正常状態より増えるということ
はないという確認がされています。そ
の点につきましては日本高血圧学会や
日本腎臓学会などのホームページで公
開している動画サイトでもかかりつけ
医、あるいは一般の患者さんなどにわ
かりやすく解説されています。ぜひ日
本高血圧学会や日本腎臓学会などの
COVID-19関連サイトをご覧いただけ
ればと思います。
　齊藤　基本的には今使っている降圧
薬はそのまま継続していくということ
ですね。
　田村　そうですね。レニン・アンジ
オテンシン系阻害薬を含めまして、む
しろ降圧薬をかえてしまいますと、降

圧薬をかえた時点で血圧が不安定化す
ることによって、高血圧が悪くなった
り、あるいは高血圧合併症の心筋梗塞
や脳梗塞、動脈瘤の発症のリスクが上
がることも懸念されています。先ほど
から申し上げているように、RAS阻害
薬とCOVID-19の関係はあくまでも動
物実験レベルから上がってきた疑問で
して、私どもが行いましたKanagawa 
RASI COVID-19研究を含めまして、今
得られている後ろ向き解析研究や最近
の前向き研究の結果ではレニンアンジ
オテンシン系阻害薬を服用しているこ
とによってCOVID-19にかかりやすく
なるとか、あるいは肺炎などの臓器障
害を悪化させるような知見は得られて
いません。その点は心配なく、今レニ
ン・アンジオテンシン系阻害薬、例え
ばACE阻害薬、あるいはARBをのま
れている患者さんにおかれては、出さ
れている降圧薬を変更することなく、
そのまま内服を継続していただいたほ
うがいいと考えています。
　齊藤　糖尿病患者さんで高血圧があ
る場合も同様ですね。
　田村　そうですね。特に日本高血圧
学会の治療ガイドラインのJSH2019ガ
イドラインにも書かれていますが、レ
ニン・アンジオテンシン系阻害薬を優
先的に使うべき病態の中に心血管病の
既往や、糖尿病合併症、あるいは蛋白
尿を呈する腎臓病があるとか、そうい
った病態の患者さんにレニン・アンジ

も重症化や予後に関係しているという
報告がみられています。
　齊藤　そうこうしているうちに、ア
ンジオテンシン変換酵素Ⅱ（ACEⅡ）
が急に話題になってきて、それが新型
コロナウイルスの受容体だという話が
出てきましたね。そもそもこのACEⅡ
とはどういったものなのでしょう。
　田村　ACEⅡというのは、もともと
ありますレニン・アンジオテンシン系
（RAS）という血圧を上げる昇圧系の
酵素系の要素のひとつです。この昇圧
系の中でよく知られているのがアンジ
オテンシン変換酵素Ⅰ、ACEⅠです。
これは生理的不活性物質のアンジオテ
ンシンⅠを生理活性物質のアンジオテ
ンシンⅡに変換する。この作られたア
ンジオテンシンⅡが直接的に血管を収
縮する。さらには、体内にナトリウム、
水の貯留を促進することによって循環
血液量が増加して、血圧は上がり、高血
圧を発症・増悪させます。これに対し
て同じACEでも、Ⅰではなくて、ACE
Ⅱの場合には基本的にACEⅠと逆方向
の作用を有しています。ACEⅡはアン
ジオテンシンⅠあるいはアンジオテン
シンⅡを分解して、その産物がMas受
容体を活性化させるとされています。
　アンジオテンシンⅡが結合するAT
Ⅰ受容体は、血圧を上げる方向に作用
するのですが、Mas受容体はATⅠ受
容体と逆の方向に作用する。つまり、
一般的にACEⅡは血圧を下げて、臓

器保護的に作用する酵素であるといわ
れているのです。
　齊藤　新型コロナウイルスがACEⅡ
にくっついて細胞に入っていく。それ
から、我々が臨床でよく使うACE阻害
薬とかARBがACEⅡを増やすのでは
ないかといわれて、つまり体に新型コ
ロナウイルスが入りやすくなるのでは
ないかと一時いわれましたね。
　田村　そうですね。当初は、私ども
のところにかかりつけ医から直接「実
際のところどうなのですか」という問
い合わせが寄せられました。そういっ
た状況を踏まえて、まず最初に海外の
ほうでは国際高血圧学会、ISHでステ
ートメントを出す。それに対応して日
本でも日本高血圧学会や日本腎臓学会
がステートメントを出すという状況に
なったと理解しています。
　齊藤　ということで、2020年３月の
半ば頃でしょうか、そういうことが話
題になってきて、その後、新型コロナ
ウイルスが世界中に広まりました。そ
の辺のデータも出始めていますか。
　田村　最初はCOVID-19が多く発症
した中国からの報告がかなり多くて、
その後、ヨーロッパ、米国などからの
報告が臨床的な後ろ向きの解析結果と
して報告されていたのですが、残念な
がら日本からはあまり報告がない。そ
ういった中で、最初にACEⅡの関与に
ついての疑問が出てきたバックグラウ
ンドは、動物実験の結果であったと理
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解しています。いろいろな病態モデル
を用いた動物実験において、ACEⅡ組
織での発現が変化するのではないか。
そういった病態にレニン・アンジオテ
ンシン系阻害薬を動物実験で投与する
と、病態によって低下している組織の
ACEⅡが元のレベルに戻ることをと
らえて、レニン・アンジオテンシン系
阻害薬を使うとCOVID-19の状況での
ACEⅡが増えて、それが受容体になっ
てCOVID-19に感染しやすくなるので
はないか、重症化するのではないかと
いうことが可能性としていわれていま
す。実際に使われた動物実験モデルで
も病態によって、減った組織のACE
Ⅱがレニン・アンジオテンシン系阻害
薬によって元のレベルに戻るという程
度で、正常状態より増えるということ
はないという確認がされています。そ
の点につきましては日本高血圧学会や
日本腎臓学会などのホームページで公
開している動画サイトでもかかりつけ
医、あるいは一般の患者さんなどにわ
かりやすく解説されています。ぜひ日
本高血圧学会や日本腎臓学会などの
COVID-19関連サイトをご覧いただけ
ればと思います。
　齊藤　基本的には今使っている降圧
薬はそのまま継続していくということ
ですね。
　田村　そうですね。レニン・アンジ
オテンシン系阻害薬を含めまして、む
しろ降圧薬をかえてしまいますと、降

圧薬をかえた時点で血圧が不安定化す
ることによって、高血圧が悪くなった
り、あるいは高血圧合併症の心筋梗塞
や脳梗塞、動脈瘤の発症のリスクが上
がることも懸念されています。先ほど
から申し上げているように、RAS阻害
薬とCOVID-19の関係はあくまでも動
物実験レベルから上がってきた疑問で
して、私どもが行いましたKanagawa 
RASI COVID-19研究を含めまして、今
得られている後ろ向き解析研究や最近
の前向き研究の結果ではレニンアンジ
オテンシン系阻害薬を服用しているこ
とによってCOVID-19にかかりやすく
なるとか、あるいは肺炎などの臓器障
害を悪化させるような知見は得られて
いません。その点は心配なく、今レニ
ン・アンジオテンシン系阻害薬、例え
ばACE阻害薬、あるいはARBをのま
れている患者さんにおかれては、出さ
れている降圧薬を変更することなく、
そのまま内服を継続していただいたほ
うがいいと考えています。
　齊藤　糖尿病患者さんで高血圧があ
る場合も同様ですね。
　田村　そうですね。特に日本高血圧
学会の治療ガイドラインのJSH2019ガ
イドラインにも書かれていますが、レ
ニン・アンジオテンシン系阻害薬を優
先的に使うべき病態の中に心血管病の
既往や、糖尿病合併症、あるいは蛋白
尿を呈する腎臓病があるとか、そうい
った病態の患者さんにレニン・アンジ

も重症化や予後に関係しているという
報告がみられています。
　齊藤　そうこうしているうちに、ア
ンジオテンシン変換酵素Ⅱ（ACEⅡ）
が急に話題になってきて、それが新型
コロナウイルスの受容体だという話が
出てきましたね。そもそもこのACEⅡ
とはどういったものなのでしょう。
　田村　ACEⅡというのは、もともと
ありますレニン・アンジオテンシン系
（RAS）という血圧を上げる昇圧系の
酵素系の要素のひとつです。この昇圧
系の中でよく知られているのがアンジ
オテンシン変換酵素Ⅰ、ACEⅠです。
これは生理的不活性物質のアンジオテ
ンシンⅠを生理活性物質のアンジオテ
ンシンⅡに変換する。この作られたア
ンジオテンシンⅡが直接的に血管を収
縮する。さらには、体内にナトリウム、
水の貯留を促進することによって循環
血液量が増加して、血圧は上がり、高血
圧を発症・増悪させます。これに対し
て同じACEでも、Ⅰではなくて、ACE
Ⅱの場合には基本的にACEⅠと逆方向
の作用を有しています。ACEⅡはアン
ジオテンシンⅠあるいはアンジオテン
シンⅡを分解して、その産物がMas受
容体を活性化させるとされています。
　アンジオテンシンⅡが結合するAT
Ⅰ受容体は、血圧を上げる方向に作用
するのですが、Mas受容体はATⅠ受
容体と逆の方向に作用する。つまり、
一般的にACEⅡは血圧を下げて、臓

器保護的に作用する酵素であるといわ
れているのです。
　齊藤　新型コロナウイルスがACEⅡ
にくっついて細胞に入っていく。それ
から、我々が臨床でよく使うACE阻害
薬とかARBがACEⅡを増やすのでは
ないかといわれて、つまり体に新型コ
ロナウイルスが入りやすくなるのでは
ないかと一時いわれましたね。
　田村　そうですね。当初は、私ども
のところにかかりつけ医から直接「実
際のところどうなのですか」という問
い合わせが寄せられました。そういっ
た状況を踏まえて、まず最初に海外の
ほうでは国際高血圧学会、ISHでステ
ートメントを出す。それに対応して日
本でも日本高血圧学会や日本腎臓学会
がステートメントを出すという状況に
なったと理解しています。
　齊藤　ということで、2020年３月の
半ば頃でしょうか、そういうことが話
題になってきて、その後、新型コロナ
ウイルスが世界中に広まりました。そ
の辺のデータも出始めていますか。
　田村　最初はCOVID-19が多く発症
した中国からの報告がかなり多くて、
その後、ヨーロッパ、米国などからの
報告が臨床的な後ろ向きの解析結果と
して報告されていたのですが、残念な
がら日本からはあまり報告がない。そ
ういった中で、最初にACEⅡの関与に
ついての疑問が出てきたバックグラウ
ンドは、動物実験の結果であったと理
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オテンシン系阻害薬が使われている場
合には、それなりの理由があって使わ
れているので、むやみやたらにそれを
ほかのクラスの降圧薬にかえるのは危
険であると考えています。
　齊藤　少し話題が変わりますが、外
来患者さんが院内感染が怖いと医療機
関での受診を控えることが起こってい
るといわれています。その辺について
いかがでしょうか。
　田村　これは非常に難しい問題でし
て、確かに一般報道を見ていますと、
東京や神奈川で、院内感染クラスター
が複数報告されています。どういった
状況で院内クラスターが発生している
かを見てみますと、すべてではないの
ですが、当初はCOVID-19とは無関係
と考えられた急性期症状にて、救急車
などにより救急外来を救急受診された
患者さん、あるいは入院されている患
者さんで、最初のPCR検査の感度がだ
いたい70％といわれているのですけれ
ども、それが最初陰性で、診断できず、
その後、実は新型コロナウイルスに感
染していて、もう一度PCR検査をした
ら陽性だったということから始まって
いる場合もあると思います。なかなか
そこは難しいのですが、多くの病院で
入院予定の患者さんに対して、入院前
にPCR検査をして陰性を確認している
ところもありますし、抗体を用いてス
クリーニングしているところもあると
聞いています。そういった取り組みが

があるのではないかと提案しています。
今は皆さん、スマホを持たれています
し、今後ますます重要性が指摘されて
いるper sonal health record（PHR）を
活用していただいて、病院に来なくて
も個人の医療データを病院に送信し、
オンライン診療で患者さんに処方箋も
含めて診察もするということで、血圧
測定の方法もかなり発展してきていま
す。そういったデジタル技術の革新と

院内感染、要するにCOVID-19患者さ
んの院内への入り込みを抑制するバリ
アになっているのではと考えています。
　もともと、私どもの病院もそうだっ
たのですが、COVID-19の患者さんを
受け入れる際には十分な院内感染対策
を施していて、現在も多くの病院で院
内感染対策はかなりしっかりとやって
いると聞いていますので、院内感染の
リスクはかなり低減してきていると考
えていました。しかし、その後当院に
おきましても医療従事者からの指示が
通じにくかった患者さんやマスク装着
が難しかった患者さんを起点として院
内クラスターが発生した経緯もあり、
院内感染対策の難しさを実感いたしま
した。
　齊藤　ということで、服薬継続が非
常に重要ということですが、テレメデ
ィシンは今後さらに発展する必要があ
るのでしょうか。
　田村　それは非常に重要な点でして、
日本高血圧学会においても、ウィズコ
ロナの時代に高血圧をはじめとした生
活習慣病の管理をどのようにしていっ
たらいいのかを現在検討を進めている
ところです。その点については、日本
高血圧学会の伊藤理事長も、「デジタル
ハイパーテンション」、つまり高血圧診
療におけるデジタルフォーメーション
の推進を掲げており、今回保険適用が
初診から認められたオンライン診療と
いう枠組みを今後進展させていく必要

並行してオンライン診療がいろいろな
面において進歩していくことによって、
ウィズ／アフターコロナの時代におけ
る血圧管理の方法もかなり変わってい
くのではないか。そのきっかけになっ
たのが、まさにこのCOVID-19パンデ
ミックではないかと考えているところ
です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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オテンシン系阻害薬が使われている場
合には、それなりの理由があって使わ
れているので、むやみやたらにそれを
ほかのクラスの降圧薬にかえるのは危
険であると考えています。
　齊藤　少し話題が変わりますが、外
来患者さんが院内感染が怖いと医療機
関での受診を控えることが起こってい
るといわれています。その辺について
いかがでしょうか。
　田村　これは非常に難しい問題でし
て、確かに一般報道を見ていますと、
東京や神奈川で、院内感染クラスター
が複数報告されています。どういった
状況で院内クラスターが発生している
かを見てみますと、すべてではないの
ですが、当初はCOVID-19とは無関係
と考えられた急性期症状にて、救急車
などにより救急外来を救急受診された
患者さん、あるいは入院されている患
者さんで、最初のPCR検査の感度がだ
いたい70％といわれているのですけれ
ども、それが最初陰性で、診断できず、
その後、実は新型コロナウイルスに感
染していて、もう一度PCR検査をした
ら陽性だったということから始まって
いる場合もあると思います。なかなか
そこは難しいのですが、多くの病院で
入院予定の患者さんに対して、入院前
にPCR検査をして陰性を確認している
ところもありますし、抗体を用いてス
クリーニングしているところもあると
聞いています。そういった取り組みが

があるのではないかと提案しています。
今は皆さん、スマホを持たれています
し、今後ますます重要性が指摘されて
いるper sonal health record（PHR）を
活用していただいて、病院に来なくて
も個人の医療データを病院に送信し、
オンライン診療で患者さんに処方箋も
含めて診察もするということで、血圧
測定の方法もかなり発展してきていま
す。そういったデジタル技術の革新と

院内感染、要するにCOVID-19患者さ
んの院内への入り込みを抑制するバリ
アになっているのではと考えています。
　もともと、私どもの病院もそうだっ
たのですが、COVID-19の患者さんを
受け入れる際には十分な院内感染対策
を施していて、現在も多くの病院で院
内感染対策はかなりしっかりとやって
いると聞いていますので、院内感染の
リスクはかなり低減してきていると考
えていました。しかし、その後当院に
おきましても医療従事者からの指示が
通じにくかった患者さんやマスク装着
が難しかった患者さんを起点として院
内クラスターが発生した経緯もあり、
院内感染対策の難しさを実感いたしま
した。
　齊藤　ということで、服薬継続が非
常に重要ということですが、テレメデ
ィシンは今後さらに発展する必要があ
るのでしょうか。
　田村　それは非常に重要な点でして、
日本高血圧学会においても、ウィズコ
ロナの時代に高血圧をはじめとした生
活習慣病の管理をどのようにしていっ
たらいいのかを現在検討を進めている
ところです。その点については、日本
高血圧学会の伊藤理事長も、「デジタル
ハイパーテンション」、つまり高血圧診
療におけるデジタルフォーメーション
の推進を掲げており、今回保険適用が
初診から認められたオンライン診療と
いう枠組みを今後進展させていく必要

並行してオンライン診療がいろいろな
面において進歩していくことによって、
ウィズ／アフターコロナの時代におけ
る血圧管理の方法もかなり変わってい
くのではないか。そのきっかけになっ
たのが、まさにこのCOVID-19パンデ
ミックではないかと考えているところ
です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

奈良県立医科大学　医師・患者関係学講座教授
石　井　　均

（聞き手　齊藤郁夫）

糖尿病とクリニカルイナーシャ

　齊藤　糖尿病においてのクリニカル
イナーシャ、これはどういうことなの
でしょうか。
　石井　２つ定義があって、最初の定
義は、「今必要とされる治療がそのタ
イミングで始められなかったり、治療
の強化が行われなかったりする」とい
うものです。最近はガイドラインが整
ってきましたので、「ガイドラインに
沿って治療を変えていく必要がある、
あるいは開始する必要があるときに、
そのとおりにやらない」、こういう定
義をしている先生もいらっしゃいます。
　齊藤　イギリスでクリニカルイナー
シャについての研究があるのですね。
　石井　糖尿病の治療というのはまず
経口薬１剤から始まる。それで血糖コ
ントロールが不十分であれば２剤にな
る。ついで３剤ないしは注射薬の追加
があるのですが、それぞれがどのよう
なタイミングで行われているかをイギ
リスで国民のデータを使って研究した
ものがあります。それによると、１剤
から２剤への変更は比較的早い時期

（平均2.9年）に行われるのですが、そ
れでもHbA1cが８％を超えてから、１
剤目の開始時と同程度に悪くなるのを
待って２剤目が始まる。２剤目から３
剤目も、いっときHbA1c ７％未満と
よくなるのですが、HbA1c ９％近く
なって初めて３剤目が加えられる。こ
れがインスリンになると、さらに５年
以上経過して、HbA1c ９％になって
初めてインスリンが始まる。そういう
実態を報告した文献です。これをガイ
ドラインどおり、合併症を防ぐ基準で
あるHbA1c ７％未満という目標から
みますと、そのとおりに実質の診療が
行われていないクリニカルイナーシャ
であると書かれています。
　齊藤　治療がガイドラインに沿って
強化されていかない理由としては、ど
ういったことが考えられますか。
　石井　糖尿病領域では２つの理由が
あると思います。１つは患者側、１つ
は医師側の理由です。患者側の理由と
しては、薬がどんどん増えていくこと
に対して抵抗がある。それから、イン

スリン注射もGLP-１受容体作動薬も
そうですが、注射そのものがあまり好
きではないということがあると思いま
す。医師側とすれば、糖尿病というの
は基本は食事、運動をしっかりやれば
ということがあるので、どうしても薬
を増やすよりは運動と食事を強化して
経過を見るので、それでタイミングが
遅れてくる。
　それから、注射薬の開始に関しては、
患者さんにもあまり好まれないという
のもあるし、実際、施設によってはイ
ンスリン注射に慣れていない。あるい
は、説明がたいへん。そういう理由が
あると思います。
　齊藤　なかなか難しい問題なのです
が、先生が患者さんとの関係で、薬を
増やさないといけないかなと思ったと
き、具体的にはどのような流れになっ
ていきますか。
　石井　糖尿病治療というのは、患者
さんに自分で治療していくことの必然
性といいますか、治療が自分の得にな
る、利益になることを理解してもらえ
るかどうかが大事だと思います。それ
が糖尿病教育ですが、合併症を防ぐこ
とが大切だとわかっていただくために
はHbA1c ７％未満といった基本的な
治療基準といいますか、安全性の基準
といいますか、そういうものを普段か
らしっかりと理解していただくのが大
事だと思います。
　そこがもしきちんと理解されたら、

これは理想ですが、患者さんのほうか
ら、そろそろ治療強化が必要ではない
かと提案されることが起こり得るので
す。私はそう思っているのですが、実
際にその必要性はわかっていても、薬
が増えていくとか、注射が始まること
に抵抗がありますので、そこをきちん
と話し合っていくことになると思いま
す。
　あなたにとっての利益はここである。
ただし、あなたが嫌だと思っている、
例えば注射の難しさとはこういうこと
である。そこで、ちょっと実物を見て
ください。注射は難しいと思っている
ことと、それから実像、今の注射や針
はこうなっています、最初だったら１
日１回でいけます、あるいは今コント
ロールして、またよくなればやめられ
ます、というような、患者さんがどこ
を不安だと思っているのか、どこに抵
抗感があるのか、それをはっきりさせ
た上で説明するのが有効だと思います。
　齊藤　しっかりした情報提供、それ
から患者さんの疑問、不安に対する専
門的かつ具体的な説明、そういったこ
とがあって、自発的に、患者さんから
の動きとして、そろそろ始めようかと
いうことが起こってくるのが理想的な
パターンになりますか。
　石井　はい。そう思います。でも、
どこがポイントなのか、どういうこと
に不安を感じているのだろうかについ
て、慣れている医師はたくさんご存じ
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

奈良県立医科大学　医師・患者関係学講座教授
石　井　　均

（聞き手　齊藤郁夫）
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行われていないクリニカルイナーシャ
であると書かれています。
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す。私はそう思っているのですが、実
際にその必要性はわかっていても、薬
が増えていくとか、注射が始まること
に抵抗がありますので、そこをきちん
と話し合っていくことになると思いま
す。
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パターンになりますか。
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ですが、そうではない医師もいます。
我々としてはそこを助けられるような、
援助できるようなツールを作っていま
すので、そういうものを使っていただ
けると、患者さんからこういう質問が
来たときにはこういう回答があるとい
うように、医師にも安心していただけ
るのではないかと思っています。
　齊藤　開業医は一人ひとりが独立し
てやっていますから、ある意味、孤独
ですね。そういう開業医を専門医がサ
ポートするような流れができるといい
ですね。
　石井　それは今、どの領域でもそう
ですね。病院としての役割、かかりつ
け医としての役割。患者さんが主人公
ですから、患者さんが一番便利で最適
な医療が受けられるように、日ごろは
かかりつけ医に診ていただいて、基準
を超えて、かかりつけ医で難しいよう
になったら病院へ来ていただいて、し
ばらくの期間、診せていただくことが
できれば、クリニカルイナーシャとい
う問題はだんだん解決するのではない
かと思っています。
　齊藤　前向きにいけると、とてもい
いですね。コロナ禍で糖尿病診療もた
いへんだと思うのですが、診療の形態
も変わってきていますよね。

　石井　対面診療に少し制約があるこ
とから、それを補う方法ができていま
す。そういうものも生かしながら、患
者さんのモチベーションが落ちないよ
うにサポートしていくことを考える時
期に、そういう場面になっているので
はないかと思っています。
　齊藤　こういうクリニカルイナーシ
ャが糖尿病の中でもあることを皆さん
が意識して、しっかりやっていくとい
うことなのでしょうか。
　石井　一言だけ付け加えておきたい
のですが、糖尿病患者さん全体の血糖
コントロール状態は、年々よくなって
きています。それはいろいろな薬が使
えるようになったこともあるし、医師
の意識も高くなったこともあって、よく
なってきています。ただ一部、HbA1c
が８％以上とか９％以上と高い状態の
人がなかなかいい状態に移りにくいと
ころがあるので、そこをターゲットに
して今後はどのようにいい循環を作っ
ていこうかと思っています。
　齊藤　患者さんも、よい人はよいし、
一部の悪い人はなかなかよくならない、
二分化しているのですね。
　石井　そんな感じですね。
　齊藤　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（Ⅱ）

帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座主任教授
大久保　孝　義

（聞き手　大西　真）

家庭血圧、ABPMの活用

　大西　家庭血圧、ABPMの活用につ
いてうかがいたいと思います。
　まず一般的な診察室血圧についてで
すが、いろいろな方法で測定している
と思いますけれども、正しいやり方を
教えていただけますか。
　大久保　正式なやり方といいますと、
測定前、例えば喫煙、あるいはカフェ
インなどを取らずに、誰とも話さない
状態、少なくとも３～５分は安静にし
て座ってから、医師なり看護師が２回
測定する。しかも、数分の間隔を置い
て測定するのが条件になっています。
ガイドライン上ではそうなのですが、
実際、その条件に従って測定されてい
る場合は極めて少ないという報告が実
地医家を対象にしたアンケートなどで
示されています。
　大西　病院へ来てすぐのときの患者
さんはちょっと高めですよね。少し落
ち着いてから測ったりしますが、２回
はなかなか測らないと思います。
　大久保　そうですね。あと、会話を
しながら測定をしてはいけないという

のがあるものの、実際、短い診察時間
の中でどうしても会話をしながら測定
してしまう。コミュニケーションの手
段になっているというか、そういう面
もあって、きちんと測定するのはなか
なか難しいというのが診察室の現状だ
ろうと思います。
　大西　診察室血圧の分類のようなも
のがあるのでしょうか。
　大久保　高血圧学会で2020年ガイド
ラインが改訂されました。そこでの血
圧の分類、高血圧は140/90㎜Hg以上
と変わらないのですが、その下の部分、
今まで正常高値と呼ばれていた、130/ 
80～140/90㎜Hgの間が高値血圧とい
う名称に変わりました。また、120/80
㎜Hg未満の今まで至適血圧と呼ばれ
ていた部分が、正常血圧という名称に
変わりました。その背景として、至適
と正常というのは、一般の方にとって
はどちらも同じだと。至適血圧のうえ
に以前は正常血圧があったのですが、
正常も至適も全部正常のように思われ
てしまうことから、一般の方にわかり
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るのではないかと思っています。
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も変わってきていますよね。
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とから、それを補う方法ができていま
す。そういうものも生かしながら、患
者さんのモチベーションが落ちないよ
うにサポートしていくことを考える時
期に、そういう場面になっているので
はないかと思っています。
　齊藤　こういうクリニカルイナーシ
ャが糖尿病の中でもあることを皆さん
が意識して、しっかりやっていくとい
うことなのでしょうか。
　石井　一言だけ付け加えておきたい
のですが、糖尿病患者さん全体の血糖
コントロール状態は、年々よくなって
きています。それはいろいろな薬が使
えるようになったこともあるし、医師
の意識も高くなったこともあって、よく
なってきています。ただ一部、HbA1c
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人がなかなかいい状態に移りにくいと
ころがあるので、そこをターゲットに
して今後はどのようにいい循環を作っ
ていこうかと思っています。
　齊藤　患者さんも、よい人はよいし、
一部の悪い人はなかなかよくならない、
二分化しているのですね。
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ち着いてから測ったりしますが、２回
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の中でどうしても会話をしながら測定
してしまう。コミュニケーションの手
段になっているというか、そういう面
もあって、きちんと測定するのはなか
なか難しいというのが診察室の現状だ
ろうと思います。
　大西　診察室血圧の分類のようなも
のがあるのでしょうか。
　大久保　高血圧学会で2020年ガイド
ラインが改訂されました。そこでの血
圧の分類、高血圧は140/90㎜Hg以上
と変わらないのですが、その下の部分、
今まで正常高値と呼ばれていた、130/ 
80～140/90㎜Hgの間が高値血圧とい
う名称に変わりました。また、120/80
㎜Hg未満の今まで至適血圧と呼ばれ
ていた部分が、正常血圧という名称に
変わりました。その背景として、至適
と正常というのは、一般の方にとって
はどちらも同じだと。至適血圧のうえ
に以前は正常血圧があったのですが、
正常も至適も全部正常のように思われ
てしまうことから、一般の方にわかり
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やすいように、とにかく120/80㎜Hg
未満の一番いい血圧を、正常血圧と名
前を変えたのです。
　そして、130/80～140/90㎜Hgの間
というのは、かなり140/90㎜Hg以上
に近い循環器疾患の発症リスクがある、
そういったグループなのですが、今ま
で正常高値という名称がついていまし
た。ですから、そこに正常という名称
をつけてしまうと、かえって油断をさ
せてしまうのではないかということか
ら、高値血圧というように名称を変え
て、本当にそこは高血圧の予備軍だと
いう意識を高めようと、そういった分
類に名称が変わったのです。
　大西　昔はよく水銀血圧計を使って
いましたが、これはもう用いられない
方向になっているのですね。
　大久保　そうですね。水銀血圧計は、
水俣条約というものがありまして、そ
れにわが国も批准しており、水銀を使
った製品の輸出入、製造・販売は原則
できないことになっています。そうい
った中で水銀血圧計は今、医師会が中
心になって回収事業をしています。そ
して、水銀の代わりになる血圧計とし
ては、LEDを使っている水銀柱ライク
血圧計という電子圧力柱が水銀血圧計
と同じような動きをし、聴診法で測る
方法が一つあります。また、そういっ
た聴診法ではなくて、電子式の自動血
圧計で測る方法もかなり使われていま
す。

　ただ、いずれにしても、測定前の条
件をきちんとしないと、かなりばらつ
きのある値になるというのが、診察室
血圧の問題点としては共通かと思いま
す。
　大西　一方、患者さんに血圧手帳を
お渡しして、ご家庭で家庭血圧を測っ
てもらうときの測定法は、どういうも
のが勧められているのでしょうか。
　大久保　家庭での血圧測定は、在宅
していて、なおかつ毎日の環境が一定
にできる。起床後１時間以内で、食事
を取る前、薬をのんでいる方は薬をの
む前、あと排尿後という条件がついて
います。排尿していない状態で測ると、
若干血圧が高めに出てしまうので、そ
ういった条件で１～２分の間隔、安静
を置いて２回測るのを起床後に行うの
が一つです。
　あとは就寝前です。寝る前、特に条
件はそれ以上はつけていないのですが、
飲酒をしたとか、あるいは入浴直後だ
とやはり血圧は低下するので、入浴直
後だったり、飲酒後であれば、そのよ
うな条件を血圧手帳に書いていただく
ことによって、その時々の血圧の反応
を自ら判断することもできます。また
朝の血圧、就寝前の血圧は、それぞれ
別に平均化して、高血圧の診断・治療
の指標にするのですが、そういった場
合もこの就寝前の血圧はこういった条
件下だったのでちょっと低めですねな
ど、そういった値を除外した分析も可

能になろうかと思います。
　大西　これもまた分類がいろいろさ
れているのでしょうか。
　大久保　診察室血圧に対応した家庭
血圧の分類というのが2020年のガイド
ラインから設定されました。診察室血
圧の140/90㎜Hgに対応する値が、家
庭血圧では135/85㎜Hgという値にな
ります。これを超えると家庭血圧での
高血圧となります。それは早朝の家庭
血圧の平均、あるいは就寝前の家庭血
圧の平均、いずれかが135/85㎜Hgを
超えたら高血圧と診断されるのです。
そういったかたちで、135/85㎜Hgの下
の分類が家庭血圧では125/75㎜Hgと
いう値なのですが、そこと135/85㎜Hg
の間が、いわゆる高値血圧の領域にな
ろうかと思います。
　大西　それでは次にABPM、これは
24時間自由行動下血圧ですが、これに
ついて教えていただけますか。
　大久保　24時間自由行動下血圧は、
なかなか聞き慣れない方も多い名称か
と思います。これは血圧計を腕に巻い
た状態で、小さな器械を腰の回りにつ
けて、そこから腕端に圧力が定期的に
かかって血圧を測定し、その測定値が
つけている小さな器械に自動的に蓄え
られる。そういう仕組みで、１日を通
して血圧を測れる器械です。日中のみ
ならず、夜間寝ているときも自動的に
血圧計が動いて血圧が測定されます。
　そういった器械では通常、夜間寝て

いるときの血圧はわからないのですが、
ここ二十数年前から、特に夜寝ている
ときの血圧が高いと、将来、循環器疾
患を非常に起こしやすいことがわかっ
てきました。24時間血圧における夜間
の血圧というのは、高血圧の診断、治
療のターゲットとして重要であること
が示されています。
　大西　今うかがった診察室、家庭、
そして24時間、そのあたりを実際の現
場でどのように解釈しながら診療を進
めていったらよいのでしょうか。
　大久保　診察室血圧は、病院、外来
で測る血圧のほかにも、いわゆる健診
や人間ドックなど、医療機関で測る血
圧の総称です。わが国では、健診やド
ックが非常に発展しているので、高血
圧の兆候をとらえるうえで診察室の血
圧というのはたいへん重要であろうと
思います。
　ただ、診察室の血圧というのは、い
わゆる白衣効果、白衣を着ている人を
見ると心臓がドキドキして血圧が上が
ってしまう方がいます。診察室の血圧
が高い方は、家庭での血圧をまず測っ
て、その家庭の血圧が本当に高ければ
高血圧。正常血圧であれば、いわゆる
白衣高血圧ということで、ガイドライ
ン上では治療が不必要な方となります。
そのあたりの高血圧の診断をきちんと
つけるという点で、この診察室血圧と
家庭血圧の２つをまず使っていくこと
が、ガイドラインにおける基本的な考
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やすいように、とにかく120/80㎜Hg
未満の一番いい血圧を、正常血圧と名
前を変えたのです。
　そして、130/80～140/90㎜Hgの間
というのは、かなり140/90㎜Hg以上
に近い循環器疾患の発症リスクがある、
そういったグループなのですが、今ま
で正常高値という名称がついていまし
た。ですから、そこに正常という名称
をつけてしまうと、かえって油断をさ
せてしまうのではないかということか
ら、高値血圧というように名称を変え
て、本当にそこは高血圧の予備軍だと
いう意識を高めようと、そういった分
類に名称が変わったのです。
　大西　昔はよく水銀血圧計を使って
いましたが、これはもう用いられない
方向になっているのですね。
　大久保　そうですね。水銀血圧計は、
水俣条約というものがありまして、そ
れにわが国も批准しており、水銀を使
った製品の輸出入、製造・販売は原則
できないことになっています。そうい
った中で水銀血圧計は今、医師会が中
心になって回収事業をしています。そ
して、水銀の代わりになる血圧計とし
ては、LEDを使っている水銀柱ライク
血圧計という電子圧力柱が水銀血圧計
と同じような動きをし、聴診法で測る
方法が一つあります。また、そういっ
た聴診法ではなくて、電子式の自動血
圧計で測る方法もかなり使われていま
す。

　ただ、いずれにしても、測定前の条
件をきちんとしないと、かなりばらつ
きのある値になるというのが、診察室
血圧の問題点としては共通かと思いま
す。
　大西　一方、患者さんに血圧手帳を
お渡しして、ご家庭で家庭血圧を測っ
てもらうときの測定法は、どういうも
のが勧められているのでしょうか。
　大久保　家庭での血圧測定は、在宅
していて、なおかつ毎日の環境が一定
にできる。起床後１時間以内で、食事
を取る前、薬をのんでいる方は薬をの
む前、あと排尿後という条件がついて
います。排尿していない状態で測ると、
若干血圧が高めに出てしまうので、そ
ういった条件で１～２分の間隔、安静
を置いて２回測るのを起床後に行うの
が一つです。
　あとは就寝前です。寝る前、特に条
件はそれ以上はつけていないのですが、
飲酒をしたとか、あるいは入浴直後だ
とやはり血圧は低下するので、入浴直
後だったり、飲酒後であれば、そのよ
うな条件を血圧手帳に書いていただく
ことによって、その時々の血圧の反応
を自ら判断することもできます。また
朝の血圧、就寝前の血圧は、それぞれ
別に平均化して、高血圧の診断・治療
の指標にするのですが、そういった場
合もこの就寝前の血圧はこういった条
件下だったのでちょっと低めですねな
ど、そういった値を除外した分析も可

能になろうかと思います。
　大西　これもまた分類がいろいろさ
れているのでしょうか。
　大久保　診察室血圧に対応した家庭
血圧の分類というのが2020年のガイド
ラインから設定されました。診察室血
圧の140/90㎜Hgに対応する値が、家
庭血圧では135/85㎜Hgという値にな
ります。これを超えると家庭血圧での
高血圧となります。それは早朝の家庭
血圧の平均、あるいは就寝前の家庭血
圧の平均、いずれかが135/85㎜Hgを
超えたら高血圧と診断されるのです。
そういったかたちで、135/85㎜Hgの下
の分類が家庭血圧では125/75㎜Hgと
いう値なのですが、そこと135/85㎜Hg
の間が、いわゆる高値血圧の領域にな
ろうかと思います。
　大西　それでは次にABPM、これは
24時間自由行動下血圧ですが、これに
ついて教えていただけますか。
　大久保　24時間自由行動下血圧は、
なかなか聞き慣れない方も多い名称か
と思います。これは血圧計を腕に巻い
た状態で、小さな器械を腰の回りにつ
けて、そこから腕端に圧力が定期的に
かかって血圧を測定し、その測定値が
つけている小さな器械に自動的に蓄え
られる。そういう仕組みで、１日を通
して血圧を測れる器械です。日中のみ
ならず、夜間寝ているときも自動的に
血圧計が動いて血圧が測定されます。
　そういった器械では通常、夜間寝て

いるときの血圧はわからないのですが、
ここ二十数年前から、特に夜寝ている
ときの血圧が高いと、将来、循環器疾
患を非常に起こしやすいことがわかっ
てきました。24時間血圧における夜間
の血圧というのは、高血圧の診断、治
療のターゲットとして重要であること
が示されています。
　大西　今うかがった診察室、家庭、
そして24時間、そのあたりを実際の現
場でどのように解釈しながら診療を進
めていったらよいのでしょうか。
　大久保　診察室血圧は、病院、外来
で測る血圧のほかにも、いわゆる健診
や人間ドックなど、医療機関で測る血
圧の総称です。わが国では、健診やド
ックが非常に発展しているので、高血
圧の兆候をとらえるうえで診察室の血
圧というのはたいへん重要であろうと
思います。
　ただ、診察室の血圧というのは、い
わゆる白衣効果、白衣を着ている人を
見ると心臓がドキドキして血圧が上が
ってしまう方がいます。診察室の血圧
が高い方は、家庭での血圧をまず測っ
て、その家庭の血圧が本当に高ければ
高血圧。正常血圧であれば、いわゆる
白衣高血圧ということで、ガイドライ
ン上では治療が不必要な方となります。
そのあたりの高血圧の診断をきちんと
つけるという点で、この診察室血圧と
家庭血圧の２つをまず使っていくこと
が、ガイドラインにおける基本的な考
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え方です。
　24時間の血圧というのは、測定でき
る医療機関が限られていますし、また
保険診療下ではありますが、ある程度
医師の診断の目的のために使わなけれ
ばならない、そういう制約があります。
主として家庭血圧もかなりばらつくよ
うな方とか、あるいは高血圧の薬をの
んでいて、家庭血圧にばらつきがあっ
て、ちょっと低いようだけれども、心
臓の肥大が進行するとか、腎機能がど

んどん悪くなってしまうような方には、
特に夜間の血圧が高い、いわゆる夜間
高血圧タイプというのが隠れている場
合がありますので、そういった方は専
門の医療機関で、24時間の血圧を測定
して、夜間の血圧をしっかり見る。も
し高ければ、そこを治療のターゲット
とすることによって、将来の合併症が
予防できるようなことも推測されてい
ます。
　大西　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科主任教授
西　村　理　明

（聞き手　齊藤郁夫）

Ambulatory Glucose Profileの活用

　齊藤　血糖の正確なモニターについ
て進歩があるということで、その歴史
からお話しください。
　西村　血糖値を言葉でお伝えするの
はすごく難しいので、まず目の前に、
真横一文字に１本の線を引いていただ
きたいと思います。それが血糖値100
だとみなしてください。全く糖尿病の
ない方ですと、食べようが何をしよう
が、１日中ほとんど100のところを推
移している。水平線、地平線のような
線を目の前に思い浮かべていただけれ
ばと思うのですが、なぜこうなるのか
というと、下からは血糖を上げるホル
モン（血糖値が下がってしまったら人
間は死んでしまいますので、血糖を上
げるホルモンであるグルカゴン、成長
ホルモン、興奮すると出てくるアドレ
ナリン等）が支えていて、上からはイ
ンスリンが血糖値を下げている。この
両者のバランスがぴったりとれている
ため、水平線のような血糖値になって
いるのです。
　ところが、このバランスが壊れ出す

と、まず上がるのが食後の血糖値です。
まさに漢字の「山」の字みたいな形で
食後が上がってくる。それがさらに悪
くなると１日の血糖値全体が上がって
くる。そこに血糖値を下げる薬、運動
など、いろいろな要素が入ってくると、
日々のパターンがばらばらになって、
縮れた麺をただ横に伸ばして並べたよ
うに変わっていくイメージを目の前に
想像していただきたいと思うのです。
　私は血糖値を連続的に測れるcon-
tinu ous glucose monitoring（CGM）、
持続血糖モニターに長年かかわってき
ましたので、１日の血糖パターンはこ
のように悪くなるということをイメー
ジできます。そもそもCGMがない時
代に糖尿病診療をどのように行ってき
たかといいますと、まず最初の大きな
進歩というのは血糖値を測れるように
なったときです。血糖変動がどのよう
に悪くなっていくかを見るのに、１点
だけしか見られない、そういう時代が
50年以上続きました。
　次の時代は皆様方よくご存じの、血
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え方です。
　24時間の血圧というのは、測定でき
る医療機関が限られていますし、また
保険診療下ではありますが、ある程度
医師の診断の目的のために使わなけれ
ばならない、そういう制約があります。
主として家庭血圧もかなりばらつくよ
うな方とか、あるいは高血圧の薬をの
んでいて、家庭血圧にばらつきがあっ
て、ちょっと低いようだけれども、心
臓の肥大が進行するとか、腎機能がど

んどん悪くなってしまうような方には、
特に夜間の血圧が高い、いわゆる夜間
高血圧タイプというのが隠れている場
合がありますので、そういった方は専
門の医療機関で、24時間の血圧を測定
して、夜間の血圧をしっかり見る。も
し高ければ、そこを治療のターゲット
とすることによって、将来の合併症が
予防できるようなことも推測されてい
ます。
　大西　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅱ）

東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科主任教授
西　村　理　明

（聞き手　齊藤郁夫）

Ambulatory Glucose Profileの活用

　齊藤　血糖の正確なモニターについ
て進歩があるということで、その歴史
からお話しください。
　西村　血糖値を言葉でお伝えするの
はすごく難しいので、まず目の前に、
真横一文字に１本の線を引いていただ
きたいと思います。それが血糖値100
だとみなしてください。全く糖尿病の
ない方ですと、食べようが何をしよう
が、１日中ほとんど100のところを推
移している。水平線、地平線のような
線を目の前に思い浮かべていただけれ
ばと思うのですが、なぜこうなるのか
というと、下からは血糖を上げるホル
モン（血糖値が下がってしまったら人
間は死んでしまいますので、血糖を上
げるホルモンであるグルカゴン、成長
ホルモン、興奮すると出てくるアドレ
ナリン等）が支えていて、上からはイ
ンスリンが血糖値を下げている。この
両者のバランスがぴったりとれている
ため、水平線のような血糖値になって
いるのです。
　ところが、このバランスが壊れ出す

と、まず上がるのが食後の血糖値です。
まさに漢字の「山」の字みたいな形で
食後が上がってくる。それがさらに悪
くなると１日の血糖値全体が上がって
くる。そこに血糖値を下げる薬、運動
など、いろいろな要素が入ってくると、
日々のパターンがばらばらになって、
縮れた麺をただ横に伸ばして並べたよ
うに変わっていくイメージを目の前に
想像していただきたいと思うのです。
　私は血糖値を連続的に測れるcon-
tinu ous glucose monitoring（CGM）、
持続血糖モニターに長年かかわってき
ましたので、１日の血糖パターンはこ
のように悪くなるということをイメー
ジできます。そもそもCGMがない時
代に糖尿病診療をどのように行ってき
たかといいますと、まず最初の大きな
進歩というのは血糖値を測れるように
なったときです。血糖変動がどのよう
に悪くなっていくかを見るのに、１点
だけしか見られない、そういう時代が
50年以上続きました。
　次の時代は皆様方よくご存じの、血
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糖コントロールの平均値を見るHbA1c
で、1980年代にはHbA1cが測定できる
ようになり、平均血糖値がわかるよう
になりました。
　ただ、HbA1cが独り歩きしすぎて、
HbA1cを７にしておけば大丈夫、もっ
と下げればさらに良いのではとのこと
で、HbA1cをどんどん下げる研究が行
われてきたのですが、HbA1cを下げて
も糖尿病患者さんの予後はよくならな
いということがわかってきたのです。
　それでは何がいけないのだろうとい
うことで、21世紀初頭から血糖を連続
的に測る器械であるCGMが出てきた
のです。最初に出てきたのは1999年で
す。ただ、その頃は、一つセンサーを
皮膚に刺しても３日しか測ることがで

きなかったのです。その後、10年ぐら
いかけて、2010年を越えたあたりから
劇的に器械が進歩して、今は最長で２
週間測れるようになってきました。
　そうしますと、血糖の流れが“見え
る化”します。糖尿病が全くない方で
は血糖は１日を通して本当に水平線の
ように平らなのですが、糖尿病の方は
夜が上がったり下がったり、食後も上
がったり下がったり。それは薬、スト
レス、気温、そして運動の影響もある。
それが日々全く違うのです。それを１
日だけ見ても判断できません。２日見
ても判断できない。どれぐらい見たら
いいかを検討すると、２週間ぐらいが
良いことがわかりました。でも、２週
間のデータを全部見ても、専門外の医

図　測定データの重ね合わせとAGPの比較 師にとっても、患者さんにとっても、
どこを見たらよいかわからない。そう
いうことで、考えられたのが、今回の
メイントピックスであるAmbulatory 
Glucose Profile、通称AGPと呼ぶもの
です。
　どういうものかというと、14日間
CGMを行ったとして血糖値の中央値
を結んだ線が真ん中に来ます。そして、
次に濃い帯は、２日に１日はこの帯に
血糖が入るという範囲。その外側に薄
い帯が来ます。それは、５日間測った
ら４日間はその帯のどこかに血糖が入
るというもので、これを表したのが
AGPです。
　AGPでまず見ていただきたいのは、
その帯が低血糖（70㎎/dL以下）にな
っているところがあったら、そこに影
響しているだろうインスリンを減らす
ことです。スーパーボールを思い出し
ていただければと思うのですが、床に
ポーンと投げつけると跳ね上がります。
それと同じで、低血糖が起きると、血
糖を上げようとするホルモンが出てき
て、バーンと跳ね返って高血糖になる
のです。ですから、まず低血糖をなく
していただく。その段階でも高血糖が
あれば、その時間帯のインスリンを増
やしていくと、糖尿病のコントロール
はだんだんよくなっていきます。です
から、簡単に言えば、CGMの結果を
簡単に読み解く便利なツール、AGPと
はそういうものだと思っていただけれ

ばと思います。
　齊藤　これは2010年頃から急速に進
歩して使いやすく、費用も安くなった
ということでしょうか。
　西村　そうです。それまでCGMをや
ろうと思いましたら、基本的には保険
診療下であれば、大学病院をはじめと
して多くの医療機関においては、その
コストは完全に医療機関の持ち出しに
なっていました。2010年を越えてから、
CGM機器の価格がおよそ100分の１か
ら50分の１ぐらいに急激に安くなり、
使い勝手もとても良くなりましたので、
CGMが急速に普及しています。
　特に、2020年の４月からは、より広
い対象の方で使えるようになった機種
もありますので、これからこの機器を
使う方がかなり増加すると予想してい
ます。
　齊藤　対象はインスリンを使ってい
る方でしょうか。
　西村　保険診療において今のところ
はインスリンを使っている方が基本的
には対象となっています。ただし、医
療機関で装着して、２週間もしくは６
日間だけやるというCGMもあります。
それに関しては、２型糖尿病で、イン
スリンを使っていなくても、低血糖を
起こしている可能性がある方であれば
使える機種もあるので、詳しいことは
担当医にご相談いただければと思いま
す。
　齊藤　糖尿病の診療が安全になって、
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糖コントロールの平均値を見るHbA1c
で、1980年代にはHbA1cが測定できる
ようになり、平均血糖値がわかるよう
になりました。
　ただ、HbA1cが独り歩きしすぎて、
HbA1cを７にしておけば大丈夫、もっ
と下げればさらに良いのではとのこと
で、HbA1cをどんどん下げる研究が行
われてきたのですが、HbA1cを下げて
も糖尿病患者さんの予後はよくならな
いということがわかってきたのです。
　それでは何がいけないのだろうとい
うことで、21世紀初頭から血糖を連続
的に測る器械であるCGMが出てきた
のです。最初に出てきたのは1999年で
す。ただ、その頃は、一つセンサーを
皮膚に刺しても３日しか測ることがで

きなかったのです。その後、10年ぐら
いかけて、2010年を越えたあたりから
劇的に器械が進歩して、今は最長で２
週間測れるようになってきました。
　そうしますと、血糖の流れが“見え
る化”します。糖尿病が全くない方で
は血糖は１日を通して本当に水平線の
ように平らなのですが、糖尿病の方は
夜が上がったり下がったり、食後も上
がったり下がったり。それは薬、スト
レス、気温、そして運動の影響もある。
それが日々全く違うのです。それを１
日だけ見ても判断できません。２日見
ても判断できない。どれぐらい見たら
いいかを検討すると、２週間ぐらいが
良いことがわかりました。でも、２週
間のデータを全部見ても、専門外の医

図　測定データの重ね合わせとAGPの比較 師にとっても、患者さんにとっても、
どこを見たらよいかわからない。そう
いうことで、考えられたのが、今回の
メイントピックスであるAmbulatory 
Glucose Profile、通称AGPと呼ぶもの
です。
　どういうものかというと、14日間
CGMを行ったとして血糖値の中央値
を結んだ線が真ん中に来ます。そして、
次に濃い帯は、２日に１日はこの帯に
血糖が入るという範囲。その外側に薄
い帯が来ます。それは、５日間測った
ら４日間はその帯のどこかに血糖が入
るというもので、これを表したのが
AGPです。
　AGPでまず見ていただきたいのは、
その帯が低血糖（70㎎/dL以下）にな
っているところがあったら、そこに影
響しているだろうインスリンを減らす
ことです。スーパーボールを思い出し
ていただければと思うのですが、床に
ポーンと投げつけると跳ね上がります。
それと同じで、低血糖が起きると、血
糖を上げようとするホルモンが出てき
て、バーンと跳ね返って高血糖になる
のです。ですから、まず低血糖をなく
していただく。その段階でも高血糖が
あれば、その時間帯のインスリンを増
やしていくと、糖尿病のコントロール
はだんだんよくなっていきます。です
から、簡単に言えば、CGMの結果を
簡単に読み解く便利なツール、AGPと
はそういうものだと思っていただけれ

ばと思います。
　齊藤　これは2010年頃から急速に進
歩して使いやすく、費用も安くなった
ということでしょうか。
　西村　そうです。それまでCGMをや
ろうと思いましたら、基本的には保険
診療下であれば、大学病院をはじめと
して多くの医療機関においては、その
コストは完全に医療機関の持ち出しに
なっていました。2010年を越えてから、
CGM機器の価格がおよそ100分の１か
ら50分の１ぐらいに急激に安くなり、
使い勝手もとても良くなりましたので、
CGMが急速に普及しています。
　特に、2020年の４月からは、より広
い対象の方で使えるようになった機種
もありますので、これからこの機器を
使う方がかなり増加すると予想してい
ます。
　齊藤　対象はインスリンを使ってい
る方でしょうか。
　西村　保険診療において今のところ
はインスリンを使っている方が基本的
には対象となっています。ただし、医
療機関で装着して、２週間もしくは６
日間だけやるというCGMもあります。
それに関しては、２型糖尿病で、イン
スリンを使っていなくても、低血糖を
起こしている可能性がある方であれば
使える機種もあるので、詳しいことは
担当医にご相談いただければと思いま
す。
　齊藤　糖尿病の診療が安全になって、
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より効果的になるのですね。こういっ
たものを人間ドックなどで利用して糖
尿病を早期に見つけることもできるの
でしょうか。
　西村　これは私の個人的な意見です
が、この器械が最も効果を発揮するの
は、糖尿病になるかならないかのいわ
ゆる境界型、前糖尿病の方、もしくは
糖尿病に足を一歩だけ踏み入れたよう
な状態の方だと思います。１週間でも
２週間でも自分の生活習慣を見直すた
めにこれをつけると、これがいけない、
もしくはこの食べ物がいけない、もし
くは食後に運動をするとこんなに下が
るんだということが“見える化”しま
す。少し食べる量を減らすとこんなに
良いとか、あの食事はこんなに血糖値
を上げてしまったということが可視化
されるので、そこで生活習慣を改善す

れば、100％とは言いませんが、95％
近い方は将来、薬をのまなくて済むよ
うになるのではないでしょうか。です
から、早めに可視化してフィードバッ
クするツールとして絶大な効果をもた
らす機器だと考えています。
　齊藤　今は重症患者がメインでした
が、今後は初期の方に、予防という意
味で使っていけるのではないかという
ことですね。
　西村　そのとおりです。医療経済を
考えると、どうしても対象が増えてし
まうので、なかなか保険診療でという
わけにはいかないと思いますが、自費
でもCGMを行う機会がある方にとっ
て、これは極めて大きな意義のある検
査になるのではないかと信じています。
　齊藤　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（Ⅱ）

大分大学内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授
柴　田　洋　孝

（聞き手　大西　真）

治療抵抗性高血圧とMR拮抗薬

　大西　柴田先生、治療抵抗性高血圧
とMR拮抗薬というテーマで教えてい
ただきたいと思います。
　まずはじめに、MR拮抗薬とはどう
いったものなのでしょうか。
　柴田　以前の高血圧の治療ガイドラ
イン2014ではアルドステロン拮抗薬と
いう名称で呼ばれていた薬ですが、
2020年に改訂されたJSH2019（高血圧
治療ガイドライン2019）では「ミネラ
ルコルチコイド受容体（MR）拮抗薬」
という分類に名称変更されました。こ
れはアルドステロンに拮抗する薬剤と
いうことですが、実はアルドステロン
が必ずしも高い値でなくても、場合に
よってはコルチゾールがMRに結合し
ているときもMRをブロックするとい
うことから今回、「MR拮抗薬」に変更
されました。
　一方、今でもカリウム保持性利尿薬
という名称も使われていますが、尿量
が増加するような利尿作用はほとんど
ヒトではみられないということで、今
回、ガイドラインの委員会としては

MR拮抗薬という名称を使うことにな
りました。
　大西　より適切な名称になったので
すね。
　柴田　そうですね。
　大西　MR拮抗薬の適応について具
体的に教えていただけますか。
　柴田　現在、日本で使えるMR拮抗
薬は３種類あります。従来から使われ
ているステロイド構造を持つスピロノ
ラクトン、エプレレノンという２種類
の薬があり、この春からは非ステロイ
ド型のエサキセレノンという薬が加わ
って、３種類になりました。
　保険病名の適応としては、スピロノ
ラクトンはかなり古い薬ですが、高血
圧症に加えて、心不全、浮腫、原発性
アルドステロン症（PA）が適応になり
ます。エプレレノンは高血圧症に大規
模臨床試験などから収縮不全を中心と
する慢性心不全が加わりました。2020
年上市されたエサキセレノンは今のと
ころ高血圧症だけですが、今後のエビ
デンス次第かと思います。
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より効果的になるのですね。こういっ
たものを人間ドックなどで利用して糖
尿病を早期に見つけることもできるの
でしょうか。
　西村　これは私の個人的な意見です
が、この器械が最も効果を発揮するの
は、糖尿病になるかならないかのいわ
ゆる境界型、前糖尿病の方、もしくは
糖尿病に足を一歩だけ踏み入れたよう
な状態の方だと思います。１週間でも
２週間でも自分の生活習慣を見直すた
めにこれをつけると、これがいけない、
もしくはこの食べ物がいけない、もし
くは食後に運動をするとこんなに下が
るんだということが“見える化”しま
す。少し食べる量を減らすとこんなに
良いとか、あの食事はこんなに血糖値
を上げてしまったということが可視化
されるので、そこで生活習慣を改善す

れば、100％とは言いませんが、95％
近い方は将来、薬をのまなくて済むよ
うになるのではないでしょうか。です
から、早めに可視化してフィードバッ
クするツールとして絶大な効果をもた
らす機器だと考えています。
　齊藤　今は重症患者がメインでした
が、今後は初期の方に、予防という意
味で使っていけるのではないかという
ことですね。
　西村　そのとおりです。医療経済を
考えると、どうしても対象が増えてし
まうので、なかなか保険診療でという
わけにはいかないと思いますが、自費
でもCGMを行う機会がある方にとっ
て、これは極めて大きな意義のある検
査になるのではないかと信じています。
　齊藤　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（Ⅱ）

大分大学内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授
柴　田　洋　孝

（聞き手　大西　真）

治療抵抗性高血圧とMR拮抗薬

　大西　柴田先生、治療抵抗性高血圧
とMR拮抗薬というテーマで教えてい
ただきたいと思います。
　まずはじめに、MR拮抗薬とはどう
いったものなのでしょうか。
　柴田　以前の高血圧の治療ガイドラ
イン2014ではアルドステロン拮抗薬と
いう名称で呼ばれていた薬ですが、
2020年に改訂されたJSH2019（高血圧
治療ガイドライン2019）では「ミネラ
ルコルチコイド受容体（MR）拮抗薬」
という分類に名称変更されました。こ
れはアルドステロンに拮抗する薬剤と
いうことですが、実はアルドステロン
が必ずしも高い値でなくても、場合に
よってはコルチゾールがMRに結合し
ているときもMRをブロックするとい
うことから今回、「MR拮抗薬」に変更
されました。
　一方、今でもカリウム保持性利尿薬
という名称も使われていますが、尿量
が増加するような利尿作用はほとんど
ヒトではみられないということで、今
回、ガイドラインの委員会としては

MR拮抗薬という名称を使うことにな
りました。
　大西　より適切な名称になったので
すね。
　柴田　そうですね。
　大西　MR拮抗薬の適応について具
体的に教えていただけますか。
　柴田　現在、日本で使えるMR拮抗
薬は３種類あります。従来から使われ
ているステロイド構造を持つスピロノ
ラクトン、エプレレノンという２種類
の薬があり、この春からは非ステロイ
ド型のエサキセレノンという薬が加わ
って、３種類になりました。
　保険病名の適応としては、スピロノ
ラクトンはかなり古い薬ですが、高血
圧症に加えて、心不全、浮腫、原発性
アルドステロン症（PA）が適応になり
ます。エプレレノンは高血圧症に大規
模臨床試験などから収縮不全を中心と
する慢性心不全が加わりました。2020
年上市されたエサキセレノンは今のと
ころ高血圧症だけですが、今後のエビ
デンス次第かと思います。
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めることも多く行われています。
　大西　治療抵抗性高血圧に対する
MR関連高血圧について詳しく教えて
いただけますか。
　柴田　４剤使わないと血圧がコント
ロールできない方は、その背景因子と
していろいろなことがあると思います。
患者さんのアドヒアランス不良や不適
切な生活習慣などがあげられます。実
際の基礎疾患として、疫学的には肥満、
糖尿病、慢性腎臓病、これは非常に多
い３疾患かと思います。非常にありふ
れた、日常最もよく見る患者像だと思
うのですが、こういう方々の中でMR
が活性化されている方が多いのではな
いかと疫学的なことから推定され、私
たちもMR関連高血圧と提唱していま
す。そういう方を見ると、実はアルド
ステロンが高い方はそれほどいなくて、
正常ぐらいであったり、中にはやや低
めだったりする方もいます。
　そういう方に、定義上はどうしても
血圧が下がらないときに４番目にMR
拮抗薬ということなのですが、２番目
とか３番目ぐらいの早い段階でMR拮
抗薬を投与しても、意外と血圧コント
ロールがよくなる例があります。ガイ
ドラインでは合併症がない場合、MR
拮抗薬は４番目ですが、合併症がある
程度ある方に関しては早めに投与して
みて、効かなければまた順番どおり投
与すればいいかと今のところ考えてい
ます。

　大西　なかなか単剤では難しいケー
スが多いと思うのですが、４番目も必
要になるケースはけっこうあるものな
のでしょうか。
　柴田　数としては確かにそれほど多
くはないと思うのです。ですから、個
人的には逆に早めに投与することで治
療抵抗性高血圧にならずに、コントロ
ールできる方が増えるのではないかと
考えます。エビデンスはこれからだと
思います。
　大西　生活習慣の是正もかなり重要
になるのですね。
　柴田　おっしゃるとおりです。特に
塩分を多く取りますとMRが活性化さ
れてしまうといわれているので、減塩
を含めた生活習慣の是正は切っても切
り離せない重要なところかと思います。
　大西　よく患者さんに血圧をつけて
いただいていると思うのですが、徐々
に薬を増やしていくときの判断に迷う
こともあります。実際どのように段階
的に薬を増やしているのでしょうか。
　柴田　一般に患者さんは薬を増やす
のをあまり好まれない方もけっこうい
ます。ですから、特にアルドステロン
がかかわるMR関連高血圧は、夜間高
血圧、早朝のサージみたいなことも多
いので、朝方が高い方に関しては、ま
ず増やす前に、朝のんでいる薬を就寝
前にのんでもらって、効果が変わらな
いかどうかを見る。少しよくなればそ
れで様子を見る場合もありますし、変

　大西　降圧薬としてのMR拮抗薬の
立ち位置について教えていただけます
か。
　柴田　ガイドラインでは、合併症が
ない高血圧であれば、第一選択薬には
入っていない薬です。第一選択薬は
ARB、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、サイ
アザイド系利尿薬で、血圧コントロー
ルが不十分なときはこれを順次併用し
ていきます。それでも降圧不十分な治
療抵抗性高血圧に、４番目の薬剤とし
てMR拮抗薬が推奨されます。
　それ以外としては、心不全（特に収
縮不全）や原発性アルドステロン症に
合併する高血圧では強く推奨されます。
　大西　なかなか血圧が下がらないケ
ースで難渋する場合もあるかと思いま
すが、そういったときの位置づけにな
るのですね。
　柴田　そうだと思います。
　大西　それでは、原発性アルドステ
ロン症に対するこのMR拮抗薬につい
て教えていただけますか。
　柴田　最近では日常の臨床でもかな
り高血圧の患者さんの原因検査が行わ
れるようになってきました。原発性ア
ルドステロン症も見つかる頻度が増え
ていますが、PAでも実際に手術にな
る患者さんは30～40％です。スクリー
ニング検査陽性で見つかる患者さんの
多くは両側病変で、軽症の高血圧で血
清カリウムが正常の方が多いです。ま
た、手術を希望しない方、スクリーニ

ング以降の検査を希望しない場合は、
「PAの疑い例」に相当し、今回のガイ
ドラインでは第一選択でそのような患
者さんにはMR拮抗薬を生涯続けるこ
とで合併症を減らそうということが書
かれています。実際にはPA疑いも含
めて広く使われる傾向が今後、出てく
ると思います。
　大西　臨床の現場で原発性アルドス
テロン症を見つけるのは難しい場合も
あるかと思いますが、どういった点に
気をつけて見つけていますか。
　柴田　ガイドラインにはいろいろ書
いてあるのですが、個人的には、今ま
でレニンとかアルドステロンの検査を
一度も受けたことがない高血圧の方で
あれば、薬をのんでいる状態でも、ぜ
ひ一度、午前中の時間帯に検査してい
ただくと、意外に見つかる方がいるの
ではないかと思っています。
　大西　画像検査も重要になってくる
のですね。
　柴田　そうですね。CTなどの検査
も疑い例を合わせると、実際には少し
見つかる率が上がるのではないかと思
います。
　大西　以前はよくサンプリングなど
をしていましたが。
　柴田　今はサンプリング検査は手術
希望がある場合に、一側かどうかとい
うことですので、患者さんの手術希望
があまり積極的でない場合はそこまで
行わずに、MR拮抗薬の治療を先に始
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めることも多く行われています。
　大西　治療抵抗性高血圧に対する
MR関連高血圧について詳しく教えて
いただけますか。
　柴田　４剤使わないと血圧がコント
ロールできない方は、その背景因子と
していろいろなことがあると思います。
患者さんのアドヒアランス不良や不適
切な生活習慣などがあげられます。実
際の基礎疾患として、疫学的には肥満、
糖尿病、慢性腎臓病、これは非常に多
い３疾患かと思います。非常にありふ
れた、日常最もよく見る患者像だと思
うのですが、こういう方々の中でMR
が活性化されている方が多いのではな
いかと疫学的なことから推定され、私
たちもMR関連高血圧と提唱していま
す。そういう方を見ると、実はアルド
ステロンが高い方はそれほどいなくて、
正常ぐらいであったり、中にはやや低
めだったりする方もいます。
　そういう方に、定義上はどうしても
血圧が下がらないときに４番目にMR
拮抗薬ということなのですが、２番目
とか３番目ぐらいの早い段階でMR拮
抗薬を投与しても、意外と血圧コント
ロールがよくなる例があります。ガイ
ドラインでは合併症がない場合、MR
拮抗薬は４番目ですが、合併症がある
程度ある方に関しては早めに投与して
みて、効かなければまた順番どおり投
与すればいいかと今のところ考えてい
ます。

　大西　なかなか単剤では難しいケー
スが多いと思うのですが、４番目も必
要になるケースはけっこうあるものな
のでしょうか。
　柴田　数としては確かにそれほど多
くはないと思うのです。ですから、個
人的には逆に早めに投与することで治
療抵抗性高血圧にならずに、コントロ
ールできる方が増えるのではないかと
考えます。エビデンスはこれからだと
思います。
　大西　生活習慣の是正もかなり重要
になるのですね。
　柴田　おっしゃるとおりです。特に
塩分を多く取りますとMRが活性化さ
れてしまうといわれているので、減塩
を含めた生活習慣の是正は切っても切
り離せない重要なところかと思います。
　大西　よく患者さんに血圧をつけて
いただいていると思うのですが、徐々
に薬を増やしていくときの判断に迷う
こともあります。実際どのように段階
的に薬を増やしているのでしょうか。
　柴田　一般に患者さんは薬を増やす
のをあまり好まれない方もけっこうい
ます。ですから、特にアルドステロン
がかかわるMR関連高血圧は、夜間高
血圧、早朝のサージみたいなことも多
いので、朝方が高い方に関しては、ま
ず増やす前に、朝のんでいる薬を就寝
前にのんでもらって、効果が変わらな
いかどうかを見る。少しよくなればそ
れで様子を見る場合もありますし、変

　大西　降圧薬としてのMR拮抗薬の
立ち位置について教えていただけます
か。
　柴田　ガイドラインでは、合併症が
ない高血圧であれば、第一選択薬には
入っていない薬です。第一選択薬は
ARB、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、サイ
アザイド系利尿薬で、血圧コントロー
ルが不十分なときはこれを順次併用し
ていきます。それでも降圧不十分な治
療抵抗性高血圧に、４番目の薬剤とし
てMR拮抗薬が推奨されます。
　それ以外としては、心不全（特に収
縮不全）や原発性アルドステロン症に
合併する高血圧では強く推奨されます。
　大西　なかなか血圧が下がらないケ
ースで難渋する場合もあるかと思いま
すが、そういったときの位置づけにな
るのですね。
　柴田　そうだと思います。
　大西　それでは、原発性アルドステ
ロン症に対するこのMR拮抗薬につい
て教えていただけますか。
　柴田　最近では日常の臨床でもかな
り高血圧の患者さんの原因検査が行わ
れるようになってきました。原発性ア
ルドステロン症も見つかる頻度が増え
ていますが、PAでも実際に手術にな
る患者さんは30～40％です。スクリー
ニング検査陽性で見つかる患者さんの
多くは両側病変で、軽症の高血圧で血
清カリウムが正常の方が多いです。ま
た、手術を希望しない方、スクリーニ

ング以降の検査を希望しない場合は、
「PAの疑い例」に相当し、今回のガイ
ドラインでは第一選択でそのような患
者さんにはMR拮抗薬を生涯続けるこ
とで合併症を減らそうということが書
かれています。実際にはPA疑いも含
めて広く使われる傾向が今後、出てく
ると思います。
　大西　臨床の現場で原発性アルドス
テロン症を見つけるのは難しい場合も
あるかと思いますが、どういった点に
気をつけて見つけていますか。
　柴田　ガイドラインにはいろいろ書
いてあるのですが、個人的には、今ま
でレニンとかアルドステロンの検査を
一度も受けたことがない高血圧の方で
あれば、薬をのんでいる状態でも、ぜ
ひ一度、午前中の時間帯に検査してい
ただくと、意外に見つかる方がいるの
ではないかと思っています。
　大西　画像検査も重要になってくる
のですね。
　柴田　そうですね。CTなどの検査
も疑い例を合わせると、実際には少し
見つかる率が上がるのではないかと思
います。
　大西　以前はよくサンプリングなど
をしていましたが。
　柴田　今はサンプリング検査は手術
希望がある場合に、一側かどうかとい
うことですので、患者さんの手術希望
があまり積極的でない場合はそこまで
行わずに、MR拮抗薬の治療を先に始
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わらない場合は腎機能が許せばMR拮
抗薬などを早い段階で投与することも
可能と思い、時々試している患者さん
もいます。
　大西　具体的なMR拮抗薬の使い分
けについて教えていただけますか。
　柴田　MR拮抗薬は先ほど申し上げ
ましたように、３種類使われています。
スピロノラクトンは作られたのが60年
ぐらい前になり、添付文書上も、使え
ない場合というのをそれほど細かく書
いていない薬剤です。カリウムなどに
注意しながら投与すれば使えるのです
が、問題としては男性ホルモンの働き
を抑えたり、プロゲステロンの働きを
強めたりするため、女性化乳房、月経
不順といった性ホルモン関連の副作用
が出ることがあり、比較的若い方に関
しては長期間投与しにくいです。
　一方でエプレレノンは性ホルモン関
連の副作用はほぼなくなっているので、
すごく使いやすいのですが、実は腎機
能に関してクレアチニンクリアランス
が50以下とか、糖尿病で蛋白尿、アル
ブミンが出ると、添付文書上は禁忌と
されています。
　その意味で、2020年から使えるよう
になったエサキセレノンはeGFR 30mL/ 
分/1.73㎡ぐらいまでは使えますし、蛋
白尿やアルブミン尿陽性の糖尿病に対
しても血清カリウムに注意すれば使え
るので、だいぶ投与できる間口は広が
ってきました。血清カリウムのモニタ

リングが必要なことは従来と変わらな
いのですが、禁忌の範囲が少し入れ替
わってきたので、患者さんの腎機能等
に合わせて使い分けることが可能です。
　大西　このあたりの細かい使い分け
は血圧の専門家にお任せしたほうがよ
いでしょうか。
　柴田　投与される前にカリウムを１
回血液検査していただいて、カリウム
が５mEq/Lを超えていると投与しに
くいと思うのですが、実際にはある程
度定期的にチェックしていただければ、
必ずしも専門家でなくても併用するこ
とは可能かと思います。
　大西　PAの話に戻ります。MR拮抗
薬の継続は非常に効果があるというこ
とですが、一生続けていくような感じ
になるのでしょうか。
　柴田　患者さんによっては、ある一
時期、休薬したいと言われる場合もあ
るのですが、実際には血圧のコントロ
ールだけではなくて、動脈硬化を防ぐ
という効果が一番強いです。特にPA
の方は日本人では実は脳梗塞が非常に
多かったのです。９％ぐらいの罹患率
になりましたので、そういう意味では
一生続けることで、脳梗塞を含めた血
管障害の合併症を防げる可能性も高い
のです。よほど副作用などで問題がな
ければ、少量でも併用して続けたほう
が現状ではメリットがあると考えてい
ます。
　大西　ありがとうございました。
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