
杏林大学消化器・一般外科准教授
鈴　木　　裕

（聞き手　池脇克則）

　胆囊腺筋腫症について、最新の知見をご教示ください。
 ＜匿名＞

胆囊腺筋腫症

　池脇　胆囊腺筋腫症という疾患につ
いて、基本的なところから教えてくだ
さい。
　鈴木　胆囊腺筋腫症という病気は、
胆囊の壁内にあるロキタンスキー・ア
ショフ洞という囊胞状の構造があり、
これをRAS（ラス）と呼んでいます。
このRASが増殖して、さらにRASの周
囲にある筋線維の過形成が起こって胆
囊壁の肥厚をきたす疾患です。
　池脇　RASというのは粘膜上皮にあ
るものが壁の筋肉層のほうに入ってい
って、それそのもの、あるいは周りの
筋層も増殖していくという理解でいい
のでしょうか。
　鈴木　RASというのは正常の胆囊に
も存在する構造で、イメージとしては
胆囊の壁内にある微小な憩室と考えた
らわかりやすいかと思います。
　池脇　結果的には通常の胆囊壁より

も厚くなるということですが、これは
胆囊壁全般的に起こるものなのか、あ
るいは一部なのか。起こり方はいろい
ろパターンがあるのですか。
　鈴木　この胆囊腺筋腫症は、胆囊底
部に限局して起こる底部型、胆囊の体
部に起こる分節型、胆囊全体にびまん
性に起こるびまん型という３つに分類
されています（図）。
　池脇　これは健診、人間ドックの超
音波で見つかるケースが多いのですか。
　鈴木　ほとんどの方は無症状のまま、
人間ドックや健康診断の超音波検査で
偶然発見されるケースが多いと思いま
す。胆囊腺筋腫症自体は、どちらかと
いえば男性のほうが多いといわれてい
ます。ただ、実際に実臨床で感じるこ
ととしては、あまり性差、年齢に関し
てもそれほど差を感じることはないと
思います。比較的どの年齢にも起こり

ドクターサロン65巻６月号（5 . 2021） （385）  1

2106_HONBUN.indd   1 2021/05/12   9:39



かといえばMRIが先ですが、できれば
両方同時に行ったほうが良いと思いま
す。
　池脇　確かに、がんかどうかは大き
な分かれ道ですから、胆囊腺筋腫症ら
しいというエビデンスが違う方法で得
られたほうがより確信が持てるという
ことでしょうか。
　鈴木　そうですね。あとは、当然の
ことながら、腫瘍マーカーの測定も重
要だと思いますし、場合によっては
PETも一つの診断ツールとして頭の中
に入れておいてもいいかと思います。
　池脇　検査に関しては、がんとの鑑
別を進めていくということですが、こ
の疾患は胆石を高頻度で合併すると聞
きました。これは壁内にできる結石が
胆石になるのでしょうか。
　鈴木　壁内結石として拡張したRAS
の中に結石ができる場合もあります。
それだけではなく、胆汁のうっ滞によ
って胆囊結石を合併することも多いで
す。
　池脇　そうすると、この病気をお持
ちで胆石を合併すると、場合によって
は腹痛で救急にかかられて、手術とい
うこともあるのですね。
　鈴木　そうですね。胆囊腺筋腫症の
場合、症状が出る方の多くは胆石を合
併しているので、症状が強かったり、
頻回であったりする場合には手術を選
択することになります。
　池脇　症状がなければ基本的には経

過観察、胆石で腹痛あるいは胆囊炎を
起こした場合には手術という流れでい
いのでしょうか。
　鈴木　そうですね。胆囊腺筋腫症で
は、①症状がない場合、②画像で明ら
かな胆囊腺筋腫症と診断できる場合、
③胆囊がんを完全に否定できる場合、
には経過観察でよいかと思います。症
状がある場合や胆囊がんの疑いがある
場合には手術を選択すべきかと思いま
す。
　池脇　胆囊ですと、開腹よりも腹腔
鏡のほうが最近は多いのでしょうか。
　鈴木　そうですね。私どももほとん
どの患者さんは、腹腔鏡で手術をして
います。あと、胆囊周囲の炎症がごく
軽い場合は、単孔式といって、おへそ
の孔を１つだけ使って手術をする場合
があります。ほかにも通常、腹腔鏡下
手術では４つの孔をあけて手術をしま
すが、これを３つや２つに減らす、re-
duced port surgeryもあります。ただ、
胆囊腺筋腫症の場合は一般的には周囲
の炎症がそれなりにある場合が多いの
で、通常どおり４つの孔をあけた手術
をすることが多いかと思います。
　池脇　胆囊の疾患はこれだけに限ら
ないかもしれませんが、胆囊腺筋腫症
で胆石を合併して、手術をして胆囊を
取って、術後を病理でチェックすると
がんが出た、ということもあるのです
か。
　鈴木　これは胆囊腺筋腫症に限りま

得る疾患かと思います。
　池脇　健診で見つかって、その人は
全く症状がなくても、胆囊が厚いとな
ると、がんが心配ですね。
　鈴木　がんの心配というのは常にあ
るかと思います。胆囊腺筋腫症の場合、
胆囊がんを合併する割合が文献的には
1.4～6.6％あるといわれています。胆
囊がんの合併が分節型に多いという報
告もあります。この機序に関して、分
節型の場合、体部の狭窄によって結石
が生じて、胆囊の内圧が上がって慢性
的な炎症を繰り返すことによって発が
んするといわれています。ただ、胆囊
腺筋腫症というのはあくまでも良性疾
患のために、前がん病変やがんのリス
クが高いというような疾患ではありま
せん。
　池脇　要するに、局所自体ががん化
するというよりも、場所によって胆囊
の胆汁の流れのうっ滞や、それによる
炎症が二次的にがんのリスクを上げる
という理解ですか。
　鈴木　そういった認識でよいかと思

います。分節型の場合は狭窄している
体部よりも底部寄り、底部でがん化す
る場合は、底部そのものにがん化する
ことが多いといわれています。
　池脇　けっこう複雑ですね。いずれ
にしても超音波検査で胆囊腺筋腫症疑
いの場合、がんを除外しておくための
画像診断方法はどうなのでしょうか。
　鈴木　超音波検査で胆囊腺筋腫症が
疑われる、または診断がついた場合、
精密検査が必要になってきます。一般
的にはMRI検査、またはCT検査を行
って全体的に把握していくのですが、
さらに精密検査を続ける場合には、超
音波内視鏡が行われます。超音波内視
鏡は内視鏡の先端にプローブが付いて
いて、精度の高い画像が得られますの
で、どうしても診断がつかない場合は
超音波内視鏡が有用です。
　池脇　どちらか鑑別するときに、CT
を選ぶのか、MRIを選ぶのか、いい方
法はあるのですか。
　鈴木　MRIのほうが体に与える侵襲
度、放射線の被曝が低いので、どちら

図

底部型 分節型 びまん型
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かといえばMRIが先ですが、できれば
両方同時に行ったほうが良いと思いま
す。
　池脇　確かに、がんかどうかは大き
な分かれ道ですから、胆囊腺筋腫症ら
しいというエビデンスが違う方法で得
られたほうがより確信が持てるという
ことでしょうか。
　鈴木　そうですね。あとは、当然の
ことながら、腫瘍マーカーの測定も重
要だと思いますし、場合によっては
PETも一つの診断ツールとして頭の中
に入れておいてもいいかと思います。
　池脇　検査に関しては、がんとの鑑
別を進めていくということですが、こ
の疾患は胆石を高頻度で合併すると聞
きました。これは壁内にできる結石が
胆石になるのでしょうか。
　鈴木　壁内結石として拡張したRAS
の中に結石ができる場合もあります。
それだけではなく、胆汁のうっ滞によ
って胆囊結石を合併することも多いで
す。
　池脇　そうすると、この病気をお持
ちで胆石を合併すると、場合によって
は腹痛で救急にかかられて、手術とい
うこともあるのですね。
　鈴木　そうですね。胆囊腺筋腫症の
場合、症状が出る方の多くは胆石を合
併しているので、症状が強かったり、
頻回であったりする場合には手術を選
択することになります。
　池脇　症状がなければ基本的には経

過観察、胆石で腹痛あるいは胆囊炎を
起こした場合には手術という流れでい
いのでしょうか。
　鈴木　そうですね。胆囊腺筋腫症で
は、①症状がない場合、②画像で明ら
かな胆囊腺筋腫症と診断できる場合、
③胆囊がんを完全に否定できる場合、
には経過観察でよいかと思います。症
状がある場合や胆囊がんの疑いがある
場合には手術を選択すべきかと思いま
す。
　池脇　胆囊ですと、開腹よりも腹腔
鏡のほうが最近は多いのでしょうか。
　鈴木　そうですね。私どももほとん
どの患者さんは、腹腔鏡で手術をして
います。あと、胆囊周囲の炎症がごく
軽い場合は、単孔式といって、おへそ
の孔を１つだけ使って手術をする場合
があります。ほかにも通常、腹腔鏡下
手術では４つの孔をあけて手術をしま
すが、これを３つや２つに減らす、re-
duced port surgeryもあります。ただ、
胆囊腺筋腫症の場合は一般的には周囲
の炎症がそれなりにある場合が多いの
で、通常どおり４つの孔をあけた手術
をすることが多いかと思います。
　池脇　胆囊の疾患はこれだけに限ら
ないかもしれませんが、胆囊腺筋腫症
で胆石を合併して、手術をして胆囊を
取って、術後を病理でチェックすると
がんが出た、ということもあるのです
か。
　鈴木　これは胆囊腺筋腫症に限りま

得る疾患かと思います。
　池脇　健診で見つかって、その人は
全く症状がなくても、胆囊が厚いとな
ると、がんが心配ですね。
　鈴木　がんの心配というのは常にあ
るかと思います。胆囊腺筋腫症の場合、
胆囊がんを合併する割合が文献的には
1.4～6.6％あるといわれています。胆
囊がんの合併が分節型に多いという報
告もあります。この機序に関して、分
節型の場合、体部の狭窄によって結石
が生じて、胆囊の内圧が上がって慢性
的な炎症を繰り返すことによって発が
んするといわれています。ただ、胆囊
腺筋腫症というのはあくまでも良性疾
患のために、前がん病変やがんのリス
クが高いというような疾患ではありま
せん。
　池脇　要するに、局所自体ががん化
するというよりも、場所によって胆囊
の胆汁の流れのうっ滞や、それによる
炎症が二次的にがんのリスクを上げる
という理解ですか。
　鈴木　そういった認識でよいかと思

います。分節型の場合は狭窄している
体部よりも底部寄り、底部でがん化す
る場合は、底部そのものにがん化する
ことが多いといわれています。
　池脇　けっこう複雑ですね。いずれ
にしても超音波検査で胆囊腺筋腫症疑
いの場合、がんを除外しておくための
画像診断方法はどうなのでしょうか。
　鈴木　超音波検査で胆囊腺筋腫症が
疑われる、または診断がついた場合、
精密検査が必要になってきます。一般
的にはMRI検査、またはCT検査を行
って全体的に把握していくのですが、
さらに精密検査を続ける場合には、超
音波内視鏡が行われます。超音波内視
鏡は内視鏡の先端にプローブが付いて
いて、精度の高い画像が得られますの
で、どうしても診断がつかない場合は
超音波内視鏡が有用です。
　池脇　どちらか鑑別するときに、CT
を選ぶのか、MRIを選ぶのか、いい方
法はあるのですか。
　鈴木　MRIのほうが体に与える侵襲
度、放射線の被曝が低いので、どちら
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せんが、通常の胆石症の手術でも１～ 
２％の割合で術後病理で胆囊がんが見
つかる場合もあります。そういった場
合には追加の手術が必要になることが
あります。
　池脇　そういう意味でも、こういう

疾患の場合にはきちんとがんを除外し
ておくことが重要ですね。
　鈴木　がんが強く疑われる場合、腹
腔鏡手術はどうしてもできません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。 自治医科大学循環器内科教授

星　出　　聡
（聞き手　池脇克則）

　オーストラリアより、「家庭血圧計の精度は多くが未定」との報告が出てい
ます。水銀血圧計と違い、現行のアネロイド式血圧計は確かに不安定であろう
と、原理的に推測されます。一方で、早朝高血圧を測ることは合併症予防に有
効と20年ほど前より言われています。したがって、家庭血圧を測り、記録する
ことを高血圧の診断がついた方はもちろん、逆白衣高血圧の可能性のある方に
も勧めてきました。問題は、その家庭血圧計の多くが外来製品頼りであること
です。精度が大切なのは言うまでもありません。この問題について高血圧学会
のガイドラインがあれば、また、日本国内でもオーストラリアとおそらく同じ
と思われますので、対策についてお考えがあればお願いいたします。
 ＜京都府開業医＞

家庭血圧計の精度

　池脇　星出先生、家庭血圧計の質問
をいただきました。最近、オーストラ
リアから家庭血圧計の精度がどうもよ
ろしくないという報告があったような
のですが、どういう内容なのでしょう
か。
　星出　おそらく高血圧の中で一番メ
ジャーな雑誌の「Hypertension」に掲
載されたものだと思います。海外での
話というのが前提にあるのですが、イ
ンターネット上で購入できる血圧計に
関して様々に検証したところ、きちん

と血圧が測れる器械は、手首のものを
含めてせいぜい２～３割ではないか。
手首の血圧計はいまだ議論があるとこ
ろですが、今我々が使っている上腕で
測るようなものをすべて含めて、精度
が検証されていない器械が多すぎるの
で、臨床に使うのは危ないのではない
かというのが、その報告の一つの趣旨
でした。
　池脇　ネット販売されている血圧計
は必ずしも精度に関してきちんとした
検定を受けていないものが多すぎると
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せんが、通常の胆石症の手術でも１～ 
２％の割合で術後病理で胆囊がんが見
つかる場合もあります。そういった場
合には追加の手術が必要になることが
あります。
　池脇　そういう意味でも、こういう

疾患の場合にはきちんとがんを除外し
ておくことが重要ですね。
　鈴木　がんが強く疑われる場合、腹
腔鏡手術はどうしてもできません。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。 自治医科大学循環器内科教授

星　出　　聡
（聞き手　池脇克則）

　オーストラリアより、「家庭血圧計の精度は多くが未定」との報告が出てい
ます。水銀血圧計と違い、現行のアネロイド式血圧計は確かに不安定であろう
と、原理的に推測されます。一方で、早朝高血圧を測ることは合併症予防に有
効と20年ほど前より言われています。したがって、家庭血圧を測り、記録する
ことを高血圧の診断がついた方はもちろん、逆白衣高血圧の可能性のある方に
も勧めてきました。問題は、その家庭血圧計の多くが外来製品頼りであること
です。精度が大切なのは言うまでもありません。この問題について高血圧学会
のガイドラインがあれば、また、日本国内でもオーストラリアとおそらく同じ
と思われますので、対策についてお考えがあればお願いいたします。
 ＜京都府開業医＞

家庭血圧計の精度

　池脇　星出先生、家庭血圧計の質問
をいただきました。最近、オーストラ
リアから家庭血圧計の精度がどうもよ
ろしくないという報告があったような
のですが、どういう内容なのでしょう
か。
　星出　おそらく高血圧の中で一番メ
ジャーな雑誌の「Hypertension」に掲
載されたものだと思います。海外での
話というのが前提にあるのですが、イ
ンターネット上で購入できる血圧計に
関して様々に検証したところ、きちん

と血圧が測れる器械は、手首のものを
含めてせいぜい２～３割ではないか。
手首の血圧計はいまだ議論があるとこ
ろですが、今我々が使っている上腕で
測るようなものをすべて含めて、精度
が検証されていない器械が多すぎるの
で、臨床に使うのは危ないのではない
かというのが、その報告の一つの趣旨
でした。
　池脇　ネット販売されている血圧計
は必ずしも精度に関してきちんとした
検定を受けていないものが多すぎると
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一定の基準までしか上がらないように
なっていたり、締めつけぐあいによっ
てプラス幾つぐらいまでしか上がらな
いように設定されているものもありま
すので、その辺は臨機応変に使えるの
ではないかと思います。
　池脇　ある程度消耗品なので、一定
の期間で買い替えることも必要なので
しょうか。
　星出　理論的に言いますと、電子血
圧計というのは機器ですので、よほど
おかしなことがなければ、半永久的に
使えることになります。ただ、カフや
ホースの劣化というのは絶対にありま
すので、それら消耗品の影響で少し血
圧値がずれてきたりすることはあると
思います。
　池脇　本体そのものはそんなに気に
しなくていいけれども、カフとかホー
ス、ゴム製のものは一定の期間以上使
わないようにしたほうがいいのですね。
　星出　それは多分、各メーカー推奨
のものがあると思うのですが。
　池脇　このあたりのことは、高血圧
学会のガイドラインにも載っているの
でしょうか。
　星出　2019年にガイドラインを改訂
しましたが、水銀血圧計に代わるもの
としてというQ&Aが出ていますし、
水銀血圧計が使えなくなりますので、
学会のホームページにも日本で使用可
能で、きちんとバリデーションが取れ
ている血圧計の案内をしています。

　池脇　量販店で家庭血圧計は販売さ
れていますので、わざわざ海外から輸
入するようなことはないでしょう。
　星出　家庭血圧で使用されるいわゆ
る電子血圧計に関していえば、日本は
世界の最先端ですので、そこはかなり
信頼していいと思います。
　池脇　家庭血圧計も一般的には肘、
上腕のほうがいいといいますが、患者
さんによっては手首のほうがいいと買
ってしまわれる方もいます。こういう
場合、どのように対処したらいいので
しょうか。
　星出　ガイドラインでは今のところ
上腕、いわゆる二の腕で測る血圧計を
勧めています。ただ、どうしても手首
というのであれば、それもきちんと薬
機法に準じて販売されているものなの
で、全く血圧値が当てにならないとい
うわけではありません。どうしてもと
いうのであれば、ある日は上腕で測っ
たりとか、ある日は手首で測ったりと
いう人はなかなか難しいのですが、同
じ機器を使って、同じ場所で測定して
いるのであれば、個人に応じて対応し
ていただくしかないかと思います。
　池脇　よかれと思って手首の血圧計
を買った患者さんに、上腕のほうをも
う一度買ってほしいともなかなか言え
ないので、その場合には例えば手首の
血圧計を受診のときに一緒に持ってき
ていただいて、診察室の血圧計と測り
比べ、もし差があれば、それで補正す

いうのが言いたいことなのですね。
　星出　そういうメッセージだと思い
ます。
　池脇　血圧計そのものの原理のため
に値が狂うというよりも、適切に管理
されていないことが原因なのですね。
　星出　そういうことですね。
　池脇　そもそも診察室での水銀によ
る血圧計と、家庭血圧計というのは原
理が違うと理解してよいのですか。
　星出　そもそも血圧のゴールドスタ
ンダードは水銀の血圧計です。今では、
特に日本においては、家庭血圧計が普
及していますので、それが電子血圧計
とイコールだと思います。電子血圧計
というのはもちろん販売される前に水
銀の血圧計と同等であることを示す一
定の血圧測定時の誤差というものが決
まっています。それが検証されてから
使われているということで、測定法自
体、オシロメトリックとか水銀とか、
違いは出てきますが、基本的には水銀
と同等の測定ができるもので使われて
いる血圧計、と考えていただいていい
と思います。
　池脇　この質問のアネロイド式血圧
計は家庭血圧計のことを意味している
のでしょうか。
　星出　厳密に言いますと、アネロイ
ド式血圧計というのは日本ではグレー
なところがあり、家庭血圧計として販
売されていません。一般的にアネロイ
ド式血圧計に分類するのは、値を聴診

法で測定するものを指し、持ち運びに
便利なので水銀血圧計の代わりに病院
や診療所で使うものをいいます。
　池脇　そうすると、家庭血圧計は電
子による血圧計で、アネロイド式血圧
計ともちょっと違う。ただし、ゴール
ドスタンダードの水銀血圧計との誤差
が一定範囲以内におさまるのを販売の
条件にしているということですね。
　星出　そうですね。少なくとも日本
に関しては、販売に当たってはそうな
っているはずです。
　池脇　そのあたりの事情は海外とは
ちょっと違うのですね。
　星出　これはかなり違うと思います。
　池脇　いろいろなメーカーが家庭血
圧計を出していますが、そのチェック
は国が行っているのでしょうか。
　星出　薬機法があるので、各販売元
がその基準にのっとって、それをクリ
アしないと日本で販売できないという
仕組みになっています。日本ではその
ようになっているはずです。
　池脇　患者さんは血圧計を買って測
りますが、場合によっては一気に血圧
が180㎜Hgとか200㎜Hgとか、ぐっと
上がって、患者さんが痛がってしまっ
て、結果的に血圧が高めに出るような
ことが時々あるのです。そのあたりの
きちんとした使い方の説明が必要です
ね。
　星出　そうですね。あとは最近、血
圧計のメーカーによってはある程度の
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一定の基準までしか上がらないように
なっていたり、締めつけぐあいによっ
てプラス幾つぐらいまでしか上がらな
いように設定されているものもありま
すので、その辺は臨機応変に使えるの
ではないかと思います。
　池脇　ある程度消耗品なので、一定
の期間で買い替えることも必要なので
しょうか。
　星出　理論的に言いますと、電子血
圧計というのは機器ですので、よほど
おかしなことがなければ、半永久的に
使えることになります。ただ、カフや
ホースの劣化というのは絶対にありま
すので、それら消耗品の影響で少し血
圧値がずれてきたりすることはあると
思います。
　池脇　本体そのものはそんなに気に
しなくていいけれども、カフとかホー
ス、ゴム製のものは一定の期間以上使
わないようにしたほうがいいのですね。
　星出　それは多分、各メーカー推奨
のものがあると思うのですが。
　池脇　このあたりのことは、高血圧
学会のガイドラインにも載っているの
でしょうか。
　星出　2019年にガイドラインを改訂
しましたが、水銀血圧計に代わるもの
としてというQ&Aが出ていますし、
水銀血圧計が使えなくなりますので、
学会のホームページにも日本で使用可
能で、きちんとバリデーションが取れ
ている血圧計の案内をしています。

　池脇　量販店で家庭血圧計は販売さ
れていますので、わざわざ海外から輸
入するようなことはないでしょう。
　星出　家庭血圧で使用されるいわゆ
る電子血圧計に関していえば、日本は
世界の最先端ですので、そこはかなり
信頼していいと思います。
　池脇　家庭血圧計も一般的には肘、
上腕のほうがいいといいますが、患者
さんによっては手首のほうがいいと買
ってしまわれる方もいます。こういう
場合、どのように対処したらいいので
しょうか。
　星出　ガイドラインでは今のところ
上腕、いわゆる二の腕で測る血圧計を
勧めています。ただ、どうしても手首
というのであれば、それもきちんと薬
機法に準じて販売されているものなの
で、全く血圧値が当てにならないとい
うわけではありません。どうしてもと
いうのであれば、ある日は上腕で測っ
たりとか、ある日は手首で測ったりと
いう人はなかなか難しいのですが、同
じ機器を使って、同じ場所で測定して
いるのであれば、個人に応じて対応し
ていただくしかないかと思います。
　池脇　よかれと思って手首の血圧計
を買った患者さんに、上腕のほうをも
う一度買ってほしいともなかなか言え
ないので、その場合には例えば手首の
血圧計を受診のときに一緒に持ってき
ていただいて、診察室の血圧計と測り
比べ、もし差があれば、それで補正す

いうのが言いたいことなのですね。
　星出　そういうメッセージだと思い
ます。
　池脇　血圧計そのものの原理のため
に値が狂うというよりも、適切に管理
されていないことが原因なのですね。
　星出　そういうことですね。
　池脇　そもそも診察室での水銀によ
る血圧計と、家庭血圧計というのは原
理が違うと理解してよいのですか。
　星出　そもそも血圧のゴールドスタ
ンダードは水銀の血圧計です。今では、
特に日本においては、家庭血圧計が普
及していますので、それが電子血圧計
とイコールだと思います。電子血圧計
というのはもちろん販売される前に水
銀の血圧計と同等であることを示す一
定の血圧測定時の誤差というものが決
まっています。それが検証されてから
使われているということで、測定法自
体、オシロメトリックとか水銀とか、
違いは出てきますが、基本的には水銀
と同等の測定ができるもので使われて
いる血圧計、と考えていただいていい
と思います。
　池脇　この質問のアネロイド式血圧
計は家庭血圧計のことを意味している
のでしょうか。
　星出　厳密に言いますと、アネロイ
ド式血圧計というのは日本ではグレー
なところがあり、家庭血圧計として販
売されていません。一般的にアネロイ
ド式血圧計に分類するのは、値を聴診

法で測定するものを指し、持ち運びに
便利なので水銀血圧計の代わりに病院
や診療所で使うものをいいます。
　池脇　そうすると、家庭血圧計は電
子による血圧計で、アネロイド式血圧
計ともちょっと違う。ただし、ゴール
ドスタンダードの水銀血圧計との誤差
が一定範囲以内におさまるのを販売の
条件にしているということですね。
　星出　そうですね。少なくとも日本
に関しては、販売に当たってはそうな
っているはずです。
　池脇　そのあたりの事情は海外とは
ちょっと違うのですね。
　星出　これはかなり違うと思います。
　池脇　いろいろなメーカーが家庭血
圧計を出していますが、そのチェック
は国が行っているのでしょうか。
　星出　薬機法があるので、各販売元
がその基準にのっとって、それをクリ
アしないと日本で販売できないという
仕組みになっています。日本ではその
ようになっているはずです。
　池脇　患者さんは血圧計を買って測
りますが、場合によっては一気に血圧
が180㎜Hgとか200㎜Hgとか、ぐっと
上がって、患者さんが痛がってしまっ
て、結果的に血圧が高めに出るような
ことが時々あるのです。そのあたりの
きちんとした使い方の説明が必要です
ね。
　星出　そうですね。あとは最近、血
圧計のメーカーによってはある程度の
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ればよいでしょうか。
　星出　そうですね。そういった診療
の仕方もあると思います。
　池脇　ちなみに、家庭血圧計は海外
に比べて日本の普及率は高いほうなの
でしょうか。
　星出　かなり高いと思います。家庭
血圧計の製造元の世界的なシェアが、
日本のメーカーなので。
　池脇　きちんと精度の検定をしてい
るということですから、ここのメーカ
ーがいいとか、このメーカーはちょっ
とというのはほぼないと言っていいで
しょうか。
　星出　そうですね。基本的にその差
はオプション機能というか、血圧以外
の表示だとか、そういう違いだけだと
思います。
　池脇　私はできるだけシンプルで安
いものでいいと思います。
　星出　安いから検証が不十分という
わけではありません。
　池脇　血圧に関しては、最近家庭血
圧が重視されて、先生の研究室でもそ
ういった臨床研究が盛んですし、今は
診察室の血圧よりも家庭血圧をベース
にしたいろいろな臨床研究が盛んに行
われているように思います。現状はそ
ういう感じなのでしょうか。
　星出　ガイドラインも含めて、家庭
血圧の使用に関しては、日本は世界の
先端をいっています。今回のガイドラ
インは日本に追従するようなかたちで

アメリカやヨーロッパが家庭血圧も測
ったほうがいいという感じで書き始め
ているので、今後はもっと増えていく
と思います。
　池脇　基本的なことの確認ですが、
診察室では140/90㎜Hgが高血圧のボ
ーダーラインでした。家庭の場合はそ
れぞれ５㎜Hgを引くということでよ
いですか。
　星出　基本的な考えはそれでよいか
と思います。
　池脇　ただ、巷ではもっともっと低
いのがいいという感じですが、そうな
のでしょうか。
　星出　一応そういうことであります
が、今回のガイドラインの改訂も、決
して前回のガイドラインに比べて目標
の血圧が低くなっているわけではあり
ません。基本的には例えばリスクが高
い人は診察室血圧の130/80㎜Hg、家
庭血圧はそれのマイナス５㎜Hgです
が、よく見ると、前のガイドラインと
比べてそう変わりはないのです。
　池脇　最後に大事なことを確認した
いのですが、今回の質問では日本の血
圧計が外来製品頼りだとあります。基
本は国産ということでよいのですね。
　星出　細かい部品まで言い始めると
難しいですが、基本的に国産のものが
ほとんどと考えていいと思います。
　池脇　安心しました。ありがとうご
ざいました。

国立病院機構東京病院地域連携部長
佐々木　結　花

（聞き手　池脇克則）

　非結核性抗酸菌症、特にMACについてご教示ください。
　アメリカのアミカシン吸入療法が再発や治療抵抗性の症例に有効とのことで
すが、日本でのアミカシン吸入療法は導入できるのでしょうか。
　また、長崎大学が中心になって、腸内細菌と非結核性抗酸菌症の治療につい
て、研究（治験）があるようですが、治療につながる可能性はあるのでしょう
か。
 ＜鹿児島県開業医＞

非結核性抗酸菌症

　池脇　非結核性抗酸菌症（NTM）の
大多数を占める肺MAC症の質問をい
ただきました。新しい治療があるよう
ですが、日本で使えるのでしょうかと
いう質問です。
　私の理解では、このNTMの治療の
基本は、３つの薬を併用して、長期的
に使っていくという意味で、患者さん
の負担もある病気と思っています。肺
MAC症に対する治療は今どのように
なっているのでしょうか。
　佐々木　日本の結核・非結核性抗酸
菌症学会が出している治療の方針は、
先生がおっしゃったような３剤の組み
合わせプラス、重症、空洞があったり

する場合は、注射薬を併用するという
ことで、現在承認が下りている薬を使
うことは可能です。
　そして、2017年にイギリスの学会が、
そして2020年８月、アメリカを中心と
してヨーロッパの学会も含めたガイド
ラインが改訂されました。その一番新
しいものを説明しますと、空洞のない
結節性気管支拡張型の場合は経口３剤、
空洞のあるものに関しては注射を併用。
そして、６カ月治療しても菌が消えな
いものに関しては、注射薬のアミノグ
リコシド薬、あるいは吸入薬を併用す
るかたちでガイドラインが組まれてい
ます。
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ればよいでしょうか。
　星出　そうですね。そういった診療
の仕方もあると思います。
　池脇　ちなみに、家庭血圧計は海外
に比べて日本の普及率は高いほうなの
でしょうか。
　星出　かなり高いと思います。家庭
血圧計の製造元の世界的なシェアが、
日本のメーカーなので。
　池脇　きちんと精度の検定をしてい
るということですから、ここのメーカ
ーがいいとか、このメーカーはちょっ
とというのはほぼないと言っていいで
しょうか。
　星出　そうですね。基本的にその差
はオプション機能というか、血圧以外
の表示だとか、そういう違いだけだと
思います。
　池脇　私はできるだけシンプルで安
いものでいいと思います。
　星出　安いから検証が不十分という
わけではありません。
　池脇　血圧に関しては、最近家庭血
圧が重視されて、先生の研究室でもそ
ういった臨床研究が盛んですし、今は
診察室の血圧よりも家庭血圧をベース
にしたいろいろな臨床研究が盛んに行
われているように思います。現状はそ
ういう感じなのでしょうか。
　星出　ガイドラインも含めて、家庭
血圧の使用に関しては、日本は世界の
先端をいっています。今回のガイドラ
インは日本に追従するようなかたちで

アメリカやヨーロッパが家庭血圧も測
ったほうがいいという感じで書き始め
ているので、今後はもっと増えていく
と思います。
　池脇　基本的なことの確認ですが、
診察室では140/90㎜Hgが高血圧のボ
ーダーラインでした。家庭の場合はそ
れぞれ５㎜Hgを引くということでよ
いですか。
　星出　基本的な考えはそれでよいか
と思います。
　池脇　ただ、巷ではもっともっと低
いのがいいという感じですが、そうな
のでしょうか。
　星出　一応そういうことであります
が、今回のガイドラインの改訂も、決
して前回のガイドラインに比べて目標
の血圧が低くなっているわけではあり
ません。基本的には例えばリスクが高
い人は診察室血圧の130/80㎜Hg、家
庭血圧はそれのマイナス５㎜Hgです
が、よく見ると、前のガイドラインと
比べてそう変わりはないのです。
　池脇　最後に大事なことを確認した
いのですが、今回の質問では日本の血
圧計が外来製品頼りだとあります。基
本は国産ということでよいのですね。
　星出　細かい部品まで言い始めると
難しいですが、基本的に国産のものが
ほとんどと考えていいと思います。
　池脇　安心しました。ありがとうご
ざいました。

国立病院機構東京病院地域連携部長
佐々木　結　花

（聞き手　池脇克則）

　非結核性抗酸菌症、特にMACについてご教示ください。
　アメリカのアミカシン吸入療法が再発や治療抵抗性の症例に有効とのことで
すが、日本でのアミカシン吸入療法は導入できるのでしょうか。
　また、長崎大学が中心になって、腸内細菌と非結核性抗酸菌症の治療につい
て、研究（治験）があるようですが、治療につながる可能性はあるのでしょう
か。
 ＜鹿児島県開業医＞

非結核性抗酸菌症

　池脇　非結核性抗酸菌症（NTM）の
大多数を占める肺MAC症の質問をい
ただきました。新しい治療があるよう
ですが、日本で使えるのでしょうかと
いう質問です。
　私の理解では、このNTMの治療の
基本は、３つの薬を併用して、長期的
に使っていくという意味で、患者さん
の負担もある病気と思っています。肺
MAC症に対する治療は今どのように
なっているのでしょうか。
　佐々木　日本の結核・非結核性抗酸
菌症学会が出している治療の方針は、
先生がおっしゃったような３剤の組み
合わせプラス、重症、空洞があったり

する場合は、注射薬を併用するという
ことで、現在承認が下りている薬を使
うことは可能です。
　そして、2017年にイギリスの学会が、
そして2020年８月、アメリカを中心と
してヨーロッパの学会も含めたガイド
ラインが改訂されました。その一番新
しいものを説明しますと、空洞のない
結節性気管支拡張型の場合は経口３剤、
空洞のあるものに関しては注射を併用。
そして、６カ月治療しても菌が消えな
いものに関しては、注射薬のアミノグ
リコシド薬、あるいは吸入薬を併用す
るかたちでガイドラインが組まれてい
ます。
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報告があります。ですので、非常に期
待されている治療法が今回ガイドライ
ンに載ったというかたちになります。
　池脇　通常、喀痰の菌の陰転化が29
％、コントロールで９％ぐらいで、こ
んなにも差が出るというのは、臨床試
験ではなかなかないのではないですか。
　佐々木　私もないと思います。この
成績は患者さんもわかりますので、こ
のリポゾーマルアミカシンについては
非常に使用が待たれるところです。
　池脇　リポゾーマルアミカシン製剤
というのは特殊な製剤化ですか。
　佐々木　組織の移行性に長けている
ということがあると思います。あとは、
患者さんの気管支に対しての刺激も考
慮してということです。
　池脇　これは先生の患者さんも参加
されたということで、決して欧米の患
者さんに特化して効いているのではな
く、いろいろな人種で効く可能性があ
ると考えてよいのですね。
　佐々木　論文を見ますと、言い方は
悪いのですが、各国の方々が入ってい
らっしゃる治験ですし、これを日本で
リードした方は複十字病院の森本先生
と慶應大学の長谷川先生ですので、そ
ういう先生方の見識が入っているもの
だと思っています。
　池脇　そういう成績が出たから、す
ぐに臨床で使えるわけではないと思い
ますが、そんなに素晴らしい結果が出
ると、どうしても日本の患者さんもで

きるだけ早く使いたいと思われます。
そのあたりの展望はどうなのでしょう。
　佐々木　薬剤の承認というのは、き
ちんとした組織で審査していただかな
くてはならないので、これについては
製薬会社の方々に期待するところだと
思います。吸入療法ということで、吸
入する器具も必要ですし、それをきち
んと整えて申請を出していただければ
と願っています。
　ただ、アミカシンには注射製剤があ
りまして、こちらは今まで吸入薬とし
て各国で使ってきました。この製剤に
ついては日本で吸入薬として使うこと
ができないかも考えなくてはいけない
と思っています。
　池脇　リポゾーム化されていない、
アミカシンを通常の吸入でも代用でき
ないかということですか。
　佐々木　それは日本ではまだ論文が
多くありませんので、保険適用ではな
いですし、各国のデータを見ながら、
日本結核・非結核性抗酸菌症学会に属
しているものとして、考えていかなく
てはならないと思っています。
　池脇　３剤併用に対して、重症の場
合にはアミノグリコシド系の注射が標
準ですが、吸入薬のほうが効果がある
のでしょうか。
　佐々木　注射を行うと医療機関に受
診しなくてはなりません。患者さんの
利便性を考えてみると、自宅でできる
吸入療法がいいということもあります。

　池脇　基本的な確認ですが、３剤併
用の３剤というのは決まっているので
すか。
　佐々木　決まっています。マクロラ
イド系抗菌薬とリファマイシン系抗菌
薬、そしてエタンブトールという薬の
組み合わせです。今まで日本はマクロ
ライド系の選択はクラリスロマイシン
だけだったのですが、2020年２月に社
会保険審査事例でアジスロマイシンが
使えるようになり、またリファマイシ
ン系もリファンピシンという先生方に
はおなじみの薬を、リファブチンとい
う薬に代替できるということで、都合
２グループ１剤の組み合わせが３剤と
いうかたちになります。
　池脇　多少そのあたりの選択のオプ
ションは増えてきたということですね。
　佐々木　今回アメリカで出されたガ
イドラインでは、アジスロマイシンと
クラリスロマイシンの優劣についても
述べています。
　池脇　特にクラリスロマイシンは単
剤で使うと耐性を起こしやすいという
ことをよく聞いていますが、耐性を起
こさないためにも、ほかの薬で支える
という理解なのでしょうか。
　佐々木　よく結核の治療などと比較
されるのですが、特にマクロライド系
抗菌薬とエタンブトールという薬の組
み合わせがあることが重要でして、そ
の２つの組み合わせが土台となり、そ
れに第３の薬としてリファマイシン系

の抗菌薬が加わるというスタンスであ
ると思っています。
　池脇　肺MAC症は女性の方に多い
と聞きました。この３剤の服用が長期
にわたるため、薬の副作用でなかなか
のめないという心配があるように思っ
たのですが、適正に使えば大部分の方
は薬をのめるということでしょうか。
　佐々木　確かに薬の副作用を非常に
恐れる方が多いのですが、薬の持つ意
味を知っていただくことと、あらかじ
め副作用について適切に説明を受ける
ことで、きちんと内服していただける
方が多いです。また、副作用が出たと
きには、主治医とよく相談していただ
いて、少しさじ加減いただくことをご
相談なさってもいいと思います。
　池脇　軽症から空洞、そして６カ月
治療しても菌が消えない、そういう３
段階の中の最後のところでアミカシン
が使われるようになった。まさに今回
の質問はその患者さんに対する治療成
績ということですね。
　佐々木　そうです。リポゾーマルア
ミカシンが開発され、非常によい成績
を示しました。これも単剤ではなくて、
先ほど言いました経口薬の組み合わせ
にプラスして使います。CONVERT試
験というものが国際共同試験で行われ
まして、かなり条件の悪い、６カ月以
上菌が継続して出ていた患者さんであ
っても、これをオンすることによって、
６カ月で29％、菌が陰転化したという
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報告があります。ですので、非常に期
待されている治療法が今回ガイドライ
ンに載ったというかたちになります。
　池脇　通常、喀痰の菌の陰転化が29
％、コントロールで９％ぐらいで、こ
んなにも差が出るというのは、臨床試
験ではなかなかないのではないですか。
　佐々木　私もないと思います。この
成績は患者さんもわかりますので、こ
のリポゾーマルアミカシンについては
非常に使用が待たれるところです。
　池脇　リポゾーマルアミカシン製剤
というのは特殊な製剤化ですか。
　佐々木　組織の移行性に長けている
ということがあると思います。あとは、
患者さんの気管支に対しての刺激も考
慮してということです。
　池脇　これは先生の患者さんも参加
されたということで、決して欧米の患
者さんに特化して効いているのではな
く、いろいろな人種で効く可能性があ
ると考えてよいのですね。
　佐々木　論文を見ますと、言い方は
悪いのですが、各国の方々が入ってい
らっしゃる治験ですし、これを日本で
リードした方は複十字病院の森本先生
と慶應大学の長谷川先生ですので、そ
ういう先生方の見識が入っているもの
だと思っています。
　池脇　そういう成績が出たから、す
ぐに臨床で使えるわけではないと思い
ますが、そんなに素晴らしい結果が出
ると、どうしても日本の患者さんもで

きるだけ早く使いたいと思われます。
そのあたりの展望はどうなのでしょう。
　佐々木　薬剤の承認というのは、き
ちんとした組織で審査していただかな
くてはならないので、これについては
製薬会社の方々に期待するところだと
思います。吸入療法ということで、吸
入する器具も必要ですし、それをきち
んと整えて申請を出していただければ
と願っています。
　ただ、アミカシンには注射製剤があ
りまして、こちらは今まで吸入薬とし
て各国で使ってきました。この製剤に
ついては日本で吸入薬として使うこと
ができないかも考えなくてはいけない
と思っています。
　池脇　リポゾーム化されていない、
アミカシンを通常の吸入でも代用でき
ないかということですか。
　佐々木　それは日本ではまだ論文が
多くありませんので、保険適用ではな
いですし、各国のデータを見ながら、
日本結核・非結核性抗酸菌症学会に属
しているものとして、考えていかなく
てはならないと思っています。
　池脇　３剤併用に対して、重症の場
合にはアミノグリコシド系の注射が標
準ですが、吸入薬のほうが効果がある
のでしょうか。
　佐々木　注射を行うと医療機関に受
診しなくてはなりません。患者さんの
利便性を考えてみると、自宅でできる
吸入療法がいいということもあります。

　池脇　基本的な確認ですが、３剤併
用の３剤というのは決まっているので
すか。
　佐々木　決まっています。マクロラ
イド系抗菌薬とリファマイシン系抗菌
薬、そしてエタンブトールという薬の
組み合わせです。今まで日本はマクロ
ライド系の選択はクラリスロマイシン
だけだったのですが、2020年２月に社
会保険審査事例でアジスロマイシンが
使えるようになり、またリファマイシ
ン系もリファンピシンという先生方に
はおなじみの薬を、リファブチンとい
う薬に代替できるということで、都合
２グループ１剤の組み合わせが３剤と
いうかたちになります。
　池脇　多少そのあたりの選択のオプ
ションは増えてきたということですね。
　佐々木　今回アメリカで出されたガ
イドラインでは、アジスロマイシンと
クラリスロマイシンの優劣についても
述べています。
　池脇　特にクラリスロマイシンは単
剤で使うと耐性を起こしやすいという
ことをよく聞いていますが、耐性を起
こさないためにも、ほかの薬で支える
という理解なのでしょうか。
　佐々木　よく結核の治療などと比較
されるのですが、特にマクロライド系
抗菌薬とエタンブトールという薬の組
み合わせがあることが重要でして、そ
の２つの組み合わせが土台となり、そ
れに第３の薬としてリファマイシン系

の抗菌薬が加わるというスタンスであ
ると思っています。
　池脇　肺MAC症は女性の方に多い
と聞きました。この３剤の服用が長期
にわたるため、薬の副作用でなかなか
のめないという心配があるように思っ
たのですが、適正に使えば大部分の方
は薬をのめるということでしょうか。
　佐々木　確かに薬の副作用を非常に
恐れる方が多いのですが、薬の持つ意
味を知っていただくことと、あらかじ
め副作用について適切に説明を受ける
ことで、きちんと内服していただける
方が多いです。また、副作用が出たと
きには、主治医とよく相談していただ
いて、少しさじ加減いただくことをご
相談なさってもいいと思います。
　池脇　軽症から空洞、そして６カ月
治療しても菌が消えない、そういう３
段階の中の最後のところでアミカシン
が使われるようになった。まさに今回
の質問はその患者さんに対する治療成
績ということですね。
　佐々木　そうです。リポゾーマルア
ミカシンが開発され、非常によい成績
を示しました。これも単剤ではなくて、
先ほど言いました経口薬の組み合わせ
にプラスして使います。CONVERT試
験というものが国際共同試験で行われ
まして、かなり条件の悪い、６カ月以
上菌が継続して出ていた患者さんであ
っても、これをオンすることによって、
６カ月で29％、菌が陰転化したという
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あと、注射では全身投与になってしま
うので、ほかの臓器に対する影響、例
えば腎機能とか聴力、そちらを考慮し
なければなりません。
　日本ではストレプトマイシン１剤し
か保険適用がなくて、これは筋注です
が、２年前からアミカシンという注射
薬が、審査事例というかたちで使える
ようになりました。点滴のほうが患者
さんは楽な場合もありますから、入院
されている方などは有効だと思います。
　池脇　確かにそういう意味では、点
滴でアミカシンは使えることは使える
けれども、肺により選択的に移行でき
る吸入薬への期待が、こういう成績で
高まっているのですね。
　佐々木　そうですね。
　池脇　後半部分の質問は、長崎大学
が中心になって、腸内細菌と非結核性
抗酸菌症に関して行われている治験に
ついてです。先生、これはご存じです
か。

　佐々木　私も存じ上げなくて、長崎
大学の先生に「いかがでしょうか」と
うかがったところです。ご存じのよう
に、腸内細菌について非常に関心が集
まっているところですから、こういう
新しい取り組みをすることで、特効薬
的なものがない非結核性抗酸菌症の患
者さんに何かよい結果をもたらすもの
があるのではないかという新しい見方
です。その結果を待ちたいと思ってい
ます。
　池脇　質問の「治療はどうでしょう
か」という答えについては、まだまだ
先、ということですね。
　佐々木　そうですね。ただ、期待す
るところは大きいと思っています。
　池脇　非結核性抗酸菌症については
治療が難しく、まだ確立された治療が
ないと理解していた中で、非常に画期
的な成績を紹介していただきました。
ありがとうございました。

千里金蘭大学副学長
白　木　公　康

（聞き手　山内俊一）

　抗インフルエンザ薬（アビガン等）について、最新の知見をご教示ください。
 ＜匿名＞

抗インフルエンザ薬について

　山内　抗インフルエンザ薬について、
いろいろな知見を教示くださいという
ことで、白木先生にお越しいただきま
した。先生はファビピラビルの著名な
開発者でいらっしゃいますが、まず、
ファビピラビルという物質に注目され
たあたりの経緯からお話しいただけま
すか。
　白木　私たちは富士フイルム富山化
学工業と一緒にこの抗ウイルス薬の開
発をしていく中で、３万個の中で１個
だけ、インフルエンザに効く薬が見つ
かりました。その構造を見たときに、
今までのものと違って、どうも核酸と
して効きそうだと思った。今、抗ウイ
ルス薬として一番よく使われているア
シクロビルのような感じで効く化合物
ではないかと予想しました。
　山内　まず構造に注目されたのです
ね。

　白木　はい。RNAに関して、今まで
のリバビリンとは全く違う形だという
ことがわかったので、これがヒトで使
えれば、新しい薬として注目されるだ
ろうと思いました。私たちの大学では
インフルエンザの実験をしていたので、
インフルエンザ感染動物で効くかどう
かを調べてみたら、たいへんよく効い
ていました。本当にうれしかったとい
うか、これで新しい抗インフルエンザ
薬になるなと思いました。
　ただ、マウスでは効くけれども、ヒ
トでは効かない化合物がたくさんあり
ます。インフルエンザによくかかるイ
タチの仲間の、インフルエンザ感染フ
ェレットでも効いていたので、おそら
くこれはヒトでも効くだろうと、そこ
からヒトへ向けた開発が始まりました。
　山内　従来の薬が幾つかありますが、
これとの違いは、どういったあたりが
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あと、注射では全身投与になってしま
うので、ほかの臓器に対する影響、例
えば腎機能とか聴力、そちらを考慮し
なければなりません。
　日本ではストレプトマイシン１剤し
か保険適用がなくて、これは筋注です
が、２年前からアミカシンという注射
薬が、審査事例というかたちで使える
ようになりました。点滴のほうが患者
さんは楽な場合もありますから、入院
されている方などは有効だと思います。
　池脇　確かにそういう意味では、点
滴でアミカシンは使えることは使える
けれども、肺により選択的に移行でき
る吸入薬への期待が、こういう成績で
高まっているのですね。
　佐々木　そうですね。
　池脇　後半部分の質問は、長崎大学
が中心になって、腸内細菌と非結核性
抗酸菌症に関して行われている治験に
ついてです。先生、これはご存じです
か。

　佐々木　私も存じ上げなくて、長崎
大学の先生に「いかがでしょうか」と
うかがったところです。ご存じのよう
に、腸内細菌について非常に関心が集
まっているところですから、こういう
新しい取り組みをすることで、特効薬
的なものがない非結核性抗酸菌症の患
者さんに何かよい結果をもたらすもの
があるのではないかという新しい見方
です。その結果を待ちたいと思ってい
ます。
　池脇　質問の「治療はどうでしょう
か」という答えについては、まだまだ
先、ということですね。
　佐々木　そうですね。ただ、期待す
るところは大きいと思っています。
　池脇　非結核性抗酸菌症については
治療が難しく、まだ確立された治療が
ないと理解していた中で、非常に画期
的な成績を紹介していただきました。
ありがとうございました。

千里金蘭大学副学長
白　木　公　康

（聞き手　山内俊一）

　抗インフルエンザ薬（アビガン等）について、最新の知見をご教示ください。
 ＜匿名＞

抗インフルエンザ薬について

　山内　抗インフルエンザ薬について、
いろいろな知見を教示くださいという
ことで、白木先生にお越しいただきま
した。先生はファビピラビルの著名な
開発者でいらっしゃいますが、まず、
ファビピラビルという物質に注目され
たあたりの経緯からお話しいただけま
すか。
　白木　私たちは富士フイルム富山化
学工業と一緒にこの抗ウイルス薬の開
発をしていく中で、３万個の中で１個
だけ、インフルエンザに効く薬が見つ
かりました。その構造を見たときに、
今までのものと違って、どうも核酸と
して効きそうだと思った。今、抗ウイ
ルス薬として一番よく使われているア
シクロビルのような感じで効く化合物
ではないかと予想しました。
　山内　まず構造に注目されたのです
ね。

　白木　はい。RNAに関して、今まで
のリバビリンとは全く違う形だという
ことがわかったので、これがヒトで使
えれば、新しい薬として注目されるだ
ろうと思いました。私たちの大学では
インフルエンザの実験をしていたので、
インフルエンザ感染動物で効くかどう
かを調べてみたら、たいへんよく効い
ていました。本当にうれしかったとい
うか、これで新しい抗インフルエンザ
薬になるなと思いました。
　ただ、マウスでは効くけれども、ヒ
トでは効かない化合物がたくさんあり
ます。インフルエンザによくかかるイ
タチの仲間の、インフルエンザ感染フ
ェレットでも効いていたので、おそら
くこれはヒトでも効くだろうと、そこ
からヒトへ向けた開発が始まりました。
　山内　従来の薬が幾つかありますが、
これとの違いは、どういったあたりが
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は早々とそのRNAを抑えてしまい画
期的ですね。
　白木　画期的です。けれども、臨床
試験でオセルタミビルと比べたところ
では、オセルタミビルに対して、優位
性は示さなかったということになって

います。オセルタミビルは多少解熱作
用もあるのだろうと思います。
　山内　ただ、オセルタミビルなどに
関しては耐性ウイルスの問題も出てき
ていますが、この点、ファビピラビル
はいかがでしょう。

図１　高力価インフルエンザウイルスによる重症感染症に対する治療効果

オセルタミビルとファビピラビルのインフルエンザウイルスに対する作用は異なる。こ
の作用の差異が感染動物ではどのように反映されるかを示した。致死性重症感染では、
対照では感染５日ほどでマウスは死亡する。オセルタミビルでは３日ほどの延命効果は
みられるが死亡する。ファビピラビルでは全例生存する。このように、重症感染症では
ファビピラビルの治療効果の優位性が明らかになる。
 Antiviral Chem Chemother 14、235-241、2003を一部変更

大きいのでしょうか。
　白木　それまでの抗インフルエンザ
薬は、ウイルス感染の広がりを抑えて
インフルエンザに効くものの、RNA合
成は抑えません。要するに次の感染の
ための子孫の遺伝子はできてしまって
いるけれども、ファビピラビルは遺伝
子を作らないことがわかりました。今
までのオセルタミビルやバロキサビル
マルボキシルなどは、子どもが使って
いると、５日目には10％ぐらいの子ど
もに耐性ウイルスができる。これはウ
イルスのRNA合成を止めずに子孫遺
伝子を作った後で、ウイルス感染の広
がりを止めるために耐性ウイルスが生
じやすいようです。ファビピラビルは
遺伝子を作らせないので、ウイルス量
が少なく、致死性の感染症でオセルタ
ミビルと比べてみると、オセルタミビ
ルでは動物がほとんど死んでしまうよ
うなところをファビピラビルは全部生
き残らせるように、インフルエンザで
も重症感染症に効くということがわか
りました。それが他の薬との差異化と
いう点です（図１）。
　山内　ウイルスのRNAが作られな
くなると考えてよいのですね。
　白木　作られなくなります。ファビ
ピラビルは、ヘルペスウイルスでいう
と、アシクロビルが遺伝子の合成を止
めるのと同じように、ファビピラビル
が取り込まれたところでRNA合成が
止まってしまうということです。

　山内　そうしますと、これは効果が
出るのが非常に早いと考えてよいので
しょうか。
　白木　細胞では早いのですが、イン
フルエンザにかかった方の体内では、
６時間ぐらいで次の細胞へ順番に感染
していきます。その際に細胞培養です
と、感染した細胞は順番に死んでいき
ます。ところが、体の中ではウイルス
に感染した細胞は死なないで、そのま
まウイルスを出し続け、最終的には正
常の細胞に戻っていくようです。鼻咽
頭でウイルスが増殖して炎症により発
赤していても、感染粘膜上皮は脱落し
ないで正常粘膜に戻ります。
　山内　確かにそうですね。
　白木　粘膜の欠損ができるのだった
ら感染細胞は死ぬということなのです
が、欠損ができないということは、い
くら感染して細胞がやられても、正常
の細胞に戻るということをウイルス感
染で考えないといけないのです。抗ウ
イルス薬は、ウイルスRNAを産生する
ようになった感染細胞からの広がりは
止める。しかし、RNAはToll like受容
体を介してサイトカインやインターフ
ェロン産生は続き、インフルエンザ症
状は続く。そのため、インフルエンザ
でオセルタミビルなどを服用しても、
ウイルスがサイトカイン産生をなくす
１日半ぐらいは熱が出ているのだと思
います。
　山内　その点、このファビピラビル
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は早々とそのRNAを抑えてしまい画
期的ですね。
　白木　画期的です。けれども、臨床
試験でオセルタミビルと比べたところ
では、オセルタミビルに対して、優位
性は示さなかったということになって

います。オセルタミビルは多少解熱作
用もあるのだろうと思います。
　山内　ただ、オセルタミビルなどに
関しては耐性ウイルスの問題も出てき
ていますが、この点、ファビピラビル
はいかがでしょう。

図１　高力価インフルエンザウイルスによる重症感染症に対する治療効果

オセルタミビルとファビピラビルのインフルエンザウイルスに対する作用は異なる。こ
の作用の差異が感染動物ではどのように反映されるかを示した。致死性重症感染では、
対照では感染５日ほどでマウスは死亡する。オセルタミビルでは３日ほどの延命効果は
みられるが死亡する。ファビピラビルでは全例生存する。このように、重症感染症では
ファビピラビルの治療効果の優位性が明らかになる。
 Antiviral Chem Chemother 14、235-241、2003を一部変更

大きいのでしょうか。
　白木　それまでの抗インフルエンザ
薬は、ウイルス感染の広がりを抑えて
インフルエンザに効くものの、RNA合
成は抑えません。要するに次の感染の
ための子孫の遺伝子はできてしまって
いるけれども、ファビピラビルは遺伝
子を作らないことがわかりました。今
までのオセルタミビルやバロキサビル
マルボキシルなどは、子どもが使って
いると、５日目には10％ぐらいの子ど
もに耐性ウイルスができる。これはウ
イルスのRNA合成を止めずに子孫遺
伝子を作った後で、ウイルス感染の広
がりを止めるために耐性ウイルスが生
じやすいようです。ファビピラビルは
遺伝子を作らせないので、ウイルス量
が少なく、致死性の感染症でオセルタ
ミビルと比べてみると、オセルタミビ
ルでは動物がほとんど死んでしまうよ
うなところをファビピラビルは全部生
き残らせるように、インフルエンザで
も重症感染症に効くということがわか
りました。それが他の薬との差異化と
いう点です（図１）。
　山内　ウイルスのRNAが作られな
くなると考えてよいのですね。
　白木　作られなくなります。ファビ
ピラビルは、ヘルペスウイルスでいう
と、アシクロビルが遺伝子の合成を止
めるのと同じように、ファビピラビル
が取り込まれたところでRNA合成が
止まってしまうということです。

　山内　そうしますと、これは効果が
出るのが非常に早いと考えてよいので
しょうか。
　白木　細胞では早いのですが、イン
フルエンザにかかった方の体内では、
６時間ぐらいで次の細胞へ順番に感染
していきます。その際に細胞培養です
と、感染した細胞は順番に死んでいき
ます。ところが、体の中ではウイルス
に感染した細胞は死なないで、そのま
まウイルスを出し続け、最終的には正
常の細胞に戻っていくようです。鼻咽
頭でウイルスが増殖して炎症により発
赤していても、感染粘膜上皮は脱落し
ないで正常粘膜に戻ります。
　山内　確かにそうですね。
　白木　粘膜の欠損ができるのだった
ら感染細胞は死ぬということなのです
が、欠損ができないということは、い
くら感染して細胞がやられても、正常
の細胞に戻るということをウイルス感
染で考えないといけないのです。抗ウ
イルス薬は、ウイルスRNAを産生する
ようになった感染細胞からの広がりは
止める。しかし、RNAはToll like受容
体を介してサイトカインやインターフ
ェロン産生は続き、インフルエンザ症
状は続く。そのため、インフルエンザ
でオセルタミビルなどを服用しても、
ウイルスがサイトカイン産生をなくす
１日半ぐらいは熱が出ているのだと思
います。
　山内　その点、このファビピラビル
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なされていて、その中には非常に早期
から使われるものもあると思いますか
ら、今後、実際の臨床試験の成績が出
てくると期待できると思います。一方、
懸念されている副作用、先ほど日本の
臨床試験の制約にも入ってくるのでし
ょうが、どういったものが挙げられる
でしょうか。
　白木　やはり一つは妊婦さんには使

えないというところです。その理由と
して最近わかってきたのは、受精して
卵子から胎児になるまでの過程はsmall 
RNAが転写調節をしていて、そこで
RNA合成を阻害する化合物はすべて
胎児に影響を与える可能性が示唆され
ています。胎児に影響を与えるという
のは、RNA合成阻害薬の宿命のようで
すので、妊婦さんに使わない、妊娠す

図２　ファビピラビルの効果はウイルス増殖11サイクル分の時間短縮

ウイルス増殖と細胞性免疫応答によるCOVID-19肺炎の経過は帯状疱疹のように３週の
経過を要する。富士フイルム富山化学工業が実施したファビピラビルの臨床試験では、
臨床症状の改善までの時間が、ファビピラビル投与群で11.9日、プラセボ投与群では14.7
日＝2.8日短縮した。病変の回復までの時間は、図のように、ウイルスの増殖時間と免疫
応答の時間からなる。ファビピラビルは抗ウイルス薬で、ウイルスに効くが、ウイルス
に対する細胞性免疫応答時間には作用しない。したがって、ファビピラビルは、ウイル
スの増殖時間を、2.8日短縮したことになる。この2.8日は、SARS-CoV-２の増殖の１サ
イクルは約６時間なので、ウイルス増殖を11サイクル分短縮した。このように帯状疱疹
治療薬並みに著効と思われる。抗ウイルス薬は肺炎の炎症には効果はないが、免疫抑制
薬であるデキサメタゾンは炎症を抑制するので、炎症の軽減には有効である。

　白木　ファビピラビルに関しては、
この化合物の特性がインフルエンザ以
外のすべてのRNAウイルスに効くと
いう特徴があります。すべてのRNAウ
イルスのRNA合成酵素に効くという
ことは、非常に共通性が高い部分に効
いているので、耐性ができないという
ことがわかりました。耐性変異は、酵
素の共通性が高い重要部位に起こるこ
とになり、そのような耐性変異によっ
て、RNA合成酵素としての活性がなく
なるようです。だから、非常に広い範
囲に効くという特性があるために耐性
ウイルスができないことから、新型イ
ンフルエンザが流行し始めたとしても、
最初の患者さんも、最後の患者さんに
も有効に使えそうだということです。
　山内　非常に画期的ですね。ただ、
実際にどうかをヒトで検証するという
ことになりますと、COVID-19は特に、
非常に早くからウイルスの増殖が始ま
るようですから、できれば症状が出た
ときにすぐ投与したほうがよいのです
ね。
　白木　インフルエンザが発症48時間
以内、それから水痘が発症24時間以内、
帯状疱疹が発症72時間以内に治療が開
始されています。COVID-19は帯状疱
疹並みの３日程度で使えるのが肺炎の
予防とか、いろいろな合併症の予防に
良いかと思います。ファビピラビルが
そういう使い方ができるようになるの
が理想で、現実には、今回の治験が行

われたのは軽症肺炎の方を対象にして
います。
　山内　それは何か理由があるのでし
ょうか。
　白木　それは入院患者さんの軽症肺
炎しか対象にできなかったということ
だと思います。
　山内　副作用への懸念ということで、
これはまた後ほどお話をうかがいます。
少し遅れてからの治療になると、ファ
ビピラビルの有効性の検証はどうでし
ょうか。
　白木　今回、有効性が15日ぐらいか
かる病気がファビピラビル治療で11日
ぐらいと、３日間ぐらい短縮しました
（図２）。COVID-19肺炎は、ウイルス
増殖とそれに対する細胞性免疫応答が
だいたい２週間続きますので、ウイル
スが実際に体の中で増えているのは５
日か６日ぐらいです。そうすると、ウ
イルスが増えている期間を３日短縮し
たということは、このウイルスの１回
の増殖サイクルが６時間ですから、10
回分ぐらいウイルスの増殖サイクルを
阻止したことになります。ですから、
すごく効いていると思うのですが、
COVID-19に抗ウイルス薬は、もっと
効くと思う方が多かったと思います。
帯状疱疹の患者さんとなると、３週間、
どなたも赤みが続きますから、まあそ
ういうものかなと思っています。
　山内　日本ではいろいろ制約もある
ようですが、海外で今広く臨床試験が
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なされていて、その中には非常に早期
から使われるものもあると思いますか
ら、今後、実際の臨床試験の成績が出
てくると期待できると思います。一方、
懸念されている副作用、先ほど日本の
臨床試験の制約にも入ってくるのでし
ょうが、どういったものが挙げられる
でしょうか。
　白木　やはり一つは妊婦さんには使

えないというところです。その理由と
して最近わかってきたのは、受精して
卵子から胎児になるまでの過程はsmall 
RNAが転写調節をしていて、そこで
RNA合成を阻害する化合物はすべて
胎児に影響を与える可能性が示唆され
ています。胎児に影響を与えるという
のは、RNA合成阻害薬の宿命のようで
すので、妊婦さんに使わない、妊娠す

図２　ファビピラビルの効果はウイルス増殖11サイクル分の時間短縮

ウイルス増殖と細胞性免疫応答によるCOVID-19肺炎の経過は帯状疱疹のように３週の
経過を要する。富士フイルム富山化学工業が実施したファビピラビルの臨床試験では、
臨床症状の改善までの時間が、ファビピラビル投与群で11.9日、プラセボ投与群では14.7
日＝2.8日短縮した。病変の回復までの時間は、図のように、ウイルスの増殖時間と免疫
応答の時間からなる。ファビピラビルは抗ウイルス薬で、ウイルスに効くが、ウイルス
に対する細胞性免疫応答時間には作用しない。したがって、ファビピラビルは、ウイル
スの増殖時間を、2.8日短縮したことになる。この2.8日は、SARS-CoV-２の増殖の１サ
イクルは約６時間なので、ウイルス増殖を11サイクル分短縮した。このように帯状疱疹
治療薬並みに著効と思われる。抗ウイルス薬は肺炎の炎症には効果はないが、免疫抑制
薬であるデキサメタゾンは炎症を抑制するので、炎症の軽減には有効である。

　白木　ファビピラビルに関しては、
この化合物の特性がインフルエンザ以
外のすべてのRNAウイルスに効くと
いう特徴があります。すべてのRNAウ
イルスのRNA合成酵素に効くという
ことは、非常に共通性が高い部分に効
いているので、耐性ができないという
ことがわかりました。耐性変異は、酵
素の共通性が高い重要部位に起こるこ
とになり、そのような耐性変異によっ
て、RNA合成酵素としての活性がなく
なるようです。だから、非常に広い範
囲に効くという特性があるために耐性
ウイルスができないことから、新型イ
ンフルエンザが流行し始めたとしても、
最初の患者さんも、最後の患者さんに
も有効に使えそうだということです。
　山内　非常に画期的ですね。ただ、
実際にどうかをヒトで検証するという
ことになりますと、COVID-19は特に、
非常に早くからウイルスの増殖が始ま
るようですから、できれば症状が出た
ときにすぐ投与したほうがよいのです
ね。
　白木　インフルエンザが発症48時間
以内、それから水痘が発症24時間以内、
帯状疱疹が発症72時間以内に治療が開
始されています。COVID-19は帯状疱
疹並みの３日程度で使えるのが肺炎の
予防とか、いろいろな合併症の予防に
良いかと思います。ファビピラビルが
そういう使い方ができるようになるの
が理想で、現実には、今回の治験が行

われたのは軽症肺炎の方を対象にして
います。
　山内　それは何か理由があるのでし
ょうか。
　白木　それは入院患者さんの軽症肺
炎しか対象にできなかったということ
だと思います。
　山内　副作用への懸念ということで、
これはまた後ほどお話をうかがいます。
少し遅れてからの治療になると、ファ
ビピラビルの有効性の検証はどうでし
ょうか。
　白木　今回、有効性が15日ぐらいか
かる病気がファビピラビル治療で11日
ぐらいと、３日間ぐらい短縮しました
（図２）。COVID-19肺炎は、ウイルス
増殖とそれに対する細胞性免疫応答が
だいたい２週間続きますので、ウイル
スが実際に体の中で増えているのは５
日か６日ぐらいです。そうすると、ウ
イルスが増えている期間を３日短縮し
たということは、このウイルスの１回
の増殖サイクルが６時間ですから、10
回分ぐらいウイルスの増殖サイクルを
阻止したことになります。ですから、
すごく効いていると思うのですが、
COVID-19に抗ウイルス薬は、もっと
効くと思う方が多かったと思います。
帯状疱疹の患者さんとなると、３週間、
どなたも赤みが続きますから、まあそ
ういうものかなと思っています。
　山内　日本ではいろいろ制約もある
ようですが、海外で今広く臨床試験が
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る可能性がある方は使わないというの
はやむを得ないかと考えています。
　山内　ただ、そのあたりは妊娠適齢
期の女性に使わないということで、何
となく乗り切れそうですが。
　白木　乗り切っていただけたらと思
います。
　山内　それ以外の副作用としてはど
ういったものがありますか。
　白木　今回COVID-19でもはっきり
わかったのですが、尿酸値が上がる方
がいるという点と、COVID-19自体で
肝機能障害が出る可能性があるという
ことです。肝機能障害はこの疾患の特
徴でもあるので、今まで行われた臨床
試験では両方の群に起こっています。
あとは、男性の精液中にもファビピラ

ビルが入ってくるので、10日間ほどは
妊娠を避けていただきたいということ
です。
　山内　ただ、いずれにしても本体の
病気に比べると特段大きな障害ではな
いので、これは注意点を守れば予防で
きそうな感じですね。そうなりますと、
この薬剤の効果をもう少し広く臨床試
験したいところですね。
　白木　そうですね。早い段階で使え
ることを期待しています。
　山内　これでファビピラビルに関し
てのいろいろなお話がかなり整理でき
たと思われます。非常に期待を持って
今後の試験を見守っていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

国立成育医療研究センターこころの診療部統括部長
小　枝　達　也

（聞き手　池田志斈）

　５歳の子どもがディスレクシアと診断されました。以下の点で最近の進歩が
あればご教示ください。
　１．音声ガイダンスなどが使用されているようですが、繰り返し教えること

で識字など可能になるのかどうか。
　２．海外の著名人にもディスレクシアの方がいますが、その子の優れた点を

どうやって見いだせるのでしょうか。
　３．脳の利用部位の差によるとされていますが、レーザーなど、何か治療に

役立つものはあるのでしょうか。
 ＜宮城県勤務医＞

ディスレクシア

　池田　この５歳というのはディスレ
クシアの診断は可能なのでしょうか。
　小枝　５歳のお子さんでは、なかな
か現時点で診断は難しく、小学校１年
生以上でないと難しいかと思います。
これはおそらくディスレクシアの疑い
があるといわれたということではない
かと思います。
　池田　診断のできる年齢というのは
何歳からなのでしょうか。
　小枝　ディスレクシアには、文字を
読むことを測定する必要があり、その
ためのひらがなの音読検査というもの

ができています。これは厚生労働省で
認められ保険収載されている唯一の検
査で、小学校１年生から６年生までを
対象とした検査となっています。
　池田　では小学校に入る前、あるい
は小学校を卒業してしまうと基準がな
いということですか。
　小枝　そうですね。小学校に入る前
はディスレクシアと確定的な診断をす
るのは現時点では無理だろうと思いま
す。中学生以上の場合、私は小学校６
年生として考えたときに基準に該当す
るかどうかを考えるようにしています。
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る可能性がある方は使わないというの
はやむを得ないかと考えています。
　山内　ただ、そのあたりは妊娠適齢
期の女性に使わないということで、何
となく乗り切れそうですが。
　白木　乗り切っていただけたらと思
います。
　山内　それ以外の副作用としてはど
ういったものがありますか。
　白木　今回COVID-19でもはっきり
わかったのですが、尿酸値が上がる方
がいるという点と、COVID-19自体で
肝機能障害が出る可能性があるという
ことです。肝機能障害はこの疾患の特
徴でもあるので、今まで行われた臨床
試験では両方の群に起こっています。
あとは、男性の精液中にもファビピラ

ビルが入ってくるので、10日間ほどは
妊娠を避けていただきたいということ
です。
　山内　ただ、いずれにしても本体の
病気に比べると特段大きな障害ではな
いので、これは注意点を守れば予防で
きそうな感じですね。そうなりますと、
この薬剤の効果をもう少し広く臨床試
験したいところですね。
　白木　そうですね。早い段階で使え
ることを期待しています。
　山内　これでファビピラビルに関し
てのいろいろなお話がかなり整理でき
たと思われます。非常に期待を持って
今後の試験を見守っていきたいと思い
ます。ありがとうございました。

国立成育医療研究センターこころの診療部統括部長
小　枝　達　也

（聞き手　池田志斈）

　５歳の子どもがディスレクシアと診断されました。以下の点で最近の進歩が
あればご教示ください。
　１．音声ガイダンスなどが使用されているようですが、繰り返し教えること

で識字など可能になるのかどうか。
　２．海外の著名人にもディスレクシアの方がいますが、その子の優れた点を

どうやって見いだせるのでしょうか。
　３．脳の利用部位の差によるとされていますが、レーザーなど、何か治療に

役立つものはあるのでしょうか。
 ＜宮城県勤務医＞

ディスレクシア

　池田　この５歳というのはディスレ
クシアの診断は可能なのでしょうか。
　小枝　５歳のお子さんでは、なかな
か現時点で診断は難しく、小学校１年
生以上でないと難しいかと思います。
これはおそらくディスレクシアの疑い
があるといわれたということではない
かと思います。
　池田　診断のできる年齢というのは
何歳からなのでしょうか。
　小枝　ディスレクシアには、文字を
読むことを測定する必要があり、その
ためのひらがなの音読検査というもの

ができています。これは厚生労働省で
認められ保険収載されている唯一の検
査で、小学校１年生から６年生までを
対象とした検査となっています。
　池田　では小学校に入る前、あるい
は小学校を卒業してしまうと基準がな
いということですか。
　小枝　そうですね。小学校に入る前
はディスレクシアと確定的な診断をす
るのは現時点では無理だろうと思いま
す。中学生以上の場合、私は小学校６
年生として考えたときに基準に該当す
るかどうかを考えるようにしています。
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　池田　長い内容に関してはデイジー
教科書で、短い一つ一つのセンテンス
はそういったもので補充していくとい
うことですね。
　小枝　読むスキルを上げようと思え
ば、私どもが提供しているアプリで練
習していただくとよいかと思いますが、
教科書などで知識が遅れないようにし
なければいけないといった場合には、
このデイジー教科書を併用するといい
かと思います。
　池田　どのくらいの割合の方がこれ
で読み能力が上がるのでしょうか。
　小枝　私は成育医療研究センターで
ディスレクシア外来というものを開設
していますが、そこに来る方の９割ぐ
らいは私どものアプリで読むことが上
手になっていきます。
　池田　１割の方は残ってしまいます
ね。そのような方はどうされるのです
か。
　小枝　１割の方にはとても症状が重
く、アプリでも歯が立たないぐらいの
方がいるのですが、そういった方には
このアプリを開発する元の方法、原法
というものがあります。その方法を使
うと、時間はかかりますが、それなり
に読めるようになっています。
　池田　その原法というのはソフトに
はなっていないのですか。
　小枝　アプリは家庭で家族がやって
も上手になるのですが、原法は学校の
先生や、スピーチセラピストのような

方に時間を取って丁寧にご指導いただ
く必要があると思います。
　池田　その分だけ時間と人の手間が
かかるのですね。でも、１割でしたら、
まあよいかと思いますが。
　小枝　そう思います。
　池田　質問にもありますが、ディス
レクシアの方の中には素晴らしい才能
がある方もいて、それをどうやって見
いだすのかという話ですが。
　小枝　ディスレクシアのお子さんは、
読むのが苦手なかわりにといってはな
んですが、ものづくりであったり、デ
ザインであったり、あるいはスポーツ
などで優れた才能を示される方もいま
すので、いろいろさせてみて、すぐ上
手になるものをその子の得意なものと
してさせてみるのが、一つの手ではな
いかと思います。
　池田　優れた点と、読みにくいとい
う欠点とあるのですが、どちらをどの
くらい伸ばしていく感じなのですか。
　小枝　ディスレクシアのお子さんた
ちは読むのが本当に嫌いで苦手なので、
それを頑張れというのですから、そち
らはせいぜい１ぐらいにしておいて、
その子が好きで得意で上手になるもの
を９ぐらい応援する。９対１でやるぐ
らいが家庭でみんなが穏やかに暮らす
には一番いいかと思います。
　池田　できるものを伸ばしたほうが
本人も気持ちがいいかと思いますね。
　小枝　そう思います。

　池田　基準が必要ということは、重
症度というのがあるのでしょうか。
　小枝　当然重いお子さんほど早く見
つかってきますし、軽いお子さんは小
学校の低学年のうちは気づかれずに、
高学年になってからいらっしゃること
もあります。
　池田　症状の重さは違うのですね。
　小枝　重い子もいれば、軽い子もい
るということです。
　池田　質問に音声ガイダンスなどが
使われていると書いてあるのですが、
ディスレクシアの治療といいますか、
どのような対処方法があるのでしょう
か。
　小枝　音声ガイダンスというのは、
少し私も調べたのですが、該当するも
のが見つかりませんでした。少し広め
に考えますと、学校、あるいは家庭で
使えるように、無料で配信されている
デイジー教科書のことかと思います。
このデイジー教科書というのは、その
子の在籍する学校の教科書をダウンロ
ードして、パソコンなどが読み上げて
くれるのです。それを聞いて、お子さ
んが読むことなく知識が身につくとい
う、学習の補助として役立つものかと
思います。
　池田　デイジー教科書というのは、
コンピューターの画面を見て、そこに
教科書があって、読み上げソフトがそ
こを読んでいく、そういうことですね。
　小枝　そうです。ちょうどデイジー

教科書が音声を出すところだけハイラ
イトで色が変わって、ここを読んでい
るというのがわかるようになっていま
す。
　池田　そこを目で追いながら、耳で
ソフトからの音が入ってくる。実際に
読めるようになっているのでしょうか。
　小枝　実際に目で追いながら読み上
げるのを聞けば効果があるのかもしれ
ませんが、読むのが苦手なお子さんた
ちですので、デイジー教科書のところ
を見ながら、どちらかというと耳で聞
いて理解しようとします。読む訓練と
はちょっと違うのではないかと僕は思
っています。
　池田　内容は理解できているけれど
も、実際、読むことがあまりできてい
ない可能性もあるのですね。
　小枝　内容理解には非常に役に立ち
ますが、デイジー教科書を使っている
とすらすら読めるようになるかという
と、そういうものではないと私は思っ
ています。
　池田　そういったことが起こった場
合、何かほかに実際に読めるようにな
るような方法はあるのでしょうか。
　小枝　文としていきなり読ませよう
とすると難しいので、一文字、一文字
が楽に早く読めるような練習をすると
いいと考えています。私はそのための
方法を開発して、タブレットPCやス
マートフォンで利用できる音読指導ア
プリを提供しています。
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　池田　長い内容に関してはデイジー
教科書で、短い一つ一つのセンテンス
はそういったもので補充していくとい
うことですね。
　小枝　読むスキルを上げようと思え
ば、私どもが提供しているアプリで練
習していただくとよいかと思いますが、
教科書などで知識が遅れないようにし
なければいけないといった場合には、
このデイジー教科書を併用するといい
かと思います。
　池田　どのくらいの割合の方がこれ
で読み能力が上がるのでしょうか。
　小枝　私は成育医療研究センターで
ディスレクシア外来というものを開設
していますが、そこに来る方の９割ぐ
らいは私どものアプリで読むことが上
手になっていきます。
　池田　１割の方は残ってしまいます
ね。そのような方はどうされるのです
か。
　小枝　１割の方にはとても症状が重
く、アプリでも歯が立たないぐらいの
方がいるのですが、そういった方には
このアプリを開発する元の方法、原法
というものがあります。その方法を使
うと、時間はかかりますが、それなり
に読めるようになっています。
　池田　その原法というのはソフトに
はなっていないのですか。
　小枝　アプリは家庭で家族がやって
も上手になるのですが、原法は学校の
先生や、スピーチセラピストのような

方に時間を取って丁寧にご指導いただ
く必要があると思います。
　池田　その分だけ時間と人の手間が
かかるのですね。でも、１割でしたら、
まあよいかと思いますが。
　小枝　そう思います。
　池田　質問にもありますが、ディス
レクシアの方の中には素晴らしい才能
がある方もいて、それをどうやって見
いだすのかという話ですが。
　小枝　ディスレクシアのお子さんは、
読むのが苦手なかわりにといってはな
んですが、ものづくりであったり、デ
ザインであったり、あるいはスポーツ
などで優れた才能を示される方もいま
すので、いろいろさせてみて、すぐ上
手になるものをその子の得意なものと
してさせてみるのが、一つの手ではな
いかと思います。
　池田　優れた点と、読みにくいとい
う欠点とあるのですが、どちらをどの
くらい伸ばしていく感じなのですか。
　小枝　ディスレクシアのお子さんた
ちは読むのが本当に嫌いで苦手なので、
それを頑張れというのですから、そち
らはせいぜい１ぐらいにしておいて、
その子が好きで得意で上手になるもの
を９ぐらい応援する。９対１でやるぐ
らいが家庭でみんなが穏やかに暮らす
には一番いいかと思います。
　池田　できるものを伸ばしたほうが
本人も気持ちがいいかと思いますね。
　小枝　そう思います。

　池田　基準が必要ということは、重
症度というのがあるのでしょうか。
　小枝　当然重いお子さんほど早く見
つかってきますし、軽いお子さんは小
学校の低学年のうちは気づかれずに、
高学年になってからいらっしゃること
もあります。
　池田　症状の重さは違うのですね。
　小枝　重い子もいれば、軽い子もい
るということです。
　池田　質問に音声ガイダンスなどが
使われていると書いてあるのですが、
ディスレクシアの治療といいますか、
どのような対処方法があるのでしょう
か。
　小枝　音声ガイダンスというのは、
少し私も調べたのですが、該当するも
のが見つかりませんでした。少し広め
に考えますと、学校、あるいは家庭で
使えるように、無料で配信されている
デイジー教科書のことかと思います。
このデイジー教科書というのは、その
子の在籍する学校の教科書をダウンロ
ードして、パソコンなどが読み上げて
くれるのです。それを聞いて、お子さ
んが読むことなく知識が身につくとい
う、学習の補助として役立つものかと
思います。
　池田　デイジー教科書というのは、
コンピューターの画面を見て、そこに
教科書があって、読み上げソフトがそ
こを読んでいく、そういうことですね。
　小枝　そうです。ちょうどデイジー

教科書が音声を出すところだけハイラ
イトで色が変わって、ここを読んでい
るというのがわかるようになっていま
す。
　池田　そこを目で追いながら、耳で
ソフトからの音が入ってくる。実際に
読めるようになっているのでしょうか。
　小枝　実際に目で追いながら読み上
げるのを聞けば効果があるのかもしれ
ませんが、読むのが苦手なお子さんた
ちですので、デイジー教科書のところ
を見ながら、どちらかというと耳で聞
いて理解しようとします。読む訓練と
はちょっと違うのではないかと僕は思
っています。
　池田　内容は理解できているけれど
も、実際、読むことがあまりできてい
ない可能性もあるのですね。
　小枝　内容理解には非常に役に立ち
ますが、デイジー教科書を使っている
とすらすら読めるようになるかという
と、そういうものではないと私は思っ
ています。
　池田　そういったことが起こった場
合、何かほかに実際に読めるようにな
るような方法はあるのでしょうか。
　小枝　文としていきなり読ませよう
とすると難しいので、一文字、一文字
が楽に早く読めるような練習をすると
いいと考えています。私はそのための
方法を開発して、タブレットPCやス
マートフォンで利用できる音読指導ア
プリを提供しています。
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っと出て、ぱっと読める。この自動化
こそが実は読みを楽にする一つのポイ
ントなのです。
　池田　なるほど。それができない子
が、できるようになった前後で、例え
ばファンクショナルMRIのようなもの
をやると、この３つの脳部位の機能が
変わってくるのですか。
　小枝　そうです。2004年にアメリカ
のエール大学のシェイビッツ先生がそ
ういった研究レポートを出しています。
　池田　構造はわからないけれども、
トレーニングによって、機能的な脳の
働きが変わってくるということですね。
　小枝　機能的には子どもの脳は回復
してくると思います。

　池田　できたら小学校１年生ぐらい
で診断するよりも、早ければ早いほう
がいいのでしょうか。
　小枝　小学校１年生でも決して遅く
ないですし、見つかった段階ですぐ１
個１個の文字を楽に読めるように練習
を繰り返すこと、これがまず基本だと
思います。
　池田　そういう意味でも、このディ
スレクシアという疾患をもっと啓発し
て広げていって、そういったお子さん
をなるべく早くみんなで見つけるとい
うことですね。
　小枝　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　それと、３つ目の質問で、脳
の部位の差があるのではというのです
が、ディスレクシアは発症機序などわ
かっているのでしょうか。
　小枝　読む際に脳が働く場所がだい
たいわかっていて、特にディスレクシ
アのお子さんは左側の脳の頭頂側頭部
と後頭葉の紡錘状回の働きが悪いこと
が報告されています。
　池田　ということは、そこの神経細
胞の機能が違っているのでしょうね。
　小枝　はい。
　池田　これは遺伝はあるのでしょう
か。
　小枝　ディスレクシアは単発例も多
いのですが、非常に人数が多いとされ
ている欧米では常染色体の優性遺伝が
疑われています。
　池田　ある分子の異常があって、そ
れが常染色体優性の遺伝をしてくると
いうことですね。
　小枝　はい。
　池田　もう遺伝子はわかっているの
でしょうか。
　小枝　候補遺伝子は４つぐらい見つ
かっていますが、確定的にこれだとい
ったものはまだ詰め切れていないよう
です。
　池田　レーザーなどを使って治療で
きないかということですが、実際には、
よくうつ病等で電磁的な治療をされて
いますね。ディスレクシアでは同じよ
うにやっているのでしょうか。

　小枝　私が調べた限りではそういう
物理的な方法による治療は難しく、む
しろ１個１個の文字を繰り返して読む
練習のような合理的で、確認された方
法で繰り返していくと、反応が悪かっ
た左側の頭頂側頭部や紡錘状回の反応
がよくなるという研究報告も出ていま
す。やはり合理的な方法で繰り返し練
習することが今のところの一番いい方
法ではないかと思います。
　池田　なかなか合理的な方法という
のが難しいと思うのですが、よく学校
の先生がご自分で本を読んで聞かせて、
そのお子さんがまた同じように言える
ということをおっしゃいます。これは
合理的なのでしょうか。
　小枝　それは単に先生が読んでくれ
たものを耳で聞いて繰り返しているだ
けですので、読むというトレーニング
には全くならないのです。ですから、
そういう指導ではなくて、読めない一
文字ずつを繰り返し自分の力で読める
ようにする。そういう練習が一番もと
になるだろうと思います。
　池田　イメージとしては、何か一文
字書いてあるものを、読んでごらんと
いうかたちでご本人に読ませる。
　小枝　そうです。
　池田　そして合っていると、「ああ、
いいね」といって次に移る。
　小枝　それが、時間をかけて読める、
ではダメで、早く楽に読めるようにな
ることが指導のポイントなのです。ぱ
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っと出て、ぱっと読める。この自動化
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ばファンクショナルMRIのようなもの
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　池田　レーザーなどを使って治療で
きないかということですが、実際には、
よくうつ病等で電磁的な治療をされて
いますね。ディスレクシアでは同じよ
うにやっているのでしょうか。

　小枝　私が調べた限りではそういう
物理的な方法による治療は難しく、む
しろ１個１個の文字を繰り返して読む
練習のような合理的で、確認された方
法で繰り返していくと、反応が悪かっ
た左側の頭頂側頭部や紡錘状回の反応
がよくなるという研究報告も出ていま
す。やはり合理的な方法で繰り返し練
習することが今のところの一番いい方
法ではないかと思います。
　池田　なかなか合理的な方法という
のが難しいと思うのですが、よく学校
の先生がご自分で本を読んで聞かせて、
そのお子さんがまた同じように言える
ということをおっしゃいます。これは
合理的なのでしょうか。
　小枝　それは単に先生が読んでくれ
たものを耳で聞いて繰り返しているだ
けですので、読むというトレーニング
には全くならないのです。ですから、
そういう指導ではなくて、読めない一
文字ずつを繰り返し自分の力で読める
ようにする。そういう練習が一番もと
になるだろうと思います。
　池田　イメージとしては、何か一文
字書いてあるものを、読んでごらんと
いうかたちでご本人に読ませる。
　小枝　そうです。
　池田　そして合っていると、「ああ、
いいね」といって次に移る。
　小枝　それが、時間をかけて読める、
ではダメで、早く楽に読めるようにな
ることが指導のポイントなのです。ぱ
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東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野教授
豊　福　　明

（聞き手　池脇克則）

　舌のしびれ感の鑑別、治療、予後などについてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

舌のしびれ

　池脇　舌のしびれ感ということで質
問をいただきました。私のような内科
医ですと、患者さんの言う手足のしび
れというのは何となく想像がつくので
すが、舌のしびれ感、具体的には患者
さんはどう訴えてくるのでしょうか。
　豊福　ヒリヒリとかピリピリとかい
う訴えが一番多くて、例えて言うとや
けどの痕が残っているようなとか、あ
るいは歯にこすれるようなピリピリと
か、そういう訴え方が多いですね。
　池脇　ピリピリ、あるいはチクチク
という表現もあるようですから、大き
くとらえるとしびれかもしれないです
が、痛みという要素もあるのですか。
　豊福　そうですね。ですので、「歯
医者の麻酔で麻痺したというしびれで
すか」と聞くと、それとは全然違うと
いう答え方をされます。
　池脇　いわゆる舌痛症というくくり

の中に入る病気ということでしょうか。
　豊福　それがほとんどです。ビタミ
ン欠乏や貧血など、教科書に書いてあ
るようなことはあまり経験しないのが
実際のところです。
　池脇　どういう方が多いのでしょう
か。
　豊福　世界的なデータでは中高年以
降の女性が８割方というのがだいたい
一致していて、男性がまれにいるとい
うところです。
　池脇　女性が多いのですね。性ホル
モンとか、関係するのでしょうか。
　豊福　更年期の話は前からずっと議
論があったのですが、20～30年ぐらい
前にデータが出て、あまりホルモンと
は関係しないし、ホルモン補充療法を
してもあまりヒリヒリが取れないとい
うデータが出ていたと思います。
　池脇　こういったしびれ感というの

は四六時中続いているのですか。それ
とも、日内変動があるのでしょうか。
　豊福　日内変動があるのがこの病気
の特徴で、むしろ午前中はわりとよい
か、もしくは全然感じないぐらいの状
態から、午後から夕方にかけてだんだ
ん悪化していく方がほとんどです。
　池脇　しびれのために眠れないとい
うことはないのですか。
　豊福　これが不思議なことに、眠れ
ないとか食べられないということはな
く、むしろ何か口にガムやアメなど入
っているほうが楽だったりとか。
　池脇　口腔内に虫歯とか潰瘍とか、
明らかな原因になるような異常はない
のですね。
　豊福　ない方がほとんどです。ただ、
舌痛症と紹介された方に内向性の舌が
んが、何百人かに１人ぐらい経験した
ことがあるので、経過観察も大事だろ
うと思っています。
　池脇　ほとんどが原因不明で、二次
性のものはないけれども、まれに、そ
ういった病気もあるので、最初はちょ
っとチェックが必要なのですね。
　豊福　そうですね。
　池脇　この病気の病態はわかってい
るのでしょうか。
　豊福　80年ぐらい前の口腔外科の教
科書に記載が残っているのですが、そ
のときは完璧に不定愁訴扱いで、「何
もないのにやかましく言うから閉口す
る」みたいなことが書いてあり、いわ

ゆる心因性扱いでした。最近は末梢神
経の障害性疼痛のようなものもあると
いう説が出てきたり、それでは説明が
つかないというところで、議論が行っ
たり来たりしていますが、おそらく複
合的なものではなかろうかと思ってい
ます。
　池脇　何か単一の原因で説明できる
というよりも、患者さんによっていろ
いろな原因が複数に絡み合っている可
能性があるということですね。
　豊福　そういう感じです。ただ最近、
あっちもこっちも痛いという方と、右
だけ痛い、左だけ痛いという方とはち
ょっと違うのではないかといわれてい
て、片側性のほうがよりニューロパシ
ックな要素が強いのではないかといわ
れているところです。
　池脇　舌痛症自体に多様性があるに
しても、舌痛症の中にタイプA、タイ
プBなど、まだ分類ができるほどでは
ないのですね。
　豊福　いろいろな人がいろいろな分
類をしているのですが、まだまとまっ
ていないのが正直なところです。
　池脇　口の中をチェックして、特に
何もなければ「気のせい」などで片付
けられ、患者さんがずっと我慢すると
いうことなのでしょうか。
　豊福　それもけっこう多く経験され
ます。
　池脇　そして、先生のような専門的
な施設に紹介で来るということですか。
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東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野教授
豊　福　　明

（聞き手　池脇克則）

　舌のしびれ感の鑑別、治療、予後などについてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

舌のしびれ

　池脇　舌のしびれ感ということで質
問をいただきました。私のような内科
医ですと、患者さんの言う手足のしび
れというのは何となく想像がつくので
すが、舌のしびれ感、具体的には患者
さんはどう訴えてくるのでしょうか。
　豊福　ヒリヒリとかピリピリとかい
う訴えが一番多くて、例えて言うとや
けどの痕が残っているようなとか、あ
るいは歯にこすれるようなピリピリと
か、そういう訴え方が多いですね。
　池脇　ピリピリ、あるいはチクチク
という表現もあるようですから、大き
くとらえるとしびれかもしれないです
が、痛みという要素もあるのですか。
　豊福　そうですね。ですので、「歯
医者の麻酔で麻痺したというしびれで
すか」と聞くと、それとは全然違うと
いう答え方をされます。
　池脇　いわゆる舌痛症というくくり

の中に入る病気ということでしょうか。
　豊福　それがほとんどです。ビタミ
ン欠乏や貧血など、教科書に書いてあ
るようなことはあまり経験しないのが
実際のところです。
　池脇　どういう方が多いのでしょう
か。
　豊福　世界的なデータでは中高年以
降の女性が８割方というのがだいたい
一致していて、男性がまれにいるとい
うところです。
　池脇　女性が多いのですね。性ホル
モンとか、関係するのでしょうか。
　豊福　更年期の話は前からずっと議
論があったのですが、20～30年ぐらい
前にデータが出て、あまりホルモンと
は関係しないし、ホルモン補充療法を
してもあまりヒリヒリが取れないとい
うデータが出ていたと思います。
　池脇　こういったしびれ感というの

は四六時中続いているのですか。それ
とも、日内変動があるのでしょうか。
　豊福　日内変動があるのがこの病気
の特徴で、むしろ午前中はわりとよい
か、もしくは全然感じないぐらいの状
態から、午後から夕方にかけてだんだ
ん悪化していく方がほとんどです。
　池脇　しびれのために眠れないとい
うことはないのですか。
　豊福　これが不思議なことに、眠れ
ないとか食べられないということはな
く、むしろ何か口にガムやアメなど入
っているほうが楽だったりとか。
　池脇　口腔内に虫歯とか潰瘍とか、
明らかな原因になるような異常はない
のですね。
　豊福　ない方がほとんどです。ただ、
舌痛症と紹介された方に内向性の舌が
んが、何百人かに１人ぐらい経験した
ことがあるので、経過観察も大事だろ
うと思っています。
　池脇　ほとんどが原因不明で、二次
性のものはないけれども、まれに、そ
ういった病気もあるので、最初はちょ
っとチェックが必要なのですね。
　豊福　そうですね。
　池脇　この病気の病態はわかってい
るのでしょうか。
　豊福　80年ぐらい前の口腔外科の教
科書に記載が残っているのですが、そ
のときは完璧に不定愁訴扱いで、「何
もないのにやかましく言うから閉口す
る」みたいなことが書いてあり、いわ

ゆる心因性扱いでした。最近は末梢神
経の障害性疼痛のようなものもあると
いう説が出てきたり、それでは説明が
つかないというところで、議論が行っ
たり来たりしていますが、おそらく複
合的なものではなかろうかと思ってい
ます。
　池脇　何か単一の原因で説明できる
というよりも、患者さんによっていろ
いろな原因が複数に絡み合っている可
能性があるということですね。
　豊福　そういう感じです。ただ最近、
あっちもこっちも痛いという方と、右
だけ痛い、左だけ痛いという方とはち
ょっと違うのではないかといわれてい
て、片側性のほうがよりニューロパシ
ックな要素が強いのではないかといわ
れているところです。
　池脇　舌痛症自体に多様性があるに
しても、舌痛症の中にタイプA、タイ
プBなど、まだ分類ができるほどでは
ないのですね。
　豊福　いろいろな人がいろいろな分
類をしているのですが、まだまとまっ
ていないのが正直なところです。
　池脇　口の中をチェックして、特に
何もなければ「気のせい」などで片付
けられ、患者さんがずっと我慢すると
いうことなのでしょうか。
　豊福　それもけっこう多く経験され
ます。
　池脇　そして、先生のような専門的
な施設に紹介で来るということですか。
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　豊福　そういうケースが多いです。
　池脇　今、インターネットでいろい
ろな情報が入って、医師を介した紹介
だけではなく、患者さん自身がネット
上で見つけて来られることもあるので
しょうか。
　豊福　この10年は非常に多いですね。
　池脇　日本の中で舌痛症を専門的に
診る医療機関というのはどの程度ある
のでしょうか。
　豊福　精力的にやっているところが
全国で10施設ぐらいありますので、何
とかその地域でカバーできているので
はないかと思います。
　池脇　10施設といいますと、少し大
きな都市だと10ぐらいはいってしまい
ますね。
　豊福　ちょっと濃淡はあります。
　池脇　基本的には、原因がなければ、
除外診断になりますが、質問は鑑別と
いうことです。それ以外に鑑別すべき
疾患というのは、がんのほかに幾つか
あるのでしょうか。
　豊福　ごくごくまれですが、三叉神
経痛など舌咽神経痛の不全型みたいな
ものがあとでわかったこともありまし
た。それと、ご高齢の方が増えてきた
のですが、ずっと痛い、痛いといって
いるのですが、実は認知症で、何か嫌
なことをとにかく口が痛い、痛いとい
っていたこともありました。もしかし
たらそのようなケースが増えてくるか
もしれないと思ってみているところで

す。
　池脇　そのあたりの鑑別は難しいで
すね。
　豊福　ちょっと難しいですね。
　池脇　ある程度診ていく中で舌痛症
の診断ができて、その痛みを管理して
いく。なかなか難しそうですが、どの
ようにされているのでしょう。
　豊福　基本的に、50年ぐらい前から
抗うつ薬が効くことがわかっています。
薬はある程度効果があるのですが、の
みにくい薬が多くて、副作用は出るし、
継続率も僕たちのデータでは、半年間
で20％ぐらいしかなく、のみ続けるの
も難しいというのはあります。
　池脇　抗うつ薬も初期の三環系の抗
うつ薬から、最近はSSRIやSNRIなど
新しい抗うつ薬が出てきましたが、先
生方が主流として使う抗うつ薬は新し
いタイプが多くなっているのでしょう
か。
　豊福　新しいものは眠気などの副作
用が少なそうだけれども、胃腸障害は
けっこう多かったり、痛みを取り切れ
ないケースもけっこう出たり、医療経
済的な問題もあり、結局昔を見直して、
上手に使えないかやっているところで
す。
　池脇　薬が効いて、患者さんの苦痛
が軽減されたら、患者さんのアドヒア
ランスはよさそうに思うのですが。
　豊福　痛み止め感覚で、もうよくな
ったからやめてしまう方もいるのです。

やめて、ぶり返したときをつかまえて、
「やっぱりのんでいたほうがいいです
よね」という指導を何回か繰り返すこ
ともしています。
　池脇　舌痛症は、しびれ感と口内の
乾燥を訴える方が多く、一般的に抗う
つ薬は、乾燥に関して悪いほうに働き
そうな気がするのですが、どうなので
しょうか。
　豊福　だいたい60％以上の方が口腔
乾燥感を訴えていて、唾液は出ている
のです。僕たちが調べてみたら、抗う
つ薬で唾液が減った人のほうが痛みに
対する効果はよかったという、逆のデ
ータが出ました。だいたい１カ月ぐら
いで唾液量はリカバーすることがわか
ってきましたので、渇くというのは一
つのマーカーになるかもしれません。
　池脇　薬物に関しては抗うつ薬が主
流ということですが、神経障害による
疼痛となると、神経障害性疼痛の治療
薬、プレガバリンといったものがほか
の疾患ではよく使われています。この
舌痛症ではどうなのでしょうか。
　豊福　一部の方は、まあまあいいか
なというところがあるのですが、使っ
てみると抗うつ薬の半分以下しか効か
ないイメージがあります。ただ、副作
用も少ないので、少量でうまくいく方
も時々います。
　池脇　いろいろな種類の抗うつ薬が
あって、人それぞれで効く薬、効かな

い薬が違うのでしょうか。
　豊福　どうもあるようですが、その
使い分けがなかなかわからなくて困っ
ています。ただ、基本的にはアミトリ
プチリンが一番効く方が多いというの
は世界的に一致した見解になってきて
いるように思います。
　池脇　初期の抗うつ薬が先祖返りし
てしまったところもあるのですね。抗
うつ薬以外は使われることはあるので
すか。
　豊福　海外でもクロナゼパムが使用
されているところが多いのですが、ベ
ンゾジアゼピンですので、依存の問題
などが言われていて、短期的には副作
用が少ないわりに効果を実感される方
が多いのですが、続かないのが少し困
ったところです。
　池脇　そうすると、外来でそういう
訴えがあった場合には、ある程度慎重
に抗うつ薬を試してみるのもよいので
すね。
　豊福　はい。
　池脇　それが疑われて、先生のとこ
ろに紹介されてくるとパンクしてしま
いますね。
　豊福　いろいろ試されてうまくいか
ないのであれば、こちらもまた別を選
んでいくこともありますので、ぜひ躊
躇されないで、治療をしていただけれ
ばと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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　豊福　そういうケースが多いです。
　池脇　今、インターネットでいろい
ろな情報が入って、医師を介した紹介
だけではなく、患者さん自身がネット
上で見つけて来られることもあるので
しょうか。
　豊福　この10年は非常に多いですね。
　池脇　日本の中で舌痛症を専門的に
診る医療機関というのはどの程度ある
のでしょうか。
　豊福　精力的にやっているところが
全国で10施設ぐらいありますので、何
とかその地域でカバーできているので
はないかと思います。
　池脇　10施設といいますと、少し大
きな都市だと10ぐらいはいってしまい
ますね。
　豊福　ちょっと濃淡はあります。
　池脇　基本的には、原因がなければ、
除外診断になりますが、質問は鑑別と
いうことです。それ以外に鑑別すべき
疾患というのは、がんのほかに幾つか
あるのでしょうか。
　豊福　ごくごくまれですが、三叉神
経痛など舌咽神経痛の不全型みたいな
ものがあとでわかったこともありまし
た。それと、ご高齢の方が増えてきた
のですが、ずっと痛い、痛いといって
いるのですが、実は認知症で、何か嫌
なことをとにかく口が痛い、痛いとい
っていたこともありました。もしかし
たらそのようなケースが増えてくるか
もしれないと思ってみているところで

す。
　池脇　そのあたりの鑑別は難しいで
すね。
　豊福　ちょっと難しいですね。
　池脇　ある程度診ていく中で舌痛症
の診断ができて、その痛みを管理して
いく。なかなか難しそうですが、どの
ようにされているのでしょう。
　豊福　基本的に、50年ぐらい前から
抗うつ薬が効くことがわかっています。
薬はある程度効果があるのですが、の
みにくい薬が多くて、副作用は出るし、
継続率も僕たちのデータでは、半年間
で20％ぐらいしかなく、のみ続けるの
も難しいというのはあります。
　池脇　抗うつ薬も初期の三環系の抗
うつ薬から、最近はSSRIやSNRIなど
新しい抗うつ薬が出てきましたが、先
生方が主流として使う抗うつ薬は新し
いタイプが多くなっているのでしょう
か。
　豊福　新しいものは眠気などの副作
用が少なそうだけれども、胃腸障害は
けっこう多かったり、痛みを取り切れ
ないケースもけっこう出たり、医療経
済的な問題もあり、結局昔を見直して、
上手に使えないかやっているところで
す。
　池脇　薬が効いて、患者さんの苦痛
が軽減されたら、患者さんのアドヒア
ランスはよさそうに思うのですが。
　豊福　痛み止め感覚で、もうよくな
ったからやめてしまう方もいるのです。

やめて、ぶり返したときをつかまえて、
「やっぱりのんでいたほうがいいです
よね」という指導を何回か繰り返すこ
ともしています。
　池脇　舌痛症は、しびれ感と口内の
乾燥を訴える方が多く、一般的に抗う
つ薬は、乾燥に関して悪いほうに働き
そうな気がするのですが、どうなので
しょうか。
　豊福　だいたい60％以上の方が口腔
乾燥感を訴えていて、唾液は出ている
のです。僕たちが調べてみたら、抗う
つ薬で唾液が減った人のほうが痛みに
対する効果はよかったという、逆のデ
ータが出ました。だいたい１カ月ぐら
いで唾液量はリカバーすることがわか
ってきましたので、渇くというのは一
つのマーカーになるかもしれません。
　池脇　薬物に関しては抗うつ薬が主
流ということですが、神経障害による
疼痛となると、神経障害性疼痛の治療
薬、プレガバリンといったものがほか
の疾患ではよく使われています。この
舌痛症ではどうなのでしょうか。
　豊福　一部の方は、まあまあいいか
なというところがあるのですが、使っ
てみると抗うつ薬の半分以下しか効か
ないイメージがあります。ただ、副作
用も少ないので、少量でうまくいく方
も時々います。
　池脇　いろいろな種類の抗うつ薬が
あって、人それぞれで効く薬、効かな

い薬が違うのでしょうか。
　豊福　どうもあるようですが、その
使い分けがなかなかわからなくて困っ
ています。ただ、基本的にはアミトリ
プチリンが一番効く方が多いというの
は世界的に一致した見解になってきて
いるように思います。
　池脇　初期の抗うつ薬が先祖返りし
てしまったところもあるのですね。抗
うつ薬以外は使われることはあるので
すか。
　豊福　海外でもクロナゼパムが使用
されているところが多いのですが、ベ
ンゾジアゼピンですので、依存の問題
などが言われていて、短期的には副作
用が少ないわりに効果を実感される方
が多いのですが、続かないのが少し困
ったところです。
　池脇　そうすると、外来でそういう
訴えがあった場合には、ある程度慎重
に抗うつ薬を試してみるのもよいので
すね。
　豊福　はい。
　池脇　それが疑われて、先生のとこ
ろに紹介されてくるとパンクしてしま
いますね。
　豊福　いろいろ試されてうまくいか
ないのであれば、こちらもまた別を選
んでいくこともありますので、ぜひ躊
躇されないで、治療をしていただけれ
ばと思います。
　池脇　ありがとうございました。
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順天堂大学医史学研究室助教
澤　井　　直

（聞き手　山内俊一）

　ペロポネソス戦争時の発疹チフスの流行によるアテネの敗戦、ペストによる
東ローマ帝国とパルティアの衰退とイスラム朝の拡大、モンゴル軍によりもた
らされた中世欧州のペスト流行、第一次世界大戦とスペイン風邪、天然痘と藤
原摂関政治…等、歴史を変えた感染症についてご教示ください。
 ＜匿名＞

歴史と感染症

　山内　歴史を変えた感染症というこ
とで、古代より大規模な感染症の発生
で民族、国が滅びたといった大きな変
革があったかと思います。もう一度こ
れを見つめ直して、現在のコロナを含
めて、今後の参考にしたいということ
です。
　まず、歴史を変えたような感染症と
いいますと、どういったイメージでと
らえたらよいでしょうか。
　澤井　歴史を変えるというのは、そ
の感染症がなかったら起こらなかった
であろう事象と、実際に起きたことを
比較し、それによって、歴史を変えた
かどうかが評価されるわけですが、大
きく３つのパターンがあり得るのでは
ないかと思っています。

　１つ目は有力者あるいは為政者が病
気で死亡する。そのために短期的な影
響が現れやすく、我々にとっても見え
やすい。そういうものです。
　山内　これは歴史の教科書で書かれ
るので、すぐ覚えられますね。
　澤井　そうです。２つ目が、当時と
しては犠牲者が多くて、悲しむ人もた
くさんいたものの、そういう大きな影
響を当時与えたようには見えない。そ
のために影響が見えにくい。歴史を変
えたかどうかの評価が難しいものにな
ります。
　山内　多くの方が亡くなったら、大
惨事ではあるのですが、現代ほどには
通信なり、いろいろな伝達手段がない
から、歴史上は忘れ去られている、と

いうことでしょうか。
　澤井　そうですね。死亡率の低い現
在と比べて、昔はかなり高かったです
から、病気以外にもいろいろな原因で
亡くなる方がいたわけで、一つの病気
が歴史を変えたかどうか、なかなか見
えにくいことがあります。
　山内　３つ目は、どういったことで
しょうか。
　澤井　病気が歴史を変えるという点
ではマイナスのイメージが強いと思う
のですが、それを逆手に取って、プラ
スの影響を与えたというものもあると
思います。
　山内　これは衛生学、公衆衛生学の
進歩といったものに関連すると考えて
よいのですか。
　澤井　そうですね。

　山内　早速ですが、まず最初の、為
政者、有力者、こういった方々の死亡
に絡むといったことですが、知られて
いるものとしてはどういったものが挙
げられるのでしょうか。
　澤井　有名なものとしては３つ思い
浮かびます。一つはアテネの疫病とい
われる紀元前５世紀頃の病気。もう一
つがアントニヌスの疫病といわれる紀
元後160年頃に起こった疫病。もう一
つが８世紀の日本で起こった天然痘の
流行です。
　山内　１つずつうかがいますが、最
初のアテネの疫病、これは具体的にど
のようなものだったのでしょうか。
　澤井　これはチフスだとする説が現
在有力なのですが、アフリカからペル
シャ、ギリシャと広がってきて、当時
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順天堂大学医史学研究室助教
澤　井　　直

（聞き手　山内俊一）

　ペロポネソス戦争時の発疹チフスの流行によるアテネの敗戦、ペストによる
東ローマ帝国とパルティアの衰退とイスラム朝の拡大、モンゴル軍によりもた
らされた中世欧州のペスト流行、第一次世界大戦とスペイン風邪、天然痘と藤
原摂関政治…等、歴史を変えた感染症についてご教示ください。
 ＜匿名＞

歴史と感染症

　山内　歴史を変えた感染症というこ
とで、古代より大規模な感染症の発生
で民族、国が滅びたといった大きな変
革があったかと思います。もう一度こ
れを見つめ直して、現在のコロナを含
めて、今後の参考にしたいということ
です。
　まず、歴史を変えたような感染症と
いいますと、どういったイメージでと
らえたらよいでしょうか。
　澤井　歴史を変えるというのは、そ
の感染症がなかったら起こらなかった
であろう事象と、実際に起きたことを
比較し、それによって、歴史を変えた
かどうかが評価されるわけですが、大
きく３つのパターンがあり得るのでは
ないかと思っています。

　１つ目は有力者あるいは為政者が病
気で死亡する。そのために短期的な影
響が現れやすく、我々にとっても見え
やすい。そういうものです。
　山内　これは歴史の教科書で書かれ
るので、すぐ覚えられますね。
　澤井　そうです。２つ目が、当時と
しては犠牲者が多くて、悲しむ人もた
くさんいたものの、そういう大きな影
響を当時与えたようには見えない。そ
のために影響が見えにくい。歴史を変
えたかどうかの評価が難しいものにな
ります。
　山内　多くの方が亡くなったら、大
惨事ではあるのですが、現代ほどには
通信なり、いろいろな伝達手段がない
から、歴史上は忘れ去られている、と

いうことでしょうか。
　澤井　そうですね。死亡率の低い現
在と比べて、昔はかなり高かったです
から、病気以外にもいろいろな原因で
亡くなる方がいたわけで、一つの病気
が歴史を変えたかどうか、なかなか見
えにくいことがあります。
　山内　３つ目は、どういったことで
しょうか。
　澤井　病気が歴史を変えるという点
ではマイナスのイメージが強いと思う
のですが、それを逆手に取って、プラ
スの影響を与えたというものもあると
思います。
　山内　これは衛生学、公衆衛生学の
進歩といったものに関連すると考えて
よいのですか。
　澤井　そうですね。

　山内　早速ですが、まず最初の、為
政者、有力者、こういった方々の死亡
に絡むといったことですが、知られて
いるものとしてはどういったものが挙
げられるのでしょうか。
　澤井　有名なものとしては３つ思い
浮かびます。一つはアテネの疫病とい
われる紀元前５世紀頃の病気。もう一
つがアントニヌスの疫病といわれる紀
元後160年頃に起こった疫病。もう一
つが８世紀の日本で起こった天然痘の
流行です。
　山内　１つずつうかがいますが、最
初のアテネの疫病、これは具体的にど
のようなものだったのでしょうか。
　澤井　これはチフスだとする説が現
在有力なのですが、アフリカからペル
シャ、ギリシャと広がってきて、当時
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戦争中だったアテネの有力な政治家が
死亡する。それによって、アテネの兵
力、あるいは国民を指導する立場の層
が弱体化して、アテネの国力が低下し、
最終的にはアテネは戦争に敗北してし
まう。そういうことが起こっています。
　山内　スパルタが勝ったのですね。
　澤井　そうですね。
　山内　原因がチフスだろうというの
は、最近は例えばDNAなどの解析技
術も進んでいるようですが、かなり実
証されつつあるものなのでしょうか。
　澤井　かつては症状の記録からどん
な病気だったかというのを類推してい
たのですが、亡くなった方の遺骨とか、
そういうもののDNA解析が現在はい
ろいろな過去の疫病に対して行われて
いて、より科学的な推論が可能になっ
ています。
　山内　２つ目のアントニヌスの疫病
ですが、これはどういったものでしょ
う。
　澤井　これは現在では天然痘とする
説が有力になっています。同じ時期に
中国でも天然痘の記録があるので、ユ
ーラシア大陸全体でその当時天然痘が
広がっていたということから、天然痘
が有力とされています。
　山内　そうしますと、かなり大規模
ですね。
　澤井　そうですね。ただ、このアン
トニヌスの疫病と記録されているのは、
当時のローマ帝国で広がったものです。

当時のローマ皇帝の一人もこの病気に
罹患して死亡したと考えられています。
　山内　やはり同様にして、軍や国力
の弱体化、結局衰退を招いたと考えて
よいのでしょうか。
　澤井　そうですね。このアントニヌ
スの疫病は、ローマ帝国そのものが滅
亡していく最初のきっかけといわれる
こともあります。たくさんの人が亡く
なる中で、病気への不安、あるいは社
会不安が起きて、人々はそれを信仰に
よって何とか救いを求めていきます。
その中でキリスト教が影響力を増し、
後にローマ帝国の国教となって、西欧
のキリスト教文明を築いていくことに
なります。
　山内　文化文明に影響を与えたとい
うことで、確かにすごいものですね。
３つ目は日本のものでしたね。
　澤井　そうです。日本では８世紀に
天然痘が海外から入ってきたと考えら
れています。九州のあたりから東へ東
へと進んで病気が広がっていくのです
が、最終的には奈良の都に達して、当
時の政治の有力者であった藤原四兄弟
といわれる４人の命を奪っています。
　山内　日本史の中でも有名な方々が
亡くなられたのですね。
　澤井　そうなのです。藤原鎌足から
続く藤原家の栄華がいったん途絶えて
しまうことになります。
　山内　天然痘は日本の歴史の中でも
しばしば出てくる病気の一つですが、

このあたりから日本にも定着してきた
と考えてよいのでしょうか。
　澤井　そうですね。この後、国内で
定着していって、多くの人は幼少期に
かかって、生きながらえることができ
ても、あばたができてしまう。ですか
ら、「美目定めの病」と江戸時代には
いわれています。
　山内　２つ目の、影響が見えにくい、
非常に多くの方が亡くなったけれども、
いま一つインパクトが少ないという事
例ですが、どういったものが挙げられ
るのでしょうか。
　澤井　それには黒死病といわれた14
世紀に大流行した病気、そしてナポレ
オンがロシア侵攻のときにナポレオン
の軍に広がったチフス、あと20世紀の
前半に起きたスペイン風邪、この３つ
が挙げられます。
　山内　黒死病はあまりに有名ですが、
どういったものなのでしょうか。
　澤井　これは14世紀半ばにヨーロッ
パを襲ったもので、当時は黒死病とい
う名前ではなかったのですが、なぜ黒
死病といわれたかというと、後に「黒」
というのが陰惨だとか、恐ろしいとい
う比喩で使われるようになって、黒死
病という名前で知られています。
　山内　非常に死亡率が高かったそう
ですね。
　澤井　今まで1/3の人口が失われた
といわれていたのですが、近年ではさ
らに多くの人が亡くなったのではない

かという研究があり、最近では50％前
後の死亡率だったと考えられています。
　山内　こうなると影響も甚大だった
でしょうね。
　澤井　たくさんの人が亡くなるとい
うことは、確かに当時の人にとっても
大きな衝撃を与えたはずなのですが、
一度の流行で社会が一変するような影
響ではなく、当時すでに起こっていた
変化を加速化する、そういう影響だっ
たと考えられます。
　山内　具体的にはどういったかたち
になりますか。
　澤井　農村社会の構造転換が起きた
とよくいわれるのですが、実際には黒
死病以前に農村社会が変化せざるを得
ない状況ができていたと考えられてい
ます。黒死病は、その状況で減ってし
まった人口を補うために変わらざるを
得ない、そういう状況をつくったとい
われます。
　山内　あと、ナポレオンのロシア侵
攻のときのチフスも結局のところ、こ
れでロシア遠征が失敗したと見てよい
のでしょうが、確かにこれや、スペイ
ン風邪は、有名なわりに今日まで語り
継がれていないところもありますね。
　澤井　そうですね。スペイン風邪は、
当時の世界の人口の1/3にあたる５億
人もの人が感染して、1,700万～5,000
万人の人が亡くなったと現在では推定
されています。ですから、亡くなった
数としては人類史上最悪のパンデミッ
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戦争中だったアテネの有力な政治家が
死亡する。それによって、アテネの兵
力、あるいは国民を指導する立場の層
が弱体化して、アテネの国力が低下し、
最終的にはアテネは戦争に敗北してし
まう。そういうことが起こっています。
　山内　スパルタが勝ったのですね。
　澤井　そうですね。
　山内　原因がチフスだろうというの
は、最近は例えばDNAなどの解析技
術も進んでいるようですが、かなり実
証されつつあるものなのでしょうか。
　澤井　かつては症状の記録からどん
な病気だったかというのを類推してい
たのですが、亡くなった方の遺骨とか、
そういうもののDNA解析が現在はい
ろいろな過去の疫病に対して行われて
いて、より科学的な推論が可能になっ
ています。
　山内　２つ目のアントニヌスの疫病
ですが、これはどういったものでしょ
う。
　澤井　これは現在では天然痘とする
説が有力になっています。同じ時期に
中国でも天然痘の記録があるので、ユ
ーラシア大陸全体でその当時天然痘が
広がっていたということから、天然痘
が有力とされています。
　山内　そうしますと、かなり大規模
ですね。
　澤井　そうですね。ただ、このアン
トニヌスの疫病と記録されているのは、
当時のローマ帝国で広がったものです。

当時のローマ皇帝の一人もこの病気に
罹患して死亡したと考えられています。
　山内　やはり同様にして、軍や国力
の弱体化、結局衰退を招いたと考えて
よいのでしょうか。
　澤井　そうですね。このアントニヌ
スの疫病は、ローマ帝国そのものが滅
亡していく最初のきっかけといわれる
こともあります。たくさんの人が亡く
なる中で、病気への不安、あるいは社
会不安が起きて、人々はそれを信仰に
よって何とか救いを求めていきます。
その中でキリスト教が影響力を増し、
後にローマ帝国の国教となって、西欧
のキリスト教文明を築いていくことに
なります。
　山内　文化文明に影響を与えたとい
うことで、確かにすごいものですね。
３つ目は日本のものでしたね。
　澤井　そうです。日本では８世紀に
天然痘が海外から入ってきたと考えら
れています。九州のあたりから東へ東
へと進んで病気が広がっていくのです
が、最終的には奈良の都に達して、当
時の政治の有力者であった藤原四兄弟
といわれる４人の命を奪っています。
　山内　日本史の中でも有名な方々が
亡くなられたのですね。
　澤井　そうなのです。藤原鎌足から
続く藤原家の栄華がいったん途絶えて
しまうことになります。
　山内　天然痘は日本の歴史の中でも
しばしば出てくる病気の一つですが、

このあたりから日本にも定着してきた
と考えてよいのでしょうか。
　澤井　そうですね。この後、国内で
定着していって、多くの人は幼少期に
かかって、生きながらえることができ
ても、あばたができてしまう。ですか
ら、「美目定めの病」と江戸時代には
いわれています。
　山内　２つ目の、影響が見えにくい、
非常に多くの方が亡くなったけれども、
いま一つインパクトが少ないという事
例ですが、どういったものが挙げられ
るのでしょうか。
　澤井　それには黒死病といわれた14
世紀に大流行した病気、そしてナポレ
オンがロシア侵攻のときにナポレオン
の軍に広がったチフス、あと20世紀の
前半に起きたスペイン風邪、この３つ
が挙げられます。
　山内　黒死病はあまりに有名ですが、
どういったものなのでしょうか。
　澤井　これは14世紀半ばにヨーロッ
パを襲ったもので、当時は黒死病とい
う名前ではなかったのですが、なぜ黒
死病といわれたかというと、後に「黒」
というのが陰惨だとか、恐ろしいとい
う比喩で使われるようになって、黒死
病という名前で知られています。
　山内　非常に死亡率が高かったそう
ですね。
　澤井　今まで1/3の人口が失われた
といわれていたのですが、近年ではさ
らに多くの人が亡くなったのではない

かという研究があり、最近では50％前
後の死亡率だったと考えられています。
　山内　こうなると影響も甚大だった
でしょうね。
　澤井　たくさんの人が亡くなるとい
うことは、確かに当時の人にとっても
大きな衝撃を与えたはずなのですが、
一度の流行で社会が一変するような影
響ではなく、当時すでに起こっていた
変化を加速化する、そういう影響だっ
たと考えられます。
　山内　具体的にはどういったかたち
になりますか。
　澤井　農村社会の構造転換が起きた
とよくいわれるのですが、実際には黒
死病以前に農村社会が変化せざるを得
ない状況ができていたと考えられてい
ます。黒死病は、その状況で減ってし
まった人口を補うために変わらざるを
得ない、そういう状況をつくったとい
われます。
　山内　あと、ナポレオンのロシア侵
攻のときのチフスも結局のところ、こ
れでロシア遠征が失敗したと見てよい
のでしょうが、確かにこれや、スペイ
ン風邪は、有名なわりに今日まで語り
継がれていないところもありますね。
　澤井　そうですね。スペイン風邪は、
当時の世界の人口の1/3にあたる５億
人もの人が感染して、1,700万～5,000
万人の人が亡くなったと現在では推定
されています。ですから、亡くなった
数としては人類史上最悪のパンデミッ
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クなのですが、第一次世界大戦中に起
きていることもあって、戦争のほうの
記憶が人々には残っている。スペイン
風邪のほうは忘れられていったといわ
れています。
　山内　なるほど。
　澤井　日本では第一次世界大戦は遠
く離れた場所のことでしたが、直後に
関東大震災が起こっていますので、そ
ちらの悲惨な状況の記憶が上回ってし
まって、日本でもスペイン風邪はなか

なか記憶に残っていないですね。
　山内　詳細は省略させていただきま
すが、こういったものを乗り越えなが
ら、衛生学、公衆衛生学、その実践も
進んだのですね。
　澤井　そうです。ですから、３つ目
のプラスの影響というのは、過去のそ
ういう悲惨な経験から学び、それが現
在にもつながっていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

埼玉医科大学皮膚科教授
常　深　祐一郎

（聞き手　池田志斈）

　アトピー性皮膚炎において血清TARC（Th２ケモカイン）が高値なのですが、
その理由と実際に臨床でどのように用いればよいかご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

アトピー性皮膚炎と血清TARC

　池田　常深先生、アトピー性皮膚炎
において血清TARCが高値とのことに
ついての質問なのですが、まずTARC
というのはどのようなものなのでしょ
うか。
　常深　Th２ケモカインの一つなの
ですが、ランゲルハンス細胞などの樹
状細胞や、リンパ球などが作り、この
相手になるものがCCR４という受容体
です。これがTh２のリンパ球、つま
りTh２細胞に発現し、アトピー性皮
膚炎の皮疹の現場で樹状細胞とかリン
パ球がTARCを作り、それがTh２細
胞を呼び寄せてきて炎症をさらに高度
にさせるという働きをしています。
　池田　表皮角化細胞が産生するとい
う話はどうなったのでしょうか。
　常深　当初はケラチノサイトが作る
といっていたのですが、どうも免疫染

色とか何となく染まっているような感
じで、しかもHaCaTというケラチノサ
イトのcell lineがTARCを多く作ると
いうことで実験に使われました。ノー
マルなケラチノサイトを取ってくると
産生しないと断言する論文がたしか２
本ぐらい出たと思うのですが、現在は
樹状細胞とかリンパ球が作って、ケラ
チノサイトは作らないということにな
っています。
　池田　では表皮ではなくて、真皮の
成分が作るということですね。
　常深　そうですね。
　池田　アトピー性皮膚炎ではこれが
高値になるというのですが、この検査
が保険適用を取る前に臨床試験が行わ
れていると思うのです。どういったか
たちの研究がされたのでしょうか。
　常深　これはもともとは私が東京大
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クなのですが、第一次世界大戦中に起
きていることもあって、戦争のほうの
記憶が人々には残っている。スペイン
風邪のほうは忘れられていったといわ
れています。
　山内　なるほど。
　澤井　日本では第一次世界大戦は遠
く離れた場所のことでしたが、直後に
関東大震災が起こっていますので、そ
ちらの悲惨な状況の記憶が上回ってし
まって、日本でもスペイン風邪はなか

なか記憶に残っていないですね。
　山内　詳細は省略させていただきま
すが、こういったものを乗り越えなが
ら、衛生学、公衆衛生学、その実践も
進んだのですね。
　澤井　そうです。ですから、３つ目
のプラスの影響というのは、過去のそ
ういう悲惨な経験から学び、それが現
在にもつながっていると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

埼玉医科大学皮膚科教授
常　深　祐一郎

（聞き手　池田志斈）

　アトピー性皮膚炎において血清TARC（Th２ケモカイン）が高値なのですが、
その理由と実際に臨床でどのように用いればよいかご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

アトピー性皮膚炎と血清TARC

　池田　常深先生、アトピー性皮膚炎
において血清TARCが高値とのことに
ついての質問なのですが、まずTARC
というのはどのようなものなのでしょ
うか。
　常深　Th２ケモカインの一つなの
ですが、ランゲルハンス細胞などの樹
状細胞や、リンパ球などが作り、この
相手になるものがCCR４という受容体
です。これがTh２のリンパ球、つま
りTh２細胞に発現し、アトピー性皮
膚炎の皮疹の現場で樹状細胞とかリン
パ球がTARCを作り、それがTh２細
胞を呼び寄せてきて炎症をさらに高度
にさせるという働きをしています。
　池田　表皮角化細胞が産生するとい
う話はどうなったのでしょうか。
　常深　当初はケラチノサイトが作る
といっていたのですが、どうも免疫染

色とか何となく染まっているような感
じで、しかもHaCaTというケラチノサ
イトのcell lineがTARCを多く作ると
いうことで実験に使われました。ノー
マルなケラチノサイトを取ってくると
産生しないと断言する論文がたしか２
本ぐらい出たと思うのですが、現在は
樹状細胞とかリンパ球が作って、ケラ
チノサイトは作らないということにな
っています。
　池田　では表皮ではなくて、真皮の
成分が作るということですね。
　常深　そうですね。
　池田　アトピー性皮膚炎ではこれが
高値になるというのですが、この検査
が保険適用を取る前に臨床試験が行わ
れていると思うのです。どういったか
たちの研究がされたのでしょうか。
　常深　これはもともとは私が東京大

ドクターサロン65巻６月号（5 . 2021） （417）  3332 （416） ドクターサロン65巻６月号（5 . 2021）

2106_HONBUN.indd   33 2021/05/12   9:39



ますが、それを裏付けるような値にな
っているのです。
　池田　アトピー性皮膚炎のお子さん
を見るとき、こういった基準値が変わ
っていることを頭に入れておかないと
誤解してしまうのですね。
　常深　ものすごい高いような感じを
受けてしまうかもしれませんが、小さ
いお子さんほど基準値が高いことを覚
えておくとよいと思います。
　池田　そこがポイントですね。実際
に臨床の場で先生がアトピー性皮膚炎
の患者さんを見たとき、どのようにこ
のTARCを採血して見ていくのでしょ
うか。
　常深　TARCというのは、これがな
ければアトピー性皮膚炎が診断できな
いというわけではなくて、診断はあく
までも臨床的に行います。患者さんに
は皮疹の症状を我々が説明するよりも、
数字を見せたほうが理解してくれるこ
ともあるので、初診のときに必ず測っ
ておきます。それで数字を見せながら、
皮疹も重症だけれども、数字を見ても
これだけ重症で、体の中の炎症が強い
からしっかり治療しましょうと、導入
の部分で使います。その後、だいたい
２カ月ぐらい治療、つまり外来１回か
２回くらい治療していくとけっこう皮
疹が落ち着きますので、落ち着いた頃
にもう一回採血すると、TARCは非常
に速やかに臨床症状と一緒に低下しま
す。例えば、3,000ぐらいあった患者さ

んが、２回目の採血で1,000になると、
それを一緒に見ながら「頑張ったから
こんなに下がりましたよ。今度はもう
一段階下げるようにやってみましょう
ね」みたいなかたちで、よくなったと
いうことを明確に可視化してあげる。
動機づけするとか、そういうことに使
います。最初に測り忘れるとインパク
トが薄いので、初診時にまず調べてお
く。その後は、１カ月後で測ることも
ありますが、だいたい２～３カ月に１
回測る感じになります。
　池田　TARCのほかに何か調べるの
でしょうか。
　常深　ルーチンではアレルギー疾患、
アトピー性疾患の場合は、特にIgEな
どはよく調べられますが、IgEはそれ
ほどすごい勢いで動きません。せいぜ
い半年とか１年に１回ぐらいでいいで
すから、初診のとき測ったら、次はだ
いぶ後になります。好酸球も比較的早
く動くので血算を必ず取ります。ただ、
好酸球というのは絶対値がそんなに大
きくないので、低下したといっても、
患者さんに説明するときに、例えば15
％が10％になりましたといっても、ち
ょっとピンと来ないところがあります
が、我々が見るためにも好酸球は測っ
ています。
　あとはLDHです。これはいろいろな
ところから逸脱してくる酵素ですが、
アトピー性皮膚炎の患者さんでは皮膚
から逸脱していて、上がっていること

学にいる頃に動いたプロジェクトなの
です。よく一緒に研究していたアレル
ギー・リウマチ内科の先生方が、喘息
でこのTARCが高値になることを研究
されていて、横滑りで皮膚でも測って
みたら、アトピー性皮膚炎で非常に高
値になっていることがわかりました。
今、仙台で開業されている柿沼誉先生
がその研究をされたのですが、ほかの
疾患でいろいろ測ってみても、ほとん
どの疾患ではそんなに上がらない。一
部、水疱性類天疱瘡とか、菌状息肉症
などの皮膚のリンパ腫では高値になる
ので、少し注意しなければいけないの
ですが、大まかに言うと、アトピー性
皮膚炎だけだということで、そのバイ
オマーカーになるのではないかと臨床
試験を行い、検査薬として認可された
という流れです。
　池田　この際のアトピー性皮膚炎の
重症度というのはどういう目安なので
しょうか。
　常深　今よくEASIというスコアを
やっていますが、当時はSCORADとい
う皮疹の面積と紅斑、丘疹、かゆみと
不眠を総合して評価する重症度スコア
が比較的世界共通でした。それで軽症、
中等症、重症とアトピー性皮膚炎の人
を区切ったときに、TARCの値が軽症
より中等症、中等症より重症と上がっ
ていくと、きれいに相関が見られ、治
療をすると下がることもしっかりわか
ったので、これはバイオマーカーにな

るだろうということになったのです。
　池田　アトピー性皮膚炎もそれこそ
新生児に近いような方から成人もいま
すが、おおむねそのような動きをする
のでしょうか。
　常深　アトピー性皮膚炎というのは
成人だけではなくて、小児も非常に多
いですから、まず成人で臨床試験を行
い、小児はまた別個にデータが取られ
て、臨床試験もされました。その過程
でわかったことは、小さいお子さんほ
どTARCは正常の方でも高いというこ
とです。１歳未満ですとTARCの基準
値は1,367、１～２歳で998、２歳以上
で743、成人は450ですから、小さいお
子さんはかなりベースラインが高い。
これは健康であってもTh２にシフト
した免疫状態であることがここから読
み取れます。
　池田　おそらく母体の中にいるとき
はほとんど外来の、例えば細菌などの
影響を受けていませんよね。
　常深　そうですね。
　池田　どちらかというとTh２寄り
になっていて、出生後Th１に移って
いく。
　常深　昔から衛生的でない生活をし
ていると、だんだんTh１にシフトし
ていってアレルギーにかかりにくいけ
れども、最近はみんな清潔な生活をし
ているから、ばい菌などに曝露されず
に、Th２のまま大きくなって、アト
ピー性疾患が増えているとよく言われ
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ますが、それを裏付けるような値にな
っているのです。
　池田　アトピー性皮膚炎のお子さん
を見るとき、こういった基準値が変わ
っていることを頭に入れておかないと
誤解してしまうのですね。
　常深　ものすごい高いような感じを
受けてしまうかもしれませんが、小さ
いお子さんほど基準値が高いことを覚
えておくとよいと思います。
　池田　そこがポイントですね。実際
に臨床の場で先生がアトピー性皮膚炎
の患者さんを見たとき、どのようにこ
のTARCを採血して見ていくのでしょ
うか。
　常深　TARCというのは、これがな
ければアトピー性皮膚炎が診断できな
いというわけではなくて、診断はあく
までも臨床的に行います。患者さんに
は皮疹の症状を我々が説明するよりも、
数字を見せたほうが理解してくれるこ
ともあるので、初診のときに必ず測っ
ておきます。それで数字を見せながら、
皮疹も重症だけれども、数字を見ても
これだけ重症で、体の中の炎症が強い
からしっかり治療しましょうと、導入
の部分で使います。その後、だいたい
２カ月ぐらい治療、つまり外来１回か
２回くらい治療していくとけっこう皮
疹が落ち着きますので、落ち着いた頃
にもう一回採血すると、TARCは非常
に速やかに臨床症状と一緒に低下しま
す。例えば、3,000ぐらいあった患者さ

んが、２回目の採血で1,000になると、
それを一緒に見ながら「頑張ったから
こんなに下がりましたよ。今度はもう
一段階下げるようにやってみましょう
ね」みたいなかたちで、よくなったと
いうことを明確に可視化してあげる。
動機づけするとか、そういうことに使
います。最初に測り忘れるとインパク
トが薄いので、初診時にまず調べてお
く。その後は、１カ月後で測ることも
ありますが、だいたい２～３カ月に１
回測る感じになります。
　池田　TARCのほかに何か調べるの
でしょうか。
　常深　ルーチンではアレルギー疾患、
アトピー性疾患の場合は、特にIgEな
どはよく調べられますが、IgEはそれ
ほどすごい勢いで動きません。せいぜ
い半年とか１年に１回ぐらいでいいで
すから、初診のとき測ったら、次はだ
いぶ後になります。好酸球も比較的早
く動くので血算を必ず取ります。ただ、
好酸球というのは絶対値がそんなに大
きくないので、低下したといっても、
患者さんに説明するときに、例えば15
％が10％になりましたといっても、ち
ょっとピンと来ないところがあります
が、我々が見るためにも好酸球は測っ
ています。
　あとはLDHです。これはいろいろな
ところから逸脱してくる酵素ですが、
アトピー性皮膚炎の患者さんでは皮膚
から逸脱していて、上がっていること

学にいる頃に動いたプロジェクトなの
です。よく一緒に研究していたアレル
ギー・リウマチ内科の先生方が、喘息
でこのTARCが高値になることを研究
されていて、横滑りで皮膚でも測って
みたら、アトピー性皮膚炎で非常に高
値になっていることがわかりました。
今、仙台で開業されている柿沼誉先生
がその研究をされたのですが、ほかの
疾患でいろいろ測ってみても、ほとん
どの疾患ではそんなに上がらない。一
部、水疱性類天疱瘡とか、菌状息肉症
などの皮膚のリンパ腫では高値になる
ので、少し注意しなければいけないの
ですが、大まかに言うと、アトピー性
皮膚炎だけだということで、そのバイ
オマーカーになるのではないかと臨床
試験を行い、検査薬として認可された
という流れです。
　池田　この際のアトピー性皮膚炎の
重症度というのはどういう目安なので
しょうか。
　常深　今よくEASIというスコアを
やっていますが、当時はSCORADとい
う皮疹の面積と紅斑、丘疹、かゆみと
不眠を総合して評価する重症度スコア
が比較的世界共通でした。それで軽症、
中等症、重症とアトピー性皮膚炎の人
を区切ったときに、TARCの値が軽症
より中等症、中等症より重症と上がっ
ていくと、きれいに相関が見られ、治
療をすると下がることもしっかりわか
ったので、これはバイオマーカーにな

るだろうということになったのです。
　池田　アトピー性皮膚炎もそれこそ
新生児に近いような方から成人もいま
すが、おおむねそのような動きをする
のでしょうか。
　常深　アトピー性皮膚炎というのは
成人だけではなくて、小児も非常に多
いですから、まず成人で臨床試験を行
い、小児はまた別個にデータが取られ
て、臨床試験もされました。その過程
でわかったことは、小さいお子さんほ
どTARCは正常の方でも高いというこ
とです。１歳未満ですとTARCの基準
値は1,367、１～２歳で998、２歳以上
で743、成人は450ですから、小さいお
子さんはかなりベースラインが高い。
これは健康であってもTh２にシフト
した免疫状態であることがここから読
み取れます。
　池田　おそらく母体の中にいるとき
はほとんど外来の、例えば細菌などの
影響を受けていませんよね。
　常深　そうですね。
　池田　どちらかというとTh２寄り
になっていて、出生後Th１に移って
いく。
　常深　昔から衛生的でない生活をし
ていると、だんだんTh１にシフトし
ていってアレルギーにかかりにくいけ
れども、最近はみんな清潔な生活をし
ているから、ばい菌などに曝露されず
に、Th２のまま大きくなって、アト
ピー性疾患が増えているとよく言われ
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なかなか中和できないところがある。
今までも全部うまくいっていないので
すが、TARCもすごい量がありますか
ら、中和しきれずに、多分あまり役に
立たないのではないかと思います。
　池田　TARCの関係したCCR４に対
する抗体は今使われているのでしょう
か。
　常深　これはモガムリズマブという
抗体で、CCR４を発現しているリンパ
腫をやっつけるための抗体として使わ
れています。
　池田　リンパ腫なのですね。これは
将来的にアトピー性皮膚炎の治療の可
能性はあるのでしょうか。
　常深　これはCCR４なので、Th２リ
ンパ球にも働くはずなのですが、実は
CCR４という受容体は抑制性のT-reg、
つまり抑制性のリンパ球にも発現しま
す。この抗体を使うと、抑制するリン

パ球も減らしてしまうので、結果的に
は皮疹は悪くなる方向に働くことが推
測されるのです。ですから、一律に
CCR４を減らすというのは得策ではな
く、実際、モガムリズマブの治療をす
ると薬疹が起きやすかったりするので、
体の中はなかなか単純な思いつきどお
りにはいってくれないということだと
思います。
　池田　免疫を抑制するT-regを抑え
てしまうので、かえって免疫が暴走し
てしまう可能性がある。それは怖い話
ですね。
　常深　ですから、おそらくアトピー
性皮膚炎でそれをやってしまうと、ア
クセルも抑えるけれども、ブレーキを
もっと抑えた結果、結局加速してしま
う可能性が出てくるということになり
ますから、少々難しいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

がありますから、これも採血していま
す。LDHもけっこう速やかに動くので
すが、上がり方が少ないので、下げ幅
が少なく、患者さん的にはぱっとしな
い見え方かもしれないです。
　池田　IgEは調べるのでしょうか。
　常深　IgEは初診のときに測って、
アトピー性皮膚炎の方、特に罹患期間
が長い方はかなりの値になっています
が、IgEは長期的な病勢の平均値を反
映しますので、半年とか１年ごとぐら
いに測ると、その間、わりといいコン
トロールだった人は、半年後、１年後、
値が下がってきています。そういうこ
とで長期間の総括的に、たまに測って
患者さんにフィードバックするように
しています。
　池田　おしなべて言えば、今まで調
べられたIgE、LDH、好酸球はちょっ
とセンシティビティが低いのですね。
　常深　そうですね。確かに動くので
すが、患者さんにとってインパクトが
ある動き方をするかというと、その辺
が説得力に欠けるということです。
　池田　TARCが反応する相手ですが、
これはどのようなもので、どのような
細胞に発現されるのでしょうか。
　常深　一番大きいのは、最初にお話
ししたとおり、Th２リンパ球です。ア
トピー性皮膚炎というのはTh２型の
炎症というのが非常に有名です。今ま
で例えばデュピルマブという抗体製剤
もありますが、これはIL-４やIL-13を

ブロックします。そうするとアトピー
性皮膚炎が非常によくなるということ
で、IL-４、IL-13が関与したTh２型
の炎症で、それらを出すのがTh２リ
ンパ球ですが、それを呼んでくるのが
TARCの多分一番大きな働きだと思い
ます。
　そのほかには、ちょっと意外と思わ
れるかもしれないですが、線維芽細胞
です。皮膚の場合は真皮にたくさんい
るのですが、コラーゲンの線維を作っ
ている線維芽細胞からもTARCが作ら
れるということがわかっています。い
ろいろな細胞が作ったものがリンパ球
を呼んでくるということです。
　池田　最近こういった分子に対して
抗体を作って治療しようという動きが
あるのですが、TARCに対する抗体は
作られていないのでしょうか。
　常深　TARCに対する抗体は僕の知
るかぎり作られていないし、試験をさ
れたということも聞いたことがないで
すね。
　池田　魅力的なターゲットになると
思うのですが。
　常深　昔からわりとシンプルな発想
で、例えばIgEに対する抗体を作って
みたり、IL-５という好酸球を上げる
サイトカインに対する抗体を作ってみ
たり、いろいろ喘息と同時並行でアト
ピー性皮膚炎でも行われているのです
が、どうもアトピー性皮膚炎の場合は
作られている量が膨大すぎて、抗体で
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なかなか中和できないところがある。
今までも全部うまくいっていないので
すが、TARCもすごい量がありますか
ら、中和しきれずに、多分あまり役に
立たないのではないかと思います。
　池田　TARCの関係したCCR４に対
する抗体は今使われているのでしょう
か。
　常深　これはモガムリズマブという
抗体で、CCR４を発現しているリンパ
腫をやっつけるための抗体として使わ
れています。
　池田　リンパ腫なのですね。これは
将来的にアトピー性皮膚炎の治療の可
能性はあるのでしょうか。
　常深　これはCCR４なので、Th２リ
ンパ球にも働くはずなのですが、実は
CCR４という受容体は抑制性のT-reg、
つまり抑制性のリンパ球にも発現しま
す。この抗体を使うと、抑制するリン

パ球も減らしてしまうので、結果的に
は皮疹は悪くなる方向に働くことが推
測されるのです。ですから、一律に
CCR４を減らすというのは得策ではな
く、実際、モガムリズマブの治療をす
ると薬疹が起きやすかったりするので、
体の中はなかなか単純な思いつきどお
りにはいってくれないということだと
思います。
　池田　免疫を抑制するT-regを抑え
てしまうので、かえって免疫が暴走し
てしまう可能性がある。それは怖い話
ですね。
　常深　ですから、おそらくアトピー
性皮膚炎でそれをやってしまうと、ア
クセルも抑えるけれども、ブレーキを
もっと抑えた結果、結局加速してしま
う可能性が出てくるということになり
ますから、少々難しいかと思います。
　池田　ありがとうございました。

がありますから、これも採血していま
す。LDHもけっこう速やかに動くので
すが、上がり方が少ないので、下げ幅
が少なく、患者さん的にはぱっとしな
い見え方かもしれないです。
　池田　IgEは調べるのでしょうか。
　常深　IgEは初診のときに測って、
アトピー性皮膚炎の方、特に罹患期間
が長い方はかなりの値になっています
が、IgEは長期的な病勢の平均値を反
映しますので、半年とか１年ごとぐら
いに測ると、その間、わりといいコン
トロールだった人は、半年後、１年後、
値が下がってきています。そういうこ
とで長期間の総括的に、たまに測って
患者さんにフィードバックするように
しています。
　池田　おしなべて言えば、今まで調
べられたIgE、LDH、好酸球はちょっ
とセンシティビティが低いのですね。
　常深　そうですね。確かに動くので
すが、患者さんにとってインパクトが
ある動き方をするかというと、その辺
が説得力に欠けるということです。
　池田　TARCが反応する相手ですが、
これはどのようなもので、どのような
細胞に発現されるのでしょうか。
　常深　一番大きいのは、最初にお話
ししたとおり、Th２リンパ球です。ア
トピー性皮膚炎というのはTh２型の
炎症というのが非常に有名です。今ま
で例えばデュピルマブという抗体製剤
もありますが、これはIL-４やIL-13を

ブロックします。そうするとアトピー
性皮膚炎が非常によくなるということ
で、IL-４、IL-13が関与したTh２型
の炎症で、それらを出すのがTh２リ
ンパ球ですが、それを呼んでくるのが
TARCの多分一番大きな働きだと思い
ます。
　そのほかには、ちょっと意外と思わ
れるかもしれないですが、線維芽細胞
です。皮膚の場合は真皮にたくさんい
るのですが、コラーゲンの線維を作っ
ている線維芽細胞からもTARCが作ら
れるということがわかっています。い
ろいろな細胞が作ったものがリンパ球
を呼んでくるということです。
　池田　最近こういった分子に対して
抗体を作って治療しようという動きが
あるのですが、TARCに対する抗体は
作られていないのでしょうか。
　常深　TARCに対する抗体は僕の知
るかぎり作られていないし、試験をさ
れたということも聞いたことがないで
すね。
　池田　魅力的なターゲットになると
思うのですが。
　常深　昔からわりとシンプルな発想
で、例えばIgEに対する抗体を作って
みたり、IL-５という好酸球を上げる
サイトカインに対する抗体を作ってみ
たり、いろいろ喘息と同時並行でアト
ピー性皮膚炎でも行われているのです
が、どうもアトピー性皮膚炎の場合は
作られている量が膨大すぎて、抗体で
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日本医科大学武蔵小杉病院形成外科レーザー部門長
西　本　あか奈

（聞き手　池田志斈）

　新生児期にみられるいちご状血管腫についてご教示ください。
　顔面にできるいちご状血管腫は少しでも小さいときにレーザー治療を行えば
早く良くなると考え、皮膚科へ紹介を原則としています。体部のいちご状血管
腫であまり大きくないものは、放置して治癒を待つことが多いのですが、少し
でも早くレーザー治療をするほうがよいのでしょうか。
 ＜岡山県開業医＞

新生児のいちご状血管腫

　池田　いちご状血管腫についての質
問です。血管腫ですから、レーザーと
いうのは皆さんご存じだと思うのです
が、まずいちご状血管腫の自然経過に
ついてうかがいます。どのような経過
を示すのでしょうか。
　西本　いちご状血管腫は別名、乳児
血管腫ですが、生下時からあることは
少なく、だいたい生後１～２週から出
てくることが多いです。なので、小児
科医が１カ月健診で発見することが多
い疾患になっています。
　乳児血管腫は乳児のだいたい１～５
％に出る非常にコモンな疾患で、１歳
ぐらいまでだんだん増大し、局所的に
は５～７歳までに自然消退する。ただ、

半分近くの患者さんに瘢痕を残すこと
もあるといわれている疾患です。
　池田　出始めたときは、ほかの血管
腫、単純性血管腫などと簡単に鑑別が
できるのでしょうか。
　西本　単純性血管腫だと生下時から
あり、１～２カ月たってもほぼ大きさ
や濃さが変わらないという特徴があり
ますが、いちご状血管腫の場合には生
後１～３カ月に急激に増大するので、
経過を追うことによって鑑別すること
が可能なことが多いかと思います。
　池田　最初にいちご状血管腫ができ
てくる状態というのは、どのような感
じなのですか。
　西本　見た目は少し赤みがあったり、

少しざらざらする程度ということが多
いと思います。
　池田　では血管腫になるかどうかわ
からないのですか。
　西本　そうですね。ただ、やはり最
初の３カ月間の増大がかなり急速です
ので、その間にちょっと厚みを増して
くるとか、範囲が広がってくるとか、
そういった変化がある場合には乳児血
管腫と診断できることが多いかと思い
ます。
　池田　最初は何となく赤くなってき
て、だんだん盛り上がって、そして赤

みが強くなるのですね。
　西本　そうですね。
　池田　自然経過を見て、瘢痕を残す
ということですが、一言で瘢痕といっ
ても、どのような感じになるのでしょ
うか。
　西本　毛細血管の拡張といいまして、
赤みが引いた後にも少し線状、筋状の
赤みが残ったり、どうしても膨らんで
しまうことによって内圧で皮膚が薄く
なるので、ボリュームが減った後にも
皮膚の菲薄化が見られたり、血管病変
は脂肪組織に置換されることが最近わ

図１　乳児血管腫の治療介入によるメリット

治療介入をしなければ
ピークまで大きくなり続けます

ピーク後は自然に退縮しますが
血管腫が非常に大きくなっていた場合には
皮膚の盛り上がりはそのまま残ります

希望時には外科的切除によって
皮膚の盛り上がりを切除することができます
（部位、大きさによります）

レーザーや内服などの
治療介入によって退縮を
早め、ピークを小さくする
ことが期待できます

ピークを小さくできた
場合には血管腫退縮後の
皮膚の盛り上がりを小さく
抑えることができます

乳児血管腫（いちご状血管腫）
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日本医科大学武蔵小杉病院形成外科レーザー部門長
西　本　あか奈

（聞き手　池田志斈）

　新生児期にみられるいちご状血管腫についてご教示ください。
　顔面にできるいちご状血管腫は少しでも小さいときにレーザー治療を行えば
早く良くなると考え、皮膚科へ紹介を原則としています。体部のいちご状血管
腫であまり大きくないものは、放置して治癒を待つことが多いのですが、少し
でも早くレーザー治療をするほうがよいのでしょうか。
 ＜岡山県開業医＞

新生児のいちご状血管腫

　池田　いちご状血管腫についての質
問です。血管腫ですから、レーザーと
いうのは皆さんご存じだと思うのです
が、まずいちご状血管腫の自然経過に
ついてうかがいます。どのような経過
を示すのでしょうか。
　西本　いちご状血管腫は別名、乳児
血管腫ですが、生下時からあることは
少なく、だいたい生後１～２週から出
てくることが多いです。なので、小児
科医が１カ月健診で発見することが多
い疾患になっています。
　乳児血管腫は乳児のだいたい１～５
％に出る非常にコモンな疾患で、１歳
ぐらいまでだんだん増大し、局所的に
は５～７歳までに自然消退する。ただ、

半分近くの患者さんに瘢痕を残すこと
もあるといわれている疾患です。
　池田　出始めたときは、ほかの血管
腫、単純性血管腫などと簡単に鑑別が
できるのでしょうか。
　西本　単純性血管腫だと生下時から
あり、１～２カ月たってもほぼ大きさ
や濃さが変わらないという特徴があり
ますが、いちご状血管腫の場合には生
後１～３カ月に急激に増大するので、
経過を追うことによって鑑別すること
が可能なことが多いかと思います。
　池田　最初にいちご状血管腫ができ
てくる状態というのは、どのような感
じなのですか。
　西本　見た目は少し赤みがあったり、

少しざらざらする程度ということが多
いと思います。
　池田　では血管腫になるかどうかわ
からないのですか。
　西本　そうですね。ただ、やはり最
初の３カ月間の増大がかなり急速です
ので、その間にちょっと厚みを増して
くるとか、範囲が広がってくるとか、
そういった変化がある場合には乳児血
管腫と診断できることが多いかと思い
ます。
　池田　最初は何となく赤くなってき
て、だんだん盛り上がって、そして赤

みが強くなるのですね。
　西本　そうですね。
　池田　自然経過を見て、瘢痕を残す
ということですが、一言で瘢痕といっ
ても、どのような感じになるのでしょ
うか。
　西本　毛細血管の拡張といいまして、
赤みが引いた後にも少し線状、筋状の
赤みが残ったり、どうしても膨らんで
しまうことによって内圧で皮膚が薄く
なるので、ボリュームが減った後にも
皮膚の菲薄化が見られたり、血管病変
は脂肪組織に置換されることが最近わ

図１　乳児血管腫の治療介入によるメリット

治療介入をしなければ
ピークまで大きくなり続けます

ピーク後は自然に退縮しますが
血管腫が非常に大きくなっていた場合には
皮膚の盛り上がりはそのまま残ります

希望時には外科的切除によって
皮膚の盛り上がりを切除することができます
（部位、大きさによります）

レーザーや内服などの
治療介入によって退縮を
早め、ピークを小さくする
ことが期待できます

ピークを小さくできた
場合には血管腫退縮後の
皮膚の盛り上がりを小さく
抑えることができます

乳児血管腫（いちご状血管腫）
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かってきているので、やわらかい膨ら
みが残ったり、といったことが多いか
と思います。
　池田　では脂肪も表にちょっと飛び
出してくるような感じですか。
　西本　そうですね。私はよく外来で、
隆起の強い腫瘤型の患児のご両親には、
「少し枯れた梅干しのようなものが残
ってしまうことがあります」と説明す
ることが多いです。
　池田　それが見えるところに残ると
嫌ですね。
　西本　そうですね。特に服で覆われ
ないところだと、女の子のお母さん、
お父さんは気にされる方が多いですね。
あまりに目立つ瘢痕が残った場合には、
退縮後に手術治療が必要になることも

あります。
　池田　それもちょっと親御さんは心
配ですよね。これは遺伝するわけでは
ないのですね。
　西本　そうですね。今のところ遺伝
性はないといわれています。もちろん
「親御さんのせいではないですよ」と
説明しています。
　池田　レーザーの話ですが、最近の
治療の原則といいますか、レーザー以
外の治療はあるのでしょうか。
　西本　2016年から日本で認可になっ
たβブロッカーであるプロプラノロー
ルのシロップ剤があります。これを飲
ませることによって早期退縮が期待で
きるといわれています。
　池田　どのくらいの血管腫の時期に

飲ませ始めるのが理想なのでしょうか。
　西本　乳児血管腫は生後１～３カ月
間に急速に増大して、５カ月でほぼピ
ークを迎えるといわれています。それ
までにどれだけ盛り上がりを防げるか
が将来の瘢痕の残りにくさにつながる
と考えています。初診の段階でこれは
大きくなりそうだという見立てがつく
場合、あるいは部位的に顔、頭、ほか
にも服で隠れない部位にあるような乳
児血管腫の場合は、可能な限り早めに
治療を始めるのがいいと考えています。
　池田　早めにということ。それから、
どのくらいの期間、内服するのでしょ
うか。
　西本　プロプラノロールのシロップ
剤の内服については、まだ出たての薬
でもありますので、各施設の判断によ
るところが多いと思います。ただ、2018

年12月に出たアメリカ小児科学会のガ
イドラインでは、少なくとも６カ月間
程度は飲ませることが勧められるとさ
れています。
　池田　個々の患者さんの血管腫にも
よるのでしょうが、例えば６カ月過ぎ
ても縮小しない、あるいはまだ大きく
なるように見えるときは、もっと飲ま
せるのでしょうか。
　西本　各施設の判断にもよりますが、
もう少し長く飲ませることもあります。
ただ、１歳を超えて、１日３回の離乳
食が確立し授乳が終了すると、今度は
プロプラノロールのシロップ剤の主な
副作用の一つである低血糖発作の発生
頻度が上がることが報告されています。
増大期がだいたい生後１年程度までと
いうことも考え、１歳前後まで飲ませ
る施設が多いように思います。ほかに

図２　治療介入による効果 図３　当院での治療の実際　〜タイプに分けて〜

（※治療にはレーザー照射、プロプラノロールのシロップ剤内服などが含まれます）
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かってきているので、やわらかい膨ら
みが残ったり、といったことが多いか
と思います。
　池田　では脂肪も表にちょっと飛び
出してくるような感じですか。
　西本　そうですね。私はよく外来で、
隆起の強い腫瘤型の患児のご両親には、
「少し枯れた梅干しのようなものが残
ってしまうことがあります」と説明す
ることが多いです。
　池田　それが見えるところに残ると
嫌ですね。
　西本　そうですね。特に服で覆われ
ないところだと、女の子のお母さん、
お父さんは気にされる方が多いですね。
あまりに目立つ瘢痕が残った場合には、
退縮後に手術治療が必要になることも

あります。
　池田　それもちょっと親御さんは心
配ですよね。これは遺伝するわけでは
ないのですね。
　西本　そうですね。今のところ遺伝
性はないといわれています。もちろん
「親御さんのせいではないですよ」と
説明しています。
　池田　レーザーの話ですが、最近の
治療の原則といいますか、レーザー以
外の治療はあるのでしょうか。
　西本　2016年から日本で認可になっ
たβブロッカーであるプロプラノロー
ルのシロップ剤があります。これを飲
ませることによって早期退縮が期待で
きるといわれています。
　池田　どのくらいの血管腫の時期に

飲ませ始めるのが理想なのでしょうか。
　西本　乳児血管腫は生後１～３カ月
間に急速に増大して、５カ月でほぼピ
ークを迎えるといわれています。それ
までにどれだけ盛り上がりを防げるか
が将来の瘢痕の残りにくさにつながる
と考えています。初診の段階でこれは
大きくなりそうだという見立てがつく
場合、あるいは部位的に顔、頭、ほか
にも服で隠れない部位にあるような乳
児血管腫の場合は、可能な限り早めに
治療を始めるのがいいと考えています。
　池田　早めにということ。それから、
どのくらいの期間、内服するのでしょ
うか。
　西本　プロプラノロールのシロップ
剤の内服については、まだ出たての薬
でもありますので、各施設の判断によ
るところが多いと思います。ただ、2018

年12月に出たアメリカ小児科学会のガ
イドラインでは、少なくとも６カ月間
程度は飲ませることが勧められるとさ
れています。
　池田　個々の患者さんの血管腫にも
よるのでしょうが、例えば６カ月過ぎ
ても縮小しない、あるいはまだ大きく
なるように見えるときは、もっと飲ま
せるのでしょうか。
　西本　各施設の判断にもよりますが、
もう少し長く飲ませることもあります。
ただ、１歳を超えて、１日３回の離乳
食が確立し授乳が終了すると、今度は
プロプラノロールのシロップ剤の主な
副作用の一つである低血糖発作の発生
頻度が上がることが報告されています。
増大期がだいたい生後１年程度までと
いうことも考え、１歳前後まで飲ませ
る施設が多いように思います。ほかに

図２　治療介入による効果 図３　当院での治療の実際　〜タイプに分けて〜

（※治療にはレーザー照射、プロプラノロールのシロップ剤内服などが含まれます）
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も低血圧や徐脈などが問題になること
があるとされていますが、低血糖は低
血糖けいれんで脳に後遺症を残す可能
性もあるといわれていますので、一番
我々が恐れている副作用の一つではな
いかと思います。
　池田　赤ちゃんの血圧モニターは難
しいと思いますけれども、どうやるの
ですか。
　西本　プロプラノロールのシロップ
剤の使用開始時には最初の１週間は入
院し、モニター下に少量から開始して
徐々に増量する施設が80％ほどと聞い
ています。当院でもそのようにしてい
ます。入院期間中に、１㎎/㎏の少量か
ら始め、２日ごと増量して、最終的に
は推奨量の３㎎/㎏まで上げて、その間
バイタルなどに問題なければ３㎎/㎏
で退院後も継続というプロトコールを
取っています。
　池田　では１歳ぐらいまででしたら、
主に母乳であるとか人工乳で一緒に飲
ませていくということですね。
　西本　そうですね。
　池田　それを過ぎてしまうと、離乳
食が始まって危なくなってくる。
　西本　そうですね。やはり食事の頻
度が変わってきますので、３回食にな
ったときに朝の低血糖が少し心配され
るところではあります。
　池田　低血糖による脳への障害が怖
いということですね。
　西本　十分に注意しながら使うよう

に、保護者にもよくお話をして使うよ
うにしています。
　池田　ご両親にとっては、もうちょ
っと飲ませたほうがいいのではないか
と思いながら、ちょっと悩む時期も症
例によってはあるかもしれないですね。
　西本　そうですね。逆にいえば、あ
まり変わらないときには、プロプラノ
ロールのシロップ剤がなかなか奏効し
づらい症例も一定数あるということを
説明し、副作用とてんびんにかけなが
ら、無理にプロプラノロールのシロッ
プ剤を継続するのではなく、終了して
経過観察のみに切り替えたり、レーザ
ー単体の治療に切り替えたりといった
選択肢を提案することもあります。
　池田　そこで今、話に出ましたレー
ザーですが、レーザーはプロプラノロ
ールのシロップ剤を飲んでいるときは
使わないのでしょうか。積極的に併用
するのでしょうか。
　西本　それは各施設によってかなり
考え方が違うところかと思います。当
院ではレーザー治療の副作用がそれほ
どありませんので、併用することを勧
めていますが、学会などで聞くと、プ
ロプラノロールのシロップ剤を飲み終
わった後に毛細血管拡張が残ったらレ
ーザーを照射するという施設も多いよ
うに思います。
　池田　でも、ご両親にとっては何か
いい方法、あるいはもっとプロプラノ
ロールのシロップ剤が効くような方法

はないのかという、焦りのようなもの
がありますよね。やらなくて後悔する
というのはすごくあると思うのですが、
先生のところは併用されているのです
か。
　西本　併用して何かトラブルがあっ
たことが今までありませんので、併用
するようにしていますが、それもケー
ス・バイ・ケースで保護者の方と相談
するようにしています。例えば、プロ
プラノロールのシロップ剤使用中でレ
ーザーも当てたら潰瘍形成してしまっ
たというような症例には、レーザーを
やめておいて、プロプラノロールのシ
ロップ剤のみで治療していくようにし
ましょうかとか、お話しすることもあ
ります。
　池田　レーザーの副作用というのは、
今みたいな腫瘍壊死ということなので
しょうか。
　西本　そうですね。確率としては少
ないですがありうると思います。潰瘍
自体も、レーザー治療自体によるもの
なのか、それとも乳児血管腫の増大に
よるものなのか、コントラバーシャル
ではあると思うのですが、レーザー後
に潰瘍になったとなると、保護者の方
もかなり心配されますので、そういっ
た場合にはレーザー治療の継続を控え
るようにしています。ほかにも色素沈
着とか、熱傷のようになるケースもあ
るかと思いますが、過剰ではない適切
な出力を使えば少ない副作用かと思い

ます。
　池田　おそらくレーザーも、あまり
種類がなく、色素レーザーを使われる
と思うのですが、最近新しい器械は出
ているのでしょうか。
　西本　色素レーザーとしては現在シ
ネロンキャンデラ社のV beamレーザ
ーがよく使われているかと思うのです
が、より改良されたV beam Ⅱという
ものが2016年に認可されました。前世
代のV beamと比べると少し工夫があ
り、副作用が出にくいといわれていま
す。当院ではV beam Ⅱを2018年に導
入し、これを使っています。
　池田　V beam ⅠとⅡはどういう違
いがあるのですか。
　西本　波長などの基本的な仕組みに
大きな違いはありませんが、レーザー
照射時のパルスをサブパルスといって
細かく分割することによって、一発の
中にはなるのですが、副作用が出にく
かったりというような工夫があるそう
です。
　池田　例えば、１回にパンと出てい
るように見えるのだけれども、強弱が
その中であるということですか。
　西本　そうですね。ロングパルスの
中でも１回の照射が、８個のサブパル
スで構成されていたりというような工
夫があると聞いています。また、より
大口径かつ高出力での照射が可能にな
った点も改良点の一つです。
　池田　それによって、ターゲットの
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も低血圧や徐脈などが問題になること
があるとされていますが、低血糖は低
血糖けいれんで脳に後遺症を残す可能
性もあるといわれていますので、一番
我々が恐れている副作用の一つではな
いかと思います。
　池田　赤ちゃんの血圧モニターは難
しいと思いますけれども、どうやるの
ですか。
　西本　プロプラノロールのシロップ
剤の使用開始時には最初の１週間は入
院し、モニター下に少量から開始して
徐々に増量する施設が80％ほどと聞い
ています。当院でもそのようにしてい
ます。入院期間中に、１㎎/㎏の少量か
ら始め、２日ごと増量して、最終的に
は推奨量の３㎎/㎏まで上げて、その間
バイタルなどに問題なければ３㎎/㎏
で退院後も継続というプロトコールを
取っています。
　池田　では１歳ぐらいまででしたら、
主に母乳であるとか人工乳で一緒に飲
ませていくということですね。
　西本　そうですね。
　池田　それを過ぎてしまうと、離乳
食が始まって危なくなってくる。
　西本　そうですね。やはり食事の頻
度が変わってきますので、３回食にな
ったときに朝の低血糖が少し心配され
るところではあります。
　池田　低血糖による脳への障害が怖
いということですね。
　西本　十分に注意しながら使うよう

に、保護者にもよくお話をして使うよ
うにしています。
　池田　ご両親にとっては、もうちょ
っと飲ませたほうがいいのではないか
と思いながら、ちょっと悩む時期も症
例によってはあるかもしれないですね。
　西本　そうですね。逆にいえば、あ
まり変わらないときには、プロプラノ
ロールのシロップ剤がなかなか奏効し
づらい症例も一定数あるということを
説明し、副作用とてんびんにかけなが
ら、無理にプロプラノロールのシロッ
プ剤を継続するのではなく、終了して
経過観察のみに切り替えたり、レーザ
ー単体の治療に切り替えたりといった
選択肢を提案することもあります。
　池田　そこで今、話に出ましたレー
ザーですが、レーザーはプロプラノロ
ールのシロップ剤を飲んでいるときは
使わないのでしょうか。積極的に併用
するのでしょうか。
　西本　それは各施設によってかなり
考え方が違うところかと思います。当
院ではレーザー治療の副作用がそれほ
どありませんので、併用することを勧
めていますが、学会などで聞くと、プ
ロプラノロールのシロップ剤を飲み終
わった後に毛細血管拡張が残ったらレ
ーザーを照射するという施設も多いよ
うに思います。
　池田　でも、ご両親にとっては何か
いい方法、あるいはもっとプロプラノ
ロールのシロップ剤が効くような方法

はないのかという、焦りのようなもの
がありますよね。やらなくて後悔する
というのはすごくあると思うのですが、
先生のところは併用されているのです
か。
　西本　併用して何かトラブルがあっ
たことが今までありませんので、併用
するようにしていますが、それもケー
ス・バイ・ケースで保護者の方と相談
するようにしています。例えば、プロ
プラノロールのシロップ剤使用中でレ
ーザーも当てたら潰瘍形成してしまっ
たというような症例には、レーザーを
やめておいて、プロプラノロールのシ
ロップ剤のみで治療していくようにし
ましょうかとか、お話しすることもあ
ります。
　池田　レーザーの副作用というのは、
今みたいな腫瘍壊死ということなので
しょうか。
　西本　そうですね。確率としては少
ないですがありうると思います。潰瘍
自体も、レーザー治療自体によるもの
なのか、それとも乳児血管腫の増大に
よるものなのか、コントラバーシャル
ではあると思うのですが、レーザー後
に潰瘍になったとなると、保護者の方
もかなり心配されますので、そういっ
た場合にはレーザー治療の継続を控え
るようにしています。ほかにも色素沈
着とか、熱傷のようになるケースもあ
るかと思いますが、過剰ではない適切
な出力を使えば少ない副作用かと思い

ます。
　池田　おそらくレーザーも、あまり
種類がなく、色素レーザーを使われる
と思うのですが、最近新しい器械は出
ているのでしょうか。
　西本　色素レーザーとしては現在シ
ネロンキャンデラ社のV beamレーザ
ーがよく使われているかと思うのです
が、より改良されたV beam Ⅱという
ものが2016年に認可されました。前世
代のV beamと比べると少し工夫があ
り、副作用が出にくいといわれていま
す。当院ではV beam Ⅱを2018年に導
入し、これを使っています。
　池田　V beam ⅠとⅡはどういう違
いがあるのですか。
　西本　波長などの基本的な仕組みに
大きな違いはありませんが、レーザー
照射時のパルスをサブパルスといって
細かく分割することによって、一発の
中にはなるのですが、副作用が出にく
かったりというような工夫があるそう
です。
　池田　例えば、１回にパンと出てい
るように見えるのだけれども、強弱が
その中であるということですか。
　西本　そうですね。ロングパルスの
中でも１回の照射が、８個のサブパル
スで構成されていたりというような工
夫があると聞いています。また、より
大口径かつ高出力での照射が可能にな
った点も改良点の一つです。
　池田　それによって、ターゲットの
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赤血球の凝固ぐあいが変わってくると
いうことでしょうか。
　西本　そうですね、赤血球から熱エ
ネルギーが血管壁に伝わることで、血
管病変に損傷を与えるということです
ね。
　池田　副作用で腫瘍自体が大きくな
って、多分中で血が固まるのでしょう
ね。それによって壊死が起こるのか、
あるいはレーザーで起こるのかという
ことですが、プロプラノロールのシロ
ップ剤だけ飲んでいる方にけっこう壊
死はあるのですか。
　西本　あまりないですね。逆に潰瘍
形成がある乳児血管腫もプロプラノロ
ールのシロップ剤を始める適応の一つ
になっています。というのは、無治療
でも潰瘍形成してくる症例があり、そ
の場合には増大が強すぎるための潰瘍
ではないかと考えられます。この場合
は生傷になりますので、その部分の創
部感染なども心配になってきますから、
潰瘍形成するような乳児血管腫は、ア
メリカの小児学会のガイドラインでは、
一つのプロプラノロールのシロップ剤
を始めるべき適応と書かれています。

　池田　ではレーザーとプロプラノロ
ールのシロップ剤というのは作用機序
が全く違うのですね。
　西本　そうですね。プロプラノロー
ルのシロップ剤の作用機序は実はまだ
はっきりわかっていないところが大き
いですが、私は保護者の方に説明する
ときは、内側から効かせるプロプラノ
ロールのシロップ剤と、外側から効か
せるレーザーというようにお話しして
います。
　池田　では先生のところですと、通
常はプロプラノロールのシロップ剤と
レーザーと両方して、おかしかったら
レーザーをやめているということです
ね。
　西本　はい。ただ、プロプラノロー
ルのシロップ剤自体も、先ほど申し上
げた低血糖のような副作用の可能性を
いつも伴うものですから、全例に始め
ているわけではなく、厚いものとか、
大きいもの、あとは口の周りとか目の
周り、そういった機能的な問題があり
そうな症例に関してのみ選んで投与す
るようにしています。
　池田　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅲ）

自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科准教授
坂　倉　建　一

（聞き手　齊藤郁夫）

腎神経デナーベーションの基礎

　齊藤　坂倉先生はアメリカで素晴ら
しい仕事をされてきているのですが、
きっかけはどういうことなのでしょう
か。
　坂倉　特に日本で腎神経デナーベー
ションの基礎をやっていたわけではな
く、日本では冠動脈インターベンショ
ン、どちらかというと心臓の心筋梗塞
や狭心症の治療をしていました。私が
留学した施設が、アメリカの心血管病
理や症例、研究データが非常にたくさ
ん集まってくる施設で、たまたまそこ
のボスから「やるように」と命じられ
たので始めたのがきっかけです。
　齊藤　腎神経を焼いて高血圧をよく
するということが行われてきましたが、
結果は必ずしもよくなくて、反省期に
入っていたのですね。実際に焼くとい
っても、どうなっているかがあまりわ
かっていなかったのですね。
　坂倉　そうですね。当然焼く人間は
みんな医師ですが、医学部で解剖で習
っているところでは、基本的には大動
脈の周囲にあるガングリオンから神経

が出るので、神経がたくさんある腎動
脈のより近位部を焼こうという発想だ
と思われます。それが初期の頃のプロ
トコールだったのですが、私が実際研
究をやってみると、確かに近位部に神
経がたくさんあるのですが、その距離
は遠位部のほうほどむしろ近くなって
いることがわかりました。
　齊藤　腎動脈と神経の距離が近いの
ですか。
　坂倉　そうです。距離が近いか遠い
かは、実際に焼けるかどうかに非常に
大きく関わってきますし、近くなって
きているということは、だんだん腎臓
により近くなっているということなの
で、おそらく近位部の神経は腎臓以外
の場所にも行く。例えば、膵臓とか、
ほかの臓器に行く神経も混ざっている。
一方で、遠位部に行くのは本当に腎臓
に行く神経なので、遠位部の神経のほ
うが大事だということが、我々の病理
の研究から明らかになったのです。
　齊藤　これはヒトで、みていったの
ですか。
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領域の２泊３日や１泊２日で帰ってい
くような治療と同じようにできるかは、
もう少しやる側、術者側の経験だとか、
病院側の経験も含めて、手技として広
まっていかないと、気軽な感じで受け
に来てください、ちょっと入院してや
りましょうというようなかたちには、
まだならないと思うのです。
　齊藤　いつも心臓カテーテル治療を
やられている先生にとっては、もっと
簡単というイメージですか。
　坂倉　テクニカル的には、それほど
たいへんではないと思います。ただ、
一つお伝えしなければいけないのは、
最初に始まった頃、いわゆる近位部を
焼くというふうに言っていたときは、
ものすごく簡単だと思われていたので
すが、最初の臨床試験の失敗から、実
はそうではないのだろうと。極端なこ
とを言いますと、あまりカテーテルに
慣れていない人がやっても、焼けて血
圧が下がるのではないかと最初は思わ
れていたのですが、より末梢側、かつ
枝なども含めて、なるべく丁寧に、た
くさん焼いたほうがきっと血圧が下が
るということになってくるとテクニカ
ルな面でも、最初思われていたよりは
おそらく難しいというか、慣れが必要
な手技ではないかと考えられています。
どこの病院でもカテーテルインターベ
ンションが上手な先生がたくさんいる
ので、きちんと理屈がわかって、やり

方がわかればきっとうまくできると思
うのですが、しっかりしたトレーニン
グが必要だと思います。
　齊藤　心不全が多くなってきた、あ
るいは糖尿病と高血圧が合併している
人がいる。これで交感神経活性が落ち
る、そういった人たちにメリットがあ
れば、さらに広まりそうですね。
　坂倉　先生がおっしゃったことが一
番大事なポイントで、今後この治療が
広まるかどうかのカギはそこにかかっ
ていると思います。おそらく、ただ高
血圧をよくするだけだと、薬とこれと、
どっちかと問われたときに、薬でいい
と思ってしまう人が多いのですが、こ
れで交感神経を介入することによって、
今後の心不全が減ったり、糖尿病にな
りにくくなったり、高血圧以外のハー
ドなイベントがどんどん減るというこ
とがわかってくれば、この治療に対す
るもっと前向きな見方が、患者さんは
もちろん、医師の間でもかなり強くな
ると思います。そういったエビデンス
がこれから出ていくことが必要だと思
います。その辺のエビデンスはまだ不
足している段階なので、今後、この治
療が発展するかどうかの大きなカギは、
心不全、糖尿病、そういった高血圧以
外のイベントがどれぐらい減るかにか
かっていると思います。
　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（Ⅲ）

自治医科大学循環器内科教授
苅　尾　七　臣

（聞き手　大西　真）

腎神経デナーベーションのエビデンス

　大西　苅尾先生、腎神経デナーベー
ションのエビデンスということで最新
の情報を教えていただけたらと思いま
す。
　まず、血圧の治療がなかなか難しく
て、コントロール不良の方もけっこう
いらっしゃる。そこでデバイスによる
新しい治療の選択肢ができてきた、と
理解しているのですが、そのあたりか
ら教えていただけますか。
　苅尾　高血圧の薬物治療はいい薬が
できてきていますが、我々医師が一生
懸命言っても、きちんとコントロール
できている人は実は1/3ぐらいしかい
ないのです。高血圧人口は4,300万人ぐ
らいいるというなかで、2/3近くがコ
ントロールできていないことになるの
です。高血圧でない人に比べて、高血
圧の人は循環器のイベントリスクがあ
ります。いい薬もできているけれども、
うまいこと解決できず高血圧パラドッ
クスという状態を生み出します。もう
少し確実に血圧を下げるほかの方法と
して腎神経デナーベーションが注目さ

れています。
　大西　日本ではいつぐらいから始め
られた治療法なのでしょうか。欧米で
は盛んに行われたのでしょうか。
　苅尾　いいえ、以前から交感神経を
切断すると血圧が下がるという治療は
行われていたのですが、今から10年ほ
ど前に「The Lancet」にイノベーシ
ョン治療としてカテーテルで腎動脈の
中から低侵襲で焼く新しい技術で明確
に下がるというデータが発表されまし
た。治療抵抗性で５剤くらい服用して
いる人でも20㎜Hg近く下がることが
あり、一気に盛り上がったのです。
　しかし、今から３年くらい前に行わ
れたコントロール群を置いた臨床試験
によって、腎臓の造影をしたシャムコ
ントロールと、インターベンションせ
ず交感神経も焼かない群を比較すると、
明確な有意差はつかなかったのです。
最後のPhase Ⅲ、ピボタル試験までい
って、一気にトーンダウンしてしまっ
たという状況です。
　しかし、2017～18年にかけて発表さ
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高血圧、下がちょっと低い人、90㎜Hg
以下のような人は少々効きにくいので
はといわれています。
　大西　この治療の予後、長期予後は
わかってきているのでしょうか。
　苅尾　長期予後はだいたい３年間、
きちっと下がって、リバウンドしない
といわれています。だいたい外来血圧
では25㎜Hgぐらい下がっている。24
時間血圧では10㎜Hgほどが下がって
持続していることになります。
　大西　この治療法は手技的にはいか
がなのでしょうか。カテーテルのイン
ターベンションということなのでしょ
うが。
　苅尾　カテーテルインターベンショ
ンができる人は大きな問題はなく、腎
動脈のどこを焼くかというところが重
要なことです。特にカテーテルの先端
で複数、特に腎動脈の遠位部を中心に
焼いていく。もう一つは超音波はずっ

と３カ所ばかり輪になって焼くとかな
りの部分が焼灼できるといわれていま
す。手技の差は少ない治療法になりま
す。
　大西　この治療法の副作用というか、
合併症はあるのでしょうか。
　苅尾　一番気にするのは、腎動脈が
あったときに、たくさん円周状に焼い
てしまうと狭窄が起こったりすること
があります。実際には離して焼きます
から、瘢痕が残ったとしても、狭窄と
いうのは今のところ、手技に直接関わ
るような合併症はないと考えています。
　大西　これから日本でもますます盛
んに行われるようになるのでしょうか。
　苅尾　なかなか薬でコントロールで
きない人をまず行っていって、最終的
には薬と組み合わせるかたちもあるか
と思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

れた臨床データではポジティブデータ
が出たのです。腎臓の血管の中から高
周波で焼灼するのと、もう一つは超音
波で焼灼するといった２つの違う方法
によって未治療高血圧患者において腎
臓の周りの交感神経を焼くことで血圧
が明確に下がることが確認されたので
す。
　さらに、きちんと降圧薬を服用して
いるにもかかわらず、コントロール不
良の高血圧患者でも24時間血圧でだい
たい９㎜Hgぐらい下がったのです。そ
れで、やはり効くのだということで再
注目を浴びているのです。もう一度ピ
ボタル試験が今進行しているというこ
とです。
　大西　だいぶはっきりとしたエビデ
ンスが出てきているのですね。
　苅尾　そうです。サイエンティフィ
ックに、シャム群も設けた試験におい
て、きちんと明確に示されたというこ
とになります。
　大西　メカニズムは、交感神経を焼
いて抑えてしまうということでしょう
か。
　苅尾　交感神経も、脳から腎臓のほ
うへ行くのと、腎臓から脳へ返る２つ
の、遠心路と求心路があるのです。ど
ちらがどれぐらいの役割を占めてこの
降圧に寄与しているかは詳細にはまだ
わかっていません。遠心路を焼くこと
によってレニンの分泌が下がったり、
腎血流がよくなるという機序が一つと

して考えられます。
　求心路を介する経路としては、腎臓
の虚血や障害など、腎臓からの信号が
脳に上がってシステミックな交感神経
が亢進します。そこを遮断することに
よってシステミックな交感神経を抑制
し、脳から心臓に対して、また腎臓に
対してもフィードバック、血管をリリ
ース、収縮を抑制します。
　大西　血圧の降下作用というのは24
時間持続するものなのでしょうか。
　苅尾　そこが薬と違う大事なところ
です。薬が効く人は24時間効くときが
あるのですが、人によったり、また薬
の種類で、昼間はよく下がるけれども、
次の日の朝までもたないとか、夜間に
上がってしまっているとか、そういう
ことがあるのです。診察室だけではき
っちりと薬で下がっているけれども、
夜間、朝が上がるような仮面高血圧に
対して腎神経デナーベーションをする
と24時間にわたって全部きちんと下げ
ているのです。それが大きい違いにな
ると思います。
　大西　今の段階でどういう患者さん
が適応になるか。そのあたりのお考え
はいかがでしょうか。
　苅尾　年齢のことから言いますと、
まだ血管がやわらかいとき、血管の中
がパンパン型の高血圧、こういうのは
効きやすいですね。血管が硬くなって
しまったものにはなかなか効くには時
間がかかるといわれています。収縮期
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高血圧、下がちょっと低い人、90㎜Hg
以下のような人は少々効きにくいので
はといわれています。
　大西　この治療の予後、長期予後は
わかってきているのでしょうか。
　苅尾　長期予後はだいたい３年間、
きちっと下がって、リバウンドしない
といわれています。だいたい外来血圧
では25㎜Hgぐらい下がっている。24
時間血圧では10㎜Hgほどが下がって
持続していることになります。
　大西　この治療法は手技的にはいか
がなのでしょうか。カテーテルのイン
ターベンションということなのでしょ
うが。
　苅尾　カテーテルインターベンショ
ンができる人は大きな問題はなく、腎
動脈のどこを焼くかというところが重
要なことです。特にカテーテルの先端
で複数、特に腎動脈の遠位部を中心に
焼いていく。もう一つは超音波はずっ

と３カ所ばかり輪になって焼くとかな
りの部分が焼灼できるといわれていま
す。手技の差は少ない治療法になりま
す。
　大西　この治療法の副作用というか、
合併症はあるのでしょうか。
　苅尾　一番気にするのは、腎動脈が
あったときに、たくさん円周状に焼い
てしまうと狭窄が起こったりすること
があります。実際には離して焼きます
から、瘢痕が残ったとしても、狭窄と
いうのは今のところ、手技に直接関わ
るような合併症はないと考えています。
　大西　これから日本でもますます盛
んに行われるようになるのでしょうか。
　苅尾　なかなか薬でコントロールで
きない人をまず行っていって、最終的
には薬と組み合わせるかたちもあるか
と思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

れた臨床データではポジティブデータ
が出たのです。腎臓の血管の中から高
周波で焼灼するのと、もう一つは超音
波で焼灼するといった２つの違う方法
によって未治療高血圧患者において腎
臓の周りの交感神経を焼くことで血圧
が明確に下がることが確認されたので
す。
　さらに、きちんと降圧薬を服用して
いるにもかかわらず、コントロール不
良の高血圧患者でも24時間血圧でだい
たい９㎜Hgぐらい下がったのです。そ
れで、やはり効くのだということで再
注目を浴びているのです。もう一度ピ
ボタル試験が今進行しているというこ
とです。
　大西　だいぶはっきりとしたエビデ
ンスが出てきているのですね。
　苅尾　そうです。サイエンティフィ
ックに、シャム群も設けた試験におい
て、きちんと明確に示されたというこ
とになります。
　大西　メカニズムは、交感神経を焼
いて抑えてしまうということでしょう
か。
　苅尾　交感神経も、脳から腎臓のほ
うへ行くのと、腎臓から脳へ返る２つ
の、遠心路と求心路があるのです。ど
ちらがどれぐらいの役割を占めてこの
降圧に寄与しているかは詳細にはまだ
わかっていません。遠心路を焼くこと
によってレニンの分泌が下がったり、
腎血流がよくなるという機序が一つと

して考えられます。
　求心路を介する経路としては、腎臓
の虚血や障害など、腎臓からの信号が
脳に上がってシステミックな交感神経
が亢進します。そこを遮断することに
よってシステミックな交感神経を抑制
し、脳から心臓に対して、また腎臓に
対してもフィードバック、血管をリリ
ース、収縮を抑制します。
　大西　血圧の降下作用というのは24
時間持続するものなのでしょうか。
　苅尾　そこが薬と違う大事なところ
です。薬が効く人は24時間効くときが
あるのですが、人によったり、また薬
の種類で、昼間はよく下がるけれども、
次の日の朝までもたないとか、夜間に
上がってしまっているとか、そういう
ことがあるのです。診察室だけではき
っちりと薬で下がっているけれども、
夜間、朝が上がるような仮面高血圧に
対して腎神経デナーベーションをする
と24時間にわたって全部きちんと下げ
ているのです。それが大きい違いにな
ると思います。
　大西　今の段階でどういう患者さん
が適応になるか。そのあたりのお考え
はいかがでしょうか。
　苅尾　年齢のことから言いますと、
まだ血管がやわらかいとき、血管の中
がパンパン型の高血圧、こういうのは
効きやすいですね。血管が硬くなって
しまったものにはなかなか効くには時
間がかかるといわれています。収縮期
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅲ）

表参道内科眼科院長／内科医
土　屋　徳　弘

（聞き手　齊藤郁夫）

高血圧・糖尿病の眼科的評価

　齊藤　高血圧と眼科についてうかが
います。眼科の領域で幅広く診療され
ていて、生活習慣病との関わりで何か
気になることがあったのでしょうか。
　土屋　もともと糖尿病網膜症という、
内科と眼科で一緒に診る病態もありま
すが、眼科の病気で眼底出血をする網
膜静脈閉塞症などの患者さんを診てい
く間に、どうも糖尿病以外に高血圧も
眼底に関係しているのではないかとい
うことがわかってきました。逆に、眼
底に問題があると、そこには内科の病
気が隠れていることが健診などからも
わかってくるようになりました。糖尿
病だけでなく、特に高血圧が関係する
ことがわかってきました。
　齊藤　先生のアプローチは、眼科の
健診、眼底検査からでしょうか。
　土屋　結果的になのですけれども、
眼底はもともとシャイエの分類やケー
スウェジナー分類で、眼底を見て高血
圧を判断していたのですが、正直言い
まして、最初のうちは健診の眼底を見
ていても、よほど血圧コントロールが

悪い方以外は高血圧が見つかりません
でした。しかし、先ほど申し上げまし
たような眼底出血をしている網膜静脈
閉塞症の症例を見ていく間に、特に網
膜の静脈に変化が出てくることがわか
ってきました。それを考慮して健診、
人間ドックの眼底を見ていく間に、血
管変化が見られると、どうやら血圧変
動があり、高血圧が隠れているのでは
ないかということがわかってきました。
　齊藤　眼科の検査で血圧管理の状況
についてわかってきたのですね。
　土屋　そうですね。
　齊藤　どういった成績でしょうか。
　土屋　まず網膜静脈閉塞症で眼底出
血しているような病態、この網膜静脈
閉塞症というのは久山町研究では有病
率2.3％で、眼科ではありふれた病気な
のですが、この病態を起こした方は当
院ではほぼ100％が高血圧を合併して
います（図１）。だいたい７割弱が診
察室高血圧、診察室血圧が正常でも、
仮面高血圧は３割ほどなのですが、皆、
診察室血圧が高値、または家庭血圧が

高値で、治療コントロールができてい
ない、コントロール不良の高血圧とい
うことが臨床上わかってきました。
　齊藤　内科医としては血圧をコント
ロールしているつもりだけれども、そ
れが不十分、あるいは惰性、イナーシ
ャがあり得るわけですが、それが眼科
の医師からエビデンスとして見えると
いうことですね。
　土屋　そうですね。ただ、眼科の先
生方も感じているのですが、ご自身で
血圧を測ることがなかなか難しく、測
っても、家庭血圧まで追いきれない。
高血圧疑いの印象は持っているようで
すが、その段階ですぐ内科へ紹介する
というところまではいっていないよう
です。実際のところ、眼科と内科、同
時にこの病態を見て、眼底と全身状態、

特に血圧の相関を見ている研究報告も
あまりなかったのが現実です。
　齊藤　仮面高血圧、薬を投与して、
診察室血圧ではいいけれども、家庭血
圧では高いという場合でも、こういっ
た血管の異常が見られるということで
すね。
　土屋　眼底血管に変化が出ていると
いうことは、基本的には内科的な全身
状態の循環不全、循環障害がどこかに
あるということです。眼科のそのよう
な病気の場合は、とにかく内科的な精
査が必要と考えます。
　齊藤　まずは全身的な血圧管理をし
っかりやるということなのでしょうけ
れども、こういう状態になった後、眼
科的なアプローチというのはあるので
しょうか。

図１　表参道内科眼科における網膜静脈閉塞症の高血圧合併率
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表参道内科眼科院長／内科医
土　屋　徳　弘

（聞き手　齊藤郁夫）

高血圧・糖尿病の眼科的評価

　齊藤　高血圧と眼科についてうかが
います。眼科の領域で幅広く診療され
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気になることがあったのでしょうか。
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内科と眼科で一緒に診る病態もありま
すが、眼科の病気で眼底出血をする網
膜静脈閉塞症などの患者さんを診てい
く間に、どうも糖尿病以外に高血圧も
眼底に関係しているのではないかとい
うことがわかってきました。逆に、眼
底に問題があると、そこには内科の病
気が隠れていることが健診などからも
わかってくるようになりました。糖尿
病だけでなく、特に高血圧が関係する
ことがわかってきました。
　齊藤　先生のアプローチは、眼科の
健診、眼底検査からでしょうか。
　土屋　結果的になのですけれども、
眼底はもともとシャイエの分類やケー
スウェジナー分類で、眼底を見て高血
圧を判断していたのですが、正直言い
まして、最初のうちは健診の眼底を見
ていても、よほど血圧コントロールが

悪い方以外は高血圧が見つかりません
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閉塞症の症例を見ていく間に、特に網
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率2.3％で、眼科ではありふれた病気な
のですが、この病態を起こした方は当
院ではほぼ100％が高血圧を合併して
います（図１）。だいたい７割弱が診
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ロールしているつもりだけれども、そ
れが不十分、あるいは惰性、イナーシ
ャがあり得るわけですが、それが眼科
の医師からエビデンスとして見えると
いうことですね。
　土屋　そうですね。ただ、眼科の先
生方も感じているのですが、ご自身で
血圧を測ることがなかなか難しく、測
っても、家庭血圧まで追いきれない。
高血圧疑いの印象は持っているようで
すが、その段階ですぐ内科へ紹介する
というところまではいっていないよう
です。実際のところ、眼科と内科、同
時にこの病態を見て、眼底と全身状態、

特に血圧の相関を見ている研究報告も
あまりなかったのが現実です。
　齊藤　仮面高血圧、薬を投与して、
診察室血圧ではいいけれども、家庭血
圧では高いという場合でも、こういっ
た血管の異常が見られるということで
すね。
　土屋　眼底血管に変化が出ていると
いうことは、基本的には内科的な全身
状態の循環不全、循環障害がどこかに
あるということです。眼科のそのよう
な病気の場合は、とにかく内科的な精
査が必要と考えます。
　齊藤　まずは全身的な血圧管理をし
っかりやるということなのでしょうけ
れども、こういう状態になった後、眼
科的なアプローチというのはあるので
しょうか。
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　土屋　眼科の治療は、昔からある糖
尿病網膜症のレーザー治療や、最近は
抗VEGF薬を使って新生血管を抑え、
結果的に出血を抑えるなど、局所療法
は行われています。しかし実際は眼科
の病態だけで判断されていくので、高
血圧やその他、塩分過剰、肥満等はあ
まり考慮されずに現実は進んでいると
思います。
　齊藤　もっと重要なのは元の生活習
慣病に対する対策ということでしょう
か。
　土屋　そうですね。糖尿病網膜症が
典型だと思います。糖尿病網膜症が悪
化するときは、眼が悪化したのではな
くて、糖尿病のコントロールが悪化し
て糖尿病網膜症が進むのと同じです。
眼底出血や、特に一番物を見る中心の
黄斑部に水がたまる黄斑浮腫などは、
全身状態の管理不全というか、循環障
害から起きているのは間違いないので、
内科医が必ず介入すべき状態であると
思っています。
　齊藤　そうしますと、眼科医からそ
ういう情報提供を受けて、内科医がし
っかりやっていく流れが必要だという
ことでしょうか。
　土屋　そうですね。眼科医は、目が
よくならないのはその方の全身状態
（高血圧、糖尿病、肥満、塩分摂取、メ
タボリックシンドローム）のコントロ
ールが悪いのであろうということは感
じているようなのですが、それを内科

医にうまく伝える手段がないようです。
当院では表参道所見といって、眼底所
見で静脈に怒張や蛇行、口径不同、交
叉現象といった血管変化が出た場合
（図２）、内科でしっかり調べるべきだ
という、クリニカルパスのような医療
連携のためのパスを作って、眼科と内
科で一人の患者さんを常にリアルタイ
ムで診るような方法で行っています。
　齊藤　少し話が戻りますが、高血圧
というと、まず動脈の病気ではないか
と何となく内科医は思い込んでいるの
です。静脈にはっきり見えるというこ
とでしょうか。
　土屋　眼科の病気で網膜動脈閉塞症
という動脈の疾患もあるのですが、基
本的に変化が出てくるときは動静脈交
叉部といって、動脈と静脈は常にある
部分で接しているので、高血圧や動脈
硬化の変化はなぜか静脈に出やすいの
です。静脈出血を起こしたり、結果的
にvenous returnが問題だと思うので
すけれども、黄斑浮腫が起こります。
我々の見解としては動脈硬化はもとに
ありますが、実際に出てくるのは網膜
の場合は静脈のほうが非常に早い段階
から、そして頻度的にも多いと思われ
ます。
　齊藤　自覚症状がない方もかなりい
るのでしょうか。
　土屋　出血しても、物を見る一番中
心窩というところまで病変がいかない
場合、また人間というのは目が２つあ

りますので、よいほうで補って見てい
て気付かない。また１カ所の多少のゆ
がみぐらいは、それこそ疲れ目かなみ
たいな感じで、あまり切迫感がないの
で、実際は病態が進んでから来られる
方もいます。あとはただ静脈の血管変
化がある場合は、視力障害は全くない
ので、破綻するまではわからないとい
うことはあります。
　齊藤　高血圧患者さんで、多少血圧
コントロールが悪い、あるいはどうも
仮面高血圧的状況になっていると思わ
れる方がいた場合、眼科医に一度はお
願いしたほうがいいのでしょうか。
　土屋　眼科医でも、網膜専門の医師

はそういう症例をたくさんみているの
で、高血圧や動脈硬化など内科的な疾
患があるという印象は持っているとは
思います。内科で血圧のコントロール
が悪い、または動脈硬化が疑われる場
合、眼底変化を診てもらうと良いと思
います。逆に、眼底を見た眼科医が内
科医に「内科の血圧コントロールは大
丈夫？」というコメントをしていただ
けたらと思うのですが、なかなか難し
いのが現状です。
　齊藤　もう一つは、内科医としては
患者さんとの関係で、患者さんは薬が
増えていくのを非常に嫌がるのが普通
ですが、こういったことがあると、「や

図２　正常眼底画像と表参道所見陽性症例
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抗VEGF薬を使って新生血管を抑え、
結果的に出血を抑えるなど、局所療法
は行われています。しかし実際は眼科
の病態だけで判断されていくので、高
血圧やその他、塩分過剰、肥満等はあ
まり考慮されずに現実は進んでいると
思います。
　齊藤　もっと重要なのは元の生活習
慣病に対する対策ということでしょう
か。
　土屋　そうですね。糖尿病網膜症が
典型だと思います。糖尿病網膜症が悪
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くて、糖尿病のコントロールが悪化し
て糖尿病網膜症が進むのと同じです。
眼底出血や、特に一番物を見る中心の
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ういう情報提供を受けて、内科医がし
っかりやっていく流れが必要だという
ことでしょうか。
　土屋　そうですね。眼科医は、目が
よくならないのはその方の全身状態
（高血圧、糖尿病、肥満、塩分摂取、メ
タボリックシンドローム）のコントロ
ールが悪いのであろうということは感
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です。静脈出血を起こしたり、結果的
にvenous returnが問題だと思うので
すけれども、黄斑浮腫が起こります。
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います。逆に、眼底を見た眼科医が内
科医に「内科の血圧コントロールは大
丈夫？」というコメントをしていただ
けたらと思うのですが、なかなか難し
いのが現状です。
　齊藤　もう一つは、内科医としては
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正常眼底

怒張 口径不同

蛇行

交叉現象

網膜静脈

網膜動脈
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っぱり増やしてしっかり下げましょ
う」と言いやすくなることもあります
ね。
　土屋　先生のおっしゃるとおりだと
思います。目は唯一体の中で直接血管
が見える場所ですから、血管にこんな
に変化が出ているということを示すと、
血圧や血液データ以上に患者さんにイ
ンパクトがあるようです。私は説明す
るときに正常な血管とその方の血管の
写真を両方並べて、血管がこんなに変
化しているということを示すことでご

理解いただいています。
　齊藤　これからもこういったことが
高血圧ガイドラインに入ることを目指
して、研究発表をお続けいただけると
ありがたいと思います。
　土屋　ありがとうございます。内科
と眼科の垣根をできるだけ低くして風
通しをよくできたらいい、それが患者
さんのためになると思っておりますの
で、頑張りたいと思います。
　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（Ⅲ）

東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部教授
吉　田　　博

（聞き手　大西　真）

喫煙・脂質異常の関与

　大西　吉田先生、「高血圧・糖尿病
の管理にむけて」というテーマの一つ、
喫煙・脂質異常の関与ということでう
かがいたいと思います。
　まず初めに喫煙は血圧にどの程度影
響すると考えられているのでしょうか。
　吉田　一般的には、診察の直前に喫
煙をすると血圧が上昇するといわれて
います。ニコチン量、いわゆるたばこ
の本数や、喫煙後から受診までの時間
が血圧に影響を与える重要な因子であ
ると考えられているようです。たばこ
を吸うとニコチンが出てきて、その働
きが血圧を上昇させるホルモンの分泌
にもつながり、交感神経が興奮して血
圧が上昇するそうです。一般的にたば
こを１本吸いますと、15分以上にわた
って血圧が10～20㎜Hgぐらい高くな
るといわれています。一方で慢性的に
は血圧を上昇させるという働きはあま
り見られないことも知られています。
　大西　よく外来で診察室にこられた
方が血圧が高くて、白衣高血圧かなと
思うこともあるのですが、中にはこう

いったケースもあると考えて気をつけ
なければいけないですね。
　吉田　そうですね。
　大西　それでは次に、喫煙が血圧に
与える一過性の影響について教えてい
ただけますでしょうか。
　吉田　先ほど少し申し上げましたよ
うに、たばこを１本吸った場合、場合
によっては15分以上血圧を上昇させる
と言われているのですが、日本人の正
常な血圧の方々を対象にした研究など
を顧みてみると、１本の喫煙で４㎜Hg
上昇し、喫煙終了の30分後に安静時レ
ベルに戻るようです。２本連続だとさ
らに14㎜Hgほど上がるともいわれ、30
分経過しても、場合によっては安静時
の状態には戻らないとも報告されてい
ます。拡張期血圧でも同様で、一過性
の血圧上昇が起きてしまうのですが、
やはり１本で９㎜Hg程度、２本連続
で10㎜Hg程度以上の上昇が見られる
など、一過性の影響が血圧に認められ
るようです。
　以上から、例えば診察の直前に喫煙
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っぱり増やしてしっかり下げましょ
う」と言いやすくなることもあります
ね。
　土屋　先生のおっしゃるとおりだと
思います。目は唯一体の中で直接血管
が見える場所ですから、血管にこんな
に変化が出ているということを示すと、
血圧や血液データ以上に患者さんにイ
ンパクトがあるようです。私は説明す
るときに正常な血管とその方の血管の
写真を両方並べて、血管がこんなに変
化しているということを示すことでご

理解いただいています。
　齊藤　これからもこういったことが
高血圧ガイドラインに入ることを目指
して、研究発表をお続けいただけると
ありがたいと思います。
　土屋　ありがとうございます。内科
と眼科の垣根をできるだけ低くして風
通しをよくできたらいい、それが患者
さんのためになると思っておりますの
で、頑張りたいと思います。
　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（Ⅲ）

東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部教授
吉　田　　博

（聞き手　大西　真）

喫煙・脂質異常の関与

　大西　吉田先生、「高血圧・糖尿病
の管理にむけて」というテーマの一つ、
喫煙・脂質異常の関与ということでう
かがいたいと思います。
　まず初めに喫煙は血圧にどの程度影
響すると考えられているのでしょうか。
　吉田　一般的には、診察の直前に喫
煙をすると血圧が上昇するといわれて
います。ニコチン量、いわゆるたばこ
の本数や、喫煙後から受診までの時間
が血圧に影響を与える重要な因子であ
ると考えられているようです。たばこ
を吸うとニコチンが出てきて、その働
きが血圧を上昇させるホルモンの分泌
にもつながり、交感神経が興奮して血
圧が上昇するそうです。一般的にたば
こを１本吸いますと、15分以上にわた
って血圧が10～20㎜Hgぐらい高くな
るといわれています。一方で慢性的に
は血圧を上昇させるという働きはあま
り見られないことも知られています。
　大西　よく外来で診察室にこられた
方が血圧が高くて、白衣高血圧かなと
思うこともあるのですが、中にはこう

いったケースもあると考えて気をつけ
なければいけないですね。
　吉田　そうですね。
　大西　それでは次に、喫煙が血圧に
与える一過性の影響について教えてい
ただけますでしょうか。
　吉田　先ほど少し申し上げましたよ
うに、たばこを１本吸った場合、場合
によっては15分以上血圧を上昇させる
と言われているのですが、日本人の正
常な血圧の方々を対象にした研究など
を顧みてみると、１本の喫煙で４㎜Hg
上昇し、喫煙終了の30分後に安静時レ
ベルに戻るようです。２本連続だとさ
らに14㎜Hgほど上がるともいわれ、30
分経過しても、場合によっては安静時
の状態には戻らないとも報告されてい
ます。拡張期血圧でも同様で、一過性
の血圧上昇が起きてしまうのですが、
やはり１本で９㎜Hg程度、２本連続
で10㎜Hg程度以上の上昇が見られる
など、一過性の影響が血圧に認められ
るようです。
　以上から、例えば診察の直前に喫煙

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６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３回として、４篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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は非常に重く考えていかなければいけ
ないのだと思われます。
　大西　喫煙習慣は問題だということ
ですね。
　吉田　そのとおりだと思います。
　大西　今回のテーマでもありますが、
喫煙は血糖値にどの程度影響するか、
わかっているのでしょうか。
　吉田　これもいろいろなことがわか
ってきていて、喫煙による交感神経の
刺激効果は血糖値にも表れて、血糖が
上昇します。一方で、カテコールアミ
ンの影響は体内のインスリンの働き自
体も減弱させてしまうと考えられてい
ます。すなわち、喫煙はインスリン抵
抗性を高めてしまいます。また、場合
によってはニコチンが膵臓のインスリ
ン分泌も低下させるという報告もされ
ているようです。
　そうしたことから、様々な臨床研究、
疫学研究があるのですが、喫煙によっ
て２型糖尿病の発症リスクが約1.4～ 
1.5倍増加して、メタボリックシンドロ
ームの発症リスクも喫煙本数に従って
増えてしまうという報告もあるようで
す。実際、糖尿病でもよく認められる
ことなのですが、HDLコレステロール
が低くなったり、中性脂肪、トリグリ
セライドが高くなったり、といった脂
質異常症の状況が喫煙者において認め
られ、こういった影響が２型糖尿病の
発症リスクとともに、用量反応的に認
められることが知られています。

　一方、もう一つ大事な点が、禁煙を
勧めることになりますが、皆様よくみ
られますように、禁煙後に体重が増加
し、それにより禁煙前に比べて血糖値
が上昇傾向となります。これは確かに
困った問題だと思います。ところが、
禁煙に伴う残念な体重増加というのは、
だいたい禁煙後４年以内に認められて
いて、４年以上になると、禁煙で非喫
煙者と同程度に心血管病リスクが低下
すると考えられることから、長い目で
みていくと、禁煙は非常に大事だとい
うことがわかると思います。
　禁煙による体重増加は、短期的な意
味でのリスクとしては２型糖尿病の発
症リスクを1.5～２倍ぐらい増大させて
しまうといわれている一方で、それに
伴う心血管イベントのリスクにはあま
り影響しないといわれているようです。
結局は、禁煙して５年以上経過します
と、前に一時期吸っていたけれどその
後、今も吸っていないという方々、ま
たは全く吸ったことがない方々、それ
らに匹敵するぐらいの程度まで糖尿病
の発症リスクが低下するので、長く根
気強く禁煙していくことが大事かと思
います。
　大西　次に、脂質異常症自体は血圧
にどの程度影響するものなのでしょう
か。
　吉田　脂質異常症そのものが血圧に
直接影響するというエビデンスはそん
なに多くありません。ただし、いわゆ

されますと、一過性に血圧の上昇が見
られ、例えば本当は血圧が正常高値で、
１日に数本しか吸わない患者さんも、
２本連続喫煙をした後30分以内に外来
で血圧を測ってしまうと、14～15㎜Hg
ぐらい、場合によっては20㎜Hgぐら
い血圧が上昇し、本当は正常血圧に近
いのに高血圧と評価されてしまう場合
もあります。
　逆に、健康上望ましくないのですが、
１日40本以上吸うヘビースモーカーの
方々は、安静時のレベルに回復するま
でに喫煙をすることが考えられるため、
高い血圧がずっと持続する可能性が示
唆されるのです。ですから、実際にた
ばこを吸い続ける人は日中の血圧、24
時間見るような血圧も調べていく必要
があるかと思います。
　また、一過性の血圧上昇にはニコチ
ンが大きな役割を持っているのですが、
これはニコチンの影響で副腎が刺激さ
れて、出てきたカテコールアミンが交
感神経を刺激し、末梢血管収縮、血圧
上昇、あるいは心拍数が増える、とい
った生理的な変動を起こしてしまうの
です。
　一方で、ヘビースモーカーは日常生
活における血圧上昇を引き起こすので
すが、診察室や待合室は今禁煙ですの
で、診察のときにニコチンの影響から
いったん回避されます。そうすると、
逆に血圧が落ち着くことになり、本当
は高血圧だけれども、あまり大したこ

とがないという仮面高血圧が起こるの
です。実際、喫煙は仮面高血圧を生じ
やすいという報告もありますから、診
察前の喫煙本数、ニコチンの含有量と
受診までの時間などを考えながら、外
来上、血圧に影響をもたらすこともあ
るということを注意しながらみていく
必要があると考えられます。
　大西　そういったことを頭に入れな
がら診察しないと判断を間違えるとい
うことですね。非常に参考になりまし
た。
　それでは、喫煙が血圧に及ぼす一過
性の影響の話がありましたが、慢性的
な影響に関してはどういったことがわ
かっているでしょうか。
　吉田　一過性とは反対に上腕で測っ
た血圧では慢性的な影響はなかなか見
られないといった成績が確認されてい
ます。一方で最近は、中心血圧、大動
脈に近いところの血圧を測定すること
ができ、脈波増大係数（augmenta tion 
index）というものを簡単に外来で検
査することができます。それをみます
と、実は喫煙者は上腕血圧では慢性的
な影響はないものの、中心血圧に若干
上昇する傾向が認められることも報告
されています。中心血圧の上昇は心臓
血管イベントの大きなリスクであるこ
とが以前から報告されています。総じ
て考えれば、慢性的な喫煙の影響は、
上腕血圧では明らかな傾向は認められ
ないまでも、心臓血管のリスクとして
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は非常に重く考えていかなければいけ
ないのだと思われます。
　大西　喫煙習慣は問題だということ
ですね。
　吉田　そのとおりだと思います。
　大西　今回のテーマでもありますが、
喫煙は血糖値にどの程度影響するか、
わかっているのでしょうか。
　吉田　これもいろいろなことがわか
ってきていて、喫煙による交感神経の
刺激効果は血糖値にも表れて、血糖が
上昇します。一方で、カテコールアミ
ンの影響は体内のインスリンの働き自
体も減弱させてしまうと考えられてい
ます。すなわち、喫煙はインスリン抵
抗性を高めてしまいます。また、場合
によってはニコチンが膵臓のインスリ
ン分泌も低下させるという報告もされ
ているようです。
　そうしたことから、様々な臨床研究、
疫学研究があるのですが、喫煙によっ
て２型糖尿病の発症リスクが約1.4～ 
1.5倍増加して、メタボリックシンドロ
ームの発症リスクも喫煙本数に従って
増えてしまうという報告もあるようで
す。実際、糖尿病でもよく認められる
ことなのですが、HDLコレステロール
が低くなったり、中性脂肪、トリグリ
セライドが高くなったり、といった脂
質異常症の状況が喫煙者において認め
られ、こういった影響が２型糖尿病の
発症リスクとともに、用量反応的に認
められることが知られています。

　一方、もう一つ大事な点が、禁煙を
勧めることになりますが、皆様よくみ
られますように、禁煙後に体重が増加
し、それにより禁煙前に比べて血糖値
が上昇傾向となります。これは確かに
困った問題だと思います。ところが、
禁煙に伴う残念な体重増加というのは、
だいたい禁煙後４年以内に認められて
いて、４年以上になると、禁煙で非喫
煙者と同程度に心血管病リスクが低下
すると考えられることから、長い目で
みていくと、禁煙は非常に大事だとい
うことがわかると思います。
　禁煙による体重増加は、短期的な意
味でのリスクとしては２型糖尿病の発
症リスクを1.5～２倍ぐらい増大させて
しまうといわれている一方で、それに
伴う心血管イベントのリスクにはあま
り影響しないといわれているようです。
結局は、禁煙して５年以上経過します
と、前に一時期吸っていたけれどその
後、今も吸っていないという方々、ま
たは全く吸ったことがない方々、それ
らに匹敵するぐらいの程度まで糖尿病
の発症リスクが低下するので、長く根
気強く禁煙していくことが大事かと思
います。
　大西　次に、脂質異常症自体は血圧
にどの程度影響するものなのでしょう
か。
　吉田　脂質異常症そのものが血圧に
直接影響するというエビデンスはそん
なに多くありません。ただし、いわゆ

されますと、一過性に血圧の上昇が見
られ、例えば本当は血圧が正常高値で、
１日に数本しか吸わない患者さんも、
２本連続喫煙をした後30分以内に外来
で血圧を測ってしまうと、14～15㎜Hg
ぐらい、場合によっては20㎜Hgぐら
い血圧が上昇し、本当は正常血圧に近
いのに高血圧と評価されてしまう場合
もあります。
　逆に、健康上望ましくないのですが、
１日40本以上吸うヘビースモーカーの
方々は、安静時のレベルに回復するま
でに喫煙をすることが考えられるため、
高い血圧がずっと持続する可能性が示
唆されるのです。ですから、実際にた
ばこを吸い続ける人は日中の血圧、24
時間見るような血圧も調べていく必要
があるかと思います。
　また、一過性の血圧上昇にはニコチ
ンが大きな役割を持っているのですが、
これはニコチンの影響で副腎が刺激さ
れて、出てきたカテコールアミンが交
感神経を刺激し、末梢血管収縮、血圧
上昇、あるいは心拍数が増える、とい
った生理的な変動を起こしてしまうの
です。
　一方で、ヘビースモーカーは日常生
活における血圧上昇を引き起こすので
すが、診察室や待合室は今禁煙ですの
で、診察のときにニコチンの影響から
いったん回避されます。そうすると、
逆に血圧が落ち着くことになり、本当
は高血圧だけれども、あまり大したこ

とがないという仮面高血圧が起こるの
です。実際、喫煙は仮面高血圧を生じ
やすいという報告もありますから、診
察前の喫煙本数、ニコチンの含有量と
受診までの時間などを考えながら、外
来上、血圧に影響をもたらすこともあ
るということを注意しながらみていく
必要があると考えられます。
　大西　そういったことを頭に入れな
がら診察しないと判断を間違えるとい
うことですね。非常に参考になりまし
た。
　それでは、喫煙が血圧に及ぼす一過
性の影響の話がありましたが、慢性的
な影響に関してはどういったことがわ
かっているでしょうか。
　吉田　一過性とは反対に上腕で測っ
た血圧では慢性的な影響はなかなか見
られないといった成績が確認されてい
ます。一方で最近は、中心血圧、大動
脈に近いところの血圧を測定すること
ができ、脈波増大係数（augmenta tion 
index）というものを簡単に外来で検
査することができます。それをみます
と、実は喫煙者は上腕血圧では慢性的
な影響はないものの、中心血圧に若干
上昇する傾向が認められることも報告
されています。中心血圧の上昇は心臓
血管イベントの大きなリスクであるこ
とが以前から報告されています。総じ
て考えれば、慢性的な喫煙の影響は、
上腕血圧では明らかな傾向は認められ
ないまでも、心臓血管のリスクとして
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る善玉のHDLコレステロールが低い人
や、中性脂肪の高値、高TG血症の人は、
NO依存性の血管拡張反応が弱くなっ
ていることが知られています。ですか
ら、臨床検査でこういった血流依存性
の血管拡張反応、すなわち保険医療で
測定できるFMDなどは動脈の血管の
しなやかさが見てとれるのですが、こ
れが脂質異常症で減弱してしまうこと
も確認されており、こういった血管拡
張能の低下が、翻ってみれば血圧上昇
につながっていく可能性があると思わ
れます。もう一つは、LDLコレステロ
ールが高いという脂質異常症は動脈硬
化性疾患の主要なリスク因子であるこ
とは言うまでもありませんから、それ
に伴い動脈硬化の病態が進行して、結
果として高血圧を生じてくるというこ
とも考えられます。
　高血圧の治療のために、必要に応じ
て薬物治療を行うことになると思いま
すが、その中で一部は脂質異常症の原
因となる二次性、あるいは続発性脂質
異常症を引き起こす可能性がある降圧
薬も知られています。例えば、サイア
ザイド系利尿薬やβ遮断薬などの一部
ですが、患者さんの状況を見ながら適

宜、適切に薬物治療を行っていくこと
が大事かと思います。
　大西　脂質異常症の血糖への影響を
簡単に説明していただけますか。
　吉田　これも脂質異常症が血糖に直
接与える影響ということに関するエビ
デンスは、そう多くはないと思います。
ただし、脂質異常症が糖尿病合併症、
特にマクロアンギオパチーと呼ばれる
ような動脈硬化性の心血管疾患の発症、
進展に大きく関与することは間違いな
いことで、高血圧と同様に、糖尿病も
脂質異常症と合併すれば動脈硬化の心
血管病のリスクが高まることは確かで
す。しかし糖尿病が脂質異常症に異常
をきたすことは知られていて、糖尿病
は続発性脂質異常症の代表的な原因疾
患の一つです。ですから、逆に糖尿病
があると脂質異常症が認められやすい
ということがあります。とりわけ、糖
尿病合併症の重要な一つである腎症を
伴いますと脂質異常症が顕著になりま
すし、その際に過体重、over weight
の場合は特に留意が必要だと考えられ
ています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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