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　EPAとDHA製剤の動脈硬化性疾患への適応についてご教示ください。
　JELIS試験にてEPA投与群（スタチン投与下）でさらに19％の有意な冠動脈疾
患の抑制効果があり、EPA（高純度）製剤は高脂血症やASOに適応があるのは
承知しています。一方、DHA製剤をEPAと併用するとEPAの望ましい効果を相
殺すると報告されています。87歳女性、糖尿病、慢性腎臓病、高血圧、高脂血
症で加療中ですが、自己判断でサプリメント（蜂の子、記憶のイチョウ葉、ユ
ーグレナ、DHA＋EPA製剤、アマニとえごま、フコイダンサプリ）を内服中の
ケースで、EPA/AA比0.41、DHA/AA比1.14、EPA＋DHA/AA比1.55でした。ど
う指導すべきでしょうか（最近、心電図で前壁梗塞後かR波増高不良がありま
した）。
 ＜京都府開業医＞

EPAとDHA製剤の動脈硬化性疾患への適応

　池脇　オメガ３系多価不飽和脂肪酸
のEPAとDHAに関しての質問をいた
だきました。同じオメガ３系多価不飽
和脂肪酸のEPA、DHAですけれども、
その性格というのでしょうか、多少異
なると聞いていますけれども、具体的
にどういうことなのでしょうか。
　龍野　ご存じのとおり、オメガ３系
多価不飽和脂肪酸は体内での分布が非
常に特徴的でして、DHAはいわゆる
バリアのあるところの内側、例えば脳

や網膜、精巣などに多いです。特に神
経系はDHAがないと機能が維持でき
ないとされていますし、EPAはそれ以
外の部分で非常に多いということにな
っています。
　そういう意味では、EPAとDHAの
持つ性格は違うのですが、体内では
EPAとDHAは主にどこから供給され
るかと申しますと、肝臓で代謝されて
いまして、食べた分以外に、実は肝臓
で多価不飽和脂肪酸の合成が行われて、
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を投与したり、高純度DHAを投与した
ときに、体の中の合成の脂肪酸がどう
変わるかという実験をしているのです
が、EPAを投与すると、その後、EPA、
DPAと少しずつ増えてきます。ただ、
EPAを投与しても、DHAはあまり動
かない。一方、DHAを投与すると、
DHAのコンテントは臓器で非常に増
え、EPAも増加します。ですから、そ
ういう意味でDHAだけ、EPAだけを
局所的に増やすというのは非常に難し
くて、体の中では両者がリンクしなが
ら動いているというのが実態だと思い
ます。
　池脇　日本の場合にはEPA単独と
EPA・DHAの２つの製剤があります
けれども、EPAを投与したからEPA
だけ増えるのではなくて、多少DHA
も動くということなのですね。
　龍野　おっしゃるとおりで、特にオ
メガ３系多価不飽和脂肪酸が欠乏状態
で、DHAが足りないような状況になる
と、当然DHAを増やそうとして、EPA
からどんどん転換されるでしょうし、
DHAが満ちていればEPAの部分がず
っと増えてくるでしょうし、その辺、
実は人間の中はうまく肝臓で制御され
ていると考えています。
　池脇　質問ではDHA製剤はEPAの
効果を相殺するとあります。何となく
代謝上リンクしているもの同士で相殺
するというようなことがあるのかなと
思うのですけれども。

　龍野　相殺するとはどういう意味か、
ちょっと私にもわからないのですが、
ただ、前々からDHAは、欧米のデー
タだとLDLを上げやすいというデータ
がありまして、ひょっとしてそれを言
われているのかもしれません。ただ、
LDLは日本人のデータだとほとんど変
わってないし、むしろ動脈硬化に悪い
Small dense LDLが減って安全な大型
のLDLが増えているということもあり
ますので、単純には言えないのではな
いかなという気はしています。
　池脇　EPA、DHAと動脈硬化性疾
患という話では、さかのぼりますと、
たしか1978年にグリーンランドのエス
キモーの心血管疾患が非常に少ない理
由として、オメガ３系多価不飽和脂肪
酸、特にEPAが高いことが原因では
ないかという話があったあたりから、
このEPA、DHAの臨床応用が始まっ
ているように思います。今までいろい
ろな介入試験が行われてきましたけれ
ども、どのように評価されているので
しょうか。
　龍野　長く介入試験がされてきてい
るのですけれども、実はうまくいった
のは初期の介入試験が多く、あとで行
われた介入試験は必ずしもうまくいっ
てないのです。それで実はガイドライ
ン上もオメガ３系多価不飽和脂肪酸の
補充というのは心血管予防とか心血管
の治療とかいうものにはリコメンデー
ションになっていないのです。日本で

そこで制御されているのです。動物実
験などを見ますと、特にオメガ３系多
価不飽和脂肪酸が枯渇状態になってく
る、特に脳内のDHAがあまりに下が
ると、脳に悪影響を及ぼすため、肝臓
ではオメガ３系多価不飽和脂肪酸から
DHAを一生懸命作ろうとします。つま
り、EPAはずどんと落ちてきて、DHA
の濃度は比較的維持しようとする結果、
肝臓からDHAリッチなかたちでオメ
ガ３系多価不飽和脂肪酸を動員すると
いうことが行われています。したがっ
て、そういう現象からEPA/AA比は人
間のオメガ３系多価不飽和脂肪酸の摂
取量を反映しやすく、オメガ３系多価

不飽和脂肪酸が足りているかどうかの
比としてはすごく動きやすい指標で、
実はDHA/AA比というのは逆に動き
にくいような指標ではないかと思って
います。
　池脇　あまり科学的な言い方ではな
いかもしれませんけれども、DHAと
いうのは脳も含めた、構成する脂肪酸
なのに対して、EPAはどちらかという
といろいろなところに動けるというこ
とでしょうか。
　龍野　そうかもしれませんね。
　池脇　EPAとDHAは、代謝上はリ
ンクしているのですか。
　龍野　実は我々もヒトに高純度EPA

図　マウスのオメガ３系多価不飽和脂肪酸欠乏状態での
　　肝臓の多価不飽和脂肪酸の変化─極端なEPAの低下─

J. Lipid Res. 57：1995-200, 2016より作図
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を投与したり、高純度DHAを投与した
ときに、体の中の合成の脂肪酸がどう
変わるかという実験をしているのです
が、EPAを投与すると、その後、EPA、
DPAと少しずつ増えてきます。ただ、
EPAを投与しても、DHAはあまり動
かない。一方、DHAを投与すると、
DHAのコンテントは臓器で非常に増
え、EPAも増加します。ですから、そ
ういう意味でDHAだけ、EPAだけを
局所的に増やすというのは非常に難し
くて、体の中では両者がリンクしなが
ら動いているというのが実態だと思い
ます。
　池脇　日本の場合にはEPA単独と
EPA・DHAの２つの製剤があります
けれども、EPAを投与したからEPA
だけ増えるのではなくて、多少DHA
も動くということなのですね。
　龍野　おっしゃるとおりで、特にオ
メガ３系多価不飽和脂肪酸が欠乏状態
で、DHAが足りないような状況になる
と、当然DHAを増やそうとして、EPA
からどんどん転換されるでしょうし、
DHAが満ちていればEPAの部分がず
っと増えてくるでしょうし、その辺、
実は人間の中はうまく肝臓で制御され
ていると考えています。
　池脇　質問ではDHA製剤はEPAの
効果を相殺するとあります。何となく
代謝上リンクしているもの同士で相殺
するというようなことがあるのかなと
思うのですけれども。

　龍野　相殺するとはどういう意味か、
ちょっと私にもわからないのですが、
ただ、前々からDHAは、欧米のデー
タだとLDLを上げやすいというデータ
がありまして、ひょっとしてそれを言
われているのかもしれません。ただ、
LDLは日本人のデータだとほとんど変
わってないし、むしろ動脈硬化に悪い
Small dense LDLが減って安全な大型
のLDLが増えているということもあり
ますので、単純には言えないのではな
いかなという気はしています。
　池脇　EPA、DHAと動脈硬化性疾
患という話では、さかのぼりますと、
たしか1978年にグリーンランドのエス
キモーの心血管疾患が非常に少ない理
由として、オメガ３系多価不飽和脂肪
酸、特にEPAが高いことが原因では
ないかという話があったあたりから、
このEPA、DHAの臨床応用が始まっ
ているように思います。今までいろい
ろな介入試験が行われてきましたけれ
ども、どのように評価されているので
しょうか。
　龍野　長く介入試験がされてきてい
るのですけれども、実はうまくいった
のは初期の介入試験が多く、あとで行
われた介入試験は必ずしもうまくいっ
てないのです。それで実はガイドライ
ン上もオメガ３系多価不飽和脂肪酸の
補充というのは心血管予防とか心血管
の治療とかいうものにはリコメンデー
ションになっていないのです。日本で

そこで制御されているのです。動物実
験などを見ますと、特にオメガ３系多
価不飽和脂肪酸が枯渇状態になってく
る、特に脳内のDHAがあまりに下が
ると、脳に悪影響を及ぼすため、肝臓
ではオメガ３系多価不飽和脂肪酸から
DHAを一生懸命作ろうとします。つま
り、EPAはずどんと落ちてきて、DHA
の濃度は比較的維持しようとする結果、
肝臓からDHAリッチなかたちでオメ
ガ３系多価不飽和脂肪酸を動員すると
いうことが行われています。したがっ
て、そういう現象からEPA/AA比は人
間のオメガ３系多価不飽和脂肪酸の摂
取量を反映しやすく、オメガ３系多価

不飽和脂肪酸が足りているかどうかの
比としてはすごく動きやすい指標で、
実はDHA/AA比というのは逆に動き
にくいような指標ではないかと思って
います。
　池脇　あまり科学的な言い方ではな
いかもしれませんけれども、DHAと
いうのは脳も含めた、構成する脂肪酸
なのに対して、EPAはどちらかという
といろいろなところに動けるというこ
とでしょうか。
　龍野　そうかもしれませんね。
　池脇　EPAとDHAは、代謝上はリ
ンクしているのですか。
　龍野　実は我々もヒトに高純度EPA

図　マウスのオメガ３系多価不飽和脂肪酸欠乏状態での
　　肝臓の多価不飽和脂肪酸の変化─極端なEPAの低下─

J. Lipid Res. 57：1995-200, 2016より作図
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うでEPAが効果があったということで
す。よりハイリスクの方でEPAがうま
く作用するような何かがあるように思
うのですが、どうでしょうか。
　龍野　おっしゃるとおりだと思いま
す。特にJELIS試験は、欧米の試験は
オメガ-３脂肪酸エチル１gしか使って
いないことが多かったのですが、JELIS
試験はあのときから1.8gでしたから、
やはり量が多かったことが成功のかぎ
になっていると思いますし、普通より
もリスクの高い人はオメガ３系多価不
飽和脂肪酸が枯渇しているということ
も起こりやすい状況で、非常に理にか
なったような気がします。
　池脇　REDUCE-ITのEPA４gと
JELIS試験の1.8g、だいぶ差があるな
と最初は思ったのですが、案外と血中
濃度はこの２つの試験で差がないよう
なことが論文のディスカッションで触
れられていました。日本人の場合には
４g、そこまではいかなくても、２g程
度で効果がありそうだと考えてもよろ
しいですか。
　龍野　やはり時代もだいぶ変わって
きていると思うのです。JELIS試験が

されたのが、1990年代だと思うのです
けれども、あれから20年たっています
ので、食事も欧米化して、EPA/AA比
なども悪化してきているのではないか
と思います。そういう条件下では今の
日本だと実は1.8gよりも高用量のほう
がいいという可能性もあり得るのでは
ないかと思います。ちょっとその辺は
検討が必要かなと思います。
　池脇　今日のご質問の後半は、具体
的に87歳の女性で、DHA・EPA製剤
を摂っています。どう指導すべきでし
ょうかということですけれども、指導
するようなことはございますでしょう
か。
　龍野　データを見させていただきま
すと、EPA比が0.4というのは比較的
低いような気がいたします。そういう
意味では、日頃摂っているオメガ３系
多価不飽和脂肪酸の量が実はそれほど
多くないのではないかという気がしま
す。魚を摂る、オメガ３系多価不飽和
脂肪酸のサプリメントを摂ることでも
よいですし、そういうことをもう少し
指導してもいいような気がします。
　池脇　ありがとうございました。

行われたJELIS試験は素晴らしい試験
で、あれは見事に心血管イベントを抑
制しました。オメガ-３脂肪酸エチル
についても初期の試験では抑制してい
るのですが、それ以降の大規模介入試
験、ほとんどがEPA/DHA製剤（オメ
ガ-３脂肪酸エチル）を使った試験な
のですけれども、それは残念ながらう
まくいかないので、それで介入試験が
うまくいっていないということになっ
ているのです。最近、ご存じのとおり、
REDUCE-IT、高純度EPA製剤を大量
に使うことによる心血管予防をきれい
に証明しておりまして、今再び非常に
注目を集めているのではないかと思い
ます。
　池脇　初期以降のあまり芳しくない
介入試験、これはやはり量が足りない
というのも一つの原因だったのでしょ
うか。
　龍野　これは昔からよく言われてい
たことで、オメガ３系多価不飽和脂肪
酸製剤がどうやって効くのかというこ
とですけれども、実は１g/day前後ぐ
らいまでは不整脈を非常に抑制しやす
いのですが、中性脂肪を下げるという
効果になると、容量依存性の立ち上が
りが遅くて、２g/dayとか３g/day、あ
る程度多い量を使わないと中性脂肪は
落ちてこないのです。今わかっている
ことは、どちらかというとオメガ３系
多価不飽和脂肪酸が効きやすい集団と
いうのは、いわゆるメタボリックのよ

うな中性脂肪の高い集団ですから、そ
ういう集団を狙って、高用量使うとい
うことが最近の新しい治験の効果につ
ながっているのではないかと思います。
　池脇　確かに今先生がおっしゃった
ように、2018年のREDUCE-ITは中性
脂肪の低下もたしか20％、30％という
結果でした。ただ、炎症のマーカー、
CRPがちょっと減っているとはいえ、
バイオマーカーの改善だけではあの予
防効果を説明できないのではないかと
いう議論があったように思うのですけ
れども、何が心血管予防に働いたのか、
先生はどうお考えでしょうか。
　龍野　あの試験のすごかったところ
は、中性脂肪が高いハイリスク集団を
狙ったことです。ただ、大量の４gを
使っても、先生がおっしゃるとおり、
中性脂肪は正常化していないわけです。
それにもかかわらず、ハザードレート
で約25％、従来考えられなかったぐら
いの予防効果が出ていますので、やは
り中性脂肪を下げるだけではなくて、
多方面での効果が出ていたと思います。
その中には最初にお話しした、例えば
不整脈に対する効果とか、あと抗血小
板作用とか、炎症とか、そういう意味
で、オメガ３系多価不飽和脂肪酸の多
面的な作用があって効いたような気が
します。
　池脇　JELIS試験に戻りますと、日
本の素晴らしい介入試験で一次予防と
二次予防があって、特に二次予防のほ
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うでEPAが効果があったということで
す。よりハイリスクの方でEPAがうま
く作用するような何かがあるように思
うのですが、どうでしょうか。
　龍野　おっしゃるとおりだと思いま
す。特にJELIS試験は、欧米の試験は
オメガ-３脂肪酸エチル１gしか使って
いないことが多かったのですが、JELIS
試験はあのときから1.8gでしたから、
やはり量が多かったことが成功のかぎ
になっていると思いますし、普通より
もリスクの高い人はオメガ３系多価不
飽和脂肪酸が枯渇しているということ
も起こりやすい状況で、非常に理にか
なったような気がします。
　池脇　REDUCE-ITのEPA４gと
JELIS試験の1.8g、だいぶ差があるな
と最初は思ったのですが、案外と血中
濃度はこの２つの試験で差がないよう
なことが論文のディスカッションで触
れられていました。日本人の場合には
４g、そこまではいかなくても、２g程
度で効果がありそうだと考えてもよろ
しいですか。
　龍野　やはり時代もだいぶ変わって
きていると思うのです。JELIS試験が

されたのが、1990年代だと思うのです
けれども、あれから20年たっています
ので、食事も欧米化して、EPA/AA比
なども悪化してきているのではないか
と思います。そういう条件下では今の
日本だと実は1.8gよりも高用量のほう
がいいという可能性もあり得るのでは
ないかと思います。ちょっとその辺は
検討が必要かなと思います。
　池脇　今日のご質問の後半は、具体
的に87歳の女性で、DHA・EPA製剤
を摂っています。どう指導すべきでし
ょうかということですけれども、指導
するようなことはございますでしょう
か。
　龍野　データを見させていただきま
すと、EPA比が0.4というのは比較的
低いような気がいたします。そういう
意味では、日頃摂っているオメガ３系
多価不飽和脂肪酸の量が実はそれほど
多くないのではないかという気がしま
す。魚を摂る、オメガ３系多価不飽和
脂肪酸のサプリメントを摂ることでも
よいですし、そういうことをもう少し
指導してもいいような気がします。
　池脇　ありがとうございました。

行われたJELIS試験は素晴らしい試験
で、あれは見事に心血管イベントを抑
制しました。オメガ-３脂肪酸エチル
についても初期の試験では抑制してい
るのですが、それ以降の大規模介入試
験、ほとんどがEPA/DHA製剤（オメ
ガ-３脂肪酸エチル）を使った試験な
のですけれども、それは残念ながらう
まくいかないので、それで介入試験が
うまくいっていないということになっ
ているのです。最近、ご存じのとおり、
REDUCE-IT、高純度EPA製剤を大量
に使うことによる心血管予防をきれい
に証明しておりまして、今再び非常に
注目を集めているのではないかと思い
ます。
　池脇　初期以降のあまり芳しくない
介入試験、これはやはり量が足りない
というのも一つの原因だったのでしょ
うか。
　龍野　これは昔からよく言われてい
たことで、オメガ３系多価不飽和脂肪
酸製剤がどうやって効くのかというこ
とですけれども、実は１g/day前後ぐ
らいまでは不整脈を非常に抑制しやす
いのですが、中性脂肪を下げるという
効果になると、容量依存性の立ち上が
りが遅くて、２g/dayとか３g/day、あ
る程度多い量を使わないと中性脂肪は
落ちてこないのです。今わかっている
ことは、どちらかというとオメガ３系
多価不飽和脂肪酸が効きやすい集団と
いうのは、いわゆるメタボリックのよ

うな中性脂肪の高い集団ですから、そ
ういう集団を狙って、高用量使うとい
うことが最近の新しい治験の効果につ
ながっているのではないかと思います。
　池脇　確かに今先生がおっしゃった
ように、2018年のREDUCE-ITは中性
脂肪の低下もたしか20％、30％という
結果でした。ただ、炎症のマーカー、
CRPがちょっと減っているとはいえ、
バイオマーカーの改善だけではあの予
防効果を説明できないのではないかと
いう議論があったように思うのですけ
れども、何が心血管予防に働いたのか、
先生はどうお考えでしょうか。
　龍野　あの試験のすごかったところ
は、中性脂肪が高いハイリスク集団を
狙ったことです。ただ、大量の４gを
使っても、先生がおっしゃるとおり、
中性脂肪は正常化していないわけです。
それにもかかわらず、ハザードレート
で約25％、従来考えられなかったぐら
いの予防効果が出ていますので、やは
り中性脂肪を下げるだけではなくて、
多方面での効果が出ていたと思います。
その中には最初にお話しした、例えば
不整脈に対する効果とか、あと抗血小
板作用とか、炎症とか、そういう意味
で、オメガ３系多価不飽和脂肪酸の多
面的な作用があって効いたような気が
します。
　池脇　JELIS試験に戻りますと、日
本の素晴らしい介入試験で一次予防と
二次予防があって、特に二次予防のほ
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あるいはこれから出てくる可能性があ
るのか、未知数ですね。
　松裏　そうですね。言ってしまえば、
川崎病も原因がはっきりしないので、
理論的にあり得ないということは断言
できないのですが、そもそもCOVID- 
19のウイルスのタイプが日本と欧米で
違うのではないかという話もあるし、
日本においては小児のCOVID-19感染
症そのものが、欧米に比べて非常に少
ないようです。それから成人に比べて
日本では圧倒的に軽症例が多い。入院
した小児でも、重篤化した症例は極め
てわずかで、染色体の異常とか心臓病
を持っていた方など特殊な方が少数調
子が悪くなりましたが、皆さん元気で、
私の承知している範囲では小児の死亡
例はないと思います。
　池脇　少なくとも日本では安心して
いいのですね。そういう報告を見ると、
心筋障害や冠動脈が拡張するという川
崎病特有の合併症も出ている。確かに
病態、症状としたら、川崎病とオーバ
ーラップしているような印象を私は持
ったのですが。
　松裏　アメリカの報告、例えば「The 
New England Journal of Medicine」に
出ているような報告を見ると、確かに
球結膜の充血や皮膚の発疹、発熱が続
く、リンパ節が腫脹するとか、川崎病
と一見似ているような症例はありまし
た。ただ、アメリカの報告はCOVID- 
19がPCRで陽性、かつIgM抗体陽性の

症例に限って報告しているのですが、
６歳以上が半数以上を占めていて、日
本の川崎病のパターンは４歳未満の子、
特に１歳前後が多いので、年齢層が違
います。それから、アメリカの報告で
は消化器症状が非常に強く８割方に相
当強い嘔吐、下痢などがありましたが、
これは結局CO VID-19による症状だろ
うといわれています。
　心筋炎に関しては、COVID-19で
1/3～2/3ぐらいのトロポニンが上がっ
たという報告が成人などでもあります
が、小児例のCO VID-19を診断された
MIS-Cは約５割に心筋炎があると。確
かに川崎病も４～６割ぐらい潜在性の
心筋炎があるといわれていますので、
オーバーラップするところはあります。
一つ注意点を挙げるとすれば、川崎病
を現時点では川崎シンドロームという
ふうに呼んだほうが適切ではないかと
思います。一つの原因ではなくて、い
ろいろな病態が総合して川崎病の血管
炎を起こしているのではないかと認識
されていますので、将来、考え方が変
わっていくかもしれません。
　池脇　親御さんから、川崎病は大丈
夫かと言われたときには、今は少なく
とも日本の場合は大丈夫ですよと言え
る状況だということですね。
　松裏　そうですね。川崎病にかかっ
たから新型コロナのリスクが高いとか、
新型コロナになったから川崎病の合併
症が強くなるとかいう報告には今のと

東邦大学医療センター大森病院小児科教授
松　裏　裕　行

（聞き手　池脇克則）

　新型コロナウイルス感染症に感染した乳幼児に川崎病に類似した症状を呈す
る例があったという報告について
　１．わが国にも同様の症例があったのか。
　２．病態、合併症、予後などに川崎病と異なる点があるのか。
　３．治療は通常の川崎病に対する方法でよいのか。
　などについて、ご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

川崎病

　池脇　松裏先生は川崎病の専門家で
す。新型コロナに関連して、小児の新
型コロナの患者さんで、川崎病に類似
した症状を呈する例が主に海外から報
告があったように思います。日本でも
報告はあるのでしょうか。
　松裏　結論を先に言ってしまうと、
非常に類似した、症状としてオーバー
ラップする兆候がたくさんあるのです
が、アメリカから報告があった直後に、
日本川崎病学会の主導で全国の川崎病
学会の幹事、主だった役員に一斉にメ
ールを送って調査をしました。その結
論として、川崎病と新型コロナによる全
身の炎症性疾患、multisys tem inflam-

matory syndrome in chil dren（MIS-C）
という呼ばれ方をしていますが、川崎
病とは直接関係ないであろうというの
が、今のところ日本の川崎病学会の専
門家の見解です。アメリカの川崎病の
専門家たちと情報を交換して、お互い
に詳細なデータをやり取りしましたが、
結論としては、向こうも「どうも違い
そうだね」ということで、現時点では
納得していると思います。
　池脇　日本では報告はないけれども、
アメリカあるいはイギリス、イタリア
でしたか、幾つかの国では散発的にあ
り、何となく人種によって起こったり、
起こらなかったりと考えていいのか、
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あるいはこれから出てくる可能性があ
るのか、未知数ですね。
　松裏　そうですね。言ってしまえば、
川崎病も原因がはっきりしないので、
理論的にあり得ないということは断言
できないのですが、そもそもCOVID- 
19のウイルスのタイプが日本と欧米で
違うのではないかという話もあるし、
日本においては小児のCOVID-19感染
症そのものが、欧米に比べて非常に少
ないようです。それから成人に比べて
日本では圧倒的に軽症例が多い。入院
した小児でも、重篤化した症例は極め
てわずかで、染色体の異常とか心臓病
を持っていた方など特殊な方が少数調
子が悪くなりましたが、皆さん元気で、
私の承知している範囲では小児の死亡
例はないと思います。
　池脇　少なくとも日本では安心して
いいのですね。そういう報告を見ると、
心筋障害や冠動脈が拡張するという川
崎病特有の合併症も出ている。確かに
病態、症状としたら、川崎病とオーバ
ーラップしているような印象を私は持
ったのですが。
　松裏　アメリカの報告、例えば「The 
New England Journal of Medicine」に
出ているような報告を見ると、確かに
球結膜の充血や皮膚の発疹、発熱が続
く、リンパ節が腫脹するとか、川崎病
と一見似ているような症例はありまし
た。ただ、アメリカの報告はCOVID- 
19がPCRで陽性、かつIgM抗体陽性の

症例に限って報告しているのですが、
６歳以上が半数以上を占めていて、日
本の川崎病のパターンは４歳未満の子、
特に１歳前後が多いので、年齢層が違
います。それから、アメリカの報告で
は消化器症状が非常に強く８割方に相
当強い嘔吐、下痢などがありましたが、
これは結局CO VID-19による症状だろ
うといわれています。
　心筋炎に関しては、COVID-19で
1/3～2/3ぐらいのトロポニンが上がっ
たという報告が成人などでもあります
が、小児例のCO VID-19を診断された
MIS-Cは約５割に心筋炎があると。確
かに川崎病も４～６割ぐらい潜在性の
心筋炎があるといわれていますので、
オーバーラップするところはあります。
一つ注意点を挙げるとすれば、川崎病
を現時点では川崎シンドロームという
ふうに呼んだほうが適切ではないかと
思います。一つの原因ではなくて、い
ろいろな病態が総合して川崎病の血管
炎を起こしているのではないかと認識
されていますので、将来、考え方が変
わっていくかもしれません。
　池脇　親御さんから、川崎病は大丈
夫かと言われたときには、今は少なく
とも日本の場合は大丈夫ですよと言え
る状況だということですね。
　松裏　そうですね。川崎病にかかっ
たから新型コロナのリスクが高いとか、
新型コロナになったから川崎病の合併
症が強くなるとかいう報告には今のと

東邦大学医療センター大森病院小児科教授
松　裏　裕　行

（聞き手　池脇克則）

　新型コロナウイルス感染症に感染した乳幼児に川崎病に類似した症状を呈す
る例があったという報告について
　１．わが国にも同様の症例があったのか。
　２．病態、合併症、予後などに川崎病と異なる点があるのか。
　３．治療は通常の川崎病に対する方法でよいのか。
　などについて、ご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

川崎病

　池脇　松裏先生は川崎病の専門家で
す。新型コロナに関連して、小児の新
型コロナの患者さんで、川崎病に類似
した症状を呈する例が主に海外から報
告があったように思います。日本でも
報告はあるのでしょうか。
　松裏　結論を先に言ってしまうと、
非常に類似した、症状としてオーバー
ラップする兆候がたくさんあるのです
が、アメリカから報告があった直後に、
日本川崎病学会の主導で全国の川崎病
学会の幹事、主だった役員に一斉にメ
ールを送って調査をしました。その結
論として、川崎病と新型コロナによる全
身の炎症性疾患、multisys tem inflam-

matory syndrome in chil dren（MIS-C）
という呼ばれ方をしていますが、川崎
病とは直接関係ないであろうというの
が、今のところ日本の川崎病学会の専
門家の見解です。アメリカの川崎病の
専門家たちと情報を交換して、お互い
に詳細なデータをやり取りしましたが、
結論としては、向こうも「どうも違い
そうだね」ということで、現時点では
納得していると思います。
　池脇　日本では報告はないけれども、
アメリカあるいはイギリス、イタリア
でしたか、幾つかの国では散発的にあ
り、何となく人種によって起こったり、
起こらなかったりと考えていいのか、
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な体内でのサイトカインの関与なども
知られています。
　もう一つのポイントは、川崎病の罹
患者、もしくは家族、兄弟、親子など
のゲノムを解析し、発症しやすいゲノ
ムとか、合併症を起こしやすいゲノム
などのデータが集積されつつあります。
これも日本川崎病学会が中心となって、
全国の医師が協力して行っています。
　池脇　病因は今のところなかなかア
プローチが難しいということはわかり
ましたが、ほかの改訂点、治療に関し
ても何か変わったところが出たのでし
ょうか。
　松裏　治療に関しては、γグロブリ
ン大量療法（IVIG）、通常２g/㎏/日を
使いますが、大量療法と、それを補う
アスピリンが主流であるのは変わりあ
りません。そのほかにいろいろな免疫
抑制剤等が幾つかトライされていて、
インフリキシマブやシクロスポリンと
か、メチルプレドニゾロンパルスとか、
血漿交換とかいろいろ試みられて、セ
カンドライン、サードラインが変わり
つつあります。
　池脇　IVIGというのは、初期治療と
理解しているのですが、できるだけ早

く診断して治療することが、結果的に
治療効果を上げるのでしょうか。
　松裏　そうですね。川崎病の平均診
断病日はだいたい4.5日目といわれてい
ます。熱が出始めてから４日目、５日
目ぐらいに診断がついて入院する。逆
にいうと、１日目、２日目は発熱だけ
だったり、ほかの症状がそろわないの
で、川崎病を疑うけれども、川崎病と
診断できずに経過を見ていたら、４日
目、５日目にそろってきたということ
がしばしばあります。過去のデータ等
から第10病日ぐらいまでに炎症を抑え
ることが強く推奨されています。その
方法により現時点ではγグロブリンと
アスピリンが基本になっています。
　γグロブリンも２g/㎏/日と大量に使
い、投与時間に最低でも12～24時間か
けますから、投与し終わってから24～ 
36時間で解熱効果を判定して、次に何
をするか。γグロブリンを使うのか、
ステロイドを使うのか、他の免疫抑制
剤等を使うのか、それをいろいろやり
くりして10日目までに抑えることを最
大の目標にしています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ころ否定的です。
　池脇　後半は川崎病に関してです。
川崎富作先生が川崎病を発見されたの
は1967年、それからほぼ50年、けっこ
う長い年月、歴史がある川崎病ですが、
最近、ガイドラインが改訂になったと
お聞きしました。
　松裏　日本循環器学会、日本心臓病
学会や日本小児循環器学会等が合同で
過去にも幾つか川崎病に関連するガイ
ドラインを作ってきましたが、2019年
から学会と合同で、日本小児循環器学
会と日本川崎病学会が中心となってガ
イドラインの改訂を行ってきました。
約７年ぶりの改訂だったと認識してい
ます。2020年３月にパブリッシュされ
ていますし、インターネット等でも簡
単に検索できるかと思います。
　池脇　松裏先生も班員としてこの改
訂に関わられていますが、今回、変更
点はあるのでしょうか。
　松裏　ガイドラインにとって大きな
ポイントの一つは、Zスコアの採用だ
と思います。従来、川崎病の冠動脈瘤
は例えば５歳以上では４㎜、５歳未満
では３㎜といった、それより大きいか
小さいかで動脈瘤ないし拡大という表
現をしていたのですが、そもそも川崎
病は乳幼児だけではなくて、小学生、
中学生も発症し得るので、体格に合わ
せた標準値を作る。日本の川崎病学会
がそのZスコアを全国的に調査してデ
ータを集めて、年齢ごとの標準値を無

料で配布しています。Zスコア自動計
算のソフトを超音波診断装置にも取り
込むことができ、それでZスコアが出
るようになっています。アメリカの
AHAのエキスパートオピニオンもZス
コアを採用しており、アメリカの小児
のZスコアでやっています。
　池脇　ある固定した数字で判定する
のではなく、年齢を加味してより標準
化されたということで、日本と海外の
データを共有できる可能性が出てきた
のですね。
　松裏　従来より日本の川崎病学会と
アメリカの特にAHAの川崎病研究グ
ループが３年に１度、交互にワールド
シンポジウムを開いていて、データも
共有してきましたが、Zスコアを、同
じ基準を採用することによって、より
議論が前向きになるのではないかと思
います。
　池脇　私がうかがいたいのは、川崎
病の病因は不明だということです。今
でもこれは不明のままなのでしょうか。
　松裏　川崎先生は2020年に亡くなら
れましたけれども、亡くなる直前まで
「川崎病の原因を追究しなさい」、それ
が川崎先生の口癖でいらっしゃいまし
た。さっき少し触れましたように、川
崎病の原因はどうも一つではないよう
です。例えば、やけどをした後に川崎
病に罹患する例が幾つも報告されてい
ますし、ほかの感染症と診断していた
症例が川崎病だったりとか、いろいろ
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な体内でのサイトカインの関与なども
知られています。
　もう一つのポイントは、川崎病の罹
患者、もしくは家族、兄弟、親子など
のゲノムを解析し、発症しやすいゲノ
ムとか、合併症を起こしやすいゲノム
などのデータが集積されつつあります。
これも日本川崎病学会が中心となって、
全国の医師が協力して行っています。
　池脇　病因は今のところなかなかア
プローチが難しいということはわかり
ましたが、ほかの改訂点、治療に関し
ても何か変わったところが出たのでし
ょうか。
　松裏　治療に関しては、γグロブリ
ン大量療法（IVIG）、通常２g/㎏/日を
使いますが、大量療法と、それを補う
アスピリンが主流であるのは変わりあ
りません。そのほかにいろいろな免疫
抑制剤等が幾つかトライされていて、
インフリキシマブやシクロスポリンと
か、メチルプレドニゾロンパルスとか、
血漿交換とかいろいろ試みられて、セ
カンドライン、サードラインが変わり
つつあります。
　池脇　IVIGというのは、初期治療と
理解しているのですが、できるだけ早

く診断して治療することが、結果的に
治療効果を上げるのでしょうか。
　松裏　そうですね。川崎病の平均診
断病日はだいたい4.5日目といわれてい
ます。熱が出始めてから４日目、５日
目ぐらいに診断がついて入院する。逆
にいうと、１日目、２日目は発熱だけ
だったり、ほかの症状がそろわないの
で、川崎病を疑うけれども、川崎病と
診断できずに経過を見ていたら、４日
目、５日目にそろってきたということ
がしばしばあります。過去のデータ等
から第10病日ぐらいまでに炎症を抑え
ることが強く推奨されています。その
方法により現時点ではγグロブリンと
アスピリンが基本になっています。
　γグロブリンも２g/㎏/日と大量に使
い、投与時間に最低でも12～24時間か
けますから、投与し終わってから24～ 
36時間で解熱効果を判定して、次に何
をするか。γグロブリンを使うのか、
ステロイドを使うのか、他の免疫抑制
剤等を使うのか、それをいろいろやり
くりして10日目までに抑えることを最
大の目標にしています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ころ否定的です。
　池脇　後半は川崎病に関してです。
川崎富作先生が川崎病を発見されたの
は1967年、それからほぼ50年、けっこ
う長い年月、歴史がある川崎病ですが、
最近、ガイドラインが改訂になったと
お聞きしました。
　松裏　日本循環器学会、日本心臓病
学会や日本小児循環器学会等が合同で
過去にも幾つか川崎病に関連するガイ
ドラインを作ってきましたが、2019年
から学会と合同で、日本小児循環器学
会と日本川崎病学会が中心となってガ
イドラインの改訂を行ってきました。
約７年ぶりの改訂だったと認識してい
ます。2020年３月にパブリッシュされ
ていますし、インターネット等でも簡
単に検索できるかと思います。
　池脇　松裏先生も班員としてこの改
訂に関わられていますが、今回、変更
点はあるのでしょうか。
　松裏　ガイドラインにとって大きな
ポイントの一つは、Zスコアの採用だ
と思います。従来、川崎病の冠動脈瘤
は例えば５歳以上では４㎜、５歳未満
では３㎜といった、それより大きいか
小さいかで動脈瘤ないし拡大という表
現をしていたのですが、そもそも川崎
病は乳幼児だけではなくて、小学生、
中学生も発症し得るので、体格に合わ
せた標準値を作る。日本の川崎病学会
がそのZスコアを全国的に調査してデ
ータを集めて、年齢ごとの標準値を無

料で配布しています。Zスコア自動計
算のソフトを超音波診断装置にも取り
込むことができ、それでZスコアが出
るようになっています。アメリカの
AHAのエキスパートオピニオンもZス
コアを採用しており、アメリカの小児
のZスコアでやっています。
　池脇　ある固定した数字で判定する
のではなく、年齢を加味してより標準
化されたということで、日本と海外の
データを共有できる可能性が出てきた
のですね。
　松裏　従来より日本の川崎病学会と
アメリカの特にAHAの川崎病研究グ
ループが３年に１度、交互にワールド
シンポジウムを開いていて、データも
共有してきましたが、Zスコアを、同
じ基準を採用することによって、より
議論が前向きになるのではないかと思
います。
　池脇　私がうかがいたいのは、川崎
病の病因は不明だということです。今
でもこれは不明のままなのでしょうか。
　松裏　川崎先生は2020年に亡くなら
れましたけれども、亡くなる直前まで
「川崎病の原因を追究しなさい」、それ
が川崎先生の口癖でいらっしゃいまし
た。さっき少し触れましたように、川
崎病の原因はどうも一つではないよう
です。例えば、やけどをした後に川崎
病に罹患する例が幾つも報告されてい
ますし、ほかの感染症と診断していた
症例が川崎病だったりとか、いろいろ
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考えています。
　山内　二枚貝は日本ですとカキとか。
　志賀　生ガキはおいしいかもしれま
せんが、加熱したほうがいいですね。
　山内　貝の中でウイルスが増殖して
しまうものなのでしょうか。
　志賀　貝の中自体では増殖はあまり
起きないのです。保持しているウイル
スがヒトの中に入ると、かなり増える
という考えでよいかと思います。
　山内　貝はどうしてこのウイルスに
感染すると考えられていますか。
　志賀　可能性としてはヒトの糞便が
下水に出てという可能性もありますし、
それ以外にも、ちょっと詳細は私もま
だ理解していないのですが、地域によ
ってノロが多い海というのもあります。
　山内　海の汚染ですね、ある意味。
さて、症状になりますが、ノロウイル
スに関しては、嘔吐、下痢、発熱、３
つそろったら疑いましょうという感じ
ですが、これでよいのでしょうか。
　志賀　まさしく先生がおっしゃると
おりで、嘔吐、下痢がメインで、発熱
に関しては、微熱の人もいれば、高熱
の方もいます。嘔吐は何度も何度も吐
いてしまって本当に頻繁です。下痢に
関しては、軟便ではなくて、スープの
ようになってしまって、水下痢が出ら
れる方が多いと思います。
　山内　俗に言うトイレとお友達にな
るというパターンですね。
　志賀　本当ですね。まさしく駆け込

んで、駆け込んでというような辛い状
況ですね。
　山内　急性期に関しては、ノロとロ
タの鑑別は検査しないかぎりは困難と
考えてよいのでしょうか。
　志賀　なかなか鑑別は難しいと思う
のですが、ロタのほうがやや白い便が
出ると一般的にいわれています。ただ、
あくまで参考で、好発される年齢がロ
タの場合は小児が多いのと白い便が多
いという、そのあたりです。かつて麻
疹と風疹がなかなか鑑別が簡単ではな
かったのと同様に、臨床的には単純に
は鑑別できないかと思います。
　山内　ノロは３日はしかではないで
すが、だいたい３日ぐらいでけろっと
治りますか。
　志賀　そうですね。３日でだいたい
よくなられます。72時間頑張ってくだ
さいと励まして救急からお帰りいただ
くことはよくあります。
　山内　逆にロタは長引くことが多い
のでしょうか。
　志賀　ロタの場合は、お子さんによ
っては症状がけっこう強くなってしま
って、入院される方もいます。
　山内　重症の合併症も起こり得ると
みてよいのでしょうか。
　志賀　そうですね。腸重積が起こる
ことがありますので、そこは心配です
ね。あとは、脳のほうに感染が広がっ
てしまうなどもあり、それらはノロで
はほとんどないので、ロタのほうがは

国際医療福祉大学救急医学講座教授
志　賀　　隆

（聞き手　山内俊一）

　ノロ・ロタウイルス感染症の治療と予防について、最新の知見をご教示くだ
さい。
 ＜匿名＞

ノロ・ロタウイルス感染症の治療と予防

　山内　志賀先生、成人しか見ていな
いと、ノロウイルスが圧倒的に多い感
じがいたしますが、ノロとロタの違い
はいかがなのでしょうか。
　志賀　ノロウイルスと比べるとロタ
ウイルスのほうが免疫の獲得されやす
さがあるかと思います。ノロにはワク
チンはありませんが、ロタでは2020年
10月から導入されたことからもわかる
ように、免疫獲得というところが違い
ではないでしょうか。
　山内　したがって、成人ではロタは
比較的少ないと考えてよいのですね。
　志賀　そうなりますね。
　山内　それはなかなかわかりやすい
ですね。逆に言いますと、ノロという
のはなかなか免疫がつきにくいのです
ね。
　志賀　そうですね。

　山内　もう一つは、これは冬場に多
い印象がありますが、ノロは通年性で
はないウイルスなのでしょうか。
　志賀　夏場でも起きるときは起きま
すが、頻度としては冬場のほうが多い
ですね。
　山内　ご覧になっていて、やはり冬
の病気という印象はありますか。
　志賀　そうですね。印象としてはそ
うなります。
　山内　これはある意味、食中毒的な
感じのとらえ方もできるかと思ってい
るのですが、実際、ノロは二枚貝摂食
での感染が有名です。二枚貝を介する
ことが多いと見てよいのでしょうか。
　志賀　そうですね。二枚貝の摂取か
ら始まること、あとは二枚貝を取って
感染してしまった人と接した人との間
の感染、これがメインになってくると
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考えています。
　山内　二枚貝は日本ですとカキとか。
　志賀　生ガキはおいしいかもしれま
せんが、加熱したほうがいいですね。
　山内　貝の中でウイルスが増殖して
しまうものなのでしょうか。
　志賀　貝の中自体では増殖はあまり
起きないのです。保持しているウイル
スがヒトの中に入ると、かなり増える
という考えでよいかと思います。
　山内　貝はどうしてこのウイルスに
感染すると考えられていますか。
　志賀　可能性としてはヒトの糞便が
下水に出てという可能性もありますし、
それ以外にも、ちょっと詳細は私もま
だ理解していないのですが、地域によ
ってノロが多い海というのもあります。
　山内　海の汚染ですね、ある意味。
さて、症状になりますが、ノロウイル
スに関しては、嘔吐、下痢、発熱、３
つそろったら疑いましょうという感じ
ですが、これでよいのでしょうか。
　志賀　まさしく先生がおっしゃると
おりで、嘔吐、下痢がメインで、発熱
に関しては、微熱の人もいれば、高熱
の方もいます。嘔吐は何度も何度も吐
いてしまって本当に頻繁です。下痢に
関しては、軟便ではなくて、スープの
ようになってしまって、水下痢が出ら
れる方が多いと思います。
　山内　俗に言うトイレとお友達にな
るというパターンですね。
　志賀　本当ですね。まさしく駆け込

んで、駆け込んでというような辛い状
況ですね。
　山内　急性期に関しては、ノロとロ
タの鑑別は検査しないかぎりは困難と
考えてよいのでしょうか。
　志賀　なかなか鑑別は難しいと思う
のですが、ロタのほうがやや白い便が
出ると一般的にいわれています。ただ、
あくまで参考で、好発される年齢がロ
タの場合は小児が多いのと白い便が多
いという、そのあたりです。かつて麻
疹と風疹がなかなか鑑別が簡単ではな
かったのと同様に、臨床的には単純に
は鑑別できないかと思います。
　山内　ノロは３日はしかではないで
すが、だいたい３日ぐらいでけろっと
治りますか。
　志賀　そうですね。３日でだいたい
よくなられます。72時間頑張ってくだ
さいと励まして救急からお帰りいただ
くことはよくあります。
　山内　逆にロタは長引くことが多い
のでしょうか。
　志賀　ロタの場合は、お子さんによ
っては症状がけっこう強くなってしま
って、入院される方もいます。
　山内　重症の合併症も起こり得ると
みてよいのでしょうか。
　志賀　そうですね。腸重積が起こる
ことがありますので、そこは心配です
ね。あとは、脳のほうに感染が広がっ
てしまうなどもあり、それらはノロで
はほとんどないので、ロタのほうがは

国際医療福祉大学救急医学講座教授
志　賀　　隆

（聞き手　山内俊一）

　ノロ・ロタウイルス感染症の治療と予防について、最新の知見をご教示くだ
さい。
 ＜匿名＞

ノロ・ロタウイルス感染症の治療と予防

　山内　志賀先生、成人しか見ていな
いと、ノロウイルスが圧倒的に多い感
じがいたしますが、ノロとロタの違い
はいかがなのでしょうか。
　志賀　ノロウイルスと比べるとロタ
ウイルスのほうが免疫の獲得されやす
さがあるかと思います。ノロにはワク
チンはありませんが、ロタでは2020年
10月から導入されたことからもわかる
ように、免疫獲得というところが違い
ではないでしょうか。
　山内　したがって、成人ではロタは
比較的少ないと考えてよいのですね。
　志賀　そうなりますね。
　山内　それはなかなかわかりやすい
ですね。逆に言いますと、ノロという
のはなかなか免疫がつきにくいのです
ね。
　志賀　そうですね。

　山内　もう一つは、これは冬場に多
い印象がありますが、ノロは通年性で
はないウイルスなのでしょうか。
　志賀　夏場でも起きるときは起きま
すが、頻度としては冬場のほうが多い
ですね。
　山内　ご覧になっていて、やはり冬
の病気という印象はありますか。
　志賀　そうですね。印象としてはそ
うなります。
　山内　これはある意味、食中毒的な
感じのとらえ方もできるかと思ってい
るのですが、実際、ノロは二枚貝摂食
での感染が有名です。二枚貝を介する
ことが多いと見てよいのでしょうか。
　志賀　そうですね。二枚貝の摂取か
ら始まること、あとは二枚貝を取って
感染してしまった人と接した人との間
の感染、これがメインになってくると
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ういったものが勧められるのでしょう
か。
　志賀　基本的には塩素系漂白剤５mL
プラス水500mLで、１％にした希釈液
がお勧めで、これは次亜塩素酸・消毒
などのキーワードとともに目黒区と入
れてネット検索していただくと、素晴
らしいウェブサイトがありますので参
考にされてください。ハイターとか、
そういうものを５mLと水500mLで作

っていただいて、手洗い等には使えな
いのですが、キッチンペーパーなどに
しみ込ませて、共用部分、リモコンや
テーブル、ドアノブ、トイレなどの消
毒に使っていただくのがいいかと思い
ます。
　山内　2020年10月からロタのワクチ
ンが入ってきましたので、このあたり
も今後、期待したいと思います。あり
がとうございました。

るかに危ないものですね。ですから、
ロタのほうが少し長引く場合があると
考えています。
　山内　少し怖いですね。
　志賀　そうですね。
　山内　さて、治療ですが、救急にこ
ういった患者さんが運び込まれたとき、
まずどういった処置をなさいますか。
　志賀　非常に強い脱水がある方もい
らっしゃいます。その場合は点滴を取
って、しっかり生理食塩水であったり、
乳酸リンゲル液、いわゆる細胞外液と
いわれる血の成分に近いような点滴を
早く、成人だったら１～２L/㎏、小児
であったら20mL/㎏を何とか、という
かたちで治療していきます。制吐剤を
口やお尻から投与しても症状が取れな
い場合がありますので、経静脈的に点
滴から投与することによってしっかり
と効く状態に持っていけるかと。
　山内　かなり積極的な治療ですね。
　志賀　そうですね。ぐったりしてし
まって全く口から取れないような方に
関してはそのようにします。逆に、若
い方で水分を何とかご自身で取れると
いう方に関しては、スポーツ飲料であ
ったり、経口補水液を取っていただい
て、口から徐々に溶けるOD錠と呼ば
れる制吐剤、ドンペリドンなどを取っ
ていただくようにしています。
　ちなみに、アメリカの研究で、薄め
たリンゴジュースと経口補水液みたい
なものを比べて、子どもの予後がどう

なるかを調べたものがありました。意
外と薄めたリンゴジュースでもいいと
いう、非劣性試験だったと思いますが、
経口補水液とかスポーツドリンクは子
どもは嫌いなのですよね。
　山内　今OD錠という話が出ました
が、確かにこの制吐剤は口からでも、
坐薬のほうでも、吐いたり、下痢して
しまうということがあって、出てしま
う感じがいたしますね。
　志賀　そうなのです。特に坐薬のほ
うは出てしまうかと思われるのですが、
OD錠のほうはゆっくり溶けて、胃の
ほうに入っていくので、少量の液体が
入ることによってすぐ嘔吐する可能性
というのは、100mLであったり、200 
mLなどの大きな用量に比べると少な
いので、比較的耐えられると考えられ
ます。
　山内　一つのコツなのですね。
　志賀　そうですね。お伝えするとき
に、子どもの場合は注射、シリンジか
ら数mLずつ粘膜に入れるようなかた
ちであったり、大人の方にはペットボ
トルのふたぐらいの量を何度も何度も
飲んでくださいというようにお伝えし
ています。
　山内　予防に移りますが、加熱に尽
きるのですね。
　志賀　本当ですね。加熱をしっかり
しないといけないので、生ガキはちょ
っと食べにくいですね。
　山内　殺菌のほうに移りますが、ど
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ういったものが勧められるのでしょう
か。
　志賀　基本的には塩素系漂白剤５mL
プラス水500mLで、１％にした希釈液
がお勧めで、これは次亜塩素酸・消毒
などのキーワードとともに目黒区と入
れてネット検索していただくと、素晴
らしいウェブサイトがありますので参
考にされてください。ハイターとか、
そういうものを５mLと水500mLで作

っていただいて、手洗い等には使えな
いのですが、キッチンペーパーなどに
しみ込ませて、共用部分、リモコンや
テーブル、ドアノブ、トイレなどの消
毒に使っていただくのがいいかと思い
ます。
　山内　2020年10月からロタのワクチ
ンが入ってきましたので、このあたり
も今後、期待したいと思います。あり
がとうございました。

るかに危ないものですね。ですから、
ロタのほうが少し長引く場合があると
考えています。
　山内　少し怖いですね。
　志賀　そうですね。
　山内　さて、治療ですが、救急にこ
ういった患者さんが運び込まれたとき、
まずどういった処置をなさいますか。
　志賀　非常に強い脱水がある方もい
らっしゃいます。その場合は点滴を取
って、しっかり生理食塩水であったり、
乳酸リンゲル液、いわゆる細胞外液と
いわれる血の成分に近いような点滴を
早く、成人だったら１～２L/㎏、小児
であったら20mL/㎏を何とか、という
かたちで治療していきます。制吐剤を
口やお尻から投与しても症状が取れな
い場合がありますので、経静脈的に点
滴から投与することによってしっかり
と効く状態に持っていけるかと。
　山内　かなり積極的な治療ですね。
　志賀　そうですね。ぐったりしてし
まって全く口から取れないような方に
関してはそのようにします。逆に、若
い方で水分を何とかご自身で取れると
いう方に関しては、スポーツ飲料であ
ったり、経口補水液を取っていただい
て、口から徐々に溶けるOD錠と呼ば
れる制吐剤、ドンペリドンなどを取っ
ていただくようにしています。
　ちなみに、アメリカの研究で、薄め
たリンゴジュースと経口補水液みたい
なものを比べて、子どもの予後がどう

なるかを調べたものがありました。意
外と薄めたリンゴジュースでもいいと
いう、非劣性試験だったと思いますが、
経口補水液とかスポーツドリンクは子
どもは嫌いなのですよね。
　山内　今OD錠という話が出ました
が、確かにこの制吐剤は口からでも、
坐薬のほうでも、吐いたり、下痢して
しまうということがあって、出てしま
う感じがいたしますね。
　志賀　そうなのです。特に坐薬のほ
うは出てしまうかと思われるのですが、
OD錠のほうはゆっくり溶けて、胃の
ほうに入っていくので、少量の液体が
入ることによってすぐ嘔吐する可能性
というのは、100mLであったり、200 
mLなどの大きな用量に比べると少な
いので、比較的耐えられると考えられ
ます。
　山内　一つのコツなのですね。
　志賀　そうですね。お伝えするとき
に、子どもの場合は注射、シリンジか
ら数mLずつ粘膜に入れるようなかた
ちであったり、大人の方にはペットボ
トルのふたぐらいの量を何度も何度も
飲んでくださいというようにお伝えし
ています。
　山内　予防に移りますが、加熱に尽
きるのですね。
　志賀　本当ですね。加熱をしっかり
しないといけないので、生ガキはちょ
っと食べにくいですね。
　山内　殺菌のほうに移りますが、ど
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秋田など全く増えていないという地域
もあるのです。この疾患は非常に増え
やすいのですけれども、あまり人には
うつらないときもあります。そういう
意味でインフルエンザのように、まん
べんなくうつるというのと違って、地
域的に非常に差があるということが流
行の特徴だと思います。
　山内　クラスター化している都市部
では増えてくるリスクが非常に大きい
とみてよろしいのでしょうか。
　國島　そうですね。人口密度が非常
に高くて、３密環境になりやすい。冬
場、少しコロナウイルスが活動性を増
しやすいという時期が合わさると、よ
り注意をする必要があると思います。
　山内　何となく今まで、諸外国に比
べてあまり多くないといった感じで、
やや緩んでいたかなというところがあ
りますから、これから先は相当気を引
き締めなければならないということは
間違いないでしょうか。
　國島　そうですね。少しずつコロナ
ウイルスが好きなところ、嫌いなとこ
ろというのがわかってきましたけれど
も、危機に慣れてしまわないで、きち
んと、感染対策を一からまた見つめ直
す必要はあると思います。
　山内　非常にクリティカルなタイミ
ングになっているということは間違い
ないですね。
　國島　そうですね。特に都市部では
そうだと思います。

　山内　さて、質問に戻りますが、イ
ンフルエンザの流行時期に差しかかっ
てまいりまして、ツインデミックなど
という言葉も出てきていますけれども、
実際、外来の現場で今後、発熱した患
者さん、高熱の患者さんが来られたと
きに、これは提言上も両方の検査をす
るべきだということでよろしいわけで
すね。
　國島　そうですね。日本感染症学会
提言「今冬のインフルエンザとCOVID- 
19に備えて」は、医師会の先生方と一
緒に作成しましたけれども、そのよう
にお願いしています。ただ、一方で地
域における流行状況をよく勘案してく
ださいということもお願いしています。
現在、東京とか大阪、北海道の都市部
などでは流行が拡大していますので、
そういう意味ではCOVID-19の検査と
いうのは優先順位が高いと思います。
ただ、10月以降、すでにインフルエン
ザウイルス感染症は25都道府県で確認
されておりますので、COVID-19が発
生していなくてインフルエンザが見ら
れている地域では、もちろん両者をき
ちんと見ていくということは必要なの
だろうと思います。
　山内　COVID-19とインフルエンザ
の両方のPCR検査といったものも最近
報告が出てまいりまして、これが放送
される2020年12月頃には少し状況が変
わってくるかもしれませんが、現時点
ですとCOVID-19に関してのPCR検査

聖マリアンナ医科大学感染症学教授
國　島　広　之

（聞き手　山内俊一）

　PCR検査、抗原検査、抗体検査など、様々な検査法が利用できるようになり
ましたが、医療者側のリスク軽減の観点からどのような診断アプローチが推奨
されるのかご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　冬のインフルエンザ流行のシーズンにCOVID-19の流行が続いている場合、
この両者のウイルス感染の診断、治療をどうするか。
　発熱などの風邪症状の患者さんを診察する場合、外来の現場では、①インフ
ルエンザ、②COVID-19、③両方のウイルス、④その他のウイルス感染を即座
に診断、適切な対応をしなければなりません。発熱のある感染性の強い時期に
診察しなければならない臨床現場では、COVID-19の抗原検査は最優先で必要
とされています。この症状の時期は、COVID-19の抗原検査は、PCR検査に匹
敵する精度で反応するとうかがっています。規制を設けず、開業医の現場です
ぐに使用できるようにならないでしょうか。専門医の意見をご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

インフルエンザとCOVID-19の診断と鑑別

　山内　國島先生、今回は多くの医師
からの質問なのですが、インフルエン
ザとCOVID-19の診断と鑑別といった
内容です。なお、この収録は2020年11
月19日付でありまして、まだ感染者数
が過去最高を更新している時期です。
今後また変わってきうるということも

お含みおきの上で今日のお話をうかが
いたいのですが、まずこの現状をどう
見ておられますか。
　國島　現状は、東京、北海道、名古
屋、大阪、大都市圏において残念なが
らCOVID-19感染症が拡大していると
いう状況だと思います。しかしながら、

ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021） （463）  1514 （462） ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021）

2107_HONBUN.indd   14-15 2021/06/11   9:35



秋田など全く増えていないという地域
もあるのです。この疾患は非常に増え
やすいのですけれども、あまり人には
うつらないときもあります。そういう
意味でインフルエンザのように、まん
べんなくうつるというのと違って、地
域的に非常に差があるということが流
行の特徴だと思います。
　山内　クラスター化している都市部
では増えてくるリスクが非常に大きい
とみてよろしいのでしょうか。
　國島　そうですね。人口密度が非常
に高くて、３密環境になりやすい。冬
場、少しコロナウイルスが活動性を増
しやすいという時期が合わさると、よ
り注意をする必要があると思います。
　山内　何となく今まで、諸外国に比
べてあまり多くないといった感じで、
やや緩んでいたかなというところがあ
りますから、これから先は相当気を引
き締めなければならないということは
間違いないでしょうか。
　國島　そうですね。少しずつコロナ
ウイルスが好きなところ、嫌いなとこ
ろというのがわかってきましたけれど
も、危機に慣れてしまわないで、きち
んと、感染対策を一からまた見つめ直
す必要はあると思います。
　山内　非常にクリティカルなタイミ
ングになっているということは間違い
ないですね。
　國島　そうですね。特に都市部では
そうだと思います。

　山内　さて、質問に戻りますが、イ
ンフルエンザの流行時期に差しかかっ
てまいりまして、ツインデミックなど
という言葉も出てきていますけれども、
実際、外来の現場で今後、発熱した患
者さん、高熱の患者さんが来られたと
きに、これは提言上も両方の検査をす
るべきだということでよろしいわけで
すね。
　國島　そうですね。日本感染症学会
提言「今冬のインフルエンザとCOVID- 
19に備えて」は、医師会の先生方と一
緒に作成しましたけれども、そのよう
にお願いしています。ただ、一方で地
域における流行状況をよく勘案してく
ださいということもお願いしています。
現在、東京とか大阪、北海道の都市部
などでは流行が拡大していますので、
そういう意味ではCOVID-19の検査と
いうのは優先順位が高いと思います。
ただ、10月以降、すでにインフルエン
ザウイルス感染症は25都道府県で確認
されておりますので、COVID-19が発
生していなくてインフルエンザが見ら
れている地域では、もちろん両者をき
ちんと見ていくということは必要なの
だろうと思います。
　山内　COVID-19とインフルエンザ
の両方のPCR検査といったものも最近
報告が出てまいりまして、これが放送
される2020年12月頃には少し状況が変
わってくるかもしれませんが、現時点
ですとCOVID-19に関してのPCR検査

聖マリアンナ医科大学感染症学教授
國　島　広　之

（聞き手　山内俊一）

　PCR検査、抗原検査、抗体検査など、様々な検査法が利用できるようになり
ましたが、医療者側のリスク軽減の観点からどのような診断アプローチが推奨
されるのかご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞
……………………………………………………………………………………………
　冬のインフルエンザ流行のシーズンにCOVID-19の流行が続いている場合、
この両者のウイルス感染の診断、治療をどうするか。
　発熱などの風邪症状の患者さんを診察する場合、外来の現場では、①インフ
ルエンザ、②COVID-19、③両方のウイルス、④その他のウイルス感染を即座
に診断、適切な対応をしなければなりません。発熱のある感染性の強い時期に
診察しなければならない臨床現場では、COVID-19の抗原検査は最優先で必要
とされています。この症状の時期は、COVID-19の抗原検査は、PCR検査に匹
敵する精度で反応するとうかがっています。規制を設けず、開業医の現場です
ぐに使用できるようにならないでしょうか。専門医の意見をご教示ください。
 ＜東京都開業医＞

インフルエンザとCOVID-19の診断と鑑別

　山内　國島先生、今回は多くの医師
からの質問なのですが、インフルエン
ザとCOVID-19の診断と鑑別といった
内容です。なお、この収録は2020年11
月19日付でありまして、まだ感染者数
が過去最高を更新している時期です。
今後また変わってきうるということも

お含みおきの上で今日のお話をうかが
いたいのですが、まずこの現状をどう
見ておられますか。
　國島　現状は、東京、北海道、名古
屋、大阪、大都市圏において残念なが
らCOVID-19感染症が拡大していると
いう状況だと思います。しかしながら、
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COVID-19を疑って、２週間たってIgG
が上がってきたことを確認するという
補助診断ではもしかしたら使えるかも
しれませんが、現時点では現場で確立
された検査ではないと思います。
　山内　あと検査に関して言えば、こ
れもまた改善していくのかもしれませ
んが、現時点では唾液を使うというの
が非常に広まっています。これは現場
の身からすると、ぬぐい液を取るのに
非常に精神的な負担が多いとか、防護
服が必要なのではないかといったとこ
ろがあるからですが、これに関して先
生のご見解はどうなのでしょうか。
　國島　先生がおっしゃるように非常
に簡便なので、こちらも普及されてい
くのだろうと思います。
　山内　抗原の定量検査も唾液で可能
なのでしょうか。
　國島　はい、可能です。
　山内　そちらはいろいろな条件に応
じて適宜使っていっていいということ
ですね。これにインフルエンザが加わ
った場合ですが、現時点ではまだイン
フルエンザの従来法のキットを使うこ
とが主流と考えてよろしいでしょうか。
　國島　そうですね。実地医家ではそ
れが主流だと思います。
　山内　この場合、先ほどの話に戻り
ますけれども、COVID-19かもしれな
いということで、現場で、うつされる
のではないかと、少しちゅうちょする
感じもあります。実際これはうつるこ

とはあるのでしょうか。
　國島　私も２月以降ずっと携わって、
今日も診療してきましたけれども、少
なくとも検査でうつるリスクはほとん
どないということがわかってきていま
す。確実に診断するということが私た
ちには必要なことだと思っています。
　山内　そのあたりは医療界にも、啓
発活動をぜひしていったほうがよいで
すね。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、ツインデミックなの
ですが、これは感染症学的にはCOVID- 
19とインフルエンザウイルス、同時に
感染するということはあり得るとみて
よろしいでしょうか。
　國島　2020年の南半球ではインフル
エンザの流行はほとんどありませんで
した。現在、香港でもインフルエンザ
の流行はありません。しかしながら、
２月、１月ぐらいの中国のデータを見
ると、両方罹患したという方が論文に
よっては４～40％ぐらい報告があるの
で、科学的には同時感染というのはあ
り得ると思いますが、これも先ほど申
し上げたように流行状況をよく勘案し
た上で検査、診断をしていくというこ
とだと思います。
　山内　2020年の春は日本はインフル
エンザは比較的少なかったといわれて
いますが、これは事実なのでしょうか。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　これは何か理由があるのでし

が主体と考えてよろしいでしょうか。
　國島　スタンダードはPCR検査だと
思います。ただ、一方でPCR検査もす
ぐ結果が出るわけではないので、そう
いう意味では定性検査、従来のインフ
ルエンザの抗原検査と同じような抗原
定性検査がCOVID-19でも使えますか
ら、そういうもののほうが現場では使
いやすいかもしれません。
　山内　抗原定性検査ですから、大ざ
っぱなわけですけれども、簡便なので
すね。
　國島　若干PCRよりも感度は落ちる
と言われていますけれども、しかしな
がら、30分程度で結果が出るというと
ころでは、きちんと症状を見て検査を
する上では十分使えるのだろうと思っ
ています。
　山内　今、抗原の定性検査という話
でしたが、定量検査もあるわけでしょ
うか。
　國島　はい。定量検査はちょっと大
型の機械を必要とします。なので、一
部の病院に導入されている検査ですが、
こちらはPCR検査とほぼ感度、特異度
が同等といわれています。
　山内　抗原の定量の検査とPCR、ど
ちらがいい悪いといったところはいか
がなのでしょうか。
　國島　ほぼ同様です。法律上もどち
らでも診断してけっこうですよという
ことになっています。ただ、どうして
も検査というのはPCR検査も含めて偽

陰性、偽陽性、いずれもあります。な
ので、ちょっと臨床的に合わない検査
の所見が出た場合に、異なる検査で確
認をするということでは使えると思い
ます。
　山内　二重に使ったほうがよりいい
わけですね。
　國島　そうですね。臨床診断と合わ
せて活用していただければと思います。
　山内　無症状の場合は使える、使え
ないといったものはあるのでしょうか。
　國島　無症状の場合は、PCRもしく
は抗原定量検査が用いられます。
　山内　定性検査はだめだということ
でしょうか。
　國島　定性検査は残念ながら特異度
がちょっと下がるので、どうしても偽
陽性が出ると思います。
　山内　PCRは少し判定に時間がかか
りますし、特に外注しますと、１日、
２日かかりますから、迅速診断という
意味では抗原定量検査があればいいで
すが、ただ、機械が高額ということで、
なかなか普通のクリニックで備えるの
は難しいと考えてよいのですね。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　それ以外の検査法は何かある
のでしょうか。
　國島　従来、抗体検査というのもあ
りましたけれども、キットによる差が
若干ありまして、特にIgM検査は偽陽
性がとても多いです。なので、お勧め
しません。症状として、どうしても
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COVID-19を疑って、２週間たってIgG
が上がってきたことを確認するという
補助診断ではもしかしたら使えるかも
しれませんが、現時点では現場で確立
された検査ではないと思います。
　山内　あと検査に関して言えば、こ
れもまた改善していくのかもしれませ
んが、現時点では唾液を使うというの
が非常に広まっています。これは現場
の身からすると、ぬぐい液を取るのに
非常に精神的な負担が多いとか、防護
服が必要なのではないかといったとこ
ろがあるからですが、これに関して先
生のご見解はどうなのでしょうか。
　國島　先生がおっしゃるように非常
に簡便なので、こちらも普及されてい
くのだろうと思います。
　山内　抗原の定量検査も唾液で可能
なのでしょうか。
　國島　はい、可能です。
　山内　そちらはいろいろな条件に応
じて適宜使っていっていいということ
ですね。これにインフルエンザが加わ
った場合ですが、現時点ではまだイン
フルエンザの従来法のキットを使うこ
とが主流と考えてよろしいでしょうか。
　國島　そうですね。実地医家ではそ
れが主流だと思います。
　山内　この場合、先ほどの話に戻り
ますけれども、COVID-19かもしれな
いということで、現場で、うつされる
のではないかと、少しちゅうちょする
感じもあります。実際これはうつるこ

とはあるのでしょうか。
　國島　私も２月以降ずっと携わって、
今日も診療してきましたけれども、少
なくとも検査でうつるリスクはほとん
どないということがわかってきていま
す。確実に診断するということが私た
ちには必要なことだと思っています。
　山内　そのあたりは医療界にも、啓
発活動をぜひしていったほうがよいで
すね。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　最後に、ツインデミックなの
ですが、これは感染症学的にはCOVID- 
19とインフルエンザウイルス、同時に
感染するということはあり得るとみて
よろしいでしょうか。
　國島　2020年の南半球ではインフル
エンザの流行はほとんどありませんで
した。現在、香港でもインフルエンザ
の流行はありません。しかしながら、
２月、１月ぐらいの中国のデータを見
ると、両方罹患したという方が論文に
よっては４～40％ぐらい報告があるの
で、科学的には同時感染というのはあ
り得ると思いますが、これも先ほど申
し上げたように流行状況をよく勘案し
た上で検査、診断をしていくというこ
とだと思います。
　山内　2020年の春は日本はインフル
エンザは比較的少なかったといわれて
いますが、これは事実なのでしょうか。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　これは何か理由があるのでし

が主体と考えてよろしいでしょうか。
　國島　スタンダードはPCR検査だと
思います。ただ、一方でPCR検査もす
ぐ結果が出るわけではないので、そう
いう意味では定性検査、従来のインフ
ルエンザの抗原検査と同じような抗原
定性検査がCOVID-19でも使えますか
ら、そういうもののほうが現場では使
いやすいかもしれません。
　山内　抗原定性検査ですから、大ざ
っぱなわけですけれども、簡便なので
すね。
　國島　若干PCRよりも感度は落ちる
と言われていますけれども、しかしな
がら、30分程度で結果が出るというと
ころでは、きちんと症状を見て検査を
する上では十分使えるのだろうと思っ
ています。
　山内　今、抗原の定性検査という話
でしたが、定量検査もあるわけでしょ
うか。
　國島　はい。定量検査はちょっと大
型の機械を必要とします。なので、一
部の病院に導入されている検査ですが、
こちらはPCR検査とほぼ感度、特異度
が同等といわれています。
　山内　抗原の定量の検査とPCR、ど
ちらがいい悪いといったところはいか
がなのでしょうか。
　國島　ほぼ同様です。法律上もどち
らでも診断してけっこうですよという
ことになっています。ただ、どうして
も検査というのはPCR検査も含めて偽

陰性、偽陽性、いずれもあります。な
ので、ちょっと臨床的に合わない検査
の所見が出た場合に、異なる検査で確
認をするということでは使えると思い
ます。
　山内　二重に使ったほうがよりいい
わけですね。
　國島　そうですね。臨床診断と合わ
せて活用していただければと思います。
　山内　無症状の場合は使える、使え
ないといったものはあるのでしょうか。
　國島　無症状の場合は、PCRもしく
は抗原定量検査が用いられます。
　山内　定性検査はだめだということ
でしょうか。
　國島　定性検査は残念ながら特異度
がちょっと下がるので、どうしても偽
陽性が出ると思います。
　山内　PCRは少し判定に時間がかか
りますし、特に外注しますと、１日、
２日かかりますから、迅速診断という
意味では抗原定量検査があればいいで
すが、ただ、機械が高額ということで、
なかなか普通のクリニックで備えるの
は難しいと考えてよいのですね。
　國島　おっしゃるとおりです。
　山内　それ以外の検査法は何かある
のでしょうか。
　國島　従来、抗体検査というのもあ
りましたけれども、キットによる差が
若干ありまして、特にIgM検査は偽陽
性がとても多いです。なので、お勧め
しません。症状として、どうしても
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ょうか。
　國島　これはまだわかりませんけれ
ども、もしかしたら皆さんがマスクを
して、緊急事態宣言もあって、外に出
なかった。そういうことも関与してい
るかもしれませんし、それは今後検証
されるだろうと思います。
　山内　ウイルス間で共生する以外、
互いに排除するといったかたちで片方
がはやると片方が減るとかいうことは
あり得る話なのでしょうか。
　國島　一部のウエストナイルと日本
脳炎のようなウイルスでは確認されて
いますが、今回のインフルエンザと
COVID-19については、まだその知見

はないと思います。
　山内　春先、インフルエンザが少な
かった理由としては、マスクをしてい
たからではないかということですが、
そういう疫学的なデータは出ているわ
けですね。
　國島　マスクをするとインフルエン
ザの罹患率は半分になります。COVID- 
19の場合は1/6になります。手指衛生
でインフルエンザは半分、COVID-19
は1/3になりますので、そういった感
染対策も大事かなと思っています。
　山内　そういった習慣が思わぬとこ
ろでいい結果をもたらすこともあり得
るのですね。ありがとうございました。

国立循環器病研究センターオープンイノベーションセンター副センター長
巽　　英　介

（聞き手　池田志斈）

　次世代ECMOについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

次世代ECMO

　池田　巽先生、次世代ECMOについ
て質問が来ているのですが、このECMO
というのはいつ頃から開発されたもの
なのでしょうか。
　巽　ECMOは、呼吸補助あるいは循
環補助、あるいはその両者の心肺補助
に用いられるものですが、もともとの
起源は心臓の手術に使われる人工心肺
装置に始まります。人工心肺装置を用
いた開心術というのはだいたい２～３
時間から長くても５～６時間以内に終
わるのですが、ここで使う装置を簡素
化し、より使いやすくしたかたちで
ICUや病棟で、日単位あるいは週単位、
より長期間用いようというのがECMO
装置です。人工心肺を用いた開心術が
世界で初めて行われたのが1953年、一
方ECMOによる最初の救命例が報告
されたのは1971年です。しかし、その
後1980年代前半まではECMOの臨床

的な有用性を示すことがほとんどでき
ませんでした。1980年代後半に入って
ECMOは徐々に普及していき、1990年
代には欧米でECMOセンターも設置さ
れ、2009年のH1N1インフルエンザで
は多くの患者さんがECMOで救命され
ました。
　池田　これはどのような原理なので
しょうか。
　巽　もともと人工心肺装置ですので、
静脈の血液を抜いてきて、血液ポンプ
で人工肺を通します。その人工肺で炭
酸ガスを除去すると同時に酸素を添加
して、人間の肺の肩代わりをするので
す。動脈血化した血液を循環補助の場
合は動脈に戻して、機能が低下した自
己心に代わって血液を全身に送ります。
一方、呼吸補助の場合は、安全性も考
慮して、動脈血化した血液をもう一度
静脈に戻します。血液は右心室の働き
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ょうか。
　國島　これはまだわかりませんけれ
ども、もしかしたら皆さんがマスクを
して、緊急事態宣言もあって、外に出
なかった。そういうことも関与してい
るかもしれませんし、それは今後検証
されるだろうと思います。
　山内　ウイルス間で共生する以外、
互いに排除するといったかたちで片方
がはやると片方が減るとかいうことは
あり得る話なのでしょうか。
　國島　一部のウエストナイルと日本
脳炎のようなウイルスでは確認されて
いますが、今回のインフルエンザと
COVID-19については、まだその知見

はないと思います。
　山内　春先、インフルエンザが少な
かった理由としては、マスクをしてい
たからではないかということですが、
そういう疫学的なデータは出ているわ
けですね。
　國島　マスクをするとインフルエン
ザの罹患率は半分になります。COVID- 
19の場合は1/6になります。手指衛生
でインフルエンザは半分、COVID-19
は1/3になりますので、そういった感
染対策も大事かなと思っています。
　山内　そういった習慣が思わぬとこ
ろでいい結果をもたらすこともあり得
るのですね。ありがとうございました。

国立循環器病研究センターオープンイノベーションセンター副センター長
巽　　英　介

（聞き手　池田志斈）

　次世代ECMOについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

次世代ECMO

　池田　巽先生、次世代ECMOについ
て質問が来ているのですが、このECMO
というのはいつ頃から開発されたもの
なのでしょうか。
　巽　ECMOは、呼吸補助あるいは循
環補助、あるいはその両者の心肺補助
に用いられるものですが、もともとの
起源は心臓の手術に使われる人工心肺
装置に始まります。人工心肺装置を用
いた開心術というのはだいたい２～３
時間から長くても５～６時間以内に終
わるのですが、ここで使う装置を簡素
化し、より使いやすくしたかたちで
ICUや病棟で、日単位あるいは週単位、
より長期間用いようというのがECMO
装置です。人工心肺を用いた開心術が
世界で初めて行われたのが1953年、一
方ECMOによる最初の救命例が報告
されたのは1971年です。しかし、その
後1980年代前半まではECMOの臨床

的な有用性を示すことがほとんどでき
ませんでした。1980年代後半に入って
ECMOは徐々に普及していき、1990年
代には欧米でECMOセンターも設置さ
れ、2009年のH1N1インフルエンザで
は多くの患者さんがECMOで救命され
ました。
　池田　これはどのような原理なので
しょうか。
　巽　もともと人工心肺装置ですので、
静脈の血液を抜いてきて、血液ポンプ
で人工肺を通します。その人工肺で炭
酸ガスを除去すると同時に酸素を添加
して、人間の肺の肩代わりをするので
す。動脈血化した血液を循環補助の場
合は動脈に戻して、機能が低下した自
己心に代わって血液を全身に送ります。
一方、呼吸補助の場合は、安全性も考
慮して、動脈血化した血液をもう一度
静脈に戻します。血液は右心室の働き
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　ただ、シングルデバイス、つまり交
換なしの単一のECMO回路としての連
続使用は、従来のものであれば１週間
はなかなかいかない。2009年のH1N1
インフルエンザのときのデータでは、
その施行期間の平均値が8.5日ぐらい、
１週間以上なのに対して、回路の交換
は平均４日ごとに行われています。
　池田　そんなに頻回になるのですね。
　巽　そうですね。そうすると、機器
に生命を全面的に依存している患者さ
んにとっては、交換の行為そのものが
状態を悪化させてしまうことになりか
ねないのです。また、回路の交換は医
療者にとっても大きなストレスになり
ます。ですので、できるだけ長く安定
して使える機器というものがECMOで
は求められることになります。
　池田　そこで次世代ECMOを開発さ
れたということですが、簡単にいって
どのような特徴があるのでしょうか。
　巽　従来のECMO装置の問題点は３
つぐらいに整理できると思います。一
つは耐久性が乏しい。先ほど申し上げ
ましたが、人工肺の微小孔から突然血
漿成分がガス層に漏れ出す血漿漏出が
起こります。COVID-19の感染が拡大
している中で重症例に対してECMOが
行われていますが、こういう血漿漏出
が起こると、漏れ出してきた血漿の中
にもウイルスが入っている可能性もあ
り、医療者の感染リスクを高めること
にもなります。そもそも人工肺がだめ

になると呼吸補助ができなくなってし
まうので、必ず交換しなくてはならな
いのですが、そのときに患者さんの状
態が悪くなってしまう可能性がありま
す。そこで私たちはまずガス交換膜、
ポリプロピレン製の500オングストロ
ーム以上の微小孔が開いたガス交換膜
の改良から取りかかりました。
　半導体の洗浄には超純水が使われて
おり、またノーベル物理学賞の研究が
行われたカミオカンデ、スーパーカミ
オカンデには大量の超純水が蓄えられ
ています。この超純水を作るために開
発されたのが、ポリメチルペンテン
（PMP）製の物質交換膜です。私たち
はこれに着目して、企業との共同研究
を進めました。PMP製の物質交換膜は、
開いている微小孔のサイズが極めて小
さいので、血漿漏出も非常に起こりに
くいですし、ウイルスも通過しない。
そこでこのPMP製の物質交換膜をガ
ス交換膜として用いた人工肺を、1990
年に我々が世界で初めて製品化しまし
た。現在ではECMO装置に用いられて
いるほとんどの人工肺で、このPMP製
ガス交換膜が用いられるに至っていま
す。これが１番目の特徴です。
　それから２番目の特徴ですが、抗血
栓性に関して、これも企業との共同研
究で、ヘパリンという抗凝固物質をポ
ンプの材料の表面に固定する技術の研
究を進めました。このヘパリンは、従
来のECMO、あるいは人工心肺を行う

で肺循環に送られます。血液を動脈に
送る方式をV-A ECMO、静脈に送る
方式をV-V ECMOと呼びます。
　池田　肺のような構造物に入れる、
これはどのようになっているのでしょ
うか。
　巽　ガス交換膜という素材のガス層
に酸素ガスを流して、血液との間でそ
の膜を介して酸素と二酸化炭素のやり
取りをする。基本的な機能は生体の肺
と同じですが、それを高分子の膜によ
って行っています。高分子の膜という
のは、最初はシリコン膜が用いられて
いましたが、わが国の研究者が1970年
代に発明した多孔質ポリプロピレン中
空糸膜、これが世界中で使われるよう
になって広く普及するに至りました。
この膜にはだいたい500～1,000オング
ストロームぐらいの直径の微小孔とい
う孔が開いていて、そこを介して酸素
ガスと血液が接触するのです。接触し
ている部分は表面張力で血液の液体成
分は漏れ出さず、その接しているとこ
ろでガス交換を行うのですが、ECMO
の場合は長期間使用しているうちに、
「血漿漏出」といって血漿成分が突然
ガス層に漏れ出すという現象が起こり、
そういったところの改良も当然必要と
なります。
　池田　今のECMOは、どのくらいの
時間使えるのでしょうか。
　巽　もともとは開心術用の人工心肺
装置を簡素化して作っていて、そもそ

も６時間ぐらいの性能しか担保されて
いないものを改良して使ってきたので
す。しかし、長期間ECMOを行ってい
ると、先ほど申し上げたような人工肺
からの血漿漏出とか、それから遠心型
の血液ポンプを長いこと使っていると、
ポンプの内部に血栓ができたり溶血が
起こってきます。ですので、開発当初、
ECMOというのは数時間から数日以内
に人工肺がまずだめになって交換を余
儀なくされる、さらに血栓や溶血のた
めに遠心ポンプも交換が必要となる、
そういう使われ方をしていました。と
ころが、その後、機器の性能が少しず
つ改良され、今は交換をしながら数十
日使うこともあります。

図
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　ただ、シングルデバイス、つまり交
換なしの単一のECMO回路としての連
続使用は、従来のものであれば１週間
はなかなかいかない。2009年のH1N1
インフルエンザのときのデータでは、
その施行期間の平均値が8.5日ぐらい、
１週間以上なのに対して、回路の交換
は平均４日ごとに行われています。
　池田　そんなに頻回になるのですね。
　巽　そうですね。そうすると、機器
に生命を全面的に依存している患者さ
んにとっては、交換の行為そのものが
状態を悪化させてしまうことになりか
ねないのです。また、回路の交換は医
療者にとっても大きなストレスになり
ます。ですので、できるだけ長く安定
して使える機器というものがECMOで
は求められることになります。
　池田　そこで次世代ECMOを開発さ
れたということですが、簡単にいって
どのような特徴があるのでしょうか。
　巽　従来のECMO装置の問題点は３
つぐらいに整理できると思います。一
つは耐久性が乏しい。先ほど申し上げ
ましたが、人工肺の微小孔から突然血
漿成分がガス層に漏れ出す血漿漏出が
起こります。COVID-19の感染が拡大
している中で重症例に対してECMOが
行われていますが、こういう血漿漏出
が起こると、漏れ出してきた血漿の中
にもウイルスが入っている可能性もあ
り、医療者の感染リスクを高めること
にもなります。そもそも人工肺がだめ

になると呼吸補助ができなくなってし
まうので、必ず交換しなくてはならな
いのですが、そのときに患者さんの状
態が悪くなってしまう可能性がありま
す。そこで私たちはまずガス交換膜、
ポリプロピレン製の500オングストロ
ーム以上の微小孔が開いたガス交換膜
の改良から取りかかりました。
　半導体の洗浄には超純水が使われて
おり、またノーベル物理学賞の研究が
行われたカミオカンデ、スーパーカミ
オカンデには大量の超純水が蓄えられ
ています。この超純水を作るために開
発されたのが、ポリメチルペンテン
（PMP）製の物質交換膜です。私たち
はこれに着目して、企業との共同研究
を進めました。PMP製の物質交換膜は、
開いている微小孔のサイズが極めて小
さいので、血漿漏出も非常に起こりに
くいですし、ウイルスも通過しない。
そこでこのPMP製の物質交換膜をガ
ス交換膜として用いた人工肺を、1990
年に我々が世界で初めて製品化しまし
た。現在ではECMO装置に用いられて
いるほとんどの人工肺で、このPMP製
ガス交換膜が用いられるに至っていま
す。これが１番目の特徴です。
　それから２番目の特徴ですが、抗血
栓性に関して、これも企業との共同研
究で、ヘパリンという抗凝固物質をポ
ンプの材料の表面に固定する技術の研
究を進めました。このヘパリンは、従
来のECMO、あるいは人工心肺を行う

で肺循環に送られます。血液を動脈に
送る方式をV-A ECMO、静脈に送る
方式をV-V ECMOと呼びます。
　池田　肺のような構造物に入れる、
これはどのようになっているのでしょ
うか。
　巽　ガス交換膜という素材のガス層
に酸素ガスを流して、血液との間でそ
の膜を介して酸素と二酸化炭素のやり
取りをする。基本的な機能は生体の肺
と同じですが、それを高分子の膜によ
って行っています。高分子の膜という
のは、最初はシリコン膜が用いられて
いましたが、わが国の研究者が1970年
代に発明した多孔質ポリプロピレン中
空糸膜、これが世界中で使われるよう
になって広く普及するに至りました。
この膜にはだいたい500～1,000オング
ストロームぐらいの直径の微小孔とい
う孔が開いていて、そこを介して酸素
ガスと血液が接触するのです。接触し
ている部分は表面張力で血液の液体成
分は漏れ出さず、その接しているとこ
ろでガス交換を行うのですが、ECMO
の場合は長期間使用しているうちに、
「血漿漏出」といって血漿成分が突然
ガス層に漏れ出すという現象が起こり、
そういったところの改良も当然必要と
なります。
　池田　今のECMOは、どのくらいの
時間使えるのでしょうか。
　巽　もともとは開心術用の人工心肺
装置を簡素化して作っていて、そもそ

も６時間ぐらいの性能しか担保されて
いないものを改良して使ってきたので
す。しかし、長期間ECMOを行ってい
ると、先ほど申し上げたような人工肺
からの血漿漏出とか、それから遠心型
の血液ポンプを長いこと使っていると、
ポンプの内部に血栓ができたり溶血が
起こってきます。ですので、開発当初、
ECMOというのは数時間から数日以内
に人工肺がまずだめになって交換を余
儀なくされる、さらに血栓や溶血のた
めに遠心ポンプも交換が必要となる、
そういう使われ方をしていました。と
ころが、その後、機器の性能が少しず
つ改良され、今は交換をしながら数十
日使うこともあります。

図

ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021） （469）  2120 （468） ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021）

2107_HONBUN.indd   20-21 2021/06/11   9:35



と名づけましたが、このポンプではポ
ンプの軸受け部の血栓が大幅に低減、
というよりはほとんどできなくなりま
した。
　もう一つの特徴は、超小型軽量の
ECMOシステムに仕上げたことです。
従来のECMO装置というのは、テレビ
の報道でご覧になった方も多いと思い
ますが、血液ポンプや人工肺などのコ
アのパーツに加えていろいろなセンサ
ーを付ける必要があり、非常に複雑な
回路構成になっています。また大きく
て重い従来のECMO装置は、移動が非
常に難しく、ICU以外ではなかなか使
えないという状況でした。そこで、必
要なセンサー類も全部回路と駆動装置
内に組み込んで、しかも１人で持ち運
べるようなECMO装置に仕上げようと
考えました。人工肺と遠心ポンプを含
む回路はいいものができ上がったので、
今度はそれを装塡して駆動する小型軽
量の駆動装置を作ろうということにな
ったのです。そして、８年ぐらいの研
究開発を経て、世界最小、最軽量の、
１人で持ち運びができるECMO装置
が完成しました。この超小型の次世代
ECMOシステムは、2020年の３月から
臨床治験に入っています。

　池田　電池か何かで駆動するのでし
ょうか。
　巽　このポータブルECMO装置は、
内蔵のバッテリーと、それから脱着可
能な酸素ボンベユニットにより、完全
なスタンドアローン状態、つまりどん
なラインにもつながれていない状態で
１時間以上駆動することができます。
このような持ち運びとスタンドアロー
ン駆動が可能になると、例えば病院の
外の救急現場にこのECMO装置を持っ
ていって、そこで装着して救急車まで
運ぶことも可能になってきます。
　池田　例えばドクターヘリに応用し
たり、救急車に応用したりできるので
すね。今後の使われ方もそうですが、
先生が今行われている治験が期待され
ますね。
　巽　そうですね。今回はCOVID-19
の患者さんにも用いられていますが、
COVID-19がたとえ落ち着いたとして
も、今後同じように重症呼吸不全を起
こす新たな感染症がパンデミックとし
て起こってくる可能性もあるので、私
たちとしてはそれに備えるような装置
をきちんと製品化して準備しておきた
いという思いがあります。
　池田　ありがとうございました。

ときに全身の血液中に投与する必要が
あって、それによって血液はほとんど
固まらなくなり、装置の中に血栓はで
きなくなるのですが、その一方で患者
さんには出血傾向が出現し、合併症も
起こっていたのです。そこで、ヘパリ
ンコーティングという、材料そのもの
の表面にヘパリン分子をくっつけるこ
とで、抗血栓性を高める研究を続けて
きました。
　その結果、従来のヘパリンコーティ
ングの技術に比べて単位面積当たり50
倍以上のヘパリンをくっつけることに
成功し、極めて強力なヘパリンコーテ
ィング材料「T-NCVCコーティング」
を開発して、1999年に製品化しました。
ちなみにT-NCVCのNCVCは国立循環
器病研究センターの略号となっていま
す。
　池田　すごいですね。材質自体にヘ
パリンが高濃度でコーティングされて
いるのですね。
　巽　はい。抗血栓性に関しては、も
う一つ大きな技術革新があります。こ
れは比較的最近明らかになったことな
のですが、ECMOの血液ポンプには遠
心ポンプが使われているのですが、こ
の遠心ポンプでは羽根車がポンプのケ
ーシングの中に内蔵されていて、それ
が１分間に数千回回転して血液を駆出
します。その羽根車には大きなシェア
ストレス（せん断応力）がかかって赤
血球が溶血したりするのですが、そう

いう問題点も解決して開発が進められ
てきました。さて、羽根車が回転する
のには軸と軸受けが必要で、軸受けに
軸がはまって接触回転することで、遠
心ポンプは安定して回転することがで
きます。ヘパリンを全身投与しながら
数時間使うにはそれで大丈夫だったの
ですが、日単位あるいは週単位で使う
と接触回転している部分に血栓ができ
て、だいたい数日から１週間程度経つ
と細かい血栓を血液中に飛ばし出すと
いう問題が、私たちの研究でわかって
きました。
　そこで、ある重工メーカーと共同研
究を始めました。その重工メーカーで
は、原子力発電所、火力発電所に用い
られる巨大なタービンを作っていまし
た。このタービンは300tとか400tの重
さがあります。このような巨大なター
ビンも軸で支えられながら回転するの
ですが、接触回転させる構造だと、軸
受けがその重さに耐えきれず即座に壊
れてしまうことになります。そこで、軸
と軸受けの間に流体を入れることによ
って非接触で回転する「動圧軸受け」と
いう機構が使われていたのです。この
技術を血液ポンプに応用しようと、そ
の重工メーカーとの共同研究で、ター
ビンに比べて1,000万分の１の重量の血
液ポンプにこの動圧軸受け技術を応用
することに成功しました。この非接触
で回転する世界初のディスポーザブル
遠心ポンプは、「BIOFLOAT-NCVC」
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と名づけましたが、このポンプではポ
ンプの軸受け部の血栓が大幅に低減、
というよりはほとんどできなくなりま
した。
　もう一つの特徴は、超小型軽量の
ECMOシステムに仕上げたことです。
従来のECMO装置というのは、テレビ
の報道でご覧になった方も多いと思い
ますが、血液ポンプや人工肺などのコ
アのパーツに加えていろいろなセンサ
ーを付ける必要があり、非常に複雑な
回路構成になっています。また大きく
て重い従来のECMO装置は、移動が非
常に難しく、ICU以外ではなかなか使
えないという状況でした。そこで、必
要なセンサー類も全部回路と駆動装置
内に組み込んで、しかも１人で持ち運
べるようなECMO装置に仕上げようと
考えました。人工肺と遠心ポンプを含
む回路はいいものができ上がったので、
今度はそれを装塡して駆動する小型軽
量の駆動装置を作ろうということにな
ったのです。そして、８年ぐらいの研
究開発を経て、世界最小、最軽量の、
１人で持ち運びができるECMO装置
が完成しました。この超小型の次世代
ECMOシステムは、2020年の３月から
臨床治験に入っています。

　池田　電池か何かで駆動するのでし
ょうか。
　巽　このポータブルECMO装置は、
内蔵のバッテリーと、それから脱着可
能な酸素ボンベユニットにより、完全
なスタンドアローン状態、つまりどん
なラインにもつながれていない状態で
１時間以上駆動することができます。
このような持ち運びとスタンドアロー
ン駆動が可能になると、例えば病院の
外の救急現場にこのECMO装置を持っ
ていって、そこで装着して救急車まで
運ぶことも可能になってきます。
　池田　例えばドクターヘリに応用し
たり、救急車に応用したりできるので
すね。今後の使われ方もそうですが、
先生が今行われている治験が期待され
ますね。
　巽　そうですね。今回はCOVID-19
の患者さんにも用いられていますが、
COVID-19がたとえ落ち着いたとして
も、今後同じように重症呼吸不全を起
こす新たな感染症がパンデミックとし
て起こってくる可能性もあるので、私
たちとしてはそれに備えるような装置
をきちんと製品化して準備しておきた
いという思いがあります。
　池田　ありがとうございました。

ときに全身の血液中に投与する必要が
あって、それによって血液はほとんど
固まらなくなり、装置の中に血栓はで
きなくなるのですが、その一方で患者
さんには出血傾向が出現し、合併症も
起こっていたのです。そこで、ヘパリ
ンコーティングという、材料そのもの
の表面にヘパリン分子をくっつけるこ
とで、抗血栓性を高める研究を続けて
きました。
　その結果、従来のヘパリンコーティ
ングの技術に比べて単位面積当たり50
倍以上のヘパリンをくっつけることに
成功し、極めて強力なヘパリンコーテ
ィング材料「T-NCVCコーティング」
を開発して、1999年に製品化しました。
ちなみにT-NCVCのNCVCは国立循環
器病研究センターの略号となっていま
す。
　池田　すごいですね。材質自体にヘ
パリンが高濃度でコーティングされて
いるのですね。
　巽　はい。抗血栓性に関しては、も
う一つ大きな技術革新があります。こ
れは比較的最近明らかになったことな
のですが、ECMOの血液ポンプには遠
心ポンプが使われているのですが、こ
の遠心ポンプでは羽根車がポンプのケ
ーシングの中に内蔵されていて、それ
が１分間に数千回回転して血液を駆出
します。その羽根車には大きなシェア
ストレス（せん断応力）がかかって赤
血球が溶血したりするのですが、そう

いう問題点も解決して開発が進められ
てきました。さて、羽根車が回転する
のには軸と軸受けが必要で、軸受けに
軸がはまって接触回転することで、遠
心ポンプは安定して回転することがで
きます。ヘパリンを全身投与しながら
数時間使うにはそれで大丈夫だったの
ですが、日単位あるいは週単位で使う
と接触回転している部分に血栓ができ
て、だいたい数日から１週間程度経つ
と細かい血栓を血液中に飛ばし出すと
いう問題が、私たちの研究でわかって
きました。
　そこで、ある重工メーカーと共同研
究を始めました。その重工メーカーで
は、原子力発電所、火力発電所に用い
られる巨大なタービンを作っていまし
た。このタービンは300tとか400tの重
さがあります。このような巨大なター
ビンも軸で支えられながら回転するの
ですが、接触回転させる構造だと、軸
受けがその重さに耐えきれず即座に壊
れてしまうことになります。そこで、軸
と軸受けの間に流体を入れることによ
って非接触で回転する「動圧軸受け」と
いう機構が使われていたのです。この
技術を血液ポンプに応用しようと、そ
の重工メーカーとの共同研究で、ター
ビンに比べて1,000万分の１の重量の血
液ポンプにこの動圧軸受け技術を応用
することに成功しました。この非接触
で回転する世界初のディスポーザブル
遠心ポンプは、「BIOFLOAT-NCVC」
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松島病院大腸肛門病センター総院長
松　島　　誠

（聞き手　池田志斈）

　最近『「おしりの病気」アトラス』（稲次直樹著）にて、skin tagという言葉を
初めて知りました。skin tagの１）病態生理、２）自他覚症状、３）治療法につ
いてご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

skin tag

　池田　少し聞き慣れない言葉ですが、
肛門領域のskin tagについて質問が来
ています。いったいこれはどのような
ものなのでしょうか。
　松島　簡単に言えば、肛門の周囲に
ある皮膚のたるみです。肛門には外か
ら見たときに肛門縁と呼ばれる部分が
あります。皮膚が肛門の中へ入ってい
く部分ですね。それが肛門縁、anal 
vergeです。そこから外側へ向かって
肛門の皺襞、しわがあるのですが、そ
の部位、すなわちだいたいanal verge
から２～３㎝ぐらいまでの範囲にでき
る細胞浸潤のない線維性の肥厚がskin 
tagです。
　池田　病理を取ると、皮膚でもskin 
tagといいますが、有茎性の腫瘍で周
囲が上皮で覆われていて、中は線維性

のもの、そんな感じなのでしょうか。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　肛門縁から外方の皺襞のとこ
ろまでの２㎝ぐらいのところですから、
見えないのでしょうか。
　松島　肛門の外側ですから、患者さ
ん自身が見ようとすれば見ることがで
きるし、我々も診察の際にskin tagを
確認することができます。
　池田　これは自覚症状はないのです
か。
　松島　自覚症状としては、基本的に
は痛みだとか浸出液が出るとかはあり
ません。お風呂場等で触れて気がつい
たとか、排便の際に、紙で拭いたりし
てもなかなかきれいにならない、こす
りすぎてひりひりした、またはパート
ナーから何かがあると言われて初めて

気がつくものです。
　池田　では自覚症状はないというこ
とですね。
　松島　基本的にはありません。
　池田　そういった偶発的なことでわ
かってくるのですね。
　松島　そうです。
　池田　どうしてこれはできるのでし
ょうか。
　松島　基本的には外的な刺激が一番
多いです。例えば、紙で一生懸命拭い
たりしているうちに皮膚が肥厚したも
のや、血栓性外痔核という病態があり
ますが、これは肛門の周囲皮下におけ
る小静脈内の血栓の形成です。血栓性
外痔核は多くの場合、突然の強い痛み
と腫れを伴って発症します。痛みは括
約筋のスパズムが関与しており、２～ 
３日で鎮静化します。皮下の血栓が吸
収、消失するまでには時間がかかりま
すので、結果、過伸展した皮膚がその
まま残存して、tagのような形で残る
ことがあります。ただ、その時点では
痛みや違和感などは消失しており、あ
りません。最初に血栓ができたときに、
だいぶ腫れたなと思っていても、その
後、小さくなって、意識しなくなり、
skin tagの状態でそのまま残存します。
　ほかの原因に、裂肛があります。裂
肛が繰り返されたときに肛門管の中に
ある切れ痔の外側縁、ちょうどanal 
vergeのあたりに、裂肛の刺激によっ
て皮膚の過形成が起きてきます。我々

はそれをsentinel tagとか見張りいぼ
という表現をしますが、裂肛の治癒後
もそのまま残って、skin tagになるも
のもあります。
　池田　skin tagの状態になっている
と、原因はあまりわからなくなってく
るのですね。
　松島　そうです。突然としてskin tag
ができるわけではなく、原因となる疾
患ははるか以前のことなので、原因不
明のものがほとんどです。
　池田　そういうことを考えると、若
い方にはないということですか。
　松島　おっしゃるとおりです。年齢
的な変化ともとらえています。若い女

図
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松島病院大腸肛門病センター総院長
松　島　　誠

（聞き手　池田志斈）

　最近『「おしりの病気」アトラス』（稲次直樹著）にて、skin tagという言葉を
初めて知りました。skin tagの１）病態生理、２）自他覚症状、３）治療法につ
いてご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

skin tag

　池田　少し聞き慣れない言葉ですが、
肛門領域のskin tagについて質問が来
ています。いったいこれはどのような
ものなのでしょうか。
　松島　簡単に言えば、肛門の周囲に
ある皮膚のたるみです。肛門には外か
ら見たときに肛門縁と呼ばれる部分が
あります。皮膚が肛門の中へ入ってい
く部分ですね。それが肛門縁、anal 
vergeです。そこから外側へ向かって
肛門の皺襞、しわがあるのですが、そ
の部位、すなわちだいたいanal verge
から２～３㎝ぐらいまでの範囲にでき
る細胞浸潤のない線維性の肥厚がskin 
tagです。
　池田　病理を取ると、皮膚でもskin 
tagといいますが、有茎性の腫瘍で周
囲が上皮で覆われていて、中は線維性

のもの、そんな感じなのでしょうか。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　肛門縁から外方の皺襞のとこ
ろまでの２㎝ぐらいのところですから、
見えないのでしょうか。
　松島　肛門の外側ですから、患者さ
ん自身が見ようとすれば見ることがで
きるし、我々も診察の際にskin tagを
確認することができます。
　池田　これは自覚症状はないのです
か。
　松島　自覚症状としては、基本的に
は痛みだとか浸出液が出るとかはあり
ません。お風呂場等で触れて気がつい
たとか、排便の際に、紙で拭いたりし
てもなかなかきれいにならない、こす
りすぎてひりひりした、またはパート
ナーから何かがあると言われて初めて

気がつくものです。
　池田　では自覚症状はないというこ
とですね。
　松島　基本的にはありません。
　池田　そういった偶発的なことでわ
かってくるのですね。
　松島　そうです。
　池田　どうしてこれはできるのでし
ょうか。
　松島　基本的には外的な刺激が一番
多いです。例えば、紙で一生懸命拭い
たりしているうちに皮膚が肥厚したも
のや、血栓性外痔核という病態があり
ますが、これは肛門の周囲皮下におけ
る小静脈内の血栓の形成です。血栓性
外痔核は多くの場合、突然の強い痛み
と腫れを伴って発症します。痛みは括
約筋のスパズムが関与しており、２～ 
３日で鎮静化します。皮下の血栓が吸
収、消失するまでには時間がかかりま
すので、結果、過伸展した皮膚がその
まま残存して、tagのような形で残る
ことがあります。ただ、その時点では
痛みや違和感などは消失しており、あ
りません。最初に血栓ができたときに、
だいぶ腫れたなと思っていても、その
後、小さくなって、意識しなくなり、
skin tagの状態でそのまま残存します。
　ほかの原因に、裂肛があります。裂
肛が繰り返されたときに肛門管の中に
ある切れ痔の外側縁、ちょうどanal 
vergeのあたりに、裂肛の刺激によっ
て皮膚の過形成が起きてきます。我々

はそれをsentinel tagとか見張りいぼ
という表現をしますが、裂肛の治癒後
もそのまま残って、skin tagになるも
のもあります。
　池田　skin tagの状態になっている
と、原因はあまりわからなくなってく
るのですね。
　松島　そうです。突然としてskin tag
ができるわけではなく、原因となる疾
患ははるか以前のことなので、原因不
明のものがほとんどです。
　池田　そういうことを考えると、若
い方にはないということですか。
　松島　おっしゃるとおりです。年齢
的な変化ともとらえています。若い女

図
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性や男性なら通常、子どものようにき
れいな肛門の人が多いわけですが、そ
ういう人たちには少なく、分娩後や中
年から高齢者に多く見られます。
　池田　そういう意味では、最近の温
水洗浄便座を中心にいろいろトイレの
仕方が変わってきていますので、今後
またskin tagのできる頻度も変わって
くる可能性はあるということですか。
　松島　そうですね。昔はそれこそ紙
で拭くしかなかったですし、その紙の
質も悪く粗い紙だった時代には、一生
懸命こすっているうちに皮膚が肥厚し、
skin tagを形成することがあったかも
しれません。現在では洗浄便座などで
優しく洗い流して、水分を軽く吸い取
るだけで排便後の処置が済むので、skin 
tagは減ってくるという可能性はあり
ます。
　池田　患者さんはいろいろほかの疾
患が心配だと思うのですが、鑑別とし
てはどのような疾患があるのでしょう
か。
　松島　基本的には正常な皮膚が大き
くなっただけですから、視診だけでほ
とんど判断できます。鑑別診断として
はいわゆるヒトパピローマウイルスに
よる尖圭コンジローマや、ma lignant 
melanomaは重要です。それ以外に外
痔核や慢性裂肛や肛門ポリープ、通常
の痔核、外痔核と痔瘻の２次口周囲や
クローン病による炎症性変化などもあ
ります。

　池田　その辺も頭に置きつつ診療し
ていくということですね。
　松島　はい。
　池田　それと、あと治療法について
の質問ですが、どのようにされるので
しょうか。
　松島　基本的にまず治療を希望する
かしないかから始まります。患者さん
自身が、例えば排便後、なかなかきれ
いにならないとか、下着がすれて痛み
や軽い出血を起こす、生活上不都合で
あるという場合に外科的に切除して治
療します。基本的に薬剤を使っても、
小さくなったりするものではないので、
治療に関しては切除が一番適切である
と思います。
　池田　切除方法はどのようなことを
行うのでしょうか。
　松島　局麻下にメッツェンバームな
どで切除します。出血した場合にはバ
イポーラか何かで止血する程度で、圧
迫止血でも十分に対応できます。
　池田　切除して出血がなければ押さ
えて終わりにして、出血したらバイポ
ーラで止血するということですね。
　松島　しばらくは傷口がしみたりし
ますので、軟膏処置ぐらいはしておき
ますが、だいたい１週間ほどで症状は
全くなくなります。
　池田　先ほどメラノーマなどの話が
あったのですが、このskin tagが悪性
化することはあるのでしょうか。
　松島　基本的にはありません。

　池田　そういう意味では、患者さん
の要求がなければほうっておくという
ことですね。
　松島　そうですね。
　池田　先ほど温水洗浄便座の話も出
たのですが、温水洗浄便座の使い方は
すごく個人差があると思います。一番
適切な使い方というのがあるのでしょ
うか。
　松島　肛門科領域で、温水洗浄便座
症候群といわれるものがあります。間
違えた使用法としては、まずは洗いす
ぎですね。排便後に、何とかきれいに
しなければいけない。細菌がくっつい
ていたりするのも許せないということ
で一生懸命洗う方がいらっしゃいます。
我々は温水洗浄便座を使うのだったら
30秒以内と考えて話をするのですが、
長時間洗い続ける。表面に付いた便を
洗い流すだけなので、水の勢いも強い
必要はないと思うのですが、それを一
番強い水圧で洗い続ける方がいて、肛
門周囲の皮膚がドライな状態になって、
かゆみや出血や分泌物を生じ、肥厚や
色素沈着などが生じます。理想的な温
水洗浄便座の使い方は、排便直後に表
面についた汚れを落とすように20～30
秒当てて、軽く水分を吸い取るように
紙を当て、まだ汚れが付いていたら、
そこを狙ってざっと洗い流して、それ
で見える汚れがなければ終了と。
　池田　思ったよりも短時間で弱い力
でということですね。

　松島　そうです。
　池田　温水洗浄便座のまた違った不
適切な使用という話があったのですが、
どのような使い方をされている人がい
るのでしょうか。
　松島　排便をする前に温水洗浄便座
を使う。どういうことかと考えてしま
うところですが、肛門を刺激して便を
出す。赤ん坊にお母さんがこより浣腸
といって肛門を刺激することで排便さ
せるのと同様に、その反射を利用して、
排便する前に肛門に温水洗浄便座の水
を当てて刺激して出す方がいます。さ
らには水圧を上げて、肛門管内に水を
入れて、それで排便を促すという方も
います。なかなか信じられないところ
ですが、肛門の静止圧、力を抜いた状
態の圧力はだいたい50㎜Hgぐらいな
ので、本来ならば温水洗浄便座の水圧
のほうが低く、入るはずがないのです
が、実際にいきんで排便をしようとし
たときに肛門管内圧は20～30㎜Hgぐ
らいに落ちます。その状況だと直腸内
に水が入りますので、それを利用しな
がら排便を促す方がいます。
　池田　かなり研究してそこへ持って
いくのですね。
　松島　経験的に学んだのでしょうね。
　池田　自然に入ってくるものかと思
っていたのですが、逆にいきむと入っ
てくるのですね。
　松島　通常、肛門の静止圧、肛門管
内圧は50㎜Hgぐらいあるので、それ
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性や男性なら通常、子どものようにき
れいな肛門の人が多いわけですが、そ
ういう人たちには少なく、分娩後や中
年から高齢者に多く見られます。
　池田　そういう意味では、最近の温
水洗浄便座を中心にいろいろトイレの
仕方が変わってきていますので、今後
またskin tagのできる頻度も変わって
くる可能性はあるということですか。
　松島　そうですね。昔はそれこそ紙
で拭くしかなかったですし、その紙の
質も悪く粗い紙だった時代には、一生
懸命こすっているうちに皮膚が肥厚し、
skin tagを形成することがあったかも
しれません。現在では洗浄便座などで
優しく洗い流して、水分を軽く吸い取
るだけで排便後の処置が済むので、skin 
tagは減ってくるという可能性はあり
ます。
　池田　患者さんはいろいろほかの疾
患が心配だと思うのですが、鑑別とし
てはどのような疾患があるのでしょう
か。
　松島　基本的には正常な皮膚が大き
くなっただけですから、視診だけでほ
とんど判断できます。鑑別診断として
はいわゆるヒトパピローマウイルスに
よる尖圭コンジローマや、ma lignant 
melanomaは重要です。それ以外に外
痔核や慢性裂肛や肛門ポリープ、通常
の痔核、外痔核と痔瘻の２次口周囲や
クローン病による炎症性変化などもあ
ります。

　池田　その辺も頭に置きつつ診療し
ていくということですね。
　松島　はい。
　池田　それと、あと治療法について
の質問ですが、どのようにされるので
しょうか。
　松島　基本的にまず治療を希望する
かしないかから始まります。患者さん
自身が、例えば排便後、なかなかきれ
いにならないとか、下着がすれて痛み
や軽い出血を起こす、生活上不都合で
あるという場合に外科的に切除して治
療します。基本的に薬剤を使っても、
小さくなったりするものではないので、
治療に関しては切除が一番適切である
と思います。
　池田　切除方法はどのようなことを
行うのでしょうか。
　松島　局麻下にメッツェンバームな
どで切除します。出血した場合にはバ
イポーラか何かで止血する程度で、圧
迫止血でも十分に対応できます。
　池田　切除して出血がなければ押さ
えて終わりにして、出血したらバイポ
ーラで止血するということですね。
　松島　しばらくは傷口がしみたりし
ますので、軟膏処置ぐらいはしておき
ますが、だいたい１週間ほどで症状は
全くなくなります。
　池田　先ほどメラノーマなどの話が
あったのですが、このskin tagが悪性
化することはあるのでしょうか。
　松島　基本的にはありません。

　池田　そういう意味では、患者さん
の要求がなければほうっておくという
ことですね。
　松島　そうですね。
　池田　先ほど温水洗浄便座の話も出
たのですが、温水洗浄便座の使い方は
すごく個人差があると思います。一番
適切な使い方というのがあるのでしょ
うか。
　松島　肛門科領域で、温水洗浄便座
症候群といわれるものがあります。間
違えた使用法としては、まずは洗いす
ぎですね。排便後に、何とかきれいに
しなければいけない。細菌がくっつい
ていたりするのも許せないということ
で一生懸命洗う方がいらっしゃいます。
我々は温水洗浄便座を使うのだったら
30秒以内と考えて話をするのですが、
長時間洗い続ける。表面に付いた便を
洗い流すだけなので、水の勢いも強い
必要はないと思うのですが、それを一
番強い水圧で洗い続ける方がいて、肛
門周囲の皮膚がドライな状態になって、
かゆみや出血や分泌物を生じ、肥厚や
色素沈着などが生じます。理想的な温
水洗浄便座の使い方は、排便直後に表
面についた汚れを落とすように20～30
秒当てて、軽く水分を吸い取るように
紙を当て、まだ汚れが付いていたら、
そこを狙ってざっと洗い流して、それ
で見える汚れがなければ終了と。
　池田　思ったよりも短時間で弱い力
でということですね。

　松島　そうです。
　池田　温水洗浄便座のまた違った不
適切な使用という話があったのですが、
どのような使い方をされている人がい
るのでしょうか。
　松島　排便をする前に温水洗浄便座
を使う。どういうことかと考えてしま
うところですが、肛門を刺激して便を
出す。赤ん坊にお母さんがこより浣腸
といって肛門を刺激することで排便さ
せるのと同様に、その反射を利用して、
排便する前に肛門に温水洗浄便座の水
を当てて刺激して出す方がいます。さ
らには水圧を上げて、肛門管内に水を
入れて、それで排便を促すという方も
います。なかなか信じられないところ
ですが、肛門の静止圧、力を抜いた状
態の圧力はだいたい50㎜Hgぐらいな
ので、本来ならば温水洗浄便座の水圧
のほうが低く、入るはずがないのです
が、実際にいきんで排便をしようとし
たときに肛門管内圧は20～30㎜Hgぐ
らいに落ちます。その状況だと直腸内
に水が入りますので、それを利用しな
がら排便を促す方がいます。
　池田　かなり研究してそこへ持って
いくのですね。
　松島　経験的に学んだのでしょうね。
　池田　自然に入ってくるものかと思
っていたのですが、逆にいきむと入っ
てくるのですね。
　松島　通常、肛門の静止圧、肛門管
内圧は50㎜Hgぐらいあるので、それ
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だと水は多分入りません。ところが、
いきんだ場合には肛門自体が脱転し肛
門管長が短くなり、なおかつ圧力が下
がるので、中に水を入れることができ
るようになってしまうのです。
　池田　でも、そこまで当てていると、
例えば肛門管の粘膜の乾燥であるとか、
粘液が消失してしまいますよね。
　松島　そうです。
　池田　そこで便が出てきたときに亀
裂が生じたりしますね。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　それから感染が生じるとか、
そういうことなのですね。
　松島　そうですね。そういう方に直
腸肛門指診をしますと、肛門管上皮は
硬くてざらざらしていますし、外側を
見ても、皮膚がドライな状態で、ずい
ぶん荒れた肛門だなと。そういう人に
尋ねると、温水洗浄便座をそのように
使っていると言うので、治療はそれを
やめさせることから始まるのです。

　池田　そういった状態が続いて、先
ほどの裂肛ができたり、感染が起きた
りすると、skin tagができやすくなる
のですね。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　そういう意味では、単純に温
水洗浄便座が広がったから痔もできに
くくなったり、skin tagもできにくく
なっているとは言い切れないのですね。
　松島　そうですね。
　池田　やはりそのあたりの教育です
ね。
　松島　排便というのは個室での孤独
な行為なので、両親も学校の先生も誰
も教えてくれない。自分でトイレの中
で理解、納得し自己完結するようなと
ころがあるので、肛門科の診療におい
て、排便習慣の改善や、正しい排便習
慣を伝えることは、非常に重要な事柄
であると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

中野皮膚科クリニック院長
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　帯状疱疹についてご教示ください。
　１．成人、小児の抗ウイルス薬の使用法
　２．局所の治療法
　３．長引く神経痛の対策
　４．予防接種の施行法と効果
 ＜埼玉県開業医＞

帯状疱疹

　池田　帯状疱疹について４つほど質
問が来ています。まず帯状疱疹はどん
な病気なのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹は、小さい頃にかか
った水痘のウイルスが神経節に潜伏し
ていて、それが再活性化して起きる病
態です。なので、帯状疱疹のウイルス
と水痘のウイルスは同じウイルスにな
ります。
　池田　長いこと隠れているというこ
とですね。
　松尾　そうですね。神経細胞の中に
潜伏し、水痘・帯状疱疹ウイルスに対
する免疫が落ちると活性化が起きます
ので、高齢者に多い疾患になります。
　池田　初めの質問で、成人、小児の

抗ウイルス薬の使用法と書いてあるの
ですけれども、小児にも帯状疱疹は起
きるのですか。
　松尾　１歳未満で水痘に罹ると、早
くに再発することが多いというデータ
があり、５歳、10歳とか、そういう年
齢でも帯状疱疹を起こすことがありま
す。
　池田　そうなのですか。まず成人の
抗ウイルス薬の使用法ですけれども、
新しく発売されたアメナメビルは、ど
のように使われるのでしょうか。
　松尾　成人の場合、内服できる薬剤
は４種類ありまして、アシクロビル、
バラシクロビル、ファムシクロビル、
最近出たアメナメビルになります。最
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だと水は多分入りません。ところが、
いきんだ場合には肛門自体が脱転し肛
門管長が短くなり、なおかつ圧力が下
がるので、中に水を入れることができ
るようになってしまうのです。
　池田　でも、そこまで当てていると、
例えば肛門管の粘膜の乾燥であるとか、
粘液が消失してしまいますよね。
　松島　そうです。
　池田　そこで便が出てきたときに亀
裂が生じたりしますね。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　それから感染が生じるとか、
そういうことなのですね。
　松島　そうですね。そういう方に直
腸肛門指診をしますと、肛門管上皮は
硬くてざらざらしていますし、外側を
見ても、皮膚がドライな状態で、ずい
ぶん荒れた肛門だなと。そういう人に
尋ねると、温水洗浄便座をそのように
使っていると言うので、治療はそれを
やめさせることから始まるのです。

　池田　そういった状態が続いて、先
ほどの裂肛ができたり、感染が起きた
りすると、skin tagができやすくなる
のですね。
　松島　おっしゃるとおりです。
　池田　そういう意味では、単純に温
水洗浄便座が広がったから痔もできに
くくなったり、skin tagもできにくく
なっているとは言い切れないのですね。
　松島　そうですね。
　池田　やはりそのあたりの教育です
ね。
　松島　排便というのは個室での孤独
な行為なので、両親も学校の先生も誰
も教えてくれない。自分でトイレの中
で理解、納得し自己完結するようなと
ころがあるので、肛門科の診療におい
て、排便習慣の改善や、正しい排便習
慣を伝えることは、非常に重要な事柄
であると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

中野皮膚科クリニック院長
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　帯状疱疹についてご教示ください。
　１．成人、小児の抗ウイルス薬の使用法
　２．局所の治療法
　３．長引く神経痛の対策
　４．予防接種の施行法と効果
 ＜埼玉県開業医＞

帯状疱疹

　池田　帯状疱疹について４つほど質
問が来ています。まず帯状疱疹はどん
な病気なのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹は、小さい頃にかか
った水痘のウイルスが神経節に潜伏し
ていて、それが再活性化して起きる病
態です。なので、帯状疱疹のウイルス
と水痘のウイルスは同じウイルスにな
ります。
　池田　長いこと隠れているというこ
とですね。
　松尾　そうですね。神経細胞の中に
潜伏し、水痘・帯状疱疹ウイルスに対
する免疫が落ちると活性化が起きます
ので、高齢者に多い疾患になります。
　池田　初めの質問で、成人、小児の

抗ウイルス薬の使用法と書いてあるの
ですけれども、小児にも帯状疱疹は起
きるのですか。
　松尾　１歳未満で水痘に罹ると、早
くに再発することが多いというデータ
があり、５歳、10歳とか、そういう年
齢でも帯状疱疹を起こすことがありま
す。
　池田　そうなのですか。まず成人の
抗ウイルス薬の使用法ですけれども、
新しく発売されたアメナメビルは、ど
のように使われるのでしょうか。
　松尾　成人の場合、内服できる薬剤
は４種類ありまして、アシクロビル、
バラシクロビル、ファムシクロビル、
最近出たアメナメビルになります。最
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すね。決して抗生物質の外用をする必
要はないわけですね。
　松尾　初期はないと思います。
　池田　皆さん、ゲンタマイシン硫酸
塩軟膏とかすぐ出されますけれども。
　松尾　そういう医師が多いのですが、
実際は必要ないのではないかと思いま
す。
　池田　何かで保護してあげればいい
ということですね。
　松尾　はい。
　池田　３番目の質問で、長引く神経
痛の対策と書いてあるのですけれども、
帯状疱疹後神経痛はいつからそういう
診断になるのでしょうか。
　松尾　急性期の疼痛と帯状疱疹後神
経痛とに大きく分かれると思うのです
が、３カ月以降も続く痛みが帯状疱疹
後神経痛と定義されています。その痛
みは、いわゆる神経障害性疼痛といわ
れるような神経が変性したことによる
痛みになってきますので、初期に使う
NSAIDs、アセトアミノフェンといっ
た薬は効きにくいことがわかっていま
す。
　池田　神経自体が傷んでしまってい
るということですね。
　松尾　そうですね。炎症が終わった
後の変性の痛みということになります。
　池田　そういう場合はどういう対策
をされるのでしょうか。
　松尾　そういった痛みには三環系の
抗うつ薬のアミトリプチリンであると

かノリトリプチリン、あとはカルシウ
ムチャネルのα2γブロッカーであるプ
レガバリンという薬があります。最近
ではミロガバリンという薬も、使われ
るようになってきています。
　池田　プレガバリンとかベシル酸塩
の使い方ですけれども、最初からフル
ドーズで使うのでしょうか。それとも、
ある程度段階を経て量を上げていくの
でしょうか。
　松尾　最初からフルドーズを使いま
すと、眠気や、ふらつきが多く出ます
ので、最初は夜だけ、しかも少ない量
で投与して、徐々に上げていくという
方法が推奨されます。特に帯状疱疹は
高齢者に多い疾患ですので注意が必要
です。
　池田　やはり高齢者はもともと身体
機能が落ちていますよね。こういった
ものをたくさん使ってしまうと、例え
ば転倒したりとか、そういうことにな
るのでしょうか。
　松尾　夜間の排尿時などに転倒のリ
スクが増えますので、１週間程度は低
用量で投与して、そこで受診していた
だいて、また量を決めていくほうがい
いと思います。
　池田　ステップ・バイ・ステップで
少しずつ増やしていくということです
ね。
　松尾　そうですね。
　池田　アミトリプチリンもそうです
けれども、こういったものは単剤でい

初の３剤は主に腎臓で代謝される薬な
ので、腎機能に応じて用量調整が必要
ですが、アメナメビルは腎での代謝が
少ない薬ですので、腎機能に応じた用
量調整が必要ないという点で使いやす
い薬だと思います。
　池田　小児の場合は大人と同じよう
に使うのでしょうか。
　松尾　小児の場合は、量が少なくな
りますので、顆粒製剤を使います。そ
の場合はアシクロビルとバラシクロビ
ル、この２剤のみ使用できます。
　池田　制限があるのですね。成人で
すと１週間使うことになるのですけれ
ども、小児の場合も１週間なのでしょ
うか。
　松尾　小児も１週間しっかりのんで
いただいたほうが、発疹の治りがよい
というデータがあります。ただし、小
児では痛みがそれほど続くことはあり
ません。
　池田　痛みのことが出たのですけれ
ども、例えば抗ウイルス薬を使うのが
適切な時期は、発症からどのくらいの
間なのでしょうか。
　松尾　やはり５日以内に使うほうが
よりいいとされています。ただ、デー
タとしては３日以内に始めた治験が多
いので、より早期に使い始めるほうが
いいと思います。
　池田　あとで長引く神経痛の対策と
いうのが出てくるのですけれども、早
く始めたほうがいいということですね。

　松尾　そうですね。ウイルスの増殖
は治療が遅れるとより多くなりますの
で、神経が壊れる度合いも多くなりま
す。そうすると、神経痛が長引くとい
うことになると思います。
　池田　なるべく早くということです
ね。２番目の質問は抗ウイルス薬を内
服、あるいは入院すると点滴というこ
とになりますが、皮膚症状の水疱があ
るところはどうしたらいいのでしょう
かというものです。
　松尾　外用に関しては、抗ウイルス
薬を用いる場合はビダラビンという薬
しか適用はありません。ただし抗ウイ
ルス薬を内服してビダラビンを外用し
た群、もしくはプラセボを外用した群
を比べてみますと、治癒期間に関して
有意差はあまり得られないというデー
タがあります。外用に関してはあまり
抗ウイルス薬にこだわる必要はないと
思います。
　池田　松尾先生ご自身は、どういう
ものを使われるのですか。
　松尾　表面の刺激による痛みがあり
ますので、軟膏基剤で覆ってあげるの
がいいと思います。NSAIDsの外用や、
抗菌薬の外用もよく使われています。
ただし、最初の時期には菌はいません
ので、NSAIDsの外用で、かぶれにく
いものを用いるのがいいと思います。
ただ、あえてNSAIDsを使う必要はな
く、ワセリンでも十分かとは思います。
　池田　保護してあげるということで
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すね。決して抗生物質の外用をする必
要はないわけですね。
　松尾　初期はないと思います。
　池田　皆さん、ゲンタマイシン硫酸
塩軟膏とかすぐ出されますけれども。
　松尾　そういう医師が多いのですが、
実際は必要ないのではないかと思いま
す。
　池田　何かで保護してあげればいい
ということですね。
　松尾　はい。
　池田　３番目の質問で、長引く神経
痛の対策と書いてあるのですけれども、
帯状疱疹後神経痛はいつからそういう
診断になるのでしょうか。
　松尾　急性期の疼痛と帯状疱疹後神
経痛とに大きく分かれると思うのです
が、３カ月以降も続く痛みが帯状疱疹
後神経痛と定義されています。その痛
みは、いわゆる神経障害性疼痛といわ
れるような神経が変性したことによる
痛みになってきますので、初期に使う
NSAIDs、アセトアミノフェンといっ
た薬は効きにくいことがわかっていま
す。
　池田　神経自体が傷んでしまってい
るということですね。
　松尾　そうですね。炎症が終わった
後の変性の痛みということになります。
　池田　そういう場合はどういう対策
をされるのでしょうか。
　松尾　そういった痛みには三環系の
抗うつ薬のアミトリプチリンであると

かノリトリプチリン、あとはカルシウ
ムチャネルのα2γブロッカーであるプ
レガバリンという薬があります。最近
ではミロガバリンという薬も、使われ
るようになってきています。
　池田　プレガバリンとかベシル酸塩
の使い方ですけれども、最初からフル
ドーズで使うのでしょうか。それとも、
ある程度段階を経て量を上げていくの
でしょうか。
　松尾　最初からフルドーズを使いま
すと、眠気や、ふらつきが多く出ます
ので、最初は夜だけ、しかも少ない量
で投与して、徐々に上げていくという
方法が推奨されます。特に帯状疱疹は
高齢者に多い疾患ですので注意が必要
です。
　池田　やはり高齢者はもともと身体
機能が落ちていますよね。こういった
ものをたくさん使ってしまうと、例え
ば転倒したりとか、そういうことにな
るのでしょうか。
　松尾　夜間の排尿時などに転倒のリ
スクが増えますので、１週間程度は低
用量で投与して、そこで受診していた
だいて、また量を決めていくほうがい
いと思います。
　池田　ステップ・バイ・ステップで
少しずつ増やしていくということです
ね。
　松尾　そうですね。
　池田　アミトリプチリンもそうです
けれども、こういったものは単剤でい

初の３剤は主に腎臓で代謝される薬な
ので、腎機能に応じて用量調整が必要
ですが、アメナメビルは腎での代謝が
少ない薬ですので、腎機能に応じた用
量調整が必要ないという点で使いやす
い薬だと思います。
　池田　小児の場合は大人と同じよう
に使うのでしょうか。
　松尾　小児の場合は、量が少なくな
りますので、顆粒製剤を使います。そ
の場合はアシクロビルとバラシクロビ
ル、この２剤のみ使用できます。
　池田　制限があるのですね。成人で
すと１週間使うことになるのですけれ
ども、小児の場合も１週間なのでしょ
うか。
　松尾　小児も１週間しっかりのんで
いただいたほうが、発疹の治りがよい
というデータがあります。ただし、小
児では痛みがそれほど続くことはあり
ません。
　池田　痛みのことが出たのですけれ
ども、例えば抗ウイルス薬を使うのが
適切な時期は、発症からどのくらいの
間なのでしょうか。
　松尾　やはり５日以内に使うほうが
よりいいとされています。ただ、デー
タとしては３日以内に始めた治験が多
いので、より早期に使い始めるほうが
いいと思います。
　池田　あとで長引く神経痛の対策と
いうのが出てくるのですけれども、早
く始めたほうがいいということですね。

　松尾　そうですね。ウイルスの増殖
は治療が遅れるとより多くなりますの
で、神経が壊れる度合いも多くなりま
す。そうすると、神経痛が長引くとい
うことになると思います。
　池田　なるべく早くということです
ね。２番目の質問は抗ウイルス薬を内
服、あるいは入院すると点滴というこ
とになりますが、皮膚症状の水疱があ
るところはどうしたらいいのでしょう
かというものです。
　松尾　外用に関しては、抗ウイルス
薬を用いる場合はビダラビンという薬
しか適用はありません。ただし抗ウイ
ルス薬を内服してビダラビンを外用し
た群、もしくはプラセボを外用した群
を比べてみますと、治癒期間に関して
有意差はあまり得られないというデー
タがあります。外用に関してはあまり
抗ウイルス薬にこだわる必要はないと
思います。
　池田　松尾先生ご自身は、どういう
ものを使われるのですか。
　松尾　表面の刺激による痛みがあり
ますので、軟膏基剤で覆ってあげるの
がいいと思います。NSAIDsの外用や、
抗菌薬の外用もよく使われています。
ただし、最初の時期には菌はいません
ので、NSAIDsの外用で、かぶれにく
いものを用いるのがいいと思います。
ただ、あえてNSAIDsを使う必要はな
く、ワセリンでも十分かとは思います。
　池田　保護してあげるということで
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す。生ワクチンは、施設によって違う
と思いますけれども、だいたい１万円
弱ぐらいだと思います。これは１回接
種ですね。リコンビナントは２回接種
が必要なのですけれども、だいたい４ 
万円ちょっとぐらいになります。
　池田　一般の方だとちゅうちょして
しまいますかね。
　松尾　そうですね。
　池田　自身が以前、帯状疱疹になっ
た方だと、だいぶ時間がたったので打
っておこうという気がすると思うので
すけれども、帯状疱疹の痛みとか一般
の方はあまり認知しないですよね。ど
んな方が接種されるのですか。
　松尾　家族や周りの方で帯状疱疹を
された方がいて、それで苦しんでいる
のを見た方は接種される方が多いと思
います。
　池田　生ワクチンも、リコンビナン
トも免疫はどのぐらい活性化されてい
るのですか。
　松尾　生ワクチンはだいたい７～８
年はもつというデータがあります。リ
コンビナントも、2020年に論文が出ま
して、８年間は臨床的にもつというデ
ータが出ています。
　池田　８年間はそのまま様子を見て、
場合によってはまたその後打つかとい

うことですね。
　松尾　だいたい10年ぐらいでもう一
回打ってあげるのがいいのではないか
と考えています。
　池田　ご本人も安心でしょうね。
　松尾　そうですね。
　池田　推奨される一番最初の接種の
年齢はどのくらいの年齢なのでしょう
か。
　松尾　一応、認められているのは50
歳からということになります。ただ、
重症化のリスクなどを考えると、60歳
前ぐらいで打ってあげるのが一番いい
かなと思います。
　池田　そのくらいで打っておいて、
また70歳ぐらいで打つということです
ね。
　松尾　そうですね。それぐらいがい
いと思います。
　池田　今、高齢社会になりまして、
90歳の方たちも山ほどいますよね。で
すから、60、70、80、90ぐらいに打つ
ということでよろしいですか。
　松尾　100％は抑えられないのです
けれども、なったとしても痛みが弱く
なるとか、そういった面ではすごく利
点はあると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

くのでしょうか。それとも、合わせ技
でいくのでしょうか。
　松尾　例えばプレガバリンとアミト
リプチリンなど、コンビネーションで
いくほうがより除痛が得られるという
データはあります。ただし、安全性の
面からいきますと、三環系の抗うつ薬
なども眠気が強く来ますので、単剤で
少量から投与して、除痛が得られにく
い場合にコンビネーションでいくほう
がよりいいと思います。
　池田　一つ一つ低用量からというこ
とですね。
　松尾　そうですね。
　池田　いきなり投与してしまうと高
齢者はリスクが高いということですね。
　松尾　そうなります。
　池田　帯状疱疹の痛みがすごく強い
方がいますので、予防したほうがいい
のでしょうが、予防接種の実施とその
効果というのはエビデンスが得られて
いるのでしょうか。
　松尾　かなりエビデンスは集まって
います。本邦では帯状疱疹のワクチン
というのは、なかったのですけれども、
2016年から水痘の生ワクチンを帯状疱
疹のワクチンとして使用できるように
なりました。最近では2020年から、生
ワクチンではなくて、リコンビナント
ワクチンといわれる、帯状疱疹のウイ
ルスの一部の構造物とアジュバントを
組み合わせたワクチンが用いられるよ
うになってきています。

　効果は、生ワクチンに関しては海外
のデータが主なのですけれども、１回
接種で帯状疱疹の発症率をだいたい50
％ぐらい抑える。PHN、帯状疱疹後神
経痛に関しては、66％抑えるというデ
ータがあります。新しいリコンビナン
トのワクチンはけっこう成績がよくて、
50歳以上であればだいたい97％、70歳
以上でも90％以上に効果があるという
データがあります。
　池田　素晴らしいですね。生ワクチ
ンからリコンビナントに変わったとい
うのは何か理由があったのでしょうか。
　松尾　生ワクチンというのは、免疫
抑制がある方にはなかなか使いにくい
という欠点があります。リコンビナン
トであれば、ウイルス自体が増えるこ
とはありませんので、そういった面で
はすごく安全なワクチンであると言え
ると思います。
　池田　従来のイメージだと、生ワク
チンのほうがウイルス自体、全部を免
疫しますよね。リコンビナントは一部
ということで、イメージがちょっと逆
転していますね。
　松尾　ただ、実際、gGという糖蛋白
と今回のアジュバントを組み合わせた
場合、アジュバントがすごくよかった
らしく、免疫を維持することができた
ようです。
　池田　このワクチンは自費なのでし
ょうか。
　松尾　はい、両方とも自費になりま
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す。生ワクチンは、施設によって違う
と思いますけれども、だいたい１万円
弱ぐらいだと思います。これは１回接
種ですね。リコンビナントは２回接種
が必要なのですけれども、だいたい４ 
万円ちょっとぐらいになります。
　池田　一般の方だとちゅうちょして
しまいますかね。
　松尾　そうですね。
　池田　自身が以前、帯状疱疹になっ
た方だと、だいぶ時間がたったので打
っておこうという気がすると思うので
すけれども、帯状疱疹の痛みとか一般
の方はあまり認知しないですよね。ど
んな方が接種されるのですか。
　松尾　家族や周りの方で帯状疱疹を
された方がいて、それで苦しんでいる
のを見た方は接種される方が多いと思
います。
　池田　生ワクチンも、リコンビナン
トも免疫はどのぐらい活性化されてい
るのですか。
　松尾　生ワクチンはだいたい７～８
年はもつというデータがあります。リ
コンビナントも、2020年に論文が出ま
して、８年間は臨床的にもつというデ
ータが出ています。
　池田　８年間はそのまま様子を見て、
場合によってはまたその後打つかとい

うことですね。
　松尾　だいたい10年ぐらいでもう一
回打ってあげるのがいいのではないか
と考えています。
　池田　ご本人も安心でしょうね。
　松尾　そうですね。
　池田　推奨される一番最初の接種の
年齢はどのくらいの年齢なのでしょう
か。
　松尾　一応、認められているのは50
歳からということになります。ただ、
重症化のリスクなどを考えると、60歳
前ぐらいで打ってあげるのが一番いい
かなと思います。
　池田　そのくらいで打っておいて、
また70歳ぐらいで打つということです
ね。
　松尾　そうですね。それぐらいがい
いと思います。
　池田　今、高齢社会になりまして、
90歳の方たちも山ほどいますよね。で
すから、60、70、80、90ぐらいに打つ
ということでよろしいですか。
　松尾　100％は抑えられないのです
けれども、なったとしても痛みが弱く
なるとか、そういった面ではすごく利
点はあると思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

くのでしょうか。それとも、合わせ技
でいくのでしょうか。
　松尾　例えばプレガバリンとアミト
リプチリンなど、コンビネーションで
いくほうがより除痛が得られるという
データはあります。ただし、安全性の
面からいきますと、三環系の抗うつ薬
なども眠気が強く来ますので、単剤で
少量から投与して、除痛が得られにく
い場合にコンビネーションでいくほう
がよりいいと思います。
　池田　一つ一つ低用量からというこ
とですね。
　松尾　そうですね。
　池田　いきなり投与してしまうと高
齢者はリスクが高いということですね。
　松尾　そうなります。
　池田　帯状疱疹の痛みがすごく強い
方がいますので、予防したほうがいい
のでしょうが、予防接種の実施とその
効果というのはエビデンスが得られて
いるのでしょうか。
　松尾　かなりエビデンスは集まって
います。本邦では帯状疱疹のワクチン
というのは、なかったのですけれども、
2016年から水痘の生ワクチンを帯状疱
疹のワクチンとして使用できるように
なりました。最近では2020年から、生
ワクチンではなくて、リコンビナント
ワクチンといわれる、帯状疱疹のウイ
ルスの一部の構造物とアジュバントを
組み合わせたワクチンが用いられるよ
うになってきています。

　効果は、生ワクチンに関しては海外
のデータが主なのですけれども、１回
接種で帯状疱疹の発症率をだいたい50
％ぐらい抑える。PHN、帯状疱疹後神
経痛に関しては、66％抑えるというデ
ータがあります。新しいリコンビナン
トのワクチンはけっこう成績がよくて、
50歳以上であればだいたい97％、70歳
以上でも90％以上に効果があるという
データがあります。
　池田　素晴らしいですね。生ワクチ
ンからリコンビナントに変わったとい
うのは何か理由があったのでしょうか。
　松尾　生ワクチンというのは、免疫
抑制がある方にはなかなか使いにくい
という欠点があります。リコンビナン
トであれば、ウイルス自体が増えるこ
とはありませんので、そういった面で
はすごく安全なワクチンであると言え
ると思います。
　池田　従来のイメージだと、生ワク
チンのほうがウイルス自体、全部を免
疫しますよね。リコンビナントは一部
ということで、イメージがちょっと逆
転していますね。
　松尾　ただ、実際、gGという糖蛋白
と今回のアジュバントを組み合わせた
場合、アジュバントがすごくよかった
らしく、免疫を維持することができた
ようです。
　池田　このワクチンは自費なのでし
ょうか。
　松尾　はい、両方とも自費になりま
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

慶應義塾大学循環器内科准教授
佐　野　元　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

心不全と高血圧・糖尿病

　齊藤　心不全関連ということで、主
に糖尿病との関連をうかがいます。
　これは最近非常に話題になってきて
いますけれども、どういった経緯でし
ょうか。
　佐野　もともと糖尿病の患者さんに
おける心血管系の合併症というと、や
はり心筋梗塞というイメージが強かっ
たです。これまで心筋梗塞の発症をい
かに予防するかということで、高血圧
の方は血圧を下げる。LDLコレステロ
ール（悪玉コレステロール）が高い方
はLDLコレステロールを下げる。それ
から血糖値が高い方はしっかり血糖値
を下げる。たばこを吸っている方には
たばこをやめていただくという診療を
続けてきました。実は心筋梗塞の発症
に関しては、そういったことがしっか
りと守られている糖尿病の患者さんで
あれば、糖尿病ではない健康な方のレ
ベルまで抑制できることが疫学研究で
わかっています。
　ところが、治療によってこれらの危
険因子がすべてコントロールされてい

ても、糖尿病の患者さんが心不全を発
症するリスクが依然として高いままで
あるのが大きな問題です。現在、リア
ルワールドでは心筋梗塞で緊急入院す
る患者さんよりも、心不全で入院する
患者さんのほうが２～３倍多いことが
わかっています。
　齊藤　これは高齢化も関係するので
しょうね。
　佐野　はい。
　齊藤　糖尿病もいろいろな薬があり
ますが、それぞれにこういったことが
調べられているのでしょうか。
　佐野　糖尿病薬に関しては、一昔前
に、ある糖尿病薬を投与すると、患者
さんの血糖値コントロールに関しては
非常にいい効果を発揮したのですが、
市販後調査をしてみると、実はその薬
を使っていると、かえって心筋梗塞に
よる死亡が増えていたという非常にシ
ョッキングなデータが海外の一流誌に
発表されました。そういったことを重
く受け止めた、アメリカの厚生労働省
に相当するFDAが、それ以降の糖尿病

の新薬に関しては、血糖値を下げるだ
けではだめですよと。その薬を糖尿病
の患者さんに投与した結果、少なくと
も心筋梗塞や脳梗塞の発症、およびそ
れに関連した死亡を増やさない、安全
であることを証明しないとアメリカで
薬を売ってはいけませんということに
しました。それを受けて、DPP-４阻
害薬以降の新しい糖尿病薬に関しては、
安全性評価試験が課せられたというこ
とになります。
　齊藤　ここ約10年、そういう時代に
なってきたのですね。

　佐野　はい。
　齊藤　最初に出たDPP-４阻害薬は
どうでしょうか。
　佐野　その当時は糖尿病における心
血管系の合併症といいますと、何とい
っても心筋梗塞、脳梗塞、それに関連
した死亡だったのです。それに対する
安全性に関しては、検証されたDPP- 
４阻害薬すべてにおいて安全であると
いう結果が発表されました。
　齊藤　安全ではあると。ただ、それ
は心血管系イベントを減らしはしない
ということですか。

図１　糖尿病
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

慶應義塾大学循環器内科准教授
佐　野　元　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

心不全と高血圧・糖尿病

　齊藤　心不全関連ということで、主
に糖尿病との関連をうかがいます。
　これは最近非常に話題になってきて
いますけれども、どういった経緯でし
ょうか。
　佐野　もともと糖尿病の患者さんに
おける心血管系の合併症というと、や
はり心筋梗塞というイメージが強かっ
たです。これまで心筋梗塞の発症をい
かに予防するかということで、高血圧
の方は血圧を下げる。LDLコレステロ
ール（悪玉コレステロール）が高い方
はLDLコレステロールを下げる。それ
から血糖値が高い方はしっかり血糖値
を下げる。たばこを吸っている方には
たばこをやめていただくという診療を
続けてきました。実は心筋梗塞の発症
に関しては、そういったことがしっか
りと守られている糖尿病の患者さんで
あれば、糖尿病ではない健康な方のレ
ベルまで抑制できることが疫学研究で
わかっています。
　ところが、治療によってこれらの危
険因子がすべてコントロールされてい

ても、糖尿病の患者さんが心不全を発
症するリスクが依然として高いままで
あるのが大きな問題です。現在、リア
ルワールドでは心筋梗塞で緊急入院す
る患者さんよりも、心不全で入院する
患者さんのほうが２～３倍多いことが
わかっています。
　齊藤　これは高齢化も関係するので
しょうね。
　佐野　はい。
　齊藤　糖尿病もいろいろな薬があり
ますが、それぞれにこういったことが
調べられているのでしょうか。
　佐野　糖尿病薬に関しては、一昔前
に、ある糖尿病薬を投与すると、患者
さんの血糖値コントロールに関しては
非常にいい効果を発揮したのですが、
市販後調査をしてみると、実はその薬
を使っていると、かえって心筋梗塞に
よる死亡が増えていたという非常にシ
ョッキングなデータが海外の一流誌に
発表されました。そういったことを重
く受け止めた、アメリカの厚生労働省
に相当するFDAが、それ以降の糖尿病

の新薬に関しては、血糖値を下げるだ
けではだめですよと。その薬を糖尿病
の患者さんに投与した結果、少なくと
も心筋梗塞や脳梗塞の発症、およびそ
れに関連した死亡を増やさない、安全
であることを証明しないとアメリカで
薬を売ってはいけませんということに
しました。それを受けて、DPP-４阻
害薬以降の新しい糖尿病薬に関しては、
安全性評価試験が課せられたというこ
とになります。
　齊藤　ここ約10年、そういう時代に
なってきたのですね。

　佐野　はい。
　齊藤　最初に出たDPP-４阻害薬は
どうでしょうか。
　佐野　その当時は糖尿病における心
血管系の合併症といいますと、何とい
っても心筋梗塞、脳梗塞、それに関連
した死亡だったのです。それに対する
安全性に関しては、検証されたDPP- 
４阻害薬すべてにおいて安全であると
いう結果が発表されました。
　齊藤　安全ではあると。ただ、それ
は心血管系イベントを減らしはしない
ということですか。

図１　糖尿病
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　佐野　そうですね。減らしはしない
ということだったのです。それに加え
て、これはサブ解析にはなるのですが、
心不全による入院はDPP-４阻害薬の
場合、薬によってはむしろ統計学的に
も有意に増やしてしまっていることも
その当時からわかっていました。ただ、
DPP-４阻害薬が最先端であったその
時代においては、おそらくそれ以外の
薬に関しても、薬理作用から考えて、
心不全に対してはあまりよさそうな薬
がなかったものですから、あまりその
ことが大きくクローズアップされるこ

とはなかったのだと思います。
　齊藤　その後、SGLT-２阻害薬が出
てきて、これがたいへん面白い結果だ
ったのですね。
　佐野　おっしゃるとおりです。この
薬は当初、非常に前評判が悪かったの
です。糖尿病の患者さんの血糖値が高
いから、尿の中によけいな糖をたくさ
ん捨てて血糖値を下げればいいという
発想自体に、糖尿病専門医の方々はあ
まり快く思われなかったというところ
もあります。加えて、尿の中の糖の量
が増えると、尿量が増えて脱水になる

のではないかとか、様々な憶測がなさ
れたのです。
　ただ、この薬も心血管系疾患に対す
る安全性評価試験が行われた結果、予
想外に心筋梗塞や脳梗塞、それに関連
する死亡も、この薬を投与すると有意
に抑制したうえに、心不全入院に関し
ては、劇的に30％近く抑制するという
結果が示されて、この薬に対する評価
が180度変わりました。
　齊藤　それが今から約５年前ですね。
　佐野　そうです。
　齊藤　それをほかのSGLT-２阻害薬
でも再現できるかということで研究が
されたのですね。
　佐野　はい。最初に出たのがエンパ
グリフロジンという薬で、続いてカナ
グリフロジン、ダパグリフロジン、３
つの異なるSGLT-２阻害薬に関して同
じような検証試験が行われ、すべてに
おいて３割近く心不全入院を抑制する
ことがわかり、この薬の心不全予防に
対する有効性が確立しました。
　齊藤　これは心不全に対して非常に
効果があるということですが、メカニ
ズムについてはどういったことがいわ
れているのですか。
　佐野　メカニズムに関しては、幾つ
かの機序が想定されています。心不全
の病態というのは体の中に体液が貯留
する、うっ血が主体ですので、この薬
の持っている利尿効果がいいのではな
いかという考えが一つあると思います。

　あとは、この薬は腎臓の尿細管に効
いているのですが、投与することによ
って腎臓のストレスが緩和する。結果
として、糖尿病に関連する慢性腎臓病
の予後を改善することがわかっていま
す。腎臓のストレスがおそらく引き金
となって、全身の交感神経系をはじめ
とする神経内分泌因子の活性化が起こ
りますが、SGLT-２阻害薬は腎臓のス
トレスを減らして、これらの過剰な活
性化を抑えてくれます。その結果、心
不全入院を減らしているというメカニ
ズムも効いているのではないかと思い
ます。心不全は神経内分泌因子の活性
化とその結果生じるうっ血が病気の成
り立ちの根幹をなしており、この両方
を抑えるSGLT-２阻害薬が心不全に大
いに予防効果を発揮するのは、必然だ
ったのかもしれません。
　齊藤　今は糖尿病のSGLT-２の試験
についてでしたが、それから発展して
心不全自体への効果も検証されている
のでしょうか。
　佐野　この薬がなぜ効いているのか
という疑問の解析の中で、もともとは
糖尿病の治療薬なのに、どうやら血糖
値が下がった結果として心不全がよく
なっているわけではないことが明らか
になってきました。すると、次に出て
きた疑問としては、この薬は糖尿病が
なくても、すなわち血糖値が正常であ
っても心不全の治療薬として有効では
ないかという考えが出てきて、それを

図２　糖尿病＋SGLT-２阻害薬
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　佐野　そうですね。減らしはしない
ということだったのです。それに加え
て、これはサブ解析にはなるのですが、
心不全による入院はDPP-４阻害薬の
場合、薬によってはむしろ統計学的に
も有意に増やしてしまっていることも
その当時からわかっていました。ただ、
DPP-４阻害薬が最先端であったその
時代においては、おそらくそれ以外の
薬に関しても、薬理作用から考えて、
心不全に対してはあまりよさそうな薬
がなかったものですから、あまりその
ことが大きくクローズアップされるこ

とはなかったのだと思います。
　齊藤　その後、SGLT-２阻害薬が出
てきて、これがたいへん面白い結果だ
ったのですね。
　佐野　おっしゃるとおりです。この
薬は当初、非常に前評判が悪かったの
です。糖尿病の患者さんの血糖値が高
いから、尿の中によけいな糖をたくさ
ん捨てて血糖値を下げればいいという
発想自体に、糖尿病専門医の方々はあ
まり快く思われなかったというところ
もあります。加えて、尿の中の糖の量
が増えると、尿量が増えて脱水になる

のではないかとか、様々な憶測がなさ
れたのです。
　ただ、この薬も心血管系疾患に対す
る安全性評価試験が行われた結果、予
想外に心筋梗塞や脳梗塞、それに関連
する死亡も、この薬を投与すると有意
に抑制したうえに、心不全入院に関し
ては、劇的に30％近く抑制するという
結果が示されて、この薬に対する評価
が180度変わりました。
　齊藤　それが今から約５年前ですね。
　佐野　そうです。
　齊藤　それをほかのSGLT-２阻害薬
でも再現できるかということで研究が
されたのですね。
　佐野　はい。最初に出たのがエンパ
グリフロジンという薬で、続いてカナ
グリフロジン、ダパグリフロジン、３
つの異なるSGLT-２阻害薬に関して同
じような検証試験が行われ、すべてに
おいて３割近く心不全入院を抑制する
ことがわかり、この薬の心不全予防に
対する有効性が確立しました。
　齊藤　これは心不全に対して非常に
効果があるということですが、メカニ
ズムについてはどういったことがいわ
れているのですか。
　佐野　メカニズムに関しては、幾つ
かの機序が想定されています。心不全
の病態というのは体の中に体液が貯留
する、うっ血が主体ですので、この薬
の持っている利尿効果がいいのではな
いかという考えが一つあると思います。

　あとは、この薬は腎臓の尿細管に効
いているのですが、投与することによ
って腎臓のストレスが緩和する。結果
として、糖尿病に関連する慢性腎臓病
の予後を改善することがわかっていま
す。腎臓のストレスがおそらく引き金
となって、全身の交感神経系をはじめ
とする神経内分泌因子の活性化が起こ
りますが、SGLT-２阻害薬は腎臓のス
トレスを減らして、これらの過剰な活
性化を抑えてくれます。その結果、心
不全入院を減らしているというメカニ
ズムも効いているのではないかと思い
ます。心不全は神経内分泌因子の活性
化とその結果生じるうっ血が病気の成
り立ちの根幹をなしており、この両方
を抑えるSGLT-２阻害薬が心不全に大
いに予防効果を発揮するのは、必然だ
ったのかもしれません。
　齊藤　今は糖尿病のSGLT-２の試験
についてでしたが、それから発展して
心不全自体への効果も検証されている
のでしょうか。
　佐野　この薬がなぜ効いているのか
という疑問の解析の中で、もともとは
糖尿病の治療薬なのに、どうやら血糖
値が下がった結果として心不全がよく
なっているわけではないことが明らか
になってきました。すると、次に出て
きた疑問としては、この薬は糖尿病が
なくても、すなわち血糖値が正常であ
っても心不全の治療薬として有効では
ないかという考えが出てきて、それを

図２　糖尿病＋SGLT-２阻害薬
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検証する試験の結果がすでに発表され
ています。それによりますと、この
SGLT-２阻害薬は糖尿病の有無にかか
わらず心不全の患者さんに対しては入
院、再入院を抑制しますし、死亡を減
らすことが証明されていますので、心
不全の新しい治療薬として期待されて
います。
　齊藤　これは欧米あるいは日本でも
心不全患者さんに適応になってくると
いうことでしょうか。
　佐野　そうです。
　齊藤　もう一つ、GLP-１受容体作
動薬はいかがでしょうか。
　佐野　SGLT-２阻害薬が上市された
のとほぼ一致して、注射薬であるGLP-
１受容体作動薬も安全性評価試験をし
たところ、こちらはどちらかというと
動脈硬化を基盤とした心筋梗塞、脳梗
塞といったいわゆる大血管症と呼ばれ
る病態に対して、SGLT-２阻害薬より
もイベント数を減らすという効果が報
告されています。ただ、心不全に関し
てはSGLT-２阻害薬ほどの抑制効果が
示されていない。ある種のDPP-４阻
害薬のように心不全入院を増やすこと
もなかったということですので、主に
動脈硬化性の合併症が問題となるよう
な糖尿病の患者さんにはGLP-１受容
体作動薬が非常に役立つのではないか
と思います。
　齊藤　高血圧に関して触れていただ
きますと、新しい薬が出てくるのです

ね。
　佐野　レニン・アンジオテンシン系
の遮断薬に関しては、これまでACE
阻害薬とアンジオテンシンタイプ１受
容体の拮抗薬、この２つが現在も使わ
れていますが、レニン・アンジオテン
シン系に拮抗する心房性利尿ペプチド、
この血中濃度を上昇させる作用がある
ネプリライシン阻害薬とARBが一つ
の化合物になった薬が使えるようにな
ります。
　齊藤　これはACE阻害薬の治療と
比べてさらによいことがわかったので
すか。
　佐野　はい。心不全患者さんに関し
ては、左室駆出率（EF）が低下した、
HFrEF（Heart failure with reduced 
EF）といっているのですが、心不全
の患者さんに対しては、ACE阻害薬の
代表格であるエナラプリルという薬と
比較した試験が行われていて、それよ
りも有用であるということが証明され
ています。よって心不全の領域におい
てはこの薬も活発に使えるようになり
ますし、何よりもこの薬は非常に強い
降圧効果を持っていますので、今後の
治験の結果によっては、わが国でも高
血圧に対する新しい薬としても使われ
るようになってくると思います。
　齊藤　ほかにも新しい薬があります
か。
　佐野　はい。心不全の領域に関して
はもう一つ、イバブラジン、こちらも

欧米では10年以上前に心不全に関して
有益であることが証明されていたので
すが、約１年ほど前から、わが国の心
不全診療でも使えるようになっていま
す。この薬は、βブロッカーと違って、
心拍数だけを落とす薬ということで、
βブロッカーの場合、例えば喘息の患
者さんには使えないとか、あるいは血
圧を下げるので低血圧の方には使いづ

らいという点があったのです。しかし、
この薬は喘息の患者さんにも使えます
し、血圧に対しては下げる効果がない
ので、安全に心拍数を下げられる薬と
いうことで、洞調律で心拍数の高い心
不全患者さんの治療に有用であると考
えています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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検証する試験の結果がすでに発表され
ています。それによりますと、この
SGLT-２阻害薬は糖尿病の有無にかか
わらず心不全の患者さんに対しては入
院、再入院を抑制しますし、死亡を減
らすことが証明されていますので、心
不全の新しい治療薬として期待されて
います。
　齊藤　これは欧米あるいは日本でも
心不全患者さんに適応になってくると
いうことでしょうか。
　佐野　そうです。
　齊藤　もう一つ、GLP-１受容体作
動薬はいかがでしょうか。
　佐野　SGLT-２阻害薬が上市された
のとほぼ一致して、注射薬であるGLP-
１受容体作動薬も安全性評価試験をし
たところ、こちらはどちらかというと
動脈硬化を基盤とした心筋梗塞、脳梗
塞といったいわゆる大血管症と呼ばれ
る病態に対して、SGLT-２阻害薬より
もイベント数を減らすという効果が報
告されています。ただ、心不全に関し
てはSGLT-２阻害薬ほどの抑制効果が
示されていない。ある種のDPP-４阻
害薬のように心不全入院を増やすこと
もなかったということですので、主に
動脈硬化性の合併症が問題となるよう
な糖尿病の患者さんにはGLP-１受容
体作動薬が非常に役立つのではないか
と思います。
　齊藤　高血圧に関して触れていただ
きますと、新しい薬が出てくるのです

ね。
　佐野　レニン・アンジオテンシン系
の遮断薬に関しては、これまでACE
阻害薬とアンジオテンシンタイプ１受
容体の拮抗薬、この２つが現在も使わ
れていますが、レニン・アンジオテン
シン系に拮抗する心房性利尿ペプチド、
この血中濃度を上昇させる作用がある
ネプリライシン阻害薬とARBが一つ
の化合物になった薬が使えるようにな
ります。
　齊藤　これはACE阻害薬の治療と
比べてさらによいことがわかったので
すか。
　佐野　はい。心不全患者さんに関し
ては、左室駆出率（EF）が低下した、
HFrEF（Heart failure with reduced 
EF）といっているのですが、心不全
の患者さんに対しては、ACE阻害薬の
代表格であるエナラプリルという薬と
比較した試験が行われていて、それよ
りも有用であるということが証明され
ています。よって心不全の領域におい
てはこの薬も活発に使えるようになり
ますし、何よりもこの薬は非常に強い
降圧効果を持っていますので、今後の
治験の結果によっては、わが国でも高
血圧に対する新しい薬としても使われ
るようになってくると思います。
　齊藤　ほかにも新しい薬があります
か。
　佐野　はい。心不全の領域に関して
はもう一つ、イバブラジン、こちらも

欧米では10年以上前に心不全に関して
有益であることが証明されていたので
すが、約１年ほど前から、わが国の心
不全診療でも使えるようになっていま
す。この薬は、βブロッカーと違って、
心拍数だけを落とす薬ということで、
βブロッカーの場合、例えば喘息の患
者さんには使えないとか、あるいは血
圧を下げるので低血圧の方には使いづ

らいという点があったのです。しかし、
この薬は喘息の患者さんにも使えます
し、血圧に対しては下げる効果がない
ので、安全に心拍数を下げられる薬と
いうことで、洞調律で心拍数の高い心
不全患者さんの治療に有用であると考
えています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

東京医科大学循環器内科教授
冨　山　博　史

（聞き手　大西　真）

高血圧・糖尿病の血管評価

　大西　冨山先生、高血圧・糖尿病の
血管評価ということでうかがいたいと
思います。
　まず初めに血管の病態についてです
が、糖尿病の場合はどのように考えた
らよいでしょうか。
　冨山　糖尿病の場合はやはり大血管
障害、いわゆる脳心血管疾患の原因と
なるものと、網膜、神経、腎臓など微
小血管障害、両者ともに評価すること
が重要となってきます。そして糖尿病
自体がこういう障害を起こすことにな
ります。
　大西　糖尿病にとって重要な合併症
ということですね。
　冨山　そうです。
　大西　そうしますと、高血圧に関し
ては血管の病態はどのように考えられ
ていますか。
　冨山　高血圧につきましては、微小
血管障害よりも、むしろ大血管障害に
強く影響します。それと、もう一つ重
要な事項は、JSH2019、高血圧のガイ
ドラインにも記載されていますが、死

亡に関連する脳心血管疾患について高
血圧は非常に大きな危険因子であって、
その強さは糖尿病と比べても３～４倍
ぐらいになる。このことは念頭に置く
必要があるかと思います。
　大西　新しいガイドラインで血圧の
コントロールも少し厳しくなっている
印象がありますが、そういった背景も
あるのでしょうか。
　冨山　はい。あともう一つ、高血圧
と糖尿病の少し違う点は、糖尿病は血
管障害の成因となります。高血圧は大
血管障害の大きな危険因子ですけれど
も、同時に血管が硬いこと、微小血管
障害が存在することは、血圧の上昇に
作用します。ゆえに高血圧の発症早期
から血管障害と血圧上昇とが悪循環を
きたすことはやはり念頭に置いておく
必要があるかと思います。
　大西　原因であり結果でもあるとい
う関係になるのですか。
　冨山　はい。
　大西　次に、具体的に血管障害の評
価方法についてうかがいたいと思いま

す。まず形態評価と機能評価があり、
様々な画像検査などを使われていると
思いますが、そのあたりを詳しく教え
ていただけますか。
　冨山　動脈硬化、血管障害と申しま
すと、やはり学生のころから図譜で見
ますので、形態的にそれを評価すると
いうのが第一歩となるかと思います。
大血管障害を形態的に評価するのはや
はりCT、MRなどが一番精度が高いの
ですが、被曝と金額の問題があり、実
施できる施設が限られています。ゆえ
に日常臨床では超音波による頸動脈、
腹部の血管の評価などが多くなるかと
思います。
　大西　忙しい臨床現場では簡便なも
のが有用だと思いますが、簡便な血管
障害の評価方法というのはあるのでし
ょうか。
　冨山　微小血管障害に関しては、網
膜の評価が比較的実施しやすいと思い
ます。それともう一つ、日本では保険
診療で糖尿病だけで認められています
が、微量アルブミン尿も腎臓の微小血
管障害に関連する指標としては有用か
と考えられます。
　大西　臨床の現場でも何か気をつけ
ることはありますか。
　冨山　糖尿病も高血圧も、できるか
ぎり眼底を見るというのが一つ。特に
初診の方は、診療をどのようにしてい
くか、プランを立てるときに重要にな
ってくると考えます。

　大西　実際の聴診や触診で気をつけ
る点はありますか。
　冨山　日常臨床において、まず触診
では腹部の腫瘤を診ること、それとも
う一つは血圧です。上腕と下肢の血圧
の比、すなわちABIですが、これで末
梢動脈疾患の鑑別をすることができま
す。
　もう一つ最近注目されているのは、
上腕血圧の左右差です。同時に測る機
器もありますし、最近は家庭血圧計、
この場合は同時に測ることはなかなか
できませんが、３回ほど繰り返して測
って、片側が同じように10とか15㎜Hg
低い場合は、潜在性の血管障害を考え
なければいけないことになります。
　大西　血圧も丁寧に測らなければい
けないですね。皆さんよく健診とか人
間ドックを受けられると思いますが、
その結果で何か注意する点とかござい
ますか。
　冨山　腹部の超音波検査、これは肝
臓や膵臓や腎臓のための検査ですが、
同時に腹部の大動脈瘤を検出できる場
合もあります。特にこの場合に注意し
ないといけないのは、高血圧、それか
ら喫煙の既往があって、65歳以上の方
です。できましたらスクリーニングの
ような健診を受けていただくことが大
事かと考えます。
　大西　次に診療指標としての意義に
ついて、重症度および予後評価をうか
がいます。まず頸動脈の超音波検査を
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

東京医科大学循環器内科教授
冨　山　博　史

（聞き手　大西　真）

高血圧・糖尿病の血管評価

　大西　冨山先生、高血圧・糖尿病の
血管評価ということでうかがいたいと
思います。
　まず初めに血管の病態についてです
が、糖尿病の場合はどのように考えた
らよいでしょうか。
　冨山　糖尿病の場合はやはり大血管
障害、いわゆる脳心血管疾患の原因と
なるものと、網膜、神経、腎臓など微
小血管障害、両者ともに評価すること
が重要となってきます。そして糖尿病
自体がこういう障害を起こすことにな
ります。
　大西　糖尿病にとって重要な合併症
ということですね。
　冨山　そうです。
　大西　そうしますと、高血圧に関し
ては血管の病態はどのように考えられ
ていますか。
　冨山　高血圧につきましては、微小
血管障害よりも、むしろ大血管障害に
強く影響します。それと、もう一つ重
要な事項は、JSH2019、高血圧のガイ
ドラインにも記載されていますが、死

亡に関連する脳心血管疾患について高
血圧は非常に大きな危険因子であって、
その強さは糖尿病と比べても３～４倍
ぐらいになる。このことは念頭に置く
必要があるかと思います。
　大西　新しいガイドラインで血圧の
コントロールも少し厳しくなっている
印象がありますが、そういった背景も
あるのでしょうか。
　冨山　はい。あともう一つ、高血圧
と糖尿病の少し違う点は、糖尿病は血
管障害の成因となります。高血圧は大
血管障害の大きな危険因子ですけれど
も、同時に血管が硬いこと、微小血管
障害が存在することは、血圧の上昇に
作用します。ゆえに高血圧の発症早期
から血管障害と血圧上昇とが悪循環を
きたすことはやはり念頭に置いておく
必要があるかと思います。
　大西　原因であり結果でもあるとい
う関係になるのですか。
　冨山　はい。
　大西　次に、具体的に血管障害の評
価方法についてうかがいたいと思いま

す。まず形態評価と機能評価があり、
様々な画像検査などを使われていると
思いますが、そのあたりを詳しく教え
ていただけますか。
　冨山　動脈硬化、血管障害と申しま
すと、やはり学生のころから図譜で見
ますので、形態的にそれを評価すると
いうのが第一歩となるかと思います。
大血管障害を形態的に評価するのはや
はりCT、MRなどが一番精度が高いの
ですが、被曝と金額の問題があり、実
施できる施設が限られています。ゆえ
に日常臨床では超音波による頸動脈、
腹部の血管の評価などが多くなるかと
思います。
　大西　忙しい臨床現場では簡便なも
のが有用だと思いますが、簡便な血管
障害の評価方法というのはあるのでし
ょうか。
　冨山　微小血管障害に関しては、網
膜の評価が比較的実施しやすいと思い
ます。それともう一つ、日本では保険
診療で糖尿病だけで認められています
が、微量アルブミン尿も腎臓の微小血
管障害に関連する指標としては有用か
と考えられます。
　大西　臨床の現場でも何か気をつけ
ることはありますか。
　冨山　糖尿病も高血圧も、できるか
ぎり眼底を見るというのが一つ。特に
初診の方は、診療をどのようにしてい
くか、プランを立てるときに重要にな
ってくると考えます。

　大西　実際の聴診や触診で気をつけ
る点はありますか。
　冨山　日常臨床において、まず触診
では腹部の腫瘤を診ること、それとも
う一つは血圧です。上腕と下肢の血圧
の比、すなわちABIですが、これで末
梢動脈疾患の鑑別をすることができま
す。
　もう一つ最近注目されているのは、
上腕血圧の左右差です。同時に測る機
器もありますし、最近は家庭血圧計、
この場合は同時に測ることはなかなか
できませんが、３回ほど繰り返して測
って、片側が同じように10とか15㎜Hg
低い場合は、潜在性の血管障害を考え
なければいけないことになります。
　大西　血圧も丁寧に測らなければい
けないですね。皆さんよく健診とか人
間ドックを受けられると思いますが、
その結果で何か注意する点とかござい
ますか。
　冨山　腹部の超音波検査、これは肝
臓や膵臓や腎臓のための検査ですが、
同時に腹部の大動脈瘤を検出できる場
合もあります。特にこの場合に注意し
ないといけないのは、高血圧、それか
ら喫煙の既往があって、65歳以上の方
です。できましたらスクリーニングの
ような健診を受けていただくことが大
事かと考えます。
　大西　次に診療指標としての意義に
ついて、重症度および予後評価をうか
がいます。まず頸動脈の超音波検査を
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よくされていますが、その意義や限界
について教えていただけますか。
　冨山　これは形態的に評価する方法
で、簡便にできます。ただ、形態的に
評価するにしても、動脈硬化というの
は３次元的、立体的な病変ですので、
それを２次元で見るのはやはり少し限
界があります。今までも頸動脈エコー
検査の有用性につきまして、予後評価
に非常に有用である、そうではない。
それから治療の効果を見るのに有用で
ある、そうではない。と、なかなか結
論が出ませんでした。最近10万人のデ
ータのメタ解析が発表されまして、や
はり予後評価、治療効果の評価にも有
用であることが確認されています。で
すから、３次元のエコーなどを使って
評価方法を改良すると、もっといい検
査法となることが期待されます。
　大西　脈波速度とか血管内皮機能検
査なども行われますが、そのあたりは
いかがですか。
　冨山　血管を機能的に評価すること
は血行動態の異常を推察することとな
ります。よく日常臨床で使われる脈波
速度、内皮機能検査は両方とも予後指
標であることは、高血圧の患者さん、
糖尿病の患者さんで示されています。
ただ、降圧治療、糖尿病のコントロー
ルで脈波速度も内皮機能もよくなるの
ですが、それが果たして予後を反映す
るかについては、まだまだこれから検
討が必要かと考えられます。

　大西　次に治療のことをうかがいた
いのですが、糖尿病、高血圧の治療、
血管の観点から、どのあたりが重要に
なりますか。
　冨山　まず血管の障害を改善するた
めには、糖代謝異常、血圧ともに確実
なコントロールが重要になるかと思い
ます。初めに血圧ですが、一時、レニ
ン・アンジオテンシン系を遮断する薬
がほかの種類の降圧薬に比べて、予後
に影響するメリットがあるのではない
かといわれました。しかし最近、ほか
の降圧薬と差がないという意見が多く
なってきました。そういうわけで、高
血圧に関しては、降圧薬の種類より、
確実にコントロールすることが重要で
す。
　ところが、糖代謝異常については、
最近SGLT-２阻害剤が出てきまして、
低血糖のリスクをあまり心配すること
なく、積極的かつ確実にコントロール
できるようになってきました。SGLT-
２阻害剤での幾つかの前向きの多施設
共同研究では、ほかの糖尿病薬に比べ
て、脳心血管イベントの発症をより抑
えることが注目されています。ゆえに
そのような薬が脂質異常症、それから
高血圧でも開発が望まれます。
　大西　SGLT-２阻害剤はどういうタ
イミングで使われますか。最初からは
使わないかもしれませんが。
　冨山　確かにおっしゃるとおりで、
尿路感染症や、特に高齢の方は脱水の

問題もあります。しかし私のように循
環器を専門とする医師にとっては、そ
れを使うことで少し血圧も下げられま
す。それから心不全でも、利尿効果が
あって、よくなるのです。また最近の
知見としては、心筋細胞のミトコンド
リアの中のカルシウム濃度を高めて、
収縮力も増すような結果が出ています。
ゆえに心不全の患者さんで、糖尿病、
代謝異常があると、SGLT-２阻害剤を
使いたいと考えることがあります。
　大西　積極的に使っていったほうが

いいという考えですね。
　冨山　そう思っています。
　大西　血圧のほうは少し厳しめにコ
ントロールしていったほうがよいので
しょうか。
　冨山　ガイドラインの変遷を見ても、
積極的に、高齢の方でも降圧の目標レ
ベルが下がってきています。健康寿命
を延ばすためにも大事なことになって
いるかと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

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７月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、７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４回として、４篇を収録いたしました。

※特別企画　第２回として「医療訴訟とリスクマネジメント」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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使わないかもしれませんが。
　冨山　確かにおっしゃるとおりで、
尿路感染症や、特に高齢の方は脱水の

問題もあります。しかし私のように循
環器を専門とする医師にとっては、そ
れを使うことで少し血圧も下げられま
す。それから心不全でも、利尿効果が
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

佐賀大学内科主任教授
野　出　孝　一

（聞き手　大西　真）

SGLT２阻害薬、GLP-１受容体作動薬の正しい使い方

　大西　野出先生、SGLT２阻害薬と
GLP-１受容体作動薬の正しい使い方
について教えてください。まず、SGLT
２阻害薬からうかがいたいのですが、
どういうメカニズムで効くのか、教え
ていただけますか。
　野出　SGLT２阻害薬は、近位尿細
管でナトリウムとグルコースの再吸収
を抑制することによって尿糖排泄を増
加させ、血糖低下作用がありますが、
最近では心不全に効能追加されたもの
もあります。尿中ナトリウム排泄を増
加し利尿効果が発揮され循環血液量が
減ることで、前負荷が減り心不全改善
効果があり、糖尿病治療薬としては心
血管イベント抑制という観点から注目
されています。
　大西　この薬を臨床の現場で使う場
合、具体的にはどのようにしたらよい
のでしょうか。
　野出　糖尿病患者で心不全を合併さ
れている、CKDで腎機能が低下してい
る方（eGFRで30以上60未満）はこの
薬をファーストラインで使います。

　大西　基本的に使う薬がいろいろあ
ると思うのですけれども、それにかぶ
せるようなかたちで使っていけばよい
のでしょうか。あるいは、最初から使
う場合もあるのでしょうか。
　野出　糖尿病の第一選択薬としては
メトホルミンがよく使われていますが、
大規模研究の結果から考えますと、メ
トホルミンよりも早めに使うこともで
きます。心不全、CKD、心筋梗塞の合
併糖尿病はSGLT２阻害薬をまず使う。
次にメトホルミンかDPP-４阻害薬が
推奨されています。
　大西　実際使うにあたって、何か注
意しなければいけない点はありますか。
　野出　インスリン製剤やSU剤に比
べると低血糖が少ないですが、認知症
や抑うつ傾向の方は摂水中枢が鈍って
いて、脱水の懸念がありますので使わ
ないほうがいいですし、BMIが18未満
の方やサルコペニアかフレイルの方は
避けたほうがよいです。
　大西　食欲があまり湧かない患者さ
んも時々いますが、こういうときに何

か工夫はされるのでしょうか。
　野出　食欲低下で体重が減少ぎみの
方は、SGLT２阻害薬は避けたほうが
よいです。65歳以上で、１人で外来に
歩いてこられる方は問題ないですし、
75歳以上でもしっかりとされている方
はこの薬の適応があると思います。
　大西　先ほど脱水に注意というお話
がありましたが、ほかに何か気にした
ほうがいい副作用とかありますか。低
血糖は起こしにくいのでしょうか。
　野出　低血糖は比較的少ないですね。
尿糖が増えることで、性器感染症の合
併率が高いです。尿路感染症は増えな
いのですが、尿路感染症がある方は避
けたほうがよく、時々尿路感染、性器
感染のチェックをしていただくことも
ポイントだと思います。
　大西　薬は何種類か出ているような
のですが、何か使い分けや特徴の違い
はあるのでしょうか。
　野出　SGLT２阻害薬はあまり構造
式が薬剤ごとに変わらないのです。大
規模研究の結果も、背景因子が違うの
でアウトカムが違うことから、どの薬
剤も同じ作用が期待できます。日本で
使われている薬剤は、エンパグリフロ
ジン、ダパグリフロジン、カナグリフ
ロジン、この３剤が海外のデータでは
エビデンスがあり、そういった薬剤を
使うということも一つの考え方です。
　大西　それでは、GLP-１受容体作
動薬について、どのような薬なのか教

えていただけますか。
　野出　GLP-１受容体を活性化し、膵
β細胞においてインスリン分泌を増加
する作用があります。食欲を低下させ、
食事量の減少と、β細胞からのインス
リンの分泌を介した血糖降下作用があ
ります。
　GLP-１受容体作動薬を用いた大規
模臨床研究におきまして、心筋梗塞、
脳卒中、心血管死を抑制する結果が得
られています。LEADER試験（リラグ
ルチド）、SUSTAIN６（セマグルチド）
では大血管障害や動脈硬化性疾患を抑
制することが報告されています。
　大西　どういったメカニズムでそう
いうものに効くといわれているのでし
ょうか。
　野出　血管内皮細胞にGLP-１受容
体が存在し、この薬が血管内皮細胞の
GLP-１受容体を活性化することによ
って炎症を抑えるのです。NF-κBの
ような炎症を惹起するような転写因子
を抑制することで動脈硬化に作用して
います。
　大西　実際の臨床の現場でこの薬は
どのようなタイミングで使えばよいの
でしょうか。
　野出　私は循環器内科医ですので、
２型糖尿病の方に対して、注射薬をフ
ァーストラインで使うことはあまりな
いのです。SGLT２阻害薬やDPP-４阻
害薬を使い、それでも血糖降下効果が
不十分であれば、DPP-４阻害薬をGLP- 
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って炎症を抑えるのです。NF-κBの
ような炎症を惹起するような転写因子
を抑制することで動脈硬化に作用して
います。
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ァーストラインで使うことはあまりな
いのです。SGLT２阻害薬やDPP-４阻
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１受容体作動薬に切り替える使い方を
します。動脈硬化抑制効果があります
ので、重症の冠動脈疾患、アテローム
血栓性脳梗塞がある方、大血管障害を
有している方には、３番目ぐらいにこ
の薬を入れていくことはよくします。
　大西　何か注意する点とか、あるい
は副作用とか、そういった点はありま
すか。
　野出　大きな副作用はありませんが、
注射薬ですから、忍容性に関してうま
く使えない方に関しては避けていく。
特に認知症など、適切な注射の治療が
難しいという方には注意して使ってい
くのがよいと思います。
　大西　投与法としては週１回皮下注
というのが多いのですか。
　野出　リラグルチドは１日１回です
が、セマグルチドは週１回製剤ですの
で、経口内服薬を毎日服用することに
比べると、週１回注射薬で使うほうが
忍容性が上がることもありますから、
患者さんによって使い分けていくのが
よいです。
　大西　ついうっかり間違えないよう
にしなければいけないですね。
　野出　そう思います。
　大西　いろいろ薬が出ているような
のですけれども、だいたい似たような

感じなのでしょうか。
　野出　SGLT２阻害薬に比べるとGLP- 
１受容体作動薬は、大規模臨床研究に
よって結果が違います。ヒト製剤、動
物製剤も違いますし、半減期も若干違
います。特にリラグルチドはLEAD-
ER研究、セマグルチドはSUSTAIN６
研究がございますので、大規模研究に
おいて結果が得られている薬剤のほう
が動脈硬化抑制効果に関してはアドバ
ンテージがあります。
　大西　SGLT２阻害薬とGLP-１受容
体作動薬、どちらも心血管イベントを
抑制するということで、この２種類の
使い分けといいますか、そのあたりは
何かお考えがありますか。
　野出　ADA（米国糖尿病学会）、ESC
（欧州循環器学会）も同様のステート
メントを出しているのですが、心不全
やCKD合併例はSGLT２阻害薬、動脈
硬化性疾患、すなわちASOや脳梗塞、
心筋梗塞等を合併されている方には
GLP-１受容体作動薬が推奨されてい
ます。心不全と動脈硬化疾患を合併し
ている方も多いことから、２剤をうま
く組み合わせていくことが心筋梗塞の
再発予防や心不全発症予防という観点
からよいかと思います。
　大西　ありがとうございました。

高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅳ）

日本医科大学衛生学公衆衛生学准教授
大　塚　俊　昭

（聞き手　齊藤郁夫）

職域での高血圧・糖尿病重症化対策

　齊藤　職域での高血圧・糖尿病の対
策について、若い人のプライマリー・
プリベンションのことからお話しいた
だけますか。
　大塚　私が企業の健康診断データ等
を調査すると、入社後、20代前半から
中盤、このあたりから肥満になる方が
けっこうな人数いるということがわか
りました。そこで、どういう方が肥満
になりやすいのかを追っていくと、や
はり夕食を取らなかったり、遅い時間
に取ったり、もしくは朝食を取らなか
ったり、そういった方が20代からの体
重増加が著明であり（図）、肥満にな
りやすいということが明らかになりま
した。心血管疾患、動脈硬化性疾患、
そしてメタボリックシンドローム（メ
タボ）や生活習慣病の予防の第一歩と
いう意味では、20代からの肥満の予防
というのが非常に大切だと思います。
　齊藤　食習慣と睡眠などでしょうか。
　大塚　朝食を抜くから直ちに肥満に
なるというよりは、朝食を抜いたり、
あるいは夕食を遅い時間に取ったりと

いう方は生活リズムを作りづらく、結
果的には肥満になりやすい。その方の
生活習慣全般に関して言えることなの
かと思います。
　齊藤　学生時代の運動習慣が続けら
れないということも大きいのでしょう
か。
　大塚　かなりそれは大きいと思いま
す。急に生活が変わって、今までやっ
ていた運動が全然できなくなるという
方も実際多いですので、そういう方は
要注意だと思います。
　齊藤　中高年の生活習慣病はどうで
しょうか。
　大塚　これはいろいろな方が言われ
ていますけれども、年代が上がるにつ
れて、メタボ、高血圧、糖尿病、そし
て脂質異常症の有病率、あるいは去年
まで大丈夫だったのに今年は健康診断
で引っかかってしまった、こういう方
は年代とともに明らかに高くなります。
　齊藤　2020年以降、コロナで自粛し
ている間に食べ過ぎで、運動しないで
という人もけっこういますね。
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れてしまったということもありました。
　ただ、職域が社員を紹介をするのは、
薬を出してもらうためだけではなくて、
例えば定期的な検査であるとか、専門
医からのアドバイスであるとか、そう
いったことも含めてお願いしたく開業
医に紹介させていただくことはもちろ
んありますので、そういった視点でご
対応いただけると非常にスムーズにい
くのかなと考えます。
　齊藤　見ていただく実地医家の先生
方はできるだけ丁寧に指導、対応して
いただくとたいへんありがたいという
ことでしょうし、産業保健スタッフか
らのいろいろな注文があるかもしれま
せんけれども、それをうまく利用して
共同作業していただくということでし
ょうか。
　大塚　そうですね。例えば、薬を処
方しなくても、定期的に血液検査で見
ていきましょうとか、あるいは体重の
推移を一緒に見ていきましょう、また、
ご自宅で血圧を測って見せてください、
そういった継続的な対応をしていただ
くと、会社側としても非常に助かりま
すし、社員にとって非常にうまいアプ
ローチができるのではないかなと思い
ます。
　齊藤　社員の中には医療否定論者と
いうか、怖がって病院に行かないとい
うような人がいて、なかなかうまくつ
ながらない人もいますが、残業も多く
て、高血圧プラス過重労働で倒れると

いうことが起こると、これは企業の社
会的責任ということになりますよね。
　大塚　そうですね。企業側から見る
と、安全配慮義務という労働安全衛生
法の視点からどうしても社員の方の健
康管理というのは必要になってくると
思うのです。確かに、血圧が高い、あ
るいは糖尿病を持っているというのは
あくまでも個人の病気の問題である一
方、会社で働いている以上は会社は社
員が健康な状態を保って、そして労働
に従事させるという義務がありますの
で、そういった視点からも、ご本人が
あまり前向きに考えていなかったとし
ても、やはり医療機関の受診はどうし
ても勧めざるを得ないというところも
あります。
　齊藤　そういった人も開業医に行く
わけですから、その対応をやっていた
だくということですね。
　大塚　そうですね。「どうしてきょ
う来られましたか」と経緯を開業医が
患者さんに聞いたときに、「自分は来
たくなかったけれども、会社から行け
と言われたから来ました」ともし社員
の方が答えたら、「じゃあいいです」
と言わずに、「それは大切なことです
ね、ちゃんと治療はしていきましょう
ね」というかたちで対応していただけ
ると、会社側としては非常にうれしい
かなと思います。
　齊藤　前向きに「よく来てくれまし
た」というふうに一言言っていただけ

　大塚　いわゆるコロナ太りですね。
そちらをどう対策するかということも、
今年だけでなく、今後問題になってく
るかと考えています。
　齊藤　血圧が高くても、会社を休ん
で病院に行きにくいという側面もあっ
て、なかなか受診したがらないという
方がいますけれども、何か対策があり
ますか。
　大塚　１つは会社の保健スタッフや
産業医が手厚くサポートする。まずは
そこだと思うのです。例えば、近くに
どういう病院があるかわからない、ど
こへ行っていいかわからないというこ
とであれば、それを一緒になって探し

てあげたりとか、あるいは受診した後
にその報告を受けて、さらなるサポー
トをする。これが大きな一つのやり方
かと思います。
　齊藤　受診した後で開業医から返事
をいただけることが多いのですが、時
に、せっかく受診しても、冷たく対応
されるような事例もあると思うのです
が、どうでしょうか。
　大塚　最近は少ないですけれども、
以前は近くの先生に自分の会社の社員
を生活習慣病で紹介しても、これはま
だ薬をのむレベルではないので受診し
なくてもいいと、突き返されると言っ
てはなんですけれども、そのまま帰さ

図　20歳代の新入社員における入社後の体重変化

就寝前２時間以内の夕食摂取や朝食抜きの生活習慣を有する新入社員は、
入社後の体重増加率が大きい。
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ると、多分そういった人もうれしいの
ではないかということでしょうか。
　大塚　そうだと思います。
　齊藤　とにかく重症化予防をすると
いうことが企業の保健スタッフ、それ
から企業から頼まれてやっている産業
医の大きな仕事で、実際、高血圧のひ
どい人、あるいは糖尿病のひどい人を
しっかり管理していくということが行
われているわけですね。
　大塚　そうですね。
　齊藤　これから将来の展望として、
遠隔医療が展開されていくということ
で、忙しい社員を遠隔医療でつなぐと
いうのも一つの流れになるといわれて
いますけれども、その辺はいかがでし
ょうか。
　大塚　おっしゃるとおりだと思いま
す。これまでは会社側から、健康管理
のスタッフが社員に病院への受診、医
療機関への受診を勧奨、あるいは指示
して、ご本人が医療機関まで実際に行
くという方法でしたが、今後は遠隔医
療で、会社の健康管理スタッフや産業
医のサポートのもとで、会社の中で社
員本人が診療所へアクセスして、そこ
でスムーズな診療を受ける。場合によ
っては処方を受けることもできるかも
しれないですし、そういったかたちに
なれば、社員の方の受診率も増えるで
しょうし、長い目で見れば、社員の方
の健康管理という意味で企業側にとっ

てもメリットは大きいのではないかな
というふうに感じます。
　齊藤　一部の大企業では社内診療所
を作っているところもありますが、そ
れもたいへんだということで減ってき
ています。リモート医療でそれを代替
していくかたちになるのでしょうか。
　大塚　それが非常にいいのではない
かなと個人的にも考えています。
　齊藤　そういった意味でも、旧来の
対面診療とそういったものとの組み合
わせになっていくのでしょうけれども、
対面診療はいろいろな意味でメリット
もあるということなので、ぜひ企業の
健診の結果をもって受診する、そうい
う働く人たちに対しての実地医家での
対応を十分やっていただくということ
が重要になるわけですね。
　大塚　そうですね。そちらは引き続
きお願いしたいと考えています。
　齊藤　それから、そういう会社のス
タッフとのコラボレーション、うるさ
がらずにお互いに情報交換しながらや
っていただくということでしょうか。
　大塚　そちらの連携も非常に大切だ
と思います。
　齊藤　今いろいろな意味で連携の時
代になっていますから、働く人たちが
倒れるのを防ぐ目的でやっていくので
しょうね。
　大塚　そのとおりです。
　齊藤　ありがとうございました。

　医師　先生は、臨床医兼医療側の弁
護士として訴訟代理人などを多く務め
ていらっしゃいますが、最近は医療安
全が特定機能病院のみならず、すべて
の医療機関において対応が義務付けら
れていますね。医療安全というのは何
か法律上の定義があるのでしょうか。
　田邉　医療安全という用語について
は法律上明確な定義はないので、むし
ろ、このことが臨床現場にとって対応
を難しくさせている側面があります。

医療というのは身体への介入行為です
ので、何もないほうが本来はありえな
いことなので、何をもって「安全」と
するかは難しいことです。
　医師　確かに、宗教の中には、医療
行為自体が神の摂理に反するといって
拒否する教義もあるようですね。
　田邉　そうですね。輸血拒否などで
最高裁まで裁判で争われた事件もあり
ます。そもそも医療自体が一種の侵害
行為であるという考え方は、法律家の

　ガイドラインに準拠していなかった医療行為で訴訟が起こった場合、
どんな法令や判例を根拠に裁かれるのか。臨床医であり、法律家でも 
ある田邉 昇氏に、気管支喘息やアレルギー性鼻炎といった身近な疾患を
交えながらお話しをうかがいました。

【特別企画】

医療訴訟とリスクマネジメント

第二回

ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021） （499）  5150 （498） ドクターサロン65巻７月号（6 . 2021）

中村・平井・田邉法律事務所
田　邉　　昇　 弁護士
略歴：昭和59年名古屋大学医学部卒業、都立病院を経て同大学大学院修了（血液内科）、その後、
厚生省に入省し、健康政策局総務課健康政策局総務課課長補佐・国立循環器病センター企画室
長等歴任。平成５年から田邉皮膚科外科開業医。開業の傍ら東京大学法学部、京都大学大学院
法学研究科、神戸大学大学院経営学研究科卒業し、司法試験合格し弁護士に。厚労省医療事故
調査制度の施行に係わる検討部会、国立病院機構中央倫理委員会、国立循環器病研究センター
倫理委員会、医薬基盤・健康・栄養研究所倫理委員会などの委員を務めてきた。「医療訴訟とリ
スクマネジメント」など単著４冊、共著、論文多数、講演は約1,000件。
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