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　CKDが最近増えてきています。その診断には尿蛋白とGFRが使われています。
腎臓がんや腎臓移植で腎臓を摘出し片腎になった方は、生活習慣病がなくても
ある程度血清クレアチニン値が高値です。この場合はどうなるのでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

片腎患者の腎機能

　池脇　腎臓がんやドナーで腎臓を摘
出して片腎になった方の、その後につ
いて教えてくださいということです。
　腎臓がんも主要ながんの一つですか
ら、けっこうな数の方が腎臓を摘出さ
れていると思いますが、腎臓移植のド
ナーは、日本ではどういう状況なので
しょうか。
　若井　日本は生体腎移植が多いので
すが、腎移植が年間1,500～1,600例で献
腎は約100例といったところです。移
植された方も数千人だと思うのですが、
同じようにドナーがいるという状況だ
と思います。
　池脇　必ずしも若い方がドナーにな
るケースだけではないのですね。
　若井　そうですね。もともと世界的
にドナーの基準があるのですが、日本

の場合はドナー不足というのがあり、
2014年に日本特有にマージナルドナー
の基準というものが新たにできました。
本来は高血圧や糖尿病を持っていない
人ですが、年齢が80歳以下、eGFRが
70以上など、すごく軽度でしたら、そ
ういう方もドナーになれるのです。
　池脇　そうしますと、子どもさんの
ために親御さんが腎臓を提供するとい
うケースもあるのですね。
　若井　そうですね。最近では免疫抑
制剤が非常によくなったので、夫婦間
の移植も増えていて、60歳ペアとか70
歳ペアの方が夫婦間で移植することも
あります。
　池脇　質問にも関連して、若い方で
片腎になったのか、ある程度高齢で片
腎になったか、その後の期間が少し違
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つで支えていたものが１つになるとい
うことは、腎臓にはいろいろな影響が
あると思うのですが、どんな変化が起
こってくるのでしょうか。
　若井　腎臓は糸球体の数で腎機能が
変わってくるのですが、その糸球体が
腎炎や腎臓病、動脈硬化による血管の
傷みでつぶれてしまうほかに、過剰ろ
過といって働き過ぎるとつぶれてしま
うことがあるのです。働き過ぎるとい
うのは結局、過剰な食事の摂取なので、
１つの腎臓でもうまくやりくりをして
いる方と、無理をかける方ですと、や
はり傷み方が違ってくることがありま
す。
　池脇　もちろんドナーになるわけで
すから、ある程度条件は満たしている
にしても、比較的高齢な方がドナーに
なって、高血圧や糖尿病や肥満などが

すでにあるということになると、だん
だんと腎臓に負担をかけてくるという
ことなのでしょうか。
　若井　片腎になったときは高血圧や
糖尿病や肥満などがなくても、10年、
20年するうちにだんだんそういう変化
が出てくると、そういうことが負担に
なって腎機能がさらに落ちていくこと
はあります。
　池脇　そういった腎臓のドナーの患
者さんの移植後のデータというのは、
どの程度あるのでしょうか。
　若井　アメリカなどで行っている大
規模なデータでは、10年、20年ぐらい
で末期腎不全に至るリスクは、健常人
の7.9倍という結果があります。
　池脇　7.9倍というと、けっこうなリ
スクですね。
　若井　そうですね。生命予後は一般

表　腎臓内科医のドナーに対する関わり（当院）

術前
　腎機能／尿所見評価
　高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症などの内科的評価
周術期
　主治医：移植外科医＋担当医：腎臓内科医
　合併症、脱水・薬剤による腎障害に注意
術後（ドナー外来）
　CKDフォロー
　生活習慣病の予防・治療
　─食事療法、運動療法、生活指導（体重維持、禁煙、適度な飲酒 etc）
　術中０ hr生検確認：ドナーの腎組織を反映（動脈硬化、腎炎）

　

うのですが、２つが１つになるという
ことで、クレアチニンの値は変わって
くるのでしょうか。
　若井　クレアチニン、最近ではeGFR
で腎機能を評価していますが、１つ取
れば半分になる。少し代償して６割に
なるという状況だと思います。
　池脇　いわゆるCKDでeGFRが低下
するのと、健康な腎臓を１つ取って、
でも健康な腎臓が残っているから何と
なく大丈夫ではないかと思ってしまう
のですが。

　若井　CKDの患者さんはもともと腎
臓が悪くなるような血管の傷みとか、
そういうものがベースにあるのですが、
ドナーは健康な人の腎臓を１つ取ると
いうかたちです。昔はドナーは健康な
人だから、腎臓を１つ取っても平気だ
と、全くフォローされていなかったの
ですが、やはり腎機能が半分になると
いうことで、いろいろフォローし、ド
ナーの追跡などもして、データも蓄積
されてきています。
　池脇　健常な腎臓ではあっても、２

図　腎ドナーの末期腎不全
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つで支えていたものが１つになるとい
うことは、腎臓にはいろいろな影響が
あると思うのですが、どんな変化が起
こってくるのでしょうか。
　若井　腎臓は糸球体の数で腎機能が
変わってくるのですが、その糸球体が
腎炎や腎臓病、動脈硬化による血管の
傷みでつぶれてしまうほかに、過剰ろ
過といって働き過ぎるとつぶれてしま
うことがあるのです。働き過ぎるとい
うのは結局、過剰な食事の摂取なので、
１つの腎臓でもうまくやりくりをして
いる方と、無理をかける方ですと、や
はり傷み方が違ってくることがありま
す。
　池脇　もちろんドナーになるわけで
すから、ある程度条件は満たしている
にしても、比較的高齢な方がドナーに
なって、高血圧や糖尿病や肥満などが

すでにあるということになると、だん
だんと腎臓に負担をかけてくるという
ことなのでしょうか。
　若井　片腎になったときは高血圧や
糖尿病や肥満などがなくても、10年、
20年するうちにだんだんそういう変化
が出てくると、そういうことが負担に
なって腎機能がさらに落ちていくこと
はあります。
　池脇　そういった腎臓のドナーの患
者さんの移植後のデータというのは、
どの程度あるのでしょうか。
　若井　アメリカなどで行っている大
規模なデータでは、10年、20年ぐらい
で末期腎不全に至るリスクは、健常人
の7.9倍という結果があります。
　池脇　7.9倍というと、けっこうなリ
スクですね。
　若井　そうですね。生命予後は一般

表　腎臓内科医のドナーに対する関わり（当院）

術前
　腎機能／尿所見評価
　高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症などの内科的評価
周術期
　主治医：移植外科医＋担当医：腎臓内科医
　合併症、脱水・薬剤による腎障害に注意
術後（ドナー外来）
　CKDフォロー
　生活習慣病の予防・治療
　─食事療法、運動療法、生活指導（体重維持、禁煙、適度な飲酒 etc）
　術中０ hr生検確認：ドナーの腎組織を反映（動脈硬化、腎炎）

　

うのですが、２つが１つになるという
ことで、クレアチニンの値は変わって
くるのでしょうか。
　若井　クレアチニン、最近ではeGFR
で腎機能を評価していますが、１つ取
れば半分になる。少し代償して６割に
なるという状況だと思います。
　池脇　いわゆるCKDでeGFRが低下
するのと、健康な腎臓を１つ取って、
でも健康な腎臓が残っているから何と
なく大丈夫ではないかと思ってしまう
のですが。

　若井　CKDの患者さんはもともと腎
臓が悪くなるような血管の傷みとか、
そういうものがベースにあるのですが、
ドナーは健康な人の腎臓を１つ取ると
いうかたちです。昔はドナーは健康な
人だから、腎臓を１つ取っても平気だ
と、全くフォローされていなかったの
ですが、やはり腎機能が半分になると
いうことで、いろいろフォローし、ド
ナーの追跡などもして、データも蓄積
されてきています。
　池脇　健常な腎臓ではあっても、２
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もあるのですか。
　若井　そのときの状況によって併診
体制を取るのは保存期と同じです。
　池脇　この質問は腎臓がんで摘出後、
腎臓のドナーになったということで、
基本的にドナーになった方のその後の
話を中心に聞いてきました。症例とし
たら腎臓がんで片腎になった方のほう
が多いと思うのですが、この方たちを
フォローされるのは泌尿器科医なので
しょうか。
　若井　腎臓がんということで泌尿器
科の先生がフォローされていますが、
当院は腎内科医が多いですし、腎機能
の程度によっては、いわゆるCKDが

eGFR 60以下ですから、そういう症例
は腎内科に来て、栄養指導をはじめ、
早めに生活習慣に気をつけていただく
ような体制を取っています。
　池脇　先ほど先生にご紹介いただい
たデータは移植後のものということで
したが、やはり腎臓のがん摘出後の片
腎の方も、基本的には同じと考えてよ
いですか。
　若井　そう考えています。
　池脇　腎臓がんの場合は手術で終わ
りではなくて、その後の管理が大事と
いうことですね。
　若井　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。

集団とドナーではあまり変わらないの
ですが、やはり末期腎不全のリスクは
片腎の方は増えてくることになります。
　池脇　いわゆる腎機能が悪化して本
当に末期の腎不全になるリスクはある。
やはり腎機能が悪いと、CKDがそうで
すが、いろいろな心血管疾患のリスク
が上がることになりますか。
　若井　そういうことになります。さ
らに、心血管のリスクファクターとな
る高血圧や尿酸値、コレステロール値、
肥満、喫煙とか、そういったものがさ
らに腎機能を下げるリスクにもなりま
す。ですので今、ドナーも長期にわた
ってフォローすることが義務づけられ
ています。
　池脇　そのあたりのフォローはまた
最後に詳しくお聞きしますが、そうし
ますと片腎の方はいろいろな意味でリ
スクが高まってくると考えてよいでし
ょうか。
　若井　そうですね。その辺は移植の
ドナーになる方にも術前によくお話を
して、それでもドナーになりたいとい
うことであれば、なっていただいてい
るような状況です。
　池脇　実際にはそういう腎臓の移植、
親族間での移植を含めて、比較的早い
段階から腎臓内科医は関わっていかれ
るのですか。
　若井　移植腎臓内科医があまり多く
はないのですが、当院は術前、術後も
移植医と一緒に診ていて、ドナーのフ

ォローは腎内科が行っています。
　池脇　例えば、手術で腎臓を取り出
して、その方の移植のときの腎臓の状
態は調べられるのですか。
　若井　そうです。ゼロアワー（０  
hour）と言っているのですが、腎臓を
移植する前や直後に腎生検をするかた
ちです。
　池脇　その腎臓の状態がよければお
そらく将来的にもいいということです
ね。
　若井　そうですね。今、高齢の方の
ドナーも多いのですが、高齢者は腎機
能、eGFR 70以上がドナーなのですけ
れども、70ぎりぎりだと、３割は糸球
体がつぶれているような状況です。
　池脇　先生がおっしゃった０ hourの
腎臓の状態で必ずしも万全でない方も
いて、その後も先生方はそれを細かに
包括的な管理をされるのですが、腎臓
にとって何が一番大事なのか。重点的
に管理するところがあるのでしょうか。
　若井　それは保存期のCKDと同じで
すが、血圧とか体重の管理とか、健診
レベルのことをして、そういう異常値
に対して放置せず、リスクがあること
から早期に介入していくことになりま
す。
　池脇　いろいろなリスク管理はいわ
ゆる腎臓内科医が基本的に包括的に行
うのか、あるいは糖尿病があれば糖尿
病の専門医にも入っていただくとか、
いろいろな診療科が横断的に行うこと
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もあるのですか。
　若井　そのときの状況によって併診
体制を取るのは保存期と同じです。
　池脇　この質問は腎臓がんで摘出後、
腎臓のドナーになったということで、
基本的にドナーになった方のその後の
話を中心に聞いてきました。症例とし
たら腎臓がんで片腎になった方のほう
が多いと思うのですが、この方たちを
フォローされるのは泌尿器科医なので
しょうか。
　若井　腎臓がんということで泌尿器
科の先生がフォローされていますが、
当院は腎内科医が多いですし、腎機能
の程度によっては、いわゆるCKDが

eGFR 60以下ですから、そういう症例
は腎内科に来て、栄養指導をはじめ、
早めに生活習慣に気をつけていただく
ような体制を取っています。
　池脇　先ほど先生にご紹介いただい
たデータは移植後のものということで
したが、やはり腎臓のがん摘出後の片
腎の方も、基本的には同じと考えてよ
いですか。
　若井　そう考えています。
　池脇　腎臓がんの場合は手術で終わ
りではなくて、その後の管理が大事と
いうことですね。
　若井　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。

集団とドナーではあまり変わらないの
ですが、やはり末期腎不全のリスクは
片腎の方は増えてくることになります。
　池脇　いわゆる腎機能が悪化して本
当に末期の腎不全になるリスクはある。
やはり腎機能が悪いと、CKDがそうで
すが、いろいろな心血管疾患のリスク
が上がることになりますか。
　若井　そういうことになります。さ
らに、心血管のリスクファクターとな
る高血圧や尿酸値、コレステロール値、
肥満、喫煙とか、そういったものがさ
らに腎機能を下げるリスクにもなりま
す。ですので今、ドナーも長期にわた
ってフォローすることが義務づけられ
ています。
　池脇　そのあたりのフォローはまた
最後に詳しくお聞きしますが、そうし
ますと片腎の方はいろいろな意味でリ
スクが高まってくると考えてよいでし
ょうか。
　若井　そうですね。その辺は移植の
ドナーになる方にも術前によくお話を
して、それでもドナーになりたいとい
うことであれば、なっていただいてい
るような状況です。
　池脇　実際にはそういう腎臓の移植、
親族間での移植を含めて、比較的早い
段階から腎臓内科医は関わっていかれ
るのですか。
　若井　移植腎臓内科医があまり多く
はないのですが、当院は術前、術後も
移植医と一緒に診ていて、ドナーのフ

ォローは腎内科が行っています。
　池脇　例えば、手術で腎臓を取り出
して、その方の移植のときの腎臓の状
態は調べられるのですか。
　若井　そうです。ゼロアワー（０  
hour）と言っているのですが、腎臓を
移植する前や直後に腎生検をするかた
ちです。
　池脇　その腎臓の状態がよければお
そらく将来的にもいいということです
ね。
　若井　そうですね。今、高齢の方の
ドナーも多いのですが、高齢者は腎機
能、eGFR 70以上がドナーなのですけ
れども、70ぎりぎりだと、３割は糸球
体がつぶれているような状況です。
　池脇　先生がおっしゃった０ hourの
腎臓の状態で必ずしも万全でない方も
いて、その後も先生方はそれを細かに
包括的な管理をされるのですが、腎臓
にとって何が一番大事なのか。重点的
に管理するところがあるのでしょうか。
　若井　それは保存期のCKDと同じで
すが、血圧とか体重の管理とか、健診
レベルのことをして、そういう異常値
に対して放置せず、リスクがあること
から早期に介入していくことになりま
す。
　池脇　いろいろなリスク管理はいわ
ゆる腎臓内科医が基本的に包括的に行
うのか、あるいは糖尿病があれば糖尿
病の専門医にも入っていただくとか、
いろいろな診療科が横断的に行うこと
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聖路加国際病院ヘルニアセンター長
嶋　田　　元

（聞き手　池脇克則）

　閉鎖孔ヘルニアの診断と治療についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

閉鎖孔ヘルニアの診断と治療

　池脇　閉鎖孔ヘルニアの診断と治療
についての質問です。ヘルニアの中の
閉鎖孔ヘルニア、ちょっと調べた範囲
では非常に珍しいタイプのヘルニアと
お聞きします。まずヘルニアの種類や
頻度から教えてください。
　嶋田　ヘルニアは本来あるべき場所
と異なる場所に臓器が出てくるという
ことが基本の言葉ですけれども、一番
多いのは椎間板ヘルニアというのがよ
く聞く話だと思います。体表からわか
る外ヘルニアと、わからない内ヘルニ
アの２種類があります。内ヘルニアは
非常に珍しいものが多く、今回の閉鎖
孔ヘルニアに関して言いますと、外ヘ
ルニアという分類です。外ヘルニアで
日本で一番多いのが鼠径部のヘルニア
で、鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアが多
いということになります。
　男性と女性で比べると、解剖学的な

構造で、睾丸や、睾丸を栄養する血管
や精管などもあることから、男性に非
常に多い病気です。文献的には、男性
は一生涯にだいたい27％ぐらいの方が
かかるといわれているので、かなりポ
ピュラーな疾患です。そして治療方法
も今のところ手術以外にはないという
疾患になります。
　池脇　ヘルニア全体で年間約15万人
の方が手術を受けているのですね。
　嶋田　そうです。かなり多いですね。
　池脇　その多くがいわゆる鼠径ヘル
ニアですから、男性が多いのですね。
　嶋田　はい。
　池脇　その中で閉鎖孔ヘルニア、頻
度としてはどのくらいなのでしょうか。
　嶋田　全ヘルニアの中の0.05～2.2％
ぐらいといわれていまして、年間にだ
いたい100～200例の鼠径部のヘルニア
の手術をしている施設では、年間に 

１～２例程度は遭遇する頻度になるか
と思います。
　池脇　鼠径ヘルニアは男性が多いけ
れども、閉鎖孔ヘルニアはむしろ女性
が多いと聞いていますがどうでしょう
か。
　嶋田　そうですね。70～80代のやせ
型の女性に非常に多いとされています。
　池脇　起こりやすい機序、原因とい
うのはどういうことなのでしょうか。
　嶋田　閉鎖孔は、その孔の中に閉鎖
動脈や閉鎖神経という構造物が通って
います。通常は孔も小さくて、腹膜の
壁側の腹膜前脂肪という脂肪に覆われ
ているので、あまりヘルニアの症状を
呈さないのですけれども、やせてきた
り、高齢や、多産の女性では脂肪が薄
くなって出やすいと考えられています。
　池脇　閉鎖孔に神経が通っていると
なると、例えばヘルニアによって神経
の刺激症状なども出てくるのでしょう
か。
　嶋田　有名な教科書的なものですと、
ハウシップロンベルク徴候といいまし
て、ヘルニア内容物が閉鎖神経を圧迫
することによって、主に大腿の内側の
部分にしびれや痛みなどを訴え、足を
伸ばしたり、足を内旋させたりすると
痛みが強くなるという症状になります。
ただ、100％出るわけではなくて、だ
いたい半数ぐらいの人で出現すると思
います。
　池脇　患者さんに「先生、ちょっと

鼠径のあたりが膨れてきたんだ」と言
われて見ると、確かに膨れている。で
は鼠径の専門医に診てもらうことにな
ってという経緯で、たぶん診断、治療
に行くのでしょうけれども、この閉鎖
孔ヘルニアというのはあまりぷくっと
膨らむようなことはないのですか。
　嶋田　見た目で膨らんでいるという
ことはほとんどなく、腸閉塞の症状で
見つかることが多いです。
　池脇　そうすると、腸がヘルニアで
そこに出ていって、嵌頓状態になると、
一刻を争うような症状になってしまう
のですか。
　嶋田　そうです。特に開腹歴のない
高齢のやせている女性で腸閉塞症状が
ある場合には、この閉鎖孔ヘルニアで

右閉鎖孔ヘルニア嵌頓CT
（83歳女性　身長145㎝　体重31㎏）

恥骨筋

拡張した口側小腸

嵌頓した
小腸

外閉鎖筋
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聖路加国際病院ヘルニアセンター長
嶋　田　　元

（聞き手　池脇克則）

　閉鎖孔ヘルニアの診断と治療についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

閉鎖孔ヘルニアの診断と治療

　池脇　閉鎖孔ヘルニアの診断と治療
についての質問です。ヘルニアの中の
閉鎖孔ヘルニア、ちょっと調べた範囲
では非常に珍しいタイプのヘルニアと
お聞きします。まずヘルニアの種類や
頻度から教えてください。
　嶋田　ヘルニアは本来あるべき場所
と異なる場所に臓器が出てくるという
ことが基本の言葉ですけれども、一番
多いのは椎間板ヘルニアというのがよ
く聞く話だと思います。体表からわか
る外ヘルニアと、わからない内ヘルニ
アの２種類があります。内ヘルニアは
非常に珍しいものが多く、今回の閉鎖
孔ヘルニアに関して言いますと、外ヘ
ルニアという分類です。外ヘルニアで
日本で一番多いのが鼠径部のヘルニア
で、鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアが多
いということになります。
　男性と女性で比べると、解剖学的な

構造で、睾丸や、睾丸を栄養する血管
や精管などもあることから、男性に非
常に多い病気です。文献的には、男性
は一生涯にだいたい27％ぐらいの方が
かかるといわれているので、かなりポ
ピュラーな疾患です。そして治療方法
も今のところ手術以外にはないという
疾患になります。
　池脇　ヘルニア全体で年間約15万人
の方が手術を受けているのですね。
　嶋田　そうです。かなり多いですね。
　池脇　その多くがいわゆる鼠径ヘル
ニアですから、男性が多いのですね。
　嶋田　はい。
　池脇　その中で閉鎖孔ヘルニア、頻
度としてはどのくらいなのでしょうか。
　嶋田　全ヘルニアの中の0.05～2.2％
ぐらいといわれていまして、年間にだ
いたい100～200例の鼠径部のヘルニア
の手術をしている施設では、年間に 

１～２例程度は遭遇する頻度になるか
と思います。
　池脇　鼠径ヘルニアは男性が多いけ
れども、閉鎖孔ヘルニアはむしろ女性
が多いと聞いていますがどうでしょう
か。
　嶋田　そうですね。70～80代のやせ
型の女性に非常に多いとされています。
　池脇　起こりやすい機序、原因とい
うのはどういうことなのでしょうか。
　嶋田　閉鎖孔は、その孔の中に閉鎖
動脈や閉鎖神経という構造物が通って
います。通常は孔も小さくて、腹膜の
壁側の腹膜前脂肪という脂肪に覆われ
ているので、あまりヘルニアの症状を
呈さないのですけれども、やせてきた
り、高齢や、多産の女性では脂肪が薄
くなって出やすいと考えられています。
　池脇　閉鎖孔に神経が通っていると
なると、例えばヘルニアによって神経
の刺激症状なども出てくるのでしょう
か。
　嶋田　有名な教科書的なものですと、
ハウシップロンベルク徴候といいまし
て、ヘルニア内容物が閉鎖神経を圧迫
することによって、主に大腿の内側の
部分にしびれや痛みなどを訴え、足を
伸ばしたり、足を内旋させたりすると
痛みが強くなるという症状になります。
ただ、100％出るわけではなくて、だ
いたい半数ぐらいの人で出現すると思
います。
　池脇　患者さんに「先生、ちょっと

鼠径のあたりが膨れてきたんだ」と言
われて見ると、確かに膨れている。で
は鼠径の専門医に診てもらうことにな
ってという経緯で、たぶん診断、治療
に行くのでしょうけれども、この閉鎖
孔ヘルニアというのはあまりぷくっと
膨らむようなことはないのですか。
　嶋田　見た目で膨らんでいるという
ことはほとんどなく、腸閉塞の症状で
見つかることが多いです。
　池脇　そうすると、腸がヘルニアで
そこに出ていって、嵌頓状態になると、
一刻を争うような症状になってしまう
のですか。
　嶋田　そうです。特に開腹歴のない
高齢のやせている女性で腸閉塞症状が
ある場合には、この閉鎖孔ヘルニアで

右閉鎖孔ヘルニア嵌頓CT
（83歳女性　身長145㎝　体重31㎏）

恥骨筋

拡張した口側小腸

嵌頓した
小腸

外閉鎖筋
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あることが多いです。そして嵌頓、絞
扼といった状態のことが多いですね。
　池脇　緊急に近いような状況と、そ
うでもない状況で、いずれにしても閉
鎖孔ヘルニアの診断ということになる
と思うのですけれども、見た目にぷく
っとしていなければ、どのように診断
したらよいのでしょうか。
　嶋田　現在はCT等が入っている施
設が多くありますので、CTで骨盤ま
で、閉鎖孔が含まれるところまで撮影
していただくと、典型的な所見として
診断することが容易です。また、超音
波検査で閉鎖孔を見ることによって脱
出状態がわかったり、エコーのプロー
ベで脱出している部分を愛護的に圧迫
してあげることで嵌頓化が解除されて、
緊急手術が回避されるという報告も最
近出てきています。
　池脇　基本的にはCTあるいはエコ
ーで診断、なかなか単純のレントゲン
というのは難しいのですね。
　嶋田　そうですね。単純のレントゲ
ンでは腸閉塞のニボー像の所見ぐらい
しか出ないと思います。
　池脇　閉鎖孔ヘルニアでも本人は症
状がない。こういった場合はどうなの
でしょう。
　嶋田　この閉鎖孔ヘルニアは、嵌頓
するだけではなくて、時に自然に解除
されたりして、時々腸閉塞症状が不定
期的に表れるようなこともあるので、
その意味ではかなり診断が難しい部類

になることもあると思います。
　池脇　基本的には様子を見るという
よりも、診断がついた時点で、症状が
あれば当然、ない場合でも将来そこで
小腸が嵌頓して、壊死という危険もな
いわけではないので、原則手術という
理解でよろしいですか。
　嶋田　基本的には手術でよいと思い
ます。閉鎖孔ヘルニアは両側に孔が開
いているパターンもありますし、また、
大腿ヘルニアなどの緊急の手術になり
やすい疾患を合併している場合もあり
ますので、原則、発見された場合には、
全身状態が許せば手術になるかと思い
ます。
　池脇　閉鎖孔ヘルニアは右側に多い
と聞きましたが、それはどういうこと
なのでしょう。
　嶋田　一説では左側にS状結腸が存
在していて、そのために嵌頓しにくい
というような報告もありますけれども、
なかなか定かではないですね。
　池脇　手術に関しては、私の理解は
メッシュを使うぐらいしかないのです
けれども、閉鎖孔ヘルニアの現状の手
術はどういうことなのでしょう。
　嶋田　これは患者さんの状態により
ます。先ほども申したように、腸閉塞
という緊急な状態で手術になることが
多いので、腸が絞扼、壊死している場
合は状況に応じて腸管を切除しなけれ
ばならない。腸管切除を行った場合に
は、人工物、メッシュを使うと、その

後、そこが感染を起こしてしまって治
療に難渋することが時にあります。こ
のため、まずは救命の処置として腸閉
塞の手術をする。そして、もともと開
いている孔は可及的に、例えば飛び出
ているヘルニア囊をおなかの中に引っ
張り込んで、とりあえず縛っておいて
緊急な状態を回避して、後日、腹腔鏡
や切開法などで人工のメッシュを置い
て根治の治療を行う、いわゆる二期的
な方法なども考えられます。
　また、手術中に嵌頓の状態が解除さ
れて、壊死がないという状態であれば
感染のリスクは少ないので、そのまま
メッシュを用いた一期的な手術で根治
を目指すということも可能です。
　池脇　今先生が言われた腸管、主に
小腸でしょうけれども、壊死に陥った
という場合には、腹腔鏡による手術が
多いのでしょうか。それとも、開腹な

のでしょうか。
　嶋田　それは施設によると思います。
緊急で腹腔鏡手術ができる施設、でき
ない施設がありますし、提供している
医療体制や状況によって変わると思い
ます。設備が整っているところであれ
ば、腹腔鏡でまずは確認をして、嵌頓
している小腸を解除して、そのまま腸
管の虚血が進むか、進まないかを判断
して、一期的な手術をするか、二期的
な手術をするかという選択もできるよ
うになってきています。
　池脇　私のイメージしたヘルニアと
いうのはそんなに緊急の状況ではなく
て、手術を決めて、当日に手術をして、
翌日か翌々日には退院みたいな感じに
思っていましたが、閉鎖孔ヘルニアの
場合の現場はちょっと違いますね。
　嶋田　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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あることが多いです。そして嵌頓、絞
扼といった状態のことが多いですね。
　池脇　緊急に近いような状況と、そ
うでもない状況で、いずれにしても閉
鎖孔ヘルニアの診断ということになる
と思うのですけれども、見た目にぷく
っとしていなければ、どのように診断
したらよいのでしょうか。
　嶋田　現在はCT等が入っている施
設が多くありますので、CTで骨盤ま
で、閉鎖孔が含まれるところまで撮影
していただくと、典型的な所見として
診断することが容易です。また、超音
波検査で閉鎖孔を見ることによって脱
出状態がわかったり、エコーのプロー
ベで脱出している部分を愛護的に圧迫
してあげることで嵌頓化が解除されて、
緊急手術が回避されるという報告も最
近出てきています。
　池脇　基本的にはCTあるいはエコ
ーで診断、なかなか単純のレントゲン
というのは難しいのですね。
　嶋田　そうですね。単純のレントゲ
ンでは腸閉塞のニボー像の所見ぐらい
しか出ないと思います。
　池脇　閉鎖孔ヘルニアでも本人は症
状がない。こういった場合はどうなの
でしょう。
　嶋田　この閉鎖孔ヘルニアは、嵌頓
するだけではなくて、時に自然に解除
されたりして、時々腸閉塞症状が不定
期的に表れるようなこともあるので、
その意味ではかなり診断が難しい部類

になることもあると思います。
　池脇　基本的には様子を見るという
よりも、診断がついた時点で、症状が
あれば当然、ない場合でも将来そこで
小腸が嵌頓して、壊死という危険もな
いわけではないので、原則手術という
理解でよろしいですか。
　嶋田　基本的には手術でよいと思い
ます。閉鎖孔ヘルニアは両側に孔が開
いているパターンもありますし、また、
大腿ヘルニアなどの緊急の手術になり
やすい疾患を合併している場合もあり
ますので、原則、発見された場合には、
全身状態が許せば手術になるかと思い
ます。
　池脇　閉鎖孔ヘルニアは右側に多い
と聞きましたが、それはどういうこと
なのでしょう。
　嶋田　一説では左側にS状結腸が存
在していて、そのために嵌頓しにくい
というような報告もありますけれども、
なかなか定かではないですね。
　池脇　手術に関しては、私の理解は
メッシュを使うぐらいしかないのです
けれども、閉鎖孔ヘルニアの現状の手
術はどういうことなのでしょう。
　嶋田　これは患者さんの状態により
ます。先ほども申したように、腸閉塞
という緊急な状態で手術になることが
多いので、腸が絞扼、壊死している場
合は状況に応じて腸管を切除しなけれ
ばならない。腸管切除を行った場合に
は、人工物、メッシュを使うと、その

後、そこが感染を起こしてしまって治
療に難渋することが時にあります。こ
のため、まずは救命の処置として腸閉
塞の手術をする。そして、もともと開
いている孔は可及的に、例えば飛び出
ているヘルニア囊をおなかの中に引っ
張り込んで、とりあえず縛っておいて
緊急な状態を回避して、後日、腹腔鏡
や切開法などで人工のメッシュを置い
て根治の治療を行う、いわゆる二期的
な方法なども考えられます。
　また、手術中に嵌頓の状態が解除さ
れて、壊死がないという状態であれば
感染のリスクは少ないので、そのまま
メッシュを用いた一期的な手術で根治
を目指すということも可能です。
　池脇　今先生が言われた腸管、主に
小腸でしょうけれども、壊死に陥った
という場合には、腹腔鏡による手術が
多いのでしょうか。それとも、開腹な

のでしょうか。
　嶋田　それは施設によると思います。
緊急で腹腔鏡手術ができる施設、でき
ない施設がありますし、提供している
医療体制や状況によって変わると思い
ます。設備が整っているところであれ
ば、腹腔鏡でまずは確認をして、嵌頓
している小腸を解除して、そのまま腸
管の虚血が進むか、進まないかを判断
して、一期的な手術をするか、二期的
な手術をするかという選択もできるよ
うになってきています。
　池脇　私のイメージしたヘルニアと
いうのはそんなに緊急の状況ではなく
て、手術を決めて、当日に手術をして、
翌日か翌々日には退院みたいな感じに
思っていましたが、閉鎖孔ヘルニアの
場合の現場はちょっと違いますね。
　嶋田　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院内科特任教授
小　林　茂　人

（聞き手　池田志斈）

　反応性関節炎（ライター症候群）についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

反応性関節炎（ライター症候群）

　池田　反応性関節炎（ライター症候
群）について質問が来ていますが、い
ったいどのような疾患なのでしょうか。
　小林　1916年にプロシアのハンス・
ライターが赤痢菌罹患後に非化膿性の
関節炎、非淋菌性尿道炎、結膜炎の３
徴候を呈した症例を報告したことに起
因して「ライター症候群」と呼ばれる
ようになりました。この赤痢菌以外に
は、サルモネラ、キャンピロバクター、
エルシニア、クラミジアなどの細菌感
染の後に、この関節炎が起こることが
ライター症候群の特徴です。古くは山
の水や池の水を飲んで下痢を起こすこ
とは、“traveler’s diarrhea”、旅行者の
下痢、または渡航者の下痢とも呼ばれ
ましたが、その下痢の後に関節炎を呈
するのがこのライター症候群です。ま
た、古くは米海軍の軍艦上において、
また米国の大統領選挙運動の際に、サ

ンドイッチなどからの細菌感染による
食中毒が集団発生し、その中の一部の
症例にその後、関節炎が起こりました。
これがライター症候群です。
　関節炎を発症した患者さんは、ヒト
の組織適合性抗原のうち、HLA-B27を
保有するものが多いことが知られてい
ます。もう一つの感染症の原因ですが、
クラミジア・トラコマチスは性交渉に
よって伝播します。古くはヒポクラテ
スが「痛風は思春期になってからの性
交渉によって初めて起こる」と記載し
ましたが、これは痛風でなく、ライタ
ー症候群の間違いであることが知られ
ています。また、アメリカ大陸に到達
したコロンブスは、その航海日誌から
コロンブス自身がライター症候群に罹
患していたと理解されています。この
ように、関節以外の部位の細菌感染が
きっかけになり、無菌性、非化膿性の

関節炎を引き起こすこの関節炎の発症
機序を「反応性関節炎」と呼びます。
　ライター症候群を報告したハンス・
ライターはナチスの軍人で、ユダヤ人
の殺戮に深く関与したため、ライター
の名称が疾患名から外れて、「反応性
関節炎」、“reactive arthritis”と呼ば
れるようになりました。この疾患の症
例の特徴は、HLA-B27を保有すること
が明らかになり、反応性関節炎は強直
性脊椎炎や乾癬性関節炎などの脊椎関
節炎のグループの一つの疾患に分類さ
れます。
　池田　尿道炎と結膜炎がクローズア
ップされましたが、これはメインでは
なくて、反応性関節炎がメインなので
すね。
　小林　はい。皮膚科医には皮膚粘膜
症状が多分メインになりますが、我々、
リウマチ医は関節炎の診断をつけるた
めに、こういったかたちで関節炎が起
こることを知らなければいけない一つ
の事例かと思います。関節炎が起こる
原因は星の数ほどあります。
　池田　反応性関節炎が主体というこ
とですね。
　小林　はい。私どもの分野では関節
の痛みを伴うためです。
　池田　発症機序については、先ほど
いろいろな菌体成分によるということ
でしたが、それとHLA-B27との関係は
どのように推測されているのでしょう
か。

　小林　ちょっと戻りますが、起炎菌
は細胞内の寄生菌です。関節内には生
きている菌は同定されませんが、細菌
菌体成分が存在して、HLA-B27保有
者の中には細胞内寄生菌を十分に排除
することができずに、その菌体成分が
白血球内に数年間もとどまることが知
られています。尿道や腸の自然免疫細
胞が関節炎に入り、また関節局所には
菌体成分による自然免疫による炎症反
応が起こります。これが発症機序の概
要ですが、起炎菌の菌体成分の一部は
HLA-B27と交叉反応することは1980
年代に証明されています。
　池田　そういった機序で発症するの
ですね。どのような症状を呈するので
しょうか。
　小林　症状は、起炎菌による前駆症
状、つまり細菌性腸炎による急性腸炎、
またクラミジアによる尿路感染症、女
性では子宮頸管炎が起こります。この
細菌感染症に罹患後、１カ月以内に無
菌性、非化膿性の急性関節炎などが起
こります。全身症状は、発症前の感染
症とともに、関節炎の発症に伴って発
熱、疲労、体重減少などが起こります。
細菌性腸炎では下痢、クラミジアでは
尿道炎、排尿痛などが起こりますが、
特に女性では無症状のことも多いです。
　関節炎は膝、足首などの大きな下肢
の関節炎に、非対称性に急性の関節炎
が起こります。また、手・足・指全体
が炎症を起こして、発赤を伴ったソー
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順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院内科特任教授
小　林　茂　人

（聞き手　池田志斈）

　反応性関節炎（ライター症候群）についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

反応性関節炎（ライター症候群）

　池田　反応性関節炎（ライター症候
群）について質問が来ていますが、い
ったいどのような疾患なのでしょうか。
　小林　1916年にプロシアのハンス・
ライターが赤痢菌罹患後に非化膿性の
関節炎、非淋菌性尿道炎、結膜炎の３
徴候を呈した症例を報告したことに起
因して「ライター症候群」と呼ばれる
ようになりました。この赤痢菌以外に
は、サルモネラ、キャンピロバクター、
エルシニア、クラミジアなどの細菌感
染の後に、この関節炎が起こることが
ライター症候群の特徴です。古くは山
の水や池の水を飲んで下痢を起こすこ
とは、“traveler’s diarrhea”、旅行者の
下痢、または渡航者の下痢とも呼ばれ
ましたが、その下痢の後に関節炎を呈
するのがこのライター症候群です。ま
た、古くは米海軍の軍艦上において、
また米国の大統領選挙運動の際に、サ

ンドイッチなどからの細菌感染による
食中毒が集団発生し、その中の一部の
症例にその後、関節炎が起こりました。
これがライター症候群です。
　関節炎を発症した患者さんは、ヒト
の組織適合性抗原のうち、HLA-B27を
保有するものが多いことが知られてい
ます。もう一つの感染症の原因ですが、
クラミジア・トラコマチスは性交渉に
よって伝播します。古くはヒポクラテ
スが「痛風は思春期になってからの性
交渉によって初めて起こる」と記載し
ましたが、これは痛風でなく、ライタ
ー症候群の間違いであることが知られ
ています。また、アメリカ大陸に到達
したコロンブスは、その航海日誌から
コロンブス自身がライター症候群に罹
患していたと理解されています。この
ように、関節以外の部位の細菌感染が
きっかけになり、無菌性、非化膿性の

関節炎を引き起こすこの関節炎の発症
機序を「反応性関節炎」と呼びます。
　ライター症候群を報告したハンス・
ライターはナチスの軍人で、ユダヤ人
の殺戮に深く関与したため、ライター
の名称が疾患名から外れて、「反応性
関節炎」、“reactive arthritis”と呼ば
れるようになりました。この疾患の症
例の特徴は、HLA-B27を保有すること
が明らかになり、反応性関節炎は強直
性脊椎炎や乾癬性関節炎などの脊椎関
節炎のグループの一つの疾患に分類さ
れます。
　池田　尿道炎と結膜炎がクローズア
ップされましたが、これはメインでは
なくて、反応性関節炎がメインなので
すね。
　小林　はい。皮膚科医には皮膚粘膜
症状が多分メインになりますが、我々、
リウマチ医は関節炎の診断をつけるた
めに、こういったかたちで関節炎が起
こることを知らなければいけない一つ
の事例かと思います。関節炎が起こる
原因は星の数ほどあります。
　池田　反応性関節炎が主体というこ
とですね。
　小林　はい。私どもの分野では関節
の痛みを伴うためです。
　池田　発症機序については、先ほど
いろいろな菌体成分によるということ
でしたが、それとHLA-B27との関係は
どのように推測されているのでしょう
か。

　小林　ちょっと戻りますが、起炎菌
は細胞内の寄生菌です。関節内には生
きている菌は同定されませんが、細菌
菌体成分が存在して、HLA-B27保有
者の中には細胞内寄生菌を十分に排除
することができずに、その菌体成分が
白血球内に数年間もとどまることが知
られています。尿道や腸の自然免疫細
胞が関節炎に入り、また関節局所には
菌体成分による自然免疫による炎症反
応が起こります。これが発症機序の概
要ですが、起炎菌の菌体成分の一部は
HLA-B27と交叉反応することは1980
年代に証明されています。
　池田　そういった機序で発症するの
ですね。どのような症状を呈するので
しょうか。
　小林　症状は、起炎菌による前駆症
状、つまり細菌性腸炎による急性腸炎、
またクラミジアによる尿路感染症、女
性では子宮頸管炎が起こります。この
細菌感染症に罹患後、１カ月以内に無
菌性、非化膿性の急性関節炎などが起
こります。全身症状は、発症前の感染
症とともに、関節炎の発症に伴って発
熱、疲労、体重減少などが起こります。
細菌性腸炎では下痢、クラミジアでは
尿道炎、排尿痛などが起こりますが、
特に女性では無症状のことも多いです。
　関節炎は膝、足首などの大きな下肢
の関節炎に、非対称性に急性の関節炎
が起こります。また、手・足・指全体
が炎症を起こして、発赤を伴ったソー
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セージ状に膨れることがあります。こ
れは指趾炎（dactylitis）と呼ばれます。
また、アキレス腱を中心に付着部炎が
起こります。この指趾炎、付着部炎は
乾癬性関節炎または関節症性乾癬にお
いても知られていることです。
　関節外症状は皮膚粘膜症状として、
一過性の結膜炎、虹彩炎が起こります。
口腔粘膜や舌に一過性の痛みのない表
層性潰瘍ができます。皮膚には紅斑の
ほかに、手掌および足底に角質増殖症
と痂皮形成を起こす膿漏性角化症が起
こります。また、連環状亀頭炎が起こ
ります。極めてまれですが、大動脈炎、
大動脈閉鎖不全、心伝導障害、神経症
などが起こるとも報告されています。
　池田　なかなか多彩な症状なので診
断が難しいと思うのですが、感染によ
って起こるということで、まず診断に
導く検査法としては、どのようなこと
が行われるのでしょうか。
　小林　前駆症状の急性細菌性腸炎で
は便の培養にて起炎菌を同定しますが、
同定できないことも多々あります。ク
ラミジア感染症では早朝尿のPCR、ま
た尿道・子宮頸管のPCR検査を行いま
す。また、血清中のIgM抗体値は参考
になるかと思います。現在では口腔の
粘膜、唾液、血液でHLA-B27の遺伝子
を検査できます。一般的に血清のリウ
マトイド因子や抗核抗体などは陰性で
す。
　池田　診断と鑑別診断はどのように

されるのでしょうか。
　小林　一般的には下肢を中心とした
非対称性急性関節炎で血清中のリウマ
トイド因子は陰性です。比較的若い方
に多いことが特徴かと思いますが、１
カ月以内の急性細菌性腸炎、またはク
ラミジアによる尿道炎の既往があれば
強く示唆されます。詳しくは1999年の
反応性関節炎の国際ワークショップに
おける診断基準がありますが、重要な
ことは鑑別、除外診断です。化膿性、
細菌性の関節炎、結晶誘発性の関節炎、
乾癬性関節炎または関節症性乾癬、ラ
イム病、連鎖球菌による反応性関節炎
など、リウマトイド因子陰性の関節リ
ウマチなども重要だと思います。この
鑑別が重要であるので、鑑別診断をい
ろいろしなければいけないと思います。
　池田　疾患によってまた治療が異な
ってくるのですね。反応性関節炎に対
する治療はどのように行われるのでし
ょうか。
　小林　急性関節炎に対しては、非ス
テロイド系抗炎症剤（NSAIDs）が基
本薬です。炎症が強い場合にはステロ
イドの短期投与、または日本では承認
されていませんが、スルファサラゾピ
リジンやメトトレキサートなどの治療
が行われます。関節炎は原則的に化膿
性ではないので抗生物質は無効ですが、
誘因となった感染症に対する治療、急
性腸炎が遷延する際は対症療法を行い
ます。特にクラミジア感染ではクラミ

ジアが体内に長い間とどまるために、
アジスロマイシンまたはクラリスロマ
イシンの１週間の投与が勧められます。
女性ではクラミジア感染症が子宮内膜
症や不妊の原因になることが知られて
います。このため、抗生剤の投与は重
要です。特に、いわゆる「ピンポン感
染」を防止するために、セックスパー
トナーにも抗生剤を投与する必要があ
ると思います。
　池田　その辺がポイントですね。そ
れから治療も含めた臨床経過はどうな
っていくのでしょうか。
　小林　ほとんどの症例は６カ月以内
に関節炎は完全寛解、または治癒しま
す。20％以下の症例が慢性化しますが、
軽度の関節炎を繰り返すタイプ、また
関節炎が持続するタイプなどもあるも
のの、一般的には一過性の関節炎で終
わることが多いです。関節炎が慢性化
する症例はHLA-B27を保有しまして、
クラミジア感染によって発症した症例
が多いといわれています。このような
慢性に経過する症例に対しては、ドキ
シサイクリン、リファンピシン、アジ
スロマイシンの抗生剤３剤で６カ月の
長期投与が行われます。
　池田　そのほかに何か注意点はあり
ますか。
　小林　旧ライター症候群を引き起こ
す細菌に関しては、一定の細菌菌種が
報告されています。一方、細菌感染に
関連した反応性関節炎には、連鎖球菌

感染に伴う反応性関節炎、結核感染に
伴う反応性関節炎、膀胱がんの際に膀
胱にBCGを投与して治療を行って起こ
る反応性関節炎があります。ライター
症候群の名称が反応性関節炎に変更に
なった際に、従来のライター症候群を
「反応性関節炎」と呼び、連鎖球菌、
結核菌、BCG治療などのその他の細菌
感染に伴う関節炎は“infection-related 
arthritis”、つまり様々な細菌の感染に
伴う関節炎と呼ぶように提唱されまし
た。また、ウイルス感染においては、
関節炎に対してviral arthritisの範疇に
て規定されています。日常よく見られ
るウイルス性関節炎はパルボウイルス
が挙げられるかと思いますが、このよ
うな鑑別と注意が重要ではないかと考
えられます。
　池田　ウイルス感染による関節炎と
いうのは、ウイルス自体が関節に入っ
ていくイメージなのでしょうか。
　小林　viremiaといわれますが、よく
風邪などのときには肩が痛い、腰が痛
い、いろいろな節々が痛くなるかと思
います。一過性に軽いものが多いので
すが、ウイルスによる関節炎ではそれ
が遷延化する場合があります。反応性
関節炎の機序から考えますと、ウイル
スは関節の中にも入っていますので、
反応性関節炎の古典的な定義とは異な
ります。ウイルスによる反応性関節炎
と呼ぶよりは、ウイルスによる関節炎
（viral arthritis）と呼ぶことが正しい
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セージ状に膨れることがあります。こ
れは指趾炎（dactylitis）と呼ばれます。
また、アキレス腱を中心に付着部炎が
起こります。この指趾炎、付着部炎は
乾癬性関節炎または関節症性乾癬にお
いても知られていることです。
　関節外症状は皮膚粘膜症状として、
一過性の結膜炎、虹彩炎が起こります。
口腔粘膜や舌に一過性の痛みのない表
層性潰瘍ができます。皮膚には紅斑の
ほかに、手掌および足底に角質増殖症
と痂皮形成を起こす膿漏性角化症が起
こります。また、連環状亀頭炎が起こ
ります。極めてまれですが、大動脈炎、
大動脈閉鎖不全、心伝導障害、神経症
などが起こるとも報告されています。
　池田　なかなか多彩な症状なので診
断が難しいと思うのですが、感染によ
って起こるということで、まず診断に
導く検査法としては、どのようなこと
が行われるのでしょうか。
　小林　前駆症状の急性細菌性腸炎で
は便の培養にて起炎菌を同定しますが、
同定できないことも多々あります。ク
ラミジア感染症では早朝尿のPCR、ま
た尿道・子宮頸管のPCR検査を行いま
す。また、血清中のIgM抗体値は参考
になるかと思います。現在では口腔の
粘膜、唾液、血液でHLA-B27の遺伝子
を検査できます。一般的に血清のリウ
マトイド因子や抗核抗体などは陰性で
す。
　池田　診断と鑑別診断はどのように

されるのでしょうか。
　小林　一般的には下肢を中心とした
非対称性急性関節炎で血清中のリウマ
トイド因子は陰性です。比較的若い方
に多いことが特徴かと思いますが、１
カ月以内の急性細菌性腸炎、またはク
ラミジアによる尿道炎の既往があれば
強く示唆されます。詳しくは1999年の
反応性関節炎の国際ワークショップに
おける診断基準がありますが、重要な
ことは鑑別、除外診断です。化膿性、
細菌性の関節炎、結晶誘発性の関節炎、
乾癬性関節炎または関節症性乾癬、ラ
イム病、連鎖球菌による反応性関節炎
など、リウマトイド因子陰性の関節リ
ウマチなども重要だと思います。この
鑑別が重要であるので、鑑別診断をい
ろいろしなければいけないと思います。
　池田　疾患によってまた治療が異な
ってくるのですね。反応性関節炎に対
する治療はどのように行われるのでし
ょうか。
　小林　急性関節炎に対しては、非ス
テロイド系抗炎症剤（NSAIDs）が基
本薬です。炎症が強い場合にはステロ
イドの短期投与、または日本では承認
されていませんが、スルファサラゾピ
リジンやメトトレキサートなどの治療
が行われます。関節炎は原則的に化膿
性ではないので抗生物質は無効ですが、
誘因となった感染症に対する治療、急
性腸炎が遷延する際は対症療法を行い
ます。特にクラミジア感染ではクラミ

ジアが体内に長い間とどまるために、
アジスロマイシンまたはクラリスロマ
イシンの１週間の投与が勧められます。
女性ではクラミジア感染症が子宮内膜
症や不妊の原因になることが知られて
います。このため、抗生剤の投与は重
要です。特に、いわゆる「ピンポン感
染」を防止するために、セックスパー
トナーにも抗生剤を投与する必要があ
ると思います。
　池田　その辺がポイントですね。そ
れから治療も含めた臨床経過はどうな
っていくのでしょうか。
　小林　ほとんどの症例は６カ月以内
に関節炎は完全寛解、または治癒しま
す。20％以下の症例が慢性化しますが、
軽度の関節炎を繰り返すタイプ、また
関節炎が持続するタイプなどもあるも
のの、一般的には一過性の関節炎で終
わることが多いです。関節炎が慢性化
する症例はHLA-B27を保有しまして、
クラミジア感染によって発症した症例
が多いといわれています。このような
慢性に経過する症例に対しては、ドキ
シサイクリン、リファンピシン、アジ
スロマイシンの抗生剤３剤で６カ月の
長期投与が行われます。
　池田　そのほかに何か注意点はあり
ますか。
　小林　旧ライター症候群を引き起こ
す細菌に関しては、一定の細菌菌種が
報告されています。一方、細菌感染に
関連した反応性関節炎には、連鎖球菌

感染に伴う反応性関節炎、結核感染に
伴う反応性関節炎、膀胱がんの際に膀
胱にBCGを投与して治療を行って起こ
る反応性関節炎があります。ライター
症候群の名称が反応性関節炎に変更に
なった際に、従来のライター症候群を
「反応性関節炎」と呼び、連鎖球菌、
結核菌、BCG治療などのその他の細菌
感染に伴う関節炎は“infection-related 
arthritis”、つまり様々な細菌の感染に
伴う関節炎と呼ぶように提唱されまし
た。また、ウイルス感染においては、
関節炎に対してviral arthritisの範疇に
て規定されています。日常よく見られ
るウイルス性関節炎はパルボウイルス
が挙げられるかと思いますが、このよ
うな鑑別と注意が重要ではないかと考
えられます。
　池田　ウイルス感染による関節炎と
いうのは、ウイルス自体が関節に入っ
ていくイメージなのでしょうか。
　小林　viremiaといわれますが、よく
風邪などのときには肩が痛い、腰が痛
い、いろいろな節々が痛くなるかと思
います。一過性に軽いものが多いので
すが、ウイルスによる関節炎ではそれ
が遷延化する場合があります。反応性
関節炎の機序から考えますと、ウイル
スは関節の中にも入っていますので、
反応性関節炎の古典的な定義とは異な
ります。ウイルスによる反応性関節炎
と呼ぶよりは、ウイルスによる関節炎
（viral arthritis）と呼ぶことが正しい
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と考えられています。
　池田　ウイルスの場合は直接的、旧
来の反応性の場合は間接的な関節炎と

いうことですね。どうもありがとうご
ざいました。

埼玉医科大学整形外科准教授
田　中　伸　哉

（聞き手　池田志斈）

　骨粗鬆症の治療薬として、分子標的治療薬の注射等が用いられていますが、
各薬剤の特長、使用上の診療、中止後の後療法、併用等についてご教示くださ
い。
 ＜愛媛県開業医＞

骨粗鬆症の分子標的治療薬

　池田　田中先生、分子標的治療薬を
用いた骨粗鬆症の治療についての質問
です。おそらく分子標的治療薬は最近
出てきたと思うのですが、この使われ
方は、ガイドライン上ではどうなって
いるのでしょうか。
　田中　抗RANKL抗体であるデノス
マブが発売されたのは2013年なので、
ガイドラインに記載されていますが、
抗スクレロスチン抗体であるロモソズ
マブは2019年の発売なので、ガイドラ
インにまだ記載されていません。デノ
スマブは、大腿骨近位部骨折、椎体骨
折、非椎体骨折のいずれにも骨折抑制
効果が認められているということがガ
イドラインに記載されています。
　池田　分子標的治療薬以外にも、以
前からビタミンD3、あるいはカルシウ

ム、それからビスホスホネートなどあ
りますが、これらの使い方というのは
どうなっているのでしょうか。
　田中　ビスホスホネートは骨粗鬆症
治療におけるアンカードラッグと考え
てよいと思います。日本では活性型ビ
タミンD、それからビタミンD誘導体
といったものが治療薬として使われて
いますが、カルシウムやビタミンDは
骨粗鬆症治療の基本として常に充足さ
れるべきものであり、活性型ビタミン
Dや誘導体の使用は限定的にすべきだ
と思います。
　池田　ということは、いわゆる基本
的薬であって、それを続けながら、そ
の上に何を足していくかということで
すね。
　田中　はい。カルシウムを充足する
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と考えられています。
　池田　ウイルスの場合は直接的、旧
来の反応性の場合は間接的な関節炎と

いうことですね。どうもありがとうご
ざいました。

埼玉医科大学整形外科准教授
田　中　伸　哉

（聞き手　池田志斈）

　骨粗鬆症の治療薬として、分子標的治療薬の注射等が用いられていますが、
各薬剤の特長、使用上の診療、中止後の後療法、併用等についてご教示くださ
い。
 ＜愛媛県開業医＞

骨粗鬆症の分子標的治療薬

　池田　田中先生、分子標的治療薬を
用いた骨粗鬆症の治療についての質問
です。おそらく分子標的治療薬は最近
出てきたと思うのですが、この使われ
方は、ガイドライン上ではどうなって
いるのでしょうか。
　田中　抗RANKL抗体であるデノス
マブが発売されたのは2013年なので、
ガイドラインに記載されていますが、
抗スクレロスチン抗体であるロモソズ
マブは2019年の発売なので、ガイドラ
インにまだ記載されていません。デノ
スマブは、大腿骨近位部骨折、椎体骨
折、非椎体骨折のいずれにも骨折抑制
効果が認められているということがガ
イドラインに記載されています。
　池田　分子標的治療薬以外にも、以
前からビタミンD3、あるいはカルシウ

ム、それからビスホスホネートなどあ
りますが、これらの使い方というのは
どうなっているのでしょうか。
　田中　ビスホスホネートは骨粗鬆症
治療におけるアンカードラッグと考え
てよいと思います。日本では活性型ビ
タミンD、それからビタミンD誘導体
といったものが治療薬として使われて
いますが、カルシウムやビタミンDは
骨粗鬆症治療の基本として常に充足さ
れるべきものであり、活性型ビタミン
Dや誘導体の使用は限定的にすべきだ
と思います。
　池田　ということは、いわゆる基本
的薬であって、それを続けながら、そ
の上に何を足していくかということで
すね。
　田中　はい。カルシウムを充足する
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）ことが基本です。ビタミンDの活性化

障害がある症別に限定して活性型ビタ
ミンDを投与すべきです。
　池田　分子標的も含めてたくさん薬
が出てきていますけれども、どうやっ
て選ぶのでしょうか。
　田中　選択の仕方について決まりと
いったものはなく、私見を述べさせて
いただきます。骨粗鬆症治療は骨吸収
と形成のカップリングからなる骨の新
陳代謝を調節することです。骨吸収抑
制薬と骨形成促進薬がありますが、骨
吸収抑制薬というのは、破骨細胞の活
動を抑制することにより骨の新陳代謝
を制御し、骨密度を上昇させるという
ものです。わかりやすく説明しますと、
骨の新陳代謝は１サイクルが３年ぐら
いかかります。骨吸収と骨形成だけで
だいたい１年ぐらいかかり、あとの２
年間はほとんど休止期間になるわけで
す。骨の新陳代謝を制御すると、この
休止期間が長くなり、骨の二次的な石
灰化、受動的な石灰化が進行すること
によって、骨密度が上がってきます。
つまり、骨吸収抑制薬というのは骨を
増やす作用はなく、骨そのものにカル
シウムを沈着させていく、新陳代謝を
制御してカルシウムを沈着させていく
ことによって固くしていくといった作
用だと考えていただいたらよいと思い
ます。
　池田　それがデノスマブのほうです
ね。

　田中　そうです。デノスマブは破骨
細胞の分化と活性化に必要なRANKL-
RANKシグナル、これを止めてしまう
わけです。抗RANKL抗体ですので、
RANKLのシグナルがなくなると、破
骨細胞が根絶やしにされます。新陳代
謝はぴたっと止まってしまうので、当
然骨密度が上昇する。骨密度上昇効果
は非常に高くて、腰椎では１年間で9.1
％、大腿骨の近位部で4.6％、大腿骨頸
部で4.0％上昇すると報告されています。
　池田　デノスマブの使い方は半年に
１回打っていくとうかがったのですけ
れども、これは中止しないのですか。
　田中　デノスマブは基本的には中止
できません。なぜかというと、デノス
マブは抗体製剤なので、６カ月を過ぎ
るとその抗体の作用がなくなります。
そうすると、破骨細胞の活動が急に激
しくなって、骨吸収のオーバーシュー
トが起こり、骨密度が一気に下がりま
す（図１）。また、デノスマブの最終
投与から８カ月以上たつと、多発性椎
体骨折の危険性が上昇するとPMDAか
らも勧告を受けています（図２）。で
すから、基本的には中止できません。
　池田　１回始めたらずっと６カ月に
１回打つということですね。
　田中　そうですね。
　池田　デノスマブを使うときの注意
点は何かありますか。
　田中　デノスマブの発売前に、実は
多発性骨髄腫とか、あとは固形がんの
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）ことが基本です。ビタミンDの活性化

障害がある症別に限定して活性型ビタ
ミンDを投与すべきです。
　池田　分子標的も含めてたくさん薬
が出てきていますけれども、どうやっ
て選ぶのでしょうか。
　田中　選択の仕方について決まりと
いったものはなく、私見を述べさせて
いただきます。骨粗鬆症治療は骨吸収
と形成のカップリングからなる骨の新
陳代謝を調節することです。骨吸収抑
制薬と骨形成促進薬がありますが、骨
吸収抑制薬というのは、破骨細胞の活
動を抑制することにより骨の新陳代謝
を制御し、骨密度を上昇させるという
ものです。わかりやすく説明しますと、
骨の新陳代謝は１サイクルが３年ぐら
いかかります。骨吸収と骨形成だけで
だいたい１年ぐらいかかり、あとの２
年間はほとんど休止期間になるわけで
す。骨の新陳代謝を制御すると、この
休止期間が長くなり、骨の二次的な石
灰化、受動的な石灰化が進行すること
によって、骨密度が上がってきます。
つまり、骨吸収抑制薬というのは骨を
増やす作用はなく、骨そのものにカル
シウムを沈着させていく、新陳代謝を
制御してカルシウムを沈着させていく
ことによって固くしていくといった作
用だと考えていただいたらよいと思い
ます。
　池田　それがデノスマブのほうです
ね。

　田中　そうです。デノスマブは破骨
細胞の分化と活性化に必要なRANKL-
RANKシグナル、これを止めてしまう
わけです。抗RANKL抗体ですので、
RANKLのシグナルがなくなると、破
骨細胞が根絶やしにされます。新陳代
謝はぴたっと止まってしまうので、当
然骨密度が上昇する。骨密度上昇効果
は非常に高くて、腰椎では１年間で9.1
％、大腿骨の近位部で4.6％、大腿骨頸
部で4.0％上昇すると報告されています。
　池田　デノスマブの使い方は半年に
１回打っていくとうかがったのですけ
れども、これは中止しないのですか。
　田中　デノスマブは基本的には中止
できません。なぜかというと、デノス
マブは抗体製剤なので、６カ月を過ぎ
るとその抗体の作用がなくなります。
そうすると、破骨細胞の活動が急に激
しくなって、骨吸収のオーバーシュー
トが起こり、骨密度が一気に下がりま
す（図１）。また、デノスマブの最終
投与から８カ月以上たつと、多発性椎
体骨折の危険性が上昇するとPMDAか
らも勧告を受けています（図２）。で
すから、基本的には中止できません。
　池田　１回始めたらずっと６カ月に
１回打つということですね。
　田中　そうですね。
　池田　デノスマブを使うときの注意
点は何かありますか。
　田中　デノスマブの発売前に、実は
多発性骨髄腫とか、あとは固形がんの
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いてお話しさせていただきたいと思い
ます。ロモソズマブですけれども、骨
の形成というのはWntというシグナル
が細胞膜上のLRP５・６とFrizzledに
結合し、シグナルが通ると、細胞内の
β-カテニンが核内DNAのプロモータ
ー領域に結合し、骨芽細胞が分化しま
す（図３）。スクレロスチンは、この
WntがFrizzled、LRP５・６と結合す
るのを阻害します。そうすると、β-カ
テニンが壊されているのでDNAの読
み出しができず、骨形成が起こらなく
なってしまうのです。
　そして、さらに言うと、β-カテニン
はRANKLのデコイであるオステオプ
ロテゲリンの分泌を促進するのですが、
この分泌が止まる。つまり、スクレロ
スチンは骨形成を抑制して、骨吸収を
促進する作用がある。この作用はリモ
デリング、つまり骨の新陳代謝を開始
するために必要です。これを抗体製剤
で止めてしまうわけですから、ロモソ
ズマブは骨の新陳代謝を制御した状態
で骨形成のみを促進します。よって、
その骨量増加作用は非常に早く発現し
ます。骨の同化作用が非常に高く、即
効性があるということになります（図
４）。
　池田　この際もカルシウム等の代謝
にはかなり影響があるのでしょうか。
　田中　ロモソズマブを投与すると、
骨から血中へのカルシウム供給を抑制
した状態で骨にカルシウムが取り込ま

れていくわけです。つまり、体のカル
シウム需要が非常に高くなります。で
すから、日本で行われた治験であって
も、カルシウムは毎日600㎎以上、天
然型ビタミンDは500インターユニッ
ト以上が投与されています。それによ
って、日本での治験に参加した患者さ
んには死亡例や心血管イベントはみら
れません。
　しかし、これが発売されて、2020年
の３月で１年になるわけですが、その
間に99例の心血管イベントが報告され
ています。そのうち64例については併
用薬が書いてあるのですが、その64例
のうちの42％は活性型ビタミンDが入
っているのです。つまり、そういう方々
には十分なカルシウムが投与されてい
なかった可能性があります。
　池田　ビタミンD3だけで、カルシウ
ムが投与されていなかったということ
ですね。
　田中　そうですね。そこは非常に問
題だと思われます。といいますのは、
このロモソズマブは海外で治験が行わ
れた際には2.5％に心血管イベントが起
こっています。ちなみに、対照群であ
ったアレンドロネートでも1.9％に起こ
っています。しかし、このときの心血
管イベントは投与期間を通して発生頻
度に偏りはみられません。スクレロス
チンには心血管の石灰化を抑制する作
用があり、抗スクレロスチン抗体の投
与が血管の石灰化を促進する危険性が

骨病変に対してデノスマブが倍量で投
与可能でした。そのときに低カルシウ
ム血症を起こして何名かお亡くなりに
なったという事故が起こりました。そ
れで、デノスマブにはカルシウムとビ
タミンDの合剤を投与することが保険
で認められています。骨から血中への
カルシウム供給量は非常に大きく、生
命を維持するうえで非常に重要である
ということがこのことからわかります。
骨粗鬆症治療薬の投与により身体のカ
ルシウム需要が上昇するので、カルシ

ウムを十分に供給してあげることが大
事です。
　池田　次に、2019年に販売になった
ロモソズマブですけれども、これの投
与法はどうなっているのでしょうか。
　田中　ロモソズマブは月１回の皮下
注射で12回やります。
　池田　ということは１年ですね。そ
こで一応終了ということになるわけで
すね。
　田中　はい。
　池田　やめたときにデノスマブみた
いなことにはならないのでしょうか。
　田中　ロモソズマブに対しては中止
後の多発椎体骨折とか急激な骨吸収の
オーバーシュートといったことは報告
されていません。
　池田　では、いったんやめることは
できるということですね。
　田中　そうですね。ただ、中止時、
終了時には、先ほどのデノスマブやビ
スホスホネートなどを投与して新陳代
謝を止めることによって増えた骨を維
持させることが大事です。そういった
逐次療法は医療経済的にも意味のある
ことです。
　池田　これは後療法ということです
ね。
　田中　そうですね。後療法としては
そういったことをする必要があります。
　池田　ロモソズマブに関しても何か
注意点はあるのでしょうか。
　田中　まずロモソズマブの機序につ

図２

症例は69歳の女性
骨粗鬆症に対してデノスマブの投与を６
カ月ごとに５回行った。５回目の投与後
４カ月で上顎炎を発症。６回目の投与が
４カ月延期となった。６回目の投与２日
後に背部痛が出現。MRIでは第５、６、７、
９、11胸椎に新規椎体骨折が認められた。

（Niimi R, et al., Osteoporos Int, 29, 
769-772, 2018より引用）
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いてお話しさせていただきたいと思い
ます。ロモソズマブですけれども、骨
の形成というのはWntというシグナル
が細胞膜上のLRP５・６とFrizzledに
結合し、シグナルが通ると、細胞内の
β-カテニンが核内DNAのプロモータ
ー領域に結合し、骨芽細胞が分化しま
す（図３）。スクレロスチンは、この
WntがFrizzled、LRP５・６と結合す
るのを阻害します。そうすると、β-カ
テニンが壊されているのでDNAの読
み出しができず、骨形成が起こらなく
なってしまうのです。
　そして、さらに言うと、β-カテニン
はRANKLのデコイであるオステオプ
ロテゲリンの分泌を促進するのですが、
この分泌が止まる。つまり、スクレロ
スチンは骨形成を抑制して、骨吸収を
促進する作用がある。この作用はリモ
デリング、つまり骨の新陳代謝を開始
するために必要です。これを抗体製剤
で止めてしまうわけですから、ロモソ
ズマブは骨の新陳代謝を制御した状態
で骨形成のみを促進します。よって、
その骨量増加作用は非常に早く発現し
ます。骨の同化作用が非常に高く、即
効性があるということになります（図
４）。
　池田　この際もカルシウム等の代謝
にはかなり影響があるのでしょうか。
　田中　ロモソズマブを投与すると、
骨から血中へのカルシウム供給を抑制
した状態で骨にカルシウムが取り込ま

れていくわけです。つまり、体のカル
シウム需要が非常に高くなります。で
すから、日本で行われた治験であって
も、カルシウムは毎日600㎎以上、天
然型ビタミンDは500インターユニッ
ト以上が投与されています。それによ
って、日本での治験に参加した患者さ
んには死亡例や心血管イベントはみら
れません。
　しかし、これが発売されて、2020年
の３月で１年になるわけですが、その
間に99例の心血管イベントが報告され
ています。そのうち64例については併
用薬が書いてあるのですが、その64例
のうちの42％は活性型ビタミンDが入
っているのです。つまり、そういう方々
には十分なカルシウムが投与されてい
なかった可能性があります。
　池田　ビタミンD3だけで、カルシウ
ムが投与されていなかったということ
ですね。
　田中　そうですね。そこは非常に問
題だと思われます。といいますのは、
このロモソズマブは海外で治験が行わ
れた際には2.5％に心血管イベントが起
こっています。ちなみに、対照群であ
ったアレンドロネートでも1.9％に起こ
っています。しかし、このときの心血
管イベントは投与期間を通して発生頻
度に偏りはみられません。スクレロス
チンには心血管の石灰化を抑制する作
用があり、抗スクレロスチン抗体の投
与が血管の石灰化を促進する危険性が

骨病変に対してデノスマブが倍量で投
与可能でした。そのときに低カルシウ
ム血症を起こして何名かお亡くなりに
なったという事故が起こりました。そ
れで、デノスマブにはカルシウムとビ
タミンDの合剤を投与することが保険
で認められています。骨から血中への
カルシウム供給量は非常に大きく、生
命を維持するうえで非常に重要である
ということがこのことからわかります。
骨粗鬆症治療薬の投与により身体のカ
ルシウム需要が上昇するので、カルシ

ウムを十分に供給してあげることが大
事です。
　池田　次に、2019年に販売になった
ロモソズマブですけれども、これの投
与法はどうなっているのでしょうか。
　田中　ロモソズマブは月１回の皮下
注射で12回やります。
　池田　ということは１年ですね。そ
こで一応終了ということになるわけで
すね。
　田中　はい。
　池田　やめたときにデノスマブみた
いなことにはならないのでしょうか。
　田中　ロモソズマブに対しては中止
後の多発椎体骨折とか急激な骨吸収の
オーバーシュートといったことは報告
されていません。
　池田　では、いったんやめることは
できるということですね。
　田中　そうですね。ただ、中止時、
終了時には、先ほどのデノスマブやビ
スホスホネートなどを投与して新陳代
謝を止めることによって増えた骨を維
持させることが大事です。そういった
逐次療法は医療経済的にも意味のある
ことです。
　池田　これは後療法ということです
ね。
　田中　そうですね。後療法としては
そういったことをする必要があります。
　池田　ロモソズマブに関しても何か
注意点はあるのでしょうか。
　田中　まずロモソズマブの機序につ

図２

症例は69歳の女性
骨粗鬆症に対してデノスマブの投与を６
カ月ごとに５回行った。５回目の投与後
４カ月で上顎炎を発症。６回目の投与が
４カ月延期となった。６回目の投与２日
後に背部痛が出現。MRIでは第５、６、７、
９、11胸椎に新規椎体骨折が認められた。

（Niimi R, et al., Osteoporos Int, 29, 
769-772, 2018より引用）
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WNTが共受容体であるLRP5/6およびFrizzledに接着すると、b-カテニンを分解する複
合体が阻害され、細胞内b-カテニン濃度が上昇し、骨形成に関連する遺伝子の読み出し
が始まる。しかし、スクレロスチンによりWNTのLRP5/6への接着が阻害されると、b-
カテニンが分解され、骨形成は抑制され、骨吸収が亢進する。
 （Shah AD, et al., Int J Womens Health, 7, 565-580, 2015より引用）
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WNTが共受容体であるLRP5/6およびFrizzledに接着すると、b-カテニンを分解する複
合体が阻害され、細胞内b-カテニン濃度が上昇し、骨形成に関連する遺伝子の読み出し
が始まる。しかし、スクレロスチンによりWNTのLRP5/6への接着が阻害されると、b-
カテニンが分解され、骨形成は抑制され、骨吸収が亢進する。
 （Shah AD, et al., Int J Womens Health, 7, 565-580, 2015より引用）

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （533）  2120 （532） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   20-21 2021/07/15   9:51



述べられています。
　池田　血管にも反応するということ
ですね。
　田中　はい。ところが、日本で起こ
っている事故を調べてみると、３カ月
未満の発症が全体の55％を占めていま
す。心血管の石灰化が原因というには、
発症が早すぎる。そう考えると、別の
機序が考えられてくるわけですが、私
はおそらく低カルシウムが誘因になっ
ているのではないかと思っています。
　池田　ということは、ロモソズマブ
を使う前にはビタミンDとカルシウム
をまず補強しておいて、それからスタ
ートするということですね。
　田中　そうですね。
　池田　使い方に注意が必要ですね。
　田中　日本人はカルシウム摂取不足
があるので、カルシウムをとにかく十
分取っていただきたいです。私が調べ
たところ、患者さんはだいたい１日に
400～600㎎ぐらいしか取れていないの
です。骨粗鬆症患者に対しては１日当
たり800～1,000㎎ぐらいの摂取が推奨
されています。カルシウムを補充しな
ければ、カルシウムが不足した状態で
骨粗鬆症治療を行っている状態と考え
られます。それでも、活性型ビタミン

Dを投与すれば、腎からの再吸収と腸
管からの吸収を促進するので、ある程
度は補えると思うのですが、急激な変
化については対応できないのではない
かと思います。
　池田　最後にちょっとうかがいたい
のが、こういった特殊で、使い方が少
し難しいような薬ですので、やはり整
形外科専門医、あるいは骨代謝の専門
医に治療をお願いすればいいのでしょ
うか。
　田中　50代後半の女性の20％、70代
後半の女性の50％は骨粗鬆症といわれ
ています。それほどに多い患者さんで、
しかも骨粗鬆症というのは50～90代ま
で続くわけです。そう考えると、とて
も専門家だけで対応できるものではあ
りません。日常診療に携わる多くの先
生方にもこういった治療をやっていた
だきたいのです。最後に重要なことで
すが、日本ではとかくカルシウム補充
の重要性が軽視され、活性型ビタミン
Dや誘導体の投与にすり替えられがち
です。カルシウムを十分に充足するこ
とが骨粗鬆症治療の基本であるという
ことを忘れないでいただきたいという
ところであります。
　池田　ありがとうございました。

会津中央病院皮膚科特任部長
幸　野　　健

（聞き手　池田志斈）

　特発性の慢性蕁麻疹では、ストレスなどが誘因になっていることを患者さん
が自覚していることがあります。ガイドラインでも抗ヒスタミン薬で効果不十
分な場合には、抗不安薬を追加してもよいとあります。難治性の慢性蕁麻疹の
患者さんに対して、強い不安、ストレスを感じている場合に、専門医以外でも
使用しやすい抗不安薬はあるでしょうか。ご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

慢性蕁麻疹の抗不安薬治療

　池田　幸野先生、特発性の慢性蕁麻
疹でストレスが誘因になっている患者
さんたちには抗不安薬を追加してよい
とガイドラインにはあるのですが、と
いうご質問です。実際、背景がある方
は別にして、慢性蕁麻疹の治療ガイド
ラインというのはどのようになってい
るのでしょうか。
　幸野　慢性蕁麻疹で治りにくいもの
については、ガイドラインの中で抗ヒ
スタミン薬以外に抗不安薬を追加して
もよいと書かれているのですけれども、
海外のエビデンスで「心理テストをや
って高得点のものには効果があった」
という書き方になっていて、どのよう
な抗不安薬がよいか、具体的な推奨は

されていないのです。ですから、使っ
てもいいのですが、どういう使い方を
するかということがはっきりしないと
いう問題があります。
　池田　一応抗不安薬というのは書い
てあることはあるけれども、具体的に
はなっていないということですね。
　幸野　はい。
　池田　今おっしゃった心理テストと
か、ちょっと耳慣れない言葉ですが、
忙しい中で行うことは難しいと思うの
です。心理テストというのはどんなこ
とをされるのですか。
　幸野　アンケート調査みたいなもの
で、うつ病のスコアなどです。心理テ
ストは、質問中のストレスなどが誘因
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述べられています。
　池田　血管にも反応するということ
ですね。
　田中　はい。ところが、日本で起こ
っている事故を調べてみると、３カ月
未満の発症が全体の55％を占めていま
す。心血管の石灰化が原因というには、
発症が早すぎる。そう考えると、別の
機序が考えられてくるわけですが、私
はおそらく低カルシウムが誘因になっ
ているのではないかと思っています。
　池田　ということは、ロモソズマブ
を使う前にはビタミンDとカルシウム
をまず補強しておいて、それからスタ
ートするということですね。
　田中　そうですね。
　池田　使い方に注意が必要ですね。
　田中　日本人はカルシウム摂取不足
があるので、カルシウムをとにかく十
分取っていただきたいです。私が調べ
たところ、患者さんはだいたい１日に
400～600㎎ぐらいしか取れていないの
です。骨粗鬆症患者に対しては１日当
たり800～1,000㎎ぐらいの摂取が推奨
されています。カルシウムを補充しな
ければ、カルシウムが不足した状態で
骨粗鬆症治療を行っている状態と考え
られます。それでも、活性型ビタミン

Dを投与すれば、腎からの再吸収と腸
管からの吸収を促進するので、ある程
度は補えると思うのですが、急激な変
化については対応できないのではない
かと思います。
　池田　最後にちょっとうかがいたい
のが、こういった特殊で、使い方が少
し難しいような薬ですので、やはり整
形外科専門医、あるいは骨代謝の専門
医に治療をお願いすればいいのでしょ
うか。
　田中　50代後半の女性の20％、70代
後半の女性の50％は骨粗鬆症といわれ
ています。それほどに多い患者さんで、
しかも骨粗鬆症というのは50～90代ま
で続くわけです。そう考えると、とて
も専門家だけで対応できるものではあ
りません。日常診療に携わる多くの先
生方にもこういった治療をやっていた
だきたいのです。最後に重要なことで
すが、日本ではとかくカルシウム補充
の重要性が軽視され、活性型ビタミン
Dや誘導体の投与にすり替えられがち
です。カルシウムを十分に充足するこ
とが骨粗鬆症治療の基本であるという
ことを忘れないでいただきたいという
ところであります。
　池田　ありがとうございました。

会津中央病院皮膚科特任部長
幸　野　　健

（聞き手　池田志斈）

　特発性の慢性蕁麻疹では、ストレスなどが誘因になっていることを患者さん
が自覚していることがあります。ガイドラインでも抗ヒスタミン薬で効果不十
分な場合には、抗不安薬を追加してもよいとあります。難治性の慢性蕁麻疹の
患者さんに対して、強い不安、ストレスを感じている場合に、専門医以外でも
使用しやすい抗不安薬はあるでしょうか。ご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

慢性蕁麻疹の抗不安薬治療

　池田　幸野先生、特発性の慢性蕁麻
疹でストレスが誘因になっている患者
さんたちには抗不安薬を追加してよい
とガイドラインにはあるのですが、と
いうご質問です。実際、背景がある方
は別にして、慢性蕁麻疹の治療ガイド
ラインというのはどのようになってい
るのでしょうか。
　幸野　慢性蕁麻疹で治りにくいもの
については、ガイドラインの中で抗ヒ
スタミン薬以外に抗不安薬を追加して
もよいと書かれているのですけれども、
海外のエビデンスで「心理テストをや
って高得点のものには効果があった」
という書き方になっていて、どのよう
な抗不安薬がよいか、具体的な推奨は

されていないのです。ですから、使っ
てもいいのですが、どういう使い方を
するかということがはっきりしないと
いう問題があります。
　池田　一応抗不安薬というのは書い
てあることはあるけれども、具体的に
はなっていないということですね。
　幸野　はい。
　池田　今おっしゃった心理テストと
か、ちょっと耳慣れない言葉ですが、
忙しい中で行うことは難しいと思うの
です。心理テストというのはどんなこ
とをされるのですか。
　幸野　アンケート調査みたいなもの
で、うつ病のスコアなどです。心理テ
ストは、質問中のストレスなどが誘因
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て、本当に自分を見つめ直すことがで
きると思います。様々な試験を行った
り、患者さんが発汗蕁麻疹であれば走
って汗をかいたらどうなるかとか、そ
ういうところまで行っていく中で、こ
の医師はきっちり自分を見てくれるな
という信頼感がなかったら、心理治療
をできるような皮膚科医であっても、
心理テストを行うのはなかなか難しい
と思います。
　池田　そういう意味でも安易に使え
ない状態ですね。患者さんとの信頼関
係をつくり、心理テストもできた。そ
してかなりのストレスに依存している
蕁麻疹だということがわかった場合、
先生ご自身ですとどのような治療をさ
れるのでしょうか。
　幸野　抗ヒスタミン薬は当然使うわ
けですけれども、通常の第二世代の非
鎮静性の抗ヒスタミン薬を使い、それ
を増量しても効かない、あるいは系統
を変えても効かない場合、あるいはロ
イコトリエン拮抗薬であるとかH2ブロ
ッカーも加え、その上でまだ効かなけ
れば、最初に私がよく処方するのは、
ヒドロキシジンです。眠気についての
注意、運転の注意を与えながら投与し
ています。ヒドロキシジン追加が俄然
効く方の場合はかなり精神的、心理的
な問題が関連していることが多いと経
験的に思っています。
　池田　ヒドロキシジンはかなり眠く
なることが多いですよね。そういう場

合はちょっと心配ですよね。
　幸野　ヒドロキシジンは眠る前の内
服でよいと思います。ヒドロキシジン
以外でありましたら、最初に使いやす
いのがトフィソパム（自律神経失調症
の薬）。これは広い意味ではベンゾジ
アゼピン系なのですけれども、あまり
副作用がなくて、例えば多汗症の患者
さんにも使われるトフィソパムをまず
使ってみます。それでも難しい患者さ
んの場合は、抗不安作用、抗うつ作用
などがあるので、かなり注意して使う
のですけれども、例えばタンドスピロ
ンクエン酸塩、セロトニン作動性の抗
不安薬ですが、副作用が比較的少ない
ものですから、こういうものを使いま
す。それでもまだ難しい患者さんの場
合には、ベンゾジアゼピン系になりま
すが、ロフラゼプ酸エチルなどを投与
することもあります。
　池田　なかなか抗不安薬を使いづら
い方もいっぱいいらっしゃると思うの
ですが、そのときはどのようなものを
使われるのでしょうか。
　幸野　患者さん自身も抗不安薬とか
抗うつ薬とか、そういう薬はちょっと
嫌だと、医師の側としても少々それは
ハードルが高いという方の場合には、
抑肝散という漢方薬があります。漢方
医学での「肝」というのは中枢神経系
の働きを含みます。抑肝散は子どもの
夜泣きにも使われていますので、推奨
できます。また、特に女性のうつの方

になっていることを患者さんが自覚し
ているということが前提になっていま
す。そういう方でない場合、皮膚科に
蕁麻疹として来られた方に、様々な心
理テストをいきなり行うというのは、
患者さんにとってあまりにも唐突で、
びっくりされる方が多いと思うのです。
　それと、自覚しているということが
問題でありまして、なかなかストレス
と蕁麻疹との関わりというのは気づか
れないですね。通常、様々な検査、治
療を行っていくことによって、何回か
の診察での会話の中で、患者さん自身
がだんだん気づいていくということの
ほうが普通だと思うのです。「私、ス
トレスが原因で蕁麻疹が出ています」
という方の場合であれば、今までいろ
いろな治療をしてきて、うまくいかな
かったということで、内科や皮膚科で
はなくて、いきなり心療内科に行かれ
ることが多いでしょう。
　ですから、通常は特発性の慢性蕁麻
疹であるということをまず確認するた
めに、例えば発汗に伴うコリン性蕁麻
疹であるとか、圧に伴う機械性蕁麻疹
であるとか、あるいは寒冷蕁麻疹、温
熱蕁麻疹、何らかのアレルギーによる
蕁麻疹、さらに感染病巣がある蕁麻疹、
慢性の副鼻腔炎とか、慢性扁桃炎とか、
齲歯、歯周病、慢性胆囊炎、慢性膀胱
炎、痔瘻であるとか、ヘルペスに伴っ
て出る蕁麻疹もあります。またガイド
ラインにも書かれているように、甲状

腺自己抗体を持っている方に慢性蕁麻
疹はけっこういるものですから、C型
やB型肝炎のキャリアであるとか、そ
ういうものをいろいろルールアウトし
つつ患者さんと話をしていく中で、患
者さん自身が少しずつ気づいていくの
ではないか。その気づいていかれる段
階で心理テストも一つの方法かなと思
います。
　池田　お話をうかがうと、心理テス
トを行うようになるというのはかなり
患者さんとの関係性が深まって、ほか
のことも全部除外できて、ある意味で
最終形のようなかたちですね。
　幸野　私はそう思います。
　池田　例えば刺激による蕁麻疹、こ
れは問診などである程度わかってくる
と思うのですけれども、いわゆるアレ
ルギーによる蕁麻疹、これは採血等を
されるのですか。
　幸野　やはり採血をして、そういう
ことも知った上で、患者さん自身が心
の中の問題と関係するということをつ
かんでいくほうが正しい方法だと思う
のです。医師が「おそらくストレスが
関係するでしょう」と言って、患者さ
んも「なるほど、ストレスですね」と
いうふうに感じられるぐらいであれば、
非常に浅い不安であって、本当の不安
やうつの患者さんというのは、心理テ
ストでもはっきりしないことが多いの
です。
　自己自身に対する洞察が進んで初め
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て、本当に自分を見つめ直すことがで
きると思います。様々な試験を行った
り、患者さんが発汗蕁麻疹であれば走
って汗をかいたらどうなるかとか、そ
ういうところまで行っていく中で、こ
の医師はきっちり自分を見てくれるな
という信頼感がなかったら、心理治療
をできるような皮膚科医であっても、
心理テストを行うのはなかなか難しい
と思います。
　池田　そういう意味でも安易に使え
ない状態ですね。患者さんとの信頼関
係をつくり、心理テストもできた。そ
してかなりのストレスに依存している
蕁麻疹だということがわかった場合、
先生ご自身ですとどのような治療をさ
れるのでしょうか。
　幸野　抗ヒスタミン薬は当然使うわ
けですけれども、通常の第二世代の非
鎮静性の抗ヒスタミン薬を使い、それ
を増量しても効かない、あるいは系統
を変えても効かない場合、あるいはロ
イコトリエン拮抗薬であるとかH2ブロ
ッカーも加え、その上でまだ効かなけ
れば、最初に私がよく処方するのは、
ヒドロキシジンです。眠気についての
注意、運転の注意を与えながら投与し
ています。ヒドロキシジン追加が俄然
効く方の場合はかなり精神的、心理的
な問題が関連していることが多いと経
験的に思っています。
　池田　ヒドロキシジンはかなり眠く
なることが多いですよね。そういう場

合はちょっと心配ですよね。
　幸野　ヒドロキシジンは眠る前の内
服でよいと思います。ヒドロキシジン
以外でありましたら、最初に使いやす
いのがトフィソパム（自律神経失調症
の薬）。これは広い意味ではベンゾジ
アゼピン系なのですけれども、あまり
副作用がなくて、例えば多汗症の患者
さんにも使われるトフィソパムをまず
使ってみます。それでも難しい患者さ
んの場合は、抗不安作用、抗うつ作用
などがあるので、かなり注意して使う
のですけれども、例えばタンドスピロ
ンクエン酸塩、セロトニン作動性の抗
不安薬ですが、副作用が比較的少ない
ものですから、こういうものを使いま
す。それでもまだ難しい患者さんの場
合には、ベンゾジアゼピン系になりま
すが、ロフラゼプ酸エチルなどを投与
することもあります。
　池田　なかなか抗不安薬を使いづら
い方もいっぱいいらっしゃると思うの
ですが、そのときはどのようなものを
使われるのでしょうか。
　幸野　患者さん自身も抗不安薬とか
抗うつ薬とか、そういう薬はちょっと
嫌だと、医師の側としても少々それは
ハードルが高いという方の場合には、
抑肝散という漢方薬があります。漢方
医学での「肝」というのは中枢神経系
の働きを含みます。抑肝散は子どもの
夜泣きにも使われていますので、推奨
できます。また、特に女性のうつの方

になっていることを患者さんが自覚し
ているということが前提になっていま
す。そういう方でない場合、皮膚科に
蕁麻疹として来られた方に、様々な心
理テストをいきなり行うというのは、
患者さんにとってあまりにも唐突で、
びっくりされる方が多いと思うのです。
　それと、自覚しているということが
問題でありまして、なかなかストレス
と蕁麻疹との関わりというのは気づか
れないですね。通常、様々な検査、治
療を行っていくことによって、何回か
の診察での会話の中で、患者さん自身
がだんだん気づいていくということの
ほうが普通だと思うのです。「私、ス
トレスが原因で蕁麻疹が出ています」
という方の場合であれば、今までいろ
いろな治療をしてきて、うまくいかな
かったということで、内科や皮膚科で
はなくて、いきなり心療内科に行かれ
ることが多いでしょう。
　ですから、通常は特発性の慢性蕁麻
疹であるということをまず確認するた
めに、例えば発汗に伴うコリン性蕁麻
疹であるとか、圧に伴う機械性蕁麻疹
であるとか、あるいは寒冷蕁麻疹、温
熱蕁麻疹、何らかのアレルギーによる
蕁麻疹、さらに感染病巣がある蕁麻疹、
慢性の副鼻腔炎とか、慢性扁桃炎とか、
齲歯、歯周病、慢性胆囊炎、慢性膀胱
炎、痔瘻であるとか、ヘルペスに伴っ
て出る蕁麻疹もあります。またガイド
ラインにも書かれているように、甲状

腺自己抗体を持っている方に慢性蕁麻
疹はけっこういるものですから、C型
やB型肝炎のキャリアであるとか、そ
ういうものをいろいろルールアウトし
つつ患者さんと話をしていく中で、患
者さん自身が少しずつ気づいていくの
ではないか。その気づいていかれる段
階で心理テストも一つの方法かなと思
います。
　池田　お話をうかがうと、心理テス
トを行うようになるというのはかなり
患者さんとの関係性が深まって、ほか
のことも全部除外できて、ある意味で
最終形のようなかたちですね。
　幸野　私はそう思います。
　池田　例えば刺激による蕁麻疹、こ
れは問診などである程度わかってくる
と思うのですけれども、いわゆるアレ
ルギーによる蕁麻疹、これは採血等を
されるのですか。
　幸野　やはり採血をして、そういう
ことも知った上で、患者さん自身が心
の中の問題と関係するということをつ
かんでいくほうが正しい方法だと思う
のです。医師が「おそらくストレスが
関係するでしょう」と言って、患者さ
んも「なるほど、ストレスですね」と
いうふうに感じられるぐらいであれば、
非常に浅い不安であって、本当の不安
やうつの患者さんというのは、心理テ
ストでもはっきりしないことが多いの
です。
　自己自身に対する洞察が進んで初め
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いうようなことを言う患者さんの場合、
依存関係ができてしまうので、今度は
そこから脱出させることが非常に難し
くなってしまいます。
　池田　その場合は、薬のレベルだと
か量とかをどんどん上げていくわけで
すね。
　幸野　どんどん上げていく必要があ
りますし、SSRIやベンゾジアゼピン系、
そういう強い薬を使うことになってし
まいますが、そうなってくると、これ
は普通の皮膚科の保険診療の領域を逸
脱してくることにもなりかねませんの
で、なかなか難しい問題です。

　池田　今日の質問の答えにかなり近
くなってくると思いますが、何か不安
を抱えていらっしゃるようなのだけれ
ども、どんどん突き詰めていくと、こ
れはちょっと皮膚科領域ではないな、
心療内科領域だなと思われたら、紹介
してあげるということですね。
　幸野　そのほうが無難だと思います。
そういうことがなく、ずっと治療され
ている方もいるのですけれども、現実
にそういう事象に遭遇しますと、ああ、
これはたいへんなことに巻き込まれた
とあとでわかるようなことがあります。
　池田　ありがとうございました。

によく使うもう一つの漢方薬は香蘇散
です。漢方薬がお嫌いでない患者さん
であれば抵抗なくのめるでしょうし、
私自身としては副作用をほとんど経験
していませんから安心して処方できる
のではないかと思います。
　池田　そっちを試して、それからま
たという方も多いのですか。
　幸野　それもまた一つの方法ですね。
精神治療とか心療内科的な治療にご興
味のある方は、SSRI、パロキセチン塩
酸塩とか、そういう薬を使う傾向のあ
る方がいらっしゃいます。この場合、
必ず注意するべきことは、患者さんに
自発的な、自生的な問題といいますけ
れども、何か声が聞こえるとか、操ら
れている感じがするとか、自分の心か
ら何かが漏れているというようなこと
があると、賦活化作用で大暴れをした
り、自殺念慮が出てきますので、こう
いう患者さんについては心療内科や精
神科医と十分ご相談の上で使われるの
がいいかと思います。
　池田　そういう患者さんは鑑別も含
めて他科との協力が必要ということで
すね。先ほどからのお話では比較的使
いやすいものから、だんだん重くなる
ということですけれども、その間にい
わゆる精神療法とか、そういったもの
を併用されるのでしょうか。
　幸野　精神療法は、例えば催眠療法
や夢の分析であるとか、こういうもの
は特に専門医でないかぎりは行わない

ほうがいいと思います。自律訓練法と
いう簡単な自己催眠法は行いやすいの
ですけれども、それ以外の精神治療と
いうのは皮膚科医、一般内科医が行う
のはなかなか難しい。というのは、そ
こまでしなければ効かない患者さんに
は、統合失調、双極性障害のような非
常に深い問題を抱えていることがあり
えます。皮膚科、内科医が扱えるスト
レスもしくは精神関連の疾患というの
は、職場の人間関係や家族内の問題で
あるとか、軽いうつ、不安くらいだと
思うのです。深入りをしますと非常に
痛い目に遭う。私自身も経験がありま
すので、こういうことは注意しておい
たほうがいいと思います。
　池田　それを患者さんとの診療の間
である程度は見極めていかないといけ
ないわけですね。
　幸野　そうですね。
　池田　ここからは心療内科、精神科
の領域であるというのを心にとめてお
かないと泥沼にはまってしまうという
ことですね。
　幸野　患者さんのお話から、そうい
う人間関係なり理由がはっきりわかる
ような内容と違って、かなり理解しが
たい内容のものがありますので。また、
医師にわりと適応する傾向がある人も
問題です。「ストレスが関係していま
す」とこちらが言うと、「ストレスで
すね。先生がおっしゃるとおり、先生
のおかげで本当によくなっている」と
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いうようなことを言う患者さんの場合、
依存関係ができてしまうので、今度は
そこから脱出させることが非常に難し
くなってしまいます。
　池田　その場合は、薬のレベルだと
か量とかをどんどん上げていくわけで
すね。
　幸野　どんどん上げていく必要があ
りますし、SSRIやベンゾジアゼピン系、
そういう強い薬を使うことになってし
まいますが、そうなってくると、これ
は普通の皮膚科の保険診療の領域を逸
脱してくることにもなりかねませんの
で、なかなか難しい問題です。

　池田　今日の質問の答えにかなり近
くなってくると思いますが、何か不安
を抱えていらっしゃるようなのだけれ
ども、どんどん突き詰めていくと、こ
れはちょっと皮膚科領域ではないな、
心療内科領域だなと思われたら、紹介
してあげるということですね。
　幸野　そのほうが無難だと思います。
そういうことがなく、ずっと治療され
ている方もいるのですけれども、現実
にそういう事象に遭遇しますと、ああ、
これはたいへんなことに巻き込まれた
とあとでわかるようなことがあります。
　池田　ありがとうございました。

によく使うもう一つの漢方薬は香蘇散
です。漢方薬がお嫌いでない患者さん
であれば抵抗なくのめるでしょうし、
私自身としては副作用をほとんど経験
していませんから安心して処方できる
のではないかと思います。
　池田　そっちを試して、それからま
たという方も多いのですか。
　幸野　それもまた一つの方法ですね。
精神治療とか心療内科的な治療にご興
味のある方は、SSRI、パロキセチン塩
酸塩とか、そういう薬を使う傾向のあ
る方がいらっしゃいます。この場合、
必ず注意するべきことは、患者さんに
自発的な、自生的な問題といいますけ
れども、何か声が聞こえるとか、操ら
れている感じがするとか、自分の心か
ら何かが漏れているというようなこと
があると、賦活化作用で大暴れをした
り、自殺念慮が出てきますので、こう
いう患者さんについては心療内科や精
神科医と十分ご相談の上で使われるの
がいいかと思います。
　池田　そういう患者さんは鑑別も含
めて他科との協力が必要ということで
すね。先ほどからのお話では比較的使
いやすいものから、だんだん重くなる
ということですけれども、その間にい
わゆる精神療法とか、そういったもの
を併用されるのでしょうか。
　幸野　精神療法は、例えば催眠療法
や夢の分析であるとか、こういうもの
は特に専門医でないかぎりは行わない

ほうがいいと思います。自律訓練法と
いう簡単な自己催眠法は行いやすいの
ですけれども、それ以外の精神治療と
いうのは皮膚科医、一般内科医が行う
のはなかなか難しい。というのは、そ
こまでしなければ効かない患者さんに
は、統合失調、双極性障害のような非
常に深い問題を抱えていることがあり
えます。皮膚科、内科医が扱えるスト
レスもしくは精神関連の疾患というの
は、職場の人間関係や家族内の問題で
あるとか、軽いうつ、不安くらいだと
思うのです。深入りをしますと非常に
痛い目に遭う。私自身も経験がありま
すので、こういうことは注意しておい
たほうがいいと思います。
　池田　それを患者さんとの診療の間
である程度は見極めていかないといけ
ないわけですね。
　幸野　そうですね。
　池田　ここからは心療内科、精神科
の領域であるというのを心にとめてお
かないと泥沼にはまってしまうという
ことですね。
　幸野　患者さんのお話から、そうい
う人間関係なり理由がはっきりわかる
ような内容と違って、かなり理解しが
たい内容のものがありますので。また、
医師にわりと適応する傾向がある人も
問題です。「ストレスが関係していま
す」とこちらが言うと、「ストレスで
すね。先生がおっしゃるとおり、先生
のおかげで本当によくなっている」と
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埼玉医科大学小児科教授
徳　山　研　一

（聞き手　山内俊一）

　小児の遷延性咳嗽、慢性咳嗽についてご教示ください。
　１．原因、頻度
　２．原因検索の検査法
　３．原因疾患に対する治療法
 ＜広島県開業医＞

小児の慢性咳嗽

　山内　徳山先生、まず遷延性と慢性、
これは別々の病態と考えてよいのです
ね。
　徳山　国によって定義が違うのです
が、日本では３～８週ぐらい続く咳嗽
を遷延性咳嗽といって、慢性咳嗽は８
週以上と定義されています。遷延性と
慢性と一言で言っても、遷延性の場合
にはかなり感染性の原因が含まれます。
一方、８週以上の慢性になると、非感
染性の原因がほとんどです。
　山内　例えば、小児だと有名な百日
咳がありますが、あれは遷延性でとど
まると考えてよいのでしょうか。
　徳山　そうですね。
　山内　遷延性には感染が入るので、
枚挙にいとまがなくなってしまうため、

今日は特に慢性を中心にお話をうかが
いたいと思います。まず原因ですが、
一番多いもの、あるいはその次に多い
ものとして、どういったものが考えら
れますか。
　徳山　一言で小児といいますが、小
児とは、赤ちゃんから思春期の青年ま
で様々な発達段階を含みます。このた
め年齢によって特徴的な原因がありま
す。乳児なら、生まれつきの呼吸器系・
消化器系の奇形とか、あるいは喉頭軟
化症などの生理的な機能異常などを見
逃さないようにします。例えば、大動
脈が二股になって気管を外側から圧迫
する血管輪という先天奇形があります
が、この場合、放置されると突然死の
危険もあるので注意が必要です。

　幼児期に関していうと、発達にとも
なっていろいろな事故が起こるように
なります。呼吸器系で問題となるのが
気道異物です。気道異物は発症時に見
逃されると慢性の咳の原因になって、
これも窒息する危険がありますので、
しっかり鑑別する必要があります。年
長児以降になってくると、いわゆる心
理的あるいは習慣性咳嗽と呼ばれる心
因の関与する咳嗽がみられるようにな
ります。また、アレルギー疾患が増加
します。
　全年齢層を通じて多い原因としては、
鼻炎・副鼻腔炎などの耳鼻科的な疾患
と、喘息あるいはアレルギー性鼻炎と
いったアレルギー性気道疾患が重要で
す。
　山内　喘息、それからアレルギー。
副鼻腔とか鼻が原因の咳嗽は大人より
も小児でかなり重要になると考えてよ
いでしょうか。
　徳山　特に乳幼児では感冒罹患後に
たまった鼻汁を出せない・鼻をかめな
いために咳嗽が長引くことがしばしば
です。このような場合には吸引器など
を使って物理的に鼻汁を吸ってあげる
だけで症状が劇的に良くなることも経
験します。
　山内　成人で時々話題になる逆流性
食道炎（GERD）で咳が出る。これは
お子さんの場合、いかがでしょうか。
　徳山　子どものGERDによる咳嗽の
頻度はよくわかっていません。原因の

はっきりしない咳嗽に対しては、診断
的治療というかたちで慢性咳嗽の原因
となりうる疾患に対して有効な薬を使
って、その効果を評価することで診断
することも少なからずあります。GERD
については今まで子どもに適応のある
薬がなかったのですが、最近になって
プロトンポンプ阻害薬（PPI）の１つ
が小児適応を取得したので、今後GERD
の役割については明らかになっていく
と思います。特に乳児では嘔吐しやす
い子の咳嗽の原因の１つにGERDが考
えられていますが、幼児などでは激し
い運動をしたときに咳が出やすくなる
という報告もあります。GERDと慢性
咳嗽については、もう少しエビデンス
の蓄積が必要です。
　山内　少なくとも、効果がないわけ
ではないということは言えるのですね。
　徳山　そうですね。症例によっては
PPIが著効する場合があります。
　山内　さて、この原因検索、検査法
の質問ですが、鑑別になると思います
けれども、どのようなアプローチをさ
れるのでしょうか。
　徳山　これは慢性咳嗽に限らず、ほ
かの疾患でもそうかと思いますが、基
本はまず、細かい病歴を聴きとること
が大事です。それによって原因がかな
り絞られてくることが少なからずあり
ます。例えば、咳はいつ頃出るのか。
眠ってからも出るのか、眠ると消えて
しまうのか。あるいは随伴症状として
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埼玉医科大学小児科教授
徳　山　研　一

（聞き手　山内俊一）

　小児の遷延性咳嗽、慢性咳嗽についてご教示ください。
　１．原因、頻度
　２．原因検索の検査法
　３．原因疾患に対する治療法
 ＜広島県開業医＞

小児の慢性咳嗽

　山内　徳山先生、まず遷延性と慢性、
これは別々の病態と考えてよいのです
ね。
　徳山　国によって定義が違うのです
が、日本では３～８週ぐらい続く咳嗽
を遷延性咳嗽といって、慢性咳嗽は８
週以上と定義されています。遷延性と
慢性と一言で言っても、遷延性の場合
にはかなり感染性の原因が含まれます。
一方、８週以上の慢性になると、非感
染性の原因がほとんどです。
　山内　例えば、小児だと有名な百日
咳がありますが、あれは遷延性でとど
まると考えてよいのでしょうか。
　徳山　そうですね。
　山内　遷延性には感染が入るので、
枚挙にいとまがなくなってしまうため、

今日は特に慢性を中心にお話をうかが
いたいと思います。まず原因ですが、
一番多いもの、あるいはその次に多い
ものとして、どういったものが考えら
れますか。
　徳山　一言で小児といいますが、小
児とは、赤ちゃんから思春期の青年ま
で様々な発達段階を含みます。このた
め年齢によって特徴的な原因がありま
す。乳児なら、生まれつきの呼吸器系・
消化器系の奇形とか、あるいは喉頭軟
化症などの生理的な機能異常などを見
逃さないようにします。例えば、大動
脈が二股になって気管を外側から圧迫
する血管輪という先天奇形があります
が、この場合、放置されると突然死の
危険もあるので注意が必要です。

　幼児期に関していうと、発達にとも
なっていろいろな事故が起こるように
なります。呼吸器系で問題となるのが
気道異物です。気道異物は発症時に見
逃されると慢性の咳の原因になって、
これも窒息する危険がありますので、
しっかり鑑別する必要があります。年
長児以降になってくると、いわゆる心
理的あるいは習慣性咳嗽と呼ばれる心
因の関与する咳嗽がみられるようにな
ります。また、アレルギー疾患が増加
します。
　全年齢層を通じて多い原因としては、
鼻炎・副鼻腔炎などの耳鼻科的な疾患
と、喘息あるいはアレルギー性鼻炎と
いったアレルギー性気道疾患が重要で
す。
　山内　喘息、それからアレルギー。
副鼻腔とか鼻が原因の咳嗽は大人より
も小児でかなり重要になると考えてよ
いでしょうか。
　徳山　特に乳幼児では感冒罹患後に
たまった鼻汁を出せない・鼻をかめな
いために咳嗽が長引くことがしばしば
です。このような場合には吸引器など
を使って物理的に鼻汁を吸ってあげる
だけで症状が劇的に良くなることも経
験します。
　山内　成人で時々話題になる逆流性
食道炎（GERD）で咳が出る。これは
お子さんの場合、いかがでしょうか。
　徳山　子どものGERDによる咳嗽の
頻度はよくわかっていません。原因の

はっきりしない咳嗽に対しては、診断
的治療というかたちで慢性咳嗽の原因
となりうる疾患に対して有効な薬を使
って、その効果を評価することで診断
することも少なからずあります。GERD
については今まで子どもに適応のある
薬がなかったのですが、最近になって
プロトンポンプ阻害薬（PPI）の１つ
が小児適応を取得したので、今後GERD
の役割については明らかになっていく
と思います。特に乳児では嘔吐しやす
い子の咳嗽の原因の１つにGERDが考
えられていますが、幼児などでは激し
い運動をしたときに咳が出やすくなる
という報告もあります。GERDと慢性
咳嗽については、もう少しエビデンス
の蓄積が必要です。
　山内　少なくとも、効果がないわけ
ではないということは言えるのですね。
　徳山　そうですね。症例によっては
PPIが著効する場合があります。
　山内　さて、この原因検索、検査法
の質問ですが、鑑別になると思います
けれども、どのようなアプローチをさ
れるのでしょうか。
　徳山　これは慢性咳嗽に限らず、ほ
かの疾患でもそうかと思いますが、基
本はまず、細かい病歴を聴きとること
が大事です。それによって原因がかな
り絞られてくることが少なからずあり
ます。例えば、咳はいつ頃出るのか。
眠ってからも出るのか、眠ると消えて
しまうのか。あるいは随伴症状として
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どんな症状があるのか。例えば鼻疾患
が原因の場合には、鼻汁や鼻閉などの
悪化時に咳嗽が出やすいなど、患者さ
んがどういう状況の時に咳をするのか、
どんな合併症状があるのかなどを知る
というのがまず第一です。それに加え
て、身体診療により、後鼻漏や喘鳴の
有無などその人の状態を把握すること
も大事です。さらに血液検査や画像検
査を組み合わせて診断していくのが一
般的な方法です。
　それで、診断を行うわけですが、そ
のようにしても明らかな所見がなく咳
だけが唯一の症状である症例にも時々
遭遇します。その場合には診断的治療
というかたちで、ある特定の原因疾患
を想定して薬剤を一定期間投与し、そ
の薬の有効性の評価によって診断と治
療を同時に行うことが少なからずあり
ます。
　山内　診断的治療を行う場合の手順
をお教えください。
　徳山　基本的には疑わしい疾患を考
えて、それに対する治療薬を効果が判
定できるまでの一定期間投与し有効性
を評価します。もし治療効果が表れな
い場合には、診断を再考するというこ
とです。効果を確認しないで漫然と投
与しないことが大事かと思います。
　山内　そうしますと、それが治療法
を兼ねることも、しばしばあると考え
てよいのですね。
　徳山　そうですね。効果がないのに

漫然と使うのではなくて、無効なら別
の治療に切り替えてみることが必要で
す。
　山内　先ほどの中で喘息が中心的な
役割を果たすと思いますが、この治療
法を教えていただけますか。
　徳山　基本的に喘息の患者さんが咳
をする場合は多いと思うのですが、そ
の際、単純に喘息があるから咳をする
と決めつけず、原因を考えつつ対応し
ないといけないと思います（表）。具
体的に言うと、成人でいわれている咳
喘息は子どもでは非常に少ないと考え
られています。これはガイドラインで
も明記されていることですが、喘息の
既往があるというだけで、喘鳴もなく
ただ咳だけが長引いているから“咳喘
息”と診断し、治療効果はないのに、
例えば吸入ステロイドなどを漫然と処
方する、というようなことは避けてほ
しいと思います。喘息を持っていても
咳が長引いている場合はしっかり鑑別
をしてから治療していくことが必要で
す。喘息の治療をしていて全く良くな
らないからと紹介される患者さんの中
には、実は他の呼吸器疾患であり喘息
とは全く別の治療が必要であったとい
うことを時に経験します。
　一般に喘息の子どもでみられる慢性
咳嗽の原因としては大きく分けると２
つあるかと思います。一つは喘息発作
の部分的症状として出てくる咳です。
もう一つは非常に頻度の高い合併症で

あるアレルギー性鼻炎が原因の場合で
す。喘息児のアレルギー性鼻炎の合併
率は50％、あるいはもっと高いといわ
れていますが、喘息とアレルギー性鼻
炎を両方持っている患者さんは多いで
すから、合併症であるアレルギー性鼻
炎、あるいは副鼻腔炎が原因となって
いないか考える必要があります。
　喘息自体が原因で咳が続いている場
合には、喘息の管理状態が不良である
ということですから、喘息のガイドラ
インに沿って治療計画を見直す必要が
あります。一方、合併症である鼻疾患
の場合には症状の様子を確認して、抗
ヒスタミン薬や点鼻ステロイドを処方
して咳の変化を評価する必要がありま
す。一般的な印象として、アレルギー
性鼻炎や副鼻腔炎が慢性咳嗽の原因に

なっているという認識がいま一つ医療
者あるいは患者家族の間で認識されて
いないと感じています。アレルギー性
鼻炎や副鼻腔炎は、慢性咳嗽の原因と
して頻度の高い後鼻漏症候群（最近 
では上気道咳嗽症候群upper airway 
cough syndromeと呼ばれる）の主要
な原疾患とされています。喘息の子ど
もで咳が続くと喘息の治療薬はどんど
ん増やしていくけれども、鼻疾患の治
療がおろそかになっていることを少な
からず経験します。喘息の管理はしっ
かりされているのに咳が続く場合には
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の合併も
考えて、そちらの治療をするようなフ
レキシブルな考え方が必要かと思いま
す。
　山内　喘息についてですが、小児で

表　気管支喘息児にみられる慢性咳嗽

１）喘息発作の部分症状の場合
　　●小児では咳喘息はまれで、喘鳴を伴うことが多い
　　　　→ 小児気管支喘息治療・管理ガイドラインに則った治療法（長期管理）が

一般に有効
　　●喘鳴はコントロールされていても咳嗽のみが続くことがある
　　　　→時に、抗コリン薬が著効を示す場合がある
２）合併症であるアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎による場合
　　●アレルギー性鼻炎による咳嗽、咳払い
　　　　→抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、点鼻ステロイドなど
　　●二次感染としての鼻・副鼻腔炎
　　　　→アモキシシリンやクラリスロマイシンなどの抗菌薬を投与
３）上記１）、２）以外の疾患の存在（ ☞ 要鑑別診断）
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どんな症状があるのか。例えば鼻疾患
が原因の場合には、鼻汁や鼻閉などの
悪化時に咳嗽が出やすいなど、患者さ
んがどういう状況の時に咳をするのか、
どんな合併症状があるのかなどを知る
というのがまず第一です。それに加え
て、身体診療により、後鼻漏や喘鳴の
有無などその人の状態を把握すること
も大事です。さらに血液検査や画像検
査を組み合わせて診断していくのが一
般的な方法です。
　それで、診断を行うわけですが、そ
のようにしても明らかな所見がなく咳
だけが唯一の症状である症例にも時々
遭遇します。その場合には診断的治療
というかたちで、ある特定の原因疾患
を想定して薬剤を一定期間投与し、そ
の薬の有効性の評価によって診断と治
療を同時に行うことが少なからずあり
ます。
　山内　診断的治療を行う場合の手順
をお教えください。
　徳山　基本的には疑わしい疾患を考
えて、それに対する治療薬を効果が判
定できるまでの一定期間投与し有効性
を評価します。もし治療効果が表れな
い場合には、診断を再考するというこ
とです。効果を確認しないで漫然と投
与しないことが大事かと思います。
　山内　そうしますと、それが治療法
を兼ねることも、しばしばあると考え
てよいのですね。
　徳山　そうですね。効果がないのに

漫然と使うのではなくて、無効なら別
の治療に切り替えてみることが必要で
す。
　山内　先ほどの中で喘息が中心的な
役割を果たすと思いますが、この治療
法を教えていただけますか。
　徳山　基本的に喘息の患者さんが咳
をする場合は多いと思うのですが、そ
の際、単純に喘息があるから咳をする
と決めつけず、原因を考えつつ対応し
ないといけないと思います（表）。具
体的に言うと、成人でいわれている咳
喘息は子どもでは非常に少ないと考え
られています。これはガイドラインで
も明記されていることですが、喘息の
既往があるというだけで、喘鳴もなく
ただ咳だけが長引いているから“咳喘
息”と診断し、治療効果はないのに、
例えば吸入ステロイドなどを漫然と処
方する、というようなことは避けてほ
しいと思います。喘息を持っていても
咳が長引いている場合はしっかり鑑別
をしてから治療していくことが必要で
す。喘息の治療をしていて全く良くな
らないからと紹介される患者さんの中
には、実は他の呼吸器疾患であり喘息
とは全く別の治療が必要であったとい
うことを時に経験します。
　一般に喘息の子どもでみられる慢性
咳嗽の原因としては大きく分けると２
つあるかと思います。一つは喘息発作
の部分的症状として出てくる咳です。
もう一つは非常に頻度の高い合併症で

あるアレルギー性鼻炎が原因の場合で
す。喘息児のアレルギー性鼻炎の合併
率は50％、あるいはもっと高いといわ
れていますが、喘息とアレルギー性鼻
炎を両方持っている患者さんは多いで
すから、合併症であるアレルギー性鼻
炎、あるいは副鼻腔炎が原因となって
いないか考える必要があります。
　喘息自体が原因で咳が続いている場
合には、喘息の管理状態が不良である
ということですから、喘息のガイドラ
インに沿って治療計画を見直す必要が
あります。一方、合併症である鼻疾患
の場合には症状の様子を確認して、抗
ヒスタミン薬や点鼻ステロイドを処方
して咳の変化を評価する必要がありま
す。一般的な印象として、アレルギー
性鼻炎や副鼻腔炎が慢性咳嗽の原因に

なっているという認識がいま一つ医療
者あるいは患者家族の間で認識されて
いないと感じています。アレルギー性
鼻炎や副鼻腔炎は、慢性咳嗽の原因と
して頻度の高い後鼻漏症候群（最近 
では上気道咳嗽症候群upper airway 
cough syndromeと呼ばれる）の主要
な原疾患とされています。喘息の子ど
もで咳が続くと喘息の治療薬はどんど
ん増やしていくけれども、鼻疾患の治
療がおろそかになっていることを少な
からず経験します。喘息の管理はしっ
かりされているのに咳が続く場合には
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の合併も
考えて、そちらの治療をするようなフ
レキシブルな考え方が必要かと思いま
す。
　山内　喘息についてですが、小児で

表　気管支喘息児にみられる慢性咳嗽

１）喘息発作の部分症状の場合
　　●小児では咳喘息はまれで、喘鳴を伴うことが多い
　　　　→ 小児気管支喘息治療・管理ガイドラインに則った治療法（長期管理）が

一般に有効
　　●喘鳴はコントロールされていても咳嗽のみが続くことがある
　　　　→時に、抗コリン薬が著効を示す場合がある
２）合併症であるアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎による場合
　　●アレルギー性鼻炎による咳嗽、咳払い
　　　　→抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、点鼻ステロイドなど
　　●二次感染としての鼻・副鼻腔炎
　　　　→アモキシシリンやクラリスロマイシンなどの抗菌薬を投与
３）上記１）、２）以外の疾患の存在（ ☞ 要鑑別診断）
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も基本的には発作コントロールの長期
管理薬は吸入ステロイド中心と考えて
よいのでしょうか。
　徳山　そうですね。基本的に吸入ス
テロイドを長期管理薬として使います。
低年齢の子どもの場合は軽症例では抗
ロイコトリエン薬などを最初に使う場
合もありますが、基本的には吸入ステ
ロイドと考えていただいてけっこうだ
と思います。
　山内　抗コリン薬に関してはいかが
でしょうか。
　徳山　本邦の小児の喘息のガイドラ
イン（JPGL）には抗コリン薬は成人
とは違って長期管理薬には入っていな
いのですが、私自身の経験からすると、
特に喘息の子どもで激しい運動をした
ときとか、冬場など寒い時期に冷たい
空気を吸ったりして起こる咳、おそら
くは神経反射によるものと思いますが、
そういった咳に対しては抗コリン薬が
非常に有効な場合があると感じていま
す。
　山内　ガイドライン外の使用になる
のですね。

　徳山　小児のガイドラインには記載
がないということです。
　山内　このステロイド療法は大人で
は数年間ぐらい持続することが多いよ
うですが、小児でもそうなのでしょう
か。
　徳山　ステロイドは症状に応じて治
療のステップアップ、ステップダウン
を行います。一般に３カ月、あるいは
６カ月といった、ある程度の期間評価
して治療内容を変えていくというのは
子どもでも同じやり方です。
　山内　お子さんの場合ですと、例え
ばなかなか寝つけないとか、そういっ
たことも出てきますが、咳止め薬はど
うしたらいいでしょうか。
　徳山　咳にはいろいろな原因がある
ので、その子にとって何が原因になっ
て咳が出るのかを、まずは診断すべき
です。漫然と効果のない治療をだらだ
ら続けるというのは避けたいですね。
　山内　そのあたりは十二分に診断を
優先してからということでしょうね。
　徳山　はい。
　山内　ありがとうございました。

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児耳鼻咽喉科教授
伊　藤　真　人

（聞き手　山内俊一）

　アモキシシリンの使用法についてご教示ください。
　ペニシリン系抗菌薬のアモキシシリンは、時間依存性の抗菌薬とされて一定
の血中濃度を維持する目的で３〜４分割投与がよいとされてきました。小児の
肺炎にあってWHOの勧告では、「HIV非感染児ならば、高用量の経口アモキシ
シリンを（250㎎錠を用い）溶解し、２分割投与する」とあるようです。この
方法で３日間治療と５日間治療とで肺炎の加療に差がなかったと報告されてい
ます（NESM Vo1383.No1）。
　１．日本での現状について。
　２．  時間依存性、濃度依存性とは、薬を高用量とすれば、肺炎など絶対対応

ケースにおいては、関係ない・同じということでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

アモキシシリンの使用法

　山内　伊藤先生、アモキシシリンは
昔からある薬剤ですが、現在でもガイ
ドライン上は第一選択薬として取り上
げられていますね。
　伊藤　そうですね。特にいわゆる上
気道、中耳炎とか副鼻腔炎を含む上気
道の細菌感染症に対しては、今でも第
一選択薬と考えてよいと思います。
　山内　質問は小児に関してですが、
特に小児で重要というわけでもなく、
ほかの分野でも重宝がられている薬と

考えてよろしいでしょうか。
　伊藤　上気道に関しましては、小児
に限らず、成人におきましてもファー
ストチョイスの薬と考えられています。
　山内　具体的にはどういった感染症
でよく使われるのでしょうか。
　伊藤　私たちの耳鼻咽喉科の範囲で
すと、急性中耳炎、あるいは急性副鼻
腔炎、急性咽頭扁桃炎といった、いわ
ゆる上気道の細菌感染症です。
　山内　首から上のあたりの感染症に
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も基本的には発作コントロールの長期
管理薬は吸入ステロイド中心と考えて
よいのでしょうか。
　徳山　そうですね。基本的に吸入ス
テロイドを長期管理薬として使います。
低年齢の子どもの場合は軽症例では抗
ロイコトリエン薬などを最初に使う場
合もありますが、基本的には吸入ステ
ロイドと考えていただいてけっこうだ
と思います。
　山内　抗コリン薬に関してはいかが
でしょうか。
　徳山　本邦の小児の喘息のガイドラ
イン（JPGL）には抗コリン薬は成人
とは違って長期管理薬には入っていな
いのですが、私自身の経験からすると、
特に喘息の子どもで激しい運動をした
ときとか、冬場など寒い時期に冷たい
空気を吸ったりして起こる咳、おそら
くは神経反射によるものと思いますが、
そういった咳に対しては抗コリン薬が
非常に有効な場合があると感じていま
す。
　山内　ガイドライン外の使用になる
のですね。

　徳山　小児のガイドラインには記載
がないということです。
　山内　このステロイド療法は大人で
は数年間ぐらい持続することが多いよ
うですが、小児でもそうなのでしょう
か。
　徳山　ステロイドは症状に応じて治
療のステップアップ、ステップダウン
を行います。一般に３カ月、あるいは
６カ月といった、ある程度の期間評価
して治療内容を変えていくというのは
子どもでも同じやり方です。
　山内　お子さんの場合ですと、例え
ばなかなか寝つけないとか、そういっ
たことも出てきますが、咳止め薬はど
うしたらいいでしょうか。
　徳山　咳にはいろいろな原因がある
ので、その子にとって何が原因になっ
て咳が出るのかを、まずは診断すべき
です。漫然と効果のない治療をだらだ
ら続けるというのは避けたいですね。
　山内　そのあたりは十二分に診断を
優先してからということでしょうね。
　徳山　はい。
　山内　ありがとうございました。

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児耳鼻咽喉科教授
伊　藤　真　人

（聞き手　山内俊一）

　アモキシシリンの使用法についてご教示ください。
　ペニシリン系抗菌薬のアモキシシリンは、時間依存性の抗菌薬とされて一定
の血中濃度を維持する目的で３〜４分割投与がよいとされてきました。小児の
肺炎にあってWHOの勧告では、「HIV非感染児ならば、高用量の経口アモキシ
シリンを（250㎎錠を用い）溶解し、２分割投与する」とあるようです。この
方法で３日間治療と５日間治療とで肺炎の加療に差がなかったと報告されてい
ます（NESM Vo1383.No1）。
　１．日本での現状について。
　２．  時間依存性、濃度依存性とは、薬を高用量とすれば、肺炎など絶対対応

ケースにおいては、関係ない・同じということでしょうか。
 ＜京都府開業医＞

アモキシシリンの使用法

　山内　伊藤先生、アモキシシリンは
昔からある薬剤ですが、現在でもガイ
ドライン上は第一選択薬として取り上
げられていますね。
　伊藤　そうですね。特にいわゆる上
気道、中耳炎とか副鼻腔炎を含む上気
道の細菌感染症に対しては、今でも第
一選択薬と考えてよいと思います。
　山内　質問は小児に関してですが、
特に小児で重要というわけでもなく、
ほかの分野でも重宝がられている薬と

考えてよろしいでしょうか。
　伊藤　上気道に関しましては、小児
に限らず、成人におきましてもファー
ストチョイスの薬と考えられています。
　山内　具体的にはどういった感染症
でよく使われるのでしょうか。
　伊藤　私たちの耳鼻咽喉科の範囲で
すと、急性中耳炎、あるいは急性副鼻
腔炎、急性咽頭扁桃炎といった、いわ
ゆる上気道の細菌感染症です。
　山内　首から上のあたりの感染症に

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （545）  3332 （544） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   33 2021/07/15   9:51



えばインフルエンザ菌等の耐性菌の問
題もありまして、これだけでは十分効
かないものもあります。例えば急性中
耳炎、最初の感染を見たときにはまず
はペニシリンを使いますけれども、そ
れでなかなか治らないとき、次のステ
ップアップとして別の薬に変わってい
くというのが一般的かなと思います。
　山内　具体的にはどういった薬にス
テップアップしていくのでしょうか。
　伊藤　セフェム系の高用量ですとか、
あるいは小児に使えるキノロン系など
も入ってきます。あるいは、経口のカ
ルバペネム系といったものがステップ
アップした治療になってきます。
　山内　アモキシシリンにさらに上乗
せしていくとか、そういった治療法は
いかがなのでしょうか。
　伊藤　アモキシシリンと一緒に、別
の薬を併用するということはあまり一
般的ではなくて、まずはアモキシシリ
ン単独で使って、それで数日で効果が
あるかないかを見極めて、また変えて
いくというのが一般的かなと思います。
以前はクラブラン酸とアモキシシリン
の合剤にアモキシシリンを足して使う
という医師もいましたけれども、最近
ではそれに代わるようなアモキシシリ
ンの配合量が多い薬がありますので、
使い勝手がよくなっています。
　山内　これは配合剤ですか。
　伊藤　はい。アモキシシリンとクラ
ブラン酸が14対１で、アモキシシリン

が非常に多い配合剤があります。
　山内　違いは、配合の割合なのです
ね。
　伊藤　そうですね。以前の配合剤は
１対１の配合でした。その量を増やし
ますと、どうしても下痢が出てまいり
ますので、増やせないものですから、
以前はアモキシシリンをそこに追加し
ていました。それの代わりといいまし
ょうか、それと同じことができるよう
な薬で、14対１で、アモキシシリンが
非常に多い薬です。
　山内　最初から使わないで、２番手
ということでよろしいのでしょうか。
　伊藤　量としてはかなりありますの
で、２番手になります。
　山内　少し話が戻りますが、この質
問は肺炎に関してですが、市中肺炎に
も使える薬なのでしょうか。
　伊藤　市中肺炎ではちょっと力足ら
ずではないかなと思います。アモキシ
シリン単剤ではちょっと厳しいかなと
思います。
　山内　肺炎球菌はいかがですか。
　伊藤　肺炎球菌に対してはかなり抗
菌力が強い。もともとアモキシシリン、
ペニシリン系というのは非常に抗菌力
が強い薬ですので、肺炎球菌には特に
有効です。よくペニシリン耐性肺炎球
菌というと、ペニシリンが効かないと
思われがちですが、以前よりも効きに
くくなってきているのは確かですけれ
ども、十分量のペニシリンを使えばち

はよく使われるということですね。
　伊藤　以前日本ではセフェムが多用
されましたけれども、耐性菌の問題な
どが出てきまして、耳鼻科などで作っ
ているガイドラインでもアモキシシリ
ンをファーストチョイスにしようとい
う動きが全国的にあり、今ではアモキ
シシリンなどのペニシリン系がファー
ストチョイスになってきています。
　山内　小児の場合には扁桃腺炎や中
耳炎が非常に多いので、必然的に多く
なってくると考えてもいいわけでしょ
うね。
　伊藤　そうですね。最も多い小児の
細菌感染症が急性中耳炎、次が副鼻腔
炎、咽頭炎ですので、使われる機会は
非常に多いのではないかと思います。
　山内　質問では肺炎ということにな
っています。肺炎でアモキシシリン単
剤でも大丈夫なのかなという気もしま
すけれども。
　伊藤　私もこれはちょっと疑問があ
ります。これはWHOの勧告ですけれ
ども、途上国などのことも考えている
のかなと思います。肺炎、いわゆる下
気道の感染症に対しては、アモキシシ
リン単剤では厳しいかなと思っていま
す。なので、上気道の感染症にメイン
に使われるかなと考えます。
　山内　内科領域ですと、これはヘリ
コバクターピロリの除菌にも使われて
いますので、かなり使われている印象
があります。このアモキシシリン、意

外に耐性菌は出ないものなのでしょう
か。
　伊藤　古い抗菌薬で、もちろん耐性
度は少し上がってきていますが、今で
も使える薬です。特に増量しますと、
上気道の感染症に対してはまだ十分に
抗菌力があるというのが現状かと思い
ます。
　山内　今、増量というお話でしたけ
れども、現在は常用量よりも少し多め
に投与するのが中心的な使い方なので
しょうか。
　伊藤　急性中耳炎あるいは急性副鼻
腔炎のガイドラインでは、特に急性中
耳炎など、中等症以上では抗菌薬をま
ず考えましょうということです。以前
は常用量で始めることになっていまし
たが、今は最初から増量投与というの
がメインになっています。適宜増減の
範囲ですけれども、増量で使っていく
ということになっています。
　山内　添付文書上の最高投与量を上
回るものなのでしょうか。
　伊藤　それは上回るものではありま
せん。
　山内　上限に近いところから使い始
めると考えてよろしいでしょうか。
　伊藤　そういうことです。
　山内　それで首から上の感染症はか
なりおさまると考えてよいわけですね。
　伊藤　まずファーストチョイスでこ
れを使うだけでかなりのものはコント
ロールできると思います。ただし、例
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えばインフルエンザ菌等の耐性菌の問
題もありまして、これだけでは十分効
かないものもあります。例えば急性中
耳炎、最初の感染を見たときにはまず
はペニシリンを使いますけれども、そ
れでなかなか治らないとき、次のステ
ップアップとして別の薬に変わってい
くというのが一般的かなと思います。
　山内　具体的にはどういった薬にス
テップアップしていくのでしょうか。
　伊藤　セフェム系の高用量ですとか、
あるいは小児に使えるキノロン系など
も入ってきます。あるいは、経口のカ
ルバペネム系といったものがステップ
アップした治療になってきます。
　山内　アモキシシリンにさらに上乗
せしていくとか、そういった治療法は
いかがなのでしょうか。
　伊藤　アモキシシリンと一緒に、別
の薬を併用するということはあまり一
般的ではなくて、まずはアモキシシリ
ン単独で使って、それで数日で効果が
あるかないかを見極めて、また変えて
いくというのが一般的かなと思います。
以前はクラブラン酸とアモキシシリン
の合剤にアモキシシリンを足して使う
という医師もいましたけれども、最近
ではそれに代わるようなアモキシシリ
ンの配合量が多い薬がありますので、
使い勝手がよくなっています。
　山内　これは配合剤ですか。
　伊藤　はい。アモキシシリンとクラ
ブラン酸が14対１で、アモキシシリン

が非常に多い配合剤があります。
　山内　違いは、配合の割合なのです
ね。
　伊藤　そうですね。以前の配合剤は
１対１の配合でした。その量を増やし
ますと、どうしても下痢が出てまいり
ますので、増やせないものですから、
以前はアモキシシリンをそこに追加し
ていました。それの代わりといいまし
ょうか、それと同じことができるよう
な薬で、14対１で、アモキシシリンが
非常に多い薬です。
　山内　最初から使わないで、２番手
ということでよろしいのでしょうか。
　伊藤　量としてはかなりありますの
で、２番手になります。
　山内　少し話が戻りますが、この質
問は肺炎に関してですが、市中肺炎に
も使える薬なのでしょうか。
　伊藤　市中肺炎ではちょっと力足ら
ずではないかなと思います。アモキシ
シリン単剤ではちょっと厳しいかなと
思います。
　山内　肺炎球菌はいかがですか。
　伊藤　肺炎球菌に対してはかなり抗
菌力が強い。もともとアモキシシリン、
ペニシリン系というのは非常に抗菌力
が強い薬ですので、肺炎球菌には特に
有効です。よくペニシリン耐性肺炎球
菌というと、ペニシリンが効かないと
思われがちですが、以前よりも効きに
くくなってきているのは確かですけれ
ども、十分量のペニシリンを使えばち

はよく使われるということですね。
　伊藤　以前日本ではセフェムが多用
されましたけれども、耐性菌の問題な
どが出てきまして、耳鼻科などで作っ
ているガイドラインでもアモキシシリ
ンをファーストチョイスにしようとい
う動きが全国的にあり、今ではアモキ
シシリンなどのペニシリン系がファー
ストチョイスになってきています。
　山内　小児の場合には扁桃腺炎や中
耳炎が非常に多いので、必然的に多く
なってくると考えてもいいわけでしょ
うね。
　伊藤　そうですね。最も多い小児の
細菌感染症が急性中耳炎、次が副鼻腔
炎、咽頭炎ですので、使われる機会は
非常に多いのではないかと思います。
　山内　質問では肺炎ということにな
っています。肺炎でアモキシシリン単
剤でも大丈夫なのかなという気もしま
すけれども。
　伊藤　私もこれはちょっと疑問があ
ります。これはWHOの勧告ですけれ
ども、途上国などのことも考えている
のかなと思います。肺炎、いわゆる下
気道の感染症に対しては、アモキシシ
リン単剤では厳しいかなと思っていま
す。なので、上気道の感染症にメイン
に使われるかなと考えます。
　山内　内科領域ですと、これはヘリ
コバクターピロリの除菌にも使われて
いますので、かなり使われている印象
があります。このアモキシシリン、意

外に耐性菌は出ないものなのでしょう
か。
　伊藤　古い抗菌薬で、もちろん耐性
度は少し上がってきていますが、今で
も使える薬です。特に増量しますと、
上気道の感染症に対してはまだ十分に
抗菌力があるというのが現状かと思い
ます。
　山内　今、増量というお話でしたけ
れども、現在は常用量よりも少し多め
に投与するのが中心的な使い方なので
しょうか。
　伊藤　急性中耳炎あるいは急性副鼻
腔炎のガイドラインでは、特に急性中
耳炎など、中等症以上では抗菌薬をま
ず考えましょうということです。以前
は常用量で始めることになっていまし
たが、今は最初から増量投与というの
がメインになっています。適宜増減の
範囲ですけれども、増量で使っていく
ということになっています。
　山内　添付文書上の最高投与量を上
回るものなのでしょうか。
　伊藤　それは上回るものではありま
せん。
　山内　上限に近いところから使い始
めると考えてよろしいでしょうか。
　伊藤　そういうことです。
　山内　それで首から上の感染症はか
なりおさまると考えてよいわけですね。
　伊藤　まずファーストチョイスでこ
れを使うだけでかなりのものはコント
ロールできると思います。ただし、例
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ゃんと効くというのが現状です。
　山内　量を増やせばいいということ
ですね。
　伊藤　そういうことですね。
　山内　今回の質問は用量と分割との
関係なのですが、用量を増やしたら、
３分割を２分割にできるのではないか
というご指摘です。これはいかがでし
ょうか。
　伊藤　それは薬によっても違うので
すが、ペニシリン系は非常に殺菌力が
強いです。いわゆるPK-PD理論という
抗菌薬の使い方の理論がありますけれ
ども、ペニシリン系は時間依存性の薬
ですので、薬の投与期間、投与間隔の
35％以上の時間Time above MIC、い
わゆる発育阻止濃度を維持できれば、
それで有効ですが、例えばほかの薬、
セフェム系やマクロライド系ですと50
％を超えます。ということは、ペニシ
リン系ですと35％ぐらいの時間さえ効
いていてくれれば十分な抗菌力を発揮
します。抗菌活性が非常に強いので、
１日２回でも十分効果が出ます。
　山内　むしろ高用量にして１日２回
にしたほうが服薬しやすいといったこ
とも出てきますね。
　伊藤　それは非常に大きな点でして、
特に小さいお子さんの場合には保育園、
幼稚園等でお昼の服薬をなかなかさせ

てもらえない、あるいはそれを忘れて
しまうということもありまして、１日
３回の薬が結局３回使われずに、コン
プライアンスが悪くなってしまうとい
う問題があります。１日２回にするこ
とで、朝と晩、お母さんの目の前での
ませることができます。
　もう一つは、これはあまり言われて
いませんけれども、１日３回という場
合、米国などですと１日３回、８時間
おきと書いてあります。日本ですと、
朝起きて、昼、夜ですから、12時間の
間に３回のませるわけです。そうしま
すと、夜の間に12時間、薬のない時間
になってしまいますので、実はちょっ
と問題があるなと思います。ですので、
むしろ１日２回のほうがPK-PD理論か
ら見ても本当はいいのかなと私は考え
ています。
　山内　ただ、添付文書上は３分割と
いうことですね。
　伊藤　日本におきましては、一部の
医師は２分割で出していますけれども、
添付文書上は３分割となっていますの
で、そこはどうしても引っかかる点で
す。ただ、私はペニシリン系は量を増
やして２分割のほうが有効だと考えて
います。
　山内　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（Ⅴ）

大野醫院院長
大　野　邦　彦

（聞き手　大西　真）

高血圧・糖尿病の地域医療

　大西　大野先生、本日は高血圧・糖
尿病の地域医療というテーマでお話を
うかがいます。
　まず、先生が診療されているクリニ
ックですが、どんな地域で、どんな患
者さんが対象になっているのでしょう
か。
　大野　住宅街にあるクリニックです。
先代が開業して60年になる医療機関で、
先代から引き継いだ患者さんも多く、
80代、90代の超高齢者の患者さんを診
る施設です。
　大西　患者さんの層が非常に高齢化
してきていることが特徴ですね。
　大野　はい。
　大西　まず血圧についてうかがいた
いのですが、特に高齢者の高血圧治療
が中心になると思うのですけれども、
先生が20年前に病院を継承されたとき
は、まだガイドラインなどはあまりな
かったのですね。
　大野　なかった時代です。
　大西　どんな状況だったのでしょう
か。

　大野　父から引き継いだとき、どこ
まで下げたらいいかという基準がなく、
ガイドラインもありませんでした。当
時はCa拮抗剤を中心に、外来血圧を中
心に治療していました。そして、外来
血圧が高ければ追加、増量するという
のが主流になっていました。そのため、
多剤をのんでいる患者さんが多かった
という感じがありました。
　大西　今は家庭血圧を重視されてい
るのでしょうか。
　大野　おかげさまでうちに来られる
患者さんは非常にまじめに家庭血圧を
測定していただく方が多いので、外来
血圧が180㎜Hgであっても、自宅で測
定すると120～130㎜Hgの患者さんに
は増量もせず、そのまま経過を見てい
る方もいます。
　大西　特にご高齢の方に、家庭血圧
の測り方の説明は詳しくされるのでし
ょうか。
　大野　高血圧学会のガイドラインに
も載っているとおり、朝起きて、トイ
レに行った後に、一息ついたところで
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ゃんと効くというのが現状です。
　山内　量を増やせばいいということ
ですね。
　伊藤　そういうことですね。
　山内　今回の質問は用量と分割との
関係なのですが、用量を増やしたら、
３分割を２分割にできるのではないか
というご指摘です。これはいかがでし
ょうか。
　伊藤　それは薬によっても違うので
すが、ペニシリン系は非常に殺菌力が
強いです。いわゆるPK-PD理論という
抗菌薬の使い方の理論がありますけれ
ども、ペニシリン系は時間依存性の薬
ですので、薬の投与期間、投与間隔の
35％以上の時間Time above MIC、い
わゆる発育阻止濃度を維持できれば、
それで有効ですが、例えばほかの薬、
セフェム系やマクロライド系ですと50
％を超えます。ということは、ペニシ
リン系ですと35％ぐらいの時間さえ効
いていてくれれば十分な抗菌力を発揮
します。抗菌活性が非常に強いので、
１日２回でも十分効果が出ます。
　山内　むしろ高用量にして１日２回
にしたほうが服薬しやすいといったこ
とも出てきますね。
　伊藤　それは非常に大きな点でして、
特に小さいお子さんの場合には保育園、
幼稚園等でお昼の服薬をなかなかさせ

てもらえない、あるいはそれを忘れて
しまうということもありまして、１日
３回の薬が結局３回使われずに、コン
プライアンスが悪くなってしまうとい
う問題があります。１日２回にするこ
とで、朝と晩、お母さんの目の前での
ませることができます。
　もう一つは、これはあまり言われて
いませんけれども、１日３回という場
合、米国などですと１日３回、８時間
おきと書いてあります。日本ですと、
朝起きて、昼、夜ですから、12時間の
間に３回のませるわけです。そうしま
すと、夜の間に12時間、薬のない時間
になってしまいますので、実はちょっ
と問題があるなと思います。ですので、
むしろ１日２回のほうがPK-PD理論か
ら見ても本当はいいのかなと私は考え
ています。
　山内　ただ、添付文書上は３分割と
いうことですね。
　伊藤　日本におきましては、一部の
医師は２分割で出していますけれども、
添付文書上は３分割となっていますの
で、そこはどうしても引っかかる点で
す。ただ、私はペニシリン系は量を増
やして２分割のほうが有効だと考えて
います。
　山内　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（Ⅴ）

大野醫院院長
大　野　邦　彦

（聞き手　大西　真）

高血圧・糖尿病の地域医療

　大西　大野先生、本日は高血圧・糖
尿病の地域医療というテーマでお話を
うかがいます。
　まず、先生が診療されているクリニ
ックですが、どんな地域で、どんな患
者さんが対象になっているのでしょう
か。
　大野　住宅街にあるクリニックです。
先代が開業して60年になる医療機関で、
先代から引き継いだ患者さんも多く、
80代、90代の超高齢者の患者さんを診
る施設です。
　大西　患者さんの層が非常に高齢化
してきていることが特徴ですね。
　大野　はい。
　大西　まず血圧についてうかがいた
いのですが、特に高齢者の高血圧治療
が中心になると思うのですけれども、
先生が20年前に病院を継承されたとき
は、まだガイドラインなどはあまりな
かったのですね。
　大野　なかった時代です。
　大西　どんな状況だったのでしょう
か。

　大野　父から引き継いだとき、どこ
まで下げたらいいかという基準がなく、
ガイドラインもありませんでした。当
時はCa拮抗剤を中心に、外来血圧を中
心に治療していました。そして、外来
血圧が高ければ追加、増量するという
のが主流になっていました。そのため、
多剤をのんでいる患者さんが多かった
という感じがありました。
　大西　今は家庭血圧を重視されてい
るのでしょうか。
　大野　おかげさまでうちに来られる
患者さんは非常にまじめに家庭血圧を
測定していただく方が多いので、外来
血圧が180㎜Hgであっても、自宅で測
定すると120～130㎜Hgの患者さんに
は増量もせず、そのまま経過を見てい
る方もいます。
　大西　特にご高齢の方に、家庭血圧
の測り方の説明は詳しくされるのでし
ょうか。
　大野　高血圧学会のガイドラインに
も載っているとおり、朝起きて、トイ
レに行った後に、一息ついたところで
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　大野　ガイドラインに載っていると
おり、ARBから始めて、徐々に下げて
います。いきなり下げて、めまい、立
ちくらみで転んで骨折ということも怖
いので、注意しています。
　大西　利尿剤などを適宜追加される
こともあるのでしょうか。
　大野　あります。この方はちょっと
塩分を取り過ぎているなというのを話
で聞いたり、それと地域密着型の診療
所なので、お互いに見る、見られると
いう環境にあります。このため、患者
さんがスーパーで塩分の高いものを買
っているのを見かけると、まずは外来
で「塩分が高いのでやめたほうがいい
んじゃない」という説明をして、それ
でも摂取量が多い患者さんに対しては
少量から利尿剤を追加するということ
はあります。
　大西　次にもう一つ重要な糖尿病で
すが、これも高齢の方にどこまで厳し
くやるかという問題もあるかと思いま
すが、そのあたりの先生のお考えを聞
かせていただけますか。
　大野　熊本宣言が出て、7.0を目標に
となっています。私は循環器専門だっ
たので、やはりもう少し下げたほうが
いいだろうとは思っています。そこは
ちょっとガイドラインと違うところな
のですけれども、6.7ぐらいを上限とし
て治療をするようにしています。ただ、
ここに来てコロナ禍で外出ができない、
散歩ができないという状況の中で、食

事量が増えたことによって、今まで大
丈夫だったのに、ちょっと数値が上が
ってきている高齢者がいるのも事実で
す。
　大西　そういった高齢の方に第一選
択としてはどういった薬をよくお使い
になられますか。
　大野　本来ならメトホルミンから使
っていくのでしょうが、やはり低血糖
ということがちょっと頭の中をよぎる
ので、高齢者に対してはDPP-４阻害
剤から入るということが多いです。
　大西　やはり低血糖の頻度が少ない
ということですね。それで、もしコン
トロール不良の場合はどのようにされ
ていますか。
　大野　それでも食事量が上回って、
7.0を超え始めて、HbA1cが高くなっ
たときには、患者さんによく説明をし
た上でSGLT２阻害薬を導入すること
もあります。そのときは患者さんに対
して、よくなればやめるということ、
ずっとのむ薬ではないということも説
明しています。
　大西　あとは、比較的中等症ぐらい
の糖尿病の方をご覧になっていること
が多いと思うのですけれども、時に重
い方とか、専門医に相談するようなケ
ースはたまにはあるのでしょうか。あ
るいは、どういうときに糖尿病の専門
医にご紹介されますか。
　大野　8.0～9.0と高値になると、当
院ではコントロールは難しいので、専

薬をのむ前または朝食前に２度測定を
するということはお願いしています。
　大西　夜などもお勧めされています
か。
　大野　余裕があったら、寝る前も２
度測定してくださいとお願いしていま
す。
　大西　２度の平均値を取るのですか。
　大野　いいえ、あえて平均してくる
ようにはお話ししていません。そのま
ま正直に書いてきてくださいとお願い
しています。
　大西　非常に家庭血圧を重視されて
いるということですね。
　大野　そういった意味では非常に血
圧の治療がしやすくなったと感じてい
ます。
　大西　病院で測定する血圧値とだい
ぶ違う場合もありますよね。
　大野　そうですね。
　大西　当時はガイドラインがなかっ
たということなのですが、その後、い
ろいろなガイドラインが出てきて、最
近またガイドラインが改訂されました
ね。その辺の対応はどのようにされて
いますか。
　大野　大きくは変わっていないので、
高齢者に対しては150㎜Hgを上限とし
てという記述もあるのですが、忍容性
があればさらに下げるようにという記
載もあるので、当院としては忍容性が
ある患者さんに対しては、合併症の予
防からも130㎜Hg前後を目標にしてい

ます。ただ、140㎜Hg、150㎜Hgで管
理している患者さんもいます。
　大西　年齢としては、75歳を境にし
て、少し目標は違ってくるのでしょう
か。
　大野　はい。変えています。
　大西　75歳以上の場合は、合併症の
有無にもよるとは思います。
　大野　脳卒中、心疾患を含めた合併
症を予防していくという点においては、
the lower, the betterを目標にしてい
ます。
　大西　そのあたり、患者さんにはよ
く理解してもらえるでしょうか。
　大野　私としても一生懸命に説明し
ています。
　大西　「これ、ずっとのむんですか」
とか、途中でちょっとやめてしまう人
もいたりなど、重要性がなかなかご理
解いただけないことも時々あるのです
けれども、先生は何か工夫されていま
すか。
　大野　ひたすら説明を続けるという
ことと、決して薬をのむことだけが治
療だとは思っていません。私が父から
引き継いだ頃よりも、ARBをはじめと
して薬の種類が増えたことによって血
圧を下げやすくなりました。そういっ
た点においては助かります。
　大西　今、様々な薬が出て、最初は
何を使おうかとちょっと迷うこともあ
るのですけれども、特に高齢の方はど
のあたりから始めているのでしょうか。
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　大野　ガイドラインに載っていると
おり、ARBから始めて、徐々に下げて
います。いきなり下げて、めまい、立
ちくらみで転んで骨折ということも怖
いので、注意しています。
　大西　利尿剤などを適宜追加される
こともあるのでしょうか。
　大野　あります。この方はちょっと
塩分を取り過ぎているなというのを話
で聞いたり、それと地域密着型の診療
所なので、お互いに見る、見られると
いう環境にあります。このため、患者
さんがスーパーで塩分の高いものを買
っているのを見かけると、まずは外来
で「塩分が高いのでやめたほうがいい
んじゃない」という説明をして、それ
でも摂取量が多い患者さんに対しては
少量から利尿剤を追加するということ
はあります。
　大西　次にもう一つ重要な糖尿病で
すが、これも高齢の方にどこまで厳し
くやるかという問題もあるかと思いま
すが、そのあたりの先生のお考えを聞
かせていただけますか。
　大野　熊本宣言が出て、7.0を目標に
となっています。私は循環器専門だっ
たので、やはりもう少し下げたほうが
いいだろうとは思っています。そこは
ちょっとガイドラインと違うところな
のですけれども、6.7ぐらいを上限とし
て治療をするようにしています。ただ、
ここに来てコロナ禍で外出ができない、
散歩ができないという状況の中で、食

事量が増えたことによって、今まで大
丈夫だったのに、ちょっと数値が上が
ってきている高齢者がいるのも事実で
す。
　大西　そういった高齢の方に第一選
択としてはどういった薬をよくお使い
になられますか。
　大野　本来ならメトホルミンから使
っていくのでしょうが、やはり低血糖
ということがちょっと頭の中をよぎる
ので、高齢者に対してはDPP-４阻害
剤から入るということが多いです。
　大西　やはり低血糖の頻度が少ない
ということですね。それで、もしコン
トロール不良の場合はどのようにされ
ていますか。
　大野　それでも食事量が上回って、
7.0を超え始めて、HbA1cが高くなっ
たときには、患者さんによく説明をし
た上でSGLT２阻害薬を導入すること
もあります。そのときは患者さんに対
して、よくなればやめるということ、
ずっとのむ薬ではないということも説
明しています。
　大西　あとは、比較的中等症ぐらい
の糖尿病の方をご覧になっていること
が多いと思うのですけれども、時に重
い方とか、専門医に相談するようなケ
ースはたまにはあるのでしょうか。あ
るいは、どういうときに糖尿病の専門
医にご紹介されますか。
　大野　8.0～9.0と高値になると、当
院ではコントロールは難しいので、専

薬をのむ前または朝食前に２度測定を
するということはお願いしています。
　大西　夜などもお勧めされています
か。
　大野　余裕があったら、寝る前も２
度測定してくださいとお願いしていま
す。
　大西　２度の平均値を取るのですか。
　大野　いいえ、あえて平均してくる
ようにはお話ししていません。そのま
ま正直に書いてきてくださいとお願い
しています。
　大西　非常に家庭血圧を重視されて
いるということですね。
　大野　そういった意味では非常に血
圧の治療がしやすくなったと感じてい
ます。
　大西　病院で測定する血圧値とだい
ぶ違う場合もありますよね。
　大野　そうですね。
　大西　当時はガイドラインがなかっ
たということなのですが、その後、い
ろいろなガイドラインが出てきて、最
近またガイドラインが改訂されました
ね。その辺の対応はどのようにされて
いますか。
　大野　大きくは変わっていないので、
高齢者に対しては150㎜Hgを上限とし
てという記述もあるのですが、忍容性
があればさらに下げるようにという記
載もあるので、当院としては忍容性が
ある患者さんに対しては、合併症の予
防からも130㎜Hg前後を目標にしてい

ます。ただ、140㎜Hg、150㎜Hgで管
理している患者さんもいます。
　大西　年齢としては、75歳を境にし
て、少し目標は違ってくるのでしょう
か。
　大野　はい。変えています。
　大西　75歳以上の場合は、合併症の
有無にもよるとは思います。
　大野　脳卒中、心疾患を含めた合併
症を予防していくという点においては、
the lower, the betterを目標にしてい
ます。
　大西　そのあたり、患者さんにはよ
く理解してもらえるでしょうか。
　大野　私としても一生懸命に説明し
ています。
　大西　「これ、ずっとのむんですか」
とか、途中でちょっとやめてしまう人
もいたりなど、重要性がなかなかご理
解いただけないことも時々あるのです
けれども、先生は何か工夫されていま
すか。
　大野　ひたすら説明を続けるという
ことと、決して薬をのむことだけが治
療だとは思っていません。私が父から
引き継いだ頃よりも、ARBをはじめと
して薬の種類が増えたことによって血
圧を下げやすくなりました。そういっ
た点においては助かります。
　大西　今、様々な薬が出て、最初は
何を使おうかとちょっと迷うこともあ
るのですけれども、特に高齢の方はど
のあたりから始めているのでしょうか。
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なという患者さんに対しては月１回の
処方にしています。

　大西　どうもありがとうございまし
た。

門医にお任せしています。
　大西　あと、先ほどお話があったコ
ロナ禍で、急にデータが悪化すること
がけっこう多いと思うのですけれども、
そうした場合はまずどのように指導さ
れますか。HbA1cが急にぽんと上がっ
てしまった場合とか。
　大野　まず生活習慣をもう一回見直
していただくということからお話をさ
せていただいています。最近はポリフ
ァーマシーということもあるので、す
ぐに薬を出すということよりも、改善
できるところから始めて、それでもだ
めだったら薬を追加しますよというよ
うなお話もしています。
　大西　最近は元気なお年寄りもだい
ぶ増えていますが、患者さんのADLや
認知機能の状態によっても少し治療方
法も変わってくるかと思います。その
あたりはいかがですか。
　大野　確かにひとり暮らしのお年寄
りが増えているのも事実です。
　大西　薬の管理とか、いろいろ問題
がありますよね。
　大野　おかげさまで当院に来られて
いる患者さんに関しては、多少のもの
忘れがあったとしても、定期的な曜日、
ほぼ決まった時間に来院されます。そ
ういう患者さんに関しては治療にも抵
抗することなく安心して診療すること
ができます。しかし、来院する曜日や
時間がずれてきた患者さんに関しては、
ご家族を呼んで説明することもありま

す。
　大西　非常に高齢の方が増えて、皆
さんお元気なのですけれども、血圧、
糖尿病のコントロール、その長期予後、
心血管イベントの抑制効果について、
ある程度高齢でも期待できるものなの
でしょうか。70代後半でしっかり行っ
ておいたほうが、その後、イベントが
減るとかありますか。
　大野　健康寿命を延ばすという点か
らすると、普通が一番だと私は思って
います。普通でないから薬をのまなけ
ればいけない状況になります。それを
普通にしてあげることによって健康寿
命を延ばすことにもなります。とにか
く寝たきりにさせないというのを目標
にしています。
　大西　お年寄りには普段の食事、運
動療法というのが極めて重要というこ
とですね。何か具体的なアドバイスは
されていますか。散歩のこととか、い
ろいろあるかと思いますけれども。
　大野　まず自宅から当院に来るまで
のことに関して、おっくうがってはい
けないと伝えています。年齢と、その
人の生活スタイルを見て、必ずしも長
期処方がいいとは思っていません。
　大西　確かにそうですね。
　大野　あえて２週間に一度来ていた
だいている患者さんもいます。そうし
ないと外に出ないので、そのような取
り組みもしています。この方は積極的
に散歩をされるので、月１回でもいい

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８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５回として、４篇を収録いたしました。

※特別企画　第三回として「アンガーマネジメント」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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なという患者さんに対しては月１回の
処方にしています。

　大西　どうもありがとうございまし
た。

門医にお任せしています。
　大西　あと、先ほどお話があったコ
ロナ禍で、急にデータが悪化すること
がけっこう多いと思うのですけれども、
そうした場合はまずどのように指導さ
れますか。HbA1cが急にぽんと上がっ
てしまった場合とか。
　大野　まず生活習慣をもう一回見直
していただくということからお話をさ
せていただいています。最近はポリフ
ァーマシーということもあるので、す
ぐに薬を出すということよりも、改善
できるところから始めて、それでもだ
めだったら薬を追加しますよというよ
うなお話もしています。
　大西　最近は元気なお年寄りもだい
ぶ増えていますが、患者さんのADLや
認知機能の状態によっても少し治療方
法も変わってくるかと思います。その
あたりはいかがですか。
　大野　確かにひとり暮らしのお年寄
りが増えているのも事実です。
　大西　薬の管理とか、いろいろ問題
がありますよね。
　大野　おかげさまで当院に来られて
いる患者さんに関しては、多少のもの
忘れがあったとしても、定期的な曜日、
ほぼ決まった時間に来院されます。そ
ういう患者さんに関しては治療にも抵
抗することなく安心して診療すること
ができます。しかし、来院する曜日や
時間がずれてきた患者さんに関しては、
ご家族を呼んで説明することもありま

す。
　大西　非常に高齢の方が増えて、皆
さんお元気なのですけれども、血圧、
糖尿病のコントロール、その長期予後、
心血管イベントの抑制効果について、
ある程度高齢でも期待できるものなの
でしょうか。70代後半でしっかり行っ
ておいたほうが、その後、イベントが
減るとかありますか。
　大野　健康寿命を延ばすという点か
らすると、普通が一番だと私は思って
います。普通でないから薬をのまなけ
ればいけない状況になります。それを
普通にしてあげることによって健康寿
命を延ばすことにもなります。とにか
く寝たきりにさせないというのを目標
にしています。
　大西　お年寄りには普段の食事、運
動療法というのが極めて重要というこ
とですね。何か具体的なアドバイスは
されていますか。散歩のこととか、い
ろいろあるかと思いますけれども。
　大野　まず自宅から当院に来るまで
のことに関して、おっくうがってはい
けないと伝えています。年齢と、その
人の生活スタイルを見て、必ずしも長
期処方がいいとは思っていません。
　大西　確かにそうですね。
　大野　あえて２週間に一度来ていた
だいている患者さんもいます。そうし
ないと外に出ないので、そのような取
り組みもしています。この方は積極的
に散歩をされるので、月１回でもいい
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅴ）

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科准教授
脇　野　　修

（聞き手　齊藤郁夫）

CKDと高血圧・糖尿病

　齊藤　今日は、CKD、慢性腎臓病と
高血圧・糖尿病ということでうかがい
ます。
　CKD患者さんについてどんなことか
ら診断を進めていきますか。
　脇野　開業医からよく、eGFRが60を
切る、あるいは尿蛋白があるというか
たちで紹介を受けます。大学病院とし
てまずやることは原因をはっきりさせ
ることです。現在は生活習慣病をベー
スにした慢性腎臓病が多いのですが、
例えば腎炎や悪性疾患が隠れていない
か、高齢者なら骨髄腫や悪性疾患に伴
う膜性腎症やリウマチの病気が隠れて
いないか、腎障害を起こすような薬剤
をのまれていないかというようなこと
を考えながら、CKDの原因をはっきり
させます。
　続いて、CKDのステージを判定しま
す。尿蛋白がどれぐらい出ているか、
あるいはeGFRの程度を考えるという
ことになります。
　そしてもう一つは、CKDを進行させ
ているリスクファクターがきちんとコ

ントロールされているかということに
もアドバイスをしています。血圧が適
切に降圧されているか、下がり過ぎて
いないか。血糖や尿酸がコントロール
されているか。あるいは貧血が進行し
ていないか。こういったリスクファク
ターに十分注意して、進行させないよ
うな手段を提案して、例えば３カ月と
か、定期的に開業医らと一緒にフォロ
ーアップするかたちを取っています。
　齊藤　生活習慣病ベースのものが多
くなっているのでしょうか。
　脇野　そうですね。高齢化に伴いま
して、血圧も上昇しますし、血糖のレ
ベルも上がる場合もありますし、腎臓
の臓器としての老化ももちろんありま
す。そうしたリスクファクターをバッ
クにして、ゆっくりと進むような腎障
害が重要です。数年前からメタボリッ
クシンドロームというのが非常に重要
視されるようになってきましたけれど
も、そうした肥満が年をとるにつれて
腎障害になってきますので、これらの
生活習慣病をベースにした腎臓の障害

が非常に多くなってきていると考えて
もいいと思います。
　齊藤　まず血圧との関連ですが、ど
うでしょうか。
　脇野　先ほど申し上げましたように、
CKD進行のリスクファクターの大きな
一つが高血圧だと思います。高血圧が
eGFRの低下、すなわちCKDの進行を
引き起こすということは知られていま
すし、逆にCKDが血圧を上げるという
こともわかっています。CKDと高血圧
は片方が悪くなれば両方とも悪くなる
という悪循環になるので、これを切ら
なければいけないということが重要で
す。
　もう一つは、CKDは、透析、移植を
必要とする末期腎不全のリスクである
だけではなく、心血管事故、心筋梗塞
あるいは心不全、虚血性心疾患のリス
クにもなっています。そして高血圧も
この心血管事故のリスクになっていま
すので、CKDの心血管事故を抑制する
という意味で血圧のコントロールは非
常に重要です。
　齊藤　心不全も多くなっていますか。
　脇野　おっしゃるとおりで、近年、
虚血性心疾患、心筋梗塞や狭心症は心
臓カテーテルの技術が非常に発達して、
早めに処置することによって死に至ら
ないようになってきました。その結果、
心機能が落ちている心不全の患者さん
が非常に多くなってきているのが現況
です。いわゆる心不全パンデミックと

いわれている状況です。
　ご存じのように、心機能が悪くなっ
てくると腎機能が悪くなる。心腎連関
といわれるものがあるわけですけれど
も、そうした心不全患者さんの増加に
伴って腎障害も増えてくる可能性があ
りますので、その点も無視できません。
CKDの患者さんの背景ももちろんです
が、高齢化に伴う増加ということで非
常に無視できない要素だと考えていま
す。
　齊藤　血圧のコントロールについて
はどうでしょうか。
　脇野　近年、コントロールに関して
は、比較的はっきりとした考えが提唱
されています。2018年に日本腎臓学会
から出たガイドラインには大きく２つ
重要な点があります。一つは、個別化
医療といいますか、層別化して目標血
圧を設定しようという考え方です。例
えば、尿蛋白があるかないか、eGFR
が60を切っているか、切っていないか、
糖尿病であるか、ないか。そして、特
に最近注目されているのが75歳以上の
高齢者であるかどうかというところが
問題になっています。
　もう一つは過降圧で、これに対して
非常に注意を喚起しているという流れ
があります。例えば、いかなるCKDの
患者さんも収縮期血圧110㎜Hg未満に
はしないことが提唱されていますし、
また尿蛋白がない、そしてeGFRが60
を切るような患者さんに関しては収縮
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高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅴ）

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科准教授
脇　野　　修

（聞き手　齊藤郁夫）

CKDと高血圧・糖尿病

　齊藤　今日は、CKD、慢性腎臓病と
高血圧・糖尿病ということでうかがい
ます。
　CKD患者さんについてどんなことか
ら診断を進めていきますか。
　脇野　開業医からよく、eGFRが60を
切る、あるいは尿蛋白があるというか
たちで紹介を受けます。大学病院とし
てまずやることは原因をはっきりさせ
ることです。現在は生活習慣病をベー
スにした慢性腎臓病が多いのですが、
例えば腎炎や悪性疾患が隠れていない
か、高齢者なら骨髄腫や悪性疾患に伴
う膜性腎症やリウマチの病気が隠れて
いないか、腎障害を起こすような薬剤
をのまれていないかというようなこと
を考えながら、CKDの原因をはっきり
させます。
　続いて、CKDのステージを判定しま
す。尿蛋白がどれぐらい出ているか、
あるいはeGFRの程度を考えるという
ことになります。
　そしてもう一つは、CKDを進行させ
ているリスクファクターがきちんとコ

ントロールされているかということに
もアドバイスをしています。血圧が適
切に降圧されているか、下がり過ぎて
いないか。血糖や尿酸がコントロール
されているか。あるいは貧血が進行し
ていないか。こういったリスクファク
ターに十分注意して、進行させないよ
うな手段を提案して、例えば３カ月と
か、定期的に開業医らと一緒にフォロ
ーアップするかたちを取っています。
　齊藤　生活習慣病ベースのものが多
くなっているのでしょうか。
　脇野　そうですね。高齢化に伴いま
して、血圧も上昇しますし、血糖のレ
ベルも上がる場合もありますし、腎臓
の臓器としての老化ももちろんありま
す。そうしたリスクファクターをバッ
クにして、ゆっくりと進むような腎障
害が重要です。数年前からメタボリッ
クシンドロームというのが非常に重要
視されるようになってきましたけれど
も、そうした肥満が年をとるにつれて
腎障害になってきますので、これらの
生活習慣病をベースにした腎臓の障害

が非常に多くなってきていると考えて
もいいと思います。
　齊藤　まず血圧との関連ですが、ど
うでしょうか。
　脇野　先ほど申し上げましたように、
CKD進行のリスクファクターの大きな
一つが高血圧だと思います。高血圧が
eGFRの低下、すなわちCKDの進行を
引き起こすということは知られていま
すし、逆にCKDが血圧を上げるという
こともわかっています。CKDと高血圧
は片方が悪くなれば両方とも悪くなる
という悪循環になるので、これを切ら
なければいけないということが重要で
す。
　もう一つは、CKDは、透析、移植を
必要とする末期腎不全のリスクである
だけではなく、心血管事故、心筋梗塞
あるいは心不全、虚血性心疾患のリス
クにもなっています。そして高血圧も
この心血管事故のリスクになっていま
すので、CKDの心血管事故を抑制する
という意味で血圧のコントロールは非
常に重要です。
　齊藤　心不全も多くなっていますか。
　脇野　おっしゃるとおりで、近年、
虚血性心疾患、心筋梗塞や狭心症は心
臓カテーテルの技術が非常に発達して、
早めに処置することによって死に至ら
ないようになってきました。その結果、
心機能が落ちている心不全の患者さん
が非常に多くなってきているのが現況
です。いわゆる心不全パンデミックと

いわれている状況です。
　ご存じのように、心機能が悪くなっ
てくると腎機能が悪くなる。心腎連関
といわれるものがあるわけですけれど
も、そうした心不全患者さんの増加に
伴って腎障害も増えてくる可能性があ
りますので、その点も無視できません。
CKDの患者さんの背景ももちろんです
が、高齢化に伴う増加ということで非
常に無視できない要素だと考えていま
す。
　齊藤　血圧のコントロールについて
はどうでしょうか。
　脇野　近年、コントロールに関して
は、比較的はっきりとした考えが提唱
されています。2018年に日本腎臓学会
から出たガイドラインには大きく２つ
重要な点があります。一つは、個別化
医療といいますか、層別化して目標血
圧を設定しようという考え方です。例
えば、尿蛋白があるかないか、eGFR
が60を切っているか、切っていないか、
糖尿病であるか、ないか。そして、特
に最近注目されているのが75歳以上の
高齢者であるかどうかというところが
問題になっています。
　もう一つは過降圧で、これに対して
非常に注意を喚起しているという流れ
があります。例えば、いかなるCKDの
患者さんも収縮期血圧110㎜Hg未満に
はしないことが提唱されていますし、
また尿蛋白がない、そしてeGFRが60
を切るような患者さんに関しては収縮
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期血圧を120㎜Hg未満にしないという
提案もなされていますので、いわゆる
過降圧に非常に気をつけているという
ことが一つの大きな特徴になっていま
す。
　齊藤　降圧目標はどうでしょうか。
　脇野　具体的な降圧目標になります
と、幾つか段階を決めています。一つ
は厳格に降圧をしなければいけない
CKDの患者さんは130/80㎜Hg未満と
いう目標設定にしています。通常の降
圧でいい患者さんは140/90㎜Hg未満
に、高齢者を中心に寛容的な降圧でい
いという場合は150/90㎜Hgという設
定にしています。
　厳格に降圧しなければいけない患者
さんで130/80㎜Hg未満にしなければ
いけないのは糖尿病の患者さん、糖尿
病のCKDの患者さん、それから尿蛋白
陽性の患者さんです。非糖尿病で尿蛋
白がなければ比較的緩やかな、140/90
㎜Hg未満でいいとなっています。
　そして大事なのは75歳以上の高齢者
のCKDの患者さんに関しては、忍容性
があれば140/90㎜Hg未満ですけれど
も、150/90㎜Hg未満でよいというガ
イドライン上の記述になっています。
　齊藤　薬の使い方はどうですか。
　脇野　これは腎保護作用を持つRAS
系阻害薬、ACE阻害薬（アンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬）もしくはARB
（アンジオテンシン受容体拮抗薬）が
中心に使われるのですけれども、第一

選択薬としてRAS系阻害薬を使う患者
さんは、糖尿病の患者さん、先ほど申
し上げた厳格降圧をする糖尿病の患者
さん、それから尿蛋白陽性の患者さん
です。第二選択薬はCa拮抗薬か利尿薬
となります。利尿薬も腎機能の障害が
なければ、eGFRが60以上ならばサイ
アザイド系の利尿薬、60を切っている
ような状況になってくればループ利尿
薬、特に長時間作用型のループ利尿薬
を提唱しています。
　尿蛋白陰性の患者さん、非糖尿病の
患者さんに関しては、RAS系阻害薬、
Ca拮抗薬、利尿薬、このどれを第一選
択薬にしてもいいことになっています。
　それから、非常に一歩踏み込んだ書
き方になっているのですけれども、75
歳以上の高齢者に関しては、eGFRが
60を切っているような状況になってい
ればCa拮抗薬を第一選択薬にしてくだ
さいと言っています。これはおそらく
脱水、あるいは脱水等によって引き起
こされる急性腎障害、それから過降圧
といったものを非常に留意した降圧薬
の選択になっているのではないかと考
えています。
　齊藤　血糖のコントロールですけれ
ども、SGLT２阻害薬はどうでしょう
か。
　脇野　SGLT２阻害薬はもともとは
血糖降下薬、すなわち血糖を下げる薬
として開発されました。腎臓においては
近位尿細管にsodium/glucose cotrans-

porterが発現し、糖とナトリウムを再
吸収します。メインは糖を再吸収する
トランスポーターですが、それを阻害
して尿中に糖を捨てることによって血
糖を下げる薬剤になっています。
　この薬は血糖を下げるという効果だ
けではなく、心血管事故を抑制すると
いうことがわかり、そしてさらに近年、
糖尿病による腎障害を抑制することが
明らかになりました。つまり、尿蛋白
を減らす、あるいはeGFRの低下を抑
制することが明らかになりました。近
年の５年間の大規模臨床研究によると、
SGLT２阻害薬は、腎臓のハードエン
ドポイントという、透析への移行、ク
レアチニン値の２倍化、それから腎臓
によって死亡するという事故を抑制す
ることも明らかになってきて、腎保護、
心保護されるということで積極的に使
われるようになってきています。
　齊藤　使用上の注意点はありますか。
　脇野　一つは、よく副作用として指
摘される尿路感染の増加です。糖を尿
中に捨てるので比較的尿路感染を起こ
しやすくなるため、尿路感染がある患
者さんに関しては注意しなければいけ

ません。
　あと、高齢者で、脱水になりやすい
ような患者さんに関して、SGLT２阻
害薬は尿中に糖とナトリウムを排泄す
るので利尿効果があると考えられ、脱
水を助長するのではないかというよう
な懸念があります。そういう可能性が
ある患者さんに関しては注意しながら
使用します。しかしながら、エビデン
スとしては脳梗塞が増えたという報告
はないので、使ってはいけないという
ことはないと思います。
　もう一つ、eGFRが低下してしまう
ような状況になってくると血糖の下が
りが悪くなります。なぜなら、尿中に
糖を捨てる薬剤ですので、腎不全で、
糸球体ろ過、尿の産生が少なくなれば、
捨てる糖の量も少なくなってくるので、
血糖の降下が少なくなってくる可能性
があります。その点も注意すべきです。
ただ、おそらく心臓、あるいは腎臓の
臓器保護に関してはeGFRが落ちた状
況でも有効なのではないかということ
が考えられています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （557）  4544 （556） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   44-45 2021/07/15   9:51



期血圧を120㎜Hg未満にしないという
提案もなされていますので、いわゆる
過降圧に非常に気をつけているという
ことが一つの大きな特徴になっていま
す。
　齊藤　降圧目標はどうでしょうか。
　脇野　具体的な降圧目標になります
と、幾つか段階を決めています。一つ
は厳格に降圧をしなければいけない
CKDの患者さんは130/80㎜Hg未満と
いう目標設定にしています。通常の降
圧でいい患者さんは140/90㎜Hg未満
に、高齢者を中心に寛容的な降圧でい
いという場合は150/90㎜Hgという設
定にしています。
　厳格に降圧しなければいけない患者
さんで130/80㎜Hg未満にしなければ
いけないのは糖尿病の患者さん、糖尿
病のCKDの患者さん、それから尿蛋白
陽性の患者さんです。非糖尿病で尿蛋
白がなければ比較的緩やかな、140/90
㎜Hg未満でいいとなっています。
　そして大事なのは75歳以上の高齢者
のCKDの患者さんに関しては、忍容性
があれば140/90㎜Hg未満ですけれど
も、150/90㎜Hg未満でよいというガ
イドライン上の記述になっています。
　齊藤　薬の使い方はどうですか。
　脇野　これは腎保護作用を持つRAS
系阻害薬、ACE阻害薬（アンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬）もしくはARB
（アンジオテンシン受容体拮抗薬）が
中心に使われるのですけれども、第一

選択薬としてRAS系阻害薬を使う患者
さんは、糖尿病の患者さん、先ほど申
し上げた厳格降圧をする糖尿病の患者
さん、それから尿蛋白陽性の患者さん
です。第二選択薬はCa拮抗薬か利尿薬
となります。利尿薬も腎機能の障害が
なければ、eGFRが60以上ならばサイ
アザイド系の利尿薬、60を切っている
ような状況になってくればループ利尿
薬、特に長時間作用型のループ利尿薬
を提唱しています。
　尿蛋白陰性の患者さん、非糖尿病の
患者さんに関しては、RAS系阻害薬、
Ca拮抗薬、利尿薬、このどれを第一選
択薬にしてもいいことになっています。
　それから、非常に一歩踏み込んだ書
き方になっているのですけれども、75
歳以上の高齢者に関しては、eGFRが
60を切っているような状況になってい
ればCa拮抗薬を第一選択薬にしてくだ
さいと言っています。これはおそらく
脱水、あるいは脱水等によって引き起
こされる急性腎障害、それから過降圧
といったものを非常に留意した降圧薬
の選択になっているのではないかと考
えています。
　齊藤　血糖のコントロールですけれ
ども、SGLT２阻害薬はどうでしょう
か。
　脇野　SGLT２阻害薬はもともとは
血糖降下薬、すなわち血糖を下げる薬
として開発されました。腎臓においては
近位尿細管にsodium/glucose cotrans-

porterが発現し、糖とナトリウムを再
吸収します。メインは糖を再吸収する
トランスポーターですが、それを阻害
して尿中に糖を捨てることによって血
糖を下げる薬剤になっています。
　この薬は血糖を下げるという効果だ
けではなく、心血管事故を抑制すると
いうことがわかり、そしてさらに近年、
糖尿病による腎障害を抑制することが
明らかになりました。つまり、尿蛋白
を減らす、あるいはeGFRの低下を抑
制することが明らかになりました。近
年の５年間の大規模臨床研究によると、
SGLT２阻害薬は、腎臓のハードエン
ドポイントという、透析への移行、ク
レアチニン値の２倍化、それから腎臓
によって死亡するという事故を抑制す
ることも明らかになってきて、腎保護、
心保護されるということで積極的に使
われるようになってきています。
　齊藤　使用上の注意点はありますか。
　脇野　一つは、よく副作用として指
摘される尿路感染の増加です。糖を尿
中に捨てるので比較的尿路感染を起こ
しやすくなるため、尿路感染がある患
者さんに関しては注意しなければいけ

ません。
　あと、高齢者で、脱水になりやすい
ような患者さんに関して、SGLT２阻
害薬は尿中に糖とナトリウムを排泄す
るので利尿効果があると考えられ、脱
水を助長するのではないかというよう
な懸念があります。そういう可能性が
ある患者さんに関しては注意しながら
使用します。しかしながら、エビデン
スとしては脳梗塞が増えたという報告
はないので、使ってはいけないという
ことはないと思います。
　もう一つ、eGFRが低下してしまう
ような状況になってくると血糖の下が
りが悪くなります。なぜなら、尿中に
糖を捨てる薬剤ですので、腎不全で、
糸球体ろ過、尿の産生が少なくなれば、
捨てる糖の量も少なくなってくるので、
血糖の降下が少なくなってくる可能性
があります。その点も注意すべきです。
ただ、おそらく心臓、あるいは腎臓の
臓器保護に関してはeGFRが落ちた状
況でも有効なのではないかということ
が考えられています。
　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（Ⅴ）

（一社）テレメディーズ代表理事
谷田部　淳　一

（聞き手　齊藤郁夫）

高血圧・糖尿病の遠隔診療

　齊藤　今日は、高血圧・糖尿病の遠
隔診療についてうかがいます。
　先生はこれをいつ頃から行っている
のでしょうか。
　谷田部　そもそもは高血圧のオンラ
イン診療の臨床試験というかたちで始
めたのが2016年頃になります。
　齊藤　簡単にその結果をお話しして
いただくと、通常診療と先生のオンラ
イン診療との比較だとどうでしょうか。
　谷田部　初診は必ず対面診療を行っ
て、オンライン診療はその後、１年間、
直接来院していただかず、オンライン
で６週間おき程度で診療を行いました。
普通に通院してもらうことと比較した
ところ、オンライン診療のほうが有意
差を持って血圧がよりよかったという
結果になりました（図１）。
　齊藤　そういう結果も出ているとい
うことですけれども、オンライン診療
の意義というのは、簡単にいうとどう
いうことになりますか。
　谷田部　オンラインというときに意
味合いが２つありまして、一つはテレ

モニタリングというかたちで、私は高
血圧の治療に主に取り組んでいますの
で、家庭血圧をインターネットを通じ
て送っていただく。そうすると、その
家庭血圧の平均や月別の推移が、見え
る化できるということがオンラインの
利点の一つです。あとは、来院しなく
ていいという意味でのオンラインの利
点というこの２方面があります。
　齊藤　今、コロナ禍ですから、病院
に行くことを非常に心配する患者さん
が多いですね。
　谷田部　そうですね。
　齊藤　そういった意味では潜在的に
も非常に重要な方法ということになり
ますね。
　谷田部　コロナのタイミングでご利
用を始めていただいている患者さんは
たくさんいますけれども、皆さん、こ
んなに素晴らしい仕組みがあるのであ
れば今後も利用したいという声のほう
が当然多いということになっています。
　齊藤　具体的に患者さんからのアク
セスはどういうかたちが多いのでしょ

うか。
　谷田部　いろいろなのですけれども、
今年の早い段階で、コロナ拡大のタイ
ミングで新聞やメディアでもオンライ
ン診療が少し広く利用できるようにな
るという報道がありましたので、自分
で調べて来られる方もいますし、積極
的にこういった仕組みを導入したいと
いうヘルスケア企業を通じてたくさん
の人に知っていただいているという状
況です。
　齊藤　患者さんがアクセスしてきて、
先生がそれに対応していくということ
が一つのパターンですね。
　谷田部　はい。
　齊藤　患者さんのアクセスがなかな
かしにくいとか、どうやったらいいか
わからないというような人がいた場合、
いろいろなサービスが考えられるので

しょうか。
　谷田部　幾つかポイントがあると思
うのですけれども、一つは医療過疎の
ような地域でどう活用していくか、あ
とはスマートフォンにあまり明るくな
いようなご高齢の方々をどうしていく
かということだと思います。かつて医
療過疎の地域、往診に２時間ぐらいか
かる場所で、公民館に集まっていただ
いて、看護師だけで市中の病院とつな
いでオンライン診療を使っていくとい
うような事業のテストも行っていて、
ご高齢の方々にも「便利でいいですね」
というような言葉をいただいています
し、あとは医療過疎などではないので
すけれども、忙しく働く方々がなかな
か通院するすべがないと企業単位でご
利用いただくケースもあります。
　齊藤　高血圧の治療率が低いのが働

図１　高血圧オンライン診療に関する臨床試験結果（論文投稿中）

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （559）  4746 （558） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   47 2021/07/15   9:51



高血圧・糖尿病の管理にむけて（Ⅴ）

（一社）テレメディーズ代表理事
谷田部　淳　一

（聞き手　齊藤郁夫）

高血圧・糖尿病の遠隔診療

　齊藤　今日は、高血圧・糖尿病の遠
隔診療についてうかがいます。
　先生はこれをいつ頃から行っている
のでしょうか。
　谷田部　そもそもは高血圧のオンラ
イン診療の臨床試験というかたちで始
めたのが2016年頃になります。
　齊藤　簡単にその結果をお話しして
いただくと、通常診療と先生のオンラ
イン診療との比較だとどうでしょうか。
　谷田部　初診は必ず対面診療を行っ
て、オンライン診療はその後、１年間、
直接来院していただかず、オンライン
で６週間おき程度で診療を行いました。
普通に通院してもらうことと比較した
ところ、オンライン診療のほうが有意
差を持って血圧がよりよかったという
結果になりました（図１）。
　齊藤　そういう結果も出ているとい
うことですけれども、オンライン診療
の意義というのは、簡単にいうとどう
いうことになりますか。
　谷田部　オンラインというときに意
味合いが２つありまして、一つはテレ

モニタリングというかたちで、私は高
血圧の治療に主に取り組んでいますの
で、家庭血圧をインターネットを通じ
て送っていただく。そうすると、その
家庭血圧の平均や月別の推移が、見え
る化できるということがオンラインの
利点の一つです。あとは、来院しなく
ていいという意味でのオンラインの利
点というこの２方面があります。
　齊藤　今、コロナ禍ですから、病院
に行くことを非常に心配する患者さん
が多いですね。
　谷田部　そうですね。
　齊藤　そういった意味では潜在的に
も非常に重要な方法ということになり
ますね。
　谷田部　コロナのタイミングでご利
用を始めていただいている患者さんは
たくさんいますけれども、皆さん、こ
んなに素晴らしい仕組みがあるのであ
れば今後も利用したいという声のほう
が当然多いということになっています。
　齊藤　具体的に患者さんからのアク
セスはどういうかたちが多いのでしょ

うか。
　谷田部　いろいろなのですけれども、
今年の早い段階で、コロナ拡大のタイ
ミングで新聞やメディアでもオンライ
ン診療が少し広く利用できるようにな
るという報道がありましたので、自分
で調べて来られる方もいますし、積極
的にこういった仕組みを導入したいと
いうヘルスケア企業を通じてたくさん
の人に知っていただいているという状
況です。
　齊藤　患者さんがアクセスしてきて、
先生がそれに対応していくということ
が一つのパターンですね。
　谷田部　はい。
　齊藤　患者さんのアクセスがなかな
かしにくいとか、どうやったらいいか
わからないというような人がいた場合、
いろいろなサービスが考えられるので

しょうか。
　谷田部　幾つかポイントがあると思
うのですけれども、一つは医療過疎の
ような地域でどう活用していくか、あ
とはスマートフォンにあまり明るくな
いようなご高齢の方々をどうしていく
かということだと思います。かつて医
療過疎の地域、往診に２時間ぐらいか
かる場所で、公民館に集まっていただ
いて、看護師だけで市中の病院とつな
いでオンライン診療を使っていくとい
うような事業のテストも行っていて、
ご高齢の方々にも「便利でいいですね」
というような言葉をいただいています
し、あとは医療過疎などではないので
すけれども、忙しく働く方々がなかな
か通院するすべがないと企業単位でご
利用いただくケースもあります。
　齊藤　高血圧の治療率が低いのが働

図１　高血圧オンライン診療に関する臨床試験結果（論文投稿中）
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き盛りの人たちということが出ていま
すね。その人たちは忙しいので、血圧
が高いということが健診でわかっても、
なかなか病院に行きたがらない、行け
ないという場合に、産業医、産業スタ
ッフとうまくつないでいくということ
でしょうか。
　谷田部　そうですね。産業医から直
接案内をいただく場合もありますし、
あとはなかなか痛くもかゆくもない高
血圧で通院するということがハードル
が高いのであれば、こういったオンラ
インのサービスもあることを保健師か
らお勧めいただくケースもあります。
　ただ、医師会の方々と議論する中で、
忙しくて通院できないというのにオン
ラインを積極的にというのもちょっと
話の筋が違うだろうというご意見もい
ただいています。確かに仕事が忙しい
のであれば、逆にそれもストレスであ
るとか、健康を害する可能性もありま
すので、あえて休んでクリニックに出
向くというのも、それも当然と思うの
ですけれども、ただ、幾つかの選択肢
を用意しておかないと、来てくださら
ない方々というのもどうしてもいるわ
けです。少し言葉は悪いですが、そう
いった方々を見捨てるというのも、望
ましいことではないと思いますので、
忙しい方々にオンライン診療を利用し
ていただくのも、私個人としてはあり
だろうなと思っています。
　齊藤　どうしてもある程度重症化し

てから受診するという旧来型のパター
ンを乗り越えて、より早期の段階から
しっかりコントロールして、将来の重
症化を防ぐという意味でも、アクセス
をよくするということは非常に意味が
ありますよね。
　谷田部　おっしゃるとおりだと思い
ます。今、人間ドック学会の基準で受
診勧奨がきつくかかるのが160㎜Hg以
上という高血圧になります。160㎜Hg
を超えますと、３度高血圧がもう見え
てきますから、もっと早い段階、診断
基準上、高血圧と判断される140㎜Hg
を超えたら、もしくはもう少し下であ
っても、早めに血圧対策をすることに
このオンラインが活用されていけばな
およいのではないかと思っています。
　齊藤　そういったことで、潜在的に
は非常に重要な可能性のある方法だと
いうことは間違いないと思うのですけ
れども、今コロナ禍での追い風があっ
ても実際はそれほど増えていないので
すか。
　谷田部　そうなのです。ご存じのと
おり、コロナ禍で、初診から対面不要
でオンライン診療を実施することもで
きるような状況になっていますが、実
際ふたを開けてみると、月々、日本全
国でオンライン診療は2,000件前後で推
移しています。これだけの医療機関、
これだけの患者さんがいることを考え
れば、ほとんど活用されていないよう
な状況だと思います。これを今後どう

やって必要な人たちに届けていくか。
人たちというのは医師、患者さんも含
めてになりますけれども、これからい
ろいろと変えていかなければいけない
ところが多いと感じるきっかけになっ
ています。
　齊藤　電子カルテがベースになって、
それが少し展開するようなかたちでオ
ンライン診療ができるということもあ
りますか。
　谷田部　オンライン診療のプラット
フォームは、電子カルテとは今は別に
運用されていますが、将来的にはこれ
が一緒になることもあると思います。
オンライン診療のプラットフォーム自
体は非常に多くのクリニック、病院に

導入されていると聞きますけれども、
それぞれのドクターがオンライン診療
を実施している数というのは、それこ
そ１件、２件、十数件とかいう数だと
思っています。これを日常的にするた
めには、ドクター側のトレーニングも
より必要になってくるのかなと思いま
す。
　齊藤　なかなかできない先生も多い
のではないかなと思うのですけれども、
もう少し普及させるための対策はどう
でしょうか。
　谷田部　明るい、明るくないにかか
わらず、オンライン診療をしようと思
うと、本人確認が必要であったり、相
手の顔色をよく見てお話をする、問診

図２　高血圧オンライン診療を円滑に進めるシステム・テレメディーズBP
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き盛りの人たちということが出ていま
すね。その人たちは忙しいので、血圧
が高いということが健診でわかっても、
なかなか病院に行きたがらない、行け
ないという場合に、産業医、産業スタ
ッフとうまくつないでいくということ
でしょうか。
　谷田部　そうですね。産業医から直
接案内をいただく場合もありますし、
あとはなかなか痛くもかゆくもない高
血圧で通院するということがハードル
が高いのであれば、こういったオンラ
インのサービスもあることを保健師か
らお勧めいただくケースもあります。
　ただ、医師会の方々と議論する中で、
忙しくて通院できないというのにオン
ラインを積極的にというのもちょっと
話の筋が違うだろうというご意見もい
ただいています。確かに仕事が忙しい
のであれば、逆にそれもストレスであ
るとか、健康を害する可能性もありま
すので、あえて休んでクリニックに出
向くというのも、それも当然と思うの
ですけれども、ただ、幾つかの選択肢
を用意しておかないと、来てくださら
ない方々というのもどうしてもいるわ
けです。少し言葉は悪いですが、そう
いった方々を見捨てるというのも、望
ましいことではないと思いますので、
忙しい方々にオンライン診療を利用し
ていただくのも、私個人としてはあり
だろうなと思っています。
　齊藤　どうしてもある程度重症化し

てから受診するという旧来型のパター
ンを乗り越えて、より早期の段階から
しっかりコントロールして、将来の重
症化を防ぐという意味でも、アクセス
をよくするということは非常に意味が
ありますよね。
　谷田部　おっしゃるとおりだと思い
ます。今、人間ドック学会の基準で受
診勧奨がきつくかかるのが160㎜Hg以
上という高血圧になります。160㎜Hg
を超えますと、３度高血圧がもう見え
てきますから、もっと早い段階、診断
基準上、高血圧と判断される140㎜Hg
を超えたら、もしくはもう少し下であ
っても、早めに血圧対策をすることに
このオンラインが活用されていけばな
およいのではないかと思っています。
　齊藤　そういったことで、潜在的に
は非常に重要な可能性のある方法だと
いうことは間違いないと思うのですけ
れども、今コロナ禍での追い風があっ
ても実際はそれほど増えていないので
すか。
　谷田部　そうなのです。ご存じのと
おり、コロナ禍で、初診から対面不要
でオンライン診療を実施することもで
きるような状況になっていますが、実
際ふたを開けてみると、月々、日本全
国でオンライン診療は2,000件前後で推
移しています。これだけの医療機関、
これだけの患者さんがいることを考え
れば、ほとんど活用されていないよう
な状況だと思います。これを今後どう

やって必要な人たちに届けていくか。
人たちというのは医師、患者さんも含
めてになりますけれども、これからい
ろいろと変えていかなければいけない
ところが多いと感じるきっかけになっ
ています。
　齊藤　電子カルテがベースになって、
それが少し展開するようなかたちでオ
ンライン診療ができるということもあ
りますか。
　谷田部　オンライン診療のプラット
フォームは、電子カルテとは今は別に
運用されていますが、将来的にはこれ
が一緒になることもあると思います。
オンライン診療のプラットフォーム自
体は非常に多くのクリニック、病院に

導入されていると聞きますけれども、
それぞれのドクターがオンライン診療
を実施している数というのは、それこ
そ１件、２件、十数件とかいう数だと
思っています。これを日常的にするた
めには、ドクター側のトレーニングも
より必要になってくるのかなと思いま
す。
　齊藤　なかなかできない先生も多い
のではないかなと思うのですけれども、
もう少し普及させるための対策はどう
でしょうか。
　谷田部　明るい、明るくないにかか
わらず、オンライン診療をしようと思
うと、本人確認が必要であったり、相
手の顔色をよく見てお話をする、問診

図２　高血圧オンライン診療を円滑に進めるシステム・テレメディーズBP
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もちょっと余分にしてみることで、対
面診療の２倍も３倍も時間がかかって
しまうというのがかなり提供する側の
ハードルになっていると思います。で
すので、効率を高めていくには繰り返
し繰り返し診療を実施してスキルを高
めていかなければいけないのですけれ
ども、我々の高血圧診療の経験を多く
の医師に伝えるかたちで、より効率よ
く診療もできるし、患者さんも受診で
きるというオンライン環境を作ってい
けたらいいなと思っています（図２）。
　齊藤　可能性は非常にあるけれども、
現況では限界もあるということですね。
　谷田部　そうですね。
　齊藤　もう一つは、これは保険点数
にも少し問題があるということですか。
　谷田部　そうですね。非常に低いま
まになっています。コロナ禍で少し点
数を増やしたというような見方もでき
ますけれども、実際は再診を繰り返し
ていくと、対面に比べて十分な診療報
酬を得られません。診療報酬が得られ
ないのに時間ばかりかかるということ
になると、どうしても提供側が二の足
を踏むという状況は、コロナ禍以来、
何ら変わっていませんし、利用する側

にもオンライン診療という選択肢があ
るということをより知ってもらう必要
があると思います。
　齊藤　それから、糖尿病あるいは脂
質異常症に関してはどうでしょうか。
　谷田部　脂質異常症は高血圧との配
合剤もありますので、長期に安定して
いる方々にはオンライン診療が向いて
いると思います。糖尿病は、今のとこ
ろ検査もありますし、様々な職種でケ
アを入れていかなければいけないので、
ここは今後の課題になると思います。
様々な職種でケアを入れるにはオンラ
インも非常に有効だと思います。あと
は糖尿病の方々でも重症化予防、合併
症予防のためには、やはり血圧に対す
る治療が大切ですので、そういった点
でオンラインのよさを出していきつつ、
糖尿病のほうにも浸透していけばいい
なと思っています。
　齊藤　杏林シンポジアの次回のシリ
ーズが遠隔診療ということで、今日は
その皮切りみたいになっているのです
けれども、先進的になされている先生
のお話をうかがって、ますます今後が
期待できると考えています。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（Ⅴ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

高血圧・糖尿病の最適管理の将来

　中村　南学先生にご意見をいただき
ながら、〈高血圧・糖尿病の管理にむ
けて〉シリーズを作っていただきまし
た。このことに関して、両方の病態に
関して何か共通なファクター、例えば
炎症、Bリンパ球、免疫とか、そうい
ったものがあるのかどうか、先生のご
意見をまず承りたいと思います。
　南学　両者とも生活習慣病で、かつ
加齢に伴って増えていきますので、ま
ず根源的な背景として、そういったも
のが両者に関わっていることは間違い
ありません。
　さらに病態生理として、ご指摘の慢
性炎症というのは非常に重要な役割を
果たしています。脂肪組織に入ってい
った炎症細胞がそこで炎症を増悪させ
てインスリン抵抗性を引き起こす、あ
るいは血管における慢性炎症が動脈硬
化、ひいては様々な心血管系の合併症
を引き起こす、その共通の根底に慢性
炎症があることも間違いないと思って
います。それにどういったかたちでB
リンパ球、Tリンパ球等が関わってい

るのか、それが共通の関わり方をして
いるのかについては、まだ今後検討し
ていくべき課題だと思っています。
　中村　いずれにせよ、臨床家として
はできるだけ早くどちらかの病態、あ
るいは両方の病態を見つけて、徹底的
な管理をするということでしょうか。
　南学　おっしゃるとおりです。これ
もたいへん重要な問題で、最近ですと、
門脇孝先生、植木浩二郎先生らが行わ
れたJ-DOIT３という日本が世界に誇
る臨床研究があります。これは糖尿病
患者を対象にして、集学的に多因子に
介入して治療をした場合と、今までの
通常の治療をした場合で、糖尿病の
方々の合併症進展等がどうなるかを見
たものですが、やはり多因子に集学的
に治療介入したほうが有効でした。血
糖のコントロールは当然として、血圧、
肥満等々に介入することによって大幅
に合併症を減らすことができますので、
早期に発見をし、これに対して多角的
に治療介入することが最も有効な治療
だと思われます。
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もちょっと余分にしてみることで、対
面診療の２倍も３倍も時間がかかって
しまうというのがかなり提供する側の
ハードルになっていると思います。で
すので、効率を高めていくには繰り返
し繰り返し診療を実施してスキルを高
めていかなければいけないのですけれ
ども、我々の高血圧診療の経験を多く
の医師に伝えるかたちで、より効率よ
く診療もできるし、患者さんも受診で
きるというオンライン環境を作ってい
けたらいいなと思っています（図２）。
　齊藤　可能性は非常にあるけれども、
現況では限界もあるということですね。
　谷田部　そうですね。
　齊藤　もう一つは、これは保険点数
にも少し問題があるということですか。
　谷田部　そうですね。非常に低いま
まになっています。コロナ禍で少し点
数を増やしたというような見方もでき
ますけれども、実際は再診を繰り返し
ていくと、対面に比べて十分な診療報
酬を得られません。診療報酬が得られ
ないのに時間ばかりかかるということ
になると、どうしても提供側が二の足
を踏むという状況は、コロナ禍以来、
何ら変わっていませんし、利用する側

にもオンライン診療という選択肢があ
るということをより知ってもらう必要
があると思います。
　齊藤　それから、糖尿病あるいは脂
質異常症に関してはどうでしょうか。
　谷田部　脂質異常症は高血圧との配
合剤もありますので、長期に安定して
いる方々にはオンライン診療が向いて
いると思います。糖尿病は、今のとこ
ろ検査もありますし、様々な職種でケ
アを入れていかなければいけないので、
ここは今後の課題になると思います。
様々な職種でケアを入れるにはオンラ
インも非常に有効だと思います。あと
は糖尿病の方々でも重症化予防、合併
症予防のためには、やはり血圧に対す
る治療が大切ですので、そういった点
でオンラインのよさを出していきつつ、
糖尿病のほうにも浸透していけばいい
なと思っています。
　齊藤　杏林シンポジアの次回のシリ
ーズが遠隔診療ということで、今日は
その皮切りみたいになっているのです
けれども、先進的になされている先生
のお話をうかがって、ますます今後が
期待できると考えています。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（Ⅴ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

高血圧・糖尿病の最適管理の将来

　中村　南学先生にご意見をいただき
ながら、〈高血圧・糖尿病の管理にむ
けて〉シリーズを作っていただきまし
た。このことに関して、両方の病態に
関して何か共通なファクター、例えば
炎症、Bリンパ球、免疫とか、そうい
ったものがあるのかどうか、先生のご
意見をまず承りたいと思います。
　南学　両者とも生活習慣病で、かつ
加齢に伴って増えていきますので、ま
ず根源的な背景として、そういったも
のが両者に関わっていることは間違い
ありません。
　さらに病態生理として、ご指摘の慢
性炎症というのは非常に重要な役割を
果たしています。脂肪組織に入ってい
った炎症細胞がそこで炎症を増悪させ
てインスリン抵抗性を引き起こす、あ
るいは血管における慢性炎症が動脈硬
化、ひいては様々な心血管系の合併症
を引き起こす、その共通の根底に慢性
炎症があることも間違いないと思って
います。それにどういったかたちでB
リンパ球、Tリンパ球等が関わってい

るのか、それが共通の関わり方をして
いるのかについては、まだ今後検討し
ていくべき課題だと思っています。
　中村　いずれにせよ、臨床家として
はできるだけ早くどちらかの病態、あ
るいは両方の病態を見つけて、徹底的
な管理をするということでしょうか。
　南学　おっしゃるとおりです。これ
もたいへん重要な問題で、最近ですと、
門脇孝先生、植木浩二郎先生らが行わ
れたJ-DOIT３という日本が世界に誇
る臨床研究があります。これは糖尿病
患者を対象にして、集学的に多因子に
介入して治療をした場合と、今までの
通常の治療をした場合で、糖尿病の
方々の合併症進展等がどうなるかを見
たものですが、やはり多因子に集学的
に治療介入したほうが有効でした。血
糖のコントロールは当然として、血圧、
肥満等々に介入することによって大幅
に合併症を減らすことができますので、
早期に発見をし、これに対して多角的
に治療介入することが最も有効な治療
だと思われます。
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活性化すると、ミトファジーといって、
ミトコンドリアのオートファジーが起
こることがわかっています。ミトコン
ドリアは酸素がない状態ではエネルギ
ーを作ることができず、逆に酸化スト
レスの原因になるので、このHIFがミ
トファジーを誘導することによってミ
トコンドリアを減らし、低酸素状態で
も酸化ストレスを減らし、不要にエネ
ルギーを産生するような状態を避ける
という機構だといわれています。
　中村　腎性貧血は、例えばeGFRで
換算したとして、60を切るとエリスロ
ポエチンに影響を与えることで起こる
のでしょうか。
　南学　おっしゃるとおりで、疫学的
にeGFRが60を切ると腎性貧血が増え
てきています。現在、日本腎臓学会で
は柏原理事長の指導のもとで、医療情
報学会と共同でJ-CKDデータベースと
いう電子カルテから自動的にデータを
抽出するという、非常に大きな、20万
人規模のコホートデータベースを作っ
ています。それの解析によると、eGFR
が30を切ると５割以上の人が腎性貧血
になることもわかっていて、こういっ
た方々に適切な治療を行うことが予後
の改善、それからもちろん患者さんの
クオリティ・オブ・ライフの向上の観
点からもたいへん重要だと考えていま
す。
　中村　先生がこれからの将来のこと
も考え、現在、その薬を開発され、臨

床にお使いになっているというお話を
うかがいましたが、その辺のお話をも
う少しいただけますか。
　南学　このHIFの活性化薬は腎性貧
血の薬として承認を受けていますが、
低酸素に対する抵抗性を高める防御機
構を誘導するので、おそらくは虚血性
の疾患、虚血性心疾患、脳卒中、慢性
腎臓病にも効くのではないかと期待し
ています。
　中村　線維化が抑えられるのですか。
　南学　動物実験では線維化も抑えま
すので、様々な疾患に効くと思われま
す。もう一つ、同じような転写因子と
してNRF２というものがあって、これ
は抗酸化機構を誘導するものです。こ
の活性化薬が糖尿病性腎臓病の治療薬
として臨床試験が行われ、phaseⅡは
大成功し、今phaseⅢでAYAME研究
というものを全国で大規模に行ってい
ます。2022～23年に結果が出せると思
っています。
　中村　楽しみですね。ぜひ成功して
いただきたいと思います。実際には腎
性貧血で、エリスロポエチンを使った
りしましたが、だんだんエリスロポエ
チンを使う状態ではなくなる可能性が
強いのでしょうか。
　南学　現時点では、昨年末から今年
にかけて幾つもの薬が同時に承認され
ているような状態ですので、HIFの活
性化薬はまだまだこれから広がるとこ
ろだと思います。注意しなければいけ

　中村　そうしますと、できるだけ管
理について医師の知識を豊富にしてお
かなければいけないし、患者さんを啓
発しながら治療していくことになると
思います。今回のシリーズで、全体か
ら見て一つ、食事、あるいはそれに絡
む腸内細菌のことが抜けているかと思
っていますので、この辺での先生のコ
メントをいただけますか。
　南学　腸内細菌の問題もたいへん重
要だといわれていまして、様々な疾患
の進展に腸内細菌叢の変化が大事だと
いわれており、最近では糞便移植等に
よる研究も盛んに行われています。一
方、私の知り合いがある日、イタリア
料理で脂っこいものを食べて、次の日
に腸内細菌を測ったら全く変わってい
たと言っていました。彼自身はかなり
変動が激しいので、どこまでそのデー
タをどう解釈したらいいのか、よくわ
からなくなったと言っていました。
　中村　変わらないという報告もあり
ますね。
　南学　彼の個人の経験だと、こって
りしたイタリア料理はあっという間に
腸内細菌を変えたそうです。
　中村　そうですか。私の知り合いに
メイヨークリニックの人がいて、その
人たちは尿毒症、uremic toxinとトリ
メチルアミン-N-オキサイドでしょう
か、それが絡むのではないかというこ
とを言っていて、それが腸内細菌から
出てくるという話をうかがったことが

あるのですが。
　南学　尿毒症に伴う尿毒素について
も、腸内細菌での代謝はたいへん重要
な役割を果たしています。例えば代表
的な尿毒素であるインドキシル硫酸は、
やはり腸内での代謝でできるインドー
ルが吸収されてインドキシル硫酸にな
り、様々な症状を起こします。今、ク
レメジンという薬が使われていますが、
これは腸内で尿毒素を吸着することに
よって血中の尿毒素の上昇を抑える薬
です。腸内細菌を対象にして尿毒症の
症状をやわらげるという治療法も以前
から幾つか試みがあり、一つの重要な
ターゲットだと考えています。
　中村　あと、オートファジーのよう
なものも絡んでくることはありますか。
　南学　オートファジーは、様々な病
態で重要です。私は腎臓内科医ですが、
腎臓の病態でも、あと加齢の状況でも
オートファジーはたいへん重要です。
現在、これに直接治療介入する方法は
まだ開発されていません。
　一方、最近出てきたHIFを活性化す
る薬があります。低酸素に対する応答
をつかさどっている転写因子の発見で、
低酸素応答とその感知機構を見つけた
ことから、３人の著名な科学者が去年、
ノーベル医学生理学賞を受賞しました。
　これは現在、活性化薬が腎性貧血の
薬として世界に先駆けて日本と中国で
承認を受けて、すでに日常臨床で使え
るようになっていますが、このHIFを
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活性化すると、ミトファジーといって、
ミトコンドリアのオートファジーが起
こることがわかっています。ミトコン
ドリアは酸素がない状態ではエネルギ
ーを作ることができず、逆に酸化スト
レスの原因になるので、このHIFがミ
トファジーを誘導することによってミ
トコンドリアを減らし、低酸素状態で
も酸化ストレスを減らし、不要にエネ
ルギーを産生するような状態を避ける
という機構だといわれています。
　中村　腎性貧血は、例えばeGFRで
換算したとして、60を切るとエリスロ
ポエチンに影響を与えることで起こる
のでしょうか。
　南学　おっしゃるとおりで、疫学的
にeGFRが60を切ると腎性貧血が増え
てきています。現在、日本腎臓学会で
は柏原理事長の指導のもとで、医療情
報学会と共同でJ-CKDデータベースと
いう電子カルテから自動的にデータを
抽出するという、非常に大きな、20万
人規模のコホートデータベースを作っ
ています。それの解析によると、eGFR
が30を切ると５割以上の人が腎性貧血
になることもわかっていて、こういっ
た方々に適切な治療を行うことが予後
の改善、それからもちろん患者さんの
クオリティ・オブ・ライフの向上の観
点からもたいへん重要だと考えていま
す。
　中村　先生がこれからの将来のこと
も考え、現在、その薬を開発され、臨

床にお使いになっているというお話を
うかがいましたが、その辺のお話をも
う少しいただけますか。
　南学　このHIFの活性化薬は腎性貧
血の薬として承認を受けていますが、
低酸素に対する抵抗性を高める防御機
構を誘導するので、おそらくは虚血性
の疾患、虚血性心疾患、脳卒中、慢性
腎臓病にも効くのではないかと期待し
ています。
　中村　線維化が抑えられるのですか。
　南学　動物実験では線維化も抑えま
すので、様々な疾患に効くと思われま
す。もう一つ、同じような転写因子と
してNRF２というものがあって、これ
は抗酸化機構を誘導するものです。こ
の活性化薬が糖尿病性腎臓病の治療薬
として臨床試験が行われ、phaseⅡは
大成功し、今phaseⅢでAYAME研究
というものを全国で大規模に行ってい
ます。2022～23年に結果が出せると思
っています。
　中村　楽しみですね。ぜひ成功して
いただきたいと思います。実際には腎
性貧血で、エリスロポエチンを使った
りしましたが、だんだんエリスロポエ
チンを使う状態ではなくなる可能性が
強いのでしょうか。
　南学　現時点では、昨年末から今年
にかけて幾つもの薬が同時に承認され
ているような状態ですので、HIFの活
性化薬はまだまだこれから広がるとこ
ろだと思います。注意しなければいけ

　中村　そうしますと、できるだけ管
理について医師の知識を豊富にしてお
かなければいけないし、患者さんを啓
発しながら治療していくことになると
思います。今回のシリーズで、全体か
ら見て一つ、食事、あるいはそれに絡
む腸内細菌のことが抜けているかと思
っていますので、この辺での先生のコ
メントをいただけますか。
　南学　腸内細菌の問題もたいへん重
要だといわれていまして、様々な疾患
の進展に腸内細菌叢の変化が大事だと
いわれており、最近では糞便移植等に
よる研究も盛んに行われています。一
方、私の知り合いがある日、イタリア
料理で脂っこいものを食べて、次の日
に腸内細菌を測ったら全く変わってい
たと言っていました。彼自身はかなり
変動が激しいので、どこまでそのデー
タをどう解釈したらいいのか、よくわ
からなくなったと言っていました。
　中村　変わらないという報告もあり
ますね。
　南学　彼の個人の経験だと、こって
りしたイタリア料理はあっという間に
腸内細菌を変えたそうです。
　中村　そうですか。私の知り合いに
メイヨークリニックの人がいて、その
人たちは尿毒症、uremic toxinとトリ
メチルアミン-N-オキサイドでしょう
か、それが絡むのではないかというこ
とを言っていて、それが腸内細菌から
出てくるという話をうかがったことが

あるのですが。
　南学　尿毒症に伴う尿毒素について
も、腸内細菌での代謝はたいへん重要
な役割を果たしています。例えば代表
的な尿毒素であるインドキシル硫酸は、
やはり腸内での代謝でできるインドー
ルが吸収されてインドキシル硫酸にな
り、様々な症状を起こします。今、ク
レメジンという薬が使われていますが、
これは腸内で尿毒素を吸着することに
よって血中の尿毒素の上昇を抑える薬
です。腸内細菌を対象にして尿毒症の
症状をやわらげるという治療法も以前
から幾つか試みがあり、一つの重要な
ターゲットだと考えています。
　中村　あと、オートファジーのよう
なものも絡んでくることはありますか。
　南学　オートファジーは、様々な病
態で重要です。私は腎臓内科医ですが、
腎臓の病態でも、あと加齢の状況でも
オートファジーはたいへん重要です。
現在、これに直接治療介入する方法は
まだ開発されていません。
　一方、最近出てきたHIFを活性化す
る薬があります。低酸素に対する応答
をつかさどっている転写因子の発見で、
低酸素応答とその感知機構を見つけた
ことから、３人の著名な科学者が去年、
ノーベル医学生理学賞を受賞しました。
　これは現在、活性化薬が腎性貧血の
薬として世界に先駆けて日本と中国で
承認を受けて、すでに日常臨床で使え
るようになっていますが、このHIFを
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ないのは、エリスロポエチンは造血系
のみに働く薬ですが、HIFの活性化薬
は全身に働くので、そういった保護作
用も期待できる代わりに、思いもよら
ない作用が出る可能性もあります。慎
重に薬を使っていただいて、ノーベル
医学生理学賞の結果できた素晴らしい
薬を適切に育薬していくことが我々臨
床家の大事な役目だと考えています。
　中村　具体的な注意点はどういった
ことになりますか。
　南学　血栓塞栓症が増える可能性が
あることがいわれています。また、が
んや糖尿病網膜症のように血管新生が
悪さをする病態は、HIFを活性化する

ことによって悪影響があるかもしれま
せん。
　中村　血管新生が増強するのですか。
　南学　HIFの活性化は、血管新生を
低酸素に対する適応応答として増強し
ますので、それが逆効果として出る可
能性があります。そういった患者さん
では注意が必要だと思っています。
　中村　そういった薬が私たちの手元
に入り、上手に、しかも慎重に使って
いくことで、多少将来は明るくなると
いうことでしょうか。
　南学　大幅に動いていますので、と
ても明るいと思います。
　中村　ありがとうございました。

怒りのメカニズム
　怒りの仕組みはライターにたとえる
ことができます。燃えている炎が「怒
り」だとすると、炎は火花を散らして
ガスで燃やすわけですが、自分の信じ
ている「何々するべき」というのが裏
切られたときに火花が散ります。しか
し、火花が散っただけでは炎は燃えず

ガスが必要です。ガスは、不安やつら
い、苦しい、疲労、ストレスといった
マイナスの感情や状態にあたります。
　裏切られてバチッと火花が散るとい
うことは、コロナの前後で大きく変わ
りませんが、今は多くの人がマイナス
の感情や状態を持っていて、炎がよく
燃える世相です。

　患者さんは痛みや不安を抱える人が多く、医療スタッフも日常的に多
忙を極めていることから、医療現場はストレスが怒りに繋がりやすい場
所です。怒りにまかせた不用意な発言や行動で信頼を失うことがないよ
う、意識したいポイントについて、日本におけるアンガーマネジメント
の第一人者である安藤俊介氏にお話をうかがいました。

【特別企画】

アンガーマネジメント

第三回

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事
安　藤　俊　介　 氏
プロフィール：アンガーマネジメントコンサルタント。怒りの感情と上
手に付き合うための心理トレーニング「アンガーマネジメント」の日本
の第一人者。アンガーマネジメントの理論、技術をアメリカから導入し、
教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングな
どを行っている。ナショナルアンガーマネジメント協会では15名しか選
ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルにアジア人
としてただ一人選ばれている。主な著書に『アンガーマネジメント入門』
（朝日新聞出版）、『あなたのまわりの怒っている人図鑑』（飛鳥新社）等
がある。著作はアメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナムでも翻訳
され累計65万部を超える。

ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021） （567）  5554 （566） ドクターサロン65巻８月号（7 . 2021）

2108_HONBUN.indd   54-55 2021/07/15   9:51


	01-0001
	02-0001-1
	02-0001-2
	02-0002-1
	02-0002-2
	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1
	02-0004-2
	02-0005-1
	02-0005-2
	02-0006-1
	02-0006-2
	02-0007-1
	02-0007-2
	02-0008-1
	02-0008-2
	02-0009-1
	02-0009-2
	02-0010-1
	02-0010-2
	02-0011-1
	02-0011-2
	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1
	02-0013-2
	02-0014-1
	02-0014-2
	02-0015-1
	02-0015-2
	02-0016-1
	02-0016-2
	02-0017-1
	02-0017-2
	02-0018-1
	02-0018-2
	02-0019-1
	02-0019-2
	02-0020-1
	02-0020-2
	02-0021-1
	02-0021-2
	02-0022-1
	02-0022-2
	02-0023-1
	02-0023-2
	02-0024-1
	02-0024-2
	02-0025-1
	02-0025-2
	02-0026-1
	02-0026-2
	02-0027-1



