
順天堂大学腎臓内科准教授
上　田　誠　二

（聞き手　池脇克則）

　低レニン本態性高血圧についてご教示ください。
　血清カリウム値の低下はなく血漿アルドステロン濃度（PAC）の上昇は認め
ず、血漿レニン活性（PRA）が著しく低下し、PAC/PRA比（ARR）が200超の
症例を時折見かけます。食塩感受性との関係、降圧薬の選択等、治療方針をご
教示ください。
 ＜大阪府開業医＞

低レニン本態性高血圧

　池脇　本態性高血圧の中の低レニン
性の質問です。確かに本態性高血圧も
レニンが低い、正常、高いと、いろい
ろあって、この低レニン性本態性の高
血圧というのは日本人に多いのか、あ
るいはどういう方に多いのか、ある程
度わかっているのでしょうか。
　上田　おっしゃるように、高血圧は
レニンの濃度で低レニン、正レニン、
高レニンに分けられています。世界的
な疫学研究でも低レニンの高血圧は高
血圧患者の２割あるいは３割ぐらいを
占めるといわれています。特に日本人
は食塩摂取量が多い、感受性が高いと
いわれているので、もしかすると非常
に多くの割合を占めている可能性があ

るのではないかと考えています。
　池脇　確かに日本人は諸外国に比べ
ると塩分摂取量が下がってきたといっ
てもやはり高くて、塩分をたくさん取
って循環血液量が増える方向になれば、
薬理からいうとレニンは抑えられると
いうことですね。
　上田　全身あるいは局所でのレニ
ン・アルドステロン系は分けて考える
必要がありますが、おっしゃるように、
レニンというのは腎灌流圧の低下、あ
るいは交感神経の刺激によって分泌さ
れるので、塩分、そして体液が過剰に
なれば、その産生が抑制されて低レニ
ンになるということです。
　池脇　そういった塩分摂取の影響も

ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021） （577）  1

2109_HONBUN.indd   1 2021/08/06   16:26



っと怪しい、あるいは原発性アルドス
テロンを完全に否定できない場合には、
負荷試験でそのあたりをきちんと鑑別
することが大事でしょうか。
　上田　おっしゃるとおりだと思いま
す。今回の本題の低レニン性の本態性
高血圧というのは、あくまでも除外診
断になってしまうので、原発性アルド
ステロンであったり、薬剤、塩分の状
況、そういったところの鑑別、あるい
は遺伝性の疾患が紛れていることもあ
ります。悩まれた場合はやはり専門医
に一度紹介するのがよいかと思います。
　池脇　専門医にコンサルして、そう
いった二次性の高血圧が否定された場
合、いわゆる低レニン性の本態性の高
血圧という方に対しての治療が後半の
質問ですが、この場合は低レニン性で
はない本態性高血圧の方と違う治療戦
略を取られるのですか。
　上田　ARRが高いだけというのは、
実際、病態としてはどうなのかという
ところもあるのですが、幾つかの疫学
研究でARRが高いことが後の高血圧
の発症の予期に関連していたり、ある
いは脳卒中やCKDの発症にも関連す
るという報告もあるので、決して見逃
さないよう、経過観察は必要だと思い
ます。
　そして、質問の治療に関してですが、
やはりARR自体、あるいは食塩感受性
との関連も強く示唆されているような
研究もあるので、やはり基本は塩分制

限になると思います。
　池脇　ARRが高いと、高血圧の発症
とか、あるいはその後の予後があまり
よくないということを先生がおっしゃ
ったのは、低レニン性の場合には、薬
剤反応性がいいと比較的血圧のコント
ロールはよいというのと若干矛盾した
疫学データが出ているのですね。
　上田　幾つかの疫学研究、例えばフ
ラミンガムハート研究、あるいは本邦
における大迫研究などでも出ているよ
うです。実際、私も悩んだのですが、
実は低レニンになるということは教科
書的に考えるとアルドステロンが低く
ならないといけないのですが、それで
もアルドステロン／レニン比が高くな
るのは相対的に少しアルドステロンが
高い、あるいは過剰という病態も推定
されています。そういったアルドステ
ロンの相対的な過剰がもしかしたら高
血圧の発症や臓器障害といった病態に
関わっている可能性があるかもしれま
せん。食塩感受性との関連を先ほど申
し上げましたが、食塩感受性自体が心
血管病のリスクであることもよくいわ
れているので、もしかすると相対的に
アルドステロンが高い、すなわちARR
高値ということが食塩感受性の指標と
なるのかもしれません。
　池脇　先生がおっしゃった中で印象
に残ったのは、アルドステロンの濃度
は高くないけれども、レニンに比べて
相対的に過剰だと。最近は組織のアル

あれば、比較的高齢になればなるほど
低レニン性の本態性の高血圧が多くな
るようなのですが、そうなのでしょう
か。
　上田　それもおっしゃるとおりで、
加齢、あるいは糖尿病とかCKD、ネフ
ロンの数が減ってきても、少しレニン
の産生が下がるのではないかといわれ
ています。
　池脇　あと、高齢になると少し味覚
の塩分の感覚が鈍くなり、結果的に塩
分過剰が続いてしまうことも関係する
のでしょうか。
　上田　おっしゃるとおりだと思いま
す。患者さんのお話を聞くと、塩分は
控えているつもりというのですが、実
際に蓄尿あるいは随時尿で推定の食塩
摂取量を見てみると、10g、11g取って
いる方が、特にご高齢の方に多く見受
けられます。
　池脇　最近は臨床実地医も、高血圧
の患者さんが来られたら、まずレニン
とアルドステロンを測られているから
こその質問だと思います。低レニンと
なると二次性の高血圧の原発性アルド
ステロン、高アルドステロンを念頭に
置くのですが、この症例ですと、レニ
ン活性は低い。レニンとアルドステロ
ンの比、ARRは200を超えています。
ただし、アルドステロンの濃度の絶対
値は上昇していない。これで見るかぎ
りは原発性アルドステロン症ではない
ように思うのですが、こういった数字

だけで原発性アルドステロン症を完全
にルールアウトしていいのでしょうか。
　上田　非常に難しい問題だと思いま
す。実際、スクリーニングは推奨され
ているのですが、ARRだけで見ると、
実際、低レニンが引っ張って、ARRの
比が非常に高くなる場合があると思い
ます。それでは特異度も低いこともご
存じのとおりいわれていて、アルドス
テロンの絶対値が120あるいは150以上
というところを合わせると、少し特異
度も上がってくるといわれています。
　池脇　確かにアルドステロンの濃度
が高いことによってARRが高くなる。
それが原発性アルドステロンの可能性
が高いとはいっても、原発性アルドス
テロンの中にもアルドステロンの絶対
値がそれほど高くないようなケースも
あると聞きますので、そうなるとなか
なか鑑別が難しいような気がします。
　上田　先生がおっしゃるように、ア
ルドステロンの値が高くない、ARRだ
けが高い、そしてカリウムも低くない、
CT、エコーを撮ってみても副腎の腺
腫も見つからない、けれども潜在性の
原発性アルドステロン症が存在すると
いうのも事実ですので、悩ましい場合、
あるいは高血圧の症状が強い場合など
は専門医に紹介して、負荷試験などを
して診断をつけることが基本になって
くるかと思います。
　池脇　最初の診断が間違っていると
たいへんなことになりますから、ちょ
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っと怪しい、あるいは原発性アルドス
テロンを完全に否定できない場合には、
負荷試験でそのあたりをきちんと鑑別
することが大事でしょうか。
　上田　おっしゃるとおりだと思いま
す。今回の本題の低レニン性の本態性
高血圧というのは、あくまでも除外診
断になってしまうので、原発性アルド
ステロンであったり、薬剤、塩分の状
況、そういったところの鑑別、あるい
は遺伝性の疾患が紛れていることもあ
ります。悩まれた場合はやはり専門医
に一度紹介するのがよいかと思います。
　池脇　専門医にコンサルして、そう
いった二次性の高血圧が否定された場
合、いわゆる低レニン性の本態性の高
血圧という方に対しての治療が後半の
質問ですが、この場合は低レニン性で
はない本態性高血圧の方と違う治療戦
略を取られるのですか。
　上田　ARRが高いだけというのは、
実際、病態としてはどうなのかという
ところもあるのですが、幾つかの疫学
研究でARRが高いことが後の高血圧
の発症の予期に関連していたり、ある
いは脳卒中やCKDの発症にも関連す
るという報告もあるので、決して見逃
さないよう、経過観察は必要だと思い
ます。
　そして、質問の治療に関してですが、
やはりARR自体、あるいは食塩感受性
との関連も強く示唆されているような
研究もあるので、やはり基本は塩分制

限になると思います。
　池脇　ARRが高いと、高血圧の発症
とか、あるいはその後の予後があまり
よくないということを先生がおっしゃ
ったのは、低レニン性の場合には、薬
剤反応性がいいと比較的血圧のコント
ロールはよいというのと若干矛盾した
疫学データが出ているのですね。
　上田　幾つかの疫学研究、例えばフ
ラミンガムハート研究、あるいは本邦
における大迫研究などでも出ているよ
うです。実際、私も悩んだのですが、
実は低レニンになるということは教科
書的に考えるとアルドステロンが低く
ならないといけないのですが、それで
もアルドステロン／レニン比が高くな
るのは相対的に少しアルドステロンが
高い、あるいは過剰という病態も推定
されています。そういったアルドステ
ロンの相対的な過剰がもしかしたら高
血圧の発症や臓器障害といった病態に
関わっている可能性があるかもしれま
せん。食塩感受性との関連を先ほど申
し上げましたが、食塩感受性自体が心
血管病のリスクであることもよくいわ
れているので、もしかすると相対的に
アルドステロンが高い、すなわちARR
高値ということが食塩感受性の指標と
なるのかもしれません。
　池脇　先生がおっしゃった中で印象
に残ったのは、アルドステロンの濃度
は高くないけれども、レニンに比べて
相対的に過剰だと。最近は組織のアル

あれば、比較的高齢になればなるほど
低レニン性の本態性の高血圧が多くな
るようなのですが、そうなのでしょう
か。
　上田　それもおっしゃるとおりで、
加齢、あるいは糖尿病とかCKD、ネフ
ロンの数が減ってきても、少しレニン
の産生が下がるのではないかといわれ
ています。
　池脇　あと、高齢になると少し味覚
の塩分の感覚が鈍くなり、結果的に塩
分過剰が続いてしまうことも関係する
のでしょうか。
　上田　おっしゃるとおりだと思いま
す。患者さんのお話を聞くと、塩分は
控えているつもりというのですが、実
際に蓄尿あるいは随時尿で推定の食塩
摂取量を見てみると、10g、11g取って
いる方が、特にご高齢の方に多く見受
けられます。
　池脇　最近は臨床実地医も、高血圧
の患者さんが来られたら、まずレニン
とアルドステロンを測られているから
こその質問だと思います。低レニンと
なると二次性の高血圧の原発性アルド
ステロン、高アルドステロンを念頭に
置くのですが、この症例ですと、レニ
ン活性は低い。レニンとアルドステロ
ンの比、ARRは200を超えています。
ただし、アルドステロンの濃度の絶対
値は上昇していない。これで見るかぎ
りは原発性アルドステロン症ではない
ように思うのですが、こういった数字

だけで原発性アルドステロン症を完全
にルールアウトしていいのでしょうか。
　上田　非常に難しい問題だと思いま
す。実際、スクリーニングは推奨され
ているのですが、ARRだけで見ると、
実際、低レニンが引っ張って、ARRの
比が非常に高くなる場合があると思い
ます。それでは特異度も低いこともご
存じのとおりいわれていて、アルドス
テロンの絶対値が120あるいは150以上
というところを合わせると、少し特異
度も上がってくるといわれています。
　池脇　確かにアルドステロンの濃度
が高いことによってARRが高くなる。
それが原発性アルドステロンの可能性
が高いとはいっても、原発性アルドス
テロンの中にもアルドステロンの絶対
値がそれほど高くないようなケースも
あると聞きますので、そうなるとなか
なか鑑別が難しいような気がします。
　上田　先生がおっしゃるように、ア
ルドステロンの値が高くない、ARRだ
けが高い、そしてカリウムも低くない、
CT、エコーを撮ってみても副腎の腺
腫も見つからない、けれども潜在性の
原発性アルドステロン症が存在すると
いうのも事実ですので、悩ましい場合、
あるいは高血圧の症状が強い場合など
は専門医に紹介して、負荷試験などを
して診断をつけることが基本になって
くるかと思います。
　池脇　最初の診断が間違っていると
たいへんなことになりますから、ちょ
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ドステロンの臓器障害というのでしょ
うか、案外それが効いているのでしょ
うか。
　上田　これもあくまでも私見という
か、推定にすぎませんが、そういった
可能性はあるのではないかと思います。
　池脇　治療について繰り返しになり
ますが、いわゆる一般的なCa拮抗薬と
か、レニン系の阻害薬とか、あるいは
最近はMR拮抗薬とか、古くは利尿剤
等々ありますが、いわゆる低レニン性
の本態性の高血圧の場合には、どうい
う順番で使っていくのがいいのでしょ
うか。
　上田　まだ本当にエビデンスがある
わけではないので難しい問題かもしれ
ませんが、やはり、最初は減塩が重要
だと思いますし、塩の関連を考えるな
ら利尿剤もいいかもしれません。先生
がおっしゃったように、この病態に相
対的にアルドステロンが効いているこ
とを考えると、もしかするとアルドス
テロン拮抗薬などが、現在のガイドラ
インでは４番目の選択肢になりますが、
このような症例に使うと心血管病の予
防にも役立つのではないかと考えます。
そういったMR拮抗薬が心血管病の進

展を抑制するといわれているのも、も
しかするとこういった低レニン、相対
的に過剰なアルドステロンという病態
が関与している可能性もあるのではな
いかと思っています。
　池脇　確かにMR拮抗薬は比較的古
い薬ですが、最近また次世代というの
でしょうか、新しいMR拮抗薬も出て
きましたし、これからまだまだエビデ
ンスが出てくる可能性が高くて、今の
４番手からもう少し上がっていくでし
ょう。まさにこの低レニン性高血圧の
場合には、そういった薬がいい可能性
があるのですね。
　上田　そのように思っています。
　池脇　確かに塩分感受性、塩分過剰
摂取の方でこういう傾向があるとなる
と、実際の臨床で減塩指導をして、確
かに患者さんは減塩されているなと、
何か調べる方法はあるのでしょうか。
　上田　随時尿でも、尿中のナトリウ
ムと尿中のクレアチニンを測ることで
１日食塩摂取量を推算することができ
ます。実臨床でも使用することで、患
者さんの治療評価や方針に有用かと思
います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科教授
島　野　　仁

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病で腎症、網膜症、血管イベントを引き起こしやすい人とそうではない
人の予測因子はありますか。DMを診ていると、重度の人や罹患が長い人でも
腎症、網膜症、心イベント（血管含む）を全く起こさない、進展しない人がい
ます。どのような人がこのような病態を引き起こしやすい（もしくは引き起こ
しにくい）のかわかっているのでしょうか。
 ＜茨城県勤務医＞

糖尿病合併症のリスク因子

　山内　今回の質問のテーマは昔から
いろいろと言われてきたのですが、ま
だなかなか解明には至っていないと思
います。先生は非常に幅広く大規模な
スタディを含めて研究されていますの
で、まず先生方の研究を含めて最近の
研究結果をご紹介いただけますか。
　島野　糖尿病の合併症、まずは細小
血管合併症で網膜症や腎症、あるいは
神経症に関して、候補遺伝子は幾つか
あがっていますが、どの遺伝子がどう
だと答えが明確になっているわけでは
ありません。診療の上で合併症を防ぐ
のが目的ですから、個別の遺伝子を覚
えていただくよりは、少し全体の中で
傾向を考えていきたいと思います。こ

れは２～３年前にスウェーデンから出
てきて、最近では日本でも福島県立医
科大学の島袋充先生らが研究されてい
ます。糖尿病の患者さんを何万人とコ
ホートで集めて、10年間ぐらい追いか
けた上で、その合併症を起こすか、起
こさないかをみるにあたり、まずその
何万人の糖尿病の患者さんを、遺伝子
というより臨床情報からタイプ、クラ
スターで分けてみるのです。
　糖尿病の素因での分類を考えると、
まず自己免疫から起こるいわゆる１型
糖尿病の人、それからインスリンがす
ごく枯渇しているようなタイプの人、
インスリン抵抗性の人、これはインス
リン抵抗性と関係があるかもしれない
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ドステロンの臓器障害というのでしょ
うか、案外それが効いているのでしょ
うか。
　上田　これもあくまでも私見という
か、推定にすぎませんが、そういった
可能性はあるのではないかと思います。
　池脇　治療について繰り返しになり
ますが、いわゆる一般的なCa拮抗薬と
か、レニン系の阻害薬とか、あるいは
最近はMR拮抗薬とか、古くは利尿剤
等々ありますが、いわゆる低レニン性
の本態性の高血圧の場合には、どうい
う順番で使っていくのがいいのでしょ
うか。
　上田　まだ本当にエビデンスがある
わけではないので難しい問題かもしれ
ませんが、やはり、最初は減塩が重要
だと思いますし、塩の関連を考えるな
ら利尿剤もいいかもしれません。先生
がおっしゃったように、この病態に相
対的にアルドステロンが効いているこ
とを考えると、もしかするとアルドス
テロン拮抗薬などが、現在のガイドラ
インでは４番目の選択肢になりますが、
このような症例に使うと心血管病の予
防にも役立つのではないかと考えます。
そういったMR拮抗薬が心血管病の進

展を抑制するといわれているのも、も
しかするとこういった低レニン、相対
的に過剰なアルドステロンという病態
が関与している可能性もあるのではな
いかと思っています。
　池脇　確かにMR拮抗薬は比較的古
い薬ですが、最近また次世代というの
でしょうか、新しいMR拮抗薬も出て
きましたし、これからまだまだエビデ
ンスが出てくる可能性が高くて、今の
４番手からもう少し上がっていくでし
ょう。まさにこの低レニン性高血圧の
場合には、そういった薬がいい可能性
があるのですね。
　上田　そのように思っています。
　池脇　確かに塩分感受性、塩分過剰
摂取の方でこういう傾向があるとなる
と、実際の臨床で減塩指導をして、確
かに患者さんは減塩されているなと、
何か調べる方法はあるのでしょうか。
　上田　随時尿でも、尿中のナトリウ
ムと尿中のクレアチニンを測ることで
１日食塩摂取量を推算することができ
ます。実臨床でも使用することで、患
者さんの治療評価や方針に有用かと思
います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科教授
島　野　　仁

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病で腎症、網膜症、血管イベントを引き起こしやすい人とそうではない
人の予測因子はありますか。DMを診ていると、重度の人や罹患が長い人でも
腎症、網膜症、心イベント（血管含む）を全く起こさない、進展しない人がい
ます。どのような人がこのような病態を引き起こしやすい（もしくは引き起こ
しにくい）のかわかっているのでしょうか。
 ＜茨城県勤務医＞

糖尿病合併症のリスク因子

　山内　今回の質問のテーマは昔から
いろいろと言われてきたのですが、ま
だなかなか解明には至っていないと思
います。先生は非常に幅広く大規模な
スタディを含めて研究されていますの
で、まず先生方の研究を含めて最近の
研究結果をご紹介いただけますか。
　島野　糖尿病の合併症、まずは細小
血管合併症で網膜症や腎症、あるいは
神経症に関して、候補遺伝子は幾つか
あがっていますが、どの遺伝子がどう
だと答えが明確になっているわけでは
ありません。診療の上で合併症を防ぐ
のが目的ですから、個別の遺伝子を覚
えていただくよりは、少し全体の中で
傾向を考えていきたいと思います。こ

れは２～３年前にスウェーデンから出
てきて、最近では日本でも福島県立医
科大学の島袋充先生らが研究されてい
ます。糖尿病の患者さんを何万人とコ
ホートで集めて、10年間ぐらい追いか
けた上で、その合併症を起こすか、起
こさないかをみるにあたり、まずその
何万人の糖尿病の患者さんを、遺伝子
というより臨床情報からタイプ、クラ
スターで分けてみるのです。
　糖尿病の素因での分類を考えると、
まず自己免疫から起こるいわゆる１型
糖尿病の人、それからインスリンがす
ごく枯渇しているようなタイプの人、
インスリン抵抗性の人、これはインス
リン抵抗性と関係があるかもしれない
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場合、心筋梗塞を起こすか、起こさな
いかは、毎年の個別のコレステロール
の変動値、何年ぐらいその値が続いた
のかの積算コレステロール値で、ある
程度予測がつくので、そういった意味
ではわかりやすいです。
　ただ、血糖の場合は高い値が続いて
いて、それが積算という中ではなかな
か答えが出せないので、低血糖も起こ
すでしょうし、血糖の変動をどういう
パラメーターで見たらいいのか。最近
CGMやFGMなどではTime in Range
という便利な新しい指標も、ビッグデ
ータの時代になって出てきていますが、
さらにもっとソフィスティケートした
ものが、今指摘されたように出てくる
かもしれないですね。
　山内　糖に関しても、まだフルクト
ースやポリオールなど、全然開いてい
ないものがたくさんありますが、先生
のご専門の脂質もまたさらに進化して、
いろいろ細かく分かれてきているので
しょうね。
　島野　先ほどの合併症に関しては、
細小血管合併症なら血糖でしょうが、
大血管合併症の場合、脂質は非常に重
要かと思います。どうしても皆さん、
血中の脂質に注目されるかもしれませ
んが、その血中の脂質がどこから作ら
れるか、どこから吸収されるかについ
て、私どもは肝臓や腸管の脂質代謝を
長く研究しています。脂肪肝やNASH
のような臓器にたまっている脂質につ

いては、たまっている量も大事ですが、
その質も大事です。その質が脂質の場
合は何千、何万種類とあって、しかも
ここ最近はそれをこまやかに網羅的に
見るような、いわゆるリピドミクス、
あるいはメタボロミクスなどといわれ
ている技術で、脂質を細かく見られる
ようになったことが最近の進歩です。
それがどのように病気に関与し、どう
管理すべきかをすぱっと答えられない
ほど、あまりにデータが膨大すぎて、
これからまだまだ研究していかなけれ
ばいけないところです。学問する側と
すれば非常に楽しい時代になってきま
した。
　山内　例えば脂肪酸と一言でよくい
われますが、非常に多種多様なのです
ね。
　島野　はい、おっしゃるとおりです。
脂肪酸そのものはご存じのように炭素
鎖がずっと並んでいますが、その鎖が
どのぐらいの長さ（鎖長）か、そして
その中に二重結合という不飽和基がど
のぐらい入っているか（不飽和度）が
非常に大事です。たぶん先生方も脂肪
酸の質とお考えになると、飽和脂肪酸、
肉の脂は動脈硬化に悪いとか、魚の脂
は多価不飽和脂肪酸で動脈硬化や健康
にいいとか、よく言われると思います。
さらに、多価不飽和脂肪酸に関しては、
同じ多価不飽和脂肪酸でも炎症を抑え
るω３系、炎症を起こすω６系など脂
肪酸の誘導体として脂溶性メディエー

ですが、肥満が前面に出る患者さん、
それとエイジングで起こすというよう
に、今お話しした５つぐらいのクラス
ターに分けられます。その人たちを10
年間ぐらい追いかけると、例えば日本
の場合だと、網膜症を起こしやすい人
は自己免疫の人が多いとか、腎症を起
こしやすい人はインスリン抵抗性のク
ラスターのタイプが多いということが
わかってきました。１個１個の遺伝子
で勝負するより、そういった大事なサ
ブグループ、クラスターで分けて合併
症を起こさないように注意していくこ
とが大事かと思いました。
　山内　遺伝子だけでは説明がつかな
いと考えていいのですね。
　島野　たぶん１個１個の遺伝子はき
ちんとコントリビュートしているけれ
ども、その１個がどれだけかというと
少し弱いので、我々がカウントできる
２～３個の遺伝子では勝負がつかず、
結局全体で見なければいけません。
　山内　大抵の遺伝子はオッズ比が1.2
とか1.4ぐらいの発症頻度になりますか
ら、ほかにもたくさんの因子を考えな
ければならない。それからもう一つ、
先生がご説明になりましたスタディで
すが、経時的に10年間とか長期間フォ
ローしたのが特徴的です。これが非常
に重要で、過去のいろいろなスタディ
は少しそのあたりが欠けていたものが
多いような気がしますね。
　島野　以前にNIHでサルの食餌を少

し控えて30年くらい追いかけたのです
が、それもなかなかうまくいきません。
疫学スタディは長くても数年で、５年、
10年かけることは難しいと思います。
そういった意味では、日常臨床の中で
患者さんとは10年、20年の付き合いに
もなりますから、その方がどういうク
ラスター、グループになるかを考え、
この点を気をつけましょうという姿勢
がとても大事ではないかと思います。
　山内　例えば血糖値にしても、10年
間追うと、その間に高くなったり低く
なったり、けっこう変動しますよね。
これをどのように数理的に解析するの
か、どういったかたちで表したらいい
のか。最近、血糖では血糖平均値だけ
ではなく、変動という概念もようやく
出てきましたが、それ以外のパラメー
ターも実際にはたくさんあるので、一
つのものだけではなかなか説明がつか
ないとみてよいのですね。
　島野　おっしゃるとおりです。やは
り変動が大きくて、ホメオスターシス
ということを考えると、単に平均値だ
けではなく、上がったり下がったりが
臓器にとってストレスがかかるという
意味では血糖もそうです。
　ただ、比較で少し脂質のことを言わ
せていただくと、私の専門である血中
の悪玉のLDLコレステロールなどはわ
りとそういった意味では扱いやすい。
家族性高コレステロール血症のように
とてもLDLコレステロールが高い人の
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場合、心筋梗塞を起こすか、起こさな
いかは、毎年の個別のコレステロール
の変動値、何年ぐらいその値が続いた
のかの積算コレステロール値で、ある
程度予測がつくので、そういった意味
ではわかりやすいです。
　ただ、血糖の場合は高い値が続いて
いて、それが積算という中ではなかな
か答えが出せないので、低血糖も起こ
すでしょうし、血糖の変動をどういう
パラメーターで見たらいいのか。最近
CGMやFGMなどではTime in Range
という便利な新しい指標も、ビッグデ
ータの時代になって出てきていますが、
さらにもっとソフィスティケートした
ものが、今指摘されたように出てくる
かもしれないですね。
　山内　糖に関しても、まだフルクト
ースやポリオールなど、全然開いてい
ないものがたくさんありますが、先生
のご専門の脂質もまたさらに進化して、
いろいろ細かく分かれてきているので
しょうね。
　島野　先ほどの合併症に関しては、
細小血管合併症なら血糖でしょうが、
大血管合併症の場合、脂質は非常に重
要かと思います。どうしても皆さん、
血中の脂質に注目されるかもしれませ
んが、その血中の脂質がどこから作ら
れるか、どこから吸収されるかについ
て、私どもは肝臓や腸管の脂質代謝を
長く研究しています。脂肪肝やNASH
のような臓器にたまっている脂質につ

いては、たまっている量も大事ですが、
その質も大事です。その質が脂質の場
合は何千、何万種類とあって、しかも
ここ最近はそれをこまやかに網羅的に
見るような、いわゆるリピドミクス、
あるいはメタボロミクスなどといわれ
ている技術で、脂質を細かく見られる
ようになったことが最近の進歩です。
それがどのように病気に関与し、どう
管理すべきかをすぱっと答えられない
ほど、あまりにデータが膨大すぎて、
これからまだまだ研究していかなけれ
ばいけないところです。学問する側と
すれば非常に楽しい時代になってきま
した。
　山内　例えば脂肪酸と一言でよくい
われますが、非常に多種多様なのです
ね。
　島野　はい、おっしゃるとおりです。
脂肪酸そのものはご存じのように炭素
鎖がずっと並んでいますが、その鎖が
どのぐらいの長さ（鎖長）か、そして
その中に二重結合という不飽和基がど
のぐらい入っているか（不飽和度）が
非常に大事です。たぶん先生方も脂肪
酸の質とお考えになると、飽和脂肪酸、
肉の脂は動脈硬化に悪いとか、魚の脂
は多価不飽和脂肪酸で動脈硬化や健康
にいいとか、よく言われると思います。
さらに、多価不飽和脂肪酸に関しては、
同じ多価不飽和脂肪酸でも炎症を抑え
るω３系、炎症を起こすω６系など脂
肪酸の誘導体として脂溶性メディエー

ですが、肥満が前面に出る患者さん、
それとエイジングで起こすというよう
に、今お話しした５つぐらいのクラス
ターに分けられます。その人たちを10
年間ぐらい追いかけると、例えば日本
の場合だと、網膜症を起こしやすい人
は自己免疫の人が多いとか、腎症を起
こしやすい人はインスリン抵抗性のク
ラスターのタイプが多いということが
わかってきました。１個１個の遺伝子
で勝負するより、そういった大事なサ
ブグループ、クラスターで分けて合併
症を起こさないように注意していくこ
とが大事かと思いました。
　山内　遺伝子だけでは説明がつかな
いと考えていいのですね。
　島野　たぶん１個１個の遺伝子はき
ちんとコントリビュートしているけれ
ども、その１個がどれだけかというと
少し弱いので、我々がカウントできる
２～３個の遺伝子では勝負がつかず、
結局全体で見なければいけません。
　山内　大抵の遺伝子はオッズ比が1.2
とか1.4ぐらいの発症頻度になりますか
ら、ほかにもたくさんの因子を考えな
ければならない。それからもう一つ、
先生がご説明になりましたスタディで
すが、経時的に10年間とか長期間フォ
ローしたのが特徴的です。これが非常
に重要で、過去のいろいろなスタディ
は少しそのあたりが欠けていたものが
多いような気がしますね。
　島野　以前にNIHでサルの食餌を少

し控えて30年くらい追いかけたのです
が、それもなかなかうまくいきません。
疫学スタディは長くても数年で、５年、
10年かけることは難しいと思います。
そういった意味では、日常臨床の中で
患者さんとは10年、20年の付き合いに
もなりますから、その方がどういうク
ラスター、グループになるかを考え、
この点を気をつけましょうという姿勢
がとても大事ではないかと思います。
　山内　例えば血糖値にしても、10年
間追うと、その間に高くなったり低く
なったり、けっこう変動しますよね。
これをどのように数理的に解析するの
か、どういったかたちで表したらいい
のか。最近、血糖では血糖平均値だけ
ではなく、変動という概念もようやく
出てきましたが、それ以外のパラメー
ターも実際にはたくさんあるので、一
つのものだけではなかなか説明がつか
ないとみてよいのですね。
　島野　おっしゃるとおりです。やは
り変動が大きくて、ホメオスターシス
ということを考えると、単に平均値だ
けではなく、上がったり下がったりが
臓器にとってストレスがかかるという
意味では血糖もそうです。
　ただ、比較で少し脂質のことを言わ
せていただくと、私の専門である血中
の悪玉のLDLコレステロールなどはわ
りとそういった意味では扱いやすい。
家族性高コレステロール血症のように
とてもLDLコレステロールが高い人の

ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021） （583）  76 （582） ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021）

2109_HONBUN.indd   7 2021/08/06   16:26



ターの研究が話題だったと思います。
EPA/AA比が指標としてよくいわれて
います。
　一方、私どもの研究では不飽和度だ
けではなくて、鎖の長さも非常に大事
で、だいたい脂肪酸の鎖は短鎖、中鎖、
長鎖に分類されますが、長鎖脂肪酸の
C18前後が一番多いです。膜の構造と
いうのは、いわゆる二重膜リン脂質の
二重膜を作っている脂肪酸はだいたい
厚みがC18ぐらいで、これは生命にか
なり共通しています。私どもはそのC 
18、C16あたりの厚み（長さ）が非常
に大事ではないかと思います。この脂
肪酸鎖長C16とC18を、かなり特異的
に長さを調節している酵素に注目して、
その酵素のノックアウトマウスをここ
20年ぐらい研究しています。要は、C 
16とかC18という非常に限られた長さ
なのだけれども、そこを少し変えたり
すると、これが非常にいろいろな臓器
でいろいろな病気に関わっていること
がわかりました。
　糖尿病の先生方が興味をお持ちにな
るかもしれないのは、例えばインスリ
ン抵抗性。だいたい肝臓に脂がたまっ

て脂肪肝になるとインスリン抵抗性に
なり、肥満になるとインスリン抵抗性
になります。このC16とC18の比率を
少し変えて、Elovl６という酵素をノ
ックアウトしておくと、肥満や脂肪肝
にして量的には脂は同じように臓器に
たまっているのですが、組成を変えて
おくと、インスリン抵抗性にならない、
動脈硬化にならない、あるいは膵臓の
β細胞のインスリン分泌能が保たれて
糖尿病にならないことがわかりました。
いわゆるリポトキシシティにも単に量
がたまっての脂の毒というだけではな
く、たまっている脂の脂肪酸の種類に
よって病気が随分変わることがわかっ
て、今そのメカニズムをいろいろ検討
しています。
　山内　量からだんだん質の解析の時
代になってきたということで、そこは
複雑系も入り、また遺伝子のほうの複
雑さもあります。パラメーターもまた
たくさんあるので、こういったもので
今後さらに解明が進んでいくと、もう
少しわかってくるだろうということで
すね。ありがとうございました。

慶應義塾大学循環器内科教授
福　田　恵　一

（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞を使った重症心不全患者への心筋細胞移植治療についてご教示くだ
さい。
 ＜埼玉県勤務医＞

iPS細胞を使った心筋細胞移植治療

　池脇　最近、心不全患者さんが日本
で大きな問題になって、中でも重症な
方は心移植が必要です。ただ、心移植
は日本では少なく、一方で、重症の心
不全の患者はけっこう多いということ
では、将来の治療というよりも、今必
要とされる治療ですね。その中で先生
がiPSを使った治療をスタートすると
いうところまで来られました。ここま
でもいろいろな苦労があったと思うの
ですが、まずこの治療はいつぐらいか
ら考えて始めたのでしょうか。
　福田　私は1995年にアメリカ留学か
ら帰ってきました。そのときに、誰も
実施したことがないけれども大きなニ
ーズがある研究をしたいと考えました。
当時は、ヒトのES細胞もiPS細胞もな
い時代で、ヒトの骨髄の中にある骨髄
間質細胞といわれる細胞を用いて心臓

の筋肉を作ろうと考えました。この細
胞は骨や軟骨や脂肪になることがすで
に知られていて、心筋とは似ても似つ
かないように思えるのですが、骨髄の
細胞というのは中胚葉系の細胞の幹細
胞だといわれていたので、心臓の筋肉
にもなるかもしれないと研究を行いま
した。その結果、骨髄の一部の細胞は
しっかり心筋細胞になることを1999年
に報告しました。この報告は、当時、
JCIという医学誌に論文として発表し
たのですが、その年で最も引用された
論文になって、世界中に再生医療のブ
ームが起こりました。
　欧米ではすぐに骨髄の細胞を心臓に
注射するような乱暴な研究もされまし
た。骨髄の細胞は確かにそういう能力
は持っていますが、大量に心筋を作る
ことが難しかったのです。そこで我々
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ターの研究が話題だったと思います。
EPA/AA比が指標としてよくいわれて
います。
　一方、私どもの研究では不飽和度だ
けではなくて、鎖の長さも非常に大事
で、だいたい脂肪酸の鎖は短鎖、中鎖、
長鎖に分類されますが、長鎖脂肪酸の
C18前後が一番多いです。膜の構造と
いうのは、いわゆる二重膜リン脂質の
二重膜を作っている脂肪酸はだいたい
厚みがC18ぐらいで、これは生命にか
なり共通しています。私どもはそのC 
18、C16あたりの厚み（長さ）が非常
に大事ではないかと思います。この脂
肪酸鎖長C16とC18を、かなり特異的
に長さを調節している酵素に注目して、
その酵素のノックアウトマウスをここ
20年ぐらい研究しています。要は、C 
16とかC18という非常に限られた長さ
なのだけれども、そこを少し変えたり
すると、これが非常にいろいろな臓器
でいろいろな病気に関わっていること
がわかりました。
　糖尿病の先生方が興味をお持ちにな
るかもしれないのは、例えばインスリ
ン抵抗性。だいたい肝臓に脂がたまっ

て脂肪肝になるとインスリン抵抗性に
なり、肥満になるとインスリン抵抗性
になります。このC16とC18の比率を
少し変えて、Elovl６という酵素をノ
ックアウトしておくと、肥満や脂肪肝
にして量的には脂は同じように臓器に
たまっているのですが、組成を変えて
おくと、インスリン抵抗性にならない、
動脈硬化にならない、あるいは膵臓の
β細胞のインスリン分泌能が保たれて
糖尿病にならないことがわかりました。
いわゆるリポトキシシティにも単に量
がたまっての脂の毒というだけではな
く、たまっている脂の脂肪酸の種類に
よって病気が随分変わることがわかっ
て、今そのメカニズムをいろいろ検討
しています。
　山内　量からだんだん質の解析の時
代になってきたということで、そこは
複雑系も入り、また遺伝子のほうの複
雑さもあります。パラメーターもまた
たくさんあるので、こういったもので
今後さらに解明が進んでいくと、もう
少しわかってくるだろうということで
すね。ありがとうございました。

慶應義塾大学循環器内科教授
福　田　恵　一

（聞き手　池脇克則）

　iPS細胞を使った重症心不全患者への心筋細胞移植治療についてご教示くだ
さい。
 ＜埼玉県勤務医＞

iPS細胞を使った心筋細胞移植治療

　池脇　最近、心不全患者さんが日本
で大きな問題になって、中でも重症な
方は心移植が必要です。ただ、心移植
は日本では少なく、一方で、重症の心
不全の患者はけっこう多いということ
では、将来の治療というよりも、今必
要とされる治療ですね。その中で先生
がiPSを使った治療をスタートすると
いうところまで来られました。ここま
でもいろいろな苦労があったと思うの
ですが、まずこの治療はいつぐらいか
ら考えて始めたのでしょうか。
　福田　私は1995年にアメリカ留学か
ら帰ってきました。そのときに、誰も
実施したことがないけれども大きなニ
ーズがある研究をしたいと考えました。
当時は、ヒトのES細胞もiPS細胞もな
い時代で、ヒトの骨髄の中にある骨髄
間質細胞といわれる細胞を用いて心臓

の筋肉を作ろうと考えました。この細
胞は骨や軟骨や脂肪になることがすで
に知られていて、心筋とは似ても似つ
かないように思えるのですが、骨髄の
細胞というのは中胚葉系の細胞の幹細
胞だといわれていたので、心臓の筋肉
にもなるかもしれないと研究を行いま
した。その結果、骨髄の一部の細胞は
しっかり心筋細胞になることを1999年
に報告しました。この報告は、当時、
JCIという医学誌に論文として発表し
たのですが、その年で最も引用された
論文になって、世界中に再生医療のブ
ームが起こりました。
　欧米ではすぐに骨髄の細胞を心臓に
注射するような乱暴な研究もされまし
た。骨髄の細胞は確かにそういう能力
は持っていますが、大量に心筋を作る
ことが難しかったのです。そこで我々
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したか、厚生労働省に同年８月に認可
を受けたとのこと。いよいよスタート
というところまで来たのですね。
　福田　はい。我々はこの後、臨床を
すぐにでも開始したいと考えています。
どのようなプロセスを踏むのかですが、
我々は京都大学の山中先生方が作られ
た特別なiPS細胞を用います。どうい
う意味で特別かというと、血液型で例
えて言うと、O型の血液型はほかの血
液型の人に輸血できますよね。いわゆ
る白血球あるいはその他の細胞には
HLAという、血液型でいえばABO型
みたいなものがあります。非常に種類
が多いのですが、日本人の場合には比
較的、HLAのタイプは３つのタイプ
に分類されます。ひょっとしたら大陸
型、北日本型、南日本型、それが融和
して一つの民族を作ったのではないか
と考えられます。その中で一番頻度の
高いHLAのタイプの方からiPS細胞を
作ると、日本人の18％ぐらいの方にさ
したる免疫抑制剤を使わなくても拒絶
反応のない移植を行うことができます。
　ハプロタイプ、ホモiPS細胞といわ
れますが、我々のところでは、この細
胞を用いて心臓の筋肉を作り、直接心
臓の筋肉の中に移植する方法を取って
います。ただ、そこでばらばらの細胞
を心臓の中に移植すると、移植の効率
が非常に低くて、細胞が死んでしまっ
たり、あるいは外に流れ出てしまった
りすることがあるので、我々は心筋細

胞を1,000個ぐらいの塊にして移植する
ことを考えています。
　池脇　心筋球といわれているもので
すね。
　福田　そうですね。このようにしま
すと、心筋細胞の生着率は極めて高く
なります。我々はマウス、ラット、あ
るいはサルの心臓にヒトの心筋細胞を
移植していますが、きれいに生着して
います。横紋構造を取って、心臓の筋
肉をそのまま移植したような非常にき
れいな移植をすることができます。こ
れをfirst in humanでは拡張型心筋症
の方々を対象として移植を行う臨床研
究を考えています。そしてその後には
虚血性心疾患、例えばバイパスを行う
ときに、同時に心筋細胞移植を行う治
験を考えていまして、それに向かって
準備を進めているところです。
　池脇　大阪大学でもiPS細胞を使っ
た心不全の再生治療に関して研究され
ていますが、大阪大学では心筋のシー
トを心臓の表面に貼って、それを生着
させて心機能を改善するということを
されています。そういう方法論の違い
といいますか、アプローチの違いを先
生はどのように見ていますか。
　福田　もちろんいろいろな方法があ
ってしかるべきだと思います。大阪大
学の先生方が考えていらっしゃるのは、
心筋細胞から分泌される細胞増殖因子
やサイトカインが心臓の筋肉に栄養を
与えるパラクライン作用といわれてい

は、2000年からマウスのES細胞、2001
年からヒトのES細胞を用いて心臓の
筋肉を作る研究を行いました。そして、
山中伸弥先生が2006年にiPS細胞の研
究を報告された後は、iPS細胞を使っ
て心臓の筋肉を作ろうという研究を行
ってきました。
　当初は心臓の筋肉をどうやって作れ
ばいいかがわからなかった時代でした
が、やがて効率的に心筋細胞ができる
ようになりました。心臓の筋肉には、
心房と心室とペースメーカーと、３つ
の異なる部位があるのですが、心不全
の治療を念頭に置いた場合には心室筋
の細胞を作らなければいけないという
ことで、我々は心室筋特異的な心筋細
胞を作る技術を開発しました。多くの
施設が再生医療と言っていますが、心
房筋と心室筋を作り分けることができ
るのはほんのわずかです。
　次はこれを安全に移植するための技
術開発が必要でした。というのは、iPS
細胞から心筋を作ったとしても、その
細胞の塊を直接心臓に移植すると、iPS
細胞が残っているのです。残っている
iPS細胞を移植してしまうと、心臓に
奇形腫という腫瘍ができてしまうこと
がわかり、何とか心筋細胞だけを取り
出す技術を開発しなければいけないと
いうことになりました。心筋細胞がで
きるようになった後は、その心筋細胞
だけを取り出してくるという技術を開
発することにしました。

　すると、心筋細胞やiPS細胞という
のは、細胞の中の代謝が大きく異なる
ことがわかりました。平たく言えば、
iPS細胞はブドウ糖とグルタミンを大
量に使うのです。心筋細胞はブドウ糖
とグルタミンももちろん重要ですが、
ブドウ糖とグルタミンがなくても生き
ていけて、乳酸をエネルギー源にして
生きていくことができるという性質の
差があることを見つけ出し、心筋細胞
だけを取り出してくることが技術的に
可能になりました。これによって、安
心して心筋細胞だけを取り出して移植
することができるようになり、大量生
産のための技術開発をしてきました。
　池脇　失礼ながら、iPSができてか
ら、先生方は動かれたのかと思ったの
ですが、なんと25年前にこの発想が論
文化され、着々と準備をしている中で、
ちょうどiPSが登場したという歴史の
ある研究をされているのですね。
　福田　そうですね。いろいろなタイ
プの研究者がいると思うのですが、私
はどちらかというと深く掘り下げてい
くタイプの研究です。時のはやりの研
究をされていく医師もいる中、やはり
臨床応用にたどり着くまでは、この研
究は諦めてはいけないと思いました。
　池脇　iPSさえあればできるのでは
ないかという簡単なものではなくて、
いかに効率よく心筋細胞を作るかを独
自に研究されてきた中で、今回、たし
か2020年２月に学内で申請されたので
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したか、厚生労働省に同年８月に認可
を受けたとのこと。いよいよスタート
というところまで来たのですね。
　福田　はい。我々はこの後、臨床を
すぐにでも開始したいと考えています。
どのようなプロセスを踏むのかですが、
我々は京都大学の山中先生方が作られ
た特別なiPS細胞を用います。どうい
う意味で特別かというと、血液型で例
えて言うと、O型の血液型はほかの血
液型の人に輸血できますよね。いわゆ
る白血球あるいはその他の細胞には
HLAという、血液型でいえばABO型
みたいなものがあります。非常に種類
が多いのですが、日本人の場合には比
較的、HLAのタイプは３つのタイプ
に分類されます。ひょっとしたら大陸
型、北日本型、南日本型、それが融和
して一つの民族を作ったのではないか
と考えられます。その中で一番頻度の
高いHLAのタイプの方からiPS細胞を
作ると、日本人の18％ぐらいの方にさ
したる免疫抑制剤を使わなくても拒絶
反応のない移植を行うことができます。
　ハプロタイプ、ホモiPS細胞といわ
れますが、我々のところでは、この細
胞を用いて心臓の筋肉を作り、直接心
臓の筋肉の中に移植する方法を取って
います。ただ、そこでばらばらの細胞
を心臓の中に移植すると、移植の効率
が非常に低くて、細胞が死んでしまっ
たり、あるいは外に流れ出てしまった
りすることがあるので、我々は心筋細

胞を1,000個ぐらいの塊にして移植する
ことを考えています。
　池脇　心筋球といわれているもので
すね。
　福田　そうですね。このようにしま
すと、心筋細胞の生着率は極めて高く
なります。我々はマウス、ラット、あ
るいはサルの心臓にヒトの心筋細胞を
移植していますが、きれいに生着して
います。横紋構造を取って、心臓の筋
肉をそのまま移植したような非常にき
れいな移植をすることができます。こ
れをfirst in humanでは拡張型心筋症
の方々を対象として移植を行う臨床研
究を考えています。そしてその後には
虚血性心疾患、例えばバイパスを行う
ときに、同時に心筋細胞移植を行う治
験を考えていまして、それに向かって
準備を進めているところです。
　池脇　大阪大学でもiPS細胞を使っ
た心不全の再生治療に関して研究され
ていますが、大阪大学では心筋のシー
トを心臓の表面に貼って、それを生着
させて心機能を改善するということを
されています。そういう方法論の違い
といいますか、アプローチの違いを先
生はどのように見ていますか。
　福田　もちろんいろいろな方法があ
ってしかるべきだと思います。大阪大
学の先生方が考えていらっしゃるのは、
心筋細胞から分泌される細胞増殖因子
やサイトカインが心臓の筋肉に栄養を
与えるパラクライン作用といわれてい

は、2000年からマウスのES細胞、2001
年からヒトのES細胞を用いて心臓の
筋肉を作る研究を行いました。そして、
山中伸弥先生が2006年にiPS細胞の研
究を報告された後は、iPS細胞を使っ
て心臓の筋肉を作ろうという研究を行
ってきました。
　当初は心臓の筋肉をどうやって作れ
ばいいかがわからなかった時代でした
が、やがて効率的に心筋細胞ができる
ようになりました。心臓の筋肉には、
心房と心室とペースメーカーと、３つ
の異なる部位があるのですが、心不全
の治療を念頭に置いた場合には心室筋
の細胞を作らなければいけないという
ことで、我々は心室筋特異的な心筋細
胞を作る技術を開発しました。多くの
施設が再生医療と言っていますが、心
房筋と心室筋を作り分けることができ
るのはほんのわずかです。
　次はこれを安全に移植するための技
術開発が必要でした。というのは、iPS
細胞から心筋を作ったとしても、その
細胞の塊を直接心臓に移植すると、iPS
細胞が残っているのです。残っている
iPS細胞を移植してしまうと、心臓に
奇形腫という腫瘍ができてしまうこと
がわかり、何とか心筋細胞だけを取り
出す技術を開発しなければいけないと
いうことになりました。心筋細胞がで
きるようになった後は、その心筋細胞
だけを取り出してくるという技術を開
発することにしました。

　すると、心筋細胞やiPS細胞という
のは、細胞の中の代謝が大きく異なる
ことがわかりました。平たく言えば、
iPS細胞はブドウ糖とグルタミンを大
量に使うのです。心筋細胞はブドウ糖
とグルタミンももちろん重要ですが、
ブドウ糖とグルタミンがなくても生き
ていけて、乳酸をエネルギー源にして
生きていくことができるという性質の
差があることを見つけ出し、心筋細胞
だけを取り出してくることが技術的に
可能になりました。これによって、安
心して心筋細胞だけを取り出して移植
することができるようになり、大量生
産のための技術開発をしてきました。
　池脇　失礼ながら、iPSができてか
ら、先生方は動かれたのかと思ったの
ですが、なんと25年前にこの発想が論
文化され、着々と準備をしている中で、
ちょうどiPSが登場したという歴史の
ある研究をされているのですね。
　福田　そうですね。いろいろなタイ
プの研究者がいると思うのですが、私
はどちらかというと深く掘り下げてい
くタイプの研究です。時のはやりの研
究をされていく医師もいる中、やはり
臨床応用にたどり着くまでは、この研
究は諦めてはいけないと思いました。
　池脇　iPSさえあればできるのでは
ないかという簡単なものではなくて、
いかに効率よく心筋細胞を作るかを独
自に研究されてきた中で、今回、たし
か2020年２月に学内で申請されたので
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るものです。我々はremuscularization
と言っていますが、心臓の筋肉の中に
直接心筋球を移植することで、移植し
た心筋が心臓の筋肉を補塡するような、
そういうかたちの移植です。長期間生
着して収縮力を高めるといった意味で
は、いわゆる本来の意味の再生医療か
と考えています。
　池脇　どちらがいいとか、そういう
問題ではなくて、いろいろなアプロー
チで、最終的には患者さんのメリット
になるような心不全の治療になるのが
一番大きなところですよね。
　福田　そうですね。もちろん、心臓
の筋肉の中に移植しますので、きれい
に生着してくれますが、移植の当初に
不整脈が若干出ることもわかっていま
して、我々は慎重に臨床研究および治

験を進めようと考えています。
　池脇　こんなにいいのだから、どん
どん進めてはと思ってしまうのですが、
先生は数年かけて数例の症例で行って、
本当に安全性を確実に見た後に、と考
えておられると理解しましたが、そう
いうことなのでしょうか。
　福田　特に霊長類を使った実験は大
事で、サルの心臓に心筋細胞を移植す
ると、心機能もよくなるし、さしたる
不整脈も起こらないことを見いだして
います。そういった意味で、それがヒ
トで同じことが起これば、心不全を劇
的に改善することができるかもしれな
いと考えています。
　池脇　今後順調にいくことを願って
おります。

日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長
出　雲　雄　大

（聞き手　池脇克則）

　びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシーについてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシー

　池脇　今回の質問はクライオバイオ
プシー、組織を凍結して生検するとい
うことですが、日本でこれが導入され
たのが2017年ですから、つい最近です
ね。そのあたりの背景を教えてくださ
い。
　出雲　クライオバイオプシーとは、
気管支鏡を用いて行う生検の新しい技
術です。先生がおっしゃったように、
海外から導入されました。海外でも、
日本でも、特にびまん性肺疾患、間質
性肺炎の診断は、外科的肺生検といっ
て、手術によって組織を採取して診断
することが多く行われていました。し
かし、どうしても診断のためだけに肺
の切除を行うのは患者さんにとっても
非常に負担が大きいですし、数％の割
合ですが、急性増悪といって、その生
検をしたことで亡くなってしまうとい
う方もいたのです。通常、肺がんのよ

うなものであれば、治療のために手術
をしますが、診断のためだけでそれほ
どの大きな侵襲を加えることに、みん
な疑問を抱えつつ、それしかなかった
から行ってきたのです。
　通常、気管支鏡下の生検、TBLBと
いわれるものを行っていましたが、そ
れだとどうしても取れる検体の大きさ
が２～３㎜大ぐらいで、非常に小さな
組織しか取れず、それではびまん性肺
疾患の病理学的な診断が困難でした。
それを解決するために先端が凍結して
組織を引きちぎってくるというクライ
オバイオプシーがドイツ、フランス、
欧米諸国で開発されたのです。これだ
と１個が約10㎜大ぐらいの検体が取れ
るようになったのです。それによって
診断の精度が上がるという報告があり、
わが国でも導入されました。
　池脇　TBLBで数㎜であれば、鉗子
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るものです。我々はremuscularization
と言っていますが、心臓の筋肉の中に
直接心筋球を移植することで、移植し
た心筋が心臓の筋肉を補塡するような、
そういうかたちの移植です。長期間生
着して収縮力を高めるといった意味で
は、いわゆる本来の意味の再生医療か
と考えています。
　池脇　どちらがいいとか、そういう
問題ではなくて、いろいろなアプロー
チで、最終的には患者さんのメリット
になるような心不全の治療になるのが
一番大きなところですよね。
　福田　そうですね。もちろん、心臓
の筋肉の中に移植しますので、きれい
に生着してくれますが、移植の当初に
不整脈が若干出ることもわかっていま
して、我々は慎重に臨床研究および治

験を進めようと考えています。
　池脇　こんなにいいのだから、どん
どん進めてはと思ってしまうのですが、
先生は数年かけて数例の症例で行って、
本当に安全性を確実に見た後に、と考
えておられると理解しましたが、そう
いうことなのでしょうか。
　福田　特に霊長類を使った実験は大
事で、サルの心臓に心筋細胞を移植す
ると、心機能もよくなるし、さしたる
不整脈も起こらないことを見いだして
います。そういった意味で、それがヒ
トで同じことが起これば、心不全を劇
的に改善することができるかもしれな
いと考えています。
　池脇　今後順調にいくことを願って
おります。

日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長
出　雲　雄　大

（聞き手　池脇克則）

　びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシーについてご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシー

　池脇　今回の質問はクライオバイオ
プシー、組織を凍結して生検するとい
うことですが、日本でこれが導入され
たのが2017年ですから、つい最近です
ね。そのあたりの背景を教えてくださ
い。
　出雲　クライオバイオプシーとは、
気管支鏡を用いて行う生検の新しい技
術です。先生がおっしゃったように、
海外から導入されました。海外でも、
日本でも、特にびまん性肺疾患、間質
性肺炎の診断は、外科的肺生検といっ
て、手術によって組織を採取して診断
することが多く行われていました。し
かし、どうしても診断のためだけに肺
の切除を行うのは患者さんにとっても
非常に負担が大きいですし、数％の割
合ですが、急性増悪といって、その生
検をしたことで亡くなってしまうとい
う方もいたのです。通常、肺がんのよ

うなものであれば、治療のために手術
をしますが、診断のためだけでそれほ
どの大きな侵襲を加えることに、みん
な疑問を抱えつつ、それしかなかった
から行ってきたのです。
　通常、気管支鏡下の生検、TBLBと
いわれるものを行っていましたが、そ
れだとどうしても取れる検体の大きさ
が２～３㎜大ぐらいで、非常に小さな
組織しか取れず、それではびまん性肺
疾患の病理学的な診断が困難でした。
それを解決するために先端が凍結して
組織を引きちぎってくるというクライ
オバイオプシーがドイツ、フランス、
欧米諸国で開発されたのです。これだ
と１個が約10㎜大ぐらいの検体が取れ
るようになったのです。それによって
診断の精度が上がるという報告があり、
わが国でも導入されました。
　池脇　TBLBで数㎜であれば、鉗子
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といったものから来ているといわれて
います。組織を引きちぎるというのは
非常に乱暴な感じがするのですが、実
は鉗子で挟むと、挫滅といってクラッ
シュします。引きちぎってくるという
ことは、実は挟んでいないので、非常
にきれいな組織が取れる。つまり、挫
滅していないので、病理学的な顕微鏡
の評価がしやすいことにもつながると
いわれています。
　池脇　いわゆる冷凍のマイナス20度
あるいは液体窒素のマイナス80度、さ
すがに液体窒素レベルになると、これ
は準備がたいへんですが、マイナス45
度というのは、そのあたりを考えてい
るのでしょうか。
　出雲　そうですね。そのあたりがち
ょうどいいぐあいに組織が取れるとい
うことだと思います。
　池脇　今までは外科で生検をしなけ
ればいけなかったのが、患者さんにと
っては手術を回避できるという意味で
はすごくありがたいわけですが、実際
のところ、診断の有効性、TBLBより
はいいでしょうけれども、外科の組織
とほぼ同じ結果が得られると見ていい
のでしょうか。
　出雲　そこは非常に難しいところで
もあります。といいますのも、やはり
外科の組織ほどの大きさは取れないの
です。びまん性肺疾患、間質性肺炎を、
組織だけで診断するのは、外科生検も
そうなのですが、非常に難しいとされ

ています。やはり組織の診断プラス画
像、特にCT、HRCTといわれるハイ
リゾリューションCTによる診断、そ
して臨床医の身体所見や血液検査、患
者さんの具合などを総合的に評価する
MDD診断によって評価されるとされ
ています。ですが、大きくなればなる
ほど検体によって放射線画像以上のも
のが顕微鏡で情報として得られる。そ
うしますと、診断によって治療法の選
択ができるようになるといわれていま
す。
　池脇　間質性肺炎というと、炎症に
対してのプレドニゾロンですが、最近
は線維化に対しての抗線維治療という
のでしょうか、全く違う治療のオプシ
ョンが出てきたので、こういう診断の
意義は以前よりもあるのですね。
　出雲　先生がおっしゃるように、例
えば病理の診断、画像の診断がどのよ
うな診断であっても、ステロイド剤し
か使えないのであれば、患者さんにと
っての大きな利益はないわけですが、
例えば組織を取って、画像と合わせ、
組織上、炎症細胞浸潤が多いとか、リ
ンパ球が多いということになると、抗
炎症薬、つまりステロイド剤や免疫抑
制剤などを使用することになりますし、
線維芽細胞が多いということであれば
抗線維化薬を使用するというように、
治療選択につながるということが非常
に大きいと思います。
　池脇　確認ですが、以前よりも強力

を大きくしてたくさん取ろうと単純に
考えるのですが、凍結のメリットとし
ては、凍結したところがごっそり引き
ちぎられてくるという感じなのでしょ
うか。
　出雲　おっしゃるとおり、例えば
TBLBといわれる先ほどの１～２㎜程
度の小さな組織では、10個集めたら10
㎜大になるのかというと、がんという
のは、がんの細胞がある。組織がある。
そして、遺伝子解析は、寄せ集めても
できるのですが、どうしてもびまん性
肺疾患といわれる、いわゆる間質性肺
炎が含まれるものは、一つの細葉とか
小葉といわれる、ある程度の組織像が
１個で見られないと判断がつきにくい
のが実際です。ですので、小さいもの
が10個あっても、例えば血管の形、小
葉間隔壁といわれる小葉の形がつぶれ

てしまいます。
　先生がおっしゃったように、クライ
オバイオプシー、凍結させて引きちぎ
ってくるというアイデアは、例えばア
イスクリームなどを買ったときに入っ
ているドライアイスを素手でさわると、
ぐちゅっとくっついて皮膚がはがれる

手技別の採取組織サイズの比較

クライオバイオプシー検体 通常サイズの鉗子生検検体

10㎜大 ３㎜大

X線透視下でのクライオバイオプシー

クライオプローブ先端
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といったものから来ているといわれて
います。組織を引きちぎるというのは
非常に乱暴な感じがするのですが、実
は鉗子で挟むと、挫滅といってクラッ
シュします。引きちぎってくるという
ことは、実は挟んでいないので、非常
にきれいな組織が取れる。つまり、挫
滅していないので、病理学的な顕微鏡
の評価がしやすいことにもつながると
いわれています。
　池脇　いわゆる冷凍のマイナス20度
あるいは液体窒素のマイナス80度、さ
すがに液体窒素レベルになると、これ
は準備がたいへんですが、マイナス45
度というのは、そのあたりを考えてい
るのでしょうか。
　出雲　そうですね。そのあたりがち
ょうどいいぐあいに組織が取れるとい
うことだと思います。
　池脇　今までは外科で生検をしなけ
ればいけなかったのが、患者さんにと
っては手術を回避できるという意味で
はすごくありがたいわけですが、実際
のところ、診断の有効性、TBLBより
はいいでしょうけれども、外科の組織
とほぼ同じ結果が得られると見ていい
のでしょうか。
　出雲　そこは非常に難しいところで
もあります。といいますのも、やはり
外科の組織ほどの大きさは取れないの
です。びまん性肺疾患、間質性肺炎を、
組織だけで診断するのは、外科生検も
そうなのですが、非常に難しいとされ

ています。やはり組織の診断プラス画
像、特にCT、HRCTといわれるハイ
リゾリューションCTによる診断、そ
して臨床医の身体所見や血液検査、患
者さんの具合などを総合的に評価する
MDD診断によって評価されるとされ
ています。ですが、大きくなればなる
ほど検体によって放射線画像以上のも
のが顕微鏡で情報として得られる。そ
うしますと、診断によって治療法の選
択ができるようになるといわれていま
す。
　池脇　間質性肺炎というと、炎症に
対してのプレドニゾロンですが、最近
は線維化に対しての抗線維治療という
のでしょうか、全く違う治療のオプシ
ョンが出てきたので、こういう診断の
意義は以前よりもあるのですね。
　出雲　先生がおっしゃるように、例
えば病理の診断、画像の診断がどのよ
うな診断であっても、ステロイド剤し
か使えないのであれば、患者さんにと
っての大きな利益はないわけですが、
例えば組織を取って、画像と合わせ、
組織上、炎症細胞浸潤が多いとか、リ
ンパ球が多いということになると、抗
炎症薬、つまりステロイド剤や免疫抑
制剤などを使用することになりますし、
線維芽細胞が多いということであれば
抗線維化薬を使用するというように、
治療選択につながるということが非常
に大きいと思います。
　池脇　確認ですが、以前よりも強力

を大きくしてたくさん取ろうと単純に
考えるのですが、凍結のメリットとし
ては、凍結したところがごっそり引き
ちぎられてくるという感じなのでしょ
うか。
　出雲　おっしゃるとおり、例えば
TBLBといわれる先ほどの１～２㎜程
度の小さな組織では、10個集めたら10
㎜大になるのかというと、がんという
のは、がんの細胞がある。組織がある。
そして、遺伝子解析は、寄せ集めても
できるのですが、どうしてもびまん性
肺疾患といわれる、いわゆる間質性肺
炎が含まれるものは、一つの細葉とか
小葉といわれる、ある程度の組織像が
１個で見られないと判断がつきにくい
のが実際です。ですので、小さいもの
が10個あっても、例えば血管の形、小
葉間隔壁といわれる小葉の形がつぶれ

てしまいます。
　先生がおっしゃったように、クライ
オバイオプシー、凍結させて引きちぎ
ってくるというアイデアは、例えばア
イスクリームなどを買ったときに入っ
ているドライアイスを素手でさわると、
ぐちゅっとくっついて皮膚がはがれる

手技別の採取組織サイズの比較

クライオバイオプシー検体 通常サイズの鉗子生検検体

10㎜大 ３㎜大

X線透視下でのクライオバイオプシー

クライオプローブ先端
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腺がんが疑われるような画像所見、患
者さんでは必ず次世代シーケンサーを
用いた遺伝子解析が、現在は必須だと
思います。
　池脇　クライオバイオプシーのメリ
ットというのは、比較的外科のバイオ
プシーに比べたら侵襲が少ないので、
必要であれば何回か繰り返せるという
ことですね。
　出雲　そうですね。おっしゃるとお
り、例えば間質性肺炎の治療中に、反
応性が悪い、つまり薬剤に対する反応

がいま一つというときに、治療経過の
中でもう一度クライオバイオプシーを
行って、最初に取った組織と比較する
ことができるのはもちろんメリットと
してあります。先ほどの遺伝子もそう
ですが、どんどん治療によって変わっ
てくる場合もあるので、それをもう一
度見るという意味でも繰り返し行うこ
とができる。つまり、気管支鏡が繰り
返し行うことができるのと、道具が変
わっただけといえばそういうことです。
　池脇　ありがとうございました。

な診断のツールが使えるようになった
にしても、先生方は生検一本に頼るの
ではなくて、画像や臨床的な状況、あ
るいは血液中のバイオマーカーにより、
総合的に診断されるのですね。
　出雲　そうですね。まさに今、新型
コロナウイルス感染症が蔓延していま
すが、そちらでもPCR検査だけではど
うしても偽陰性というものが生じ、入
院して問題が生じるのです。そういう
場合は、画像、そして患者さんの特徴
的な所見があるのかどうかを総合的に
判断していると思います。まさに医学
は一つのモダリティだけで診断できる
ことがそんなに多くないと思います。
やはり全体での診断、みんなでの診断
が非常に大事だと思います。
　池脇　以前よりも大きな塊を持って
くるということは、逆にいうと、合併
症といいますか、気胸や出血のリスク
はどうなのでしょうか。
　出雲　それはやはりTBLBといわれ
る通常の経気管支肺生検よりも多くな
っています。特にびまん性肺疾患、間
質性肺炎に対しては、出血が問題とな
ります。ですので、私たちの施設を含
めて多くの国内外の施設では、止血用
のバルーンカテーテルを気管支の中に
挿入し、クライオバイオプシーを行っ
て組織を採取した１秒後といいますか、
瞬間にバルーンを膨らませて、出血し
ないように対処しています。
　池脇　最後に、肺がんに対してもこ

のクライオバイオプシーが使われてい
ると聞いています。これはどうなって
いるのでしょうか。
　出雲　現在、肺がんの診療は多くの
固形がんの診療をリードするようにな
っています。特にEGFR、ALK、ROS-
１、PD-L１など、様々なマーカー、遺
伝子のマーカーや免疫チェックポイン
ト阻害薬を使用するときの指標となる
ものを解析するには、現在もまだ組織
が必要になっています。そして、それ
らの多くのものを次世代シーケンサー
で解析するときには、より多い量の組
織が必要ですので、私たちの肺がんの
診断にはほとんどクライオバイオプシ
ーを用いています。
　池脇　遺伝子解析するのに十分な検
体量を得るのが、従来のものだとなか
なか難しかったのですね。
　出雲　そうですね。最近、治療法が
どんどん進歩しています。それに対応
するための組織量を取らないと結局治
療選択ができなくなってしまうことは、
患者さんにとっても不利益につながる
ということで、やはり大きな組織を取
ることに現在はなっていると思います。
　池脇　遺伝子によってのいろいろな
薬の選択は、肺がん治療の中の大きな
部分を占めているのでしょうか。
　出雲　そうですね。日本においては
特に腺がんが多いですが、腺がんはそ
ういう遺伝子変異を持っている方が多
いといわれています。ですので、特に
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腺がんが疑われるような画像所見、患
者さんでは必ず次世代シーケンサーを
用いた遺伝子解析が、現在は必須だと
思います。
　池脇　クライオバイオプシーのメリ
ットというのは、比較的外科のバイオ
プシーに比べたら侵襲が少ないので、
必要であれば何回か繰り返せるという
ことですね。
　出雲　そうですね。おっしゃるとお
り、例えば間質性肺炎の治療中に、反
応性が悪い、つまり薬剤に対する反応

がいま一つというときに、治療経過の
中でもう一度クライオバイオプシーを
行って、最初に取った組織と比較する
ことができるのはもちろんメリットと
してあります。先ほどの遺伝子もそう
ですが、どんどん治療によって変わっ
てくる場合もあるので、それをもう一
度見るという意味でも繰り返し行うこ
とができる。つまり、気管支鏡が繰り
返し行うことができるのと、道具が変
わっただけといえばそういうことです。
　池脇　ありがとうございました。

な診断のツールが使えるようになった
にしても、先生方は生検一本に頼るの
ではなくて、画像や臨床的な状況、あ
るいは血液中のバイオマーカーにより、
総合的に診断されるのですね。
　出雲　そうですね。まさに今、新型
コロナウイルス感染症が蔓延していま
すが、そちらでもPCR検査だけではど
うしても偽陰性というものが生じ、入
院して問題が生じるのです。そういう
場合は、画像、そして患者さんの特徴
的な所見があるのかどうかを総合的に
判断していると思います。まさに医学
は一つのモダリティだけで診断できる
ことがそんなに多くないと思います。
やはり全体での診断、みんなでの診断
が非常に大事だと思います。
　池脇　以前よりも大きな塊を持って
くるということは、逆にいうと、合併
症といいますか、気胸や出血のリスク
はどうなのでしょうか。
　出雲　それはやはりTBLBといわれ
る通常の経気管支肺生検よりも多くな
っています。特にびまん性肺疾患、間
質性肺炎に対しては、出血が問題とな
ります。ですので、私たちの施設を含
めて多くの国内外の施設では、止血用
のバルーンカテーテルを気管支の中に
挿入し、クライオバイオプシーを行っ
て組織を採取した１秒後といいますか、
瞬間にバルーンを膨らませて、出血し
ないように対処しています。
　池脇　最後に、肺がんに対してもこ

のクライオバイオプシーが使われてい
ると聞いています。これはどうなって
いるのでしょうか。
　出雲　現在、肺がんの診療は多くの
固形がんの診療をリードするようにな
っています。特にEGFR、ALK、ROS-
１、PD-L１など、様々なマーカー、遺
伝子のマーカーや免疫チェックポイン
ト阻害薬を使用するときの指標となる
ものを解析するには、現在もまだ組織
が必要になっています。そして、それ
らの多くのものを次世代シーケンサー
で解析するときには、より多い量の組
織が必要ですので、私たちの肺がんの
診断にはほとんどクライオバイオプシ
ーを用いています。
　池脇　遺伝子解析するのに十分な検
体量を得るのが、従来のものだとなか
なか難しかったのですね。
　出雲　そうですね。最近、治療法が
どんどん進歩しています。それに対応
するための組織量を取らないと結局治
療選択ができなくなってしまうことは、
患者さんにとっても不利益につながる
ということで、やはり大きな組織を取
ることに現在はなっていると思います。
　池脇　遺伝子によってのいろいろな
薬の選択は、肺がん治療の中の大きな
部分を占めているのでしょうか。
　出雲　そうですね。日本においては
特に腺がんが多いですが、腺がんはそ
ういう遺伝子変異を持っている方が多
いといわれています。ですので、特に
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日本大学病態病理学系微生物学分野上席研究員
牛　島　廣　治

（聞き手　池田志斈）

　ロタウイルスワクチンが2020年10月より無料接種となります。ワクチンは
２種類ありますが、一長一短あります。１価＆５価とありますが、ご教示くだ
さい。
 ＜千葉県開業医＞

ロタウイルスワクチン接種

　池田　牛島先生、ロタウイルスワク
チンに関してのご質問なのですが、ま
ずロタウイルス感染症とはどのような
ものなのでしょうか。
　牛島　ロタウイルス感染症は主に 
１～２歳までの子どもに多く、昔は冬
季、冬の乳幼児下痢症といっていまし
た。現在は２～５月に移っています。
昔は途上国も発展国も同じように、ど
の子どもでも下痢になる、嘔吐すると
いうことでしたが、ワクチンを使うよ
うになってから、ワクチンを使う人と
使わない人では症状に違いがある（ワ
クチンを行うと軽症になる）というこ
とで、ワクチンを勧めることになって
います。子どもが中心の感染症で、感
染を受けたり、またはワクチンを行う
と、２回目、３回目は下痢を一般的に

は起こさなくなるという免疫が成立す
るのですが、栄養状態とか公衆衛生の
状態で国によってはなかなかワクチン
を使ってもよくならない、効果が少な
い途上国もあります。
　日本の場合、現在では、ワクチンの
効果や栄養状態の向上で、脱水で亡く
なるというケースはほぼない。ただ、
もともと免疫がおかしいとか、非常に
まれですが、ロタウイルスによる脳症
というのがあって、それが後遺症を残
す場合があることで注目されています。
　池田　もう一つ、ノロウイルスがあ
りますね。これは何回もかかったり、
大人でもなるのですが、ロタウイルス
のほうは乳幼児ですか。
　牛島　基本的には乳幼児です。
　池田　多くは１回感染して、あるい

はワクチンを打っていると感染しない。
感染が２回目になっても、あまり強く
症状は出ないのですね。ロタウイルス
は2020年10月より無料接種になります
が、ワクチンは２つあるのですか。
　牛島　はい、あります。
　池田　どのようなものですか。
　牛島　一つはヒトの病気ですから、
患者さんからのロタウイルスを細胞培
養して、弱毒化といいますか、免疫は
つくけれども病原性が弱くなるような
かたちのもの。それからジェンナーの
ワクチンみたいに、ほかの動物のロタ
ウイルスをベースとして、その中に11
本のロタウイルスのゲノム分節体を作
り、５つを合わせてワクチンとして用
います。表面だけはヒト型にして免疫
をつけるという方法です。
　池田　片方はヒト由来ウイルス、片
方はウシ由来をベースとした組み換え
ウイルスですね。それぞれだいぶ特徴
が違うのですが、２つとも同じように
接種されているのでしょうか。あるい
は、どちらかに何か特徴があって、接
種の仕方が違うのでしょうか。
　牛島　効果は、両方の会社が努力し
ていて、ほぼ同じです。副反応、例え
ば発熱、下痢、場合によっては便秘な
どもあるようです。一番大切なのは腸
重積なのですが、そういった症状も２
つの会社のワクチンでほぼ同じという
ことです。ただ、接種の仕方は、ヒト
のロタウイルスでしたらヒトの腸管で

増えやすいので、ウイルス量をウシを
ベースとしたものよりも少なくしても
いいのではないかとか、接種の回数も
ウシ型は３回で免疫を立ち上げるとい
った違いなどが実際あります。
　池田　少しだけれども違いがあるの
ですね。接種スケジュールは、赤ちゃ
んの年齢も含めて、どうなっているの
でしょうか。
　牛島　腸重積になりにくい年齢、す
なわち６カ月未満のうちに終わらせよ
うという考えがあり、両方の会社とも
始まりは同じで、１回目は出生６週０
日後から出生14週６日までに受けるよ
うになっています。２回目と３回目は
会社によって終わる時期が多少ずれた
りしていますが、６カ月未満のうちに
終わらせることになっています。ただ、
接種の仕方などはほかの乳児期の予防
接種とどう組み合わせるかがあります
ので、実際は２カ月を過ぎてから第１
回目の接種をすることがほとんどだと
思います。
　池田　ほかにインフルエンザ菌や肺
炎球菌などのワクチンがありますが、
これは同時に受けるのでしょうか。
　牛島　一般的に行われているのは同
じ日に、例えば左右の腕を使用すると
か、そのときに同時にロタウイルスの
生ワクチンは飲ませています。
　池田　左右の腕に打つのと経口で一
緒にやるんですね。
　牛島　実際、最初は肺炎球菌とイン
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日本大学病態病理学系微生物学分野上席研究員
牛　島　廣　治

（聞き手　池田志斈）

　ロタウイルスワクチンが2020年10月より無料接種となります。ワクチンは
２種類ありますが、一長一短あります。１価＆５価とありますが、ご教示くだ
さい。
 ＜千葉県開業医＞

ロタウイルスワクチン接種

　池田　牛島先生、ロタウイルスワク
チンに関してのご質問なのですが、ま
ずロタウイルス感染症とはどのような
ものなのでしょうか。
　牛島　ロタウイルス感染症は主に 
１～２歳までの子どもに多く、昔は冬
季、冬の乳幼児下痢症といっていまし
た。現在は２～５月に移っています。
昔は途上国も発展国も同じように、ど
の子どもでも下痢になる、嘔吐すると
いうことでしたが、ワクチンを使うよ
うになってから、ワクチンを使う人と
使わない人では症状に違いがある（ワ
クチンを行うと軽症になる）というこ
とで、ワクチンを勧めることになって
います。子どもが中心の感染症で、感
染を受けたり、またはワクチンを行う
と、２回目、３回目は下痢を一般的に

は起こさなくなるという免疫が成立す
るのですが、栄養状態とか公衆衛生の
状態で国によってはなかなかワクチン
を使ってもよくならない、効果が少な
い途上国もあります。
　日本の場合、現在では、ワクチンの
効果や栄養状態の向上で、脱水で亡く
なるというケースはほぼない。ただ、
もともと免疫がおかしいとか、非常に
まれですが、ロタウイルスによる脳症
というのがあって、それが後遺症を残
す場合があることで注目されています。
　池田　もう一つ、ノロウイルスがあ
りますね。これは何回もかかったり、
大人でもなるのですが、ロタウイルス
のほうは乳幼児ですか。
　牛島　基本的には乳幼児です。
　池田　多くは１回感染して、あるい

はワクチンを打っていると感染しない。
感染が２回目になっても、あまり強く
症状は出ないのですね。ロタウイルス
は2020年10月より無料接種になります
が、ワクチンは２つあるのですか。
　牛島　はい、あります。
　池田　どのようなものですか。
　牛島　一つはヒトの病気ですから、
患者さんからのロタウイルスを細胞培
養して、弱毒化といいますか、免疫は
つくけれども病原性が弱くなるような
かたちのもの。それからジェンナーの
ワクチンみたいに、ほかの動物のロタ
ウイルスをベースとして、その中に11
本のロタウイルスのゲノム分節体を作
り、５つを合わせてワクチンとして用
います。表面だけはヒト型にして免疫
をつけるという方法です。
　池田　片方はヒト由来ウイルス、片
方はウシ由来をベースとした組み換え
ウイルスですね。それぞれだいぶ特徴
が違うのですが、２つとも同じように
接種されているのでしょうか。あるい
は、どちらかに何か特徴があって、接
種の仕方が違うのでしょうか。
　牛島　効果は、両方の会社が努力し
ていて、ほぼ同じです。副反応、例え
ば発熱、下痢、場合によっては便秘な
どもあるようです。一番大切なのは腸
重積なのですが、そういった症状も２
つの会社のワクチンでほぼ同じという
ことです。ただ、接種の仕方は、ヒト
のロタウイルスでしたらヒトの腸管で

増えやすいので、ウイルス量をウシを
ベースとしたものよりも少なくしても
いいのではないかとか、接種の回数も
ウシ型は３回で免疫を立ち上げるとい
った違いなどが実際あります。
　池田　少しだけれども違いがあるの
ですね。接種スケジュールは、赤ちゃ
んの年齢も含めて、どうなっているの
でしょうか。
　牛島　腸重積になりにくい年齢、す
なわち６カ月未満のうちに終わらせよ
うという考えがあり、両方の会社とも
始まりは同じで、１回目は出生６週０
日後から出生14週６日までに受けるよ
うになっています。２回目と３回目は
会社によって終わる時期が多少ずれた
りしていますが、６カ月未満のうちに
終わらせることになっています。ただ、
接種の仕方などはほかの乳児期の予防
接種とどう組み合わせるかがあります
ので、実際は２カ月を過ぎてから第１
回目の接種をすることがほとんどだと
思います。
　池田　ほかにインフルエンザ菌や肺
炎球菌などのワクチンがありますが、
これは同時に受けるのでしょうか。
　牛島　一般的に行われているのは同
じ日に、例えば左右の腕を使用すると
か、そのときに同時にロタウイルスの
生ワクチンは飲ませています。
　池田　左右の腕に打つのと経口で一
緒にやるんですね。
　牛島　実際、最初は肺炎球菌とイン
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フルエンザ菌とB型肝炎のワクチンが
３つあって、それを注射して、私など
は冗談で、「ご褒美として生ワクチン
を口からあげますよ」という感じで行
っています。母乳に似たような味で作
ってあります。
　池田　そうですか。では摂取しやす
いのですね。ロタウイルスのワクチン
を生後６週後で飲んだときに、生後２
カ月から接種を受けるほかのワクチン
は受けられないのでしょうか。
　牛島　これは厳密に国の政策で決ま
っているので、前倒しということはで
きません。ほかのワクチンは２カ月後
というかたちになっていますから、同
時とすればそのときになります。
　池田　少し遅れるのですね。
　牛島　ただ、終了が１回目は14週６
日までとなっていますから、通常、２
カ月でも８週か９週ぐらいなので、ま
だ余裕はあると思います。
　池田　ロタウイルスワクチンを接種
してはいけないのは、どういう赤ちゃ
んなのでしょうか。
　牛島　これは接種する予診票にも書
いてあるのですが、熱が37度５分以上
あればやってはいけないことになって
います。あとは現時点では、そのとき
に熱が出たりとかで急性疾患にかかっ
ている場合、１回目を飲ませた後にア
レルギー反応みたいなものが出たよう
な場合、腸管に何か病気を持っていた
場合、１回目を飲ませて腸重積があっ

たというような人たちは差し控える。
それから重症の複合型免疫不全症、ス
キッド（SCID）というのですが、そ
ういった場合には予防接種をしないと
か、その他、予防接種に適合しない場
合などにも中止しています。
　池田　特に生後６週で経口接種する
ことになると、本当に重症免疫不全が
あるのかどうか、なかなかわからない
赤ちゃんも多いですよね。そういう場
合はどうするのでしょうか。
　牛島　かつては生ワクチンを飲んで、
それから下痢が起こって、なかなか下
痢が止まらないので、調べてみたら重
症複合型の免疫不全があったというよ
うなケースでした。そういったケース
はどうしても下痢が止まりませんし、
ほかの感染症もありますから、免疫細
胞の移植を行っていましたが、現在で
は新生児期の血液のスクリーニング、
先天代謝症のスクリーニングのときに
同時にSCIDの責任遺伝子の異常を見
つけることで診断が早くできるように
なってきています。ただし、これはま
だ公費負担にはなっていません。
　池田　今後、公費負担になるといい
ですね。２種類あるうちでどちらを選
ぶかということですが、専門家の方々
はどうされているのでしょうか。
　牛島　科学的にはどちらでも効果も
副反応も一緒だろうと考えています。
効果について見れば、個人の免疫の状
態もありますがほぼ一緒だと思います。

科学的ではないのですが、便宜的には
最初に使ったほうをそのまま使うとか、
組み合わせが少ないほうがいいとか、
また逆にロタウイルス以外のワクチン
との組み合わせでロタウイルスワクチ
ンの回数が少ないほうがいいと思う医
師とか、前に使った人がほかのところ
に移動し、そこには前に使ったワクチ
ンがないとやりにくいので、両方のワ
クチンをとりあえず準備しておこうと
か、親御さんの希望によってするとか、
周りの医師の勧めによって決めるとか、
幾つかの考えがあって現在は使われて
いるという状況です。
　池田　今のワクチンは生ワクチンと
いうことですが、これからのロタウイ
ルスワクチンはどうなっていくのでし
ょうか。
　牛島　日本の研究者が最初にヒトの
ロタウイルスの培養に成功したので日
本で作ってもらったほうがよかったの
ですが、残念なことに、実際は日本の
研究者がアメリカに行って、基盤を作
りました。そこを出発点として開発さ
れ、市販しているという状況です。今
回の新型コロナでもそうですが、いざ
となったとき自分の国でワクチンを持
っていないと、その供給が絶たれるこ
ともあり得るため、幾つかのほかのワ
クチンについてもある感染症のワクチ

ンは海外で作られています。もう１つ
は、わが国から海外に発信するワクチ
ンを増やしたいです。現在ロタウイル
スワクチンは基本的にはその２つのワ
クチンが世界のシェアを占めています。
　池田　このたびのコロナのワクチン
開発でも欧米の企業がしのぎを削って
いるのですが、日本はちょっと遅れて
いる。こういうことが今後もロタウイ
ルスがパンデミックや新しいウイルス
に変わったりしたときには必要になる
ということですね。
　牛島　私たちのデータとして、先ほ
ど組み換えとかありましたが、家畜や
コウモリなどの動物のロタウイルスに
似ているような遺伝子が入っている株
の人もあったし、それから日本には今
のところ人にはないですが、ワクチン
はA群というものに対して作っていま
す。海外で少し見られたB群が流行す
ると、日本人には免疫がないロタウイ
ルスもあるので、何とかその辺は最近
の新しい技術で、日本にも技術者がい
ますので、ワクチンを作れるような状
態に持っていくのが大切ではないかな
と思っています。
　池田　コロナウイルスだけでなく、
ウイルスは変異を繰り返して、また人
類に襲いかかる可能性もあるというこ
とですね。ありがとうございました。
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フルエンザ菌とB型肝炎のワクチンが
３つあって、それを注射して、私など
は冗談で、「ご褒美として生ワクチン
を口からあげますよ」という感じで行
っています。母乳に似たような味で作
ってあります。
　池田　そうですか。では摂取しやす
いのですね。ロタウイルスのワクチン
を生後６週後で飲んだときに、生後２
カ月から接種を受けるほかのワクチン
は受けられないのでしょうか。
　牛島　これは厳密に国の政策で決ま
っているので、前倒しということはで
きません。ほかのワクチンは２カ月後
というかたちになっていますから、同
時とすればそのときになります。
　池田　少し遅れるのですね。
　牛島　ただ、終了が１回目は14週６
日までとなっていますから、通常、２
カ月でも８週か９週ぐらいなので、ま
だ余裕はあると思います。
　池田　ロタウイルスワクチンを接種
してはいけないのは、どういう赤ちゃ
んなのでしょうか。
　牛島　これは接種する予診票にも書
いてあるのですが、熱が37度５分以上
あればやってはいけないことになって
います。あとは現時点では、そのとき
に熱が出たりとかで急性疾患にかかっ
ている場合、１回目を飲ませた後にア
レルギー反応みたいなものが出たよう
な場合、腸管に何か病気を持っていた
場合、１回目を飲ませて腸重積があっ

たというような人たちは差し控える。
それから重症の複合型免疫不全症、ス
キッド（SCID）というのですが、そ
ういった場合には予防接種をしないと
か、その他、予防接種に適合しない場
合などにも中止しています。
　池田　特に生後６週で経口接種する
ことになると、本当に重症免疫不全が
あるのかどうか、なかなかわからない
赤ちゃんも多いですよね。そういう場
合はどうするのでしょうか。
　牛島　かつては生ワクチンを飲んで、
それから下痢が起こって、なかなか下
痢が止まらないので、調べてみたら重
症複合型の免疫不全があったというよ
うなケースでした。そういったケース
はどうしても下痢が止まりませんし、
ほかの感染症もありますから、免疫細
胞の移植を行っていましたが、現在で
は新生児期の血液のスクリーニング、
先天代謝症のスクリーニングのときに
同時にSCIDの責任遺伝子の異常を見
つけることで診断が早くできるように
なってきています。ただし、これはま
だ公費負担にはなっていません。
　池田　今後、公費負担になるといい
ですね。２種類あるうちでどちらを選
ぶかということですが、専門家の方々
はどうされているのでしょうか。
　牛島　科学的にはどちらでも効果も
副反応も一緒だろうと考えています。
効果について見れば、個人の免疫の状
態もありますがほぼ一緒だと思います。

科学的ではないのですが、便宜的には
最初に使ったほうをそのまま使うとか、
組み合わせが少ないほうがいいとか、
また逆にロタウイルス以外のワクチン
との組み合わせでロタウイルスワクチ
ンの回数が少ないほうがいいと思う医
師とか、前に使った人がほかのところ
に移動し、そこには前に使ったワクチ
ンがないとやりにくいので、両方のワ
クチンをとりあえず準備しておこうと
か、親御さんの希望によってするとか、
周りの医師の勧めによって決めるとか、
幾つかの考えがあって現在は使われて
いるという状況です。
　池田　今のワクチンは生ワクチンと
いうことですが、これからのロタウイ
ルスワクチンはどうなっていくのでし
ょうか。
　牛島　日本の研究者が最初にヒトの
ロタウイルスの培養に成功したので日
本で作ってもらったほうがよかったの
ですが、残念なことに、実際は日本の
研究者がアメリカに行って、基盤を作
りました。そこを出発点として開発さ
れ、市販しているという状況です。今
回の新型コロナでもそうですが、いざ
となったとき自分の国でワクチンを持
っていないと、その供給が絶たれるこ
ともあり得るため、幾つかのほかのワ
クチンについてもある感染症のワクチ

ンは海外で作られています。もう１つ
は、わが国から海外に発信するワクチ
ンを増やしたいです。現在ロタウイル
スワクチンは基本的にはその２つのワ
クチンが世界のシェアを占めています。
　池田　このたびのコロナのワクチン
開発でも欧米の企業がしのぎを削って
いるのですが、日本はちょっと遅れて
いる。こういうことが今後もロタウイ
ルスがパンデミックや新しいウイルス
に変わったりしたときには必要になる
ということですね。
　牛島　私たちのデータとして、先ほ
ど組み換えとかありましたが、家畜や
コウモリなどの動物のロタウイルスに
似ているような遺伝子が入っている株
の人もあったし、それから日本には今
のところ人にはないですが、ワクチン
はA群というものに対して作っていま
す。海外で少し見られたB群が流行す
ると、日本人には免疫がないロタウイ
ルスもあるので、何とかその辺は最近
の新しい技術で、日本にも技術者がい
ますので、ワクチンを作れるような状
態に持っていくのが大切ではないかな
と思っています。
　池田　コロナウイルスだけでなく、
ウイルスは変異を繰り返して、また人
類に襲いかかる可能性もあるというこ
とですね。ありがとうございました。
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日本大学小児科准教授
鮎　澤　　衛

（聞き手　池脇克則）

　12歳の中学１年生の女子。健診で完全右脚ブロックあり（右軸変位あり）。
軽度心肥大（CTR 52％）を認めました。血圧、脈拍は正常です。心筋症など精
査をすべきでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

完全右脚ブロックの精査

　池脇　小児の心電図異常の質問をい
ただきました。この心電図異常、学校
の健診で見つかったということです。
日本では小学校、中学校、高校の１年
生で必ずやることになっています。諸
外国がどういうシステムかわかりませ
んが、非常にきちんとチェックをして
いるシステムなのですね。
　鮎澤　学校心臓健診の制度は昭和40
年代から徐々に整えられまして、現在、
日本は学校保健法によって小学校１年、
中学校１年、高校１年と義務づけられ
ています。その義務づけられている内
容は、心臓に関する問診と心電図の記
録です。ですから、心電図でのいろい
ろな所見がどのくらいその年齢層にあ
るかはだいたいわかっています。外国
でこれを行っているのは、台湾の一部

と韓国の一部です。欧米ではコストパ
フォーマンスの問題が議論になってい
ますが、日本はそれなりに予算を出し
ていることもあって、ずっと行われて
います。
　池脇　それぞれの心電図異常がどの
くらいの頻度で見つかるかに対して、
欧米ではやや、頻度によっては意味が
ないではないかという判断をされてい
るのですね。
　鮎澤　そうですね。それは非常に議
論が必要なところだと思います。
　池脇　今回の質問は、12歳の中学１
年生の女の子です。心電図で完全右脚
ブロックがありました。ただ、レント
ゲンでは、ややボーダーラインの心拡
大はありますが、それ以外は特にない。
こういう事例に対してどう検査を進め

ていったらいいかということですが、
いかがでしょうか。
　鮎澤　完全右脚ブロックという心電
図の所見に関しては、私どもが学校の
生徒さん相手に行う健康診断の結果を
見ていますと、ほとんどの方が心臓自
体には何も異常がない方が多いのです。
心臓に何か生まれつきの、いわゆる先
天性心疾患を持っている可能性として
は、一つは心房中隔欠損です。もしか
したら、非常に少ないのですが、心筋
症という心臓の筋肉の異常が出る病気
の可能性もあると思います。その他、
器質的な心疾患を一応気にしながら、
完全右脚ブロックでは超音波の検査等
を勧めることはありますが、はっきり
した異常が出ることはほとんどないの
が現状です。
　池脇　この質問でも、心筋症を考え
なくていいのでしょうかということで
すが、心房中隔欠損が背後にないかど
うかを一番に頭に置いてということな
のでしょうか。
　鮎澤　そうですね。考えられる疾患
で最も可能性を気にしないといけない
のは心房中隔欠損ですが、一般には心
房中隔欠損の右脚ブロックは不完全右
脚ブロックと呼ばれるQRS幅が狭いけ
れども分裂しているタイプの右脚ブロ
ックで、0.12秒未満が定義となってい
ます。それよりも幅の広い完全右脚ブ
ロックで本物の心房中隔欠損というの
は非常に少ないと私の経験上は思いま

す。
　池脇　それはどうしてなのでしょう
か。
　鮎澤　私の考えでは、不完全右脚ブ
ロックが心房中隔欠損に起こる意味は、
おそらく刺激伝導系としてもとは正常
なところが、右室が拡大することによ
って徐々に右室の伝導時間が長くなっ
ているだけの現象。ただ、完全右脚ブ
ロックの場合は非常に幅広い特有の形
をしていて、T波も変形している形を
取っています。これは明らかに刺激伝
導系の伝導能力自体に異常がある伝導
障害を伴っているものだと思いますの
で、心房中隔欠損があるなしに関係な
く、伝導時間が少し長いタイプの心臓
の伝導系をお持ちのお子さんには見ら
れる所見だと思うのです。
　池脇　そういうことなのですね。完
全な右脚ブロックの場合は、何か伝導
系に負荷がかかるというよりも、もと
もとそのお子さんの背景が伝導障害と
いうことで、完全レベルにあるけれど
も、心房中隔欠損の場合には伝導系に
負担がかかって徐々に遅延を起こすと
ころで不完全というような理解でよい
でしょうか。
　鮎澤　心房中隔欠損の右脚の刺激伝
導系の伝導能力はそれなりに保たれて
いると私は考えています。
　池脇　非常に興味深い話ですね。
　鮎澤　違う意見をお持ちの医師もい
るかもしれませんが、面白いのは完全

ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021） （599）  2322 （598） ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021）

2109_HONBUN.indd   23 2021/08/06   16:26



日本大学小児科准教授
鮎　澤　　衛

（聞き手　池脇克則）

　12歳の中学１年生の女子。健診で完全右脚ブロックあり（右軸変位あり）。
軽度心肥大（CTR 52％）を認めました。血圧、脈拍は正常です。心筋症など精
査をすべきでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

完全右脚ブロックの精査

　池脇　小児の心電図異常の質問をい
ただきました。この心電図異常、学校
の健診で見つかったということです。
日本では小学校、中学校、高校の１年
生で必ずやることになっています。諸
外国がどういうシステムかわかりませ
んが、非常にきちんとチェックをして
いるシステムなのですね。
　鮎澤　学校心臓健診の制度は昭和40
年代から徐々に整えられまして、現在、
日本は学校保健法によって小学校１年、
中学校１年、高校１年と義務づけられ
ています。その義務づけられている内
容は、心臓に関する問診と心電図の記
録です。ですから、心電図でのいろい
ろな所見がどのくらいその年齢層にあ
るかはだいたいわかっています。外国
でこれを行っているのは、台湾の一部

と韓国の一部です。欧米ではコストパ
フォーマンスの問題が議論になってい
ますが、日本はそれなりに予算を出し
ていることもあって、ずっと行われて
います。
　池脇　それぞれの心電図異常がどの
くらいの頻度で見つかるかに対して、
欧米ではやや、頻度によっては意味が
ないではないかという判断をされてい
るのですね。
　鮎澤　そうですね。それは非常に議
論が必要なところだと思います。
　池脇　今回の質問は、12歳の中学１
年生の女の子です。心電図で完全右脚
ブロックがありました。ただ、レント
ゲンでは、ややボーダーラインの心拡
大はありますが、それ以外は特にない。
こういう事例に対してどう検査を進め

ていったらいいかということですが、
いかがでしょうか。
　鮎澤　完全右脚ブロックという心電
図の所見に関しては、私どもが学校の
生徒さん相手に行う健康診断の結果を
見ていますと、ほとんどの方が心臓自
体には何も異常がない方が多いのです。
心臓に何か生まれつきの、いわゆる先
天性心疾患を持っている可能性として
は、一つは心房中隔欠損です。もしか
したら、非常に少ないのですが、心筋
症という心臓の筋肉の異常が出る病気
の可能性もあると思います。その他、
器質的な心疾患を一応気にしながら、
完全右脚ブロックでは超音波の検査等
を勧めることはありますが、はっきり
した異常が出ることはほとんどないの
が現状です。
　池脇　この質問でも、心筋症を考え
なくていいのでしょうかということで
すが、心房中隔欠損が背後にないかど
うかを一番に頭に置いてということな
のでしょうか。
　鮎澤　そうですね。考えられる疾患
で最も可能性を気にしないといけない
のは心房中隔欠損ですが、一般には心
房中隔欠損の右脚ブロックは不完全右
脚ブロックと呼ばれるQRS幅が狭いけ
れども分裂しているタイプの右脚ブロ
ックで、0.12秒未満が定義となってい
ます。それよりも幅の広い完全右脚ブ
ロックで本物の心房中隔欠損というの
は非常に少ないと私の経験上は思いま

す。
　池脇　それはどうしてなのでしょう
か。
　鮎澤　私の考えでは、不完全右脚ブ
ロックが心房中隔欠損に起こる意味は、
おそらく刺激伝導系としてもとは正常
なところが、右室が拡大することによ
って徐々に右室の伝導時間が長くなっ
ているだけの現象。ただ、完全右脚ブ
ロックの場合は非常に幅広い特有の形
をしていて、T波も変形している形を
取っています。これは明らかに刺激伝
導系の伝導能力自体に異常がある伝導
障害を伴っているものだと思いますの
で、心房中隔欠損があるなしに関係な
く、伝導時間が少し長いタイプの心臓
の伝導系をお持ちのお子さんには見ら
れる所見だと思うのです。
　池脇　そういうことなのですね。完
全な右脚ブロックの場合は、何か伝導
系に負荷がかかるというよりも、もと
もとそのお子さんの背景が伝導障害と
いうことで、完全レベルにあるけれど
も、心房中隔欠損の場合には伝導系に
負担がかかって徐々に遅延を起こすと
ころで不完全というような理解でよい
でしょうか。
　鮎澤　心房中隔欠損の右脚の刺激伝
導系の伝導能力はそれなりに保たれて
いると私は考えています。
　池脇　非常に興味深い話ですね。
　鮎澤　違う意見をお持ちの医師もい
るかもしれませんが、面白いのは完全
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右脚ブロックはそのように伝導障害が
起こってはいるのですが、現実には何
も症状が起きない人がほとんどです。
それが起こっていると右室が動かない
のではないかと皆さん心配されるので
すが、右室は先に左脚のほうに正常に
伝導が起こって、左室が十分に収縮し
た直後に、左室側から回った電気が右
室を興奮させます。それで心電図の変
形は起こりますが、右室も十分な収縮
が得られることで、収縮、心機能は保
たれている現象と説明されています。
　池脇　この質問の最後の「精査すべ
きでしょうか」に関しては、少なくと
も心臓の超音波はやるけれども、特発
性の場合には、あとは経過を見ていく、
ということでよいでしょうか。
　鮎澤　おそらくですが、完全右脚ブ
ロックが見つかっている方は超音波の
検査で心房中隔欠損をはじめとして心
疾患をチェックして、何もなければ、
その後も何か異常が起こることはない
ことが経験上わかっています。以前は
毎年のように完全右脚ブロックがある
方について心電図をとりながらフォロ
ーを続けたのですが、最近は１年か２
年、あるいはその年だけ見て、器質的
心疾患がないことがわかると、それ以
降はいわゆる管理不要という診断書を
出し、毎年見なくてもいいよと安心し
ていただくことが多くなっています。
　池脇　確かに子どもさんに対して
「時々やっていきましょうね」と言う

と、多少不安になりますから、「大丈
夫ですよ」と言ってあげるのもいいと
いうことですね。
　鮎澤　そうですね。以前の考えは、
大人で見られる右脚ブロックが心筋梗
塞後などに起こり、徐々に左脚の前枝
や左脚の後枝にもブロックが起こって
くる、いわゆる二側ブロックというか
たちで徐々に伝導障害が進行するよう
な場合があってはいけないと、何年間
か続けて見ていました。しかし心筋梗
塞を起こしている小児というのはまず
ほとんどいませんし、その心配がない
のであれば、２年か３年続けて記録し
て、大きな変化がなければ、そこでい
ったん終了にしてあげてもいいと思い
ます。ただ、また中学、高校でも指摘
されると思います。この方は中学なの
で、次は高校で指摘される可能性もあ
るので、そのときまでにこの所見の意
味をしっかり理解していただいて、言
われるかもしれないということを伝え
てあげればいいかと思います。
　池脇　今回は完全右脚ブロックでし
たが、心臓健診で見られるほかの心電
図異常にはどういうものがあるのでし
ょう。
　鮎澤　心臓健診で最も多く指摘され
る異常は不整脈の中の期外収縮です。
心室期外収縮が一番多いですが、少し
少ないくらいの頻度で心房期外収縮も
よく見られます。どちらもほとんどの
方が運動をすると期外収縮が消えて、

安静時あるいは運動して回復していく
途中の心拍数が中程度になったときに
少し混じるぐらいの方が多く、安静時
にも運動時にも普段はそんなにない方
が多いです。いずれも運動は許可でき
るものです。
　池脇　そういう不整脈の場合には精
査というのは、超音波も必要でしょう
が、ホルター心電図ということでしょ
うか。
　鮎澤　そうですね。ホルター心電図
で、24時間でどのくらいの頻度がある
か、あるいは連発して、期外収縮とい
うよりも心室頻拍あるいは心房頻拍を
呈していないかの確認は必要かと思い
ます。もう一つは運動負荷です。運動
負荷で消えると安心していただいて、
学校での運動も大丈夫でしょうという
管理指導票を出すのが普通のパターン
です。
　池脇　それ以外に不整脈はあります
か。
　鮎澤　それに続いて多いのは今の完
全右脚ブロック、それからWPW症候
群です。次に多いのは、第１度の房室

ブロック、第２度房室ブロックもしば
しばあります。それから、頻度は少し
少なくなりますが、最近は突然死の心
配はないかと注目して見ているせいか、
症状はないけれどもQT時間が長いQT
延長という所見でスクリーニングされ
る方が徐々に増えているように思いま
す。
　池脇　ほとんどの心電図異常は、可
能でしたら自身で心エコーまでやって
フォローでいいのでしょうが、突然死
の可能性があるとなると、これは専門
施設への紹介になりますね。
　鮎澤　突然死の可能性があると思わ
れた心電図に関しては、一度は専門的
な施設に紹介して、そこでずっと見る
ことはないと言われればフォローして
いいと思いますし、多くは専門施設で
年に１回、あるいは半年に１回とか、
中には本物の症状を呈する方もいます
ので、そういう方については治療介入
して専門施設で経過を見てもらうのが
いいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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北里大学医学部小児科学教授
石　倉　健　司

（聞き手　池脇克則）

　アルポート症候群についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

アルポート症候群

　池脇　アルポート症候群は小児科の
腎臓疾患、遺伝的な疾患では必ず念頭
におかなければいけない疾患だと聞き
ました。まずこれはどういう病気なの
でしょうか。
　石倉　腎臓の中に糸球体という小さ
な管状の構造がありますが、その糸球
体の中にある基底膜、血液と尿を分け
るような膜があり、その膜を構成して
いる分子の一つにⅣ型コラーゲンとい
うものがあります。そのⅣ型コラーゲ
ンの遺伝的な破綻によって基底膜の構
造が維持できなくなる。それによって
バリアとしての機能が損なわれて、血
尿から始まって蛋白尿、そして最終的
には糸球体の荒廃というかたちで腎機
能の低下、腎不全に進行していく。合
わせて、水晶体や内耳、そういったと
ころにも基底膜があるので、難聴や視
力障害といったことも全身的にきたし

てくる疾患です。
　池脇　血尿をきたす子どもさんで、
腎臓の遺伝性疾患の中では比較的多い
病気なのですか。
　石倉　成人領域では多発性囊胞腎、
特に常染色体優性の多発性囊胞腎が非
常に多いです。もちろん、小児の患者
さんも潜在的には遺伝的な素因を持っ
ているのですが、例外はあるものの、
多発性囊胞腎というのは年齢が上にな
ってから、あるいは成人になってから
顕在化してくるので、小児で顕在化し
ている遺伝性の腎疾患としては一番多
い疾患かもしれません。
　池脇　Ⅳ型コラーゲンの遺伝子異常
とのことで、ある蛋白の遺伝子異常で
あれば、その遺伝子の局在も１カ所か
と思ったのですが、実際は遺伝的に３
種類のX染色体と常染色体劣性、優性
ということで、どういうことなのでし

ょうか。
　石倉　遺伝形式に関して言えば、Ⅳ
型コラーゲンのαの１～６までの分子
がありまして、α１とα２、α３とα
４、α５とα６をコードする遺伝子が
存在する染色体が異なるので、５と６
のみがX染色体に関連します。それ以
外は13番と２番ですが、そこに存在し
ていますので、常染色体性のものもあ
れば、X連鎖性のものもあります。た
だ、８割方がX連鎖性ということで、
一般的には男児の病気、あるいは男児
が重い病気と認知されていますが、私
が患者さんを診ていると、決して男児
だけではなく、X連鎖性の場合でも女
児が重くなることもあります。そこは
また興味深いところですが、それ以外
に常染色体性のもの、主に劣性のもの
が多いと考えればいいと思います。
　池脇　例えば特に男児が肉眼的な血
尿で来られた場合、アルポート症候群
も含めて、どのように診断を進めてい
かれるのですか。
　石倉　もちろん、アルポート症候群
の場合は特にですが、病気は何事も例
外がありますので非常に気をつけなけ
ればいけないのです。典型という意味
ではやはり小児科の診療の場合は非常
に重要になってきます。血尿をきたす
疾患、特に発熱時の肉眼的血尿をきた
す疾患というと、パッと思い浮かべな
くてはいけないのはアルポート症候群
とIgA腎症です。IgA腎症は小児科で

も広くある腎炎です。ただ、IgA腎症
は学童以降がメインの病気です。そし
て、典型的なアルポート症候群は赤ち
ゃんに多く、生まれて初めての発熱の
ときに肉眼的血尿をきたす。典型的に
は、男児の赤ちゃんで初めて発熱した
らおむつが少し赤黒かった、これは迷
わずアルポート症候群が一番可能性の
高い鑑別疾患に挙がってくる。そこで
あまりIgA腎症は考えません。
　池脇　同じ子どもの病気でも年齢に
よって考える優先順位があって、特に
アルポート症候群のような幼い子ども
の腎臓疾患は腎生検で確定、というイ
メージがあります。なかなかお子さん
の腎臓を刺すのは難しい気もしますが、
どのようにされているのでしょう。
　石倉　小児腎臓医としては、小さな
お子さんでも、やるべきときは腎生検
をしなければいけないと思っています。
ただ、ご指摘のとおり、腎生検という
のはかなり出血のリスクを伴う侵襲的
な検査で、避けられるものは避けてい
きたいと思っています。少なくとも 
５～10年以上前までは腎生検で、先ほ
どお話ししたような、わりと特徴的な
基底膜の変化がありました。緻密な基
底膜が非常にほぐれてくるような感じ
で、よく、さきイカみたいな感じで少
しほぐれているという例えを用いるの
ですが、そういう特徴的な所見をもっ
てアルポート症候群だとしています。
あるいは、先ほどのコラーゲンの免疫
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尿で来られた場合、アルポート症候群
も含めて、どのように診断を進めてい
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の場合は特にですが、病気は何事も例
外がありますので非常に気をつけなけ
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の腎臓疾患は腎生検で確定、というイ
メージがあります。なかなかお子さん
の腎臓を刺すのは難しい気もしますが、
どのようにされているのでしょう。
　石倉　小児腎臓医としては、小さな
お子さんでも、やるべきときは腎生検
をしなければいけないと思っています。
ただ、ご指摘のとおり、腎生検という
のはかなり出血のリスクを伴う侵襲的
な検査で、避けられるものは避けてい
きたいと思っています。少なくとも 
５～10年以上前までは腎生検で、先ほ
どお話ししたような、わりと特徴的な
基底膜の変化がありました。緻密な基
底膜が非常にほぐれてくるような感じ
で、よく、さきイカみたいな感じで少
しほぐれているという例えを用いるの
ですが、そういう特徴的な所見をもっ
てアルポート症候群だとしています。
あるいは、先ほどのコラーゲンの免疫
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染色をして、欠損などをより特異的に
見つけ、腎生検で診断していくという
流れが王道でした。ただ、５～10年ぐ
らい前から遺伝子検査というものが一
部の機関ではありますけれども、かな
り積極的に行われるようになり、次世
代シークエンサーとか、そういったも
のの発展に伴って、どのタイミングで
遺伝子検査をするか、腎生検をするか、
どちらを優先させていくのか、年を追
って変わってきて、遺伝子検査、遺伝
子診断のほうがより頻度が高くなりつ
つあるところまで来ています。
　池脇　最近は徐々に遺伝子検査が腎
生検に取って代わりつつあるとお聞き
しましたが、アルポート症候群と診断
がついたらどういった治療があるので
しょうか。
　石倉　これは広く使われている薬で
すが、近年、比較的しっかりしたエビ
デンスに基づく治療として注目されて
いるのが降圧薬であるangiotensin con-
verting enzyme inhib itor（ACEI）、あ
るいはARBです。このいわゆるレニ
ン・アルドステロン系の阻害薬が、か
なり腎不全の進行を遅らせるのではな
いか。そして、それを比較的以前より
も早期から開始すべきではないか。そ
のように今、考えられています。
　池脇　ACEIとARBの降圧を超えた
腎保護作用は成人のデータでも示され
てきていますが、アルポート症候群で

もそういった効果があるのですね。
　石倉　はい。しっかりと示されてい
ます。ただ、最終的に腎不全になるの
はわりと早いタイプでも学童です。場
合によって20代、30代のタイプがある
ので、効果が見えてくるのは逆に成人
になってからというケースもあります
が、小児期から使い始めたほうがいい
と考えられてきています。
　池脇　まだ前臨床ということですが、
核酸医薬を使った革新的な治療も開発
されていると聞いています。
　石倉　神戸大学のグループがエクソ
ンスキッピングの手法を用いた治療の
可能性を報告していて、デュシェンヌ
型の筋ジストロフィーなどで先行して
いる新しい治療法だと思いますが、ア
ルポート症候群でもその応用が期待さ
れます。しかし、臨床応用、目の前の
子どもさんに使えるようになるには少
しプロセスが必要で、まだ時間がかか
るのではないかと思われます。そちら
に期待しつつも、むしろ現実の臨床の
現場ではACEI、ARBをどのようなタ
イミングでどれぐらいの量を使ってい
くのか。そして、胎児への影響もある
薬剤ですし、男性だけではない病気で
すので、女性にどのように使っていく
のか、そのようなことも重要なポイン
トではないかと考えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学附属柏病院眼科診療部長
郡　司　久　人

（聞き手　山内俊一）

　黄斑前膜についてご教示ください。
　69歳女性、スマートフォンを使い始め約１年後、眼のザラザラ感、眼脂の増
加、光のまぶしさ、遠方の視力低下等出現し、近医眼科を受診しました。ドラ
イアイ、片眼の水晶体中心の濁りを指摘され、対応の点眼液が処方されました。
眼のざらつきは軽減してきましたが、しゅう明、視力低下の進行、時に視野全
体が白く見える等にて基幹病院を紹介され、単眼の黄斑前膜合併を指摘され、
まず両眼白内障手術の予定を取り、直線の歪みに気づけば早急に２期的手術を
考慮するよう指示されました。
 ＜大阪府開業医＞

黄斑前膜

　山内　黄斑前膜ですが、以前は比較
的珍しい病気というところでしたが、
最近は健康診断などでもよく見かける
印象があります。まずこれはどういっ
た病気なのか教えていただけますか。
　郡司　黄斑の場所は網膜の中心部、
目の一番奥です。視神経のやや耳側に
位置する場所で、感度が一番高い場所
です。ここで物を見ることで、物の形、
色を判断する場所になります。この黄
斑前膜ですが、読んで字のごとく、黄
斑の前に膜が張る病気です。この膜は
もともと眼内にあった硝子体という物

質が加齢によって、変性といって水っ
ぽくなるのですが、水になるときに一
番外側で網膜と接しているところの硝
子体がそのまま網膜側に残ってしまっ
て、膜状にへばりついている。膜状に
へばりつくだけでしたら症状は出ない
のですが、人間の体の中は膜状になっ
たものが収縮するという特性を持って
いるので、網膜にへばりついたままこ
の膜が収縮をすると、網膜も引きずら
れて、ゆがんでしまったり、むくんで
しまったりする現象が起きます。これ
が黄斑前膜の正体です。
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染色をして、欠損などをより特異的に
見つけ、腎生検で診断していくという
流れが王道でした。ただ、５～10年ぐ
らい前から遺伝子検査というものが一
部の機関ではありますけれども、かな
り積極的に行われるようになり、次世
代シークエンサーとか、そういったも
のの発展に伴って、どのタイミングで
遺伝子検査をするか、腎生検をするか、
どちらを優先させていくのか、年を追
って変わってきて、遺伝子検査、遺伝
子診断のほうがより頻度が高くなりつ
つあるところまで来ています。
　池脇　最近は徐々に遺伝子検査が腎
生検に取って代わりつつあるとお聞き
しましたが、アルポート症候群と診断
がついたらどういった治療があるので
しょうか。
　石倉　これは広く使われている薬で
すが、近年、比較的しっかりしたエビ
デンスに基づく治療として注目されて
いるのが降圧薬であるangiotensin con-
verting enzyme inhib itor（ACEI）、あ
るいはARBです。このいわゆるレニ
ン・アルドステロン系の阻害薬が、か
なり腎不全の進行を遅らせるのではな
いか。そして、それを比較的以前より
も早期から開始すべきではないか。そ
のように今、考えられています。
　池脇　ACEIとARBの降圧を超えた
腎保護作用は成人のデータでも示され
てきていますが、アルポート症候群で

もそういった効果があるのですね。
　石倉　はい。しっかりと示されてい
ます。ただ、最終的に腎不全になるの
はわりと早いタイプでも学童です。場
合によって20代、30代のタイプがある
ので、効果が見えてくるのは逆に成人
になってからというケースもあります
が、小児期から使い始めたほうがいい
と考えられてきています。
　池脇　まだ前臨床ということですが、
核酸医薬を使った革新的な治療も開発
されていると聞いています。
　石倉　神戸大学のグループがエクソ
ンスキッピングの手法を用いた治療の
可能性を報告していて、デュシェンヌ
型の筋ジストロフィーなどで先行して
いる新しい治療法だと思いますが、ア
ルポート症候群でもその応用が期待さ
れます。しかし、臨床応用、目の前の
子どもさんに使えるようになるには少
しプロセスが必要で、まだ時間がかか
るのではないかと思われます。そちら
に期待しつつも、むしろ現実の臨床の
現場ではACEI、ARBをどのようなタ
イミングでどれぐらいの量を使ってい
くのか。そして、胎児への影響もある
薬剤ですし、男性だけではない病気で
すので、女性にどのように使っていく
のか、そのようなことも重要なポイン
トではないかと考えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東京慈恵会医科大学附属柏病院眼科診療部長
郡　司　久　人

（聞き手　山内俊一）

　黄斑前膜についてご教示ください。
　69歳女性、スマートフォンを使い始め約１年後、眼のザラザラ感、眼脂の増
加、光のまぶしさ、遠方の視力低下等出現し、近医眼科を受診しました。ドラ
イアイ、片眼の水晶体中心の濁りを指摘され、対応の点眼液が処方されました。
眼のざらつきは軽減してきましたが、しゅう明、視力低下の進行、時に視野全
体が白く見える等にて基幹病院を紹介され、単眼の黄斑前膜合併を指摘され、
まず両眼白内障手術の予定を取り、直線の歪みに気づけば早急に２期的手術を
考慮するよう指示されました。
 ＜大阪府開業医＞

黄斑前膜

　山内　黄斑前膜ですが、以前は比較
的珍しい病気というところでしたが、
最近は健康診断などでもよく見かける
印象があります。まずこれはどういっ
た病気なのか教えていただけますか。
　郡司　黄斑の場所は網膜の中心部、
目の一番奥です。視神経のやや耳側に
位置する場所で、感度が一番高い場所
です。ここで物を見ることで、物の形、
色を判断する場所になります。この黄
斑前膜ですが、読んで字のごとく、黄
斑の前に膜が張る病気です。この膜は
もともと眼内にあった硝子体という物

質が加齢によって、変性といって水っ
ぽくなるのですが、水になるときに一
番外側で網膜と接しているところの硝
子体がそのまま網膜側に残ってしまっ
て、膜状にへばりついている。膜状に
へばりつくだけでしたら症状は出ない
のですが、人間の体の中は膜状になっ
たものが収縮するという特性を持って
いるので、網膜にへばりついたままこ
の膜が収縮をすると、網膜も引きずら
れて、ゆがんでしまったり、むくんで
しまったりする現象が起きます。これ
が黄斑前膜の正体です。
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織ですから、網膜を引っ張ることによ
って簡単に形が変わってしまいます。
網膜がゆがめば、フィルムがゆがむの
と同じで、正しい画像が得られず、結
局ゆがんだ形で脳の中に届くことにな
ります。
　山内　質問の症例は片方の目だけと
いう記載ですが、いかがでしょうか。
　郡司　片方の目に出る方のほうが多
いと思います。両側に前膜を持つ方も
いますが、ほとんどの方は片方で済ん
でいます。
　山内　軽いと症状は出ないと考えて
よいのですか。
　郡司　はい。出ません。
　山内　白内障との違いも出てくるで
しょうね。
　郡司　はい。先ほど申し上げました
とおり、白内障と好発年齢が重なりま
すので、白内障の手術を受けに行った
ら見つかるという方が多く、そのとき
に検査をしてゆがむようだと、「黄斑
の手術もいかがですか」と勧められる
と思います。ただし、ゆがみのない方
は、「今回は白内障だけ手術して、ゆ
がみが出たら次は黄斑の手術ですよ」
と言われるのではないかと思います。
　山内　診断ですが、OCTが非常に活
躍すると見てよいのでしょうね。
　郡司　はい。OCTの出現とともにこ
の病気の数がものすごく増えました。
以前は眼底を見たときに網膜の表面が
少しさざ波が立っているような、少し

てかてかしたような膜状の組織が見え
ると、これを黄斑上膜と呼んでいまし
たが、今はOCTでほぼ100％見つかり、
特別な読影能力がなくても簡単にわか
るので、非常に増えてきています。
　山内　治療薬はなさそうですね。
　郡司　はい、薬はありません。
　山内　そうなりますと、どういった
手術がなされるのでしょうか。
　郡司　膜が張っている状態ですので、
この膜を取ることが治療につながりま
す。硝子体手術といい、黒目のわきか
ら２～３㎜離れたところに３カ所穴を
あけて、１カ所からは目の中の水がな
くならないように水を絶えず流し、も
う１カ所からは目の中を照明、明るく
して、もう一つのところからカッター
と呼ばれる、目の中のゼリーを取るよ
うな特殊な器具で中をきれいにして、
同じようにごく細い鉗子を使って眼底
を見ながら直接膜を取っていくという
手術になります。
　山内　非常にたいへんな手術のよう
な感じがしますが、眼科医はこの手術
はかなり行うのでしょうか。
　郡司　眼科医が一番行うのは白内障
手術だと思いますが、それに比べると
少し経験豊富な術者が行う手術だと思
います。経験でいうと５年以上の術者
が多いのではないかと思います。以前
はこの手術は非常に難しく、名人芸の
ような手術でしたが、最近は眼科の手
術の器械、特に顕微鏡など観察系が非

　山内　黄斑上膜という言い方や、黄
斑ではなくて網膜という言い方もある
ようですが、このあたりはいかがでし
ょうか。
　郡司　黄斑上膜は黄斑前膜と全く同
じと考えていただいていいと思います。
保険病名としては前膜を使っているよ
うですが、教科書には上膜と書いてあ
るものもあります。ただ、網膜上膜も
しくは網膜前膜というのは黄斑以外の
ところにできるものを指していますが、
これはいわゆる特殊な機械を使って判
定することはできますが、患者さん側
にとってはほとんど症状が出ず、よほ
ど詳しく眼底検査をしないとわからな
いということがあります。
　山内　それもあって黄斑が強調され
ているのでしょうね。さて、先ほどの
お話ですと、これは加齢で出てくる病
気と考えてよいのでしょうか。
　郡司　はい。一般的な黄斑前膜は加
齢に伴って出ることが多く、おそらく
白内障の好発年齢と重なる時期が長い
ので、例えば白内障を調べに行ったら
黄斑前膜が見つかったという方が非常
に多いのではないかと思います。
　山内　具体的には60歳以降と考えて
よいのでしょうか。
　郡司　そうですね。60代以降で増え
ると思います。ただ、若い方にも黄斑
前膜に非常に似た病気で、黄斑パッカ
ーという病気があります。これは網膜
剝離などを起こした方が、網膜剝離の

手術の後に起こす後遺症みたいな病気
で、黄斑に膜が張る病気です。ただ、
成分が全く違いますので、厳密にいう
と黄斑前膜とは言わないと思います。
　山内　こちらのほうは少したちが悪
いのですね。高齢者すべてに出てくる
わけではないのですが、何かリスクフ
ァクターがあるのでしょうか。
　郡司　リスクファクターとしては、
ぶどう膜炎という目の中の炎症性の病
気や血管が閉塞する病気が幾つかあり
ますので、そういったものを患ってい
る方は黄斑前膜になりやすいと思いま
す。ただ、そういった病気がなくても、
ごく普通に黄斑前膜は起こりますので、
なるかならないかはある程度運による
ということもあるでしょう。
　山内　まず、症状で気づくと見てよ
いのですね。
　郡司　大概の方は症状が出ないとき
に見つかっています。症状が出てから
見つかる方はけっこう進んだ状態で見
つかるか、もしくは利き目のほうに黄
斑前膜が出ると気がつくことが多いよ
うですが、利き目ではないほうに起こ
っても気がつかないで過ごされている
方が多いと思います。
　山内　視力障害も当然出てきますが、
有名なのが直線のゆがみといったもの
ですね。かなり特徴的なものと考えて
よいのでしょうか。
　郡司　はい。この特徴はゆがみです。
ゆがみは、網膜そのものは軟らかい組
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織ですから、網膜を引っ張ることによ
って簡単に形が変わってしまいます。
網膜がゆがめば、フィルムがゆがむの
と同じで、正しい画像が得られず、結
局ゆがんだ形で脳の中に届くことにな
ります。
　山内　質問の症例は片方の目だけと
いう記載ですが、いかがでしょうか。
　郡司　片方の目に出る方のほうが多
いと思います。両側に前膜を持つ方も
いますが、ほとんどの方は片方で済ん
でいます。
　山内　軽いと症状は出ないと考えて
よいのですか。
　郡司　はい。出ません。
　山内　白内障との違いも出てくるで
しょうね。
　郡司　はい。先ほど申し上げました
とおり、白内障と好発年齢が重なりま
すので、白内障の手術を受けに行った
ら見つかるという方が多く、そのとき
に検査をしてゆがむようだと、「黄斑
の手術もいかがですか」と勧められる
と思います。ただし、ゆがみのない方
は、「今回は白内障だけ手術して、ゆ
がみが出たら次は黄斑の手術ですよ」
と言われるのではないかと思います。
　山内　診断ですが、OCTが非常に活
躍すると見てよいのでしょうね。
　郡司　はい。OCTの出現とともにこ
の病気の数がものすごく増えました。
以前は眼底を見たときに網膜の表面が
少しさざ波が立っているような、少し

てかてかしたような膜状の組織が見え
ると、これを黄斑上膜と呼んでいまし
たが、今はOCTでほぼ100％見つかり、
特別な読影能力がなくても簡単にわか
るので、非常に増えてきています。
　山内　治療薬はなさそうですね。
　郡司　はい、薬はありません。
　山内　そうなりますと、どういった
手術がなされるのでしょうか。
　郡司　膜が張っている状態ですので、
この膜を取ることが治療につながりま
す。硝子体手術といい、黒目のわきか
ら２～３㎜離れたところに３カ所穴を
あけて、１カ所からは目の中の水がな
くならないように水を絶えず流し、も
う１カ所からは目の中を照明、明るく
して、もう一つのところからカッター
と呼ばれる、目の中のゼリーを取るよ
うな特殊な器具で中をきれいにして、
同じようにごく細い鉗子を使って眼底
を見ながら直接膜を取っていくという
手術になります。
　山内　非常にたいへんな手術のよう
な感じがしますが、眼科医はこの手術
はかなり行うのでしょうか。
　郡司　眼科医が一番行うのは白内障
手術だと思いますが、それに比べると
少し経験豊富な術者が行う手術だと思
います。経験でいうと５年以上の術者
が多いのではないかと思います。以前
はこの手術は非常に難しく、名人芸の
ような手術でしたが、最近は眼科の手
術の器械、特に顕微鏡など観察系が非

　山内　黄斑上膜という言い方や、黄
斑ではなくて網膜という言い方もある
ようですが、このあたりはいかがでし
ょうか。
　郡司　黄斑上膜は黄斑前膜と全く同
じと考えていただいていいと思います。
保険病名としては前膜を使っているよ
うですが、教科書には上膜と書いてあ
るものもあります。ただ、網膜上膜も
しくは網膜前膜というのは黄斑以外の
ところにできるものを指していますが、
これはいわゆる特殊な機械を使って判
定することはできますが、患者さん側
にとってはほとんど症状が出ず、よほ
ど詳しく眼底検査をしないとわからな
いということがあります。
　山内　それもあって黄斑が強調され
ているのでしょうね。さて、先ほどの
お話ですと、これは加齢で出てくる病
気と考えてよいのでしょうか。
　郡司　はい。一般的な黄斑前膜は加
齢に伴って出ることが多く、おそらく
白内障の好発年齢と重なる時期が長い
ので、例えば白内障を調べに行ったら
黄斑前膜が見つかったという方が非常
に多いのではないかと思います。
　山内　具体的には60歳以降と考えて
よいのでしょうか。
　郡司　そうですね。60代以降で増え
ると思います。ただ、若い方にも黄斑
前膜に非常に似た病気で、黄斑パッカ
ーという病気があります。これは網膜
剝離などを起こした方が、網膜剝離の

手術の後に起こす後遺症みたいな病気
で、黄斑に膜が張る病気です。ただ、
成分が全く違いますので、厳密にいう
と黄斑前膜とは言わないと思います。
　山内　こちらのほうは少したちが悪
いのですね。高齢者すべてに出てくる
わけではないのですが、何かリスクフ
ァクターがあるのでしょうか。
　郡司　リスクファクターとしては、
ぶどう膜炎という目の中の炎症性の病
気や血管が閉塞する病気が幾つかあり
ますので、そういったものを患ってい
る方は黄斑前膜になりやすいと思いま
す。ただ、そういった病気がなくても、
ごく普通に黄斑前膜は起こりますので、
なるかならないかはある程度運による
ということもあるでしょう。
　山内　まず、症状で気づくと見てよ
いのですね。
　郡司　大概の方は症状が出ないとき
に見つかっています。症状が出てから
見つかる方はけっこう進んだ状態で見
つかるか、もしくは利き目のほうに黄
斑前膜が出ると気がつくことが多いよ
うですが、利き目ではないほうに起こ
っても気がつかないで過ごされている
方が多いと思います。
　山内　視力障害も当然出てきますが、
有名なのが直線のゆがみといったもの
ですね。かなり特徴的なものと考えて
よいのでしょうか。
　郡司　はい。この特徴はゆがみです。
ゆがみは、網膜そのものは軟らかい組
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常に発達したので、比較的経験の少な
い術者でもうまく手術できるようにな
ってきました。
　山内　ただ、まだまだ難しそうです
ね。
　郡司　そうですね。
　山内　手術の後、術後の管理もなか
なかたいへんな感じがしますが、いか
がでしょうか。
　郡司　術後の管理は目薬を差す回数
が非常に多いので、ここが少したいへ
んですが、基本的には黄斑前膜の場合
はただ普通に生活をして、目薬を日に
何回か差すことでいけると思います。
ただ、似たような病気で黄斑円孔とい
う病気があり、こちらは術後にうつむ
きの姿勢をしばらくとらなければいけ
ません。似た名前ですが、治療法は全
く異なります。こちらは比較的、術後
がたいへんだという患者さんの話はう
かがいます。
　山内　ずっとうつぶせになるのです
ね。
　郡司　そうです。
　山内　確かにたいへんな感じがしま
すが、黄斑前膜に関してはさほど大き
なトラブルはないのでしょうか。
　郡司　そうですね。手術そのものは
大きなトラブルはありませんが、ただ、

手術ですので、100％ということはあ
りません。ごくまれに例えば網膜剝離
を起こしたり、黄斑前膜の処理中にい
わゆる黄斑部に傷をつけてしまったり
ということはあります。
　山内　術後感染はそれほど多くない
のでしょうか。
　郡司　術後感染は白内障と同じレベ
ルですから、きちんと目薬を定期的に
差していただければ問題なく経過する
と思います。
　山内　白内障にも絡むのですが、高
齢者が多く少し認知症にかかってきそ
うな年齢になります。先生方はどのあ
たりまで手術可能と考えていますか。
　郡司　80代までは、しっかりした方
であれば可能だと思います。もちろん、
90歳過ぎて受ける方もいますが、一般
的には80代ではないでしょうか。
　山内　何らかの理由で手術ができな
い方、進行予防といったものはいかが
でしょうか。
　郡司　予防法はありませんので、手
術が一番いいのですが、手術を受けな
くても、失明に至ることはまずありま
せん。ゆがみが少し強くなって少し不
自由を感じる、その程度だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　中村治雄）

将来展望と課題

　中村　黒木先生に企画をいただいた
「遠隔医療・オンライン診療の現状と
課題」という番組の最初なのですが、
その沿革といいますか、始まりの部分
と問題点と将来展望、それに加えて国
に対する先生の印象なども含めてお話
をいただけるとありがたいと思います。
　それでは、オンライン診療がどのく
らい前から始まったのか、教えていた
だけますか。
　黒木　日本においては1990年代、ち
ょうど今でいうガラケー、携帯電話が
出始めた頃に、それを使って遠方の患
者さんを診察し始めた先駆的な医師が
いらっしゃいました。その後、インタ
ーネットの性能も非常によくなって、
離れた診療所と病院で画像の交換がで
きるようになり、画像診断を離れた場
所の専門医にお願いするようなことも、
一部の医師の間でされるようになりま
した。日本においては1990年代がオン
ライン診療の嚆矢であったと思います。
　1997年に医師法の20条の中にこうい
った遠隔の医療が医療として位置づけ

られました。それから20年ほどたって
2015年に「遠隔診療は離島、僻地は例
示である」という通知が出ました。こ
れは離島、僻地に限らない、つまり、
どこでもやっていいという意味で、今
のオンライン診療の始まりであったと
いえます。
　その後、2018年に厚生労働省の医政
局からオンライン診療に関する指針と
いうものが出まして、医師法の中でオ
ンライン診療が位置づけされ、ちょう
どこの頃に遠隔診療という言い方から
オンライン診療という言い方に変わり
ました。同時に、2018年に診療報酬体
系の中にオンライン診療が組み込まれ
たという経緯です。
　中村　私は、しばらく防衛医科大学
校にいたのですが、当時、災害医療と
か、場合によると戦場での医療とか、
そういったものも遠隔医療の中に入る
のではないかといわれて、その辺の研
究をしているグループがありました。
　黒木　おっしゃるとおりで、いわゆ
る遠隔医療と大きくいうと、例えば離
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常に発達したので、比較的経験の少な
い術者でもうまく手術できるようにな
ってきました。
　山内　ただ、まだまだ難しそうです
ね。
　郡司　そうですね。
　山内　手術の後、術後の管理もなか
なかたいへんな感じがしますが、いか
がでしょうか。
　郡司　術後の管理は目薬を差す回数
が非常に多いので、ここが少したいへ
んですが、基本的には黄斑前膜の場合
はただ普通に生活をして、目薬を日に
何回か差すことでいけると思います。
ただ、似たような病気で黄斑円孔とい
う病気があり、こちらは術後にうつむ
きの姿勢をしばらくとらなければいけ
ません。似た名前ですが、治療法は全
く異なります。こちらは比較的、術後
がたいへんだという患者さんの話はう
かがいます。
　山内　ずっとうつぶせになるのです
ね。
　郡司　そうです。
　山内　確かにたいへんな感じがしま
すが、黄斑前膜に関してはさほど大き
なトラブルはないのでしょうか。
　郡司　そうですね。手術そのものは
大きなトラブルはありませんが、ただ、

手術ですので、100％ということはあ
りません。ごくまれに例えば網膜剝離
を起こしたり、黄斑前膜の処理中にい
わゆる黄斑部に傷をつけてしまったり
ということはあります。
　山内　術後感染はそれほど多くない
のでしょうか。
　郡司　術後感染は白内障と同じレベ
ルですから、きちんと目薬を定期的に
差していただければ問題なく経過する
と思います。
　山内　白内障にも絡むのですが、高
齢者が多く少し認知症にかかってきそ
うな年齢になります。先生方はどのあ
たりまで手術可能と考えていますか。
　郡司　80代までは、しっかりした方
であれば可能だと思います。もちろん、
90歳過ぎて受ける方もいますが、一般
的には80代ではないでしょうか。
　山内　何らかの理由で手術ができな
い方、進行予防といったものはいかが
でしょうか。
　郡司　予防法はありませんので、手
術が一番いいのですが、手術を受けな
くても、失明に至ることはまずありま
せん。ゆがみが少し強くなって少し不
自由を感じる、その程度だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　中村治雄）

将来展望と課題

　中村　黒木先生に企画をいただいた
「遠隔医療・オンライン診療の現状と
課題」という番組の最初なのですが、
その沿革といいますか、始まりの部分
と問題点と将来展望、それに加えて国
に対する先生の印象なども含めてお話
をいただけるとありがたいと思います。
　それでは、オンライン診療がどのく
らい前から始まったのか、教えていた
だけますか。
　黒木　日本においては1990年代、ち
ょうど今でいうガラケー、携帯電話が
出始めた頃に、それを使って遠方の患
者さんを診察し始めた先駆的な医師が
いらっしゃいました。その後、インタ
ーネットの性能も非常によくなって、
離れた診療所と病院で画像の交換がで
きるようになり、画像診断を離れた場
所の専門医にお願いするようなことも、
一部の医師の間でされるようになりま
した。日本においては1990年代がオン
ライン診療の嚆矢であったと思います。
　1997年に医師法の20条の中にこうい
った遠隔の医療が医療として位置づけ

られました。それから20年ほどたって
2015年に「遠隔診療は離島、僻地は例
示である」という通知が出ました。こ
れは離島、僻地に限らない、つまり、
どこでもやっていいという意味で、今
のオンライン診療の始まりであったと
いえます。
　その後、2018年に厚生労働省の医政
局からオンライン診療に関する指針と
いうものが出まして、医師法の中でオ
ンライン診療が位置づけされ、ちょう
どこの頃に遠隔診療という言い方から
オンライン診療という言い方に変わり
ました。同時に、2018年に診療報酬体
系の中にオンライン診療が組み込まれ
たという経緯です。
　中村　私は、しばらく防衛医科大学
校にいたのですが、当時、災害医療と
か、場合によると戦場での医療とか、
そういったものも遠隔医療の中に入る
のではないかといわれて、その辺の研
究をしているグループがありました。
　黒木　おっしゃるとおりで、いわゆ
る遠隔医療と大きくいうと、例えば離
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多くの人が使っているようなWeb会議
用の汎用システムもあります。一方で
は、オンライン診療に特化した専用の
システムもあります。コストは様々で
すが、どれを導入するにしても、普通
の診療所レベルでしたらそれほど大き
なコストはかかりません。
　もう一つ、医療側あるいは患者さん
側も気をつけなければいけないのは、
セキュリティです。ウェブ上の情報が
勝手に拡散してしまうことのないよう
に、システムを導入する際は医療側が
責任を持たなければいけない。患者さ
んにはセキュリティをきちんとすると
いうことを、私たちのほうから話して
おかなければいけないと思います。
　中村　例えば、血液の検査をしたい
という患者さんが出た場合、どなたか
に取っていただいて検査センターに送
り、結果を主治医が判定するというこ
とでしょうか。
　黒木　幾つかやり方があると思うの
ですが、一つはオンライン上で、あな
たはこれとこれとこれを検査してほし
い。情報提供書を書くので、近くの診
療所に行ってもらって、ドクター同士
が情報をやり取りして検査をやっても
らう。結果をまた返してもらって、そ
の結果を患者さんにオンラインで話を
する。
　もう一つは、検査だけやってくれる
施設があったら、オンライン上でオー
ダーを出して患者さんに行ってもらっ

て検査をお願いし、結果を患者さんに
お話しする。そういうことは可能であ
ると思います。
　中村　黒木先生は厚生労働省の「指
針検討会」で、様々な立場の方々と、
オンライン診療についての検討を続け
ているとうかがっています。先生の立
場から見た国の姿勢というのはいかが
でしょう。
　黒木　国は長らくオンライン診療に
関してはたいへん慎重な姿勢だったの
ですが、新型コロナ感染拡大を受けて、
非対面の診療という優位性を認め、オ
ンライン診療を積極的に進めています。
ただ、慎重です。さらに、コロナだか
ら進めるというよりも、やってみたら
けっこういろいろな層の患者さんが使
っていて、若年者もけっこう多い。将
来は多くの医師がオンライン診療を使
って、多くの住民がそれを享受できる
ようになる。こういう体制を国として
は目指しているのではないかと思いま
す。ただ、そのためには慎重で適切な
普及が必要だろうという姿勢だと思い
ます。
　中村　そうしますと、機材の進歩も
さることながら、医師のトレーニング
が大事ですね。
　黒木　これからはウェブ上でいかに
患者さんと意思疎通するか。それから、
ウェブ上でわかることもけっこうあり
ますので、その辺のトレーニングなど、
新しい領域があると思います。

れたところ同士で画像交換する。いろ
いろな患者さんの生体情報を受け取る。
その遠隔医療の中の一つがオンライン
診療です。
　それから、災害医療や戦地に関連す
ると、極端な話、離れた場所で傷つい
た兵士のオペの指示を出す。傷ついた
兵士は別の場所にいて、この２つをつ
なげて、術者はこっちにいて、こちら
からロボット手術ですね、そういった
ものを行うという試みも一時ありまし
た。それは持続していないのですが、
そういったものも含めて遠隔医療と大
きくいえるのではないかと思います。
　中村　それでは、問題点を教えてい
ただきたいのですが、オンライン診療
は患者さんにとってメリットになるも
のが大きいと思うのですが、患者さん
を診たときに、触診というのがオンラ
インでどの程度可能なのか、ちょっと
不安でもあります。
　黒木　オンライン診療というのは、
ウェブ上での患者さんとの対話ですか
ら、当然患者さんにさわることはでき
ません。処置をしたり、検査をしたり
することもできない点で限界はありま
す。ただ、それはあくまでもウェブ上
での診察の特性なわけで、さわれない
から、処置ができないから劣っている
わけではないと思います。つまり、ウ
ェブ上で患者さんと顔を合わせて話を
聞くという、その範囲でできる診療を
行えばよい。これはオンライン診療の

特徴であるし、限界でもあるのですが、
やはりウェブ上で患者さんがアクセス
できる利点は、時間、空間の制約から
解き放たれることです。医療へのアク
セスを格段によくしますので、ここが
大きな利点であろうと思います。
　中村　そうしますと、医療側からい
かに上手に患者さんから聞き出すか、
そのテクニックなど難しいですね。
　黒木　おっしゃるとおりです。結局、
ウェブ上での診療というのはまだ始ま
ったばかりで、医師も、あるいは患者
さんご自身も慣れない。これからの課
題としては、オンライン診療を使った
診断をどうするか。いってみれば、オ
ンライン診療の診断学とでもいうべき
領域を研究しなければいけないと思い
ます。
　中村　打腱器で反射を見ようと思っ
ても、できないですから、それをどう
するか。
　黒木　患者さんからいかに問診で情
報を引き出すか、そこだと思います。
ただ、打腱器を使えないという限界を
踏まえた上で、医師はこの条件の中で
どこまでできるかを自覚しておく必要
はあると思います。
　中村　そうしますと、次に医療経済
側の問題はいかがでしょうか。これは
高い機器を入れないといけないとか、
幾つかコストの面が絡むと思います。
　黒木　ウェブ上での診療のためには
いろいろなシステムがありまして、今、
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多くの人が使っているようなWeb会議
用の汎用システムもあります。一方で
は、オンライン診療に特化した専用の
システムもあります。コストは様々で
すが、どれを導入するにしても、普通
の診療所レベルでしたらそれほど大き
なコストはかかりません。
　もう一つ、医療側あるいは患者さん
側も気をつけなければいけないのは、
セキュリティです。ウェブ上の情報が
勝手に拡散してしまうことのないよう
に、システムを導入する際は医療側が
責任を持たなければいけない。患者さ
んにはセキュリティをきちんとすると
いうことを、私たちのほうから話して
おかなければいけないと思います。
　中村　例えば、血液の検査をしたい
という患者さんが出た場合、どなたか
に取っていただいて検査センターに送
り、結果を主治医が判定するというこ
とでしょうか。
　黒木　幾つかやり方があると思うの
ですが、一つはオンライン上で、あな
たはこれとこれとこれを検査してほし
い。情報提供書を書くので、近くの診
療所に行ってもらって、ドクター同士
が情報をやり取りして検査をやっても
らう。結果をまた返してもらって、そ
の結果を患者さんにオンラインで話を
する。
　もう一つは、検査だけやってくれる
施設があったら、オンライン上でオー
ダーを出して患者さんに行ってもらっ

て検査をお願いし、結果を患者さんに
お話しする。そういうことは可能であ
ると思います。
　中村　黒木先生は厚生労働省の「指
針検討会」で、様々な立場の方々と、
オンライン診療についての検討を続け
ているとうかがっています。先生の立
場から見た国の姿勢というのはいかが
でしょう。
　黒木　国は長らくオンライン診療に
関してはたいへん慎重な姿勢だったの
ですが、新型コロナ感染拡大を受けて、
非対面の診療という優位性を認め、オ
ンライン診療を積極的に進めています。
ただ、慎重です。さらに、コロナだか
ら進めるというよりも、やってみたら
けっこういろいろな層の患者さんが使
っていて、若年者もけっこう多い。将
来は多くの医師がオンライン診療を使
って、多くの住民がそれを享受できる
ようになる。こういう体制を国として
は目指しているのではないかと思いま
す。ただ、そのためには慎重で適切な
普及が必要だろうという姿勢だと思い
ます。
　中村　そうしますと、機材の進歩も
さることながら、医師のトレーニング
が大事ですね。
　黒木　これからはウェブ上でいかに
患者さんと意思疎通するか。それから、
ウェブ上でわかることもけっこうあり
ますので、その辺のトレーニングなど、
新しい領域があると思います。

れたところ同士で画像交換する。いろ
いろな患者さんの生体情報を受け取る。
その遠隔医療の中の一つがオンライン
診療です。
　それから、災害医療や戦地に関連す
ると、極端な話、離れた場所で傷つい
た兵士のオペの指示を出す。傷ついた
兵士は別の場所にいて、この２つをつ
なげて、術者はこっちにいて、こちら
からロボット手術ですね、そういった
ものを行うという試みも一時ありまし
た。それは持続していないのですが、
そういったものも含めて遠隔医療と大
きくいえるのではないかと思います。
　中村　それでは、問題点を教えてい
ただきたいのですが、オンライン診療
は患者さんにとってメリットになるも
のが大きいと思うのですが、患者さん
を診たときに、触診というのがオンラ
インでどの程度可能なのか、ちょっと
不安でもあります。
　黒木　オンライン診療というのは、
ウェブ上での患者さんとの対話ですか
ら、当然患者さんにさわることはでき
ません。処置をしたり、検査をしたり
することもできない点で限界はありま
す。ただ、それはあくまでもウェブ上
での診察の特性なわけで、さわれない
から、処置ができないから劣っている
わけではないと思います。つまり、ウ
ェブ上で患者さんと顔を合わせて話を
聞くという、その範囲でできる診療を
行えばよい。これはオンライン診療の

特徴であるし、限界でもあるのですが、
やはりウェブ上で患者さんがアクセス
できる利点は、時間、空間の制約から
解き放たれることです。医療へのアク
セスを格段によくしますので、ここが
大きな利点であろうと思います。
　中村　そうしますと、医療側からい
かに上手に患者さんから聞き出すか、
そのテクニックなど難しいですね。
　黒木　おっしゃるとおりです。結局、
ウェブ上での診療というのはまだ始ま
ったばかりで、医師も、あるいは患者
さんご自身も慣れない。これからの課
題としては、オンライン診療を使った
診断をどうするか。いってみれば、オ
ンライン診療の診断学とでもいうべき
領域を研究しなければいけないと思い
ます。
　中村　打腱器で反射を見ようと思っ
ても、できないですから、それをどう
するか。
　黒木　患者さんからいかに問診で情
報を引き出すか、そこだと思います。
ただ、打腱器を使えないという限界を
踏まえた上で、医師はこの条件の中で
どこまでできるかを自覚しておく必要
はあると思います。
　中村　そうしますと、次に医療経済
側の問題はいかがでしょうか。これは
高い機器を入れないといけないとか、
幾つかコストの面が絡むと思います。
　黒木　ウェブ上での診療のためには
いろいろなシステムがありまして、今、
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　中村　先生は長年、この領域で奮闘
されていますが、どういった将来性の
問題があるのでしょうか。
　黒木　やはり将来はオンライン診療
という方法が普通の診療の一つになる
と思います。外来診療をやるのと同じ
ように、在宅に出かけるのと同じよう
に、あなたは今日は調子がいいからオ
ンラインでいいだろうと、どこの診療
所でも病院でも使えるようになって、
医師も患者さんもそれを一つの選択肢
として選べる。こういう独立した診療
の形態として普及すること。これが将
来像だろうと思っています。

　中村　最後に、コスト・アンド・ベ
ネフィットはいかがですか。
　黒木　どのような点数をつけるか次
第ですが、こういった情報通信機器の
コストというのはかなり下がっていま
す。一方、患者さんの手間、医師側も
ちょっと手間がかかるのですが、これ
は問題にはならないのではないかと思
います。そして、患者さんの病気の管
理もよくなりますし、アクセスがよく
なりますから、結局管理がよくなりま
す。オンライン診療は使い方次第で非
常によいものになると思います。
　中村　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

日本医師会副会長
今　村　　聡

（聞き手　中村治雄）

地域医療のなかのオンライン診療

　中村　本日は地域医療のなかのオン
ライン診療ということで、日本医師会
の考えをお教えいただければありがた
いと思います。もちろん、まだ検討中
のところも多いかと思いますので、そ
の辺は今村先生の個人的なご意見をご
教示お願いします。
　この問題、国はたいへん積極的なよ
うに見えるのですが、私どもとしては、
対面診療で、さわれていた患者さんに
さわれなくなったとか、初診で情報が
少ないような場合、うまくいくのかと
いう不安があるのですが、日本医師会
としての立場はどのようになっていま
すか。
　今村　まず、イノベーションが進ん
できて、医療のあり方も従来と変わっ
てくることは当然あると思います。特
に昨今、ICT、AIの進歩がありますが、
医療は対面診療が基本であると考えま
す。しかし、高齢化が進む中で医療へ
のアクセスが日本でも少し悪くなって
きていることもあるでしょう。地方で
高齢の方が自由に移動できなくなって

医療機関に通えないとか、在宅医療が
増えてくるという現状もある中で、医
療の一つの形態として、こういったオ
ンライン診療もありうるということで
す。日本医師会の基本的な立場は、対
面の補完として上手にオンライン診療
を組み合わせることによって患者さん
の情報をより得られるなど、医療の質
が高まることに期待しています。
　したがって、初診からのオンライン
診療というのは極めて限定的なもので
あると考えています。ご存じのとおり、
今オンライン診療で得られる情報とい
うのは、対面診療で得られる情報に比
べると、限定的なものですので、初診
の対象になる疾病については検討が必
要だと思います。その上で患者さんの
状態を診て適切に医療者がオンライン
で診療できるかどうか判断をした上で
行われるものでなければいけないので、
オンライン診療ですべての疾病に対応
するということは、医療安全とか医療
の質の観点から問題があるのではない
かと思います。今、国の検討会でも、
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　中村　先生は長年、この領域で奮闘
されていますが、どういった将来性の
問題があるのでしょうか。
　黒木　やはり将来はオンライン診療
という方法が普通の診療の一つになる
と思います。外来診療をやるのと同じ
ように、在宅に出かけるのと同じよう
に、あなたは今日は調子がいいからオ
ンラインでいいだろうと、どこの診療
所でも病院でも使えるようになって、
医師も患者さんもそれを一つの選択肢
として選べる。こういう独立した診療
の形態として普及すること。これが将
来像だろうと思っています。

　中村　最後に、コスト・アンド・ベ
ネフィットはいかがですか。
　黒木　どのような点数をつけるか次
第ですが、こういった情報通信機器の
コストというのはかなり下がっていま
す。一方、患者さんの手間、医師側も
ちょっと手間がかかるのですが、これ
は問題にはならないのではないかと思
います。そして、患者さんの病気の管
理もよくなりますし、アクセスがよく
なりますから、結局管理がよくなりま
す。オンライン診療は使い方次第で非
常によいものになると思います。
　中村　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

日本医師会副会長
今　村　　聡

（聞き手　中村治雄）

地域医療のなかのオンライン診療

　中村　本日は地域医療のなかのオン
ライン診療ということで、日本医師会
の考えをお教えいただければありがた
いと思います。もちろん、まだ検討中
のところも多いかと思いますので、そ
の辺は今村先生の個人的なご意見をご
教示お願いします。
　この問題、国はたいへん積極的なよ
うに見えるのですが、私どもとしては、
対面診療で、さわれていた患者さんに
さわれなくなったとか、初診で情報が
少ないような場合、うまくいくのかと
いう不安があるのですが、日本医師会
としての立場はどのようになっていま
すか。
　今村　まず、イノベーションが進ん
できて、医療のあり方も従来と変わっ
てくることは当然あると思います。特
に昨今、ICT、AIの進歩がありますが、
医療は対面診療が基本であると考えま
す。しかし、高齢化が進む中で医療へ
のアクセスが日本でも少し悪くなって
きていることもあるでしょう。地方で
高齢の方が自由に移動できなくなって

医療機関に通えないとか、在宅医療が
増えてくるという現状もある中で、医
療の一つの形態として、こういったオ
ンライン診療もありうるということで
す。日本医師会の基本的な立場は、対
面の補完として上手にオンライン診療
を組み合わせることによって患者さん
の情報をより得られるなど、医療の質
が高まることに期待しています。
　したがって、初診からのオンライン
診療というのは極めて限定的なもので
あると考えています。ご存じのとおり、
今オンライン診療で得られる情報とい
うのは、対面診療で得られる情報に比
べると、限定的なものですので、初診
の対象になる疾病については検討が必
要だと思います。その上で患者さんの
状態を診て適切に医療者がオンライン
で診療できるかどうか判断をした上で
行われるものでなければいけないので、
オンライン診療ですべての疾病に対応
するということは、医療安全とか医療
の質の観点から問題があるのではない
かと思います。今、国の検討会でも、
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　中村　これは医師側もかなり勉強し
ないといけないかと思うのですが。
　今村　今、オンライン診療をやって
おられる医師の中にはこれはとてもい
い医療だとおっしゃる方もそれなりに
いますが、全く今まで経験のない医師
にとっては今までの医療の常識とは違
っている部分も非常にあるので、オン
ライン診療については指針が出ていて、
このように実施してくださいというル
ールを示しています。今、オンライン
診療をされている医師の中には、指針
を読まないで実施されている方たちが
いるのも事実なので、まずはそういう
ルールがあることを理解していただか
なければいけません。それから、オン
ライン診療に伴うシステムなどに関す
る技術的な勉強もある程度していかな
いと、質の高いオンライン診療ができ
ないと思います。
　中村　全くそのとおりですね。実際
にはこういった場合に医師と患者さん
のプライバシーもかなりしっかり守っ
ていかないと、個人情報が流れてしま
う可能性もあるのですね。
　今村　性善説であれば、当然医師と
患者の関係の中で個人情報は守られる
のが当たり前ですが、患者さんがオン
ライン診療で入ってこられたときに、
医師の側のプライバシーというものも
あります。実は女性の医師がオンライ
ン診療をされていたときに患者さんの
ほうでその画像を撮って、私の主治医

はこんな美しい先生だとネットで流し
たことがあったそうです。これでは医
師の側のプライバシーは守られない。
同じように、患者さん側の情報が守ら
れないこともありえます。例えば、診
察で胸を見せてくださいというときに、
それを写真に撮られて流されてしまう
とたいへんなことになります。そうい
うことが起こらないように、プライバ
シーとか機微に触れる医療情報をどの
ように守っていくのかも、たいへん大
きな課題だと思います。
　中村　実際に先生がご指摘のように、
訴訟につながる可能性を持つのですね。
　今村　そうですね。
　中村　先ほど自由診療のときもあっ
たというお話をお聞きしました。健康
相談のようなことは可能なのですか。
　今村　もちろんそうですね。診療に
入る前に、患者さんは新型コロナ感染
症禍で自分の健康に対する不安を持っ
ていますから、まずは健康相談をされ、
内容をうかがった上で受診勧奨を医療
側がする。さらには、この状態だった
ら診療しても大丈夫ということで診療
につながるという段階があるわけです
が、その線引きが今のところあまり明
確ではないので、そういったところも
整理をしていく必要があると思ってい
ます。
　中村　日本医師会ではオンライン診
療に関しての実績のようなものはある
のでしょうか。

どういった状況、どういった患者さん
にオンライン診療を適切に行うことが
できるかのルールづくりをしていると
理解しています。
　中村　いつ頃でき上がるのでしょう
か。
　今村　今、新型コロナ感染症拡大の
中で行われている時限的特例的措置が
続いています。新型コロナ感染症が収
束したときに新たなオンライン診療の
あり方をどうするかという議論だと思
うのですが、ご存じのとおり、今また
新型コロナ感染症が拡大している状況
の中で、早急に時限的特例後のオンラ
イン診療のあり方を決める必要はない
のではないかと私自身は理解していま
す。これは政府の方針とか厚生労働省
の考え方もありますので、日本医師会
は医療の質、医療安全をしっかりとす
ることを提言していきたいと思います。
厚労大臣もおっしゃっていますが、信
頼と安全をはっきり強調されています
ので、そこに沿ってやっていきたいと
思っています。
　中村　私どもとしては、触診をどう
補完できるのか、かなり高価な機材を
準備しておかないとできないのかと思
ったり、経済的にも医療側にはかなり
の負担がかかるのかと思いますが。
　今村　ご指摘のとおりで、まず医療
機関側も設備をそろえるための費用の
問題をどう考えるのか。低コストで質
のよいオンライン診療の機材が医療側

に提供されなければならないと思って
います。今、先生からご指摘があった
触診の話もそうですし、例えば息苦し
いといったときに、診療所であれば酸
素飽和度を測定することは簡単にでき
るのですが、患者さんのお宅にそのよ
うな機器があることは期待できません。
そもそも患者さんが持っているものは
体温計とせいぜい血圧計だとか、そう
いった環境で得られる情報というのは
非常に限られていると思います。例え
ば、のどの腫れなどを、ペンライトを
患者さんが持っていれば、自分で照ら
して中を見てもらうことができるので
すが、そのような機器を持っている患
者さんはほとんどいないので、現状で
は得られる情報には限界があると思っ
ています。
　中村　今、診療報酬なども検討され
ているのですか。
　今村　2018年だったと思いますが、
もともと今まで自由診療の中で行われ
ていたオンライン診療を保険診療に位
置づけて、それで点数が設定されまし
た。そのときは、得られる情報が少な
いということで、通常の対面診療に比
べると少し低い点数になっているので
すが、国が設定する点数をどう位置づ
けるかということも、今後のオンライ
ン診療の普及に大きく影響すると思い
ます。今後、当然、中医協等の場で点
数の議論が行われていくことになると
思います。
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　中村　これは医師側もかなり勉強し
ないといけないかと思うのですが。
　今村　今、オンライン診療をやって
おられる医師の中にはこれはとてもい
い医療だとおっしゃる方もそれなりに
いますが、全く今まで経験のない医師
にとっては今までの医療の常識とは違
っている部分も非常にあるので、オン
ライン診療については指針が出ていて、
このように実施してくださいというル
ールを示しています。今、オンライン
診療をされている医師の中には、指針
を読まないで実施されている方たちが
いるのも事実なので、まずはそういう
ルールがあることを理解していただか
なければいけません。それから、オン
ライン診療に伴うシステムなどに関す
る技術的な勉強もある程度していかな
いと、質の高いオンライン診療ができ
ないと思います。
　中村　全くそのとおりですね。実際
にはこういった場合に医師と患者さん
のプライバシーもかなりしっかり守っ
ていかないと、個人情報が流れてしま
う可能性もあるのですね。
　今村　性善説であれば、当然医師と
患者の関係の中で個人情報は守られる
のが当たり前ですが、患者さんがオン
ライン診療で入ってこられたときに、
医師の側のプライバシーというものも
あります。実は女性の医師がオンライ
ン診療をされていたときに患者さんの
ほうでその画像を撮って、私の主治医

はこんな美しい先生だとネットで流し
たことがあったそうです。これでは医
師の側のプライバシーは守られない。
同じように、患者さん側の情報が守ら
れないこともありえます。例えば、診
察で胸を見せてくださいというときに、
それを写真に撮られて流されてしまう
とたいへんなことになります。そうい
うことが起こらないように、プライバ
シーとか機微に触れる医療情報をどの
ように守っていくのかも、たいへん大
きな課題だと思います。
　中村　実際に先生がご指摘のように、
訴訟につながる可能性を持つのですね。
　今村　そうですね。
　中村　先ほど自由診療のときもあっ
たというお話をお聞きしました。健康
相談のようなことは可能なのですか。
　今村　もちろんそうですね。診療に
入る前に、患者さんは新型コロナ感染
症禍で自分の健康に対する不安を持っ
ていますから、まずは健康相談をされ、
内容をうかがった上で受診勧奨を医療
側がする。さらには、この状態だった
ら診療しても大丈夫ということで診療
につながるという段階があるわけです
が、その線引きが今のところあまり明
確ではないので、そういったところも
整理をしていく必要があると思ってい
ます。
　中村　日本医師会ではオンライン診
療に関しての実績のようなものはある
のでしょうか。

どういった状況、どういった患者さん
にオンライン診療を適切に行うことが
できるかのルールづくりをしていると
理解しています。
　中村　いつ頃でき上がるのでしょう
か。
　今村　今、新型コロナ感染症拡大の
中で行われている時限的特例的措置が
続いています。新型コロナ感染症が収
束したときに新たなオンライン診療の
あり方をどうするかという議論だと思
うのですが、ご存じのとおり、今また
新型コロナ感染症が拡大している状況
の中で、早急に時限的特例後のオンラ
イン診療のあり方を決める必要はない
のではないかと私自身は理解していま
す。これは政府の方針とか厚生労働省
の考え方もありますので、日本医師会
は医療の質、医療安全をしっかりとす
ることを提言していきたいと思います。
厚労大臣もおっしゃっていますが、信
頼と安全をはっきり強調されています
ので、そこに沿ってやっていきたいと
思っています。
　中村　私どもとしては、触診をどう
補完できるのか、かなり高価な機材を
準備しておかないとできないのかと思
ったり、経済的にも医療側にはかなり
の負担がかかるのかと思いますが。
　今村　ご指摘のとおりで、まず医療
機関側も設備をそろえるための費用の
問題をどう考えるのか。低コストで質
のよいオンライン診療の機材が医療側

に提供されなければならないと思って
います。今、先生からご指摘があった
触診の話もそうですし、例えば息苦し
いといったときに、診療所であれば酸
素飽和度を測定することは簡単にでき
るのですが、患者さんのお宅にそのよ
うな機器があることは期待できません。
そもそも患者さんが持っているものは
体温計とせいぜい血圧計だとか、そう
いった環境で得られる情報というのは
非常に限られていると思います。例え
ば、のどの腫れなどを、ペンライトを
患者さんが持っていれば、自分で照ら
して中を見てもらうことができるので
すが、そのような機器を持っている患
者さんはほとんどいないので、現状で
は得られる情報には限界があると思っ
ています。
　中村　今、診療報酬なども検討され
ているのですか。
　今村　2018年だったと思いますが、
もともと今まで自由診療の中で行われ
ていたオンライン診療を保険診療に位
置づけて、それで点数が設定されまし
た。そのときは、得られる情報が少な
いということで、通常の対面診療に比
べると少し低い点数になっているので
すが、国が設定する点数をどう位置づ
けるかということも、今後のオンライ
ン診療の普及に大きく影響すると思い
ます。今後、当然、中医協等の場で点
数の議論が行われていくことになると
思います。
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　今村　日本医師会としては、国の審
議会で説明をしたり、オンライン診療
に熱心に取り組んでおられる先生方の
研究会に参加して、一生懸命まじめに
やっておられる医師がいることもよく
わかっていますが、すべてそのような
医師というわけではなく、必ずしも適
切に広がっているわけではない部分も
あります。特に自由診療の部分などで
はかなりルールを逸脱した診療が行わ
れていることも把握していますので、
新しい技術を医療に取り込んでいくた
めには適切に評価をした上で広げる必
要があると思います。
　中村　患者さん側からすると、A先
生はオンライン診療ができる、B先生
はできない。前もって標榜してくれる
というか、前もってわかるようなこと
があれば、患者さんとしては、A先生
のところに行こうかとか、B先生のと
ころへ行こうかというのを決めること
もできると思います。
　今村　その辺は、今、オンライン診

療を行っている医師にはご自分のホー
ムページ等でそういう掲示をされてい
る人も多いですが、逆にいうと、オン
ライン診療をしている、していないで
自分のかかりつけ医が変わるというこ
とがあってはいけないので、かかりつ
け医自身が診療形態の一部として、オ
ンライン診療を徐々にやっていくこと
が適切な広がり方ではないかと思って
います。
　中村　最後に、今村先生のほうで、
これがまだ問題だという点はあります
か。
　今村　今、課題がどんどん出てきて
いるところなので、広がっていった段
階でまた新しい課題も出てくるのでは
ないかと思っています。
　中村　そうしますと、このテーマで
お話をいただくのは、まだまだこれか
らも続く可能性があるということでし
ょうか。
　今村　そうですね。
　中村　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

医療法人社団鉄祐会理事長
武　藤　真　祐

（聞き手　大西　真）

地域医療とIoT、オンライン診療の実際

　大西　武藤先生、「地域医療とIoT、
オンライン診療の実際」というテーマ
でお話をうかがいます。
　まず、オンライン診療のあるべき姿
や今後の向かっていく方向性などにつ
いて先生のお考えを教えていただけま
すか。
　武藤　今回、新型コロナ感染症が拡
大して、オンライン診療が特例措置と
して広まっていると思うのですが、大
きく特例措置で変わった点としては３
つぐらいあります。１つは初診も大丈
夫になったということ。それから疾患
の制限がとれて、基本的にはどんな疾
患でも診ていいことになりました。そ
れから、診療報酬が以前よりは少し上
がったということがあります。
　ただ今後、この特例措置が恒久化さ
れるかという議論がある中で、私も実
際にオンライン診療を使ったり、もし
くはサービスを提供している中で思う
のですが、すべての初診がオンライン
診療でいいとは私も思いません。全く
情報もない中で動画を使って診るとい

うのは、誤診の可能性もありますし、
医師を守るという意味でも、患者さん
を守るという意味でも間違いがあって
はいけないだろうと思います。他院か
らの紹介も含めて、患者さんの情報が
少しでもあった上で、ビデオ動画を通
じてのオンライン診療は認められてい
くべきだと思います。電話等再診とい
うのは昔からあったと思うのですが、
電話だけで初診をするのもかなり危険
なので、これもあまりよくないと思っ
ています。
　あと、疾患については診ていいもの
も、診て危ないものもあって、例えば
急性腹症とかはオンライン診療にはな
じまないでしょうし、そのあたりは医
師の判断が尊重されるべきかと思って
います。
　大西　私も電話診療をやっています
が、長年のかかりつけで、血圧とか糖
尿病とか高脂血症等で比較的状態の安
定した方だと、お話をうかがえばだい
たいわかります。そういうものだった
らスムーズかといつも思っているので
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　今村　日本医師会としては、国の審
議会で説明をしたり、オンライン診療
に熱心に取り組んでおられる先生方の
研究会に参加して、一生懸命まじめに
やっておられる医師がいることもよく
わかっていますが、すべてそのような
医師というわけではなく、必ずしも適
切に広がっているわけではない部分も
あります。特に自由診療の部分などで
はかなりルールを逸脱した診療が行わ
れていることも把握していますので、
新しい技術を医療に取り込んでいくた
めには適切に評価をした上で広げる必
要があると思います。
　中村　患者さん側からすると、A先
生はオンライン診療ができる、B先生
はできない。前もって標榜してくれる
というか、前もってわかるようなこと
があれば、患者さんとしては、A先生
のところに行こうかとか、B先生のと
ころへ行こうかというのを決めること
もできると思います。
　今村　その辺は、今、オンライン診

療を行っている医師にはご自分のホー
ムページ等でそういう掲示をされてい
る人も多いですが、逆にいうと、オン
ライン診療をしている、していないで
自分のかかりつけ医が変わるというこ
とがあってはいけないので、かかりつ
け医自身が診療形態の一部として、オ
ンライン診療を徐々にやっていくこと
が適切な広がり方ではないかと思って
います。
　中村　最後に、今村先生のほうで、
これがまだ問題だという点はあります
か。
　今村　今、課題がどんどん出てきて
いるところなので、広がっていった段
階でまた新しい課題も出てくるのでは
ないかと思っています。
　中村　そうしますと、このテーマで
お話をいただくのは、まだまだこれか
らも続く可能性があるということでし
ょうか。
　今村　そうですね。
　中村　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

医療法人社団鉄祐会理事長
武　藤　真　祐

（聞き手　大西　真）

地域医療とIoT、オンライン診療の実際

　大西　武藤先生、「地域医療とIoT、
オンライン診療の実際」というテーマ
でお話をうかがいます。
　まず、オンライン診療のあるべき姿
や今後の向かっていく方向性などにつ
いて先生のお考えを教えていただけま
すか。
　武藤　今回、新型コロナ感染症が拡
大して、オンライン診療が特例措置と
して広まっていると思うのですが、大
きく特例措置で変わった点としては３
つぐらいあります。１つは初診も大丈
夫になったということ。それから疾患
の制限がとれて、基本的にはどんな疾
患でも診ていいことになりました。そ
れから、診療報酬が以前よりは少し上
がったということがあります。
　ただ今後、この特例措置が恒久化さ
れるかという議論がある中で、私も実
際にオンライン診療を使ったり、もし
くはサービスを提供している中で思う
のですが、すべての初診がオンライン
診療でいいとは私も思いません。全く
情報もない中で動画を使って診るとい

うのは、誤診の可能性もありますし、
医師を守るという意味でも、患者さん
を守るという意味でも間違いがあって
はいけないだろうと思います。他院か
らの紹介も含めて、患者さんの情報が
少しでもあった上で、ビデオ動画を通
じてのオンライン診療は認められてい
くべきだと思います。電話等再診とい
うのは昔からあったと思うのですが、
電話だけで初診をするのもかなり危険
なので、これもあまりよくないと思っ
ています。
　あと、疾患については診ていいもの
も、診て危ないものもあって、例えば
急性腹症とかはオンライン診療にはな
じまないでしょうし、そのあたりは医
師の判断が尊重されるべきかと思って
います。
　大西　私も電話診療をやっています
が、長年のかかりつけで、血圧とか糖
尿病とか高脂血症等で比較的状態の安
定した方だと、お話をうかがえばだい
たいわかります。そういうものだった
らスムーズかといつも思っているので
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れているのでしょうか。
　武藤　日本でも進んでいますが、特
にアメリカやイスラエルでこういった
技術は進んでいます。もともとは軍用
に利用されていた技術が民生利用され
ていることもあって、どんどん技術は
進んでいる。ただ、それを実臨床にど
う使うかは、まだまだこれからの課題
ではないかと思っています。
　大西　将来はAIと組み合わせて、医
師の仕事がだいぶ減るような気もする
のですがいかがですか。
　武藤　技術の進歩は進むと思います
が、とはいえ、医師と患者さんの人間
関係とか、最後は誰に言われるかで、
患者さんが行動や判断をするところも
あると思いますので、そこは残るので
はないかと思います。
　大西　特に地域とか地方とか介護の
現場だと、そのあたりは重要視される
かもしれませんね。
　武藤　そうですね。
　大西　今コロナウイルスが世界中に
蔓延してたいへんなことになっていま
すが、社会のあり方とか、だいぶ今後
様変わりしてくるような、デジタル化
などもかなり進むという予感もありま
すが、そのあたりは今後どのようにな
っていくと考えられるでしょうか。
　武藤　コロナで患者さんももちろん
たいへんですが、今回、医療従事者が
感染するのではないかという懸念が現
実のものになってきています。医療従

事者を守るという観点からも、必ずし
もオンライン診療だけではないのです
が、まずはオンラインで医療相談的に
受けて、そして必要であれば実際にき
ちんとしかるべき準備が整っている医
療機関を受診していただく。このよう
な流れが進むのではないかと思ってい
ます。日本の誇るべきものだと思いま
すが、今まではフリーアクセス、一方
で感染している人も逆にいえばどこで
も行けてしまったわけですから、この
あたりデジタルを使うことで医療従事
者を守るといった観点もあろうかと思
います。
　大西　先生は今、介護のことなど、
いろいろお仕事をされていて、デジタ
ルも利用されていると思います。その
辺の先生のご活動や研究を教えてくだ
さい。
　武藤　ありがとうございます。我々
は今、例えばがん患者さんに対してシ
ステムを提供しています。がん患者さ
んで特に化学療法を受けている方は、
様々な副作用が出ると思います。そう
いった副作用が出るタイミングや程度
は、医療従事者は経験的にわかってい
ることが多いと思うのですが、患者さ
んは大概は初めてのことなので、非常
に不安になったり、もしくは治療を中
断してしまうことがあると思います。
我々は患者さんが受けている治療に応
じて、少し先にこういったことが起こ
るのではないかということを、入力し

すが、初診でなかなかたいへんな場合
は誤診の可能性もあるということです
ね。
　武藤　はい。
　大西　特に今日のテーマである地域
医療では、こういうものが必要とされ
る場面も多いかと思いますが、地域医
療の観点から何かお考えはありますか。
　武藤　私も今、在宅医療をやってい
ますので、地域医療の中でも在宅を受
けている患者さんの中には、特に緊急
のときには動画を通じて話をしたほう
が、我々医師にとっても状態がわかり
やすいこともあります。あとは病院と
クリニックの医師が両方診ていくこと
があると思うのですが、必ずしも皆さ
ん、病院に行くのが容易ではないので、
病院の医師とはオンライン診療で、か
かりつけ医とは実際に対面でいくとい
った、いろいろな組み合わせが今後で
きるのではないかと思っています。
　大西　患者さん中心の医療というこ
とが叫ばれるようになってきています
が、患者報告アウトカムという概念を
教えていただけますか。
　武藤　今まで患者さんの様子は、基
本的に医師が問診をして状態把握をす
るのがほとんどだったと思うのですが、
昨今、海外を中心に、患者さんがどの
ように感じているかを医療に生かして
いこうという流れになっています。し
たがって、PRO、Patient reported out-
comeの略ですが、日常的に患者さん

にどのような症状があるか。例えば、
呼吸苦がどれくらいあるかとか、そう
いったものを聞き取っていく。日本に
は手帳の文化があるかと思いますが、
それをもう少し系統だてて聞いていく。
もしくは、最近ですと、それを電子的
に患者さんに入力していただいて、医
師がリモートでも見られるといったも
のが進んでいます。この根底にはQOL
評価が最終的な医療の目標だという考
え方もあるので、疾患を診るだけでは
なく、患者さんがどのように今の自分
の状態を感じているか、それをよくす
るための医療に使おうという流れにな
っていると思います。
　大西　オンライン診療をするにあた
って、最近は装着するデバイスが開発
されていますが、今後はかなり発展し
て利用されるようになってくるのでし
ょうか。
　武藤　最近では血液酸素飽和濃度を
測定できたり、心電図のモニタリング
や、24時間の血圧計をウェアラブル、
手首に巻いて測定できるものが出てき
ています。我々が今まで診察室で得て
いたようなデータを日常的に取りなが
ら、それらを診察に生かすことがデバ
イスの発展によってできるようになる
と思っています。
　大西　装着すると肺音とか心音まで
拾って、それがスマホに送られるとか、
そういった開発もされていると聞いて
います。そのあたりはいろいろ開発さ
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れているのでしょうか。
　武藤　日本でも進んでいますが、特
にアメリカやイスラエルでこういった
技術は進んでいます。もともとは軍用
に利用されていた技術が民生利用され
ていることもあって、どんどん技術は
進んでいる。ただ、それを実臨床にど
う使うかは、まだまだこれからの課題
ではないかと思っています。
　大西　将来はAIと組み合わせて、医
師の仕事がだいぶ減るような気もする
のですがいかがですか。
　武藤　技術の進歩は進むと思います
が、とはいえ、医師と患者さんの人間
関係とか、最後は誰に言われるかで、
患者さんが行動や判断をするところも
あると思いますので、そこは残るので
はないかと思います。
　大西　特に地域とか地方とか介護の
現場だと、そのあたりは重要視される
かもしれませんね。
　武藤　そうですね。
　大西　今コロナウイルスが世界中に
蔓延してたいへんなことになっていま
すが、社会のあり方とか、だいぶ今後
様変わりしてくるような、デジタル化
などもかなり進むという予感もありま
すが、そのあたりは今後どのようにな
っていくと考えられるでしょうか。
　武藤　コロナで患者さんももちろん
たいへんですが、今回、医療従事者が
感染するのではないかという懸念が現
実のものになってきています。医療従

事者を守るという観点からも、必ずし
もオンライン診療だけではないのです
が、まずはオンラインで医療相談的に
受けて、そして必要であれば実際にき
ちんとしかるべき準備が整っている医
療機関を受診していただく。このよう
な流れが進むのではないかと思ってい
ます。日本の誇るべきものだと思いま
すが、今まではフリーアクセス、一方
で感染している人も逆にいえばどこで
も行けてしまったわけですから、この
あたりデジタルを使うことで医療従事
者を守るといった観点もあろうかと思
います。
　大西　先生は今、介護のことなど、
いろいろお仕事をされていて、デジタ
ルも利用されていると思います。その
辺の先生のご活動や研究を教えてくだ
さい。
　武藤　ありがとうございます。我々
は今、例えばがん患者さんに対してシ
ステムを提供しています。がん患者さ
んで特に化学療法を受けている方は、
様々な副作用が出ると思います。そう
いった副作用が出るタイミングや程度
は、医療従事者は経験的にわかってい
ることが多いと思うのですが、患者さ
んは大概は初めてのことなので、非常
に不安になったり、もしくは治療を中
断してしまうことがあると思います。
我々は患者さんが受けている治療に応
じて、少し先にこういったことが起こ
るのではないかということを、入力し

すが、初診でなかなかたいへんな場合
は誤診の可能性もあるということです
ね。
　武藤　はい。
　大西　特に今日のテーマである地域
医療では、こういうものが必要とされ
る場面も多いかと思いますが、地域医
療の観点から何かお考えはありますか。
　武藤　私も今、在宅医療をやってい
ますので、地域医療の中でも在宅を受
けている患者さんの中には、特に緊急
のときには動画を通じて話をしたほう
が、我々医師にとっても状態がわかり
やすいこともあります。あとは病院と
クリニックの医師が両方診ていくこと
があると思うのですが、必ずしも皆さ
ん、病院に行くのが容易ではないので、
病院の医師とはオンライン診療で、か
かりつけ医とは実際に対面でいくとい
った、いろいろな組み合わせが今後で
きるのではないかと思っています。
　大西　患者さん中心の医療というこ
とが叫ばれるようになってきています
が、患者報告アウトカムという概念を
教えていただけますか。
　武藤　今まで患者さんの様子は、基
本的に医師が問診をして状態把握をす
るのがほとんどだったと思うのですが、
昨今、海外を中心に、患者さんがどの
ように感じているかを医療に生かして
いこうという流れになっています。し
たがって、PRO、Patient reported out-
comeの略ですが、日常的に患者さん

にどのような症状があるか。例えば、
呼吸苦がどれくらいあるかとか、そう
いったものを聞き取っていく。日本に
は手帳の文化があるかと思いますが、
それをもう少し系統だてて聞いていく。
もしくは、最近ですと、それを電子的
に患者さんに入力していただいて、医
師がリモートでも見られるといったも
のが進んでいます。この根底にはQOL
評価が最終的な医療の目標だという考
え方もあるので、疾患を診るだけでは
なく、患者さんがどのように今の自分
の状態を感じているか、それをよくす
るための医療に使おうという流れにな
っていると思います。
　大西　オンライン診療をするにあた
って、最近は装着するデバイスが開発
されていますが、今後はかなり発展し
て利用されるようになってくるのでし
ょうか。
　武藤　最近では血液酸素飽和濃度を
測定できたり、心電図のモニタリング
や、24時間の血圧計をウェアラブル、
手首に巻いて測定できるものが出てき
ています。我々が今まで診察室で得て
いたようなデータを日常的に取りなが
ら、それらを診察に生かすことがデバ
イスの発展によってできるようになる
と思っています。
　大西　装着すると肺音とか心音まで
拾って、それがスマホに送られるとか、
そういった開発もされていると聞いて
います。そのあたりはいろいろ開発さ

ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021） （619）  4342 （618） ドクターサロン65巻９月号（8 . 2021）

2109_HONBUN.indd   43 2021/08/06   16:26



ていただいた情報をもとに何かアラー
トを発する、もしくは情報を提供する
ことによって治療を受け入れ、かつ医
療従事者とつながっている安心感を持
っていただけないかと思っています。
あともう一つ、パーキンソン病の振戦
がどれくらいの程度、いつあるかなど
はなかなか医療従事者も家族もわから
なかったところですが、それこそ先ほ
どのウェアラブル端末を使って、いつ

患者さんが振戦があって困っているか
をモニタリングするようなプロジェク
トもやっています。そのデータを医療
に生かしていただこうとしています。
　大西　振戦がとらえられるのですか。
　武藤　そうです。手の震えをですね。
　大西　確かにそうするとわかりやす
いですね。外来のスポットを見ただけ
だとなかなか把握ができないというこ
とですね。ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

株式会社MICIN代表取締役
原　　聖　吾

（聞き手　齊藤郁夫）

ビッグデータの解析は医療に何をもたらすか

　齊藤　今回はビッグデータの解析、
それとオンライン診療との関わりとい
う点でお話しいただきます。
　先生がやっている、あるいはこれか
らやろうとしていることは、どういっ
たことを狙っているのでしょうか。
　原　我々の会社はすべての人が納得
して生きて最期を迎える世界をつくろ
う、こんなビジョンを掲げて取り組ん
でいます。医療へのアクセスが必要な
方々がきちんと医療にアクセスできる
こと、あとは病気になってからすごく
後悔するのではなく、病気になる前に
患者さんの状態を踏まえて、家の環境
や、生活行動などをサポートするサー
ビスを展開しています。事業としては、
オンライン診療と、あとはいろいろな
医療データを解析して疾患の予測をす
るような、そういう取り組みをしてい
ます。
　齊藤　疾患の予測の対象はこれから
病気になるだろう若い層ということに
なりますか。
　原　そうですね。まさに働き盛りの

世代の方々を対象にしています。企業
の従業員の方は健康診断を受けている
と思うのですが、そういった健康診断
のデータを活用して、そこから将来の
幾つかの疾患、高血圧とか糖尿病とか、
そういう疾患のリスクを予測するよう
なサービスを展開しています。
　齊藤　具体的には健診のデータを総
合的に解析してということですか。
　原　そうですね。私どもで多数の健
康診断のデータベースを活用し、それ
を解析して疾患を予測するような、い
わゆる機械学習、人工知能技術のアル
ゴリズムを開発していて、それを活用
して疾患を予測するようなサービスで
す。
　齊藤　病気としては高血圧、脂質異
常症、糖尿病になりますか。
　原　そうです。いわゆる生活習慣病
といわれるような疾患群になります。
　齊藤　そうしますと、一つは遺伝の
情報、生活状況、飲酒、喫煙、ストレ
スなどが関わってくると思いますが、
その辺の情報も総合しつつということ
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ていただいた情報をもとに何かアラー
トを発する、もしくは情報を提供する
ことによって治療を受け入れ、かつ医
療従事者とつながっている安心感を持
っていただけないかと思っています。
あともう一つ、パーキンソン病の振戦
がどれくらいの程度、いつあるかなど
はなかなか医療従事者も家族もわから
なかったところですが、それこそ先ほ
どのウェアラブル端末を使って、いつ

患者さんが振戦があって困っているか
をモニタリングするようなプロジェク
トもやっています。そのデータを医療
に生かしていただこうとしています。
　大西　振戦がとらえられるのですか。
　武藤　そうです。手の震えをですね。
　大西　確かにそうするとわかりやす
いですね。外来のスポットを見ただけ
だとなかなか把握ができないというこ
とですね。ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

株式会社MICIN代表取締役
原　　聖　吾

（聞き手　齊藤郁夫）

ビッグデータの解析は医療に何をもたらすか

　齊藤　今回はビッグデータの解析、
それとオンライン診療との関わりとい
う点でお話しいただきます。
　先生がやっている、あるいはこれか
らやろうとしていることは、どういっ
たことを狙っているのでしょうか。
　原　我々の会社はすべての人が納得
して生きて最期を迎える世界をつくろ
う、こんなビジョンを掲げて取り組ん
でいます。医療へのアクセスが必要な
方々がきちんと医療にアクセスできる
こと、あとは病気になってからすごく
後悔するのではなく、病気になる前に
患者さんの状態を踏まえて、家の環境
や、生活行動などをサポートするサー
ビスを展開しています。事業としては、
オンライン診療と、あとはいろいろな
医療データを解析して疾患の予測をす
るような、そういう取り組みをしてい
ます。
　齊藤　疾患の予測の対象はこれから
病気になるだろう若い層ということに
なりますか。
　原　そうですね。まさに働き盛りの

世代の方々を対象にしています。企業
の従業員の方は健康診断を受けている
と思うのですが、そういった健康診断
のデータを活用して、そこから将来の
幾つかの疾患、高血圧とか糖尿病とか、
そういう疾患のリスクを予測するよう
なサービスを展開しています。
　齊藤　具体的には健診のデータを総
合的に解析してということですか。
　原　そうですね。私どもで多数の健
康診断のデータベースを活用し、それ
を解析して疾患を予測するような、い
わゆる機械学習、人工知能技術のアル
ゴリズムを開発していて、それを活用
して疾患を予測するようなサービスで
す。
　齊藤　病気としては高血圧、脂質異
常症、糖尿病になりますか。
　原　そうです。いわゆる生活習慣病
といわれるような疾患群になります。
　齊藤　そうしますと、一つは遺伝の
情報、生活状況、飲酒、喫煙、ストレ
スなどが関わってくると思いますが、
その辺の情報も総合しつつということ
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　原　やはりエビデンスとしてそうい
うものを示していくのは重要だと思っ
ています。いろいろなアカデミアの先
生方とも共同してやっていますし、継
続してサービスを提供していくのが重
要だと思っていますので、我々の取り
組みとしては事業としてちゃんと成立
させていくことを目指しています。
　齊藤　有料で請け負っていくという
ことですね。
　原　そうですね。先ほどの疾患の予
測のサービスは有料のサービスとして
提供していく。我々とパートナーとし
てご一緒させていただいている企業と、
そういうものをパッケージとして提供
していくような取り組みで考えていま
す。
　齊藤　これからの見通しはどうです
か。
　原　まだ正直、これが実際に成果を
出してくるのかは、これからかと思っ
ています。先ほど質問いただいたよう
に、これで実際、医療のアウトカムが
どう改善したのかもきちんとエビデン
スを作って、それでよりサービスの価
値を高めていくことが重要かと考えて
います。
　齊藤　すごく重要な方向性だと思い
ます。10年ぐらい前からやっている日
本の特定保健指導の効果が出ていない
という論文が出ましたが、こういった
先生のような動きが特定保健指導の効
果増強に寄与していくことになるので

しょうか。
　原　そういう意味では、疾患を予測
して、その重要性を被保険者の方々に
も理解していただくというところは、
改善の一つのアプローチになりうると
考えています。
　齊藤　夢のある話ですが、こういっ
たことを先行してやっている国はある
のでしょうか。
　原　疾患の予測であったり、あと先
ほど申し上げたオンライン診療みたい
なことですと、日本以外の国で先行し
ているところは多々あります。例えば
イギリス、中国では、すでに多くのユ
ーザーを抱えているようなプレーヤー
があります。
　齊藤　イギリスですと、NHSの国営
医療をこういったものが補うようなシ
ステムになるのでしょうか。
　原　NHSですとまだ医療へのアクセ
スが限られるような、そういう課題も
ある中で、それを補完するようなかた
ちでオンラインの診療で患者さんがき
ちんと医療にアクセスできるようにな
るとか、あとはオンラインの診療に基
づくいろいろなデータセットからAIで
診断をサポートするようなものも出て
きて、それがNHSを補完するかたちの
サービスは出てきていると思います。
　齊藤　遠隔医療は今どのぐらいのボ
リュームですか。
　原　新型コロナ感染症拡大の影響も
あって、今年大きく増えまして、だい

でしょうか。
　原　そのあたりはまだ、今のサービ
スでは取り込めてはいないのですが、
将来的にそういったデータセットも踏
まえて、より精緻な予測ができるよう
にしていきたいと考えています。
　齊藤　そういった情報から若い層の
人たちに生活習慣改善を進めていただ
くということですか。
　原　そういう方たちが、先ほど我々
のビジョンにもあったように、病気に
なってから、自分はこういう病気にな
るなんて思わなかったとか、こういう
病気になるのだったらこういう生き方
をしていなかったのにとか、そういう
思いを減らしたいと思っていまして、
その方たちが早いタイミングで環境を
変えるとか、生活行動を変えるとか、
そういうことによって病気に至らない
ようにする。なっても、大きな驚きを
もって受け入れるようなことがないよ
うに実現していければと思っています。
　齊藤　がんは入ってくるのですか。
　原　がんも大きな領域だと思ってい
ますし、まさにこのゲノム情報、生活
習慣、環境によって発生するような疾
患だと思っていますので、当然そうい
う領域も対象にしていきたいと思って
います。
　齊藤　経過を見ていくこともサービ
スに入ってきますか。
　原　そういう方たち、あるいはある
程度リスクがあるような方であれば、

翌年の健康診断も産業医、あるいは保
健師から介入をしてサポートしていく
ことにつなげていければと考えていま
す。
　齊藤　基本的にはオンラインでの指
導になるけれども、場合によっては対
面の指導も総合的にやっていくと。
　原　そこは一番効果的なやり方で、
オンラインも対面も組み合わせてとい
うかたちになろうかと思います。
　齊藤　若い人たちの病気を一次予防
して、心不全、脳卒中、心筋梗塞を防
いでいくということでしょうか。
　原　そうですね。より重篤な疾患こ
そ、人が病気になってから後悔する部
分が多いですし、なってからはなかな
か取り戻せないようなことも多いので、
そういうところにこそアプローチして
いきたいと思っています。
　齊藤　そうなると、診療のカルテ情
報も加えてということでしょうか。
　原　疾患や症状の情報、そういった
データも重要になってくると思います
し、そういう観点で我々が取り組んで
いるオンライン診療の事業も、重要な
役割を果たしてくると思います。
　齊藤　オンライン診療がそこにうま
く組み合わせられて、そういう人たち
の経過を長く見ていけることになるの
ですね。
　原　そう思います。
　齊藤　これは先生のやっている研究
という側面もあるのですね。
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　原　やはりエビデンスとしてそうい
うものを示していくのは重要だと思っ
ています。いろいろなアカデミアの先
生方とも共同してやっていますし、継
続してサービスを提供していくのが重
要だと思っていますので、我々の取り
組みとしては事業としてちゃんと成立
させていくことを目指しています。
　齊藤　有料で請け負っていくという
ことですね。
　原　そうですね。先ほどの疾患の予
測のサービスは有料のサービスとして
提供していく。我々とパートナーとし
てご一緒させていただいている企業と、
そういうものをパッケージとして提供
していくような取り組みで考えていま
す。
　齊藤　これからの見通しはどうです
か。
　原　まだ正直、これが実際に成果を
出してくるのかは、これからかと思っ
ています。先ほど質問いただいたよう
に、これで実際、医療のアウトカムが
どう改善したのかもきちんとエビデン
スを作って、それでよりサービスの価
値を高めていくことが重要かと考えて
います。
　齊藤　すごく重要な方向性だと思い
ます。10年ぐらい前からやっている日
本の特定保健指導の効果が出ていない
という論文が出ましたが、こういった
先生のような動きが特定保健指導の効
果増強に寄与していくことになるので

しょうか。
　原　そういう意味では、疾患を予測
して、その重要性を被保険者の方々に
も理解していただくというところは、
改善の一つのアプローチになりうると
考えています。
　齊藤　夢のある話ですが、こういっ
たことを先行してやっている国はある
のでしょうか。
　原　疾患の予測であったり、あと先
ほど申し上げたオンライン診療みたい
なことですと、日本以外の国で先行し
ているところは多々あります。例えば
イギリス、中国では、すでに多くのユ
ーザーを抱えているようなプレーヤー
があります。
　齊藤　イギリスですと、NHSの国営
医療をこういったものが補うようなシ
ステムになるのでしょうか。
　原　NHSですとまだ医療へのアクセ
スが限られるような、そういう課題も
ある中で、それを補完するようなかた
ちでオンラインの診療で患者さんがき
ちんと医療にアクセスできるようにな
るとか、あとはオンラインの診療に基
づくいろいろなデータセットからAIで
診断をサポートするようなものも出て
きて、それがNHSを補完するかたちの
サービスは出てきていると思います。
　齊藤　遠隔医療は今どのぐらいのボ
リュームですか。
　原　新型コロナ感染症拡大の影響も
あって、今年大きく増えまして、だい

でしょうか。
　原　そのあたりはまだ、今のサービ
スでは取り込めてはいないのですが、
将来的にそういったデータセットも踏
まえて、より精緻な予測ができるよう
にしていきたいと考えています。
　齊藤　そういった情報から若い層の
人たちに生活習慣改善を進めていただ
くということですか。
　原　そういう方たちが、先ほど我々
のビジョンにもあったように、病気に
なってから、自分はこういう病気にな
るなんて思わなかったとか、こういう
病気になるのだったらこういう生き方
をしていなかったのにとか、そういう
思いを減らしたいと思っていまして、
その方たちが早いタイミングで環境を
変えるとか、生活行動を変えるとか、
そういうことによって病気に至らない
ようにする。なっても、大きな驚きを
もって受け入れるようなことがないよ
うに実現していければと思っています。
　齊藤　がんは入ってくるのですか。
　原　がんも大きな領域だと思ってい
ますし、まさにこのゲノム情報、生活
習慣、環境によって発生するような疾
患だと思っていますので、当然そうい
う領域も対象にしていきたいと思って
います。
　齊藤　経過を見ていくこともサービ
スに入ってきますか。
　原　そういう方たち、あるいはある
程度リスクがあるような方であれば、

翌年の健康診断も産業医、あるいは保
健師から介入をしてサポートしていく
ことにつなげていければと考えていま
す。
　齊藤　基本的にはオンラインでの指
導になるけれども、場合によっては対
面の指導も総合的にやっていくと。
　原　そこは一番効果的なやり方で、
オンラインも対面も組み合わせてとい
うかたちになろうかと思います。
　齊藤　若い人たちの病気を一次予防
して、心不全、脳卒中、心筋梗塞を防
いでいくということでしょうか。
　原　そうですね。より重篤な疾患こ
そ、人が病気になってから後悔する部
分が多いですし、なってからはなかな
か取り戻せないようなことも多いので、
そういうところにこそアプローチして
いきたいと思っています。
　齊藤　そうなると、診療のカルテ情
報も加えてということでしょうか。
　原　疾患や症状の情報、そういった
データも重要になってくると思います
し、そういう観点で我々が取り組んで
いるオンライン診療の事業も、重要な
役割を果たしてくると思います。
　齊藤　オンライン診療がそこにうま
く組み合わせられて、そういう人たち
の経過を長く見ていけることになるの
ですね。
　原　そう思います。
　齊藤　これは先生のやっている研究
という側面もあるのですね。
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たい4,500を超す医療機関、あと薬局の
オンライン服薬指導のサポートではだ
いたい2,500の店舗に導入いただいてい
ます（2020年12月時点）。これはコロ
ナ以前に比べると倍以上のペースで増
えており、かなり導入が広がっている
状況かと思います。
　齊藤　働き盛りの人たちがターゲッ
トなのですけれども、彼らに生活習慣
の改善をしてほしいものの、忙しくて
医療へアクセスができないということ
で、コントロール率が悪いのですが、

そういった層にアプローチできるとい
うことはこれから明るい将来が待って
いるような感じがしますね。
　原　なかなか病院にかかる時間がな
いとか、かかり始めたのだけれども、
忙しくて続けられない。そういうとこ
ろに対してこのオンラインのサービス
は大きな価値を持っていると思います
し、実際に我々のサービスによって治
療を続けられているという患者さんも
多くいらっしゃいます。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長
金　丸　恭　文

（聞き手　齊藤郁夫）

新しい技術は社会に何をもたらすのか

　齊藤　新しい技術が社会あるいは医
療の世界にどういったことをもたらす
かという、夢ではなくて現実に起こっ
てきている話をお願いいたします。
　まずは、新しい技術の基本はやはり
AIなのでしょうか。
　金丸　そうですね。特に2015年から
第３次AIブームに火がつきました。振
り返ると1980年代に第２次AIブームが
あったのですが、AIの理論自体は、当
時も今もそれほど変わっていません。
しかし、その理論を実践しようとなる
と、1980年代のコンピューターのCPU
には十分な処理能力がありませんでし
た。データは集まっても、それを解析
して読み取るスピードが人間の脳のス
ピードに比べるとあまりにも遅くて使
いものにならなかった、ということだ
と思います。
　ちょうど2015年に皆さんがお持ちの
パソコンの中に入っているインテルの
CPUに内蔵されているトランジスタの
数が、10億個を超えました。10億個と
いうのはすごい数ですけれども、それ

があの小さなゲジゲジ（CPU）の中に
集積されている時代が到来したという
ことです。それによりAIのアルゴリズ
ムがスピードを手にした結果、コンピ
ューターは画像解析能力、いわゆる目
を保有することができました。それか
ら音声を認識して分析することで、耳
を持つこともできました。コンピュー
ターに目と耳の機能が付いたことで、
人工知能、特にディープラーニングと
いう機械学習の分野が一気に進化した
のです。
　世界のグーグルですら、自身が提供
するサービスにAIを使い始めたのがち
ょうど2015年ですから、たかだか５年
間というAI競争のまっただ中に私たち
はいます。そういう意味では、日本全
国でいろいろな仕事をなさっておられ
る方々が、ご自身の分野でAIを活用す
ることも可能ですし、以前に比べれば
AIが身近になってきたといえると思い
ます。
　齊藤　医療でAIが活躍できる部分に
はどういうところがあるのでしょう。
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たい4,500を超す医療機関、あと薬局の
オンライン服薬指導のサポートではだ
いたい2,500の店舗に導入いただいてい
ます（2020年12月時点）。これはコロ
ナ以前に比べると倍以上のペースで増
えており、かなり導入が広がっている
状況かと思います。
　齊藤　働き盛りの人たちがターゲッ
トなのですけれども、彼らに生活習慣
の改善をしてほしいものの、忙しくて
医療へアクセスができないということ
で、コントロール率が悪いのですが、

そういった層にアプローチできるとい
うことはこれから明るい将来が待って
いるような感じがしますね。
　原　なかなか病院にかかる時間がな
いとか、かかり始めたのだけれども、
忙しくて続けられない。そういうとこ
ろに対してこのオンラインのサービス
は大きな価値を持っていると思います
し、実際に我々のサービスによって治
療を続けられているという患者さんも
多くいらっしゃいます。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長
金　丸　恭　文

（聞き手　齊藤郁夫）

新しい技術は社会に何をもたらすのか

　齊藤　新しい技術が社会あるいは医
療の世界にどういったことをもたらす
かという、夢ではなくて現実に起こっ
てきている話をお願いいたします。
　まずは、新しい技術の基本はやはり
AIなのでしょうか。
　金丸　そうですね。特に2015年から
第３次AIブームに火がつきました。振
り返ると1980年代に第２次AIブームが
あったのですが、AIの理論自体は、当
時も今もそれほど変わっていません。
しかし、その理論を実践しようとなる
と、1980年代のコンピューターのCPU
には十分な処理能力がありませんでし
た。データは集まっても、それを解析
して読み取るスピードが人間の脳のス
ピードに比べるとあまりにも遅くて使
いものにならなかった、ということだ
と思います。
　ちょうど2015年に皆さんがお持ちの
パソコンの中に入っているインテルの
CPUに内蔵されているトランジスタの
数が、10億個を超えました。10億個と
いうのはすごい数ですけれども、それ

があの小さなゲジゲジ（CPU）の中に
集積されている時代が到来したという
ことです。それによりAIのアルゴリズ
ムがスピードを手にした結果、コンピ
ューターは画像解析能力、いわゆる目
を保有することができました。それか
ら音声を認識して分析することで、耳
を持つこともできました。コンピュー
ターに目と耳の機能が付いたことで、
人工知能、特にディープラーニングと
いう機械学習の分野が一気に進化した
のです。
　世界のグーグルですら、自身が提供
するサービスにAIを使い始めたのがち
ょうど2015年ですから、たかだか５年
間というAI競争のまっただ中に私たち
はいます。そういう意味では、日本全
国でいろいろな仕事をなさっておられ
る方々が、ご自身の分野でAIを活用す
ることも可能ですし、以前に比べれば
AIが身近になってきたといえると思い
ます。
　齊藤　医療でAIが活躍できる部分に
はどういうところがあるのでしょう。
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用できますし、ソフトウェアも世界中
のいろいろな分野のAIソフトがGitHub
というサイトにアップされています。
これは無料といいますか、フリーに使
うことができるので、よほど画期的な
ものでない限り、大抵のものはこうい
うフリーのAIソフトを組み合わせて作
ることができます。
　こうした時代ですから、オンライン
診療をサポートするシステムも、でき
る限り汎用的なソフトウェアを組み合
わせることで、それほどの高額でなく
ても提供することが可能です。しかも
ものすごく進化した、1980年代のスパ
コン10台分ぐらいの機能が、いま発売
中のスマホには搭載されているものが
ありますので、そういうスマホやパソ
コンを有効活用すれば、全国各地でオ
ンライン診療を実施することが十分可
能ではないかと考えています。
　齊藤　もう一つは今、日本は高齢化
していますが、高齢者がそういったも
のを使う場合のサポートは何かありま
すか。
　金丸　これからは新しいサービスを
提供する側に、そういった工夫が求め
られると思います。世界各地にご高齢
の方々がいらっしゃるわけで、世界の
すべてを見たわけではありませんが、
サービスをデザインするときに高齢者
向けに簡単な操作といいますか、アレ
ルギーを起こさないようにデザインし
て提供することが、今や世界の常識に

なっていると感じています。
　コンピューターの性能はどんどん進
化していますが、一方でみんなが使い
やすいように操作を簡単にしていくと
いう競争もあります。高齢者の方は使
わなくていいとか使えなくていいでは
なくて、どうすれば使っていただける
のかという工夫が、ますます必要です
し、そのニーズに応えることは十分可
能だと思っています。
　齊藤　それからもう一つ高齢化の側
面としては、病院に行けないという方
もいますね。
　金丸　誰もが不自由なく病院に通え
ればいいのですが、今や高齢者の車の
運転が大きな社会問題になっています。
そういう意味では、病院に通わなくて
もよい解決策やサービスを増やしてい
くのが、時代の要請ではないでしょう
か。
　齊藤　これは患者さんあるいは医師、
医師会にとってたいへん大きなサポー
ターになってくるということですが、
今後、日本でさらに展開していくには
どういったことが必要でしょうか。
　金丸　新型コロナをきっかけに、い
ろいろな分野でオンライン化が進みま
した。その一つにオンライン診療があ
げられるわけですが、日本では始まっ
たばかりですし、まだエビデンスもそ
んなに多くはありません。だからこそ、
実際にオンライン診療をする中から課
題を抽出し、その課題があるから引き

　金丸　私たちはいろいろな依頼をい
ただいていますが、基本的にドクター
や医療分野で研究されている医師たち
のAIの部分、特に画像解析をサポート
しています。具体的には「視線AI」と
いうものがありまして、これは認知症
と思われる方の近くにスマホを置いて、
その方の視線の動きを３分程度撮影す
るだけで認知症の可能性があるかどう
かを見いだすことができます。これが
早期発見や早期治療につながるという
ことで、現場の先生方に喜んでいただ
いています。
　齊藤　MRIやCTもありますね。
　金丸　いわゆるがんの診断というも
のは、医師の知識とか経験に基づいて
ご判断されていると思いますが、一方
で、コンピューターの画像解析は人間
の目よりもはるかに粒度が細かいです。
コンピューターが過去の画像データを
全部読み取ることによって、実際にが
んだったというデータと、結果的には
そうではなかったという両方のデータ
を機械学習することによって病変を検
出する精度が上がれば、先生方が診断
をされる際に判断材料の一つとして活
用していただくこともできます。
　齊藤　AIが医療の確実性、安全性を
高める意味で貢献できるということで
すが、一般的な地域医療で、開業医レ
ベルあるいは医師会レベルでAIを活用
するアイデアは何かありますか。
　金丸　地域ごとに医師会の皆様がそ

の地域の医療の質をリードしてくださ
っていますが、例えばドクターの専門
分野別でいろいろな医療データを地域
別のAIサーバーに格納していくのも一
案だと思います。また、それを全国の
医師会にネットワークを広げて医療の
診断に対する知見を蓄積し、データベ
ースとして活用していく。さらに機械
学習も活用すればどんどん進化してく
れますので、全国の専門分野別の医療
レベルの質をより向上させるためのサ
ポート役になれるのではと思っていま
す。先ほどのがんの診断もしかりだと
思います。
　齊藤　地域レベルでのAIを介したネ
ットワークあるいは医療の技術、安全
性の向上、そういうことでしょうか。
　金丸　そうです。
　齊藤　AIがドクターの仕事を取って
しまうということではないのですね。
　金丸　それはないです。私たちの仕
事は、まさしくサポーターに徹するこ
とです。映画でいうと、主演男優賞や
主演女優賞を獲るのではなく、私たち
は助演賞であるべきだと思っています。
　齊藤　取り入れていきたいと思う医
師らは費用が心配になるのですが、そ
の辺はいかがでしょうか。
　金丸　AIに関してはスピードが要求
されますから、大量のデータを高速で
解析するために、従来ですと大きなコ
ンピューターが必要でした。しかし、
今やサーバーはクラウドサービスを利
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用できますし、ソフトウェアも世界中
のいろいろな分野のAIソフトがGitHub
というサイトにアップされています。
これは無料といいますか、フリーに使
うことができるので、よほど画期的な
ものでない限り、大抵のものはこうい
うフリーのAIソフトを組み合わせて作
ることができます。
　こうした時代ですから、オンライン
診療をサポートするシステムも、でき
る限り汎用的なソフトウェアを組み合
わせることで、それほどの高額でなく
ても提供することが可能です。しかも
ものすごく進化した、1980年代のスパ
コン10台分ぐらいの機能が、いま発売
中のスマホには搭載されているものが
ありますので、そういうスマホやパソ
コンを有効活用すれば、全国各地でオ
ンライン診療を実施することが十分可
能ではないかと考えています。
　齊藤　もう一つは今、日本は高齢化
していますが、高齢者がそういったも
のを使う場合のサポートは何かありま
すか。
　金丸　これからは新しいサービスを
提供する側に、そういった工夫が求め
られると思います。世界各地にご高齢
の方々がいらっしゃるわけで、世界の
すべてを見たわけではありませんが、
サービスをデザインするときに高齢者
向けに簡単な操作といいますか、アレ
ルギーを起こさないようにデザインし
て提供することが、今や世界の常識に

なっていると感じています。
　コンピューターの性能はどんどん進
化していますが、一方でみんなが使い
やすいように操作を簡単にしていくと
いう競争もあります。高齢者の方は使
わなくていいとか使えなくていいでは
なくて、どうすれば使っていただける
のかという工夫が、ますます必要です
し、そのニーズに応えることは十分可
能だと思っています。
　齊藤　それからもう一つ高齢化の側
面としては、病院に行けないという方
もいますね。
　金丸　誰もが不自由なく病院に通え
ればいいのですが、今や高齢者の車の
運転が大きな社会問題になっています。
そういう意味では、病院に通わなくて
もよい解決策やサービスを増やしてい
くのが、時代の要請ではないでしょう
か。
　齊藤　これは患者さんあるいは医師、
医師会にとってたいへん大きなサポー
ターになってくるということですが、
今後、日本でさらに展開していくには
どういったことが必要でしょうか。
　金丸　新型コロナをきっかけに、い
ろいろな分野でオンライン化が進みま
した。その一つにオンライン診療があ
げられるわけですが、日本では始まっ
たばかりですし、まだエビデンスもそ
んなに多くはありません。だからこそ、
実際にオンライン診療をする中から課
題を抽出し、その課題があるから引き

　金丸　私たちはいろいろな依頼をい
ただいていますが、基本的にドクター
や医療分野で研究されている医師たち
のAIの部分、特に画像解析をサポート
しています。具体的には「視線AI」と
いうものがありまして、これは認知症
と思われる方の近くにスマホを置いて、
その方の視線の動きを３分程度撮影す
るだけで認知症の可能性があるかどう
かを見いだすことができます。これが
早期発見や早期治療につながるという
ことで、現場の先生方に喜んでいただ
いています。
　齊藤　MRIやCTもありますね。
　金丸　いわゆるがんの診断というも
のは、医師の知識とか経験に基づいて
ご判断されていると思いますが、一方
で、コンピューターの画像解析は人間
の目よりもはるかに粒度が細かいです。
コンピューターが過去の画像データを
全部読み取ることによって、実際にが
んだったというデータと、結果的には
そうではなかったという両方のデータ
を機械学習することによって病変を検
出する精度が上がれば、先生方が診断
をされる際に判断材料の一つとして活
用していただくこともできます。
　齊藤　AIが医療の確実性、安全性を
高める意味で貢献できるということで
すが、一般的な地域医療で、開業医レ
ベルあるいは医師会レベルでAIを活用
するアイデアは何かありますか。
　金丸　地域ごとに医師会の皆様がそ

の地域の医療の質をリードしてくださ
っていますが、例えばドクターの専門
分野別でいろいろな医療データを地域
別のAIサーバーに格納していくのも一
案だと思います。また、それを全国の
医師会にネットワークを広げて医療の
診断に対する知見を蓄積し、データベ
ースとして活用していく。さらに機械
学習も活用すればどんどん進化してく
れますので、全国の専門分野別の医療
レベルの質をより向上させるためのサ
ポート役になれるのではと思っていま
す。先ほどのがんの診断もしかりだと
思います。
　齊藤　地域レベルでのAIを介したネ
ットワークあるいは医療の技術、安全
性の向上、そういうことでしょうか。
　金丸　そうです。
　齊藤　AIがドクターの仕事を取って
しまうということではないのですね。
　金丸　それはないです。私たちの仕
事は、まさしくサポーターに徹するこ
とです。映画でいうと、主演男優賞や
主演女優賞を獲るのではなく、私たち
は助演賞であるべきだと思っています。
　齊藤　取り入れていきたいと思う医
師らは費用が心配になるのですが、そ
の辺はいかがでしょうか。
　金丸　AIに関してはスピードが要求
されますから、大量のデータを高速で
解析するために、従来ですと大きなコ
ンピューターが必要でした。しかし、
今やサーバーはクラウドサービスを利
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返すのではなく、その課題を解決しな
がら、より向上させていくということ
が必要ではないでしょうか。
　先ほども申しましたが、私は医師会
がリードしてくださって、そのリード
してくださる医師会を政府がサポート

する、というのが一番美しいトライア
ングルではないかと思います。そうす
ることでサイクルとして回っていくの
ではないかと期待しています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　医学・医療の進歩、社会状況の変化に応じて医師に求められる倫理観
も変化しているなか、患者さん個々の事例に対応しようとするほど原則
との葛藤を抱えます。判断に悩んだ時はどのように考えたらよいのか、
先進医療を提供する仕組みと終末期を迎えた患者さんへのアプローチに
ついて、大学病院の取り組みを中心に順天堂大学病院管理学　山本宗孝 
氏にお話をうかがいました。

【特別企画】

医療倫理と臨床倫理

第四回

順天堂大学病院管理学／脳神経外科准教授
山　本　宗　孝　 先生
学歴および職歴：平成９年３月順天堂大学医学部卒業。平成９年４月～平成11年３月聖路加国
際病院初期臨床研修（外科系）、平成11年４月～平成13年３月聖路加国際病院後期臨床研修（脳
神経外科）、平成13年４月～平成14年３月順天堂大学医学部細菌学教室助手、平成14年４月～ 
平成14年10月順天堂大学医学部脳神経外科助手、平成14年11月～平成15年５月順天堂伊豆長岡
病院脳神経外科助手、平成15年６月～平成15年９月越谷市立病院脳神経外科医員、平成15年10
月～平成16年４月順天堂浦安病院脳神経外科助手、平成16年５月～平成18年３月国立循環器病
センター脳神経外科専門修練医、平成17年８月日本脳神経外科学会専門医（6395）、平成18年４
月～平成19年８月順天堂練馬病院脳神経外科助教、平成19年９月～平成24年12月順天堂大学医
学部脳神経外科助教、平成20年７月日本脳卒中学会専門医（20080122）、平成20年９月日本脳神
経血管内治療学会専門医（500）、平成23年10月順天堂大学にて医学博士の学位授与（乙2179）、
平成25年１月～順天堂大学医学部脳神経外科准教授、平成25年12月日本脳神経血管内治療学会
指導医（216）。平成27年４月～平成30年３月順天堂大学医学部脳神経外科医局長准教授、平成
30年４月～順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全管理室副室長、平成31年４月～順天堂大
学医学部病院管理学講座准教授（併任）、令和３年４月～順天堂大学医学部病院管理学講座先任
准教授。

専攻領域：脳血管障害、脳血管内治療、医療安全、病院管理学
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