
東京都医学総合研究所糖尿病性神経障害プロジェクトリーダー
三　五　一　憲

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病末梢神経障害についてご教示ください。
　多発神経障害での知覚障害は両下肢末梢部より始まるとされていますが、初
期にしばらくの間片側のみに限局してみられることはないのでしょうか。痛み、
しびれ、異常感覚などが併存ないし移行し合うことはあまりみられず、重症化
や軽減に血糖レベルや期間があまり関係しない気がしますがいかがでしょうか。
 ＜東京都勤務医＞

糖尿病末梢神経障害

　山内　糖尿病末梢神経障害、特に多
発神経障害に関してですが、これは知
覚障害、有名なglove and stock ing type
というところに代表されます。実際の
臨床で見ていますと、ここまでになっ
ているものは実際あまり見ないような
印象がありますが、いかがでしょうか。
　三五　そうですね。一応四肢末端と
いいますが、手が先に出ることはまず
ありませんし、やはり足先ですね。そ
こから始まって、より近位に移るとい
うような感じが典型的だと思います。
　山内　足先から出てくるというのは
非常に有名な話ですが、この質問です
と、最初の頃は足先だけではないケー
スがあるのではないか、あるいは対称

性ではないケースがあるのではないか。
ある意味当然な疑問かもしれませんが、
いかがでしょうか。
　三五　糖尿病性の感覚神経障害とい
うのは左右対称性のことがほとんどで、
特に下肢の先、遠位部から始まって、
しだいに近位部に上行するというのが
特徴的だと思います。患者さんが痛み
やしびれなどの症状を訴える場合は、
すでに両側性になっていることがほと
んどだと思います。左右対称性の症状
があることで、糖尿病性神経障害とほ
ぼ判断がつくかと思います。ただ、初
期には片側にしびれ等の症状が見られ
て、時間の経過とともに両側となって
いく可能性はあるかと思います。片側
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ホームページ「身近な医学研究情報」
にも掲載されています。ぜひ検討して
いただければと思います。
　山内　病理学的には糖尿病に特徴的
な所見というのはあるのでしょうか。
　三五　私も病理にそんなに詳しくな
くて恐縮ですが、初期は神経線維の変
性、脱落が主体で、進んでくると脱髄
が加わってくる。あと、血管基底膜の
肥厚や、血管の病変もわりと特徴的だ
と思います。皮膚の生検をやっていた
だくと、小径の線維の脱落というのが
わりと見られるので、そういったとこ
ろで判断ができるかと思います。
　山内　こういった神経線維の脱落な
ど、病理学的特徴が様々なことも症状
が多彩な理由の一つではないかと思い
ますが、質問の中に、痛み、しびれ、
異常感覚などが単独で出てきて、独特
の症状を作っているような気がすると
いう話があります。痛みとして出てく
るのか、しびれとして出てくるのか、
知覚鈍麻というのもありますが、こう
いった症状の違いに神経学的な差異と
いうのは認められているのでしょうか。
　三五　痛み、しびれというのは四肢
の末端に分布している感覚神経線維が
変性を起こす、あるいは再生の障害に
陥っているときに危険信号としてそう
いったインパルスを発生させる。これ
がそのような訴えになっていると思い
ます。いろいろな痛み、ジンジン、ビ
リビリしたしびれ、あと異常感覚、例

えば足の裏に紙が張りついているとか、
アリが這っているとか、そういった表
現をされると思います。患者さんの訴
えによって痛みかしびれかを区別する
のはなかなか難しいところがあります
が、しっかりそれを問診していただき
たいと思います。しびれのみ、異常感
覚のみのケースもよくありますし、併
存というのも時々あると思います。し
びれや異常感覚に痛みを併発すること
も時々あると思います。痛みを単発に
認めるケースは少ないという印象があ
ります。
　山内　確かに患者さんの訴えを細か
く聞いていくと、表現が多様というこ
とが少しある。これがよけいに紛らわ
しいことでもありますね。
　三五　そうですね。
　山内　しびれの表現とか、しびれか
痛みかは人によって少し表現が違いま
すか。
　三五　しびれといっても脱力を指す
こともありますし、痛みとしびれの区
別が難しいところもあります。ただ、
障害としては細い線維の障害というこ
とで説明はつきます。
　山内　むしろ感覚異常の種類で神経
障害の症状が違うというよりは、患者
さんの表現力によって差が出てきてい
ると見てよいのでしょうか。
　三五　そういった場合も多々あると
思います。太い神経の場合は位置覚と
か振動覚の異常なので、これはなかな

のみに明らかな症状、強い症状がある
場合は、他の疾患、例えば脊椎症、神
経根症、絞扼性末梢神経障害などを疑
うべきではないかと思います。
　山内　患者さんによっては、足の裏
や、足の甲がおかしいという訴えもあ
ります。なかなか判断が難しいところ
ですが、いかがですか。
　三五　よく問診しないといけないと
思いますし、足のチェックは重要です
ので、患者さんによって多少訴えは違
うと思いますが、詳しく聞いてみると、
わりと典型的な例が多いのではないか
と思います。
　山内　足の指が始めに障害されるこ
とに関して、重力説だとか神経走行が
長くなるからだと昔からいわれていま
すが、このあたりはまだよくわかって
いないのでしょうか。
　三五　神経走行が長いほうから先に
やられるということに対して、明確な
回答というのはなかなか難しいのです
が、最近の研究ですと、脊椎の中にあ
る後根神経節という部位の感覚神経の
細胞体が異常を起こすことがわかって
きました。今、そこをターゲットにし
て研究がいろいろ進められています。
　山内　そういったあたりが解明され
てくると、治療にも結びつくかもしれ
ませんね。
　三五　そうですね。あと、神経細胞
と神経を支持するグリア細胞のシュワ
ン細胞、そして血管内皮細胞、その３

つの異常が神経障害に深く関係してい
ると考えられているので、その辺のこ
とをもう少し詳しく解明していけば明
確な回答ができるのではないかと思い
ます。
　山内　メカニズム的にはなかなか複
雑そうですが、臨床上からいうと、足
の指先から始まるという典型的なもの
がほとんどと見てよいので、非典型的
なケースが意外に少ないというのが、
むしろ特徴と考えてもよいのでしょう
ね。
　三五　いろいろと難しい面もあると
思いますし、糖尿病内科の医師はあま
り神経をみるのに慣れていないことも
あります。もしおかしいと思ったら、
ためらわずに脳神経内科医にコンサル
トしてください。ただ、糖尿病性多発
神経障害の簡易診断基準があるので、
それを見ていただくと、ある程度判断
がつくかと思います。症状と両側のア
キレス腱反射の低下、そして振動覚の
低下、その３つのうち２つがあれば神
経障害とほぼ判断できることになって
います。最近、鑑別診断フローチャー
トというのがそれに加わり、実地医家
がそれを見ながらいろいろと除外診断
することもできます。
　山内　そのフローチャートというの
はインターネットで見ることができる
のでしょうか。
　三五　2019年７月に日本末梢神経学
会の学会誌に掲載されて、当研究所の
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ホームページ「身近な医学研究情報」
にも掲載されています。ぜひ検討して
いただければと思います。
　山内　病理学的には糖尿病に特徴的
な所見というのはあるのでしょうか。
　三五　私も病理にそんなに詳しくな
くて恐縮ですが、初期は神経線維の変
性、脱落が主体で、進んでくると脱髄
が加わってくる。あと、血管基底膜の
肥厚や、血管の病変もわりと特徴的だ
と思います。皮膚の生検をやっていた
だくと、小径の線維の脱落というのが
わりと見られるので、そういったとこ
ろで判断ができるかと思います。
　山内　こういった神経線維の脱落な
ど、病理学的特徴が様々なことも症状
が多彩な理由の一つではないかと思い
ますが、質問の中に、痛み、しびれ、
異常感覚などが単独で出てきて、独特
の症状を作っているような気がすると
いう話があります。痛みとして出てく
るのか、しびれとして出てくるのか、
知覚鈍麻というのもありますが、こう
いった症状の違いに神経学的な差異と
いうのは認められているのでしょうか。
　三五　痛み、しびれというのは四肢
の末端に分布している感覚神経線維が
変性を起こす、あるいは再生の障害に
陥っているときに危険信号としてそう
いったインパルスを発生させる。これ
がそのような訴えになっていると思い
ます。いろいろな痛み、ジンジン、ビ
リビリしたしびれ、あと異常感覚、例

えば足の裏に紙が張りついているとか、
アリが這っているとか、そういった表
現をされると思います。患者さんの訴
えによって痛みかしびれかを区別する
のはなかなか難しいところがあります
が、しっかりそれを問診していただき
たいと思います。しびれのみ、異常感
覚のみのケースもよくありますし、併
存というのも時々あると思います。し
びれや異常感覚に痛みを併発すること
も時々あると思います。痛みを単発に
認めるケースは少ないという印象があ
ります。
　山内　確かに患者さんの訴えを細か
く聞いていくと、表現が多様というこ
とが少しある。これがよけいに紛らわ
しいことでもありますね。
　三五　そうですね。
　山内　しびれの表現とか、しびれか
痛みかは人によって少し表現が違いま
すか。
　三五　しびれといっても脱力を指す
こともありますし、痛みとしびれの区
別が難しいところもあります。ただ、
障害としては細い線維の障害というこ
とで説明はつきます。
　山内　むしろ感覚異常の種類で神経
障害の症状が違うというよりは、患者
さんの表現力によって差が出てきてい
ると見てよいのでしょうか。
　三五　そういった場合も多々あると
思います。太い神経の場合は位置覚と
か振動覚の異常なので、これはなかな

のみに明らかな症状、強い症状がある
場合は、他の疾患、例えば脊椎症、神
経根症、絞扼性末梢神経障害などを疑
うべきではないかと思います。
　山内　患者さんによっては、足の裏
や、足の甲がおかしいという訴えもあ
ります。なかなか判断が難しいところ
ですが、いかがですか。
　三五　よく問診しないといけないと
思いますし、足のチェックは重要です
ので、患者さんによって多少訴えは違
うと思いますが、詳しく聞いてみると、
わりと典型的な例が多いのではないか
と思います。
　山内　足の指が始めに障害されるこ
とに関して、重力説だとか神経走行が
長くなるからだと昔からいわれていま
すが、このあたりはまだよくわかって
いないのでしょうか。
　三五　神経走行が長いほうから先に
やられるということに対して、明確な
回答というのはなかなか難しいのです
が、最近の研究ですと、脊椎の中にあ
る後根神経節という部位の感覚神経の
細胞体が異常を起こすことがわかって
きました。今、そこをターゲットにし
て研究がいろいろ進められています。
　山内　そういったあたりが解明され
てくると、治療にも結びつくかもしれ
ませんね。
　三五　そうですね。あと、神経細胞
と神経を支持するグリア細胞のシュワ
ン細胞、そして血管内皮細胞、その３

つの異常が神経障害に深く関係してい
ると考えられているので、その辺のこ
とをもう少し詳しく解明していけば明
確な回答ができるのではないかと思い
ます。
　山内　メカニズム的にはなかなか複
雑そうですが、臨床上からいうと、足
の指先から始まるという典型的なもの
がほとんどと見てよいので、非典型的
なケースが意外に少ないというのが、
むしろ特徴と考えてもよいのでしょう
ね。
　三五　いろいろと難しい面もあると
思いますし、糖尿病内科の医師はあま
り神経をみるのに慣れていないことも
あります。もしおかしいと思ったら、
ためらわずに脳神経内科医にコンサル
トしてください。ただ、糖尿病性多発
神経障害の簡易診断基準があるので、
それを見ていただくと、ある程度判断
がつくかと思います。症状と両側のア
キレス腱反射の低下、そして振動覚の
低下、その３つのうち２つがあれば神
経障害とほぼ判断できることになって
います。最近、鑑別診断フローチャー
トというのがそれに加わり、実地医家
がそれを見ながらいろいろと除外診断
することもできます。
　山内　そのフローチャートというの
はインターネットで見ることができる
のでしょうか。
　三五　2019年７月に日本末梢神経学
会の学会誌に掲載されて、当研究所の
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だけますか。
　三五　今わが国で使える糖尿病合併
症の神経障害の治療薬は解糖系の迂回
経路である「ポリオール経路」を抑制
するアルドース還元酵素阻害薬だけで、
早期、しかも血糖コントロールがいい
人に適用が限られるという話があり、
なかなか難しいのです。しかし、ポリ

オール以外にも迂回経路があるので、
そこを併せて遮断し、多剤併用のよう
な感じで他の要因を取り除くという試
みも進められていて、何とかその辺で
成果を出して新しい薬の開発につなげ
たいと思っています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

か自覚症状としてとらえるのは難しい
ため、アキレス腱反射、振動覚をきち
んとやっていただくことになるかと思
います。
　山内　以前からよくいわれていまし
たが、神経というのは、障害されて傷
ついて、死んでしまったら、それを補
うためにまた再生してくるという説も
あります。実際あるものなのでしょう
か。
　三五　病理学的に再生像というのは
見られているので、変性に対して、そ
れを補う意味で再生が起こる。ただ、
それがあまり秩序だった再生ではない
ので、それが痛みの原因になっている
というような報告もあります。
　山内　理論的には古い傷ついた神経
が死んでしまった後に、無傷の新しい
ものが出てくれば治癒する可能性はあ
ると見てよいですか。
　三五　そうですね。ただ、再生がず
っと続かず、だんだん脱落にいってし
まうと、今度は感覚の鈍麻になってし
まうことになります。
　山内　ということで、３番目の質問
にも絡むのですが、神経障害の重症化、
軽減、こういったものには血糖レベル、
期間があまり関係しない気がしますが
いかがですか、とのことです。逆に血
糖をぐっと良くした場合に神経障害の
予防ができるかどうか、こちらから見
た場合はどうなのでしょうか。
　三五　末梢神経障害の頻度というの

は、糖尿病の罹病期間が長いほど、あ
とコントロールが悪い、HbA1cが高い
ほど増加するというエビデンスがあり
ます。例えばHbA1cが10％を超える場
合は神経障害を有するリスクが6.5％未
満と比べて約2.5倍というようなデータ
も示されています。罹病期間と血糖コ
ントロール状況が神経障害進行にも関
与するとか、血糖レベルの改善によっ
て進行を抑制されたという報告もあり
ます。１型はそうなのですが、２型糖
尿病の場合は高血糖以外の肥満、高血
圧症、高脂血症、喫煙などの生活習慣
に関連した因子が神経障害を進展させ
ると考えられています。
　山内　１型糖尿病の場合には比較的
若い方が多いので、今出てきたほかの
リスクファクターを抱えていないケー
スがあります。こういった方々では、
血糖を良くしていると神経障害の発現
が少ないというエビデンスはあるので
しょうか。
　三五　それはありますね。むしろ２
型のほうが問題で、診断がついた時点
ですでに神経障害がある人が10％ぐら
いいるという話もありますし、生活習
慣を、血糖だけではなくて、血圧、脂
質、その辺もきちんとやらないといけ
ないというエビデンスが出ています。
　山内　２型に関してはそこも絡むの
で治療がなかなか難航しているという
ことですね。最後に今、先生方が研究
されている治療薬を少し紹介していた
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だけますか。
　三五　今わが国で使える糖尿病合併
症の神経障害の治療薬は解糖系の迂回
経路である「ポリオール経路」を抑制
するアルドース還元酵素阻害薬だけで、
早期、しかも血糖コントロールがいい
人に適用が限られるという話があり、
なかなか難しいのです。しかし、ポリ

オール以外にも迂回経路があるので、
そこを併せて遮断し、多剤併用のよう
な感じで他の要因を取り除くという試
みも進められていて、何とかその辺で
成果を出して新しい薬の開発につなげ
たいと思っています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

か自覚症状としてとらえるのは難しい
ため、アキレス腱反射、振動覚をきち
んとやっていただくことになるかと思
います。
　山内　以前からよくいわれていまし
たが、神経というのは、障害されて傷
ついて、死んでしまったら、それを補
うためにまた再生してくるという説も
あります。実際あるものなのでしょう
か。
　三五　病理学的に再生像というのは
見られているので、変性に対して、そ
れを補う意味で再生が起こる。ただ、
それがあまり秩序だった再生ではない
ので、それが痛みの原因になっている
というような報告もあります。
　山内　理論的には古い傷ついた神経
が死んでしまった後に、無傷の新しい
ものが出てくれば治癒する可能性はあ
ると見てよいですか。
　三五　そうですね。ただ、再生がず
っと続かず、だんだん脱落にいってし
まうと、今度は感覚の鈍麻になってし
まうことになります。
　山内　ということで、３番目の質問
にも絡むのですが、神経障害の重症化、
軽減、こういったものには血糖レベル、
期間があまり関係しない気がしますが
いかがですか、とのことです。逆に血
糖をぐっと良くした場合に神経障害の
予防ができるかどうか、こちらから見
た場合はどうなのでしょうか。
　三五　末梢神経障害の頻度というの

は、糖尿病の罹病期間が長いほど、あ
とコントロールが悪い、HbA1cが高い
ほど増加するというエビデンスがあり
ます。例えばHbA1cが10％を超える場
合は神経障害を有するリスクが6.5％未
満と比べて約2.5倍というようなデータ
も示されています。罹病期間と血糖コ
ントロール状況が神経障害進行にも関
与するとか、血糖レベルの改善によっ
て進行を抑制されたという報告もあり
ます。１型はそうなのですが、２型糖
尿病の場合は高血糖以外の肥満、高血
圧症、高脂血症、喫煙などの生活習慣
に関連した因子が神経障害を進展させ
ると考えられています。
　山内　１型糖尿病の場合には比較的
若い方が多いので、今出てきたほかの
リスクファクターを抱えていないケー
スがあります。こういった方々では、
血糖を良くしていると神経障害の発現
が少ないというエビデンスはあるので
しょうか。
　三五　それはありますね。むしろ２
型のほうが問題で、診断がついた時点
ですでに神経障害がある人が10％ぐら
いいるという話もありますし、生活習
慣を、血糖だけではなくて、血圧、脂
質、その辺もきちんとやらないといけ
ないというエビデンスが出ています。
　山内　２型に関してはそこも絡むの
で治療がなかなか難航しているという
ことですね。最後に今、先生方が研究
されている治療薬を少し紹介していた
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東京女子医科大学腎臓内科教授
内　田　啓　子

（聞き手　池脇克則）

　最近開発の腎性貧血の内服薬、低酸素誘導性因子（HIF）-プロリン水酸化酵
素（PH）阻害薬についてご教示ください。なお、PHは以前よりコラーゲン生
合成に関与する酵素として知られており、肝臓等臓器の線維化にも関与すると
いわれていたようです。したがって、その阻害薬による身体のコラーゲンの減
少はいかがでしょうか。
 ＜大阪府開業医＞

低酸素誘導性因子‒プロリン水酸化酵素阻害薬

　池脇　低酸素誘導性因子-プロリン
水酸化酵素阻害薬、いわゆるHIF-PH
阻害薬、これは腎性貧血の新しい治療
薬、しかも内服の薬なのですね。2019
年、比較的最近のノーベル賞の研究成
果がこの薬とも関係していると聞きま
したが、どういう薬なのでしょうか。
　内田　腎性貧血の薬といえば、エリ
スロポエチン製剤（注射薬）が1990年
に出てきたとき、我々腎臓専門医にと
ってそれは画期的で、これで腎臓の悪
い患者さんに輸血をしなくて済むよう
になると喜びました。素晴らしい薬で
すが、そこから全く次の薬が出ない状
況が長く続いていました。それがノー
ベル賞を2019年にもらった低酸素応答

という作用を利用したHIF-PH阻害薬
という薬が出て、しかも先生がおっし
ゃったように内服だということで、エ
リスロポエチンから30年たって、やっ
と第２の腎性貧血の薬が出たわけで本
当に素晴らしいことだと思っています。
　池脇　理解が難しいかもしれません
が、少なくとも低酸素応答というHIF
とエリスロポエチンが何らかのかたち
で関係している、リンクしているので
すね。
　内田　HIFは転写因子という種類に
属するものです。最終的には細胞質に
もともと準備されていて、核の中に入
ってエリスロポエチンの転写を開始さ
せる物質です。もともと体の反応とし

ては低酸素になったときに必要になる
ものです。生きていくのに大切な仕組
みなので、普段からHIFは細胞質にあ
るのですが、酸素濃度が正常であれば
使われないのでどんどん壊れていって
います。そして体にとって危険な状態
である低酸素になったときには、すか
さず応答ができる仕組みになっていま
す。それをこの薬は低酸素ではないの
に、あたかも細胞が低酸素になったか
のようにエリスロポエチンの転写を開
始でき、HIFが壊れていくのを食い止
める、化学反応としてはHIFのプロリ
ンのリン酸化を阻害するという、本来
なら低酸素でなければ起こらないこと
を薬がさせるという仕組みです。
　ただ、転写因子であるということは、
逆にいいますと、エリスロポエチンだ
けを作るのではなくて、それ以外にも
いろいろな効果が出てくる可能性があ
るところがとても最先端の薬だと思い
ます。エリスロポエチンは不足してい
るホルモンを体外から補充するという
機序とは根本的に異なります。
　池脇　確かにほかの領域でも転写因
子を調整する治療薬の試みがあります
が、幅広い作用を持つがためになかな
か薬として応用できないという経緯が
あったように思うのです。これはもう
すでに使える薬になっているのですね。
　内田　そうなのです。本当につい最
近使えるようになった薬です。日本で
最初の承認が2019年で、2021年１月に

は５剤目が承認され、５種類のHIF-PH
阻害薬を開業医が処方できる状態にな
っています。
　池脇　そうしますと、従来のエリス
ロポエチンの注射、あるいはこの新し
い内服薬など、今、腎性貧血に対して
何をファーストにして、次はこうする
といった治療の流れはどうなっている
のでしょうか。
　内田　腎臓の専門医で、透析の患者
さんを診ている医師は週３回、必要に
応じて透析の回路からエリスロポエチ
ン製剤を注射することで貧血をコント
ロールしているので、それでコントロ
ールのよいほうを全員内服薬である
HIF-PH阻害薬に替えるという方向性
ではないと思います。また内服ですと、
患者さんの服薬が確実ではありません。
エリスロポエチンを高用量投与しても
貧血が改善しない患者さんがいますの
で、そういう患者さんには、エリスロ
ポエチンとは全く機序が違う薬である
HIF-PH阻害薬がより適応です。
　また透析は必要ないけれども、腎臓
の機能が３割を下回った状態を保存期
腎不全といいますが、その頃から腎性
貧血が出てきます。患者さんの多くは
社会生活をされていて、今は１カ月に
１回、外来に来ていただいて、エリス
ロポエチンを注射して痛い思いをされ
ていますが、内服薬でコントロールで
きるようになりましたので、患者さん
にとってはとてもメリットがあるので

ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021） （647）  76 （646） ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021）

2110_HONBUN.indd   7 2021/09/08   9:34



東京女子医科大学腎臓内科教授
内　田　啓　子

（聞き手　池脇克則）

　最近開発の腎性貧血の内服薬、低酸素誘導性因子（HIF）-プロリン水酸化酵
素（PH）阻害薬についてご教示ください。なお、PHは以前よりコラーゲン生
合成に関与する酵素として知られており、肝臓等臓器の線維化にも関与すると
いわれていたようです。したがって、その阻害薬による身体のコラーゲンの減
少はいかがでしょうか。
 ＜大阪府開業医＞

低酸素誘導性因子‒プロリン水酸化酵素阻害薬

　池脇　低酸素誘導性因子-プロリン
水酸化酵素阻害薬、いわゆるHIF-PH
阻害薬、これは腎性貧血の新しい治療
薬、しかも内服の薬なのですね。2019
年、比較的最近のノーベル賞の研究成
果がこの薬とも関係していると聞きま
したが、どういう薬なのでしょうか。
　内田　腎性貧血の薬といえば、エリ
スロポエチン製剤（注射薬）が1990年
に出てきたとき、我々腎臓専門医にと
ってそれは画期的で、これで腎臓の悪
い患者さんに輸血をしなくて済むよう
になると喜びました。素晴らしい薬で
すが、そこから全く次の薬が出ない状
況が長く続いていました。それがノー
ベル賞を2019年にもらった低酸素応答

という作用を利用したHIF-PH阻害薬
という薬が出て、しかも先生がおっし
ゃったように内服だということで、エ
リスロポエチンから30年たって、やっ
と第２の腎性貧血の薬が出たわけで本
当に素晴らしいことだと思っています。
　池脇　理解が難しいかもしれません
が、少なくとも低酸素応答というHIF
とエリスロポエチンが何らかのかたち
で関係している、リンクしているので
すね。
　内田　HIFは転写因子という種類に
属するものです。最終的には細胞質に
もともと準備されていて、核の中に入
ってエリスロポエチンの転写を開始さ
せる物質です。もともと体の反応とし

ては低酸素になったときに必要になる
ものです。生きていくのに大切な仕組
みなので、普段からHIFは細胞質にあ
るのですが、酸素濃度が正常であれば
使われないのでどんどん壊れていって
います。そして体にとって危険な状態
である低酸素になったときには、すか
さず応答ができる仕組みになっていま
す。それをこの薬は低酸素ではないの
に、あたかも細胞が低酸素になったか
のようにエリスロポエチンの転写を開
始でき、HIFが壊れていくのを食い止
める、化学反応としてはHIFのプロリ
ンのリン酸化を阻害するという、本来
なら低酸素でなければ起こらないこと
を薬がさせるという仕組みです。
　ただ、転写因子であるということは、
逆にいいますと、エリスロポエチンだ
けを作るのではなくて、それ以外にも
いろいろな効果が出てくる可能性があ
るところがとても最先端の薬だと思い
ます。エリスロポエチンは不足してい
るホルモンを体外から補充するという
機序とは根本的に異なります。
　池脇　確かにほかの領域でも転写因
子を調整する治療薬の試みがあります
が、幅広い作用を持つがためになかな
か薬として応用できないという経緯が
あったように思うのです。これはもう
すでに使える薬になっているのですね。
　内田　そうなのです。本当につい最
近使えるようになった薬です。日本で
最初の承認が2019年で、2021年１月に

は５剤目が承認され、５種類のHIF-PH
阻害薬を開業医が処方できる状態にな
っています。
　池脇　そうしますと、従来のエリス
ロポエチンの注射、あるいはこの新し
い内服薬など、今、腎性貧血に対して
何をファーストにして、次はこうする
といった治療の流れはどうなっている
のでしょうか。
　内田　腎臓の専門医で、透析の患者
さんを診ている医師は週３回、必要に
応じて透析の回路からエリスロポエチ
ン製剤を注射することで貧血をコント
ロールしているので、それでコントロ
ールのよいほうを全員内服薬である
HIF-PH阻害薬に替えるという方向性
ではないと思います。また内服ですと、
患者さんの服薬が確実ではありません。
エリスロポエチンを高用量投与しても
貧血が改善しない患者さんがいますの
で、そういう患者さんには、エリスロ
ポエチンとは全く機序が違う薬である
HIF-PH阻害薬がより適応です。
　また透析は必要ないけれども、腎臓
の機能が３割を下回った状態を保存期
腎不全といいますが、その頃から腎性
貧血が出てきます。患者さんの多くは
社会生活をされていて、今は１カ月に
１回、外来に来ていただいて、エリス
ロポエチンを注射して痛い思いをされ
ていますが、内服薬でコントロールで
きるようになりましたので、患者さん
にとってはとてもメリットがあるので
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はないかと思います。
　池脇　エリスロポエチンの異化を抑
えることによって増やすという、理論
上はそうかもしれないけれども、おそ
らく人によって様々な反応性がある。
一方で、エリスロポエチンを補充する
のは確実性からすると従来のエリスロ
ポエチンのほうが効果は期待できると
いうことでしょうか。
　内田　私たちとしてはHIF-PH阻害
薬は、エリスロポエチンに取って代わ
る薬ではなく、腎性貧血に対する武器
が今まで１つしかなかったのが２つに
なった。そういう理解です。適材適所、
患者さんの病態に応じて、注射薬がい
い場合、内服がいい場合と使い分けが
できるようになったところが大きいと
思っています。
　池脇　腎不全の方の貧血は予後に影
響するような要因なのでしょうか。
　内田　心臓と腎臓と貧血というのは
お互いに連関しているといわれており、
腎臓だけでは命はなくなることはあり
ませんが、心臓に影響が出ますと、生
命にかかわりますので、貧血の改善は
非常に重要です。
　池脇　確かにエリスロポエチンを使
っていて、ある程度効果が見られてい
る患者さんをわざわざスイッチする必
要はないと思うのですが、先ほど先生
がおっしゃったエリスロポエチンの反
応性が乏しい人にはどうでしょうか。
最近の「The New England Journal of 

Medicine」でしたか、慢性炎症がある
方にこの薬がどうもよさそうだとあり
ましたね。
　内田　おっしゃるとおりです。そこ
までは私たちも突き止めていたのです
が、次の手がなかったものですから、
そういう患者さんは輸血に頼らざるを
得なかった。そういう方にはHIF-PH
阻害薬を投与していて、機序がエリス
ロポエチンとは全く違いますので、貧
血が改善して患者さんのQOLが改善す
る可能性があるのではないかと思って
います。
　池脇　そのあたりの適正な使用に関
しても、腎臓学会で勧告を出されてい
るのですね。
　内田　そうですね。機序が転写因子
の制御ですので、多くの患者さんに使
ってみると、いいこともたくさん出て
くると思いますが、悪いことが出てこ
ないとも限りません。慎重に使いまし
ょうということで勧告を出しました。
　池脇　今回の質問は副作用に関して、
コラーゲンが減少するのではないかと
いうものですが、これに関してはいか
がですか。
　内田　もともと生化学的にはコラー
ゲンを産生するのにHIF-PHが必要な
のです。ですから、それを阻害してし
まうと、コラーゲンは骨や間質にあり、
健康な人にも必要な物質ですから、そ
のコラーゲンが減ってしまうのではな
いかというのがこの質問の趣旨かと思

うのですが、治験中にはそのような副
作用の報告は一切ありませんでした。
低酸素応答の結果起こることと、もと
もとの生体内でのコラーゲンの産生と
は少し違うようで、逆に線維化（コラ
ーゲン産生）を抑制するのではないか
というような動物実験の結果も出てい
て、それも期待されているHIF-PH阻
害薬の副次的なよい効果のひとつです。
　池脇　そうすると、この質問に関し
ては心配することはないという一方で、
ターゲットが広い転写因子ですので、
特にこういう患者さんには気をつける
とか、そういうものはありますか。
　内田　はい。血管増殖に影響を与え
てしまうことがわかっており、悪性疾
患や増殖性疾患をお持ちの方は、それ
らを進めてしまう可能性があります。
外来で使われる場合にはしっかり検診
を受けて、がんなどがないかどうかを
確認してから投与されたほうがいいと
思います。また糖尿病で透析されてい
る方も多いですが、網膜症を合併され
ている方もいます。これも網膜の増殖
性病変ですので、眼科の先生に検診し
てもらってから使うとか、とにかく最
初は気をつけて、慎重に使い出すこと
が必要ではないかと思っています。
　池脇　そういった副作用のデータの
蓄積は、上市されてまだ日が浅いので、
これからというところでしょうか。

　内田　そうですね。治験のデータも
まだ何万人というレベルしかなく、長
くて２年です。また日本人のデータが
すべてではないので、これから長期的
に、多くの患者さんに使っていただき、
いい面も悪い面も蓄積していくことで、
我々の経験値を上げ、できれば数年後
には「いい薬だね」と言えるようにな
ればよいと思っています。
　池脇　あっという間に何種類かの薬
が出て、興味を持たれた医師は、そん
なにたくさんあったらどれを使ったら
いいのという素朴な疑問があるように
思うのですが、使い分けはどうなって
いるのでしょうか。
　内田　今のところは、各メーカーの
出している薬を一覧表にしますと、内
服方法とか血中濃度のピークとか、少
しずつ違いはあるのですが、それが結
果的に臨床的に患者さんに、どういう
使い分けをすればいいかは、現状、ま
だ何とも言えないところがあります。
それも含めて我々が慎重に使っていく
中で、だんだん薬の個性というのが見
えてくるのではないかと思っています。
　池脇　いずれにしても大事に育てた
い、とても貴重な薬だということです
ね。
　内田　そう思います。本当に貴重だ
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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はないかと思います。
　池脇　エリスロポエチンの異化を抑
えることによって増やすという、理論
上はそうかもしれないけれども、おそ
らく人によって様々な反応性がある。
一方で、エリスロポエチンを補充する
のは確実性からすると従来のエリスロ
ポエチンのほうが効果は期待できると
いうことでしょうか。
　内田　私たちとしてはHIF-PH阻害
薬は、エリスロポエチンに取って代わ
る薬ではなく、腎性貧血に対する武器
が今まで１つしかなかったのが２つに
なった。そういう理解です。適材適所、
患者さんの病態に応じて、注射薬がい
い場合、内服がいい場合と使い分けが
できるようになったところが大きいと
思っています。
　池脇　腎不全の方の貧血は予後に影
響するような要因なのでしょうか。
　内田　心臓と腎臓と貧血というのは
お互いに連関しているといわれており、
腎臓だけでは命はなくなることはあり
ませんが、心臓に影響が出ますと、生
命にかかわりますので、貧血の改善は
非常に重要です。
　池脇　確かにエリスロポエチンを使
っていて、ある程度効果が見られてい
る患者さんをわざわざスイッチする必
要はないと思うのですが、先ほど先生
がおっしゃったエリスロポエチンの反
応性が乏しい人にはどうでしょうか。
最近の「The New England Journal of 

Medicine」でしたか、慢性炎症がある
方にこの薬がどうもよさそうだとあり
ましたね。
　内田　おっしゃるとおりです。そこ
までは私たちも突き止めていたのです
が、次の手がなかったものですから、
そういう患者さんは輸血に頼らざるを
得なかった。そういう方にはHIF-PH
阻害薬を投与していて、機序がエリス
ロポエチンとは全く違いますので、貧
血が改善して患者さんのQOLが改善す
る可能性があるのではないかと思って
います。
　池脇　そのあたりの適正な使用に関
しても、腎臓学会で勧告を出されてい
るのですね。
　内田　そうですね。機序が転写因子
の制御ですので、多くの患者さんに使
ってみると、いいこともたくさん出て
くると思いますが、悪いことが出てこ
ないとも限りません。慎重に使いまし
ょうということで勧告を出しました。
　池脇　今回の質問は副作用に関して、
コラーゲンが減少するのではないかと
いうものですが、これに関してはいか
がですか。
　内田　もともと生化学的にはコラー
ゲンを産生するのにHIF-PHが必要な
のです。ですから、それを阻害してし
まうと、コラーゲンは骨や間質にあり、
健康な人にも必要な物質ですから、そ
のコラーゲンが減ってしまうのではな
いかというのがこの質問の趣旨かと思

うのですが、治験中にはそのような副
作用の報告は一切ありませんでした。
低酸素応答の結果起こることと、もと
もとの生体内でのコラーゲンの産生と
は少し違うようで、逆に線維化（コラ
ーゲン産生）を抑制するのではないか
というような動物実験の結果も出てい
て、それも期待されているHIF-PH阻
害薬の副次的なよい効果のひとつです。
　池脇　そうすると、この質問に関し
ては心配することはないという一方で、
ターゲットが広い転写因子ですので、
特にこういう患者さんには気をつける
とか、そういうものはありますか。
　内田　はい。血管増殖に影響を与え
てしまうことがわかっており、悪性疾
患や増殖性疾患をお持ちの方は、それ
らを進めてしまう可能性があります。
外来で使われる場合にはしっかり検診
を受けて、がんなどがないかどうかを
確認してから投与されたほうがいいと
思います。また糖尿病で透析されてい
る方も多いですが、網膜症を合併され
ている方もいます。これも網膜の増殖
性病変ですので、眼科の先生に検診し
てもらってから使うとか、とにかく最
初は気をつけて、慎重に使い出すこと
が必要ではないかと思っています。
　池脇　そういった副作用のデータの
蓄積は、上市されてまだ日が浅いので、
これからというところでしょうか。

　内田　そうですね。治験のデータも
まだ何万人というレベルしかなく、長
くて２年です。また日本人のデータが
すべてではないので、これから長期的
に、多くの患者さんに使っていただき、
いい面も悪い面も蓄積していくことで、
我々の経験値を上げ、できれば数年後
には「いい薬だね」と言えるようにな
ればよいと思っています。
　池脇　あっという間に何種類かの薬
が出て、興味を持たれた医師は、そん
なにたくさんあったらどれを使ったら
いいのという素朴な疑問があるように
思うのですが、使い分けはどうなって
いるのでしょうか。
　内田　今のところは、各メーカーの
出している薬を一覧表にしますと、内
服方法とか血中濃度のピークとか、少
しずつ違いはあるのですが、それが結
果的に臨床的に患者さんに、どういう
使い分けをすればいいかは、現状、ま
だ何とも言えないところがあります。
それも含めて我々が慎重に使っていく
中で、だんだん薬の個性というのが見
えてくるのではないかと思っています。
　池脇　いずれにしても大事に育てた
い、とても貴重な薬だということです
ね。
　内田　そう思います。本当に貴重だ
と思います。
　池脇　ありがとうございました。
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昭和大学呼吸器・アレルギー内科准教授
田　中　明　彦

（聞き手　池田志斈）

　One airway, one diseaseの観点からアレルギー性鼻炎と喘息の治療が注目さ
れています。
　・点鼻ステロイドの下気道への影響とその方法。
　・ 吸入ステロイド（配合剤）の鼻腔への呼出法の効果と方法についてご教示

ください。
 ＜岐阜県開業医＞

One airway, one disease

　池田　田中先生、One airway, one 
diseaseという概念はいつ頃からあるも
のなのでしょうか。
　田中　かなり以前から、少なくとも
私が医師になった二十数年前、その前
後ぐらいからいわれているのではない
かなと思いますので、20年以上いわれ
ていると考えられます。
　池田　イメージすると、最初に例え
ばダニアレルゲンが入ってくるところ
が鼻粘膜ですね。そしてさらに奧に入
っていって気管になるのでしょうが、
One airway, one diseaseのもう一つの
側面として、一つのアレルゲンで鼻炎
も起こるし、喘息も起こる、そういう
考えなのでしょうか。

　田中　文字どおり、One airway, one 
diseaseですので、まず一つの気道、上
気道にアレルギー性鼻炎があって、下
気道のほうに喘息があるというone air-
wayと、one diseaseというのは概念と
しては同じようなタイプの炎症が起こ
るということです。例えば、今おっし
ゃったように、ダニアレルゲンが入っ
てきて、上気道に炎症を起こすとアレ
ルギー性鼻炎になりますし、下気道で
アレルギー性の炎症を起こすと喘息に
なるといった概念です。
　池田　次の質問では、点鼻ステロイ
ドの下気道への影響とその方法と書い
てあります。方法というのは投与法な
のでしょうが、実際にステロイドの点

鼻をすると下気道まで効果があるので
しょうか。
　田中　点鼻ステロイドの下気道への
影響というのは古くから幾つか報告が
ありますが、ある報告は効果がある、
ある報告は効果がないというように報
告によって結果が異なるという傾向が
あります。以前からの報告を見直すと、
一つの傾向が見られて、自覚症状は比
較的改善しやすく、一方では呼吸機能
であったり、気道の過敏性といった要
素はどちらかというと改善しにくい傾
向があります。
　池田　でも、自覚症状はなかなか難
しいですよね。鼻粘膜もやられている
し、上気道もやられている状態ですと、
鼻粘膜がよくなっただけでもだいぶイ
メージが変わりますよね。
　田中　おっしゃるとおりで、これこ
そまさにOne airway, one diseaseで、
鼻の症状が良くなると喘息の症状も比
較的良くなるような印象があるわけで
す。もちろん症状ですので、そういっ
たかたちで喘息の症状と鼻炎の症状を
全く切り離してとらえることは難しい
傾向があるので、鼻炎の症状が良くな
ったら喘息の症状も良くなったような
感じもする、ということも含まれてい
ると考えられます。
　池田　実際に効果がある方もたくさ
んいらっしゃると思うのですが、点鼻
ステロイドが肺に効くというのはどう
いう機序が想定されているのでしょう

か。
　田中　２つの機序が考えられていま
す。一つは上気道で点鼻ステロイドが
効を奏した際に、同様に下気道の炎症
も制御されている可能性と、もう一つ
は点鼻ステロイドが下気道まで流れて
いって、直接炎症を制御している可能
性です。これまで聞いた報告では、ど
ちらがどうだという明確な報告はあり
ません。
　池田　私も時々点鼻ステロイドを使
うのですが、シュッとやった後にちょ
っと鼻から吸ってしまいますよね。あ
あいうことでも下のほうにいくのでし
ょうか。
　田中　そうですね。下気道のほうに
流れていっているのは間違いないので
すが、ただ、量の問題で考えると、下
気道まで本当に炎症が制御されている
のかどうかはまだ十分にわかっていな
いのが現状です。
　池田　質問では一方で、今度は吸入
ステロイドを鼻腔へ吐き出す、と書い
てあるのですが、その効果と方法とは、
いったいどのようなことを意味してい
るのでしょうか。
　田中　通常喘息で使う吸入ステロイ
ド、もしくは吸入ステロイドを含む配
合剤は通常、口から吸って口から吐き
出すことが多いのですが、そこを口か
ら吸って鼻から吐き出すという経鼻呼
出という方法になります。鼻から吐き
出すことによって鼻の炎症、例えばア
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昭和大学呼吸器・アレルギー内科准教授
田　中　明　彦

（聞き手　池田志斈）

　One airway, one diseaseの観点からアレルギー性鼻炎と喘息の治療が注目さ
れています。
　・点鼻ステロイドの下気道への影響とその方法。
　・ 吸入ステロイド（配合剤）の鼻腔への呼出法の効果と方法についてご教示

ください。
 ＜岐阜県開業医＞

One airway, one disease

　池田　田中先生、One airway, one 
diseaseという概念はいつ頃からあるも
のなのでしょうか。
　田中　かなり以前から、少なくとも
私が医師になった二十数年前、その前
後ぐらいからいわれているのではない
かなと思いますので、20年以上いわれ
ていると考えられます。
　池田　イメージすると、最初に例え
ばダニアレルゲンが入ってくるところ
が鼻粘膜ですね。そしてさらに奧に入
っていって気管になるのでしょうが、
One airway, one diseaseのもう一つの
側面として、一つのアレルゲンで鼻炎
も起こるし、喘息も起こる、そういう
考えなのでしょうか。

　田中　文字どおり、One airway, one 
diseaseですので、まず一つの気道、上
気道にアレルギー性鼻炎があって、下
気道のほうに喘息があるというone air-
wayと、one diseaseというのは概念と
しては同じようなタイプの炎症が起こ
るということです。例えば、今おっし
ゃったように、ダニアレルゲンが入っ
てきて、上気道に炎症を起こすとアレ
ルギー性鼻炎になりますし、下気道で
アレルギー性の炎症を起こすと喘息に
なるといった概念です。
　池田　次の質問では、点鼻ステロイ
ドの下気道への影響とその方法と書い
てあります。方法というのは投与法な
のでしょうが、実際にステロイドの点

鼻をすると下気道まで効果があるので
しょうか。
　田中　点鼻ステロイドの下気道への
影響というのは古くから幾つか報告が
ありますが、ある報告は効果がある、
ある報告は効果がないというように報
告によって結果が異なるという傾向が
あります。以前からの報告を見直すと、
一つの傾向が見られて、自覚症状は比
較的改善しやすく、一方では呼吸機能
であったり、気道の過敏性といった要
素はどちらかというと改善しにくい傾
向があります。
　池田　でも、自覚症状はなかなか難
しいですよね。鼻粘膜もやられている
し、上気道もやられている状態ですと、
鼻粘膜がよくなっただけでもだいぶイ
メージが変わりますよね。
　田中　おっしゃるとおりで、これこ
そまさにOne airway, one diseaseで、
鼻の症状が良くなると喘息の症状も比
較的良くなるような印象があるわけで
す。もちろん症状ですので、そういっ
たかたちで喘息の症状と鼻炎の症状を
全く切り離してとらえることは難しい
傾向があるので、鼻炎の症状が良くな
ったら喘息の症状も良くなったような
感じもする、ということも含まれてい
ると考えられます。
　池田　実際に効果がある方もたくさ
んいらっしゃると思うのですが、点鼻
ステロイドが肺に効くというのはどう
いう機序が想定されているのでしょう

か。
　田中　２つの機序が考えられていま
す。一つは上気道で点鼻ステロイドが
効を奏した際に、同様に下気道の炎症
も制御されている可能性と、もう一つ
は点鼻ステロイドが下気道まで流れて
いって、直接炎症を制御している可能
性です。これまで聞いた報告では、ど
ちらがどうだという明確な報告はあり
ません。
　池田　私も時々点鼻ステロイドを使
うのですが、シュッとやった後にちょ
っと鼻から吸ってしまいますよね。あ
あいうことでも下のほうにいくのでし
ょうか。
　田中　そうですね。下気道のほうに
流れていっているのは間違いないので
すが、ただ、量の問題で考えると、下
気道まで本当に炎症が制御されている
のかどうかはまだ十分にわかっていな
いのが現状です。
　池田　質問では一方で、今度は吸入
ステロイドを鼻腔へ吐き出す、と書い
てあるのですが、その効果と方法とは、
いったいどのようなことを意味してい
るのでしょうか。
　田中　通常喘息で使う吸入ステロイ
ド、もしくは吸入ステロイドを含む配
合剤は通常、口から吸って口から吐き
出すことが多いのですが、そこを口か
ら吸って鼻から吐き出すという経鼻呼
出という方法になります。鼻から吐き
出すことによって鼻の炎症、例えばア
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レルギー性鼻炎であったり、副鼻腔炎
の炎症を制御することができるという
メカニズムの治療法です。
　池田　なるほど。では吸い込んだも
のを少し鼻に回すことによって、少し
漂っているようなものを鼻粘膜に回し
てしまう、そんなイメージでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。
　池田　これは小さな子どもさんだと
難しいかもしれませんね。
　田中　医師もしくは看護師を中心と
した医療従事者の指示どおりしっかり
できるかがポイントになるかと考えま
す。
　池田　実際に先生方が臨床で経験さ
れる症例で、このタイプだったらどち
らをやろうかと考えるのは、具体的に
どのような方なのでしょうか。
　田中　比較的私の臨床経験でよかっ
たという印象があるのは鼻閉です。鼻
水にも効くときがありますが、どちら
かというと鼻閉のほうが効いた印象が
あります。ただ、これは大規模な臨床
試験で明確に示されたエビデンスでは
ないので、その点はご了承いただきた
いところです。鼻閉の患者さんには比
較的、経鼻呼出が効を奏するという印
象があります。
　池田　経鼻呼出をして鼻閉がよくな
るようなイメージがあるのですね。
　田中　そうですね。
　池田　また戻ってしまうのですが、
One airway, one diseaseというときは、

アレルギー性鼻炎と喘息というイメー
ジですけれども、先ほど副鼻腔炎もけ
っこう関係があるのではないかという
お話がありました。いかがでしょうか。
　田中　One airway, one diseaseの通
常概念を語る際には喘息とアレルギー
性鼻炎が一般的ではあるのですが、実
際の実臨床で考えると、喘息と副鼻腔
炎も十分にこのOne airway, one dis-
easeに含まれてしかるべきだと思って
います。というのも、喘息も副鼻腔炎
も同じ好酸球性炎症ですので、一つの
気道という概念も合致している。そし
て、好酸球性炎症であることも合致し
ているので、立派なOne airway, one 
diseaseであると考えられます。過去の
報告も吸入ステロイドの経鼻呼出の効
果を見たスタディの多くは、アレルギ
ー性鼻炎ではなくて副鼻腔炎、特に好
酸球性副鼻腔炎のほうが多いというの
が実情です。
　池田　吸入ステロイドを鼻のほうへ
吹き出して、副鼻腔炎がよくなるので
すね。
　田中　そうですね。特にアレルギー
性鼻炎は、わが国では、抗ヒスタミン
剤のほうが多く使われます。一方、副
鼻腔炎、特に好酸球性副鼻腔炎はステ
ロイドがファーストチョイスになって
います。吸入ステロイドの経鼻呼出も
同様にステロイドですので、効果とい
う意味では好酸球性副鼻腔炎に非常に
効くという過去の報告（図）もありま

すし、私の実臨床での印象もあります。
　池田　最後にお聞きしたいのは、One 
airway, one diseaseという考え方が実
際のアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎と喘
息の治療におけるエビデンスにおいて、
どの辺に位置され、どのように利用さ
れているのでしょうか。
　田中　２つのパターンが考えられる
と思います。一つは先ほどの話にあり
ました吸入ステロイドの経鼻呼出のよ
うに、One airway, one diseaseを意識
して、創意工夫をしてその治療を行う
というパターン。もう一つは、抗IgE

抗体のオマリズマブのように、喘息に
も効きますし、スギ花粉症にも効果が
ある、こういったかたちで、意図せず
両方とも効いているパターン。あと免
疫療法も同様ですね。工夫をしてどち
らにも効かせるよりも、自然にどちら
にも効いているという両方のパターン
があると考えます。
　池田　治療法の選択の際にも考えら
れますが、その反応性、例えば鼻炎に
も喘息にも効く理由の一つとしても考
えられるのですね。
　田中　そうですね。創意工夫して治

図　吸入ステロイド（HFA-BDP）の経鼻呼出は
　　慢性好酸球性副鼻腔炎の症状を改善させる

HFA-BDP：HFA-134a-beclomethasone dipropionateSNOT-22：Sino-nasal outcome 
test-22, ##：P＜0.01（vs. visit 1）.

Kobayashi Y, Yasuba H, Asako M, Yamamoto T, Takano H, Tomoda K, Kanda A, 
Iwai H. HFA-BDP Metered-Dose Inhaler Exhaled Through the Nose Improves 
Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis With Bronchial Asthma：A Blinded, Placebo-

Controlled Study. Front Immunol. 2018 Sep 25；9：2192. から引用
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レルギー性鼻炎であったり、副鼻腔炎
の炎症を制御することができるという
メカニズムの治療法です。
　池田　なるほど。では吸い込んだも
のを少し鼻に回すことによって、少し
漂っているようなものを鼻粘膜に回し
てしまう、そんなイメージでしょうか。
　田中　おっしゃるとおりです。
　池田　これは小さな子どもさんだと
難しいかもしれませんね。
　田中　医師もしくは看護師を中心と
した医療従事者の指示どおりしっかり
できるかがポイントになるかと考えま
す。
　池田　実際に先生方が臨床で経験さ
れる症例で、このタイプだったらどち
らをやろうかと考えるのは、具体的に
どのような方なのでしょうか。
　田中　比較的私の臨床経験でよかっ
たという印象があるのは鼻閉です。鼻
水にも効くときがありますが、どちら
かというと鼻閉のほうが効いた印象が
あります。ただ、これは大規模な臨床
試験で明確に示されたエビデンスでは
ないので、その点はご了承いただきた
いところです。鼻閉の患者さんには比
較的、経鼻呼出が効を奏するという印
象があります。
　池田　経鼻呼出をして鼻閉がよくな
るようなイメージがあるのですね。
　田中　そうですね。
　池田　また戻ってしまうのですが、
One airway, one diseaseというときは、

アレルギー性鼻炎と喘息というイメー
ジですけれども、先ほど副鼻腔炎もけ
っこう関係があるのではないかという
お話がありました。いかがでしょうか。
　田中　One airway, one diseaseの通
常概念を語る際には喘息とアレルギー
性鼻炎が一般的ではあるのですが、実
際の実臨床で考えると、喘息と副鼻腔
炎も十分にこのOne airway, one dis-
easeに含まれてしかるべきだと思って
います。というのも、喘息も副鼻腔炎
も同じ好酸球性炎症ですので、一つの
気道という概念も合致している。そし
て、好酸球性炎症であることも合致し
ているので、立派なOne airway, one 
diseaseであると考えられます。過去の
報告も吸入ステロイドの経鼻呼出の効
果を見たスタディの多くは、アレルギ
ー性鼻炎ではなくて副鼻腔炎、特に好
酸球性副鼻腔炎のほうが多いというの
が実情です。
　池田　吸入ステロイドを鼻のほうへ
吹き出して、副鼻腔炎がよくなるので
すね。
　田中　そうですね。特にアレルギー
性鼻炎は、わが国では、抗ヒスタミン
剤のほうが多く使われます。一方、副
鼻腔炎、特に好酸球性副鼻腔炎はステ
ロイドがファーストチョイスになって
います。吸入ステロイドの経鼻呼出も
同様にステロイドですので、効果とい
う意味では好酸球性副鼻腔炎に非常に
効くという過去の報告（図）もありま

すし、私の実臨床での印象もあります。
　池田　最後にお聞きしたいのは、One 
airway, one diseaseという考え方が実
際のアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎と喘
息の治療におけるエビデンスにおいて、
どの辺に位置され、どのように利用さ
れているのでしょうか。
　田中　２つのパターンが考えられる
と思います。一つは先ほどの話にあり
ました吸入ステロイドの経鼻呼出のよ
うに、One airway, one diseaseを意識
して、創意工夫をしてその治療を行う
というパターン。もう一つは、抗IgE

抗体のオマリズマブのように、喘息に
も効きますし、スギ花粉症にも効果が
ある、こういったかたちで、意図せず
両方とも効いているパターン。あと免
疫療法も同様ですね。工夫をしてどち
らにも効かせるよりも、自然にどちら
にも効いているという両方のパターン
があると考えます。
　池田　治療法の選択の際にも考えら
れますが、その反応性、例えば鼻炎に
も喘息にも効く理由の一つとしても考
えられるのですね。
　田中　そうですね。創意工夫して治

図　吸入ステロイド（HFA-BDP）の経鼻呼出は
　　慢性好酸球性副鼻腔炎の症状を改善させる

HFA-BDP：HFA-134a-beclomethasone dipropionateSNOT-22：Sino-nasal outcome 
test-22, ##：P＜0.01（vs. visit 1）.

Kobayashi Y, Yasuba H, Asako M, Yamamoto T, Takano H, Tomoda K, Kanda A, 
Iwai H. HFA-BDP Metered-Dose Inhaler Exhaled Through the Nose Improves 
Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis With Bronchial Asthma：A Blinded, Placebo-

Controlled Study. Front Immunol. 2018 Sep 25；9：2192. から引用
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療しているというだけではなくて、お
のずと、例えば喘息の治療をしながら、
鼻炎、もしくは副鼻腔炎の治療にもな
っているというのが、日常臨床である
ということだと思います。
　池田　その状態からさらに、One air-
way, one diseaseの正しさというので
すか、意義の裏打ちといいますか、そ
のようになっていくのですね。
　田中　そうですね。
　池田　おもしろいと思ったのは、こ
の考え方で、例えば喘息の吸入があり
ますよね。例えば回数が決まっている。
その場合、鼻のほうは１日１回ではな
くて２回やりたいというときには、朝
は鼻から吸入ステロイドを出して、夜
は点鼻を１回やるとか、そういうこと
も考えられるのでしょうか。
　田中　それは当然、喘息と鼻炎は基
本的に別で考えるべきですので、両方、
点鼻のステロイドをやって、吸入ステ
ロイドをやる。そして、吸入ステロイ

ドで経鼻呼出をやる。そうすればなお
さら、相加効果だけではなく、相乗効
果が表われる可能性もあります。
　池田　気になるところは、例えば鼻
粘膜、気管支の上皮、そういったもの
のステロイドの反応性はそんなに違わ
ないものなのでしょうか。
　田中　明確に２つの細胞を取ってき
て比べたという報告は私の知り得る限
りありません。もちろん薬の感受性で
あったり、そういった差異はあると思
いますが、おおむね方向性というのは
同じになると考えられます。
　池田　私も鼻炎の治療と喘息の治療
はインディペンデントにやるものだと
思っていたのですが、意外とやりよう
によっては両方とも利点を出して治療
できるのですね。
　田中　そうですね。そのとおりだと
思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

千葉大学脳神経内科准教授
三　澤　園　子

（聞き手　山内俊一）

　ギランバレー症候群についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

ギランバレー症候群

　山内　三澤先生、ギランバレー症候
群といいますと、我々素人には少しお
っかない病態もある印象ですので、そ
のあたりを中心にお話をうかがいたい
と思います。神経障害というと、知覚・
感覚障害と運動障害、２つに大別され
ますが、ギランバレー症候群に関して
はどちらも来る病気ですね。
　三澤　そうですね。ギランバレー症
候群の場合には典型的には知覚と運動、
両方障害され、最も典型例の症状とし
ては両下肢から始まる上行性のしびれ
と筋力低下です。一方で運動だけの障
害をきたす例もあり、そういう場合は
上行性の運動麻痺、両下肢から四肢麻
痺にいくといったタイプの臨床症状に
なります。
　山内　感覚がやられる、運動がやら
れる、両方やられる、こういった違い
が出てくることに関しては何か知見は

あるのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の臨床病
型は、二大病型というのが知られてい
て、軸索が障害される軸索型と、髄鞘
が障害される脱髄型という２つがあり
ます。軸索型は原則、純粋運動神経麻
痺になり、脱髄型の場合には運動・感
覚神経の障害という組み合わせになり
ます。
　山内　ギランバレー症候群には２種
類あると考えてよいのですか。
　三澤　そうですね。
　山内　国内あるいは海外で発生頻度
に差はあるのでしょうか。
　三澤　日本では、軸索型と脱髄型が
ほぼ同じぐらいの割合で発症していま
す。アジアの国は軸索型が比較的多い
傾向がありますが、欧米に関しては脱
髄型のほうが圧倒的多数を占めていま
す。ですので、欧米の教科書を見ると、
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療しているというだけではなくて、お
のずと、例えば喘息の治療をしながら、
鼻炎、もしくは副鼻腔炎の治療にもな
っているというのが、日常臨床である
ということだと思います。
　池田　その状態からさらに、One air-
way, one diseaseの正しさというので
すか、意義の裏打ちといいますか、そ
のようになっていくのですね。
　田中　そうですね。
　池田　おもしろいと思ったのは、こ
の考え方で、例えば喘息の吸入があり
ますよね。例えば回数が決まっている。
その場合、鼻のほうは１日１回ではな
くて２回やりたいというときには、朝
は鼻から吸入ステロイドを出して、夜
は点鼻を１回やるとか、そういうこと
も考えられるのでしょうか。
　田中　それは当然、喘息と鼻炎は基
本的に別で考えるべきですので、両方、
点鼻のステロイドをやって、吸入ステ
ロイドをやる。そして、吸入ステロイ

ドで経鼻呼出をやる。そうすればなお
さら、相加効果だけではなく、相乗効
果が表われる可能性もあります。
　池田　気になるところは、例えば鼻
粘膜、気管支の上皮、そういったもの
のステロイドの反応性はそんなに違わ
ないものなのでしょうか。
　田中　明確に２つの細胞を取ってき
て比べたという報告は私の知り得る限
りありません。もちろん薬の感受性で
あったり、そういった差異はあると思
いますが、おおむね方向性というのは
同じになると考えられます。
　池田　私も鼻炎の治療と喘息の治療
はインディペンデントにやるものだと
思っていたのですが、意外とやりよう
によっては両方とも利点を出して治療
できるのですね。
　田中　そうですね。そのとおりだと
思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

千葉大学脳神経内科准教授
三　澤　園　子

（聞き手　山内俊一）

　ギランバレー症候群についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

ギランバレー症候群

　山内　三澤先生、ギランバレー症候
群といいますと、我々素人には少しお
っかない病態もある印象ですので、そ
のあたりを中心にお話をうかがいたい
と思います。神経障害というと、知覚・
感覚障害と運動障害、２つに大別され
ますが、ギランバレー症候群に関して
はどちらも来る病気ですね。
　三澤　そうですね。ギランバレー症
候群の場合には典型的には知覚と運動、
両方障害され、最も典型例の症状とし
ては両下肢から始まる上行性のしびれ
と筋力低下です。一方で運動だけの障
害をきたす例もあり、そういう場合は
上行性の運動麻痺、両下肢から四肢麻
痺にいくといったタイプの臨床症状に
なります。
　山内　感覚がやられる、運動がやら
れる、両方やられる、こういった違い
が出てくることに関しては何か知見は

あるのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の臨床病
型は、二大病型というのが知られてい
て、軸索が障害される軸索型と、髄鞘
が障害される脱髄型という２つがあり
ます。軸索型は原則、純粋運動神経麻
痺になり、脱髄型の場合には運動・感
覚神経の障害という組み合わせになり
ます。
　山内　ギランバレー症候群には２種
類あると考えてよいのですか。
　三澤　そうですね。
　山内　国内あるいは海外で発生頻度
に差はあるのでしょうか。
　三澤　日本では、軸索型と脱髄型が
ほぼ同じぐらいの割合で発症していま
す。アジアの国は軸索型が比較的多い
傾向がありますが、欧米に関しては脱
髄型のほうが圧倒的多数を占めていま
す。ですので、欧米の教科書を見ると、
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ないかと思います。
　山内　これは自己免疫疾患とされて
いますが、抗体はあるのでしょうか。
　三澤　抗体に関しては、先ほど申し
上げました軸索型と脱髄型で少し状況
が変わっていて、軸索型の場合には抗
ガングリオシド抗体という自己抗体が
証明されており、それが病原となって
いることがわかっています。一方で脱
髄型のほうは自己抗体はまだ十分にわ
かっていないのが現状です。
　山内　このあたりはもう少し研究が
進むとわかりやすくなりますね。
　三澤　そうですね。
　山内　トリガーとなる病気としては、
よく感染症が挙げられますが、具体的
にはどういったものなのでしょうか。
　三澤　感染症の中でも、まず細菌と
ウイルスがあって、細菌の場合はグラ
ム陰性桿菌で、具体的にはキャンピロ
バクターとか、インフルエンザ桿菌な
どが引き金になります。これらのグラ
ム陰性桿菌の場合には、先ほど申し上
げたような軸索型を惹起することが多
く、そしてウイルスの場合は、例えば
サイトメガロウイルスなど、こちらは
脱髄型の誘因となることが多いと考え
られています。
　山内　ウイルスはともかく、細菌系
になると、例えば衛生状態もかなり関
係するような気がしますが。
　三澤　おっしゃるとおりです。まだ
きちんとデータで出しているわけでは

ないのですが、専門医の感触として、
COVID-19の流行によって皆さん、外
食が減って、手洗いをかなりされ、衛
生状況がよくなり、感染症の発症が少
し減っている部分があるかと思うので
す。それに伴って国内のギランバレー
症候群の患者さんの数が減っている印
象です。
　山内　COVID-19は関係はしている
のでしょうか。
　三澤　おそらくCOVID-19は脱髄型
を起こすのではないかと考えられてい
て、非常に感染者の多いイタリアから
は例年の３倍の発生頻度だという報告
が上がっています。この因果関係はま
だ結論がでていません。
　山内　インフルエンザウイルスに関
してですが、このワクチンで引き起こ
されるという話があります。いかがで
しょうか。
　三澤　豚インフルエンザのワクチン
と関連したギランバレー症候群は、以
前、報告されていたのですが、幸いそ
の後はワクチンとギランバレー症候群
との関連が明確に証明されたものはな
いという状況です。
　山内　進行についてですが、通常の
自然経過はどういったものなのでしょ
うか。
　三澤　ギランバレー症候群の一般的
な経過というのは、発症から、急性に
進行します。いわゆる極期、ピークと
呼ばれているところまでが４週以内に

かなり脱髄型に偏った記載がされてい
ます。
　山内　国によって違う理由が何かあ
るのでしょうか。
　三澤　明確になっていない部分もあ
りますが、これは先行感染が惹起する
自己免疫疾患なので、感染因子の問題
と、宿主側、患者さん側の遺伝的背景
などの、両方の要素があると考えられ
ています。
　山内　あと、多発神経障害というか
たちになっていますが、これは一斉に
いろいろな神経がやられると考えてよ
いのでしょうか。
　三澤　そうです。基本的には両側に
対称性にすべての神経が障害を受けて
いきます。
　山内　その理由というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　三澤　blood brain barrierという言
葉をご存じかと思うのですが、末梢神
経にもblood nerve barrierというバリ
アが存在していて、解剖学的にこの
blood nerve barrierは神経根、近位部
と神経終末、遠位部、両方でこのバリ
アがもともとない、もしくは緩いこと
が知られています。そのバリアがない
部分に炎症がプライマリーに起きるこ
とが原因と考えられています。
　山内　さて一般の医師にとって、こ
の病気は重症化すると非常に怖い病気
ですが、重症化するケースに関しては、
どういった病態あるいは症状が出てく

るのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の重症度
は、かなり幅があるというのがまず前
提にあります。非常に軽く済んでしま
う方をご経験の先生もいるかと思いま
す。ですが、一方で非常に重症化され、
人工呼吸器がついて後遺症を残される
方もいます。劇症型といい、数時間で
急速に進行することもあります。急激
な進行をきたす場合には、速やかに専
門医に相談いただければと考えていま
す。
　山内　呼吸障害が出てきて、レスピ
レーターが必要なケースも出てくるの
ですね。
　三澤　そうですね。ちょうど震災の
日に午前中に搬送されてきた患者さん
がそのまま、震災を挟んで、あっとい
う間に四肢麻痺になり、みなで病棟ま
で担ぎ上げたということがありました。
そのぐらいの速度で進む方もいます。
　山内　とにかく下肢から筋力低下で
来ているものに関しては、救急に搬送
したほうがいいと考えてよいのでしょ
うね。
　三澤　そうですね。
　山内　数時間で進行するというのは
少し怖いところですね。
　三澤　それほど多い頻度ではないの
ですが、そういう方もいるので、おそ
らく待合室で待っている間にもどんど
ん進行するような方は注意していただ
けると、安心して診療に臨めるのでは
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ないかと思います。
　山内　これは自己免疫疾患とされて
いますが、抗体はあるのでしょうか。
　三澤　抗体に関しては、先ほど申し
上げました軸索型と脱髄型で少し状況
が変わっていて、軸索型の場合には抗
ガングリオシド抗体という自己抗体が
証明されており、それが病原となって
いることがわかっています。一方で脱
髄型のほうは自己抗体はまだ十分にわ
かっていないのが現状です。
　山内　このあたりはもう少し研究が
進むとわかりやすくなりますね。
　三澤　そうですね。
　山内　トリガーとなる病気としては、
よく感染症が挙げられますが、具体的
にはどういったものなのでしょうか。
　三澤　感染症の中でも、まず細菌と
ウイルスがあって、細菌の場合はグラ
ム陰性桿菌で、具体的にはキャンピロ
バクターとか、インフルエンザ桿菌な
どが引き金になります。これらのグラ
ム陰性桿菌の場合には、先ほど申し上
げたような軸索型を惹起することが多
く、そしてウイルスの場合は、例えば
サイトメガロウイルスなど、こちらは
脱髄型の誘因となることが多いと考え
られています。
　山内　ウイルスはともかく、細菌系
になると、例えば衛生状態もかなり関
係するような気がしますが。
　三澤　おっしゃるとおりです。まだ
きちんとデータで出しているわけでは

ないのですが、専門医の感触として、
COVID-19の流行によって皆さん、外
食が減って、手洗いをかなりされ、衛
生状況がよくなり、感染症の発症が少
し減っている部分があるかと思うので
す。それに伴って国内のギランバレー
症候群の患者さんの数が減っている印
象です。
　山内　COVID-19は関係はしている
のでしょうか。
　三澤　おそらくCOVID-19は脱髄型
を起こすのではないかと考えられてい
て、非常に感染者の多いイタリアから
は例年の３倍の発生頻度だという報告
が上がっています。この因果関係はま
だ結論がでていません。
　山内　インフルエンザウイルスに関
してですが、このワクチンで引き起こ
されるという話があります。いかがで
しょうか。
　三澤　豚インフルエンザのワクチン
と関連したギランバレー症候群は、以
前、報告されていたのですが、幸いそ
の後はワクチンとギランバレー症候群
との関連が明確に証明されたものはな
いという状況です。
　山内　進行についてですが、通常の
自然経過はどういったものなのでしょ
うか。
　三澤　ギランバレー症候群の一般的
な経過というのは、発症から、急性に
進行します。いわゆる極期、ピークと
呼ばれているところまでが４週以内に

かなり脱髄型に偏った記載がされてい
ます。
　山内　国によって違う理由が何かあ
るのでしょうか。
　三澤　明確になっていない部分もあ
りますが、これは先行感染が惹起する
自己免疫疾患なので、感染因子の問題
と、宿主側、患者さん側の遺伝的背景
などの、両方の要素があると考えられ
ています。
　山内　あと、多発神経障害というか
たちになっていますが、これは一斉に
いろいろな神経がやられると考えてよ
いのでしょうか。
　三澤　そうです。基本的には両側に
対称性にすべての神経が障害を受けて
いきます。
　山内　その理由というのはどういっ
たものなのでしょうか。
　三澤　blood brain barrierという言
葉をご存じかと思うのですが、末梢神
経にもblood nerve barrierというバリ
アが存在していて、解剖学的にこの
blood nerve barrierは神経根、近位部
と神経終末、遠位部、両方でこのバリ
アがもともとない、もしくは緩いこと
が知られています。そのバリアがない
部分に炎症がプライマリーに起きるこ
とが原因と考えられています。
　山内　さて一般の医師にとって、こ
の病気は重症化すると非常に怖い病気
ですが、重症化するケースに関しては、
どういった病態あるいは症状が出てく

るのでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群の重症度
は、かなり幅があるというのがまず前
提にあります。非常に軽く済んでしま
う方をご経験の先生もいるかと思いま
す。ですが、一方で非常に重症化され、
人工呼吸器がついて後遺症を残される
方もいます。劇症型といい、数時間で
急速に進行することもあります。急激
な進行をきたす場合には、速やかに専
門医に相談いただければと考えていま
す。
　山内　呼吸障害が出てきて、レスピ
レーターが必要なケースも出てくるの
ですね。
　三澤　そうですね。ちょうど震災の
日に午前中に搬送されてきた患者さん
がそのまま、震災を挟んで、あっとい
う間に四肢麻痺になり、みなで病棟ま
で担ぎ上げたということがありました。
そのぐらいの速度で進む方もいます。
　山内　とにかく下肢から筋力低下で
来ているものに関しては、救急に搬送
したほうがいいと考えてよいのでしょ
うね。
　三澤　そうですね。
　山内　数時間で進行するというのは
少し怖いところですね。
　三澤　それほど多い頻度ではないの
ですが、そういう方もいるので、おそ
らく待合室で待っている間にもどんど
ん進行するような方は注意していただ
けると、安心して診療に臨めるのでは
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訪れて、そこからセルフリミッティン
グと言っているのですが、自然に軽快
していくのがギランバレー症候群の症
状、典型例でもあり、定義でもありま
す。
　山内　実際に障害を抱える方は、後
遺症も含めてどのぐらいいらっしゃる
のでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群は非常に
予後がよい病気というイメージを皆様
お持ちのようですが、決してそのよう
なことはなく、発症から１年後時点で
も自分で歩けない、杖が必要、車いす
生活といった方が約２割いることが示
されています。
　山内　あまり予後は良くないのです
ね。
　三澤　そうですね。
　山内　最後に治療ですが、具体的に
どういったことがなされるのでしょう
か。
　三澤　標準治療として確立されてい

るものは免疫グロブリン療法と血漿交
換療法です。ですが、投与法が簡便な
ため現在は免疫グロブリン療法がほと
んどの症例に適用されていると思いま
す。
　山内　それでも先ほどのような予後、
そういった状況だと考えてよいのです
ね。
　三澤　そうですね。一方で、その状
況を改善するべく、最近新規治療の開
発が非常に活発化してきています。そ
のメカニズムが先ほどの重症化、つま
り神経が本格的に壊れてしまうメカニ
ズムの背景に補体の活性化があること
が知られています。ですので、その補
体をブロックするようなモノクローナ
ル抗体を用いた治療アプローチが、に
わかに盛り上がってきていて、国内で
も治験が現在進行中です。
　山内　それは楽しみですね。ありが
とうございました。

東京逓信病院皮膚科部長
三　井　　浩

（聞き手　池田志斈）

　左側の頸部痒疹で抗アレルギー剤、漢方、ステロイド外用（最終的にベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル）、フルドロキシコルチドテープな
どを試しますが、一進一退です。2019年９月頃発症です。次はビタミンD3配
合ステロイドなどもありますが、悩んでいるところです。アトピーを含め、基
礎疾患はないです。
 ＜鳥取県開業医＞

痒疹

　池田　三井先生、今回は痒疹の患者
さんで、いろいろ治療したのだけれど
も悩んでいるという質問です。左側の
頸部痒疹とあるのですが、まず痒疹と
はいったい何なのでしょうか。
　三井　一言でいうと痒疹は、強いか
ゆみを伴う孤立性の丘疹、ぼこっとし
たものが、多発するかゆみの強い湿疹
です。
　池田　アトピー性皮膚炎みたいにあ
まりでこぼこせず、ざらざらっとして
赤くなるものではないのですね。
　三井　結局、皮膚はかくと厚くなり
ますから、通常より少し厚くなると苔
癬化といって、ごわごわした感じにな
ります。さらに厚くなると、痒疹とい

ういわゆるしこりになります。
　池田　かなり盛り上がってくるので
すか。
　三井　そうですね。
　池田　融合はせずに、孤立性ですね。
　三井　孤立性の丘疹で１㎝程度のも
のとかだと結節性痒疹といわれます。
　池田　左の頸部にあるということで
すが、通常はどの辺りにできやすいも
のなのですか。
　三井　四肢とか、かきやすい、手の
届きやすい場所になると思います。も
ちろん体にもできますし、この方は左
側に虫刺されなどがきっかけでかきだ
し、そこに強いかゆみが生じて、ずっと
かき続けている可能性も考えられます。
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訪れて、そこからセルフリミッティン
グと言っているのですが、自然に軽快
していくのがギランバレー症候群の症
状、典型例でもあり、定義でもありま
す。
　山内　実際に障害を抱える方は、後
遺症も含めてどのぐらいいらっしゃる
のでしょうか。
　三澤　ギランバレー症候群は非常に
予後がよい病気というイメージを皆様
お持ちのようですが、決してそのよう
なことはなく、発症から１年後時点で
も自分で歩けない、杖が必要、車いす
生活といった方が約２割いることが示
されています。
　山内　あまり予後は良くないのです
ね。
　三澤　そうですね。
　山内　最後に治療ですが、具体的に
どういったことがなされるのでしょう
か。
　三澤　標準治療として確立されてい

るものは免疫グロブリン療法と血漿交
換療法です。ですが、投与法が簡便な
ため現在は免疫グロブリン療法がほと
んどの症例に適用されていると思いま
す。
　山内　それでも先ほどのような予後、
そういった状況だと考えてよいのです
ね。
　三澤　そうですね。一方で、その状
況を改善するべく、最近新規治療の開
発が非常に活発化してきています。そ
のメカニズムが先ほどの重症化、つま
り神経が本格的に壊れてしまうメカニ
ズムの背景に補体の活性化があること
が知られています。ですので、その補
体をブロックするようなモノクローナ
ル抗体を用いた治療アプローチが、に
わかに盛り上がってきていて、国内で
も治験が現在進行中です。
　山内　それは楽しみですね。ありが
とうございました。

東京逓信病院皮膚科部長
三　井　　浩

（聞き手　池田志斈）

　左側の頸部痒疹で抗アレルギー剤、漢方、ステロイド外用（最終的にベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル）、フルドロキシコルチドテープな
どを試しますが、一進一退です。2019年９月頃発症です。次はビタミンD3配
合ステロイドなどもありますが、悩んでいるところです。アトピーを含め、基
礎疾患はないです。
 ＜鳥取県開業医＞

痒疹

　池田　三井先生、今回は痒疹の患者
さんで、いろいろ治療したのだけれど
も悩んでいるという質問です。左側の
頸部痒疹とあるのですが、まず痒疹と
はいったい何なのでしょうか。
　三井　一言でいうと痒疹は、強いか
ゆみを伴う孤立性の丘疹、ぼこっとし
たものが、多発するかゆみの強い湿疹
です。
　池田　アトピー性皮膚炎みたいにあ
まりでこぼこせず、ざらざらっとして
赤くなるものではないのですね。
　三井　結局、皮膚はかくと厚くなり
ますから、通常より少し厚くなると苔
癬化といって、ごわごわした感じにな
ります。さらに厚くなると、痒疹とい

ういわゆるしこりになります。
　池田　かなり盛り上がってくるので
すか。
　三井　そうですね。
　池田　融合はせずに、孤立性ですね。
　三井　孤立性の丘疹で１㎝程度のも
のとかだと結節性痒疹といわれます。
　池田　左の頸部にあるということで
すが、通常はどの辺りにできやすいも
のなのですか。
　三井　四肢とか、かきやすい、手の
届きやすい場所になると思います。も
ちろん体にもできますし、この方は左
側に虫刺されなどがきっかけでかきだ
し、そこに強いかゆみが生じて、ずっと
かき続けている可能性も考えられます。
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図　痒疹の治療アルゴリズム（痒疹診療ガイドライン2020）　池田　左の頸部ですと、どのような
原因なのでしょうか。先ほどの虫刺さ
れもあると思いますが。
　三井　痒疹ですと、基礎疾患のある
なしで分けることがありますが、基礎
疾患があったりすると全身性に出るこ
とが多く、１個だけだと虫刺され、そ
の一部のバリア破綻から来たものでは
ないかと思います。湿疹性によるもの
でしょうか。
　池田　逆にいうと、アトピー性を含
め基礎疾患がないことだから、それは
合っているのですね。
　三井　そうですね。
　池田　１個だけあってかゆいという
と、どのようなものが鑑別疾患になる
のでしょうか。
　三井　１個だけだと、ほかの腫瘍も
考えられますね。
　池田　よくホクロなどでも汗をかい
たらかゆくなったりしますが、そのよ
うなことも鑑別になるのでしょうか。
　三井　確かにそうですね。１個だけ
でしたら、皮膚の腫瘍、しかも経過を
見ると１年ぐらいであまり変わってい
ないようなので、良性腫瘍、母斑細胞
性母斑いわゆるホクロだとか、そうい
ったものに刺激が加わって、かゆみを
伴っている可能性もあります。
　池田　そうすると、ステロイド外用
を含めて、これは効かないことになり
ますね。
　三井　そういうことになります。

　池田　例えば痒疹としてどんな治療
をしていくのかをうかがいたいのです
が、第一選択は何を使うのでしょうか。
　三井　第一選択はステロイドの外用
になります。かゆみの強い湿疹、痒疹
ですから、いろいろと治療選択肢があ
るのですが、皮膚科学会でも2020年に
ガイドラインが作成されています（図）。
そこでのファーストラインもやはりス
テロイド外用になっています。
　池田　ステロイドはランキングがあ
りますが、質問には最終的にベタメタ
ゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ルと書いてあります。どのようなステ
ロイドを使うのでしょうか。
　三井　ステロイドは５段階の強さが
あります（表）。どのランクを使うかは、
皮膚の厚さと症状によって変えなけれ
ばいけません。一番強いものはクロベ
タゾールプロピオン酸エステルなどで、
今回みたいな痒疹に使うべきものです。
２番目のものが今回使っているベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テルなどで、だいたい苔癬化というも
の、ちょっと皮膚のごわごわしたとこ
ろに使います。３番目のものは体にか
ゆみを伴う赤みがあるけど、ぼこぼこ
していないものです。体に比べて皮膚
の薄い顔や陰部などは４番目や５番目
の弱いものを使います。今回の場合は
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン
酸エステル、２番目を選択されていま
すが、これで効かない場合は一番強い
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図　痒疹の治療アルゴリズム（痒疹診療ガイドライン2020）　池田　左の頸部ですと、どのような
原因なのでしょうか。先ほどの虫刺さ
れもあると思いますが。
　三井　痒疹ですと、基礎疾患のある
なしで分けることがありますが、基礎
疾患があったりすると全身性に出るこ
とが多く、１個だけだと虫刺され、そ
の一部のバリア破綻から来たものでは
ないかと思います。湿疹性によるもの
でしょうか。
　池田　逆にいうと、アトピー性を含
め基礎疾患がないことだから、それは
合っているのですね。
　三井　そうですね。
　池田　１個だけあってかゆいという
と、どのようなものが鑑別疾患になる
のでしょうか。
　三井　１個だけだと、ほかの腫瘍も
考えられますね。
　池田　よくホクロなどでも汗をかい
たらかゆくなったりしますが、そのよ
うなことも鑑別になるのでしょうか。
　三井　確かにそうですね。１個だけ
でしたら、皮膚の腫瘍、しかも経過を
見ると１年ぐらいであまり変わってい
ないようなので、良性腫瘍、母斑細胞
性母斑いわゆるホクロだとか、そうい
ったものに刺激が加わって、かゆみを
伴っている可能性もあります。
　池田　そうすると、ステロイド外用
を含めて、これは効かないことになり
ますね。
　三井　そういうことになります。

　池田　例えば痒疹としてどんな治療
をしていくのかをうかがいたいのです
が、第一選択は何を使うのでしょうか。
　三井　第一選択はステロイドの外用
になります。かゆみの強い湿疹、痒疹
ですから、いろいろと治療選択肢があ
るのですが、皮膚科学会でも2020年に
ガイドラインが作成されています（図）。
そこでのファーストラインもやはりス
テロイド外用になっています。
　池田　ステロイドはランキングがあ
りますが、質問には最終的にベタメタ
ゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ルと書いてあります。どのようなステ
ロイドを使うのでしょうか。
　三井　ステロイドは５段階の強さが
あります（表）。どのランクを使うかは、
皮膚の厚さと症状によって変えなけれ
ばいけません。一番強いものはクロベ
タゾールプロピオン酸エステルなどで、
今回みたいな痒疹に使うべきものです。
２番目のものが今回使っているベタメ
タゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テルなどで、だいたい苔癬化というも
の、ちょっと皮膚のごわごわしたとこ
ろに使います。３番目のものは体にか
ゆみを伴う赤みがあるけど、ぼこぼこ
していないものです。体に比べて皮膚
の薄い顔や陰部などは４番目や５番目
の弱いものを使います。今回の場合は
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン
酸エステル、２番目を選択されていま
すが、これで効かない場合は一番強い
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　池田　ビタミンD3というとイメージ
は骨ですね。
　三井　そうですね。くる病だとか。
　池田　これもステロイドの入った軟
膏なのですね。
　三井　そうですね。ステロイドとビ
タミンD3は適正pHに違いがあり、配
合薬は難しいとされていましたが、国
内では2014年に発売されました。
　池田　このビタミンD3は、表皮角化
細胞に反応するということですが、ど
のように反応するのですか。
　三井　今考えられているものは機能
的バリア、すなわちantimicrobial pep-
tideというものを上げていく。あるい
は、線維芽細胞からのペリオスチン産
生を抑制することによって、ケラチノ
サイトからのTSLP（thymic stromal 
lymphoprotein：かゆみの伝達物質の
１つ）産生を抑えたりするなど、いろ
いろな説があります。
　池田　単純にカルシウムの調節だけ
ではなく、非常に多機能なのですね。
　三井　そうですね。いろいろな機能
が考えられています。
　池田　それを混ぜたステロイドを塗
るとなると、そういった作用でビタミ
ンD3の効果があるだろうし、なおかつ
ステロイドの効果と複合であると。あ
くまでこれは乾癬の治療なのですね。
　三井　乾癬でよく使われているもの
なのですが、いろいろな効果がわかっ
て、今はこういった痒疹の治療選択肢

にも使われています。ステロイドある
いはビタミンD3の単独使用よりも高い
効果が認められており、ステロイドの
ランクダウンを図れる治療法として期
待されています。
　池田　少し前に戻りますが、抗アレ
ルギー薬を使っているということです。
これもよく痒疹で使われるのですか。
　三井　抗アレルギー薬も、ステロイ
ドをまず使って、それでもかゆみが抑
えられないようなときに適宜併用する
ように推奨されています。結局、痒疹
というのはかくとまたかゆくなってし
まう。湿疹特有のイッチ・スクラッチ
サイクルというのがあるのですが、か
ゆみがあるとどうしても人間はかいて
しまいます。かいてしまうと、そこで
炎症が起きて、炎症が起きるとそこで
バリア破壊があって、バリア破壊があ
るとまたかゆみが起きる。そういうイ
ッチ・スクラッチサイクルというもの
が永遠に続いてしまう。そういった悪
循環に陥りやすいので、そこを止めな
ければいけないことになります。では
どこで止めるかということで、まずし
っかりステロイドを塗る。ランクも２
番目、ベタメタゾン酪酸エステルプロ
ピオン酸エステルよりも、痒疹などを
作っている場合は一番上のクロベタゾ
ールプロピオン酸エステル。それでも
かいてしまうときは、のみ薬も併用す
るのです。あと、のみ薬も併用しなが
ら何度も塗ることを私は勧めています。

クロベタゾールプロピオン酸エステル
などに変えたほうがいいと思います。
　池田　フルドロキシコルチドテープ
と書いてあるのですが、これは何なの
でしょうか。
　三井　これはフルドロキシコルチド
というステロイドをテープに塗布した
もので、セロファンテープのようなも
のです。透明なテープで、そこにステ
ロイドがついていて、貼ることで密封
され吸収が高まります。結果として作
用はクロベタゾールプロピオン酸エス
テル、先ほどの一番強いものか、それ
以上とされています。
　池田　テープに薬がついているので
すね。それでも一進一退なので、一つ
の選択肢としてはステロイドの外用を
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン
酸エステルからクロベタゾールプロピ
オン酸エステルにクラスアップするの
ですね。
　三井　そのとおりです。
　池田　それからもう一つ聞き慣れな
いビタミンD3配合ステロイドとある
のですが、これは何なのでしょうか。
　三井　これはもともと乾癬や掌蹠角
化症などの角化症という病気で使われ
るものです。皮膚の表皮細胞の分化能
を正常化させるもので、がさがさを抑
えるといった作用やサイトカインネッ
トワークの是正作用などがあるのです
が、まれにこういった痒疹に使われる
ケースがあります。

表　ステロイド外用剤のランク

ストロンゲスト（Ⅰ群）
0_._0_5_%_ クロベタゾールプロピオン酸 

エステル
0_._0_5_%_ジフロラゾン酢酸エステル

ベリーストロング（Ⅱ群）
0_._1_%_ モメタゾンフランカルボン酸 

エステル
0_._0_5_%_酪酸プロピオン酸ベタメタゾン
0_._0_5_%_フルオシノニド
0_._0_6_4_%_ ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
0_._0_5_%_ジフルプレドナート
0_._1_%_アムシノニド
0_._1_%_吉草酸ジフルコルトロン
0_._1_%_酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

ストロング（Ⅲ群）
0_._3_%_デプロドンプロピオン酸エステル
0_._1_%_プロピオン酸デキサメタゾン
0_._1_2_%_デキサメタゾン吉草酸エステル
0_._1_%_ハルシノニド
0_._1_2_%_ベタメタゾン吉草酸エステル
0_._0_2_5_%_フルオシノロンアセトニド

ミディアム（Ⅳ群）
0_._3_%_吉草酸酢酸プレドニゾロン
0_._1_%_トリアムシノロンアセトニド
0_._1_%_ アルクロメタゾンプロピオン酸 

エステル
0_._0_5_%_クロベタゾン酪酸エステル
0_._1_%_ヒドロコルチゾン酪酸エステル
0_._1_%_デキサメタゾン

ウィーク（Ⅴ群）
0_._5_%_プレドニゾロン
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　池田　ビタミンD3というとイメージ
は骨ですね。
　三井　そうですね。くる病だとか。
　池田　これもステロイドの入った軟
膏なのですね。
　三井　そうですね。ステロイドとビ
タミンD3は適正pHに違いがあり、配
合薬は難しいとされていましたが、国
内では2014年に発売されました。
　池田　このビタミンD3は、表皮角化
細胞に反応するということですが、ど
のように反応するのですか。
　三井　今考えられているものは機能
的バリア、すなわちantimicrobial pep-
tideというものを上げていく。あるい
は、線維芽細胞からのペリオスチン産
生を抑制することによって、ケラチノ
サイトからのTSLP（thymic stromal 
lymphoprotein：かゆみの伝達物質の
１つ）産生を抑えたりするなど、いろ
いろな説があります。
　池田　単純にカルシウムの調節だけ
ではなく、非常に多機能なのですね。
　三井　そうですね。いろいろな機能
が考えられています。
　池田　それを混ぜたステロイドを塗
るとなると、そういった作用でビタミ
ンD3の効果があるだろうし、なおかつ
ステロイドの効果と複合であると。あ
くまでこれは乾癬の治療なのですね。
　三井　乾癬でよく使われているもの
なのですが、いろいろな効果がわかっ
て、今はこういった痒疹の治療選択肢

にも使われています。ステロイドある
いはビタミンD3の単独使用よりも高い
効果が認められており、ステロイドの
ランクダウンを図れる治療法として期
待されています。
　池田　少し前に戻りますが、抗アレ
ルギー薬を使っているということです。
これもよく痒疹で使われるのですか。
　三井　抗アレルギー薬も、ステロイ
ドをまず使って、それでもかゆみが抑
えられないようなときに適宜併用する
ように推奨されています。結局、痒疹
というのはかくとまたかゆくなってし
まう。湿疹特有のイッチ・スクラッチ
サイクルというのがあるのですが、か
ゆみがあるとどうしても人間はかいて
しまいます。かいてしまうと、そこで
炎症が起きて、炎症が起きるとそこで
バリア破壊があって、バリア破壊があ
るとまたかゆみが起きる。そういうイ
ッチ・スクラッチサイクルというもの
が永遠に続いてしまう。そういった悪
循環に陥りやすいので、そこを止めな
ければいけないことになります。では
どこで止めるかということで、まずし
っかりステロイドを塗る。ランクも２
番目、ベタメタゾン酪酸エステルプロ
ピオン酸エステルよりも、痒疹などを
作っている場合は一番上のクロベタゾ
ールプロピオン酸エステル。それでも
かいてしまうときは、のみ薬も併用す
るのです。あと、のみ薬も併用しなが
ら何度も塗ることを私は勧めています。

クロベタゾールプロピオン酸エステル
などに変えたほうがいいと思います。
　池田　フルドロキシコルチドテープ
と書いてあるのですが、これは何なの
でしょうか。
　三井　これはフルドロキシコルチド
というステロイドをテープに塗布した
もので、セロファンテープのようなも
のです。透明なテープで、そこにステ
ロイドがついていて、貼ることで密封
され吸収が高まります。結果として作
用はクロベタゾールプロピオン酸エス
テル、先ほどの一番強いものか、それ
以上とされています。
　池田　テープに薬がついているので
すね。それでも一進一退なので、一つ
の選択肢としてはステロイドの外用を
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン
酸エステルからクロベタゾールプロピ
オン酸エステルにクラスアップするの
ですね。
　三井　そのとおりです。
　池田　それからもう一つ聞き慣れな
いビタミンD3配合ステロイドとある
のですが、これは何なのでしょうか。
　三井　これはもともと乾癬や掌蹠角
化症などの角化症という病気で使われ
るものです。皮膚の表皮細胞の分化能
を正常化させるもので、がさがさを抑
えるといった作用やサイトカインネッ
トワークの是正作用などがあるのです
が、まれにこういった痒疹に使われる
ケースがあります。

表　ステロイド外用剤のランク

ストロンゲスト（Ⅰ群）
0_._0_5_%_ クロベタゾールプロピオン酸 

エステル
0_._0_5_%_ジフロラゾン酢酸エステル

ベリーストロング（Ⅱ群）
0_._1_%_ モメタゾンフランカルボン酸 

エステル
0_._0_5_%_酪酸プロピオン酸ベタメタゾン
0_._0_5_%_フルオシノニド
0_._0_6_4_%_ ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル
0_._0_5_%_ジフルプレドナート
0_._1_%_アムシノニド
0_._1_%_吉草酸ジフルコルトロン
0_._1_%_酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

ストロング（Ⅲ群）
0_._3_%_デプロドンプロピオン酸エステル
0_._1_%_プロピオン酸デキサメタゾン
0_._1_2_%_デキサメタゾン吉草酸エステル
0_._1_%_ハルシノニド
0_._1_2_%_ベタメタゾン吉草酸エステル
0_._0_2_5_%_フルオシノロンアセトニド

ミディアム（Ⅳ群）
0_._3_%_吉草酸酢酸プレドニゾロン
0_._1_%_トリアムシノロンアセトニド
0_._1_%_ アルクロメタゾンプロピオン酸 

エステル
0_._0_5_%_クロベタゾン酪酸エステル
0_._1_%_ヒドロコルチゾン酪酸エステル
0_._1_%_デキサメタゾン

ウィーク（Ⅴ群）
0_._5_%_プレドニゾロン
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は比較的小さいので、少なく塗ること
はないと思いますが、やはりてかる程
度とか、ちょっとべたつきが出る程度
でもいいので、しっかり塗る。
　その周辺のバリアの保護、バリア機
能を戻す、バリア補強をする意味で、
脂をコーティングすることから保湿剤
を塗ることが推奨されます。保湿剤を
塗ることで何がいいかというと、外か
らの刺激をブロックする。バリアがな
いと、かゆみの神経が表面に伸びてき
て、かゆみをまた感じやすいことがあ
るから、保湿剤を塗って刺激を防ぐ。
プラス、かゆみの神経を元に戻してか
ゆみを感じにくくする。首のところは
汗とか、襟でこすれてバリアがはがれ
てしまいますので、保湿剤を小まめに
塗ることも大事になると思います。
　池田　保湿剤とステロイドを塗ると
きはどのように使うのでしょうか。
　三井　順番は特にありませんが、大
事なのは保湿剤です。こういう方の場
合は、首だけではなくて、全身の乾燥
もあると思いますので、全身にしっか
り保湿剤を塗る。順番は関係ないと言
いましたが、保湿剤を定期的に塗る習
慣をつけるためにお勧めなのは、お風
呂上がりの直後に保湿剤をベースに全
身に塗って、かゆいところだけ症状に
合わせたステロイドを患部に塗るのが
わかりやすいかと思います。
　池田　治った後も保湿剤は続けるの
ですね。

　三井　そうですね。続けていって生
活習慣の中に入れて、再発予防すると
いうことです。歯磨きと同じように、
ぱっと塗れるような感じで、保湿剤も
いろいろな容器が出ていますから、自
分に合ったケース、基剤を使って、保
湿を習慣づけて、スキンケアをしてい
かないと、いろいろな皮膚病に対応し
ていけないかと思います。
　池田　入浴のポイントはありますか。
　三井　先ほどのバリア破壊につなが
るのですが、バリアとはつまり皮膚の
脂で、その脂が取れることが悪化因子
になりますから、まずお風呂ではごし
ごしこすらないようにする。石けんを
泡立てて綿のタオルで優しく洗い、ナ
イロンタオルなどで洗うことは絶対し
ないほうがいいです。
　あと、お湯も皮膚の脂を取ってしま
いますから、入浴も長時間入ってしま
うと皮膚の脂、つまりバリアがどんど
んはがれてしまうので、あまり長湯を
しないことです。例えば、長めに入っ
ているとちょっとチクチクしたりする
かと思いますが、それはバリアが取れ
てきているサインだと思います。水分
を補給するという意味ではお風呂に入
ったほうがいいので、チクチクする前
に早めに上がって、水分が補給された
入浴の直後に脂でコーティングして、
水分を逃がさないことが大事です。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　ステロイド１日１回ぐらいで
はだめだということですね。
　三井　はい。１回塗れば治るとは考
えず、かかないようにするために塗る
意識で、何度も塗るということですね。
　池田　逆にかきたくなったら塗って
しまうのですね。
　三井　そのとおりです。診察時、患
者さんにはそのように推奨しています。
　池田　そのくらいしなければいけな
い。抗ヒスタミン薬もいろいろな種類
がありますが、どのようなものがよく
使われるのでしょうか。
　三井　抗アレルギー剤の一番問題に
なる副作用に、少し眠くなるというの
があります。眠気があったら問題にな
る仕事をされていたら、そういった副
作用のないもの、あるいはかゆくて寝
られないときは眠気があっても大丈夫
なものを使う。患者さんそれぞれ、そ
ういった選択で使っています。
　池田　その方のライフスタイルです
ね。漢方薬も話題に出ていますが、こ
れはサードラインになるのでしょうか。
　三井　はい、サードラインになりま
す。まずステロイドを塗って、適宜抗
ヒスタミン剤、抗アレルギー剤を内服
して、それでもだめな場合は漢方治療
をされる方もあります。
　池田　どのようなものを使われてい
るのでしょうか。
　三井　どれが効くとか、蓄積された
論文がなく、一応過去の報告としてあ

るものが大柴胡湯加減や黄連解毒湯、
四物湯、補中益気湯。ケースレポート
ですが、そういったものが報告されて
います。エビデンスレベルは５以下で、
推奨度もC１になっています。
　池田　使ってもいいけれども、十分
な証拠はないと。
　三井　そうなります。
　池田　今回の質問をまとめさせてい
ただくと、まず痒疹かどうか、ほかの
ものがないかをもう一回見てみる。そ
れからステロイド治療をするのだった
らストロンゲスト、第１のクラスのも
のを使っていくということですね。抗
ヒスタミン剤、抗アレルギー薬、漢方
はセカンドライン、サードラインなの
で、それが効く、効かないはあまり期
待しないで、ステロイドをまず押さえ
ていくということになるでしょうか。
　三井　おっしゃるとおりです。先ほ
どもお話ししたようにかかないように
なるレベルの強さを選び、かかずに塗
るということが大事です。あともう１
つ大事なのが、バリア破壊の問題です。
かき壊しているうちにバリアが壊され
ていくので、アトピー等、基礎疾患が
なくても、やはり年齢とともにバリア
というのは十分な機能を持たなくなっ
てしまうので、保湿をしっかりするこ
とが推奨されています。先ほどの話に
戻りますが、塗る量が大事です。皆さ
ん、塗っても、少ししか塗っていない。
十分な量を塗ることが大事です。痒疹

ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021） （665）  2524 （664） ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021）

2110_HONBUN.indd   24-25 2021/09/08   9:34



は比較的小さいので、少なく塗ること
はないと思いますが、やはりてかる程
度とか、ちょっとべたつきが出る程度
でもいいので、しっかり塗る。
　その周辺のバリアの保護、バリア機
能を戻す、バリア補強をする意味で、
脂をコーティングすることから保湿剤
を塗ることが推奨されます。保湿剤を
塗ることで何がいいかというと、外か
らの刺激をブロックする。バリアがな
いと、かゆみの神経が表面に伸びてき
て、かゆみをまた感じやすいことがあ
るから、保湿剤を塗って刺激を防ぐ。
プラス、かゆみの神経を元に戻してか
ゆみを感じにくくする。首のところは
汗とか、襟でこすれてバリアがはがれ
てしまいますので、保湿剤を小まめに
塗ることも大事になると思います。
　池田　保湿剤とステロイドを塗ると
きはどのように使うのでしょうか。
　三井　順番は特にありませんが、大
事なのは保湿剤です。こういう方の場
合は、首だけではなくて、全身の乾燥
もあると思いますので、全身にしっか
り保湿剤を塗る。順番は関係ないと言
いましたが、保湿剤を定期的に塗る習
慣をつけるためにお勧めなのは、お風
呂上がりの直後に保湿剤をベースに全
身に塗って、かゆいところだけ症状に
合わせたステロイドを患部に塗るのが
わかりやすいかと思います。
　池田　治った後も保湿剤は続けるの
ですね。

　三井　そうですね。続けていって生
活習慣の中に入れて、再発予防すると
いうことです。歯磨きと同じように、
ぱっと塗れるような感じで、保湿剤も
いろいろな容器が出ていますから、自
分に合ったケース、基剤を使って、保
湿を習慣づけて、スキンケアをしてい
かないと、いろいろな皮膚病に対応し
ていけないかと思います。
　池田　入浴のポイントはありますか。
　三井　先ほどのバリア破壊につなが
るのですが、バリアとはつまり皮膚の
脂で、その脂が取れることが悪化因子
になりますから、まずお風呂ではごし
ごしこすらないようにする。石けんを
泡立てて綿のタオルで優しく洗い、ナ
イロンタオルなどで洗うことは絶対し
ないほうがいいです。
　あと、お湯も皮膚の脂を取ってしま
いますから、入浴も長時間入ってしま
うと皮膚の脂、つまりバリアがどんど
んはがれてしまうので、あまり長湯を
しないことです。例えば、長めに入っ
ているとちょっとチクチクしたりする
かと思いますが、それはバリアが取れ
てきているサインだと思います。水分
を補給するという意味ではお風呂に入
ったほうがいいので、チクチクする前
に早めに上がって、水分が補給された
入浴の直後に脂でコーティングして、
水分を逃がさないことが大事です。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　ステロイド１日１回ぐらいで
はだめだということですね。
　三井　はい。１回塗れば治るとは考
えず、かかないようにするために塗る
意識で、何度も塗るということですね。
　池田　逆にかきたくなったら塗って
しまうのですね。
　三井　そのとおりです。診察時、患
者さんにはそのように推奨しています。
　池田　そのくらいしなければいけな
い。抗ヒスタミン薬もいろいろな種類
がありますが、どのようなものがよく
使われるのでしょうか。
　三井　抗アレルギー剤の一番問題に
なる副作用に、少し眠くなるというの
があります。眠気があったら問題にな
る仕事をされていたら、そういった副
作用のないもの、あるいはかゆくて寝
られないときは眠気があっても大丈夫
なものを使う。患者さんそれぞれ、そ
ういった選択で使っています。
　池田　その方のライフスタイルです
ね。漢方薬も話題に出ていますが、こ
れはサードラインになるのでしょうか。
　三井　はい、サードラインになりま
す。まずステロイドを塗って、適宜抗
ヒスタミン剤、抗アレルギー剤を内服
して、それでもだめな場合は漢方治療
をされる方もあります。
　池田　どのようなものを使われてい
るのでしょうか。
　三井　どれが効くとか、蓄積された
論文がなく、一応過去の報告としてあ

るものが大柴胡湯加減や黄連解毒湯、
四物湯、補中益気湯。ケースレポート
ですが、そういったものが報告されて
います。エビデンスレベルは５以下で、
推奨度もC１になっています。
　池田　使ってもいいけれども、十分
な証拠はないと。
　三井　そうなります。
　池田　今回の質問をまとめさせてい
ただくと、まず痒疹かどうか、ほかの
ものがないかをもう一回見てみる。そ
れからステロイド治療をするのだった
らストロンゲスト、第１のクラスのも
のを使っていくということですね。抗
ヒスタミン剤、抗アレルギー薬、漢方
はセカンドライン、サードラインなの
で、それが効く、効かないはあまり期
待しないで、ステロイドをまず押さえ
ていくということになるでしょうか。
　三井　おっしゃるとおりです。先ほ
どもお話ししたようにかかないように
なるレベルの強さを選び、かかずに塗
るということが大事です。あともう１
つ大事なのが、バリア破壊の問題です。
かき壊しているうちにバリアが壊され
ていくので、アトピー等、基礎疾患が
なくても、やはり年齢とともにバリア
というのは十分な機能を持たなくなっ
てしまうので、保湿をしっかりするこ
とが推奨されています。先ほどの話に
戻りますが、塗る量が大事です。皆さ
ん、塗っても、少ししか塗っていない。
十分な量を塗ることが大事です。痒疹
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東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科教授
勝　沼　俊　雄

（聞き手　山内俊一）

　幼児・学童の軽症気管支喘息に対するロイコトリエン受容体拮抗薬について
ご教示ください。
　１．適応の選択と投与期間
　２．効果の判定法と有効な場合の中止あるいは休薬の指標となるもの
　３．長期投与の際、注意すべき点
 ＜埼玉県開業医＞

小児の喘息に対するロイコトリエン受容体拮抗薬

　山内　まず最初にうかがいたいこと
ですが、いわゆる小児喘息というのは
我々も日常よく耳にする言葉で、患者
さん自身もこの言葉を使います。わざ
わざ小児と言っているのは、成人の喘
息とは病態、成因が異なると考えてよ
いのでしょうか。
　勝沼　小児の場合、特に乳幼児がそ
うなのですが、本当の喘息と、喘息類
似の気管支炎、すなわち喘息様気管支
炎と、だいたい１対１ぐらいで混在し
ているところが紛らわしいと思います。
前提として、例えば気道異物や奇形、
腫瘍など喘鳴をきたすほかの疾患を鑑
別する必要があります。その上で例え
ば親に喘息があるとか、本人にアトピ

ー性皮膚炎の既往があるとか、いわゆ
るアレルギー体質があると喘息の可能
性が高いと考えられますし、そういっ
たものがなくて、いわゆる風邪、上気
道炎症状に引き続いてゼイゼイするよ
うな特徴を持っていると、喘息に似て
いるけれども、いずれ治ってしまう。
つまり何回か喘鳴エピソードを繰り返
すけれども、いずれは治ってしまう喘
息様気管支炎と考えられると思います。
　山内　ただ、小さい子どもですと、
実際鑑別は難しいものなのでしょうね。
　勝沼　はい。実際は難しいです。し
かし、今申し上げた両親の喘息の既往
や本人のアトピー性皮膚炎の合併の有
無、あるいは実際に採血してみて好酸

球増多があるとか、ダニやほこり、花
粉、卵、牛乳といったメジャーな食物
アレルギー抗原に対してアレルギーが
ある、こういった特徴があると喘息を
支持する所見と考えられます。
　山内　この場合、小児喘息といって
も、成人の喘息とほぼ同じと考えてよ
いのですか。
　勝沼　今申し上げた喘息の確率が高
い乳幼児の喘息、あるいは６歳以上の
小児喘息に関しましては、治療の内容
を見ても大人とほとんど一緒と考えて
いいと思います。
　山内　小児喘息は治りましたという
成人の方が来院されることが多いので、
イメージ的には小児喘息は治りやすい
のかなと錯覚するのですが、そういう
ことはないと考えてよいのですか。
　勝沼　これも幾つかのパターンが考
えられます。今申し上げたように、喘
息様気管支炎は５～６歳までに治って
しまい、もともとが喘息ではないので
すから、治ったとか、そういうことに
は当てはまりません。小児喘息の場合
は一見治ったように見えるということ
だと思います。
　喘息でも、ずっと同じペースで続く
のではなくて、中学生、高校生と成長
し、体力がついてくると風邪も引かな
くなり、一見おさまったように見える
ことがあるのです。しかし、さらに成
長して大人になって、仕事のストレス
だったり、喫煙を開始したり、気道感

染症に罹患したりとか、様々な悪化要
因が働くと、喘息が再びぶり返して、
かえって子どものときよりも悪化する
ことはしばしばあると思います。
　山内　昔は、喘息様気管支炎と喘息
をしっかり鑑別しないで、すべて喘息
と言っていた可能性もあると考えてよ
いのでしょうか。
　勝沼　はい。ゼイゼイすればみんな
喘息と考えてしまっていたきらいもあ
るかもしれません。
　山内　喘息に絞ってロイコトリエン
受容体拮抗薬の話をうかがいます。通
常は、ステロイドが入った吸入薬がフ
ァーストチョイスで使われることが多
い印象がありますが、ロイコトリエン
受容体拮抗薬の位置づけは小児では独
特のものがあるのでしょうか。
　勝沼　まず重症度ということを考え
ますと、４段階に分けられます。一番
の軽症は軽症間欠型です。小児喘息の
７～８割がこのタイプです。季節の変
わり目を中心に風邪を契機として数日
からしばらくの間、ゼイゼイします。
これが一番多い重症度になります。軽
症間欠型に対してはゼイゼイしたとき
のβ2刺激薬頓用で対応します。β2刺激
薬には吸入だったり、子どもの場合、
内服薬もあるのですが、通常はβ2刺激
薬の頓用で、１回、２回でおさまって
しまいます。完全にはおさまりきらな
いけれど長期管理を開始するほどでは
ない、という場合はロイコトリエン受
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東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科教授
勝　沼　俊　雄

（聞き手　山内俊一）

　幼児・学童の軽症気管支喘息に対するロイコトリエン受容体拮抗薬について
ご教示ください。
　１．適応の選択と投与期間
　２．効果の判定法と有効な場合の中止あるいは休薬の指標となるもの
　３．長期投与の際、注意すべき点
 ＜埼玉県開業医＞

小児の喘息に対するロイコトリエン受容体拮抗薬

　山内　まず最初にうかがいたいこと
ですが、いわゆる小児喘息というのは
我々も日常よく耳にする言葉で、患者
さん自身もこの言葉を使います。わざ
わざ小児と言っているのは、成人の喘
息とは病態、成因が異なると考えてよ
いのでしょうか。
　勝沼　小児の場合、特に乳幼児がそ
うなのですが、本当の喘息と、喘息類
似の気管支炎、すなわち喘息様気管支
炎と、だいたい１対１ぐらいで混在し
ているところが紛らわしいと思います。
前提として、例えば気道異物や奇形、
腫瘍など喘鳴をきたすほかの疾患を鑑
別する必要があります。その上で例え
ば親に喘息があるとか、本人にアトピ

ー性皮膚炎の既往があるとか、いわゆ
るアレルギー体質があると喘息の可能
性が高いと考えられますし、そういっ
たものがなくて、いわゆる風邪、上気
道炎症状に引き続いてゼイゼイするよ
うな特徴を持っていると、喘息に似て
いるけれども、いずれ治ってしまう。
つまり何回か喘鳴エピソードを繰り返
すけれども、いずれは治ってしまう喘
息様気管支炎と考えられると思います。
　山内　ただ、小さい子どもですと、
実際鑑別は難しいものなのでしょうね。
　勝沼　はい。実際は難しいです。し
かし、今申し上げた両親の喘息の既往
や本人のアトピー性皮膚炎の合併の有
無、あるいは実際に採血してみて好酸

球増多があるとか、ダニやほこり、花
粉、卵、牛乳といったメジャーな食物
アレルギー抗原に対してアレルギーが
ある、こういった特徴があると喘息を
支持する所見と考えられます。
　山内　この場合、小児喘息といって
も、成人の喘息とほぼ同じと考えてよ
いのですか。
　勝沼　今申し上げた喘息の確率が高
い乳幼児の喘息、あるいは６歳以上の
小児喘息に関しましては、治療の内容
を見ても大人とほとんど一緒と考えて
いいと思います。
　山内　小児喘息は治りましたという
成人の方が来院されることが多いので、
イメージ的には小児喘息は治りやすい
のかなと錯覚するのですが、そういう
ことはないと考えてよいのですか。
　勝沼　これも幾つかのパターンが考
えられます。今申し上げたように、喘
息様気管支炎は５～６歳までに治って
しまい、もともとが喘息ではないので
すから、治ったとか、そういうことに
は当てはまりません。小児喘息の場合
は一見治ったように見えるということ
だと思います。
　喘息でも、ずっと同じペースで続く
のではなくて、中学生、高校生と成長
し、体力がついてくると風邪も引かな
くなり、一見おさまったように見える
ことがあるのです。しかし、さらに成
長して大人になって、仕事のストレス
だったり、喫煙を開始したり、気道感

染症に罹患したりとか、様々な悪化要
因が働くと、喘息が再びぶり返して、
かえって子どものときよりも悪化する
ことはしばしばあると思います。
　山内　昔は、喘息様気管支炎と喘息
をしっかり鑑別しないで、すべて喘息
と言っていた可能性もあると考えてよ
いのでしょうか。
　勝沼　はい。ゼイゼイすればみんな
喘息と考えてしまっていたきらいもあ
るかもしれません。
　山内　喘息に絞ってロイコトリエン
受容体拮抗薬の話をうかがいます。通
常は、ステロイドが入った吸入薬がフ
ァーストチョイスで使われることが多
い印象がありますが、ロイコトリエン
受容体拮抗薬の位置づけは小児では独
特のものがあるのでしょうか。
　勝沼　まず重症度ということを考え
ますと、４段階に分けられます。一番
の軽症は軽症間欠型です。小児喘息の
７～８割がこのタイプです。季節の変
わり目を中心に風邪を契機として数日
からしばらくの間、ゼイゼイします。
これが一番多い重症度になります。軽
症間欠型に対してはゼイゼイしたとき
のβ2刺激薬頓用で対応します。β2刺激
薬には吸入だったり、子どもの場合、
内服薬もあるのですが、通常はβ2刺激
薬の頓用で、１回、２回でおさまって
しまいます。完全にはおさまりきらな
いけれど長期管理を開始するほどでは
ない、という場合はロイコトリエン受
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容体拮抗薬を１カ月程度継続するとい
う選択肢があります。
　次の重症度は軽症持続型、これがだ
いたい１～２割といわれています。こ
の重症度に対する第一選択薬は、５歳
以下ではロイコトリエン受容体拮抗薬、
もしくは低用量の吸入ステロイドにな
ります。６歳以上になりますと、同じ
重症度でも第一選択が低用量の吸入ス
テロイド、もしくはロイコトリエン受
容体拮抗薬ということになります。医
師からすれば５歳以下の小さい子のほ
うがロイコトリエン受容体拮抗薬を使
いやすいですし、低用量の吸入ステロ
イドと同じぐらい効きますので、患者
さん、ご家族にとっても使いやすいと
思います。
　一方で子どもの喘息の10％ぐらいを
占める中等症、５％ぐらいを占める重
症に関して言いますと、第一選択薬は
中等症の場合は中用量、重症の場合は
高用量の吸入ステロイドになります。
ロイコトリエン受容体拮抗薬は、吸入
ステロイドでコントロールされない場
合の併用薬という位置づけになります。
　山内　ロイコトリエン受容体拮抗薬
もそこそこ効くと考えてよいのですね。
　勝沼　はい。最も多い軽症間欠型、
あるいは軽症持続型においても、低用
量のステロイドとほぼ劣らない効果を
有しているというのが世界的なコンセ
ンサスといっていいと思います。
　山内　５歳以下でロイコトリエン受

容体拮抗薬のほうが第一選択薬と言っ
ていいか微妙ですが、推奨されている
ということは、一つは使い勝手がいい
ということがあるのでしょうか。
　勝沼　はい。そういうことだと思い
ます。飲み薬で、しかも味などあって
内服しやすいですから、アドヒアラン
スも保ちやすいという特徴があると思
います。
　山内　質問で、投与期間はどのぐら
いがよいかということですが、これは
いかがでしょうか。
　勝沼　ロイコトリエン受容体拮抗薬
が吸入ステロイドに優先されるのが、
軽症間欠型に対するステップ１という
治療、そして軽症持続型、特に５歳以
下の軽症持続型に対するステップ２と
いう治療ですが、ステップ１の場合は
用いるとすれば１カ月程度が一つの目
安になると思います。軽症持続型の場
合は明確な基準はありませんが、３カ
月程度というのが一般的な目安と思い
ます。
　山内　比較的短い印象がありますが、
これでかなりしばらくの間出てこない
という、そういったあたりに持ち込め
る率は多いものなのでしょうか。
　勝沼　はい。この20年間、子どもの
喘息は年々軽症化しています。つまり、
入院するようなケースは減っています
し、喘息死も０という年があるほどで
す。重症患者も減っている、喘息死も
減っているということから、子どもの

喘息は軽症化が定見となっています。
その意味では先ほど申し上げた用い方
でうまくいっているのだと思います。
明らかなエビデンスがあるわけではあ
りませんが、ロイコトリエン受容体拮
抗薬が適正に使われていることの証左
かと思います。
　山内　２番目の質問、ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬に関して、これは吸入
薬もほとんど同じかもしれませんが、
効果の判定法ということです。これに
基づいた中止あるいは休薬の指標とな
るものはありますかということですが、
いかがでしょうか。
　勝沼　これも年齢で分けたほうが考
えやすいかと思います。ガイドライン
の分類どおり、６歳以上、つまり小学
生以上になると、大人と同じように呼
吸機能を指標として用いたり、あるい
は呼吸機能の応用型である気道可逆性
とか過敏性とか、そういったものを指
標にできると思います。また昨今かな
り普及してきた呼気中一酸化窒素の測
定も６歳以上ではそれほど難しいこと
ではないと思います。一方で５歳以下
では、このような客観的指標の測定が
困難という現実がありますので、やは
り臨床症状に関する問診、聴診所見、
理学的所見が判断の根拠になるかと思
います。
　山内　臨床症状は引き続き非常に重
要な指標と考えてよいのですね。

　勝沼　はい。大事だと思います。
　山内　喘息では独特の喘鳴が胸部聴
診で聞こえてくるわけですが、この独
特の喘鳴が消えることがあるのですね。
　勝沼　薬が有効に作用すると喘鳴は
聞こえなくなります。
　山内　軽症ですと、比較的短期間で
聞こえなくなると考えてよいのでしょ
うか。
　勝沼　冒頭申し上げた診断の誤りが
なければ、つまり治療がマッチすれば、
比較的容易にこれは消えていくと思い
ます。
　山内　最後の質問ですが、長期投与
の際、注意すべき点、これはロイコト
リエン受容体拮抗薬に関してですが、
いかがでしょうか。
　勝沼　日本はロイコトリエン受容体
拮抗薬を世界で初めて使うことができ
た国です。その後20年以上経過してい
ると思いますが、ロイコトリエン受容
体拮抗薬の安全性に関しては、年々そ
の信頼性、評価は高まっているように
思います。だからこそ、小児科のみな
らず、内科でも耳鼻科領域でも、実際
によく用いられているのではないかと
思います。
　山内　年単位で長期に用いることも
あるのですか。
　勝沼　患者さんによってはそういう
方もいると思います。
　山内　ありがとうございました。
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容体拮抗薬を１カ月程度継続するとい
う選択肢があります。
　次の重症度は軽症持続型、これがだ
いたい１～２割といわれています。こ
の重症度に対する第一選択薬は、５歳
以下ではロイコトリエン受容体拮抗薬、
もしくは低用量の吸入ステロイドにな
ります。６歳以上になりますと、同じ
重症度でも第一選択が低用量の吸入ス
テロイド、もしくはロイコトリエン受
容体拮抗薬ということになります。医
師からすれば５歳以下の小さい子のほ
うがロイコトリエン受容体拮抗薬を使
いやすいですし、低用量の吸入ステロ
イドと同じぐらい効きますので、患者
さん、ご家族にとっても使いやすいと
思います。
　一方で子どもの喘息の10％ぐらいを
占める中等症、５％ぐらいを占める重
症に関して言いますと、第一選択薬は
中等症の場合は中用量、重症の場合は
高用量の吸入ステロイドになります。
ロイコトリエン受容体拮抗薬は、吸入
ステロイドでコントロールされない場
合の併用薬という位置づけになります。
　山内　ロイコトリエン受容体拮抗薬
もそこそこ効くと考えてよいのですね。
　勝沼　はい。最も多い軽症間欠型、
あるいは軽症持続型においても、低用
量のステロイドとほぼ劣らない効果を
有しているというのが世界的なコンセ
ンサスといっていいと思います。
　山内　５歳以下でロイコトリエン受

容体拮抗薬のほうが第一選択薬と言っ
ていいか微妙ですが、推奨されている
ということは、一つは使い勝手がいい
ということがあるのでしょうか。
　勝沼　はい。そういうことだと思い
ます。飲み薬で、しかも味などあって
内服しやすいですから、アドヒアラン
スも保ちやすいという特徴があると思
います。
　山内　質問で、投与期間はどのぐら
いがよいかということですが、これは
いかがでしょうか。
　勝沼　ロイコトリエン受容体拮抗薬
が吸入ステロイドに優先されるのが、
軽症間欠型に対するステップ１という
治療、そして軽症持続型、特に５歳以
下の軽症持続型に対するステップ２と
いう治療ですが、ステップ１の場合は
用いるとすれば１カ月程度が一つの目
安になると思います。軽症持続型の場
合は明確な基準はありませんが、３カ
月程度というのが一般的な目安と思い
ます。
　山内　比較的短い印象がありますが、
これでかなりしばらくの間出てこない
という、そういったあたりに持ち込め
る率は多いものなのでしょうか。
　勝沼　はい。この20年間、子どもの
喘息は年々軽症化しています。つまり、
入院するようなケースは減っています
し、喘息死も０という年があるほどで
す。重症患者も減っている、喘息死も
減っているということから、子どもの

喘息は軽症化が定見となっています。
その意味では先ほど申し上げた用い方
でうまくいっているのだと思います。
明らかなエビデンスがあるわけではあ
りませんが、ロイコトリエン受容体拮
抗薬が適正に使われていることの証左
かと思います。
　山内　２番目の質問、ロイコトリエ
ン受容体拮抗薬に関して、これは吸入
薬もほとんど同じかもしれませんが、
効果の判定法ということです。これに
基づいた中止あるいは休薬の指標とな
るものはありますかということですが、
いかがでしょうか。
　勝沼　これも年齢で分けたほうが考
えやすいかと思います。ガイドライン
の分類どおり、６歳以上、つまり小学
生以上になると、大人と同じように呼
吸機能を指標として用いたり、あるい
は呼吸機能の応用型である気道可逆性
とか過敏性とか、そういったものを指
標にできると思います。また昨今かな
り普及してきた呼気中一酸化窒素の測
定も６歳以上ではそれほど難しいこと
ではないと思います。一方で５歳以下
では、このような客観的指標の測定が
困難という現実がありますので、やは
り臨床症状に関する問診、聴診所見、
理学的所見が判断の根拠になるかと思
います。
　山内　臨床症状は引き続き非常に重
要な指標と考えてよいのですね。

　勝沼　はい。大事だと思います。
　山内　喘息では独特の喘鳴が胸部聴
診で聞こえてくるわけですが、この独
特の喘鳴が消えることがあるのですね。
　勝沼　薬が有効に作用すると喘鳴は
聞こえなくなります。
　山内　軽症ですと、比較的短期間で
聞こえなくなると考えてよいのでしょ
うか。
　勝沼　冒頭申し上げた診断の誤りが
なければ、つまり治療がマッチすれば、
比較的容易にこれは消えていくと思い
ます。
　山内　最後の質問ですが、長期投与
の際、注意すべき点、これはロイコト
リエン受容体拮抗薬に関してですが、
いかがでしょうか。
　勝沼　日本はロイコトリエン受容体
拮抗薬を世界で初めて使うことができ
た国です。その後20年以上経過してい
ると思いますが、ロイコトリエン受容
体拮抗薬の安全性に関しては、年々そ
の信頼性、評価は高まっているように
思います。だからこそ、小児科のみな
らず、内科でも耳鼻科領域でも、実際
によく用いられているのではないかと
思います。
　山内　年単位で長期に用いることも
あるのですか。
　勝沼　患者さんによってはそういう
方もいると思います。
　山内　ありがとうございました。
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅱ）

東京大学大学院薬学系研究科ITヘルスケア社会連携講座特任教授
今　村　恭　子

（聞き手　大西　真）

　大西　今村先生、「オンライン診療
と臨床試験」というテーマでいろいろ
うかがいたいと思います。
　背景として、最近の医薬品開発と患
者さんの参画ということがあると思う
のですが、まず最初に開発対象の変化
について教えていただけますか。
　今村　医薬品の新薬開発はもちろん
診療上のニーズに従って行います。け
れども、おかげさまでかなりの部分で
標準治療が確立しています。例えば抗
がん剤にしても、肺がん、乳がんとか、
だいたい最初はまずこれをやる、それ
が効かなかったら次はこれ、というか
たちで、だいぶ開発も進んできていま
す。一昔前は例えば降圧剤とか、LDL
を下げる薬がたいへんな勢いで開発さ
れていた時代があったのですが、最近
はそういったところが一段落して、標
準治療ではなかなか治療できない、い
わゆる難治性の疾患、これまで医薬品
開発が非常に難しかった希少疾患や難
病、あるいは治療に難渋するような疾
患のほうに、開発の対象が変わってき

ています。
　大西　だいぶ様変わりしてきたので
すね。
　今村　そうですね。
　大西　患者さんの参画のニーズもい
ろいろ変わってきたのかもしれません
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　今村　やはり対象が変化してきたと
いうことで、例えば希少疾患ですと、
患者さんの数が圧倒的に少ない。もち
ろん、高血圧や糖尿病の患者さんはと
ても多いのですが、遺伝性疾患などは
患者さんの人数が非常に少ない。それ
から難病ですと、多くは希少疾患とい
うこともありますが、長期にわたって
ずっと治らない状態が続くといったこ
とがあります。やはり患者さんがまず
どこにいて、どういった治療を受けて
いるのか。あるいは、治療そのものが
基本的に成立していない場合、どうい
う対症療法を受けているのか、なかな
か把握するのが難しいところがありま
す。そうすると、開発のために研究を
するといっても、十分な統計学的な解

析ができるような患者さんの参加をい
ただくことが非常に難しいのです。
　もう一つには、従来だと試験を実施
するときに有効性の判定基準とか、「こ
れが満たされたら有効と呼びましょ
う」といった基準もわりあい客観的に
決められたのですが、特に神経筋疾患
あたりでは、本人でないとなかなか有
効性の判定に結びつくような症状やマ
ーカーを見つけることが難しい。そう
なると、患者さんにも試験にご協力い
ただくところから、もう一歩踏み込ん
で参画していただくというかたちで、
一緒にやっていきましょうということ
が今、非常に重視されてきています。
　大西　薬剤価格の高騰という問題も
あると聞いたのですが、そのあたりは
いかがでしょうか。
　今村　最近だと非常に高額な、つい
に１億円を突破する薬価が決定された
と、テレビや新聞、雑誌でも話題にな
った治療薬がありました。それ以前に
も、例えばC型肝炎の治療薬とか、あ
とノーベル賞の対象にもなったニボル
マブなど、次々と画期的な薬が出てく
るのはたいへんうれしいのですが、開
発にも手間がかかるということで薬剤
価格も右肩上がりで上昇するといった
ところがあります。もちろん製薬会社
としてはかかったコストを回収しなけ
ればいけないという面もあるでしょう
し、特に日本のように国民皆保険でや
っている国としては、最終的には国全

体のプールで賄っていかないといけな
いので、製薬産業、診療する側、患者
さん、それに加えて社会全体でそれを
見ていくという、社会的な参画が非常
に期待されるということです。
　大西　今、オンライン診療への期待
が高まっていますが、対象の患者さん
や、服薬管理とか、あとはデータの取
り扱いとか、そういった問題について
教えていただけますか。
　今村　もちろんオンライン診療はあ
くまで診療行為ですので、臨床試験と
はまた違いますが、オンライン診療を
なさる先生方がインフラを整えられた
り、あるいはオンラインで見ていくこ
とでITの技術を身につけていただくこ
とが、今後、臨床試験の分野でも非常
に注目されていくことをご理解いただ
きたいです。もちろんオンラインです
ので、診療機関に行くことができない、
来院するのが非常に難しい患者さん、
体の不自由な方が一番の対象になろう
かと思います。特に在宅診療なども受
けている高齢の患者さんです。こうい
った方々に、もちろん来院いただける
ことはあっても、やはりオンラインで、
特に今回、decentralized clinical trials
ということで、病院に行って治験や臨
床研究に参画するのではなく、ご自宅
でデータを発信していただくとなると、
なかなか高齢者ではオンラインとかイ
ンターネットについていきにくいとい
う、digital divideというらしいのです

オンライン診療と臨床試験
─decentralized clinical trialsについて
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅱ）

東京大学大学院薬学系研究科ITヘルスケア社会連携講座特任教授
今　村　恭　子

（聞き手　大西　真）

　大西　今村先生、「オンライン診療
と臨床試験」というテーマでいろいろ
うかがいたいと思います。
　背景として、最近の医薬品開発と患
者さんの参画ということがあると思う
のですが、まず最初に開発対象の変化
について教えていただけますか。
　今村　医薬品の新薬開発はもちろん
診療上のニーズに従って行います。け
れども、おかげさまでかなりの部分で
標準治療が確立しています。例えば抗
がん剤にしても、肺がん、乳がんとか、
だいたい最初はまずこれをやる、それ
が効かなかったら次はこれ、というか
たちで、だいぶ開発も進んできていま
す。一昔前は例えば降圧剤とか、LDL
を下げる薬がたいへんな勢いで開発さ
れていた時代があったのですが、最近
はそういったところが一段落して、標
準治療ではなかなか治療できない、い
わゆる難治性の疾患、これまで医薬品
開発が非常に難しかった希少疾患や難
病、あるいは治療に難渋するような疾
患のほうに、開発の対象が変わってき

ています。
　大西　だいぶ様変わりしてきたので
すね。
　今村　そうですね。
　大西　患者さんの参画のニーズもい
ろいろ変わってきたのかもしれません
が、そのあたりはいかがでしょうか。
　今村　やはり対象が変化してきたと
いうことで、例えば希少疾患ですと、
患者さんの数が圧倒的に少ない。もち
ろん、高血圧や糖尿病の患者さんはと
ても多いのですが、遺伝性疾患などは
患者さんの人数が非常に少ない。それ
から難病ですと、多くは希少疾患とい
うこともありますが、長期にわたって
ずっと治らない状態が続くといったこ
とがあります。やはり患者さんがまず
どこにいて、どういった治療を受けて
いるのか。あるいは、治療そのものが
基本的に成立していない場合、どうい
う対症療法を受けているのか、なかな
か把握するのが難しいところがありま
す。そうすると、開発のために研究を
するといっても、十分な統計学的な解

析ができるような患者さんの参加をい
ただくことが非常に難しいのです。
　もう一つには、従来だと試験を実施
するときに有効性の判定基準とか、「こ
れが満たされたら有効と呼びましょ
う」といった基準もわりあい客観的に
決められたのですが、特に神経筋疾患
あたりでは、本人でないとなかなか有
効性の判定に結びつくような症状やマ
ーカーを見つけることが難しい。そう
なると、患者さんにも試験にご協力い
ただくところから、もう一歩踏み込ん
で参画していただくというかたちで、
一緒にやっていきましょうということ
が今、非常に重視されてきています。
　大西　薬剤価格の高騰という問題も
あると聞いたのですが、そのあたりは
いかがでしょうか。
　今村　最近だと非常に高額な、つい
に１億円を突破する薬価が決定された
と、テレビや新聞、雑誌でも話題にな
った治療薬がありました。それ以前に
も、例えばC型肝炎の治療薬とか、あ
とノーベル賞の対象にもなったニボル
マブなど、次々と画期的な薬が出てく
るのはたいへんうれしいのですが、開
発にも手間がかかるということで薬剤
価格も右肩上がりで上昇するといった
ところがあります。もちろん製薬会社
としてはかかったコストを回収しなけ
ればいけないという面もあるでしょう
し、特に日本のように国民皆保険でや
っている国としては、最終的には国全

体のプールで賄っていかないといけな
いので、製薬産業、診療する側、患者
さん、それに加えて社会全体でそれを
見ていくという、社会的な参画が非常
に期待されるということです。
　大西　今、オンライン診療への期待
が高まっていますが、対象の患者さん
や、服薬管理とか、あとはデータの取
り扱いとか、そういった問題について
教えていただけますか。
　今村　もちろんオンライン診療はあ
くまで診療行為ですので、臨床試験と
はまた違いますが、オンライン診療を
なさる先生方がインフラを整えられた
り、あるいはオンラインで見ていくこ
とでITの技術を身につけていただくこ
とが、今後、臨床試験の分野でも非常
に注目されていくことをご理解いただ
きたいです。もちろんオンラインです
ので、診療機関に行くことができない、
来院するのが非常に難しい患者さん、
体の不自由な方が一番の対象になろう
かと思います。特に在宅診療なども受
けている高齢の患者さんです。こうい
った方々に、もちろん来院いただける
ことはあっても、やはりオンラインで、
特に今回、decentralized clinical trials
ということで、病院に行って治験や臨
床研究に参画するのではなく、ご自宅
でデータを発信していただくとなると、
なかなか高齢者ではオンラインとかイ
ンターネットについていきにくいとい
う、digital divideというらしいのです

オンライン診療と臨床試験
─decentralized clinical trialsについて
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が、そういう患者さんが真っ先に対象
になると思います。
　大西　一方、臨床試験の場合、いろ
いろな研修や、インフォームド・コン
セントの問題、あと研修歴のことなど、
どうなっていくと考えられるでしょう
か。
　今村　臨床試験の場合は、きちんと
研修を受けた方がデータを扱うべきで
あることが、国際的な基準としてのヘ
ルシンキ宣言にも書かれているので、
例えば先生方がその臨床試験について
十分な研修を受けられたという履歴を
取っていくことが非常に重要です。オ
ンラインでやっていると、そういった
記録も取りやすく、臨床試験はやって
いる最中に試験計画書が変わっていく
場合もあります。そういうときにまた
追加で研修を受けて、その履歴を取っ
ていくことで、常に最新の知識をもっ
て対応していることを保証できるのも、
オンライン診療の強いところかと思い
ます。
　大西　インフォームド・コンセント
の管理などはどのようになりますか。
　今村　試験計画書が変わるたびに、
患者さんには、ここがこういうふうに
変わったということを説明し、またそ
こに説明と同意といったかたちでイン
フォームド・コンセントをいただく。
例えば抗がん剤の治験などは特にそう
ですが、計画が変わっていくことも多
いのです。試験を進めていくうちにだ

んだんとわかってくることもあり、そ
うするとここから先はこのやり方にし
ましょう、となります。そして、患者
さんにもどこが変わったということを
きちんと理解していただくことで、試
験が進むにつれて、先生方のトレーニ
ング、それから患者さんからのインフ
ォームド・コンセントがずっとトラッ
キングできるようになります。
　大西　計測器についてはいかがです
か。
　今村　オンラインでやる場合には、
もちろん先生方は画面で患者さんにお
会いし、お互いの顔が見えるため、な
りすましの心配がないという基本的な
ところがあります。また、患者さんに
スマートウオッチをつけていただいた
り、あるいは患者さんの日誌としてタ
ブレット端末などを使って毎日の服薬
状況とか、今日はどうだったというこ
とを入力していただくのですが、そう
いったところもオンラインで適切に指
導いただければ非常によいと思います。
　大西　客観性の担保といいますか、
評価とか判定、この辺も重要かと思い
ますが、いかがでしょうか。
　今村　診療をやっている主治医、そ
れから臨床試験をやる試験責任医師、
あるいは分担医師というのは往々にし
て同じ医師が担当されるのですが、オ
ンラインの場合は、主治医としてオン
ライン診療をされている医師と、試験
全体を統轄されている責任を負う医師

がひょっとしたら違う場合も出てきま
す。そうすると、いい意味でそこに客
観的な評価が加わるという可能性が出

てくると思うのです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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が、そういう患者さんが真っ先に対象
になると思います。
　大西　一方、臨床試験の場合、いろ
いろな研修や、インフォームド・コン
セントの問題、あと研修歴のことなど、
どうなっていくと考えられるでしょう
か。
　今村　臨床試験の場合は、きちんと
研修を受けた方がデータを扱うべきで
あることが、国際的な基準としてのヘ
ルシンキ宣言にも書かれているので、
例えば先生方がその臨床試験について
十分な研修を受けられたという履歴を
取っていくことが非常に重要です。オ
ンラインでやっていると、そういった
記録も取りやすく、臨床試験はやって
いる最中に試験計画書が変わっていく
場合もあります。そういうときにまた
追加で研修を受けて、その履歴を取っ
ていくことで、常に最新の知識をもっ
て対応していることを保証できるのも、
オンライン診療の強いところかと思い
ます。
　大西　インフォームド・コンセント
の管理などはどのようになりますか。
　今村　試験計画書が変わるたびに、
患者さんには、ここがこういうふうに
変わったということを説明し、またそ
こに説明と同意といったかたちでイン
フォームド・コンセントをいただく。
例えば抗がん剤の治験などは特にそう
ですが、計画が変わっていくことも多
いのです。試験を進めていくうちにだ

んだんとわかってくることもあり、そ
うするとここから先はこのやり方にし
ましょう、となります。そして、患者
さんにもどこが変わったということを
きちんと理解していただくことで、試
験が進むにつれて、先生方のトレーニ
ング、それから患者さんからのインフ
ォームド・コンセントがずっとトラッ
キングできるようになります。
　大西　計測器についてはいかがです
か。
　今村　オンラインでやる場合には、
もちろん先生方は画面で患者さんにお
会いし、お互いの顔が見えるため、な
りすましの心配がないという基本的な
ところがあります。また、患者さんに
スマートウオッチをつけていただいた
り、あるいは患者さんの日誌としてタ
ブレット端末などを使って毎日の服薬
状況とか、今日はどうだったというこ
とを入力していただくのですが、そう
いったところもオンラインで適切に指
導いただければ非常によいと思います。
　大西　客観性の担保といいますか、
評価とか判定、この辺も重要かと思い
ますが、いかがでしょうか。
　今村　診療をやっている主治医、そ
れから臨床試験をやる試験責任医師、
あるいは分担医師というのは往々にし
て同じ医師が担当されるのですが、オ
ンラインの場合は、主治医としてオン
ライン診療をされている医師と、試験
全体を統轄されている責任を負う医師

がひょっとしたら違う場合も出てきま
す。そうすると、いい意味でそこに客
観的な評価が加わるという可能性が出

てくると思うのです。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021） （673）  3332 （672） ドクターサロン65巻10月号（9 . 2021）

2110_HONBUN.indd   32-33 2021/09/08   9:34



遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅱ）

株式会社CureApp代表取締役社長
佐　竹　晃　太

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　digital therapyということで
うかがいます。先生がこの領域に興味
を持ったきっかけは何だったのでしょ
うか。
　佐竹　2013年に私がアメリカの大学
院に留学している際に、digital therapy、
治療用アプリの研究に従事していたこ
とがきっかけとなります。当時の大学
院の指導教官に糖尿病の治療用アプリ
のエビデンスを紹介していただいたと
き感銘を受け、日本の医療現場におい
てもデジタル療法による治療用アプリ
を普及させたいと起業するに至りまし
た。
　齊藤　具体的には今、先生はどのよ
うなことをやられているのでしょうか。
　佐竹　2014年に留学から帰国し、こ
の治療用アプリを開発するCureAppと
いうベンチャー企業を立ち上げました。
最初に取り組んだ疾患は、私の専門で
ある呼吸器内科領域の中から禁煙に対
しての治療用アプリ開発でした。私の
母校でもある慶應義塾大学の呼吸器内
科の医師らと共同でこのプロジェクト

を進めてきました。この禁煙治療用ア
プリは、禁煙外来で禁煙補助薬と併用
することで、従来の禁煙治療成績より
も高い治療成績を出すのです。今まで
の臨床試験の結果を踏まえ、2020年８
月に日本で初めて厚生労働省から薬事
承認を取得し、12月１日からは保険が
適用され、実際に臨床現場で処方され
るようになりました。
　齊藤　エビデンスが出たということ
ですが、具体的にはどのような治験だ
ったのでしょうか。
　佐竹　臨床試験は４本行い、そのう
ちの第Ⅲ相多施設臨床試験では、全国
31の禁煙外来対応医療機関を対象とし、
584症例についてランダマイズコント
ロールトライアルを行いました。片方
はいわゆるプラセボ群、もう片方がこ
の治療用アプリを使用し治療するとい
う２群に分け比較試験を実施し、禁煙
継続率の差を調べました。
　齊藤　結果はどうでしたか。
　佐竹　結果としては、禁煙継続率半
年の時の主要評価項目において、コン

トロール群が禁煙継続率50.5％、介入
群である治療用アプリを使った群に関
しては63.9％となり、差分効果が13.4
ポイント認められたという結果になり
ました（図１）。その結果を踏まえ厚
生労働省からの薬事承認取得となりま
した。
　齊藤　通常の禁煙外来にアプリが追
加されているということですか。
　佐竹　そのとおりです。通常の禁煙
外来では、禁煙補助薬と、医師や看護
師による禁煙指導が行われていますが、
それにアドオンしてこの治療用アプリ
を使用し、患者さんの診察外の時間、
つまり在宅時のフォローをするものに
なっています。
　齊藤　従来の禁煙の費用プラスアプ
リの費用ということですね。
　佐竹　そうですね。今までの禁煙治

療のニコチン依存症管理料、禁煙補助
薬の薬価にアドオンされるかたちでこ
の治療用アプリの保険算定がされます。
このアプリ自体の使用期間は半年であ
り、患者さんが３割負担の場合、半年
で7,500円ほどで、毎月に換算すると
1,200円ほどでお使いいただけるものに
なります。
　齊藤　患者さんの評判はどうですか。
　佐竹　2020年12月１日から臨床の現
場で処方できるようになり、すでに３
桁の病院で導入、実際に処方いただい
ている状態です。また過去の臨床研究
の段階で40ほどの病院で使用いただき
ましたが、患者さんの中には、「禁煙
は孤独な戦いなので、このアプリがあ
ると家にいるときに精神的、心理的に
励まし支えられる」とか、「自身の自
己管理としても目に見えてわかりやす

新しい治療概念・投薬によらない治療
─digital therapy

図１
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅱ）

株式会社CureApp代表取締役社長
佐　竹　晃　太

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　digital therapyということで
うかがいます。先生がこの領域に興味
を持ったきっかけは何だったのでしょ
うか。
　佐竹　2013年に私がアメリカの大学
院に留学している際に、digital therapy、
治療用アプリの研究に従事していたこ
とがきっかけとなります。当時の大学
院の指導教官に糖尿病の治療用アプリ
のエビデンスを紹介していただいたと
き感銘を受け、日本の医療現場におい
てもデジタル療法による治療用アプリ
を普及させたいと起業するに至りまし
た。
　齊藤　具体的には今、先生はどのよ
うなことをやられているのでしょうか。
　佐竹　2014年に留学から帰国し、こ
の治療用アプリを開発するCureAppと
いうベンチャー企業を立ち上げました。
最初に取り組んだ疾患は、私の専門で
ある呼吸器内科領域の中から禁煙に対
しての治療用アプリ開発でした。私の
母校でもある慶應義塾大学の呼吸器内
科の医師らと共同でこのプロジェクト

を進めてきました。この禁煙治療用ア
プリは、禁煙外来で禁煙補助薬と併用
することで、従来の禁煙治療成績より
も高い治療成績を出すのです。今まで
の臨床試験の結果を踏まえ、2020年８
月に日本で初めて厚生労働省から薬事
承認を取得し、12月１日からは保険が
適用され、実際に臨床現場で処方され
るようになりました。
　齊藤　エビデンスが出たということ
ですが、具体的にはどのような治験だ
ったのでしょうか。
　佐竹　臨床試験は４本行い、そのう
ちの第Ⅲ相多施設臨床試験では、全国
31の禁煙外来対応医療機関を対象とし、
584症例についてランダマイズコント
ロールトライアルを行いました。片方
はいわゆるプラセボ群、もう片方がこ
の治療用アプリを使用し治療するとい
う２群に分け比較試験を実施し、禁煙
継続率の差を調べました。
　齊藤　結果はどうでしたか。
　佐竹　結果としては、禁煙継続率半
年の時の主要評価項目において、コン

トロール群が禁煙継続率50.5％、介入
群である治療用アプリを使った群に関
しては63.9％となり、差分効果が13.4
ポイント認められたという結果になり
ました（図１）。その結果を踏まえ厚
生労働省からの薬事承認取得となりま
した。
　齊藤　通常の禁煙外来にアプリが追
加されているということですか。
　佐竹　そのとおりです。通常の禁煙
外来では、禁煙補助薬と、医師や看護
師による禁煙指導が行われていますが、
それにアドオンしてこの治療用アプリ
を使用し、患者さんの診察外の時間、
つまり在宅時のフォローをするものに
なっています。
　齊藤　従来の禁煙の費用プラスアプ
リの費用ということですね。
　佐竹　そうですね。今までの禁煙治

療のニコチン依存症管理料、禁煙補助
薬の薬価にアドオンされるかたちでこ
の治療用アプリの保険算定がされます。
このアプリ自体の使用期間は半年であ
り、患者さんが３割負担の場合、半年
で7,500円ほどで、毎月に換算すると
1,200円ほどでお使いいただけるものに
なります。
　齊藤　患者さんの評判はどうですか。
　佐竹　2020年12月１日から臨床の現
場で処方できるようになり、すでに３
桁の病院で導入、実際に処方いただい
ている状態です。また過去の臨床研究
の段階で40ほどの病院で使用いただき
ましたが、患者さんの中には、「禁煙
は孤独な戦いなので、このアプリがあ
ると家にいるときに精神的、心理的に
励まし支えられる」とか、「自身の自
己管理としても目に見えてわかりやす

新しい治療概念・投薬によらない治療
─digital therapy

図１
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い」「薬の副作用が出たときにどう対
応したらいいかわかる」というような
声をいただいています。
　齊藤　一方、医師の負担感はどうで
すか。
　佐竹　実は治療用アプリは禁煙外来
の医師にとっても大きなメリットがあ
ります。具体的には、先ほど保険算定
されるという話がありましたとおり、
通常の禁煙外来の保険算定にアドオン
して保険算定されますので、病院のク
リニック経営的にしっかり売り上げ、
利益が追加されるというメリットがあ
ります。また、この禁煙治療用アプリ
を処方することで、これまで禁煙外来
で行っている患者さんに対しての禁煙
指導の一部をアプリが担うことができ
ますので、診察の効率化につながりま
す。
　さらに、患者さんが日々禁煙治療用
アプリ内にある様々なプログラムや日
記機能を使用すると、そのデータが病
院、担当医に共有されます。医師は患
者さんが、在宅中どういう状態・病状
なのかを簡単に把握できますので、禁
煙外来診察時に患者さんの状態を一か
ら詳しく問診することなく、診療の効
率化・質の向上にもつながるという大
きなメリットがあります。
　齊藤　これはスマートフォンを使っ
たシステムになっているのですね。
　佐竹　はい。
　齊藤　患者さんのアドヒアランスも

重要になってきますね。
　佐竹　そうですね。ご指摘のとおり、
薬の内服のアドヒアランスも今、問題
になっていますが、アプリのアドヒア
ランスもすごく大事な問題だと思いま
す。ただ、この治療用アプリの良いと
ころは、一般的な健康系アプリよりも
とても高いアドヒアランスが出ること
が臨床試験で示されています。理由と
しては、一般的な健康系のアプリは、
患者さんがダウンロードし使用しても、
結局飽きたり、面倒で使わなくなるケ
ースが多いのですが、この治療用アプ
リはあくまでも病院に通っている患者
さんに対して、医師から「アプリを使
い治療しましょう」というかたちで処
方されます。ですので、患者さんの意
識も高く、アドヒアランスが高くなる
ということです。医師は患者さんにこ
のアプリを処方する際、アプリをきち
んと使用することで、患者さんの状
態・病状を病院でも担当医がチェック
し、よりしっかり診察できることをお
伝えします。患者さんも「見守ってく
れているのであれば使おうかな」とい
う気になっていただけるので、アドヒ
アランスはほかの健康系のアプリと比
べかなり高くなっています。
　齊藤　よい循環になっているのです
ね。禁煙以外のほかの病気にも使えそ
うですね。
　佐竹　そうですね。実は海外ではす
でに糖尿病の治療用アプリや、物質依

存症、薬物など依存症の治療用アプリ、
さらに小児のADHDに対しての治療用
アプリがすでに薬事承認を得ています。
CureAppでも、禁煙の治療用アプリ以
外に、現在高血圧治療アプリと、NASH
（非アルコール性脂肪肝炎）治療アプ
リと、アルコール関連の健康障害、ア
ルコール依存症に対しての治療用アプ
リ、さらに、がん患者支援治療用アプ
リについて、それぞれ治験などを含め
て臨床試験や研究開発を行っていると
ころです。
　齊藤　従来型の診療に新しい力が加
わって、それをさらに高めるというこ
とになりますか。
　佐竹　そうですね。基本的にはこの
治療用アプリは従来の薬物療法などと
併用したり、単独でファーストチョイ
スとして使っていただく可能性も今後

あると思います。いずれにせよ、この
治療用アプリの使用によりしっかりと
治療有効性が出ることを確認し薬事承
認が取れていますので、そういった意
味でこの治療用アプリを処方すること
は、しっかりとしたエビデンスに基づ
いて治療効果がある、新しい治療法 
（デジタル療法）になります。
　齊藤　オンライン診療との関連はど
うなりますか。
　佐竹　まず、このデジタル療法、治
療用アプリは、どちらもITを使ってい
るので、よくオンライン診療と混同さ
れ誤解されている方も一定数いるよう
です。しかし、実はオンライン診療と
この治療用アプリは全く別物であるこ
とがポイントです。
　オンライン診療というのは、いわゆ
る対面で患者さんと医師が話すのを、

図２
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い」「薬の副作用が出たときにどう対
応したらいいかわかる」というような
声をいただいています。
　齊藤　一方、医師の負担感はどうで
すか。
　佐竹　実は治療用アプリは禁煙外来
の医師にとっても大きなメリットがあ
ります。具体的には、先ほど保険算定
されるという話がありましたとおり、
通常の禁煙外来の保険算定にアドオン
して保険算定されますので、病院のク
リニック経営的にしっかり売り上げ、
利益が追加されるというメリットがあ
ります。また、この禁煙治療用アプリ
を処方することで、これまで禁煙外来
で行っている患者さんに対しての禁煙
指導の一部をアプリが担うことができ
ますので、診察の効率化につながりま
す。
　さらに、患者さんが日々禁煙治療用
アプリ内にある様々なプログラムや日
記機能を使用すると、そのデータが病
院、担当医に共有されます。医師は患
者さんが、在宅中どういう状態・病状
なのかを簡単に把握できますので、禁
煙外来診察時に患者さんの状態を一か
ら詳しく問診することなく、診療の効
率化・質の向上にもつながるという大
きなメリットがあります。
　齊藤　これはスマートフォンを使っ
たシステムになっているのですね。
　佐竹　はい。
　齊藤　患者さんのアドヒアランスも

重要になってきますね。
　佐竹　そうですね。ご指摘のとおり、
薬の内服のアドヒアランスも今、問題
になっていますが、アプリのアドヒア
ランスもすごく大事な問題だと思いま
す。ただ、この治療用アプリの良いと
ころは、一般的な健康系アプリよりも
とても高いアドヒアランスが出ること
が臨床試験で示されています。理由と
しては、一般的な健康系のアプリは、
患者さんがダウンロードし使用しても、
結局飽きたり、面倒で使わなくなるケ
ースが多いのですが、この治療用アプ
リはあくまでも病院に通っている患者
さんに対して、医師から「アプリを使
い治療しましょう」というかたちで処
方されます。ですので、患者さんの意
識も高く、アドヒアランスが高くなる
ということです。医師は患者さんにこ
のアプリを処方する際、アプリをきち
んと使用することで、患者さんの状
態・病状を病院でも担当医がチェック
し、よりしっかり診察できることをお
伝えします。患者さんも「見守ってく
れているのであれば使おうかな」とい
う気になっていただけるので、アドヒ
アランスはほかの健康系のアプリと比
べかなり高くなっています。
　齊藤　よい循環になっているのです
ね。禁煙以外のほかの病気にも使えそ
うですね。
　佐竹　そうですね。実は海外ではす
でに糖尿病の治療用アプリや、物質依

存症、薬物など依存症の治療用アプリ、
さらに小児のADHDに対しての治療用
アプリがすでに薬事承認を得ています。
CureAppでも、禁煙の治療用アプリ以
外に、現在高血圧治療アプリと、NASH
（非アルコール性脂肪肝炎）治療アプ
リと、アルコール関連の健康障害、ア
ルコール依存症に対しての治療用アプ
リ、さらに、がん患者支援治療用アプ
リについて、それぞれ治験などを含め
て臨床試験や研究開発を行っていると
ころです。
　齊藤　従来型の診療に新しい力が加
わって、それをさらに高めるというこ
とになりますか。
　佐竹　そうですね。基本的にはこの
治療用アプリは従来の薬物療法などと
併用したり、単独でファーストチョイ
スとして使っていただく可能性も今後

あると思います。いずれにせよ、この
治療用アプリの使用によりしっかりと
治療有効性が出ることを確認し薬事承
認が取れていますので、そういった意
味でこの治療用アプリを処方すること
は、しっかりとしたエビデンスに基づ
いて治療効果がある、新しい治療法 
（デジタル療法）になります。
　齊藤　オンライン診療との関連はど
うなりますか。
　佐竹　まず、このデジタル療法、治
療用アプリは、どちらもITを使ってい
るので、よくオンライン診療と混同さ
れ誤解されている方も一定数いるよう
です。しかし、実はオンライン診療と
この治療用アプリは全く別物であるこ
とがポイントです。
　オンライン診療というのは、いわゆ
る対面で患者さんと医師が話すのを、

図２
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対面ではなくてビデオ通話で行う診療
になります。治療用アプリはそういう
医師と患者さんをつなげるものではな
く、患者さんに対してアプリ自体が
日々様々な禁煙指導を行い、また生活
習慣指導をし、時には励ましたりとい
うかたちで働きかけ治療介入するもの
になります。なので、ここは全くの別
物となります。
　また、最近オンライン診療が普及し
始め、患者さんからすると通院の手間
がなく利便性が高い一方で、診察の質
という観点ではまだ一定の疑問が出て

いるのが現状ではないかと思っていま
す。そのような中で、オンライン診療
の際、治療用アプリの処方を加えるこ
とで、この治療用アプリが日々患者さ
んの状態をモニタリングし、患者さん
の状態に基づいて適切な指導、励まし、
薬の管理を可能にします。
　利便性もありながら、治療の質の部
分もしっかりと担保されますので、オ
ンライン診療とこの治療用アプリを組
み合わせることは、かなり相乗効果が
あると思います。
　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（Ⅱ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の海外事情

　齊藤　オンライン診療の海外事情と
いうことでうかがいます。まずアメリ
カではどうなのでしょうか。
　黒木　アメリカではオンライン診療
というのはテレメディシンといいます。
これは随分以前から、テレビジットと
もいわれ、オンライン診療のみならず、
いろいろなメディカルデバイスを使っ
て、生体情報を離れて取得する、こうい
う試みが広く普及していました。1990
年代ぐらいから、アメリカ・テレメデ
ィシン・アソシエーションというアメ
リカ遠隔医療学会も活発に活動してい
ます。この学会はこの10年ぐらいで数
倍の規模になり、雑誌のインパクトフ
ァクターも急上昇しています。この10
年ぐらいでテレメディシン、遠隔医療
というのは急速に発展していると言え
ると思います。
　齊藤　アメリカは国土が広いですし、
保険制度もいろいろ違うし、独特なと
ころがあるのでしょうか。
　黒木　やはり日本と同じように比べ
ることはできないと思うのですが、国

土の広さ、様々な保険制度の中で、こ
のテレメディシンの需要を調査してみ
ると、多領域にわたっています。意外
なのは、テレストロークといって、テ
レメディシンで脳卒中を初期に診療す
る、そして初期の医療から専門医につ
なぐ方法。また、診療科も小児科、皮
膚科、そして精神科、神経内科と多岐
にわたっています。全国民の６割ぐら
いは彼らの言うテレビジット、テレメ
ディシンを望んでいる、という市場調
査もあります。
　齊藤　相当人気があるのですね。
　黒木　そうですね。いろいろな意見
もあるのですが、ベースとしてはだい
ぶ普及したという私の印象です。
　齊藤　コロナ禍前後で変化は感じま
すか。
　黒木　コロナの流行は全世界的に医
療に大きなインパクトを与え、アメリ
カ、そして欧州では新型コロナ対策の
第一選択はテレメディシンであると、
早期にそういう声明、ガイドラインが
出されています。これはオンライン診
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対面ではなくてビデオ通話で行う診療
になります。治療用アプリはそういう
医師と患者さんをつなげるものではな
く、患者さんに対してアプリ自体が
日々様々な禁煙指導を行い、また生活
習慣指導をし、時には励ましたりとい
うかたちで働きかけ治療介入するもの
になります。なので、ここは全くの別
物となります。
　また、最近オンライン診療が普及し
始め、患者さんからすると通院の手間
がなく利便性が高い一方で、診察の質
という観点ではまだ一定の疑問が出て

いるのが現状ではないかと思っていま
す。そのような中で、オンライン診療
の際、治療用アプリの処方を加えるこ
とで、この治療用アプリが日々患者さ
んの状態をモニタリングし、患者さん
の状態に基づいて適切な指導、励まし、
薬の管理を可能にします。
　利便性もありながら、治療の質の部
分もしっかりと担保されますので、オ
ンライン診療とこの治療用アプリを組
み合わせることは、かなり相乗効果が
あると思います。
　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（Ⅱ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の海外事情

　齊藤　オンライン診療の海外事情と
いうことでうかがいます。まずアメリ
カではどうなのでしょうか。
　黒木　アメリカではオンライン診療
というのはテレメディシンといいます。
これは随分以前から、テレビジットと
もいわれ、オンライン診療のみならず、
いろいろなメディカルデバイスを使っ
て、生体情報を離れて取得する、こうい
う試みが広く普及していました。1990
年代ぐらいから、アメリカ・テレメデ
ィシン・アソシエーションというアメ
リカ遠隔医療学会も活発に活動してい
ます。この学会はこの10年ぐらいで数
倍の規模になり、雑誌のインパクトフ
ァクターも急上昇しています。この10
年ぐらいでテレメディシン、遠隔医療
というのは急速に発展していると言え
ると思います。
　齊藤　アメリカは国土が広いですし、
保険制度もいろいろ違うし、独特なと
ころがあるのでしょうか。
　黒木　やはり日本と同じように比べ
ることはできないと思うのですが、国

土の広さ、様々な保険制度の中で、こ
のテレメディシンの需要を調査してみ
ると、多領域にわたっています。意外
なのは、テレストロークといって、テ
レメディシンで脳卒中を初期に診療す
る、そして初期の医療から専門医につ
なぐ方法。また、診療科も小児科、皮
膚科、そして精神科、神経内科と多岐
にわたっています。全国民の６割ぐら
いは彼らの言うテレビジット、テレメ
ディシンを望んでいる、という市場調
査もあります。
　齊藤　相当人気があるのですね。
　黒木　そうですね。いろいろな意見
もあるのですが、ベースとしてはだい
ぶ普及したという私の印象です。
　齊藤　コロナ禍前後で変化は感じま
すか。
　黒木　コロナの流行は全世界的に医
療に大きなインパクトを与え、アメリ
カ、そして欧州では新型コロナ対策の
第一選択はテレメディシンであると、
早期にそういう声明、ガイドラインが
出されています。これはオンライン診
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しているそうです。
　齊藤　利用者が多いとなると相当な
収益になって、これも世界に拡大する
ような動きになるのでしょうか。
　黒木　そうですね。ただ、中国は日
本と違って通常の地域のプライマリー
ケアが未整備で、そこにこういった遠
隔医療システムが入り、それを利用で
きる中間層の方々が多くなったという
背景もあると思うのです。ですから、
この中国型のやり方をそのまま日本あ
るいは欧米に導入するのは難しいかと
思います。
　齊藤　インドはどうなのでしょうか。
　黒木　インドでも同じ頃から同じよ
うな遠隔医療システムが勃興していて、
これも民間のベンチャー企業です。イ
ンドには大きな都市が５つあるのです
が、医師の８割はその５つの都市に集
中している。そして、医療のニーズの
８割は大都市以外にある。だから、医
療ベンチャーの方は、自分たちは８割
のニーズに向けて廉価で質の高い医療
を提供したい、こんなふうに話されて
いました。
　齊藤　インドも国土が広いですし、
医療資源の偏在、大都市集中でしょう
ね。また、インド人医師は英語が上手
だから、アメリカやイギリスでも活躍
されていて、インドに帰らないという
話がありますね。ですから、そういう
人たちもそこに組み込まれる可能性が
あるかもしれませんね。

　黒木　そうですね。医師のレベルは
高いですから、自国の国民に還元しよ
うと思えば、遠隔医療という方法は非
常に有効ではないかと思います。
　齊藤　さて日本の状況はどう考えら
れるのでしょうか。
　黒木　日本ではいわゆる遠隔医療と
して1990年頃から、当時の携帯電話あ
るいはインターネットを使って医療情
報を交換したり、患者さんを診察した
りすることは、一部の先駆的な医師の
間で行われていました。長い年月がた
って、2015年に厚生労働省から、これ
までの遠隔医療において離島、僻地は
「例示である」という事務連絡が出ま
した。この「例示である」というのは、
離島、僻地に限らないと読み込めるの
で、これが今のオンライン診療の解禁
と言われています。つまり、オンライ
ン診療は離島、僻地だけのものではな
いということです。
　それから、2016年、私は自院にオンラ
イン診療を取り入れたのですが、2018
年には保険診療の中にも組み入れられ、
厚生労働省のオンライン診療の指針も
出されて、医療の中でのオンライン診
療の位置づけはほぼ確立されてきてい
ます。ただ、日本の保険診療の中に組
み入れられたものの、疾患の制限、あ
るいは点数の抑制が強く、保険診療の
中ではほとんど普及してこなかったの
が現状です。オンライン診療料の算定
要件は非常に厳しく、請求はレセプト

療という非対面の診療方式の優位点を
強調したものであろうと思います。
　齊藤　アメリカはもともとかなり使
われていたのが、さらにこのコロナ禍
でそれが非常に発展したということで
しょうか。
　黒木　そうですね。利用する患者さ
んも数倍以上に広がって、それを導入
している医療機関も急速に広がってい
ると聞いています。
　齊藤　アメリカのCDCなどがそうい
ったものを使うように言い出したとい
うことですが、ヨーロッパの状況はど
うなのでしょうか。
　黒木　ヨーロッパではコロナ前から、
スウェーデン、デンマーク、エストニ
ア、あるいはイギリスもそうですが、
遠隔医療は随分普及していたようです。
特にデンマーク、スウェーデン、エス
トニアは、社会にITの技術が普及して、
インフラとして確立していた。その中
で、医療にもITが導入されていたとい
えると思います。
　齊藤　もともとITの基盤がしっかり
あったということで、医療もそこにし
っかり組み込まれているのですね。
　黒木　そうですね。そして、デンマ
ークなどの例を見てみると、全国どこ
にいても、自宅にいても、遠隔医療を
活用してほぼ均一な医療あるいはリハ
ビリテーションが受けられるようにな
っているようです。
　齊藤　それが北欧型福祉の一つの到

達点ということでしょうか。
　黒木　そう思います。やはり日本と
異なって国土も狭く、人口も少ないの
で、意思統一がしやすいということと、
もう一つはスウェーデンなどを見ます
と、かなり早い時期から社会保障はど
ういうものかという教育が行き届いて
いる。そういう成果ではないかと思い
ます。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパと聞き
ましたが、中国はいかがですか。
　黒木　中国では数年前からオンライ
ン診療が爆発的に普及していまして、
街中に電話ボックスのような無人の個
室ができて、そこに入ると画面に複数
の医師の名前が出てくる。入った方は、
自分の疾患の専門の医師を選んで、
Webで対面、会話をして、診断をつけ
てもらって、処方箋を受け取ることが
できる。その処方箋を持って、隣の自
動販売機で薬を買うことができる。こ
ういう遠隔医療システムがたいへんな
勢いで普及しているといわれています。
これは実際に行って見た人の話なので
すが。
　齊藤　電話ボックスに入るというこ
とは、ある意味プライバシーを確保で
きている。専門医と話ができて、専門
的な治療を受けて、すぐに薬ももらえ
る。非常に便利になっていますね。こ
れは企業がやっていることなのですか。
　黒木　民間の企業で、IT系のベンチ
ャー企業が始めたもので、急速に拡大
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しているそうです。
　齊藤　利用者が多いとなると相当な
収益になって、これも世界に拡大する
ような動きになるのでしょうか。
　黒木　そうですね。ただ、中国は日
本と違って通常の地域のプライマリー
ケアが未整備で、そこにこういった遠
隔医療システムが入り、それを利用で
きる中間層の方々が多くなったという
背景もあると思うのです。ですから、
この中国型のやり方をそのまま日本あ
るいは欧米に導入するのは難しいかと
思います。
　齊藤　インドはどうなのでしょうか。
　黒木　インドでも同じ頃から同じよ
うな遠隔医療システムが勃興していて、
これも民間のベンチャー企業です。イ
ンドには大きな都市が５つあるのです
が、医師の８割はその５つの都市に集
中している。そして、医療のニーズの
８割は大都市以外にある。だから、医
療ベンチャーの方は、自分たちは８割
のニーズに向けて廉価で質の高い医療
を提供したい、こんなふうに話されて
いました。
　齊藤　インドも国土が広いですし、
医療資源の偏在、大都市集中でしょう
ね。また、インド人医師は英語が上手
だから、アメリカやイギリスでも活躍
されていて、インドに帰らないという
話がありますね。ですから、そういう
人たちもそこに組み込まれる可能性が
あるかもしれませんね。

　黒木　そうですね。医師のレベルは
高いですから、自国の国民に還元しよ
うと思えば、遠隔医療という方法は非
常に有効ではないかと思います。
　齊藤　さて日本の状況はどう考えら
れるのでしょうか。
　黒木　日本ではいわゆる遠隔医療と
して1990年頃から、当時の携帯電話あ
るいはインターネットを使って医療情
報を交換したり、患者さんを診察した
りすることは、一部の先駆的な医師の
間で行われていました。長い年月がた
って、2015年に厚生労働省から、これ
までの遠隔医療において離島、僻地は
「例示である」という事務連絡が出ま
した。この「例示である」というのは、
離島、僻地に限らないと読み込めるの
で、これが今のオンライン診療の解禁
と言われています。つまり、オンライ
ン診療は離島、僻地だけのものではな
いということです。
　それから、2016年、私は自院にオンラ
イン診療を取り入れたのですが、2018
年には保険診療の中にも組み入れられ、
厚生労働省のオンライン診療の指針も
出されて、医療の中でのオンライン診
療の位置づけはほぼ確立されてきてい
ます。ただ、日本の保険診療の中に組
み入れられたものの、疾患の制限、あ
るいは点数の抑制が強く、保険診療の
中ではほとんど普及してこなかったの
が現状です。オンライン診療料の算定
要件は非常に厳しく、請求はレセプト

療という非対面の診療方式の優位点を
強調したものであろうと思います。
　齊藤　アメリカはもともとかなり使
われていたのが、さらにこのコロナ禍
でそれが非常に発展したということで
しょうか。
　黒木　そうですね。利用する患者さ
んも数倍以上に広がって、それを導入
している医療機関も急速に広がってい
ると聞いています。
　齊藤　アメリカのCDCなどがそうい
ったものを使うように言い出したとい
うことですが、ヨーロッパの状況はど
うなのでしょうか。
　黒木　ヨーロッパではコロナ前から、
スウェーデン、デンマーク、エストニ
ア、あるいはイギリスもそうですが、
遠隔医療は随分普及していたようです。
特にデンマーク、スウェーデン、エス
トニアは、社会にITの技術が普及して、
インフラとして確立していた。その中
で、医療にもITが導入されていたとい
えると思います。
　齊藤　もともとITの基盤がしっかり
あったということで、医療もそこにし
っかり組み込まれているのですね。
　黒木　そうですね。そして、デンマ
ークなどの例を見てみると、全国どこ
にいても、自宅にいても、遠隔医療を
活用してほぼ均一な医療あるいはリハ
ビリテーションが受けられるようにな
っているようです。
　齊藤　それが北欧型福祉の一つの到

達点ということでしょうか。
　黒木　そう思います。やはり日本と
異なって国土も狭く、人口も少ないの
で、意思統一がしやすいということと、
もう一つはスウェーデンなどを見ます
と、かなり早い時期から社会保障はど
ういうものかという教育が行き届いて
いる。そういう成果ではないかと思い
ます。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパと聞き
ましたが、中国はいかがですか。
　黒木　中国では数年前からオンライ
ン診療が爆発的に普及していまして、
街中に電話ボックスのような無人の個
室ができて、そこに入ると画面に複数
の医師の名前が出てくる。入った方は、
自分の疾患の専門の医師を選んで、
Webで対面、会話をして、診断をつけ
てもらって、処方箋を受け取ることが
できる。その処方箋を持って、隣の自
動販売機で薬を買うことができる。こ
ういう遠隔医療システムがたいへんな
勢いで普及しているといわれています。
これは実際に行って見た人の話なので
すが。
　齊藤　電話ボックスに入るというこ
とは、ある意味プライバシーを確保で
きている。専門医と話ができて、専門
的な治療を受けて、すぐに薬ももらえ
る。非常に便利になっていますね。こ
れは企業がやっていることなのですか。
　黒木　民間の企業で、IT系のベンチ
ャー企業が始めたもので、急速に拡大
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100万件中で２～３件といわれていま
す。
　齊藤　それが今回のコロナ禍でかな
り変わってきたということでしょうか。
　黒木　そうですね。2020年２月にク
ルーズ船が横浜に来て、その中で新型
コロナ対策にはオンライン診療を活用
しなければいけないという声が内外か
らありました。2020年の４月10日に厚
生労働省から事務連絡があり、そこで
はオンライン診療を初診から可能にす
るということ、疾患の制限はなくなっ
たということが盛り込まれています。
　齊藤　日本でもコロナがある意味追
い風となってオンライン診療が増えて
きているのでしょうか。
　黒木　正確にどれぐらい増えている
かというデータは難しいのですが、オ
ンライン診療を扱っているベンダーの
データなどを見ると、たぶん、導入医
療機関は10倍ぐらいになっているでし
ょう。利用者もそれ以上になっている
と思います。
　齊藤　今日は海外のいろいろな事例

を教えていただきました。日本は事情
が違うのでしょうが、そういったもの
を参考にしつつ、これからオンライン
診療を発展させていくことになるでし
ょうか。
　黒木　この新型コロナ感染拡大下に
おいて、アメリカ、ヨーロッパでは新
型コロナ対策はテレメディシンが第一
選択だということが、いろいろなガイ
ドラインや声明で出されています。こ
れはテレメディシン、オンライン診療
の非対面の診療という優位性を強調し
たのだと思うのですが、日本でも非対
面の診療というコロナ時代の優位性が
認識されてきたと思います。ただ、も
う一方では日本の地域医療というのは
それなりに成熟しているので、すべて
がオンライン診療で完結するものでは
ないと思います。日本では日本なりの
オンライン診療の導入の仕方、適用の
仕方を、これからいろいろ事例を重ね
て考えていかなければならないと思っ
ています。
　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（Ⅱ）

多摩ファミリークリニック院長
大　橋　博　樹

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の診断学

　大西　大橋先生、オンライン診療の
診断学という、ちょっと難しいテーマ
なのですが、先生が普段やっていらっ
しゃる診療を教えていただけたらと思
います。
　まず、厚生労働省からガイドライン
や指針が出てきているようですが、そ
のあたりから教えていただけますか。
　大橋　厚生労働省で今、オンライン
診療をやるにあたって、事前にeラー
ニングでの研修を受けなさいというの
があります。その研修の内容を見ると、
オンライン診療全体の概要やシステム
構築、あとは診療までの制度上の決ま
りなどを詳しく解説しています。これ
も始めるにあたってたいへん重要なの
ですが、一方で本当に始めた後にどの
ようにして対面診療との差を埋めてい
くか。例えば、どのように病歴聴取を
したり、何に気をつけて患者さんを診
療したらいいのか、こういう症状だっ
たら対面診療に移行しなければいけな
いだろうとか、いわゆる診断、臨床上
のティップスというのですが、そこが

まだまだ広まっていないのが現状かと
考えています。
　大西　厚生労働省の研修といいます
か、指針はかなり具体的な内容まで踏
み込まれているのですか。
　大橋　指針に関しては、例えばこの
ようにしてプライバシーを守らなけれ
ばいけない、またはセキュリティに配
慮してこのようにシステムをそろえな
ければいけない。そういった内容、事
前の構築に関してはかなり詳しい内容
の研修になっています。
　大西　医師法との関係のようなもの
も書かれているのでしょうか。
　大橋　そちらについても書かれてい
ますし、本人確認や、保険証等の確認、
あとはどこからが診療で、どこまでが
オンラインの健康相談になるのかなど
内容の定義づけとか、詳しく書かれて
います。これについては一方で、まず
はオンライン診療を始めるにあたって
しっかり学んでいただかなければいけ
ない内容だと思います。
　大西　先生自身のクリニックでオン
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100万件中で２～３件といわれていま
す。
　齊藤　それが今回のコロナ禍でかな
り変わってきたということでしょうか。
　黒木　そうですね。2020年２月にク
ルーズ船が横浜に来て、その中で新型
コロナ対策にはオンライン診療を活用
しなければいけないという声が内外か
らありました。2020年の４月10日に厚
生労働省から事務連絡があり、そこで
はオンライン診療を初診から可能にす
るということ、疾患の制限はなくなっ
たということが盛り込まれています。
　齊藤　日本でもコロナがある意味追
い風となってオンライン診療が増えて
きているのでしょうか。
　黒木　正確にどれぐらい増えている
かというデータは難しいのですが、オ
ンライン診療を扱っているベンダーの
データなどを見ると、たぶん、導入医
療機関は10倍ぐらいになっているでし
ょう。利用者もそれ以上になっている
と思います。
　齊藤　今日は海外のいろいろな事例

を教えていただきました。日本は事情
が違うのでしょうが、そういったもの
を参考にしつつ、これからオンライン
診療を発展させていくことになるでし
ょうか。
　黒木　この新型コロナ感染拡大下に
おいて、アメリカ、ヨーロッパでは新
型コロナ対策はテレメディシンが第一
選択だということが、いろいろなガイ
ドラインや声明で出されています。こ
れはテレメディシン、オンライン診療
の非対面の診療という優位性を強調し
たのだと思うのですが、日本でも非対
面の診療というコロナ時代の優位性が
認識されてきたと思います。ただ、も
う一方では日本の地域医療というのは
それなりに成熟しているので、すべて
がオンライン診療で完結するものでは
ないと思います。日本では日本なりの
オンライン診療の導入の仕方、適用の
仕方を、これからいろいろ事例を重ね
て考えていかなければならないと思っ
ています。
　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（Ⅱ）

多摩ファミリークリニック院長
大　橋　博　樹

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の診断学

　大西　大橋先生、オンライン診療の
診断学という、ちょっと難しいテーマ
なのですが、先生が普段やっていらっ
しゃる診療を教えていただけたらと思
います。
　まず、厚生労働省からガイドライン
や指針が出てきているようですが、そ
のあたりから教えていただけますか。
　大橋　厚生労働省で今、オンライン
診療をやるにあたって、事前にeラー
ニングでの研修を受けなさいというの
があります。その研修の内容を見ると、
オンライン診療全体の概要やシステム
構築、あとは診療までの制度上の決ま
りなどを詳しく解説しています。これ
も始めるにあたってたいへん重要なの
ですが、一方で本当に始めた後にどの
ようにして対面診療との差を埋めてい
くか。例えば、どのように病歴聴取を
したり、何に気をつけて患者さんを診
療したらいいのか、こういう症状だっ
たら対面診療に移行しなければいけな
いだろうとか、いわゆる診断、臨床上
のティップスというのですが、そこが

まだまだ広まっていないのが現状かと
考えています。
　大西　厚生労働省の研修といいます
か、指針はかなり具体的な内容まで踏
み込まれているのですか。
　大橋　指針に関しては、例えばこの
ようにしてプライバシーを守らなけれ
ばいけない、またはセキュリティに配
慮してこのようにシステムをそろえな
ければいけない。そういった内容、事
前の構築に関してはかなり詳しい内容
の研修になっています。
　大西　医師法との関係のようなもの
も書かれているのでしょうか。
　大橋　そちらについても書かれてい
ますし、本人確認や、保険証等の確認、
あとはどこからが診療で、どこまでが
オンラインの健康相談になるのかなど
内容の定義づけとか、詳しく書かれて
います。これについては一方で、まず
はオンライン診療を始めるにあたって
しっかり学んでいただかなければいけ
ない内容だと思います。
　大西　先生自身のクリニックでオン
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たちのほうが慣れてきて、のどの所見
も見ることができるとか、幾つかメリ
ットが出てきます。
　また、慢性期の患者さんのフォロー
であれば、患者さんに画面越しで血圧
手帳を見せてもらうことで、ある程度
生活習慣病のケアなどをすることがで
きると思います。ですが、先生がおっ
しゃるとおり初めて会う方、これはか
なり難しいときがありまして、その方
の日常と今日がどのぐらい違うのかを
認識するのはなかなか難しいのです。
例えば、常にしゃべりながら痰がらみ
の咳をされる方が、いつもたばこをた
くさん吸うからそうなのか、それとも
今日は悪くなったのか。本人に聞くと、
答えはするのですが、それが日常とど
のぐらい違うのかを把握するのは難し
いので、やはり個人的には、初めて会
う方に関しては対面からやりたいと思
います。
　大西　オンライン診療になじむよう
な症状とか病態とか、あるいはちょっ
となじまないようなもの、いろいろあ
りますね。
　大橋　キーワードとしては、急激な
発症と、急激な痛み、これに関しては
なかなかオンライン診療で評価するの
は難しいですね。ですから、急性の、
特に突然発症に関しては、なるべく対
面を勧めるようにしています。
　大西　今、コロナが蔓延しています
が、普段よく知っている方だったとし

て、発熱のある方から相談された場合、
どのようなアドバイスをされています
か。
　大橋　まず前提条件で、海外などの
ガイドラインを見ると、発熱患者をオ
ンラインで診ることに関して疑問視し
ている国も多いです。ただ、今まさに
コロナですので、これは今、診なけれ
ばいけない時期かと思います。特に発
熱の患者さんに関しては、コロナであ
った場合などは特にそうですが、呼吸
促迫がないかどうか。そのときにサチ
ュレーションがわからないので、先ほ
ど言いましたように、しっかり話がで
きるかどうか。サチュレーションが低
くなってくると話が難しくなってくる
方、また肩で息をする方が出てきます
ので、そういうようなことがないかを
しっかり確認することが一つです。
　その他の病態だと随伴症状です。お
なかが痛いとか、あとは上気道症状が
どこまであるか、ここをしっかり聞き
取ります。ただ、腹痛の症状となると
オンラインでは厳しく、現実的には対
面を促すというシーンが多いかと思い
ます。
　大西　今はなかなか病院に行かない
方も多いですね。
　大橋　ただ、その時点である程度、
例えばオンライン診療で、コロナでい
えばPCRや抗原検査等をやる人かどう
かを絞り込むことができるのです。
　大西　それはできるかもしれません

ライン診療は導入されているのでしょ
うか。
　大橋　オンライン診療はそれほど詳
しくなかったのですが、2020年４月か
らコロナの時限的特例的措置で始めた
ところ、特に小児科のお子さんのお母
さんが多いのですが、病院に行くのは
嫌だ、待合室が怖いといったような方
から少しずつ広がって、現状では１日
６～７人の方が常に受診しているとい
った状況です。
　大西　小児科だといろいろ難しい点
もあるかと思うのですが、どのように
オンライン診断を工夫されているので
しょうか。
　大橋　まず子どもの場合、見てみて、
general appearanceというのですが、
機嫌がいいかどうかが出てくると思う
のです。学童期以降だとこちらからお
話しすればわかるのですが、乳幼児の
場合は難しいので、画面を嫌がってし
まう子も多いのです。必ずお母さんに
画面の前に立ってもらって、目線を確
認したりとか、場合によっては寒くな
ければ少し脱いでもらって、例えば呼
吸が速くなっていないかとか、これに
関しては聴診器を当てられないもので
すから、鎖骨の動きであるとか胸の動
きをもって確認ができます。泣き方に
関しては、正面を向いて画面の前に立
っていただくと、これは尋常ではない
啼泣かどうかに関してある程度見るこ
とができると思います。

　大西　成長したお子さんの場合、オ
ンライン診療に関して何か患者さんか
らいろいろ感想や意見などは出ますか。
　大橋　面白いと思ったのは、きょう
だいのいる子などの場合だと、自宅な
ので、みんな走り回っていて、意外と
リラックスした中での診療ができると
いうのが一つあります。また、私たち
からすると、これは意外だったのです
が、実は家庭の中を見ることができる
のです。例えば、喘息で通っているお
子さんで、よく見てみると、猫がたく
さんいたり、ちょっとほこりっぽいよ
うな雰囲気だったりする。副次的なこ
とですが、家庭内環境を整えることを
オンライン診療になってからやること
ができたのが、かなりのメリットでし
た。
　大西　普通の診察室では全くわから
ないですよね。一方、成人の場合で何
かオンライン診療で気をつけている点
について、初診をどうするかとか、い
ろいろな問題はありますが、その辺は
いかがですか。
　大橋　基本的に再診の患者さんであ
れば、ある程度のことができるとわか
ってきました。例えば、のどが痛い、
熱がある方の場合、首をさわっていた
だき、そこで痛み、かなり圧痛を感じ
ることがあれば、例えば頸部リンパ節
が腫れているのかとか、ある程度想像
することができたり、あとライトも使
い方をきちんと教えると、だんだん私
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たちのほうが慣れてきて、のどの所見
も見ることができるとか、幾つかメリ
ットが出てきます。
　また、慢性期の患者さんのフォロー
であれば、患者さんに画面越しで血圧
手帳を見せてもらうことで、ある程度
生活習慣病のケアなどをすることがで
きると思います。ですが、先生がおっ
しゃるとおり初めて会う方、これはか
なり難しいときがありまして、その方
の日常と今日がどのぐらい違うのかを
認識するのはなかなか難しいのです。
例えば、常にしゃべりながら痰がらみ
の咳をされる方が、いつもたばこをた
くさん吸うからそうなのか、それとも
今日は悪くなったのか。本人に聞くと、
答えはするのですが、それが日常とど
のぐらい違うのかを把握するのは難し
いので、やはり個人的には、初めて会
う方に関しては対面からやりたいと思
います。
　大西　オンライン診療になじむよう
な症状とか病態とか、あるいはちょっ
となじまないようなもの、いろいろあ
りますね。
　大橋　キーワードとしては、急激な
発症と、急激な痛み、これに関しては
なかなかオンライン診療で評価するの
は難しいですね。ですから、急性の、
特に突然発症に関しては、なるべく対
面を勧めるようにしています。
　大西　今、コロナが蔓延しています
が、普段よく知っている方だったとし

て、発熱のある方から相談された場合、
どのようなアドバイスをされています
か。
　大橋　まず前提条件で、海外などの
ガイドラインを見ると、発熱患者をオ
ンラインで診ることに関して疑問視し
ている国も多いです。ただ、今まさに
コロナですので、これは今、診なけれ
ばいけない時期かと思います。特に発
熱の患者さんに関しては、コロナであ
った場合などは特にそうですが、呼吸
促迫がないかどうか。そのときにサチ
ュレーションがわからないので、先ほ
ど言いましたように、しっかり話がで
きるかどうか。サチュレーションが低
くなってくると話が難しくなってくる
方、また肩で息をする方が出てきます
ので、そういうようなことがないかを
しっかり確認することが一つです。
　その他の病態だと随伴症状です。お
なかが痛いとか、あとは上気道症状が
どこまであるか、ここをしっかり聞き
取ります。ただ、腹痛の症状となると
オンラインでは厳しく、現実的には対
面を促すというシーンが多いかと思い
ます。
　大西　今はなかなか病院に行かない
方も多いですね。
　大橋　ただ、その時点である程度、
例えばオンライン診療で、コロナでい
えばPCRや抗原検査等をやる人かどう
かを絞り込むことができるのです。
　大西　それはできるかもしれません

ライン診療は導入されているのでしょ
うか。
　大橋　オンライン診療はそれほど詳
しくなかったのですが、2020年４月か
らコロナの時限的特例的措置で始めた
ところ、特に小児科のお子さんのお母
さんが多いのですが、病院に行くのは
嫌だ、待合室が怖いといったような方
から少しずつ広がって、現状では１日
６～７人の方が常に受診しているとい
った状況です。
　大西　小児科だといろいろ難しい点
もあるかと思うのですが、どのように
オンライン診断を工夫されているので
しょうか。
　大橋　まず子どもの場合、見てみて、
general appearanceというのですが、
機嫌がいいかどうかが出てくると思う
のです。学童期以降だとこちらからお
話しすればわかるのですが、乳幼児の
場合は難しいので、画面を嫌がってし
まう子も多いのです。必ずお母さんに
画面の前に立ってもらって、目線を確
認したりとか、場合によっては寒くな
ければ少し脱いでもらって、例えば呼
吸が速くなっていないかとか、これに
関しては聴診器を当てられないもので
すから、鎖骨の動きであるとか胸の動
きをもって確認ができます。泣き方に
関しては、正面を向いて画面の前に立
っていただくと、これは尋常ではない
啼泣かどうかに関してある程度見るこ
とができると思います。

　大西　成長したお子さんの場合、オ
ンライン診療に関して何か患者さんか
らいろいろ感想や意見などは出ますか。
　大橋　面白いと思ったのは、きょう
だいのいる子などの場合だと、自宅な
ので、みんな走り回っていて、意外と
リラックスした中での診療ができると
いうのが一つあります。また、私たち
からすると、これは意外だったのです
が、実は家庭の中を見ることができる
のです。例えば、喘息で通っているお
子さんで、よく見てみると、猫がたく
さんいたり、ちょっとほこりっぽいよ
うな雰囲気だったりする。副次的なこ
とですが、家庭内環境を整えることを
オンライン診療になってからやること
ができたのが、かなりのメリットでし
た。
　大西　普通の診察室では全くわから
ないですよね。一方、成人の場合で何
かオンライン診療で気をつけている点
について、初診をどうするかとか、い
ろいろな問題はありますが、その辺は
いかがですか。
　大橋　基本的に再診の患者さんであ
れば、ある程度のことができるとわか
ってきました。例えば、のどが痛い、
熱がある方の場合、首をさわっていた
だき、そこで痛み、かなり圧痛を感じ
ることがあれば、例えば頸部リンパ節
が腫れているのかとか、ある程度想像
することができたり、あとライトも使
い方をきちんと教えると、だんだん私
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ね。
　大橋　ですので、私たちのクリニッ
クではPCR検査もやっているのですが、
事前にある程度オンライン診療で病態
をお聞きした方はクリニックに来た後
は限りなく検査だけにすることで、私
たちの感染防御とか、また院内での感
染防止対策に大きく貢献していると思
います。
　大西　例えば問診票なども事前に送
ってもらうと手間がかかりませんね。
　大橋　そうなのです。ですから、な
るべく問診の段階である程度記入でき
るものがあったり、問診のツール、AI
問診みたいなツールと組み合わせるこ
とによって、私たちもある程度情報が
つかめて、効率よくできるかもしれま
せん。

　大西　特に慢性期の血圧とか、そう
いう方々は本当にオンライン診療だと
助かるみたいですね。
　大橋　会社のオフィスの一角で、プ
ライバシーが保たれるところになりま
すが、そういうところを利用される方
がかなり増えてきているようです。
　大西　オンライン診療は外国でもだ
いぶ増えているのですか。
　大橋　外国の先生に聞くと、「まだ
オンライン診療やってないの？」と言
われるのです。ですから、今後、私た
ちも慣れていくと、いつの間にか必要
なツールになるのかもしれません。
　大西　いろいろなデバイスも今、だ
いぶ進歩しつつありますから、そうい
うものも利用してということですね。
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（Ⅱ）

順天堂大学脳神経内科教授
服　部　信　孝

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　脳神経内科

　齊藤　オンライン診療の中で脳神経
内科、特に先生のご専門のパーキンソ
ン病でうかがいます。
　高齢化が進んでいますが、患者数は
増えているのでしょうか。
　服部　超高齢社会を迎えていますの
で、日本では診断がついていない方も
含めると、おそらく10万人当たり150
人を超えて、全国で20万人に迫る感じ
ではないでしょうか。
　齊藤　それだけ患者さんがいて、し
かしながら専門医とのバランスがあま
りよくないというところで、先生の外
来にはたくさんの患者さんがみえてい
るのですね。遠方の方もいることから、
遠隔診療も必然ですね。
　服部　北は北海道、南は沖縄まで患
者さんがいるので、飛行機で来るのも
けっこうたいへんでした。定期的に半
年に１回来るのではなく、３カ月に１
回、２カ月に１回、ある程度診療がで
きるシステムが必要ということで、オ
ンライン診療を３年前から始め、そこ
に新型コロナウイルスが去年から世界

中に蔓延したこともあって、オンライ
ン診療に関しては追い風になりました。
　齊藤　診断は症状と画像診断でしょ
うか。
　服部　そうですね。症状は振戦があ
る人が60～70％です。パーキンソンと
いうとみんな震えると思われる医師が
多いのですが、必ずしも震えがない方
もいます。どちらかというと、右、左
片側性の症状です。そういったところ
から始まる症状と、頭部MRIでは特異
な所見がない。そして、ドーパミンが
落ちているかどうかのDAT-SPECT、
DATスキャンと呼ばれる画像、MIBG
心筋シンチグラフィ、これを組み合わ
せることによって、ある程度精度高く
診断をつけることができるようになり
ました。
　齊藤　治療の基本はL-ドーパでしょ
うか。
　服部　そうですね。1961年に人類に
初めてL-ドーパが投与され、今年で60
年たっているにもかかわらず、なおL-
ドーパが標準というのは変わりません。
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ね。
　大橋　ですので、私たちのクリニッ
クではPCR検査もやっているのですが、
事前にある程度オンライン診療で病態
をお聞きした方はクリニックに来た後
は限りなく検査だけにすることで、私
たちの感染防御とか、また院内での感
染防止対策に大きく貢献していると思
います。
　大西　例えば問診票なども事前に送
ってもらうと手間がかかりませんね。
　大橋　そうなのです。ですから、な
るべく問診の段階である程度記入でき
るものがあったり、問診のツール、AI
問診みたいなツールと組み合わせるこ
とによって、私たちもある程度情報が
つかめて、効率よくできるかもしれま
せん。

　大西　特に慢性期の血圧とか、そう
いう方々は本当にオンライン診療だと
助かるみたいですね。
　大橋　会社のオフィスの一角で、プ
ライバシーが保たれるところになりま
すが、そういうところを利用される方
がかなり増えてきているようです。
　大西　オンライン診療は外国でもだ
いぶ増えているのですか。
　大橋　外国の先生に聞くと、「まだ
オンライン診療やってないの？」と言
われるのです。ですから、今後、私た
ちも慣れていくと、いつの間にか必要
なツールになるのかもしれません。
　大西　いろいろなデバイスも今、だ
いぶ進歩しつつありますから、そうい
うものも利用してということですね。
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（Ⅱ）

順天堂大学脳神経内科教授
服　部　信　孝

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　脳神経内科

　齊藤　オンライン診療の中で脳神経
内科、特に先生のご専門のパーキンソ
ン病でうかがいます。
　高齢化が進んでいますが、患者数は
増えているのでしょうか。
　服部　超高齢社会を迎えていますの
で、日本では診断がついていない方も
含めると、おそらく10万人当たり150
人を超えて、全国で20万人に迫る感じ
ではないでしょうか。
　齊藤　それだけ患者さんがいて、し
かしながら専門医とのバランスがあま
りよくないというところで、先生の外
来にはたくさんの患者さんがみえてい
るのですね。遠方の方もいることから、
遠隔診療も必然ですね。
　服部　北は北海道、南は沖縄まで患
者さんがいるので、飛行機で来るのも
けっこうたいへんでした。定期的に半
年に１回来るのではなく、３カ月に１
回、２カ月に１回、ある程度診療がで
きるシステムが必要ということで、オ
ンライン診療を３年前から始め、そこ
に新型コロナウイルスが去年から世界

中に蔓延したこともあって、オンライ
ン診療に関しては追い風になりました。
　齊藤　診断は症状と画像診断でしょ
うか。
　服部　そうですね。症状は振戦があ
る人が60～70％です。パーキンソンと
いうとみんな震えると思われる医師が
多いのですが、必ずしも震えがない方
もいます。どちらかというと、右、左
片側性の症状です。そういったところ
から始まる症状と、頭部MRIでは特異
な所見がない。そして、ドーパミンが
落ちているかどうかのDAT-SPECT、
DATスキャンと呼ばれる画像、MIBG
心筋シンチグラフィ、これを組み合わ
せることによって、ある程度精度高く
診断をつけることができるようになり
ました。
　齊藤　治療の基本はL-ドーパでしょ
うか。
　服部　そうですね。1961年に人類に
初めてL-ドーパが投与され、今年で60
年たっているにもかかわらず、なおL-
ドーパが標準というのは変わりません。
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ったら、オンラインではなく、次回は
対面式の外来に行ってくださいと伝え
ることもできるのです。
　齊藤　かなりリハビリにもなるし、
診断の補助として使えるということで
しょうか。
　服部　そうですね。
　齊藤　非薬物療法で脳深部刺激には
どういった展開があるのでしょうか。
　服部　現在は電極を入れます。視床
下核というところに電極を入れるので
すが、いわゆる神経細胞の機能が異常
になってくると、β oscillationという
神経細胞の信号が出てきます。それを
察知すると電極がオンになる。つまり、
今までは刺激しっぱなしだったのが、
神経細胞がへばってくると刺激を上げ
てくれる。よって、無駄な刺激がなく
なるのです。より適切なときに適切な
刺激が入る。そうすることでいろいろ
な場面で電極がオンに入って、動きを
良くしてくれます。β oscillationその
ものを脳神経細胞のバイオマーカーと
してとらえることができるので、今後、
いろいろな方面からのアプローチによ
って、脳の中がどう変わっていくのか
がわかってくるのではないかと思って
います。
　齊藤　脳の中の異常を明確にとらえ
られるということですね。
　服部　そうですね。
　齊藤　患者さんが良くなったという
自覚症状があった場合に、それを客観

的につかまえられるということでしょ
うか。
　服部　そうですね。患者さんのいい
状態はβ oscillationが下がりますので、
そのマーカーを見ているだけで、結局
その患者さんが良い状態か、悪い状態
かを判定することができます。それが
今後、いろいろなデータ取得につなが
っていくのではないかと考えています。
例えば、プラセボ効果みたいなものも、
脳が本当に反応しているかどうかを、
今まではただ現象として良くなったと
判断していたわけです。でも、今後は
β oscillationというマーカーを見るこ
とによって、ある程度科学的根拠でも
のが見られる。これは大きいと思いま
す。
　齊藤　心の動きがそれで見えてしま
うということですね。
　服部　そうですね。
　齊藤　このコロナ禍で患者さんは病
院に来にくいということですが、先生
の診療は対面とリモートで、患者さん
の希望はどうなっていますか。
　服部　最低対面診察は数カ月に１回
は欲しいという方は多いですね。全部
オンラインだと寂しいと言われます。
対話するというのが大事です。喜びな
どにドーパミンが重要な信号として関
与していますので、ドーパミンが上が
ってこないのでしょう。もちろん対面
診察のみでもみんなうれしくて効果を
示しますが、遠隔と対面と両方をうま

　齊藤　患者さんにより、あるいは病
期により、治療抵抗性になるというこ
とでしょうか。
　服部　そうですね。
　齊藤　その場合には、いろいろな薬
を組み合わせて治療するのでしょうか。
　服部　そうですね。たくさんの薬が
開発されています。いずれも補助剤と
して開発されているのですが、少なく
ともうまく組み合わせることによって、
この病気は唯一対症療法が可能な神経
難病です。ですので、今は天寿を全う
できるまでうまくコントロールできる
ようになりました。
　齊藤　薬によるコントロールでも足
りない場合は、薬を使わない治療があ
るのですね。
　服部　非薬物療法として脳深部刺激
療法、あるいは胃瘻を作って行うLCIG、
空腸投与用レボドパ・カルビドパ水和
物配合剤を持続的に胃瘻から投与する。
これら２つが日本では大きな機器装着
治療として行われています。
　齊藤　そういった基本的な治療があ
って、先生のところは遠隔診療で新し
い試みをされているとうかがいました。
　服部　基本的にはモニターを見てと
いうことです。モニターが全身像をあ
る程度映し出すのは難しいので、顔か
ら得られる情報をAIを使って、我々
は今、IBM、あるいはグロリー社と共
同研究を行っています。特にグロリー
社は顔認証システム構築のプロです。

IBMは皆さんご存じのように、スーパ
ーコンピューター、ワトソンを使って
の解析をしています。これをうまくミ
ックスすることによって、今のパーキ
ンソン病の状態を顔を見るだけである
程度判断ができます。
　齊藤　仮面様顔貌を見ていくのです
ね。
　服部　そうですね。
　齊藤　ワトソンのAIは患者さんと話
ができるのでしょうか。
　服部　我々医師５～６人の外来診療
の対話、200以上のパターンをワトソ
ンが学んで、患者さんの自宅で再現し、
しかも医師はワトソンで診療するとい
うことが行われています。
　齊藤　そうすると患者さんは、先生
とお会いするのは３カ月に１回ですが、
ワトソンとは毎日なのですね。ワトソ
ンもかなり賢くて、医師に近いムンテ
ラができるのでしょうか。
　服部　かなり精度が高くなってくる
と難しいですが、普通の診療会話はほ
ぼできるようになっています。
　齊藤　そうしますと、患者さんの症
状は改善するのですか。
　服部　患者さんは全体的に声がすご
く明るくなったとか、プラス面が増え
たと指摘されています。現在、細かい
科学的データを取っていますが、将来
的に、この人はちょっと症状が悪くな
ったということを、声の質や表情から
データを取得、判断して、この状態だ
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ったら、オンラインではなく、次回は
対面式の外来に行ってくださいと伝え
ることもできるのです。
　齊藤　かなりリハビリにもなるし、
診断の補助として使えるということで
しょうか。
　服部　そうですね。
　齊藤　非薬物療法で脳深部刺激には
どういった展開があるのでしょうか。
　服部　現在は電極を入れます。視床
下核というところに電極を入れるので
すが、いわゆる神経細胞の機能が異常
になってくると、β oscillationという
神経細胞の信号が出てきます。それを
察知すると電極がオンになる。つまり、
今までは刺激しっぱなしだったのが、
神経細胞がへばってくると刺激を上げ
てくれる。よって、無駄な刺激がなく
なるのです。より適切なときに適切な
刺激が入る。そうすることでいろいろ
な場面で電極がオンに入って、動きを
良くしてくれます。β oscillationその
ものを脳神経細胞のバイオマーカーと
してとらえることができるので、今後、
いろいろな方面からのアプローチによ
って、脳の中がどう変わっていくのか
がわかってくるのではないかと思って
います。
　齊藤　脳の中の異常を明確にとらえ
られるということですね。
　服部　そうですね。
　齊藤　患者さんが良くなったという
自覚症状があった場合に、それを客観

的につかまえられるということでしょ
うか。
　服部　そうですね。患者さんのいい
状態はβ oscillationが下がりますので、
そのマーカーを見ているだけで、結局
その患者さんが良い状態か、悪い状態
かを判定することができます。それが
今後、いろいろなデータ取得につなが
っていくのではないかと考えています。
例えば、プラセボ効果みたいなものも、
脳が本当に反応しているかどうかを、
今まではただ現象として良くなったと
判断していたわけです。でも、今後は
β oscillationというマーカーを見るこ
とによって、ある程度科学的根拠でも
のが見られる。これは大きいと思いま
す。
　齊藤　心の動きがそれで見えてしま
うということですね。
　服部　そうですね。
　齊藤　このコロナ禍で患者さんは病
院に来にくいということですが、先生
の診療は対面とリモートで、患者さん
の希望はどうなっていますか。
　服部　最低対面診察は数カ月に１回
は欲しいという方は多いですね。全部
オンラインだと寂しいと言われます。
対話するというのが大事です。喜びな
どにドーパミンが重要な信号として関
与していますので、ドーパミンが上が
ってこないのでしょう。もちろん対面
診察のみでもみんなうれしくて効果を
示しますが、遠隔と対面と両方をうま

　齊藤　患者さんにより、あるいは病
期により、治療抵抗性になるというこ
とでしょうか。
　服部　そうですね。
　齊藤　その場合には、いろいろな薬
を組み合わせて治療するのでしょうか。
　服部　そうですね。たくさんの薬が
開発されています。いずれも補助剤と
して開発されているのですが、少なく
ともうまく組み合わせることによって、
この病気は唯一対症療法が可能な神経
難病です。ですので、今は天寿を全う
できるまでうまくコントロールできる
ようになりました。
　齊藤　薬によるコントロールでも足
りない場合は、薬を使わない治療があ
るのですね。
　服部　非薬物療法として脳深部刺激
療法、あるいは胃瘻を作って行うLCIG、
空腸投与用レボドパ・カルビドパ水和
物配合剤を持続的に胃瘻から投与する。
これら２つが日本では大きな機器装着
治療として行われています。
　齊藤　そういった基本的な治療があ
って、先生のところは遠隔診療で新し
い試みをされているとうかがいました。
　服部　基本的にはモニターを見てと
いうことです。モニターが全身像をあ
る程度映し出すのは難しいので、顔か
ら得られる情報をAIを使って、我々
は今、IBM、あるいはグロリー社と共
同研究を行っています。特にグロリー
社は顔認証システム構築のプロです。

IBMは皆さんご存じのように、スーパ
ーコンピューター、ワトソンを使って
の解析をしています。これをうまくミ
ックスすることによって、今のパーキ
ンソン病の状態を顔を見るだけである
程度判断ができます。
　齊藤　仮面様顔貌を見ていくのです
ね。
　服部　そうですね。
　齊藤　ワトソンのAIは患者さんと話
ができるのでしょうか。
　服部　我々医師５～６人の外来診療
の対話、200以上のパターンをワトソ
ンが学んで、患者さんの自宅で再現し、
しかも医師はワトソンで診療するとい
うことが行われています。
　齊藤　そうすると患者さんは、先生
とお会いするのは３カ月に１回ですが、
ワトソンとは毎日なのですね。ワトソ
ンもかなり賢くて、医師に近いムンテ
ラができるのでしょうか。
　服部　かなり精度が高くなってくる
と難しいですが、普通の診療会話はほ
ぼできるようになっています。
　齊藤　そうしますと、患者さんの症
状は改善するのですか。
　服部　患者さんは全体的に声がすご
く明るくなったとか、プラス面が増え
たと指摘されています。現在、細かい
科学的データを取っていますが、将来
的に、この人はちょっと症状が悪くな
ったということを、声の質や表情から
データを取得、判断して、この状態だ
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く使うことが大事です。
　齊藤　そこがスーパースペシャリス
トの強みなのでしょうね。
　服部　そう言っていただけるとあり
がたいです。
　齊藤　ドーパミンの出が、先ほどの
β oscillationなどでもわかったりする
かもしれないのですね。

　服部　そのとおりです。うまく使え
ば、医師ごとにβ oscillationの出方を
見れば、患者さんはこの医師のことは
信頼している、この医師のことは信頼
していないというのもわかるかもしれ
ません。
　齊藤　ちょっと怖いですね。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（Ⅱ）

医療法人すずらん会／たろうクリニック院長
内　田　直　樹

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　在宅医療

　齊藤　在宅医療での遠隔診療を含め
てお話しいただきます。
　まず、一般的に行われている在宅医
療はどういうことをやっているのでし
ょうか。
　内田　在宅医療の基本は、かかりつ
け医として月に１回か２回、通院困難
な患者さんのもとで定期的に訪問診療
を行って、健康管理を行うことです。
これに加えて、24時間・365日、何か
あれば対応して、必要であれば臨時の
往診を行っています。
　齊藤　その中で遠隔医療も使えるの
ではないかということですが、今のコ
ロナ禍で感染症のリスクを減らすとい
う意味も含めて、在宅医療の中に遠隔
医療が大幅に入ってきたということで
すね。遠隔医療のメリットはどういう
点にありますか。
　内田　従来、オンライン診療のメリ
ットとして感じていたのが移動しなく
て済むということです。外来診療にお
いては患者さんが移動しなくていいと
いう利益を享受するわけですが、在宅

医療では医師が移動しなくていいので、
医療機関にとってオンライン診療を用
いるメリットはとても大きいというの
が前提としてありました。さらに今回、
在宅で管理している患者さんが発熱し
たときに、オンライン診療を用いるこ
とで医師の感染リスクを減らしながら
診察できるというのも、とても大きな
利点になっています。
　齊藤　具体的には発熱の連絡が入っ
た場合、どうなるのでしょうか。
　内田　まず電話で相談が入ります。
当院の場合は、そこで看護師に現地に
行ってもらって、Doctor to patient with 
nurse（D to P with N）といいますが、
医師と当院の看護師がスマートフォン
でつないでオンライン診療をする。看
護師に聴診や採血、必要であればPCR
検査や抗生剤の点滴をオンラインで行
っています。
　齊藤　スマートフォンとかパソコン
を使えない人が多いと思いますが、そ
れを克服できるということでしょうか。
　内田　おっしゃるとおりです。もと
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く使うことが大事です。
　齊藤　そこがスーパースペシャリス
トの強みなのでしょうね。
　服部　そう言っていただけるとあり
がたいです。
　齊藤　ドーパミンの出が、先ほどの
β oscillationなどでもわかったりする
かもしれないのですね。

　服部　そのとおりです。うまく使え
ば、医師ごとにβ oscillationの出方を
見れば、患者さんはこの医師のことは
信頼している、この医師のことは信頼
していないというのもわかるかもしれ
ません。
　齊藤　ちょっと怖いですね。ありが
とうございました。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第65巻10月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、６篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題」
シリーズの第２回として、７篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅱ）

医療法人すずらん会／たろうクリニック院長
内　田　直　樹

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　在宅医療

　齊藤　在宅医療での遠隔診療を含め
てお話しいただきます。
　まず、一般的に行われている在宅医
療はどういうことをやっているのでし
ょうか。
　内田　在宅医療の基本は、かかりつ
け医として月に１回か２回、通院困難
な患者さんのもとで定期的に訪問診療
を行って、健康管理を行うことです。
これに加えて、24時間・365日、何か
あれば対応して、必要であれば臨時の
往診を行っています。
　齊藤　その中で遠隔医療も使えるの
ではないかということですが、今のコ
ロナ禍で感染症のリスクを減らすとい
う意味も含めて、在宅医療の中に遠隔
医療が大幅に入ってきたということで
すね。遠隔医療のメリットはどういう
点にありますか。
　内田　従来、オンライン診療のメリ
ットとして感じていたのが移動しなく
て済むということです。外来診療にお
いては患者さんが移動しなくていいと
いう利益を享受するわけですが、在宅

医療では医師が移動しなくていいので、
医療機関にとってオンライン診療を用
いるメリットはとても大きいというの
が前提としてありました。さらに今回、
在宅で管理している患者さんが発熱し
たときに、オンライン診療を用いるこ
とで医師の感染リスクを減らしながら
診察できるというのも、とても大きな
利点になっています。
　齊藤　具体的には発熱の連絡が入っ
た場合、どうなるのでしょうか。
　内田　まず電話で相談が入ります。
当院の場合は、そこで看護師に現地に
行ってもらって、Doctor to patient with 
nurse（D to P with N）といいますが、
医師と当院の看護師がスマートフォン
でつないでオンライン診療をする。看
護師に聴診や採血、必要であればPCR
検査や抗生剤の点滴をオンラインで行
っています。
　齊藤　スマートフォンとかパソコン
を使えない人が多いと思いますが、そ
れを克服できるということでしょうか。
　内田　おっしゃるとおりです。もと
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も安心感があるという、実際の声も聞
いています。
　齊藤　これも看護師の派遣になるの
でしょうか。
　内田　状況によって、スマートフォ
ンが使える家族や、施設の方で施設職
員がスマートフォンを使えればそれを
使ってやっています。それこそ電話で
「赤いものをいっぱい吐きました」と
か言われても、どのような赤さでどれ
ぐらい吐いたのかわからないというと
きに、オンライン診療で見ると一発で
わかりますので、そこはいいと感じて
います。
　ただし、看取りの瞬間をオンライン
で済ませることは難しく、看護師が現
地に行って、先ほどのD to P with Nで、
看護師と医師がオンラインで看取りを
行うための、看護師向けの研修が行わ
れているというのが現状です。
　齊藤　先生のクリニックは在宅医療
が中心とうかがいましたが、在宅が少
数で、外来診療をやっている先生に何
かアドバイスはありますか。
　内田　外来診療を中心に行いながら
何名かの方に在宅医療をしているとい
う、かかりつけ医も多いと思います。
そういった医師らも普段外来している
ときに、在宅で管理している患者さん
から状態変化の相談があった。でも、
今は外来していて、すぐには在宅に行
けなくて困ったということがあるかも
しれません。そのときにオンライン診

療を外来の合間に行ってトリアージを
する。やはりすぐにでも行かなければ
いけないのか、それともちょっと待て
るのかという判断ができるのは、かか
りつけ医にとっても有用だということ
を感じています。
　齊藤　そういった意味でオンライン
診療の重要性が認識されてきて、患者
さんあるいは家族の生活の質が改善し
ていることは、先生も実感されている
と思うのですが、アウトカムが従来の
方法に比べてどうなのかという議論が
あります。この辺はどうでしょうか。
　内田　オンライン診療の有用性をエ
ビデンスベースドで示していくのはと
ても大事な課題だと思っている一方で、
では何をアウトカムにするかが難しい
かと思っています。視点としては、電
話での判断と比べてオンライン診療は
どれぐらい精度が上がるのかが一つの
指標になると思いますし、一方でオン
ライン診療と対面診療を比較したとき
に、ここはできるけれども、ここは難
しいということも評価していく必要が
あるかと感じています。
　齊藤　そういったことで、オンライ
ン診療のメリットのエビデンスが積み
重なると、今後の制度を確定する意味
で重要だということでしょうか。
　内田　今、規制緩和によって何でも
できるような状況になっていますが、
今後の恒常的な制度を作っていく中で
は、エビデンスや現場の声を聞いてい

もと在宅だとオンライン診療の有用性
が非常に高いことを感じていた一方で、
在宅療養の対象患者さんは大部分が後
期高齢者で、スマートフォンなどを使
い慣れておらずに、使いたいけれども
使いにくい状況がありました。現地に
看護師が行ってスマートフォンを操作
するので、デバイスの問題をクリアで
きるところも大きな利点だと感じてい
ます。
　齊藤　看護師さんが行くという手間
がかかるわけですが、そこをカバーす
るような方策はあるのですか。
　内田　看護師が行くことによって、
医師と看護師の時間を合わせないとい
けなかったり、看護師の負担や、看護
師に感染リスクが生じることがある一
方で、看護師が行くからといってそこ
に特別な診療報酬がつくわけではない
ので、ここは今後の制度改正に期待し
たいと思っています。
　齊藤　在宅医療の場合には定期的な
訪問もあると思うのですが、これはど
うされていますか。
　内田　状態が落ち着いた方に関して
は、簡単な問診程度であればオンライ
ンでも十分対面診療の代替が可能な部
分もあるかもしれないのですが、一方
でどうしてもかかりつけの患者さんた
ちは、できれば医師に来てもらって、
直接話をして、触れながら、診察を対
面でしてもらいたいというニーズがま
だまだ大きいです。平時には基本的に

普段の訪問診療、定期の訪問というの
は対面診療で行うのが原則というのを
感じています。
　齊藤　オンラインで画面越しという
ところまでは、まだまだいっていない
ということですか。
　内田　そうですね。何か些細な変化
でもあれば、それを見つけて対応する
というのが定期的な訪問診療の目的で
す。在宅医療は行くことで患者さんの
家の細かな変化であるとか、患者さん
ご自身の変化ももちろんそうですが、
環境の変化なども非常に大切な情報に
なります。ここはやはり行って対面で
診療することが、現状は基本になるの
かと感じています。
　齊藤　看取りはどうしているのでし
ょうか。
　内田　まさに看取りを含めて、状態
が不安定で、頻回な診察が必要な方に
こそ、在宅医療とオンライン診療の併
用が有効だと感じています。これまで
だと何かあったら電話で、電話で判断
がつかなければ臨時で往診に行くか、
救急搬送するかという選択肢しかなか
ったのが、オンライン診療を行うこと
で、よりその判断の精度を高めること
ができます。実際、患者さんの家族か
らは、いくらすぐに来てもらえるとは
いっても、このようなことで呼んでい
いのかわからず困る。でも、うまく口
で説明できないというときに、オンラ
インで見てもらって判断できるととて
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も安心感があるという、実際の声も聞
いています。
　齊藤　これも看護師の派遣になるの
でしょうか。
　内田　状況によって、スマートフォ
ンが使える家族や、施設の方で施設職
員がスマートフォンを使えればそれを
使ってやっています。それこそ電話で
「赤いものをいっぱい吐きました」と
か言われても、どのような赤さでどれ
ぐらい吐いたのかわからないというと
きに、オンライン診療で見ると一発で
わかりますので、そこはいいと感じて
います。
　ただし、看取りの瞬間をオンライン
で済ませることは難しく、看護師が現
地に行って、先ほどのD to P with Nで、
看護師と医師がオンラインで看取りを
行うための、看護師向けの研修が行わ
れているというのが現状です。
　齊藤　先生のクリニックは在宅医療
が中心とうかがいましたが、在宅が少
数で、外来診療をやっている先生に何
かアドバイスはありますか。
　内田　外来診療を中心に行いながら
何名かの方に在宅医療をしているとい
う、かかりつけ医も多いと思います。
そういった医師らも普段外来している
ときに、在宅で管理している患者さん
から状態変化の相談があった。でも、
今は外来していて、すぐには在宅に行
けなくて困ったということがあるかも
しれません。そのときにオンライン診

療を外来の合間に行ってトリアージを
する。やはりすぐにでも行かなければ
いけないのか、それともちょっと待て
るのかという判断ができるのは、かか
りつけ医にとっても有用だということ
を感じています。
　齊藤　そういった意味でオンライン
診療の重要性が認識されてきて、患者
さんあるいは家族の生活の質が改善し
ていることは、先生も実感されている
と思うのですが、アウトカムが従来の
方法に比べてどうなのかという議論が
あります。この辺はどうでしょうか。
　内田　オンライン診療の有用性をエ
ビデンスベースドで示していくのはと
ても大事な課題だと思っている一方で、
では何をアウトカムにするかが難しい
かと思っています。視点としては、電
話での判断と比べてオンライン診療は
どれぐらい精度が上がるのかが一つの
指標になると思いますし、一方でオン
ライン診療と対面診療を比較したとき
に、ここはできるけれども、ここは難
しいということも評価していく必要が
あるかと感じています。
　齊藤　そういったことで、オンライ
ン診療のメリットのエビデンスが積み
重なると、今後の制度を確定する意味
で重要だということでしょうか。
　内田　今、規制緩和によって何でも
できるような状況になっていますが、
今後の恒常的な制度を作っていく中で
は、エビデンスや現場の声を聞いてい

もと在宅だとオンライン診療の有用性
が非常に高いことを感じていた一方で、
在宅療養の対象患者さんは大部分が後
期高齢者で、スマートフォンなどを使
い慣れておらずに、使いたいけれども
使いにくい状況がありました。現地に
看護師が行ってスマートフォンを操作
するので、デバイスの問題をクリアで
きるところも大きな利点だと感じてい
ます。
　齊藤　看護師さんが行くという手間
がかかるわけですが、そこをカバーす
るような方策はあるのですか。
　内田　看護師が行くことによって、
医師と看護師の時間を合わせないとい
けなかったり、看護師の負担や、看護
師に感染リスクが生じることがある一
方で、看護師が行くからといってそこ
に特別な診療報酬がつくわけではない
ので、ここは今後の制度改正に期待し
たいと思っています。
　齊藤　在宅医療の場合には定期的な
訪問もあると思うのですが、これはど
うされていますか。
　内田　状態が落ち着いた方に関して
は、簡単な問診程度であればオンライ
ンでも十分対面診療の代替が可能な部
分もあるかもしれないのですが、一方
でどうしてもかかりつけの患者さんた
ちは、できれば医師に来てもらって、
直接話をして、触れながら、診察を対
面でしてもらいたいというニーズがま
だまだ大きいです。平時には基本的に

普段の訪問診療、定期の訪問というの
は対面診療で行うのが原則というのを
感じています。
　齊藤　オンラインで画面越しという
ところまでは、まだまだいっていない
ということですか。
　内田　そうですね。何か些細な変化
でもあれば、それを見つけて対応する
というのが定期的な訪問診療の目的で
す。在宅医療は行くことで患者さんの
家の細かな変化であるとか、患者さん
ご自身の変化ももちろんそうですが、
環境の変化なども非常に大切な情報に
なります。ここはやはり行って対面で
診療することが、現状は基本になるの
かと感じています。
　齊藤　看取りはどうしているのでし
ょうか。
　内田　まさに看取りを含めて、状態
が不安定で、頻回な診察が必要な方に
こそ、在宅医療とオンライン診療の併
用が有効だと感じています。これまで
だと何かあったら電話で、電話で判断
がつかなければ臨時で往診に行くか、
救急搬送するかという選択肢しかなか
ったのが、オンライン診療を行うこと
で、よりその判断の精度を高めること
ができます。実際、患者さんの家族か
らは、いくらすぐに来てもらえるとは
いっても、このようなことで呼んでい
いのかわからず困る。でも、うまく口
で説明できないというときに、オンラ
インで見てもらって判断できるととて
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ただいた上で、仕組みができていくと
いいということを感じながら情報発信
を続けています。
　齊藤　今、オンライン診療が広がっ
てきて、問題点は何か感じていらっし
ゃいますか。
　内田　今、ほとんどの患者さんにオ
ンライン診療、初診もできるという中
で、私はやはり完全に対面診療を代替
することはできないと感じています。
ある程度患者さんとの信頼関係があり、
患者さんの情報がわかっている上で、
対面診療をベースにオンライン診療で
補っていくかたちが現時点での理想的
なかたちなのかなと思っています。そ
ういった意味で、情報がない初診の方
にもオンライン診療をよしとすると、
不適切な医療が増えやしないかと危惧
しています。
　齊藤　そういった部分もあるという

ことですね。オンライン診療をこれか
らやってみたいと思っている医師も多
いのではないかと思うのですが、何か
アドバイスはありますか。
　内田　今このオンライン診療は、汎
用サービスでも使いやすくなっていて、
初期投資なくオンライン診療を始める
ことができます。まずは一例やってみ
て、良いところ、悪いところを実際に
感じていただくといいと思っています。
　齊藤　とにかくまずやってみるとい
うことですね。先生の気持ちとしては
これからいろいろエビデンスを出して、
オンライン診療の流れを確定していく
ということでしょうか。
　内田　そうですね。現場の有用性は
十分感じているので、これをエビデン
スで示していかなければいけない。こ
れが次のステップかなと感じています。
　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（Ⅱ）

大林クリニック院長
大　林　克　巳

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　内科（頭痛　生活習慣）

　齊藤　頭痛のオンライン診療の実際
についてうかがいます。
　頭痛の患者さんがかなり多いのに比
べて、専門医が比較的少ないというこ
とで、患者さんがなかなか良い治療を
受けられないのが問題になっているの
でしょうね。
　大林　私の住む栃木県ですと、県北
では専門医が大きな病院にいて、開業
医やアクセスのいいところにいないと
か、宇都宮市とその周辺であっても、
開業医で頭痛専門医は３人ぐらいしか
いないので、どこに行ったらいいかわ
からない患者さんがけっこういます。
　齊藤　何とか専門医に到達して、そ
の後、通うことになるのでしょうが、
遠いところから通うのはたいへんです
から、オンライン診療がうまく入って
いけば、たいへんメリットがあるので
しょうか。
　大林　そうですね。せっかく頭痛治
療がうまくいって安定してきたところ
で、通院するのがたいへんだからとや
めてしまう患者さんが今までけっこう

いたのですが、オンライン診療を利用
することによって通院する負担がだい
ぶ軽減され、今まで脱落してしまった
患者さんが頭痛治療を継続できるよう
になって、頭痛から解放されることか
ら非常に役立っています。
　齊藤　加えて、コロナ禍で、さらに
オンライン診療全般の見直しが行われ
ていると思うのですが、先生のところ
ではいかがでしょうか。
　大林　新型コロナウイルスが流行し
てからオンライン診療を利用する患者
さんは急激に増えました（表）。特に
頭痛の患者さんはもともと頭痛さえ起
きなければ健康で元気ですので、感染
症になりたくないという方がとても多
く、そういった方がオンライン診療を
利用することで不安から解放されるし、
頭痛治療も受けられることから、オン
ライン診療はそういった面でも役立っ
ています。
　齊藤　先生のところは原則的には初
診は対面ですか。
　大林　はい。二次性頭痛の見落とし
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ただいた上で、仕組みができていくと
いいということを感じながら情報発信
を続けています。
　齊藤　今、オンライン診療が広がっ
てきて、問題点は何か感じていらっし
ゃいますか。
　内田　今、ほとんどの患者さんにオ
ンライン診療、初診もできるという中
で、私はやはり完全に対面診療を代替
することはできないと感じています。
ある程度患者さんとの信頼関係があり、
患者さんの情報がわかっている上で、
対面診療をベースにオンライン診療で
補っていくかたちが現時点での理想的
なかたちなのかなと思っています。そ
ういった意味で、情報がない初診の方
にもオンライン診療をよしとすると、
不適切な医療が増えやしないかと危惧
しています。
　齊藤　そういった部分もあるという

ことですね。オンライン診療をこれか
らやってみたいと思っている医師も多
いのではないかと思うのですが、何か
アドバイスはありますか。
　内田　今このオンライン診療は、汎
用サービスでも使いやすくなっていて、
初期投資なくオンライン診療を始める
ことができます。まずは一例やってみ
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たとしても、やはり対面が必要となる
場合には対面診療を促したりもしてい
ます。
　齊藤　慢性頭痛の患者さんは片頭痛
が多いでしょうか。
　大林　私のところに来ている患者さ
んは、片頭痛が日常生活に支障をきた
すレベルの頭痛になってしまうので、
そういった患者さんは継続的に薬が必
要になってくるということもあり、結
果的に片頭痛の患者さんが多くなって
いると思います。
　齊藤　片頭痛の患者さんはまずは市
販薬で治療して、それでだめだと地元
の開業医のところに行って薬をもらう
のでしょうが、なかなか合う薬が見つ
けられないこともあるのでしょうか。
　大林　そうですね。例えば、市販薬
なら簡単に手に入ってしまうので、薬
剤の使用過多による頭痛になってしま
って来院されて、こちらで頭痛の予防
療法をする。あるいは地元の開業医に、
とりあえず片頭痛の特効薬を出しても
らったのだけれども、あまり効かない
ということでこちらに来るとか、そう
いった患者さんもいます。
　齊藤　そこで治れば先生のところに
来る必要はないのですね。患者さんに
よりトリプタン系の薬も選択が難しい
のでしょうか。
　大林　日本で発売されているトリプ
タン系薬剤は５種類あるのですが、ど
れが効きやすいかは試してみないとわ

からないことや、血中濃度の上がり方
や吸収経路の違いもあります。そのあ
たりでどれが一番適切かということを
見つけていかなければいけないと思う
のです。そういった面では専門医のと
ころでいろいろ試してみたほうが、よ
り頭痛のコントロールはしやすいかと
思います。
　齊藤　トリプタン系の薬で片頭痛が
コントロールできれば継続し、適切な
薬が見つかれば先生からまた地元の開
業医に紹介することになるのですね。
　大林　１カ月にのむ用量がそんなに
多くなく、きちんとコントロールでき
ている状況であれば、「近所の先生の
ところでまた薬を出してもらったらい
いのではないですか」と紹介すること
もありますし、近くの患者さんであれ
ば私のところに来られる患者さんもい
ます。そこは患者さんの一番利便性が
いいところで、どういったやり方がい
いかを考えています。
　齊藤　予防薬についてはどうなりま
すか。
　大林　予防薬が必要な患者さんもた
くさんいます。予防薬を使うとなると、
専門医のところに定期的な通院が必要
になってきます。
　齊藤　どのようなものが日本で使え
るのでしょうか。
　大林　今のところ保険の中で使える
薬としては、アミトリプチリン、プロ
プラノロール、バルプロ酸ナトリウム、

は頭痛の場合、命にかかわりますので、
基本的には器質的疾患がないことをき
ちんと除外する必要があります。やは
り最初は対面診療からスタートして、
ある程度頭痛のコントロールがうまく
いき、この薬をのんだら大丈夫という
ことがわかってきたところでオンライ
ン診療を導入する、というやり方をし
ています。
　齊藤　コロナ禍でルールも変わって
きて、そこに合わせてやっているとこ
ろもあるのですか。

　大林　初診オンラインが認められて
からは、例えばよその病院で二次性頭
痛が除外され、頭痛に対してはこのく
らいの治療をしておけばある程度コン
トロールできるという情報が入ってき
ている患者さんに限っては、初診のオ
ンラインを認めています。あとは、あ
らかじめ電話である程度情報を得てい
て、この状況であれば初診オンライン
をやっても大丈夫だろうと判断された
場合は初診オンラインで診ることもあ
ります。ただ、初診オンラインでやっ

表　当院の受診患者の変化（2021年１月19日現在）

外来受診（人） オンライン診療（人） 合計（人）
総数 １日平均 総数 １日平均 総数 １日平均

2020.01 1,667 101.03  61  3.70 1,728 104.73
2020.02 1,684 102.06  70  4.24 1,754 106.30
2020.03 1,684  88.63  87  4.58 1,771  93.21
2020.04 1,482  82.33 127  7.06 1,609  89.39
2020.05 1,336  80.97 150  9.06 1,486  90.06
2020.06 1,797  89.85 140  7.00 1,937  96.85
2020.07 1,824  96.00 149  7.84 1,973 103.14
2020.08 1,725 101.47 161  9.47 1,886 110.94
2020.09 1,834 101.89 145  8.06 1,979 109.94
2020.10 1,946  99.79 148  7.59 2,094 107.38
2020.11 1,912 112.47 157  9.24 2,069 121.71
2020.12 1,832 107.76 165  9.17 1,997 116.82
2021.01   981 109.00  91 10.11 1,072 119.11

新型コロナウイルスの流行が始まった2020年３月に外来受診した１日平均人数が
急激に減った一方、翌月４月から、オンライン診療利用者が急に増えている。
 ※直近３カ月のオンライン診療受診者の内訳　頭痛：生活習慣病＝75.2％：24.8％
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もありますし、近くの患者さんであれ
ば私のところに来られる患者さんもい
ます。そこは患者さんの一番利便性が
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新型コロナウイルスの流行が始まった2020年３月に外来受診した１日平均人数が
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当院におけるオンライン診療を利用している患者さんの声
オンライン診療利用者91人が回答

ロメリジン塩酸塩などがあります。
　齊藤　使い分けはありますか。
　大林　その人にとってどれが一番効
きそうかは、その人の生活背景もいろ
いろ考えて、あるいはその人の年齢や
性別も考えて使っていくのですが、基
本的には使ってみないとわからないと
ころがあります。ただ、例えば前兆の
ある片頭痛の場合だとロメリジン塩酸
塩がわりと効くこともあって、それを
使ってみるとか、だめだったら増量し
て、ほかの予防薬も使って、頭痛が治
まるまでとことん頑張るしかないと思
っています。
　齊藤　予防薬はずっとのみ続けるの
でしょうか。それとも出口があります
か。
　大林　ケース・バイ・ケースで、３
カ月ぐらいである程度頭痛が落ち着い
て、例えば薬剤の使用過多による頭痛
であった場合には、頓挫薬の回数が減
って、ある程度頭痛をコントロールで
きたところで予防薬をだんだん減らし、
最終的には頓挫薬のトリプタン系薬剤
のみでコントロールするという方もい
ます。減らしたらまた頭痛が悪化して
しまい、再開したりとかを繰り返すよ
うな方もいます。それはその人の状況
によります。
　齊藤　様々な調節があって、それが
オンライン診療でもできるのですね。
　大林　対面診療である程度状況さえ
わかっていれば、若干の薬剤の変更は

オンライン診療でもできます。遠方の
患者さんなどが来院する手間を省きな
がら、脱落しないでずっとコントロー
ルしていくことに関して、オンライン
診療は非常に役に立つと思います（図
１）。
　齊藤　今の薬に加えて、生活で気を
つける点は何かありますか。
　大林　生活面ですと、例えば寝不足
などが頭痛の原因になっていたりする
こともありますので、そういった患者
さんには睡眠をきちんと取りましょう
と伝えたりとか、あと最近わりと増え
てきたのが睡眠時無呼吸症候群のよう
な状況で、朝から頭痛が出ているとい
うような患者さんに対しては積極的に
睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング
検査を入れたりします。場合によって
はCPAPを導入して日常生活の改善を
図って、結果的に頭痛が減る方もいま
す。
　齊藤　オンライン診療がかなりよい
ものであるのはわかりますが、不便な
点はありますか。
　大林　オンライン診療は患者さんに
とって非常に利便性のいいものですし
（図２、図３、図４）、医師にとっても
継続的に診られるというメリットはあ
ります。しかし、いざ始めてみると、
通信を介して行うシステムですので、
例えば対面の患者さんでしたら、ドア
を開けて入ってきたら、すぐ診察とな
るのですが、オンライン診療は始める
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当院におけるオンライン診療を利用している患者さんの声
オンライン診療利用者91人が回答

ロメリジン塩酸塩などがあります。
　齊藤　使い分けはありますか。
　大林　その人にとってどれが一番効
きそうかは、その人の生活背景もいろ
いろ考えて、あるいはその人の年齢や
性別も考えて使っていくのですが、基
本的には使ってみないとわからないと
ころがあります。ただ、例えば前兆の
ある片頭痛の場合だとロメリジン塩酸
塩がわりと効くこともあって、それを
使ってみるとか、だめだったら増量し
て、ほかの予防薬も使って、頭痛が治
まるまでとことん頑張るしかないと思
っています。
　齊藤　予防薬はずっとのみ続けるの
でしょうか。それとも出口があります
か。
　大林　ケース・バイ・ケースで、３
カ月ぐらいである程度頭痛が落ち着い
て、例えば薬剤の使用過多による頭痛
であった場合には、頓挫薬の回数が減
って、ある程度頭痛をコントロールで
きたところで予防薬をだんだん減らし、
最終的には頓挫薬のトリプタン系薬剤
のみでコントロールするという方もい
ます。減らしたらまた頭痛が悪化して
しまい、再開したりとかを繰り返すよ
うな方もいます。それはその人の状況
によります。
　齊藤　様々な調節があって、それが
オンライン診療でもできるのですね。
　大林　対面診療である程度状況さえ
わかっていれば、若干の薬剤の変更は

オンライン診療でもできます。遠方の
患者さんなどが来院する手間を省きな
がら、脱落しないでずっとコントロー
ルしていくことに関して、オンライン
診療は非常に役に立つと思います（図
１）。
　齊藤　今の薬に加えて、生活で気を
つける点は何かありますか。
　大林　生活面ですと、例えば寝不足
などが頭痛の原因になっていたりする
こともありますので、そういった患者
さんには睡眠をきちんと取りましょう
と伝えたりとか、あと最近わりと増え
てきたのが睡眠時無呼吸症候群のよう
な状況で、朝から頭痛が出ているとい
うような患者さんに対しては積極的に
睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング
検査を入れたりします。場合によって
はCPAPを導入して日常生活の改善を
図って、結果的に頭痛が減る方もいま
す。
　齊藤　オンライン診療がかなりよい
ものであるのはわかりますが、不便な
点はありますか。
　大林　オンライン診療は患者さんに
とって非常に利便性のいいものですし
（図２、図３、図４）、医師にとっても
継続的に診られるというメリットはあ
ります。しかし、いざ始めてみると、
通信を介して行うシステムですので、
例えば対面の患者さんでしたら、ドア
を開けて入ってきたら、すぐ診察とな
るのですが、オンライン診療は始める
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前にまず患者さんと接続しなければい
けないということがあって、そこが意
外に手間になることがあります。
　齊藤　そういったことも踏まえて、
これからオンライン診療をやってみよ
うという医師に、先生からのコメント
はありますか。
　大林　オンライン診療は継続治療を
促すためや患者さんの利便性を図るの
に非常に役に立つシステムなので、積
極的に取り入れるようにしていくのは
とても良いことだと思います。その一
方でオンライン診療を特別視して敬遠
する医師もいますが、対面診療と比較
するのではなくて、対面診療をしてい
く中でオンライン診療を取り入れて、

診療の質を上げていくという考え方で
オンライン診療をとらえていったらよ
いのではないかと思います。
　齊藤　対面とオンライン診療のメリ
ットを生かしつつ、治療のクオリティ
を上げていくということ、それから治
療継続をサポートする、そういう考え
方でしょうか。
　大林　まさにおっしゃるとおりです。
また、対面診療を補完するツールとい
う考え方があってもいいと思います。
　齊藤　これからも対面も重要、オン
ラインもさらに重要ということですね。
　大林　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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