
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野主任教授
鈴　木　　亮

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬使用中、正常血糖ケトーシスに注意するように勧告されてい
ます。２型肥満（内臓脂肪蓄積型）、脂肪肝、脂質異常症を認める男性のケー
スについて、デベルザ20㎎/日でもジャディアンス10㎎服用中でも、血糖は
113～98㎎/dLと全く正常でも総ケトン体、アセト酢酸、３ハイドロキシ酪酸
が服用中の空腹時採血で507μmol/L、80.3μmol/L、427.0μmol/Lと非服用時の
98.5μmol/L、20.8μmol/L、77.7μmol/Lと比較して約５倍上昇しました。いっ
たん、SGLT２阻害薬を中止しましたが（A1cは＋0.5％上昇）、体重が３㎏、腹
囲2.5㎝、２カ月足らずで増えました。今後の対応についてご教示ください。
 ＜京都府開業医＞

SGLT2阻害薬と正常血糖ケトーシス

　山内　鈴木先生、よろしくお願いい
たします。質問中の対応という言い方
になりますと、これはガイドラインがあ
り、ほかの薬剤に切り替えてください
としか言えませんので、今回は少しそ
こは別にいたします。まずこのSGLT２
阻害薬で正常血糖ケトーシス、血糖値
が正常でかつケトーシスが出るという
病態が独特ですが、このメカニズムあ
たりで判明しているものがありました
ら紹介願えますか。
　鈴木　まずSGLT２阻害薬はこれま
での糖尿病の薬と少し違う点として、

インスリンの働きを強くすることで血
糖値を下げるわけではなく、尿中に糖
分、すなわちグルコースを捨てること
で血糖値を下げるので、インスリンと
は無関係に血糖値が下がった結果、イ
ンスリンの分泌はむしろ少なくなると
いう特徴があります。さらに、インス
リンの血中濃度が下がる反面、グルカ
ゴンのほうは上がる傾向にあるという
報告も当初よりなされています。その
両方の作用が糖質の取り込みよりも脂
質分解、そして肝臓への脂質の流入と
いう方向にシフトしますので、そうす
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なっていって、52週まで追っていった
ときに、全体の平均としてはだいたい
服用前の２倍ぐらいのケトン体の上昇
があるということです。上がりやすい
方と上がりにくい方がいるようだとも
その論文の中で述べられています。
　山内　ケトン体の中身ですが、ケト
ン体分画、これはβヒドロキシ酪酸で
しょうか。
　鈴木　そうですね。それが中心にな
っています。それぞれ、アセト酢酸も
上がりますが、上がる幅としてもβヒ
ドロキシ酪酸のほうがよく上がってい
ますし、上がった中心としてはβヒド
ロキシ酪酸であるようです。
　山内　そのあたりは糖尿病のケトア
シドーシスに少し近い状態ということ
ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　山内　もう一つ、βヒドロキシ酪酸
はかなり腎臓で再吸収されやすいとこ
ろもありますので、少量ですとなかな
か引っかかりにくいところもあります
ね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。日常
臨床で血液のケトン体を測るというこ
とはめったにないかもしれません。尿
ケトンを確認するのが実際のところで
すが、尿ケトンがはっきり出るレベル
となると、尿ケトンはアセト酢酸を中
心に測定されるものですので、βヒド
ロキシ酪酸が最初に上がったところを
敏感にとらえるかというと、尿ケトン

体ではやや不十分ではあるかと思いま
す。ただ、保険診療の範囲で日常的に
行うということでは、尿ケトン体が最
もリーズナブルであるといえるかと思
います。
　山内　ケトンが出やすいタイプの患
者さんの背景因子として何かわかって
いるものはあるのでしょうか。
　鈴木　ケトンが出やすい、ケトーシ
スプローンという考え方も昔からある
のですが、このSGLT２阻害薬でケト
ン体が上がりやすい方ということで見
ますと、どうも男性、また糖尿病の罹
病期間が長い方に多いようです。また、
インスリンレベルとしてはどちらかと
いうと低めの方に多いということが報
告されています。あとは、先ほどの糖
質制限や、ケトジェニックダイエット、
あとアルコールの多飲がある方に起き
やすいとされています。海外などです
と、不適切な薬物濫用も関係している
という報告があります。
　山内　例えばやせ型ですね、これは
いかにも出てきそうな印象もあります
が、いかがでしょうか。
　鈴木　必ずしもそうではないようで
す。少なくとも先ほどの1,278人の日
本人のデータで見る限りでは、ケトン
体の上がりやすさの異なる３群の間に
BMIに関してはあまり差がなかったよ
うです。
　山内　そうしますと、そのあたりの
要因も完全にわかりきっていないとこ

ると肝臓での脂肪酸の利用が進み、そ
の際にケトン体の合成が増えます。
　正常血糖ケトーシスというと、正常
血糖がいわゆる糖尿病性のケトアシド
ーシスと違う点ではありますけれども、
糖尿病性ケトアシドーシスの場合はま
ず第一にインスリンが先に減ってしま
うので、血糖値は結果として高くなり
ますが、SGLT２阻害薬に関しては血
糖値が下がった結果として、インスリ
ンが低くなります。もしかすると、プ
ラスアルファでインスリンレベルが下
がりやすいような、出にくくなるよう
な要素を持つ人に限られているのかも
しれませんが、そのあたりはまだはっ
きりわかっていません。そのような理
由でインスリンの作用低下、またグル
カゴンの作用増強、これらが相まって
血中のケトン体が増えると考えられて
います。
　山内　状況から言いますと、昨今の
糖質制限ダイエットで出てくるケトー
シスと似ているような印象があります
が、このあたりの差異というのはいか
がでしょうか。
　鈴木　おそらくかなり共通している
部分があるのではないかと思います。
糖質の利用が減って、そして脂質の利
用が増えやすい状況ということはある
かと思います。もともとそのように糖
質制限を強度に行っていて、その上で
SGLT２阻害薬を使用するケースや、
また、ケトジェニックダイエットとい

って、脂肪を多く含むような食事をさ
れる患者さんも海外ではいるようです
が、そういうときにリスクが上がるこ
とが考えられています。
　山内　さて、SGLT２阻害薬を使っ
てケトアシドーシスが出てきたという
報告は多いようですが、実際どの程度
なのでしょうか。
　鈴木　まだ日本ではこれから使用が
増えていくところで、実際の臨床でど
のぐらいの割合なのか十分な数の計算
には至っていないかと思いますが、海
外では多く使われており、例えばカナ
ダやイギリスなどのコホート研究を見
る限りでは、新規の使用者で糖尿病性
ケトアシドーシスの発生が1,000人/年
で2.03件です。様々なSGLT２阻害薬を
全部まとめてということになりますが、
１年間通して1,000人の方が使っている
と、２人ぐらいの方が、糖尿病性ケト
アシドーシスを起こしていることにな
ります。やはり糖尿病の薬の中では起
こしやすいほうの部類に入ると思いま
す。
　山内　もう少し高度でないレベルで
ケトンが増えることは治験などでは確
認されているのでしょうか。
　鈴木　日本人の報告がありまして、
それは１種類、カナグリフロジンに関
する報告です。日本人の1,278人のデー
タで見てみますと、使い始めて４週た
った最初の時点でまずケトン体が大き
く増え、その後少し下がり、横ばいに
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なっていって、52週まで追っていった
ときに、全体の平均としてはだいたい
服用前の２倍ぐらいのケトン体の上昇
があるということです。上がりやすい
方と上がりにくい方がいるようだとも
その論文の中で述べられています。
　山内　ケトン体の中身ですが、ケト
ン体分画、これはβヒドロキシ酪酸で
しょうか。
　鈴木　そうですね。それが中心にな
っています。それぞれ、アセト酢酸も
上がりますが、上がる幅としてもβヒ
ドロキシ酪酸のほうがよく上がってい
ますし、上がった中心としてはβヒド
ロキシ酪酸であるようです。
　山内　そのあたりは糖尿病のケトア
シドーシスに少し近い状態ということ
ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　山内　もう一つ、βヒドロキシ酪酸
はかなり腎臓で再吸収されやすいとこ
ろもありますので、少量ですとなかな
か引っかかりにくいところもあります
ね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。日常
臨床で血液のケトン体を測るというこ
とはめったにないかもしれません。尿
ケトンを確認するのが実際のところで
すが、尿ケトンがはっきり出るレベル
となると、尿ケトンはアセト酢酸を中
心に測定されるものですので、βヒド
ロキシ酪酸が最初に上がったところを
敏感にとらえるかというと、尿ケトン

体ではやや不十分ではあるかと思いま
す。ただ、保険診療の範囲で日常的に
行うということでは、尿ケトン体が最
もリーズナブルであるといえるかと思
います。
　山内　ケトンが出やすいタイプの患
者さんの背景因子として何かわかって
いるものはあるのでしょうか。
　鈴木　ケトンが出やすい、ケトーシ
スプローンという考え方も昔からある
のですが、このSGLT２阻害薬でケト
ン体が上がりやすい方ということで見
ますと、どうも男性、また糖尿病の罹
病期間が長い方に多いようです。また、
インスリンレベルとしてはどちらかと
いうと低めの方に多いということが報
告されています。あとは、先ほどの糖
質制限や、ケトジェニックダイエット、
あとアルコールの多飲がある方に起き
やすいとされています。海外などです
と、不適切な薬物濫用も関係している
という報告があります。
　山内　例えばやせ型ですね、これは
いかにも出てきそうな印象もあります
が、いかがでしょうか。
　鈴木　必ずしもそうではないようで
す。少なくとも先ほどの1,278人の日
本人のデータで見る限りでは、ケトン
体の上がりやすさの異なる３群の間に
BMIに関してはあまり差がなかったよ
うです。
　山内　そうしますと、そのあたりの
要因も完全にわかりきっていないとこ

ると肝臓での脂肪酸の利用が進み、そ
の際にケトン体の合成が増えます。
　正常血糖ケトーシスというと、正常
血糖がいわゆる糖尿病性のケトアシド
ーシスと違う点ではありますけれども、
糖尿病性ケトアシドーシスの場合はま
ず第一にインスリンが先に減ってしま
うので、血糖値は結果として高くなり
ますが、SGLT２阻害薬に関しては血
糖値が下がった結果として、インスリ
ンが低くなります。もしかすると、プ
ラスアルファでインスリンレベルが下
がりやすいような、出にくくなるよう
な要素を持つ人に限られているのかも
しれませんが、そのあたりはまだはっ
きりわかっていません。そのような理
由でインスリンの作用低下、またグル
カゴンの作用増強、これらが相まって
血中のケトン体が増えると考えられて
います。
　山内　状況から言いますと、昨今の
糖質制限ダイエットで出てくるケトー
シスと似ているような印象があります
が、このあたりの差異というのはいか
がでしょうか。
　鈴木　おそらくかなり共通している
部分があるのではないかと思います。
糖質の利用が減って、そして脂質の利
用が増えやすい状況ということはある
かと思います。もともとそのように糖
質制限を強度に行っていて、その上で
SGLT２阻害薬を使用するケースや、
また、ケトジェニックダイエットとい

って、脂肪を多く含むような食事をさ
れる患者さんも海外ではいるようです
が、そういうときにリスクが上がるこ
とが考えられています。
　山内　さて、SGLT２阻害薬を使っ
てケトアシドーシスが出てきたという
報告は多いようですが、実際どの程度
なのでしょうか。
　鈴木　まだ日本ではこれから使用が
増えていくところで、実際の臨床でど
のぐらいの割合なのか十分な数の計算
には至っていないかと思いますが、海
外では多く使われており、例えばカナ
ダやイギリスなどのコホート研究を見
る限りでは、新規の使用者で糖尿病性
ケトアシドーシスの発生が1,000人/年
で2.03件です。様々なSGLT２阻害薬を
全部まとめてということになりますが、
１年間通して1,000人の方が使っている
と、２人ぐらいの方が、糖尿病性ケト
アシドーシスを起こしていることにな
ります。やはり糖尿病の薬の中では起
こしやすいほうの部類に入ると思いま
す。
　山内　もう少し高度でないレベルで
ケトンが増えることは治験などでは確
認されているのでしょうか。
　鈴木　日本人の報告がありまして、
それは１種類、カナグリフロジンに関
する報告です。日本人の1,278人のデー
タで見てみますと、使い始めて４週た
った最初の時点でまずケトン体が大き
く増え、その後少し下がり、横ばいに
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に吐いてしまうときはより顕著です。
そういう際にSGLT２阻害薬の内服を
中止することは、おそらく薬局などで
も注意喚起をしていると思いますが、

処方する現場でも主治医から直接患者
さんに、そのようにご説明されるよう
にお願いしたいと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ろもあるのですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まだ
まだわからないことがたくさんあると
いう状況だと思います。
　山内　この薬の有効性に絡む、例え
ばケトンが出てしまうとノンレスポン
ダーになるとか、逆にノンレスポンダ
ータイプではケトンが出やすい、そう
いったことは知られてはいませんか。
　鈴木　私の知る限りでは、その関連
を見ているデータはないように思いま
す。ひょっとするとそういうことがあ
り得るかもしれないのですが、もし明
確な関係が得られるようですと興味深
い部分かと思います。まだはっきりし
たことは言われていないように思いま
す。
　山内　先ほどの話ですと、インスリ
ンが減ってくる、これが確かに一つの
特徴ですが、例えば併用する薬剤の種
類によってどうなるかというのも気に
なりますね。
　鈴木　確かにそのとおりですね。併
用においてリスクになるというような
意味ではないのですが、もともとイ 
ンスリンを使用していた患者さんが、
SGLT２阻害薬をのみ始めて血糖値が
下がった結果、インスリンの量をぐっ
と減らしたときに多いことは知られて
います。海外では１型糖尿病で使うケ
ースも日本よりは多いようで、日本で
はごく限られた製剤のみ承認されてい
ますが、血糖値が下がってインスリン

を減らしたときに起きやすいというこ
とはあるようです。そのほかの糖尿病
薬との関連ということではあまり明確
なことはまだ現時点では言われていな
いように思います。
　山内　今お話が出ましたので、つい
でにお話をうかがいますが、１型糖尿
病に対しては日本では慎重投与が勧告
されているので、原則的に使わないほ
うがよいかと思いますが、例えば１型
で、1.5型とも表現されているタイプの
糖尿病の方だと短期間使うというのは
あるかもしれないのでしょうね。
　鈴木　はい。選択肢があるというの
は専門医としてはありがたく、それが
入ることでうまくいって、患者さんも
大いに喜ばれるというケースがあるの
も事実です。ただ、リコメンデーショ
ンの中でも書かれていますが、１型糖
尿病でのSGLT２阻害薬の使用は原則、
糖尿病専門医が行うほうが安全である
ように思います。
　山内　あともう一つは、ケトンが出
てきて、さらに急速に進行してしまう、
非常に悪化することを予知するものと
いいますか、トリガーになるものとし
て、例えば感染なども要注意ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。感染
であったり、嘔吐であったり、そうい
ったイベントは明らかにケトアシドー
シスの誘因になり得るイベントです。
シックデイといいまして、体の調子が
悪くて食事が取れないようなとき、特
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に吐いてしまうときはより顕著です。
そういう際にSGLT２阻害薬の内服を
中止することは、おそらく薬局などで
も注意喚起をしていると思いますが、

処方する現場でも主治医から直接患者
さんに、そのようにご説明されるよう
にお願いしたいと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ろもあるのですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まだ
まだわからないことがたくさんあると
いう状況だと思います。
　山内　この薬の有効性に絡む、例え
ばケトンが出てしまうとノンレスポン
ダーになるとか、逆にノンレスポンダ
ータイプではケトンが出やすい、そう
いったことは知られてはいませんか。
　鈴木　私の知る限りでは、その関連
を見ているデータはないように思いま
す。ひょっとするとそういうことがあ
り得るかもしれないのですが、もし明
確な関係が得られるようですと興味深
い部分かと思います。まだはっきりし
たことは言われていないように思いま
す。
　山内　先ほどの話ですと、インスリ
ンが減ってくる、これが確かに一つの
特徴ですが、例えば併用する薬剤の種
類によってどうなるかというのも気に
なりますね。
　鈴木　確かにそのとおりですね。併
用においてリスクになるというような
意味ではないのですが、もともとイ 
ンスリンを使用していた患者さんが、
SGLT２阻害薬をのみ始めて血糖値が
下がった結果、インスリンの量をぐっ
と減らしたときに多いことは知られて
います。海外では１型糖尿病で使うケ
ースも日本よりは多いようで、日本で
はごく限られた製剤のみ承認されてい
ますが、血糖値が下がってインスリン

を減らしたときに起きやすいというこ
とはあるようです。そのほかの糖尿病
薬との関連ということではあまり明確
なことはまだ現時点では言われていな
いように思います。
　山内　今お話が出ましたので、つい
でにお話をうかがいますが、１型糖尿
病に対しては日本では慎重投与が勧告
されているので、原則的に使わないほ
うがよいかと思いますが、例えば１型
で、1.5型とも表現されているタイプの
糖尿病の方だと短期間使うというのは
あるかもしれないのでしょうね。
　鈴木　はい。選択肢があるというの
は専門医としてはありがたく、それが
入ることでうまくいって、患者さんも
大いに喜ばれるというケースがあるの
も事実です。ただ、リコメンデーショ
ンの中でも書かれていますが、１型糖
尿病でのSGLT２阻害薬の使用は原則、
糖尿病専門医が行うほうが安全である
ように思います。
　山内　あともう一つは、ケトンが出
てきて、さらに急速に進行してしまう、
非常に悪化することを予知するものと
いいますか、トリガーになるものとし
て、例えば感染なども要注意ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。感染
であったり、嘔吐であったり、そうい
ったイベントは明らかにケトアシドー
シスの誘因になり得るイベントです。
シックデイといいまして、体の調子が
悪くて食事が取れないようなとき、特
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東京女子医科大学脳神経内科教授
北　川　一　夫

（聞き手　山内俊一）

　頸部エコー検査にて頸動脈プラークを認めた際の投薬治療についてご教示く
ださい。67歳女性が検診で高脂血症を指摘されて来院されました（毎年LDL 
150～160㎎/dL）。頸動脈エコーを実施したところ、左の頸動脈分岐部周辺に
３㎜のプラークを認めました。
　このような場合、基礎疾患の治療に加えて抗血小板治療を併用（バイアスピ
リン100㎎ 1Tやバファリン81 1Tを投薬）しておりますが、標準治療の考え方
からみてこの方針はいかがでしょうか。
 ＜宮崎県開業医＞

頸動脈プラークに対する投薬治療

　山内　北川先生、よろしくお願いい
たします。まずプラークに関して、頸
動脈エコーは非常に進捗著しいものが
ありますね。少し前までこれは測定の
標準化が問題になっていましたが、今
はガイドラインにのっとって実際の技
術も安定的になっていると考えてよい
のでしょうね。
　北川　そうですね。日本超音波学会、
日本脳神経超音波学会からガイドライ
ンが出ていますので、限局性の動脈硬
化によるプラークは1.1㎜、もしくは1.5
㎜以上のものをアテロームプラークと
して判断するということが一応決まっ

ています。それから、動脈硬化のプラ
ークの最大幅、マックスIMTとよく呼
ばれますが、その記載、それからその
方の左右の頸動脈の全体の平均のIMT、
この２つが頸動脈のIMTの指標として
は非常によく使われています。
　山内　IMTという場合に、プラーク
もある意味含まれて記載されてしまっ
ているところがありますね。
　北川　はい。IMTはプラークのない
方でも数字として、例えば0.9㎜とか出
るのですが、プラークのある方はプラ
ークも含めたところがIMTの全体の平
均として表記されていることがほとん

どだと思います。
　山内　IMTなのでしょうが、よくべ
たっとした感じのものとプラーク、あ
ともう一つ狭窄がありますね。狭窄は
また別ものになってくると考えてよい
のでしょうか。
　北川　アテロームプラークが非常に
大きくなった場合に、内頸動脈の径の
50％以上を狭めるようなものになれば、
それは狭窄と判断し、狭窄のある場合
はそちらのサイドの脳梗塞のリスクの
一つになってくるので、非常に重要で
す。
　全周性というか、びまん性のIMTで
すが、これは特に糖尿病の患者さんで
見られることが多いと思うのですが、
1.5㎜程度までのびまん性のIMTの肥厚
はしばしば見られます。これはプラー
クとは表記せずに、IMTの肥厚という
かたちで表記されていると思います。
　山内　それぞれのリスクですが、ま

ずプラークとIMTの肥厚と、それから
狭窄ですね。これは、脳に関してです
が、かなり違うものなのでしょうか。
　北川　狭窄があると、そのものが脳
梗塞のリスクになるので非常に重要で
す。もう一つは、ある程度、例えば２
㎜、３㎜を超えたプラークあるいは狭
窄の場合は、プラークの表面の状態、
これは超音波でも観察できるのですが、
プラークの表面が欠損、陥没して潰瘍
形成しているもの。あるいは、可動性
のプラーク、つまり血流の中でぶらぶ
ら動いているようなプラークは非常に
塞栓を飛ばすリスクがありますから、
脳梗塞のリスクとして非常に重要にな
ります。
　一方、狭窄に至らない動脈硬化のプ
ラーク、あるいはびまん性のIMTの肥
厚は全身の動脈硬化の指標として非常
に重要で、その存在は心筋梗塞と脳梗
塞のリスクになると考えられています。

図

内中膜肥厚 頸動脈狭窄
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東京女子医科大学脳神経内科教授
北　川　一　夫

（聞き手　山内俊一）

　頸部エコー検査にて頸動脈プラークを認めた際の投薬治療についてご教示く
ださい。67歳女性が検診で高脂血症を指摘されて来院されました（毎年LDL 
150～160㎎/dL）。頸動脈エコーを実施したところ、左の頸動脈分岐部周辺に
３㎜のプラークを認めました。
　このような場合、基礎疾患の治療に加えて抗血小板治療を併用（バイアスピ
リン100㎎ 1Tやバファリン81 1Tを投薬）しておりますが、標準治療の考え方
からみてこの方針はいかがでしょうか。
 ＜宮崎県開業医＞

頸動脈プラークに対する投薬治療

　山内　北川先生、よろしくお願いい
たします。まずプラークに関して、頸
動脈エコーは非常に進捗著しいものが
ありますね。少し前までこれは測定の
標準化が問題になっていましたが、今
はガイドラインにのっとって実際の技
術も安定的になっていると考えてよい
のでしょうね。
　北川　そうですね。日本超音波学会、
日本脳神経超音波学会からガイドライ
ンが出ていますので、限局性の動脈硬
化によるプラークは1.1㎜、もしくは1.5
㎜以上のものをアテロームプラークと
して判断するということが一応決まっ

ています。それから、動脈硬化のプラ
ークの最大幅、マックスIMTとよく呼
ばれますが、その記載、それからその
方の左右の頸動脈の全体の平均のIMT、
この２つが頸動脈のIMTの指標として
は非常によく使われています。
　山内　IMTという場合に、プラーク
もある意味含まれて記載されてしまっ
ているところがありますね。
　北川　はい。IMTはプラークのない
方でも数字として、例えば0.9㎜とか出
るのですが、プラークのある方はプラ
ークも含めたところがIMTの全体の平
均として表記されていることがほとん

どだと思います。
　山内　IMTなのでしょうが、よくべ
たっとした感じのものとプラーク、あ
ともう一つ狭窄がありますね。狭窄は
また別ものになってくると考えてよい
のでしょうか。
　北川　アテロームプラークが非常に
大きくなった場合に、内頸動脈の径の
50％以上を狭めるようなものになれば、
それは狭窄と判断し、狭窄のある場合
はそちらのサイドの脳梗塞のリスクの
一つになってくるので、非常に重要で
す。
　全周性というか、びまん性のIMTで
すが、これは特に糖尿病の患者さんで
見られることが多いと思うのですが、
1.5㎜程度までのびまん性のIMTの肥厚
はしばしば見られます。これはプラー
クとは表記せずに、IMTの肥厚という
かたちで表記されていると思います。
　山内　それぞれのリスクですが、ま

ずプラークとIMTの肥厚と、それから
狭窄ですね。これは、脳に関してです
が、かなり違うものなのでしょうか。
　北川　狭窄があると、そのものが脳
梗塞のリスクになるので非常に重要で
す。もう一つは、ある程度、例えば２
㎜、３㎜を超えたプラークあるいは狭
窄の場合は、プラークの表面の状態、
これは超音波でも観察できるのですが、
プラークの表面が欠損、陥没して潰瘍
形成しているもの。あるいは、可動性
のプラーク、つまり血流の中でぶらぶ
ら動いているようなプラークは非常に
塞栓を飛ばすリスクがありますから、
脳梗塞のリスクとして非常に重要にな
ります。
　一方、狭窄に至らない動脈硬化のプ
ラーク、あるいはびまん性のIMTの肥
厚は全身の動脈硬化の指標として非常
に重要で、その存在は心筋梗塞と脳梗
塞のリスクになると考えられています。

図

内中膜肥厚 頸動脈狭窄
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　山内　今のお話の50％以上の狭窄は
我々が見るとちょっとぎょっとするの
ですが、あまり大きな脳梗塞のリスク
にはなっていないのでしょうか。
　北川　脳梗塞のリスクとしては50％
以上の狭窄を有意なものとして取って
いますが、先ほど申し上げましたよう
に、潰瘍形成とか可動性プラークがあ
る場合は、狭窄率にかかわらず、脳梗
塞のリスクになります。あと、そうい
う狭窄に至らない脳梗塞でも、その表
面の例えば内皮機能が低下すると、そ
こに血栓がついて、そこから脳に飛ん
でいく場合は脳梗塞のリスクになりま
すから、リスクファクターの管理が重
要という点で、プラークの存在は狭窄
に至っていなくても脳梗塞予防の観点
から非常に重要です。
　山内　プラークですが、例えば大き
なものが孤立性に１つあるケースもあ
れば、比較的小さいものが多数ある場
合がありますね。この２つの差はどう
評価したらよいでしょうか。
　北川　両者ともおそらく脂質を中心
としたアテロームプラークとして形成
されていると思うのですが、１つの大
きなプラークがある場合は、そのサイ
ドの脳梗塞のリスクとして非常に注意
しないといけない。一方、びまん性に
たくさんプラークがある場合は全身の
動脈硬化がかなり進展している指標と
して、全心血管イベントのリスクが高
いという信号、黄信号を灯しているの

だと思います。
　山内　その場合、できれば平均値を
出したほうがよりいいと考えられるの
ですか。
　北川　平均値はトータルの全身の心
血管リスクの評価に非常に重要で、狭
窄率はそのサイドの脳梗塞のリスクの
評価に非常に重要になっていると思い
ます。
　山内　あと、プラークの性状ですが、
先ほども少しお話に出ましたけれども、
最近はMRIなどでプラークの性状がわ
かるようになってきたようです。これ
はいかがでしょうか。
　北川　今、非常にMRIも進歩してい
ますので、特に50％以上の狭窄、頸動
脈に狭窄のあるようなプラークでは、
そのプラークが脳梗塞のリスクになる
のかどうか、不安定プラークの評価と
いうのをMRI、そして超音波の超音波
輝度でしています。特にMRIではT１
で高信号を示すような粥腫内出血であ
ったり、あるいはlipid richなコアを示
すものはいわゆる脆弱なプラークとい
うことで、脳梗塞のリスクになり得ま
す。
　一方、線維組織が豊富な、非常に固
い、しっかりとしたプラーク、あるい
は石灰化を有するものはどちらかとい
うと安定したプラークで、脳梗塞のリ
スクとしてはそれほど高くないと考え
られています。
　山内　この性状がわかるには、例え

ばMRIにかける、あるいはMRIでわか
るぐらい大きくないとだめなのですね。
　北川　そうですね。ある程度以上大
きなプラークが重要で、例えば２㎜以
下のプラークに関しては超音波でも、
超音波輝度で評価できるのですが、超
音波の輝度を評価することそのものも、
あまり小さいプラークでは大きな意義
はありません。やはり２㎜、３㎜、あ
る程度以上のプラークになってくると
超音波輝度の測定が、リスクの評価に
有用であるといわれています。
　山内　さて、治療に入りますが、プ
ラークが、頸動脈の超音波でわかった
場合、特に２㎜以上のものが出てきま
すと、私ども、ついつい免罪符的に、
質問にあった抗血小板治療、アスピリ
ンをとりあえず入れておこうかという
ところがあります。このあたり、標準
治療から見るといかがでしょうか。
　北川　脳血管障害を専門としている
立場からしますと、狭窄に至らないプ
ラークだと、脳梗塞のリスクそのもの
はそれほど高くないので、まずは脂質
管理、それから血圧の管理、禁煙の徹
底、いわゆるリスク管理を優先するの
が重要ではないかと思います。その上
で、例えば抗血小板薬を使うにしても、
できるだけ出血イベントの少ないもの、
例えばアスピリンよりは、シロスタゾ
ールやクロピドグレルを抗血小板薬と
して好んで使用しています。というの
は、アスピリンには脳出血のリスクが

ある程度あると、特にアジア人種でい
われています。アスピリン以外の抗血
小板薬を使ったほうが無難かと思いま
す。
　山内　免罪符として使うとしても、
アスピリンよりはシロスタゾールのほ
うがいいと考えてよいのでしょうか。
　北川　出血予防、特に脳出血の予防
の観点から望ましいと思います。例え
ば、アスピリンの内服は、確かにアテ
ローム血栓症の予防にはいいのですが、
反対に出血リスク、特に脳出血リスク
をほんの少しですが高めてしまうとい
う結果がよく出ています。そういう観
点で脳卒中を主に担当している医師と
しては、抗血小板薬としてはシロスタ
ゾール、もしくはクロピドグレルを優
先して使っている方が多いのではない
かと思います。
　山内　シロスタゾールにもやはり副
作用はあるのでしょうね。
　北川　シロスタゾールは頭痛と動悸
という副作用があり、処方された方の
２割ぐらいはその副作用で投薬を継続
できないと思います。ただ、その場合
は半量から徐々に始めていけば頭痛や
動悸が若干少ないということもいわれ
ていますので、少量から始めて常用量
に持っていくという手段を使っていま
す。
　山内　慢性疾患なので、知らない間
に頭痛などが出てきがちなので、注意
したいと思います。そういうことで、
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　山内　今のお話の50％以上の狭窄は
我々が見るとちょっとぎょっとするの
ですが、あまり大きな脳梗塞のリスク
にはなっていないのでしょうか。
　北川　脳梗塞のリスクとしては50％
以上の狭窄を有意なものとして取って
いますが、先ほど申し上げましたよう
に、潰瘍形成とか可動性プラークがあ
る場合は、狭窄率にかかわらず、脳梗
塞のリスクになります。あと、そうい
う狭窄に至らない脳梗塞でも、その表
面の例えば内皮機能が低下すると、そ
こに血栓がついて、そこから脳に飛ん
でいく場合は脳梗塞のリスクになりま
すから、リスクファクターの管理が重
要という点で、プラークの存在は狭窄
に至っていなくても脳梗塞予防の観点
から非常に重要です。
　山内　プラークですが、例えば大き
なものが孤立性に１つあるケースもあ
れば、比較的小さいものが多数ある場
合がありますね。この２つの差はどう
評価したらよいでしょうか。
　北川　両者ともおそらく脂質を中心
としたアテロームプラークとして形成
されていると思うのですが、１つの大
きなプラークがある場合は、そのサイ
ドの脳梗塞のリスクとして非常に注意
しないといけない。一方、びまん性に
たくさんプラークがある場合は全身の
動脈硬化がかなり進展している指標と
して、全心血管イベントのリスクが高
いという信号、黄信号を灯しているの

だと思います。
　山内　その場合、できれば平均値を
出したほうがよりいいと考えられるの
ですか。
　北川　平均値はトータルの全身の心
血管リスクの評価に非常に重要で、狭
窄率はそのサイドの脳梗塞のリスクの
評価に非常に重要になっていると思い
ます。
　山内　あと、プラークの性状ですが、
先ほども少しお話に出ましたけれども、
最近はMRIなどでプラークの性状がわ
かるようになってきたようです。これ
はいかがでしょうか。
　北川　今、非常にMRIも進歩してい
ますので、特に50％以上の狭窄、頸動
脈に狭窄のあるようなプラークでは、
そのプラークが脳梗塞のリスクになる
のかどうか、不安定プラークの評価と
いうのをMRI、そして超音波の超音波
輝度でしています。特にMRIではT１
で高信号を示すような粥腫内出血であ
ったり、あるいはlipid richなコアを示
すものはいわゆる脆弱なプラークとい
うことで、脳梗塞のリスクになり得ま
す。
　一方、線維組織が豊富な、非常に固
い、しっかりとしたプラーク、あるい
は石灰化を有するものはどちらかとい
うと安定したプラークで、脳梗塞のリ
スクとしてはそれほど高くないと考え
られています。
　山内　この性状がわかるには、例え

ばMRIにかける、あるいはMRIでわか
るぐらい大きくないとだめなのですね。
　北川　そうですね。ある程度以上大
きなプラークが重要で、例えば２㎜以
下のプラークに関しては超音波でも、
超音波輝度で評価できるのですが、超
音波の輝度を評価することそのものも、
あまり小さいプラークでは大きな意義
はありません。やはり２㎜、３㎜、あ
る程度以上のプラークになってくると
超音波輝度の測定が、リスクの評価に
有用であるといわれています。
　山内　さて、治療に入りますが、プ
ラークが、頸動脈の超音波でわかった
場合、特に２㎜以上のものが出てきま
すと、私ども、ついつい免罪符的に、
質問にあった抗血小板治療、アスピリ
ンをとりあえず入れておこうかという
ところがあります。このあたり、標準
治療から見るといかがでしょうか。
　北川　脳血管障害を専門としている
立場からしますと、狭窄に至らないプ
ラークだと、脳梗塞のリスクそのもの
はそれほど高くないので、まずは脂質
管理、それから血圧の管理、禁煙の徹
底、いわゆるリスク管理を優先するの
が重要ではないかと思います。その上
で、例えば抗血小板薬を使うにしても、
できるだけ出血イベントの少ないもの、
例えばアスピリンよりは、シロスタゾ
ールやクロピドグレルを抗血小板薬と
して好んで使用しています。というの
は、アスピリンには脳出血のリスクが

ある程度あると、特にアジア人種でい
われています。アスピリン以外の抗血
小板薬を使ったほうが無難かと思いま
す。
　山内　免罪符として使うとしても、
アスピリンよりはシロスタゾールのほ
うがいいと考えてよいのでしょうか。
　北川　出血予防、特に脳出血の予防
の観点から望ましいと思います。例え
ば、アスピリンの内服は、確かにアテ
ローム血栓症の予防にはいいのですが、
反対に出血リスク、特に脳出血リスク
をほんの少しですが高めてしまうとい
う結果がよく出ています。そういう観
点で脳卒中を主に担当している医師と
しては、抗血小板薬としてはシロスタ
ゾール、もしくはクロピドグレルを優
先して使っている方が多いのではない
かと思います。
　山内　シロスタゾールにもやはり副
作用はあるのでしょうね。
　北川　シロスタゾールは頭痛と動悸
という副作用があり、処方された方の
２割ぐらいはその副作用で投薬を継続
できないと思います。ただ、その場合
は半量から徐々に始めていけば頭痛や
動悸が若干少ないということもいわれ
ていますので、少量から始めて常用量
に持っていくという手段を使っていま
す。
　山内　慢性疾患なので、知らない間
に頭痛などが出てきがちなので、注意
したいと思います。そういうことで、
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もしシロスタゾールもだめとなります
と、EPA製剤などもありますが、これ
はいかがでしょうか。
　北川　非常に使いやすくて副作用が
少ないですし、動脈硬化予防という観
点で、日本ではJELIS試験があります
ので、エビデンスのある薬です。脂質
管理としてはベースにはエビデンスの
非常に高いスタチンが用いられますが、
スタチンを用いた上に、例えばエゼチ

ミブ、あるいはEPA製剤は両方ともし
っかりとRCTでエビデンスのある薬で
すので、こういった薬を上乗せするこ
とによってアテローム血栓症の予防、
特に質問にあった動脈硬化のプラーク
のあるような方のアテローム血栓症の
予防には、有効ではないかなと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科科長
浅　岡　大　介

（聞き手　池脇克則）

　亜鉛欠乏症についてご教示ください。
　当院では、口角炎、舌炎、味覚異常などに対して、亜鉛、ビタミンB12、葉酸、
フェリチンなどを適宜測定しておりますが、血清亜鉛低値となる患者さんが多
く、驚いています。実際に補充療法をすると咽頭の違和感などを含めた症状が
良くなり、食事なども改善して患者さんが元気になりますので欠乏「症」であ
ると認識していますが、念のため、採血などでも、特に高齢の方で採血した９
割以上で低値となっています。皆さん、肉や納豆も摂っているようなのですが、
加齢による吸収低下などがあるのでしょうか。ガイドラインを見ますと、日内
変動があるようですが、クリニックで早朝空腹時の採血は少し難しく、また、
一人の患者さんを調べたわけではありませんが、採血時間と亜鉛値をプロット
しても大きな変動はない印象です。採血の時間、条件、また最近は従来のポラ
プレジンクに加え新薬もあるようなので、使い分けなどご教示ください。
 ＜福島県開業医＞

亜鉛欠乏症

　池脇　亜鉛欠乏症はあまり受けるこ
とのない質問です。私なりにまとめま
すと、亜鉛欠乏症を思わせるような味
覚異常等の症状がある方で、亜鉛を測
ってみると、亜鉛が低い患者さんが多
い。補充すると、そういった症状が良
くなる。他の症状がない方でも高齢の
方で測ってみると、これもけっこうな
割合で低い。どうして高齢者では低い

のか。
　浅岡先生は順天堂東京江東高齢者医
療センターにお勤めで、高齢者のフレ
イルと亜鉛について精力的に研究を進
めています。高齢者の９割以上が亜鉛
低値というととても頻度が高いと思う
のですが、先生の臨床でもそのぐらい
多いのでしょうか。
　浅岡　我々の高齢者センターでは、
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もしシロスタゾールもだめとなります
と、EPA製剤などもありますが、これ
はいかがでしょうか。
　北川　非常に使いやすくて副作用が
少ないですし、動脈硬化予防という観
点で、日本ではJELIS試験があります
ので、エビデンスのある薬です。脂質
管理としてはベースにはエビデンスの
非常に高いスタチンが用いられますが、
スタチンを用いた上に、例えばエゼチ

ミブ、あるいはEPA製剤は両方ともし
っかりとRCTでエビデンスのある薬で
すので、こういった薬を上乗せするこ
とによってアテローム血栓症の予防、
特に質問にあった動脈硬化のプラーク
のあるような方のアテローム血栓症の
予防には、有効ではないかなと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科科長
浅　岡　大　介

（聞き手　池脇克則）

　亜鉛欠乏症についてご教示ください。
　当院では、口角炎、舌炎、味覚異常などに対して、亜鉛、ビタミンB12、葉酸、
フェリチンなどを適宜測定しておりますが、血清亜鉛低値となる患者さんが多
く、驚いています。実際に補充療法をすると咽頭の違和感などを含めた症状が
良くなり、食事なども改善して患者さんが元気になりますので欠乏「症」であ
ると認識していますが、念のため、採血などでも、特に高齢の方で採血した９
割以上で低値となっています。皆さん、肉や納豆も摂っているようなのですが、
加齢による吸収低下などがあるのでしょうか。ガイドラインを見ますと、日内
変動があるようですが、クリニックで早朝空腹時の採血は少し難しく、また、
一人の患者さんを調べたわけではありませんが、採血時間と亜鉛値をプロット
しても大きな変動はない印象です。採血の時間、条件、また最近は従来のポラ
プレジンクに加え新薬もあるようなので、使い分けなどご教示ください。
 ＜福島県開業医＞

亜鉛欠乏症

　池脇　亜鉛欠乏症はあまり受けるこ
とのない質問です。私なりにまとめま
すと、亜鉛欠乏症を思わせるような味
覚異常等の症状がある方で、亜鉛を測
ってみると、亜鉛が低い患者さんが多
い。補充すると、そういった症状が良
くなる。他の症状がない方でも高齢の
方で測ってみると、これもけっこうな
割合で低い。どうして高齢者では低い

のか。
　浅岡先生は順天堂東京江東高齢者医
療センターにお勤めで、高齢者のフレ
イルと亜鉛について精力的に研究を進
めています。高齢者の９割以上が亜鉛
低値というととても頻度が高いと思う
のですが、先生の臨床でもそのぐらい
多いのでしょうか。
　浅岡　我々の高齢者センターでは、
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症といわれているので、フレイルとオ
ーバーラップするような部分がありま
す。実際、当センターで300人ぐらい
の規模で、レトロスペクティブ研究で
検討したところ、フレイルの方とそう
でない方を比べると、フレイルの方で
亜鉛が低いという結果が出ています。
食欲低下とか元気がない、うつっぽい、
あるいは味がわからない、ごはんがお
いしくないという症状が最終的にはフ
レイル（虚弱）に結びつく可能性があ
ると感じています。
　池脇　そういう観点で患者さんを診
るのが大事だと思うのですが、元気が
ないとか食欲がないというのは高齢者
の場合にはけっこう多いので、なかな
かそれが亜鉛不足かどうかわからない
ですね。また、高齢者の味覚も一般的
にちょっと鈍くなりますよね。そうい
ったよくある訴えが、まず亜鉛を測っ
て最終的に亜鉛が関与しているのかど
うかわかると思うのですが、いわゆる
問診や診察レベルで、こういう観点で
みるといいというものはありますか。
　浅岡　まず味覚を通常の日常診療で
聞くことは、時間的にもなかなか難し
いと思います。味覚異常には質的と量
的な味覚異常の２つがあり、味が全然
わからないというのと、味が変に感じ
るという２種類の味覚異常を調査する
ため、VASスケールを用いて、定量的
に検討しました。実臨床で味覚異常の
有無を聞いている余裕はあまりないと

思います。一歩突っ込んで問診しない
と、味覚異常はなかなか日常診療でキ
ャッチできないと感じています。
　池脇　質問の後半は採血等々のこと
について聞かれています。正確には早
朝空腹時が望ましいと思うのですが、
なかなかそれも難しい状況です。亜鉛
には日内変動があるのでしょうか。
　浅岡　早朝空腹時と比べて、夕方で
は２割ぐらい下がるといわれています
が、なかなか患者さんもそのタイミン
グで受診できるとはかぎらないので、
変動幅を考慮したうえで測定すればい
いと思います。
　池脇　そういった情報と、亜鉛濃度
の２つで介入、治療になると思うので
すが、自覚症状がある方の場合とか、
あるいは濃度がこれ以下だったら自覚
症状があってもなくても介入するとか、
何か基準などはあるのでしょうか。
　浅岡　2017年に新しく承認された酢
酸亜鉛水和物は、保険診療範囲内で低
亜鉛血症に処方できる唯一の薬かと思
います。低亜鉛症状に対する治療はあ
まりないので、実際使える薬剤が出て
きたのは治療上、有用と考えます。
　ただ、適用もきちんと決まっていて、
ただ低ければ全員出すわけではなく、
味覚障害や食欲がないといった亜鉛欠
乏症状を満たして、かつ亜鉛値が80 
μg/dL未満を呈することが亜鉛補充療
法の対象になっていると思います。
　あと注意点としては、亜鉛を補充す

ほとんどの患者さんは高齢者ですが、
実際測ってみると９割以上の患者さん
で80という値を下回るような潜在性亜
鉛欠乏、亜鉛欠乏症の方は非常に多い
です。
　池脇　これは食事が要因なのか、あ
るいは年齢なのか。おそらく血中の亜
鉛を規定する因子がいろいろあると思
うのですが、亜鉛の濃度はどういうフ
ァクターで規定されているのでしょう
か。
　浅岡　そもそも世界的に見ると日本
人は比較的亜鉛欠乏の方が多いという
立ち位置にあります。摂取自体が日本
人はそもそも低いのもあるかと思うの
ですが、高齢者では特に消化吸収も非
高齢者に比べて落ちている。それが高
齢者で低亜鉛血症の方が多い理由と考
えています。
　池脇　確かに亜鉛を含む食品などを
見ると、例えばカキなど、おそらく日
本人は欧米の人に比べても摂っている
と思うのですが、それ以外は肉が多い
ですよね。そのあたりが影響している
のでしょうか。
　浅岡　カキ、レバーというのがイメ
ージだと思うのですが、カキもあたっ
たりすることを恐れてしまう人もいる
と思うので、そういう意味では摂りづ
らい食材なのかもしれません。
　池脇　そうすると、高齢者は特段偏
った食事をしていなくとも、ほぼ亜鉛
は低いと見てよいのでしょうか。

　浅岡　そうですね。年齢を経るにつ
れて亜鉛の平均濃度はだんだん下がる
というデータがありますし、先ほどの
消化吸収という点でも亜鉛を実際に測
定すると、高齢者は若い方に比べて、
低い方が非常に多いことはいえると思
います。
　池脇　先生が高齢者のフレイルと亜
鉛で注目されているのは、例えば亜鉛
が低くなることによって味覚がちょっ
とおかしい、あるいは食欲が低下する。
それがひいては筋力の低下につながる
といった仮説でやっておられるのです
か。
　浅岡　昨今、高齢者を取り巻く環境
もめまぐるしく変わっており、日本は
世界最長寿の国の一つだと思うのです
が、特に最近はフレイルとかサルコペ
ニアなどのカタカナ用語が非常に注目
されています。フレイルは日本語で虚
弱という言葉で置き換えられるかと思
うのですが、低栄養などの話がどうし
ても大事になってくると思います。味
覚はもちろん有名な低亜鉛血症の症状
かと思いますが、食欲がない、元気が
ないとか、いわゆる「それって年のせ
いじゃない？」という症状も低亜鉛血
症の症状であるといわれています。
　皮膚症状、味覚症状が一番クローズ
アップされていますが、実は免疫機能
に関係するとか、あるいは精神症状に
も関係するとか、いろいろな老年症状
に類似した症状を呈するのが低亜鉛血
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症といわれているので、フレイルとオ
ーバーラップするような部分がありま
す。実際、当センターで300人ぐらい
の規模で、レトロスペクティブ研究で
検討したところ、フレイルの方とそう
でない方を比べると、フレイルの方で
亜鉛が低いという結果が出ています。
食欲低下とか元気がない、うつっぽい、
あるいは味がわからない、ごはんがお
いしくないという症状が最終的にはフ
レイル（虚弱）に結びつく可能性があ
ると感じています。
　池脇　そういう観点で患者さんを診
るのが大事だと思うのですが、元気が
ないとか食欲がないというのは高齢者
の場合にはけっこう多いので、なかな
かそれが亜鉛不足かどうかわからない
ですね。また、高齢者の味覚も一般的
にちょっと鈍くなりますよね。そうい
ったよくある訴えが、まず亜鉛を測っ
て最終的に亜鉛が関与しているのかど
うかわかると思うのですが、いわゆる
問診や診察レベルで、こういう観点で
みるといいというものはありますか。
　浅岡　まず味覚を通常の日常診療で
聞くことは、時間的にもなかなか難し
いと思います。味覚異常には質的と量
的な味覚異常の２つがあり、味が全然
わからないというのと、味が変に感じ
るという２種類の味覚異常を調査する
ため、VASスケールを用いて、定量的
に検討しました。実臨床で味覚異常の
有無を聞いている余裕はあまりないと

思います。一歩突っ込んで問診しない
と、味覚異常はなかなか日常診療でキ
ャッチできないと感じています。
　池脇　質問の後半は採血等々のこと
について聞かれています。正確には早
朝空腹時が望ましいと思うのですが、
なかなかそれも難しい状況です。亜鉛
には日内変動があるのでしょうか。
　浅岡　早朝空腹時と比べて、夕方で
は２割ぐらい下がるといわれています
が、なかなか患者さんもそのタイミン
グで受診できるとはかぎらないので、
変動幅を考慮したうえで測定すればい
いと思います。
　池脇　そういった情報と、亜鉛濃度
の２つで介入、治療になると思うので
すが、自覚症状がある方の場合とか、
あるいは濃度がこれ以下だったら自覚
症状があってもなくても介入するとか、
何か基準などはあるのでしょうか。
　浅岡　2017年に新しく承認された酢
酸亜鉛水和物は、保険診療範囲内で低
亜鉛血症に処方できる唯一の薬かと思
います。低亜鉛症状に対する治療はあ
まりないので、実際使える薬剤が出て
きたのは治療上、有用と考えます。
　ただ、適用もきちんと決まっていて、
ただ低ければ全員出すわけではなく、
味覚障害や食欲がないといった亜鉛欠
乏症状を満たして、かつ亜鉛値が80 
μg/dL未満を呈することが亜鉛補充療
法の対象になっていると思います。
　あと注意点としては、亜鉛を補充す

ほとんどの患者さんは高齢者ですが、
実際測ってみると９割以上の患者さん
で80という値を下回るような潜在性亜
鉛欠乏、亜鉛欠乏症の方は非常に多い
です。
　池脇　これは食事が要因なのか、あ
るいは年齢なのか。おそらく血中の亜
鉛を規定する因子がいろいろあると思
うのですが、亜鉛の濃度はどういうフ
ァクターで規定されているのでしょう
か。
　浅岡　そもそも世界的に見ると日本
人は比較的亜鉛欠乏の方が多いという
立ち位置にあります。摂取自体が日本
人はそもそも低いのもあるかと思うの
ですが、高齢者では特に消化吸収も非
高齢者に比べて落ちている。それが高
齢者で低亜鉛血症の方が多い理由と考
えています。
　池脇　確かに亜鉛を含む食品などを
見ると、例えばカキなど、おそらく日
本人は欧米の人に比べても摂っている
と思うのですが、それ以外は肉が多い
ですよね。そのあたりが影響している
のでしょうか。
　浅岡　カキ、レバーというのがイメ
ージだと思うのですが、カキもあたっ
たりすることを恐れてしまう人もいる
と思うので、そういう意味では摂りづ
らい食材なのかもしれません。
　池脇　そうすると、高齢者は特段偏
った食事をしていなくとも、ほぼ亜鉛
は低いと見てよいのでしょうか。

　浅岡　そうですね。年齢を経るにつ
れて亜鉛の平均濃度はだんだん下がる
というデータがありますし、先ほどの
消化吸収という点でも亜鉛を実際に測
定すると、高齢者は若い方に比べて、
低い方が非常に多いことはいえると思
います。
　池脇　先生が高齢者のフレイルと亜
鉛で注目されているのは、例えば亜鉛
が低くなることによって味覚がちょっ
とおかしい、あるいは食欲が低下する。
それがひいては筋力の低下につながる
といった仮説でやっておられるのです
か。
　浅岡　昨今、高齢者を取り巻く環境
もめまぐるしく変わっており、日本は
世界最長寿の国の一つだと思うのです
が、特に最近はフレイルとかサルコペ
ニアなどのカタカナ用語が非常に注目
されています。フレイルは日本語で虚
弱という言葉で置き換えられるかと思
うのですが、低栄養などの話がどうし
ても大事になってくると思います。味
覚はもちろん有名な低亜鉛血症の症状
かと思いますが、食欲がない、元気が
ないとか、いわゆる「それって年のせ
いじゃない？」という症状も低亜鉛血
症の症状であるといわれています。
　皮膚症状、味覚症状が一番クローズ
アップされていますが、実は免疫機能
に関係するとか、あるいは精神症状に
も関係するとか、いろいろな老年症状
に類似した症状を呈するのが低亜鉛血
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れば銅は相対的に下がる傾向があるの
で、亜鉛製剤を投与している間はたま
に銅もモニタリングするのは大事です。
知らぬ間に低銅血症をきたすことがあ
るので、亜鉛を継続投与している場合
は注意しなければいけない点だと考え
ます。
　池脇　皆さんではないにしても、亜
鉛を投与することによってとても外向
きになって元気になられる患者さんが
いらっしゃると聞きますね。
　浅岡　味覚ばかり注目がいってしま
うのですが、例えば外にあまり出なか
った人が、実は亜鉛がかなり低い方で、
投与したら元気が出て散歩ができるよ
うになった。なかなか言葉で表現しづ

らい改善症状も見られます。また、電
話に出るスピードが早くなったとか、
家族が見て喜ばれるような症状改善を
感じるケースもあると思います。
　ただ、低亜鉛血症の方の味覚が全員
落ちているかというと、そういうわけ
ではなくて、低亜鉛血症の中でも１～ 
２割ぐらいが実際に味覚が本当に落ち
ているのが現状です。体重が減って元
気がないとか、いろいろな症状を鑑み
て、亜鉛欠乏を疑い、亜鉛が低い場合
は投与して、その効果を見る価値はあ
ると考えています。
　池脇　亜鉛の重要性、特に高齢者に
対する重要性がよくわかりました。あ
りがとうございました。

　高齢者（65歳以上）の不眠症は多いようです。前行動などでの不眠症改善方
法についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

高齢者の不眠症

　池田　栗山先生、まず不眠症という
のは正式な病名なのでしょうか。
　栗山　不眠症というのは正式な病名
です。一般的には睡眠障害と呼ばれる
ことも多いですが、睡眠障害というと、
睡眠時無呼吸症や過眠症など、いろい
ろな病気が入ってきてしまいますので、
眠れないという悩みの場合は不眠症と
いう名称を使ってよいと思います。
　池田　寝られないというのはすごく
自覚的な感じで、他人の評価が難しい
と思うのですが、この定義というのは
実際あるのでしょうか。
　栗山　不眠症の定義には重要なポイ
ントが３つあります。１つ目は寝つき
がよくない、うまく眠りにつけないと
いう悩み。２つ目は中途覚醒といいま
して、途中で何度も目が覚めてしまう。
そして３つ目が早朝覚醒で朝早く目が

覚めてしまう。この３つが不眠症の主
徴、主要な徴候だといわれています。
　池田　なかなかそれも自覚的な感じ
がするのですが、例えば寝つきが悪い
というのはどのような感じをイメージ
しているのでしょうか。
　栗山　床に入ってから長い時間、眠
りにうまくつけないという悩みをもっ
て入眠困難、寝つきが悪いという定義
になっていますが、これは客観的な、
例えば何時間寝つけないと入眠困難だ
という定義はないのです。
　池田　ないということは、患者さん
が訴えた時点での判断になるのでしょ
うか。
　栗山　はい。不眠の主徴になります。
ただし、不眠症という病名がつくため
には、もう１点考慮しなければいけな
いことがあります。翌日以降、昼間の

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
睡眠・覚醒障害研究部部長

栗　山　健　一
（聞き手　池田志斈）
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れば銅は相対的に下がる傾向があるの
で、亜鉛製剤を投与している間はたま
に銅もモニタリングするのは大事です。
知らぬ間に低銅血症をきたすことがあ
るので、亜鉛を継続投与している場合
は注意しなければいけない点だと考え
ます。
　池脇　皆さんではないにしても、亜
鉛を投与することによってとても外向
きになって元気になられる患者さんが
いらっしゃると聞きますね。
　浅岡　味覚ばかり注目がいってしま
うのですが、例えば外にあまり出なか
った人が、実は亜鉛がかなり低い方で、
投与したら元気が出て散歩ができるよ
うになった。なかなか言葉で表現しづ

らい改善症状も見られます。また、電
話に出るスピードが早くなったとか、
家族が見て喜ばれるような症状改善を
感じるケースもあると思います。
　ただ、低亜鉛血症の方の味覚が全員
落ちているかというと、そういうわけ
ではなくて、低亜鉛血症の中でも１～ 
２割ぐらいが実際に味覚が本当に落ち
ているのが現状です。体重が減って元
気がないとか、いろいろな症状を鑑み
て、亜鉛欠乏を疑い、亜鉛が低い場合
は投与して、その効果を見る価値はあ
ると考えています。
　池脇　亜鉛の重要性、特に高齢者に
対する重要性がよくわかりました。あ
りがとうございました。

　高齢者（65歳以上）の不眠症は多いようです。前行動などでの不眠症改善方
法についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

高齢者の不眠症

　池田　栗山先生、まず不眠症という
のは正式な病名なのでしょうか。
　栗山　不眠症というのは正式な病名
です。一般的には睡眠障害と呼ばれる
ことも多いですが、睡眠障害というと、
睡眠時無呼吸症や過眠症など、いろい
ろな病気が入ってきてしまいますので、
眠れないという悩みの場合は不眠症と
いう名称を使ってよいと思います。
　池田　寝られないというのはすごく
自覚的な感じで、他人の評価が難しい
と思うのですが、この定義というのは
実際あるのでしょうか。
　栗山　不眠症の定義には重要なポイ
ントが３つあります。１つ目は寝つき
がよくない、うまく眠りにつけないと
いう悩み。２つ目は中途覚醒といいま
して、途中で何度も目が覚めてしまう。
そして３つ目が早朝覚醒で朝早く目が

覚めてしまう。この３つが不眠症の主
徴、主要な徴候だといわれています。
　池田　なかなかそれも自覚的な感じ
がするのですが、例えば寝つきが悪い
というのはどのような感じをイメージ
しているのでしょうか。
　栗山　床に入ってから長い時間、眠
りにうまくつけないという悩みをもっ
て入眠困難、寝つきが悪いという定義
になっていますが、これは客観的な、
例えば何時間寝つけないと入眠困難だ
という定義はないのです。
　池田　ないということは、患者さん
が訴えた時点での判断になるのでしょ
うか。
　栗山　はい。不眠の主徴になります。
ただし、不眠症という病名がつくため
には、もう１点考慮しなければいけな
いことがあります。翌日以降、昼間の

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所
睡眠・覚醒障害研究部部長

栗　山　健　一
（聞き手　池田志斈）
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な定義はなくて、あくまで患者さんが
早く目が覚めてしまうと言ったら、早
朝覚醒ととらえてもさしつかえないと
いうのが現状です。
　池田　家庭環境とか個人差がだいぶ
あるような気がしますね。
　栗山　おそらく高齢の方の早朝覚醒
に関しては、若いときほど長く寝てい
られないことが背景にある場合が多い
と思います。一緒に住んでいる方より
も極端に早く目覚めてしまうといった
ことが、症状を訴えるきっかけになる
と思います。
　池田　そういったことがあって不眠
症の診断がつくのですけれども、質問
にもありますが、なぜそういった症状
になるかを踏まえ、薬物療法以外の治
療法はないのかという質問だと思いま
す。原因と、それに対する対処にはど
のようなものがあるのでしょうか。
　栗山　不眠症を診る上では２つ押さ
えておかなければいけないポイントが
あります。１つ目はいわゆる不安感で
す。眠れないことに対する不安感も含
め、何らかのそういった心理的なスト
レスがあると不眠という症状が出てき
やすいということ。もうひとつは適切
な睡眠環境、睡眠習慣を持っているか
どうか、この２つのポイントが合わさ
って、不眠症状は出てきやすいのです。
　池田　いわゆるストレスを感じてい
て緊張している感じと、自分にとって
はいいだろうと思っている睡眠に関す

る行動があだになっているということ
でしょうか。
　栗山　いわゆるストレスを感じたと
きに脳が過覚醒状態になってくると、
眠りの準備がうまくいかない状況にも
なりますし、そもそも眠るために適切
な環境がないと眠りがうまくとれない
状況になるのです。
　池田　先生が患者さんを診察されて、
ああ、この人はストレスがあって過覚
醒の状態になっているなというとき、
どういった話からどういった行動の変
容を指導されるのでしょうか。
　栗山　ストレスの原因が何なのかを
しっかりと聴取して、それに対処する
のが基本になると思います。不眠症の
方は、眠れないこと自体にストレスを
感じていますので、そこに関して一緒
に対策を立てていくという診療の流れ
です。
　池田　睡眠習慣がおかしくなるとは、
具体的にどのようなことなのでしょう
か。
　栗山　もともと不適切な睡眠習慣を
持っている方ももちろんいるのですが、
不眠を訴える方の中には、眠れないと
いう悩みが出てきてから、かえって睡
眠に悪い習慣を作ってしまうケースが
多いのです。例えば、寝酒習慣や、寝
るためにリラックスしようとテレビを
つけっぱなしで寝たり、こういったこ
とがかえって眠りを悪くしているケー
スはよくあります。

活動に何らかの支障が出てくることが
ないと、厳密には不眠症という診断に
ならないのです。
　池田　どのようなことが問題になる
のでしょうか。
　栗山　よくあるパターンは、昼間、
頭がぼうっとしてしまう。いわゆる不
眠によって、必要な睡眠時間が十分取
れていないことによる支障があるかど
うかが聴取の一番のポイントになりま
す。
　池田　それも合わせて不眠症の診断
ということですね。
　栗山　そうです。どうしても眠りに
フォーカスしてしまうのですが、実態
として翌日に大きな影響がないようで
あれば、不眠と考える必要はないだろ
うというのが国際的な睡眠障害診断基
準における不眠症の考え方です。
　池田　我々はどうも寝るときのこと
しか考えていなかったのですね。あと、
次の中途覚醒ですけれども、高齢者で
すと、トイレに行ったりして、何回も
起きてしまうこととの見極めはどうす
るのでしょうか。
　栗山　非常に重要なポイントです。
お手洗いに何度も起きてしまうのは加
齢の影響で、泌尿器科的によく出てく
る徴候です。不眠症かどうかを見極め
るポイントとしては、目が覚めてお手
洗いに行った後にすぐにまた寝つける
かどうか、これが一番のポイントにな
ります。

　池田　睡眠が問題になるということ
は、その都度また寝られなくなるとい
うことなのでしょうか。
　栗山　そうですね。再度寝つくのに
相当時間がかかる、苦労する、そうい
った思いが出てくると不眠の徴候であ
ると考えてよいと思います。
　池田　逆に夜、尿に行く回数が増え
れば増えるほど寝られなくなるので、
患者さんにはすごくストレスになりま
すね。
　栗山　そうですね。そのストレスを
どれだけ感じているのかが、おそらく
我々のところに相談に来るポイントに
なると思います。
　池田　何回も起きてトイレに行って
もすぐ寝られる患者さんも心配になっ
て先生のところに来られるのですね。
　栗山　はい。実際にどれだけストレ
スを感じているのかを厳密に聴取する
のも重要で、再度寝つけないから苦痛
であるのか、それとも何度も起きてし
まうことによって、その後、健康に何
か影響が出るのではないかという不安
感、どちらが主体なのかをしっかり聞
く必要があります。
　池田　そういう目で見なければいけ
ないのですね。あと、早朝覚醒ですが、
これも人によっては、長く寝ているけ
れども感じている方もいらっしゃいま
すよね。これはどういった目安がある
のでしょうか。
　栗山　これに関しても厳密に客観的
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な定義はなくて、あくまで患者さんが
早く目が覚めてしまうと言ったら、早
朝覚醒ととらえてもさしつかえないと
いうのが現状です。
　池田　家庭環境とか個人差がだいぶ
あるような気がしますね。
　栗山　おそらく高齢の方の早朝覚醒
に関しては、若いときほど長く寝てい
られないことが背景にある場合が多い
と思います。一緒に住んでいる方より
も極端に早く目覚めてしまうといった
ことが、症状を訴えるきっかけになる
と思います。
　池田　そういったことがあって不眠
症の診断がつくのですけれども、質問
にもありますが、なぜそういった症状
になるかを踏まえ、薬物療法以外の治
療法はないのかという質問だと思いま
す。原因と、それに対する対処にはど
のようなものがあるのでしょうか。
　栗山　不眠症を診る上では２つ押さ
えておかなければいけないポイントが
あります。１つ目はいわゆる不安感で
す。眠れないことに対する不安感も含
め、何らかのそういった心理的なスト
レスがあると不眠という症状が出てき
やすいということ。もうひとつは適切
な睡眠環境、睡眠習慣を持っているか
どうか、この２つのポイントが合わさ
って、不眠症状は出てきやすいのです。
　池田　いわゆるストレスを感じてい
て緊張している感じと、自分にとって
はいいだろうと思っている睡眠に関す

る行動があだになっているということ
でしょうか。
　栗山　いわゆるストレスを感じたと
きに脳が過覚醒状態になってくると、
眠りの準備がうまくいかない状況にも
なりますし、そもそも眠るために適切
な環境がないと眠りがうまくとれない
状況になるのです。
　池田　先生が患者さんを診察されて、
ああ、この人はストレスがあって過覚
醒の状態になっているなというとき、
どういった話からどういった行動の変
容を指導されるのでしょうか。
　栗山　ストレスの原因が何なのかを
しっかりと聴取して、それに対処する
のが基本になると思います。不眠症の
方は、眠れないこと自体にストレスを
感じていますので、そこに関して一緒
に対策を立てていくという診療の流れ
です。
　池田　睡眠習慣がおかしくなるとは、
具体的にどのようなことなのでしょう
か。
　栗山　もともと不適切な睡眠習慣を
持っている方ももちろんいるのですが、
不眠を訴える方の中には、眠れないと
いう悩みが出てきてから、かえって睡
眠に悪い習慣を作ってしまうケースが
多いのです。例えば、寝酒習慣や、寝
るためにリラックスしようとテレビを
つけっぱなしで寝たり、こういったこ
とがかえって眠りを悪くしているケー
スはよくあります。

活動に何らかの支障が出てくることが
ないと、厳密には不眠症という診断に
ならないのです。
　池田　どのようなことが問題になる
のでしょうか。
　栗山　よくあるパターンは、昼間、
頭がぼうっとしてしまう。いわゆる不
眠によって、必要な睡眠時間が十分取
れていないことによる支障があるかど
うかが聴取の一番のポイントになりま
す。
　池田　それも合わせて不眠症の診断
ということですね。
　栗山　そうです。どうしても眠りに
フォーカスしてしまうのですが、実態
として翌日に大きな影響がないようで
あれば、不眠と考える必要はないだろ
うというのが国際的な睡眠障害診断基
準における不眠症の考え方です。
　池田　我々はどうも寝るときのこと
しか考えていなかったのですね。あと、
次の中途覚醒ですけれども、高齢者で
すと、トイレに行ったりして、何回も
起きてしまうこととの見極めはどうす
るのでしょうか。
　栗山　非常に重要なポイントです。
お手洗いに何度も起きてしまうのは加
齢の影響で、泌尿器科的によく出てく
る徴候です。不眠症かどうかを見極め
るポイントとしては、目が覚めてお手
洗いに行った後にすぐにまた寝つける
かどうか、これが一番のポイントにな
ります。

　池田　睡眠が問題になるということ
は、その都度また寝られなくなるとい
うことなのでしょうか。
　栗山　そうですね。再度寝つくのに
相当時間がかかる、苦労する、そうい
った思いが出てくると不眠の徴候であ
ると考えてよいと思います。
　池田　逆に夜、尿に行く回数が増え
れば増えるほど寝られなくなるので、
患者さんにはすごくストレスになりま
すね。
　栗山　そうですね。そのストレスを
どれだけ感じているのかが、おそらく
我々のところに相談に来るポイントに
なると思います。
　池田　何回も起きてトイレに行って
もすぐ寝られる患者さんも心配になっ
て先生のところに来られるのですね。
　栗山　はい。実際にどれだけストレ
スを感じているのかを厳密に聴取する
のも重要で、再度寝つけないから苦痛
であるのか、それとも何度も起きてし
まうことによって、その後、健康に何
か影響が出るのではないかという不安
感、どちらが主体なのかをしっかり聞
く必要があります。
　池田　そういう目で見なければいけ
ないのですね。あと、早朝覚醒ですが、
これも人によっては、長く寝ているけ
れども感じている方もいらっしゃいま
すよね。これはどういった目安がある
のでしょうか。
　栗山　これに関しても厳密に客観的
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す。しかし、65歳を超えてくると、皆
さん、リタイアされる年代ですので、
眠る時間は若い頃よりも長くとれ、し
っかり寝ようと思って、長い時間、床
の中にいるという現象が出てきます。
すると、睡眠習慣は、実は悪くなって
しまうのです。
　池田　現役のときに近いとは言わな
いけれども、きちんと体を動かして、

ベッドに入る時間をなるべく６時間ぐ
らいか、それより短くするということ
でしょうか。
　栗山　おっしゃるとおりです。その
ように指導するだけで、患者さんはほ
とんど薬を使わずに、寝つきがよくな
った、熟睡感が出た、といいます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　よかれと思って、逆になって
しまっているのですね。
　栗山　そうですね。
　池田　あと、よく睡眠と入浴の関係
がいわれていますが、よく寝るための
入浴とは、どのようなものなのでしょ
うか。
　栗山　高齢の方で多いのは、寝る直
前に熱いお湯に入っている方なのです
が、熱いお湯につかるとかえって覚醒
度が高まってしまいます。ぬるめのお
湯にゆったりと、ちょっと長めに20～ 
30分入っていただくと、リラックスし
て寝つきの準備が整うといわれていま
す。
　池田　あと、光の問題ですが、これ
はどのように指導されるのでしょうか。
　栗山　ご指摘のとおり、寝る前にあ
まり明るい環境にあると、寝つくため
には不適切な環境と言えます。ですの
で、夕方以降、比較的暗めの環境にい
ていただくことが重要と思います。
　池田　よく皆さん、携帯を操作され
ていますよね。
　栗山　夜寝る前、特に床に入ってか
らスマートフォンを使用されるのはよ
く聞きますが、これは脳を覚醒させる
作用と、眠りを準備するためのメラト
ニンというホルモンの分泌タイミング
を遅らせる作用があるのです。
　池田　メラトニンの分泌というのは
どのようにして正常化していくのでし
ょうか。

　栗山　メラトニンホルモンというの
は、24時間周期で分泌度が高まって下
がってを繰り返しています。朝起きた
ときに強い光、太陽光に準じるような
光を浴びることで、約14時間後ぐらい
から分泌が高まってくるというサイク
ルを作っています。ですので、朝起き
たときにしっかり光を浴びる。寝る前
は比較的暗いところで過ごしていただ
く。これがメラトニンの分泌サイクル
を保つ上で非常に重要です。
　池田　この前行動は朝から始まって
いるのですね。
　栗山　はい。
　池田　このように患者さんとお話し
し指導されているとのことですが、実
際、先生はどのように薬物療法をされ
ているのでしょうか。
　栗山　非常に重要なポイントかと思
います。実は私の診察場面では、特に
高齢の方に関しては、ほとんど薬を使
うケースはないと言っても過言ではな
いのです。
　池田　では、こういった背景を把握
して、それぞれの患者さんのストレス
を解消して睡眠習慣を改善することで、
だいたいいけるのでしょうか。
　栗山　はい。もう一つ大きなポイン
トがあります。これは睡眠のメカニズ
ムと関連するのですが、睡眠というの
は加齢に伴って睡眠時間が減っていき
ます。65歳を超えると、平均６時間を
切ると現在出ているデータからいえま
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を保つ上で非常に重要です。
　池田　この前行動は朝から始まって
いるのですね。
　栗山　はい。
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し指導されているとのことですが、実
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高齢の方に関しては、ほとんど薬を使
うケースはないと言っても過言ではな
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慈愛病院小児科
稲　毛　康　司

（聞き手　池田志斈）

　組織球性壊死性リンパ節炎についてご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

組織球性壊死性リンパ節炎

　池田　組織球性壊死性リンパ節炎、
別名菊池病というのでしょうか、あま
り聞き慣れない病気なのですが、これ
はどういう病気なのでしょうか。
　稲毛　組織球性壊死性リンパ節炎と
いう病理診断的な病名で、これは福岡
大学病理学の菊池昌弘先生が1970年代
の前半に発表された病気です。この病
気の大きな意義というのは、この病名、
疾患が確立されていないときは、意外
と悪性リンパ腫という診断のもとで化
学療法をされた方が多くいらっしゃっ
たようですが、病理組織標本を後から
見直してみると、これは悪性ではない
ということで、化学療法をしないでも
診ていける病気という疾患単位を確立
したことがブレークスルーだったと思
うのです。
　池田　リンパ腫と間違えられて過剰
治療になったのですね。

　稲毛　そうなのです。その当時、前
任地で菊池先生が病理所見とカルテ所
見を突き合わせてそういうことがわか
ったそうです。
　池田　名前に組織球性壊死性リンパ
節炎と書いてあるのですが、病理では
どのような所見になるのでしょうか。
　稲毛　頸部のリンパ節を生検すると、
リンパ節の傍皮質領域に凝固壊死像が
あり、乾酪壊死ではありません。この
中には好中球はほとんどなくて、リン
パ球や組織球がみられるのですが、そ
れらがアポトーシスを起こして、核の
崩壊産物といういわゆるnuclear debris
と呼ばれる所見を見るという、この典
型的な所見から病理診断に至ります
（図１）。
　池田　病理の所見が表に出ている病
名がこの組織球性壊死性リンパ節炎と
いうことですね。

　稲毛　そういうことですね。病理診
断からきていると思います。ただ、海
外へ報告をするとか、海外からの論文
では明らかにこれは菊池病が当たり前
というか、菊池病と呼ぶだけで通じる
のが一般的です。国内では組織球性壊
死性リンパ節炎とか亜急性壊死性リン
パ節炎という流れで言っていますが、
菊池病がポピュラーにはなっています。
　池田　疫学といいますか、どのよう
な人種で多いのでしょうか。
　稲毛　これはアジア人、特に日本人、
それから台湾の方、韓国の方がかなり
メジャーです。白人では非常に珍しい
ので、欧米では１例見ても「これは珍
しい」で症例報告されることもあると
いう状況です。
　池田　人種差がかなりあるというこ
とですね。
　稲毛　ありますね。
　池田　あと男女差もあるのでしょう
か。
　稲毛　一言で言うと、若い女性に見
られる。20代、30代の女性に多いとい
われています。男性の２倍くらいでし
ょうか。
　池田　原因はわかっているのでしょ
うか。
　稲毛　それが全然わかっていない病
気です。原因ということで、いろいろ
な感染症が疑われて、微生物が調べら
れましたが、どれも否定的です。少し
挙げると、伝染性紅斑の原因であるパ

ルボウイルスB19、トキソプラズマ、
EBウイルス、ヘルペスウイルスの６
型、８型も候補に挙がりましたが、み
な否定的です。
　当然結核も否定され、では何がとい
うと、一番疑いやすいのがSLEのルー
プスリンパ節炎（lupus lymphadenitis）
というのがあります。いわゆる菊池病
と思っていた人がSLEに移行するとい
うことがあるので、そういう自己免疫
的なものも何か関係しているといわれ
ています。可能性がどれだけあるのか
は、ちょっとわかりませんが。
　池田　確かに若い女性ということで、
リンパ節、そしていわゆる不明熱です
よね。
　稲毛　そうです。しかも、白血球数
も少なめです。3,000ぐらいで、CRPも

図１

傍皮質領域の凝固壊死像であり、リンパ
球や組織球にnuclear debrisと呼ばれる核
崩壊産物が見られる（腋窩リンパ節）。
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　池田　人種差がかなりあるというこ
とですね。
　稲毛　ありますね。
　池田　あと男女差もあるのでしょう
か。
　稲毛　一言で言うと、若い女性に見
られる。20代、30代の女性に多いとい
われています。男性の２倍くらいでし
ょうか。
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陰性ないし弱陽性ということで、SLE
っぽいのではないかという疑いはある
ようです。
　池田　実際に菊池病かなと思ってい
る方からエリテマトーデスになる方が
いるのですね。
　稲毛　はい。それは注意して経過を
みたほうがいいといわれています。
　池田　おそらく症状を中心とした診
断になっていると思うのですが、どの
ような症状になるのでしょか。
　稲毛　まず38℃以上の長引く発熱で、
この発熱も持続して３週間くらいずっ
と熱が続くという、稽留熱です。それ
から、先ほどから申し上げていますが、
頸部のリンパ節がるいるいと腫れる。
また、触ると痛い（有痛性）。ただ、こ
れは医師が他覚的に診断するので、自
覚症状としてはなかなかそこまでは訴
えないかと思います。それから、熱が
出て１週間ほど経ったあたりで、淡い
風疹様の発疹が出る方もいます。発疹
が出ない方もいるのですが、半数ぐら
いにはあると思います。注意深く診察
をすると見逃さないと思います。あと、
部位が違いますが、腸管のリンパ節に
病変があり、腹痛を訴える方がいます。
ただ、特徴的なこの症状だからこの病
気を疑うものはないというところです。
やはり、長引く発熱でしょうか。
　池田　簡単に言いますと、除外診断
の中で残ったものということですか。
　稲毛　おっしゃるとおりです。

　池田　臨床検査で診断ということに
なるのですが、先ほどリンパ球が下が
ってくるとか、白血球数が上がらない
とのことでした。何かこれで診断がつ
くというものはあるのでしょうか。
　稲毛　正直いって、ないのです。結
局は疑ったら生検で病理組織を見るし
かないということです。ただ、自分が
経験した症例の検査値を振り返ってみ
たところ、アルカリフォスファターゼ、
いわゆる肝胆道系の疾患で上昇するア
ルカリフォスファターゼが意外と下が
ってしまうのです。そして回復すると
上がってくる。原因はよくわからない
のですが、非常に特徴的な所見を呈し
ます。
　池田　これが少し診断の根拠になる
かというぐらいですね。特に先生の領
域の小児科領域はリンパ節を取ること
は難しいですよね。
　稲毛　そうなのです。特に頸部は外
科の先生にお願いしても、いろいろ重
要な組織、臓器があるところですから、
鎮静が保たれないと危険なので、全身
麻酔になるとか、学童期以降、思春期
になると、局所麻酔でお願いすること
もあるのですが、なかなか難しいのが
実際です。
　ですので、例えば超音波検査の画像
では頸部に数珠状に、幾つものリンパ
節がるいるいと並んでみられることや
（図２）、あとはCTを見るとリンパ節
の周辺が low densityに写ります。例え

ば、膿瘍、アブセス（abscess）のよう
な場合には造影をすると辺縁が白く写
るわけですが、そこが、なかなかエン
ハンスをしても写らないのがこの菊池
病の特徴という方もいます。しかしこ
れはいわゆる特異的とまではちょっと
言えないところがあります。こういう
ような所見もいろいろと言われてはい
ますが、なかなか、難しいと思います。
　画像では、例えばFDG-PET/CT検
査も非常にいいというところはあるの
ですが、この残念なところは悪性リン
パ腫との鑑別ができないところがある
ため、なかなかこれが「最後の切り札」
とは言えません。
　池田　なかなか難しいですね。鑑別
をしていって、最後に菊池病が残って
治療的診断がされるのでしょうか。
　稲毛　そうです。治療的診断という
のは、ステロイドが非常によく効きま
す。熱が劇的に下がってくれます。で
すので、画像診断とか病理診断ができ
ないような場合でも、例えば、穿刺吸
引細胞診をして、クラスが低いことを
確認し、悪性ではないこと、それから
除外診断もしっかりした上でステロイ
ドで診断的治療を行ってみると、明ら
かに熱が下がってくれます。それでよ
くなってしまうのが実際だと思います。
　池田　治療的診断が効果があって、
熱も下がって、リンパ節腫大もなくな
りますよね。その後、ステロイドを減
量、中止した場合は、どのような経過

になっていくのでしょうか。
　稲毛　おおむねステロイドは２週間
ぐらい使いますが、１～２㎎/㎏/日ぐ
らい、30㎎/日ぐらいからスタートし
ていいと思います。２週間後から減量
をして、それでだいたいはよいのです
が、再発が嫌なので、血液検査、リン
パ節所見を見つつ、丁寧にステロイド
を減量します。ステロイド減量中は注
意深く検査、触診、それから発熱があ
るかを確認しつつ治療を終えます。実
際に自分が経験した患者さんの中でも、
減量中ではありませんが、半年ぐらい
でまた再発するとか、４回ほど再発す
る方もいました。
　池田　なかなか難しいですね、中に
は本当にSLEに移っている方もいるで
しょうし、場合によっては他の疾患に
移る可能性もあるのですね。

図２　頸部超音波検査所見

頸部リンパ節が境界明瞭かつ均一な数珠
状に描出される（白矢印がリンパ節）。
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陰性ないし弱陽性ということで、SLE
っぽいのではないかという疑いはある
ようです。
　池田　実際に菊池病かなと思ってい
る方からエリテマトーデスになる方が
いるのですね。
　稲毛　はい。それは注意して経過を
みたほうがいいといわれています。
　池田　おそらく症状を中心とした診
断になっていると思うのですが、どの
ような症状になるのでしょか。
　稲毛　まず38℃以上の長引く発熱で、
この発熱も持続して３週間くらいずっ
と熱が続くという、稽留熱です。それ
から、先ほどから申し上げていますが、
頸部のリンパ節がるいるいと腫れる。
また、触ると痛い（有痛性）。ただ、こ
れは医師が他覚的に診断するので、自
覚症状としてはなかなかそこまでは訴
えないかと思います。それから、熱が
出て１週間ほど経ったあたりで、淡い
風疹様の発疹が出る方もいます。発疹
が出ない方もいるのですが、半数ぐら
いにはあると思います。注意深く診察
をすると見逃さないと思います。あと、
部位が違いますが、腸管のリンパ節に
病変があり、腹痛を訴える方がいます。
ただ、特徴的なこの症状だからこの病
気を疑うものはないというところです。
やはり、長引く発熱でしょうか。
　池田　簡単に言いますと、除外診断
の中で残ったものということですか。
　稲毛　おっしゃるとおりです。

　池田　臨床検査で診断ということに
なるのですが、先ほどリンパ球が下が
ってくるとか、白血球数が上がらない
とのことでした。何かこれで診断がつ
くというものはあるのでしょうか。
　稲毛　正直いって、ないのです。結
局は疑ったら生検で病理組織を見るし
かないということです。ただ、自分が
経験した症例の検査値を振り返ってみ
たところ、アルカリフォスファターゼ、
いわゆる肝胆道系の疾患で上昇するア
ルカリフォスファターゼが意外と下が
ってしまうのです。そして回復すると
上がってくる。原因はよくわからない
のですが、非常に特徴的な所見を呈し
ます。
　池田　これが少し診断の根拠になる
かというぐらいですね。特に先生の領
域の小児科領域はリンパ節を取ること
は難しいですよね。
　稲毛　そうなのです。特に頸部は外
科の先生にお願いしても、いろいろ重
要な組織、臓器があるところですから、
鎮静が保たれないと危険なので、全身
麻酔になるとか、学童期以降、思春期
になると、局所麻酔でお願いすること
もあるのですが、なかなか難しいのが
実際です。
　ですので、例えば超音波検査の画像
では頸部に数珠状に、幾つものリンパ
節がるいるいと並んでみられることや
（図２）、あとはCTを見るとリンパ節
の周辺が low densityに写ります。例え

ば、膿瘍、アブセス（abscess）のよう
な場合には造影をすると辺縁が白く写
るわけですが、そこが、なかなかエン
ハンスをしても写らないのがこの菊池
病の特徴という方もいます。しかしこ
れはいわゆる特異的とまではちょっと
言えないところがあります。こういう
ような所見もいろいろと言われてはい
ますが、なかなか、難しいと思います。
　画像では、例えばFDG-PET/CT検
査も非常にいいというところはあるの
ですが、この残念なところは悪性リン
パ腫との鑑別ができないところがある
ため、なかなかこれが「最後の切り札」
とは言えません。
　池田　なかなか難しいですね。鑑別
をしていって、最後に菊池病が残って
治療的診断がされるのでしょうか。
　稲毛　そうです。治療的診断という
のは、ステロイドが非常によく効きま
す。熱が劇的に下がってくれます。で
すので、画像診断とか病理診断ができ
ないような場合でも、例えば、穿刺吸
引細胞診をして、クラスが低いことを
確認し、悪性ではないこと、それから
除外診断もしっかりした上でステロイ
ドで診断的治療を行ってみると、明ら
かに熱が下がってくれます。それでよ
くなってしまうのが実際だと思います。
　池田　治療的診断が効果があって、
熱も下がって、リンパ節腫大もなくな
りますよね。その後、ステロイドを減
量、中止した場合は、どのような経過

になっていくのでしょうか。
　稲毛　おおむねステロイドは２週間
ぐらい使いますが、１～２㎎/㎏/日ぐ
らい、30㎎/日ぐらいからスタートし
ていいと思います。２週間後から減量
をして、それでだいたいはよいのです
が、再発が嫌なので、血液検査、リン
パ節所見を見つつ、丁寧にステロイド
を減量します。ステロイド減量中は注
意深く検査、触診、それから発熱があ
るかを確認しつつ治療を終えます。実
際に自分が経験した患者さんの中でも、
減量中ではありませんが、半年ぐらい
でまた再発するとか、４回ほど再発す
る方もいました。
　池田　なかなか難しいですね、中に
は本当にSLEに移っている方もいるで
しょうし、場合によっては他の疾患に
移る可能性もあるのですね。

図２　頸部超音波検査所見

頸部リンパ節が境界明瞭かつ均一な数珠
状に描出される（白矢印がリンパ節）。
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　稲毛　丁寧に見ないで、そこで終わ
ってしまうのはちょっと怖いですね。
　池田　私、実は菊池病を経験したこ
とがあるのです。すごく簡単に治って
しまうので、完全に良性の病気かと思

っていたのですが、やはり慎重なフォ
ローアップが必要ですね。
　稲毛　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　ありがとうございました。

東邦大学医療センター大橋病院小児科教授
清　水　教　一

（聞き手　山内俊一）

　ウイルソン病のマススクリーニングについてご教示ください。
　ウイルソン病は３万～３万5,000人に１人の頻度と先天性代謝異常症として
はわりあい頻度が高く、早期発見して早期治療すれば全く普通の生活ができる
ためマススクリーニングの非常によい適応疾患と考えます。事実、20年ほど前
に３歳時検尿の尿中セルロプラスミンを測定してマススクリーニングをしよう
という試みもあり、それで２人も発見したという報告もありました。しかし、
その後全く進展していません。これは何が問題で進展していないのでしょうか。
代謝病専門医はウイルソン病のマススクリーニングは必要ないと考えているの
でしょうか。
 ＜埼玉県開業医＞

ウイルソン病のマススクリーニング

　山内　清水先生、ウイルソン病です
が、私どもは国家試験以来、ほとんど
お目にかからないですが、比較的多い
疾患なのですね。何歳ぐらいの頃に発
見されることが多い病気なのでしょう
か。
　清水　比較的幅広い年代で見つかる
ことが多い病気ではありますが、発症
のピークは10歳前後で小児科にかかる
年齢で見つかることが多い病気です。
ただ、成人になって何らかの症状、特
に神経症状、精神症状等が出て見つか

る患者さんもいます。
　山内　未発症のまま成人までくると
考えてよいのですね。
　清水　そういう方もいます。
　山内　ほぼ全例、遺伝性と考えてよ
いのでしょうか。
　清水　はい、遺伝子異常に基づく病
気です。
　山内　成人になりますと、どういっ
たことがきっかけで判明することが多
いのでしょうか。
　清水　一つは、今まで肝障害があっ
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　稲毛　丁寧に見ないで、そこで終わ
ってしまうのはちょっと怖いですね。
　池田　私、実は菊池病を経験したこ
とがあるのです。すごく簡単に治って
しまうので、完全に良性の病気かと思

っていたのですが、やはり慎重なフォ
ローアップが必要ですね。
　稲毛　おっしゃるとおりだと思いま
す。
　池田　ありがとうございました。

東邦大学医療センター大橋病院小児科教授
清　水　教　一

（聞き手　山内俊一）

　ウイルソン病のマススクリーニングについてご教示ください。
　ウイルソン病は３万～３万5,000人に１人の頻度と先天性代謝異常症として
はわりあい頻度が高く、早期発見して早期治療すれば全く普通の生活ができる
ためマススクリーニングの非常によい適応疾患と考えます。事実、20年ほど前
に３歳時検尿の尿中セルロプラスミンを測定してマススクリーニングをしよう
という試みもあり、それで２人も発見したという報告もありました。しかし、
その後全く進展していません。これは何が問題で進展していないのでしょうか。
代謝病専門医はウイルソン病のマススクリーニングは必要ないと考えているの
でしょうか。
 ＜埼玉県開業医＞

ウイルソン病のマススクリーニング

　山内　清水先生、ウイルソン病です
が、私どもは国家試験以来、ほとんど
お目にかからないですが、比較的多い
疾患なのですね。何歳ぐらいの頃に発
見されることが多い病気なのでしょう
か。
　清水　比較的幅広い年代で見つかる
ことが多い病気ではありますが、発症
のピークは10歳前後で小児科にかかる
年齢で見つかることが多い病気です。
ただ、成人になって何らかの症状、特
に神経症状、精神症状等が出て見つか

る患者さんもいます。
　山内　未発症のまま成人までくると
考えてよいのですね。
　清水　そういう方もいます。
　山内　ほぼ全例、遺伝性と考えてよ
いのでしょうか。
　清水　はい、遺伝子異常に基づく病
気です。
　山内　成人になりますと、どういっ
たことがきっかけで判明することが多
いのでしょうか。
　清水　一つは、今まで肝障害があっ
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で診断がつかないのだけれども、やは
りウイルソン病が疑われるという患者
さんに対しては、遺伝子の検査をする
ことがあります。
　山内　遺伝子で100％確定するわけ
でもないのですか。
　清水　ウイルソン病だと診断がつい
ている患者さんの遺伝子解析をやって
も、全例で変異の状態を確認できるわ
けではありません。施設によって若干
の違いはありますが、約80～90％ぐら
いの陽性率しかないので、遺伝子検査
ですべて診断がつけられる疾患ではな
いですね。
　山内　微妙なケースでの確定診断と
なりますと、何になりますか。
　清水　おそらくこの病気で一番検査
として診断への信頼度が高いのは、肝
臓中の銅含量の定量だと思います。
　山内　これは生検になりますから、
最後の手段になりますね。
　清水　はい。遺伝子検査までのほか
の検査に比べてやはり侵襲性が高くな
ってきますので、これは一番最後にく
る検査という気はしています。
　山内　この患者さんのスクリーニン
グ検査の問題に戻ります。まず少し素
人的な発想ですが、これは遺伝病なの
で、家系をたどっていったらこの病気
があるようなケースがあるかと思いま
す。そういった家系をマークしていけ
ばいいのではないかと思われますが、
そういうわけでもないのでしょうか。

　清水　ウイルソン病はいわゆる常染
色体劣性遺伝病で、両親が保因者とい
う家庭から患者さんが生まれてきます。
しかし、保因者同士の家系を調べてい
っても、なかなか患者さんに行き当た
ることは少ないですね。お父さん方、
お母さん方の家系内どちらをたどって
もウイルソン病の患者さんがいないと
いう家系から、ぽっとウイルソン病の
患者さんが出るケースがほとんどです。
そういう意味ではご兄弟を調べること
には意味があります。ウイルソン病の
患者さんが見つかったときに、同胞を
調べることは非常に重要です。けれど
も、家系をたどって、いわゆるハイリ
スク群を見つけるのは少し難しい病気
かと思います。
　山内　ということでこのマススクリ
ーニングにくるのですが、まずマスス
クリーニングの現状はいかがでしょう
か。
　清水　現状、マススクリーニングは
行われていません。ウイルソン病も
2015年にガイドラインが出ましたが、
そこに書いてあるのも、こういう患者
さんを見たらウイルソン病を疑って、
例えばセルロプラスミンの測定をしま
しょうというようなことは書いてある
ものの、いわゆるマススクリーニング
といって、何も症状のない皆さんに全
例やるというようなシステムは、現在
のところ全く動いていません。
　山内　この質問の中に、20年ほど前

たけれども、気がつかれずに、例えば
健診や肝障害の症状、黄疸が出たりな
どのかたちで見つかる方がいます。あ
とは、年長のウイルソン病の患者さん
の場合は神経症状や精神症状が出やす
いので、神経症状、不随意運動とか振
戦が出て、そこからたどっていって見
つかることもあります。
　あと、まれなケースですが、ウイル
ソン病の症状の中で有名なカイザー・
フライシャー角膜輪というものがあり
ます。これは例えば何も症状はないけ
れども、めがねやコンタクトを作るた
めに眼科に行ったら、そこで何かおか
しいと。よく見たらカイザー・フライ
シャー角膜輪だったと見つかる患者さ
んもいます。
　山内　肝障害がきっかけでわかるケ
ースは成人では比較的多いのでしょう
ね。
　清水　そうですね。ただ、小児でも
肝臓の障害がきっかけで見つかる患者
さんのほうが現在は多分数は多いと思
います。
　山内　カイザー・フライシャー角膜
輪は非常に有名ですが、これは全例で
はないのですか。
　清水　有名なわりには頻度は低く、
成人の患者さんだとだいたい７～８割、
神経症状が出ている患者さんでは比較
的高頻度に見られるといわれています。
小児の患者さんではおそらく３～４割
ぐらいの患者さんにしか見られないの

で、これがあればウイルソン病を強く
疑えるのですが、逆にないから考えな
くていいということにはならないです。
　山内　早期発見にはあまり役立たな
いのですね。
　清水　はい。それは言えると思いま
す。
　山内　精神症状の好発年齢は何歳ぐ
らいになりますか。
　清水　これは思春期以降と考えると
いいかと思います。
　山内　こちらも多少遅めの発症のケ
ースに限られてくるのですね。
　清水　そうですね。
　山内　さて、遺伝子疾患ということ
で、診断は遺伝子でいいのかと思うの
ですが、そうでもないのでしょうか。
　清水　現在、ウイルソン病の診断に
関しては、非常に有名ですが、血液中
のセルロプラスミンが下がること、こ
れが診断のきっかけになることが多い
です。もう一つ大切なのが尿中の銅の
排泄量が増えること。これはこの病気
に非常に特徴的な検査所見です。血清
セルロプラスミン値の低下と尿中銅排
泄量の増加、この２つが合わさるとウ
イルソン病として診断ができると考え
ています。
　山内　この検査のほうが特異度も非
常に高いから、わざわざ遺伝子を調べ
なくてもいいと、そう考えてよいです
か。
　清水　そうですね。この２つの検査
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で診断がつかないのだけれども、やは
りウイルソン病が疑われるという患者
さんに対しては、遺伝子の検査をする
ことがあります。
　山内　遺伝子で100％確定するわけ
でもないのですか。
　清水　ウイルソン病だと診断がつい
ている患者さんの遺伝子解析をやって
も、全例で変異の状態を確認できるわ
けではありません。施設によって若干
の違いはありますが、約80～90％ぐら
いの陽性率しかないので、遺伝子検査
ですべて診断がつけられる疾患ではな
いですね。
　山内　微妙なケースでの確定診断と
なりますと、何になりますか。
　清水　おそらくこの病気で一番検査
として診断への信頼度が高いのは、肝
臓中の銅含量の定量だと思います。
　山内　これは生検になりますから、
最後の手段になりますね。
　清水　はい。遺伝子検査までのほか
の検査に比べてやはり侵襲性が高くな
ってきますので、これは一番最後にく
る検査という気はしています。
　山内　この患者さんのスクリーニン
グ検査の問題に戻ります。まず少し素
人的な発想ですが、これは遺伝病なの
で、家系をたどっていったらこの病気
があるようなケースがあるかと思いま
す。そういった家系をマークしていけ
ばいいのではないかと思われますが、
そういうわけでもないのでしょうか。

　清水　ウイルソン病はいわゆる常染
色体劣性遺伝病で、両親が保因者とい
う家庭から患者さんが生まれてきます。
しかし、保因者同士の家系を調べてい
っても、なかなか患者さんに行き当た
ることは少ないですね。お父さん方、
お母さん方の家系内どちらをたどって
もウイルソン病の患者さんがいないと
いう家系から、ぽっとウイルソン病の
患者さんが出るケースがほとんどです。
そういう意味ではご兄弟を調べること
には意味があります。ウイルソン病の
患者さんが見つかったときに、同胞を
調べることは非常に重要です。けれど
も、家系をたどって、いわゆるハイリ
スク群を見つけるのは少し難しい病気
かと思います。
　山内　ということでこのマススクリ
ーニングにくるのですが、まずマスス
クリーニングの現状はいかがでしょう
か。
　清水　現状、マススクリーニングは
行われていません。ウイルソン病も
2015年にガイドラインが出ましたが、
そこに書いてあるのも、こういう患者
さんを見たらウイルソン病を疑って、
例えばセルロプラスミンの測定をしま
しょうというようなことは書いてある
ものの、いわゆるマススクリーニング
といって、何も症状のない皆さんに全
例やるというようなシステムは、現在
のところ全く動いていません。
　山内　この質問の中に、20年ほど前

たけれども、気がつかれずに、例えば
健診や肝障害の症状、黄疸が出たりな
どのかたちで見つかる方がいます。あ
とは、年長のウイルソン病の患者さん
の場合は神経症状や精神症状が出やす
いので、神経症状、不随意運動とか振
戦が出て、そこからたどっていって見
つかることもあります。
　あと、まれなケースですが、ウイル
ソン病の症状の中で有名なカイザー・
フライシャー角膜輪というものがあり
ます。これは例えば何も症状はないけ
れども、めがねやコンタクトを作るた
めに眼科に行ったら、そこで何かおか
しいと。よく見たらカイザー・フライ
シャー角膜輪だったと見つかる患者さ
んもいます。
　山内　肝障害がきっかけでわかるケ
ースは成人では比較的多いのでしょう
ね。
　清水　そうですね。ただ、小児でも
肝臓の障害がきっかけで見つかる患者
さんのほうが現在は多分数は多いと思
います。
　山内　カイザー・フライシャー角膜
輪は非常に有名ですが、これは全例で
はないのですか。
　清水　有名なわりには頻度は低く、
成人の患者さんだとだいたい７～８割、
神経症状が出ている患者さんでは比較
的高頻度に見られるといわれています。
小児の患者さんではおそらく３～４割
ぐらいの患者さんにしか見られないの

で、これがあればウイルソン病を強く
疑えるのですが、逆にないから考えな
くていいということにはならないです。
　山内　早期発見にはあまり役立たな
いのですね。
　清水　はい。それは言えると思いま
す。
　山内　精神症状の好発年齢は何歳ぐ
らいになりますか。
　清水　これは思春期以降と考えると
いいかと思います。
　山内　こちらも多少遅めの発症のケ
ースに限られてくるのですね。
　清水　そうですね。
　山内　さて、遺伝子疾患ということ
で、診断は遺伝子でいいのかと思うの
ですが、そうでもないのでしょうか。
　清水　現在、ウイルソン病の診断に
関しては、非常に有名ですが、血液中
のセルロプラスミンが下がること、こ
れが診断のきっかけになることが多い
です。もう一つ大切なのが尿中の銅の
排泄量が増えること。これはこの病気
に非常に特徴的な検査所見です。血清
セルロプラスミン値の低下と尿中銅排
泄量の増加、この２つが合わさるとウ
イルソン病として診断ができると考え
ています。
　山内　この検査のほうが特異度も非
常に高いから、わざわざ遺伝子を調べ
なくてもいいと、そう考えてよいです
か。
　清水　そうですね。この２つの検査
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に行われていたのではないかとありま
すが、いかがでしょうか。
　清水　実は今までに３つ、このウイ
ルソン病スクリーニングのいわゆるパ
イロットスタディが行われています。
１つは1993年から約２年間、新生児マ
ススクリーニングの濾紙血を用いて、
その中のセルロプラスミンの値を測る
かたちで行われていました。ただ、こ
れは累計12万人ぐらいにスクリーニン
グのパイロットスタディができたので
すが、患者さんが発見されなかったの
で、この方法では非常に難しかろうと
なりました。血清セルロプラスミンと
いうのは、新生児期に生理的に低い状
態を示します。ですから、そこで患者
さんと健常児の区別をつけるのが非常
に難しかったということだろうと思い
ます。
　山内　一般的には新生児期の血液が
利用できない、これが大きな障害と考
えてよいのですね。
　清水　そうですね。
　山内　それ以外にも、何万人に検査
をして何人という発見率は、ほかの代
謝性疾患に比べて特に悪いとか、そう
いったものはないのですか。
　清水　それはないと思います。質問
にもあるように、尿中のセルロプラス
ミンを測る方法のパイロットスタディ
も行われていました。これは約５万人
に検査をして、たしか３人か４人見つ
かっていると思いますので、確率とし

ては悪くない。それ以外にも、乳幼児
の血液を、通常の採血の血液からセル
ロプラスミンを測ったスクリーニング
のパイロットスタディもありますが、
これも２万数千人のスタディをして、
３人ほど患者さんが見つかっています。
ある一定以上の年齢のお子さん方に対
して、血液や尿のセルロプラスミン値
を測るのは、比較的高い確率でこの病
気を見つけられる方法になるかと考え
ています。
　山内　一定年齢というと、何歳ぐら
いでしょうか。
　清水　多少個人的な見解も入ります
が、私は３～５歳ぐらいまでを想定し
ています。
　山内　３歳ぐらいで採血する難しさ
ですね。
　清水　おそらくそこが一番のハード
ルだと思っています。３歳のときに採
血をするという仕組みを作るというこ
と。あとは今、３歳児健診で蛋白尿の
スクリーニングをしている自治体もあ
るはずなのですが、その尿を別の代謝
病のスクリーニングにわざわざ持って
いくところに、おそらく難しさがあり
ます。どちらかというと、そういうシ
ステム作りのハードルの高さが、この
ウイルソン病のマススクリーニングが
うまく進まない最大の理由かと考えて
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立成育医療研究センター感染症科診療部長
宮　入　　烈

（聞き手　池田志斈）

　日本は、結核中進国とよくいわれますが、結核性髄膜炎や肺血症（粟粒結核）
は、乳児にほとんど見られなくなっていると思います。それでもわが国の小児
定期予防接種にBCGを残す必要はあるのでしょうか。最近、新型コロナウイル
ス・パンデミックで、BCG接種を行っている国では罹患率が低いのではないか
という説がありますが、疫学的に真実なのでしょうか。
 ＜神奈川県開業医＞

BCG

　池田　宮入先生、今回はBCGの質問
ですが、まず最初に、日本は結核中進
国とよくいわれています。この表現は
正しいのでしょうか。
　宮入　中進国という言い方をするこ
ともありますが、高蔓延国、中蔓延国、
あるいは低蔓延国という表現のほうが
なじみがあります。
　池田　何か基準のようなものはある
のでしょうか。
　宮入　WHOの基準によりますと、
結核の低蔓延国の定義は、活動性結核
患者の発生数が人口10万人当たり10未
満で、高蔓延国が100以上と定義され
ていますので、中蔓延国はその間とい
うことになります。

　池田　日本は実際、年間どのくらい
発生しているのでしょうか。
　宮入　2019年の統計になりますが、
年間の新規発生患者数が約１万5,000人
で、10万人当たり11.5人。もう少しで
低蔓延国というところにあります。
　池田　けっこうな数ですね。BCG接
種を小児にという質問ですが、年間約
１万5,000人の新規発生患者さんは高齢
者なのでしょうか。
　宮入　基本的に国内の感染者の多く
は70歳以上の成人です。
　池田　その方は小児期に結核に罹患
して、何十年も隠れているのですか。
それとも、どこかで新しく感染してし
まったのでしょうか。
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に行われていたのではないかとありま
すが、いかがでしょうか。
　清水　実は今までに３つ、このウイ
ルソン病スクリーニングのいわゆるパ
イロットスタディが行われています。
１つは1993年から約２年間、新生児マ
ススクリーニングの濾紙血を用いて、
その中のセルロプラスミンの値を測る
かたちで行われていました。ただ、こ
れは累計12万人ぐらいにスクリーニン
グのパイロットスタディができたので
すが、患者さんが発見されなかったの
で、この方法では非常に難しかろうと
なりました。血清セルロプラスミンと
いうのは、新生児期に生理的に低い状
態を示します。ですから、そこで患者
さんと健常児の区別をつけるのが非常
に難しかったということだろうと思い
ます。
　山内　一般的には新生児期の血液が
利用できない、これが大きな障害と考
えてよいのですね。
　清水　そうですね。
　山内　それ以外にも、何万人に検査
をして何人という発見率は、ほかの代
謝性疾患に比べて特に悪いとか、そう
いったものはないのですか。
　清水　それはないと思います。質問
にもあるように、尿中のセルロプラス
ミンを測る方法のパイロットスタディ
も行われていました。これは約５万人
に検査をして、たしか３人か４人見つ
かっていると思いますので、確率とし

ては悪くない。それ以外にも、乳幼児
の血液を、通常の採血の血液からセル
ロプラスミンを測ったスクリーニング
のパイロットスタディもありますが、
これも２万数千人のスタディをして、
３人ほど患者さんが見つかっています。
ある一定以上の年齢のお子さん方に対
して、血液や尿のセルロプラスミン値
を測るのは、比較的高い確率でこの病
気を見つけられる方法になるかと考え
ています。
　山内　一定年齢というと、何歳ぐら
いでしょうか。
　清水　多少個人的な見解も入ります
が、私は３～５歳ぐらいまでを想定し
ています。
　山内　３歳ぐらいで採血する難しさ
ですね。
　清水　おそらくそこが一番のハード
ルだと思っています。３歳のときに採
血をするという仕組みを作るというこ
と。あとは今、３歳児健診で蛋白尿の
スクリーニングをしている自治体もあ
るはずなのですが、その尿を別の代謝
病のスクリーニングにわざわざ持って
いくところに、おそらく難しさがあり
ます。どちらかというと、そういうシ
ステム作りのハードルの高さが、この
ウイルソン病のマススクリーニングが
うまく進まない最大の理由かと考えて
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立成育医療研究センター感染症科診療部長
宮　入　　烈

（聞き手　池田志斈）

　日本は、結核中進国とよくいわれますが、結核性髄膜炎や肺血症（粟粒結核）
は、乳児にほとんど見られなくなっていると思います。それでもわが国の小児
定期予防接種にBCGを残す必要はあるのでしょうか。最近、新型コロナウイル
ス・パンデミックで、BCG接種を行っている国では罹患率が低いのではないか
という説がありますが、疫学的に真実なのでしょうか。
 ＜神奈川県開業医＞

BCG

　池田　宮入先生、今回はBCGの質問
ですが、まず最初に、日本は結核中進
国とよくいわれています。この表現は
正しいのでしょうか。
　宮入　中進国という言い方をするこ
ともありますが、高蔓延国、中蔓延国、
あるいは低蔓延国という表現のほうが
なじみがあります。
　池田　何か基準のようなものはある
のでしょうか。
　宮入　WHOの基準によりますと、
結核の低蔓延国の定義は、活動性結核
患者の発生数が人口10万人当たり10未
満で、高蔓延国が100以上と定義され
ていますので、中蔓延国はその間とい
うことになります。

　池田　日本は実際、年間どのくらい
発生しているのでしょうか。
　宮入　2019年の統計になりますが、
年間の新規発生患者数が約１万5,000人
で、10万人当たり11.5人。もう少しで
低蔓延国というところにあります。
　池田　けっこうな数ですね。BCG接
種を小児にという質問ですが、年間約
１万5,000人の新規発生患者さんは高齢
者なのでしょうか。
　宮入　基本的に国内の感染者の多く
は70歳以上の成人です。
　池田　その方は小児期に結核に罹患
して、何十年も隠れているのですか。
それとも、どこかで新しく感染してし
まったのでしょうか。
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に接種するのですが、そこの所属リン
パ節である腋窩リンパ節が腫れるとい
う副反応が一番多いです。小さいもの
まで見ていくと、0.7％もあることが知
られています。時にこれが２～３㎝大
になり、数カ月、１年ぐらいかけてよ
うやく治っていくことも知られていま
す。実際に年間に50例ぐらいが副反応
報告としてあがっている状況ですので、
小児の結核の患者数と、さほど変わら
ないぐらいの数になります。
　池田　でも、致死的ではないのです
ね。
　宮入　健康な子どもが感染した場合
には自然に軽快します。
　池田　免疫不全があるようなお子さ
んでBCG接種を受けると、どのような
ことが起こりうるのでしょうか。
　宮入　まだ診断されていない原発性
免疫不全症がある患者さんがBCG接種
を受けてしまった場合、リンパ節にと
どまらず、播種性のBCG感染症として
全身の臓器や骨に感染を起こし、重篤
な結果を招くことがあります。
　池田　スクリーニングして未然に
BCGやロタウイルスワクチンの投与を
控える方法はあるのでしょうか。また、
それは保険で行われているのでしょう
か。
　宮入　現在は検査として導入されて
いるものはなく、未診断の免疫不全症
へのBCG接種を回避するために、接種
時期を、以前は３カ月からであったも

のを５～８カ月の間にずらした経緯が
あります。ただ、実際には接種時期を
ずらすことができないロタウイルスワ
クチンなどの問題もあり、全員に対す
る免疫不全症のスクリーニングが求め
られています。現在は新生児期に先天
性代謝異常症のマススクリーニングが
行われていますが、同じ検体を用いた
原発性免疫不全症のスクリーニングが
技術的には可能です。
　池田　それが保険適用されるといい
ですね。
　宮入　そうですね。すべての子ども
がほかのマススクリーニングと同様に
これを受けられるようになることが重
要で、日本の小児に関する学会なども
要望書を提出しているところです。
　池田　最後に、新型コロナウイルス
感染症の罹患とBCG接種を受けている
方の関係について質問が来ているので
すが、実際のところ、どうなのでしょ
うか。
　宮入　現在もBCGを接種している国、
あるいはかつてBCG接種を行っていた
国、そして今までBCG接種を行ってい
なかった国を比べると、BCG接種を行
っていた国のほうが新型コロナウイル
ス感染症の発生率も低いし、死亡者数
も少ないという関連は認められていま
す。ただ、国と国の比較をする上では、
たくさんの交絡因子があり、それをす
べて加味した場合には、関係があると
いった報告や関係がないといった報告

　宮入　おそらく高度成長期以前に感
染して、潜在性結核の状態のまま高齢
者になり、免疫力が低下して、そこで
発症しているのだと考えられます。
　池田　今の70歳以上というのはBCG
接種は受けていないのでしょうか。
　宮入　BCG接種が始まったのが1950
年代ですので、現在の高齢者で発症し
ている方はBCG接種を受けていない方
が多いと思います。
　池田　保菌者のようになってしまっ
ているのですね。中蔓延国ですから、
そういった方が結核を排菌した場合、
子どもさんたちは罹患してしまいます
よね。その意味でもBCG接種は続けな
ければいけないと思ったのですが、も
う一つの質問は、結核性髄膜炎とか粟
粒結核はほとんど見られなくなってい
るのではないかというものです。実際、
どのくらい発生しているのでしょうか。
　宮入　ほとんど見られないというの
が正しいです。０～14歳の小児におけ
る結核の発生者は年間50人程度といわ
れています。2019年の統計だと38人、
10万人当たりで0.3～0.4人と、かなり
少なく、これは米国よりも少ない数に
なっています。
　池田　少ない理由はやはりBCG接種
をしているからなのでしょうか。
　宮入　はい。そう考えられています。
小児におけるBCG接種の主な目的は乳
幼児における結核を予防することにな
ります。

　池田　乳幼児の結核はどのような特
徴があるのですか。
　宮入　乳幼児の結核の特徴は、周囲
の成人などから曝露を受けて感染する
ことと、早期に発症することです。通
常成人であれば、潜在性結核の状態で
長期間無症状のまま経過し、高齢者に
なって免疫が落ちたところで発症しま
す。小児が初めて曝露を受けたときに
は、感染してから数カ月以内に結核を
発症する確率が50％もあるといわれて
いて、そのうちの１～２割は粟粒結核
や髄膜炎といった重篤な結核の病型に
なることが知られています。
　池田　いったん結核菌が入ってくる
と、早く、そして重症になるのですね。
　宮入　そうですね。曝露を受けて感
染してから数カ月以内に発症すること
が知られています。
　池田　そういう意味でも、成人の結
核がまだある一定以上出てくるという
ことは、その意味からもBCG接種は続
けなければいけないですね。
　宮入　周囲に結核の患者がいる限り
は、小児の重篤な結核を予防する意味
でBCG接種を続けなければいけないこ
とになります。
　池田　最近はいろいろなウイルスに
対するワクチンも含めていろいろ議論
があるところですが、BCG接種の副反
応にはどのようなものがあるのでしょ
うか。
　宮入　BCG接種は左上腕の上部1/3
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に接種するのですが、そこの所属リン
パ節である腋窩リンパ節が腫れるとい
う副反応が一番多いです。小さいもの
まで見ていくと、0.7％もあることが知
られています。時にこれが２～３㎝大
になり、数カ月、１年ぐらいかけてよ
うやく治っていくことも知られていま
す。実際に年間に50例ぐらいが副反応
報告としてあがっている状況ですので、
小児の結核の患者数と、さほど変わら
ないぐらいの数になります。
　池田　でも、致死的ではないのです
ね。
　宮入　健康な子どもが感染した場合
には自然に軽快します。
　池田　免疫不全があるようなお子さ
んでBCG接種を受けると、どのような
ことが起こりうるのでしょうか。
　宮入　まだ診断されていない原発性
免疫不全症がある患者さんがBCG接種
を受けてしまった場合、リンパ節にと
どまらず、播種性のBCG感染症として
全身の臓器や骨に感染を起こし、重篤
な結果を招くことがあります。
　池田　スクリーニングして未然に
BCGやロタウイルスワクチンの投与を
控える方法はあるのでしょうか。また、
それは保険で行われているのでしょう
か。
　宮入　現在は検査として導入されて
いるものはなく、未診断の免疫不全症
へのBCG接種を回避するために、接種
時期を、以前は３カ月からであったも

のを５～８カ月の間にずらした経緯が
あります。ただ、実際には接種時期を
ずらすことができないロタウイルスワ
クチンなどの問題もあり、全員に対す
る免疫不全症のスクリーニングが求め
られています。現在は新生児期に先天
性代謝異常症のマススクリーニングが
行われていますが、同じ検体を用いた
原発性免疫不全症のスクリーニングが
技術的には可能です。
　池田　それが保険適用されるといい
ですね。
　宮入　そうですね。すべての子ども
がほかのマススクリーニングと同様に
これを受けられるようになることが重
要で、日本の小児に関する学会なども
要望書を提出しているところです。
　池田　最後に、新型コロナウイルス
感染症の罹患とBCG接種を受けている
方の関係について質問が来ているので
すが、実際のところ、どうなのでしょ
うか。
　宮入　現在もBCGを接種している国、
あるいはかつてBCG接種を行っていた
国、そして今までBCG接種を行ってい
なかった国を比べると、BCG接種を行
っていた国のほうが新型コロナウイル
ス感染症の発生率も低いし、死亡者数
も少ないという関連は認められていま
す。ただ、国と国の比較をする上では、
たくさんの交絡因子があり、それをす
べて加味した場合には、関係があると
いった報告や関係がないといった報告

　宮入　おそらく高度成長期以前に感
染して、潜在性結核の状態のまま高齢
者になり、免疫力が低下して、そこで
発症しているのだと考えられます。
　池田　今の70歳以上というのはBCG
接種は受けていないのでしょうか。
　宮入　BCG接種が始まったのが1950
年代ですので、現在の高齢者で発症し
ている方はBCG接種を受けていない方
が多いと思います。
　池田　保菌者のようになってしまっ
ているのですね。中蔓延国ですから、
そういった方が結核を排菌した場合、
子どもさんたちは罹患してしまいます
よね。その意味でもBCG接種は続けな
ければいけないと思ったのですが、も
う一つの質問は、結核性髄膜炎とか粟
粒結核はほとんど見られなくなってい
るのではないかというものです。実際、
どのくらい発生しているのでしょうか。
　宮入　ほとんど見られないというの
が正しいです。０～14歳の小児におけ
る結核の発生者は年間50人程度といわ
れています。2019年の統計だと38人、
10万人当たりで0.3～0.4人と、かなり
少なく、これは米国よりも少ない数に
なっています。
　池田　少ない理由はやはりBCG接種
をしているからなのでしょうか。
　宮入　はい。そう考えられています。
小児におけるBCG接種の主な目的は乳
幼児における結核を予防することにな
ります。

　池田　乳幼児の結核はどのような特
徴があるのですか。
　宮入　乳幼児の結核の特徴は、周囲
の成人などから曝露を受けて感染する
ことと、早期に発症することです。通
常成人であれば、潜在性結核の状態で
長期間無症状のまま経過し、高齢者に
なって免疫が落ちたところで発症しま
す。小児が初めて曝露を受けたときに
は、感染してから数カ月以内に結核を
発症する確率が50％もあるといわれて
いて、そのうちの１～２割は粟粒結核
や髄膜炎といった重篤な結核の病型に
なることが知られています。
　池田　いったん結核菌が入ってくる
と、早く、そして重症になるのですね。
　宮入　そうですね。曝露を受けて感
染してから数カ月以内に発症すること
が知られています。
　池田　そういう意味でも、成人の結
核がまだある一定以上出てくるという
ことは、その意味からもBCG接種は続
けなければいけないですね。
　宮入　周囲に結核の患者がいる限り
は、小児の重篤な結核を予防する意味
でBCG接種を続けなければいけないこ
とになります。
　池田　最近はいろいろなウイルスに
対するワクチンも含めていろいろ議論
があるところですが、BCG接種の副反
応にはどのようなものがあるのでしょ
うか。
　宮入　BCG接種は左上腕の上部1/3
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が混在しています。
　池田　欧米との比較研究か治験のよ
うなものが行われていると聞いたので
すが、どのようなものでしょうか。
　宮入　BCG接種を行った群と行わな
かった群で新型コロナウイルスに感染
するか、発症するか、重症度が異なる
かというような治験が世界各国で行わ
れていて、米国のクリニカルトライア
ルを登録するデータベースには20以上
の登録があります。
　池田　20というのはすごいですね。
例えば、興味があるのは、日本ですと
1950年代からBCG接種を行っています。
背景が異なるので難しいと思いますが、
BCG接種を受けていない世代との比較
や、何らかの理由でBCG接種を受けて
いない人たちとの比較の研究も必要か
と思って見ていたのですが。
　宮入　そうですね。実際にそのよう
な比較ができるとよいと思っています。
スウェーデンではBCGを接種していた
時期、そうでない時期を比較して新型
コロナウイルス感染症の発生率を比較
した検討がありますが、その検討では
関係がないと報告されています。そも
そもBCGの効果はせいぜい15年程度と
いわれていますので、子どもの頃に打
ったものが成人になっても効いている
というのは少し飛躍があるかと個人的
には考えています。実際にこれを検討
するのであれば、今接種して、この後
に感染するか、重症化するかを見てい

く必要があると思います。
　池田　BCGを打つと、なぜ新型コロ
ナウイルス感染症の発生が低くなるの
か、あるいは罹患しないのかはどのよ
うに考えられているのでしょうか。
　宮入　新型コロナウイルスに対する
免疫応答として重要だと考えられてい
るのが自然免疫です。自然免疫という
のは、病原体を細胞のレセプターが認
識して、いち早く応答するシステムで
す。自然免疫がより強く働くと新型コ
ロナウイルス感染症の重症度が低くな
るという傍証が幾つか報告されていま
す。BCGを接種することによって自然
免疫応答が活性化することも知られて
います。２つを合わせると理屈としてう
まくいきそうだということになります。
　池田　何か頼もしいようなデータで
すが、今後、もう少し研究が進まない
と結論は出ないということでしょうか。
　宮入　そうですね。実際に新型コロ
ナウイルス感染症に対する検討結果は
これからを待たないといけませんが、
それに先立って2017～19年に65歳以上
の成人を対象として、BCG接種群と、
プラセボ投与群のランダム化比較試験
がありました。BCG接種群のほうが風
邪を引きにくく、約半分ぐらいになっ
たという報告があります。
　池田　それも少しBCGの効果をサポ
ートするデータということですね。あ
りがとうございました。

JR東京総合病院リンパ外科・再建外科医長
原　　尚　子

（聞き手　池田志斈）

　リンパ浮腫についてご教示ください。
　83歳男性で膀胱全摘術約６カ月後に左下肢の浮腫に気がつき、術者に相談さ
れました。リンパ節郭清後のリンパ浮腫と言われ、タイツ着用を勧められまし
た。今後の注意点、日常的ケア、複合的療法、特に用手的リンパドレナージ等
も含めご教示ください。
 ＜大阪府開業医＞

リンパ浮腫

　池田　原先生、リンパ浮腫というの
はいろいろな状態で起こると思うので
すが、単純に手術によって起こると考
えてよいのでしょうか。
　原　リンパ浮腫には、原発性リンパ
浮腫と二次性リンパ浮腫がありますが、
リンパ浮腫の90％は二次性リンパ浮腫
といわれています。なので、手術の後
に起こるものがほとんどなのですが、
下肢の浮腫を見た際に一番大切なこと
は、リンパ浮腫と決めつけずに、しっ
かり診断を行うことです。下肢の浮腫
をきたす疾患はリンパ浮腫だけではな
く、心不全、腎不全、下肢静脈血栓症
ということもあります。膀胱がんの術
後だったとしても、リンパ浮腫と決め

つけず、しっかり採血、心電図、レン
トゲン、下肢静脈エコーなどを行って、
そのあたりの疾患を除外することが非
常に重要です。
　池田　例えばDVTとリンパ浮腫と
両方混じっていることもあるのですね。
　原　あります。DVTの後にリンパ
浮腫を発症することもありますし、両
方を合併していることもあります。見
ただけではなかなかわかりませんので、
しっかりと検査をしていただくことが
重要です。
　池田　あまり知らない医師だと、こ
れは手術のせいだからと、そのまま治
療に入ることになりますね。それは危
険なことですね。
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が混在しています。
　池田　欧米との比較研究か治験のよ
うなものが行われていると聞いたので
すが、どのようなものでしょうか。
　宮入　BCG接種を行った群と行わな
かった群で新型コロナウイルスに感染
するか、発症するか、重症度が異なる
かというような治験が世界各国で行わ
れていて、米国のクリニカルトライア
ルを登録するデータベースには20以上
の登録があります。
　池田　20というのはすごいですね。
例えば、興味があるのは、日本ですと
1950年代からBCG接種を行っています。
背景が異なるので難しいと思いますが、
BCG接種を受けていない世代との比較
や、何らかの理由でBCG接種を受けて
いない人たちとの比較の研究も必要か
と思って見ていたのですが。
　宮入　そうですね。実際にそのよう
な比較ができるとよいと思っています。
スウェーデンではBCGを接種していた
時期、そうでない時期を比較して新型
コロナウイルス感染症の発生率を比較
した検討がありますが、その検討では
関係がないと報告されています。そも
そもBCGの効果はせいぜい15年程度と
いわれていますので、子どもの頃に打
ったものが成人になっても効いている
というのは少し飛躍があるかと個人的
には考えています。実際にこれを検討
するのであれば、今接種して、この後
に感染するか、重症化するかを見てい

く必要があると思います。
　池田　BCGを打つと、なぜ新型コロ
ナウイルス感染症の発生が低くなるの
か、あるいは罹患しないのかはどのよ
うに考えられているのでしょうか。
　宮入　新型コロナウイルスに対する
免疫応答として重要だと考えられてい
るのが自然免疫です。自然免疫という
のは、病原体を細胞のレセプターが認
識して、いち早く応答するシステムで
す。自然免疫がより強く働くと新型コ
ロナウイルス感染症の重症度が低くな
るという傍証が幾つか報告されていま
す。BCGを接種することによって自然
免疫応答が活性化することも知られて
います。２つを合わせると理屈としてう
まくいきそうだということになります。
　池田　何か頼もしいようなデータで
すが、今後、もう少し研究が進まない
と結論は出ないということでしょうか。
　宮入　そうですね。実際に新型コロ
ナウイルス感染症に対する検討結果は
これからを待たないといけませんが、
それに先立って2017～19年に65歳以上
の成人を対象として、BCG接種群と、
プラセボ投与群のランダム化比較試験
がありました。BCG接種群のほうが風
邪を引きにくく、約半分ぐらいになっ
たという報告があります。
　池田　それも少しBCGの効果をサポ
ートするデータということですね。あ
りがとうございました。

JR東京総合病院リンパ外科・再建外科医長
原　　尚　子

（聞き手　池田志斈）

　リンパ浮腫についてご教示ください。
　83歳男性で膀胱全摘術約６カ月後に左下肢の浮腫に気がつき、術者に相談さ
れました。リンパ節郭清後のリンパ浮腫と言われ、タイツ着用を勧められまし
た。今後の注意点、日常的ケア、複合的療法、特に用手的リンパドレナージ等
も含めご教示ください。
 ＜大阪府開業医＞

リンパ浮腫

　池田　原先生、リンパ浮腫というの
はいろいろな状態で起こると思うので
すが、単純に手術によって起こると考
えてよいのでしょうか。
　原　リンパ浮腫には、原発性リンパ
浮腫と二次性リンパ浮腫がありますが、
リンパ浮腫の90％は二次性リンパ浮腫
といわれています。なので、手術の後
に起こるものがほとんどなのですが、
下肢の浮腫を見た際に一番大切なこと
は、リンパ浮腫と決めつけずに、しっ
かり診断を行うことです。下肢の浮腫
をきたす疾患はリンパ浮腫だけではな
く、心不全、腎不全、下肢静脈血栓症
ということもあります。膀胱がんの術
後だったとしても、リンパ浮腫と決め

つけず、しっかり採血、心電図、レン
トゲン、下肢静脈エコーなどを行って、
そのあたりの疾患を除外することが非
常に重要です。
　池田　例えばDVTとリンパ浮腫と
両方混じっていることもあるのですね。
　原　あります。DVTの後にリンパ
浮腫を発症することもありますし、両
方を合併していることもあります。見
ただけではなかなかわかりませんので、
しっかりと検査をしていただくことが
重要です。
　池田　あまり知らない医師だと、こ
れは手術のせいだからと、そのまま治
療に入ることになりますね。それは危
険なことですね。
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　池田　これは何か資格のようなもの
ですか。
　原　座学と実技で合わせて100時間
以上の講習を受けたリンパ浮腫のセラ
ピストが全国にいます。インターネッ
トなどでリンパ浮腫外来と調べていた
だくと、リンパ浮腫のセラピストがい
る医療機関が出てきますので、そちら
に紹介いただくと、セラピストが治療
をしてくれます。
　池田　イメージとして、一般のマッ
サージとどの辺が違うのでしょうか。
　原　一般のマッサージは、リンパの
流れとあまり関係ないようなマッサー
ジであることも多いのですが、リンパ
浮腫のセラピストが行うリンパドレナ
ージは、しっかりと医学的なエビデン
スに基づいて、リンパの流れに沿って
行われます。またリンパ浮腫の患者さ
んは通常の方とリンパの流れが違いま
す。ですので、リンパが滞ってしまっ
ている状態を改善するようなマッサー
ジをしていきます。
　池田　極めて科学的な裏打ちがある
マッサージですね。
　原　そうですね。用手的リンパドレ
ナージというのも非常にいいのですが、
実はもっと大事なのが圧迫療法です。
用手的リンパドレナージの効果は一時
的で、ドレナージをして、30分、１時
間でまたむくみが戻ってきてしまうこ
とが多いのですが、圧迫療法は、朝起
きてから夜寝るまでの圧迫時間になる

ので、非常に効果的です。私たちも患
者さんにはまず圧迫療法をしっかり行
うことをお勧めしています。
　池田　圧迫療法というのは、いわゆ
る弾性ストッキングのようなものです
ね。
　原　弾性ストッキングを使うことが
多いのですけれども、例えばかなり左
右差があるようなむくみの強い方に関
しては、最初からストッキングを使う
のではなく、弾性包帯を使ってリンパ
浮腫用の特殊な巻き方をしてむくみを
取っていく。ある程度脚が細くなって
から、細くなった脚のサイズに合った
ストッキングを処方します。
　池田　圧迫治療は寝ている間以外は
続けるというイメージですか。
　原　患者さんにもよります。むくみ
のごく軽い患者さんであれば、外出す
るときだけ弾性ストッキングをはくと
いう方もいますが、基本的には起きて
いる時間はずっとはいていただきます。
　池田　寝ている間は取っている。
　原　むくみが強い患者さんは、夜寝
ているときも弱圧のストッキングを使
っていただくことがあります。
　池田　場合によっては一日中ですね。
かなり患者さんに負担がかかりますね。
　原　そうですね。患者さんにとって
は一生のことになりますので、ストレ
スも多いかと思うのですが、今、スト
ッキングはたくさん種類があります。
日本国内で取り扱いがあるものだけで

　原　そうですね。DVTのときにマ
ッサージや圧迫療法をしてしまうと肺
塞栓になってしまいますし、心不全の
ときに圧迫療法をすると心不全が悪化
してしまいます。私たちのところにリ
ンパ浮腫として紹介される患者さんで
も、心不全だったということはよくあ
りますので、やはり診断はとても大切
です。
　池田　まず原点に戻るということで
すね。先ほどの特発性はどのようなも
のなのですか。
　原　生まれつきの方もいれば、10歳
ぐらいで発症したり、20歳ぐらいで発
症したり、いろいろな方がいらして、
生まれつきリンパ管の発育が悪いせい
でリンパ浮腫を発症してしまいます。
　池田　それは、何かの遺伝子が関係
しているようですね。
　原　遺伝子異常が特定されているも
のもありますし、全く原因がわからな
いものもあり、全国に5,000人ぐらい原
発性リンパ浮腫の方がいるといわれて
います。
　池田　そんなにいるのですか。治療
に関して、今後の注意点、日常的ケア、
それから複合的療法と質問に書いてあ
るので、一つずつ教えてください。
　原　リンパ浮腫の日常的なケアとし
ては、スキンケアが大切です。リンパ
浮腫の場所に傷ができてしまうと、治
りにくかったり、リンパ液が流れ出し
てきて止まらないこともあるので、傷

を作らないように、スキンケア、保湿
をしっかりすることが大切です。
　また、もう一つ大切なことが体重コ
ントロールで、肥満はリンパ浮腫にな
るリスクファクターの一つとして知ら
れています。リンパ浮腫になってしま
った方も、体重が増えるとリンパ浮腫
が悪化するし、体重が１～２㎏減るだ
けでもリンパ浮腫が軽くなるので、体
重はしっかりコントロールしていただ
く必要があります。
　池田　あと、複合的療法ですが、質
問には特に用手的リンパドレナージ等
とあるのですが、何が複合なのでしょ
うか。
　原　複合的療法、複合的治療と呼ば
れるのですが、これはリンパ浮腫の標
準治療のことをいいます。具体的には、
圧迫療法、用手的リンパドレナージ 
（マッサージみたいなものです）、スキ
ンケア、体重コントロール、あと圧迫
した状態での運動療法などを全部ひっ
くるめて複合的治療と呼んでいます。
　池田　特にリンパドレナージという
のはよく温泉などでもありますよね。
あのようなものなのですか。
　原　温泉とか、巷のリラクゼーショ
ンサロンで行われているリンパマッサ
ージは全く別ものになります。リンパ
浮腫に対する用手的リンパドレナージ
というのは、リンパ浮腫の治療を専門
に、しっかりと習得したセラピストが
行うもののことをいいます。
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　池田　これは何か資格のようなもの
ですか。
　原　座学と実技で合わせて100時間
以上の講習を受けたリンパ浮腫のセラ
ピストが全国にいます。インターネッ
トなどでリンパ浮腫外来と調べていた
だくと、リンパ浮腫のセラピストがい
る医療機関が出てきますので、そちら
に紹介いただくと、セラピストが治療
をしてくれます。
　池田　イメージとして、一般のマッ
サージとどの辺が違うのでしょうか。
　原　一般のマッサージは、リンパの
流れとあまり関係ないようなマッサー
ジであることも多いのですが、リンパ
浮腫のセラピストが行うリンパドレナ
ージは、しっかりと医学的なエビデン
スに基づいて、リンパの流れに沿って
行われます。またリンパ浮腫の患者さ
んは通常の方とリンパの流れが違いま
す。ですので、リンパが滞ってしまっ
ている状態を改善するようなマッサー
ジをしていきます。
　池田　極めて科学的な裏打ちがある
マッサージですね。
　原　そうですね。用手的リンパドレ
ナージというのも非常にいいのですが、
実はもっと大事なのが圧迫療法です。
用手的リンパドレナージの効果は一時
的で、ドレナージをして、30分、１時
間でまたむくみが戻ってきてしまうこ
とが多いのですが、圧迫療法は、朝起
きてから夜寝るまでの圧迫時間になる

ので、非常に効果的です。私たちも患
者さんにはまず圧迫療法をしっかり行
うことをお勧めしています。
　池田　圧迫療法というのは、いわゆ
る弾性ストッキングのようなものです
ね。
　原　弾性ストッキングを使うことが
多いのですけれども、例えばかなり左
右差があるようなむくみの強い方に関
しては、最初からストッキングを使う
のではなく、弾性包帯を使ってリンパ
浮腫用の特殊な巻き方をしてむくみを
取っていく。ある程度脚が細くなって
から、細くなった脚のサイズに合った
ストッキングを処方します。
　池田　圧迫治療は寝ている間以外は
続けるというイメージですか。
　原　患者さんにもよります。むくみ
のごく軽い患者さんであれば、外出す
るときだけ弾性ストッキングをはくと
いう方もいますが、基本的には起きて
いる時間はずっとはいていただきます。
　池田　寝ている間は取っている。
　原　むくみが強い患者さんは、夜寝
ているときも弱圧のストッキングを使
っていただくことがあります。
　池田　場合によっては一日中ですね。
かなり患者さんに負担がかかりますね。
　原　そうですね。患者さんにとって
は一生のことになりますので、ストレ
スも多いかと思うのですが、今、スト
ッキングはたくさん種類があります。
日本国内で取り扱いがあるものだけで

　原　そうですね。DVTのときにマ
ッサージや圧迫療法をしてしまうと肺
塞栓になってしまいますし、心不全の
ときに圧迫療法をすると心不全が悪化
してしまいます。私たちのところにリ
ンパ浮腫として紹介される患者さんで
も、心不全だったということはよくあ
りますので、やはり診断はとても大切
です。
　池田　まず原点に戻るということで
すね。先ほどの特発性はどのようなも
のなのですか。
　原　生まれつきの方もいれば、10歳
ぐらいで発症したり、20歳ぐらいで発
症したり、いろいろな方がいらして、
生まれつきリンパ管の発育が悪いせい
でリンパ浮腫を発症してしまいます。
　池田　それは、何かの遺伝子が関係
しているようですね。
　原　遺伝子異常が特定されているも
のもありますし、全く原因がわからな
いものもあり、全国に5,000人ぐらい原
発性リンパ浮腫の方がいるといわれて
います。
　池田　そんなにいるのですか。治療
に関して、今後の注意点、日常的ケア、
それから複合的療法と質問に書いてあ
るので、一つずつ教えてください。
　原　リンパ浮腫の日常的なケアとし
ては、スキンケアが大切です。リンパ
浮腫の場所に傷ができてしまうと、治
りにくかったり、リンパ液が流れ出し
てきて止まらないこともあるので、傷

を作らないように、スキンケア、保湿
をしっかりすることが大切です。
　また、もう一つ大切なことが体重コ
ントロールで、肥満はリンパ浮腫にな
るリスクファクターの一つとして知ら
れています。リンパ浮腫になってしま
った方も、体重が増えるとリンパ浮腫
が悪化するし、体重が１～２㎏減るだ
けでもリンパ浮腫が軽くなるので、体
重はしっかりコントロールしていただ
く必要があります。
　池田　あと、複合的療法ですが、質
問には特に用手的リンパドレナージ等
とあるのですが、何が複合なのでしょ
うか。
　原　複合的療法、複合的治療と呼ば
れるのですが、これはリンパ浮腫の標
準治療のことをいいます。具体的には、
圧迫療法、用手的リンパドレナージ 
（マッサージみたいなものです）、スキ
ンケア、体重コントロール、あと圧迫
した状態での運動療法などを全部ひっ
くるめて複合的治療と呼んでいます。
　池田　特にリンパドレナージという
のはよく温泉などでもありますよね。
あのようなものなのですか。
　原　温泉とか、巷のリラクゼーショ
ンサロンで行われているリンパマッサ
ージは全く別ものになります。リンパ
浮腫に対する用手的リンパドレナージ
というのは、リンパ浮腫の治療を専門
に、しっかりと習得したセラピストが
行うもののことをいいます。
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くのですね。
　原　はい。
　池田　逆に、疲れてしまって、「もう
私はいいよ」という方もいると思うの
です。その場合、放置しておいて起こ
る最悪なことは何でしょうか。
　原　最悪なことというと、リンパ浮
腫の場所をもとにしてできてくるリン
パ管肉腫、スチュワート・トリーブス
症候群というのがあります。死に至る
こともある病気なので、リンパ浮腫は
しっかりケアをしていったほうがいい
と思います。
　そのほかにも、リンパ浮腫の方は蜂
窩織炎を起こしやすいということがあ
ります。特にケアをよくされていない、
放置されているリンパ浮腫の場合、年
間20回ぐらい蜂窩織炎を起こす方もい
ます。
　池田　そんなにですか。
　原　なかなか生活が難しくなってき
ますので、そういう方にはまずしっか
り圧迫療法などをしていただくのも大
切ですし、蜂窩織炎を繰り返す方には
リンパ管静脈吻合術を行ってあげると
蜂窩織炎の頻度を下げることができる
ので、そのような対処も行っています。
　池田　悪性のものができたとき、そ
この皮膚はどうなるのですか。腫瘍み
たいにぼこぼこになっていくのでしょ
うか。
　原　赤い血管腫のような見かけにな

ることが多いです。ただ、それが発見
されてから１週間、２週間で急速に増
大してきますので、リンパ浮腫の場所
に赤い血管腫のようなものが見えた場
合は、早急に皮膚科の先生に見ていた
だいたほうがいいと思います。
　池田　あと、放置しておくと皮膚が
固くなったりしますよね。象皮病みた
いな感じですか。あれはリンパ管の周
囲の炎症と、リンパ管自体が固くなる
のでしょうか。
　原　そのとおりで、リンパ液がたま
っているというのは常に軽い炎症が起
こっている状態ですので、皮膚の線維
化、脂肪組織の線維化が起こります。
また、リンパ管の中にリンパ液がたく
さんたまっている状態は高血圧と似て
いて、リンパ管硬化も起こります。
　池田　そうなる前に、早く体重コン
トロールと保湿を行い進行しないよう
にするのですね。
　原　そうですね。一昔前まではリン
パ浮腫の治療というと、足を高くして
安静にするというのが治療だったと思
いますが、今、圧迫療法のやり方もい
ろいろあり、手術の方法もかなり発達
してきています。しっかりと治療をし
て、社会に戻って元気に生活していた
だけるようにサポートしていきたいと
思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

も何百種類もあるので、患者さんのラ
イフスタイル、腕力、リンパ浮腫の重
症度に応じて適切な弾性ストッキング
を選択するのが私たちの仕事です。
　池田　それにしても、長いこと続け
なければいけないために、かなりスト
レスになると思うのですが、何か外科
的な治療法はあるのでしょうか。
　原　ここ10年でリンパ浮腫に対する
外科治療も非常に発達してきていまし
て、日本で一番よく行われているのが
リンパ管静脈吻合術（LVA）という術
式です。これは局所麻酔でできる手術
で、低侵襲な手術になっています。
　池田　具体的にはどのような感じな
のでしょうか。例えば、おなかの中を
いじるわけではないですよね。
　原　リンパ節郭清を行われるのはお
なかの中ですが、おなかの中のリンパ
節を取ってしまうと、脚のリンパ管の
中にリンパ液がたくさんたまったまま、
逃げ場がない状態になります。なので、
脚でリンパ管の膨れているところを探
し出して、そのリンパ管を静脈につな
ぐことで、静脈を通してリンパ液を排
出するような道を作る手術です。
　池田　内視鏡のようなものでやるの
ですか。
　原　皮膚切開は１～２㎝ぐらいで、
手術用の顕微鏡を使って10～20倍に拡
大をしながら縫っていきます。
　池田　切開してリンパ管と静脈を見
つけて、それで顕微鏡下で吻合してい

くのですね。
　原　そのとおりです。
　池田　時間はどのくらいなのでしょ
うか。
　原　術前検査をどこまで徹底的にや
るかにもよりますが、私たちが行って
いるのは、まずインドシアニングリー
ン検査でリンパ管を同定して、次に超
音波検査でリンパ管と静脈を同定して、
位置関係やサイズがちょうどいいもの
をあらかじめ同定した状態で皮膚切開
を入れます。そうすると１吻合、だい
たい30分ぐらいで手術が完了します。
　池田　では患者さんにとってもだい
ぶ楽ですね。
　原　そうですね。患者さんには吻合
の映像をリアルタイムで見ながら手術
を受けていただくのですが、手術が楽
しかったとおっしゃる方もいるぐらい、
患者さんへの負担は非常に少ない治療
になっています。
　池田　それはなかなかいいですね。
完璧とはいかないのでしょうが、ある
程度浮腫が取れてくると、患者さんの
QOLもだいぶよくなりますね。
　原　そうですね。手術の効果をしっ
かり出すためには、やはり圧迫療法と
体重コントロールが非常に大切になり
ますので、患者さんには術前に圧迫療
法と体重コントロールをしっかりした
状態で手術に臨んでいただくようにし
ています。
　池田　そして術後もそれを守ってい
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くのですね。
　原　はい。
　池田　逆に、疲れてしまって、「もう
私はいいよ」という方もいると思うの
です。その場合、放置しておいて起こ
る最悪なことは何でしょうか。
　原　最悪なことというと、リンパ浮
腫の場所をもとにしてできてくるリン
パ管肉腫、スチュワート・トリーブス
症候群というのがあります。死に至る
こともある病気なので、リンパ浮腫は
しっかりケアをしていったほうがいい
と思います。
　そのほかにも、リンパ浮腫の方は蜂
窩織炎を起こしやすいということがあ
ります。特にケアをよくされていない、
放置されているリンパ浮腫の場合、年
間20回ぐらい蜂窩織炎を起こす方もい
ます。
　池田　そんなにですか。
　原　なかなか生活が難しくなってき
ますので、そういう方にはまずしっか
り圧迫療法などをしていただくのも大
切ですし、蜂窩織炎を繰り返す方には
リンパ管静脈吻合術を行ってあげると
蜂窩織炎の頻度を下げることができる
ので、そのような対処も行っています。
　池田　悪性のものができたとき、そ
この皮膚はどうなるのですか。腫瘍み
たいにぼこぼこになっていくのでしょ
うか。
　原　赤い血管腫のような見かけにな

ることが多いです。ただ、それが発見
されてから１週間、２週間で急速に増
大してきますので、リンパ浮腫の場所
に赤い血管腫のようなものが見えた場
合は、早急に皮膚科の先生に見ていた
だいたほうがいいと思います。
　池田　あと、放置しておくと皮膚が
固くなったりしますよね。象皮病みた
いな感じですか。あれはリンパ管の周
囲の炎症と、リンパ管自体が固くなる
のでしょうか。
　原　そのとおりで、リンパ液がたま
っているというのは常に軽い炎症が起
こっている状態ですので、皮膚の線維
化、脂肪組織の線維化が起こります。
また、リンパ管の中にリンパ液がたく
さんたまっている状態は高血圧と似て
いて、リンパ管硬化も起こります。
　池田　そうなる前に、早く体重コン
トロールと保湿を行い進行しないよう
にするのですね。
　原　そうですね。一昔前まではリン
パ浮腫の治療というと、足を高くして
安静にするというのが治療だったと思
いますが、今、圧迫療法のやり方もい
ろいろあり、手術の方法もかなり発達
してきています。しっかりと治療をし
て、社会に戻って元気に生活していた
だけるようにサポートしていきたいと
思っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

も何百種類もあるので、患者さんのラ
イフスタイル、腕力、リンパ浮腫の重
症度に応じて適切な弾性ストッキング
を選択するのが私たちの仕事です。
　池田　それにしても、長いこと続け
なければいけないために、かなりスト
レスになると思うのですが、何か外科
的な治療法はあるのでしょうか。
　原　ここ10年でリンパ浮腫に対する
外科治療も非常に発達してきていまし
て、日本で一番よく行われているのが
リンパ管静脈吻合術（LVA）という術
式です。これは局所麻酔でできる手術
で、低侵襲な手術になっています。
　池田　具体的にはどのような感じな
のでしょうか。例えば、おなかの中を
いじるわけではないですよね。
　原　リンパ節郭清を行われるのはお
なかの中ですが、おなかの中のリンパ
節を取ってしまうと、脚のリンパ管の
中にリンパ液がたくさんたまったまま、
逃げ場がない状態になります。なので、
脚でリンパ管の膨れているところを探
し出して、そのリンパ管を静脈につな
ぐことで、静脈を通してリンパ液を排
出するような道を作る手術です。
　池田　内視鏡のようなものでやるの
ですか。
　原　皮膚切開は１～２㎝ぐらいで、
手術用の顕微鏡を使って10～20倍に拡
大をしながら縫っていきます。
　池田　切開してリンパ管と静脈を見
つけて、それで顕微鏡下で吻合してい

くのですね。
　原　そのとおりです。
　池田　時間はどのくらいなのでしょ
うか。
　原　術前検査をどこまで徹底的にや
るかにもよりますが、私たちが行って
いるのは、まずインドシアニングリー
ン検査でリンパ管を同定して、次に超
音波検査でリンパ管と静脈を同定して、
位置関係やサイズがちょうどいいもの
をあらかじめ同定した状態で皮膚切開
を入れます。そうすると１吻合、だい
たい30分ぐらいで手術が完了します。
　池田　では患者さんにとってもだい
ぶ楽ですね。
　原　そうですね。患者さんには吻合
の映像をリアルタイムで見ながら手術
を受けていただくのですが、手術が楽
しかったとおっしゃる方もいるぐらい、
患者さんへの負担は非常に少ない治療
になっています。
　池田　それはなかなかいいですね。
完璧とはいかないのでしょうが、ある
程度浮腫が取れてくると、患者さんの
QOLもだいぶよくなりますね。
　原　そうですね。手術の効果をしっ
かり出すためには、やはり圧迫療法と
体重コントロールが非常に大切になり
ますので、患者さんには術前に圧迫療
法と体重コントロールをしっかりした
状態で手術に臨んでいただくようにし
ています。
　池田　そして術後もそれを守ってい
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科部長
中　島　英太郎

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　内科（糖尿病）

　大西　中島先生、糖尿病のオンライ
ン診療の実際について教えていただき
たいと思います。
　中島　私は、名古屋の中部ろうさい
病院で糖尿病医をやっており、当院で
は３年ほど前からオンライン診療に関
わっています。
　大西　糖尿病でのオンライン診療の
特徴から教えていただけますか。
　中島　糖尿病というのは非常に患者
さんが多い疾患であり、皆さん、健診
などでよく引っかかるかと思います。
糖尿病の治療は、血糖、体重、あるい
は血圧などといったデータを見ながら
治療方針を考えていく特徴があります。
一番大事なHbA1cという指標もありま
すが、それ以外は比較的患者さんが自
宅で測れるところがありまして、糖尿
病というのはオンライン診療と親和性
が高く、高血圧症などと同様に、非常
にオンライン診療がやりやすい病気だ
と考えています。
　大西　自宅でいろいろ計測もできま
すので、それを定期的に先生にチェッ

クしていただくということですね。
　中島　そうです。
　大西　糖尿病のオンライン診療には
メリットとデメリットがいろいろある
かと思うのですが、何かお感じになっ
ていることはありますか。
　中島　糖尿病の治療をやっていて、
一番今問題になっているのは、健診で
引っかかっても医療機関にかかってい
ただけない、あるいは１回来ていただ
いても、継続して来ていただけない。
治療の自己中断をしてしまうというこ
とです。中断する方の理由としては、
第１位に仕事が忙しいということがよ
く挙がります。第２位は経済的理由な
のですが、そういう意味でオンライン
診療で患者さんの利便性を図るという
のは自己中断防止に役立つのではない
かと考えています。それが当院で開始
した理由でもあります。
　ただ、やはりデメリットはあると思
います。まず初診からというのが難し
いと思います。患者さんとの信頼性の
部分で最初からのオンライン診療は難

しいですし、糖尿病では低血糖あるい
はシックデーといったような、急に体
調を崩すことがありますので、そうい
う場合はオンライン診療ではちょっと
対応ができないということがあります。
　あとは、アンケートを患者さんに取
ったことがありますが、時間的な、体
力的負担が減ることを患者さんは非常
にメリットに感じているようです。
　大西　オンライン診療を始めて、途
中でドロップアウトするような方は減
りましたか。
　中島　オンライン診療をやっている
方でドロップアウトした方はいないの
ですが、まだそれほど数はやっておら
ず、まだ統計を取れるようなレベルで
はありません。
　大西　ウェアラブル機器がだいぶ進
歩してきていると思うのですが、そう
いうものは活用されていますか。
　中島　ご存じの方も多いかもしれま
せんけれども、糖尿病患者向けグルコ
ースモニタリングシステムが、何年か
前に市販され、保険で使えるようにな
っています。これは５分おきに血糖値
を記録できる機器で、センサーを腕の
後ろに貼りつけて、２週間まで記録で
きます。お風呂も入れますので、患者
さんとしては非常に利便性が高いです。
我々主治医としても、寝ている間の血
糖がずっとグラフで見られますので、
糖尿病の診療が非常にやりやすくなっ
ています。

　また、ほかにも今年、５G、あるい
はIoTの機器、直近ではウェアラブル
機器で日本でも不整脈のモニターとし
て使えるようになったと聞いています。
同様の時計型のもので血糖値を確認で
きるものが以前発表になったこともあ
ります。そういった機器が今後期待で
きると思います。
　大西　相当機器は進歩してきている
のですね。
　中島　急速に進歩しています。
　大西　以前だと患者さんが自宅で測
るのもなかなかたいへんそうでしたが。
　中島　指先穿刺での血糖測定は痛い
ですしね。
　大西　本当にたいへんだなと思って
いました。
　中島　僕たちも勧めてはいて、申し
訳なく思いつつやっていただいていま
す。
　大西　時間もスポットで限られます
ね。
　中島　そうです。
　大西　今の機器は持続して、例えば
食後の高血糖や就寝中の状態などが、
かなり正確にわかるのでしょうか。
　中島　先ほどのモニタリングシステ
ムも血液中のブドウ糖ではなくて、組
織の間質液の糖を見ているので、やや
ずれるし、数値の変化も遅れます。そ
のあたりはもう少し今後の改善を期待
したいところです。
　大西　トレンドはだいたいわかると
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

中部ろうさい病院糖尿病・内分泌内科部長
中　島　英太郎

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　内科（糖尿病）

　大西　中島先生、糖尿病のオンライ
ン診療の実際について教えていただき
たいと思います。
　中島　私は、名古屋の中部ろうさい
病院で糖尿病医をやっており、当院で
は３年ほど前からオンライン診療に関
わっています。
　大西　糖尿病でのオンライン診療の
特徴から教えていただけますか。
　中島　糖尿病というのは非常に患者
さんが多い疾患であり、皆さん、健診
などでよく引っかかるかと思います。
糖尿病の治療は、血糖、体重、あるい
は血圧などといったデータを見ながら
治療方針を考えていく特徴があります。
一番大事なHbA1cという指標もありま
すが、それ以外は比較的患者さんが自
宅で測れるところがありまして、糖尿
病というのはオンライン診療と親和性
が高く、高血圧症などと同様に、非常
にオンライン診療がやりやすい病気だ
と考えています。
　大西　自宅でいろいろ計測もできま
すので、それを定期的に先生にチェッ

クしていただくということですね。
　中島　そうです。
　大西　糖尿病のオンライン診療には
メリットとデメリットがいろいろある
かと思うのですが、何かお感じになっ
ていることはありますか。
　中島　糖尿病の治療をやっていて、
一番今問題になっているのは、健診で
引っかかっても医療機関にかかってい
ただけない、あるいは１回来ていただ
いても、継続して来ていただけない。
治療の自己中断をしてしまうというこ
とです。中断する方の理由としては、
第１位に仕事が忙しいということがよ
く挙がります。第２位は経済的理由な
のですが、そういう意味でオンライン
診療で患者さんの利便性を図るという
のは自己中断防止に役立つのではない
かと考えています。それが当院で開始
した理由でもあります。
　ただ、やはりデメリットはあると思
います。まず初診からというのが難し
いと思います。患者さんとの信頼性の
部分で最初からのオンライン診療は難

しいですし、糖尿病では低血糖あるい
はシックデーといったような、急に体
調を崩すことがありますので、そうい
う場合はオンライン診療ではちょっと
対応ができないということがあります。
　あとは、アンケートを患者さんに取
ったことがありますが、時間的な、体
力的負担が減ることを患者さんは非常
にメリットに感じているようです。
　大西　オンライン診療を始めて、途
中でドロップアウトするような方は減
りましたか。
　中島　オンライン診療をやっている
方でドロップアウトした方はいないの
ですが、まだそれほど数はやっておら
ず、まだ統計を取れるようなレベルで
はありません。
　大西　ウェアラブル機器がだいぶ進
歩してきていると思うのですが、そう
いうものは活用されていますか。
　中島　ご存じの方も多いかもしれま
せんけれども、糖尿病患者向けグルコ
ースモニタリングシステムが、何年か
前に市販され、保険で使えるようにな
っています。これは５分おきに血糖値
を記録できる機器で、センサーを腕の
後ろに貼りつけて、２週間まで記録で
きます。お風呂も入れますので、患者
さんとしては非常に利便性が高いです。
我々主治医としても、寝ている間の血
糖がずっとグラフで見られますので、
糖尿病の診療が非常にやりやすくなっ
ています。

　また、ほかにも今年、５G、あるい
はIoTの機器、直近ではウェアラブル
機器で日本でも不整脈のモニターとし
て使えるようになったと聞いています。
同様の時計型のもので血糖値を確認で
きるものが以前発表になったこともあ
ります。そういった機器が今後期待で
きると思います。
　大西　相当機器は進歩してきている
のですね。
　中島　急速に進歩しています。
　大西　以前だと患者さんが自宅で測
るのもなかなかたいへんそうでしたが。
　中島　指先穿刺での血糖測定は痛い
ですしね。
　大西　本当にたいへんだなと思って
いました。
　中島　僕たちも勧めてはいて、申し
訳なく思いつつやっていただいていま
す。
　大西　時間もスポットで限られます
ね。
　中島　そうです。
　大西　今の機器は持続して、例えば
食後の高血糖や就寝中の状態などが、
かなり正確にわかるのでしょうか。
　中島　先ほどのモニタリングシステ
ムも血液中のブドウ糖ではなくて、組
織の間質液の糖を見ているので、やや
ずれるし、数値の変化も遅れます。そ
のあたりはもう少し今後の改善を期待
したいところです。
　大西　トレンドはだいたいわかると

ドクターサロン65巻11月号（10 . 2021） （743）  3938 （742） ドクターサロン65巻11月号（10 . 2021）

2111_HONBUN.indd   39 2021/10/14   14:43



いうことですね。
　中島　それはたいへんありがたいこ
とです。
　大西　たいへん有用ですね。それで
は、糖尿病のオンライン診療の質をさ
らに上げるための工夫や、アプリも出
ているとうかがっているのですが、そ
のあたりはいかがですか。
　中島　我々は最初のオンライン診療
を２～３年前に始めて、薬を出すだけ
になってしまっているような感じがあ
りました。「お変わりないですか」と
聞くと、「ないです」と。「ああ、そう
ですか。では薬をまた出しておきます
ね」と、10秒で終わってしまう。これ
ではいけないと思いまして、我々は
PHR（Personal Health Record）とい
うスマートフォンのアプリを採用しま
した。これを患者さんのスマートフォ
ンに入れていただき、日常の血圧、血
糖、体重、食事、それから運動量、全
部入り、クラウドで保存していただき
ます。それを我々医療機関が同じプラ
ットフォーム上で読むことができるの
で、診療行為のとき、特にオンライン
診療のときはそれを参照しながら患者
さんの指導や薬の選択に活用していま
す。先ほどのモニタリングシステムの
データも、2020年の夏に医療機関のPC
で読むことができるようになり、非常
にありがたい状況です。
　大西　とても参考になりますね。
　中島　もちろんオンライン診療だけ

ではなく、普通の診療でも使えます。
　大西　安定した方だと、ちょっと挨
拶をして、「いかがでしょうか」と言
って、血糖値の状態を見たら、すぐ終
わってしまうことも確かにありますが、
もう少し突っ込んで患者さんの普段の
状況がわかるということですね。
　中島　そうですね。患者さんの日常
の生活が見える化されるということが
大きいと思います。
　大西　実際オンライン診療を進める
にあたって、制度的な問題とか、保険
診療は今どのような感じになっている
のですか。
　中島　もともと保険診療が正式にオ
ンライン診療を認めてから、もう３年
たちますが、かなり厳しい要件でした。
最初は私の患者さんでオンライン診療
がそのままできる要件の方は、実は
1,000人に１人ぐらいで、本当にいなか
ったです。それが2020年の４月に少し
緩和されて、そして新型コロナ感染の
対応でいろいろな要件が大幅に緩和さ
れた状況です。
　現在は誰に行ってもいいという時限
的措置になっています。糖尿病ではも
ともと透析の予防の指導管理をやって
いる方、ちょっと腎臓が悪くなってい
る方で現在は３カ月以上指導をしてい
る方。あるいは、インスリンやGLP-１
製剤の注射をしている方は現在も保険
制度上可能となっています。しかし、
よく言われるのですが、問題は、対面

でやったときと比較すると非常に点数
が低く、1/3、1/4の点数しか取れない
という状況があります。
　大西　それは課題としてあるのです
ね。
　中島　具体的に言えば、在宅自己注
射指導管理料、750点が147点になって
しまいますので、けっこう大きいです。
　大西　今、新型コロナがいろいろ制
度を変える後押しをしているようなと
ころもありますから、今後さらに制度

が進化していくといいと思うのですが、
そういう動きはあるのでしょうか。
　中島　報道を見ていますと、もとも
とは2020年の12月に今後のオンライン
診療のあり方の方針が出ると聞いてい
たのですが、延期になったということ
で、2021年10月までには厚生労働省を
中心にまとめたいということをうかが
っています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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いうことですね。
　中島　それはたいへんありがたいこ
とです。
　大西　たいへん有用ですね。それで
は、糖尿病のオンライン診療の質をさ
らに上げるための工夫や、アプリも出
ているとうかがっているのですが、そ
のあたりはいかがですか。
　中島　我々は最初のオンライン診療
を２～３年前に始めて、薬を出すだけ
になってしまっているような感じがあ
りました。「お変わりないですか」と
聞くと、「ないです」と。「ああ、そう
ですか。では薬をまた出しておきます
ね」と、10秒で終わってしまう。これ
ではいけないと思いまして、我々は
PHR（Personal Health Record）とい
うスマートフォンのアプリを採用しま
した。これを患者さんのスマートフォ
ンに入れていただき、日常の血圧、血
糖、体重、食事、それから運動量、全
部入り、クラウドで保存していただき
ます。それを我々医療機関が同じプラ
ットフォーム上で読むことができるの
で、診療行為のとき、特にオンライン
診療のときはそれを参照しながら患者
さんの指導や薬の選択に活用していま
す。先ほどのモニタリングシステムの
データも、2020年の夏に医療機関のPC
で読むことができるようになり、非常
にありがたい状況です。
　大西　とても参考になりますね。
　中島　もちろんオンライン診療だけ

ではなく、普通の診療でも使えます。
　大西　安定した方だと、ちょっと挨
拶をして、「いかがでしょうか」と言
って、血糖値の状態を見たら、すぐ終
わってしまうことも確かにありますが、
もう少し突っ込んで患者さんの普段の
状況がわかるということですね。
　中島　そうですね。患者さんの日常
の生活が見える化されるということが
大きいと思います。
　大西　実際オンライン診療を進める
にあたって、制度的な問題とか、保険
診療は今どのような感じになっている
のですか。
　中島　もともと保険診療が正式にオ
ンライン診療を認めてから、もう３年
たちますが、かなり厳しい要件でした。
最初は私の患者さんでオンライン診療
がそのままできる要件の方は、実は
1,000人に１人ぐらいで、本当にいなか
ったです。それが2020年の４月に少し
緩和されて、そして新型コロナ感染の
対応でいろいろな要件が大幅に緩和さ
れた状況です。
　現在は誰に行ってもいいという時限
的措置になっています。糖尿病ではも
ともと透析の予防の指導管理をやって
いる方、ちょっと腎臓が悪くなってい
る方で現在は３カ月以上指導をしてい
る方。あるいは、インスリンやGLP-１
製剤の注射をしている方は現在も保険
制度上可能となっています。しかし、
よく言われるのですが、問題は、対面

でやったときと比較すると非常に点数
が低く、1/3、1/4の点数しか取れない
という状況があります。
　大西　それは課題としてあるのです
ね。
　中島　具体的に言えば、在宅自己注
射指導管理料、750点が147点になって
しまいますので、けっこう大きいです。
　大西　今、新型コロナがいろいろ制
度を変える後押しをしているようなと
ころもありますから、今後さらに制度

が進化していくといいと思うのですが、
そういう動きはあるのでしょうか。
　中島　報道を見ていますと、もとも
とは2020年の12月に今後のオンライン
診療のあり方の方針が出ると聞いてい
たのですが、延期になったということ
で、2021年10月までには厚生労働省を
中心にまとめたいということをうかが
っています。
　大西　どうも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（Ⅲ）

くぼたこどもクリニック院長
久保田　恵　巳

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　小児科

　齊藤　オンライン診療の実際で、小
児科領域についてうかがいます。
　先生が診ている疾患はどのようなも
のが多いのでしょうか。
　久保田　オンライン診療では主に、
機能性慢性便秘症と、不安やパニック
などのメンタル面で公共交通機関に乗
れなくてクリニックまで来れない人を
対象にしています。
　齊藤　機能性慢性便秘症は、小児科
領域で多いのでしょうか。
　久保田　機能性慢性便秘症は、基礎
疾患がなくて便秘の状態になっている
お子さんを指していて、そのような方
が実はけっこういると私は感じていま
す。
　齊藤　年齢は様々ですか。
　久保田　乳幼児から、小・中・高校
生と幅広くいます。
　齊藤　生活で困るということで、患
者さんから先生に連絡が来るのですね。
　久保田　そうです。電話で予約を取
って来ていただきます。
　齊藤　初診は対面が原則ですね。

　久保田　はい。初診は対面を原則に
しています。
　齊藤　具体的にはどのような診療に
なるのでしょうか。
　久保田　まず便秘の状況を確認しま
す。便秘でも、便が硬いタイプと、便
の回数が少ないタイプがありますので、
そのあたりを聞き取りして、あとおな
かのエコーも撮ります。そして便秘日
誌を２週間つけていただいて、それを
確認して薬の微調整をしていきます。
　齊藤　検査、生活指導、投薬もでし
ょうか。
　久保田　最初の時点で大きな便の塊
がエコーで確認できた場合はその場で
浣腸して出していただいて、あとは薬
を処方します。薬を処方するのは、２
歳以上だったらポリエチレングリコー
ル、２歳以下だったら酸化マグネシウ
ムを使うことが多いです。
　齊藤　生活指導はどうですか。
　久保田　生活指導は、トイレトレー
ニングをすることが多いです。ただ、
保育園や幼稚園で行うトイレトレーニ

ングとはちょっと違い、毎日、晩ごは
んの後とか、朝ごはんの後にトイレに
５分でいいから座ってねと。楽しい雰
囲気でトイレで座るようにしてくださ
いねということと、５分頑張ってみて
出なかったら、すぐに諦めていいよと
伝えています。親御さんには、もしそ
のときにうんちが出たら、すごく褒め
てあげてねと伝えています。
　齊藤　食事と排便のリンクを作ると
いうことですね。
　久保田　そうですね。食事をすると
おなかが動き出しますので、食後にト
イレに行くというのはリーズナブルな
反応だと思います。
　齊藤　食品で特別な指導はあります
か。
　久保田　便秘はマルチファクターで
すので、１つだけ頑張って、繊維のあ
るものばかりを食べたからといって、
すぐに症状が改善するというわけでは
ありません。食事に関しても水分摂取、
あと運動などに関しても通常どおりで
いいとお伝えしています。もちろん、
繊維を頑張って取っていただくのもい
いのですが、特にそればかり気にする
のではなくて、バランスよく規則正し
い生活をしてもらえればいいと伝えて
います。
　齊藤　オンライン診療をそこで入れ
ていく場合のメリットには、どういっ
た点がありますか。
　久保田　当院は遠方から便秘の患者

さんが来られる場合が多いので、例え
ば長期処方を希望されることも多いの
です。しかし長期処方をしてしまうと、
その間にリズムが崩れて便秘の状態が
変わってきたり、年末年始などのイベ
ントのときに便秘に戻ってしまったり、
逆に急性胃腸炎にかかって下痢してい
たりなど、コントロールが崩れてしま
うことがよくあります。なので、対面
診療の合間にオンライン診療をして、
便秘日誌を確認しながら、きめ細かに
コントロールすることができると思い
ます。
　齊藤　対面診療の間にオンライン診
療を入れて、薬のアドヒアランスを保
つという流れでしょうか。
　久保田　そうですね。服薬コンプラ
イアンスが確認できるというメリット
があります。
　齊藤　患者さんおよびその親御さん
の感想はどういう感じでしょうか。
　久保田　感想は、とてもよい感触だ
と思います。「では次回もオンライン
でいいですか」と言われることも多い
のですが、「いや、次回は対面で」と
こちらからお願いする感じになるぐら
いです。
　齊藤　長い間困っていた人がこうい
ったことでうまくいきだすと、とても
感謝されて、よいということでしょう
か。
　久保田　そうですね。
　齊藤　もう一つの柱としてはメンタ
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

くぼたこどもクリニック院長
久保田　恵　巳

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　小児科

　齊藤　オンライン診療の実際で、小
児科領域についてうかがいます。
　先生が診ている疾患はどのようなも
のが多いのでしょうか。
　久保田　オンライン診療では主に、
機能性慢性便秘症と、不安やパニック
などのメンタル面で公共交通機関に乗
れなくてクリニックまで来れない人を
対象にしています。
　齊藤　機能性慢性便秘症は、小児科
領域で多いのでしょうか。
　久保田　機能性慢性便秘症は、基礎
疾患がなくて便秘の状態になっている
お子さんを指していて、そのような方
が実はけっこういると私は感じていま
す。
　齊藤　年齢は様々ですか。
　久保田　乳幼児から、小・中・高校
生と幅広くいます。
　齊藤　生活で困るということで、患
者さんから先生に連絡が来るのですね。
　久保田　そうです。電話で予約を取
って来ていただきます。
　齊藤　初診は対面が原則ですね。

　久保田　はい。初診は対面を原則に
しています。
　齊藤　具体的にはどのような診療に
なるのでしょうか。
　久保田　まず便秘の状況を確認しま
す。便秘でも、便が硬いタイプと、便
の回数が少ないタイプがありますので、
そのあたりを聞き取りして、あとおな
かのエコーも撮ります。そして便秘日
誌を２週間つけていただいて、それを
確認して薬の微調整をしていきます。
　齊藤　検査、生活指導、投薬もでし
ょうか。
　久保田　最初の時点で大きな便の塊
がエコーで確認できた場合はその場で
浣腸して出していただいて、あとは薬
を処方します。薬を処方するのは、２
歳以上だったらポリエチレングリコー
ル、２歳以下だったら酸化マグネシウ
ムを使うことが多いです。
　齊藤　生活指導はどうですか。
　久保田　生活指導は、トイレトレー
ニングをすることが多いです。ただ、
保育園や幼稚園で行うトイレトレーニ

ングとはちょっと違い、毎日、晩ごは
んの後とか、朝ごはんの後にトイレに
５分でいいから座ってねと。楽しい雰
囲気でトイレで座るようにしてくださ
いねということと、５分頑張ってみて
出なかったら、すぐに諦めていいよと
伝えています。親御さんには、もしそ
のときにうんちが出たら、すごく褒め
てあげてねと伝えています。
　齊藤　食事と排便のリンクを作ると
いうことですね。
　久保田　そうですね。食事をすると
おなかが動き出しますので、食後にト
イレに行くというのはリーズナブルな
反応だと思います。
　齊藤　食品で特別な指導はあります
か。
　久保田　便秘はマルチファクターで
すので、１つだけ頑張って、繊維のあ
るものばかりを食べたからといって、
すぐに症状が改善するというわけでは
ありません。食事に関しても水分摂取、
あと運動などに関しても通常どおりで
いいとお伝えしています。もちろん、
繊維を頑張って取っていただくのもい
いのですが、特にそればかり気にする
のではなくて、バランスよく規則正し
い生活をしてもらえればいいと伝えて
います。
　齊藤　オンライン診療をそこで入れ
ていく場合のメリットには、どういっ
た点がありますか。
　久保田　当院は遠方から便秘の患者

さんが来られる場合が多いので、例え
ば長期処方を希望されることも多いの
です。しかし長期処方をしてしまうと、
その間にリズムが崩れて便秘の状態が
変わってきたり、年末年始などのイベ
ントのときに便秘に戻ってしまったり、
逆に急性胃腸炎にかかって下痢してい
たりなど、コントロールが崩れてしま
うことがよくあります。なので、対面
診療の合間にオンライン診療をして、
便秘日誌を確認しながら、きめ細かに
コントロールすることができると思い
ます。
　齊藤　対面診療の間にオンライン診
療を入れて、薬のアドヒアランスを保
つという流れでしょうか。
　久保田　そうですね。服薬コンプラ
イアンスが確認できるというメリット
があります。
　齊藤　患者さんおよびその親御さん
の感想はどういう感じでしょうか。
　久保田　感想は、とてもよい感触だ
と思います。「では次回もオンライン
でいいですか」と言われることも多い
のですが、「いや、次回は対面で」と
こちらからお願いする感じになるぐら
いです。
　齊藤　長い間困っていた人がこうい
ったことでうまくいきだすと、とても
感謝されて、よいということでしょう
か。
　久保田　そうですね。
　齊藤　もう一つの柱としてはメンタ
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ル面の具合が悪い人がありました。こ
れはどういうことですか。
　久保田　パニック発作だとか不安が
強くてクリニックに来られない、でも、
本人としては治療したいという意思が
ある、こういう場合がオンライン診療
のかなりよい適応だと感じています。
　齊藤　クリニックに電車で来ようと
思っても来れない人ということですね。
　久保田　はい、そうです。
　齊藤　そこで先生の説明、話をして、
また処方もするのでしょうか。
　久保田　処方をする場合もあります
が、メインはカウンセリングになりま
す。当院の心理士がカウンセリングを
します。
　齊藤　学生などでは不登校とか引き
こもりもありますが、その辺も入って
きますか。
　久保田　そのような方も対象となっ
ています。
　齊藤　オンラインでつながれると改
善方向に向かうということでしょうか。
　久保田　そうですね。もちろん、対
面で来ることができるのであれば、来
てもらったほうがカウンセリングもや
りやすいのですが、来られないで何も
できないよりは、少しでもオンライン
でつながっているほうがやはり改善に
持っていけますので、たいへん有用な
方法だと思います。
　齊藤　小児科領域で慢性疾患でオン
ラインでいける領域は、ほかにはどの

ようなところがありますか。
　久保田　ほかには慢性疾患で漢方を
のんでいる方にもいい適応になると思
います。
　齊藤　先生の処方の中には漢方薬も
入りますか。
　久保田　はい。便秘で漢方を使うこ
ともよくあります。
　齊藤　漢方もいいかもしれませんね。
あと、肥満や糖尿病など代謝性疾患も
場合によっては入りますか。
　久保田　当院では取り扱いはないの
ですが、肥満はよい適応だと思います。
　齊藤　さて、小児は急性疾患も多い
と思いますが、その辺はどうでしょう
か。
　久保田　急性疾患で現在、新型コロ
ナウイルス感染症の時限措置下で初診
できるのですが、まずはお電話いただ
いて、当院で診られる範囲でオンライ
ンでも問題ないと判断した場合はお受
けするようにしています。
　齊藤　発熱などですね。
　久保田　急な発熱、初日の発熱で、
呼吸状態が問題ないとか、ほかの症状
があまりない場合はお受けしています。
　齊藤　処方もオンラインでいくので
しょうか。
　久保田　処方箋を自宅に送ったり、
時限措置の今は薬局に処方箋を送って
薬局に薬を配達してもらうこともでき
ます。
　齊藤　小児科でオンライン診療をこ

れからやってみようという先生がいる
と思うのですが、何かアドバイスはあ
りますか。
　久保田　オンライン診療は、従来型
の診療に取って代わるものではなく、
従来型の診療にプラスして、今までや
ってきた診療のクオリティレベルを上
げるとか、医療が必要だったのに手が

届かなかった人に提供する手段として
使うのがいいかと感じています。
　齊藤　より医療の質が上がる、より
きめ細かくなるための一つのツールと
いうことになりますか。
　久保田　はい、そのとおりです。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第65巻11月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、８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３回として、６篇を収録いたしました。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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ル面の具合が悪い人がありました。こ
れはどういうことですか。
　久保田　パニック発作だとか不安が
強くてクリニックに来られない、でも、
本人としては治療したいという意思が
ある、こういう場合がオンライン診療
のかなりよい適応だと感じています。
　齊藤　クリニックに電車で来ようと
思っても来れない人ということですね。
　久保田　はい、そうです。
　齊藤　そこで先生の説明、話をして、
また処方もするのでしょうか。
　久保田　処方をする場合もあります
が、メインはカウンセリングになりま
す。当院の心理士がカウンセリングを
します。
　齊藤　学生などでは不登校とか引き
こもりもありますが、その辺も入って
きますか。
　久保田　そのような方も対象となっ
ています。
　齊藤　オンラインでつながれると改
善方向に向かうということでしょうか。
　久保田　そうですね。もちろん、対
面で来ることができるのであれば、来
てもらったほうがカウンセリングもや
りやすいのですが、来られないで何も
できないよりは、少しでもオンライン
でつながっているほうがやはり改善に
持っていけますので、たいへん有用な
方法だと思います。
　齊藤　小児科領域で慢性疾患でオン
ラインでいける領域は、ほかにはどの

ようなところがありますか。
　久保田　ほかには慢性疾患で漢方を
のんでいる方にもいい適応になると思
います。
　齊藤　先生の処方の中には漢方薬も
入りますか。
　久保田　はい。便秘で漢方を使うこ
ともよくあります。
　齊藤　漢方もいいかもしれませんね。
あと、肥満や糖尿病など代謝性疾患も
場合によっては入りますか。
　久保田　当院では取り扱いはないの
ですが、肥満はよい適応だと思います。
　齊藤　さて、小児は急性疾患も多い
と思いますが、その辺はどうでしょう
か。
　久保田　急性疾患で現在、新型コロ
ナウイルス感染症の時限措置下で初診
できるのですが、まずはお電話いただ
いて、当院で診られる範囲でオンライ
ンでも問題ないと判断した場合はお受
けするようにしています。
　齊藤　発熱などですね。
　久保田　急な発熱、初日の発熱で、
呼吸状態が問題ないとか、ほかの症状
があまりない場合はお受けしています。
　齊藤　処方もオンラインでいくので
しょうか。
　久保田　処方箋を自宅に送ったり、
時限措置の今は薬局に処方箋を送って
薬局に薬を配達してもらうこともでき
ます。
　齊藤　小児科でオンライン診療をこ

れからやってみようという先生がいる
と思うのですが、何かアドバイスはあ
りますか。
　久保田　オンライン診療は、従来型
の診療に取って代わるものではなく、
従来型の診療にプラスして、今までや
ってきた診療のクオリティレベルを上
げるとか、医療が必要だったのに手が

届かなかった人に提供する手段として
使うのがいいかと感じています。
　齊藤　より医療の質が上がる、より
きめ細かくなるための一つのツールと
いうことになりますか。
　久保田　はい、そのとおりです。
　齊藤　どうも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（Ⅲ）

医療法人田村秀子婦人科医院院長
田　村　秀　子

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　婦人科

　大西　まず初めに、田村先生のクリ
ニックではいつぐらいからオンライン
診療を始められたのですか。
　田村　2015年ぐらいから、テレビ電
話などが無料で使用できるソフトウェ
アなどを使いながら、ぽつりぽつりと
始めていました。政府から、遠隔診療
は僻地を示すだけのものではないとの
方針が出てから、ベンダーの力を借り
て本格的に始めました。
　大西　随分前から取り組んでいらっ
しゃるのですね。
　田村　そうですね。
　大西　今コロナ禍で、やむを得ずと
いいますか、あちこちでオンライン診
療を始めているところもあるようなの
ですが、数年前からやられていたので
すね。
　田村　はい。
　大西　普通に考えて、婦人科は内診
などの診察がどうしても必要だと思わ
れがちですが、そのあたりはオンライ
ン診療でどのような工夫をし実践され
ているのでしょうか。

　田村　婦人科では確かに内診が必要
なことは多いのですが、逆に内診が必
要ないことも多いのです。内診が必要
なものに関してはオンライン診療は不
向きですが、例えば更年期障害や月経
困難症、あるいは不妊症のカウンセリ
ング系統のことなどは内診を必要とし
ない場合も多いですから、そういうこ
とに関してはオンライン診療で取り組
むようにしています。
　また、婦人科というのはどうしても
若い方、あるいは結婚していても、ま
だお子さんがいない方には敷居が高い
のですね。ですから、行きたいけれど
も人に見られたら嫌だとか、そういう
ことでなかなか来にくい方は、コロナ
禍になってからオンラインの初診で相
談なさる方も若干増えてきています。
　大西　オンラインのほうがわりと気
楽といいますか、自然なかたちで相談
しやすいのではないかと私などは思っ
たのですが、実際はそういうケースも
多いのですか。
　田村　そうです。私は女医ですので、

男性医師に比べたら診察室でも言いに
くいわけではないだろうと思うのです
が、診察室にいると少なからず緊張さ
れる方はいます。そういう方にとって
は、自宅からつなぐのは緊張感が少な
いことはあるようです。
　大西　その過程で、必要があれば実
際来ていただいて、オンラインと実診
療をうまく組み合わせるかたちになる
のでしょうか。
　田村　そうですね。血液検査等々が
必要なときには来ていただかなければ
いけませんし、どうしても時間がない
方などは血液検査だけクリニックに来
ていただいて、後日、オンライン診療
においてその結果のお話をするような
かたちで、診療所の中でとどまってい
る時間をなるべく短くするなどの工夫
もしています。
　大西　今は特に新型コロナウイルス
がはやっていて、なかなか診療がしづ
らくなっていますが、何か現場で工夫
されていることはありますか。
　田村　婦人科の外来としては、発熱
して新型コロナウイルスを疑う人は逆
に来ないですから、そういう意味では
一般の内科の先生とは若干違います。
ただ、今は発熱外来センターから我々
のところにPCR検査の委託をされるこ
とがあります。そういうような場合は
オンラインで発熱外来をやっています。
オンラインで話を聞いて、本人確認、
保険証の確認もして、場合によっては

クレジットで前払い決済をして、PCR
検査に来られたときには動線として本
当にワンウェイで、往復するようなか
たちにします。対応するスタッフも、
院内にとどまる時間も最少で済みます
ので、そういう意味ではオンライン診
療はとても役に立っています。
　大西　婦人科のクリニックでもPCR
検査をやられているとのことで、私は
少しびっくりして感心したのですが、
かなり積極的に協力されているのです
ね。
　田村　そうですね。当院は不妊が専
門ですが、そういう患者さんだけでは
なく、なるべく発熱患者がたくさんい
ないところに行きたいと思われる女性
も多いと思うので、そういう意味で受
けています。
　大西　先生のところは特に不妊治療
に力を入れていらっしゃると聞いてい
るのですが、オンライン診療はどうい
う場面で活用されているのでしょうか。
　田村　もう６～７年前になりますか、
私がオンライン診療というか、テレビ
電話などが無料で使用できるソフトウ
ェアを使って始めた一つの理由ですが、
体外受精をした後に妊娠判定をして、
それでマイナスだったら、みんな落ち
込んで、ぼうっとして帰ってしまうの
です。ですから、そういう状態になっ
たりしたときに、自宅でテレビ電話の
かたちで話をすれば、もう少しリラッ
クスしていろいろなお話ができるかと
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

医療法人田村秀子婦人科医院院長
田　村　秀　子

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　婦人科

　大西　まず初めに、田村先生のクリ
ニックではいつぐらいからオンライン
診療を始められたのですか。
　田村　2015年ぐらいから、テレビ電
話などが無料で使用できるソフトウェ
アなどを使いながら、ぽつりぽつりと
始めていました。政府から、遠隔診療
は僻地を示すだけのものではないとの
方針が出てから、ベンダーの力を借り
て本格的に始めました。
　大西　随分前から取り組んでいらっ
しゃるのですね。
　田村　そうですね。
　大西　今コロナ禍で、やむを得ずと
いいますか、あちこちでオンライン診
療を始めているところもあるようなの
ですが、数年前からやられていたので
すね。
　田村　はい。
　大西　普通に考えて、婦人科は内診
などの診察がどうしても必要だと思わ
れがちですが、そのあたりはオンライ
ン診療でどのような工夫をし実践され
ているのでしょうか。

　田村　婦人科では確かに内診が必要
なことは多いのですが、逆に内診が必
要ないことも多いのです。内診が必要
なものに関してはオンライン診療は不
向きですが、例えば更年期障害や月経
困難症、あるいは不妊症のカウンセリ
ング系統のことなどは内診を必要とし
ない場合も多いですから、そういうこ
とに関してはオンライン診療で取り組
むようにしています。
　また、婦人科というのはどうしても
若い方、あるいは結婚していても、ま
だお子さんがいない方には敷居が高い
のですね。ですから、行きたいけれど
も人に見られたら嫌だとか、そういう
ことでなかなか来にくい方は、コロナ
禍になってからオンラインの初診で相
談なさる方も若干増えてきています。
　大西　オンラインのほうがわりと気
楽といいますか、自然なかたちで相談
しやすいのではないかと私などは思っ
たのですが、実際はそういうケースも
多いのですか。
　田村　そうです。私は女医ですので、

男性医師に比べたら診察室でも言いに
くいわけではないだろうと思うのです
が、診察室にいると少なからず緊張さ
れる方はいます。そういう方にとって
は、自宅からつなぐのは緊張感が少な
いことはあるようです。
　大西　その過程で、必要があれば実
際来ていただいて、オンラインと実診
療をうまく組み合わせるかたちになる
のでしょうか。
　田村　そうですね。血液検査等々が
必要なときには来ていただかなければ
いけませんし、どうしても時間がない
方などは血液検査だけクリニックに来
ていただいて、後日、オンライン診療
においてその結果のお話をするような
かたちで、診療所の中でとどまってい
る時間をなるべく短くするなどの工夫
もしています。
　大西　今は特に新型コロナウイルス
がはやっていて、なかなか診療がしづ
らくなっていますが、何か現場で工夫
されていることはありますか。
　田村　婦人科の外来としては、発熱
して新型コロナウイルスを疑う人は逆
に来ないですから、そういう意味では
一般の内科の先生とは若干違います。
ただ、今は発熱外来センターから我々
のところにPCR検査の委託をされるこ
とがあります。そういうような場合は
オンラインで発熱外来をやっています。
オンラインで話を聞いて、本人確認、
保険証の確認もして、場合によっては

クレジットで前払い決済をして、PCR
検査に来られたときには動線として本
当にワンウェイで、往復するようなか
たちにします。対応するスタッフも、
院内にとどまる時間も最少で済みます
ので、そういう意味ではオンライン診
療はとても役に立っています。
　大西　婦人科のクリニックでもPCR
検査をやられているとのことで、私は
少しびっくりして感心したのですが、
かなり積極的に協力されているのです
ね。
　田村　そうですね。当院は不妊が専
門ですが、そういう患者さんだけでは
なく、なるべく発熱患者がたくさんい
ないところに行きたいと思われる女性
も多いと思うので、そういう意味で受
けています。
　大西　先生のところは特に不妊治療
に力を入れていらっしゃると聞いてい
るのですが、オンライン診療はどうい
う場面で活用されているのでしょうか。
　田村　もう６～７年前になりますか、
私がオンライン診療というか、テレビ
電話などが無料で使用できるソフトウ
ェアを使って始めた一つの理由ですが、
体外受精をした後に妊娠判定をして、
それでマイナスだったら、みんな落ち
込んで、ぼうっとして帰ってしまうの
です。ですから、そういう状態になっ
たりしたときに、自宅でテレビ電話の
かたちで話をすれば、もう少しリラッ
クスしていろいろなお話ができるかと
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思ったのが最初だったのです。
　今は妊娠判定をしてもまだ超音波で
妊娠がきちんとわからないような時期
は話をし、薬を郵送して、実際にだめ
だったときには悲しい思いもしますか
ら、そういうところは病院に来ずに対
応できるかたちにしています。それ以
外にも、不妊の患者さんには精神的な
ケアがとても必要ですので、当院のカ
ウンセラーからオンラインカウンセリ
ングをする際にも使っています。
　大西　きめ細かな対応で素晴らしい
ですね。かなり精神的なサポートもさ
れるということですね。
　田村　そうですね。
　大西　治療を何回も繰り返される方
もいらっしゃいますよね。なかなか苦
労されているケースも多いかと思いま
すが、そういう場合もオンラインを使
って支えているのですか。
　田村　必要なことだと思っています。
不妊症はどうしても体外受精などをす
るときに、卵胞の大きさがどのくらい
かを検査して見なければいけないです
から、不妊症の方をオンラインで行う
のは実際の診療のところ以外の部分で
使うことが多いです。オンライン診療
で使うのは若干特殊かと思いますが、
いわゆる医療として使うというよりも、
そういうサポートとしてのほうが多く
なります。逆に不妊ではない方々、若
い患者さんの月経困難症や更年期障害
というあたりは結局、ずっと継続して

服薬していただかなければいけないの
です。
　内科の高血圧、糖尿病の人たちは、
自分の生き死にに関係しますから、き
ちんと薬をのまれるのですが、月経困
難症は生理のときだけで、生理痛の薬
をのめば何とかなると思う方は、LEP
製剤というピルのようなもので排卵を
抑制していく治療が一番効果的で、毎
日薬をのんでいただかなければいけな
いのに、「あ、忘れちゃった。薬を病
院に取りに行けない」となり、あっと
いう間に生理が来てもうのめなくなる、
という感じでドロップアウトするので
す。
　そうすると、継続的な治療につなが
らないので困ります。そういう点では
オンラインでつないで、薬は院内処方
で実薬を郵送すると、皆さん、薬をず
っと続けていくことができます。更年
期障害も同じですが、そうやって継続
していただくことができるので、子宮
内膜症や月経困難症や更年期障害とい
った軽微なものの、でも継続しなけれ
ばいけないものに関しては、オンライ
ンはとても効果的だと思っています。
　大西　今はコロナ禍でなかなか病院
にいらっしゃらない方もいて、内科で
も途中で薬がなくなってしまい、しば
らくのまなかったというケースもあり
ます。そういうものが防げるのですね。
　田村　そうですね。
　大西　あと、よく緊急避妊というの

が社会的に問題になることがあります。
これもなかなか敷居が高いと聞いてい
るのですが、先生のところではオンラ
インを使って何か工夫をされているの
でしょうか。
　田村　緊急避妊薬に関しては、72時
間以内にのむ。72時間たってしまうと、
その確率は50％ぐらいなのです。です
から72時間ではなく、可及的早急がい
い。一番いいのは、近くのすぐにもら
えるところに行ってもらうことだと思
います。けれども、近隣にないとか、
どうしても行くのが恥ずかしいという
場合に、オンライン診療というかたち

でやっていけばいいかとは思うのです
が、残念ながらオンライン診療の場合
には支払いの問題があります。例えば
中高生のような、親にも知られたくな
いし、でも学校にも言えないし、学校
がある間は病院にも行けないしという
子たちはクレジット決済もできません。
なかなか現実的でないところもあって、
それはオンラインがどのくらい効果的
なのかということになると、また違う
かなという気もしてはいますが、使え
ればいいと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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思ったのが最初だったのです。
　今は妊娠判定をしてもまだ超音波で
妊娠がきちんとわからないような時期
は話をし、薬を郵送して、実際にだめ
だったときには悲しい思いもしますか
ら、そういうところは病院に来ずに対
応できるかたちにしています。それ以
外にも、不妊の患者さんには精神的な
ケアがとても必要ですので、当院のカ
ウンセラーからオンラインカウンセリ
ングをする際にも使っています。
　大西　きめ細かな対応で素晴らしい
ですね。かなり精神的なサポートもさ
れるということですね。
　田村　そうですね。
　大西　治療を何回も繰り返される方
もいらっしゃいますよね。なかなか苦
労されているケースも多いかと思いま
すが、そういう場合もオンラインを使
って支えているのですか。
　田村　必要なことだと思っています。
不妊症はどうしても体外受精などをす
るときに、卵胞の大きさがどのくらい
かを検査して見なければいけないです
から、不妊症の方をオンラインで行う
のは実際の診療のところ以外の部分で
使うことが多いです。オンライン診療
で使うのは若干特殊かと思いますが、
いわゆる医療として使うというよりも、
そういうサポートとしてのほうが多く
なります。逆に不妊ではない方々、若
い患者さんの月経困難症や更年期障害
というあたりは結局、ずっと継続して

服薬していただかなければいけないの
です。
　内科の高血圧、糖尿病の人たちは、
自分の生き死にに関係しますから、き
ちんと薬をのまれるのですが、月経困
難症は生理のときだけで、生理痛の薬
をのめば何とかなると思う方は、LEP
製剤というピルのようなもので排卵を
抑制していく治療が一番効果的で、毎
日薬をのんでいただかなければいけな
いのに、「あ、忘れちゃった。薬を病
院に取りに行けない」となり、あっと
いう間に生理が来てもうのめなくなる、
という感じでドロップアウトするので
す。
　そうすると、継続的な治療につなが
らないので困ります。そういう点では
オンラインでつないで、薬は院内処方
で実薬を郵送すると、皆さん、薬をず
っと続けていくことができます。更年
期障害も同じですが、そうやって継続
していただくことができるので、子宮
内膜症や月経困難症や更年期障害とい
った軽微なものの、でも継続しなけれ
ばいけないものに関しては、オンライ
ンはとても効果的だと思っています。
　大西　今はコロナ禍でなかなか病院
にいらっしゃらない方もいて、内科で
も途中で薬がなくなってしまい、しば
らくのまなかったというケースもあり
ます。そういうものが防げるのですね。
　田村　そうですね。
　大西　あと、よく緊急避妊というの

が社会的に問題になることがあります。
これもなかなか敷居が高いと聞いてい
るのですが、先生のところではオンラ
インを使って何か工夫をされているの
でしょうか。
　田村　緊急避妊薬に関しては、72時
間以内にのむ。72時間たってしまうと、
その確率は50％ぐらいなのです。です
から72時間ではなく、可及的早急がい
い。一番いいのは、近くのすぐにもら
えるところに行ってもらうことだと思
います。けれども、近隣にないとか、
どうしても行くのが恥ずかしいという
場合に、オンライン診療というかたち

でやっていけばいいかとは思うのです
が、残念ながらオンライン診療の場合
には支払いの問題があります。例えば
中高生のような、親にも知られたくな
いし、でも学校にも言えないし、学校
がある間は病院にも行けないしという
子たちはクレジット決済もできません。
なかなか現実的でないところもあって、
それはオンラインがどのくらい効果的
なのかということになると、また違う
かなという気もしてはいますが、使え
ればいいと思います。
　大西　どうも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（Ⅲ）

ふなくし皮膚科クリニック院長
舟　串　直　子

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　皮膚科

　齊藤　皮膚科のオンライン診療です
と、どういう患者さんが多いのでしょ
うか。
　舟串　当院ですと、慢性蕁麻疹の方
や、舌下免疫療法の治療の患者さんを
組み入れてやっています。
　齊藤　慢性蕁麻疹は、具体的にはど
のようなかたちで診療が進んでいくの
でしょうか。
　舟串　慢性蕁麻疹の方は、薬をのん
でいれば症状が落ち着いている方が多
いので、オンラインで問診をしながら、
「蕁麻疹は出ていませんか」と質問を
して症状が出ていないことを確認して
処方を継続していきます。
　齊藤　抗アレルギー剤が多いですか。
　舟串　そうですね。１剤でうまくコ
ントロールできれば問題ないのですが、
それで落ち着いていない人は対面診療
に戻っていただくことになります。
　齊藤　服薬は長期になりますか。
　舟串　そうですね。すぐに治るわけ
ではないため、継続的に内服していた
だくことになります。

　齊藤　相当長期に服薬することにな
ると、アドヒアランスが問題になって
くるでしょうね。
　舟串　そうですね。通院する時間を
捻出するのが難しくなってくる人は途
中で治療が中断してしまうので、そう
いう意味でもオンライン診療を使うと
効率よく治療を継続することができる
と思います。
　齊藤　薬のみの長期処方というより
は、オンラインである程度、定期的に
声かけをしてあげるのですね。
　舟串　そうですね。症状が出ている
のに医師に訴えない人もいるので、そ
ういう意味ではきちんと間でオンライ
ン診療をして話をするのが大事だと思
います。
　齊藤　そういった意味では患者さん
にとってたいへんメリットがあること
になりますね。
　舟串　そのとおりです。
　齊藤　舌下免疫療法はどういうこと
をやるのでしょうか。
　舟串　舌下免疫療法は今、その対象

にダニとスギがあるのですが、スギは
スギが飛んでいる時期はできないので、
６～12月の間にスタートします。処方
して、エキス剤を自身で舌下に入れて
いただいて、毎日継続する。５年間ぐ
らいやっていくような治療です。
　齊藤　相当長期なので、続けていく
ことがけっこうたいへんですね。
　舟串　そうですね。全く中断しては
いけないというわけではないのですが、
３週間ぐらい中断すると、また初めか
らやり直しになってしまうので、やは
り副作用がないか、もちろんアナフィ
ラキシーになっていないか、そういう
ところを医師がチェックをして処方し
ていきます。
　齊藤　これも通院がたいへんな患者
さんにとってはオンラインが便利だと
いうことですね。
　舟串　そうですね。舌下免疫療法を
受ける方は具合が悪い方ではないので、
元気で、かつ免疫をトレーニングする
ような治療ですので、症状がないのに
治療を継続することがすごく大事です。
　齊藤　皮膚科ですと、白癬はどうで
すか。
　舟串　これは日本皮膚科学会も明言
しているように、初診では検鏡をして、
爪白癬かどうかの診断をしないといけ
ないので対面診療を行っています。そ
の後、外用指導をして、外用の場合は
オンライン診療を使いながら継続して
いきます。

　齊藤　この場合も相当長期に治療し
ないといけないのですね。
　舟串　そうです。だいたい１年から
１年半ぐらい治療が続きます。爪が伸
びるのが遅い方は特に時間がかかりま
すので、塗り薬がなくなったら取りに
来てくださいというかたちになります。
　齊藤　治療継続という意味でオンラ
イン診療が重要だということでしょう
か。
　舟串　そうですね。対面診察はもち
ろんするのですが、処方の継続という
意味ではオンライン診療はすごく便利
だと思います。
　齊藤　アトピー性皮膚炎はどうです
か。
　舟串　アトピー性皮膚炎の方は全身
を診なければいけません。かかりつけ
の方はずっと診ていますので、例えば
何か起きたときも、以前にあったので、
また同じようなことが起きているとい
うのが推測できますが、全くの初診の
方や、引っ越ししてきた方たちはいき
なりオンラインでは診察が難しいかな
と思います。
　齊藤　全身を診ないといけない、と
いうことですか。
　舟串　例えば社会的なバックグラウ
ンドがある方もいるのです。引きこも
りになっていたりという方たちは、で
きればオンラインで診たいところです
が、なかなか皮膚の症状を診るという
のは画面でオンライン上では難しいか
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

ふなくし皮膚科クリニック院長
舟　串　直　子

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　皮膚科

　齊藤　皮膚科のオンライン診療です
と、どういう患者さんが多いのでしょ
うか。
　舟串　当院ですと、慢性蕁麻疹の方
や、舌下免疫療法の治療の患者さんを
組み入れてやっています。
　齊藤　慢性蕁麻疹は、具体的にはど
のようなかたちで診療が進んでいくの
でしょうか。
　舟串　慢性蕁麻疹の方は、薬をのん
でいれば症状が落ち着いている方が多
いので、オンラインで問診をしながら、
「蕁麻疹は出ていませんか」と質問を
して症状が出ていないことを確認して
処方を継続していきます。
　齊藤　抗アレルギー剤が多いですか。
　舟串　そうですね。１剤でうまくコ
ントロールできれば問題ないのですが、
それで落ち着いていない人は対面診療
に戻っていただくことになります。
　齊藤　服薬は長期になりますか。
　舟串　そうですね。すぐに治るわけ
ではないため、継続的に内服していた
だくことになります。

　齊藤　相当長期に服薬することにな
ると、アドヒアランスが問題になって
くるでしょうね。
　舟串　そうですね。通院する時間を
捻出するのが難しくなってくる人は途
中で治療が中断してしまうので、そう
いう意味でもオンライン診療を使うと
効率よく治療を継続することができる
と思います。
　齊藤　薬のみの長期処方というより
は、オンラインである程度、定期的に
声かけをしてあげるのですね。
　舟串　そうですね。症状が出ている
のに医師に訴えない人もいるので、そ
ういう意味ではきちんと間でオンライ
ン診療をして話をするのが大事だと思
います。
　齊藤　そういった意味では患者さん
にとってたいへんメリットがあること
になりますね。
　舟串　そのとおりです。
　齊藤　舌下免疫療法はどういうこと
をやるのでしょうか。
　舟串　舌下免疫療法は今、その対象

にダニとスギがあるのですが、スギは
スギが飛んでいる時期はできないので、
６～12月の間にスタートします。処方
して、エキス剤を自身で舌下に入れて
いただいて、毎日継続する。５年間ぐ
らいやっていくような治療です。
　齊藤　相当長期なので、続けていく
ことがけっこうたいへんですね。
　舟串　そうですね。全く中断しては
いけないというわけではないのですが、
３週間ぐらい中断すると、また初めか
らやり直しになってしまうので、やは
り副作用がないか、もちろんアナフィ
ラキシーになっていないか、そういう
ところを医師がチェックをして処方し
ていきます。
　齊藤　これも通院がたいへんな患者
さんにとってはオンラインが便利だと
いうことですね。
　舟串　そうですね。舌下免疫療法を
受ける方は具合が悪い方ではないので、
元気で、かつ免疫をトレーニングする
ような治療ですので、症状がないのに
治療を継続することがすごく大事です。
　齊藤　皮膚科ですと、白癬はどうで
すか。
　舟串　これは日本皮膚科学会も明言
しているように、初診では検鏡をして、
爪白癬かどうかの診断をしないといけ
ないので対面診療を行っています。そ
の後、外用指導をして、外用の場合は
オンライン診療を使いながら継続して
いきます。

　齊藤　この場合も相当長期に治療し
ないといけないのですね。
　舟串　そうです。だいたい１年から
１年半ぐらい治療が続きます。爪が伸
びるのが遅い方は特に時間がかかりま
すので、塗り薬がなくなったら取りに
来てくださいというかたちになります。
　齊藤　治療継続という意味でオンラ
イン診療が重要だということでしょう
か。
　舟串　そうですね。対面診察はもち
ろんするのですが、処方の継続という
意味ではオンライン診療はすごく便利
だと思います。
　齊藤　アトピー性皮膚炎はどうです
か。
　舟串　アトピー性皮膚炎の方は全身
を診なければいけません。かかりつけ
の方はずっと診ていますので、例えば
何か起きたときも、以前にあったので、
また同じようなことが起きているとい
うのが推測できますが、全くの初診の
方や、引っ越ししてきた方たちはいき
なりオンラインでは診察が難しいかな
と思います。
　齊藤　全身を診ないといけない、と
いうことですか。
　舟串　例えば社会的なバックグラウ
ンドがある方もいるのです。引きこも
りになっていたりという方たちは、で
きればオンラインで診たいところです
が、なかなか皮膚の症状を診るという
のは画面でオンライン上では難しいか
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と思います。
　齊藤　皮膚の症状をスマートフォン
で診るのはどうですか。
　舟串　明るさとか、患者さんのスマ
ートフォンの角度でも全然違ってきま
すので、私たちが診察したい角度、明
るさ、鮮明さで見せてくれないことが
多いです。対面で来ていただいたほう
が正確な診断と治療ができると思いま
す。
　齊藤　オンラインの便利さを使いな
がら、対面で正確に診断していくので
すね。
　舟串　はい。
　齊藤　帯状疱疹はどうですか。
　舟串　帯状疱疹はあくまで皮疹の性
状や場所がすごく大事ですが、患者側
の訴えもけっこう大きいです。痛みが
あるかないか、水疱の形状は必ず見な
ければいけないのですが、ある程度の
推測というか、話だけでもかなりわか
るところがあると思います。場合によ
ってですが、オンライン診療を使って
治療することは有益だと思います。
　齊藤　ただ、帯状疱疹は鑑別が難し
い部分もあるのですか。
　舟串　はい。ですので、オンライン
で診断できない場合は対面で来ていた
だくというところがすごく大事です。
　齊藤　実際、先生のクリニックでの
オンラインと対面診療はどういった流
れで行っているのですか。
　舟串　ちょっとシステムは違うので

すが、診療時間内にオンラインも対面
も同じように予約を取って、ハイブリ
ッドで診ています。対面の患者さんを
診て、その後、オンラインの患者さん
を診てという流れです。
　齊藤　そうすると、実際に対面で診
るか、バーチャルで診るかの差だけで
すか。
　舟串　そうですね。お話しするとい
う意味合いではそのとおりです。
　齊藤　先生自身の負担感もあまりな
いということですか。
　舟串　実際の診療に関してはないと
思います。
　齊藤　たいへんメリットがあるとい
うことですが、こういうオンライン診
療をこれから導入したいと思っている
医師に何かアドバイスはありますか。
　舟串　特に患者さんのほうにメリッ
トが大きいので、患者さんからどんど
ん「オンラインをやりたい」と言って
くると思うのですが、先生方のほうで、
これは診る、これは診ないという線引
きを初めにきちんと作っておくのがい
いと思います。皮膚科の場合はオンラ
イン診療料は取れません。診療計画書
か同意書は義務ではないのですが、で
きれば紙で渡して患者さんの同意を得
てからオンライン診療を始められると
よいかと思います。
　齊藤　対面とオンラインのバランス
ということでしょうが、患者さんはオ
ンラインが便利なので、そちらの希望

が多くなり過ぎてしまうということで
しょうか。
　舟串　中には、先生の顔を見たいと
か、クリニックが近いから来ますとい
う方はたくさんいると思うのですが、
オンラインが便利でいいという方の中
には、ずっとオンラインでいいでしょ
うという考えの方もいるかもしれませ
ん。そういう安易な受診はしないよう
に初めに説明して、次の対面もしてく
ださいというルールを作っておくのが
大事です。
　齊藤　対面でしっかり確認しながら、
オンラインの便利さ、よさを使うとい

うことですね。
　舟串　そのとおりです。
　齊藤　まず、患者さんと取り決めを
しておいて、その流れに持っていくと
いうことでしょうか。
　舟串　そうですね。
　齊藤　オンライン診療はたいへんメ
リットがありそうですが、それに飲み
込まれて診断の正確さが損なわれるこ
とを回避するということですね。
　舟串　はい。
　齊藤　わかりました。ありがとうご
ざいました。
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と思います。
　齊藤　皮膚の症状をスマートフォン
で診るのはどうですか。
　舟串　明るさとか、患者さんのスマ
ートフォンの角度でも全然違ってきま
すので、私たちが診察したい角度、明
るさ、鮮明さで見せてくれないことが
多いです。対面で来ていただいたほう
が正確な診断と治療ができると思いま
す。
　齊藤　オンラインの便利さを使いな
がら、対面で正確に診断していくので
すね。
　舟串　はい。
　齊藤　帯状疱疹はどうですか。
　舟串　帯状疱疹はあくまで皮疹の性
状や場所がすごく大事ですが、患者側
の訴えもけっこう大きいです。痛みが
あるかないか、水疱の形状は必ず見な
ければいけないのですが、ある程度の
推測というか、話だけでもかなりわか
るところがあると思います。場合によ
ってですが、オンライン診療を使って
治療することは有益だと思います。
　齊藤　ただ、帯状疱疹は鑑別が難し
い部分もあるのですか。
　舟串　はい。ですので、オンライン
で診断できない場合は対面で来ていた
だくというところがすごく大事です。
　齊藤　実際、先生のクリニックでの
オンラインと対面診療はどういった流
れで行っているのですか。
　舟串　ちょっとシステムは違うので

すが、診療時間内にオンラインも対面
も同じように予約を取って、ハイブリ
ッドで診ています。対面の患者さんを
診て、その後、オンラインの患者さん
を診てという流れです。
　齊藤　そうすると、実際に対面で診
るか、バーチャルで診るかの差だけで
すか。
　舟串　そうですね。お話しするとい
う意味合いではそのとおりです。
　齊藤　先生自身の負担感もあまりな
いということですか。
　舟串　実際の診療に関してはないと
思います。
　齊藤　たいへんメリットがあるとい
うことですが、こういうオンライン診
療をこれから導入したいと思っている
医師に何かアドバイスはありますか。
　舟串　特に患者さんのほうにメリッ
トが大きいので、患者さんからどんど
ん「オンラインをやりたい」と言って
くると思うのですが、先生方のほうで、
これは診る、これは診ないという線引
きを初めにきちんと作っておくのがい
いと思います。皮膚科の場合はオンラ
イン診療料は取れません。診療計画書
か同意書は義務ではないのですが、で
きれば紙で渡して患者さんの同意を得
てからオンライン診療を始められると
よいかと思います。
　齊藤　対面とオンラインのバランス
ということでしょうが、患者さんはオ
ンラインが便利なので、そちらの希望

が多くなり過ぎてしまうということで
しょうか。
　舟串　中には、先生の顔を見たいと
か、クリニックが近いから来ますとい
う方はたくさんいると思うのですが、
オンラインが便利でいいという方の中
には、ずっとオンラインでいいでしょ
うという考えの方もいるかもしれませ
ん。そういう安易な受診はしないよう
に初めに説明して、次の対面もしてく
ださいというルールを作っておくのが
大事です。
　齊藤　対面でしっかり確認しながら、
オンラインの便利さ、よさを使うとい

うことですね。
　舟串　そのとおりです。
　齊藤　まず、患者さんと取り決めを
しておいて、その流れに持っていくと
いうことでしょうか。
　舟串　そうですね。
　齊藤　オンライン診療はたいへんメ
リットがありそうですが、それに飲み
込まれて診断の正確さが損なわれるこ
とを回避するということですね。
　舟串　はい。
　齊藤　わかりました。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（Ⅲ）

日本遠隔医療学会歯科遠隔医療分科会会長
長　縄　拓　哉

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　歯科

　大西　長縄先生、歯科の領域でオン
ライン診療というのは、どのような状
況なのでしょうか。
　長縄　もともと歯科というと、皆さ
ん想像するところで言うと、歯医者さ
んに行って、虫歯を削って詰めたり、
入れ歯の型を取ったり、実際に患者さ
んにさわらないと診療ができないと思
われる方がけっこういらっしゃるかと
思います。実際、臨床の現場で行われ
ていることは、患者さんに触れないと
できない外科処置はもちろんそうです
が、それだけではなくて、コンサルテ
ーションなど、信頼関係を得るために
話をすることが重要です。そういう面
で実際に患者さんがその場にいなくて
も、オンラインでそれを行うことはで
きるのです。なので、一般の開業医た
ちも、実際に普段の臨床の治療の流れ
の中にオンライン診療を組み込んでい
ったり、組み合わせてうまく使ってい
ただいている場面が多くなってきたと
いう実感はあります。
　大西　クリニックや少し規模の大き

な病院でも、最近はそういうものを組
み合わせて導入しているところが増え
てきていると考えてよいのでしょうか。
　長縄　あくまで診療の補助として対
面診療と組み合わせて行います。オン
ライン診療だけで治療が完結すること
はもちろんありません。ただ、歯科の
特性上、大きな病院よりは開業医が個
人で行われているというシーンが多い
かと思います。
　大西　少し具体的にうかがいたいの
ですが、まず今、口腔ケアが非常に重
要だと、新型コロナの感染対策でも重
要ということがかなり強調されている
と思います。口腔ケアの指導やいろい
ろなアドバイスなどは、先生はオンラ
イン診療でどのように行っているので
しょうか。
　長縄　私は在宅医で訪問診療をして
いるので、外来はほとんど行っていま
せん。例えば介護施設や歯科のない病
院などに私が訪問して、現場で口腔ケ
アを手取り足取り教えながら、一緒に
行ってみるということを普段やってい

ます。私はそもそも週に１回しか行か
ないので、ほかの６日間は現場にいる
看護師や介護士が口腔ケアを担ってい
ます。現場で困ったことがあってすぐ
相談したいときにオンライン診療を用
いると、私のスマートフォンやクリニ
ックのスマートフォンが鳴って、医療
通話をつないで実際に口腔ケアを行っ
ているところとか、例えばこんな感じ
に「入れ歯が割れちゃったんです」と
か、そういうときに画像を一緒に見な
がら指示をすることができます。
　大西　介護の現場では高齢の方が多
いと思うのですが、口腔ケアは具体的
にどのように指導されているのでしょ
うか。
　長縄　オンラインでやることは、実
際にぷらぐら対応などがほとんどです
が、私が現場にいれば、指さし確認し
ながら歯ブラシで、「こうやってやる
んだよ」というのを見せながらできる
のです。でも、なかなかそれがオンラ
インになるとうまくいかないこともあ
るのです。もちろんさわれません。な
ので、コミュニケーションをうまく取
ることがけっこう重要になってくると
思います。
　大西　高齢の方だと嚥下機能や、そ
しゃくなどもかなり問題になりますね。
下手をしたら誤嚥性肺炎を起こしたり
しますので、そのあたりもいろいろア
ドバイスができるのですね。
　長縄　そうなのです。オンラインで

も、画面を通すだけ、例えば食事を介
助しているところを少し引いたかたち
で撮影してくれたりすると、患者さん
の姿勢も見えます。またとろみの具合
とか、１回量がどのくらいの量なのか
を、直接そこにいなくても判断するこ
とができます。
　大西　普段の様子がわかるというこ
ともありますね。
　長縄　歯科クリニックで入れ歯を調
整しても、結局、家に帰ってごはんを
食べるとそれが見えないのですが、オ
ンライン診療になると、日常どのよう
なかたちで家族の方と一緒にごはんを
食べているかとか、普段の様子が見え
るのです。なので、オンライン診療の
ほうがアドバンテージがある面もある
かと思います。
　大西　歯が急に痛くなるとか、出血
したとか、それこそ折れたとか、そう
いう場合もオンライン診療はサポート
の手段として重要なのでしょうか。
　長縄　例えば、緊急時の対応という
のは、やはり見てみないとわからない、
さわってみないとわからないので、向
いていないと思います。ただ、介護施
設でのトラブル対応は、スタッフの方
に緊急時の指示をすることができます
し、必要だったら「これから行きます
よ」ということもできます。
　大西　患者さんにとっては安心です
よね。
　長縄　そうですね。患者さんもそう
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

日本遠隔医療学会歯科遠隔医療分科会会長
長　縄　拓　哉

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　歯科

　大西　長縄先生、歯科の領域でオン
ライン診療というのは、どのような状
況なのでしょうか。
　長縄　もともと歯科というと、皆さ
ん想像するところで言うと、歯医者さ
んに行って、虫歯を削って詰めたり、
入れ歯の型を取ったり、実際に患者さ
んにさわらないと診療ができないと思
われる方がけっこういらっしゃるかと
思います。実際、臨床の現場で行われ
ていることは、患者さんに触れないと
できない外科処置はもちろんそうです
が、それだけではなくて、コンサルテ
ーションなど、信頼関係を得るために
話をすることが重要です。そういう面
で実際に患者さんがその場にいなくて
も、オンラインでそれを行うことはで
きるのです。なので、一般の開業医た
ちも、実際に普段の臨床の治療の流れ
の中にオンライン診療を組み込んでい
ったり、組み合わせてうまく使ってい
ただいている場面が多くなってきたと
いう実感はあります。
　大西　クリニックや少し規模の大き

な病院でも、最近はそういうものを組
み合わせて導入しているところが増え
てきていると考えてよいのでしょうか。
　長縄　あくまで診療の補助として対
面診療と組み合わせて行います。オン
ライン診療だけで治療が完結すること
はもちろんありません。ただ、歯科の
特性上、大きな病院よりは開業医が個
人で行われているというシーンが多い
かと思います。
　大西　少し具体的にうかがいたいの
ですが、まず今、口腔ケアが非常に重
要だと、新型コロナの感染対策でも重
要ということがかなり強調されている
と思います。口腔ケアの指導やいろい
ろなアドバイスなどは、先生はオンラ
イン診療でどのように行っているので
しょうか。
　長縄　私は在宅医で訪問診療をして
いるので、外来はほとんど行っていま
せん。例えば介護施設や歯科のない病
院などに私が訪問して、現場で口腔ケ
アを手取り足取り教えながら、一緒に
行ってみるということを普段やってい

ます。私はそもそも週に１回しか行か
ないので、ほかの６日間は現場にいる
看護師や介護士が口腔ケアを担ってい
ます。現場で困ったことがあってすぐ
相談したいときにオンライン診療を用
いると、私のスマートフォンやクリニ
ックのスマートフォンが鳴って、医療
通話をつないで実際に口腔ケアを行っ
ているところとか、例えばこんな感じ
に「入れ歯が割れちゃったんです」と
か、そういうときに画像を一緒に見な
がら指示をすることができます。
　大西　介護の現場では高齢の方が多
いと思うのですが、口腔ケアは具体的
にどのように指導されているのでしょ
うか。
　長縄　オンラインでやることは、実
際にぷらぐら対応などがほとんどです
が、私が現場にいれば、指さし確認し
ながら歯ブラシで、「こうやってやる
んだよ」というのを見せながらできる
のです。でも、なかなかそれがオンラ
インになるとうまくいかないこともあ
るのです。もちろんさわれません。な
ので、コミュニケーションをうまく取
ることがけっこう重要になってくると
思います。
　大西　高齢の方だと嚥下機能や、そ
しゃくなどもかなり問題になりますね。
下手をしたら誤嚥性肺炎を起こしたり
しますので、そのあたりもいろいろア
ドバイスができるのですね。
　長縄　そうなのです。オンラインで

も、画面を通すだけ、例えば食事を介
助しているところを少し引いたかたち
で撮影してくれたりすると、患者さん
の姿勢も見えます。またとろみの具合
とか、１回量がどのくらいの量なのか
を、直接そこにいなくても判断するこ
とができます。
　大西　普段の様子がわかるというこ
ともありますね。
　長縄　歯科クリニックで入れ歯を調
整しても、結局、家に帰ってごはんを
食べるとそれが見えないのですが、オ
ンライン診療になると、日常どのよう
なかたちで家族の方と一緒にごはんを
食べているかとか、普段の様子が見え
るのです。なので、オンライン診療の
ほうがアドバンテージがある面もある
かと思います。
　大西　歯が急に痛くなるとか、出血
したとか、それこそ折れたとか、そう
いう場合もオンライン診療はサポート
の手段として重要なのでしょうか。
　長縄　例えば、緊急時の対応という
のは、やはり見てみないとわからない、
さわってみないとわからないので、向
いていないと思います。ただ、介護施
設でのトラブル対応は、スタッフの方
に緊急時の指示をすることができます
し、必要だったら「これから行きます
よ」ということもできます。
　大西　患者さんにとっては安心です
よね。
　長縄　そうですね。患者さんもそう
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ですが、スタッフの方が安心していた
だけると思います。
　大西　介護施設のスタッフの方もた
いへんでしょうから。課題といいます
か、何か気づかれている点はあります
か。
　長縄　例えば、先ほど申し上げたと
おり、私が訪問診療しているのは一つ
の施設で週に１回だけなのです。そこ
に働く口腔ケアをしている看護師や介
護士の方たちは、学校で口腔ケアを１
コマぐらいしか勉強していないのです。
ただ現場に出ると、習っていないのに
「１日３回やってください」と言われ
る。誰から教えてもらうかというと、
本来は先輩の看護師や介護士に教えて
もらうのですが、先輩も教わったこと
がないのです。なので、口腔ケアの教
育をゼロからでも、ゆっくりでも、適
切に行えるようにしていく必要がある
と思っています。
　大西　先生は実際、そういう介護士
や看護師の方々と、普段どのようにコ
ミュニケーションを取ったり指導をさ
れているのでしょうか。
　長縄　実際の指導はほとんどがやっ
ているところを見せてもらって行って
います。
　大西　それはいいですね。画面で見
られますよね。
　長縄　その後に私がやってみせて、
同じようにやってみてください、とい
うような流れです。口で説明してもわ

からないこともありますので、たまに
撮影した動画を持っていったりします。
オンラインで画像を共有することもで
きます。
　大西　新型コロナが蔓延している状
況で、感染対策の一環として口腔ケア
の重要性が強調されていますよね。介
護施設でもクラスターが出たりしてい
ると思うのですが、何か今の時期で、
先生が指導にあたって気をつけている
ことはありますか。
　長縄　口腔ケアを行っている現場は、
施設によっては歯ブラシを使って患者
さんの口をさわっているのに、介護士
が手袋をしていなかったりしています。
マスクはもちろんしていると思います
が、今の時期はフェイスシールドとか
ガウンとか、ぜひ使っていただきたい。
というのは、患者さんの目の前に立つ
というシーンがけっこうあるのです。
のぞき込みますし、近いのです。
　大西　リスクがありますよね。
　長縄　そうなのです。唾液が飛んで
きますので、それを知っていただくこ
とが大切かと思います。
　大西　それは非常に重要な点ですね。
先ほど教育体制が十分でないという話
があって、医師も以前は口腔ケアにあ
まり関心がなかったと思うのですが、
そのあたりの教育は全般的に底上げが
必要だと思うのです。先生は何かそう
いう推進はされているのですか。
　長縄　訪問看護支援協会という看護

師の協会があって、そちらと一緒に口
腔ケアの勉強会を３年間ぐらい、認定
資格講座を作って行っています。看護
師を中心に、介護福祉士、医師も含め
て、今では800人ぐらい認定されてい
ます。全国で活躍しています。
　大西　口腔内の清潔とか、そういっ
た点が全身的な病気とかなり関連が深
いことが最近随分言われていますね。
　長縄　実際そうだと思います。もち
ろん誤嚥性肺炎もそうですが、認知機
能の低下が抑制されたり、奥歯でかめ
ることがとても重要だったり、糖尿病
と歯周病の関係などがあります。
　大西　介護施設の方々には、例えば
１日何回ぐらい歯を磨くとか、そうい
う指導をされているのですか。
　長縄　口腔ケアは日々の看護や介護
の中で優先順位が低めに設定されてい
て、人それぞれですが、１日３回と言
っています。ただ、１日３回は難しい

のです。なので、せめて１日に１回だ
けはしっかりケアをする。ほかの２回
はそこまでしなくてもいいかもしれな
いという、なるべく現場の負担になら
ないように続けることが重要だと思い
ます。
　大西　今後、歯科領域のオンライン
診療はどのように発展していったらい
いと思われますか。
　長縄　オンライン診療全般に言える
ことだと思いますが、あくまでも我々
が普段やっている外来診療や病棟での
業務、そこに一つ新たな選択肢として
オンライン診療があると思っています。
これから普段の外来と病棟と訪問診療
の現場にうまくオンライン診療を組み
合わせて、無理に普及させる必要もな
いと思っています。必要なときに必要
な場所で必要な患者さんに届けられれ
ばいいと思っています。
　大西　ありがとうございました。
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ですが、スタッフの方が安心していた
だけると思います。
　大西　介護施設のスタッフの方もた
いへんでしょうから。課題といいます
か、何か気づかれている点はあります
か。
　長縄　例えば、先ほど申し上げたと
おり、私が訪問診療しているのは一つ
の施設で週に１回だけなのです。そこ
に働く口腔ケアをしている看護師や介
護士の方たちは、学校で口腔ケアを１
コマぐらいしか勉強していないのです。
ただ現場に出ると、習っていないのに
「１日３回やってください」と言われ
る。誰から教えてもらうかというと、
本来は先輩の看護師や介護士に教えて
もらうのですが、先輩も教わったこと
がないのです。なので、口腔ケアの教
育をゼロからでも、ゆっくりでも、適
切に行えるようにしていく必要がある
と思っています。
　大西　先生は実際、そういう介護士
や看護師の方々と、普段どのようにコ
ミュニケーションを取ったり指導をさ
れているのでしょうか。
　長縄　実際の指導はほとんどがやっ
ているところを見せてもらって行って
います。
　大西　それはいいですね。画面で見
られますよね。
　長縄　その後に私がやってみせて、
同じようにやってみてください、とい
うような流れです。口で説明してもわ

からないこともありますので、たまに
撮影した動画を持っていったりします。
オンラインで画像を共有することもで
きます。
　大西　新型コロナが蔓延している状
況で、感染対策の一環として口腔ケア
の重要性が強調されていますよね。介
護施設でもクラスターが出たりしてい
ると思うのですが、何か今の時期で、
先生が指導にあたって気をつけている
ことはありますか。
　長縄　口腔ケアを行っている現場は、
施設によっては歯ブラシを使って患者
さんの口をさわっているのに、介護士
が手袋をしていなかったりしています。
マスクはもちろんしていると思います
が、今の時期はフェイスシールドとか
ガウンとか、ぜひ使っていただきたい。
というのは、患者さんの目の前に立つ
というシーンがけっこうあるのです。
のぞき込みますし、近いのです。
　大西　リスクがありますよね。
　長縄　そうなのです。唾液が飛んで
きますので、それを知っていただくこ
とが大切かと思います。
　大西　それは非常に重要な点ですね。
先ほど教育体制が十分でないという話
があって、医師も以前は口腔ケアにあ
まり関心がなかったと思うのですが、
そのあたりの教育は全般的に底上げが
必要だと思うのです。先生は何かそう
いう推進はされているのですか。
　長縄　訪問看護支援協会という看護

師の協会があって、そちらと一緒に口
腔ケアの勉強会を３年間ぐらい、認定
資格講座を作って行っています。看護
師を中心に、介護福祉士、医師も含め
て、今では800人ぐらい認定されてい
ます。全国で活躍しています。
　大西　口腔内の清潔とか、そういっ
た点が全身的な病気とかなり関連が深
いことが最近随分言われていますね。
　長縄　実際そうだと思います。もち
ろん誤嚥性肺炎もそうですが、認知機
能の低下が抑制されたり、奥歯でかめ
ることがとても重要だったり、糖尿病
と歯周病の関係などがあります。
　大西　介護施設の方々には、例えば
１日何回ぐらい歯を磨くとか、そうい
う指導をされているのですか。
　長縄　口腔ケアは日々の看護や介護
の中で優先順位が低めに設定されてい
て、人それぞれですが、１日３回と言
っています。ただ、１日３回は難しい

のです。なので、せめて１日に１回だ
けはしっかりケアをする。ほかの２回
はそこまでしなくてもいいかもしれな
いという、なるべく現場の負担になら
ないように続けることが重要だと思い
ます。
　大西　今後、歯科領域のオンライン
診療はどのように発展していったらい
いと思われますか。
　長縄　オンライン診療全般に言える
ことだと思いますが、あくまでも我々
が普段やっている外来診療や病棟での
業務、そこに一つ新たな選択肢として
オンライン診療があると思っています。
これから普段の外来と病棟と訪問診療
の現場にうまくオンライン診療を組み
合わせて、無理に普及させる必要もな
いと思っています。必要なときに必要
な場所で必要な患者さんに届けられれ
ばいいと思っています。
　大西　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（Ⅲ）

札幌医科大学耳鼻咽喉科教授
高　野　賢　一

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　耳鼻咽喉科疾患　難聴

　齊藤　オンライン診療になじみがよ
い耳鼻咽喉科の病気にはどのようなも
のがありますか。
　高野　我々耳鼻咽喉科の領域ですと、
耳の中や鼻の奥、のどの奧をのぞかな
ければいけないことが多いのですが、
そういうことが必要でないケース、あ
るいは、直接の処置が必要でないアレ
ルギー性鼻炎や、安定期のめまい、顔
面神経麻痺、投薬中心の患者さん、そ
ういった方がいい対象になると思いま
す。
　齊藤　その中で先生は難聴領域で仕
事をされているということですが、ど
ういうことをやっているのでしょうか。
　高野　我々が取り組んでいるのは人
工内耳医療です。人工内耳というのは、
重度、高度の難聴の方に手術でインプ
ラントを埋め込む。そして術後は聴覚
のリハビリ、あるいは人工内耳の特殊
な調整が必要になるのですが、その術
後のリハビリや、マッピングと呼ばれ
る特殊な調整を遠隔医療で行うことに
我々は力を入れて取り組んでいます。

　齊藤　人工内耳はどのようなかたち
で日本で発展してきたのでしょうか。
　高野　日本で最初に行われたのが
1985年になります。その後、1990年代
に入って小児が保険適用となりました。
これまでに日本国内ではすでに１万を
超す方が人工内耳手術を受けています。
　齊藤　これは耳にくっつけて、それ
を脳に伝えるということですか。
　高野　そうです。直接蝸牛の中に電
極を埋め込んで、電気刺激によって聞
こえの神経を刺激し、脳が言葉を理解
することができる。そういうデバイス
です。
　齊藤　対象患者さんは難聴の人とい
うことですが、具体的にはどのような
人ですか。
　高野　重度あるいは高度の感音難聴
の方で補聴器の装用効果が乏しい方、
日本の場合は片耳だけの高度難聴の方
には適用になっていませんが、諸外国
ではそういった方にも適用になってい
る国もあります。
　齊藤　成人もターゲットということ

ですが、小児もありますね。
　高野　そうですね、日本の場合は１
歳以上が基準になっています。一般的
にも難聴が見つかった時点でできるだ
け早く介入して、必要であればできる
だけ早く人工内耳につなげてあげると、
後の言語発達にもメリットがあること
がよくわかっています。現在では診断
がついて必要と判断されれば、できる
だけ早いタイミングで人工内耳手術を
行っています。
　齊藤　とても小さい子だと、これか
ら言葉を話すということで、マッピン
グはなかなかたいへんそうですね。
　高野　そうですね。定期的な通院が
必要になってきます。というのも、マ
ッピングやリハビリができる専門の言
語聴覚士は非常に数が限られていて、
特に地方だと言語聴覚士が常勤してい
る病院は数えるほどしかないというの
が実情で、実際、私のいる北海道では
札幌と旭川に限定されています。この
マッピングやリハビリのために術後、
おおむね１～３カ月に１回程度は通院
が必要になってきます。つまり、リハ
ビリやマッピングのために遠方に住ん
でいる方は時間とお金をかけて大学病
院などに通ってこなければいけない。
そういった患者さんの負担を考えて、
何とかこれを遠隔で実施して患者さん
の負担を減らすことができないか。そ
ういうところから我々は遠隔マッピン
グを始めています。

　齊藤　今Covid-19もありますし、長
い距離を通わずに済むとなると、大き
な恩恵になりますね。
　高野　我々は2018年から遠隔マッピ
ングを開始しているのですが、Covid- 
19感染の拡大下にあって、受診控え、
あるいは公共の交通機関を使っての長
距離の移動に抵抗を感じる患者さんが
増えています。この遠隔マッピングは
この時代に特に重宝されるようになっ
ています。
　齊藤　以前は対面での仕事というこ
とですが、仕事の質はほとんど変わら
ずにできるのでしょうか。
　高野　近年、マッピングを行うソフ
トウェアの性能が非常に上がっていて、
ビデオチャットの音質、画質も非常に
良好ですので、対面とほとんど遜色な
いマッピングを行うことができている
と思っています。
　齊藤　より高頻度にマッピングをで
きるようなこともありますか。
　高野　我々の患者さんも、札幌市あ
るいはその近郊に住んでいる方と、そ
れ以外の遠方の地域に住んでいる方の
通院頻度を見ると、だいたい２倍ぐら
い違ってきます。なので、札幌市内に
いる方が年に６回受診できるとすれば、
遠方の方はその半分の３回程度になっ
ているのが実情で、そういった方の通
院頻度を上げるのに、この遠隔医療は
役に立っていると思います。
　齊藤　成人、特に年齢が高くなって
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅲ）

札幌医科大学耳鼻咽喉科教授
高　野　賢　一

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　耳鼻咽喉科疾患　難聴

　齊藤　オンライン診療になじみがよ
い耳鼻咽喉科の病気にはどのようなも
のがありますか。
　高野　我々耳鼻咽喉科の領域ですと、
耳の中や鼻の奥、のどの奧をのぞかな
ければいけないことが多いのですが、
そういうことが必要でないケース、あ
るいは、直接の処置が必要でないアレ
ルギー性鼻炎や、安定期のめまい、顔
面神経麻痺、投薬中心の患者さん、そ
ういった方がいい対象になると思いま
す。
　齊藤　その中で先生は難聴領域で仕
事をされているということですが、ど
ういうことをやっているのでしょうか。
　高野　我々が取り組んでいるのは人
工内耳医療です。人工内耳というのは、
重度、高度の難聴の方に手術でインプ
ラントを埋め込む。そして術後は聴覚
のリハビリ、あるいは人工内耳の特殊
な調整が必要になるのですが、その術
後のリハビリや、マッピングと呼ばれ
る特殊な調整を遠隔医療で行うことに
我々は力を入れて取り組んでいます。

　齊藤　人工内耳はどのようなかたち
で日本で発展してきたのでしょうか。
　高野　日本で最初に行われたのが
1985年になります。その後、1990年代
に入って小児が保険適用となりました。
これまでに日本国内ではすでに１万を
超す方が人工内耳手術を受けています。
　齊藤　これは耳にくっつけて、それ
を脳に伝えるということですか。
　高野　そうです。直接蝸牛の中に電
極を埋め込んで、電気刺激によって聞
こえの神経を刺激し、脳が言葉を理解
することができる。そういうデバイス
です。
　齊藤　対象患者さんは難聴の人とい
うことですが、具体的にはどのような
人ですか。
　高野　重度あるいは高度の感音難聴
の方で補聴器の装用効果が乏しい方、
日本の場合は片耳だけの高度難聴の方
には適用になっていませんが、諸外国
ではそういった方にも適用になってい
る国もあります。
　齊藤　成人もターゲットということ

ですが、小児もありますね。
　高野　そうですね、日本の場合は１
歳以上が基準になっています。一般的
にも難聴が見つかった時点でできるだ
け早く介入して、必要であればできる
だけ早く人工内耳につなげてあげると、
後の言語発達にもメリットがあること
がよくわかっています。現在では診断
がついて必要と判断されれば、できる
だけ早いタイミングで人工内耳手術を
行っています。
　齊藤　とても小さい子だと、これか
ら言葉を話すということで、マッピン
グはなかなかたいへんそうですね。
　高野　そうですね。定期的な通院が
必要になってきます。というのも、マ
ッピングやリハビリができる専門の言
語聴覚士は非常に数が限られていて、
特に地方だと言語聴覚士が常勤してい
る病院は数えるほどしかないというの
が実情で、実際、私のいる北海道では
札幌と旭川に限定されています。この
マッピングやリハビリのために術後、
おおむね１～３カ月に１回程度は通院
が必要になってきます。つまり、リハ
ビリやマッピングのために遠方に住ん
でいる方は時間とお金をかけて大学病
院などに通ってこなければいけない。
そういった患者さんの負担を考えて、
何とかこれを遠隔で実施して患者さん
の負担を減らすことができないか。そ
ういうところから我々は遠隔マッピン
グを始めています。

　齊藤　今Covid-19もありますし、長
い距離を通わずに済むとなると、大き
な恩恵になりますね。
　高野　我々は2018年から遠隔マッピ
ングを開始しているのですが、Covid- 
19感染の拡大下にあって、受診控え、
あるいは公共の交通機関を使っての長
距離の移動に抵抗を感じる患者さんが
増えています。この遠隔マッピングは
この時代に特に重宝されるようになっ
ています。
　齊藤　以前は対面での仕事というこ
とですが、仕事の質はほとんど変わら
ずにできるのでしょうか。
　高野　近年、マッピングを行うソフ
トウェアの性能が非常に上がっていて、
ビデオチャットの音質、画質も非常に
良好ですので、対面とほとんど遜色な
いマッピングを行うことができている
と思っています。
　齊藤　より高頻度にマッピングをで
きるようなこともありますか。
　高野　我々の患者さんも、札幌市あ
るいはその近郊に住んでいる方と、そ
れ以外の遠方の地域に住んでいる方の
通院頻度を見ると、だいたい２倍ぐら
い違ってきます。なので、札幌市内に
いる方が年に６回受診できるとすれば、
遠方の方はその半分の３回程度になっ
ているのが実情で、そういった方の通
院頻度を上げるのに、この遠隔医療は
役に立っていると思います。
　齊藤　成人、特に年齢が高くなって
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いくとどうでしょうか。
　高野　お子さんのほうが通院頻度は
多くなってくるのですが、高齢の方で
すと持病があったり、あるいは通院の
便利・不便があったりと、特に遠方に
住んでいる高齢の方が大学病院まで受
診するというのは大きな負担になって
いて、その結果として通院頻度が減っ
てきます。人工内耳の調整がされない
と的確な聴覚、聴力を得られないので、
せっかくの人工内耳も使わなくなって
しまうことにつながってしまいます。
遠方に住んでいる高齢者、そして近く
であっても、合併症や通院の便の問題
もあってなかなか来られないという方
に、大きな恩恵になっていると思いま
す。
　齊藤　高齢者人口が増えていますか
ら、需要も増えることが考えられるの
でしょうか。
　高野　超高齢社会になって、難聴者
の数自体が非常に増えています。その
増えている要因としてはやはり高齢者
の増加にありますので、そういった方
への人工内耳医療、そしてその後の高
齢者の方のQOL維持・改善という意味
で、この人工内耳医療はますます需要
が高まっていくと思っています。
　齊藤　高齢者の場合、QOL、それか
ら認知機能とも関係しているかもしれ
ませんね。
　高野　おっしゃるとおりです。最近
は認知症と難聴の関連がよくいわれる

ようになっていて、増え続ける認知症
の方をいかに抑制していくかも大きな
社会的課題だと思っています。そこに
原因として難聴が最近は挙げられてい
ますので、高齢者の方の聴覚を改善す
ることは認知症のリスクも減らすこと
につながっていくと思います。
　齊藤　オンライン診療は非常に社会
的には重要な仕事と考えられるのです
が、今の保険のシステムだとあまり評
価が十分にされていないと聞いていま
すがどうでしょうか。
　高野　おっしゃるとおり、保険診療
下での遠隔医療はどうしても病院側の
コスト算定という意味では非常に不利
になっているのが実情で、それもあっ
て遠隔医療が広がりづらいのもあるか
と思います。ですので、まず我々とし
てはモデルケースを確立して、患者さ
んの需要があり、対面医療と遜色のな
い医療を提供することができる。患者
さんにも医療者にもメリットがあるこ
とをきちんとエビデンスを証明するこ
とによって、最終的にはコスト算定を
得る方向につなげていきたいと思って
います。
　齊藤　先生がおっしゃったような努
力の積み重ねで、将来それが合理的に
見直されることになるということでし
ょうか。
　高野　そういうことを信じてやって
います。
　齊藤　ありがとうございました。
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