
獨協医科大学感染制御・臨床検査医学教授
菱　沼　　昭

（聞き手　山内俊一）

　橋本病の急性増悪について、症状、検査データの特徴などをご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

橋本病の急性増悪

　山内　橋本病の急性増悪とはどうい
った症状が見られるのでしょうか。
　菱沼　これは甲状腺の中毒症なので、
中毒症と同じ症状になります。ですか
ら動悸がしたり、頻脈があったり、息
切れがしたり、手の震えがあったり、
あとは食欲が亢進しているのだけれど
も体重が減少したりというような、一
般的な甲状腺の機能亢進症状になりま
す。
　山内　急激に起こるので亜急性甲状
腺炎との鑑別なども出てくるようです
が、このあたりはいかがでしょうか。
　菱沼　亜急性甲状腺炎の場合にはウ
イルスの感染症で起こるので、甲状腺
に痛みが来るというのが一つの特徴だ
ったのですが、橋本病の急性増悪で甲
状腺が壊れて機能亢進症状が出る場合
には痛みがないということで、元来、
無痛性甲状腺炎という名前で呼ばれて

おり、橋本病の急性増悪と無痛性甲状
腺炎とはほぼ同じような概念だととら
えていいかと思います。
　山内　以前、無痛性甲状腺炎と呼ば
れていたものも原因不明という感じで
したが、これに非常に近いか、ほぼ同
じと考えてよいのですね。
　菱沼　学会ではだいたい皆さん、ほ
ぼ同じものと考えていると思います。
　山内　頻度としてはあまり高くはな
いのでしょうね。
　菱沼　そんなに多くないので、時々
学会発表になったりします。私も１～ 
２年に１人、会うか会わないかという
ぐらいです。
　山内　頻度的にも従来の無痛性甲状
腺炎とほぼ同じと考えてよいのでしょ
うね。
　菱沼　そのくらいになると思います。
　山内　急性増悪する原因はわかって
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というデータは今のところは出ていま
せん。あと特徴的なのは、バセドウ病
の方で甲状腺、TSHの受容体の刺激抗
体が出ている方がいますが、こういう
方も抗TPO抗体とか抗サイログロブリ
ン抗体を持っているので、バセドウ病
が寛解して甲状腺のTSH受容体抗体が
陰性化し、その後、破壊性の甲状腺中
毒症になることが知られています。こ
ちらも一種の橋本病の急性増悪ととら
えてもよいかと思います。
　山内　特に抗TPO抗体、抗サイログ
ロブリン抗体、このあたりは当然高い
ケースが多いと考えてよいですね。
　菱沼　そうですね。ベースが橋本病
ということなので、あるということで
すが、高いからといって発症するかど
うか、なかなかそこまでは言えないと
思います。
　山内　さて、治療ですが、まず急性
期の治療からうかがいます。
　菱沼　急性期は症状があればβブロ
ッカーを使うことになります。現実的
にはこちらは一過性に甲状腺が壊れる
だけなので、症状が強いときにはβブ
ロッカーぐらいで、逆に甲状腺ホルモ
ンを下げるような薬、チアマゾールや
プロピルチオウラシルは機能低下症に
なってしまうことがあるので禁忌にな
っています。ですから、こういう方が
いたら、とりあえず症状がβブロッカ
ーなどを使わなくてもよければ経過を
そのまま観察します。もしも症状が強

ければβブロッカーで様子を見ること
になると思います。
　山内　よくプロプラノロールなども
使われますが、こういった症状を抑え
る程度の治療でかまわないということ
でしょうか。
　菱沼　はい、そういうことでよいか
と思います。ただ、ずっと長引くよう
な人が時にいるので、そういう場合に
ステロイドを使ったというのは学会発
表レベルではありますが、原則的には
そこまでやらないのが普通だろうと思
います。
　山内　急性期の経過時間ですが、数
週間とか数日とか、そういったものが
あるのでしょうか。
　菱沼　数週間レベルになると思いま
す。学会レベルでは数カ月続いたとい
う話もあるのですが、これは一過性な
ので、甲状腺自体が壊れてしまえば、
出すホルモンがないことになり、その
ときにはそういう中毒症状みたいなも
のはなくなります。ですから、経過と
して、非常に壊れてしまった場合には
機能低下症になるので、逆にホルモン
値を上げるホルモン剤を使うことにな
りますし、ほとんどの場合には機能は
元どおりになるので、そのまま寛解し
てしまいます。
　山内　慢性期に関しては自然経過的
に機能が低下するのに要注意と考えて
よいのですね。
　菱沼　そうですね。実際に機能低下

いるのでしょうか。
　菱沼　原因がわかればよいのですが、
なかなかわかっていないことが多いの
です。出産後に起こるとか、あとはス
テロイドホルモンが下がる、例えば、
クッシング症候群があって、術後に無
痛性甲状腺炎を発症するという誘因の
ようなものはよくいわれているのです
が、ほとんど誘因がないほうが一般的
だろうと考えられています。
　山内　橋本病は高齢者にも広く見ら
れることがわかっていますが、年齢層
や男女で、特に多いなどといったこと
はわかっているのでしょうか。
　菱沼　年齢層に関しては、頻度が少
なく、この年齢に多いとか、そういう
データは今のところは出ていないと思
うのですが、男女比は、橋本病自体が
女性に多いので、無痛性甲状腺炎も同
じく女性に多いと考えられています。
　山内　さて、診断や確定診断ですが、
まず先ほど中毒症状ということでした
から、検査値はそちらに近いデータと
考えてよいのでしょうね。
　菱沼　まず甲状腺機能検査をして、
それで甲状腺中毒症の結果が出たら、
そこから考えていくということです。
実際に甲状腺機能が亢進しているよう
な状態であるバセドウ病と、それから
甲状腺が破壊されて一時的に甲状腺機
能が上がっているような状態と２つあ
るので、そういうものを鑑別するには
最終的にヨードの摂取率を考えていく

ことになると思います。けれども、ヨ
ードの摂取率まで測定できる施設はそ
んなにないので、確定診断はなかなか
難しいかもしれません。
　山内　ヨードの取り込みの低下があ
れば確定的だと考えてよいのでしょう
ね。
　菱沼　そういうことになると思いま
す。
　山内　今のところ、甲状腺ホルモン
が大量に出ていて、だけど痛みがない。
このあたりがそろうと疑っていいとい
うところでよいでしょうか。
　菱沼　はい。あと特徴として、これ
は原則的に一時的なものなので、そん
なに続くことはありません。学会レベ
ルでは数カ月続いたという報告があり
ますが、通常は数週間で寛解してしま
うものです。
　山内　超音波検査はいかがでしょう
か。
　菱沼　超音波検査で橋本病のエコー
像が見られるのですけれども、それプ
ラス何か破壊されたような像があれば
示唆にはなると思いますが、エコーで
診断が確定できるかというと、なかな
か難しいということになると思います。
　山内　甲状腺の抗体の変化に関して
はいかがでしょう。
　菱沼　抗体に関しては、抗体価が高
い人、橋本病ですから、抗TPO抗体や
抗サイログロブリン抗体になると思い
ますが、抗体価が高い人がなりやすい
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というデータは今のところは出ていま
せん。あと特徴的なのは、バセドウ病
の方で甲状腺、TSHの受容体の刺激抗
体が出ている方がいますが、こういう
方も抗TPO抗体とか抗サイログロブリ
ン抗体を持っているので、バセドウ病
が寛解して甲状腺のTSH受容体抗体が
陰性化し、その後、破壊性の甲状腺中
毒症になることが知られています。こ
ちらも一種の橋本病の急性増悪ととら
えてもよいかと思います。
　山内　特に抗TPO抗体、抗サイログ
ロブリン抗体、このあたりは当然高い
ケースが多いと考えてよいですね。
　菱沼　そうですね。ベースが橋本病
ということなので、あるということで
すが、高いからといって発症するかど
うか、なかなかそこまでは言えないと
思います。
　山内　さて、治療ですが、まず急性
期の治療からうかがいます。
　菱沼　急性期は症状があればβブロ
ッカーを使うことになります。現実的
にはこちらは一過性に甲状腺が壊れる
だけなので、症状が強いときにはβブ
ロッカーぐらいで、逆に甲状腺ホルモ
ンを下げるような薬、チアマゾールや
プロピルチオウラシルは機能低下症に
なってしまうことがあるので禁忌にな
っています。ですから、こういう方が
いたら、とりあえず症状がβブロッカ
ーなどを使わなくてもよければ経過を
そのまま観察します。もしも症状が強

ければβブロッカーで様子を見ること
になると思います。
　山内　よくプロプラノロールなども
使われますが、こういった症状を抑え
る程度の治療でかまわないということ
でしょうか。
　菱沼　はい、そういうことでよいか
と思います。ただ、ずっと長引くよう
な人が時にいるので、そういう場合に
ステロイドを使ったというのは学会発
表レベルではありますが、原則的には
そこまでやらないのが普通だろうと思
います。
　山内　急性期の経過時間ですが、数
週間とか数日とか、そういったものが
あるのでしょうか。
　菱沼　数週間レベルになると思いま
す。学会レベルでは数カ月続いたとい
う話もあるのですが、これは一過性な
ので、甲状腺自体が壊れてしまえば、
出すホルモンがないことになり、その
ときにはそういう中毒症状みたいなも
のはなくなります。ですから、経過と
して、非常に壊れてしまった場合には
機能低下症になるので、逆にホルモン
値を上げるホルモン剤を使うことにな
りますし、ほとんどの場合には機能は
元どおりになるので、そのまま寛解し
てしまいます。
　山内　慢性期に関しては自然経過的
に機能が低下するのに要注意と考えて
よいのですね。
　菱沼　そうですね。実際に機能低下

いるのでしょうか。
　菱沼　原因がわかればよいのですが、
なかなかわかっていないことが多いの
です。出産後に起こるとか、あとはス
テロイドホルモンが下がる、例えば、
クッシング症候群があって、術後に無
痛性甲状腺炎を発症するという誘因の
ようなものはよくいわれているのです
が、ほとんど誘因がないほうが一般的
だろうと考えられています。
　山内　橋本病は高齢者にも広く見ら
れることがわかっていますが、年齢層
や男女で、特に多いなどといったこと
はわかっているのでしょうか。
　菱沼　年齢層に関しては、頻度が少
なく、この年齢に多いとか、そういう
データは今のところは出ていないと思
うのですが、男女比は、橋本病自体が
女性に多いので、無痛性甲状腺炎も同
じく女性に多いと考えられています。
　山内　さて、診断や確定診断ですが、
まず先ほど中毒症状ということでした
から、検査値はそちらに近いデータと
考えてよいのでしょうね。
　菱沼　まず甲状腺機能検査をして、
それで甲状腺中毒症の結果が出たら、
そこから考えていくということです。
実際に甲状腺機能が亢進しているよう
な状態であるバセドウ病と、それから
甲状腺が破壊されて一時的に甲状腺機
能が上がっているような状態と２つあ
るので、そういうものを鑑別するには
最終的にヨードの摂取率を考えていく

ことになると思います。けれども、ヨ
ードの摂取率まで測定できる施設はそ
んなにないので、確定診断はなかなか
難しいかもしれません。
　山内　ヨードの取り込みの低下があ
れば確定的だと考えてよいのでしょう
ね。
　菱沼　そういうことになると思いま
す。
　山内　今のところ、甲状腺ホルモン
が大量に出ていて、だけど痛みがない。
このあたりがそろうと疑っていいとい
うところでよいでしょうか。
　菱沼　はい。あと特徴として、これ
は原則的に一時的なものなので、そん
なに続くことはありません。学会レベ
ルでは数カ月続いたという報告があり
ますが、通常は数週間で寛解してしま
うものです。
　山内　超音波検査はいかがでしょう
か。
　菱沼　超音波検査で橋本病のエコー
像が見られるのですけれども、それプ
ラス何か破壊されたような像があれば
示唆にはなると思いますが、エコーで
診断が確定できるかというと、なかな
か難しいということになると思います。
　山内　甲状腺の抗体の変化に関して
はいかがでしょう。
　菱沼　抗体に関しては、抗体価が高
い人、橋本病ですから、抗TPO抗体や
抗サイログロブリン抗体になると思い
ますが、抗体価が高い人がなりやすい
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症になる人はそんなにはいません。ま
れに機能低下になっていて、なかなか
戻ってこない方にはホルモン剤を投与
することになると思います。
　山内　数カ月続くようなケースです
と、うっかりするとバセドウ病と間違
えてしまうケースも、ありうるのです
ね。
　菱沼　けっこう迷われている先生が
いらっしゃるかと思いますが、そこま
で数カ月待てるかどうかがなかなか難
しい状態だと思います。ただ、こうい
う症例は非常にまれで、学会でも時々
発表があるくらいなので、頻度的には

多くないと思います。
　山内　仮に甲状腺が半分ぐらい摘出
された場合の甲状腺ホルモンの分泌力
はいかがでしょうか。
　菱沼　甲状腺は半分ぐらい摘出して
も、術後、ホルモン値が低下すること
はありません。例えば甲状腺がんの人
が半分ぐらい摘出したところで、術後、
補充療法もないことが多いので、甲状
腺組織は半分あれば、ほとんど日常生
活で困るようなホルモン分泌にはなら
ないと考えられます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

新潟大学循環器内科学主任教授
猪　又　孝　元

（聞き手　池脇克則）

　最近、心不全に対する新薬（Ifチャネル阻害薬、アンジオテンシン受容体ネ
プリライシン阻害薬）が登場しました。作用機序と使い方についてご教示くだ
さい。
 ＜東京都勤務医＞

心不全に対する新薬

　池脇　心不全は、高齢者の入院患者
の大きな部分を占めており、心不全治
療は非常に重要な循環器診療の一つで
す。まず今の心不全の標準的な治療か
ら確認させてください。
　猪又　ご指摘のように心不全は高齢
者病です。超高齢社会が急速に進み、
非常に患者さんが増えています。今、
心血管病の入院患者で断トツの１位が
心不全で、さらに右肩上がりで増えて
いるという現状です。ただし、幸いに
もこの25年の間に、我々がトリプルセ
ラピーと呼んでいる基本３剤、ACE阻
害薬もしくはARB、そしてβ遮断薬と
抗アルドステロン薬が大規模臨床試験
で生命予後の改善が証明され、普及し、
予後は改善してきました。全体のイメ
ージとしては、この導入薬の登場以前

よりも死亡率が３割減っている。ただ、
裏を返すと、まだ７割の余地があると
いうところに新薬の立ち位置があると
思います。
　池脇　今、先生のお話を聞いてちょ
っと思い出したのは、がんの治療を国
が推進していましたが、今度は循環器
と脳卒中について法制化して進めよう
という動きがあります。これは心疾患
の中でも心不全が非常に大きな課題だ
からなのでしょうか。
　猪又　先生がご指摘のとおり、２年
前に循環器病対策基本法が施行され、
この10月に推進基本計画が固まり、４
月から各都道府県に実行が求められる
現状にあります。その中の大きな対象
が心不全ということです。しかも、予
防という循環器の診療の中では今まで
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症になる人はそんなにはいません。ま
れに機能低下になっていて、なかなか
戻ってこない方にはホルモン剤を投与
することになると思います。
　山内　数カ月続くようなケースです
と、うっかりするとバセドウ病と間違
えてしまうケースも、ありうるのです
ね。
　菱沼　けっこう迷われている先生が
いらっしゃるかと思いますが、そこま
で数カ月待てるかどうかがなかなか難
しい状態だと思います。ただ、こうい
う症例は非常にまれで、学会でも時々
発表があるくらいなので、頻度的には

多くないと思います。
　山内　仮に甲状腺が半分ぐらい摘出
された場合の甲状腺ホルモンの分泌力
はいかがでしょうか。
　菱沼　甲状腺は半分ぐらい摘出して
も、術後、ホルモン値が低下すること
はありません。例えば甲状腺がんの人
が半分ぐらい摘出したところで、術後、
補充療法もないことが多いので、甲状
腺組織は半分あれば、ほとんど日常生
活で困るようなホルモン分泌にはなら
ないと考えられます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

新潟大学循環器内科学主任教授
猪　又　孝　元

（聞き手　池脇克則）

　最近、心不全に対する新薬（Ifチャネル阻害薬、アンジオテンシン受容体ネ
プリライシン阻害薬）が登場しました。作用機序と使い方についてご教示くだ
さい。
 ＜東京都勤務医＞

心不全に対する新薬

　池脇　心不全は、高齢者の入院患者
の大きな部分を占めており、心不全治
療は非常に重要な循環器診療の一つで
す。まず今の心不全の標準的な治療か
ら確認させてください。
　猪又　ご指摘のように心不全は高齢
者病です。超高齢社会が急速に進み、
非常に患者さんが増えています。今、
心血管病の入院患者で断トツの１位が
心不全で、さらに右肩上がりで増えて
いるという現状です。ただし、幸いに
もこの25年の間に、我々がトリプルセ
ラピーと呼んでいる基本３剤、ACE阻
害薬もしくはARB、そしてβ遮断薬と
抗アルドステロン薬が大規模臨床試験
で生命予後の改善が証明され、普及し、
予後は改善してきました。全体のイメ
ージとしては、この導入薬の登場以前

よりも死亡率が３割減っている。ただ、
裏を返すと、まだ７割の余地があると
いうところに新薬の立ち位置があると
思います。
　池脇　今、先生のお話を聞いてちょ
っと思い出したのは、がんの治療を国
が推進していましたが、今度は循環器
と脳卒中について法制化して進めよう
という動きがあります。これは心疾患
の中でも心不全が非常に大きな課題だ
からなのでしょうか。
　猪又　先生がご指摘のとおり、２年
前に循環器病対策基本法が施行され、
この10月に推進基本計画が固まり、４
月から各都道府県に実行が求められる
現状にあります。その中の大きな対象
が心不全ということです。しかも、予
防という循環器の診療の中では今まで
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らかの理由でβ遮断薬が使えない、例
えば喘息があるとか、そういう場合に
はファーストチョイスとして使ってい
ただいてもいいのです。ただし、実は
治験段階に私も携わったのですが、あ
くまでも従来の薬が入っている上乗せ
といいながら、従来の薬が十分入れき
れなかった患者さんがけっこういたの
です。日本の場合、圧倒的に多いのは
血圧が低い人でした。ですので、最初
に先生がご指摘されたように、ポンプ
機能に影響を及ぼさないということは、
β遮断薬が入れづらい方に前倒しでこ
の薬を使う。そういう考え方も最近出
てきています。実際、β遮断薬に特徴
的な、悪くなった心臓がよく動いてく
るようになる左室逆リモデリングとい
う現象がこの薬でも非常によく認めら
れ、診療シナリオの中にβ遮断薬との
使う順番にも工夫の余地があるといわ
れてきています。
　池脇　今先生がおっしゃったことは、
上乗せ治療だけではなくて、先行して
治療する薬として選択できるかもしれ
ない、ということですね。
　猪又　心拍数を落とすことでなぜ心
臓の機能がよくなるかはまだよくわか
っていない世界で、学術的にもとても
興味があります。
　池脇　もう一つ、ネプリライシン阻
害薬はどういう薬なのでしょう。
　猪又　ネプリライシンというのは内
因性のナトリウム利尿ペプチドを分解

する物質ですが、それを抑制すること
で内因性のナトリウム利尿ペプチドの
濃度を上げる。カルペリチドという薬
がありますが、基本的にはそれと似た
薬です。ただ、ナトリウム利尿ペプチ
ドというのはペプチドなので、静注薬、
点滴でしか使えない。それを慢性使用
できるようにするために、分解する酵
素をブロックすることで内因性のナト
リウム利尿ペプチドを上げるというコ
ンセプトで話を進めました。ただし、
レニンアンジオテンシン系が活性化さ
れてしまうということで、同時にブロ
ックをかける。そのためにARBを重ね
て合成し、そこの反応を抑えるかたち
で、一種配合剤的な薬を作った。そう
いういきさつがあります。
　池脇　いわゆる内因性のナトリウム
利尿ペプチドというのは心保護的に、
心不全に対してはいい働きをする。ネ
プリライシン阻害薬は、その分解を抑
制することがメインのターゲットだけ
れども、副作用を抑えるというのでし
ょうか、アンジオテンシン受容体も一
緒につけた配合剤みたいなものなので
すね。
　猪又　そうですね。もちろんARBは
悪玉を抑える。それからナトリウム利
尿ペプチドという善玉を増やす。ダブ
ルアクションという意味があります。
　池脇　これに関しても、もう臨床で
使っていますが、大規模な介入試験な
どのエビデンスも出てきているのでし

あまりなかった部分も一部含まれてお
り、いずれも心不全につながってくる
流れだと思います。
　池脇　臨床でも行政のレベルでも、
この心不全を何とか抑えていこうとい
う中で、新薬の意味合いもまたさらに
重要だと思います。今回質問いただい
た１つ目、これはIf（アイエフ）チャ
ネル阻害薬と呼んでよいのでしょうか、
どういう薬なのでしょう。
　猪又　HCN４チャネルというチャネ
ルは主に洞結節に存在していて、阻害
をかけることでIfカレントという電流
を抑制し、洞調律の患者さんを徐拍化
する。心拍数を下げる。簡単にいうと、
心拍数だけに効くという非常に特異的
な興味深い薬です。
　池脇　β遮断薬が徐脈という意味で
は共通だけれども、β遮断薬、あるい
は例えば一部のCa拮抗薬は脈は遅くす
るが、心機能が抑制的になる。その後
ろの部分がない。純粋に心拍数だけ下
げる。以前からそういった薬のコンセ
プトはあったのでしょうか。
　猪又　心臓のチャネルに対してのい
ろいろなアクションは、不整脈領域も
含めて歴史的に数多くあったと思うの
ですが、これが生命予後の改善につな
がるという例はあまり聞いたことがあ
りませんし、今後どういう展開になる
のか、期待をもって見守っています。
　池脇　そういった新しい薬が出て、
実際に日本でも臨床応用されています

が、臨床的なエビデンスも出てきてい
るのでしょうか。
　猪又　先ほど先生からご紹介があっ
たように、実はこれから新薬は、今あ
るものも含めて５種類ぐらい立て続け
に出てきます。しかも、全く機序も違
う。その先頭を切ったのがこのイバブ
ラジンという薬です。新薬が出た際に
大事な点は共通して３つで、１つは心
不全の何をよくするのかという点、２
つ目は副作用対策、３つ目は診療の中
の脚本にどうパズルとして組み込むか
というポイントがあります。イバブラ
ジンは、私は「目に見えない治療」と
呼んでいるのですが、あくまでも大規
模臨床試験によって初めて予後改善が
証明される。逆にいうと、ある一個人
では効果が実感し得ない世界の薬だと
いうことです。つまり、そのエビデン
スの根拠となった治験設定の患者さん
に使うのが大原則ということになりま
す。イバブラジンの場合、収縮障害の
患者さんで、洞調律、心拍数が75以上
という設定の患者さんのみに、まずは
使うという原則になります。
　池脇　これを使う患者さんは心不全
でしたら基本の３つの主薬の薬の中に
β遮断薬も入っていたので、β遮断薬
を使ってもなかなか心拍数が下がって
こない方にも、この薬は適応があると
考えてよいですか。
　猪又　そのとおりです。あくまでも
旧来の治療の上乗せで使う。ただ、何
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らかの理由でβ遮断薬が使えない、例
えば喘息があるとか、そういう場合に
はファーストチョイスとして使ってい
ただいてもいいのです。ただし、実は
治験段階に私も携わったのですが、あ
くまでも従来の薬が入っている上乗せ
といいながら、従来の薬が十分入れき
れなかった患者さんがけっこういたの
です。日本の場合、圧倒的に多いのは
血圧が低い人でした。ですので、最初
に先生がご指摘されたように、ポンプ
機能に影響を及ぼさないということは、
β遮断薬が入れづらい方に前倒しでこ
の薬を使う。そういう考え方も最近出
てきています。実際、β遮断薬に特徴
的な、悪くなった心臓がよく動いてく
るようになる左室逆リモデリングとい
う現象がこの薬でも非常によく認めら
れ、診療シナリオの中にβ遮断薬との
使う順番にも工夫の余地があるといわ
れてきています。
　池脇　今先生がおっしゃったことは、
上乗せ治療だけではなくて、先行して
治療する薬として選択できるかもしれ
ない、ということですね。
　猪又　心拍数を落とすことでなぜ心
臓の機能がよくなるかはまだよくわか
っていない世界で、学術的にもとても
興味があります。
　池脇　もう一つ、ネプリライシン阻
害薬はどういう薬なのでしょう。
　猪又　ネプリライシンというのは内
因性のナトリウム利尿ペプチドを分解

する物質ですが、それを抑制すること
で内因性のナトリウム利尿ペプチドの
濃度を上げる。カルペリチドという薬
がありますが、基本的にはそれと似た
薬です。ただ、ナトリウム利尿ペプチ
ドというのはペプチドなので、静注薬、
点滴でしか使えない。それを慢性使用
できるようにするために、分解する酵
素をブロックすることで内因性のナト
リウム利尿ペプチドを上げるというコ
ンセプトで話を進めました。ただし、
レニンアンジオテンシン系が活性化さ
れてしまうということで、同時にブロ
ックをかける。そのためにARBを重ね
て合成し、そこの反応を抑えるかたち
で、一種配合剤的な薬を作った。そう
いういきさつがあります。
　池脇　いわゆる内因性のナトリウム
利尿ペプチドというのは心保護的に、
心不全に対してはいい働きをする。ネ
プリライシン阻害薬は、その分解を抑
制することがメインのターゲットだけ
れども、副作用を抑えるというのでし
ょうか、アンジオテンシン受容体も一
緒につけた配合剤みたいなものなので
すね。
　猪又　そうですね。もちろんARBは
悪玉を抑える。それからナトリウム利
尿ペプチドという善玉を増やす。ダブ
ルアクションという意味があります。
　池脇　これに関しても、もう臨床で
使っていますが、大規模な介入試験な
どのエビデンスも出てきているのでし

あまりなかった部分も一部含まれてお
り、いずれも心不全につながってくる
流れだと思います。
　池脇　臨床でも行政のレベルでも、
この心不全を何とか抑えていこうとい
う中で、新薬の意味合いもまたさらに
重要だと思います。今回質問いただい
た１つ目、これはIf（アイエフ）チャ
ネル阻害薬と呼んでよいのでしょうか、
どういう薬なのでしょう。
　猪又　HCN４チャネルというチャネ
ルは主に洞結節に存在していて、阻害
をかけることでIfカレントという電流
を抑制し、洞調律の患者さんを徐拍化
する。心拍数を下げる。簡単にいうと、
心拍数だけに効くという非常に特異的
な興味深い薬です。
　池脇　β遮断薬が徐脈という意味で
は共通だけれども、β遮断薬、あるい
は例えば一部のCa拮抗薬は脈は遅くす
るが、心機能が抑制的になる。その後
ろの部分がない。純粋に心拍数だけ下
げる。以前からそういった薬のコンセ
プトはあったのでしょうか。
　猪又　心臓のチャネルに対してのい
ろいろなアクションは、不整脈領域も
含めて歴史的に数多くあったと思うの
ですが、これが生命予後の改善につな
がるという例はあまり聞いたことがあ
りませんし、今後どういう展開になる
のか、期待をもって見守っています。
　池脇　そういった新しい薬が出て、
実際に日本でも臨床応用されています

が、臨床的なエビデンスも出てきてい
るのでしょうか。
　猪又　先ほど先生からご紹介があっ
たように、実はこれから新薬は、今あ
るものも含めて５種類ぐらい立て続け
に出てきます。しかも、全く機序も違
う。その先頭を切ったのがこのイバブ
ラジンという薬です。新薬が出た際に
大事な点は共通して３つで、１つは心
不全の何をよくするのかという点、２
つ目は副作用対策、３つ目は診療の中
の脚本にどうパズルとして組み込むか
というポイントがあります。イバブラ
ジンは、私は「目に見えない治療」と
呼んでいるのですが、あくまでも大規
模臨床試験によって初めて予後改善が
証明される。逆にいうと、ある一個人
では効果が実感し得ない世界の薬だと
いうことです。つまり、そのエビデン
スの根拠となった治験設定の患者さん
に使うのが大原則ということになりま
す。イバブラジンの場合、収縮障害の
患者さんで、洞調律、心拍数が75以上
という設定の患者さんのみに、まずは
使うという原則になります。
　池脇　これを使う患者さんは心不全
でしたら基本の３つの主薬の薬の中に
β遮断薬も入っていたので、β遮断薬
を使ってもなかなか心拍数が下がって
こない方にも、この薬は適応があると
考えてよいですか。
　猪又　そのとおりです。あくまでも
旧来の治療の上乗せで使う。ただ、何
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ょうか。
　猪又　予後改善効果が実証され、よ
うやく日本の現場に登場して半年にな
りますが、ACE阻害薬もしくはARB
を切り替えるという使い方をしていま
す。
　池脇　日本の場合には心不全の治療
でもACE阻害薬よりもARBがおそら
く多く使われています。こういう新し
い薬が出てくると、ARBの部分をこの
新薬に切り替える、そういうやり方も
あっていいのでしょうか。
　猪又　収縮障害の患者さんでいうな
らば、患者さんはこの薬に切り替えた
ほうが確率論的には長生きします。こ
こに経済的な側面とかいろいろ課題が
あると思いますが、欧米ではこの薬を
半ばファーストチョイスに使うべきで
はないかという意見も出始めています。
　池脇　確かに新しい薬の臨床試験は
単剤でやることは倫理的にも難しいの
で、どうしても上乗せのような臨床試
験でエビデンスを出していきます。今、

先生が言われたような、実際にはもっ
と先行して使ってもいいのではないか
という動きが欧米ではあるのですね。
　猪又　あります。しかも、収縮障害
のみならず、収縮は悪くないけれども
拡張が悪いというタイプの心不全にも
効果が認められるという意見もあり、
心不全像の標的も広げていこうという
流れが欧米にあります。多分、日本も
間もなくそういう流れが出てくるかも
しれません。
　池脇　日本はまだ臨床に出てきたば
かりですが、今後の方向性としたら、
上乗せだけではない、いろいろな使い
方が展開される可能性があるのですね。
　猪又　今は切り替え期ですけれども、
基本剤になっていく可能性を持ってい
る薬ではないかと思っています。
　池脇　今後また心不全の治療が大き
く変わりそうですね。
　猪又　はい、そう思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター教授
勝　川　史　憲

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病食の摂取エネルギー制限が緩和されたようですが、理由などをご教示
ください。
 ＜千葉県勤務医＞

糖尿病エネルギー制限食の緩和

　山内　勝川先生、一昨年あたりから
糖尿病学会を中心として、糖尿病食の
特にエネルギー制限に関していろいろ
議論がなされて、改訂の方向にあると
いうところだと思われます。まずこの
アウトラインについて教えていただけ
ますか。
　勝川　糖尿病患者さんのエネルギー
摂取量は、目標の体重に、エネルギー
係数といいまして、身体活動レベルに
応じた体重当たりのエネルギー必要量
を掛けて求めます。今回、糖尿病診療
ガイドライン2019年版では、エネルギ
ー処方に主な変更点が２つあります。
１つは目標体重です。従来は年齢によ
らずBMI 22を目標としていたのが、高
齢者では22～25を目標にしたというこ
と。もう一つは、エネルギー係数の値
に変化はないのですが、労作の定義が

（ちょっと微妙でよく読まないとわか
らないかもしれませんが）変更された。
この２つがポイントであろうかと思い
ます。
　山内　まず目標体重が変わってきた
といったあたりから解説願えますか。
　勝川　糖尿病学会は「治療ガイド」
という本を1999年から出していて、当
初は目標体重をBMI 20～24、つまり22
の前後で設定していました。しかし、
介入試験で、肥満者が食事と運動で達
成可能な減量は現体重の５～10％減ぐ
らいであること。なおかつ、それぐら
いの減量でも、血糖、血圧、脂質が改
善することがわかってきたものですか
ら、2004年頃から目標体重を現体重の
５％減、最新版（2020～21年）では３
％減と、減量目標を緩くしてきている
という経緯があります。現体重から一
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ょうか。
　猪又　予後改善効果が実証され、よ
うやく日本の現場に登場して半年にな
りますが、ACE阻害薬もしくはARB
を切り替えるという使い方をしていま
す。
　池脇　日本の場合には心不全の治療
でもACE阻害薬よりもARBがおそら
く多く使われています。こういう新し
い薬が出てくると、ARBの部分をこの
新薬に切り替える、そういうやり方も
あっていいのでしょうか。
　猪又　収縮障害の患者さんでいうな
らば、患者さんはこの薬に切り替えた
ほうが確率論的には長生きします。こ
こに経済的な側面とかいろいろ課題が
あると思いますが、欧米ではこの薬を
半ばファーストチョイスに使うべきで
はないかという意見も出始めています。
　池脇　確かに新しい薬の臨床試験は
単剤でやることは倫理的にも難しいの
で、どうしても上乗せのような臨床試
験でエビデンスを出していきます。今、

先生が言われたような、実際にはもっ
と先行して使ってもいいのではないか
という動きが欧米ではあるのですね。
　猪又　あります。しかも、収縮障害
のみならず、収縮は悪くないけれども
拡張が悪いというタイプの心不全にも
効果が認められるという意見もあり、
心不全像の標的も広げていこうという
流れが欧米にあります。多分、日本も
間もなくそういう流れが出てくるかも
しれません。
　池脇　日本はまだ臨床に出てきたば
かりですが、今後の方向性としたら、
上乗せだけではない、いろいろな使い
方が展開される可能性があるのですね。
　猪又　今は切り替え期ですけれども、
基本剤になっていく可能性を持ってい
る薬ではないかと思っています。
　池脇　今後また心不全の治療が大き
く変わりそうですね。
　猪又　はい、そう思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター教授
勝　川　史　憲

（聞き手　山内俊一）

　糖尿病食の摂取エネルギー制限が緩和されたようですが、理由などをご教示
ください。
 ＜千葉県勤務医＞

糖尿病エネルギー制限食の緩和

　山内　勝川先生、一昨年あたりから
糖尿病学会を中心として、糖尿病食の
特にエネルギー制限に関していろいろ
議論がなされて、改訂の方向にあると
いうところだと思われます。まずこの
アウトラインについて教えていただけ
ますか。
　勝川　糖尿病患者さんのエネルギー
摂取量は、目標の体重に、エネルギー
係数といいまして、身体活動レベルに
応じた体重当たりのエネルギー必要量
を掛けて求めます。今回、糖尿病診療
ガイドライン2019年版では、エネルギ
ー処方に主な変更点が２つあります。
１つは目標体重です。従来は年齢によ
らずBMI 22を目標としていたのが、高
齢者では22～25を目標にしたというこ
と。もう一つは、エネルギー係数の値
に変化はないのですが、労作の定義が

（ちょっと微妙でよく読まないとわか
らないかもしれませんが）変更された。
この２つがポイントであろうかと思い
ます。
　山内　まず目標体重が変わってきた
といったあたりから解説願えますか。
　勝川　糖尿病学会は「治療ガイド」
という本を1999年から出していて、当
初は目標体重をBMI 20～24、つまり22
の前後で設定していました。しかし、
介入試験で、肥満者が食事と運動で達
成可能な減量は現体重の５～10％減ぐ
らいであること。なおかつ、それぐら
いの減量でも、血糖、血圧、脂質が改
善することがわかってきたものですか
ら、2004年頃から目標体重を現体重の
５％減、最新版（2020～21年）では３
％減と、減量目標を緩くしてきている
という経緯があります。現体重から一
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ましたが、現実にはほとんどないとい
うことで、現代社会に即した分類に変
えたと理解してよいのですね。
　勝川　そうだと思います。
　山内　と同時に、先ほどの目標にも
絡みますが、従来は生命ということだ
けだったのですが、動けるか、動けな
いか。フレイルとかサルコペニアの問
題も出てきていますので、こちらから
も体重や、あるいはカロリーなど、そ
ういったものの基準が出てきたと考え
てよいのですね。
　勝川　おっしゃるとおりです。実は、
糖尿病患者では、BMIの高い範囲の死
亡リスクの増加は一般集団ほど顕著で

なく、肥満のパラドックスと呼ばれて
います。しかし、肥満者ではディサビ
リティ、つまり運動障害やADLの障害、
あるいは買い物や食事の準備などの手
段的日常生活動作（IADL）の障害が
起こるリスクが高くなります。したが
って、死亡リスクがそれほど高くなく
ても、糖尿病学会はBMI 25以上を取
らなかったということであろうかと思
います。
　一方、体重が少ない方について言う
と、運動量を増やすといっても、実際
には、一般高齢者でも中強度、高強度
の運動はなかなかできません。一日の
ほとんどの時間は、座りっぱなしでご

図　糖尿病診療ガイドライン2019・総エネルギー摂取量の改訂

定の割合の減量を目標にするとなると、
BMI 22を前提としたエネルギー量の
設定は、肥満者では非常に厳しい制限
になります。
　一方、BMI 22の根拠ですが、これは
もともと、職域健診で健診の異常項目
数が最も少ないことから設定されまし
た。職域健診ですから、対象年齢は本
来30～59歳だったのです。当時は年齢
でBMIの目標が異なることは想定して
いなかったのですが、BMIと総死亡リ
スクの関係をみた近年の多くの検討で
は、年齢が高くなると最低死亡率を呈
するBMIが高い範囲に移行することが
わかってきました。厚生労働省の食事
の指針である「日本人の食事摂取基準
2020年版」でも、高齢者の目標とする
BMIの範囲を21.5～24.9と、成人より
高く設定しています。今回の糖尿病診
療ガイドラインも、これにほぼ合わせ
たようなかたちで変更されたものと考
えています。
　山内　もう一つ今回の改訂では、運

動能力にかなり注目しておられますね。
　勝川　はい。従来から、身体活動レ
ベルは３段階に分類されていますが、
今回の定義の変更は現代の生活を反映
したものだと思います。従来は、デス
クワーク、立ち仕事、力仕事の３つに
分けられていましたが、機械化が進展
して、1950年代にあったような力仕事
は現代社会ではほとんど姿を消してい
ます。食事摂取基準では、日本人の一
般集団のデータから、たとえばデスク
ワークでも在宅が多い方のように、生
活の大部分が座位で静的な活動が中心
の人を身体活動レベルが「低い」、同
じデスクワークでも通勤や買い物、家
事労働などをどれか一つでもやってい
るような方は「ふつう」、そして立ち
仕事に相当する方を「高い」と、現状
の活動レベルの分布に合わせて３段階
に分類しています。糖尿病診療ガイド
ラインも、これにならって定義を変更
したということであろうと思います。
　山内　昔、力仕事という範疇があり

表　糖尿病患者のエネルギー消費量

●総エネルギー消費量＝基礎代謝＋食後の熱産生＋身体活動のエネルギー消費量
　・ 基礎代謝：健常人と差がない or ５～７％↑（肝の糖産生↑、腎の糖再吸収↑
による）

　・食後の熱産生：糖尿病で↓（交感神経活性↓、インスリン抵抗性）
　・身体活動量：糖尿病で↓
● 総エネルギー消費量（二重標識水法）：平均的には、健常人と差がない。30～40 
kcal/㎏体重
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ましたが、現実にはほとんどないとい
うことで、現代社会に即した分類に変
えたと理解してよいのですね。
　勝川　そうだと思います。
　山内　と同時に、先ほどの目標にも
絡みますが、従来は生命ということだ
けだったのですが、動けるか、動けな
いか。フレイルとかサルコペニアの問
題も出てきていますので、こちらから
も体重や、あるいはカロリーなど、そ
ういったものの基準が出てきたと考え
てよいのですね。
　勝川　おっしゃるとおりです。実は、
糖尿病患者では、BMIの高い範囲の死
亡リスクの増加は一般集団ほど顕著で

なく、肥満のパラドックスと呼ばれて
います。しかし、肥満者ではディサビ
リティ、つまり運動障害やADLの障害、
あるいは買い物や食事の準備などの手
段的日常生活動作（IADL）の障害が
起こるリスクが高くなります。したが
って、死亡リスクがそれほど高くなく
ても、糖尿病学会はBMI 25以上を取
らなかったということであろうかと思
います。
　一方、体重が少ない方について言う
と、運動量を増やすといっても、実際
には、一般高齢者でも中強度、高強度
の運動はなかなかできません。一日の
ほとんどの時間は、座りっぱなしでご

図　糖尿病診療ガイドライン2019・総エネルギー摂取量の改訂

定の割合の減量を目標にするとなると、
BMI 22を前提としたエネルギー量の
設定は、肥満者では非常に厳しい制限
になります。
　一方、BMI 22の根拠ですが、これは
もともと、職域健診で健診の異常項目
数が最も少ないことから設定されまし
た。職域健診ですから、対象年齢は本
来30～59歳だったのです。当時は年齢
でBMIの目標が異なることは想定して
いなかったのですが、BMIと総死亡リ
スクの関係をみた近年の多くの検討で
は、年齢が高くなると最低死亡率を呈
するBMIが高い範囲に移行することが
わかってきました。厚生労働省の食事
の指針である「日本人の食事摂取基準
2020年版」でも、高齢者の目標とする
BMIの範囲を21.5～24.9と、成人より
高く設定しています。今回の糖尿病診
療ガイドラインも、これにほぼ合わせ
たようなかたちで変更されたものと考
えています。
　山内　もう一つ今回の改訂では、運

動能力にかなり注目しておられますね。
　勝川　はい。従来から、身体活動レ
ベルは３段階に分類されていますが、
今回の定義の変更は現代の生活を反映
したものだと思います。従来は、デス
クワーク、立ち仕事、力仕事の３つに
分けられていましたが、機械化が進展
して、1950年代にあったような力仕事
は現代社会ではほとんど姿を消してい
ます。食事摂取基準では、日本人の一
般集団のデータから、たとえばデスク
ワークでも在宅が多い方のように、生
活の大部分が座位で静的な活動が中心
の人を身体活動レベルが「低い」、同
じデスクワークでも通勤や買い物、家
事労働などをどれか一つでもやってい
るような方は「ふつう」、そして立ち
仕事に相当する方を「高い」と、現状
の活動レベルの分布に合わせて３段階
に分類しています。糖尿病診療ガイド
ラインも、これにならって定義を変更
したということであろうと思います。
　山内　昔、力仕事という範疇があり

表　糖尿病患者のエネルギー消費量

●総エネルギー消費量＝基礎代謝＋食後の熱産生＋身体活動のエネルギー消費量
　・ 基礎代謝：健常人と差がない or ５～７％↑（肝の糖産生↑、腎の糖再吸収↑
による）

　・食後の熱産生：糖尿病で↓（交感神経活性↓、インスリン抵抗性）
　・身体活動量：糖尿病で↓
● 総エネルギー消費量（二重標識水法）：平均的には、健常人と差がない。30～40 
kcal/㎏体重
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　山内　これ掛ける体重というかたち
になるのですね。
　勝川　はい。
　山内　糖尿病の患者さんは運動をし
ていないから、何となくエネルギーは
いらないような気もするのですが、そ
うではないのでしょうか。
　勝川　エネルギー消費量は、基礎代
謝と、食後の熱産生、これは食物の消
化吸収、体内の貯蔵に必要なエネルギ
ー、それから身体活動の３つに分かれ
ます。このうち全体の約６割を占める
基礎代謝は、糖尿病患者さんのほうが
健常人よりちょっと高いのです。これ
は肝臓での糖の産生や、あるいは糸球
体でろ過されたブドウ糖を近位尿細管
で再吸収するのによけいにエネルギー
が消費されるためと考えられます。一
方、食後の熱産生や身体活動は、糖尿
病患者さんのほうが少なく、その３つ
を足し合わせると、糖尿病患者さんと
一般集団で差がないということになり
ます。
　山内　そういったものを合わせて今
回の大きな改訂に至ったということで
すが、これは結論的に言えば、実際の
必要量と比べてどのあたりになってき
たとお考えですか。
　勝川　必要量に比べると現在のエネ

ルギー処方はまだ少ないと思います。
ただ、食事指導の場面を考えると、食
事調査と同じように、患者さんが自分
の食事量を過小評価する可能性を考慮
しないといけません。したがって、や
や厳しいエネルギー処方でちょうどい
いのかもしれません。
　山内　ざっくり言ってしまいますと、
肥満型のタイプの方は、あまり厳しく
しても、実際には現実性がないという
ことで、それも少し考慮して実現可能
なレベルに持ってきたということです
ね。
　勝川　食べている量を過小評価する
ので、少し制限したぐらいがちょうど
いいかもしれない。ただし、あまり厳
しく制限すると、実行や継続が難しく
なるので、ちょっと足りないが長続き
できるぐらいの処方をする、というの
は悪い方法ではないかもしれません。
　山内　一方でやせ型に関しては、あ
まり厳しい基準でやると、例えば栄養
失調ぎみ、特に蛋白質が心配になるの
で、このあたりが考慮されたと。
　勝川　はい。食べる全体量が増える
ことで、たんぱく質や他の栄養素が入
りやすくなり、フレイル予防に役立つ
のではないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

ろごろしているか（座位行動）、また
は日常生活の雑多な労作、いわゆる低
強度の生活活動に費やしています。そ
して、両者の多い少ないでエネルギー
消費量が随分違ってくるのです。
　滋賀医科大学の外来患者のデータで
は、平均年齢70歳の通常の糖尿病患者
で、動く量が多い上1/3と下1/3を比べ
ると、座位行動と低強度の生活活動の
多い少ないで、１日約500kcalエネル
ギー消費量が違いました。ということ
は、動いている人はその分、毎日食べ
ていることになるので、食事中のたん
ぱく質、ビタミンD、亜鉛といった栄
養素もたくさん入ってきて、フレイル
予防という点で随分と有利になる。高
齢者、特にBMIの低い範囲の方では、
フレイル予防の観点からも、日常の生
活活動を増やすことの意義は非常に大
きいと思います。
　山内　３番目の問題としてエネルギ
ー係数の問題がありますが、これはい
かがでしょう。
　勝川　エネルギー係数は、今回の診
療指針でも25～30kcal/㎏、あるいは
30～35kcal/㎏、35kcal/㎏体重以上の
３段階に分類され、これは以前と変わ
っていません。
　これに対して、一般の成人集団のエ
ネルギー必要量の平均値は30～40kcal/ 
㎏体重です。食事調査で食事のエネル
ギー量を評価するというのは当たり前
のように考えがちですが、実は、食事

調査は、通常のエネルギー摂取量を 
20～30％も過小評価することが広く認
識されるようになってきました。体重
が変化しないとき、エネルギー摂取量
と消費量は等しく、エネルギー消費量
の測定精度は食事調査に比べて非常に
高いので、エネルギー必要量の評価に
はエネルギー消費量の値を用いるとい
うのが今日の考え方です。
　先ほどお話しした低い労作の25～30 
kcalという数字は、実は由来が不明で
して、エネルギー消費量の測定が可能
となるよりも前の時代に、本来は30～
40kcal/㎏使って食べているはずが、食
事調査で過小評価された値が一般化し
たのではないかと私は考えています。
我々は食事調査の過小評価されたエネ
ルギー量の数字に慣れてしまっている
ので、エネルギー消費量のデータから
感覚のずれを修正していく必要がある
と思うのです。
　糖尿病患者のエネルギー消費量のデ
ータも最近は少しずつ出てきており、
日本人のデータも３件あります。先ほ
どちょっとお話しした滋賀医科大学の
データ、生活環境の異なる首都圏のデ
ータ、それから肥満糖尿病患者さんの
データです。いずれも、血糖正常の対
照者と差がなく、平均で30～40kcal/㎏
体重の範囲です。使っているからには
食べているはずですので、これが糖尿
病患者さんのエネルギー必要量となる
わけです。
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　山内　これ掛ける体重というかたち
になるのですね。
　勝川　はい。
　山内　糖尿病の患者さんは運動をし
ていないから、何となくエネルギーは
いらないような気もするのですが、そ
うではないのでしょうか。
　勝川　エネルギー消費量は、基礎代
謝と、食後の熱産生、これは食物の消
化吸収、体内の貯蔵に必要なエネルギ
ー、それから身体活動の３つに分かれ
ます。このうち全体の約６割を占める
基礎代謝は、糖尿病患者さんのほうが
健常人よりちょっと高いのです。これ
は肝臓での糖の産生や、あるいは糸球
体でろ過されたブドウ糖を近位尿細管
で再吸収するのによけいにエネルギー
が消費されるためと考えられます。一
方、食後の熱産生や身体活動は、糖尿
病患者さんのほうが少なく、その３つ
を足し合わせると、糖尿病患者さんと
一般集団で差がないということになり
ます。
　山内　そういったものを合わせて今
回の大きな改訂に至ったということで
すが、これは結論的に言えば、実際の
必要量と比べてどのあたりになってき
たとお考えですか。
　勝川　必要量に比べると現在のエネ

ルギー処方はまだ少ないと思います。
ただ、食事指導の場面を考えると、食
事調査と同じように、患者さんが自分
の食事量を過小評価する可能性を考慮
しないといけません。したがって、や
や厳しいエネルギー処方でちょうどい
いのかもしれません。
　山内　ざっくり言ってしまいますと、
肥満型のタイプの方は、あまり厳しく
しても、実際には現実性がないという
ことで、それも少し考慮して実現可能
なレベルに持ってきたということです
ね。
　勝川　食べている量を過小評価する
ので、少し制限したぐらいがちょうど
いいかもしれない。ただし、あまり厳
しく制限すると、実行や継続が難しく
なるので、ちょっと足りないが長続き
できるぐらいの処方をする、というの
は悪い方法ではないかもしれません。
　山内　一方でやせ型に関しては、あ
まり厳しい基準でやると、例えば栄養
失調ぎみ、特に蛋白質が心配になるの
で、このあたりが考慮されたと。
　勝川　はい。食べる全体量が増える
ことで、たんぱく質や他の栄養素が入
りやすくなり、フレイル予防に役立つ
のではないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

ろごろしているか（座位行動）、また
は日常生活の雑多な労作、いわゆる低
強度の生活活動に費やしています。そ
して、両者の多い少ないでエネルギー
消費量が随分違ってくるのです。
　滋賀医科大学の外来患者のデータで
は、平均年齢70歳の通常の糖尿病患者
で、動く量が多い上1/3と下1/3を比べ
ると、座位行動と低強度の生活活動の
多い少ないで、１日約500kcalエネル
ギー消費量が違いました。ということ
は、動いている人はその分、毎日食べ
ていることになるので、食事中のたん
ぱく質、ビタミンD、亜鉛といった栄
養素もたくさん入ってきて、フレイル
予防という点で随分と有利になる。高
齢者、特にBMIの低い範囲の方では、
フレイル予防の観点からも、日常の生
活活動を増やすことの意義は非常に大
きいと思います。
　山内　３番目の問題としてエネルギ
ー係数の問題がありますが、これはい
かがでしょう。
　勝川　エネルギー係数は、今回の診
療指針でも25～30kcal/㎏、あるいは
30～35kcal/㎏、35kcal/㎏体重以上の
３段階に分類され、これは以前と変わ
っていません。
　これに対して、一般の成人集団のエ
ネルギー必要量の平均値は30～40kcal/ 
㎏体重です。食事調査で食事のエネル
ギー量を評価するというのは当たり前
のように考えがちですが、実は、食事

調査は、通常のエネルギー摂取量を 
20～30％も過小評価することが広く認
識されるようになってきました。体重
が変化しないとき、エネルギー摂取量
と消費量は等しく、エネルギー消費量
の測定精度は食事調査に比べて非常に
高いので、エネルギー必要量の評価に
はエネルギー消費量の値を用いるとい
うのが今日の考え方です。
　先ほどお話しした低い労作の25～30 
kcalという数字は、実は由来が不明で
して、エネルギー消費量の測定が可能
となるよりも前の時代に、本来は30～
40kcal/㎏使って食べているはずが、食
事調査で過小評価された値が一般化し
たのではないかと私は考えています。
我々は食事調査の過小評価されたエネ
ルギー量の数字に慣れてしまっている
ので、エネルギー消費量のデータから
感覚のずれを修正していく必要がある
と思うのです。
　糖尿病患者のエネルギー消費量のデ
ータも最近は少しずつ出てきており、
日本人のデータも３件あります。先ほ
どちょっとお話しした滋賀医科大学の
データ、生活環境の異なる首都圏のデ
ータ、それから肥満糖尿病患者さんの
データです。いずれも、血糖正常の対
照者と差がなく、平均で30～40kcal/㎏
体重の範囲です。使っているからには
食べているはずですので、これが糖尿
病患者さんのエネルギー必要量となる
わけです。
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東京医科大学腎臓内科学分野主任教授
菅　野　義　彦

（聞き手　池脇克則）

　慢性腎臓病の各ステージにおける生活指導（食事療法、運動療法）について
ご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

慢性腎臓病の生活指導

　池脇　菅野先生のような専門医が診
ているCKD患者にはどういうかたちで
食事・運動療法をされているのでしょ
うか。
　菅野　皆さんご存じのCKDステージ
ということで大ざっぱに分けていくの
が一番いいと思うのですが、生活指導
というのは医師が学生のときに全く習
わない部分です。また、医師になって
から勉強する機会があるかというと、
なかなかとっつきにくいところだと思
います。大きな施設だと、食事に関し
ては管理栄養士、運動療法に関しては
リハビリの技士、そういう方がいれば
その専門家と相談しながらやっていけ
るのですが、必ずしもそういう環境に
ないのがCKDにおける問題のひとつに
なっています。
　食事や運動をきちんと学んでいない

医師だけでも何とかできるような方法
というのをお話ししようかと思うので
すが、まず昔から腎臓の病気というと、
食事に関しては蛋白制限、運動に関し
ても安静だと。これは小児なども診て
いる先生は特にそうだと思うのですが、
いまだに蛋白尿が出たときに学校から
運動制限の紙をもらってきて、それに
書いてくださいというのが多いです。
わからないけれども何かこの辺でつけ
ておくか、みたいなことがあると思う
のですが、かつて言っていたような蛋
白制限や運動制限というのは、慢性腎
臓病に関しては少し見直す時期に来て
いるというのが、私どもの今のコンセ
ンサスです。
　その一つは、食事療法の蛋白に関し
ては、昔は腎炎というと若い人の病気
だったので、いろいろ食事の制限をし

ても体を壊してしまうことはなかった
のですが、今はCKDという病気のカテ
ゴリーになるので、そうするとほぼ６
割以上の方が高血圧の既往があるとか
糖尿病の既往があるということから、
これは老人病になっているのです。そ
ういう高齢の方に食事の制限をすると、
大ざっぱにいうと非常に弱っていくこ
とがあるので、対象によっては見直そ
うということになります。
　それから運動も、やはり高血圧、糖
尿病、両方とも運動が治療の基盤にな
っていて、その２つを抑えるという意
味でCKDの進行が抑えられます。運動
に関しても、原病を治すという意味で
運動が勧められるという状況になって
います。小児に関しては、『検尿の手
引き』という本を読んでいただければ、
それでよいかと思います。
　池脇　今先生がおっしゃった中で
CKDの患者さんは高血圧の合併が多い
とか、それこそ糖尿病とか脂質異常症
の合併もCKDではない方に比べると多
い。そうしますと、高血圧でしたら減
塩、糖尿病でしたらそれなりの食事療
法、脂質異常に対しても食事療法とい
うことが出てきます。CKDに対する食
事療法と同じではない、それぞれの合
併症、併存する生活習慣病に対しての
食事療法は、やはり必要になってきま
すよね。
　菅野　そうですね。高齢の方だと病
気を幾つも幾つも持っている方がいる

ので、例えばそれぞれの食事療法をや
っていくと、食べるものがなくなると
いうことをよくおっしゃいます。それ
から近隣の医師などからも「何を食べ
させればいいんですか」とよく聞かれ
るのですが、私自身が患者さんにお願
いしているのは、食塩を抑えてくださ
いということです。これはあらゆる生
活習慣病のガイドラインにも、食塩に
関しては抑えめでいこうとあります。
高血圧が一番極端で、６g/日というの
はなかなか難しいのですが、実際これ
は研究が出ているのですが、私どもは
塩の国の人なので、食塩の量が減ると、
エネルギーも蛋白質も脂質も全部摂取
量が減ってくるのです。ですので、あ
れもだめ、これもだめ、というと、ま
ず患者さんも守れませんので、とにか
く食塩を２～３g/日減らすことから始
めてくださいと伝えています。
　池脇　こういった食事の指導が患者
さんにどの程度うまく伝わっているか
という確認の方法がなかなか難しいで
すね。例えば塩分摂取量でしたら尿中
のナトリウムとクレアチニンで換算し
てというのがありますが、蛋白などを
検証するのは難しいような気がします。
先生はどのようにされているのでしょ
うか。
　菅野　非常に難しいです。きちんと
蛋白の摂取量を把握するには蓄尿とい
うのをやっていただかなければいけな
いので、これは多分腎臓の専門外来で
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東京医科大学腎臓内科学分野主任教授
菅　野　義　彦

（聞き手　池脇克則）

　慢性腎臓病の各ステージにおける生活指導（食事療法、運動療法）について
ご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

慢性腎臓病の生活指導

　池脇　菅野先生のような専門医が診
ているCKD患者にはどういうかたちで
食事・運動療法をされているのでしょ
うか。
　菅野　皆さんご存じのCKDステージ
ということで大ざっぱに分けていくの
が一番いいと思うのですが、生活指導
というのは医師が学生のときに全く習
わない部分です。また、医師になって
から勉強する機会があるかというと、
なかなかとっつきにくいところだと思
います。大きな施設だと、食事に関し
ては管理栄養士、運動療法に関しては
リハビリの技士、そういう方がいれば
その専門家と相談しながらやっていけ
るのですが、必ずしもそういう環境に
ないのがCKDにおける問題のひとつに
なっています。
　食事や運動をきちんと学んでいない

医師だけでも何とかできるような方法
というのをお話ししようかと思うので
すが、まず昔から腎臓の病気というと、
食事に関しては蛋白制限、運動に関し
ても安静だと。これは小児なども診て
いる先生は特にそうだと思うのですが、
いまだに蛋白尿が出たときに学校から
運動制限の紙をもらってきて、それに
書いてくださいというのが多いです。
わからないけれども何かこの辺でつけ
ておくか、みたいなことがあると思う
のですが、かつて言っていたような蛋
白制限や運動制限というのは、慢性腎
臓病に関しては少し見直す時期に来て
いるというのが、私どもの今のコンセ
ンサスです。
　その一つは、食事療法の蛋白に関し
ては、昔は腎炎というと若い人の病気
だったので、いろいろ食事の制限をし

ても体を壊してしまうことはなかった
のですが、今はCKDという病気のカテ
ゴリーになるので、そうするとほぼ６
割以上の方が高血圧の既往があるとか
糖尿病の既往があるということから、
これは老人病になっているのです。そ
ういう高齢の方に食事の制限をすると、
大ざっぱにいうと非常に弱っていくこ
とがあるので、対象によっては見直そ
うということになります。
　それから運動も、やはり高血圧、糖
尿病、両方とも運動が治療の基盤にな
っていて、その２つを抑えるという意
味でCKDの進行が抑えられます。運動
に関しても、原病を治すという意味で
運動が勧められるという状況になって
います。小児に関しては、『検尿の手
引き』という本を読んでいただければ、
それでよいかと思います。
　池脇　今先生がおっしゃった中で
CKDの患者さんは高血圧の合併が多い
とか、それこそ糖尿病とか脂質異常症
の合併もCKDではない方に比べると多
い。そうしますと、高血圧でしたら減
塩、糖尿病でしたらそれなりの食事療
法、脂質異常に対しても食事療法とい
うことが出てきます。CKDに対する食
事療法と同じではない、それぞれの合
併症、併存する生活習慣病に対しての
食事療法は、やはり必要になってきま
すよね。
　菅野　そうですね。高齢の方だと病
気を幾つも幾つも持っている方がいる

ので、例えばそれぞれの食事療法をや
っていくと、食べるものがなくなると
いうことをよくおっしゃいます。それ
から近隣の医師などからも「何を食べ
させればいいんですか」とよく聞かれ
るのですが、私自身が患者さんにお願
いしているのは、食塩を抑えてくださ
いということです。これはあらゆる生
活習慣病のガイドラインにも、食塩に
関しては抑えめでいこうとあります。
高血圧が一番極端で、６g/日というの
はなかなか難しいのですが、実際これ
は研究が出ているのですが、私どもは
塩の国の人なので、食塩の量が減ると、
エネルギーも蛋白質も脂質も全部摂取
量が減ってくるのです。ですので、あ
れもだめ、これもだめ、というと、ま
ず患者さんも守れませんので、とにか
く食塩を２～３g/日減らすことから始
めてくださいと伝えています。
　池脇　こういった食事の指導が患者
さんにどの程度うまく伝わっているか
という確認の方法がなかなか難しいで
すね。例えば塩分摂取量でしたら尿中
のナトリウムとクレアチニンで換算し
てというのがありますが、蛋白などを
検証するのは難しいような気がします。
先生はどのようにされているのでしょ
うか。
　菅野　非常に難しいです。きちんと
蛋白の摂取量を把握するには蓄尿とい
うのをやっていただかなければいけな
いので、これは多分腎臓の専門外来で
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ないと難しいと思います。私自身の患
者さんでも蓄尿をやっている人の割合
は高いか低いかというと、低いです。
一部の人しかできない。トイレに一日
中おしっこを置いておくことになるの
で難しいです。ほかの血糖ですとか、
エネルギーとか脂質の制限であれば、
血清値に出てくるので非常にわかりや
すい。食塩も血圧が下がったり、今先
生がおっしゃったような随時尿でもで
きるようになっています。蛋白質は本
当に難しいので、そういう意味でも蛋
白の制限はあまり前面に出さないよう
に話しています。
　あとは食塩ですが、簡単なのは、ラ
ーメンやうどんなどの外食やコンビニ
のおにぎりを塩辛く感じるか、おいし
く感じるかというところですね。結局、
味覚を作ることになってきますので、
だいたい外の食べものは塩辛いなと思
うぐらいだと10gを切るぐらいという
のが、私が使っているすごく簡単な物
差しです。
　池脇　蛋白制限ともちょっと関連す
るかもしれませんが、今や専門医でも
開業医でも、高齢の方を診ていること
が圧倒的に多いと思います。高齢者で
はサルコペニアとか、フレイルという
問題があって、あまり蛋白を制限する
のはいかがなものかというような考え
もあるようです。CKDでの蛋白制限に
関して今いろいろ検討されているとい
うのは、そういったことも少し影響し

ているのでしょうか。
　菅野　やはり高齢者にとってサルコ
ペニア、フレイルというのはすごく大
きな問題ですので、僕ら医師が介入し
て蛋白制限をして余計悪くなっては困
るということです。ただ、学会として
は蛋白をどんどん取りなさいとはなか
なか言いづらいのですが、サルコペニ
ア、フレイルの立場の医師らはどんど
ん取りなさいということになっていま
す。そのあたりは非常に難しいし、お
互いエビデンスがないのです。蛋白を
減らすと本当に腎臓がよくなるか、蛋
白を増やすとサルコペニアが本当によ
くなるかというのはなかなか難しいの
ですが、お互いエビデンスがないのに、
合併としては非常に多いので、現場が
すごく困っているのです。それで、学
会同士ですり合わせをして、2019年に
サルコペニア、フレイルを合併した
CKDのための食事の提言を出しました。
　池脇　そこでは蛋白制限はどうなっ
ているのでしょうか。
　菅野　腎臓学会としてはおそらく初
めてだと思うのですが、蛋白制限を緩
和しても構わないという表現です。そ
の時々に応じて、２つの病気が全く同
じ病勢だというのはあり得ないと思い
ますので、腎機能のほうが心配なとき
には蛋白を抑えめにして、サルコペニ
ア、フレイルのほうが逼迫していると
いうことであれば、ある程度腎臓には
目をつぶって、蛋白を取ってしっかり

運動してもらいましょうということに
なります。その見分けがなかなか難し
いのですが、それに関しては例のCKD
の重症度分類があります。一つの目安
は蛋白尿が出ていない方はCKDが進行
する可能性が低いので、蛋白尿が出て
いないようなCKDの方はサルコペニア
が重要な問題であれば、そちらを優先
するというようなかたちで診ていただ
くのがいいと思います。
　池脇　CKDのいろいろなマニュアル
を見ますと、蛋白制限というのはだい
たいステージ３ぐらいからでしょうか、
ステージ４ぐらいからはカリウム制限
も入ってきます。ますます何を食べて
いいやらという感じもしなくはないの
ですが、そのあたりはどうしているの
でしょうか。
　菅野　項目を幾つも言うと患者さん
は混乱します。カリウムもリンも蛋白
質を含む食品の中に多く入っています
ので、簡単に言うと、塩を減らすと蛋
白も減る、カリウムも減る、リンも減
ることになります。そんなにステージ
が進んだときに患者さんが混乱するよ

うな指導は、私どもはしていないつも
りです。
　池脇　今までは先生のところで診て
いるような、CKDとしてもある程度進
んでいる方に対しての食事・運動療法
でした。専門医に来る前の、一応CKD
に入るという人たちに対して、専門医
の立場から、これだけはきちんとやっ
てほしいというような食事・運動療法
はありますか。
　菅野　運動に関しては制限しないと
いうのでよいと思います。その代わり、
必ず水分を取って、汗で失った水分を
補給すること。それから食事に関して
は、食塩の制限だけしていただければ
十分です。それ以上何かやりたい非常
に禁欲的な生活が好きな患者さんは私
どもが相手をしますので、専門ではな
い医師は食塩だけ抑えてください。目
安は外食が辛いかどうか、外で買った
ものが辛いかどうかという、味覚を育
てるという感覚で指導していただけれ
ばよいのではないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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ないと難しいと思います。私自身の患
者さんでも蓄尿をやっている人の割合
は高いか低いかというと、低いです。
一部の人しかできない。トイレに一日
中おしっこを置いておくことになるの
で難しいです。ほかの血糖ですとか、
エネルギーとか脂質の制限であれば、
血清値に出てくるので非常にわかりや
すい。食塩も血圧が下がったり、今先
生がおっしゃったような随時尿でもで
きるようになっています。蛋白質は本
当に難しいので、そういう意味でも蛋
白の制限はあまり前面に出さないよう
に話しています。
　あとは食塩ですが、簡単なのは、ラ
ーメンやうどんなどの外食やコンビニ
のおにぎりを塩辛く感じるか、おいし
く感じるかというところですね。結局、
味覚を作ることになってきますので、
だいたい外の食べものは塩辛いなと思
うぐらいだと10gを切るぐらいという
のが、私が使っているすごく簡単な物
差しです。
　池脇　蛋白制限ともちょっと関連す
るかもしれませんが、今や専門医でも
開業医でも、高齢の方を診ていること
が圧倒的に多いと思います。高齢者で
はサルコペニアとか、フレイルという
問題があって、あまり蛋白を制限する
のはいかがなものかというような考え
もあるようです。CKDでの蛋白制限に
関して今いろいろ検討されているとい
うのは、そういったことも少し影響し

ているのでしょうか。
　菅野　やはり高齢者にとってサルコ
ペニア、フレイルというのはすごく大
きな問題ですので、僕ら医師が介入し
て蛋白制限をして余計悪くなっては困
るということです。ただ、学会として
は蛋白をどんどん取りなさいとはなか
なか言いづらいのですが、サルコペニ
ア、フレイルの立場の医師らはどんど
ん取りなさいということになっていま
す。そのあたりは非常に難しいし、お
互いエビデンスがないのです。蛋白を
減らすと本当に腎臓がよくなるか、蛋
白を増やすとサルコペニアが本当によ
くなるかというのはなかなか難しいの
ですが、お互いエビデンスがないのに、
合併としては非常に多いので、現場が
すごく困っているのです。それで、学
会同士ですり合わせをして、2019年に
サルコペニア、フレイルを合併した
CKDのための食事の提言を出しました。
　池脇　そこでは蛋白制限はどうなっ
ているのでしょうか。
　菅野　腎臓学会としてはおそらく初
めてだと思うのですが、蛋白制限を緩
和しても構わないという表現です。そ
の時々に応じて、２つの病気が全く同
じ病勢だというのはあり得ないと思い
ますので、腎機能のほうが心配なとき
には蛋白を抑えめにして、サルコペニ
ア、フレイルのほうが逼迫していると
いうことであれば、ある程度腎臓には
目をつぶって、蛋白を取ってしっかり

運動してもらいましょうということに
なります。その見分けがなかなか難し
いのですが、それに関しては例のCKD
の重症度分類があります。一つの目安
は蛋白尿が出ていない方はCKDが進行
する可能性が低いので、蛋白尿が出て
いないようなCKDの方はサルコペニア
が重要な問題であれば、そちらを優先
するというようなかたちで診ていただ
くのがいいと思います。
　池脇　CKDのいろいろなマニュアル
を見ますと、蛋白制限というのはだい
たいステージ３ぐらいからでしょうか、
ステージ４ぐらいからはカリウム制限
も入ってきます。ますます何を食べて
いいやらという感じもしなくはないの
ですが、そのあたりはどうしているの
でしょうか。
　菅野　項目を幾つも言うと患者さん
は混乱します。カリウムもリンも蛋白
質を含む食品の中に多く入っています
ので、簡単に言うと、塩を減らすと蛋
白も減る、カリウムも減る、リンも減
ることになります。そんなにステージ
が進んだときに患者さんが混乱するよ

うな指導は、私どもはしていないつも
りです。
　池脇　今までは先生のところで診て
いるような、CKDとしてもある程度進
んでいる方に対しての食事・運動療法
でした。専門医に来る前の、一応CKD
に入るという人たちに対して、専門医
の立場から、これだけはきちんとやっ
てほしいというような食事・運動療法
はありますか。
　菅野　運動に関しては制限しないと
いうのでよいと思います。その代わり、
必ず水分を取って、汗で失った水分を
補給すること。それから食事に関して
は、食塩の制限だけしていただければ
十分です。それ以上何かやりたい非常
に禁欲的な生活が好きな患者さんは私
どもが相手をしますので、専門ではな
い医師は食塩だけ抑えてください。目
安は外食が辛いかどうか、外で買った
ものが辛いかどうかという、味覚を育
てるという感覚で指導していただけれ
ばよいのではないかと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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東京医科歯科大学肝胆膵外科教授
田　邉　　稔

（聞き手　山内俊一）

　膵囊胞についてご教示ください。
　膵囊胞について、紹介状の返信を見ると、75歳未満のリスクが高い、５㎜以
上なのでこちらで経過観察しますと書いてあったり、10㎜以上で再紹介くださ
いと書いてあったりで、はっきりとした基準がわかりません。
 ＜大阪府開業医＞

膵囊胞

　山内　田邉先生、膵囊胞というのは
最近よく耳にするようになりました。
一つには、エコーやCTを撮った場合
に、しばしば偶発的に指摘されてくる
ことが多くなっているような印象があ
ります。これはそういうかたちで増え
ていると考えてよいのでしょうか。
　田邉　ほとんどは無症状で、偶発的
に発見されて紹介されてきます。そう
いう検査の機会が増えたため、我々臨
床医が目にかける数も非常に増えてい
るということだと思います。
　山内　昔は膵臓といいますと、なか
なかCTでもはっきりしない、診断が
難しい臓器でしたが、これは機器の性
能の向上もあるのでしょうか。
　田邉　それはあると思います。超音

波、CT、MRI、それぞれの性能が非
常によくなっていますので、そういう
意味では発見される機会も多くなった
と思います。
　山内　あと、もちろん機器の数も多
くなっているのでしょうね。
　田邉　病気そのものの数が本当に増
えているかどうかは不明ですが、少な
くとも検査へのアプローチの機会が増
えたということは言えます。
　山内　さて早速ですが、膵囊胞の定
義と、どういった理由で今注目されて
いるのかといったあたりからお話し願
えますか。
　田邉　囊胞とは、袋状の空間に液体
がたまったものということになります。
通常、肝臓や膵臓、脾臓、腎臓などい

ろいろなところにでき、多くの場合は
あまり心配のない単純性囊胞です。と
ころが、膵臓の場合には腫瘍性の囊胞
が多く、その中にはがん化する可能性
があるものが含まれるので注意を要す
るのです。
　山内　種類としてはたくさんあるの
でしょうか。
　田邉　ざっと十数種類あります。
　山内　中でも注目されているものは
何でしょうか。頻度的なものもあるの
ですね。
　田邉　圧倒的に多いのはIPMNと呼
ばれるものです。それ以外だと、頻度
は少なくなりますが、略語で言います
と、SCN、MCN、SPNといったもの
もあります。ただ、圧倒的に日常の診
療の中で目に留まることが多いのは
IPMNという病気です。
　山内　IPMNをはじめとした主なも
のに関しての鑑別法について教えてく
ださい。
　田邉　膵囊胞の診断で難しいところ
は、胃や大腸のようにカメラを入れて
病気のある場所まで行って直接見たり、
細胞を採取したりすることができない
という点です。したがって画像診断を
もとに、形や大きさからどのような病
気なのかを推測するしかないというこ
とです。
　IPMNは膵液の通り道、膵管が拡張
してくる病気ですから、主膵管が拡張
した場合にはイモムシみたいに膵管が

拡張する。それから分岐の部分が拡張
すると、ブドウの房のように泡が折り
重なったように拡張すると例えられま
す。それ以外に、頻度はぐっと落ちま
すが、女性に多いといわれているSCN
と呼ばれるものは、蜂の巣のような形
をしています。それからMCNと呼ば
れる女性に多くがん化する可能性が高
い病変は、ナツミカンのような形をし
ています。
　すなわち、共通の少し厚めの大きな
殻の中に幾つかミカンの房のような、
cyst in cystと呼ばれる囊胞が複数含ま
れている。つまり、病理学的な検査が
困難なために、形状から病名を推測し
なければならないというところが難し
いのです。
　山内　鑑別になりますと、かなり専
門的な知識も必要なようですが、まず
非専門医は、例えばエコーでの主膵管、
ないし膵管拡張という所見に注目する
ことになるのですね。
　田邉　そうですね。
　山内　膵管拡張のほかに、囊胞状と
いう記載になるのでしょうか。
　田邉　そうですね。膵管の拡張、ま
たは囊胞というかたちで指摘されるこ
とが一番多いですね。
　山内　エコーだとまだ先ほどのよう
な細かいところは無理だと思いますし、
CTも非常にレベルが上がっているよ
うでも、そこまで細かいものは少し鑑
別が難しいとなると、次のステップは
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東京医科歯科大学肝胆膵外科教授
田　邉　　稔

（聞き手　山内俊一）

　膵囊胞についてご教示ください。
　膵囊胞について、紹介状の返信を見ると、75歳未満のリスクが高い、５㎜以
上なのでこちらで経過観察しますと書いてあったり、10㎜以上で再紹介くださ
いと書いてあったりで、はっきりとした基準がわかりません。
 ＜大阪府開業医＞

膵囊胞

　山内　田邉先生、膵囊胞というのは
最近よく耳にするようになりました。
一つには、エコーやCTを撮った場合
に、しばしば偶発的に指摘されてくる
ことが多くなっているような印象があ
ります。これはそういうかたちで増え
ていると考えてよいのでしょうか。
　田邉　ほとんどは無症状で、偶発的
に発見されて紹介されてきます。そう
いう検査の機会が増えたため、我々臨
床医が目にかける数も非常に増えてい
るということだと思います。
　山内　昔は膵臓といいますと、なか
なかCTでもはっきりしない、診断が
難しい臓器でしたが、これは機器の性
能の向上もあるのでしょうか。
　田邉　それはあると思います。超音

波、CT、MRI、それぞれの性能が非
常によくなっていますので、そういう
意味では発見される機会も多くなった
と思います。
　山内　あと、もちろん機器の数も多
くなっているのでしょうね。
　田邉　病気そのものの数が本当に増
えているかどうかは不明ですが、少な
くとも検査へのアプローチの機会が増
えたということは言えます。
　山内　さて早速ですが、膵囊胞の定
義と、どういった理由で今注目されて
いるのかといったあたりからお話し願
えますか。
　田邉　囊胞とは、袋状の空間に液体
がたまったものということになります。
通常、肝臓や膵臓、脾臓、腎臓などい

ろいろなところにでき、多くの場合は
あまり心配のない単純性囊胞です。と
ころが、膵臓の場合には腫瘍性の囊胞
が多く、その中にはがん化する可能性
があるものが含まれるので注意を要す
るのです。
　山内　種類としてはたくさんあるの
でしょうか。
　田邉　ざっと十数種類あります。
　山内　中でも注目されているものは
何でしょうか。頻度的なものもあるの
ですね。
　田邉　圧倒的に多いのはIPMNと呼
ばれるものです。それ以外だと、頻度
は少なくなりますが、略語で言います
と、SCN、MCN、SPNといったもの
もあります。ただ、圧倒的に日常の診
療の中で目に留まることが多いのは
IPMNという病気です。
　山内　IPMNをはじめとした主なも
のに関しての鑑別法について教えてく
ださい。
　田邉　膵囊胞の診断で難しいところ
は、胃や大腸のようにカメラを入れて
病気のある場所まで行って直接見たり、
細胞を採取したりすることができない
という点です。したがって画像診断を
もとに、形や大きさからどのような病
気なのかを推測するしかないというこ
とです。
　IPMNは膵液の通り道、膵管が拡張
してくる病気ですから、主膵管が拡張
した場合にはイモムシみたいに膵管が

拡張する。それから分岐の部分が拡張
すると、ブドウの房のように泡が折り
重なったように拡張すると例えられま
す。それ以外に、頻度はぐっと落ちま
すが、女性に多いといわれているSCN
と呼ばれるものは、蜂の巣のような形
をしています。それからMCNと呼ば
れる女性に多くがん化する可能性が高
い病変は、ナツミカンのような形をし
ています。
　すなわち、共通の少し厚めの大きな
殻の中に幾つかミカンの房のような、
cyst in cystと呼ばれる囊胞が複数含ま
れている。つまり、病理学的な検査が
困難なために、形状から病名を推測し
なければならないというところが難し
いのです。
　山内　鑑別になりますと、かなり専
門的な知識も必要なようですが、まず
非専門医は、例えばエコーでの主膵管、
ないし膵管拡張という所見に注目する
ことになるのですね。
　田邉　そうですね。
　山内　膵管拡張のほかに、囊胞状と
いう記載になるのでしょうか。
　田邉　そうですね。膵管の拡張、ま
たは囊胞というかたちで指摘されるこ
とが一番多いですね。
　山内　エコーだとまだ先ほどのよう
な細かいところは無理だと思いますし、
CTも非常にレベルが上がっているよ
うでも、そこまで細かいものは少し鑑
別が難しいとなると、次のステップは
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何になりますか。
　田邉　この検査をやればいいという
ものはありません。膵囊胞の重要な検
査としては造影CT、または造影のMRI
があげられます。ただ、造影剤を使う
のは一般の医療の中では少しハードル
が高いので、囊胞とか膵管拡張を非侵
襲的にはっきり描出する目的では、単
純MRIから始めることがやりやすいと
思います。
　山内　膵臓ですから検査をするとき
に食事の影響を考える必要もあるので
しょうね。
　田邉　原則として周囲のほかの部分
も見ないといけないので、造影剤を使
用しない場合でも禁食でやったほうが
いいと思います。膵臓の囊胞とか主膵
管の拡張そのものは食事によって伸び
縮みするものではありませんから、そ
の点については影響はないと思います
が、検査の前は原則として禁食にした
ほうがいいと思います。
　山内　さて、そういうかたちで鑑別
して、実際、非常に多いIPMNについ
てもう少し詳しくお話をうかがいたい
のですが、これはどういった状態のも
のなのでしょうか。
　田邉　先ほども申し上げましたが、
本体は膵管上皮が増殖してくる膵管上
皮性の腫瘍です。粘液を産生するので、
膵管がだんだん太くなっていき、その
膵管上皮は乳頭状に増殖していきます。
そのような上皮を病理学的に見てみる

と、様々な異型があり、その異型度が
増すとがん化するのです。
　山内　特に注目度が高いのでしょう
か。
　田邉　そうですね。何しろ頻度が圧
倒的に多いということと、一定の割合
でがん化し、一部は手遅れの膵がんに
なってしまう怖い部分です。したがっ
てその一歩二歩手前のところでとらえ、
手術をするのが医師の務めだと考えて
います。
　山内　このたぐいのものは悪性化す
るのでしょうか。それとももともと悪
性の性質を持っているものなのでしょ
うか。
　田邉　これは非常に難しくて、生ま
れつきあるものではないので、人生の
どこかの段階で人知れず、何の症状も
なくでき、長い年月を経てだんだん大
きくなるわけですが、想像するにおそ
らく多くの人ががん化することなく、
そのまま天寿をまっとうすると思われ
ます。
　しかし、一部の人がスピードが速 
く大きくなり、がん化する。だから、
「IPMNを持っていたらみんながんにな
る」というのは言い過ぎで、あなたは
どのぐらいの段階にいますよと言って
あげるのが一般臨床医として重要なこ
とだと思います。
　山内　ちなみに、先生の印象として
はどの程度の割合が悪性になっている
と考えてよいでしょうか。

　田邉　これは非常に難しいですね。
はっきりしたデータがないのです。た
だ今、東京医科歯科大学では開業医や
人間ドックから送られてきたIPMNの
患者さんを600～700人フォローアップ
していますが、その中で毎年20人ずつ
ぐらい、がんの疑いで手術をしていま
す。ですから、ある程度大きくなって
きたら注意しなければならないと考え
ています。
　山内　悪性化の指標としては何に注
目されていらっしゃいますか。
　田邉　これはすごく重要な点で、ま
ずは例えば主膵管が太くなる主膵管型
なのか、その小枝が太くなってくる、
ブドウの房のような形をした分岐型な
のかによって分かれます。主膵管型の
ほうが悪性度は高いといわれています。
　主膵管型の場合には、先ほどイモム
シと言いましたが、こん棒状に主膵管
が太くなってくるので、その太さが問
題になります。IPMN国際診療ガイドラ
インによれば、５㎜を超えると少しが
んの疑いがある“worrisome features”
という段階に入り、10㎜を超えると、が
んが相当疑わしい“high-risk stigmata”
という段階に入ります。相当疑わしい
high-risk stigmataと呼ばれるところま
で来ると、通常は手術です。
　分岐型の場合は、囊胞の全体の大 
きさが３㎝を超えると、“worrisome 
features”という、多少心配という基準
に入り、その中に出っ張り、結節が出

てくると、がん化の確率が上がり“high- 
risk stig mata”といって手術の適応に
なります。
　繰り返しますと、主膵管型の場合、
主膵管の太さ、分岐型の場合は囊胞の
全体の大きさ、それから中に充実性結
節と呼ばれている出っ張りが出てきて
いないか。この３点が特に重要です。
　山内　最後ですが、これで例えば 
「しばらく経過観察してください」と
いったような返事が専門医から来た場
合、あるいは周囲に専門医がいない場
合、どういった経過観察が勧められる
でしょうか。
　田邉　先ほど申し上げましたIPMN
の国際診療ガイドラインは実際に本屋
さんで売っているものなので、ぜひ入
手してお読みいただければと思います。
がんの心配度のぐあいによって経過 
観察の方法と間隔が変わってきます。
worrisome featuresよりも手前の場合
はがんの心配度は相当低いので、とり
あえずは、万が一急に大きくなったり
するといけないので、初めて発見され
た場合は半年後ぐらいにMRIを行いま
す。大きさが変わらないようであれば、
その後は大きさに応じて１～２年に１
回ぐらいでいいのではないかと思いま
す。
　もし“worrisome features”を超え
てしまった場合は、当然検査の間隔を
詰めないといけないので、年に２～３
回、MRIや超音波内視鏡を行います。
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何になりますか。
　田邉　この検査をやればいいという
ものはありません。膵囊胞の重要な検
査としては造影CT、または造影のMRI
があげられます。ただ、造影剤を使う
のは一般の医療の中では少しハードル
が高いので、囊胞とか膵管拡張を非侵
襲的にはっきり描出する目的では、単
純MRIから始めることがやりやすいと
思います。
　山内　膵臓ですから検査をするとき
に食事の影響を考える必要もあるので
しょうね。
　田邉　原則として周囲のほかの部分
も見ないといけないので、造影剤を使
用しない場合でも禁食でやったほうが
いいと思います。膵臓の囊胞とか主膵
管の拡張そのものは食事によって伸び
縮みするものではありませんから、そ
の点については影響はないと思います
が、検査の前は原則として禁食にした
ほうがいいと思います。
　山内　さて、そういうかたちで鑑別
して、実際、非常に多いIPMNについ
てもう少し詳しくお話をうかがいたい
のですが、これはどういった状態のも
のなのでしょうか。
　田邉　先ほども申し上げましたが、
本体は膵管上皮が増殖してくる膵管上
皮性の腫瘍です。粘液を産生するので、
膵管がだんだん太くなっていき、その
膵管上皮は乳頭状に増殖していきます。
そのような上皮を病理学的に見てみる

と、様々な異型があり、その異型度が
増すとがん化するのです。
　山内　特に注目度が高いのでしょう
か。
　田邉　そうですね。何しろ頻度が圧
倒的に多いということと、一定の割合
でがん化し、一部は手遅れの膵がんに
なってしまう怖い部分です。したがっ
てその一歩二歩手前のところでとらえ、
手術をするのが医師の務めだと考えて
います。
　山内　このたぐいのものは悪性化す
るのでしょうか。それとももともと悪
性の性質を持っているものなのでしょ
うか。
　田邉　これは非常に難しくて、生ま
れつきあるものではないので、人生の
どこかの段階で人知れず、何の症状も
なくでき、長い年月を経てだんだん大
きくなるわけですが、想像するにおそ
らく多くの人ががん化することなく、
そのまま天寿をまっとうすると思われ
ます。
　しかし、一部の人がスピードが速 
く大きくなり、がん化する。だから、
「IPMNを持っていたらみんながんにな
る」というのは言い過ぎで、あなたは
どのぐらいの段階にいますよと言って
あげるのが一般臨床医として重要なこ
とだと思います。
　山内　ちなみに、先生の印象として
はどの程度の割合が悪性になっている
と考えてよいでしょうか。

　田邉　これは非常に難しいですね。
はっきりしたデータがないのです。た
だ今、東京医科歯科大学では開業医や
人間ドックから送られてきたIPMNの
患者さんを600～700人フォローアップ
していますが、その中で毎年20人ずつ
ぐらい、がんの疑いで手術をしていま
す。ですから、ある程度大きくなって
きたら注意しなければならないと考え
ています。
　山内　悪性化の指標としては何に注
目されていらっしゃいますか。
　田邉　これはすごく重要な点で、ま
ずは例えば主膵管が太くなる主膵管型
なのか、その小枝が太くなってくる、
ブドウの房のような形をした分岐型な
のかによって分かれます。主膵管型の
ほうが悪性度は高いといわれています。
　主膵管型の場合には、先ほどイモム
シと言いましたが、こん棒状に主膵管
が太くなってくるので、その太さが問
題になります。IPMN国際診療ガイドラ
インによれば、５㎜を超えると少しが
んの疑いがある“worrisome features”
という段階に入り、10㎜を超えると、が
んが相当疑わしい“high-risk stigmata”
という段階に入ります。相当疑わしい
high-risk stigmataと呼ばれるところま
で来ると、通常は手術です。
　分岐型の場合は、囊胞の全体の大 
きさが３㎝を超えると、“worrisome 
features”という、多少心配という基準
に入り、その中に出っ張り、結節が出

てくると、がん化の確率が上がり“high- 
risk stig mata”といって手術の適応に
なります。
　繰り返しますと、主膵管型の場合、
主膵管の太さ、分岐型の場合は囊胞の
全体の大きさ、それから中に充実性結
節と呼ばれている出っ張りが出てきて
いないか。この３点が特に重要です。
　山内　最後ですが、これで例えば 
「しばらく経過観察してください」と
いったような返事が専門医から来た場
合、あるいは周囲に専門医がいない場
合、どういった経過観察が勧められる
でしょうか。
　田邉　先ほど申し上げましたIPMN
の国際診療ガイドラインは実際に本屋
さんで売っているものなので、ぜひ入
手してお読みいただければと思います。
がんの心配度のぐあいによって経過 
観察の方法と間隔が変わってきます。
worrisome featuresよりも手前の場合
はがんの心配度は相当低いので、とり
あえずは、万が一急に大きくなったり
するといけないので、初めて発見され
た場合は半年後ぐらいにMRIを行いま
す。大きさが変わらないようであれば、
その後は大きさに応じて１～２年に１
回ぐらいでいいのではないかと思いま
す。
　もし“worrisome features”を超え
てしまった場合は、当然検査の間隔を
詰めないといけないので、年に２～３
回、MRIや超音波内視鏡を行います。
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超音波内視鏡は大きな病院に行かない
とできないので、MRIと超音波内視鏡
を交互にやるとか、工夫しながらやっ
ていくことになります。“high-risk 

stig mata”までいったら、悪性の可能
性は50％以上とも言われていますので
手術に持っていくことになります。
　山内　ありがとうございました。

自治医科大学消化器一般移植外科教授
堀　江　久　永

（聞き手　池田志斈）

　急性虫垂炎を抗菌薬で非手術的に治療する場合についてご教示ください。
　１）適応となる疾患の選び方
　２）具体的な治療方法
　３）移行すべき状態
 ＜埼玉県開業医＞

急性虫垂炎の薬物療法

　池田　堀江先生、急性虫垂炎の非手
術的治療についての質問なのですが、
虫垂炎というのはどうして起こるので
しょうか。
　堀江　虫垂炎は食事中の異物、ある
いはリンパ濾胞過形成、それから糞石
などによって虫垂内腔の閉塞が起こり、
さらにそこに腸内細菌による二次感染
が原因といわれています。
　池田　食事の内容とすると、例えば
スイカの種みたいなものが異物になり
得るということですか。
　堀江　実際、手術をして、そういう
種などが虫垂の中から出てくることも
あります。
　池田　糞石というのは自然にできる
ものなのでしょうか。

　堀江　そうですね。なぜできるかは
ちょっとわからないのですが、何か核
になるようなものがあって、便が石灰
化し、そこで大きくなって詰まってし
まうのかと推測しています。
　池田　糞石のコアになるものという
のは、何か食事で入ってきたようなも
のを想像されているのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　いずれにしても、食事中の異
物、糞石、リンパ濾胞、それらが虫垂
の入り口で詰まってくるのですか。
　堀江　開口部が詰まってしまって、
内容物の循環ができなくなって、そこ
に腸内細菌が異常増殖するのではない
かと推測されています。
　池田　そういった状態ですので、そ
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超音波内視鏡は大きな病院に行かない
とできないので、MRIと超音波内視鏡
を交互にやるとか、工夫しながらやっ
ていくことになります。“high-risk 

stig mata”までいったら、悪性の可能
性は50％以上とも言われていますので
手術に持っていくことになります。
　山内　ありがとうございました。

自治医科大学消化器一般移植外科教授
堀　江　久　永

（聞き手　池田志斈）

　急性虫垂炎を抗菌薬で非手術的に治療する場合についてご教示ください。
　１）適応となる疾患の選び方
　２）具体的な治療方法
　３）移行すべき状態
 ＜埼玉県開業医＞

急性虫垂炎の薬物療法

　池田　堀江先生、急性虫垂炎の非手
術的治療についての質問なのですが、
虫垂炎というのはどうして起こるので
しょうか。
　堀江　虫垂炎は食事中の異物、ある
いはリンパ濾胞過形成、それから糞石
などによって虫垂内腔の閉塞が起こり、
さらにそこに腸内細菌による二次感染
が原因といわれています。
　池田　食事の内容とすると、例えば
スイカの種みたいなものが異物になり
得るということですか。
　堀江　実際、手術をして、そういう
種などが虫垂の中から出てくることも
あります。
　池田　糞石というのは自然にできる
ものなのでしょうか。

　堀江　そうですね。なぜできるかは
ちょっとわからないのですが、何か核
になるようなものがあって、便が石灰
化し、そこで大きくなって詰まってし
まうのかと推測しています。
　池田　糞石のコアになるものという
のは、何か食事で入ってきたようなも
のを想像されているのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　いずれにしても、食事中の異
物、糞石、リンパ濾胞、それらが虫垂
の入り口で詰まってくるのですか。
　堀江　開口部が詰まってしまって、
内容物の循環ができなくなって、そこ
に腸内細菌が異常増殖するのではない
かと推測されています。
　池田　そういった状態ですので、そ
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ストだと思います。ただし、診療所で
ご覧になって、どうしても入院できな
いような場合は禁食を指示し、飲水の
みで輸液と抗生物質を投与して、翌日
また病院に来ていただいて、しっかり
身体所見を取るとか、画像診断をする
ことが必要になると思います。
　池田　食事をしてはいけないのです
ね。
　堀江　はい。
　池田　自宅療養されているとなかな
か難しいこともありますね。
　堀江　虫垂が穿孔して腹膜炎になっ
て緊急手術になるリスクがあるので、
食事はしないで様子を見ていただくの
がよいかと思います。
　池田　禁食は必ず守るということで
すね。
　堀江　はい。
　池田　抗生物質は特にどのようなも
のを使われるのでしょうか。
　堀江　抗生物質は、グラム陰性桿菌
および嫌気性菌に対して抗菌活性を示
すセフメタゾール、あるいはフロモキ
セフなどを選択しています。
　池田　ブロードなものを使うのです
ね。グラムネガティブのほうですね。
　堀江　はい。
　池田　バイタルサインも画像上もあ
まり穿孔等がない状態があって、そう
いった保存的治療はどの程度の期間さ
れるのでしょうか。
　堀江　このような保存的治療をして、

２～３日中にたいがいは熱が下がった
り、症状が取れてきます。あと排ガス
が見られたり、そういう一時的な腸閉
塞のようなものが改善されて腸蠕動が
回復してくるなどの症状がありますの
で、そうしたら経口摂取を開始できる
と思います。
　池田　１週間とかではないのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　逆にいいますと、ちょっと中
途半端な反応といいますか、臨床症状
が少なくとも継続するようなときは、
すぐに変えなければいけないのですね。
　堀江　そうですね。保存的治療を行
って48時間あるいは72時間、２～３日
目に評価をして、それで症状の改善が
ないようでしたら手術を考えたほうが
いいと思います。
　池田　この質問の最後には、移行す
べき状態とありますから、これはおそ
らく手術をしなければいけない状態と
いうことでしょうが、どのような状態
になるということですか。
　堀江　痛み、自覚症状の増強と高熱
です。かなり痛みが強くなって、反跳
痛とか筋性防御などの腹膜炎を示唆す
る所見が出てくる。あるいは高熱が出
てくるとなると、虫垂が穿孔して腹膜
炎が起こっている可能性が非常に高い
ので、その時点でもう一度画像診断を
して緊急手術になると思います。
　池田　そういう状態になったら少し
手遅れの感じがしますね。

この詰まりを取る、あるいは抗生物質
で二次感染したようなものを取ること
になるのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　診断はどのようにされるので
しょうか。
　堀江　まずは患者さんの症状です。
教科書的には、食欲不振、嘔気・嘔吐
で発症して、腹痛が心窩部からだんだ
ん右下腹部に限局してくるというのが
典型的な症状ですが、こういう典型的
な症状が発現するのが50～60％程度と、
身体所見だけでは難しいといわれてい
ます。また圧痛、患者さんはよく右下
腹部を押すと痛いということでいらっ
しゃるのですが、圧痛だけでは診断は
難しくて、必ず虫垂炎、そこに炎症が
ある場合には自発痛として右下腹部痛
があることが重要だと思っています。
　池田　圧迫して離してとか学生のと
き習いましたが、それよりもやはり最
初から痛いのですね。
　堀江　そうですね。自覚症状として
自発痛があります。
　池田　あとエコーとか補助的な診断
はされるのでしょうか。
　堀江　血液検査、腹部レントゲン検
査とありますが、確定診断といいます
か、かなり診断の能力が高いのが画像
診断になります。腹部超音波検査と腹
部CT検査が主なものです。腹部超音
波検査は放射線被ばくもありませんし、
外来で手軽にできますので、まず聴診

器がわりに行うというか、そういう対
応で行っています。超音波検査では、
虫垂の腫大、あるいは糞石が石灰化し
ている像が観察されます。さらに、虫
垂の層構造が保たれているかとか、そ
れが途切れているかなどの所見でそれ
ぞれ虫垂炎の重症度がわかります。現
在、一番信頼性が高い、標準外科とい
う、外科学の教科書でも最も有用なの
は、腹部造影CT検査とされています。
　池田　質問の先生の医院にCTがあ
るかどうかはわかりませんが、ゴール
ドスタンダードは造影CT、それでな
ければエコーは必須ということですね。
　堀江　はい。
　池田　そういった方法で診断がつい
たとして、非手術的に治療をする適応
となるのはどのような症例なのでしょ
うか。
　堀江　やはり症状があまり強くなく
て、バイタルサインといいますか、全
身状態が落ち着いている患者さんです。
画像診断で虫垂穿孔がないことが確認
できていると非常に安心だと思います。
　池田　裂けてしまうと緊急手術だと
思います。そういった症例への治療方
法はどのようなものがあるのかという
ことですけれども、具体的にはどのよ
うにされるのでしょうか。
　堀江　虫垂炎と診断されて、症状が
軽くて全身状態も落ち着いている場合、
入院が可能であれば入院していただい
て、禁食、輸液と抗生物質の投与がベ
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ストだと思います。ただし、診療所で
ご覧になって、どうしても入院できな
いような場合は禁食を指示し、飲水の
みで輸液と抗生物質を投与して、翌日
また病院に来ていただいて、しっかり
身体所見を取るとか、画像診断をする
ことが必要になると思います。
　池田　食事をしてはいけないのです
ね。
　堀江　はい。
　池田　自宅療養されているとなかな
か難しいこともありますね。
　堀江　虫垂が穿孔して腹膜炎になっ
て緊急手術になるリスクがあるので、
食事はしないで様子を見ていただくの
がよいかと思います。
　池田　禁食は必ず守るということで
すね。
　堀江　はい。
　池田　抗生物質は特にどのようなも
のを使われるのでしょうか。
　堀江　抗生物質は、グラム陰性桿菌
および嫌気性菌に対して抗菌活性を示
すセフメタゾール、あるいはフロモキ
セフなどを選択しています。
　池田　ブロードなものを使うのです
ね。グラムネガティブのほうですね。
　堀江　はい。
　池田　バイタルサインも画像上もあ
まり穿孔等がない状態があって、そう
いった保存的治療はどの程度の期間さ
れるのでしょうか。
　堀江　このような保存的治療をして、

２～３日中にたいがいは熱が下がった
り、症状が取れてきます。あと排ガス
が見られたり、そういう一時的な腸閉
塞のようなものが改善されて腸蠕動が
回復してくるなどの症状がありますの
で、そうしたら経口摂取を開始できる
と思います。
　池田　１週間とかではないのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　逆にいいますと、ちょっと中
途半端な反応といいますか、臨床症状
が少なくとも継続するようなときは、
すぐに変えなければいけないのですね。
　堀江　そうですね。保存的治療を行
って48時間あるいは72時間、２～３日
目に評価をして、それで症状の改善が
ないようでしたら手術を考えたほうが
いいと思います。
　池田　この質問の最後には、移行す
べき状態とありますから、これはおそ
らく手術をしなければいけない状態と
いうことでしょうが、どのような状態
になるということですか。
　堀江　痛み、自覚症状の増強と高熱
です。かなり痛みが強くなって、反跳
痛とか筋性防御などの腹膜炎を示唆す
る所見が出てくる。あるいは高熱が出
てくるとなると、虫垂が穿孔して腹膜
炎が起こっている可能性が非常に高い
ので、その時点でもう一度画像診断を
して緊急手術になると思います。
　池田　そういう状態になったら少し
手遅れの感じがしますね。

この詰まりを取る、あるいは抗生物質
で二次感染したようなものを取ること
になるのですね。
　堀江　そうですね。
　池田　診断はどのようにされるので
しょうか。
　堀江　まずは患者さんの症状です。
教科書的には、食欲不振、嘔気・嘔吐
で発症して、腹痛が心窩部からだんだ
ん右下腹部に限局してくるというのが
典型的な症状ですが、こういう典型的
な症状が発現するのが50～60％程度と、
身体所見だけでは難しいといわれてい
ます。また圧痛、患者さんはよく右下
腹部を押すと痛いということでいらっ
しゃるのですが、圧痛だけでは診断は
難しくて、必ず虫垂炎、そこに炎症が
ある場合には自発痛として右下腹部痛
があることが重要だと思っています。
　池田　圧迫して離してとか学生のと
き習いましたが、それよりもやはり最
初から痛いのですね。
　堀江　そうですね。自覚症状として
自発痛があります。
　池田　あとエコーとか補助的な診断
はされるのでしょうか。
　堀江　血液検査、腹部レントゲン検
査とありますが、確定診断といいます
か、かなり診断の能力が高いのが画像
診断になります。腹部超音波検査と腹
部CT検査が主なものです。腹部超音
波検査は放射線被ばくもありませんし、
外来で手軽にできますので、まず聴診

器がわりに行うというか、そういう対
応で行っています。超音波検査では、
虫垂の腫大、あるいは糞石が石灰化し
ている像が観察されます。さらに、虫
垂の層構造が保たれているかとか、そ
れが途切れているかなどの所見でそれ
ぞれ虫垂炎の重症度がわかります。現
在、一番信頼性が高い、標準外科とい
う、外科学の教科書でも最も有用なの
は、腹部造影CT検査とされています。
　池田　質問の先生の医院にCTがあ
るかどうかはわかりませんが、ゴール
ドスタンダードは造影CT、それでな
ければエコーは必須ということですね。
　堀江　はい。
　池田　そういった方法で診断がつい
たとして、非手術的に治療をする適応
となるのはどのような症例なのでしょ
うか。
　堀江　やはり症状があまり強くなく
て、バイタルサインといいますか、全
身状態が落ち着いている患者さんです。
画像診断で虫垂穿孔がないことが確認
できていると非常に安心だと思います。
　池田　裂けてしまうと緊急手術だと
思います。そういった症例への治療方
法はどのようなものがあるのかという
ことですけれども、具体的にはどのよ
うにされるのでしょうか。
　堀江　虫垂炎と診断されて、症状が
軽くて全身状態も落ち着いている場合、
入院が可能であれば入院していただい
て、禁食、輸液と抗生物質の投与がベ
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　堀江　そうですね。やはり穿孔する
前に手術をしたいというのがあります
ね。
　池田　ちなみに、穿孔した虫垂炎の
治療というのは、通常の穿孔していな
い虫垂炎に比べてたいへんなことなの
でしょうか。
　堀江　穿孔すると腹膜炎になります
ので、手術後、麻痺性の腸閉塞の期間
が長くなります。全身状態が回復する
まで時間がかかるので入院期間が長く
なってしまうとか、あるいはおなかの
中に腸内細菌が広がるので、手術後の
創感染とか、そういう感染性の合併症
も増えます。逆に、穿孔する前の手術
ですと、今は、腹腔鏡で手術ができる
ので、入院期間も短く、感染性の合併
症もほとんどなく治療できます。でき
れば穿孔する前にタイミングを見計ら

って適切に手術をしたいというのが私
たちの考え方です。
　池田　それに加えて、例えば細菌性
のショックとか、いろいろなことが起
こりますよね。
　堀江　そうですね。まれに虫垂炎と
いえども敗血症性のショックになって、
術後、ICUで数日過ごしたという方も
年間数例ありますので、無理するとリ
スクが高くなるという気もします。
　池田　今うかがって思ったのが、こ
のくらいだったら抗生物質で自宅でと
思っていても、２～３日ですぐに決定
しなければいけない。その３日ぐらい
の間に、これはいけるかどうかの判断
をして先生方のところにお送りすると
いうことですね。ありがとうございま
した。

国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科長
加　藤　友　康

（聞き手　池田志斈）

　腸間膜腫瘍についてご教示ください。
　53歳女性、子宮頸癌術後管理でCT検査を施行され、腸間膜腫瘍を指摘されて
います。造影剤アレルギーがあります。良性・悪性の鑑別、手術の適応など、
今後の検査および治療方針についてご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

腸間膜腫瘍

　池田　本日の質問の症例は、たまた
ま子宮頸がん術後管理でCTを施行さ
れて腸間膜腫瘍が指摘されたというこ
とですが、通常はどのような症状で見
つかるのでしょうか。
　加藤　この場合はおそらく無症状で
見つかっていると思います。通常、腸
閉塞ではないですけれども、便秘がち
だとか、時々腹痛が来るとか、消化管
の通過障害がないかということで、子
宮頸がんの術後ですから、癒着性イレ
ウスが疑われCTを撮ることがありま
す。通常は腸間膜腫瘍の症状はあまり
ないかと思うのですが、ある程度大き
くなると消化管の通過障害が出てきて、
検査をしてみたら腸間膜腫瘍が見つか
ることがあります。

　池田　ある程度大きくなる、あるい
は炎症を起こしたり、詰まったりしな
いと、なかなか見つからないのですね。
　加藤　腸間膜の腫瘍が２㎝ぐらいあ
っても全然症状は出てこないです。べ
たっと腸間膜同士で折り畳まれるよう
に癒着してくると小腸の動きが制限さ
れて、腸閉塞症状、sub ileusとか亜イ
レウスとかいう状態になります。
　池田　例えば、それがもっと進むと
腹膜炎などにもなるのでしょうか。
　加藤　そうですね。炎症もかぶって
きますし、消化管の通過障害でどんど
ん狭窄が強くなってきて、例えば嘔吐
が始まるとか、腹痛、胆汁を含んだ嘔
吐が始まってくると、何かしら腸閉塞
症状が起きているだろうというサイン
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　堀江　そうですね。やはり穿孔する
前に手術をしたいというのがあります
ね。
　池田　ちなみに、穿孔した虫垂炎の
治療というのは、通常の穿孔していな
い虫垂炎に比べてたいへんなことなの
でしょうか。
　堀江　穿孔すると腹膜炎になります
ので、手術後、麻痺性の腸閉塞の期間
が長くなります。全身状態が回復する
まで時間がかかるので入院期間が長く
なってしまうとか、あるいはおなかの
中に腸内細菌が広がるので、手術後の
創感染とか、そういう感染性の合併症
も増えます。逆に、穿孔する前の手術
ですと、今は、腹腔鏡で手術ができる
ので、入院期間も短く、感染性の合併
症もほとんどなく治療できます。でき
れば穿孔する前にタイミングを見計ら

って適切に手術をしたいというのが私
たちの考え方です。
　池田　それに加えて、例えば細菌性
のショックとか、いろいろなことが起
こりますよね。
　堀江　そうですね。まれに虫垂炎と
いえども敗血症性のショックになって、
術後、ICUで数日過ごしたという方も
年間数例ありますので、無理するとリ
スクが高くなるという気もします。
　池田　今うかがって思ったのが、こ
のくらいだったら抗生物質で自宅でと
思っていても、２～３日ですぐに決定
しなければいけない。その３日ぐらい
の間に、これはいけるかどうかの判断
をして先生方のところにお送りすると
いうことですね。ありがとうございま
した。

国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科長
加　藤　友　康

（聞き手　池田志斈）

　腸間膜腫瘍についてご教示ください。
　53歳女性、子宮頸癌術後管理でCT検査を施行され、腸間膜腫瘍を指摘されて
います。造影剤アレルギーがあります。良性・悪性の鑑別、手術の適応など、
今後の検査および治療方針についてご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

腸間膜腫瘍

　池田　本日の質問の症例は、たまた
ま子宮頸がん術後管理でCTを施行さ
れて腸間膜腫瘍が指摘されたというこ
とですが、通常はどのような症状で見
つかるのでしょうか。
　加藤　この場合はおそらく無症状で
見つかっていると思います。通常、腸
閉塞ではないですけれども、便秘がち
だとか、時々腹痛が来るとか、消化管
の通過障害がないかということで、子
宮頸がんの術後ですから、癒着性イレ
ウスが疑われCTを撮ることがありま
す。通常は腸間膜腫瘍の症状はあまり
ないかと思うのですが、ある程度大き
くなると消化管の通過障害が出てきて、
検査をしてみたら腸間膜腫瘍が見つか
ることがあります。

　池田　ある程度大きくなる、あるい
は炎症を起こしたり、詰まったりしな
いと、なかなか見つからないのですね。
　加藤　腸間膜の腫瘍が２㎝ぐらいあ
っても全然症状は出てこないです。べ
たっと腸間膜同士で折り畳まれるよう
に癒着してくると小腸の動きが制限さ
れて、腸閉塞症状、sub ileusとか亜イ
レウスとかいう状態になります。
　池田　例えば、それがもっと進むと
腹膜炎などにもなるのでしょうか。
　加藤　そうですね。炎症もかぶって
きますし、消化管の通過障害でどんど
ん狭窄が強くなってきて、例えば嘔吐
が始まるとか、腹痛、胆汁を含んだ嘔
吐が始まってくると、何かしら腸閉塞
症状が起きているだろうというサイン
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　加藤　はい。10万人中６人までの発
症が希少がんといわれています。
　池田　神経鞘腫にしても平滑筋腫に
しても、その辺にできるのは非常にま
れなような気がしますが。
　加藤　かなりまれです。
　池田　この方は造影剤アレルギーが
あって、なかなか造影CTができない
ということですが、良性・悪性の鑑別、
手術の適応というのはこの場合はどう
やって決めるのでしょうか。
　加藤　造影のほうが血行動態がわか
りますので、より情報が増えます。造
影剤アレルギーがありますから、単純
CTで見て、はっきりしなければPET- 
CTですね。造影剤アレルギーの方は
PET-CTで精査するとか、もし骨盤内
というように場所がわかれば、MRIが
あります。CTの造影剤とMRIの造影

剤はまた種類が違うので、MRIでは造
影剤を使うこともできます。もちろん
単純MRIでもいいですし、最終的には
組織検査が必要になります。小開腹し
て、腸間膜腫瘍の大きさにもよるので
すが、５㎝くらい下腹部を縦に切開し
て腹腔内に入って、腸間膜は小腸の間
膜ですから、小腸を腹壁外に引きずり
出して、腫瘍を探します。いきなり小
開腹という場合もありますし、例えば
審査腹腔鏡でワンクッションおくとい
う場合もあります。究極的には腸間膜
腫瘍を切除して、病理検査で良性・悪
性を判断するところになります。
　池田　ある程度腫瘍が小さければ先
に取ってしまって病理で見てみる。
　加藤　そうですね。
　池田　造影あるいはMRIとか、それ
ではちょっと判断がつきにくいと思い

図　GIST（Gastrointestinal stromal tumor）の一例

造影CT　早期に濃染する充実性腫瘤
（矢印は拡張した腸間膜静脈）

摘出標本
（小腸部分切除＋腸間膜腫瘍）

がみられます。
　池田　CT、造影CTで、たまたまこ
の方は腸間膜腫瘍が見つかったという
ことですね。
　加藤　そうですね。一般に子宮頸が
んの術後管理は婦人科の内診で、腟の
奧のところ、子宮頸部を摘出した腟断
端を内診します。あと手術前に高かっ
た腫瘍マーカーを測定します。子宮頸
がんというと局所再発率がだいたい再
発の半分ぐらいと高いので、骨盤内の
再発は、そういった検査で見つかるの
ですが、再発のあと半分は遠隔転移な
ので、CTで再発のリスクに応じて、５
年間経過を見ていきます。例えば低リ
スクでも２回/５年、中リスクだと３～ 
４回/５年、高リスクですと１回/年と
か、そうした頻度でCT検査で見てい
くのが、今の婦人科がんの経過観察の
現況かと思います。
　池田　この検査は必要不可欠という
ことですが、見つかった腸間膜腫瘍自
体が子宮頸がんの転移という可能性は
あるのでしょうか。
　加藤　可能性としてはあります。先
ほど再発のリスクに応じてCTをどの
くらいの間隔で撮るかという話をしま
したが、再発リスクが高いとなると、
腹腔内への転移もあります。例えばリ
ンパ節に転移があったり、子宮筋層を
越えて子宮の周りの組織までの浸潤が
子宮摘出標本で判明すると、再発のリ
スクが高いということになります。子

宮の漿膜、腹腔内に面しているところ
ですが、そこまでがんが露出している
こともあるのです。そういう場合でも
私も摘出したことがあって、治ってい
る方ももちろんいます。そういう方た
ちは腹腔内に病変が露出しているので、
腹腔内再発の可能性があります。１年
に１回ぐらいCTを撮って経過を見て
きた方もいました。
　池田　質問は、原発性の腸間膜腫瘍
とすると、どんな腫瘍があるのか、と
いうことですが。
　加藤　原発性で最近多いのは腸間膜
から出てくる消化管間質腫瘍、GISTと
よく略されるGastrointestinal stromal 
tumor、あとは平滑筋肉腫、神経鞘腫、
脂肪肉腫（liposarco ma）と、かなり多
岐にわたります。GISTは有名ですが、
これもだいたい年間10万人に１人か２
人で、GISTも希少がんになります。
　池田　先生がよく診られている希少
がんの仲間ですね。

表　鑑別すべき疾患名

・GIST（Gastrointestinal stromal tumor）
・ solitary fibrous tumor（SFT）孤立性
線維性腫瘍

・腹腔内デスモイド腫瘍
・卵巣温存の場合、原発／転移卵巣癌
・腹膜播種
・脂肪肉腫
・神経鞘腫
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　加藤　はい。10万人中６人までの発
症が希少がんといわれています。
　池田　神経鞘腫にしても平滑筋腫に
しても、その辺にできるのは非常にま
れなような気がしますが。
　加藤　かなりまれです。
　池田　この方は造影剤アレルギーが
あって、なかなか造影CTができない
ということですが、良性・悪性の鑑別、
手術の適応というのはこの場合はどう
やって決めるのでしょうか。
　加藤　造影のほうが血行動態がわか
りますので、より情報が増えます。造
影剤アレルギーがありますから、単純
CTで見て、はっきりしなければPET- 
CTですね。造影剤アレルギーの方は
PET-CTで精査するとか、もし骨盤内
というように場所がわかれば、MRIが
あります。CTの造影剤とMRIの造影

剤はまた種類が違うので、MRIでは造
影剤を使うこともできます。もちろん
単純MRIでもいいですし、最終的には
組織検査が必要になります。小開腹し
て、腸間膜腫瘍の大きさにもよるので
すが、５㎝くらい下腹部を縦に切開し
て腹腔内に入って、腸間膜は小腸の間
膜ですから、小腸を腹壁外に引きずり
出して、腫瘍を探します。いきなり小
開腹という場合もありますし、例えば
審査腹腔鏡でワンクッションおくとい
う場合もあります。究極的には腸間膜
腫瘍を切除して、病理検査で良性・悪
性を判断するところになります。
　池田　ある程度腫瘍が小さければ先
に取ってしまって病理で見てみる。
　加藤　そうですね。
　池田　造影あるいはMRIとか、それ
ではちょっと判断がつきにくいと思い

図　GIST（Gastrointestinal stromal tumor）の一例

造影CT　早期に濃染する充実性腫瘤
（矢印は拡張した腸間膜静脈）

摘出標本
（小腸部分切除＋腸間膜腫瘍）

がみられます。
　池田　CT、造影CTで、たまたまこ
の方は腸間膜腫瘍が見つかったという
ことですね。
　加藤　そうですね。一般に子宮頸が
んの術後管理は婦人科の内診で、腟の
奧のところ、子宮頸部を摘出した腟断
端を内診します。あと手術前に高かっ
た腫瘍マーカーを測定します。子宮頸
がんというと局所再発率がだいたい再
発の半分ぐらいと高いので、骨盤内の
再発は、そういった検査で見つかるの
ですが、再発のあと半分は遠隔転移な
ので、CTで再発のリスクに応じて、５
年間経過を見ていきます。例えば低リ
スクでも２回/５年、中リスクだと３～ 
４回/５年、高リスクですと１回/年と
か、そうした頻度でCT検査で見てい
くのが、今の婦人科がんの経過観察の
現況かと思います。
　池田　この検査は必要不可欠という
ことですが、見つかった腸間膜腫瘍自
体が子宮頸がんの転移という可能性は
あるのでしょうか。
　加藤　可能性としてはあります。先
ほど再発のリスクに応じてCTをどの
くらいの間隔で撮るかという話をしま
したが、再発リスクが高いとなると、
腹腔内への転移もあります。例えばリ
ンパ節に転移があったり、子宮筋層を
越えて子宮の周りの組織までの浸潤が
子宮摘出標本で判明すると、再発のリ
スクが高いということになります。子

宮の漿膜、腹腔内に面しているところ
ですが、そこまでがんが露出している
こともあるのです。そういう場合でも
私も摘出したことがあって、治ってい
る方ももちろんいます。そういう方た
ちは腹腔内に病変が露出しているので、
腹腔内再発の可能性があります。１年
に１回ぐらいCTを撮って経過を見て
きた方もいました。
　池田　質問は、原発性の腸間膜腫瘍
とすると、どんな腫瘍があるのか、と
いうことですが。
　加藤　原発性で最近多いのは腸間膜
から出てくる消化管間質腫瘍、GISTと
よく略されるGastrointestinal stromal 
tumor、あとは平滑筋肉腫、神経鞘腫、
脂肪肉腫（liposarco ma）と、かなり多
岐にわたります。GISTは有名ですが、
これもだいたい年間10万人に１人か２
人で、GISTも希少がんになります。
　池田　先生がよく診られている希少
がんの仲間ですね。

表　鑑別すべき疾患名

・GIST（Gastrointestinal stromal tumor）
・ solitary fibrous tumor（SFT）孤立性
線維性腫瘍

・腹腔内デスモイド腫瘍
・卵巣温存の場合、原発／転移卵巣癌
・腹膜播種
・脂肪肉腫
・神経鞘腫
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ますね。
　加藤　小腸切除になるので、一般的
な消化器外科の先生のところへ紹介さ
れれば、そこで腸管切除します。
　池田　腫瘍切除プラス部分消化管切
除ということですか。
　加藤　腸間膜というのは小腸へ行く
血管があるので、腸間膜の腫瘍、腸間
膜のところをくりぬくと、それより末
梢の小腸のところは血流がなくなるの
で、色が黒くなってきます。
　池田　壊死が起こる。それはちょっ
と怖いですね。
　加藤　壊死が起こるので、その領域
のところを部分切除して、小腸と小腸
をつないで、腸間膜も穴があかないよ
うにふさぎます。
　池田　腸間膜腫瘍で、この方の場合
は子宮頸がんの転移も考えられますが、
消化器の医師に部分切除、腫瘍切除も
兼ねてやっていただいて、その結果を
見てまた婦人科に行けばよいですか。
　加藤　婦人科にまた戻っていただき
ます。あと気をつけていただきたいの
は卵巣の病変と鑑別できているかどう
かです。手術のときに卵巣を取ってい

るか、残しているか。現在53歳で２～
３年前に手術を受けたとすると、当時
50歳ぐらいですので卵巣も摘出してい
ることが多いのですが、例えば最近は
48歳ぐらいでも卵巣を残す場合も聞き
ます。左右の卵巣を両方切除している
のか、どちらかを残しているのかとい
う問診も大事かと思います。
　池田　私にとっては青天の霹靂です
が、やはり見間違うということですね。
　加藤　そうですね。なかなか鑑別が
難しいときもありますし、40代ぐらい
ですと卵巣が超音波で見えるのですが、
閉経に近い年齢ですと卵胞も発育して
いないために、腸管の中に埋もれてし
まって、卵巣なのかどうなのか、なか
なか見えないのです。腫大している卵
巣はもちろん見えますが、正常大の卵
巣は50歳過ぎだと見えてこないので、
卵巣転移が鑑別診断に挙げられます。
そうすると婦人科領域になるので、ぜ
ひ卵巣を切除されているか、温存され
ているか、これは問診でわかると思い
ますので、そこもチェックされておく
とよいと思います。
　池田　ありがとうございました。

真生会富山病院心療内科部長
明　橋　大　二

（聞き手　池田志斈）

　Highly Sensitive Childについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

Highly Sensitive Child

　池田　明橋先生、今回は、Highly 
Sensitive Childという質問です。この
概念はいつ頃から提唱されているので
しょうか。
　明橋　2000年頃からアメリカのサン
フランシスコの心理学者のエレイン・
N・アーロン氏が提唱した概念で、感
覚的にも人の気持ちにも敏感な人のこ
とを言います。HSCというのはHighly 
Sensitive Child、子どもですが、そう
いう敏感さを持った人は大人になって
も基本的にその敏感さは変わらないの
で、大人の敏感な人をHSP、Highly 
Sensitive Personといいます。アーロ
ン氏の研究は実は大人の研究から始ま
り、そういう人たちの話を聞いている
うちに、自分が子ども時代から敏感な
ところがあって、なかなか周りに理解
してもらえずに苦労したというところ
から、HSCという概念を出したという

経緯があります。
　池田　Highly Sensitive Childという
のはどのような特徴があるのでしょう
か。
　明橋　大きく分けて、感覚的に敏感
なところと、人の気持ちに敏感なとこ
ろがあるのですが、感覚的に敏感とい
うのは、例えば、ちょっとした物音も
聞きつけるとか、いわゆる地獄耳みた
いな感じですね。あるいは、鼻がきい
てちょっとしたにおいもかぎ分けると
か、隠し味を全部当ててしまうとか、
肌触り、チクチクしたものが苦手、服
のタグなども全部切ってしまうとか、
そういう感覚的に敏感なところがある
ということです。
　池田　感覚的にまず敏感なのですね。
　明橋　そうですね。こういう感覚的
に敏感なところだけだと、発達障害で
も知覚過敏があるので、発達障害と誤
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ますね。
　加藤　小腸切除になるので、一般的
な消化器外科の先生のところへ紹介さ
れれば、そこで腸管切除します。
　池田　腫瘍切除プラス部分消化管切
除ということですか。
　加藤　腸間膜というのは小腸へ行く
血管があるので、腸間膜の腫瘍、腸間
膜のところをくりぬくと、それより末
梢の小腸のところは血流がなくなるの
で、色が黒くなってきます。
　池田　壊死が起こる。それはちょっ
と怖いですね。
　加藤　壊死が起こるので、その領域
のところを部分切除して、小腸と小腸
をつないで、腸間膜も穴があかないよ
うにふさぎます。
　池田　腸間膜腫瘍で、この方の場合
は子宮頸がんの転移も考えられますが、
消化器の医師に部分切除、腫瘍切除も
兼ねてやっていただいて、その結果を
見てまた婦人科に行けばよいですか。
　加藤　婦人科にまた戻っていただき
ます。あと気をつけていただきたいの
は卵巣の病変と鑑別できているかどう
かです。手術のときに卵巣を取ってい

るか、残しているか。現在53歳で２～
３年前に手術を受けたとすると、当時
50歳ぐらいですので卵巣も摘出してい
ることが多いのですが、例えば最近は
48歳ぐらいでも卵巣を残す場合も聞き
ます。左右の卵巣を両方切除している
のか、どちらかを残しているのかとい
う問診も大事かと思います。
　池田　私にとっては青天の霹靂です
が、やはり見間違うということですね。
　加藤　そうですね。なかなか鑑別が
難しいときもありますし、40代ぐらい
ですと卵巣が超音波で見えるのですが、
閉経に近い年齢ですと卵胞も発育して
いないために、腸管の中に埋もれてし
まって、卵巣なのかどうなのか、なか
なか見えないのです。腫大している卵
巣はもちろん見えますが、正常大の卵
巣は50歳過ぎだと見えてこないので、
卵巣転移が鑑別診断に挙げられます。
そうすると婦人科領域になるので、ぜ
ひ卵巣を切除されているか、温存され
ているか、これは問診でわかると思い
ますので、そこもチェックされておく
とよいと思います。
　池田　ありがとうございました。

真生会富山病院心療内科部長
明　橋　大　二

（聞き手　池田志斈）

　Highly Sensitive Childについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

Highly Sensitive Child

　池田　明橋先生、今回は、Highly 
Sensitive Childという質問です。この
概念はいつ頃から提唱されているので
しょうか。
　明橋　2000年頃からアメリカのサン
フランシスコの心理学者のエレイン・
N・アーロン氏が提唱した概念で、感
覚的にも人の気持ちにも敏感な人のこ
とを言います。HSCというのはHighly 
Sensitive Child、子どもですが、そう
いう敏感さを持った人は大人になって
も基本的にその敏感さは変わらないの
で、大人の敏感な人をHSP、Highly 
Sensitive Personといいます。アーロ
ン氏の研究は実は大人の研究から始ま
り、そういう人たちの話を聞いている
うちに、自分が子ども時代から敏感な
ところがあって、なかなか周りに理解
してもらえずに苦労したというところ
から、HSCという概念を出したという

経緯があります。
　池田　Highly Sensitive Childという
のはどのような特徴があるのでしょう
か。
　明橋　大きく分けて、感覚的に敏感
なところと、人の気持ちに敏感なとこ
ろがあるのですが、感覚的に敏感とい
うのは、例えば、ちょっとした物音も
聞きつけるとか、いわゆる地獄耳みた
いな感じですね。あるいは、鼻がきい
てちょっとしたにおいもかぎ分けると
か、隠し味を全部当ててしまうとか、
肌触り、チクチクしたものが苦手、服
のタグなども全部切ってしまうとか、
そういう感覚的に敏感なところがある
ということです。
　池田　感覚的にまず敏感なのですね。
　明橋　そうですね。こういう感覚的
に敏感なところだけだと、発達障害で
も知覚過敏があるので、発達障害と誤
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　池田　DOESとはどのようなものな
のでしょうか。
　明橋　まずDはDepth、処理の深さの
Dです。物事を深く考える。いわゆる
一を聞いて十を知るというか。例えば
新しい出来事が起きて、みんな「わー
い」といってそこに駆け寄ったりして
いるときに、一人だけ、危なくないか
とか、恥ずかしくないかとか、そうい
うことを考えてから一歩前に踏み出す。
友達の家に遊びに行ったときに、リン
ゴを切り分けて出してもらったとする
とみんな、我先にと食べますが、そこ
で、ここだけで全部食べてしまってい
いのか、残さなくていいのか、あるい
はほかに食べる人がいないかとか、そ
ういうことを考えてしまう。
　池田　第三者が見ていると、内向的
な子だという感じに見えますね。
　明橋　そうですね。ただ、HSP/HSC
は、70％内向的なのですが、30％は外
向的だと言われています。だから、敏
感だけれどもアクティブだという人も
いるのです。
　池田　Oは何でしょうか。
　明橋　OはOverstimulationの頭文字
で、過剰な刺激を受けやすいというこ
とです。同じ刺激を受けても、10の刺
激を受けて、ほかの子だったら１とか
２ぐらいしか受け取らないのに、敏感
な子は10の刺激で100受け取ってしま
う。例えば、教室で先生が叱っている。
ほかの子はへらへらして聞き流してい

るのに、敏感な子は先生の叱責を、自
分が叱られているように受け止めてし
まって、すごく怖くなったり、緊張し
たりする。あるいは、気圧とか気温と
か、そういうものでもけっこうダメー
ジを受けやすかったりします。
　池田　感覚的に敏感ですから、そう
いう目や耳からの影響もありますよね。
Eは何でしょうか。
　明橋　EはEmpathyのEとEmotion
のEといわれまして、Empathyという
のは共感力、人の気持ちを察知するこ
とです。人が辛い思いをしていたら自
分まで悲しくなるし、人がにこにこ笑
っていたら自分も幸せになる。非常に
共感力が高い。あとEmotion、感情の
反応が強いというのは、ちょっとした
悲しい出来事にぼろぼろ泣いてしまっ
たりする。例えばお正月にいとこ同士
で楽しく遊んで、最後に「バイバイ」
しますよね。その「さよなら」だけで
もうぼろぼろ泣いてしまうとか、そう
いう感情の反応が強いということです。
　池田　最後のSは何でしょうか。
　明橋　SはSubtletyのS、微妙な、些
細なという言葉の頭文字ですが、些細
な変化に気づく。例えば、人の髪型が
変わっているとか、部屋に入ったら、
物の位置が変わっている、というよう
に瞬時にして気づいてしまう。あとは
地震とか、天災の前触れみたいな、大
地震の前にネズミが逃げ出したとか
時々聞きますよね。何か予兆みたいな

解されたりすることがありますが、発
達障害との大きな違いはもう一つの、
人の心に敏感というところです。人の
気持ちを察知するとか、空気を読むの
が得意とか、そういうところがありま
す。
　池田　人が何気なく言ったことで、
その人が言った以上の受け止めをした
りすることなのでしょうか。
　明橋　例えば、お母さんが家に帰っ
てきて「はぁ」とため息をついている
のを見ても、子どもはだいたい気づか
ないと思うのです。しかし敏感な子は
そういうお母さんの様子にすぐ気づい
て、「お母さん、疲れてるんじゃないの」
とか、「大丈夫？」とか声をかけたり
する。あるいは学校の教室などでも、
例えばほかの子どもが悲しい思いをし
ているとか、うれしいとか、そういう
人の気持ちをダイレクトに感じ取るの
で、たくさん人がいると、そういう人
たちの感情が入ってきて、それだけで
疲れてしまうということがあるのです。
　池田　察知する能力も高いし、共感
もしてしまう。そしてその人たちのこ
とを深く考えるのですか。
　明橋　そうですね。
　池田　それは疲れますね。
　明橋　はい。ですから、ほかの人に
とってはすごく優しいというか、先生
からみても、すごく気のつく子どもな
ので、とても助かる存在なのですが、
本人はけっこう疲れてしまう。ですか

ら、そういう人の中で、別にいじめに
遭ったわけではない、先生との相性も
悪くないのに、学校に行こうとすると、
おなかが痛い、頭が痛いと言い出す子
は、ほとんどの場合、このHSCだと私
は思っています。
　池田　自分の心の模様が身体部分に
出てくることもあるのですね。
　明橋　そうですね。ですから、いろ
いろな刺激を受けて心が疲れてしまっ
て、その心の疲れが身体症状に出てく
るということです。
　池田　その身体症状の典型的なもの
はどんな症状なのでしょうか。
　明橋　頭痛、腹痛、過呼吸、蕁麻疹、
過敏性腸症候群、下痢を繰り返すなど
です。
　池田　おそらく病気ではないので診
断基準というものはないのでしょうが、
何かHSCをはかるような目安はあるの
でしょうか。
　明橋　HSCは持って生まれた特性で、
病気とか障害ではないといわれている
のですが、一応判定基準がありまして、
提唱者のアーロン氏は23項目のチェッ
クリストを挙げ、そのうち13個以上 
「はい」に○がつくとHSCだろうとい
っています。これはインターネットな
どにも掲載されています。ただ最近よ
く使われるのはDOESという４つの指
標で、この４つの特徴をすべて備えて
いるのがHSC、HSPだといわれていま
す。

ドクターサロン65巻12月号（11 . 2021） （801）  3332 （800） ドクターサロン65巻12月号（11 . 2021）

2112_HONBUN.indd   33 2021/11/09   15:58



　池田　DOESとはどのようなものな
のでしょうか。
　明橋　まずDはDepth、処理の深さの
Dです。物事を深く考える。いわゆる
一を聞いて十を知るというか。例えば
新しい出来事が起きて、みんな「わー
い」といってそこに駆け寄ったりして
いるときに、一人だけ、危なくないか
とか、恥ずかしくないかとか、そうい
うことを考えてから一歩前に踏み出す。
友達の家に遊びに行ったときに、リン
ゴを切り分けて出してもらったとする
とみんな、我先にと食べますが、そこ
で、ここだけで全部食べてしまってい
いのか、残さなくていいのか、あるい
はほかに食べる人がいないかとか、そ
ういうことを考えてしまう。
　池田　第三者が見ていると、内向的
な子だという感じに見えますね。
　明橋　そうですね。ただ、HSP/HSC
は、70％内向的なのですが、30％は外
向的だと言われています。だから、敏
感だけれどもアクティブだという人も
いるのです。
　池田　Oは何でしょうか。
　明橋　OはOverstimulationの頭文字
で、過剰な刺激を受けやすいというこ
とです。同じ刺激を受けても、10の刺
激を受けて、ほかの子だったら１とか
２ぐらいしか受け取らないのに、敏感
な子は10の刺激で100受け取ってしま
う。例えば、教室で先生が叱っている。
ほかの子はへらへらして聞き流してい

るのに、敏感な子は先生の叱責を、自
分が叱られているように受け止めてし
まって、すごく怖くなったり、緊張し
たりする。あるいは、気圧とか気温と
か、そういうものでもけっこうダメー
ジを受けやすかったりします。
　池田　感覚的に敏感ですから、そう
いう目や耳からの影響もありますよね。
Eは何でしょうか。
　明橋　EはEmpathyのEとEmotion
のEといわれまして、Empathyという
のは共感力、人の気持ちを察知するこ
とです。人が辛い思いをしていたら自
分まで悲しくなるし、人がにこにこ笑
っていたら自分も幸せになる。非常に
共感力が高い。あとEmotion、感情の
反応が強いというのは、ちょっとした
悲しい出来事にぼろぼろ泣いてしまっ
たりする。例えばお正月にいとこ同士
で楽しく遊んで、最後に「バイバイ」
しますよね。その「さよなら」だけで
もうぼろぼろ泣いてしまうとか、そう
いう感情の反応が強いということです。
　池田　最後のSは何でしょうか。
　明橋　SはSubtletyのS、微妙な、些
細なという言葉の頭文字ですが、些細
な変化に気づく。例えば、人の髪型が
変わっているとか、部屋に入ったら、
物の位置が変わっている、というよう
に瞬時にして気づいてしまう。あとは
地震とか、天災の前触れみたいな、大
地震の前にネズミが逃げ出したとか
時々聞きますよね。何か予兆みたいな

解されたりすることがありますが、発
達障害との大きな違いはもう一つの、
人の心に敏感というところです。人の
気持ちを察知するとか、空気を読むの
が得意とか、そういうところがありま
す。
　池田　人が何気なく言ったことで、
その人が言った以上の受け止めをした
りすることなのでしょうか。
　明橋　例えば、お母さんが家に帰っ
てきて「はぁ」とため息をついている
のを見ても、子どもはだいたい気づか
ないと思うのです。しかし敏感な子は
そういうお母さんの様子にすぐ気づい
て、「お母さん、疲れてるんじゃないの」
とか、「大丈夫？」とか声をかけたり
する。あるいは学校の教室などでも、
例えばほかの子どもが悲しい思いをし
ているとか、うれしいとか、そういう
人の気持ちをダイレクトに感じ取るの
で、たくさん人がいると、そういう人
たちの感情が入ってきて、それだけで
疲れてしまうということがあるのです。
　池田　察知する能力も高いし、共感
もしてしまう。そしてその人たちのこ
とを深く考えるのですか。
　明橋　そうですね。
　池田　それは疲れますね。
　明橋　はい。ですから、ほかの人に
とってはすごく優しいというか、先生
からみても、すごく気のつく子どもな
ので、とても助かる存在なのですが、
本人はけっこう疲れてしまう。ですか

ら、そういう人の中で、別にいじめに
遭ったわけではない、先生との相性も
悪くないのに、学校に行こうとすると、
おなかが痛い、頭が痛いと言い出す子
は、ほとんどの場合、このHSCだと私
は思っています。
　池田　自分の心の模様が身体部分に
出てくることもあるのですね。
　明橋　そうですね。ですから、いろ
いろな刺激を受けて心が疲れてしまっ
て、その心の疲れが身体症状に出てく
るということです。
　池田　その身体症状の典型的なもの
はどんな症状なのでしょうか。
　明橋　頭痛、腹痛、過呼吸、蕁麻疹、
過敏性腸症候群、下痢を繰り返すなど
です。
　池田　おそらく病気ではないので診
断基準というものはないのでしょうが、
何かHSCをはかるような目安はあるの
でしょうか。
　明橋　HSCは持って生まれた特性で、
病気とか障害ではないといわれている
のですが、一応判定基準がありまして、
提唱者のアーロン氏は23項目のチェッ
クリストを挙げ、そのうち13個以上 
「はい」に○がつくとHSCだろうとい
っています。これはインターネットな
どにも掲載されています。ただ最近よ
く使われるのはDOESという４つの指
標で、この４つの特徴をすべて備えて
いるのがHSC、HSPだといわれていま
す。
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かもしれない、そういう対処法がわか
るのです。
　池田　そういう特性があるんだとい
うことを知るだけで安心できるのです
ね。
　明橋　そうですね。ですから、特に
薬があるわけでもないですし、特性な

ので、大人になっても変わらないので
す。持って生まれた性質は変わらない
のですが、自分の特性を知ることによ
って対処法がわかったり、あるいは自
分に合った環境を選ぶことができたり
すると生きやすくなると思うのです。
　池田　ありがとうございました。

ものがあると思うのです。それがわか
って、もうすぐ地震が来るのではない
かといったことがわかったりする。そ
ういう些細な変化とか刺激をキャッチ
する力です。
　池田　それがSなのですね。
　明橋　この４つがそろっているのが
基本的にHSC、HSPだといわれていま
す。
　池田　親御さんも心配で先生のとこ
ろに相談に来られると思うのですが、
先生はそのときにどういうお話をされ
るのですか。
　明橋　私の外来では、子どもの不登
校とか心身症の相談に乗っていますの
で、まず主訴としては学校に行きづら
いとか、あるいは検査で異常がないの
に腹痛とか頭痛を訴えるとか、そうい
うもので来るのです。そういうときに
まずHSCかどうかのチェックリストを
やってもらって、HSCだろうとある程
度見当をつけたら、その説明を親御さ
んにも子どもさんにもします。
　池田　あなたはそういう性質の人な
のですよと、そういうことですね。
　明橋　そうですね。要するに、親も
子どもも、なんでこのようにおなかが
痛くなったり、頭が痛くなったりする
のかわからない。どれだけCTとか検
査をしても異常がない。異常がないの
に、学校に行こうとすると症状が出て
くる。何でなのか。その説明として、
もしかしたら人一倍敏感なところがあ

って、学校の生活の中でいろいろスト
レスを抱えて、ちょっと心が疲れてい
るのかもしれないね。だから、こうい
う症状が出るのかもしれないね、とい
う説明をしたりします。
　池田　そうすると、子どもさん自身
も親御さんも安心されるのですね。
　明橋　そうですね。そういうふうに
言うと、そういえばこんなこともあり
ましたとか、親御さんがけっこう思い
当たる。小さいときからなかなか夜泣
きが止まりませんでしたとか、ちょっ
とした物音ですぐ目を覚まして、すご
い敏感な子だと思っていましたとか、
そういうことを言われます。なぜこう
いう症状が出るのかの理由がわかれば
少し安心する。
　池田　先生がそうおっしゃって気づ
かせることが、唯一の処方箋なのでし
ょうか。
　明橋　そうですね。理由がわかるだ
けで少し安心するということもありま
すし、例えば心の疲れが容量オーバー
になってしまったから、そういう症状
が出てくる。それがわかると、学校は
なかなかすぐに休めないにしても、例
えば昼休みの時間などに、みんなと遊
ぶのではなくて、ちょっと保健室に行
って、しばらく静かなところでゆっく
りするとか、午前中の長休みの時間に
ずっとみんなと一緒にいるのではなく、
少し一人の時間を持つとか。刺激を少
なくして休める時間を取ると楽になる

ドクターサロン65巻12月号（11 . 2021） （803）  3534 （802） ドクターサロン65巻12月号（11 . 2021）

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12月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、11篇を収録いたしました。
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かもしれない、そういう対処法がわか
るのです。
　池田　そういう特性があるんだとい
うことを知るだけで安心できるのです
ね。
　明橋　そうですね。ですから、特に
薬があるわけでもないですし、特性な

ので、大人になっても変わらないので
す。持って生まれた性質は変わらない
のですが、自分の特性を知ることによ
って対処法がわかったり、あるいは自
分に合った環境を選ぶことができたり
すると生きやすくなると思うのです。
　池田　ありがとうございました。

ものがあると思うのです。それがわか
って、もうすぐ地震が来るのではない
かといったことがわかったりする。そ
ういう些細な変化とか刺激をキャッチ
する力です。
　池田　それがSなのですね。
　明橋　この４つがそろっているのが
基本的にHSC、HSPだといわれていま
す。
　池田　親御さんも心配で先生のとこ
ろに相談に来られると思うのですが、
先生はそのときにどういうお話をされ
るのですか。
　明橋　私の外来では、子どもの不登
校とか心身症の相談に乗っていますの
で、まず主訴としては学校に行きづら
いとか、あるいは検査で異常がないの
に腹痛とか頭痛を訴えるとか、そうい
うもので来るのです。そういうときに
まずHSCかどうかのチェックリストを
やってもらって、HSCだろうとある程
度見当をつけたら、その説明を親御さ
んにも子どもさんにもします。
　池田　あなたはそういう性質の人な
のですよと、そういうことですね。
　明橋　そうですね。要するに、親も
子どもも、なんでこのようにおなかが
痛くなったり、頭が痛くなったりする
のかわからない。どれだけCTとか検
査をしても異常がない。異常がないの
に、学校に行こうとすると症状が出て
くる。何でなのか。その説明として、
もしかしたら人一倍敏感なところがあ

って、学校の生活の中でいろいろスト
レスを抱えて、ちょっと心が疲れてい
るのかもしれないね。だから、こうい
う症状が出るのかもしれないね、とい
う説明をしたりします。
　池田　そうすると、子どもさん自身
も親御さんも安心されるのですね。
　明橋　そうですね。そういうふうに
言うと、そういえばこんなこともあり
ましたとか、親御さんがけっこう思い
当たる。小さいときからなかなか夜泣
きが止まりませんでしたとか、ちょっ
とした物音ですぐ目を覚まして、すご
い敏感な子だと思っていましたとか、
そういうことを言われます。なぜこう
いう症状が出るのかの理由がわかれば
少し安心する。
　池田　先生がそうおっしゃって気づ
かせることが、唯一の処方箋なのでし
ょうか。
　明橋　そうですね。理由がわかるだ
けで少し安心するということもありま
すし、例えば心の疲れが容量オーバー
になってしまったから、そういう症状
が出てくる。それがわかると、学校は
なかなかすぐに休めないにしても、例
えば昼休みの時間などに、みんなと遊
ぶのではなくて、ちょっと保健室に行
って、しばらく静かなところでゆっく
りするとか、午前中の長休みの時間に
ずっとみんなと一緒にいるのではなく、
少し一人の時間を持つとか。刺激を少
なくして休める時間を取ると楽になる
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明海大学歯学部付属明海大学病院教授
嶋　田　　淳

（聞き手　山内俊一）

　骨粗鬆症、糖尿病、心疾患などがある場合のインプラント治療の可否、メリ
ット・デメリット、術前後の注意点などをご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

インプラント治療

　山内　最近、歯科医からインプラン
トに関して内科的に大丈夫ですかと、
問い合わせをいただくことが増えてい
ます。特に歯科医は何を気にしている
かというあたりを中心にお話しいただ
きたいと思います。まず、インプラン
トですが、これは人工の歯というイメ
ージでよいでしょうか。
　嶋田　インプラントとは生体内に入
れる異物を指し、人工心臓などもイン
プラントになります。しかし、特に口
の中に人工歯根を埋め込むデンタルイ
ンプラントを、インプラントとみんな
呼んでいるので、インプラントという
と口の中のデンタルインプラントを指
すことになっていると思います。
　山内　これはいつ頃から発展してき
たものなのでしょう。
　嶋田　当初、1952～53年にスウェー

デンのイエテボリ大学整形外科のP.I. 
ブローネマルク先生が、ラットの足の
骨の治癒を見る研究をしていて、チタ
ンでできたのぞき窓を骨にくっつけて
顕微鏡でのぞいていたのです。３カ月
ぐらいしてチタンを外そうと思ったら、
骨とくっついて取れなかった。それで
思いついて、隣の歯学部に行き「人工
歯根ができないか」と研究を始めたの
です。動物実験等を行い、1965年に最
初に人間に応用しています。
　山内　チタンというのがポイントな
のですね。
　嶋田　そうですね。最初は99.99％の
純度の高い、いわゆるコマーシャリー
ピュアチタンというものを使って行っ
ていたのですが、チタンはステンレス
などと同じように表面にTiO2という非
常に強固に付着する不動態膜の酸化膜

ができる。それがあるために生体内に
人工歯根が入っても体のほうは異物と
して認識しません。ゴールドなどで作
ると体は排除しようとして肉で取り囲
むので、ぐらぐらしてしまうのですが、
異物として認識しないので、骨でしっ
かり取り囲み、びくともしない人工歯
根が骨とくっつく。それをオステオイ
ンテグレーションといっているのです。
　山内　さらに材料が進化して今日に
至っていると考えてよいのですね。
　嶋田　はい。当初は旋盤で研磨して
作ったネジ型のインプラントだったの
です。それを表面積を増やすために、
砂を吹きつけたり、酸エッチング処理
をしたりして、表面に大小のへこみを
つけ、でこぼこにします。そうすると
そこに骨の細胞の突起がうまくくっつ
いたり、骨の細胞がはまり込んだりし
て、非常に強固に、かつ早く骨とくっ
つくようになりました。それを粗造イ
ンプラントといい、今その粗造インプ
ラントが主流になっています。
　山内　逆に言いますと、歯というも
のも非常に複雑な構造なのですね。
　嶋田　そうですね。普通、歯医者さ
んに行って歯を削ったら、セメントで
くっつけますが、インプラントの歯は
ネジを顎の骨に埋め込んで、その歯肉
を貫通する部位をまたネジで留め、さ
らに上にかぶせるものもネジで留める、
ネジ・ネジ・ネジというようになって
います。

　山内　MRI検査はさしつかえないも
のでしょうか。
　嶋田　チタンは磁性体ではないので、
MRIには影響はないです。ただ、上に
つける歯にマグネットをつける場合が
ありますから、その場合は除去しない
とMRIが影響を受けます。
　山内　インプラントのメリットとし
ては、従来の義歯に比べたらよくかめ
るという機能上の点が圧倒的になりま
すか。
　嶋田　いろいろな実験でそしゃく効
率が非常に高いことがわかっています。
痛くもなく、全く自分の歯と同じよう
にかめる。もう一つ、従来のブリッジ
方法だと、歯のなかった前後の歯を悪
くなくても削ってブリッジにするので
すが、するとその土台になった歯がま
た虫歯になって神経を取って、また根
っこが折れて、だんだん１本が２本、
３本と増えてしまうのです。インプラ
ントはそこだけで治療ができるので、
それも大きなメリットかと思います。
　山内　さて、非常に優れものだとい
うことがわかりましたが、いろいろな
病気があります。特にインプラントは
当然高齢者が多いと思いますので、歯
科医が気にする病気、病態があるかと
思います。主にどういったものがある
でしょうか。
　嶋田　高齢社会ですので骨粗鬆症の
患者さんは、何千万人もいると思うの
ですが、そういった方たちは当然歯が
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明海大学歯学部付属明海大学病院教授
嶋　田　　淳

（聞き手　山内俊一）

　骨粗鬆症、糖尿病、心疾患などがある場合のインプラント治療の可否、メリ
ット・デメリット、術前後の注意点などをご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

インプラント治療

　山内　最近、歯科医からインプラン
トに関して内科的に大丈夫ですかと、
問い合わせをいただくことが増えてい
ます。特に歯科医は何を気にしている
かというあたりを中心にお話しいただ
きたいと思います。まず、インプラン
トですが、これは人工の歯というイメ
ージでよいでしょうか。
　嶋田　インプラントとは生体内に入
れる異物を指し、人工心臓などもイン
プラントになります。しかし、特に口
の中に人工歯根を埋め込むデンタルイ
ンプラントを、インプラントとみんな
呼んでいるので、インプラントという
と口の中のデンタルインプラントを指
すことになっていると思います。
　山内　これはいつ頃から発展してき
たものなのでしょう。
　嶋田　当初、1952～53年にスウェー

デンのイエテボリ大学整形外科のP.I. 
ブローネマルク先生が、ラットの足の
骨の治癒を見る研究をしていて、チタ
ンでできたのぞき窓を骨にくっつけて
顕微鏡でのぞいていたのです。３カ月
ぐらいしてチタンを外そうと思ったら、
骨とくっついて取れなかった。それで
思いついて、隣の歯学部に行き「人工
歯根ができないか」と研究を始めたの
です。動物実験等を行い、1965年に最
初に人間に応用しています。
　山内　チタンというのがポイントな
のですね。
　嶋田　そうですね。最初は99.99％の
純度の高い、いわゆるコマーシャリー
ピュアチタンというものを使って行っ
ていたのですが、チタンはステンレス
などと同じように表面にTiO2という非
常に強固に付着する不動態膜の酸化膜

ができる。それがあるために生体内に
人工歯根が入っても体のほうは異物と
して認識しません。ゴールドなどで作
ると体は排除しようとして肉で取り囲
むので、ぐらぐらしてしまうのですが、
異物として認識しないので、骨でしっ
かり取り囲み、びくともしない人工歯
根が骨とくっつく。それをオステオイ
ンテグレーションといっているのです。
　山内　さらに材料が進化して今日に
至っていると考えてよいのですね。
　嶋田　はい。当初は旋盤で研磨して
作ったネジ型のインプラントだったの
です。それを表面積を増やすために、
砂を吹きつけたり、酸エッチング処理
をしたりして、表面に大小のへこみを
つけ、でこぼこにします。そうすると
そこに骨の細胞の突起がうまくくっつ
いたり、骨の細胞がはまり込んだりし
て、非常に強固に、かつ早く骨とくっ
つくようになりました。それを粗造イ
ンプラントといい、今その粗造インプ
ラントが主流になっています。
　山内　逆に言いますと、歯というも
のも非常に複雑な構造なのですね。
　嶋田　そうですね。普通、歯医者さ
んに行って歯を削ったら、セメントで
くっつけますが、インプラントの歯は
ネジを顎の骨に埋め込んで、その歯肉
を貫通する部位をまたネジで留め、さ
らに上にかぶせるものもネジで留める、
ネジ・ネジ・ネジというようになって
います。

　山内　MRI検査はさしつかえないも
のでしょうか。
　嶋田　チタンは磁性体ではないので、
MRIには影響はないです。ただ、上に
つける歯にマグネットをつける場合が
ありますから、その場合は除去しない
とMRIが影響を受けます。
　山内　インプラントのメリットとし
ては、従来の義歯に比べたらよくかめ
るという機能上の点が圧倒的になりま
すか。
　嶋田　いろいろな実験でそしゃく効
率が非常に高いことがわかっています。
痛くもなく、全く自分の歯と同じよう
にかめる。もう一つ、従来のブリッジ
方法だと、歯のなかった前後の歯を悪
くなくても削ってブリッジにするので
すが、するとその土台になった歯がま
た虫歯になって神経を取って、また根
っこが折れて、だんだん１本が２本、
３本と増えてしまうのです。インプラ
ントはそこだけで治療ができるので、
それも大きなメリットかと思います。
　山内　さて、非常に優れものだとい
うことがわかりましたが、いろいろな
病気があります。特にインプラントは
当然高齢者が多いと思いますので、歯
科医が気にする病気、病態があるかと
思います。主にどういったものがある
でしょうか。
　嶋田　高齢社会ですので骨粗鬆症の
患者さんは、何千万人もいると思うの
ですが、そういった方たちは当然歯が
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なくなると、インプラント治療の対象
になってきます。そういった患者さん
にインプラントをやっていいかどうか
の判断を迫られることが多いかと思い
ます。あと、糖尿病のある患者さんに
インプラントをすると、うまくつかな
かったり、化膿したりする危険性が高
いので、それについても判断する必要
があるかと思います。
　山内　まず初めの骨粗鬆症およびそ
の薬はビスホスホネートが非常に有名
ですが、骨粗鬆症のある方は原則的に
インプラントの適応にならないのでし
ょうか。
　嶋田　2016年に日本口腔外科学会、
日本歯周病学会、骨代謝学会等が合同
で、骨粗鬆症の患者さんを含めた顎骨
壊死についての歯科治療のガイドライ
ンを出しています。その中には、ビス
ホスホネートを服用しているからイン
プラントをやってもいいとも、やって
はいけないとも書いていないのです。
患者さんの状態に応じて自分で判断し
てくださいということです。ただ、ビ
スホスホネートを投与されている患者
さんに抜歯やインプラントなどの外科
的処置を顎の骨に行うと、何もしない
状態に比べたら７倍ぐらい顎骨壊死が
起こる危険性が高くなるともいわれて
いまして、十分注意する必要があるか
と思います。ただ、普通の健康な患者
さんで、骨粗鬆症だけで、糖尿病や肥
満、歯周病、喫煙などの増悪因子がな

い場合は、比較的安全にインプラント
治療を行うことができると思います。
　山内　顎骨壊死の治療も少しは進歩
してきているのでしょうね。
　嶋田　そうですね。昔はなるべく保
存的にということでしたが、最近いろ
いろな知見が出てきて、日本は特にビ
スホスホネートを内服している患者さ
んがたくさんいることがわかってきま
した。そういった治療を重ねてきた結
果、最近は積極的に腐ってしまった骨
を取って手術的に治療したほうが早く
治ることが明らかになってきています。
　山内　さて、高齢者には糖尿病が非
常に多いかと思います。問題点も多い
かと思いますが、これに関してはいか
がでしょうか。
　嶋田　糖尿病は２つの点でインプラ
ントをするときに問題になります。一
つは易感染性があるので、手術をした
後、傷が化膿してうまくインプラント
がつかない、いわゆるsurgical site in-
fectionということ。もう一つは歯周病
の増悪因子でもあり、施術後、経年的
に抜けていくインプラントが増えてい
ってしまうので、歯周病と同様、十分
にコントロール、メンテナンスを行う
ことが非常に重要です。
　山内　相対的にはこれは禁忌に近く
なるのでしょうか。
　嶋田　相対的禁忌で、条件によって
は行っていいことになるかと思います。
内科で糖尿病のコントロール基準が空

腹時血糖で130㎎/dL、それからHgA1c
が7.0％というのが一応目標になってい
ると思うのですが、糖尿病がきちんと
コントロールされて、患者さんの病気
に対する意識がしっかりしていれば、
インプラントをやってもきちんとコン
トロールができるのではないかと思い
ます。
　山内　易感染性に対しては、強力な
抗生物質を使っていくというかたちに
なるのですね。
　嶋田　これは手術の大原則ですが、
術前の抗生物質投与は、どうしても必
要になってきます。最低１時間前には
ペニシリン系の抗生物質１gを患者さ
んに投与して、メスで歯肉を切開した
ときにはもうすでに血液中に抗生物質
が流れているようにすることが、特に
糖尿病の患者さんには必要になってき
ます。
　山内　次に、腎臓障害がある場合は
いかがでしょう。
　嶋田　腎機能が低下している患者さ
んは骨代謝も正常ではありませんので、
インプラントを埋入してもうまくつか
ないことがあります。ですから、その
ような患者さんはインプラント治療は
避けたほうがよいかと思います。
　山内　心臓はいかがですか。
　嶋田　心臓も大きな問題が起こる可
能性があります。年をとればとるほど
心房細動や弁膜疾患の患者さんが増え
てきます。心臓の弁のところに血餅が

ついていて、口の中には嫌気性菌がた
くさんいるのですが、インプラント埋
入手術によって嫌気性菌が血液内に入
って、菌血症から心臓の血液がたまっ
ているところに着床して敗血症になる
のです。いわゆる心内膜炎ですが、そ
うなると死に至る可能性もあるので、
心房細動や心内膜炎の心臓弁膜症のあ
る患者さんはインプラント治療は避け
たほうがいいかと思います。
　山内　最後に病気、病態とは違いま
すが、喫煙はいかがでしょう。
　嶋田　喫煙は諸悪の根源です。中に
は、気相と液相とあるのですが、ニコ
チンが含まれていて、いろいろ悪さを
します。白血球遊走能が落ちたりして、
当然感染もしやすくなりますが、一番
いけないのはニコチンによって患者さ
んの血管が細くなっていることです。
顎骨の中の血管も当然細くなっていて、
非常に骨が硬く、硬化性骨炎のような
状態になっているのですが、硬い骨だ
からと思ってインプラントを埋入する
と非常に栄養が悪くて、うまくインプ
ラントがつかないということが喫煙の
患者さんには起こります。かつ、うま
くついたとしても、歯周病の増悪因子
でもあるので、長くもたないで抜けて
いってしまうインプラントが増えてい
くのではないかと思います。ですから、
喫煙はやめていただいてからインプラ
ント治療をするということになります。
　山内　ありがとうございました。
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なくなると、インプラント治療の対象
になってきます。そういった患者さん
にインプラントをやっていいかどうか
の判断を迫られることが多いかと思い
ます。あと、糖尿病のある患者さんに
インプラントをすると、うまくつかな
かったり、化膿したりする危険性が高
いので、それについても判断する必要
があるかと思います。
　山内　まず初めの骨粗鬆症およびそ
の薬はビスホスホネートが非常に有名
ですが、骨粗鬆症のある方は原則的に
インプラントの適応にならないのでし
ょうか。
　嶋田　2016年に日本口腔外科学会、
日本歯周病学会、骨代謝学会等が合同
で、骨粗鬆症の患者さんを含めた顎骨
壊死についての歯科治療のガイドライ
ンを出しています。その中には、ビス
ホスホネートを服用しているからイン
プラントをやってもいいとも、やって
はいけないとも書いていないのです。
患者さんの状態に応じて自分で判断し
てくださいということです。ただ、ビ
スホスホネートを投与されている患者
さんに抜歯やインプラントなどの外科
的処置を顎の骨に行うと、何もしない
状態に比べたら７倍ぐらい顎骨壊死が
起こる危険性が高くなるともいわれて
いまして、十分注意する必要があるか
と思います。ただ、普通の健康な患者
さんで、骨粗鬆症だけで、糖尿病や肥
満、歯周病、喫煙などの増悪因子がな

い場合は、比較的安全にインプラント
治療を行うことができると思います。
　山内　顎骨壊死の治療も少しは進歩
してきているのでしょうね。
　嶋田　そうですね。昔はなるべく保
存的にということでしたが、最近いろ
いろな知見が出てきて、日本は特にビ
スホスホネートを内服している患者さ
んがたくさんいることがわかってきま
した。そういった治療を重ねてきた結
果、最近は積極的に腐ってしまった骨
を取って手術的に治療したほうが早く
治ることが明らかになってきています。
　山内　さて、高齢者には糖尿病が非
常に多いかと思います。問題点も多い
かと思いますが、これに関してはいか
がでしょうか。
　嶋田　糖尿病は２つの点でインプラ
ントをするときに問題になります。一
つは易感染性があるので、手術をした
後、傷が化膿してうまくインプラント
がつかない、いわゆるsurgical site in-
fectionということ。もう一つは歯周病
の増悪因子でもあり、施術後、経年的
に抜けていくインプラントが増えてい
ってしまうので、歯周病と同様、十分
にコントロール、メンテナンスを行う
ことが非常に重要です。
　山内　相対的にはこれは禁忌に近く
なるのでしょうか。
　嶋田　相対的禁忌で、条件によって
は行っていいことになるかと思います。
内科で糖尿病のコントロール基準が空

腹時血糖で130㎎/dL、それからHgA1c
が7.0％というのが一応目標になってい
ると思うのですが、糖尿病がきちんと
コントロールされて、患者さんの病気
に対する意識がしっかりしていれば、
インプラントをやってもきちんとコン
トロールができるのではないかと思い
ます。
　山内　易感染性に対しては、強力な
抗生物質を使っていくというかたちに
なるのですね。
　嶋田　これは手術の大原則ですが、
術前の抗生物質投与は、どうしても必
要になってきます。最低１時間前には
ペニシリン系の抗生物質１gを患者さ
んに投与して、メスで歯肉を切開した
ときにはもうすでに血液中に抗生物質
が流れているようにすることが、特に
糖尿病の患者さんには必要になってき
ます。
　山内　次に、腎臓障害がある場合は
いかがでしょう。
　嶋田　腎機能が低下している患者さ
んは骨代謝も正常ではありませんので、
インプラントを埋入してもうまくつか
ないことがあります。ですから、その
ような患者さんはインプラント治療は
避けたほうがよいかと思います。
　山内　心臓はいかがですか。
　嶋田　心臓も大きな問題が起こる可
能性があります。年をとればとるほど
心房細動や弁膜疾患の患者さんが増え
てきます。心臓の弁のところに血餅が

ついていて、口の中には嫌気性菌がた
くさんいるのですが、インプラント埋
入手術によって嫌気性菌が血液内に入
って、菌血症から心臓の血液がたまっ
ているところに着床して敗血症になる
のです。いわゆる心内膜炎ですが、そ
うなると死に至る可能性もあるので、
心房細動や心内膜炎の心臓弁膜症のあ
る患者さんはインプラント治療は避け
たほうがいいかと思います。
　山内　最後に病気、病態とは違いま
すが、喫煙はいかがでしょう。
　嶋田　喫煙は諸悪の根源です。中に
は、気相と液相とあるのですが、ニコ
チンが含まれていて、いろいろ悪さを
します。白血球遊走能が落ちたりして、
当然感染もしやすくなりますが、一番
いけないのはニコチンによって患者さ
んの血管が細くなっていることです。
顎骨の中の血管も当然細くなっていて、
非常に骨が硬く、硬化性骨炎のような
状態になっているのですが、硬い骨だ
からと思ってインプラントを埋入する
と非常に栄養が悪くて、うまくインプ
ラントがつかないということが喫煙の
患者さんには起こります。かつ、うま
くついたとしても、歯周病の増悪因子
でもあるので、長くもたないで抜けて
いってしまうインプラントが増えてい
くのではないかと思います。ですから、
喫煙はやめていただいてからインプラ
ント治療をするということになります。
　山内　ありがとうございました。
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聖路加国際病院女性総合診療部部長
百　枝　幹　雄

（聞き手　山内俊一）

　20～30代未婚女性で月経痛を強く訴える人が最近多いようです。医師の対処
方法と知見をご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

月経困難症

　山内　百枝先生、臨床現場ではよく
感じられる内容ですが、この質問で 
「最近多いようです」というところが
少し引っかかります。いかがでしょう
か。
　百枝　これはそのとおりだと思いま
す。原因としては、最近の女性のライ
フスタイルの変化があります。具体的
に言いますと、20代はキャリア形成で、
妊娠、出産はしない。今、初産の平均
年齢が30歳を超えていますので、その
間に様々な月経関連の疾患が出てきて
しまうということになります。その中
で一番多いのが生理痛ということにな
ろうかと思います。
　山内　生理痛ですが、機能的、器質
的といった違いはあるのでしょうか。
　百枝　今先生がおっしゃったように、
器質的な疾患、具体的に代表的なもの

は子宮内膜症や、その関連の疾患の子
宮腺筋症などがあるのですが、それら
がないものを機能性月経困難症と呼ん
でいます。従来は10代の女性は器質的
な疾患がなく機能性の月経困難症で、
20代に入ったらそういう子宮内膜症の
ような病気が出てきて、だんだん器質
的な月経困難症が増えてくるといわれ
ていました。昔は機能性月経困難症か
ら、20代の早い時期に妊娠、出産を始
めて、しかも３人も４人も５人もと、
多産であったことからこういう器質的
な疾患になりにくかったのが、最近は
先ほども言ったように晩産化によって、
20代の間に器質的な病気が進んでしま
う。こういったことによって生理痛の
方が増えているのだと思います。
　山内　器質性を代表する子宮内膜症
ですが、これは妊娠するとよくなるの

ですか。
　百枝　そうですね。子宮内膜症は子
宮の内膜が子宮の外にできてしまう病
気です。子宮内膜がエストロゲンによ
って増殖し、黄体ホルモン（プロゲス
テロン）によって増殖が抑制されると
いう性質を持っているので、妊娠はプ
ロゲステロン優位の期間が長く続き、
その間に子宮内膜症の組織も萎縮して
いくのです。
　山内　そうしますと、痛みといった
ものとの関連もはっきりするのですね。
　百枝　はい。
　山内　妊娠が多くなると生理自体も
減ることも考えられますから、当然生
理痛自体も減ってくると考えてもよい
のですね。
　百枝　そうですね。本来は原始的と
いうか、昔のように早い年齢で妊娠、
出産して、しかも１人ではなくて何人
も産むのが生物学的には理想なのです。
ただ、社会的に女性のキャリア形成と
か女性活躍とかいわれている現代社会
ではそれはなかなか難しいので、30歳
ぐらいまでは妊娠しない生活に対応し
た医学的な介入が大事だと思います。
　山内　生理痛というのはすべての女
性が経験するものなのでしょうか。
　百枝　いえ、これもよく誤解がある
のですが、生理痛は痛いのが当たり前
でしょうとよく言われますが、疫学的
に言いますと、月経のときに鎮痛剤が
必要な女性は30％ぐらいなのです。逆

にいうと、３人に２人の方は鎮痛剤は
必要ないぐらいで、これが正常でして、
鎮痛剤が必要だと思う方はやはり異常
だと考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　その原因としては今の子宮内
膜症が多いのでしょうか。
　百枝　そうですね。年齢に関係なく
統計を取りますと、鎮痛薬を必要とす
る以上の痛みのある人のうちのだいた
い25％が子宮内膜症です。10代の方に
関して言いますと、従来はそういう病
気はなくて、単に機能的に痛いだけと
いわれていたのですが、最近のヨーロ
ッパのデータではティーンエイジャー
で月経痛のある人に腹腔鏡検査ないし
は手術をすると、70％ぐらいに子宮内
膜症の病変が見つかったというデータ
があります。我々が思っていた以上に
早い段階から子宮内膜症という病気は
あるのだということで、外来のレベル
で診断できる子宮内膜症が25％という
だけで、診断できないレベルはもっと
たくさんあると思ったほうがいいとい
うことです。
　山内　内膜症といいますと何となく
画像診断、エコーなどでわかるような
印象がありますが、実はわからないも
のなのですね。
　百枝　そうですね。子宮内膜症もが
んと同じようにステージングをしてⅠ
期からⅣ期まで分けます。チョコレー
ト囊胞といって、卵巣に内膜症ができ
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聖路加国際病院女性総合診療部部長
百　枝　幹　雄

（聞き手　山内俊一）

　20～30代未婚女性で月経痛を強く訴える人が最近多いようです。医師の対処
方法と知見をご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

月経困難症

　山内　百枝先生、臨床現場ではよく
感じられる内容ですが、この質問で 
「最近多いようです」というところが
少し引っかかります。いかがでしょう
か。
　百枝　これはそのとおりだと思いま
す。原因としては、最近の女性のライ
フスタイルの変化があります。具体的
に言いますと、20代はキャリア形成で、
妊娠、出産はしない。今、初産の平均
年齢が30歳を超えていますので、その
間に様々な月経関連の疾患が出てきて
しまうということになります。その中
で一番多いのが生理痛ということにな
ろうかと思います。
　山内　生理痛ですが、機能的、器質
的といった違いはあるのでしょうか。
　百枝　今先生がおっしゃったように、
器質的な疾患、具体的に代表的なもの

は子宮内膜症や、その関連の疾患の子
宮腺筋症などがあるのですが、それら
がないものを機能性月経困難症と呼ん
でいます。従来は10代の女性は器質的
な疾患がなく機能性の月経困難症で、
20代に入ったらそういう子宮内膜症の
ような病気が出てきて、だんだん器質
的な月経困難症が増えてくるといわれ
ていました。昔は機能性月経困難症か
ら、20代の早い時期に妊娠、出産を始
めて、しかも３人も４人も５人もと、
多産であったことからこういう器質的
な疾患になりにくかったのが、最近は
先ほども言ったように晩産化によって、
20代の間に器質的な病気が進んでしま
う。こういったことによって生理痛の
方が増えているのだと思います。
　山内　器質性を代表する子宮内膜症
ですが、これは妊娠するとよくなるの

ですか。
　百枝　そうですね。子宮内膜症は子
宮の内膜が子宮の外にできてしまう病
気です。子宮内膜がエストロゲンによ
って増殖し、黄体ホルモン（プロゲス
テロン）によって増殖が抑制されると
いう性質を持っているので、妊娠はプ
ロゲステロン優位の期間が長く続き、
その間に子宮内膜症の組織も萎縮して
いくのです。
　山内　そうしますと、痛みといった
ものとの関連もはっきりするのですね。
　百枝　はい。
　山内　妊娠が多くなると生理自体も
減ることも考えられますから、当然生
理痛自体も減ってくると考えてもよい
のですね。
　百枝　そうですね。本来は原始的と
いうか、昔のように早い年齢で妊娠、
出産して、しかも１人ではなくて何人
も産むのが生物学的には理想なのです。
ただ、社会的に女性のキャリア形成と
か女性活躍とかいわれている現代社会
ではそれはなかなか難しいので、30歳
ぐらいまでは妊娠しない生活に対応し
た医学的な介入が大事だと思います。
　山内　生理痛というのはすべての女
性が経験するものなのでしょうか。
　百枝　いえ、これもよく誤解がある
のですが、生理痛は痛いのが当たり前
でしょうとよく言われますが、疫学的
に言いますと、月経のときに鎮痛剤が
必要な女性は30％ぐらいなのです。逆

にいうと、３人に２人の方は鎮痛剤は
必要ないぐらいで、これが正常でして、
鎮痛剤が必要だと思う方はやはり異常
だと考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　その原因としては今の子宮内
膜症が多いのでしょうか。
　百枝　そうですね。年齢に関係なく
統計を取りますと、鎮痛薬を必要とす
る以上の痛みのある人のうちのだいた
い25％が子宮内膜症です。10代の方に
関して言いますと、従来はそういう病
気はなくて、単に機能的に痛いだけと
いわれていたのですが、最近のヨーロ
ッパのデータではティーンエイジャー
で月経痛のある人に腹腔鏡検査ないし
は手術をすると、70％ぐらいに子宮内
膜症の病変が見つかったというデータ
があります。我々が思っていた以上に
早い段階から子宮内膜症という病気は
あるのだということで、外来のレベル
で診断できる子宮内膜症が25％という
だけで、診断できないレベルはもっと
たくさんあると思ったほうがいいとい
うことです。
　山内　内膜症といいますと何となく
画像診断、エコーなどでわかるような
印象がありますが、実はわからないも
のなのですね。
　百枝　そうですね。子宮内膜症もが
んと同じようにステージングをしてⅠ
期からⅣ期まで分けます。チョコレー
ト囊胞といって、卵巣に内膜症ができ
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て血液がたまるものなどが画像で診断
できるのはすでにⅢ期で、Ⅰ期やⅡ期
だと腹膜病変なので画像ではなかなか
見つからないのです。
　山内　膜のようなものなのですね。
　百枝　そうですね。腫瘍ではないの
で、この状態の外来の診断では機能性
の月経困難症と診断されてしまうこと
が多いのです。国際的に子宮内膜症の
診断の遅れが問題になっていて、だい
たい症状が出てから子宮内膜症と診断
されるまでに10年ぐらいかかってしま
っているのです。
　山内　この間、女性は診断がつかな
いまま痛みに悩まされるということで
すね。
　百枝　そうですね。その間、痛いと
いうだけではなくて、そこで内膜症が
進行してしまうと、将来的な妊孕性、
妊娠する能力が低下して不妊症になる
という問題があります。そのときの痛
みを何とかするというだけではなく、
将来的な妊孕性を温存するという意味
でも早い段階から適切な治療が必要で
す。
　山内　さて治療ですが、いかがでし
ょうか。
　百枝　これは基本的にはホルモン療
法になります。先ほどもちょっと言い
ましたが、エストロゲンで増殖が刺激
されて、黄体ホルモンで抑制される病
気なので、ホルモン療法としては黄体
ホルモンの効果を期待して、一つはピ

ル、いわゆるエストロゲン、プロゲス
テロンの配合薬、それでも効かない場
合にはプロゲステロン単剤の治療を行
っています。
　山内　この場合、子宮内膜症が画像
上確認されていない、診断がついてい
ない状態でもやるのでしょうか。
　百枝　そうですね。幸い、ピルの中
でも治療薬として認可されているもの
があります。この適用疾患は月経困難
症で承認を受けているので、原因が機
能的なものであっても、器質的なもの
であっても、保険診療としてピルを使
えることになります。
　山内　子宮内膜症以外の疾患として
はどういったものが挙げられますか。
　百枝　子宮内膜症とはちょっと区別
しているのですけれども次に多いのが、
子宮内膜症と同じように子宮内膜組織
が子宮の壁の中にできる子宮腺筋症、
それから子宮の平滑筋の腫瘍である子
宮筋腫です。ご存じのとおり女性のう
ち半分ぐらいの方は多かれ少なかれ子
宮筋腫が見つかるのですが、子宮筋腫
はどちらかというと痛みよりも月経の
量が多いという症状がメインです。痛
みの原因としては子宮内膜症が一番多
くて、次が子宮腺筋症、３番目が子宮
筋腫という順番です。
　山内　子宮筋腫と子宮腺筋症は画像
で比較的出やすいという特徴があるの
で、診断はつけやすいですね。
　百枝　はい。子宮腺筋症や筋腫は、

子宮内膜症に比べ発症年齢がちょっと
遅く、30代から発症してくることが多
いです。ただ、これについては内膜症
と違って予防が難しいところがあり、
なってしまう前に何とかしたいところ
ですが、なってからのホルモン療法に
なるので、子宮内膜症とは少し違う対
応になります。
　山内　手術でということでしょうが、
少し問題がありますか。
　百枝　そうですね。将来妊娠を希望
している年代でこういう疾患になりま
すと、子宮全摘するわけにいかないの
で、筋腫だけを取る手術が必要になり
ます。これについては再発もしやすい
ですし、傷のついた子宮が残ることに
よって、妊娠中あるいは分娩のリスク
も上がるので、できるだけしたくない。
最終手段と考えています。
　山内　最後にですが、対症療法も出
てくると思います。これは子宮内膜症
といった診断がなかなかつきにくい、
かつ、先ほどのホルモン療法に至らな
いケースは対症療法になりますが、よ
く使われるNSAIDsでよろしいのでし

ょうか。
　百枝　そうですね。基本的には
NSAIDsないしはアセトアミノフェン
を使っています。
　山内　先生が推奨されている使い方
はどういったものでしょうか。
　百枝　今言ったような薬で何とかな
っている場合はそれでけっこうだと思
います。月経痛の場合は月経の期間だ
けの短期間ですので、長期の副作用は
あまり心配する必要はありません。た
だ、それでも抑えきれなくて鎮痛薬で
何とかしたい場合は、長時間作動性の
鎮痛薬を使っていただくと、少し痛い
かな、あるいは月経が始まるかなとい
うときから、予防的にのみ始めること
ができるので、そういう使い方をして
います。
　山内　長時間作動性のものを使って、
ひどくなってくるようだったら少し追
加するというかたちでよいのですね。
　百枝　はい。それがコツだと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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て血液がたまるものなどが画像で診断
できるのはすでにⅢ期で、Ⅰ期やⅡ期
だと腹膜病変なので画像ではなかなか
見つからないのです。
　山内　膜のようなものなのですね。
　百枝　そうですね。腫瘍ではないの
で、この状態の外来の診断では機能性
の月経困難症と診断されてしまうこと
が多いのです。国際的に子宮内膜症の
診断の遅れが問題になっていて、だい
たい症状が出てから子宮内膜症と診断
されるまでに10年ぐらいかかってしま
っているのです。
　山内　この間、女性は診断がつかな
いまま痛みに悩まされるということで
すね。
　百枝　そうですね。その間、痛いと
いうだけではなくて、そこで内膜症が
進行してしまうと、将来的な妊孕性、
妊娠する能力が低下して不妊症になる
という問題があります。そのときの痛
みを何とかするというだけではなく、
将来的な妊孕性を温存するという意味
でも早い段階から適切な治療が必要で
す。
　山内　さて治療ですが、いかがでし
ょうか。
　百枝　これは基本的にはホルモン療
法になります。先ほどもちょっと言い
ましたが、エストロゲンで増殖が刺激
されて、黄体ホルモンで抑制される病
気なので、ホルモン療法としては黄体
ホルモンの効果を期待して、一つはピ

ル、いわゆるエストロゲン、プロゲス
テロンの配合薬、それでも効かない場
合にはプロゲステロン単剤の治療を行
っています。
　山内　この場合、子宮内膜症が画像
上確認されていない、診断がついてい
ない状態でもやるのでしょうか。
　百枝　そうですね。幸い、ピルの中
でも治療薬として認可されているもの
があります。この適用疾患は月経困難
症で承認を受けているので、原因が機
能的なものであっても、器質的なもの
であっても、保険診療としてピルを使
えることになります。
　山内　子宮内膜症以外の疾患として
はどういったものが挙げられますか。
　百枝　子宮内膜症とはちょっと区別
しているのですけれども次に多いのが、
子宮内膜症と同じように子宮内膜組織
が子宮の壁の中にできる子宮腺筋症、
それから子宮の平滑筋の腫瘍である子
宮筋腫です。ご存じのとおり女性のう
ち半分ぐらいの方は多かれ少なかれ子
宮筋腫が見つかるのですが、子宮筋腫
はどちらかというと痛みよりも月経の
量が多いという症状がメインです。痛
みの原因としては子宮内膜症が一番多
くて、次が子宮腺筋症、３番目が子宮
筋腫という順番です。
　山内　子宮筋腫と子宮腺筋症は画像
で比較的出やすいという特徴があるの
で、診断はつけやすいですね。
　百枝　はい。子宮腺筋症や筋腫は、

子宮内膜症に比べ発症年齢がちょっと
遅く、30代から発症してくることが多
いです。ただ、これについては内膜症
と違って予防が難しいところがあり、
なってしまう前に何とかしたいところ
ですが、なってからのホルモン療法に
なるので、子宮内膜症とは少し違う対
応になります。
　山内　手術でということでしょうが、
少し問題がありますか。
　百枝　そうですね。将来妊娠を希望
している年代でこういう疾患になりま
すと、子宮全摘するわけにいかないの
で、筋腫だけを取る手術が必要になり
ます。これについては再発もしやすい
ですし、傷のついた子宮が残ることに
よって、妊娠中あるいは分娩のリスク
も上がるので、できるだけしたくない。
最終手段と考えています。
　山内　最後にですが、対症療法も出
てくると思います。これは子宮内膜症
といった診断がなかなかつきにくい、
かつ、先ほどのホルモン療法に至らな
いケースは対症療法になりますが、よ
く使われるNSAIDsでよろしいのでし

ょうか。
　百枝　そうですね。基本的には
NSAIDsないしはアセトアミノフェン
を使っています。
　山内　先生が推奨されている使い方
はどういったものでしょうか。
　百枝　今言ったような薬で何とかな
っている場合はそれでけっこうだと思
います。月経痛の場合は月経の期間だ
けの短期間ですので、長期の副作用は
あまり心配する必要はありません。た
だ、それでも抑えきれなくて鎮痛薬で
何とかしたい場合は、長時間作動性の
鎮痛薬を使っていただくと、少し痛い
かな、あるいは月経が始まるかなとい
うときから、予防的にのみ始めること
ができるので、そういう使い方をして
います。
　山内　長時間作動性のものを使って、
ひどくなってくるようだったら少し追
加するというかたちでよいのですね。
　百枝　はい。それがコツだと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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国立がん研究センター東病院先端医療科長
土　井　俊　彦

（聞き手　池脇克則）

　頭頸部癌に対して2020年９月に承認された光免疫療法（イルミノックス）に
ついてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

頭頸部癌の光免疫療法

　池脇　2020年９月に光免疫療法が承
認されたということです。画期的で、
しかも日本の研究者が開発したという
ことですが、どういう治療なのか教え
てください。
　土井　非常に面白いメカニズムにな
っています。おそらく10年とか20年前
にミサイル療法というものをお聞きに
なったことがあるのではないでしょう
か。抗体という蛋白質ががん細胞のも
とに届いて、そこに抗がん剤のような
ものがあると、がんを殺すというもの
があったと思うのですが、機序的には
非常によく似ています。
　抗がん剤を結合させずに、いわゆる
光感受性物質、ある色素を抗体に結合
させます。抗体は何をしているかとい
うと、単にこの色素を腫瘍に届けてし
まう運び屋なのです。この抗体は、が

ん細胞の表面にあるEGFRと呼ばれて
いる特殊な蛋白を目印にして結合しま
す。
　ここについている色素が非常に面白
い性格を持っていて、テレビのリモコ
ンからちらっと見える赤い光によく似
た近赤外線というものを外から当てる
と、活性化し抗体とともにがんの細胞
膜に穴をあけてしまうのです。穴があ
いてしまったがん細胞は自分の周りに
ある水がどんどん入ってきてしまうの
で、風船のように膨らんで自爆すると
いうか、破裂してしまうことになりま
す。
　そういうメカニズムで殺されている
ので、最近では武装化抗体、armed 
anti bodyという新しい薬剤、その中の
一つになっています。このarmed anti-
bodyに関して言うと、そのほか非常に

抗がん剤と結びついているADCとい
う薬もあるのですが、それもけっこう
画期的な薬で、非常に注目されている
薬の一つだと私たちは考えています。
　池脇　この治療をここまで持ってこ
られたのはNIHの小林久隆先生だとい
うことです。小林先生は実は学生の頃
から研究に入られて、がん細胞にくっ
つく抗体に薬や放射性同位元素をくっ
つけて治療に結びつかないかという構
想をお持ちでした。しかし、なかなか
がん細胞だけ特異的に攻撃するのは難
しいというところあたりから、いろい
ろな紆余曲折があって、比較的最近こ
の光感受性物質を使うという方向に来
たのですね。
　土井　そうですね。もともと先ほど
言った武装化抗体とかミサイル療法と
いうのは、抗体に、放射線や抗がん剤
をつけるのですが、血液の中に投与し
てしまうと、途中でつなぎ目が切れて
しまったりするのです。そうすると、
抗がん剤や放射線が体の中で散らばっ
てしまい副作用が出てしまう。小林先
生の技術の面白いところは、がん細胞
に光を当てるという動作をしないとス
イッチが入らないことなのです。です
から、血液の中で多少切れたとしても、
そこは副作用が起こらなくて、外から
うまく光が当たったところだけが、時
限爆弾と言ったらいいのか、いわゆる
光感受性物質というものが細胞の膜に
穴をあけて死んでしまいます。いいと

ころはスイッチのオン・オフを決めら
れることですが、逆に弱点というのは、
光がもし届かないような状況ですと、
その効果がなかなか出ないことです。
　池脇　確かに光を当てるといっても、
その光がどのくらい深部までいくのか
ですが、近赤外線は比較的深部まで届
くタイプのものと聞いています。いか
がでしょうか。
　土井　この光はそれほど深くまで届
きません。ただ、この技術は非常に面
白くて、専門用語でIR700というその
色素は、いわゆる合体ロボットではな
いのですが、治療に適した欲しい色素
に変えていけます。今は赤い光、赤に
近い光に反応するものですが、青い光、
もっと人間の目に見えないような光に
反応する物質もいろいろ見つかってき
ていますので、今後はいろいろ新しい
タイプの光免疫もできてくる可能性が
あります。現時点では浅いところしか
届かないということになります。
　池脇　日本の内視鏡技術は世界のト
ップレベルにありますし、必ずしも体
表面から光を当てなくても、内視鏡で
体の深部に持っていって、というアプ
ローチもあるのでしょうか。
　土井　もともと私は内視鏡医として、
こういった抗がん剤の開発に関わって
いました。人間が物を見るのは光を見
ている、要するに光が当たったところ
が見えているのです。ですから、内視
鏡は何をしているかというと、光を当
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国立がん研究センター東病院先端医療科長
土　井　俊　彦

（聞き手　池脇克則）

　頭頸部癌に対して2020年９月に承認された光免疫療法（イルミノックス）に
ついてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

頭頸部癌の光免疫療法

　池脇　2020年９月に光免疫療法が承
認されたということです。画期的で、
しかも日本の研究者が開発したという
ことですが、どういう治療なのか教え
てください。
　土井　非常に面白いメカニズムにな
っています。おそらく10年とか20年前
にミサイル療法というものをお聞きに
なったことがあるのではないでしょう
か。抗体という蛋白質ががん細胞のも
とに届いて、そこに抗がん剤のような
ものがあると、がんを殺すというもの
があったと思うのですが、機序的には
非常によく似ています。
　抗がん剤を結合させずに、いわゆる
光感受性物質、ある色素を抗体に結合
させます。抗体は何をしているかとい
うと、単にこの色素を腫瘍に届けてし
まう運び屋なのです。この抗体は、が

ん細胞の表面にあるEGFRと呼ばれて
いる特殊な蛋白を目印にして結合しま
す。
　ここについている色素が非常に面白
い性格を持っていて、テレビのリモコ
ンからちらっと見える赤い光によく似
た近赤外線というものを外から当てる
と、活性化し抗体とともにがんの細胞
膜に穴をあけてしまうのです。穴があ
いてしまったがん細胞は自分の周りに
ある水がどんどん入ってきてしまうの
で、風船のように膨らんで自爆すると
いうか、破裂してしまうことになりま
す。
　そういうメカニズムで殺されている
ので、最近では武装化抗体、armed 
anti bodyという新しい薬剤、その中の
一つになっています。このarmed anti-
bodyに関して言うと、そのほか非常に

抗がん剤と結びついているADCとい
う薬もあるのですが、それもけっこう
画期的な薬で、非常に注目されている
薬の一つだと私たちは考えています。
　池脇　この治療をここまで持ってこ
られたのはNIHの小林久隆先生だとい
うことです。小林先生は実は学生の頃
から研究に入られて、がん細胞にくっ
つく抗体に薬や放射性同位元素をくっ
つけて治療に結びつかないかという構
想をお持ちでした。しかし、なかなか
がん細胞だけ特異的に攻撃するのは難
しいというところあたりから、いろい
ろな紆余曲折があって、比較的最近こ
の光感受性物質を使うという方向に来
たのですね。
　土井　そうですね。もともと先ほど
言った武装化抗体とかミサイル療法と
いうのは、抗体に、放射線や抗がん剤
をつけるのですが、血液の中に投与し
てしまうと、途中でつなぎ目が切れて
しまったりするのです。そうすると、
抗がん剤や放射線が体の中で散らばっ
てしまい副作用が出てしまう。小林先
生の技術の面白いところは、がん細胞
に光を当てるという動作をしないとス
イッチが入らないことなのです。です
から、血液の中で多少切れたとしても、
そこは副作用が起こらなくて、外から
うまく光が当たったところだけが、時
限爆弾と言ったらいいのか、いわゆる
光感受性物質というものが細胞の膜に
穴をあけて死んでしまいます。いいと

ころはスイッチのオン・オフを決めら
れることですが、逆に弱点というのは、
光がもし届かないような状況ですと、
その効果がなかなか出ないことです。
　池脇　確かに光を当てるといっても、
その光がどのくらい深部までいくのか
ですが、近赤外線は比較的深部まで届
くタイプのものと聞いています。いか
がでしょうか。
　土井　この光はそれほど深くまで届
きません。ただ、この技術は非常に面
白くて、専門用語でIR700というその
色素は、いわゆる合体ロボットではな
いのですが、治療に適した欲しい色素
に変えていけます。今は赤い光、赤に
近い光に反応するものですが、青い光、
もっと人間の目に見えないような光に
反応する物質もいろいろ見つかってき
ていますので、今後はいろいろ新しい
タイプの光免疫もできてくる可能性が
あります。現時点では浅いところしか
届かないということになります。
　池脇　日本の内視鏡技術は世界のト
ップレベルにありますし、必ずしも体
表面から光を当てなくても、内視鏡で
体の深部に持っていって、というアプ
ローチもあるのでしょうか。
　土井　もともと私は内視鏡医として、
こういった抗がん剤の開発に関わって
いました。人間が物を見るのは光を見
ている、要するに光が当たったところ
が見えているのです。ですから、内視
鏡は何をしているかというと、光を当
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てて、その反射を私たちは画像として
見ていることになるので、小林先生の
技術を見たときに、おそらく内視鏡の
技術と非常に相性はいいだろうと思い
ました。今後は早期の胃がんなどにも
これを用いて内視鏡で観察すれば結局
がんを殺せる可能性もありますので、
そういった使い方も考えられるかもし
れないですね。
　池脇　抗がん剤治療は副作用との戦
いというイメージが私にはあるのです
が、この治療のポイントである、がん
特異的にくっつく抗体と、光感受性物
質、この両方の条件が本当にぴったり
と合えば、この治療は副作用が見当た
らない気がするのです。どうなのでし
ょう。
　土井　非常によく効く治療法なので、
がん細胞が塊で、そこのがん細胞がた
くさん死んでしまうと、血管とかも巻
き込んでしまい、やはり出血のリスク
がありますし、組織欠損として大きく
なくなってしまいます。痛みとか感染
とか、先ほど言った光感受性物質はど
うしても日光に当たったりすると皮膚
炎を起こしたりするので、その間だけ
暗い部屋にいていただくようなことに
なるかもしれません。
　池脇　いずれにしても、非常に画期
的な治療ですね。小林先生はNIHにお
られたので、米国の研究のほうが先行
しているとはいえ、いよいよ去年、日
本で頭頸部癌に対して承認されました。

その２年ほど前から先生方はphaseⅠ
の治験をされているのですよね。
　土井　はい。
　池脇　phaseⅠの安全性に関しては
いかがでしょうか。
　土井　すでに海外の医師らが、何十
人もの患者さんに投与していますので、
おそらく安全性の問題はないだろうと
思います。ただ、これは外科医も入り
ながらの技術になってきます。そこの
部分がまだ、初めて行うという技術的
な安定感というところで安全性を見て
いくことがメインになっています。実
際に当院の外科の林先生たちが中心に
なって行われたのですが、最初は緊張
されていたものの、非常に上手にコン
トロールできるということが徐々にわ
かってきました。安全性は極めて良好
だと思います。
　池脇　そして、頭頸部癌に対してい
よいよ承認されたのですが、これは一
斉に全国的にやるのでしょうか。それ
とも、ある程度施設を限定してやって
いくようなかたちになるのでしょうか。
　土井　やはり新しい治療であり、日
本人に対しての有効性をみた経験数も
非常に少ないこともあります。また、
先ほど申し上げたように、光を上手に
当てるという治療技術の世界になって
くるので、現時点では施設数を絞って、
そこでトレーニングを積んだ医師たち
が日本に広げていくかたちになります。
この辺は、もう少し時間はかかるかも

しれないのですが、日本では高い技術
水準で広がるのではないかと思います。
　池脇　本当に画期的な治療であるが
ゆえに、着実に慎重に進めていくこと
を重視されているようですね。最後に、
この治療のコストを考えると、抗体や
光感受性物質、あるいは赤外線を作る
レーザー発生装置は、それほど高くな
い印象があるのですが、どうなのでし
ょう。
　土井　皆さんご存じだと思いますが、
例えば再生細胞医療には億近い医療費
がかかったり、最近の新薬であれば
1,000万円近い金額になるのですが、抗
体医薬品は非常に大量に作ることがで
きるインフラなどができていますし、
光感受性物質自体も非常にコストが安
い。レーザーの機器も、この薬を製造・ 
販売している企業が自社製品として作
っているので、トータルのコストは非
常に安い治療になっているのではない
かと思います。
　池脇　光を当ててがん細胞を破壊す

るというのも数分ぐらいの単位ででき
るということで、治療そのものも入院
ではなく日帰りも可能なのですか。
　土井　小さい病変で、いわゆる血管
を巻き込んでいないようなリスクのと
きは大丈夫だと思いますが、現時点で
は大きな病変、特にこの治療の対象と
なる患者さんは通常の治療で抵抗性に
なった患者さん、効かなくなった患者
さんですので、医師の判断で入院の必
要性を考えた上で行うことになると思
います。
　池脇　今後の治療成績が本当に楽し
みな治療ですね。
　土井　そうですね。今までは進行が
んを中心にした開発になっていました
けれども、局所の制御率が非常にいい
ので、より早期の段階での治療法の開
発や、抗体をかえて、いろいろな対象
の癌種にも使える可能性がありますの
で、この技術自体は非常に楽しみにし
ていいと思っています。
　池脇　ありがとうございました。
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てて、その反射を私たちは画像として
見ていることになるので、小林先生の
技術を見たときに、おそらく内視鏡の
技術と非常に相性はいいだろうと思い
ました。今後は早期の胃がんなどにも
これを用いて内視鏡で観察すれば結局
がんを殺せる可能性もありますので、
そういった使い方も考えられるかもし
れないですね。
　池脇　抗がん剤治療は副作用との戦
いというイメージが私にはあるのです
が、この治療のポイントである、がん
特異的にくっつく抗体と、光感受性物
質、この両方の条件が本当にぴったり
と合えば、この治療は副作用が見当た
らない気がするのです。どうなのでし
ょう。
　土井　非常によく効く治療法なので、
がん細胞が塊で、そこのがん細胞がた
くさん死んでしまうと、血管とかも巻
き込んでしまい、やはり出血のリスク
がありますし、組織欠損として大きく
なくなってしまいます。痛みとか感染
とか、先ほど言った光感受性物質はど
うしても日光に当たったりすると皮膚
炎を起こしたりするので、その間だけ
暗い部屋にいていただくようなことに
なるかもしれません。
　池脇　いずれにしても、非常に画期
的な治療ですね。小林先生はNIHにお
られたので、米国の研究のほうが先行
しているとはいえ、いよいよ去年、日
本で頭頸部癌に対して承認されました。

その２年ほど前から先生方はphaseⅠ
の治験をされているのですよね。
　土井　はい。
　池脇　phaseⅠの安全性に関しては
いかがでしょうか。
　土井　すでに海外の医師らが、何十
人もの患者さんに投与していますので、
おそらく安全性の問題はないだろうと
思います。ただ、これは外科医も入り
ながらの技術になってきます。そこの
部分がまだ、初めて行うという技術的
な安定感というところで安全性を見て
いくことがメインになっています。実
際に当院の外科の林先生たちが中心に
なって行われたのですが、最初は緊張
されていたものの、非常に上手にコン
トロールできるということが徐々にわ
かってきました。安全性は極めて良好
だと思います。
　池脇　そして、頭頸部癌に対してい
よいよ承認されたのですが、これは一
斉に全国的にやるのでしょうか。それ
とも、ある程度施設を限定してやって
いくようなかたちになるのでしょうか。
　土井　やはり新しい治療であり、日
本人に対しての有効性をみた経験数も
非常に少ないこともあります。また、
先ほど申し上げたように、光を上手に
当てるという治療技術の世界になって
くるので、現時点では施設数を絞って、
そこでトレーニングを積んだ医師たち
が日本に広げていくかたちになります。
この辺は、もう少し時間はかかるかも

しれないのですが、日本では高い技術
水準で広がるのではないかと思います。
　池脇　本当に画期的な治療であるが
ゆえに、着実に慎重に進めていくこと
を重視されているようですね。最後に、
この治療のコストを考えると、抗体や
光感受性物質、あるいは赤外線を作る
レーザー発生装置は、それほど高くな
い印象があるのですが、どうなのでし
ょう。
　土井　皆さんご存じだと思いますが、
例えば再生細胞医療には億近い医療費
がかかったり、最近の新薬であれば
1,000万円近い金額になるのですが、抗
体医薬品は非常に大量に作ることがで
きるインフラなどができていますし、
光感受性物質自体も非常にコストが安
い。レーザーの機器も、この薬を製造・ 
販売している企業が自社製品として作
っているので、トータルのコストは非
常に安い治療になっているのではない
かと思います。
　池脇　光を当ててがん細胞を破壊す

るというのも数分ぐらいの単位ででき
るということで、治療そのものも入院
ではなく日帰りも可能なのですか。
　土井　小さい病変で、いわゆる血管
を巻き込んでいないようなリスクのと
きは大丈夫だと思いますが、現時点で
は大きな病変、特にこの治療の対象と
なる患者さんは通常の治療で抵抗性に
なった患者さん、効かなくなった患者
さんですので、医師の判断で入院の必
要性を考えた上で行うことになると思
います。
　池脇　今後の治療成績が本当に楽し
みな治療ですね。
　土井　そうですね。今までは進行が
んを中心にした開発になっていました
けれども、局所の制御率が非常にいい
ので、より早期の段階での治療法の開
発や、抗体をかえて、いろいろな対象
の癌種にも使える可能性がありますの
で、この技術自体は非常に楽しみにし
ていいと思っています。
　池脇　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（Ⅳ）

ファルメディコ株式会社代表取締役社長
狭　間　研　至

（聞き手　大西　真）

オンライン服薬指導

　大西　狭間先生、まず初めに現在、
オンライン服薬指導について一般にい
われていることへの誤解など、いろい
ろあるのではないかという先生のお考
えあたりからお聞かせいただけますか。
　狭間　シンプルに服薬指導という言
葉ですが、インターネットで調べてみ
ると、薬の説明をすることと書いてあ
る場合が多くて、一般の方も、また薬
剤師自身もそう思われていることがあ
るようです。ただ、改正薬機法（医薬
品・医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保に関する法律）で、必要に
応じた服用後のフォローが義務化され
たり、医師へのフィードバックが努力
義務とされたりと変わっています。私
は勝手にフォロー、アセスメント、フ
ィードバックの頭文字を並べて、FAF
（ファフ）と言っているのですが、FAF
をきっちり薬剤師がすることを含めた
ものが服薬指導だと思うのです。端的
にいうと、まずのめているかどうか、
そして効いているかどうか。そして、
予期される副作用が出ていないかどう

か。これらを薬剤師が自分で確かめて、
必要があれば、次はこうしたほうがい
いとか、今すぐにこうしたほうがいい
ということを医師に返す。ここまでを
含めた概念が服薬指導というべきでは
ないかと、これが私の一つのポイント
です。
　大西　医薬分業が随分進められてき
たものの、それなりに課題があるかと
思うのですが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　狭間　これは私が講演したときに経
験したことです。1974年に医薬分業制
度が始まったのですが、厚生労働省を
引退されたばかりの先生に、「それ、
なぜやったかわかる？」というような
ことを質問されました。改めて「どう
してですか」と聞くと、薬害の問題や、
薬漬け医療の問題があったと。医薬分
業というのは世界標準ですから、そう
いったものをきちんと日本にも導入す
ることで、いわゆる多剤併用、そして
薬剤性の有害事象、言ってみると昨今
のポリファーマシーの問題が解決され

るという大命題があって医薬分業制度
を地域医療の中に導入したはずだと。
　ところが、それから40年経つけれど
も、全然変わっておらず、いまだにポ
リファーマシーと言っている。だとす
ると、この問題を解決せずに、薬局の
ビジネスのあり方や大きさを議論する
ことはおかしいのではないかとも言わ
れました。医薬分業は今や当たり前の
ものになって、いい面もたくさんあっ
たと思うのですが、根本の問題が解決
していない。時々薬局や、場合によっ
ては薬局の薬剤師に対して多少批判的
な物言いがあるときにはそれが根底に
ある。これが医薬分業の一つの課題で
はないかと思います。
　大西　大きな問題だと思いますね。
薬剤師が専門性をさらに発揮していく
ためにはどのようにしていったらよい
でしょうか。
　狭間　端的にいうと、薬剤師の専門
性の発揮とは薬学部で学んだことをい
かに生かせるかだと思うのです。私自
身、もちろん学んでいませんが、はた
で見ていると、医学部の課程でも薬理
学や薬物動態学という基礎薬学の部類
をかなり詳しくやっている。さらに、
製剤学の知識というのは、簡易懸濁法
やゴーストピルの問題もありますし、
貼付剤を切っていいかどうかのような
話から、日常的に近いところの部分を
薬剤師は勉強しているのです。
　ところが、この知識は、薬が体に入

った後どうなるかという薬理学だった
り、吸収・分布・代謝・排泄という薬
物動態学や製剤学です。ということは、
先ほどのFAFにつながりますが、患者
さんに薬を出した後、薬剤師が見るこ
とで初めて専門性が出るのではないか。
これが今まで不思議と気づかれなかっ
たのは、自らが持っている極めて突出
した専門性は薬剤師同士で仕事をする
機会が多いと、皆同じ資格を持った人
で当たり前だからです。でも、それこ
そ調剤室から出て患者さんに会ったり、
そのことを医師に言ったりしたときに、
医師や看護師が二度見するような専門
性を持っているのです。そこに先ほど
の「見なければならない」という薬機
法、薬剤師法の改正がうまくオーバー
ラップして、薬剤師が専門性を出せる
ようになるのではと思います。
　大西　薬剤師による服薬指導もここ
数年、だいぶ変わってきたと思うので
すが、そのあたりを教えていただけま
すか。
　狭間　いわゆる薬局、保険調剤薬局
においては、服用後のフォローのとこ
ろに初めて保険の点数がついたのです。
そこは非常に大きいところで、吸入剤
とかインスリンを単に吸い方や打ち方
を説明するだけではなく、きちんと使
えているかどうかを見る。あとこの10
年ぐらいで急速に広がってきましたが、
外来がん化学療法のときの副作用は必
発ですから、保険薬局で薬を渡した後、
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅳ）

ファルメディコ株式会社代表取締役社長
狭　間　研　至

（聞き手　大西　真）

オンライン服薬指導

　大西　狭間先生、まず初めに現在、
オンライン服薬指導について一般にい
われていることへの誤解など、いろい
ろあるのではないかという先生のお考
えあたりからお聞かせいただけますか。
　狭間　シンプルに服薬指導という言
葉ですが、インターネットで調べてみ
ると、薬の説明をすることと書いてあ
る場合が多くて、一般の方も、また薬
剤師自身もそう思われていることがあ
るようです。ただ、改正薬機法（医薬
品・医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保に関する法律）で、必要に
応じた服用後のフォローが義務化され
たり、医師へのフィードバックが努力
義務とされたりと変わっています。私
は勝手にフォロー、アセスメント、フ
ィードバックの頭文字を並べて、FAF
（ファフ）と言っているのですが、FAF
をきっちり薬剤師がすることを含めた
ものが服薬指導だと思うのです。端的
にいうと、まずのめているかどうか、
そして効いているかどうか。そして、
予期される副作用が出ていないかどう

か。これらを薬剤師が自分で確かめて、
必要があれば、次はこうしたほうがい
いとか、今すぐにこうしたほうがいい
ということを医師に返す。ここまでを
含めた概念が服薬指導というべきでは
ないかと、これが私の一つのポイント
です。
　大西　医薬分業が随分進められてき
たものの、それなりに課題があるかと
思うのですが、そのあたりを教えてい
ただけますか。
　狭間　これは私が講演したときに経
験したことです。1974年に医薬分業制
度が始まったのですが、厚生労働省を
引退されたばかりの先生に、「それ、
なぜやったかわかる？」というような
ことを質問されました。改めて「どう
してですか」と聞くと、薬害の問題や、
薬漬け医療の問題があったと。医薬分
業というのは世界標準ですから、そう
いったものをきちんと日本にも導入す
ることで、いわゆる多剤併用、そして
薬剤性の有害事象、言ってみると昨今
のポリファーマシーの問題が解決され

るという大命題があって医薬分業制度
を地域医療の中に導入したはずだと。
　ところが、それから40年経つけれど
も、全然変わっておらず、いまだにポ
リファーマシーと言っている。だとす
ると、この問題を解決せずに、薬局の
ビジネスのあり方や大きさを議論する
ことはおかしいのではないかとも言わ
れました。医薬分業は今や当たり前の
ものになって、いい面もたくさんあっ
たと思うのですが、根本の問題が解決
していない。時々薬局や、場合によっ
ては薬局の薬剤師に対して多少批判的
な物言いがあるときにはそれが根底に
ある。これが医薬分業の一つの課題で
はないかと思います。
　大西　大きな問題だと思いますね。
薬剤師が専門性をさらに発揮していく
ためにはどのようにしていったらよい
でしょうか。
　狭間　端的にいうと、薬剤師の専門
性の発揮とは薬学部で学んだことをい
かに生かせるかだと思うのです。私自
身、もちろん学んでいませんが、はた
で見ていると、医学部の課程でも薬理
学や薬物動態学という基礎薬学の部類
をかなり詳しくやっている。さらに、
製剤学の知識というのは、簡易懸濁法
やゴーストピルの問題もありますし、
貼付剤を切っていいかどうかのような
話から、日常的に近いところの部分を
薬剤師は勉強しているのです。
　ところが、この知識は、薬が体に入

った後どうなるかという薬理学だった
り、吸収・分布・代謝・排泄という薬
物動態学や製剤学です。ということは、
先ほどのFAFにつながりますが、患者
さんに薬を出した後、薬剤師が見るこ
とで初めて専門性が出るのではないか。
これが今まで不思議と気づかれなかっ
たのは、自らが持っている極めて突出
した専門性は薬剤師同士で仕事をする
機会が多いと、皆同じ資格を持った人
で当たり前だからです。でも、それこ
そ調剤室から出て患者さんに会ったり、
そのことを医師に言ったりしたときに、
医師や看護師が二度見するような専門
性を持っているのです。そこに先ほど
の「見なければならない」という薬機
法、薬剤師法の改正がうまくオーバー
ラップして、薬剤師が専門性を出せる
ようになるのではと思います。
　大西　薬剤師による服薬指導もここ
数年、だいぶ変わってきたと思うので
すが、そのあたりを教えていただけま
すか。
　狭間　いわゆる薬局、保険調剤薬局
においては、服用後のフォローのとこ
ろに初めて保険の点数がついたのです。
そこは非常に大きいところで、吸入剤
とかインスリンを単に吸い方や打ち方
を説明するだけではなく、きちんと使
えているかどうかを見る。あとこの10
年ぐらいで急速に広がってきましたが、
外来がん化学療法のときの副作用は必
発ですから、保険薬局で薬を渡した後、
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それをきちんと自分で見て、プロトコ
ールも医療機関と共有して患者さんに
フィードバックする。こうしたことが
保険上評価されるようになったのは大
きいと思います。
　大西　今コロナが非常に蔓延して、
その影響か、オンラインの診療がだい
ぶ進んでいると思うのですが、オンラ
インの服薬指導の現状はどのようなも
のなのでしょうか。
　狭間　私もけっこう医師からオンラ
イン服薬指導の質問をいただくことが
あります。オンライン診療はけっこう
一気に広まった感があるのですが、オ
ンライン服薬指導についてはスポット
ライトがそんなに当たっておらず、非
常に付随した感じがするのです。一気
通貫にやりますと言ったときに、医師
がオンラインでやる以上、薬剤師もオ
ンラインでするように引きずられそう
な感じがあります。薬を説明するよう
なかたちだったら付随的に引っ張られ
ると思うのですが、もしフォローして、
アセスメントして、フィードバックを
するとなると状況は異なってきます。
病院と違って、患者さんと薬局の間に
は距離があるので、距離をオンライン
で乗り越えられるのなら、かなり現実
味を帯びてくる。薬剤師の定められた
活動を忙しい毎日でやる際に、オンラ
インという武器が手に入ったのだとと
らえると、忙しくてできないとか、こ
れがあるからできないとなっていたの

が、パサッと変わるのではないかと思
います。
　大西　そのように進むと非常に素晴
らしいと思いますが、一方で何か課題
みたいなものはありますか。
　狭間　特区でもけっこう条件が厳し
い状況で始まって、症例数がそれほど
集まらず、当時の政府のリーダーシッ
プもあって進めていったところでも、
限定的でした。しかし、コロナの蔓延
の中で、2020年４月10日の事務連絡が
あって、今まで慎重に慎重に議論して
きたものが、医師にも薬剤師にも一気
に広がるようになりました。
　そういったことを考えると、まだま
だ不慣れな部分はありますが、電話等
でも可能になりました。もともとのオ
ンライン診療やオンライン服薬指導の
システムの場合には、それは本当に薬
剤師です、医師です、まさにその患者
さんですという真正性の確認であった
り、非常にセンシティブなデータをや
り取りするはずなので、そこの秘匿性
であったり、もしくはお金のやり取り
の部分であったり、全部作ったシステ
ムを使うことになっていました。しか
し、コロナの影響で電話など、出来合
いの通信手段でいいということになる
と、本人確認がけっこう緩くなってし
まうので、悪意を持ってやる人はもち
ろんいないと思いますが、少し気をつ
けないといけない課題としてあるかと
思います。

　大西　今後の展開として、医薬品を
患者さんへお届けするルートの確立が
重要だと思うのですが、ドローンを使
うとか、いろいろな試みが考えられて
いると聞きました。そのあたりの展開
はいかがでしょうか。
　狭間　遠隔で診療をしている皮膚科
医に言わせると、８Kもいらないのだ
そうです。４Kぐらいあったらわかる。
要は通信手段や映像の質のほうがオー
バースペックになっている。しかしな
がら、薬だけは絶対に運ばないといけ
ないと。
　大西　確かにそうですね。
　狭間　薬だけはデータで送るわけに
いかない。そうなったときに薬のデリ
バリーをどうするかは、採算性とすご
く関係してくると思うのです。ここに
ものすごい人件費や燃料代がかかって
しまう。ここが遠隔でオンライン診療
とか、オンライン服薬指導の後、薬を
どうやって届けるかのビジネスモデル

が成り立つかどうかの分水嶺だと思う
のです。ドローンが思いのほか進んで
いて、人や家がある上を自動運転で飛
ぶというレベル４も、2021～22年の辺
りには実用化に向けたロードマップを
書いています。そうなってくると、よ
り安全に、もしくは簡便に、安価に運
べる。そうしたら、もっとオンライン
診療、オンライン服薬指導は進むこと
になるのではと思います。
　大西　超高齢化社会を迎える、特に
地域医療で非常に役に立ちそうですね。
　狭間　そういった山間部もそうです
し、都市部でも公団住宅の４階とか５
階の、買い物弱者と医療弱者はオーバ
ーラップしますので、そういう人たち
に物流も含めて医療と生活のインフラ
をお届けする仕組みが、これから地域
医療では必要になるのではないかと思
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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それをきちんと自分で見て、プロトコ
ールも医療機関と共有して患者さんに
フィードバックする。こうしたことが
保険上評価されるようになったのは大
きいと思います。
　大西　今コロナが非常に蔓延して、
その影響か、オンラインの診療がだい
ぶ進んでいると思うのですが、オンラ
インの服薬指導の現状はどのようなも
のなのでしょうか。
　狭間　私もけっこう医師からオンラ
イン服薬指導の質問をいただくことが
あります。オンライン診療はけっこう
一気に広まった感があるのですが、オ
ンライン服薬指導についてはスポット
ライトがそんなに当たっておらず、非
常に付随した感じがするのです。一気
通貫にやりますと言ったときに、医師
がオンラインでやる以上、薬剤師もオ
ンラインでするように引きずられそう
な感じがあります。薬を説明するよう
なかたちだったら付随的に引っ張られ
ると思うのですが、もしフォローして、
アセスメントして、フィードバックを
するとなると状況は異なってきます。
病院と違って、患者さんと薬局の間に
は距離があるので、距離をオンライン
で乗り越えられるのなら、かなり現実
味を帯びてくる。薬剤師の定められた
活動を忙しい毎日でやる際に、オンラ
インという武器が手に入ったのだとと
らえると、忙しくてできないとか、こ
れがあるからできないとなっていたの

が、パサッと変わるのではないかと思
います。
　大西　そのように進むと非常に素晴
らしいと思いますが、一方で何か課題
みたいなものはありますか。
　狭間　特区でもけっこう条件が厳し
い状況で始まって、症例数がそれほど
集まらず、当時の政府のリーダーシッ
プもあって進めていったところでも、
限定的でした。しかし、コロナの蔓延
の中で、2020年４月10日の事務連絡が
あって、今まで慎重に慎重に議論して
きたものが、医師にも薬剤師にも一気
に広がるようになりました。
　そういったことを考えると、まだま
だ不慣れな部分はありますが、電話等
でも可能になりました。もともとのオ
ンライン診療やオンライン服薬指導の
システムの場合には、それは本当に薬
剤師です、医師です、まさにその患者
さんですという真正性の確認であった
り、非常にセンシティブなデータをや
り取りするはずなので、そこの秘匿性
であったり、もしくはお金のやり取り
の部分であったり、全部作ったシステ
ムを使うことになっていました。しか
し、コロナの影響で電話など、出来合
いの通信手段でいいということになる
と、本人確認がけっこう緩くなってし
まうので、悪意を持ってやる人はもち
ろんいないと思いますが、少し気をつ
けないといけない課題としてあるかと
思います。

　大西　今後の展開として、医薬品を
患者さんへお届けするルートの確立が
重要だと思うのですが、ドローンを使
うとか、いろいろな試みが考えられて
いると聞きました。そのあたりの展開
はいかがでしょうか。
　狭間　遠隔で診療をしている皮膚科
医に言わせると、８Kもいらないのだ
そうです。４Kぐらいあったらわかる。
要は通信手段や映像の質のほうがオー
バースペックになっている。しかしな
がら、薬だけは絶対に運ばないといけ
ないと。
　大西　確かにそうですね。
　狭間　薬だけはデータで送るわけに
いかない。そうなったときに薬のデリ
バリーをどうするかは、採算性とすご
く関係してくると思うのです。ここに
ものすごい人件費や燃料代がかかって
しまう。ここが遠隔でオンライン診療
とか、オンライン服薬指導の後、薬を
どうやって届けるかのビジネスモデル

が成り立つかどうかの分水嶺だと思う
のです。ドローンが思いのほか進んで
いて、人や家がある上を自動運転で飛
ぶというレベル４も、2021～22年の辺
りには実用化に向けたロードマップを
書いています。そうなってくると、よ
り安全に、もしくは簡便に、安価に運
べる。そうしたら、もっとオンライン
診療、オンライン服薬指導は進むこと
になるのではと思います。
　大西　超高齢化社会を迎える、特に
地域医療で非常に役に立ちそうですね。
　狭間　そういった山間部もそうです
し、都市部でも公団住宅の４階とか５
階の、買い物弱者と医療弱者はオーバ
ーラップしますので、そういう人たち
に物流も含めて医療と生活のインフラ
をお届けする仕組みが、これから地域
医療では必要になるのではないかと思
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（Ⅳ）

東北大学大学院てんかん学分野教授
中　里　信　和

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　てんかん

　大西　中里先生、てんかんのオンラ
イン診療というテーマでお話をうかが
いたいと思います。
　今年で３・11の震災から10年たちま
すが、先生が遠隔診療を始められたの
は３・11がきっかけだったという記事
を読んだことがあります。そのあたり
からご紹介いただけますか。
　中里　宮城県の沿岸北部は、気仙沼
市というところなのですが、東北大学
から片道３時間かかる地域なのです。
私のふるさとはその隣の陸前高田市だ
ったので、ふるさと支援の気持ちも込
めて、オンラインで患者さんを診察す
るのを始めたのが2012年の３月ですか
ら、ちょうど１年後でした。ただ、ご
存じのように、対面診察しないで診療
するのは医師法に違反することだった
ので、患者さんと一緒に向こうの主治
医に同席していただいて、それを私が
遠くから支援するという形式を取って
いたので、診療報酬も取っていません
し、完全にボランティアでやっていま
した。実はそれが現在も続いています。

　大西　いわゆる復興支援の一つのか
たちでやっていらっしゃったのですね。
　中里　はい、おっしゃるとおりです。
　大西　そのメリットやデメリットは
何かありましたか。
　中里　メリットはたくさんあります。
デメリットは感じていません。てんか
んの患者さんの診察にはお一人に１時
間以上かけているので、そちらに時間
を割くことが重要ですし、ハイビジョ
ンの非常に高品質の音声と画像だった
ので、immersiveというのですが、患
者さんも私もどっぷりつかった感があ
るのです。ですから、オンラインで診
察していることなど忘れたようになっ
て、夢中で患者さんとの話が１時間、
あっという間に過ぎていくという感じ
です。
　大西　それは素晴らしいですね。そ
れで、いろいろ状況が変わってきて、
2019年からですか、またいろいろなや
り方が出てきたと思うのですが、その
辺を教えていただけますか。
　中里　最初、その気仙沼との間はD 

to P with Dというドクターがいるか
たちでしたが、もう直接患者さんと診
察しても大丈夫ではないかという自信
が持ててきたのです。そこで、厚生労
働省に相談に行ったのですが、D to P
で本当の１対１でのオンライン診療を
始めたいと言ったら、それはだめだと。
要するに、診療報酬で認められていな
いし、かつ初診の患者さんをオンライ
ンで診療するのも法律で禁止されてい
る。困ったところを、厚生労働省の担
当官が「いや、セカンドオピニオンな
らいいですよ」と。つまり、地元の主
治医から手紙、紹介状をもらって、私
がオンラインで診察しても、その結果
で処方箋を書くわけでもありません。
どのように治療方針を変えたらいいか
のセカンドオピニオンを主治医に紹介
状の返事で戻して、あくまでも治療方
針の変更は地元の主治医と患者さんと
の間で行ってもらう。これで、しかも
自由診療だったら全く問題ないと言わ
れたので、その方法でオンラインセカ
ンドオピニオンを始めたのが2019年５
月になります。
　大西　これは国立大学としては初め
ての試みだったのですか。
　中里　はい。大学病院としては初め
てでした。コロナの影響もあって、オ
ンライン診療は基本的には再診の患者
さんの簡単な処方の変更等を行うため
にだいぶ普及はしてきました。しかし、
私たちは専門的な医療を地域によるギ

ャップなしに、あまねく広めるという
意味で、大学病院的なオンライン診療
としてはセカンドオピニオンのかたち
がいいのではないかと思っています。
　大西　具体的には何かアプリとかパ
ソコンとかを使って行うのでしょうか。
　中里　そうです。私は現在、メドレ
ー社のCLINICSというアプリを使って
います。ですから、会計等や、あるい
は患者さんの予約は全部そちらで済み、
病院としても、細かな会計請求等をし
なくていいので非常に楽です。ただ、
アプリで予約した後、患者さんには必
ず「診察予定日の１週間前までに届く
ように、紹介状や脳波やMRIの検査な
どを東北大学に送ってください」とい
うメッセージが出るようになっていま
す。
　大西　時間はどれぐらいかけている
のですか。
　中里　こちらも対面の場合と同じで
お一人１時間かけています。30分と銘
打っていますが、患者さんには「１時
間あるから、ゆっくりお話ししましょ
うね」と言っています。
　大西　寝たきりの患者さんもやりや
すくなるのですか。
　中里　てんかんに関していうと寝た
きりはないのですが、お一人だけ重症
な脳炎後で人工呼吸器をつけている患
者さんがいました。てんかんには普通
珍しいのですが、その方は自宅から連
れてくるのもなかなかたいへんで、わ
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅳ）

東北大学大学院てんかん学分野教授
中　里　信　和

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の実際　てんかん

　大西　中里先生、てんかんのオンラ
イン診療というテーマでお話をうかが
いたいと思います。
　今年で３・11の震災から10年たちま
すが、先生が遠隔診療を始められたの
は３・11がきっかけだったという記事
を読んだことがあります。そのあたり
からご紹介いただけますか。
　中里　宮城県の沿岸北部は、気仙沼
市というところなのですが、東北大学
から片道３時間かかる地域なのです。
私のふるさとはその隣の陸前高田市だ
ったので、ふるさと支援の気持ちも込
めて、オンラインで患者さんを診察す
るのを始めたのが2012年の３月ですか
ら、ちょうど１年後でした。ただ、ご
存じのように、対面診察しないで診療
するのは医師法に違反することだった
ので、患者さんと一緒に向こうの主治
医に同席していただいて、それを私が
遠くから支援するという形式を取って
いたので、診療報酬も取っていません
し、完全にボランティアでやっていま
した。実はそれが現在も続いています。

　大西　いわゆる復興支援の一つのか
たちでやっていらっしゃったのですね。
　中里　はい、おっしゃるとおりです。
　大西　そのメリットやデメリットは
何かありましたか。
　中里　メリットはたくさんあります。
デメリットは感じていません。てんか
んの患者さんの診察にはお一人に１時
間以上かけているので、そちらに時間
を割くことが重要ですし、ハイビジョ
ンの非常に高品質の音声と画像だった
ので、immersiveというのですが、患
者さんも私もどっぷりつかった感があ
るのです。ですから、オンラインで診
察していることなど忘れたようになっ
て、夢中で患者さんとの話が１時間、
あっという間に過ぎていくという感じ
です。
　大西　それは素晴らしいですね。そ
れで、いろいろ状況が変わってきて、
2019年からですか、またいろいろなや
り方が出てきたと思うのですが、その
辺を教えていただけますか。
　中里　最初、その気仙沼との間はD 

to P with Dというドクターがいるか
たちでしたが、もう直接患者さんと診
察しても大丈夫ではないかという自信
が持ててきたのです。そこで、厚生労
働省に相談に行ったのですが、D to P
で本当の１対１でのオンライン診療を
始めたいと言ったら、それはだめだと。
要するに、診療報酬で認められていな
いし、かつ初診の患者さんをオンライ
ンで診療するのも法律で禁止されてい
る。困ったところを、厚生労働省の担
当官が「いや、セカンドオピニオンな
らいいですよ」と。つまり、地元の主
治医から手紙、紹介状をもらって、私
がオンラインで診察しても、その結果
で処方箋を書くわけでもありません。
どのように治療方針を変えたらいいか
のセカンドオピニオンを主治医に紹介
状の返事で戻して、あくまでも治療方
針の変更は地元の主治医と患者さんと
の間で行ってもらう。これで、しかも
自由診療だったら全く問題ないと言わ
れたので、その方法でオンラインセカ
ンドオピニオンを始めたのが2019年５
月になります。
　大西　これは国立大学としては初め
ての試みだったのですか。
　中里　はい。大学病院としては初め
てでした。コロナの影響もあって、オ
ンライン診療は基本的には再診の患者
さんの簡単な処方の変更等を行うため
にだいぶ普及はしてきました。しかし、
私たちは専門的な医療を地域によるギ

ャップなしに、あまねく広めるという
意味で、大学病院的なオンライン診療
としてはセカンドオピニオンのかたち
がいいのではないかと思っています。
　大西　具体的には何かアプリとかパ
ソコンとかを使って行うのでしょうか。
　中里　そうです。私は現在、メドレ
ー社のCLINICSというアプリを使って
います。ですから、会計等や、あるい
は患者さんの予約は全部そちらで済み、
病院としても、細かな会計請求等をし
なくていいので非常に楽です。ただ、
アプリで予約した後、患者さんには必
ず「診察予定日の１週間前までに届く
ように、紹介状や脳波やMRIの検査な
どを東北大学に送ってください」とい
うメッセージが出るようになっていま
す。
　大西　時間はどれぐらいかけている
のですか。
　中里　こちらも対面の場合と同じで
お一人１時間かけています。30分と銘
打っていますが、患者さんには「１時
間あるから、ゆっくりお話ししましょ
うね」と言っています。
　大西　寝たきりの患者さんもやりや
すくなるのですか。
　中里　てんかんに関していうと寝た
きりはないのですが、お一人だけ重症
な脳炎後で人工呼吸器をつけている患
者さんがいました。てんかんには普通
珍しいのですが、その方は自宅から連
れてくるのもなかなかたいへんで、わ
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りと近い距離の方だったのですが、オ
ンラインで済み、家族も非常に楽だっ
たと思います。そういった事例もあり
ます。
　大西　てんかんというとポピュラー
な病気なので、ついつい専門外の先生
もいろいろ処方したりすることもあっ
て、問題もあるかと思うのですが、そ
のあたりはどのような状況なのでしょ
うか。
　中里　医師、患者さん、家族もてん
かんを知らない人はいないのですが、
全身けいれんがてんかんだと思ってい
る方が大勢いるのです。けれども、私
たちは「全身けいれんは診断の役には
立ちません」と言っています。患者さ
んしか気づかない小さい感覚発作の症
状や、患者さんの記憶はないけれども、
目撃している家族が気づくおかしな事
件などの、小さな発作を聞き出すこと
が大事で、脳波よりも、検査よりも、
病歴聴取がすべてなのです。ですので、
オンライン診療との親和性が非常に高
いです。
　大西　そうしますと、てんかんの専
門医が介入できるところがとても大き
なメリットのような気がしたのですが。
　中里　そうです。本来、てんかん診
断はてんかん専門医がやるべきとガイ
ドラインにも示されています。でも、
てんかん専門医の数は限られています
から、脳外科、神経内科、精神科、小
児科、てんかん学会の会員でなくても

てんかん診療を行っている医師が多く
います。それが悪いわけではないので
すが、半年、１年治療して、少しでも
これはおかしいとか、発作が完全に消
えないという方には、早い段階で専門
医に紹介していただきたいです。
　そういう意味で、オンラインだと地
理的なバリアは関係ありませんので、
垣根が低くなるというメリットがある
かと思います。
　大西　先生が介入されたことで、結
果的にはてんかんでなかった場合もあ
るのでしょうか。
　中里　はい。専門医が診断すると、
対面、オンラインにかかわらず、５年、
10年、薬をのんでいる方でも病歴聴取
だけで３割はてんかんを否定できます。
　大西　そうしますと、よけいな薬を
のんでいたというケースもあるのです
ね。
　中里　そうなのです。必要に応じて、
外来では無理だから入院検査しましょ
うとすることもできますし、その説得
もカメラ越しで顔を見ながら行うと患
者さんは信用してくださいますので、
いいと思います。
　大西　そうすると、オンライン診療
で介入した患者さんを、例えば先生の
病院で入院して診るとか、そういうこ
とも組み合わせてやるのでしょうか。
　中里　おっしゃるとおりです。入院
検査が必要な場合、近くの患者さんは
当院への入院も勧めていますし、北海

道から九州まで、いろいろな患者さん
がいるので、遠方の患者さんには一番
近い適した病院を紹介しています。
　大西　先生のいろいろな試みが日本
のてんかん診療体制の見直しにつなが
るように思ってうかがっていたのです
が、まさに改善されるということなの
でしょうか。
　中里　てんかん学会は以前から、早
くてんかん専門医に診せてくださいと
いうメッセージを伝えていましたが、
オンラインというオプションを提示す
ることで、より患者さんにとっても、
あるいは紹介して送り出す主治医にと
っても、気楽になると思うのです。そ
のメリットは大きいと思うので、もっ
と普及できるような体制づくりも必要
だと思っています。
　大西　こういう試みは全国的にも今、
広がってきているのでしょうか。
　中里　はい。おかげさまでオンライ
ンセカンドオピニオンは当院以外でも
４つ５つぐらいの施設が始めていて、
皆さん、とても便利だとおっしゃって
くださっています。
　大西　先生のところも、東北の方だ

けではなくて、北は北海道から南は沖
縄まで、いろいろな患者さんとオンラ
イン診療を行うシステムになっている
のでしょうか。
　中里　今までのように飛行機や新幹
線に乗って、１泊、２泊して来院せず
に済むようになりました。
　大西　それは素晴らしいですね。
　中里　疾患にもよると思いますが、
てんかんは脳波のMRIも大事ですが、
それ以上に発作を多く見ている専門医
が病歴を取ることでほとんど決まって
しまうといってもいいくらいですので、
オンライン診療向きなのです。
　大西　将来の展望はどのように期待
されていますか。
　中里　海外に比べると日本は規制が
多く、オンライン診療を実施できる施
設なども厳密に指定されています。私
たちとしてはもっと広く手軽にできる
ように、診療報酬や、厚生労働省や総
務省などの省庁が出している規制も、
現実に即した、もっと使いやすいかた
ちにしていただければと思っています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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りと近い距離の方だったのですが、オ
ンラインで済み、家族も非常に楽だっ
たと思います。そういった事例もあり
ます。
　大西　てんかんというとポピュラー
な病気なので、ついつい専門外の先生
もいろいろ処方したりすることもあっ
て、問題もあるかと思うのですが、そ
のあたりはどのような状況なのでしょ
うか。
　中里　医師、患者さん、家族もてん
かんを知らない人はいないのですが、
全身けいれんがてんかんだと思ってい
る方が大勢いるのです。けれども、私
たちは「全身けいれんは診断の役には
立ちません」と言っています。患者さ
んしか気づかない小さい感覚発作の症
状や、患者さんの記憶はないけれども、
目撃している家族が気づくおかしな事
件などの、小さな発作を聞き出すこと
が大事で、脳波よりも、検査よりも、
病歴聴取がすべてなのです。ですので、
オンライン診療との親和性が非常に高
いです。
　大西　そうしますと、てんかんの専
門医が介入できるところがとても大き
なメリットのような気がしたのですが。
　中里　そうです。本来、てんかん診
断はてんかん専門医がやるべきとガイ
ドラインにも示されています。でも、
てんかん専門医の数は限られています
から、脳外科、神経内科、精神科、小
児科、てんかん学会の会員でなくても

てんかん診療を行っている医師が多く
います。それが悪いわけではないので
すが、半年、１年治療して、少しでも
これはおかしいとか、発作が完全に消
えないという方には、早い段階で専門
医に紹介していただきたいです。
　そういう意味で、オンラインだと地
理的なバリアは関係ありませんので、
垣根が低くなるというメリットがある
かと思います。
　大西　先生が介入されたことで、結
果的にはてんかんでなかった場合もあ
るのでしょうか。
　中里　はい。専門医が診断すると、
対面、オンラインにかかわらず、５年、
10年、薬をのんでいる方でも病歴聴取
だけで３割はてんかんを否定できます。
　大西　そうしますと、よけいな薬を
のんでいたというケースもあるのです
ね。
　中里　そうなのです。必要に応じて、
外来では無理だから入院検査しましょ
うとすることもできますし、その説得
もカメラ越しで顔を見ながら行うと患
者さんは信用してくださいますので、
いいと思います。
　大西　そうすると、オンライン診療
で介入した患者さんを、例えば先生の
病院で入院して診るとか、そういうこ
とも組み合わせてやるのでしょうか。
　中里　おっしゃるとおりです。入院
検査が必要な場合、近くの患者さんは
当院への入院も勧めていますし、北海

道から九州まで、いろいろな患者さん
がいるので、遠方の患者さんには一番
近い適した病院を紹介しています。
　大西　先生のいろいろな試みが日本
のてんかん診療体制の見直しにつなが
るように思ってうかがっていたのです
が、まさに改善されるということなの
でしょうか。
　中里　てんかん学会は以前から、早
くてんかん専門医に診せてくださいと
いうメッセージを伝えていましたが、
オンラインというオプションを提示す
ることで、より患者さんにとっても、
あるいは紹介して送り出す主治医にと
っても、気楽になると思うのです。そ
のメリットは大きいと思うので、もっ
と普及できるような体制づくりも必要
だと思っています。
　大西　こういう試みは全国的にも今、
広がってきているのでしょうか。
　中里　はい。おかげさまでオンライ
ンセカンドオピニオンは当院以外でも
４つ５つぐらいの施設が始めていて、
皆さん、とても便利だとおっしゃって
くださっています。
　大西　先生のところも、東北の方だ

けではなくて、北は北海道から南は沖
縄まで、いろいろな患者さんとオンラ
イン診療を行うシステムになっている
のでしょうか。
　中里　今までのように飛行機や新幹
線に乗って、１泊、２泊して来院せず
に済むようになりました。
　大西　それは素晴らしいですね。
　中里　疾患にもよると思いますが、
てんかんは脳波のMRIも大事ですが、
それ以上に発作を多く見ている専門医
が病歴を取ることでほとんど決まって
しまうといってもいいくらいですので、
オンライン診療向きなのです。
　大西　将来の展望はどのように期待
されていますか。
　中里　海外に比べると日本は規制が
多く、オンライン診療を実施できる施
設なども厳密に指定されています。私
たちとしてはもっと広く手軽にできる
ように、診療報酬や、厚生労働省や総
務省などの省庁が出している規制も、
現実に即した、もっと使いやすいかた
ちにしていただければと思っています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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