
山形大学医学部第三内科 糖尿病・内分泌代謝科 講師
亀田亘

正しく知ろう
新型コロナウイルス感染症と下垂体疾患

講演2 『医師の立場から』

2020年12月12日（土）14:20-14:40



発表に際して開示すべきCOIはありません。



１）全ての患者さん、ご家族における注意点
•不要不急の外出を控え、できる限り人との接触を避けて下さい。これはあなた自身だ
けではなく家族を守り、新型コロナウイルスの患者さんが急激に増加することによる医
療崩壊を防ぐ最も重要な手段であることをご理解下さい。
•外出や人と会話の際には、マスクをしてソシアルディスタンス(1m以上できれば2m)を
保ちましょう。
•3密(密閉、密集、密接)の空間を避けて下さい。
•室内では定期的に換気をして下さい。
•外出時にはマスクを着用して顔を触らないようにしましょう。
•こまめに石鹸による手洗い、うがい、消毒を徹底して下さい。特に飲食の前には必ず
20秒以上手洗いを行なって下さい。
•規則正しい生活、バランスのとれた食事、十分な睡眠に気をつけて免疫力を保ちま
しょう。
•ご自分の病気が落ち着いている場合には、担当医と必ず相談の上、安全な範囲で来院
回数を減らしましょう。また可能であれば、電話診、FAXでの処方箋の送信についても
相談してみましょう。特に指示されていない限り、処方されている薬は必ず服用を継続
して下さい。
•新型コロナウイルス感染を疑った時の対応には下記のサイトを参考にして下さい。ま
た発熱や咳、呼吸困難、味覚嗅覚障害など疑わしい症状がある時には、他人に移さない
ようにマスクを着用し咳エチケットなど最大限の注意を払いましょう。
新型コロナウイルスについてのQ&A（厚生労働省）

内分泌代謝疾患で治療中の患者さんへ
新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

日本内分泌学会HPから引用して改変

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html


２）糖尿病、高血圧の患者さんにおける注意点
糖尿病、高血圧をお持ちの場合には、新型コロナウイルスに罹った場合に重症化する可
能性が指摘されています。
•感染予防が最も大切です。上記1)のルールをより厳守して感染予防に努めましょう。
•薬剤を自己判断で中止、調節したり、切れてしまうのは非常に危険ですので注意しま
しょう。
•運動について、日常生活における「屋外での運動、散歩」は制限されておらず継続が
可能です。人混みを避けソシアルディスタンスを保てばウォーキングは安全ですので、
積極的に行いましょう。
•自宅待機中には、保存食品、間食の増加、運動不足などで塩分摂取量や体重の増加に
よって糖尿病、高血圧が悪化しがちです。体重は毎日測って増加しないように食事には
十分注意して下さい。可能な方は家庭血圧も毎日測定し、高い血圧が持続したり、血圧
の変動が激しい時にはかかりつけ医に相談しましょう。
•糖尿病の患者さんが万一感染した場合にはシックデイとしての対応が必要です。飲ま
れている薬剤をどうすれば良いか、あらかじめかかりつけ医に確認しておきましょう。
シックデイの対応については下記のサイトが参考になります。
国立国際医療研究センター糖尿病情報センターホームページ

内分泌代謝疾患で治療中の患者さんへ
新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

日本内分泌学会HPから引用して改変

http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/040/060/06.html


３）副腎機能低下症（下垂体性、原発性）で副腎皮質ホルモンの補充療法を受けておら
れる患者さんにおける注意点
副腎機能低下症で副腎皮質ホルモンのﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ®)、ﾃﾞ
ｷｻﾒﾀｿﾞﾝ(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ®)などを服用中の患者さんは万一感染した場合に、適切に副腎皮質ホ
ルモンが補充されないと重症になる可能性がありますので、下記の点に注意して下さい。
•感染予防が最も大切です。上記1)のルールをより厳守して感染予防に努めましょう。
•非専門医からステロイドを飲んでいると感染を起こしやすいと言われることがありま
すが、補充療法で服用されている場合にはそのようなことはありませんので、誤解して
自己判断で量を調節したり中断してはいけません。
•普段の副腎皮質ホルモンは体調によらず、絶対に中断してはいけません。そして必ず
予備のお薬とともにシックデイの時のために頓服のお薬をもらっておきましょう。
•新型コロナウイルスやインフルエンザ、急性胃腸炎などに感染したシックデイの場合
には、副腎皮質ホルモンのストレス時の増量が必要です。通常2-3倍に増量して服用し
ますので、具体的な方法については普段からかかりつけ医に確認しておきましょう。特
に新型コロナウイルスの場合には急激に状態が悪化する場合もありますので、早めの増
量が望ましい可能性があります。具体的には症状なども含めて担当医と相談して下さい。
•嘔吐などで副腎皮質ホルモンの内服が難しい時、胃腸炎などで嘔吐、下痢がひどい時
には点滴での投与が必要ですので、すぐにかかりつけの病院に相談して下さい。
•新型コロナウイルスを疑って検査、受診をする場合には、他の疾患の有無とともに、
必ず副腎機能低下症を持っていること、副腎皮質ホルモンの補充療法を行なっているこ
とを医療機関に伝えましょう。

内分泌代謝疾患で治療中の患者さんへ
新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

日本内分泌学会HPから引用して改変



４）クッシング症候群で治療中の患者さんにおける注意点
コントロールされていないクッシング症候群の患者さんは一般的に免疫機能が低下して
おり感染に弱い状態です。下記の点に注意して下さい。
•感染予防が最も大切です。上記1)のルールをより厳守して感染予防に努めましょう。
•治療後で副腎皮質ホルモンを服用中の場合には上記の３）の注意点を守って下さい。
•新型コロナウイルスを疑って検査、受診をする場合には、他の疾患の有無とともに、
必ずクッシング症候群で治療中であることを医療機関に伝えましょう。

■ 参考情報
厚生労働省：
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルスについてのQ&A
日本医学会連合： COVID-19関連サイト集
日本感染症学会：新型コロナウイルス感染症
日本環境感染学会：新型コロナウイルス（2019－nCoV）感染症への対応について
日本糖尿病学会：新型コロナウイルス（2019－nCoV）感染症への対応について
日本高血圧学会：新型コロナウイルスの拡大に伴う緊急事態宣言下で特に高血圧患者
の皆様に知っておいて頂きたいこと（pdf）

American Association of Clinical Endocrinologists Position Statement
Coronavirus (COVID-19) and people with adrenal insufficiency and Cushing’s syndrome（英語）

内分泌代謝疾患で治療中の患者さんへ
新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

日本内分泌学会HPから引用して改変

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.jmsf.or.jp/info_covid19_newslist.html
http://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328
http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=137
https://www.jpnsh.jp/data/202004corona.pdf
https://www.aace.com/recent-news-and-updates/aace-position-statement-coronavirus-covid-19-and-people-adrenal


会員の皆様から事前にいただいた御質問

Q1.下垂体手術後のウィルス検査のこと。
Q2.クッシング病術後の体調不良と脱力感。
Q3.副腎皮質ホルモンの自己注射。
Q4.ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ（ｺｰﾄﾘﾙ®）内服後の効果発現時間。
Q5.副腎不全を他人に知ってもらうには。
Q6.成長ホルモンと関節痛、皮膚症状。
Q7.下垂体切除術と下垂体腫瘍摘出術。
Q8.定期受診時に主治医に報告すること。
Q9.新しい薬の情報の入手方法。
Q10.ﾃ゙ｽﾓﾌ゚ﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®）追加について。
Q11.ﾃ゙ｽﾓﾌ゚ﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®）と朝の浮腫み。



Q1.私は2年半前にラトケのう胞で 『内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術』 という手術をしまし
た。脳外科の先生に「鼻の奥の骨の穴は開いたままです。」と言われました。インフルエンザや
コロナの検査は、鼻の奥に綿棒を入れるとのことですが、綿棒が深く入りすぎて粘膜を突き
破ることが無いかと心配です。唾液でも検査できるようですが、尿崩症で口渇があるため、
検査に必要な唾液を集められるかも心配です。感染を疑われて検査を受ける際、注意点
や伝えるべきこと等ありましたら教えてください。



Q1.私は2年半前にラトケのう胞で 『内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術』 という手術をしまし
た。脳外科の先生に「鼻の奥の骨の穴は開いたままです。」と言われました。インフルエンザや
コロナの検査は、鼻の奥に綿棒を入れるとのことですが、綿棒が深く入りすぎて粘膜を突き
破ることが無いかと心配です。唾液でも検査できるようですが、尿崩症で口渇があるため、
検査に必要な唾液を集められるかも心配です。感染を疑われて検査を受ける際、注意点
や伝えるべきこと等ありましたら教えてください。

A1. 下垂体腫瘍の手術の名称は、

endoscopic transnasal transsphenoidal pituitary surgery

内視鏡的 経鼻 経蝶形骨洞 下垂体 手術



Q1.私は2年半前にラトケのう胞で 『内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術』 という手術をしまし
た。脳外科の先生に「鼻の奥の骨の穴は開いたままです。」と言われました。インフルエンザや
コロナの検査は、鼻の奥に綿棒を入れるとのことですが、綿棒が深く入りすぎて粘膜を突き
破ることが無いかと心配です。唾液でも検査できるようですが、尿崩症で口渇があるため、
検査に必要な唾液を集められるかも心配です。感染を疑われて検査を受ける際、注意点
や伝えるべきこと等ありましたら教えてください。

A1. 下垂体腫瘍の手術の名称は、
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内視鏡的 経鼻 経蝶形骨洞 下垂体 手術

略して、eTSS





https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acromegaly/multimedia/endoscopic-transnasal-
transsphenoidal-surgery/img-20006940メイヨークリニックのホームページから引用して改変

eTSSの動画はメイヨークリニックのホームページで閲覧できます。

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acromegaly/multimedia/endoscopic-transnasal-transsphenoidal-surgery/img-20006940
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内視鏡を鼻から挿入して
下垂体腫瘍を摘出する手術

https://www.ypo.education/neurology-15/
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トルコ鞍底に穴を空けます。
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生体糊で塞ぎます。

https://www.ypo.education/neurology-15/


Q1.私は2年半前にラトケのう胞で 『内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術』 という手術をしまし
た。脳外科の先生に「鼻の奥の骨の穴は開いたままです。」と言われました。インフルエンザや
コロナの検査は、鼻の奥に綿棒を入れるとのことですが、綿棒が深く入りすぎて粘膜を突き
破ることが無いかと心配です。唾液でも検査できるようですが、尿崩症で口渇があるため、
検査に必要な唾液を集められるかも心配です。感染を疑われて検査を受ける際、注意点
や伝えるべきこと等ありましたら教えてください。

A1. 「鼻の奥の骨の穴」と言われたのは、eTSSで蝶形骨洞の壁やトルコ鞍底や硬膜に空
けた穴のことと思われます。これらの穴は、充填物や再生された粘膜で覆われて半年か
ら一年で、しっかりと塞がりますので、日常生活上に不都合はないと考えられます。
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や伝えるべきこと等ありましたら教えてください。
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けた穴のことと思われます。これらの穴は、充填物や再生された粘膜で覆われて半年か
ら一年で、しっかりと塞がりますので、日常生活上に不都合はないと考えられます。

注意すべき場合は、全身麻酔手術を受けるときに経鼻挿管チューブという医療器具
の鼻への挿入や、腸閉塞や消化器系疾患でイレウスチューブという医療器具の鼻への
挿入を受けるときです。事前申告し、丁寧に操作を行って貰えば問題ありません。
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た。脳外科の先生に「鼻の奥の骨の穴は開いたままです。」と言われました。インフルエンザや
コロナの検査は、鼻の奥に綿棒を入れるとのことですが、綿棒が深く入りすぎて粘膜を突き
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ら一年で、しっかりと塞がりますので、日常生活上に不都合はないと考えられます。
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挿入を受けるときです。事前申告し、丁寧に操作を行って貰えば問題ありません。

インフルエンザやコロナのウィルス検査時に鼻に挿入する綿棒は尖端が鋭利ではなく
柔らかい素材なので再生した粘膜を貫通することはない筈ですが、丁寧に操作を行
って貰うためにeTSSを受けたことを事前に申告しましょう。



Q2.2004年クッシングで下垂体手術をしました。58歳女性です。
術後1年して、コルチゾールとACTHの値は朝の採血では正常値になりました。

しかしその後も、体調はなかなか戻らず、少しずつ回復はしてきましたが、突然体に力が入らずに倒れ
てしまうことがあります。普段はﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)は服用していません。活動量や、ストレスが多く

なると予想される時は前もって、また、急な体調変化を感じた時は服用するようにしています。担当医
師には、服用の必要はないと言われています。当初はコルチゾールが足らなくなるから不調になると思っ
ていましたが、ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を服用したにも拘らず、病院の受診の帰りに倒れたことがありまし
た。
その日は1年ぶりの診察で、病院まで電車を乗り継ぐために、前もって半錠服用していました。ですが、

待ち時間が長くなり夕方のラッシュ時間に当たってしまいましたので、病院を出る時にまた半錠服用し
ました。しかし、電車に乗ってから１０分ほどして急に体調が悪くなり、体に力が入らなくなってしまったの
で、電車を降りてﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)をさらに１錠服用しました。駅で休ませてもらいましたが、通常

なら、１時間ほどすれば体調が回復するのに、その日は全く回復しなかったため、病院に電話してタク
シーで病院に戻りました。採血をしましたが、遅い時間で救急だったこともあり、コルチゾールの値はでず、
基本的な数値しか出なかった上に、採血の際の不備で溶血のために数値が出ないものもありましたの
で、一体何が原因かわからないままです。結局、その日は異常なしと言われ、体調が悪いのにも拘ら
ず数時間横になっただけで帰され、夜中にタクシーで帰宅しました。翌朝も体調が悪く、起き上がれる
状態ではなかったのでﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を１錠服用しましたが、その日は１時間ほどで回復しまし

た。後になって、もしかしたらコルチゾールではなく、カリウムなど電解質不足だったのではないかと思って
います。

クッシング病の術後でコルチゾールでなく、電解質の不足による欠乏症が起きることがあるのでしょう
か？コートリルがあまり効かない時に、スポーツ飲料が効くと言う患者さんの話を聞きました。低血糖に
なると言う話も聞きます。激しい運動をしたわけでも、汗をかいたわけでもありません。その辺りの可能
性とメカニズムを教えてください。



Q2.2004年クッシングで下垂体手術をしました。58歳女性です。
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基本的な数値しか出なかった上に、採血の際の不備で溶血のために数値が出ないものもありましたの
で、一体何が原因かわからないままです。結局、その日は異常なしと言われ、体調が悪いのにも拘ら
ず数時間横になっただけで帰され、夜中にタクシーで帰宅しました。翌朝も体調が悪く、起き上がれる
状態ではなかったのでﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を１錠服用しましたが、その日は１時間ほどで回復しまし

た。後になって、もしかしたらコルチゾールではなく、カリウムなど電解質不足だったのではないかと思って
います。

クッシング病の術後でコルチゾールでなく、電解質の不足による欠乏症が起きることがあるのでしょう
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Q2.クッシング病術後に、コルチゾールではなく、電解質不足による欠乏症が起こるのか？
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の効果かない時にスポーツ飲料を飲むと良いのか？
低血糖になると言う話も聞くが、自分の場合は激しい運動もせず、汗をかていない。
その辺りの可能性とメカニズムを知りたい。

＜現病歴＞
42歳、クッシング病で下垂体手術。
43歳、ACTH値とコルチゾール値が正常化。
現在、58歳。
少しずつ回復するも体調は元に戻らず。突然、力が入らずに倒れてしまうことがある。
活動量やストレスの増加が予想される時や、急な体調変化時はﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)

を服用する。担当医師から服用の必要はないと言われている。
＜エピソード＞

一年ぶりにの受診。出発前にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)半錠服用。
帰宅時は病院を出る時にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)半錠服用。
電車に乗って体調が悪くなり、力が入らなくなり下車。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®) １錠服用。
駅で休むも回復せず、タクシーで病院に戻り、再受診。緊急項目のみ血液検査するも
溶血検体で判定不能。数時間の臥床後に夜中にタクシーで帰宅。
翌朝も体調が悪く、起き上がれず。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を１錠服用し１時間で回復。



副腎不全の症状について
左）内科学会は急性期の症状、 右）内分泌学会は急性期と慢性期の両方の症状
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副腎不全の検査値について

より引用して改変
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下垂体柄

下垂体後葉下垂体前葉

視床下部
CRH,GHRH,TRH,GnRH,ADH

下垂体門脈

ACTH,GH,TSH,PRL,LH,FSH       ADH

副腎、骨格、甲状腺、乳腺、精巣、卵巣 尿細管

Cortisol          FT3 FT4            ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ

下垂体に刺激を与え、
下流に位置するホルモン
の分泌を亢進させる。

CRH負荷
↓

ACTH,Cortisol

(GH,TSH)

GHRP-2負荷
↓

GH,ACTH,PRL

ｲﾝｽﾘﾝ低血糖負荷
↓

ACTH,Cortisol,GH

TRH負荷
↓

TSH,PRL

(ACTH、GH)

（ ）内は奇異性反応

LHRH負荷
↓

LH、FSH

(GH)

視床下部
への刺激

視床下部と
下垂体
への刺激

下垂体への刺激

系の上流

系の下流

視床下部 CRH -下垂体 ACTH -副腎 Cortisol の関係
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下垂体に刺激を与え、
下流に位置するホルモン
の分泌を亢進させる。

CRH負荷
↓

ACTH,Cortisol

(GH,TSH)

GHRP-2負荷
↓

GH,ACTH,PRL

ｲﾝｽﾘﾝ低血糖負荷
↓

ACTH,Cortisol,GH

TRH負荷
↓

TSH,PRL

(ACTH、GH)

（ ）内は奇異性反応

LHRH負荷
↓

LH、FSH

(GH)

視床下部
への刺激

視床下部と
下垂体
への刺激

下垂体への刺激

系の上流

系の下流

コルチゾールは糖質コルチコイドと呼ばれ、血糖値を増加させる働きや、尿細管に働いて
ナトリウムと水を再吸収しカリウムの排泄する働きがある。

視床下部 CRH -下垂体 ACTH -副腎 Cortisol の関係



A2.下垂体機能低下が原因の易疲労感、脱力感、低血糖、電解質異常（低トリウム血
症、高カリウム血症)は、ACTHとそれに続くコルチゾールの分泌低下によって起こります。
コルチゾール値の不足があって、その結果として起こるということになります。
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)補充の効果がないということは、補充のタイミングや量が合ってい
ない可能性や下垂体機能低下ではない可能性があります。

Q2.クッシング病術後に、コルチゾールではなく、電解質不足による欠乏症が起こるのか？
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の効果かない時にスポーツ飲料を飲むと良いのか？
低血糖になると言う話も聞くが、自分の場合は激しい運動もせず、汗をかいいない。
その辺りの可能性とメカニズムを知りたい。
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下垂体機能低下を示唆する検査項目に下記のものがあります。
DHEAS値が低値 ⇒ACTH分泌低下
IGF-1値が低値 ⇒GH分泌低下
閉経後の女性のLH値、FSH値が一桁 ⇒LH、FSH分泌低下
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閉経後の女性のLH値、FSH値が一桁⇒LH、FSH分泌低下。

該当項目があれば、診断確定のためには負荷試験が必要です。
担当医への相談や内分泌内科への紹介依頼をお勧めします。
該当項目がなく、負荷試験でも正常と判定されたらば、緊張や不安感から生じる
自律神経障害の可能性も考慮して心療内科への相談も検討することもお勧めします。
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その辺りの可能性とメカニズムを知りたい。



A2.続き。他に考えられるメカニズムとして。
ACTH分泌能が僅かに低下していると仮定します。普段は不足を感じません。
ストレスを予想してﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を服用すると、20～60分で血中コルチゾール
値は増加し、同時にACTH分泌は抑制されます。
3時間位でコルチゾール値が半分に減少してきても、ACTHの分泌亢進が追い付かず、
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を服用したために、3時間後に相対的なACTH不足、コルチ
ゾール不足に陥るという悪循環が起こっている可能性も想像します。
やはり、 DHEAS値、IGF-1値、LH値、FSH値を調べて、低下があれば負荷試験で
確認することをお勧めします。

Q2.クッシング病術後に、コルチゾールではなく、電解質不足による欠乏症が起こるのか？
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低血糖になると言う話も聞くが、自分の場合は激しい運動もせず、汗をかいいない。
その辺りの可能性とメカニズムを知りたい。



Q3.副腎クリーゼが起きた際、ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ(ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ®)自己注射を
するタイミングの指標はありますでしょうか。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の経口摂取が不可能なと
き、という指標は勿論ですが、飲めても数分後に嘔吐する、飲んでも症状が改善しない、な
どの場合にも打った方が良いのかどうか悩んでいます。



A3. 2020年4月に副腎皮質ホルモン薬の注射用ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
（商品名；ソル・コーテフ）については下記の使用方法が承認されました。
本剤を急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）に対して在宅自己注射する場合は、以下
の点に留意し、医師がその妥当性を慎重に検討すること。

1）在宅自己注射は、先天性副腎皮質酵素欠損症、先天性副腎低形成症、下垂体前
葉機能低下症等の副腎クリーゼを発症する危険性が高いと判断された患者における副腎
クリーゼの救急処置にのみ、医師の管理指導の下で実施すること。

2）患者及びその家族に対して、本剤投与の必要性の判断、本剤の調製方法、筋肉内注
射の方法及び器具の廃棄方法等、自己注射に関する十分な教育訓練を実施し、自己
注射後は直ちに医療機関を受診するよう指導すること。

Q3.副腎クリーゼが起きた際、ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ(ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ®)自己注射を
するタイミングの指標はありますでしょうか。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の経口摂取が不可能なと
き、という指標は勿論ですが、飲めても数分後に嘔吐する、飲んでも症状が改善しない、な
どの場合にも打った方が良いのかどうか悩んでいます。
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の点に留意し、医師がその妥当性を慎重に検討すること。

1）在宅自己注射は、先天性副腎皮質酵素欠損症、先天性副腎低形成症、下垂体前
葉機能低下症等の副腎クリーゼを発症する危険性が高いと判断された患者における副腎
クリーゼの救急処置にのみ、医師の管理指導の下で実施すること。

2）患者及びその家族に対して、本剤投与の必要性の判断、本剤の調製方法、筋肉内注
射の方法及び器具の廃棄方法等、自己注射に関する十分な教育訓練を実施し、自己
注射後は直ちに医療機関を受診するよう指導すること。

基本的には医療機関を受診するまでの応急処置として使用するものとしてとらえて良い印
象です。ご質問のようにシックデーに陥った場合で、周囲に頼れる人がいない、医療機関ま
で時間がかかる、距離が遠いなどの場合は躊躇することなく自己注射して良いと思われます。

Q3.副腎クリーゼが起きた際、ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ(ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ®)自己注射を
するタイミングの指標はありますでしょうか。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の経口摂取が不可能なと
き、という指標は勿論ですが、飲めても数分後に嘔吐する、飲んでも症状が改善しない、な
どの場合にも打った方が良いのかどうか悩んでいます。



A3.自己注射の指導を受けていることが記された副腎クリーゼのカードを携帯する。

Q3.副腎クリーゼが起きた際、ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ(ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ®)自己注射を
するタイミングの指標はありますでしょうか。ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)の経口摂取が不可能なと
き、という指標は勿論ですが、飲めても数分後に嘔吐する、飲んでも症状が改善しない、な
どの場合にも打った方が良いのかどうか悩んでいます。



Q4.副腎クリーゼの際にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服した際、効果が出たと判断するのはど
の位の時間を考えれば良いでしょうか。 例えば、内服後30分しても症状が変わらないと効
果が出ていないと判断して次のﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服するべきかどうか、それとも１時
間は様子を見てから次ぎの内服を検討した方が良いのか、等。



A4. 空腹時にHC 10 mg服用時の血中コルチゾール値の変化

Clinical Endocrinology (2004) 61, 367–375より引用して改変

10人の被検者
30～60分で血中濃度最大

Q4.副腎クリーゼの際にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服した際、効果が出たと判断するのはど
の位の時間を考えれば良いでしょうか。 例えば、内服後30分しても症状が変わらないと効
果が出ていないと判断して次のﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服するべきかどうか、それとも１時
間は様子を見てから次ぎの内服を検討した方が良いのか、等。



A4. 空腹時と食後にHC 10 mg服用時の血中コルチゾール値の変化

Clinical Endocrinology (2004) 61, 367–375より引用して改変

食後に服用した方が遅くなだらかに
血中濃度が上昇

Clinical Endocrinology (2004) 61, 367–375より引用して改変

Q4.副腎クリーゼの際にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服した際、効果が出たと判断するのはど
の位の時間を考えれば良いでしょうか。 例えば、内服後30分しても症状が変わらないと効
果が出ていないと判断して次のﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服するべきかどうか、それとも１時
間は様子を見てから次ぎの内服を検討した方が良いのか、等。



A4. コルチゾールが完全に不足してしまうと、血圧低下、意識障害など、副腎クリーゼという
状態に陥って、自力で回復することは非常に難しいので、救急車を要請すべきと考えます。
そうなる前に、相対的なコルチゾール不足に陥っている状態をシックデーと呼びます。シック
デーの段階ではヒドロコルチゾンを増量して乗り切ることができるかも知れません。

例；ヒドロコルチゾン錠（HC）を朝に10 mg、夕に5 mg（10-00-05 mg）服用している場合。
①前日まで、 HC 10-00-05 mg 医師の指示通り服用。
②昼に不調に気付いて、 HC 10-20-10 mg 昼に朝の2倍を追加して夕も2倍。
③翌日は、 HC 20-00-10 mg 朝と夕を2倍。
④2、3日後に、 HC 20-00-05 mg 夕を減量。
⑤2、3日後に、 HC 15-00-05 mg 朝を減量。
⑥2、3日後に、 HC 10-00-05 mg 元に戻す。
8日から11日間を要する。

シックデーでﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を増量するときは、上記のように初日は思い切って
多めに服用した方が効果が分かり易くなります。

Q4.副腎クリーゼの際にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服した際、効果が出たと判断するのはど
の位の時間を考えれば良いでしょうか。 例えば、内服後30分しても症状が変わらないと効
果が出ていないと判断して次のﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服するべきかどうか、それとも１時
間は様子を見てから次ぎの内服を検討した方が良いのか、等。



A4. 続き
●ヒドロコルチゾン錠の増量が2倍か3倍かの目安は、

2倍；食欲不振、 37℃台の発熱、 頭痛、腹痛、下痢、 捻挫、 う歯削り。
3倍；嘔気・嘔吐、 38℃台の発熱、 酷い頭痛、腹痛、下痢、骨折、 抜歯。

●コルチゾールの合成抑制や、ヒドロコルチゾン錠の吸収阻害や分解促進する
併用薬物があれば、追加するヒドロコルチゾン錠も増やす必要があります。

合成抑制；ミトタン、メチラポン、ケトコナゾール。
吸収阻害；GLP-1製剤のエキセナチド。
分解促進；フェニトイン、バルビタール、リファンピシン、甲状腺ホルモン、成長ホルモン。

Q4.副腎クリーゼの際にﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服した際、効果が出たと判断するのはど
の位の時間を考えれば良いでしょうか。 例えば、内服後30分しても症状が変わらないと効
果が出ていないと判断して次のﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を内服するべきかどうか、それとも１時
間は様子を見てから次ぎの内服を検討した方が良いのか、等。



Q5.職場に副腎クリーゼ時の対応を依頼する場合、何をお伝えしたら良いですか。また、副
腎クリーゼの説明そのものが難しい場合、どのように説明したら良いですか。例えば、すぐ救
急車を呼んで下さい、横になれる場所で休憩させてください、貧血とは違う意識消失です、
など。



Q5.職場に副腎クリーゼ時の対応を依頼する場合、何をお伝えしたら良いですか。また、副
腎クリーゼの説明そのものが難しい場合、どのように説明したら良いですか。例えば、すぐ救
急車を呼んで下さい、横になれる場所で休憩させてください、貧血とは違う意識消失です、
など。

A5.下記HPで副腎皮質機能低下症を示すカードを作って携行することをお勧めします。



A5. 副腎クリーゼのカードを携帯する。

Q5.職場に副腎クリーゼ時の対応を依頼する場合、何をお伝えしたら良いですか。また、副
腎クリーゼの説明そのものが難しい場合、どのように説明したら良いですか。例えば、すぐ救
急車を呼んで下さい、横になれる場所で休憩させてください、貧血とは違う意識消失です、
など。



Q6.成長ホルモンの数値は悪くないのですが 関節痛がひどくて 特に7ヶ月前から 右手首の
関節痛がひどくて 異物みたいな物できてしまいました。成長ホルモンの量を減らした方がい
いのでしょうか？あと、左足裏に赤くて硬い物（紅斑）ができて とても痛いのですがステロイド
を増やした方がいいのでしょうか？両足首下に所々に皮膚の炎症がみられます。



Q6.成長ホルモンの数値は悪くないのですが 関節痛がひどくて 特に7ヶ月前から 右手首の
関節痛がひどくて 異物みたいな物できてしまいました。成長ホルモンの量を減らした方がい
いのでしょうか？あと、左足裏に赤くて硬い物（紅斑）ができて とても痛いのですがステロイド
を増やした方がいいのでしょうか？両足首下に所々に皮膚の炎症がみられます。

A6.成長ホルモン（GH）の体液貯留作用によって、手足の浮腫、手根管症候群、関節痛、
筋肉痛などが治療開始時にみられますが、多くは治療継続中に消失します。長引く場合
は原因の精査が必要です。整形外科、膠原病内科、皮膚科への紹介を担当医に依頼す
ることをお勧めします。

GH投与にて疼痛性皮膚潰瘍が治った。



Q6.成長ホルモンの数値は悪くないのですが 関節痛がひどくて 特に7ヶ月前から 右手首の
関節痛がひどくて 異物みたいな物できてしまいました。成長ホルモンの量を減らした方がい
いのでしょうか？あと、左足裏に赤くて硬い物（紅斑）ができて とても痛いのですがステロイド
を増やした方がいいのでしょうか？両足首下に所々に皮膚の炎症がみられます。

A6.成長ホルモン（GH）の体液貯留作用によって、手足の浮腫、手根管症候群、関節痛、
筋肉痛などが治療開始時にみられますが、多くは治療継続中に消失します。長引く場合
は原因の精査が必要です。整形外科、膠原病内科、皮膚科への紹介を担当医に依頼す
ることをお勧めします。

GH投与にて疼痛性皮膚潰瘍が治った。



Q7.下垂体を切除する手術と、腫瘍摘出する手術のリスクに差はありますでしょうか。
下垂体を切除された患者さんの補充療法は、下垂体が残存されている機能低下症の方
の補充療法と比較して違いがありますでしょうか。例えば、どちらか一方の方が安定していて
補充療法がしやすい、等。



Q7.下垂体を切除する手術と、腫瘍摘出する手術のリスクに差はありますでしょうか。
下垂体を切除された患者さんの補充療法は、下垂体が残存されている機能低下症の方
の補充療法と比較して違いがありますでしょうか。例えば、どちらか一方の方が安定していて
補充療法がしやすい、等。

A7.下垂体切除術と下垂体腫瘍摘出術の比較と考えました。



Q7.下垂体を切除する手術と、腫瘍摘出する手術のリスクに差はありますでしょうか。
下垂体を切除された患者さんの補充療法は、下垂体が残存されている機能低下症の方
の補充療法と比較して違いがありますでしょうか。例えば、どちらか一方の方が安定していて
補充療法がしやすい、等。

A7.下垂体切除術と下垂体腫瘍摘出術の比較と考えました。
手術のリスクについては、周術期の副腎皮質ホルモン、下垂体後葉ホルモンの補充が適切
にできれば、手術自体のリスクの差は特にないと思われます。

下垂体を切除する必要がある場面とは、下錐体静脈や海綿静脈洞からの直接採血（サン
プリング検査）にて、下垂体内にホルモン産生腫瘍があることが示唆されるものの、MRI検
査で下垂体腫瘍が描出されない場合でしょうか？
そのような場合でも、正常下垂体機能を温存するため、熟練した脳神経外科医に腫瘍摘
出術を依頼するか、可能であれば薬物治療を選択することが一般的だと思われます。

稀ではありますが、下垂体腫瘍が悪性の場合でも薬物治療が選ばれると思います。



Q7.下垂体を切除する手術と、腫瘍摘出する手術のリスクに差はありますでしょうか。
下垂体を切除された患者さんの補充療法は、下垂体が残存されている機能低下症の方
の補充療法と比較して違いがありますでしょうか。例えば、どちらか一方の方が安定していて
補充療法がしやすい、等。

A7.下垂体切除術と下垂体腫瘍摘出術の比較と考えました。
手術のリスクについては、周術期の副腎皮質ホルモン、下垂体後葉ホルモンの補充が適切
にできれば、手術自体のリスクの差は特にないと思われます。
下垂体を切除する必要がある場面とは、下錐体静脈や海綿静脈洞からの直接採血（サン
プリング検査）にて、下垂体内にホルモン産生腫瘍があることが示唆されるものの、MRI検
査で下垂体腫瘍が描出されない場合でしょうか？
そのような場合でも、正常下垂体機能を温存するため、熟練した脳神経外科医に腫瘍摘
出術を依頼するか、可能であれば薬物治療を選択することが一般的だと思われます。
稀ではありますが、下垂体腫瘍が悪性の場合でも薬物治療が選ばれると思います。

術後のホルモン補充療法については、少しでも正常下垂体機能が温存されていた方が、補
充療法が安定しやすいと考えられます。生命活動で分泌するホルモンの必要量は変動しま
すが、もしも、全てのホルモンを体外からの補充に頼る場合は微調整が難しくなりますが、少
しでも内因性のホルモン分泌能が残っていれば、外因性ホルモンと合計して必要量の変化
に対応可能となるからです。



Q8.1ヶ月に1回の診察の際、先生方がここ1ヶ月の体調を聞いて下さいますが、血圧や血
糖値、体調不良の有無などはどのようにまとめて伝えると先生方にとって分かりやすいでしょ
うか。先生方にとって、特にどのような情報を診察時に得たいのか、ありましたら伺いたいです。
例えば、今私は前回の診察と今回の診察までの期間の体調を数値化できる指標(血圧な
ど）は表にして、細かい副腎不全の症状やﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を追加内服したことなど
は日にち毎に箇条書きにして提出し、特に不調だった日のことや、全体の傾向だけを診察
室で話すようにしています。勿論、一人一人違うことだとは思いますが、何か参考になること
がありましたら伺いたいです。



Q8.1ヶ月に1回の診察の際、先生方がここ1ヶ月の体調を聞いて下さいますが、血圧や血
糖値、体調不良の有無などはどのようにまとめて伝えると先生方にとって分かりやすいでしょ
うか。先生方にとって、特にどのような情報を診察時に得たいのか、ありましたら伺いたいです。
例えば、今私は前回の診察と今回の診察までの期間の体調を数値化できる指標(血圧な
ど）は表にして、細かい副腎不全の症状やﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｺｰﾄﾘﾙ®)を追加内服したことなど
は日にち毎に箇条書きにして提出し、特に不調だった日のことや、全体の傾向だけを診察
室で話すようにしています。勿論、一人一人違うことだとは思いますが、何か参考になること
がありましたら伺いたいです。

A8.御質問してくださった方の場合は、お手本のような受診法だと思います。前回受診から
今回受診までの間に起こった体調変化やシックデーの有無などを教えていただければ良いの
ではないでしょうか。全く関係ないと思われることでも重要な意味を持つ場合もあるかも知れ
ないので、これはと思うことは主治医には伝えて良いと思います。



Q9.新しい薬の情報（クッシングで言うとオシロドロスタット）などはどこで入手したら良いでしょ
うか。

注）本講演に国内未承認薬の情報(オシロドロスタット)を含みますが、承認外の使用を推
奨するものではありません。



Q9.新しい薬の情報（クッシングで言うとオシロドロスタット）などはどこで入手したら良いでしょ
うか。

A9.臨床研究情報ポータルサイト https://rctportal.niph.go.jp/がお勧めです。
患者様向けに情報提供しています。

注）本講演に国内未承認薬の情報(オシロドロスタット)を含みますが、承認外の使用を推
奨するものではありません。

https://rctportal.niph.go.jp/


Q9.新しい薬の情報（クッシングで言うとオシロドロスタット）などはどこで入手したら良いでしょ
うか。

注）本講演に国内未承認薬の情報(オシロドロスタット)を含みますが、承認外の使用を推
奨するものではありません。

A9.臨床研究情報ポータルサイト https://rctportal.niph.go.jp/がお勧めです。
患者様向けに情報提供しています。

https://rctportal.niph.go.jp/


Q10.発熱や下痢の際、何度もトイレに行くのがきついので、ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口
腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠® ）の効果が完全に消える前に飲んでも大丈夫ですか。（通
常なら完全に効果を切らせてから次の分を飲んで、浮腫まないようにするところを、早めに飲
むということです）



A10.ホルモン補充療法の基本的な考え方は、
低下しているホルモンを補って正常な分泌状態を再現することだと思います。

御自宅で目安となるのは体重変化です。測定を習慣にされると良いでしょう。

◎ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®）不足による頻尿の場合；

内服方法によっては効果が短くなることもあるので、体重減少していれば、
追加をしても問題はないと思います。

△ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®）不足による頻尿ではない場合；

体重が不変か増加していれば、追加は断念した方が安全です。

Q10.発熱や下痢の際、何度もトイレに行くのがきついので、ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口
腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠® ）の効果が完全に消える前に飲んでも大丈夫ですか。（通
常なら完全に効果を切らせてから次の分を飲んで、浮腫まないようにするところを、早めに飲
むということです）



Q11.クッシング病の影響でﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®）
の効き方が不規則のため、定時でﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄ
OD錠® ）を内服することが難しいです。夜間に効果が切れて目が覚めないようにするため、
就寝前に内服するのが理想ですが、そうすると就寝中に効果が強くなりすぎて朝とても浮腫
むことがあります。一方、就寝前に内服せず寝て、夜中に完全に切らしてトイレに行った後に
内服すると朝は浮腫もなくスッキリしていますが寝不足です。浮腫むけど眠れる、または浮腫
まないけど寝不足、だとどちらの方がいいのでしょうか。また、このようにﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水
和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠® ）の効き方が不規則な場合、良い管理のコツはあり
ますでしょうか。
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就寝前に内服するのが理想ですが、そうすると就寝中に効果が強くなりすぎて朝とても浮腫
むことがあります。一方、就寝前に内服せず寝て、夜中に完全に切らしてトイレに行った後に
内服すると朝は浮腫もなくスッキリしていますが寝不足です。浮腫むけど眠れる、または浮腫
まないけど寝不足、だとどちらの方がいいのでしょうか。また、このようにﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水
和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠® ）の効き方が不規則な場合、良い管理のコツはあり
ますでしょうか。

A11. 「浮腫むけど眠れる」も「浮腫まないけど寝不足」もどちらも難渋されると思われます。
眠前だけはﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物液（ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液® ）で細かい調整を行
う方法はいかがでしょうか？



A11. 「浮腫むけど眠れる」も「浮腫まないけど寝不足」もどちらも難渋されると思われます。
眠前だけはﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物液（ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液® ）で細かい調整を行
う方法はいかがでしょうか？
フェリング・ファーマ株式会社によりますと、現在のところ製造再開の時期は未定で、
そのため、「ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物液（ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液® ） 」の出荷を調整
しますが、数カ月程度で欠品になる可能性が高いとのことです。「ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸
塩水和物液（ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液® ）」をご使用中の患者様に対する代替薬としては、
中枢性尿崩症に適応を有する「ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物液（ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ・ｽﾌﾟﾚｰ
2.5協和® ） 」及び「ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠®

60µg、120µg及び240µg」が考えられ 2020年10月28日 日本内分泌学会HPから引用して改変
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OD錠® ）を内服することが難しいです。夜間に効果が切れて目が覚めないようにするため、
就寝前に内服するのが理想ですが、そうすると就寝中に効果が強くなりすぎて朝とても浮腫
むことがあります。一方、就寝前に内服せず寝て、夜中に完全に切らしてトイレに行った後に
内服すると朝は浮腫もなくスッキリしていますが寝不足です。浮腫むけど眠れる、または浮腫
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ますでしょうか。
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ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ酢酸塩水和物口腔内崩壊錠（ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠® ）で細かい調整を行う
工夫については口頭でお伝えします。
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