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帯状疱疹罹患後から持続した倦怠感
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今回の症候 倦怠感

症 例

患者：76 歳の男性．
主訴：倦怠感，食欲低下．
現病歴：高血圧，糖尿病，末梢閉塞性動脈疾

患，慢性腎臓病のため内服治療中ではあったが，
日常生活は自立し，元気に過ごしていた．2 カ月
前に右前額部の帯状疱疹に罹患したが，バラシ
クロビルを服用し，帯状疱疹後神経痛の後遺症
はなく治癒した．その頃より徐々に食欲低下と
倦怠感が見られるようになった．入院 1 週前の
外来で血液検査を受け，白血球数13,000�μlとCRP
9.0 mg�dlであった．何らかの細菌感染を疑われ，
レボフロキサシン 500mg�日が処方された．入院
前日，炎症所見は正常化せずCRP 8.66mg�dlであ
り，倦怠感も改善しなかったため，精査加療目
的に入院した．
ROS（Review of systems）：食事摂取量が低下

し，2 カ月で体重が 5 kg減少した．便秘がある．
発熱，筋肉痛，朝のこわばり，夜間盗汗はいず

れもない．帯状疱疹後神経痛はない．悪心や嘔
吐はなく，腹痛もない．黒色便や血便はない．
倦怠感のため仕事ができなくなり困っている．
既往歴：52 歳時に糖尿病．72 歳時に高血圧．

75 歳時に両側末梢閉塞性動脈疾患．定期健康診
断は受けていない．
家族歴：特記すべきことはなし．
生活歴：タバコは 20 本�日を50年間吸ってい

る．アルコールは機会飲酒である．業務用化粧
品の卸売業を営んでいる．
内服薬：グリメピリド錠 1 mg 1 回 2 錠 1

日 2 回 朝夕食後，メトホルミン錠 250 mg 1
回 1 錠 1 日 2 回 朝夕食後，シタグリプチン錠
50 mg1 回 1 錠 1 日 1 回 朝食後，アムロジピ
ン錠 5 mg 1 回 1 錠 1 日 1 回 朝食後，オルメ
サルタン錠 10mg 1 回 1 錠 1 日 1 回 朝食後，
シロスタゾール錠50mg 1回 1錠 1日2回 朝
夕食後．

病歴の解釈

倦怠感を来たす疾患は多岐に渡る１）．結核やウ
イルス感染などの感染症や，悪性腫瘍，貧血，
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慢性肺疾患，慢性心不全，内分泌疾患では甲状
腺疾患や副腎不全や糖尿病，リウマチ性多発筋
痛症（polymyalgia rheumatica：PMR），筋炎，
血管炎，肝疾患や腎不全，睡眠時無呼吸症候群

（sleep apnea syndrome：SAS），不眠症，慢性疲
労症候群（chronic fatigue syndrome：CFS），う
つ病など，ほぼ全ての疾患カテゴリーが，倦怠
感の鑑別に含まれる．

本例は帯状疱疹に罹患してから約 2 カ月間，
ほぼ横ばいで推移する倦怠感を自覚しており，
随伴症状は食欲低下と体重減少のみである．白
血球数とCRPが上昇していたが，この段階で抗
菌薬の投与は適切ではない．しかし結果として，
少なくともこの炎症所見はレボフロキサシンで
改善する疾患ではなさそうである．体重減少に
ついては，食欲低下による摂食量減少のみで説
明可能かどうか，現段階では何とも言えない．
悪性腫瘍や血管炎，結核，甲状腺疾患などを念
頭に置きながら，診察に進む．帯状疱疹後の持
続的な倦怠感と食欲低下がストレスをかけたと
すれば，それを機に相対的副腎不全に至ってい
る可能性もある．仕事に対する意欲はあり，う
つ病の要素はなさそうである．
身体所見：歩行はできるが，ぐったりしてい

る．身長 150 cm，体重 41 kg．BMI 18.2 kg�m2．
体温 36.2℃．呼吸数 20�分．脈拍 90�分，整．血
圧 117�63 mmHg．SpO2 100％（室内気）．右顔
面三叉神経第 1 枝領域に帯状疱疹治癒痕がある．
眼瞼結膜の貧血と眼球結膜の黄染を認めない．
頭頸部・腋窩・鼠径リンパ節の腫大は見られな
い．頸静脈怒張はない．甲状腺腫大はない．心
音と呼吸音に異常を認めない．腹部は平坦，軟
で，肝・脾を触知しない．肋骨脊椎角叩打痛は
ない．下肢に浮腫はない．両側後脛骨動脈の触
知不良（足関節上腕血圧比 右 0.95，左 0.75）．
関節腫脹なし．両足関節外果で振動覚が 8 秒に
低下．両側でアキレス腱反射が減弱．髄膜刺激
症状はなく，その他の神経学的異常所見も認め

ない．色素沈着などの皮疹はない．

身体所見の解釈

やや頻呼吸ではあるが，易疲労感の影響と思
われた．細菌感染のフォーカスとなり得る所見
はなかった．本例では病歴と身体診察において，
倦怠感以外の鑑別を絞るうえで重要となる所見１）

が得られなかった．下肢の振動覚低下とアキレ
ス腱反射減弱は長年の糖尿病罹患による神経障
害と考えられた．倦怠感以外，特に所見がない
場合でも，甲状腺機能低下症や低ナトリウム血
症，副腎不全，悪性腫瘍等を否定することはで
きない．

病歴・身体所見のサマリー

76 歳の男性．元気に過ごしていたが，2 カ月
前に帯状疱疹に罹患してから倦怠感と食欲低下
が持続しており，精査を希望して独歩で来院し
た．外来での血液検査で炎症所見があったが，
身体所見では，倦怠感や炎症所見の原因と思わ
れる異常所見はなかった．
スクリーニング検査結果

尿検査：比重 1.008，蛋白（－），糖（－），ケ
トン体（－），潜血（－）．
血液検査：赤沈 12 mm�1 時間．
血液学検査：WBC 12,900�μl（好中球 71％，好

酸球 8％，リンパ球 12％），RBC 367 万�μl，Hb
11.3 g�dl，Ht 30.7％，MCV 90 fl，血小板 46 万�
μl，PT-INR 1.2，APTT 35 sec.
生化学検査：TP 6.5 g�dl，Alb 2.9 g�dl，総ビ

リルビン 0.6 mg�dl，AST 36 IU�l，ALT 49 IU�
l，LD 109 IU�l，ALP 217 IU�l，BUN 23 mg�dl，
Cr 1.12 mg�dl，UA 3.0 mg�dl，Na 131 mEq�l，
K 4.5 mEq�l，Cl 98 mEq�l，Ca 8.2 mg�dl，P 2.4
mg�dl，HDL-C 32 mg�dl，LDL-C 70 mg�dl，TG
69 mg�dl，随時血糖 90 mg�dl，HbA1c（NGSP）
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10.0％，CRP 8.66 mg�dl，Prostate-Specific Anti-
gen（PSA）0.743 ng�ml.
甲状腺ホルモン：TSH 0.657 μU�ml，FT4 1.15

ng�dl.
胸部X線写真所見：異常なし．
心電図：洞リズム，心拍数 90�分，軸は正常，

ST-Tに異常なし．
プロブレムリスト

#1 帯状疱疹後から持続する倦怠感と食欲低
下

#2 2 カ月で 5 kgの体重減少
#3 白血球増加，好酸球数増加，低アルブミ

ン血症，低Na血症，CRP上昇
#4 内服治療中の糖尿病，高血圧，末梢閉塞

性動脈疾患，慢性腎臓病
#5 喫煙
鑑別診断

1．副腎不全
※以下は見逃してはならない疾患として挙げ

た．
2．肺外結核
3．潜在性悪性腫瘍
4．血管炎
5．PMR

経過 1

帯状疱疹罹患後から明確となった倦怠感と食
欲低下である．SIRSの基準２）は，白血球増多の
1 項目のみであった．甲状腺機能は正常であった．
赤沈 12mm�1 時間とCRP 8.66 mg�dlと解離して
いる理由は，食欲低下による脱水から血液濃縮
状態となり赤沈を遅延させた可能性がある 3）．尿
比重が 1.008 であったのは，慢性腎臓病による尿
濃縮力の低下のためと考えた．1,000 ml�日の補
液後の第 8 病日には，赤沈 93 mm�1 時間，CRP
5.24 mg�dlで，両者の解離はなくなった．この時
点で他の検査データの推移は，WBC 9,560�μl，

RBC 348 万�μl，Hb 10.8 g�dl，Ht 31.2％，Alb
2.5 g�dl，BUN 16mg�dl，Cr 0.75 mg�dlとなった．

ただし，赤沈は，CRPに比べて急性期の反応
と回復期の戻りが共に遅いという性質があるた
め，入院直前に何らかの感染症などを生じ，ま
ずCRPや白血球数が上昇して赤沈の反応が遅れ，
その後に快方に向かってCRPは改善したが赤沈
高値が遷延したという可能性は否定できない．

高血圧があるにもかかわらず低血圧傾向であ
ること，白血球増加に加えて白血球分画で好酸
球増加があること，低ナトリウム血症が見られ
ること，また，HbA1cと随時血糖に解離がある
ことから，副腎不全の可能性を考えた．迅速副
腎皮質刺激ホルモン（adrenocorticotropic hor-
mone；ACTH）負荷試験を行ったところ，コル
チゾールの負荷前値は17.1 μg�dl（472mEq�l）で，
負荷 30 分後は 20.0 μg�dl（552 mEq�l），60 分後
は 22.5 μg�dl（621 mEq�l）であ っ た．ACTH
の負荷前値 33.9 pg�mlは，基準値内（7.4～55.7
pg�ml）であった．
迅速ACTH負荷試験４）：合成 1-24 ACTH製剤

（コートロシンⓇ）250 μgを 2 mlの添付溶解液で
溶解し，急速静注する．負荷前，負荷後 30 分，
60 分後の血中コルチゾールを測定する．
迅速ACTH負荷試験結果の解釈と診断：迅速

ACTH負荷試験の判定基準には，非ストレス下
で副腎不全が疑われる場合５），敗血症性ショック
による副腎不全が疑われる場合６，７），敗血症性
ショック以外の重症疾患による副腎不全が疑わ
れる場合６，７）の 3 種類があり，負荷前のACTH
値の評価は必須でない．

本例は，入院後も食欲は回復せず，強い倦怠
感のために入院前よりもベッドに横になって過
ごす時間が長くなった．帯状疱疹後から持続す
る倦怠感と食欲低下によるストレスが，敗血症
性ショック以外の重症疾患に相当するのではな
いかと考え，敗血症性ショック以外の重症疾患
による副腎不全が疑われる場合の判定基準６，７）を
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適用した．
この判定基準は，ACTH負荷前のコルチゾー

ル値が 15 μg�dl（414 mEq�l）未満のとき，また
は，負荷前値が 15 μg�dl以上 25 μg�dl（690 mEq�
l）未満で，かつ負荷後の最大値が 25 μg�dl未満
のときに相対的副腎不全と診断できる．一方，
負荷前値が25 μg�dl以上の時には相対的副腎不全
を否定できるとするものである．

本例の迅速ACTH負荷試験において，コルチ
ゾール負荷前値 17.1 μg�dl（472 mEq�l）は 15 μg�
dl以上 25 μg�dl未満で，負荷後コルチゾール最大
値 22.5 μg�dlは 25 μg�dl未満であり，この判定基
準に相当した．

相対的副腎不全の誘因は，病歴と検査結果か
ら，帯状疱疹後から持続する倦怠感と食欲低下
によるストレス以外に考え難かった．この時点
では，帯状疱疹後から持続する倦怠感と食欲低
下によるストレスに続発した相対的副腎不全と
診断した．

経過 2

追加の検査として，抗菌薬を使用しない状態
での血液培養 2 セットの陰性を確認した．また，
抗好中球細胞質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic
antibody：ANCA）のMPO（myeloperoxidase）-
ANCA，PR-3（proteinase-3）-ANCAは，ともに
陰性だった．臓器障害が明確ではないANCA
陰性の血管炎という仮説については，退院後 2
年 6 カ月にわたって新たな臓器障害の出現はな
く，否定的と考えている．PSAは正常範囲内で
あった．上部消化管内視鏡検査では滑脱型裂孔
ヘルニア，逆流性食道炎，萎縮性胃炎の所見が
あり，下部内視鏡検査では上行結腸に多数の大
腸憩室とS状結腸に非腫瘍性ポリープを認めた．
胸腹骨盤部造影CTでは，副腎病変も含めて，悪
性腫瘍を示唆する所見はなかった．CRPの上昇
は，相対的副腎不全のみでは説明がつかないが，

ヒドロコルチゾン投与後に改善した．QFT（クォ
ンティフェロンTB-2 G）検査は実施しなかった
が，画像上，副腎や肺野に石灰化を伴う病変や
空洞性病変は見られず，結核性Addison病も否定
的と考えた．

第 8 病日からヒドロコルチゾン経口投与でス
テロイド補充療法を開始した．第 8，9，10 病日
は朝 100mgと夕 50mg，第 11 病日は朝 100mg，
第 12，13 病日は朝 50 mg，第 14 病日からは朝
20 mgとした．第 10 病日以降は，食事摂取量は
顕著に改善し，倦怠感も消失した．

低アルブミン血症は食事摂取不良によるもの
と考えられた．ヒドロコルチゾンの朝20mg経口
投与を継続し，第 16 病日に自宅退院した．外来
治療の継続を内分泌代謝科に依頼した．

解 説

相対的副腎不全は，血中コルチゾールは保た
れているにもかかわらず炎症反応を制御するに
は不十分な状態とされ，障害部位（視床下部・
下垂体・副腎系のどのレベルが障害されて副腎
機能低下に至るか）は明らかではなく７），全身状
態の回復とともにほとんどの症例で副腎機能は
正常化するため，一過性と考えられている７）．ま
た，相対的副腎不全は，Relative adrenal insuffi-
ciency, Critical illness-related corticosteroid in-
sufficiency（CIRCI），Functional adrenal insuf-
ficiencyとも記載され，その用語や定義は統一さ
れていない．

本例では，corticotropin releasing hormone
（CRH）負荷試験とインスリン低血糖負荷試験を
実施しなかったので，副腎不全の障害部位は不
明である．また，ACTH負荷前値が正常範囲内
であり，ACTH単独欠損症による続発性副腎不
全でACTH基礎分泌が比較的保たれている部分
障害の可能性も否定できない．

ウイルス感染症では，Human Immunodeficiency
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virus（HIV）８），West Nile virus９）において，相対的
副腎不全との関連性が報告されている．少量
ACTH（10 μg）負荷試験が正常反応ではなかっ
たHIV関連副腎不全疑いがある 22 例の障害部位
をCRH負荷試験とインスリン低血糖負荷試験と
で検討した報告では，原発性副腎不全が 12 例，
続発性副腎不全が 7 例で，残りの 3 例は正常で
少量ACTH負荷試験が偽陽性であった８）．

副腎不全と炎症反応の関連性については，厚
生省特定疾患報告書の全国実態調査によると，
原発性副腎不全の検査所見として，赤沈亢進が
61例中 29例（47.5％）にみられたとされている１０）．

高齢者の帯状疱疹罹患の背景には，時に，悪
性腫瘍が潜んでいることがある．本例では悪性
腫瘍の検索を行ったが，それらを示唆する所見
はなかった．

活動性で未治療のPMRでは，コルチゾールや
dehydroepiandrosterone sulfate（DHEAS）の基
礎分泌が低下しているとの報告がある１１）．した
がって，本例も「副腎不全を伴い臨床的に筋痛
が明らかではない非典型的なPMR」の可能性は
否定できないが，PMR診断基準１２）に示されるよ
うに有意な筋痛や朝のこわばりはみられなかっ
た．Matrix Metalloproteinase-3（MMP-3）は，
滑膜炎を疑う臨床所見に乏しかったため測定し
なかった．

急性期病棟入院患者での相対的副腎不全を予
測する因子のオッズ比（OR）として，副腎皮質
ホルモンの服用歴や中断歴（OR 7.38，95％ 信頼
区間（CI）［3.18；17.11］），悪心（OR 3.37，95％
CI［1.03；11.00］），好酸球増多（OR 17.6，95％
CI［1.02；302.3］），高カリウム血症（OR 2.41，
95％CI［0.87；6.69］）の4項目が報告されている１３）．

副腎不全は，病歴と身体所見のみでは手がか
りがないことも多い．本例のように糖尿病患者
においては，糖尿病による高血糖傾向が副腎不
全による低血糖を目立たなくさせることもある．
また，高齢者は認知症や一人暮らしなどの生活

環境から倦怠感をうまく伝えられないことがあ
るので，注意を要する．高齢者の不定愁訴にお
いては，何らかの感染症を契機とした相対的副
腎不全や，悪性腫瘍や結核などによる原発性副
腎不全も鑑別に入れる必要がある．日常診療に
おいて，内分泌学的疾患も想起することは重要
である．

本例のように副腎皮質ホルモンの服用歴や中
断歴がない場合でも，また，悪心，低血圧，低
ナトリウム血症，高カリウム血症，低血糖，好
酸球増加などの所見が揃わなくとも，副腎不全
を疑った際には，迅速ACTH負荷試験を実施す
る．また，この試験でコルチゾールの反応が正
常でない場合には，本例では実施できなかった
が，病状を勘案の上で，CRH負荷試験およびイ
ンスリン低血糖負荷試験を施行し，副腎不全の
障害部位の同定を試みるべきである．

内分泌・代謝科 専門医からのコメント

1．本例の最終的な診断は何か？ 障害部位は
どこか？

視床下部・下垂体の画像診断の記載がなく，
器質的異常があったのか，障害部位はどこなの
かが不明である．障害部位を推定する画像検査

（MRI，CTなど）を外来通院時に施行するべきで
ある．

2．相対的であれば慢性期にはコルチゾール5～
10 mg�日などもっと減量可能である．不要なス
テロイド投与を回避するためにも，慢性期での
下垂体・副腎皮質系の内分泌機能の評価が重要
である．本例は，コルチゾール 20 mg朝 1 回内服
なので，朝 9 時に外来受診していただき，コル
チゾール内服前に血中コルチゾールを測定すれ
ば，内服薬の影響を受けることなく内因性副腎
皮質予備能をある程度推定できる．迅速ACTH
負荷試験は，1 時間で終了するため外来でも十分
施行可能で，同時に測定されるACTH負荷後の
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アルドステロン分泌の程度が障害部位の鑑別や
予後判定に有用である．本例での急性期に施行
した迅速ACTH負荷試験のコルチゾール基礎値
と頂値から，副腎予備能は保たれている可能性
が高いと推定される．

著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容に
関連して特に申告なし
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