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高所環境と疾病―慢性高山病の現状と今後の課題―

奥宮清人
総合地球環境学研究所

はじめに
　高所住民にとって、長期低酸素による影響
が問題となる代表的疾患として、慢性高山病

（Chronic mountain sickness）と高所肺高血圧症
（High altitude pulmonary hypertension）があげられ
る。Leon-Veralde等による、診断基準のコンセン
サスが 2005年に発表された。それによると、標
高 2500m以上の長期居住者、または、移住者の
5 ～ 10％に発症のリスクがあるという、高所住民
にとっては重大な疾患といえる 1,2)。
　高所住民の人口はどれくらいであろうか。山岳
地域は、世界の 5分の 1の面積を占め、10分の
1の人口を擁するといわれるが 3)、山岳地域を定
義する明らかな標高の基準はない。最近、世界の
2500m以上の高所に 4560万人が居住し、3500m
以上には 1320万人、4500m以上には 410万人と
いわれている 4)。アンデスでは 2500m以上の居住
者は、1980年には、1000 ～ 1700万人であったが、
最近では、3500万人と増加している。実際、ア
ンデスの主要構成国のボリビア、コロンビア、エ
クアドル、ペルーの 4国のうち、ペルーを除く、
3首都のラパス、ボゴタ、キトが高地にあり、ア
ンデスの都市部での人口の増加は進んでいる 4,5)。
中国では、4つの高地（青海－チベット、内モン
ゴル、Yun-Gui、黄土高原）に、8000万人が居住
するといわれる。チベット高原には、チベット族
と同数またはそれ以上の漢民族の移住者が居住
するともいわれる。チベット鉄道開通（2006年
7月、ゴルムド－ラサ間）により、旅行者の急増
もそれに拍車をかけると予想され、チベットのア
イデンティティや文化の多様性の存続が危惧され
ている。エチオピアでは、全人口の半分にあたる
2600万人が、標高 2000m以上の高地に居住して
いる 6)。
　1992-93年には、高知医大アンデス医学調査隊

（松林公蔵隊長）が、ボリビアのチチカカ湖周辺

のウアリナという村で、ヘマトクリット値が 80％
と 90％という慢性高山病のふたりの症例を報告
している 7)。
　2007年 10月には、英国スコットランドの世界
高所医学会（ISMM）に参加し、ペルーの Leon-
Veralde氏や中国青海省の Ge Ri-Li氏による、慢
性高山病関連の最新知見の講演を聞くともに、情
報交換をする機会があった。そして、今後の地球
研での高所プロジェクトの上で、大きな課題のひ
とつであるとともに、共同研究を進める必要があ
るとの認識を得た。ここでは、高所環境における
疾病、特に慢性高山病の現状を中心に、高所肺高
血圧症にも言及して、レビューするとともに、そ
れらの疾患の今後の課題について展望したい。

慢性高山病の歴史
　慢性高山病は、1925年に、Carlos Monge Mに
よって、ペルーの鉱山の町である、Cerro de Pasco

（4300m）において、高度の多血症をともなう一
例が報告された。Hurtadoにより、8例（4000-4500m）
の慢性高山病の症状と症候がまとめられた 8)。そ
れらの症例は、高度の多血症（平均のヘモグロ
ビン：25.0g/dl）を呈していた。Mongeの以前の
報告では、鉱山労働による塵肺の病態も慢性高
山病の発症に一部関与していると説明されたが、
Hurtadoの 8例には、鉱山労働者は除外されて議
論された。Leon-Veralde等による 2005年の診断基
準でも、慢性肺疾患を有する場合は、二次性の慢
性高山病として区別された 1)。
　当初は、慢性高山病はアンデスに特異的と考え
られていたが、USAの鉱山の町である、コロラ
ドのLeadville（3100m）でも報告された。Pei等（1989
年）は、チベットのラサ（3600m）で 17例の慢
性高山病を報告し、そのうち男性の漢民族の喫煙
者が多く、チベット族はただ 1人のみであった 9)。
Wu等（1992年）は、青海省チベット高原にチベッ
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ト族の慢性高山病 26例（3680-4179m）を報告した。
慢性高山病に典型的な多血症（平均のヘモグロビ
ン：22.2g/dl）が認められた 10)。

アンデスの生物・社会的順応の歴史
“Climatic aggression”「風土」とのたたか
い11)

　ここで、アンデスに特徴的な慢性高山病の社会
的背景を知る上で、アンデス高所住民の社会的背
景と高度順応の関わりの歴史の一部を紹介してお
きたい。慢性高山病の病気を発見した、Mongeは、

“Climatic aggression”として、低地住民による高
地環境への順応のみでなく、高地住民による低地
環境への移住においても、「風土」とのたたかい
としてとらえている。近年、リマへの季節労働者
の移動が増加していることも反映しているようで
ある。高所より低地への移動した人々には、結核
をはじめとして、慢性気管支炎、気管支拡張症、
肺膿瘍などの呼吸器感染症の発症の増加が報告さ
れた 11)。
　アンデスの高所住民は、長年の適応と順応によ
り、高所での子孫の繁栄を維持してきた。しかし、
低所民にとっては厳しい環境であり、歴史家の
La Calancha（1639年）の話による、スペイン人
の Potosi（4060m、ボリビア）への入植者が、53
年後にして初めて出産できたという話が有名であ
る 12)。また、ペルーの Jauja（3300m）より、Lima

（150m）への遷都の理由は、家畜の繁殖ができな
かったことであるが、100年後には、Jaujaは、リ
マへの家畜の供給源となることができた 11)。ペ
ルーの人口統計により、住民の多産率（fecundity 
rate）（15 ～ 45歳の千人の女性に対する、1歳未
満の子供の数）を見てみると、標高 250 ～ 1750m
の住民において、fecundity rateは、最大の 174、
次に、1751 ～ 4500mの 164、最後に 0 ～ 250mの
144となっており、高所住民の適応を裏付けるも
のである。低地住民において低いのは、経済的に
高い都市生活者に世界的にみられる少子傾向が、
ここでもあてはまるのではないかと説明されてい
る 11,13)。
　また、Mongeは、慢性高山病にかかることを、
Climatic aggressionの結果、高所順応に破綻をき
たした状態であり、自然淘汰の一例であると記述
している 11)。

　アンデスのインカ時代の高所住民の文化とし
て、肉体労働や運動を重んじる文化（Physical 
culture）があったとされ、高所訓練を日常的に行っ
ている習慣があり、個々人としても高所順応に適
した文化であった 11)。
　また、“Mitimaes”と呼ばれる、Inca時代の支
配形態として、風土（ここでは、標高特有の環境
をさす）の特異性をいかして順応するために、住
民の移住が行われてきたという歴史があり、種族
ぐるみの順応を重視し、その保持にも意義があっ
たとされる。しかし、Inca以後は、高所順応への
配慮がなく、現代にいたる大量の高所と低所の住
民の移動において、生物・社会的に、どういう影
響があるかが、問題であるといえよう 11)。

慢性高山病の臨床的特徴1,2,14)

慢性高山病の定義と高所肺高血圧症との関係につ
いて
　標高 2500m以上に居住する、高所原住民または、
長期居住者に起こる病態である。高度の多血症、
男性 21g/dl、女性 19g/dl以上で、高度の低酸素症
を呈し、症例によっては、高度の肺高血圧症を呈
し肺性心やうっ血性心不全を起こす場合もある。
低所移動により徐々に改善し、高所にもどると再
発する。慢性肺疾患を基礎に有する場合は、二次
性の慢性高山病（Secondary CMS）として区別さ
れる 1)。
　慢性高山病と高所肺高血圧症の診断において、
病態を正確に区別することはできない。すなわち、
慢性高山病の多くの症例に肺高血圧症を合併する
が、時々、肺高血圧症をほとんどまたはまったく
認めない症例も存在する。逆に、特に小児や若年
成人において、重度の高所肺高血圧症患者におい
て、ヘモグロビンの上昇が、ほとんどまたはまっ
たく認められない症例も存在する。それゆえに、
ふたつの病態を区別して診断基準を設けている。
個々の患者の診察においては、ふたつの病態を合
併または、ひとつの病態のみを有するといった診
断を下すこととなる 1)。

慢性高山病の症状
　患者の症状は曖昧な神経精神的症状が多い。頭
痛、めまい、しびれ、不眠、疲労感、集中力の低
下や精神的活動の低下などである。イライラ感、
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うつ、幻覚等も起こりうる。労作時呼吸困難、運
動耐容能低下もしばしば見られる。

慢性高山病の徴候
　多血症による高度の赤ら顔が特徴的である。結
膜は充血し、バチ状指を呈する。

慢性高山病の検査成績
　血液学的には、高度の多血症を呈するが、真性
多血症とは異なり、白血球等の増加はなく、赤血
球のみの増加が認められる。血中酸素濃度の低
下、CO2濃度の増加を呈し、低換気とともに、肺
胞－血液酸素較差（AaDO2）の増加が認められる。
肺胞壁における酸素拡散能の低下も報告されてい
る。症例によっては、肺機能検査で、閉塞性また
は拘束性障害を認める場合がある。手足のしびれ
に対しては、末梢神経障害の病態も認められた。

血行動態と病理
　血液粘度上昇、血圧の中等度上昇、肺高血圧の
明らかな上昇が見られる。肺高血圧により、右心
肥大や肺血管壁の肥厚が認められる。

予防
　低所への移動が最も効果的であるが、実際は、
生業が高所環境に依存しているため、不可能であ
ることが多い。禁煙や、鉱山労働者の塵肺予防の
産業環境の衛生的管理、飲料水のコバルト汚染に
対する対応や予防が重要である。

治療
　低所への移動が最も効果的であるが、不可
能な場合も多い。静脈血の瀉血は効果がある
が繰り返す必要がある。呼吸促進剤である、
medroxyprogesterone acetateの効果が報告された。
しかし、女性ホルモンのため、リビドーの低下が
起こる場合があり、高齢の女性に主に用いられる。
最近、acetazolamideの効果が、二重盲検で報告さ
れ、注目されている 15)。

慢性高山病の疫学
アンデス
　アンデス原住民、特に、3300 ～ 4500mに居住
するケチュア（Quechuan）族に多く見られる。鉱

山労働者にも多く見られた。平均発症は 40歳
で、22 ～ 51歳にみられたという報告がある。横
断調査により、ペルーの鉱山都市である Cerro de 
Pasco（4300m）の居住男性において、15.6％の頻
度が見積もられた。
　当初は、慢性高山病はアンデスに特異的と考え
られていたが、他でも見られることが明らかに
なってきた。しかし、その異同については明らか
でない。

ヒマラヤとチベット
　Pei等（1989年）により、チベットのラサ（3600m）
で、男性の漢族の喫煙者に多いこと、Wu等（1992
年）により、青海省チベット高原にチベット族の
慢性高山病が報告された 9,10)。ヒマラヤ高所住民
では、ヘモグロビン値はアンデス住民より低い傾
向がある。その理由として、ヒマラヤ高所住民は、
高所と低所を移動するライフスタイルがあるが、
アンデスやチベット高原居住者は、高所に長年生
活する住民が多いことがあげられる。
　遺伝的に、アンデス高所住民は、多血症による
生理的順応をはかる特質があり 16)、チベット族は、
多血症の頻度が少ないとされ、低酸素にともなう
肺血圧上昇反応が、アンデス住民に比べて、チベッ
ト族では少ないことが分かっている 17)。高所住民
の居住の歴史は不明であるが、チベットは、5万
～ 10万年前より、アンデスでは、1万 5千年前
よりとされ、長年の適応の歴史による、順応方法
の違いが反映している可能性がある 18)。

慢性高山病のメカニズムとリスクファク
ター
　血中酸素の低下と CO2の増加といった、低換気
とともに、肺胞－血液酸素較差（AaDO2）の増加
の病態がある。肺胞における酸素拡散能の低下も
報告されている。低酸素に対する、換気応答の低
下が基礎にある可能性がある。肺疾患を有する場
合は、慢性高山病の発症のリスク要因となる。睡
眠時の低酸素症も、正常者に比べて多いとの報告
がある 14)。
　慢性高山病は、男性の発症が多いことと関連し、
女性ホルモンであるプロジェステロンは呼吸促進
効果を有するため、女性にとっては、発症を防御
していると考えられており、一方、閉経後のリス
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クは高くなる 14)。
　加齢も、慢性高山病の発症のリスクであること
がわかってきた。21.3g/dl以上のヘモグロビン濃
度を有する多血症の頻度をみると、20 ～ 29歳で
6.8％に対し、60 ～ 69歳で、33.7％に増加した。
慢性高山病の頻度やリスクファクターに関する縦
断的な研究はなされていない 2,14)。
　コバルトは赤血球増血の促進作用があり、鉱山
その他における、土壌や水において、リスクファ
クターとなる危険がある 14)。
　エリスロポイエチン、エリスロポイエチン受容
体、HIF-1α（von Hippel Lindau and others）などの
遺伝子と慢性高山病との関連は認めなかった 19)。

高所肺高血圧症の歴史
　低酸素による肺血管の収縮は、生理学的には、
低酸素の肺領域をシャントし、効果的に酸素摂取
をする上で重要であるが、高所環境においては肺
全体が低酸素状態であるため、全体の肺血管の収
縮をきたすことにより、肺高血圧をきたすことが
問題となる。高所に適応した動物、たとえば、ヤ
クやピカは、低酸素による肺血管の収縮反応は認
められず、チベット住民も反応は非常に小さいこ
とがわかっている 14)。
　慢性高山病の症例においては、頻繁に肺高血圧
症を合併することが知られていた。しかし、アン
デスでは、慢性高山病の特徴である、多血症が著
明で、また、検査が容易であることに対し、肺高
血圧は検査が容易でないため、見逃されていた可
能性があるという指摘もある 20)。Sui等は、1988
年に、Subacute infantile mountain sickness を報告
し 21)、Anand 等 は、1990 年 に、Adult subacute 
mountain sicknessを報告した 22)。両者ともに、肺
高血圧症による右心不全の病態であり、それ
以外に以前呼ばれた、CMS of the vascular type、
High altitude heart disease、Hypoxic cor pulmonale、
Pediatric high altitude heart disease等とともに、一
括して、高所肺高血圧症（High altitude pulmonary 
hypertension）の範疇に、最近まとめられた 1)。

幼児における高所肺高血圧症
　アンデスへのスペイン人入植者は、経験上、ア
ンデス高所での出産は避けて低地で出産し、1年
以上経つまでは、高所に戻らないようにしてい

た。チベット高原に移住した漢民族にも同様の
問題が起きてきている。Sui等（1988年）は、ラ
サで死亡した、15例の Subacute infantile mountain 
sicknessの剖検症例を報告した 21)。一人を除いて、
漢民族の子供であった。剖検結果は、慢性肺高血
圧の病理像を示していた。

成人における高所肺高血圧症
　Anand等は、1990年に、Adult subacute mountain 
sicknessを報告した 22)。5800 ～ 6700mに数ヶ月滞
在した（平均1.8年）、21人の兵士であり、呼吸困難、
咳、労作性狭心症等を認めた 22)。
　1992年に、Wu等により、青海省チベット高原
にチベット族の慢性高山病 26例（3680-4179m）
が報告され、肺高血圧症の合併が報告された 10)。
　Pei等（1989年）は、チベットのラサ（3600m）
で 17例を報告し、そのうち、男性の漢族の喫煙
者に多く、チベット族は少なく 1人のみであった。
5症例に心カテーテル検査を行い、肺動脈血圧は、
57/28mmHgと高値であった。自然経過を観察し、
病初期は、多血症が主症状であり、病期の長期化
に伴い、肺高血圧症の合併が見られるとしている 9)。

高所肺高血圧症の臨床的特徴1,14)

高所肺高血圧症の定義
　2500m以上に居住する、子供や成人に発症する。
平均肺血圧が、30mmHg以上、または、収縮期肺
血圧 50mmHg以上、右心肥大、心不全、中等度
の低酸素を呈し、過度の多血症を有しないことで
ある（男性 21g/dl、女性 19g/dl未満）。除外項目
としては、他の肺高血圧症を起こす基礎疾患を有
しないこと、たとえば、慢性肺疾患や心疾患など
を除外する。

高所肺高血圧症の診断
　スクリーニングとしては、心エコーにより三尖
弁逆流をとらえ、ベルヌーイ法による右心－右房
圧較差を計測することにより診断する。

高所肺高血圧症の臨床症候
　病初期には症状はないが、肺高血圧症が進んで
くると、右心不全が現れてくる。症状は、頭痛、
呼吸困難、咳、不眠、イライラ感、時に、労作性
狭心症を伴う。徴候は、チアノーゼ、心拍亢進、
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呼吸速拍、顔面浮腫、肝腫脹などである。低所へ
の移動により、徴候は改善するが、ときおり、高
血圧は長引くことがある。

疫学と頻度
　青海省チベットでは、漢族移住者がチベット族
よりもリスクが大きく、子供の方が成人よりもリ
スクが大きかった 23)。男性の方がリスクが大きい。

高所肺高血圧症に対する遺伝的要因
　アンギオテンシン変換酵素（angiotensin 
converting enzyme; ACE）遺伝子座の挿入／欠失

（I/D）多型と、高所肺高血圧症との関連が報告さ
れた。78人の男性高所住民に対し、カテーテル
検査が施行され、高所肺高血圧症を有する高所住
民においては、I/I多型の頻度は、正常高所住民に
比べて、3倍の高頻度を認めた。肺高血圧症の頻
度も、I/Dや D/Dに比べて、有意に高値であった。
低所住民と高所住民を比較すると、高所住民では、
I/I多型の頻度は低く、D/Dは高値であった。高所
では、D/Dの進化的選択があることが示唆された 24)。

高所肺高血圧症の治療
　低所への移動が最も効果的であるが、実際は、
生業が高所環境に依存しているため、不可能であ
ることが多い。Nifedipineが肺高血圧症を軽減す
ることが知られている。Phosphodiesterase inhibitor
である、sildenafilも効果があることが報告された。
Acetazolamideの高所肺高血圧症に対するトライ
アルはない。

慢性高山病や高所肺高血圧症の今後の課
題
　肥満や加齢が、慢性高山病のリスクファクター
であることがわかってきたが、社会経済的グロー
バリゼーションによる、ライフスタイルの変容の
影響が慢性高山病の予後にどう影響するかが依然
として不明であり、興味あるところである。慢性
高山病の予後に影響する要因の縦断的研究や、異
なる地域住民の比較研究は行われていない 2)。糖
尿病、高血圧を含めた生活習慣病の慢性高山病と
の関連や、縦断的なフォローアップによるリスク
ファクターの検討や予後の追跡が今後の課題であ
り、治療より予防に向けてパラダイムを転換して

いく必要がある。また、チベットとアンデスの慢
性高山病や高所肺高血圧症を有する高所住民の病
態とライフスタイルを同じ手法で比較し、異同に
ついて議論することも、今までの研究にはなく、
今後の取り組みが必要である。
　我々は、フィールド医学の取り組みにより、
日本やラオスで、糖尿病と境界型のブドウ糖負
荷による診断を行い、耐糖能異常を有する住民
に対して、食事や運動指導による改善効果を認
めた 25-28)。今後は、高所住民の生活習慣病のスク
リーニングを行い、慢性高山病や高所肺高血圧と
の関連を調べ、その予防につながる可能性を探求
していきたい。
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Summary

High-Altitude Environment and Diseases; Chronic Mountain Sickness and 
its Perspective

Kiyohito Okumiya

Research Institute for Humanity and Nature

  Chronic mountain sickness (CMS) and high altitude pulmonary hypertension are found in highland people with 
hypoxemia.  Chronic mountain sickness was first recognized with excessive erythrocytosis by Carlos Monge M. 
(Monge's disease). It is found in all populations who remain at altitude for many years.  The incidence is increased 
with altitude and with age and it is higher in males than females.
  The association between CMS and lifestyle related diseases are unknown and its studies may contribute for the 
prevention of CMS.




