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【要旨】 

 和温療法は元鹿児島大学教授の鄭忠和氏（現和温療法研究所長）が心不全治療法として開発した乾式低温サウナ

による療法である。今回、われわれはカテーテルによる血管内治療後にも遷延する皮膚潰瘍を伴う重症下肢虚血症

例に対して、同療法を用いることにより著明な改善を認めた2症例を経験した。同療法は患部のみでなく全身を温

めることにより、血管拡張作用に加えて毛細管の新生や組織再生にも好影響があると思われた。 
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【はじめに】 

 重症下肢虚血症例は、高齢化や糖尿病・高血圧、脂

質異常症の増加により急速に増加している。 

 その治療には、カテーテルによる血管内治療が主流

になりつつあるが、血管内狭窄が強固でカテーテルが

到達できなかったり、主要血管を治療できても、より

末梢の微小血管に障害があったりするために、十分な

組織灌流が得られない場合がある。 

 残存虚血が重症であれば下肢切断を避けられない場

合があるが、そうでなくても皮膚潰瘍が残存する際に

は、痛みのために活動性が奪われ、寝たきりや車椅子

での生活になる場合も少なくない。このような症例に

は高圧酸素療法がおこなわれる場合もある 2)が、その

改善には限界がある。 

 和温療法は、元鹿児島大学循環器・呼吸器・代謝内

科教授の鄭忠和氏（現和温療法研究所長）により、心

不全患者の加療を目的に開発された乾式低温サウナを

用いた温熱療法であり、重症心不全の治療において安

全で有効な手段として注目されている 1)。同氏により

重症下肢虚血症例の皮膚病変にも効果があることが報

告されている 3)-4)ものの、現状ではまだ十分な実績が蓄

積されているとは言えない。 

 今回われわれは、重症下肢虚血により生じた皮膚潰

瘍病変が、高圧酸素療法やカテーテルによる血管内治

療後にも遷延した症例に対し、和温療法を実施するこ

とにより著明な改善を認めた２例を経験したので報告

する。 

（本論文の内容に関連し、発表者らに開示すべき COI

関係にある企業などはない。） 

 

【和温療法の方法】1)（図1） 

1. 入室前の準備 

 ・脱衣して体重の測定 

 ・血圧・心拍数の測定 

2. 和温療法室への入室 

  （フクダ電子 CTW-5000）    

 ・乾式低温サウナ（60℃）に15分座位 

3. 安静保温 

 ・全身を毛布などで包んで保温した状態で 30分間

ベッド上で安静臥位を維持 

4. 体重測定と水分補給 

 ・終了後に体重を再測定し、発汗により減少した分

の水分を飲用 

5. 上記の方法の継続 

 ・一日1回、週に3～5日、2～6週間継続 

 

【症例】 

症例１：70歳代 男性 

主訴：歩行時の下肢痛 

現病歴：他医で週3回の維持透析中の患者。 

 当科初診１年前から両下肢の色調不良を自覚し、他

院循環器科で左下肢末梢動脈に経皮的血管形成術（EV

T）を2回施行された。しかし両下肢痛は改善せず、他

院形成外科で高圧酸素療法を施行されたが、両下肢疼

痛は改善せず。その後さらに悪化し右第 3趾および左

第 1 趾、5 趾に暗赤色の変色、左第１趾に皮膚潰瘍を
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認め、重症下肢虚血の疑いで当科を紹介され某年 6月

2日に入院となった。 

既往歴：大動脈弁狭窄症（中等度）、労作狭心症、糖尿

病、糖尿病性腎症、高血圧、十二指腸出血による内視

鏡的止血術 

現症・検査所見： 

視診：右第3趾、左第1と5趾に黒色変化 

    その他の足指に紫色の変化 

        両下肢に疼痛の訴えあり。 

 血圧： 120～150/60～70mmHg, 

  心拍数：60～70bpm 整 

  心電図：正常洞調律、左室肥大 

 胸部レントゲン：CTR 52% 肺うっ血なし 

 下肢虚血関連の検査値： 

   ABI(足関節/上腕インデックス） 

    右 0.71、左 0.74 

   SPP(皮膚組織灌流圧） 

    右足背/足底 45/64mmHg 

        左足背/足底 62/48mmHg 

 下肢動脈造影（図2） 

   右浅大腿動脈（SFA）の高度狭窄 

   左前脛骨動脈（ATA）の高度狭窄 

入院後経過： 

 入院後 6月 12日・19日に右 SFAおよび左 ATAに血

管内治療（EVT）施行し狭窄の改善を認めた（図3）が、

皮膚組織還流圧には明らかな改善は認めず、歩行時に

高度の疼痛を伴っていた。 

 左第１趾の皮膚潰瘍は EVT後１ヶ月後も改善せず、

和温療法を導入することとした。 

和温療法後の経過： 

 8月2日から9月8日まで、概ね週4回施行（計20

回）。 

 位階の体重減少は 0～0.15kgと標準より少なめ。深

部体温の上昇 0～0.7℃。 

 

8月29日のSPP 

 右足背/足底 50/60mmHg 

 左足背/足底 60/61mmHg 

左第１趾の皮膚潰瘍は比較的急速に改善し、和温療法

6日目には下肢痛は著明に軽減した。20回目には浸出

液もなくなり、疼痛は消失し、ほぼ上皮化が終了した

と考え和温療法を終了した（図4）。右第3趾の炭化部

位は硬く収縮し、疼痛は消失したが脱落はしなかった。 

その後、歩行を主体とするリハビリを続け退院となっ

た。 

 

症例2：80歳代 女性 

主訴：歩行時の下肢痛 

現病歴： 

 永続性心房細動、鉄欠乏性貧血などで当院通院中で

あった。某年 1月右第 1趾の疼痛、表皮剥離、爪の脱

落などを生じ、近医皮膚科を受診し軟膏などの塗布を

されるが改善せず。他院形成外科を受診し、閉塞性動

脈硬化症を疑われ、CTで右下肢動脈の高度狭窄を認め

たため、加療目的で当科を紹介となった。 

既往歴：特記すべきものなし 

現症・検査所見： 

視診：右第3趾、左第1と5趾に黒色変化 

    その他の足指に紫色の変化 

        両下肢に疼痛の訴えあり。 

 血圧： 132/83mmHg,  

  心拍数： 80bpm 不整 

  心電図：心房細動、 

 胸部レントゲン：CTR 61% 、肺うっ血なし 

 下肢虚血関連の検査値： 

   ABI(足関節/上腕インデックス） 

    右 1.0、左 1.01 

   SPP(皮膚組織灌流圧） 

    右足背/足底 4/38mmHg 

  下肢動脈造影（図5a） 

    右前脛骨動脈（ATA）の高度狭窄 

    右後脛骨動脈(PTA)の閉塞     

入院後経過： 

 入院後 1月 25日に右 ATAにバルーンによる EVTを

施行し狭窄は解除された（図5ｂ）。右PTAは血行再建

しなかったが、ATAの血流が改善したことにより、逆行

性の良好な側副血行が確認された。 

 しかし、SPPは右足背/足底 21/34mmHg 

で、右足背のみ若干の改善にとどまった。このため、

皮膚潰瘍の治癒促進を期待して和温療法を施行した。 

和温療法後の経過： 

 2月1日から3月30日までの約8週間、全5回／週

（計38回施行）した。 

和温療法開始後 4週間ほどして明らかに正常な肉芽の

広がりが確認でき、8 週後には正常皮膚が拡大し爪の

再生も認められた（図6）。 

和温療法8週後のSPPは右足背/足底 41/71mmHgと改

善を認めた。 

 和温療法終了後の下肢動脈 CT ではバルーン拡張部

に再狭窄を認めていた（図7）。 

疼痛もほぼ消失しリハビリテーションにより独歩可能

となり退院となった。 

 

【考察】 

 今回、和温療法により、下肢血行再建後にも遷延す

る皮膚潰瘍が迅速かつ良好に改善した症例を2例経験
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した。 

 和温療法は、心不全患者の加療目的に開発された乾

式低温サウナによる温熱療法であり、その治療効果の

機序は十分に解明されたわけではないものの、主に温

熱による末梢血管拡張作用5)および長期的には血管内

皮細胞の機能改善による後負荷軽減が関与する6)と推

定されている。また、和温療法により、生体防御に関

与するHeat Shock Protein(HSP)のHSP32・HSP27や、抗

酸化酵素であるマンガンSOD(Mn-SOD)などの増加が動

物実験で示されている7)。eNOSの活性化とその機序とし

てHSP90蛋白の増加も報告されている8)-9）。さらには全

身のリラックス効果により、心不全の予後を悪化させ

ると考えられている交感神経の緊張を緩和する働きも

あると考えられる10）。 

 これらは特に皮膚病変を伴う様な末梢血管病変にも

同様の機序で効果を及ぼすと考えられる。 

 また、血管内皮前駆細胞であるCD34陽性細胞が末梢

血中に誘導されることも示されており11)、皮膚の再生

機序の一つと推定されている。 

 これまでにも、本療法の開発者である鄭らにより下

肢末梢病変への良好な治療効果は少数例で報告されて

いる3)-4)が、他には学会レベルでの症例報告がわずかに

ある程度で未だ症例の集積は十分ではない。 

 今回我々は、下肢血管の治療後にも遷延する皮膚潰

瘍の症例に和温療法を試み、良好な治療効果を得るこ

とができた。 

 症例1は、他医での高圧酸素療法や血管内治療でも効

果を得られなかった症例であり、症例2では最終的に血

管CTで、EVTにより加療した血管に再狭窄を認めたにも

かかわらず、皮膚病変の治癒は促進しSPPの改善を認め

た。温熱効果により、血管造影上の可視血管のみの治

療では得られなかった微小血管を含む末梢循環の改善

や、組織再生効果があったと推測される。 

 また、その皮膚病変の改善速度は我々の予想を上回

るものであった。推測ではあるが、単に局所を温めた

効果のみならず、全身をも温めることにより何らかの

神経体液性因子の賦活化や、組織再生反応の増強があ

るのかもしれない。 

 また、症例１は透析中の患者であったが、水分を適

宜補正することにより、特に障害なく実施でき安全性

にも問題はなかった。 

 2症例とも、皮膚潰瘍は非常に強い痛みを生じるため

に、わずかな歩行も困難であったが、和温療法により

積極的にリハビリテーションを行える状態になったこ

とは、QOL拡大に関しても極めて大きな意義を持ってい

た。 

 和温療法は重症下肢虚血の症例に血管内治療でも十

分な効果が得られない組織灌流低下による皮膚潰瘍病

変を有する症例に、非常に期待のできる治療手段であ

ると考える。 

 

【参考文献】 

1) 鄭 忠和、宮田昌明、田中信行；和温療法：心不全

に対する革新的治療 日本心臓病学会誌；6:6-18;

2011 

2) Lin PY, Sung PH, Chung SY, et al; Hyperbaric

 Oxygen Therapy Enhanced Circulating Levels 

of Endothelial Progenitor Cells and Angiogen

esis Biomarkers, Blood Flow, in Ischemic Are

as in Patients with Peripheral Arterial Occl

usive Disease. J Clin Med. 2018 Dec 14;7(1

2). pii: E548. 

3) Tei C, Shinsato T, Miyata M, et al; Waon the

rapy improves peripheral arterial disease. J

 Am Coll Cardiol 50: 2169-2171, 2007 

4) 鄭 忠和； 閉塞性動脈硬化症に対する和温療法. 

日本下肢救済・足病学会誌；6：137-145, 2014 

5) Tei C; Waon therapy: Soothing warmth therap

y. J Cardiol; 91;201-304, 2007 

6) Kihra T, Biro S, Imamura M, et al; Repeated 

sauna treatment improves vascular endothelia

l and cardiac function in patients with chro

nic heart failure. J Am Coll Cardiol; 39: 75

4-759, 2002 

7) Fjita S, Ikeda S, Miyata M, et al; Effect of

 Waon therapy on oxidative stress in chronic

 heart failure. Circ. J; 75:348-356, 2011 

8) Ikeda Y, Biro S, Kamogawa Y, et al; Repeated

 sauna therapy increases arterial endothelia

l nitric oxide synthase expression and nitri

c oxide production in cardiomyopathic hamste

rs. Circ J; 69-722-729, 2005 

9) Miyauchi T, Miyata M, Ikeda Y, et al; Waon t

herapy upregulates Hsp90 and leads to angiog

enesis through the Akt-endothelial nitric ox

ide synthase pathway in mouse hindlimb ische

mia. circ J; 76: 1712-1721, 2012 

10) Kuwahata S, Miyata M, Fujita S, et al; Impro
vement of autonomic nervous activity by Waon

 therapy in patients with chronic heart fail

ure. J Cardiol; 57:100-106, 2011 

11) Shinsato T, Miyata M, Kubozono T, et al; Wao
n therapy mobilizes CD34+ cells and improves

 peripheral arterial disease. J Cardiol; 56:

 361–366, 2010 

 



道南医学会ジャーナル第 2 号 

道南医ジ 2:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 和温療法の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 症例１の下肢血管造影所見 

 

 

 

 

均等乾式サウナ浴60℃・15分 安静保温30分

飲水

和温療法前後で
体重測定し
発汗量に見合った
水分を飲水

和温療法
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図３ 症例1の結果内治療後の造影所見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 症例1の和温療法中の左第１趾皮膚潰瘍の治癒経過 
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図５a(左図） 症例2の下肢血管造影 

図５b(右図） 症例2の血管内治療後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 症例2の和温療法中の右第１趾皮膚潰瘍の治癒経過 
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図７ 和温療法終了後の下肢血管造影ＣＴ 

 


