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　池脇　二木先生、以前はマイコプラ
ズマはオリンピックイヤーに流行する
ということでしたが、2011年、日本で
だいぶ流行しているということで、必
ずしもオリンピックとは関係ないよう
ですけれども、最近の動向はどうなっ
ているのでしょうか。
　二木　以前は確かに先生がおっしゃ
るとおり、４年ごとに、まさに夏のオ
リンピックの年に流行したのですけれ
ども、十数年前から全くそういう傾向
がなくなってしまって、毎年毎年、同
じような頻度で、だいたい秋から冬に
かけて流行する。その数もそれほど大
きな上下はなかったのですが、今先生
からご指摘があったように、実は去年
は随分時期外れの、ちょうど初夏ぐら

いから大きな流行が始まりました。2011
年の暮れごろは例年の倍ぐらいの患者
数で、これは主に小児のほうのデータ
ですけれども、おそらく成人のほうで
もかなり発症があったのではないか。
ご存じのように、愛子様ですとか天皇
陛下、お二方ともマイコプラズマでご
入院なさっていますが、そういう年で
した。
　池脇　そういう意味では昨年来、爆
発的な流行をしていて、耐性菌がある
となると、これは一般実地の先生方に
とっても極めて身近で重要な問題とい
うことになります。
　そういう意味で、今回のご質問は、
どのように診断していくのか。診断と
いうのは、一般的に抗体を見つけるか、
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　マイコプラズマ肺炎について、マイコプラズマ肺炎の確認の方法として適切
なのは、まず直接凝集反応によって血清抗体のスクリーニングテストを行い、
見当をつけてから補体結合反応により確認することであると思いますが、いか
がでしょうか。ご教示ください。
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　池脇　少なくとも数週間以上空ける
ということになりますと、実際に患者
さんを診て、その場で判断してという
中で、ちょっと難しいですね。
　二木　おっしゃるとおりです。です
から、実際にはおそらく先生方は、最
初に患者さんがおいでになられたとき
に、いろいろなところから総合的に判
断されて、マイコプラズマではないか
な、あるいはそれ以外の細菌性肺炎で
はないかなということで、治療を始め
られなければいけない。そうしますと、
比較的マイコプラズマというのは治療
によく反応しますから、「また１週間
後、あるいは２週間後にいらっしゃい」
といってお話しされ、次回来院された
ときはもう治ってしまっているという
ケースが多くありますので、実際に治
療にそういう結果を反映させようと思
うと、より早くマイコプラズマを診断
する方法が必要ということになります。
　池脇　いわゆるペア血清での診断と
いうのがもっともなことだと思うので
すけれども、単回で、ある一定以上高
ければ診断していいということでもよ
ろしいのですか。
　二木　基本的にはそのとおりだと思
います。ですけれども、患者さんは比
較的早く医療機関を受診されますので、
そうしますと、熱が出て２日目、３日
目というところでは抗体はまだ上がっ
ていないというところが問題だと思い
ます。

　池脇　特にIgGの場合は立ち上がり
はゆっくりだと思いますので、その点
はIgMのほうが早いとなると、当然
IgMの抗体を見つける、そういう方向
もあるのではないでしょうか。
　二木　おっしゃるとおりで、現実に
それも市販されておりまして、IgGよ
りもかなり早いのではないかというこ
とで期待されて、実際に運用されてい
るのですけれども、やはりIgM抗体と
いえども、陽性の結果を出すには日数
がかかるようです。ですから、私たち
が期待しているよりは陽性率が高くな
いというところが今の現状だと思いま
す。
　池脇　迅速反応キットというのは、
自分でできるキットなのでしょうか。
　二木　そうです。ご自身で血液を取
っていただいたら、お手元でできる検
査ですけれども、最近では、例えば肺
炎球菌とかレジオネラなどは、尿の中
ですとか喀痰の中の抗原をつかまえる
という方法がありますけれども、マイ
コプラズマについても、そういう抗体
ではなくて、直接抗原、菌そのものを
つかまえるという方法を考えていかな
いと、将来的には迅速診断としてはも
のにならないかなと思っています。
　池脇　まだまだ現状では迅速に十分
な信頼性のある検査はないということ
になりますと、どうやってその場で診
断するかということになりますが。
　二木　そこで私たちも、日本呼吸器

あるいは直接病原菌を見つけるかとい
うことですけれども、まず一般的なと
ころを教えていただけますか。
　二木　感染症の診断というのは、先
生がおっしゃったとおり、原則的には
病原菌を、例えば呼吸器の検体ですと
か血液ですとか、そういうところから
見つけて、それに対して薬が効くか効
かないかという感受性検査、そこまで
するのが理想的です。ただ、マイコプ
ラズマは非常に培養が難しい。特殊な
培地を使わなければ生えてきません。
仮に生えたとしても、随分時間がかか
る。そういうことで、一般の先生方の
外来で手軽にそういう検査ができない
ものですから、以前から、血液中の抗
体価の測定で診断するというのが一般
化しております。
　池脇　抗体も、IgG、IgM、それを
どういうかたちで検出するかというこ
とで、ご質問にあります直接凝集反応、
これはいわゆるPA法ということでよ
ろしいのでしょうか。
　二木　そうですね。
　池脇　これは主にIgMを検出する。
　二木　IgGです。
　池脇　IgGのほうですか。そしても
う一つ、補体結合反応、CFということ
で、これはいかがですか。
　二木　これもやはりIgGを見ており
ます。
　池脇　両方ともIgGなのですね。そ
もそも使い分けがあるのかどうかも含

めて教えてください。
　二木　それぞれに多少感度の違いで
すとか、いずれが早く出るかというタ
イミングの差は若干あると思うのです
けれども、基本的には同じIgG抗体を
測っているわけですから、両者間にそ
れほど大きな差はないのではないかと
思います。
　ですから、ご質問では、まず直接凝
集反応でスクリーニングをして、その
後、補体結合反応で確認というふうに
おっしゃっておられますけれども、私
どもは現実にはどちらでもよろしいの
で、大事なことは、むしろ１回だけの
検査ではなくて繰り返し行っていただ
くことだと思います。
　要するにIgG抗体が上がってくるに
は早くても２週間、あるいはそれ以上、
３週間、４週間かかることがあります
ので、診断を確定するためには、発症
して早期のタイミングで１回、しばら
く時間を置いて、ちょうど回復期ぐら
いになりますけれども、そのときにも
う１回、その動きを見て、それで診断
をするということが現在では一般的で
す。
　ですから、どちらかが先、どちらか
があとではなくて、どちらでも結構で
すので、必ずそういう２回、これはペ
ア血清といいますけれども、それで変
化を比較をしていただくということが、
一般の臨床の先生方には一番お役に立
つ方法かなと思います。
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　池脇　少なくとも数週間以上空ける
ということになりますと、実際に患者
さんを診て、その場で判断してという
中で、ちょっと難しいですね。
　二木　おっしゃるとおりです。です
から、実際にはおそらく先生方は、最
初に患者さんがおいでになられたとき
に、いろいろなところから総合的に判
断されて、マイコプラズマではないか
な、あるいはそれ以外の細菌性肺炎で
はないかなということで、治療を始め
られなければいけない。そうしますと、
比較的マイコプラズマというのは治療
によく反応しますから、「また１週間
後、あるいは２週間後にいらっしゃい」
といってお話しされ、次回来院された
ときはもう治ってしまっているという
ケースが多くありますので、実際に治
療にそういう結果を反映させようと思
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する方法が必要ということになります。
　池脇　いわゆるペア血清での診断と
いうのがもっともなことだと思うので
すけれども、単回で、ある一定以上高
ければ診断していいということでもよ
ろしいのですか。
　二木　基本的にはそのとおりだと思
います。ですけれども、患者さんは比
較的早く医療機関を受診されますので、
そうしますと、熱が出て２日目、３日
目というところでは抗体はまだ上がっ
ていないというところが問題だと思い
ます。

　池脇　特にIgGの場合は立ち上がり
はゆっくりだと思いますので、その点
はIgMのほうが早いとなると、当然
IgMの抗体を見つける、そういう方向
もあるのではないでしょうか。
　二木　おっしゃるとおりで、現実に
それも市販されておりまして、IgGよ
りもかなり早いのではないかというこ
とで期待されて、実際に運用されてい
るのですけれども、やはりIgM抗体と
いえども、陽性の結果を出すには日数
がかかるようです。ですから、私たち
が期待しているよりは陽性率が高くな
いというところが今の現状だと思いま
す。
　池脇　迅速反応キットというのは、
自分でできるキットなのでしょうか。
　二木　そうです。ご自身で血液を取
っていただいたら、お手元でできる検
査ですけれども、最近では、例えば肺
炎球菌とかレジオネラなどは、尿の中
ですとか喀痰の中の抗原をつかまえる
という方法がありますけれども、マイ
コプラズマについても、そういう抗体
ではなくて、直接抗原、菌そのものを
つかまえるという方法を考えていかな
いと、将来的には迅速診断としてはも
のにならないかなと思っています。
　池脇　まだまだ現状では迅速に十分
な信頼性のある検査はないということ
になりますと、どうやってその場で診
断するかということになりますが。
　二木　そこで私たちも、日本呼吸器

あるいは直接病原菌を見つけるかとい
うことですけれども、まず一般的なと
ころを教えていただけますか。
　二木　感染症の診断というのは、先
生がおっしゃったとおり、原則的には
病原菌を、例えば呼吸器の検体ですと
か血液ですとか、そういうところから
見つけて、それに対して薬が効くか効
かないかという感受性検査、そこまで
するのが理想的です。ただ、マイコプ
ラズマは非常に培養が難しい。特殊な
培地を使わなければ生えてきません。
仮に生えたとしても、随分時間がかか
る。そういうことで、一般の先生方の
外来で手軽にそういう検査ができない
ものですから、以前から、血液中の抗
体価の測定で診断するというのが一般
化しております。
　池脇　抗体も、IgG、IgM、それを
どういうかたちで検出するかというこ
とで、ご質問にあります直接凝集反応、
これはいわゆるPA法ということでよ
ろしいのでしょうか。
　二木　そうですね。
　池脇　これは主にIgMを検出する。
　二木　IgGです。
　池脇　IgGのほうですか。そしても
う一つ、補体結合反応、CFということ
で、これはいかがですか。
　二木　これもやはりIgGを見ており
ます。
　池脇　両方ともIgGなのですね。そ
もそも使い分けがあるのかどうかも含

めて教えてください。
　二木　それぞれに多少感度の違いで
すとか、いずれが早く出るかというタ
イミングの差は若干あると思うのです
けれども、基本的には同じIgG抗体を
測っているわけですから、両者間にそ
れほど大きな差はないのではないかと
思います。
　ですから、ご質問では、まず直接凝
集反応でスクリーニングをして、その
後、補体結合反応で確認というふうに
おっしゃっておられますけれども、私
どもは現実にはどちらでもよろしいの
で、大事なことは、むしろ１回だけの
検査ではなくて繰り返し行っていただ
くことだと思います。
　要するにIgG抗体が上がってくるに
は早くても２週間、あるいはそれ以上、
３週間、４週間かかることがあります
ので、診断を確定するためには、発症
して早期のタイミングで１回、しばら
く時間を置いて、ちょうど回復期ぐら
いになりますけれども、そのときにも
う１回、その動きを見て、それで診断
をするということが現在では一般的で
す。
　ですから、どちらかが先、どちらか
があとではなくて、どちらでも結構で
すので、必ずそういう２回、これはペ
ア血清といいますけれども、それで変
化を比較をしていただくということが、
一般の臨床の先生方には一番お役に立
つ方法かなと思います。
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具体的にはその次の手はあるのでしょ
うか。
　二木　お子さんですので、何でもと
いうわけにいきませんが、第二選択と
してはテトラサイクリン系薬を使うと、

今のところ、たいへんよく効くそうで
す。そのように考えていただければと
思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

学会で、肺炎をどのように診断して、
どのように治療するか、いわゆる診療
ガイドラインを示しているのですが、
その中にマイコプラズマと、それ以外
の普通の肺炎、細菌性肺炎、これをど
ういうふうに区別するか。今のような
検査をして確定できればいいのですけ
れども、多くの場合、先ほど言ったよ
うに処方動向に結びつかないというこ
とで、むしろ臨床診断をしようという
試みを提案しています。５つの項目、
何も検査をしなくても、先生方がきち
んと患者さんを診ていただければ判断
できます。
　どういうことを診るかというと、一
つは年齢です。60歳未満である。若い
方というのと同じことです。もう一つ
は、大きな肺の病気とか基礎疾患がな
い方、あるいはあっても軽いというこ
と。もう一つは頑固な咳がある。さら
に、胸の音を聴いていただいて、例え
ば痰が絡むような音がしないというこ
と。そして最後には、痰がない。ある
いは痰があっても、それをいろいろ検
査してみても、怪しげな病原菌が出て
こない。この５項目を使って、そのう
ちの３つ以上が合致すればマイコプラ
ズマを疑ってよろしいのではないかと
いうことが示してあります。これはマ
イコプラズマに関しましては的中率が
いいのです。ですから、おそらく先生
方、先ほどの抗体検査をするよりもお
役に立つことも多いのではないかと思

います。
　池脇　まさに問診と聴診器で診断を
するという医師としての原点に立ち返
ってマイコプラズマを診断しなさいと
いうことですね。
　二木　そういうことだと思います。
　池脇　最後に、先生方が懸念されて
いるマイコプラズマの耐性ということ
ですが、どういうことなのでしょうか。
　二木　もともとマイコプラズマは、
例えばマクロライド、非常に私たちは
よく使うお薬ですが、これを使えばパ
ーフェクトに効いていたのです。とこ
ろが、2002年ぐらいから子どもさんの
領域で、このマクロライドが効かない
マイコプラズマがじわじわと増えてま
いりまして、一昨年ぐらいのデータで
すと、マイコプラズマで入院してくる
ようなお子さんでは５、６割のマイコ
プラズマの株がマクロライドの効かな
いものだということが報告されてまい
りました。
　そうこうするうちに、先ほど冒頭で
もお話ししたように、去年の大流行で
す。やはり薬の効きが悪いです。そう
すると、なかなか症状が取れないとい
うことで、お子さんがいつまでも咳を
します。そうすると、周りのお子さん
にうつしていくということで、先ほど
お話をしたような去年の大流行という
のもそれと無関係ではないのではない
かといわれています。
　池脇　マクロライド耐性の場合には、
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りました。
　そうこうするうちに、先ほど冒頭で
もお話ししたように、去年の大流行で
す。やはり薬の効きが悪いです。そう
すると、なかなか症状が取れないとい
うことで、お子さんがいつまでも咳を
します。そうすると、周りのお子さん
にうつしていくということで、先ほど
お話をしたような去年の大流行という
のもそれと無関係ではないのではない
かといわれています。
　池脇　マクロライド耐性の場合には、
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　林田　瓜田先生、腹直筋症候群と申
しますか、突然腹直筋に異変が生じる
という病態ですが、なかなか診断も難
しいということになるかと思います。
まずこの病態の発生の原因、あるいは
この病態がいつごろから取り扱われて
きたのか、その辺の歴史も含めてお話
しいただけますか。
　瓜田　非常に診断が難しい腹直筋症
候群ですけれども、最初の報告は1928
年、もうすでに80年以上前から報告さ
れております。一般には外傷のあとに
起こりやすいのですが、外傷のないも
のを腹直筋症候群というふうに定義し
ますと、年10例ぐらいの報告がありま
す。
　林田　これは性差、好発年齢、何か
特徴がありますか。
　瓜田　やはり基礎疾患のある方は高

齢者に多く、基礎疾患のない方はスポ
ーツあるいは咳等、腹筋に力が入るこ
とで起こりますので、比較的若年者に
多いという傾向があります。性差につ
きましては、原因はよくわからないの
ですが、なぜか７対３ぐらいの比率で
女性に多いと報告されております。
　林田　症状あるいは所見ですが、こ
れはいかがでしょうか。
　瓜田　これは突然発症する腹痛なの
ですが、右か左に限局して起こるとい
われております。見かけ上、皮下出血
を伴うことがありますが、皮下出血が
明らかでない場合もあります。
　林田　これは腹直筋の前面側といい
ましょうか、外側、あるいは腹膜側と
いいましょうか、内側、どちらかが多
いということはありますか。
　瓜田　基本的には腹膜に近いところ

で、下腹壁動脈の破綻が原因と考えら
れています。
　林田　そうしますと、症状としては
腹膜の刺激症状のような所見が出ると
いうふうに考えてよろしいですか。
　瓜田　実は本日、この病気の方が紹
介されてきたのですけれども、歩けな
いような非常に強い腹膜刺激症状で、
筋性防御がありました。近医の先生か
ら腹膜炎ということで我々に紹介され
てきたのですけれども、CTを撮りま
したら、腹直筋に血腫がありました。
非常に強い症状があり、外科の先生に
腹膜炎として紹介されることが多いよ
うな気がいたします。
　林田　この方の発症の原因は。
　瓜田　透析をしている方で、もとも
と冠動脈疾患がありまして、ワーファ
リンとアスピリンを内服している状況
でした。風邪を引きまして１週間ほど
咳が続いている状態で、突然咳をした
のちにおなかが痛くなったということ
でした。
　林田　今、腹膜刺激症状ということ
ですので、鑑別診断が重要になると思
います。これはいかがでしょうか。
　瓜田　腹膜炎として手術をしてしま
ってから気がつくということも報告さ
れておりますが、CTあるいは超音波
で判断が容易となります。特に３次元
で再構築しますと、腹膜と腹腔内臓器
の位置関係がわかりやすくなりますの
で、確実に診断できるようです。

　林田　CTとか超音波ということで
すが、その辺を詳しくお話しいただけ
ますでしょうか。
　瓜田　一般の出血と同じように、CT
では腹直筋の中にレンズ状あるいは紡
錘状の腫瘤として描出されてまいりま
す（図）。超音波も同様ですけれども、
CTの場合は通常の腹水と比べまして、
少しCT値が高くなります。できれば
MRIを行いたいところです。出血直後
ですと、T１強調画像では高信号、T２
強調画像でも高信号ということで、そ
れが時間とともに徐々にT１画像で低
信号になっていくというような経過を
示すようです。
　林田　血腫は、最初に大量に出るの
か、あるいは徐々に血液がたくさん溜
まってくるのか。ある程度溜まります
と、だいたい容量といいますか、その
限界があるかと思いますので、あると
ころで止まるということでしょうか。
　瓜田　発症が急ですので、一気に出
て、動脈性の皮下出血を起こしまして、
筋鞘の中が満たされると自然とある程
度止まってくるというふうな経過が多
いようです。ただ、一部は腹腔内に穿
破してしまうような報告がありますの
で、そうなると本当に手術が必要にな
るといわれております。
　林田　手術の適応というところです
が、そのために診断が非常に大事だと
いうことになりますね。いたずらにお
なかを開ける必要もないだろうと。実

腹直筋症候群

東邦大学総合診療・救急医学教授
瓜　田　純　久

（聞き手　林田康男）

　腹直筋（鞘）症候群についてご教示ください。
　（東邦大学　瓜田純久先生に）

＜新潟県勤務医＞
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　林田　瓜田先生、腹直筋症候群と申
しますか、突然腹直筋に異変が生じる
という病態ですが、なかなか診断も難
しいということになるかと思います。
まずこの病態の発生の原因、あるいは
この病態がいつごろから取り扱われて
きたのか、その辺の歴史も含めてお話
しいただけますか。
　瓜田　非常に診断が難しい腹直筋症
候群ですけれども、最初の報告は1928
年、もうすでに80年以上前から報告さ
れております。一般には外傷のあとに
起こりやすいのですが、外傷のないも
のを腹直筋症候群というふうに定義し
ますと、年10例ぐらいの報告がありま
す。
　林田　これは性差、好発年齢、何か
特徴がありますか。
　瓜田　やはり基礎疾患のある方は高

齢者に多く、基礎疾患のない方はスポ
ーツあるいは咳等、腹筋に力が入るこ
とで起こりますので、比較的若年者に
多いという傾向があります。性差につ
きましては、原因はよくわからないの
ですが、なぜか７対３ぐらいの比率で
女性に多いと報告されております。
　林田　症状あるいは所見ですが、こ
れはいかがでしょうか。
　瓜田　これは突然発症する腹痛なの
ですが、右か左に限局して起こるとい
われております。見かけ上、皮下出血
を伴うことがありますが、皮下出血が
明らかでない場合もあります。
　林田　これは腹直筋の前面側といい
ましょうか、外側、あるいは腹膜側と
いいましょうか、内側、どちらかが多
いということはありますか。
　瓜田　基本的には腹膜に近いところ

で、下腹壁動脈の破綻が原因と考えら
れています。
　林田　そうしますと、症状としては
腹膜の刺激症状のような所見が出ると
いうふうに考えてよろしいですか。
　瓜田　実は本日、この病気の方が紹
介されてきたのですけれども、歩けな
いような非常に強い腹膜刺激症状で、
筋性防御がありました。近医の先生か
ら腹膜炎ということで我々に紹介され
てきたのですけれども、CTを撮りま
したら、腹直筋に血腫がありました。
非常に強い症状があり、外科の先生に
腹膜炎として紹介されることが多いよ
うな気がいたします。
　林田　この方の発症の原因は。
　瓜田　透析をしている方で、もとも
と冠動脈疾患がありまして、ワーファ
リンとアスピリンを内服している状況
でした。風邪を引きまして１週間ほど
咳が続いている状態で、突然咳をした
のちにおなかが痛くなったということ
でした。
　林田　今、腹膜刺激症状ということ
ですので、鑑別診断が重要になると思
います。これはいかがでしょうか。
　瓜田　腹膜炎として手術をしてしま
ってから気がつくということも報告さ
れておりますが、CTあるいは超音波
で判断が容易となります。特に３次元
で再構築しますと、腹膜と腹腔内臓器
の位置関係がわかりやすくなりますの
で、確実に診断できるようです。

　林田　CTとか超音波ということで
すが、その辺を詳しくお話しいただけ
ますでしょうか。
　瓜田　一般の出血と同じように、CT
では腹直筋の中にレンズ状あるいは紡
錘状の腫瘤として描出されてまいりま
す（図）。超音波も同様ですけれども、
CTの場合は通常の腹水と比べまして、
少しCT値が高くなります。できれば
MRIを行いたいところです。出血直後
ですと、T１強調画像では高信号、T２
強調画像でも高信号ということで、そ
れが時間とともに徐々にT１画像で低
信号になっていくというような経過を
示すようです。
　林田　血腫は、最初に大量に出るの
か、あるいは徐々に血液がたくさん溜
まってくるのか。ある程度溜まります
と、だいたい容量といいますか、その
限界があるかと思いますので、あると
ころで止まるということでしょうか。
　瓜田　発症が急ですので、一気に出
て、動脈性の皮下出血を起こしまして、
筋鞘の中が満たされると自然とある程
度止まってくるというふうな経過が多
いようです。ただ、一部は腹腔内に穿
破してしまうような報告がありますの
で、そうなると本当に手術が必要にな
るといわれております。
　林田　手術の適応というところです
が、そのために診断が非常に大事だと
いうことになりますね。いたずらにお
なかを開ける必要もないだろうと。実

腹直筋症候群

東邦大学総合診療・救急医学教授
瓜　田　純　久

（聞き手　林田康男）

　腹直筋（鞘）症候群についてご教示ください。
　（東邦大学　瓜田純久先生に）

＜新潟県勤務医＞
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際に手術をする処置というと、どうい
う処置がありますでしょうか。
　瓜田　実際は、おなかを開けてみて、
血腫除去ということと、ドレナージを
するという報告もあるのですけれども、
なぜかわからないのですが、腹直筋症
候群というのは手術歴のある方に結構
合併が多いのです。腹壁瘢痕ヘルニア
との鑑別が難しくて、万が一、腹壁瘢
痕ヘルニアであれば、ドレナージする
とたいへんなことになります。今どこ
の施設でも超音波装置は置いてあるの
で大丈夫なのですけれども、この疾患
は発症の機転が非常に特徴的です。咳
をしたあととか、腹筋運動をしたあと
とか、そういうときに急に発症した腹
直筋の痛み、なおかつ右か左に限局す

る、これが大事な症候です。
　林田　限局するということですね。
両側ではなくて、右か左に限局すると
きの腹痛、この診断が一番大事になり
ますね。
　瓜田　そのように思います。
　林田　そのときに、さらに画像診断
を合わせていけば、だいたい診断はつ
くだろうということですね。
　瓜田　ただ、この疾患は、経験した
先生と、全く経験したことがない先生
では診断率が非常に異なる疾患の代表
でして、経験した方は正診率が93％。
ところが、経験がない方は５％足らず
ということが報告されています。
　林田　だいぶ違いますね。
　瓜田　一度見ると忘れられない疾患

かなと思います。
　林田　咳をする、直接腹筋に力を入
れるということなのですが、予防法は
あるのでしょうか。
　瓜田　難しいですね。皆さん、まさ
か咳をしておなかが痛くなるというの
は考えません。私も１例、腹筋運動を
したあとに血腫を作った方の経験があ
るのですけれども、いたって元気な方
が腹筋運動をして、突然発症します。
予防といいますと、少なくとも咳に関
しては、咳エチケットのように、小さ
く咳をする、あるいは口にハンカチを
添えてするということでかなり防げる
のではないかという気がいたします。
　林田　大きな咳をしたり、急に何か
したりとか、そういう動作はなるべく
避けるということですね。
　瓜田　そうですね。咳、くしゃみは
大きなものは避けたいですね。
　林田　予後は実際にはどうなのでし
ょうか。
　瓜田　予後に関しましては、重症度
によって変わってくるといわれている
のですけれども、ほとんどは保存的な
治療で、安静で治るといわれておりま
す。手術に至る例は、先ほど申しまし
たように、腹腔内に穿破してしまった
例、あるいは痛みのコントロールがつ
かなくて、患者さんの痛みを取るとい
う目的で手術に至る例があるようです。
　林田　例えば、腹膜と筋膜の間です
と、圧迫固定といいますか、圧迫され

て血液がうまく止まるというのはなか
なか難しいような気がするのですが、
このあたりはどうしたらよいでしょう
か。
　瓜田　実は私もこの疾患を調べると
きに、どこかで圧迫して、例えばコル
セットのようなものを巻いて止血した
という報告があるのではないかと思っ
て調べたのですが、全然ないのです。
やはり痛くて圧迫できないのではない
かと思うのです。腹膜刺激症状のある
方を圧迫するというのは、患者さんが
かなり辛いと思います。
　林田　そうすると、治療と同時に痛
みのコントロールが大事になるという
ことでしょうか。
　瓜田　そうですね。
　林田　ヒストリーとしては、どのく
らいの期間、入院、安静といいましょ
うか、先生のご経験でだいたいどのく
らいの期間、安静にさせればよろしい
でしょうか。
　瓜田　安静の期間は１～２週間で十
分なのですけれども、ただ、血腫がCT
上明らかに縮小してくるまでには１カ
月程度かかるという報告が多いです。
ですから、すぐに出血が止まるかどう
か、あるいは基礎疾患があるかないか
によっても変わるのですが、やはり１
カ月程度を想定してフォローアップが
必要かなという気がいたします。
　林田　特に高齢者の方が多くなって、
抗凝固剤、ワーファリンのようなもの

図
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際に手術をする処置というと、どうい
う処置がありますでしょうか。
　瓜田　実際は、おなかを開けてみて、
血腫除去ということと、ドレナージを
するという報告もあるのですけれども、
なぜかわからないのですが、腹直筋症
候群というのは手術歴のある方に結構
合併が多いのです。腹壁瘢痕ヘルニア
との鑑別が難しくて、万が一、腹壁瘢
痕ヘルニアであれば、ドレナージする
とたいへんなことになります。今どこ
の施設でも超音波装置は置いてあるの
で大丈夫なのですけれども、この疾患
は発症の機転が非常に特徴的です。咳
をしたあととか、腹筋運動をしたあと
とか、そういうときに急に発症した腹
直筋の痛み、なおかつ右か左に限局す

る、これが大事な症候です。
　林田　限局するということですね。
両側ではなくて、右か左に限局すると
きの腹痛、この診断が一番大事になり
ますね。
　瓜田　そのように思います。
　林田　そのときに、さらに画像診断
を合わせていけば、だいたい診断はつ
くだろうということですね。
　瓜田　ただ、この疾患は、経験した
先生と、全く経験したことがない先生
では診断率が非常に異なる疾患の代表
でして、経験した方は正診率が93％。
ところが、経験がない方は５％足らず
ということが報告されています。
　林田　だいぶ違いますね。
　瓜田　一度見ると忘れられない疾患

かなと思います。
　林田　咳をする、直接腹筋に力を入
れるということなのですが、予防法は
あるのでしょうか。
　瓜田　難しいですね。皆さん、まさ
か咳をしておなかが痛くなるというの
は考えません。私も１例、腹筋運動を
したあとに血腫を作った方の経験があ
るのですけれども、いたって元気な方
が腹筋運動をして、突然発症します。
予防といいますと、少なくとも咳に関
しては、咳エチケットのように、小さ
く咳をする、あるいは口にハンカチを
添えてするということでかなり防げる
のではないかという気がいたします。
　林田　大きな咳をしたり、急に何か
したりとか、そういう動作はなるべく
避けるということですね。
　瓜田　そうですね。咳、くしゃみは
大きなものは避けたいですね。
　林田　予後は実際にはどうなのでし
ょうか。
　瓜田　予後に関しましては、重症度
によって変わってくるといわれている
のですけれども、ほとんどは保存的な
治療で、安静で治るといわれておりま
す。手術に至る例は、先ほど申しまし
たように、腹腔内に穿破してしまった
例、あるいは痛みのコントロールがつ
かなくて、患者さんの痛みを取るとい
う目的で手術に至る例があるようです。
　林田　例えば、腹膜と筋膜の間です
と、圧迫固定といいますか、圧迫され

て血液がうまく止まるというのはなか
なか難しいような気がするのですが、
このあたりはどうしたらよいでしょう
か。
　瓜田　実は私もこの疾患を調べると
きに、どこかで圧迫して、例えばコル
セットのようなものを巻いて止血した
という報告があるのではないかと思っ
て調べたのですが、全然ないのです。
やはり痛くて圧迫できないのではない
かと思うのです。腹膜刺激症状のある
方を圧迫するというのは、患者さんが
かなり辛いと思います。
　林田　そうすると、治療と同時に痛
みのコントロールが大事になるという
ことでしょうか。
　瓜田　そうですね。
　林田　ヒストリーとしては、どのく
らいの期間、入院、安静といいましょ
うか、先生のご経験でだいたいどのく
らいの期間、安静にさせればよろしい
でしょうか。
　瓜田　安静の期間は１～２週間で十
分なのですけれども、ただ、血腫がCT
上明らかに縮小してくるまでには１カ
月程度かかるという報告が多いです。
ですから、すぐに出血が止まるかどう
か、あるいは基礎疾患があるかないか
によっても変わるのですが、やはり１
カ月程度を想定してフォローアップが
必要かなという気がいたします。
　林田　特に高齢者の方が多くなって、
抗凝固剤、ワーファリンのようなもの

図
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をのんでいる方が多くなる。そうする
と、発症する方が多くなると考えてよ
ろしいのでしょうか。
　瓜田　そのように思います。筋組織
そのものも脆弱になってくることが関
係あるかと思います。
　林田　そうしますと、そういう方の
日常生活での注意ということでよろし

いでしょうか。
　瓜田　それに尽きるかなという気が
いたします。これから抗凝固剤をのま
れる方は多くなりますので、予期せぬ
アクシデントを避けるためにも、腹筋
は大事にしたほうがいいかなという気
がいたします。
　林田　ありがとうございました。

　林田　齋藤先生、まず、C型肝炎感
染経路は血液を介してのみと考えてよ
いかということですが、これはいかが
ですか。
　齋藤　実は、ウイルスをいろいろ調
べてみると、お小水とか唾液とか、あ

るいは精液、あるいは腹水、そういう
体液の中にウイルスがいるということ
はわかっているのです。ところが、ウ
イルス量としては血液中のウイルスが
一番多いですので、まず血液以外の体
液からうつるということはないと考え

C型肝炎ウイルス

慶應義塾大学消化器内科教授
齋　藤　英　胤

（聞き手　林田康男）

　C型肝炎ウイルスについてご教示ください。
　・感染経路は血液を介してのみと考えてよいか
　・母子感染の頻度
　・夫婦間の感染率
　・肝線組化と肝癌発生の相関について
　・ALT＜40とALT＜30では肝線組化の程度は異なるか
　・鉄分を控えた食事を勧める意味
　・C型慢性肝炎患者にはどのくらいの運動を許可してよいか
　・インターフェロン治療に対する公的な医療費助成制度の概要

＜岡山県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　40歳女性、C型肝炎キャリアでジュノタイプ２、高ウイルス量、10年前より
常にGOT、GPT20以下でヘルシーキャリアと思われる症例です。今後の治療方
針について、今しばらくは経過観察のみでよいか、あるいはヘルシーキャリア
と思われてもなるべく早い時期にインターフェロン療法をしたほうがよいのか、
ご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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をのんでいる方が多くなる。そうする
と、発症する方が多くなると考えてよ
ろしいのでしょうか。
　瓜田　そのように思います。筋組織
そのものも脆弱になってくることが関
係あるかと思います。
　林田　そうしますと、そういう方の
日常生活での注意ということでよろし

いでしょうか。
　瓜田　それに尽きるかなという気が
いたします。これから抗凝固剤をのま
れる方は多くなりますので、予期せぬ
アクシデントを避けるためにも、腹筋
は大事にしたほうがいいかなという気
がいたします。
　林田　ありがとうございました。

　林田　齋藤先生、まず、C型肝炎感
染経路は血液を介してのみと考えてよ
いかということですが、これはいかが
ですか。
　齋藤　実は、ウイルスをいろいろ調
べてみると、お小水とか唾液とか、あ

るいは精液、あるいは腹水、そういう
体液の中にウイルスがいるということ
はわかっているのです。ところが、ウ
イルス量としては血液中のウイルスが
一番多いですので、まず血液以外の体
液からうつるということはないと考え

C型肝炎ウイルス

慶應義塾大学消化器内科教授
齋　藤　英　胤

（聞き手　林田康男）

　C型肝炎ウイルスについてご教示ください。
　・感染経路は血液を介してのみと考えてよいか
　・母子感染の頻度
　・夫婦間の感染率
　・肝線組化と肝癌発生の相関について
　・ALT＜40とALT＜30では肝線組化の程度は異なるか
　・鉄分を控えた食事を勧める意味
　・C型慢性肝炎患者にはどのくらいの運動を許可してよいか
　・インターフェロン治療に対する公的な医療費助成制度の概要

＜岡山県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　40歳女性、C型肝炎キャリアでジュノタイプ２、高ウイルス量、10年前より
常にGOT、GPT20以下でヘルシーキャリアと思われる症例です。今後の治療方
針について、今しばらくは経過観察のみでよいか、あるいはヘルシーキャリア
と思われてもなるべく早い時期にインターフェロン療法をしたほうがよいのか、
ご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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てよろしいかと思います。
　林田　次に母子感染の頻度ですが、
歴史的に見て、今はどうなのでしょう
か。
　齋藤　ウイルス量が多い母親から生
まれた子の10％ぐらいに感染している
というデータがあります。ただ、妊娠
して、産んだときにウイルス量が多い
かどうかということですので、あとに
なってから、そのときにうつったかど
うかというのはなかなかわからないの
です。一般に、ウイルス量が多いとき
に生まれた方は感染の機会があるとい
うふうに考えたほうがよいと思います。
　林田　一応10％ぐらいの方はウイル
ス量の多いときに罹患したと考えてよ
ろしいわけですね。
　齋藤　そうですね。
　林田　それから夫婦間の感染率です
が、これはいかがですか。
　齋藤　繁華街といいますか、そうい
うところで働いている方の感染を調べ
た方がいまして、そういうところから
類推しますと、ほとんど感染していな
いのではないかということがいわれて
います。ただし、これも証明するのは
なかなか難しいのですが、ウイルスの
系統樹といいまして、ウイルス遺伝子
を調べて、どういうふうに元のウイル
スから分かれてきたかということを詳
しく調査したところ、ご夫婦間で同じ
ウイルスが感染したのだろうと考えら
れる方もまれにいらっしゃいます。で

すから、まず感染はないと考えてよろ
しいかと思いますが、たまに。
　林田　たまにあると。その程度です
ね。
　齋藤　はい、その程度と考えていい
と思います。
　林田　C型肝炎といいますと、肝癌
の発生が問題になろうかと思いますが、
肝の線維化と肝癌の発生の相関につい
てということですが、これはいかがで
すか。
　齋藤　これはたいへん親密な関係が
ありまして、線維化が進むにつれて発
癌率が増えるということははっきりし
ております。昔のデータですけれども、
線維化というのは病理学的に新犬山分
類で、便宜上F１～F４までに段階的
に分類します。F４になりますと肝硬
変。肝硬変になりますと、約７～８％
の確率で発癌する。これは年率ですの
で、１年間に約７～８％。ですから、
肝硬変になった方が10年たつと、７～
８割の方が発癌してしまうと考えられ
ます。
　林田　肝の線維化に気をつけながら、
画像診断でフォローしていくことが非
常に大事だということになりますね。
　齋藤　そうですね。最近は便利な機
械が出まして、肝の線維化を調べるの
に、エラストメーターといいまして、
肝生検しないでも、超音波のような機
械で体外から、線維化の程度が数値で
出てくるような機械が出ております。

　林田　これは保険適用になっており
ますか。
　齋藤　フィブロスキャンという機械
が2011年の秋に保険認可されました。
　林田　それから、ALTの40と30とい
うところで肝の線維化の程度が異なる
かというご質問ですが、これはいかが
ですか。
　齋藤　ALTと線維化の程度の相関を
調べた方がいらっしゃいまして、30を
過ぎると線維化例が急に増えていくと
いうことがいわれていますので、最近
の治療のガイドラインでも、ALT30を
過ぎた方は30以内の方とは違うように
考えています。
　林田　やはり30を過ぎたら気をつけ
なければいけないということになりま
すね。
　齋藤　そうですね。
　林田　鉄分を控えた食事を勧めると
いうことですが、これのエビデンスは
いかがですか。
　齋藤　これも確かにわかってきたこ
とでありまして、鉄がありますと、フ
ェントン反応というのを起こして、い
ろいろな活性酸素が生まれるのです。
肝臓の中、特にミトコンドリアでは常
に化学反応が起こっていますので、そ
の過程で過酸化水素がたくさん発生す
るわけですけれども、その過酸化水素
と鉄のイオンが反応すると、さらに毒
性の強い活性酸素がたくさん産出され、
この活性酸素によって肝細胞が傷害さ

れるということははっきりしています。
　林田　そうしますと、鉄分を控えた
食事を主に取らせるということですね。
　齋藤　そうですね。逆に、C型肝炎
の患者さんに瀉血をして鉄分を少なく
してあげると、AST、ALTが安定する。
これも臨床的にはっきりした事実があ
りますので、鉄分を控えた食事がよろ
しいと思います。
　林田　これは非常に問題になるのか
なと思いますが、C型の慢性肝炎の患
者さんに運動を指導するといいますか、
そのときどのくらいの運動を許可して
よいか。個人差もあろうかと思います
が、これはいかがですか。
　齋藤　以前は兵隊さんを対象にして
運動の可否について仕事をされた方が
いるのですけれども、当時は栄養分が
大変足りなかった時代で、運動すると
肝機能が悪くなってしまうというデー
タが出てしまったのです。最近の考え
では慢性肝炎であれば普通の方と同じ
ように運動をしてもかまわない。ただ、
肝硬変になってきますと、肝臓の血流
の問題が出てきますので、激しい運動
は避けたほうがいいということです。
肝硬変になりましたら、いわゆるよく
いわれる30分から１時間ぐらいの散歩、
それはやってもよかろうというかたち
だと思います。
　林田　具体的によくわかりました。
別の先生からちょっと違う質問もあり
ますので、これをお答えいただきたい
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てよろしいかと思います。
　林田　次に母子感染の頻度ですが、
歴史的に見て、今はどうなのでしょう
か。
　齋藤　ウイルス量が多い母親から生
まれた子の10％ぐらいに感染している
というデータがあります。ただ、妊娠
して、産んだときにウイルス量が多い
かどうかということですので、あとに
なってから、そのときにうつったかど
うかというのはなかなかわからないの
です。一般に、ウイルス量が多いとき
に生まれた方は感染の機会があるとい
うふうに考えたほうがよいと思います。
　林田　一応10％ぐらいの方はウイル
ス量の多いときに罹患したと考えてよ
ろしいわけですね。
　齋藤　そうですね。
　林田　それから夫婦間の感染率です
が、これはいかがですか。
　齋藤　繁華街といいますか、そうい
うところで働いている方の感染を調べ
た方がいまして、そういうところから
類推しますと、ほとんど感染していな
いのではないかということがいわれて
います。ただし、これも証明するのは
なかなか難しいのですが、ウイルスの
系統樹といいまして、ウイルス遺伝子
を調べて、どういうふうに元のウイル
スから分かれてきたかということを詳
しく調査したところ、ご夫婦間で同じ
ウイルスが感染したのだろうと考えら
れる方もまれにいらっしゃいます。で

すから、まず感染はないと考えてよろ
しいかと思いますが、たまに。
　林田　たまにあると。その程度です
ね。
　齋藤　はい、その程度と考えていい
と思います。
　林田　C型肝炎といいますと、肝癌
の発生が問題になろうかと思いますが、
肝の線維化と肝癌の発生の相関につい
てということですが、これはいかがで
すか。
　齋藤　これはたいへん親密な関係が
ありまして、線維化が進むにつれて発
癌率が増えるということははっきりし
ております。昔のデータですけれども、
線維化というのは病理学的に新犬山分
類で、便宜上F１～F４までに段階的
に分類します。F４になりますと肝硬
変。肝硬変になりますと、約７～８％
の確率で発癌する。これは年率ですの
で、１年間に約７～８％。ですから、
肝硬変になった方が10年たつと、７～
８割の方が発癌してしまうと考えられ
ます。
　林田　肝の線維化に気をつけながら、
画像診断でフォローしていくことが非
常に大事だということになりますね。
　齋藤　そうですね。最近は便利な機
械が出まして、肝の線維化を調べるの
に、エラストメーターといいまして、
肝生検しないでも、超音波のような機
械で体外から、線維化の程度が数値で
出てくるような機械が出ております。

　林田　これは保険適用になっており
ますか。
　齋藤　フィブロスキャンという機械
が2011年の秋に保険認可されました。
　林田　それから、ALTの40と30とい
うところで肝の線維化の程度が異なる
かというご質問ですが、これはいかが
ですか。
　齋藤　ALTと線維化の程度の相関を
調べた方がいらっしゃいまして、30を
過ぎると線維化例が急に増えていくと
いうことがいわれていますので、最近
の治療のガイドラインでも、ALT30を
過ぎた方は30以内の方とは違うように
考えています。
　林田　やはり30を過ぎたら気をつけ
なければいけないということになりま
すね。
　齋藤　そうですね。
　林田　鉄分を控えた食事を勧めると
いうことですが、これのエビデンスは
いかがですか。
　齋藤　これも確かにわかってきたこ
とでありまして、鉄がありますと、フ
ェントン反応というのを起こして、い
ろいろな活性酸素が生まれるのです。
肝臓の中、特にミトコンドリアでは常
に化学反応が起こっていますので、そ
の過程で過酸化水素がたくさん発生す
るわけですけれども、その過酸化水素
と鉄のイオンが反応すると、さらに毒
性の強い活性酸素がたくさん産出され、
この活性酸素によって肝細胞が傷害さ

れるということははっきりしています。
　林田　そうしますと、鉄分を控えた
食事を主に取らせるということですね。
　齋藤　そうですね。逆に、C型肝炎
の患者さんに瀉血をして鉄分を少なく
してあげると、AST、ALTが安定する。
これも臨床的にはっきりした事実があ
りますので、鉄分を控えた食事がよろ
しいと思います。
　林田　これは非常に問題になるのか
なと思いますが、C型の慢性肝炎の患
者さんに運動を指導するといいますか、
そのときどのくらいの運動を許可して
よいか。個人差もあろうかと思います
が、これはいかがですか。
　齋藤　以前は兵隊さんを対象にして
運動の可否について仕事をされた方が
いるのですけれども、当時は栄養分が
大変足りなかった時代で、運動すると
肝機能が悪くなってしまうというデー
タが出てしまったのです。最近の考え
では慢性肝炎であれば普通の方と同じ
ように運動をしてもかまわない。ただ、
肝硬変になってきますと、肝臓の血流
の問題が出てきますので、激しい運動
は避けたほうがいいということです。
肝硬変になりましたら、いわゆるよく
いわれる30分から１時間ぐらいの散歩、
それはやってもよかろうというかたち
だと思います。
　林田　具体的によくわかりました。
別の先生からちょっと違う質問もあり
ますので、これをお答えいただきたい

1207本文.indd   492-493 12.6.18   2:17:06 PM



ドクターサロン56巻７月号（6 . 2012） （495）1514（494） ドクターサロン56巻７月号（6 . 2012）

と思います。この方は40歳の女性で、
C型肝炎のキャリアで、ジェノタイプ
の２、ウイルス量が10年前より常に
GOT、GPTは20以下で、ヘルシーキャ
リアと思われる症例ということです。
今後の治療方針ということなのですが、
しばらく経過観察のみでよいのか。あ
るいは、ヘルシーキャリアと思われて
も、なるべく早い時期にインターフェ
ロン療法をしたほうがよいのか。ちょ
っと困っておられるようなのですが、
これはどうしたらよろしいでしょうか。
　齋藤　このような方にも、最近の治
療ガイドラインでは指針が出ておりま
す。この方はまずAST（GOT）、ALT
（GPT）が20以下で正常なのですが、
血小板数がどうかということも一つ問
題になります。血小板数が15万以上で
あれば、２～４カ月ごとにALTを測っ
ていただいて、その後、上昇してくる
ようであれば治療に踏み切る。血小板
数が15万未満であれば、線維化進展例
がかなり存在する可能性がありますの
で、可能なら肝生検をやっていただい
て、線維化の程度がF２、それから炎
症の活動度がA２以上であれば治療を
したほうがよいでしょう。
　林田　インターフェロン療法という
ことでよろしいでしょうか。

　齋藤　はい、そういうことになりま
す。
　林田　最後に、インターフェロン治
療に対する公的な医療費助成制度があ
るとお聞きしているということですが、
これはどういう制度ですか。
　齋藤　B型あるいはC型肝炎ウイル
スの除去を目的としてインターフェロ
ン治療を行う方に対する助成でありま
して、C型に関しては、まず公的医療
保険に加入している方で、C型慢性肝
炎あるいはC型代償性肝硬変、この方
を対象に給付することになっています。
インターフェロン治療にかかわる保険
診療の医療費で、月額自己負担限度額
を超えた金額を１年間助成する、そう
いう制度になっています。
　対象になるのは、C型肝炎ではイン
ターフェロンまたはペグインターフェ
ロンとの併用が認められているリバビ
リン、それからインターフェロン、そ
れから治療の中断を防止するために併
用せざるを得ない副作用に対する治療
は認定期間中に限って助成するという
ことになっております。
　林田　だいぶいい助成があるという
ことですね。
　齋藤　そうですね。
　林田　ありがとうございました。

　林田　小林先生、まずクローン病は、
胃から十二指腸、あるいは小腸、大腸
に多彩な病変を作るわけですが、この
場合に胃十二指腸病変と小腸あるいは
大腸病変に生じる内視鏡所見は、同一
と考えてよろしいでしょうか、という
質問です。この点についていかがでし
ょうか。
　小林　病変の分布は、上部消化管、
下部消化管ともに、クローン病の特徴
ともいえる非連続性で区域性の病変を
認めるということがありますし、あと

は不整形の潰瘍があったり、アフタを
認めるというのは、上部、下部ともに
認められる所見ですけれども、特に頻
発する大腸の病変では、例えば縦走潰
瘍があったりとか、あるいは敷石状の
変化があったりというような、比較的
大腸でよく見られるような所見があり
ます。
　一方、胃に関しては、体中部から噴
門に向かうひだが腫大して、そこに横
切るようなかたちの陥没があって、竹
の節状の外観が見えたりとか、あるい

クローン病

大船中央病院光学診療部長
小　林　健　二

（聞き手　林田康男）

　クローン病についてご教示ください。
　・�胃十二指腸病変と、小腸大腸病変に生じる内視鏡所見は同一と考えてよい

か。
　・�消化管粘膜治癒の程度は内視鏡によっていかに判断すべきか。またカプセ

ル内視鏡をどのように組み合わせるべきか。
　・�狭窄、瘻孔、癌化、アミロイドーシスの発生をいかに効率よくチェックす

べきか。
　・�内視鏡的狭窄治療の現状について。またインフリキシマブとの組み合わせ

方は。どのような時点で外科治療を考えるべきか。
＜岡山県開業医＞
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と思います。この方は40歳の女性で、
C型肝炎のキャリアで、ジェノタイプ
の２、ウイルス量が10年前より常に
GOT、GPTは20以下で、ヘルシーキャ
リアと思われる症例ということです。
今後の治療方針ということなのですが、
しばらく経過観察のみでよいのか。あ
るいは、ヘルシーキャリアと思われて
も、なるべく早い時期にインターフェ
ロン療法をしたほうがよいのか。ちょ
っと困っておられるようなのですが、
これはどうしたらよろしいでしょうか。
　齋藤　このような方にも、最近の治
療ガイドラインでは指針が出ておりま
す。この方はまずAST（GOT）、ALT
（GPT）が20以下で正常なのですが、
血小板数がどうかということも一つ問
題になります。血小板数が15万以上で
あれば、２～４カ月ごとにALTを測っ
ていただいて、その後、上昇してくる
ようであれば治療に踏み切る。血小板
数が15万未満であれば、線維化進展例
がかなり存在する可能性がありますの
で、可能なら肝生検をやっていただい
て、線維化の程度がF２、それから炎
症の活動度がA２以上であれば治療を
したほうがよいでしょう。
　林田　インターフェロン療法という
ことでよろしいでしょうか。

　齋藤　はい、そういうことになりま
す。
　林田　最後に、インターフェロン治
療に対する公的な医療費助成制度があ
るとお聞きしているということですが、
これはどういう制度ですか。
　齋藤　B型あるいはC型肝炎ウイル
スの除去を目的としてインターフェロ
ン治療を行う方に対する助成でありま
して、C型に関しては、まず公的医療
保険に加入している方で、C型慢性肝
炎あるいはC型代償性肝硬変、この方
を対象に給付することになっています。
インターフェロン治療にかかわる保険
診療の医療費で、月額自己負担限度額
を超えた金額を１年間助成する、そう
いう制度になっています。
　対象になるのは、C型肝炎ではイン
ターフェロンまたはペグインターフェ
ロンとの併用が認められているリバビ
リン、それからインターフェロン、そ
れから治療の中断を防止するために併
用せざるを得ない副作用に対する治療
は認定期間中に限って助成するという
ことになっております。
　林田　だいぶいい助成があるという
ことですね。
　齋藤　そうですね。
　林田　ありがとうございました。

　林田　小林先生、まずクローン病は、
胃から十二指腸、あるいは小腸、大腸
に多彩な病変を作るわけですが、この
場合に胃十二指腸病変と小腸あるいは
大腸病変に生じる内視鏡所見は、同一
と考えてよろしいでしょうか、という
質問です。この点についていかがでし
ょうか。
　小林　病変の分布は、上部消化管、
下部消化管ともに、クローン病の特徴
ともいえる非連続性で区域性の病変を
認めるということがありますし、あと

は不整形の潰瘍があったり、アフタを
認めるというのは、上部、下部ともに
認められる所見ですけれども、特に頻
発する大腸の病変では、例えば縦走潰
瘍があったりとか、あるいは敷石状の
変化があったりというような、比較的
大腸でよく見られるような所見があり
ます。
　一方、胃に関しては、体中部から噴
門に向かうひだが腫大して、そこに横
切るようなかたちの陥没があって、竹
の節状の外観が見えたりとか、あるい

クローン病

大船中央病院光学診療部長
小　林　健　二

（聞き手　林田康男）

　クローン病についてご教示ください。
　・�胃十二指腸病変と、小腸大腸病変に生じる内視鏡所見は同一と考えてよい

か。
　・�消化管粘膜治癒の程度は内視鏡によっていかに判断すべきか。またカプセ

ル内視鏡をどのように組み合わせるべきか。
　・�狭窄、瘻孔、癌化、アミロイドーシスの発生をいかに効率よくチェックす

べきか。
　・�内視鏡的狭窄治療の現状について。またインフリキシマブとの組み合わせ

方は。どのような時点で外科治療を考えるべきか。
＜岡山県開業医＞
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は十二指腸ですと、ノッチ様変化とい
う、ちょっとくぼみのようなものがあ
ったり、そういう比較的上部の消化管
でよく見られるような所見もあります。
　林田　これは同一の所見と考えてよ
ろしいということですね。
　小林　そうですね。
　林田　いわゆる消化管粘膜治癒の程
度は内視鏡によっていかに判断すべき
かということですが、これはどうでし
ょうか。
　小林　従来ですと、内視鏡の所見は
それほど重要視されないで、臨床的な
症状とか検査値を指標としていたので
すけれども、最近、長期予後の指標と
して粘膜治癒というものが非常に重要
視されるようになりました。粘膜治癒
というのは、内視鏡での評価が一番望
ましいと思うのですけれども、ただ、
厳密な定義がまだ確立されていないの
で、その辺は言葉が独り歩きしてしま
った部分はあります。
　大腸病変、あるいは回盲部あたりを
対象にするのであれば、大腸内視鏡に
よる評価が一番よろしいのではないか
と思います。
　林田　小腸の病変があるということ
でありますので、カプセル内視鏡など
が登場するということになろうかと思
いますが、今回ご質問の先生も、カプ
セル内視鏡をどのように組み合わせる
べきかということです。
　狭窄などがあるとまた難しい問題で

しょうけれども、狭窄がない状態と考
えて、どのようにカプセル内視鏡を組
み合わせるか、この辺のご指導をいた
だけますか。
　小林　欧米では、そういう狭窄のな
い症例で小腸の病変をカプセル内視鏡
によって評価するというのは行われて
いるのですけれども、日本ではクロー
ン病と診断が確定した場合には、狭窄
による滞留のリスクがあるということ
で禁忌とされています。ただ、今、パ
テンシーカプセルという、カプセル内
視鏡と同じ大きさで、腸の中で滞留し
ても溶けてしまうものを使用した治験
が行われていますので、これが実際使
われるようになると、おそらく狭窄が
ないことを確認したうえでカプセル内
視鏡を使って小腸の病変、粘膜治癒を
評価するということが行われるのでは
ないかと思います。
　林田　ただ、その新しいカプセルに
ついては溶けるのに少し時間がかかり
ますね。
　小林　そうです。ですから、そのと
きに本当に高度な狭窄があったりする
と閉塞症状が出てしまうかもしれない
ですね。
　林田　狭窄、瘻孔、癌化、アミロイ
ドーシス、これらの発生を早く、そし
て効率よくチェックできれば、いろい
ろな対応ができるということですが、
まず狭窄、瘻孔からお話しいただきま
しょうか。

　小林　狭窄も、軽い狭窄ですと、患
者さんがあまり症状を訴えなかったり、
自覚しないことがありますけれども、
定期的に画像検査で拾い上げるという
のもなかなか難しいですから、このよ
うなケースであれば患者さんの症状に
注意して、疑った場合は造影検査とか、
あるいは内視鏡検査、場合によっては
CT、MRIを行うということになると思
います。
　林田　ほかの画像診断を追加してい
くということですね。
　小林　そうです。瘻孔については、
どことどこの瘻孔かによって症状も若
干変わってくると思いますけれども、
瘻孔の部位による特有の症状に注意し
ながら、この場合も造影検査が一番有
用ではないかと考えます。
　林田　部位を確定することが非常に
大事だということでよろしいでしょう
か。
　小林　そうですね。
　林田　癌化ですけれども、これはい
かがでしょうか。
　小林　癌化については、長期の炎症
に伴って、小腸にせよ、大腸にせよ、
癌の相対リスクが上がるということは
証明されているのですけれども、ただ、
潰瘍性大腸炎と比べますと、大腸の病
変の癌のサーベイランスの方法に関し
てはなかなか確立したものがありませ
ん。
　一例をあげますと、アメリカのCCFA

が出したガイドラインでは、大腸につ
いては８年を経過した患者さんに対し
てサーベイランスを行うように勧めて
いるのですけれども、クローン病につ
いては、狭窄があったりして、全大腸
の観察ができないこともありますので、
その場合は他の注腸造影とかCTを組
み合わせて対処することになると思い
ます。
　林田　大腸のほうが癌化率は高いと
考えてよろしいですか。
　小林　そうですね。ただ、小腸も長
期にわたると癌のリスクが、絶対的な
リスクというのは少ないのですけれど
も、もともとかかる患者さんが若かっ
たりするので、相対的に見るとリスク
が上がるということです。
　林田　次にアミロイドーシス、これ
はいかがでしょうか。
　小林　アミロイドーシスは極めてま
れな合併症と考えられていますけれど
も、これが起きた場合、腎障害が来て、
蛋白尿が来たりとか、あるいは吸収不
良の症状が出たりということがありま
すから、もしそういう症状が出た場合
は、直腸の生検とか、あるいは腹壁の
脂肪からの組織を取って診断を下すこ
とが大事かと思います。
　林田　内視鏡的狭窄治療、最近、ク
ローン病などでも行われているようで
すが、この現状についてお話しいただ
けますか。
　小林　最近、小腸へのアプローチも、
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は十二指腸ですと、ノッチ様変化とい
う、ちょっとくぼみのようなものがあ
ったり、そういう比較的上部の消化管
でよく見られるような所見もあります。
　林田　これは同一の所見と考えてよ
ろしいということですね。
　小林　そうですね。
　林田　いわゆる消化管粘膜治癒の程
度は内視鏡によっていかに判断すべき
かということですが、これはどうでし
ょうか。
　小林　従来ですと、内視鏡の所見は
それほど重要視されないで、臨床的な
症状とか検査値を指標としていたので
すけれども、最近、長期予後の指標と
して粘膜治癒というものが非常に重要
視されるようになりました。粘膜治癒
というのは、内視鏡での評価が一番望
ましいと思うのですけれども、ただ、
厳密な定義がまだ確立されていないの
で、その辺は言葉が独り歩きしてしま
った部分はあります。
　大腸病変、あるいは回盲部あたりを
対象にするのであれば、大腸内視鏡に
よる評価が一番よろしいのではないか
と思います。
　林田　小腸の病変があるということ
でありますので、カプセル内視鏡など
が登場するということになろうかと思
いますが、今回ご質問の先生も、カプ
セル内視鏡をどのように組み合わせる
べきかということです。
　狭窄などがあるとまた難しい問題で

しょうけれども、狭窄がない状態と考
えて、どのようにカプセル内視鏡を組
み合わせるか、この辺のご指導をいた
だけますか。
　小林　欧米では、そういう狭窄のな
い症例で小腸の病変をカプセル内視鏡
によって評価するというのは行われて
いるのですけれども、日本ではクロー
ン病と診断が確定した場合には、狭窄
による滞留のリスクがあるということ
で禁忌とされています。ただ、今、パ
テンシーカプセルという、カプセル内
視鏡と同じ大きさで、腸の中で滞留し
ても溶けてしまうものを使用した治験
が行われていますので、これが実際使
われるようになると、おそらく狭窄が
ないことを確認したうえでカプセル内
視鏡を使って小腸の病変、粘膜治癒を
評価するということが行われるのでは
ないかと思います。
　林田　ただ、その新しいカプセルに
ついては溶けるのに少し時間がかかり
ますね。
　小林　そうです。ですから、そのと
きに本当に高度な狭窄があったりする
と閉塞症状が出てしまうかもしれない
ですね。
　林田　狭窄、瘻孔、癌化、アミロイ
ドーシス、これらの発生を早く、そし
て効率よくチェックできれば、いろい
ろな対応ができるということですが、
まず狭窄、瘻孔からお話しいただきま
しょうか。

　小林　狭窄も、軽い狭窄ですと、患
者さんがあまり症状を訴えなかったり、
自覚しないことがありますけれども、
定期的に画像検査で拾い上げるという
のもなかなか難しいですから、このよ
うなケースであれば患者さんの症状に
注意して、疑った場合は造影検査とか、
あるいは内視鏡検査、場合によっては
CT、MRIを行うということになると思
います。
　林田　ほかの画像診断を追加してい
くということですね。
　小林　そうです。瘻孔については、
どことどこの瘻孔かによって症状も若
干変わってくると思いますけれども、
瘻孔の部位による特有の症状に注意し
ながら、この場合も造影検査が一番有
用ではないかと考えます。
　林田　部位を確定することが非常に
大事だということでよろしいでしょう
か。
　小林　そうですね。
　林田　癌化ですけれども、これはい
かがでしょうか。
　小林　癌化については、長期の炎症
に伴って、小腸にせよ、大腸にせよ、
癌の相対リスクが上がるということは
証明されているのですけれども、ただ、
潰瘍性大腸炎と比べますと、大腸の病
変の癌のサーベイランスの方法に関し
てはなかなか確立したものがありませ
ん。
　一例をあげますと、アメリカのCCFA

が出したガイドラインでは、大腸につ
いては８年を経過した患者さんに対し
てサーベイランスを行うように勧めて
いるのですけれども、クローン病につ
いては、狭窄があったりして、全大腸
の観察ができないこともありますので、
その場合は他の注腸造影とかCTを組
み合わせて対処することになると思い
ます。
　林田　大腸のほうが癌化率は高いと
考えてよろしいですか。
　小林　そうですね。ただ、小腸も長
期にわたると癌のリスクが、絶対的な
リスクというのは少ないのですけれど
も、もともとかかる患者さんが若かっ
たりするので、相対的に見るとリスク
が上がるということです。
　林田　次にアミロイドーシス、これ
はいかがでしょうか。
　小林　アミロイドーシスは極めてま
れな合併症と考えられていますけれど
も、これが起きた場合、腎障害が来て、
蛋白尿が来たりとか、あるいは吸収不
良の症状が出たりということがありま
すから、もしそういう症状が出た場合
は、直腸の生検とか、あるいは腹壁の
脂肪からの組織を取って診断を下すこ
とが大事かと思います。
　林田　内視鏡的狭窄治療、最近、ク
ローン病などでも行われているようで
すが、この現状についてお話しいただ
けますか。
　小林　最近、小腸へのアプローチも、
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バルーン内視鏡が開発されて、以前と
比べると可能になってきましたので、
特に手術をできるだけ回避したいとい
うことで、内視鏡的にバルーンで拡張
するということが以前より行われてい
ます。ただ、やはり限界があって、一
般的にいわれているのは、狭窄の長さ
が３～４㎝で、内視鏡的にもちろんそ
こに到達することが可能で、深い潰瘍
とか瘻孔がないということです。深い
潰瘍や瘻孔のある症例では穿孔のリス
クがあるのでバルーン拡張は行うべき
ではないということです。
　あとは、非常に急な角度、曲がり方
をしているような場合は、内視鏡での
バルーン拡張は難しいので、そういっ
た場合は外科的な治療の対象になると
思います。あとは、多発する狭窄もそ
うですね。
　林田　インフリキシマブとの組み合
わせはどうでしょうか、という質問も
あがっていますが、これはいかがでし
ょうか。
　小林　狭窄も、急性期のものは炎症
に伴って浮腫があって狭窄が来ている
ようなものがありますので、その場合
には寛解に持ち込むステロイドとかイ
ンフリキシマブなどの生物学的製剤を
用いた治療で浮腫が取れて狭窄が改善
することもあります。ただ、逆に線維
化によるものはなかなかこのような治
療ではよくならないので、先ほど言っ
たようなバルーンによる拡張とか、外

科的に狭窄形成術をするようなことが
必要かと思います。
　林田　今、薬物の話が出たのですが、
最近また少し薬物療法が変わっている
のでしょうか。
　小林　同じ生物学的製剤で、インフ
リキシマブに加えて、アダリムマブも
用いられるようになっていまして、こ
れはインフリキシマブとはちょっと投
与法が違って、定期的に皮下注射をす
ればいいということで、海外では患者
さんがご自分で注射しています。日本
でも皮下注射で通っていただくだけな
ので、インフリキシマブを２時間程度
かけて投与するのとは、またちょっと
投与法が違います。
　一方を行ってみて効かなかった場合、
他方が有効ということもありますし、
投与法も違うので、選択肢が増えたと
いえます。
　林田　最後に外科の治療ですが、ど
の時点で外科治療に切り替えていった
らよろしいか、これはいかがでしょう
か。
　小林　できれば外科的な治療は避け
たい、腸管切除も最小限にとどめたい
ということがあると思うのですけれど
も、生物学的製剤が出て、以前よりク
ローン病の経過も変わってきました。
ただ、非常に強い狭窄があったり、難
治性の瘻孔があるような場合、こうい
った場合はやはり外科的な治療が必要
になると思います。

　あと、先ほどの癌化と関係するので
すけれども、狭窄が非常に強くて、急
激に悪くなっているような場合は、癌
の合併が疑われますので、こういった

場合も積極的に検査を行って、疑わし
い場合は外科にコンサルトすることが
必要かと思います。
　林田　ありがとうございました。
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バルーン内視鏡が開発されて、以前と
比べると可能になってきましたので、
特に手術をできるだけ回避したいとい
うことで、内視鏡的にバルーンで拡張
するということが以前より行われてい
ます。ただ、やはり限界があって、一
般的にいわれているのは、狭窄の長さ
が３～４㎝で、内視鏡的にもちろんそ
こに到達することが可能で、深い潰瘍
とか瘻孔がないということです。深い
潰瘍や瘻孔のある症例では穿孔のリス
クがあるのでバルーン拡張は行うべき
ではないということです。
　あとは、非常に急な角度、曲がり方
をしているような場合は、内視鏡での
バルーン拡張は難しいので、そういっ
た場合は外科的な治療の対象になると
思います。あとは、多発する狭窄もそ
うですね。
　林田　インフリキシマブとの組み合
わせはどうでしょうか、という質問も
あがっていますが、これはいかがでし
ょうか。
　小林　狭窄も、急性期のものは炎症
に伴って浮腫があって狭窄が来ている
ようなものがありますので、その場合
には寛解に持ち込むステロイドとかイ
ンフリキシマブなどの生物学的製剤を
用いた治療で浮腫が取れて狭窄が改善
することもあります。ただ、逆に線維
化によるものはなかなかこのような治
療ではよくならないので、先ほど言っ
たようなバルーンによる拡張とか、外

科的に狭窄形成術をするようなことが
必要かと思います。
　林田　今、薬物の話が出たのですが、
最近また少し薬物療法が変わっている
のでしょうか。
　小林　同じ生物学的製剤で、インフ
リキシマブに加えて、アダリムマブも
用いられるようになっていまして、こ
れはインフリキシマブとはちょっと投
与法が違って、定期的に皮下注射をす
ればいいということで、海外では患者
さんがご自分で注射しています。日本
でも皮下注射で通っていただくだけな
ので、インフリキシマブを２時間程度
かけて投与するのとは、またちょっと
投与法が違います。
　一方を行ってみて効かなかった場合、
他方が有効ということもありますし、
投与法も違うので、選択肢が増えたと
いえます。
　林田　最後に外科の治療ですが、ど
の時点で外科治療に切り替えていった
らよろしいか、これはいかがでしょう
か。
　小林　できれば外科的な治療は避け
たい、腸管切除も最小限にとどめたい
ということがあると思うのですけれど
も、生物学的製剤が出て、以前よりク
ローン病の経過も変わってきました。
ただ、非常に強い狭窄があったり、難
治性の瘻孔があるような場合、こうい
った場合はやはり外科的な治療が必要
になると思います。

　あと、先ほどの癌化と関係するので
すけれども、狭窄が非常に強くて、急
激に悪くなっているような場合は、癌
の合併が疑われますので、こういった

場合も積極的に検査を行って、疑わし
い場合は外科にコンサルトすることが
必要かと思います。
　林田　ありがとうございました。
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　池脇　斎藤先生、骨粗鬆症というの
は、たとえ骨が丈夫、骨密度が十分あ
っても、骨折の既往があるというだけ
で、そう言っていいという理解でよろ
しいのですか。
　斎藤　骨粗鬆症の診断基準は、一つ
には骨密度のいかんにかかわらず、す
でに脆弱性の骨折、いわゆる大した外
力もなく、ちょっと転んだぐらいで背
骨が折れたことがあるとか、大腿骨頸
部骨折の既往があるという時点で骨粗
鬆症の診断基準を満たします。もし骨
折のないような方の場合には、骨密度
で若いときと比べて70％以下であれば、
骨粗鬆症という診断をつけることにな

ります。
　池脇　今回は骨密度に関しての質問
なのですけれども、骨密度というのは、
厳密な意味ではどう規定されるのでし
ょうか。
　斎藤　X線を使った検査で、カルシ
ウムの面積に対する密度を測定してい
ます。あくまでカルシウムのパラメー
ターということになります。
　池脇　一般的に使われるのは、レン
トゲンを使ったDEXA法ということ
なのでしょうか。それに関しての質問
が最初の質問なのですけれども、この
DEXA法、場所が腰椎、大腿骨頸部、
あるいは手首もあると聞きましたけれ

ども、そのあたりのことを教えてくだ
さい。
　斎藤　骨密度測定の診断基準で診断
として用いられるのは、腰椎もしくは
大腿骨頸部、橈骨などのDEXA法であ
れば、どれでもいいとされています。
どの部位についても、基本的に相関は
いたしますので、開業の先生などでは
橈骨の骨密度測定、DEXA装置が普及
されていると思いますので、その数値
をもって診断していただければいいと
思います。
　また、腰椎や大腿骨頸部を同時に測
れるような施設では、どちらかの数値
で低いほうを用いていただくことにな
ります。腰椎が高くても、大腿骨頸部
が若いときの７割以下であれば、骨粗
鬆症という診断をつけるということに
なります。
　池脇　どこの部位でも相関はあるけ
れども、これは体幹を測るというと、
測定する器械も大きくなってきますの
で、なかなか実地の先生方が簡単に置
けるようなものではないということで
すね。
　斎藤　そうですね。手の骨で取る
MD法というものを使っておられる先
生もいます。大事なことは骨密度、カ
ルシウムベースの密度の測定を何らか
の装置でしていただいて、それが７割
を切っているというのであれば、やは
り骨粗鬆症として治療を始めていただ
くのが実地の面では一番いいと思いま

す。
　池脇　全身の骨で測って、相関があ
るということになれば、質問の中で、
大腿骨の頸部でなければならない理由
とあるのですけれども、これはあるの
でしょうか。
　斎藤　研究面などでいえば、確かに
そういう厳密なことが必要になってく
るのですが、大腿骨頸部でなければと
いうのは、一つには腰椎は年齢ととも
に骨棘などができて、カルシウムの密
度が局所的に高くなるところがあるの
です。それによって、見かけ上、骨密
度が高く出ることもありますので、大
腿骨頸部で測定するのがよいとされて
います。
　ただ、大腿骨頸部は足の位置などで
だいぶ測定値が変わりますので注意が
必要です。その辺の基準がまだわが国
では十分できていませんので、やはり
腰椎だとか橈骨で測定していただき、
治療へとつなげていただきたいと思い
ます。
　池脇　それから、T-score、Z-score、
これは何なのでしょうか。
　斎藤　T-scoreというのは、若いと
きの日本人の平均値に対してどのぐら
い少なくなっているか、どのぐらいの
値であるのかという指標です。日本の
場合には、T-scoreというもので診断
を決めているのではなくて、若いとき
（young adult mean：YAM値）と比べ
て何％減少しているかで判断します。

骨粗鬆症における骨量測定

東京慈恵会医科大学整形外科准教授
斎　藤　　充

（聞き手　池脇克則）

　骨粗鬆症における骨量測定についてご教示ください。
　１．�「骨密度（T-scoreまたはZ-score）を利用する場合は大腿骨頸部での値」

とのことですが、それと大腿骨以外の部位との相関（DEXA法）につい
て（頸部でなければならない理由）。

　２．超音波による足腫の骨密度では判定できないのでしょうか。
　３．FRAXについて、骨密度測定に代わりうる根拠。

＜京都府開業医＞
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　池脇　斎藤先生、骨粗鬆症というの
は、たとえ骨が丈夫、骨密度が十分あ
っても、骨折の既往があるというだけ
で、そう言っていいという理解でよろ
しいのですか。
　斎藤　骨粗鬆症の診断基準は、一つ
には骨密度のいかんにかかわらず、す
でに脆弱性の骨折、いわゆる大した外
力もなく、ちょっと転んだぐらいで背
骨が折れたことがあるとか、大腿骨頸
部骨折の既往があるという時点で骨粗
鬆症の診断基準を満たします。もし骨
折のないような方の場合には、骨密度
で若いときと比べて70％以下であれば、
骨粗鬆症という診断をつけることにな

ります。
　池脇　今回は骨密度に関しての質問
なのですけれども、骨密度というのは、
厳密な意味ではどう規定されるのでし
ょうか。
　斎藤　X線を使った検査で、カルシ
ウムの面積に対する密度を測定してい
ます。あくまでカルシウムのパラメー
ターということになります。
　池脇　一般的に使われるのは、レン
トゲンを使ったDEXA法ということ
なのでしょうか。それに関しての質問
が最初の質問なのですけれども、この
DEXA法、場所が腰椎、大腿骨頸部、
あるいは手首もあると聞きましたけれ

ども、そのあたりのことを教えてくだ
さい。
　斎藤　骨密度測定の診断基準で診断
として用いられるのは、腰椎もしくは
大腿骨頸部、橈骨などのDEXA法であ
れば、どれでもいいとされています。
どの部位についても、基本的に相関は
いたしますので、開業の先生などでは
橈骨の骨密度測定、DEXA装置が普及
されていると思いますので、その数値
をもって診断していただければいいと
思います。
　また、腰椎や大腿骨頸部を同時に測
れるような施設では、どちらかの数値
で低いほうを用いていただくことにな
ります。腰椎が高くても、大腿骨頸部
が若いときの７割以下であれば、骨粗
鬆症という診断をつけるということに
なります。
　池脇　どこの部位でも相関はあるけ
れども、これは体幹を測るというと、
測定する器械も大きくなってきますの
で、なかなか実地の先生方が簡単に置
けるようなものではないということで
すね。
　斎藤　そうですね。手の骨で取る
MD法というものを使っておられる先
生もいます。大事なことは骨密度、カ
ルシウムベースの密度の測定を何らか
の装置でしていただいて、それが７割
を切っているというのであれば、やは
り骨粗鬆症として治療を始めていただ
くのが実地の面では一番いいと思いま

す。
　池脇　全身の骨で測って、相関があ
るということになれば、質問の中で、
大腿骨の頸部でなければならない理由
とあるのですけれども、これはあるの
でしょうか。
　斎藤　研究面などでいえば、確かに
そういう厳密なことが必要になってく
るのですが、大腿骨頸部でなければと
いうのは、一つには腰椎は年齢ととも
に骨棘などができて、カルシウムの密
度が局所的に高くなるところがあるの
です。それによって、見かけ上、骨密
度が高く出ることもありますので、大
腿骨頸部で測定するのがよいとされて
います。
　ただ、大腿骨頸部は足の位置などで
だいぶ測定値が変わりますので注意が
必要です。その辺の基準がまだわが国
では十分できていませんので、やはり
腰椎だとか橈骨で測定していただき、
治療へとつなげていただきたいと思い
ます。
　池脇　それから、T-score、Z-score、
これは何なのでしょうか。
　斎藤　T-scoreというのは、若いと
きの日本人の平均値に対してどのぐら
い少なくなっているか、どのぐらいの
値であるのかという指標です。日本の
場合には、T-scoreというもので診断
を決めているのではなくて、若いとき
（young adult mean：YAM値）と比べ
て何％減少しているかで判断します。

骨粗鬆症における骨量測定

東京慈恵会医科大学整形外科准教授
斎　藤　　充

（聞き手　池脇克則）

　骨粗鬆症における骨量測定についてご教示ください。
　１．�「骨密度（T-scoreまたはZ-score）を利用する場合は大腿骨頸部での値」

とのことですが、それと大腿骨以外の部位との相関（DEXA法）につい
て（頸部でなければならない理由）。

　２．超音波による足腫の骨密度では判定できないのでしょうか。
　３．FRAXについて、骨密度測定に代わりうる根拠。

＜京都府開業医＞
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　YAM値というものに対して70％以
下、これがT-scoreでいうとマイナス
2.5 S.D.前後なのですが、それを切るよ
うな場合に骨粗鬆症という診断がつき
ます。
　また、Z-scoreというのは同年代の
方に対してどのぐらいなのかというの
を見る指標です。
　池脇　今、先生の説明でふと思った
のは、私は血管をやっているものです
から、例えば大動脈脈波（PWV）です
と、同年代の平均に比べてどのぐらい
ずれているかという見方、いわゆるZ- 
score的な見方をしますけれども、骨に
関してはT-scoreやYAM値で見るとい
うのは、何か理由があるのですか。
　斎藤　実際は、Z-scoreそのものを
治療に用いることはあまりないので、
若いときに比べてどのぐらい少ないか
ということが一番重要です。ただ、患
者さんに説明するときには、「あなた
は同級生と比べて何点ぐらい高いです
よ、低いですよ」というと、よりわか
りやすいという意味ではよい指標だと
思います。
　池脇　さて、超音波による踵骨の骨
密度では判定できないのでしょうか。
これはいわゆるQUSということなので
しょうか。これに関してはいかがです
か。
　斎藤　かかとで測定する超音波法は
放射線を使いませんので、健診レベル、
もしくは実地の先生方でも導入されて

いる先生が多いかと思います。ただ、
これはカルシウムを測っているわけで
はなくて、中の主に骨の微細な構造な
どを反映する測定法ですので、これが
カルシウムの全身性の密度を反映する
わけではありません。踵骨で測った場
合に、低いと出た際には、それ以外の
部位をDEXA法でもう一回測ることが
必要です。ただ、スクリーニング的な
意味でQUSは有用だと思います。
　歩かないと、かかとの骨は薄くなり
ますので、歩行能力が落ちてくると
QUSの数値は悪くなりますし、たくさ
ん歩いていると、QUSが見かけ上よく
なることもありますので、そういった
ことも含めて、スクリーニング的な意
味でというふうに考えたほうがいいと
思います。
　池脇　あくまでも標準的な検査法は
DEXA法ということですね。
　斎藤　DEXA法で測定するのがよい
と思います。
　池脇　質問の中のFRAXですが、初
めて目にする言葉なのですけれども、
これは何なのでしょう。
　斎藤　骨折の危険性というのは、低
骨密度でこれまで評価されていたので
すが、どうも骨密度だけでは骨折リス
クは評価できない、様々な要因が骨の
強さを決めて、骨折リスクに影響を与
えているということがわかってきまし
た。骨密度以外の骨折リスクファクタ
ーを盛り込んで、将来10年間にあなた

はどのぐらいの確率で大腿骨頸部骨折
の危険性がありますよとか、骨折以外
の危険性がありますよということを計
算する、WHOが作った計算式のこと
です。これはアジア人やアメリカ人、
白人と黄色人種でかなり数値も違いま
す。インターネットで簡単にアクセス
することができます。FRAXの計算法
は骨密度以外の骨折リスクファクター
を「イエス」「ノー」でチェックして
いくようなものです。年齢や性、あと
はステロイドの内服のあるなし、それ
から二次性の骨粗鬆症、１型糖尿病や
関節リウマチ、それからご家族の大腿
骨頸部骨折の既往、たばこ、アルコー
ル摂取、こういったものをチェックす
ると、骨密度以外のパラメーターで骨
折率評価が十分できるというものです。
もちろん、骨密度測定値を同時にFRAX
計算式に代入しても、高い精度で骨折
リスクを評価することができます。
　池脇　この項目の中で、喫煙ですと
かアルコールがあります。例えばそれ
はそれで男性のリスクを評価できると
いうことなのですね。
　斎藤　そうです。男性の場合はこれ
まで、骨密度が低下しないので、骨粗
鬆症は大丈夫と思われていたのですが、
実際に骨折というもので調べてみます
と、男性も骨折リスクが極めて高いこ
とがわかってきました。今後は骨密度
以外のパラメーターを男性の場合には
十分評価していく必要があると思いま

す。
　池脇　今後FRAXをどのようにして
使っていったらいいのでしょうか。
　斎藤　骨密度が低下していなくても
骨折をする方がいるというのはわかっ
てきました。特に生活習慣病、糖尿病
だとか動脈硬化性の因子があると、血
管も硬くて、もろくなるのですが、骨
にあるコラーゲンが硬くて、もろくな
り、それだけで骨折リスクが上がって
くるということがわかってきました。
骨密度と骨のコラーゲンの劣化の程度
の両者を評価していくことが大事です。
骨密度も悪くて、骨のコラーゲンの劣
化も進んでいる方は、骨折リスクが著
しく高くなるということも我々の縦断
研究でわかってきておりますので、や
はり理想は両者を評価することになり
ます。
　ただ、実際には、骨密度をまず測定
することが重要です。また、骨折のあ
るなしで骨粗鬆症の診断をしていくと
いうことが重要だと思います。
　池脇　骨密度というのが、量的な変
化だとすると、先生がおやりになって
いるコラーゲンは質の変化で量の部分
と質の部分で、より正確に将来の骨折
リスクが判定できる、そういう理解で
よろしいですか。
　斎藤　はい。
　池脇　ちなみに、コラーゲンという
ものに関しては、臨床的にどう評価す
るのでしょうか。
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　YAM値というものに対して70％以
下、これがT-scoreでいうとマイナス
2.5 S.D.前後なのですが、それを切るよ
うな場合に骨粗鬆症という診断がつき
ます。
　また、Z-scoreというのは同年代の
方に対してどのぐらいなのかというの
を見る指標です。
　池脇　今、先生の説明でふと思った
のは、私は血管をやっているものです
から、例えば大動脈脈波（PWV）です
と、同年代の平均に比べてどのぐらい
ずれているかという見方、いわゆるZ- 
score的な見方をしますけれども、骨に
関してはT-scoreやYAM値で見るとい
うのは、何か理由があるのですか。
　斎藤　実際は、Z-scoreそのものを
治療に用いることはあまりないので、
若いときに比べてどのぐらい少ないか
ということが一番重要です。ただ、患
者さんに説明するときには、「あなた
は同級生と比べて何点ぐらい高いです
よ、低いですよ」というと、よりわか
りやすいという意味ではよい指標だと
思います。
　池脇　さて、超音波による踵骨の骨
密度では判定できないのでしょうか。
これはいわゆるQUSということなので
しょうか。これに関してはいかがです
か。
　斎藤　かかとで測定する超音波法は
放射線を使いませんので、健診レベル、
もしくは実地の先生方でも導入されて

いる先生が多いかと思います。ただ、
これはカルシウムを測っているわけで
はなくて、中の主に骨の微細な構造な
どを反映する測定法ですので、これが
カルシウムの全身性の密度を反映する
わけではありません。踵骨で測った場
合に、低いと出た際には、それ以外の
部位をDEXA法でもう一回測ることが
必要です。ただ、スクリーニング的な
意味でQUSは有用だと思います。
　歩かないと、かかとの骨は薄くなり
ますので、歩行能力が落ちてくると
QUSの数値は悪くなりますし、たくさ
ん歩いていると、QUSが見かけ上よく
なることもありますので、そういった
ことも含めて、スクリーニング的な意
味でというふうに考えたほうがいいと
思います。
　池脇　あくまでも標準的な検査法は
DEXA法ということですね。
　斎藤　DEXA法で測定するのがよい
と思います。
　池脇　質問の中のFRAXですが、初
めて目にする言葉なのですけれども、
これは何なのでしょう。
　斎藤　骨折の危険性というのは、低
骨密度でこれまで評価されていたので
すが、どうも骨密度だけでは骨折リス
クは評価できない、様々な要因が骨の
強さを決めて、骨折リスクに影響を与
えているということがわかってきまし
た。骨密度以外の骨折リスクファクタ
ーを盛り込んで、将来10年間にあなた

はどのぐらいの確率で大腿骨頸部骨折
の危険性がありますよとか、骨折以外
の危険性がありますよということを計
算する、WHOが作った計算式のこと
です。これはアジア人やアメリカ人、
白人と黄色人種でかなり数値も違いま
す。インターネットで簡単にアクセス
することができます。FRAXの計算法
は骨密度以外の骨折リスクファクター
を「イエス」「ノー」でチェックして
いくようなものです。年齢や性、あと
はステロイドの内服のあるなし、それ
から二次性の骨粗鬆症、１型糖尿病や
関節リウマチ、それからご家族の大腿
骨頸部骨折の既往、たばこ、アルコー
ル摂取、こういったものをチェックす
ると、骨密度以外のパラメーターで骨
折率評価が十分できるというものです。
もちろん、骨密度測定値を同時にFRAX
計算式に代入しても、高い精度で骨折
リスクを評価することができます。
　池脇　この項目の中で、喫煙ですと
かアルコールがあります。例えばそれ
はそれで男性のリスクを評価できると
いうことなのですね。
　斎藤　そうです。男性の場合はこれ
まで、骨密度が低下しないので、骨粗
鬆症は大丈夫と思われていたのですが、
実際に骨折というもので調べてみます
と、男性も骨折リスクが極めて高いこ
とがわかってきました。今後は骨密度
以外のパラメーターを男性の場合には
十分評価していく必要があると思いま

す。
　池脇　今後FRAXをどのようにして
使っていったらいいのでしょうか。
　斎藤　骨密度が低下していなくても
骨折をする方がいるというのはわかっ
てきました。特に生活習慣病、糖尿病
だとか動脈硬化性の因子があると、血
管も硬くて、もろくなるのですが、骨
にあるコラーゲンが硬くて、もろくな
り、それだけで骨折リスクが上がって
くるということがわかってきました。
骨密度と骨のコラーゲンの劣化の程度
の両者を評価していくことが大事です。
骨密度も悪くて、骨のコラーゲンの劣
化も進んでいる方は、骨折リスクが著
しく高くなるということも我々の縦断
研究でわかってきておりますので、や
はり理想は両者を評価することになり
ます。
　ただ、実際には、骨密度をまず測定
することが重要です。また、骨折のあ
るなしで骨粗鬆症の診断をしていくと
いうことが重要だと思います。
　池脇　骨密度というのが、量的な変
化だとすると、先生がおやりになって
いるコラーゲンは質の変化で量の部分
と質の部分で、より正確に将来の骨折
リスクが判定できる、そういう理解で
よろしいですか。
　斎藤　はい。
　池脇　ちなみに、コラーゲンという
ものに関しては、臨床的にどう評価す
るのでしょうか。
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　斎藤　骨折を予測しうる骨コラーゲ
ンの劣化のマーカーとして、動脈硬化
因子であるホモシステインだとか、い
わゆる終末糖化産物（AGEs）、特に老
化産物であるペントシジンの測定有用
性が明らかになっています。これによ
り将来の骨折が予測できるということ
もわかってきました。
　池脇　FRAXにそういった項目を加

えることによって、より正確に予測で
きる可能性もあるのでしょうか。
　斎藤　最近、長野コホートで調べま
したところ、FRAXに加えて尿中のペ
ントシジン濃度をリスクファクターと
して組み入れると、より高い精度で骨
折リスクを評価できることがわかりま
した。
　池脇　ありがとうございました。

　林田　石地先生、まず、水いぼとは
どんなものかというところからお話し
いただけますでしょうか。
　石地　俗に水いぼといわれています
けれども、正式な名称は伝染性軟属腫
です。ポックスウイルスの一種の伝染
性軟属腫ウイルスによる皮膚のウイル
ス感染症です。小さいお子さん、幼児
から小学校低学年ぐらいまでのお子さ
んに多く見られる疾患です。まれに大
人で性感染症として見られることもあ
ります。
　林田　ご質問の中にもあるのですが、
皮膚科や小児科で扱われることが多い
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　石地　そうですね。小さいお子さん
に多い病気ですので、皮膚科もしくは

小児科にいらっしゃるということが多
いと思います。
　林田　症状、診断、鑑別診断も含め
ていかがでしょうか。
　石地　よく見られる疾患ですので、
ご存じの方が多いと思いますけれども、
だいたい大きさが２～３㎜ぐらいまで
の小さい丘疹が多発して見られます。
一つひとつ、よく観察してみると、真
ん中がちょっとへこんで見える、ある
いは光沢があって、少し透明に見える
ということがあります。
　林田　そうすると、典型例では肉眼
所見のみで診断が可能というふうに考
えてよろしいのでしょうか。
　石地　だいたいは肉眼所見で診断で
きます。
　林田　鑑別診断はいかがでしょうか。

小児の水いぼ治療

東京慈恵会医科大学皮膚科准教授
石　地　尚　興

（聞き手　林田康男）

　水いぼに対する治療方針は、皮膚科と小児科で大きく異なる印象があります。
幼小児を押さえつけても処置すべきか、１年近く様子を見るべきか悩みます。
最近のスタンダードな治療方針についてご教示ください。

＜東京都勤務医＞
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　斎藤　骨折を予測しうる骨コラーゲ
ンの劣化のマーカーとして、動脈硬化
因子であるホモシステインだとか、い
わゆる終末糖化産物（AGEs）、特に老
化産物であるペントシジンの測定有用
性が明らかになっています。これによ
り将来の骨折が予測できるということ
もわかってきました。
　池脇　FRAXにそういった項目を加

えることによって、より正確に予測で
きる可能性もあるのでしょうか。
　斎藤　最近、長野コホートで調べま
したところ、FRAXに加えて尿中のペ
ントシジン濃度をリスクファクターと
して組み入れると、より高い精度で骨
折リスクを評価できることがわかりま
した。
　池脇　ありがとうございました。

　林田　石地先生、まず、水いぼとは
どんなものかというところからお話し
いただけますでしょうか。
　石地　俗に水いぼといわれています
けれども、正式な名称は伝染性軟属腫
です。ポックスウイルスの一種の伝染
性軟属腫ウイルスによる皮膚のウイル
ス感染症です。小さいお子さん、幼児
から小学校低学年ぐらいまでのお子さ
んに多く見られる疾患です。まれに大
人で性感染症として見られることもあ
ります。
　林田　ご質問の中にもあるのですが、
皮膚科や小児科で扱われることが多い
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　石地　そうですね。小さいお子さん
に多い病気ですので、皮膚科もしくは

小児科にいらっしゃるということが多
いと思います。
　林田　症状、診断、鑑別診断も含め
ていかがでしょうか。
　石地　よく見られる疾患ですので、
ご存じの方が多いと思いますけれども、
だいたい大きさが２～３㎜ぐらいまで
の小さい丘疹が多発して見られます。
一つひとつ、よく観察してみると、真
ん中がちょっとへこんで見える、ある
いは光沢があって、少し透明に見える
ということがあります。
　林田　そうすると、典型例では肉眼
所見のみで診断が可能というふうに考
えてよろしいのでしょうか。
　石地　だいたいは肉眼所見で診断で
きます。
　林田　鑑別診断はいかがでしょうか。

小児の水いぼ治療

東京慈恵会医科大学皮膚科准教授
石　地　尚　興

（聞き手　林田康男）

　水いぼに対する治療方針は、皮膚科と小児科で大きく異なる印象があります。
幼小児を押さえつけても処置すべきか、１年近く様子を見るべきか悩みます。
最近のスタンダードな治療方針についてご教示ください。

＜東京都勤務医＞
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　石地　いわゆるあせも、水晶性汗疹
であるとか、普通のいぼ、尋常性疣贅、
炎症を伴っていたりすると、虫さされ
であるとか、あるいは水疱様に見える
と水痘などと区別が必要になることが
あります。
　水いぼの場合は、つまみ取ってみる
と、中に透明な、ういろうみたいな粥
状物が取れますので、それを確認する
と伝染性軟属腫で間違いないというこ
とになります。
　林田　そうやって肉眼で見る以外の
方法で診断をすることは可能なのでし
ょうか。
　石地　つまみ取ってみなくても、最
近はダーモスコピーという反射を抑え
た拡大鏡のようなものが皮膚科で使わ
れているのですけれども、そういうも
のを使って見ると、普通のいぼと水い
ぼの区別は、かなり正確にできると思
います。
　林田　水いぼの周辺で起こるような
病態は何かありますか。
　石地　普通、水いぼは痛くもかゆく
もないものですけれども、まれに周り
が湿疹になってかゆいと訴えるお子さ
んがあります。
　林田　次に感染経路ですが、プール
に小さい子が通いますと、けっこう水
いぼがうつるようなことがありますけ
れども、こういうものも含めていかが
でしょうか。
　石地　感染は経皮感染で、主に接触

でうつると考えられます。ですので、
兄弟間でうつったり、お子さんの間で
うつるということが起こり得ます。特
に、プールでうつるということがよく
いわれますけれども、それはわきの下
とかにできることが多くて、ビート板
を介してうつっているのではないかと
いう考察がなされています。
　林田　学校の中での問題は何かあり
ますか。
　石地　保育園ですとか学校などに登
園、登校していいのかということがあ
りますけれども、伝染性軟属腫は、学
校保健安全法施行規則第18条において
法的には学校感染症の中の第３種のそ
の他の感染症というところに定義づけ
られています。
　これらの感染症は、条件によっては
出席停止の措置が必要と考えられる疾
患で、通常は出席停止などの措置は必
要ありません。
　林田　先ほどのプールの例えばビー
ト板とか、そういうところの注意事項
は何かありますか。
　石地　プールに関しては、入ってよ
いかどうかというのは、施設によって
対応が異なることがありますが、最近
はプールを禁止することは必要ないと
いう指針が示されています。多発して
いるようなお子さんにはビート板を共
用しない、あるいはタオルを共用しな
いということを指導する。それから、
プールの後によくシャワーを浴びる、

そういうことを指導します。
　林田　あと、お子さんたちに注意さ
せなければいけないような事柄はあり
ますか。
　石地　皮膚の経皮感染ですので、搔
いたりすると、接触で周りに広がると
いうことがあります。特に、アトピー
性皮膚炎のお子さんなどは、もともと
バリア機能が少し弱いというところに
もってきて、かゆくて搔いてしまうと、
次々と湿疹のところに経皮接種して増
やしてしまうということがあります。
スキンケアをしっかりして、皮膚の健
康を保つということが増やさないため
には大事です。
　林田　この病態の自然経過はいかが
でしょうか。
　石地　伝染性軟属腫の潜伏期間はだ
いたい２～７週間ぐらいで、長くても
半年ぐらいまでではないかと考えられ
ています。一つひとつには寿命がある
と考えられていて、少なくとも自然に、
いつかはなくなるということですが、
経皮接種でだんだんうつって増えてし
まう、ということもあります。
　どこまで増えるかとか、いつになっ
たら消えるかというのは、かなり個人
差があります。だいたい数週間から数
カ月で軟属腫は自然消退する。場合に
よっては、年単位で続くこともある。
そういう自然経過です。いずれにして
も、何年かのうちに全部治るというこ
とはまず間違いありません。

　林田　そうしますと、ご質問の中に
もあるのですが、治療はどういうふう
にしたらよろしいでしょうか。
　石地　治療法にいい方法がないとい
うのが大きな問題で、確実に治療しよ
うと思うと、一つひとつ、つまみ取ら
なければいけない。それが痛みを伴っ
たり、場合によってはちょっと出血し
たり、お子さんにとっては苦痛を強い
ることになりますので、それをすべき
かどうかというのはいろいろ議論があ
って、まだ結論が出ているわけではあ
りません。
　林田　例えば、学会のほうからは指
針みたいなものは出ているのでしょう
か。
　石地　小児科学会の予防接種感染対
策委員会が解説を出していますけれど
も、そちらでは「自然治癒傾向があり、
放置してよい。しかし、自家接種や他
者への伝播を防止するために、ピンセ
ットでの摘出や液体窒素での除去など、
積極的に治療する考え方もある」とい
うことで、両論併記のようなかたちに
なっています。
　林田　なかなか難しいのですが、先
生の立場としての見解はいかがでしょ
うか。
　石地　今のところ、ケース・バイ・
ケースというふうに考えています。取
ってあげるほうが患者さんにとってメ
リットが大きいと考えられる場合は取
りますし、苦痛を与えてまで取っても
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　石地　いわゆるあせも、水晶性汗疹
であるとか、普通のいぼ、尋常性疣贅、
炎症を伴っていたりすると、虫さされ
であるとか、あるいは水疱様に見える
と水痘などと区別が必要になることが
あります。
　水いぼの場合は、つまみ取ってみる
と、中に透明な、ういろうみたいな粥
状物が取れますので、それを確認する
と伝染性軟属腫で間違いないというこ
とになります。
　林田　そうやって肉眼で見る以外の
方法で診断をすることは可能なのでし
ょうか。
　石地　つまみ取ってみなくても、最
近はダーモスコピーという反射を抑え
た拡大鏡のようなものが皮膚科で使わ
れているのですけれども、そういうも
のを使って見ると、普通のいぼと水い
ぼの区別は、かなり正確にできると思
います。
　林田　水いぼの周辺で起こるような
病態は何かありますか。
　石地　普通、水いぼは痛くもかゆく
もないものですけれども、まれに周り
が湿疹になってかゆいと訴えるお子さ
んがあります。
　林田　次に感染経路ですが、プール
に小さい子が通いますと、けっこう水
いぼがうつるようなことがありますけ
れども、こういうものも含めていかが
でしょうか。
　石地　感染は経皮感染で、主に接触

でうつると考えられます。ですので、
兄弟間でうつったり、お子さんの間で
うつるということが起こり得ます。特
に、プールでうつるということがよく
いわれますけれども、それはわきの下
とかにできることが多くて、ビート板
を介してうつっているのではないかと
いう考察がなされています。
　林田　学校の中での問題は何かあり
ますか。
　石地　保育園ですとか学校などに登
園、登校していいのかということがあ
りますけれども、伝染性軟属腫は、学
校保健安全法施行規則第18条において
法的には学校感染症の中の第３種のそ
の他の感染症というところに定義づけ
られています。
　これらの感染症は、条件によっては
出席停止の措置が必要と考えられる疾
患で、通常は出席停止などの措置は必
要ありません。
　林田　先ほどのプールの例えばビー
ト板とか、そういうところの注意事項
は何かありますか。
　石地　プールに関しては、入ってよ
いかどうかというのは、施設によって
対応が異なることがありますが、最近
はプールを禁止することは必要ないと
いう指針が示されています。多発して
いるようなお子さんにはビート板を共
用しない、あるいはタオルを共用しな
いということを指導する。それから、
プールの後によくシャワーを浴びる、

そういうことを指導します。
　林田　あと、お子さんたちに注意さ
せなければいけないような事柄はあり
ますか。
　石地　皮膚の経皮感染ですので、搔
いたりすると、接触で周りに広がると
いうことがあります。特に、アトピー
性皮膚炎のお子さんなどは、もともと
バリア機能が少し弱いというところに
もってきて、かゆくて搔いてしまうと、
次々と湿疹のところに経皮接種して増
やしてしまうということがあります。
スキンケアをしっかりして、皮膚の健
康を保つということが増やさないため
には大事です。
　林田　この病態の自然経過はいかが
でしょうか。
　石地　伝染性軟属腫の潜伏期間はだ
いたい２～７週間ぐらいで、長くても
半年ぐらいまでではないかと考えられ
ています。一つひとつには寿命がある
と考えられていて、少なくとも自然に、
いつかはなくなるということですが、
経皮接種でだんだんうつって増えてし
まう、ということもあります。
　どこまで増えるかとか、いつになっ
たら消えるかというのは、かなり個人
差があります。だいたい数週間から数
カ月で軟属腫は自然消退する。場合に
よっては、年単位で続くこともある。
そういう自然経過です。いずれにして
も、何年かのうちに全部治るというこ
とはまず間違いありません。

　林田　そうしますと、ご質問の中に
もあるのですが、治療はどういうふう
にしたらよろしいでしょうか。
　石地　治療法にいい方法がないとい
うのが大きな問題で、確実に治療しよ
うと思うと、一つひとつ、つまみ取ら
なければいけない。それが痛みを伴っ
たり、場合によってはちょっと出血し
たり、お子さんにとっては苦痛を強い
ることになりますので、それをすべき
かどうかというのはいろいろ議論があ
って、まだ結論が出ているわけではあ
りません。
　林田　例えば、学会のほうからは指
針みたいなものは出ているのでしょう
か。
　石地　小児科学会の予防接種感染対
策委員会が解説を出していますけれど
も、そちらでは「自然治癒傾向があり、
放置してよい。しかし、自家接種や他
者への伝播を防止するために、ピンセ
ットでの摘出や液体窒素での除去など、
積極的に治療する考え方もある」とい
うことで、両論併記のようなかたちに
なっています。
　林田　なかなか難しいのですが、先
生の立場としての見解はいかがでしょ
うか。
　石地　今のところ、ケース・バイ・
ケースというふうに考えています。取
ってあげるほうが患者さんにとってメ
リットが大きいと考えられる場合は取
りますし、苦痛を与えてまで取っても
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メリットが少ないという場合は、あえ
て取ることはお勧めしないということ
で私はやっています。
　林田　例えば、お子さんたちでも、
保育園にそういう子がいると、周りの
人が「あの子にうつされた」とか「あ
の子と一緒のプールに入ってはいけな
い」とか、そういう親御さんもおられ
ると思うのですが、そういう場合はい
かがでしょうか。
　石地　これまではそういうケースが
非常に多かったので、取らざるを得な
いということが多かったと思います。
保育園等で、取らないで来ているお子
さんがいらして、「うちの子がうつさ
れた」とか、あるいはプールで「治療
しないで来ているお子さんがいるので、
はやってしまっている」とか、そうい
ったような公衆衛生上、社会的な問題、
そういうことがあると、治療せざるを
得ません。
　ただ、それは少しずつ減ってきてい
ると思います。社会的に水いぼを許容
する、プールも別に入ってもいいでは
ないかという方向に少しずつなってき
ているように思います。ただ、まだす
べて認められているということではな
いと思うのです。
　林田　むしろ社会的には、そんなに
心配する病気ではないですよというキ
ャンペーンを張る必要があるというこ
とかもしれませんね。
　石地　いろいろな地区の医師会等で

はそういうかたちで指導しているとこ
ろもあるようです。
　林田　最後に、取る以外の治療法、
保険の適用にもなっていないようなも
のもあるようですが、簡単にお話しい
ただけますか。
　石地　まず、取るという場合に、痛
みを伴うので、局所麻酔のテープを貼
ってから水いぼを取るという工夫がさ
れていますが、局所麻酔のテープは保
険が適用されません。それから、テー
プ剤のアレルギーの可能性も指摘され
ています。
　それから、つまみ取る以外の方法で
すと、液体窒素の凍結療法というもの
がありますけれども、それも少し疼痛
を伴ったり、あと色素沈着を伴ったり
します。
　それ以外の治療法になると、かなり
確実性が落ちてきます。例えば、ハト
ムギのヨクイニンという飲み薬、これ
は漢方薬ですが、こういったものも、
飲んでいればすぐ治るというものでは
ありません。
　あとは、抗ウイルス薬の外用薬です。
塗るだけですと、一番簡単でいいので
すけれども、これも効くというデータ
にしっかりしたものがありませんので、
使っても効くかどうかわからないのが
現状です。
　そのほかに、硝酸銀とかトリクロロ
酢酸であるとか、カンタリジン、ポド
フィリン、いろいろなものが使われる

報告はありますけれども、保険適用は
ありませんし、現場で患者さんとの同
意のうえでやっていただく。そういう

治療になると思います。
　林田　どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読下さいましてありがとうございます。
読者の皆様に、これまでにもお知らせしておりますお願いを申し上げます。

〈綴じ込み葉書「ドクターサロン質問用紙」について〉
お寄せいただいた「ご質問」は、２カ月に一度、ドクターサロン委員会（３人
の委員兼聞き手の先生）にて採否が決定され、採用された「ご質問」に対し
て、週２回のラジオNIKKEIの番組「ドクターサロン」で放送回答されます。
どうぞお気軽にご質問をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

ドクターサロン編集部

編集部からのお願い

1207本文.indd   508-509 12.6.18   2:17:09 PM



ドクターサロン56巻７月号（6 . 2012） （509）2928（508） ドクターサロン56巻７月号（6 . 2012）

メリットが少ないという場合は、あえ
て取ることはお勧めしないということ
で私はやっています。
　林田　例えば、お子さんたちでも、
保育園にそういう子がいると、周りの
人が「あの子にうつされた」とか「あ
の子と一緒のプールに入ってはいけな
い」とか、そういう親御さんもおられ
ると思うのですが、そういう場合はい
かがでしょうか。
　石地　これまではそういうケースが
非常に多かったので、取らざるを得な
いということが多かったと思います。
保育園等で、取らないで来ているお子
さんがいらして、「うちの子がうつさ
れた」とか、あるいはプールで「治療
しないで来ているお子さんがいるので、
はやってしまっている」とか、そうい
ったような公衆衛生上、社会的な問題、
そういうことがあると、治療せざるを
得ません。
　ただ、それは少しずつ減ってきてい
ると思います。社会的に水いぼを許容
する、プールも別に入ってもいいでは
ないかという方向に少しずつなってき
ているように思います。ただ、まだす
べて認められているということではな
いと思うのです。
　林田　むしろ社会的には、そんなに
心配する病気ではないですよというキ
ャンペーンを張る必要があるというこ
とかもしれませんね。
　石地　いろいろな地区の医師会等で

はそういうかたちで指導しているとこ
ろもあるようです。
　林田　最後に、取る以外の治療法、
保険の適用にもなっていないようなも
のもあるようですが、簡単にお話しい
ただけますか。
　石地　まず、取るという場合に、痛
みを伴うので、局所麻酔のテープを貼
ってから水いぼを取るという工夫がさ
れていますが、局所麻酔のテープは保
険が適用されません。それから、テー
プ剤のアレルギーの可能性も指摘され
ています。
　それから、つまみ取る以外の方法で
すと、液体窒素の凍結療法というもの
がありますけれども、それも少し疼痛
を伴ったり、あと色素沈着を伴ったり
します。
　それ以外の治療法になると、かなり
確実性が落ちてきます。例えば、ハト
ムギのヨクイニンという飲み薬、これ
は漢方薬ですが、こういったものも、
飲んでいればすぐ治るというものでは
ありません。
　あとは、抗ウイルス薬の外用薬です。
塗るだけですと、一番簡単でいいので
すけれども、これも効くというデータ
にしっかりしたものがありませんので、
使っても効くかどうかわからないのが
現状です。
　そのほかに、硝酸銀とかトリクロロ
酢酸であるとか、カンタリジン、ポド
フィリン、いろいろなものが使われる

報告はありますけれども、保険適用は
ありませんし、現場で患者さんとの同
意のうえでやっていただく。そういう

治療になると思います。
　林田　どうもありがとうございまし
た。

小誌をご愛読下さいましてありがとうございます。
読者の皆様に、これまでにもお知らせしておりますお願いを申し上げます。

〈綴じ込み葉書「ドクターサロン質問用紙」について〉
お寄せいただいた「ご質問」は、２カ月に一度、ドクターサロン委員会（３人
の委員兼聞き手の先生）にて採否が決定され、採用された「ご質問」に対し
て、週２回のラジオNIKKEIの番組「ドクターサロン」で放送回答されます。
どうぞお気軽にご質問をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

ドクターサロン編集部

編集部からのお願い
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　池脇　高橋先生、前立腺肥大症とい
いますと、男性では加齢に伴って非常
に多い疾患ですが、それに過活動膀胱
の合併は多いのでしょうか。
　高橋　前立腺肥大症というのは、50
歳以上の男性で、加齢とともに頻度が
増えてくる疾患です。ご存じだと思い
ますけれども、前立腺が肥大して尿道
が圧迫されて尿の出が悪くなる。まず
これがあるのです。これは尿の排出症
状、出の悪さなのですが、それに伴っ
ていわゆる蓄尿症状という、尿を溜め
るときにまつわる症状、すなわちトイ
レが近い頻尿、あるいはこの患者さん
のように、尿意切迫感があって、時に
本当に実際にちびってしまうという切
迫性尿失禁になる。こういう状態を過
活動膀胱といいますが、こういうもの

が肥大症の患者さんの約半数に合併す
るといわれています。
　池脇　膀胱の出口の前立腺のところ
で、ふさぐというか、狭窄するという
ことで、排尿が非常に困難になる。こ
れが膀胱の活動性を高めて蓄尿障害に
なるということなのですか。
　高橋　まだ原因の詳細はわかってい
ないのですが、おそらく閉塞が起こる
ことによって、それに対して膀胱が代
償的に何とか尿を押し出そうとして、
排尿筋のほうが肥厚したり、不安定に
なるといわれています。あと、閉塞が
ずっとあるために、膀胱の壁の血流の
障害が起こって、そのために非常に不
安定な、強い尿意切迫感を感じるよう
な状態になるというふうに考えられて
います。

　池脇　この２つが合併した症例での
治療ということですけれども、ちょっ
とその前に、過活動膀胱という概念も
比較的新しくて、潜在患者数は多いと
聞きますが。
　高橋　そうですね。男性に限らず、
女性にも非常に多い状態です。これは、
定義から申しますと、我慢しがたい強
い尿意切迫感が突然起こって、そのた
めに頻尿になってしまった状態という
定義になります。2002年に生まれた新
しい症状症候群です。時に実際に間に
合わないで切迫性尿失禁を伴うことも
あれば、伴わなくても過活動膀胱と呼
んでいいと、そういう定義なのです。
　日本で最近行われた40歳以上の健康
な男女4,000人で行ったデータを見ると、
加齢とともにもちろん頻度は増えるの
ですが、平均して12.4％の方が過活動
膀胱といわれているので、男女とも多
いのです。それで、推定ですけれども、
約810万人の方が日本で過活動膀胱と
呼ばれる状態だといわれています。
　池脇　810万人というのは、潜在患
者を含めてということと思いますが、
きちんと診断がつきにくいということ
なのでしょうか。
　高橋　それもあります。あとは、尿
にまつわる症状なので、患者さんが受
診をためらうということがあります。
最近のデータで、特に女性の受診率が
決してよくないのです。やっと１～２
割ぐらいの患者さんしかまだ受診して

いないといわれています。
　池脇　確認ですけれども、性差はあ
るのでしょうか。
　高橋　ほとんど性差はありません。
ただ、日本のデータを見ると、50～60
代は少し男性のほうが多いというデー
タが出ていて、これが今回の前立腺肥
大症というのが男性の場合、特有にあ
りますので、約半分にそれが合併する
ということで、少し男性が多いのだろ
うといわれています。
　池脇　さて、過活動膀胱は一般的に
収縮を抑制するような抗コリン薬、一
方、前立腺肥大症はα1ブロッカーと違
う薬ということですけれども、まずそ
れぞれのことに関して教えていただき
たいのですけれども。
　高橋　先生がおっしゃるとおり、こ
の２つはちょっと相反するようなお薬
で、そこは一つ肥大症に伴う過活動膀
胱治療のジレンマなのです。では具体
的にはどういうふうに治療したらいい
かということなのですが、まずは前立
腺肥大症の薬物の第一選択薬はα1ブロ
ッカーです。α1の遮断薬です。ですか
ら、まずこれをプライマリーケアの場
合は使っていただくのでいいです。そ
うしますと、好都合なことに、先ほど
言いました尿の排出症状だけでなくて、
蓄尿症状、すなわち過活動膀胱の症状
もだいたい同じぐらいの比率で改善す
るのです。ですから、α1ブロッカーを
まず使っていただいて、患者さんが満

合併症を伴う前立腺肥大症の治療法

日本大学泌尿器科主任教授
高　橋　　悟

（聞き手　池脇克則）

　過活動膀胱における切迫性尿失禁を伴う前立腺肥大症患者の治療法について
ご教示ください。また、イミダフェナシンの使用および併用についてもご教示
ください。

＜北海道開業医＞
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　池脇　高橋先生、前立腺肥大症とい
いますと、男性では加齢に伴って非常
に多い疾患ですが、それに過活動膀胱
の合併は多いのでしょうか。
　高橋　前立腺肥大症というのは、50
歳以上の男性で、加齢とともに頻度が
増えてくる疾患です。ご存じだと思い
ますけれども、前立腺が肥大して尿道
が圧迫されて尿の出が悪くなる。まず
これがあるのです。これは尿の排出症
状、出の悪さなのですが、それに伴っ
ていわゆる蓄尿症状という、尿を溜め
るときにまつわる症状、すなわちトイ
レが近い頻尿、あるいはこの患者さん
のように、尿意切迫感があって、時に
本当に実際にちびってしまうという切
迫性尿失禁になる。こういう状態を過
活動膀胱といいますが、こういうもの

が肥大症の患者さんの約半数に合併す
るといわれています。
　池脇　膀胱の出口の前立腺のところ
で、ふさぐというか、狭窄するという
ことで、排尿が非常に困難になる。こ
れが膀胱の活動性を高めて蓄尿障害に
なるということなのですか。
　高橋　まだ原因の詳細はわかってい
ないのですが、おそらく閉塞が起こる
ことによって、それに対して膀胱が代
償的に何とか尿を押し出そうとして、
排尿筋のほうが肥厚したり、不安定に
なるといわれています。あと、閉塞が
ずっとあるために、膀胱の壁の血流の
障害が起こって、そのために非常に不
安定な、強い尿意切迫感を感じるよう
な状態になるというふうに考えられて
います。

　池脇　この２つが合併した症例での
治療ということですけれども、ちょっ
とその前に、過活動膀胱という概念も
比較的新しくて、潜在患者数は多いと
聞きますが。
　高橋　そうですね。男性に限らず、
女性にも非常に多い状態です。これは、
定義から申しますと、我慢しがたい強
い尿意切迫感が突然起こって、そのた
めに頻尿になってしまった状態という
定義になります。2002年に生まれた新
しい症状症候群です。時に実際に間に
合わないで切迫性尿失禁を伴うことも
あれば、伴わなくても過活動膀胱と呼
んでいいと、そういう定義なのです。
　日本で最近行われた40歳以上の健康
な男女4,000人で行ったデータを見ると、
加齢とともにもちろん頻度は増えるの
ですが、平均して12.4％の方が過活動
膀胱といわれているので、男女とも多
いのです。それで、推定ですけれども、
約810万人の方が日本で過活動膀胱と
呼ばれる状態だといわれています。
　池脇　810万人というのは、潜在患
者を含めてということと思いますが、
きちんと診断がつきにくいということ
なのでしょうか。
　高橋　それもあります。あとは、尿
にまつわる症状なので、患者さんが受
診をためらうということがあります。
最近のデータで、特に女性の受診率が
決してよくないのです。やっと１～２
割ぐらいの患者さんしかまだ受診して

いないといわれています。
　池脇　確認ですけれども、性差はあ
るのでしょうか。
　高橋　ほとんど性差はありません。
ただ、日本のデータを見ると、50～60
代は少し男性のほうが多いというデー
タが出ていて、これが今回の前立腺肥
大症というのが男性の場合、特有にあ
りますので、約半分にそれが合併する
ということで、少し男性が多いのだろ
うといわれています。
　池脇　さて、過活動膀胱は一般的に
収縮を抑制するような抗コリン薬、一
方、前立腺肥大症はα1ブロッカーと違
う薬ということですけれども、まずそ
れぞれのことに関して教えていただき
たいのですけれども。
　高橋　先生がおっしゃるとおり、こ
の２つはちょっと相反するようなお薬
で、そこは一つ肥大症に伴う過活動膀
胱治療のジレンマなのです。では具体
的にはどういうふうに治療したらいい
かということなのですが、まずは前立
腺肥大症の薬物の第一選択薬はα1ブロ
ッカーです。α1の遮断薬です。ですか
ら、まずこれをプライマリーケアの場
合は使っていただくのでいいです。そ
うしますと、好都合なことに、先ほど
言いました尿の排出症状だけでなくて、
蓄尿症状、すなわち過活動膀胱の症状
もだいたい同じぐらいの比率で改善す
るのです。ですから、α1ブロッカーを
まず使っていただいて、患者さんが満

合併症を伴う前立腺肥大症の治療法

日本大学泌尿器科主任教授
高　橋　　悟

（聞き手　池脇克則）

　過活動膀胱における切迫性尿失禁を伴う前立腺肥大症患者の治療法について
ご教示ください。また、イミダフェナシンの使用および併用についてもご教示
ください。

＜北海道開業医＞
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足してくれれば、それでいいと思いま
す。まずはそれで継続投与でけっこう
です。
　ただし、どうしても過活動膀胱の症
状というのは非常にQOLにインパクト
を与える症状が多い。要するに、患者
さんが困るのです。尿の出の悪さより
も、トイレが近いことのほうがより困
ることが多いのです。そのために、患
者さんがもうちょっとよくなりたい、
もうちょっとトイレを遠くしたいとか、
ちびると本当に外出もおっくうになっ
てしまうので、これを何とかしたい、
そういう患者さんは実はすごく多いの
です。そういうときにどうするかとい
うことなのですが、先ほど先生がおっ
しゃったように、抗コリン薬が過活動
膀胱の第一選択薬ですので、抗コリン
薬を、α1ブロッカーをまず先行投与し
ておいて、そこに少量併用してあげる
のです。そうすると、もう一段、過活
動膀胱の症状の改善が期待できる。
　池脇　そうしますと、この２つが合
併しているときには、まずは前立腺肥
大症に対するα1ブロッカーを使った治
療を優先して、それで過活動膀胱もよ
くなるということは、排尿障害を解消
することによって、それが二次的に蓄
尿障害に対しても効果があるというこ
とですね。
　高橋　そうですね。閉塞を取り除い
てあげることで二次的に過活動膀胱が
改善するという側面と、あと、詳細は

まだわかっていないのですが、α1ブロ
ッカーが膀胱そのものに作用して過活
動膀胱そのものも抑える作用があるの
ではないかといわれています。いずれ
にしても、α1ブロッカーである程度過
活動膀胱の症状を取ることができます。
　池脇　この患者さんの場合には前立
腺肥大症があるということはわかって
いるのですけれども、排尿障害を解決
しない前に過活動膀胱に対して抗コリ
ン薬を使ってしまうと、ちょっとまず
いことになりませんか。
　高橋　前立腺の閉塞が軽ければ、女
性の過活動膀胱に抗コリン薬を使うの
と同じように、第一選択薬で抗コリン
薬を使うという選択肢もあると思うの
ですが、多くの場合、男性の場合はど
うしても大なり小なり前立腺が肥大し
ていて、閉塞があることが多いのです。
ですから、抗コリン薬を単独で安易に
使うと、すでにある排尿障害がより強
くなったり、あるいは一番悪い場合は
いわゆる尿閉、尿が出なくなってしま
う。そういうリスクがあるので、注意
が必要です。
　池脇　ちびってしまうのも困ります
けれども、おしっこが出ないのはもっ
と困りますね。
　高橋　非常に困りますね。
　池脇　そうしますと、この症例の場
合には前立腺肥大症に対しての治療を
して、それでも症状が残るときに、抗
コリン薬ということですけれども、今

回のご質問には、イミダフェナシン、
これは商品名ではウリトスというので
すか、そういった比較的新しい抗コリ
ン薬が幾つか出ていると思うのですけ
れども、そのあたりの使い方あるいは
特徴に関して教えてほしいのですが。
　高橋　基本的には抗コリン薬は過活
動膀胱の治療薬なのですが、以前に出
ていたお薬、例えばポラキスというお
薬は少し中枢への移行作用もあるとい
われていて、高齢の方に使うと、少し
記銘力が低下したり、眠気が出る。そ
ういう副作用が報告されています。で
すから、抗コリン薬は新しく出てきて
いる過活動膀胱を対象とした抗コリン
薬を使われたほうがいいでしょう。何
種類かありますけれども、イミダフェ
ナシンという薬は１日２回飲むという
ことで、比較的半減期が短い薬なので、
肥大症を伴っている高齢の方などには
使いやすいお薬といわれています。
　あと、抗コリン薬はどうしても口内
乾燥、唾液の分泌が抑制されるので、
のどが渇くわけではないですが、口の
中が乾燥するのです。このイミダフェ
ナシンというのは口内乾燥が出現する
頻度もかなり少ないといわれているの
で、プライマリーケアの先生がまず高
齢の男性の肥大症の患者さんに使うの
には比較的使いやすい薬ということは
いえると思います。
　池脇　１日１回のほうが、患者さん
のコンプライアンスということから考

えると楽なのでしょうけれども、調整
するという意味では２回のほうがむし
ろ使いやすいということですね。
　高橋　はい。
　池脇　新しいタイプの抗コリン薬と
いうのは、肝障害、腎障害、このあた
りはどうなのでしょうか。
　高橋　口内乾燥とか便秘、そういう
ものは比較的起こるのですが、先生が
おっしゃったような、内臓の障害を起
こすような副作用は非常に少ないと考
えていただいていいと思います。ただ
し、緑内障の患者さんの場合に使うの
は注意が必要だということです。特に、
閉塞隅角緑内障がある方の場合は禁忌
といわれています。
　池脇　以前よりも安全な薬とはいっ
ても、すっかり安全だと信じ切らない
でということですね。
　高橋　そうですね。注意するという
ことです。
　池脇　最近、過活動膀胱に対して新
しい治療薬が出たと聞いておりますけ
れども、それに関してはいかがですか。
　高橋　2011年の秋に実は新しいお薬
が出ました。抗コリン薬以外の初めて
の過活動膀胱治療薬です。これは交感
神経のβ3受容体に作用するβ3作動薬で
す。一般名はミラベグロンというお薬
です。商品名はベタニスというお薬に
なります。ですから、先ほどからお話
ししているような抗コリン薬特有の口
内乾燥とか、あるいは排尿障害が起こ
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足してくれれば、それでいいと思いま
す。まずはそれで継続投与でけっこう
です。
　ただし、どうしても過活動膀胱の症
状というのは非常にQOLにインパクト
を与える症状が多い。要するに、患者
さんが困るのです。尿の出の悪さより
も、トイレが近いことのほうがより困
ることが多いのです。そのために、患
者さんがもうちょっとよくなりたい、
もうちょっとトイレを遠くしたいとか、
ちびると本当に外出もおっくうになっ
てしまうので、これを何とかしたい、
そういう患者さんは実はすごく多いの
です。そういうときにどうするかとい
うことなのですが、先ほど先生がおっ
しゃったように、抗コリン薬が過活動
膀胱の第一選択薬ですので、抗コリン
薬を、α1ブロッカーをまず先行投与し
ておいて、そこに少量併用してあげる
のです。そうすると、もう一段、過活
動膀胱の症状の改善が期待できる。
　池脇　そうしますと、この２つが合
併しているときには、まずは前立腺肥
大症に対するα1ブロッカーを使った治
療を優先して、それで過活動膀胱もよ
くなるということは、排尿障害を解消
することによって、それが二次的に蓄
尿障害に対しても効果があるというこ
とですね。
　高橋　そうですね。閉塞を取り除い
てあげることで二次的に過活動膀胱が
改善するという側面と、あと、詳細は

まだわかっていないのですが、α1ブロ
ッカーが膀胱そのものに作用して過活
動膀胱そのものも抑える作用があるの
ではないかといわれています。いずれ
にしても、α1ブロッカーである程度過
活動膀胱の症状を取ることができます。
　池脇　この患者さんの場合には前立
腺肥大症があるということはわかって
いるのですけれども、排尿障害を解決
しない前に過活動膀胱に対して抗コリ
ン薬を使ってしまうと、ちょっとまず
いことになりませんか。
　高橋　前立腺の閉塞が軽ければ、女
性の過活動膀胱に抗コリン薬を使うの
と同じように、第一選択薬で抗コリン
薬を使うという選択肢もあると思うの
ですが、多くの場合、男性の場合はど
うしても大なり小なり前立腺が肥大し
ていて、閉塞があることが多いのです。
ですから、抗コリン薬を単独で安易に
使うと、すでにある排尿障害がより強
くなったり、あるいは一番悪い場合は
いわゆる尿閉、尿が出なくなってしま
う。そういうリスクがあるので、注意
が必要です。
　池脇　ちびってしまうのも困ります
けれども、おしっこが出ないのはもっ
と困りますね。
　高橋　非常に困りますね。
　池脇　そうしますと、この症例の場
合には前立腺肥大症に対しての治療を
して、それでも症状が残るときに、抗
コリン薬ということですけれども、今

回のご質問には、イミダフェナシン、
これは商品名ではウリトスというので
すか、そういった比較的新しい抗コリ
ン薬が幾つか出ていると思うのですけ
れども、そのあたりの使い方あるいは
特徴に関して教えてほしいのですが。
　高橋　基本的には抗コリン薬は過活
動膀胱の治療薬なのですが、以前に出
ていたお薬、例えばポラキスというお
薬は少し中枢への移行作用もあるとい
われていて、高齢の方に使うと、少し
記銘力が低下したり、眠気が出る。そ
ういう副作用が報告されています。で
すから、抗コリン薬は新しく出てきて
いる過活動膀胱を対象とした抗コリン
薬を使われたほうがいいでしょう。何
種類かありますけれども、イミダフェ
ナシンという薬は１日２回飲むという
ことで、比較的半減期が短い薬なので、
肥大症を伴っている高齢の方などには
使いやすいお薬といわれています。
　あと、抗コリン薬はどうしても口内
乾燥、唾液の分泌が抑制されるので、
のどが渇くわけではないですが、口の
中が乾燥するのです。このイミダフェ
ナシンというのは口内乾燥が出現する
頻度もかなり少ないといわれているの
で、プライマリーケアの先生がまず高
齢の男性の肥大症の患者さんに使うの
には比較的使いやすい薬ということは
いえると思います。
　池脇　１日１回のほうが、患者さん
のコンプライアンスということから考

えると楽なのでしょうけれども、調整
するという意味では２回のほうがむし
ろ使いやすいということですね。
　高橋　はい。
　池脇　新しいタイプの抗コリン薬と
いうのは、肝障害、腎障害、このあた
りはどうなのでしょうか。
　高橋　口内乾燥とか便秘、そういう
ものは比較的起こるのですが、先生が
おっしゃったような、内臓の障害を起
こすような副作用は非常に少ないと考
えていただいていいと思います。ただ
し、緑内障の患者さんの場合に使うの
は注意が必要だということです。特に、
閉塞隅角緑内障がある方の場合は禁忌
といわれています。
　池脇　以前よりも安全な薬とはいっ
ても、すっかり安全だと信じ切らない
でということですね。
　高橋　そうですね。注意するという
ことです。
　池脇　最近、過活動膀胱に対して新
しい治療薬が出たと聞いておりますけ
れども、それに関してはいかがですか。
　高橋　2011年の秋に実は新しいお薬
が出ました。抗コリン薬以外の初めて
の過活動膀胱治療薬です。これは交感
神経のβ3受容体に作用するβ3作動薬で
す。一般名はミラベグロンというお薬
です。商品名はベタニスというお薬に
なります。ですから、先ほどからお話
ししているような抗コリン薬特有の口
内乾燥とか、あるいは排尿障害が起こ
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る可能性があるとか、そういうことは
基本的にはまずないだろうということ
がいえます。ですから、今回ご相談が
あったような肥大症、閉塞があって排
尿障害が起こりうる、こういう患者さ
んの過活動膀胱の治療にはうってつけ
のお薬なわけです。
　ただし、発売してまだ１年未満なの
で、まだ３カ月という長期処方はでき
ないということと、あと、一応慎重投
与として、生殖可能な年齢の患者さん

の場合には慎重に投与することとなっ
ています。これは動物実験で子宮と卵
巣の萎縮が見られたためで、このよう
な言葉がついています。ただ、今後は
だんだん臨床データを蓄積することに
よって、おそらくこういう肥大症に伴
う過活動膀胱の患者さんに広く使われ
ていくお薬になるのではないかと思っ
ています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　鈴木先生、子宮頸癌の原因ウ
イルスといっていいと思いますけれど
も、ヒトのパピローマウイルス、HPV
に対するワクチンということで質問を
いただいておりますけれども、この種
のワクチンが日本で認可されて２年近
く経ちますが、日本も含めたこのワク
チンの状況はどうなっているのでしょ
うか。
　鈴木　2009年に日本で初めてサーバ

リックスという２価のワクチンが承認
されまして、接種が始まっておよそ２
年経ちました。４価のガーダシルとい
うものがそれから１年半ほど遅れて、
2011年の９月に認可されました。認可
されるまではかなり時間がかかりまし
たけれども、公費負担が獲得されるま
では早く、約１年で公費負担が実現し
ました。このワクチンは重要なワクチ
ンであったということです。

HPVワクチン

自治医科大学産婦人科学教授
鈴　木　光　明

（聞き手　池脇克則）

　HPVワクチンの４価ワクチン（ガーダシル）も2011年９月15日より公費で接
種可能となりました。
　１．�従来の２価ワクチン（サーバリックス）より４価ワクチンのほうが子宮

癌以外にも外陰部疾患などに有効なので、今後接種する場合はすべて４
価ワクチンに切り替わるのでしょうか。

　２．�すでに２価ワクチンを接種している場合は、４価ワクチンに切り替えて
継続できないようですが、なぜですか。ご教示ください。

＜神奈川県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　子宮頸癌予防ワクチンとして９月からガーダシルが、認可されました。サー
バリックスがすでにあり、どういう使い方が望ましいのでしょうか。ご教示く
ださい。

＜宮城県開業医＞
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る可能性があるとか、そういうことは
基本的にはまずないだろうということ
がいえます。ですから、今回ご相談が
あったような肥大症、閉塞があって排
尿障害が起こりうる、こういう患者さ
んの過活動膀胱の治療にはうってつけ
のお薬なわけです。
　ただし、発売してまだ１年未満なの
で、まだ３カ月という長期処方はでき
ないということと、あと、一応慎重投
与として、生殖可能な年齢の患者さん

の場合には慎重に投与することとなっ
ています。これは動物実験で子宮と卵
巣の萎縮が見られたためで、このよう
な言葉がついています。ただ、今後は
だんだん臨床データを蓄積することに
よって、おそらくこういう肥大症に伴
う過活動膀胱の患者さんに広く使われ
ていくお薬になるのではないかと思っ
ています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　鈴木先生、子宮頸癌の原因ウ
イルスといっていいと思いますけれど
も、ヒトのパピローマウイルス、HPV
に対するワクチンということで質問を
いただいておりますけれども、この種
のワクチンが日本で認可されて２年近
く経ちますが、日本も含めたこのワク
チンの状況はどうなっているのでしょ
うか。
　鈴木　2009年に日本で初めてサーバ

リックスという２価のワクチンが承認
されまして、接種が始まっておよそ２
年経ちました。４価のガーダシルとい
うものがそれから１年半ほど遅れて、
2011年の９月に認可されました。認可
されるまではかなり時間がかかりまし
たけれども、公費負担が獲得されるま
では早く、約１年で公費負担が実現し
ました。このワクチンは重要なワクチ
ンであったということです。

HPVワクチン

自治医科大学産婦人科学教授
鈴　木　光　明

（聞き手　池脇克則）

　HPVワクチンの４価ワクチン（ガーダシル）も2011年９月15日より公費で接
種可能となりました。
　１．�従来の２価ワクチン（サーバリックス）より４価ワクチンのほうが子宮

癌以外にも外陰部疾患などに有効なので、今後接種する場合はすべて４
価ワクチンに切り替わるのでしょうか。

　２．�すでに２価ワクチンを接種している場合は、４価ワクチンに切り替えて
継続できないようですが、なぜですか。ご教示ください。

＜神奈川県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　子宮頸癌予防ワクチンとして９月からガーダシルが、認可されました。サー
バリックスがすでにあり、どういう使い方が望ましいのでしょうか。ご教示く
ださい。

＜宮城県開業医＞
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　池脇　導入されるのは時間がかかっ
ても、公費が導入されるのは比較的速
やかというのは、おそらく医療界だけ
ではなくて、厚生労働省あるいは政治
的な判断もあってということなのだろ
うと思いますけれども、その後の接種
のほうは順調に来ているのでしょうか。
　鈴木　厚生労働省が2010年に中学校
１年生から高校１年生（場合によって
は小学校６年生も可）までの女子に公
費負担を決定したため、かなり速やか
に接種が広がりました。GSK社が出荷
本数から類推した接種率は、およそ50
％くらいといわれています。
　池脇　厚労省、国としては何％ぐら
いを目標に掲げているのでしょうか。
　鈴木　厚生労働省は80％くらいの接
種率を目標にしています。そういう意
味では、現時点での50％というのはま
ずまずといったところでしょうか。ア
メリカでは、州によっても随分差があ
るのですが、平均で35％くらいといわ
れていますので、それに比べれば高い
接種率といえますが、一方、ワクチン
の先進国であるイギリスやオーストラ
リアでは80％以上の接種率といわれて
いますので、これら先進国に比べると、
まだまだ低率といえます。
　池脇　HPVワクチンというのは、直
接的に癌を抑えるというのではなくて、
HPVの感染症を抑えるということです
から、そういう意味では世界的にはガ
ーダシルが先行して、オーストラリア

ではワクチンを接種したあと、尖圭コ
ンジロームが減少しているという報告
もありますし、やはり感染症を抑える
ということに関しては期待どおりの働
きがあるというふうに考えていいので
しょうね。
　鈴木　そうですね。尖圭コンジロー
ムだけでなく、すでに前癌病変のCIN
が減ったというデータも最近の論文で
発表されています。前癌病変が防げる
ということは、とりもなおさず子宮頸
癌も減らせるわけでして、このワクチ
ンの効果はまず間違いないだろうと考
えられます。
　池脇　将来的には、子宮頸癌の疫学
も変わってきそうだということになり
ますが、今回のご質問にもあるのです
けれども、日本では２価ワクチン、サ
ーバリックスというものが2009年に認
可されて、そして2011年、４価のワク
チン、ガーダシルが認可された。素人
から見ますと、２価よりも４価のほう
がいいのではないか、すべて４価に替
えてもいいのではないかと思ってしま
うのですけれども、どうなのでしょう
か。
　鈴木　そういう質問がよくあります。
特に、あとから出てきますと、新しい
製品が出てきたというイメージもある
かと思います。子宮頸癌に加えて尖圭
コンジロームを防げるという利点が４
価ワクチンにはあります。ただ、２価
のワクチンにも、最近の論文ではかな

りいいデータも出てきていますので、
２つのワクチンの特性を理解して選択
すべきと思います。
　池脇　確認ですけれども、２価、４
価、数の違いが何なのかという疑問を
お持ちの先生方もいらっしゃるのでは
ないかと思うのですけれども、２価と
いうのがHPVの16型と18型に対して有
効、４価というのが16型、18型に加え
て６型と11型にも有効。ただ、16型と
18型というのが子宮頸癌にリンクした
ウイルスということでよろしいのでし
ょうか。
　鈴木　そうですね。６型と11型とい
うのは尖圭コンジロームという外陰に
できる良性の腫瘍です。女性にとって
は尖圭コンジロームというのは不愉快
な疾患ですが、子宮頸癌とは全く無関
係です。ですから、４価だから癌がた
くさん防げるというのは全く違います。
　池脇　幅が広がっても、肝心の癌の
予防効果が逆に低いようでは、４価と
はいってもどうかなと思ってしまうの
ですけれども、癌に対する予防効果と
いうことに関して、この２つのワクチ
ンの違い、特徴というのはありますか。
　鈴木　基本的にはHPV16型と18型に
起因する子宮頸癌を防ぐということで
はほとんど同じと考えてよいかと思い
ます。最近の論文の中には、２価ワク
チンの抗体価が９年４カ月という長い
期間持続しているというデータが見ら
れます。製法の違いや、アジュバント

の違いなどによって、少し差が出るの
かもしれません。
　池脇　そういった工夫によって、よ
り強い免疫反応を起こしているという
ことでしょうか。
　鈴木　そういう可能性はあると思い
ます。
　池脇　それが癌の予防率にも反映す
るかしないか、これは今後を見ていか
ないと。
　鈴木　そうですね。癌や前癌病変の
予防効果は、長期間の観察によって結
論すべきであると考えます。
　池脇　公費が、先ほど先生がおっし
ゃった中１から高１という、比較的若
年に絞られていますけれども、もう少
し年齢の高い、10代後半から20代の方
も、希望される方がいらっしゃるので
はないかと思うのですけれども、こう
いった方に関しての効果はどうなので
しょうか。
　鈴木　公費負担というのはあくまで
も国や、地方自治体の財源の問題に限
定されます。限られた財源をいかに有
効に生かすかという観点から、HPV感
染がほとんどないと推定される10代前
半の女子が最も効率がいいだろうとい
う発想から、日本の場合は中学校１年
あるいは小学校６年から高校１年とい
うところに設定されたのです。世界的
にもほぼ12～13歳ぐらいを第１の接種
対象として公費負担をしている国が非
常に多いのです。これは理にかなった
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　池脇　導入されるのは時間がかかっ
ても、公費が導入されるのは比較的速
やかというのは、おそらく医療界だけ
ではなくて、厚生労働省あるいは政治
的な判断もあってということなのだろ
うと思いますけれども、その後の接種
のほうは順調に来ているのでしょうか。
　鈴木　厚生労働省が2010年に中学校
１年生から高校１年生（場合によって
は小学校６年生も可）までの女子に公
費負担を決定したため、かなり速やか
に接種が広がりました。GSK社が出荷
本数から類推した接種率は、およそ50
％くらいといわれています。
　池脇　厚労省、国としては何％ぐら
いを目標に掲げているのでしょうか。
　鈴木　厚生労働省は80％くらいの接
種率を目標にしています。そういう意
味では、現時点での50％というのはま
ずまずといったところでしょうか。ア
メリカでは、州によっても随分差があ
るのですが、平均で35％くらいといわ
れていますので、それに比べれば高い
接種率といえますが、一方、ワクチン
の先進国であるイギリスやオーストラ
リアでは80％以上の接種率といわれて
いますので、これら先進国に比べると、
まだまだ低率といえます。
　池脇　HPVワクチンというのは、直
接的に癌を抑えるというのではなくて、
HPVの感染症を抑えるということです
から、そういう意味では世界的にはガ
ーダシルが先行して、オーストラリア

ではワクチンを接種したあと、尖圭コ
ンジロームが減少しているという報告
もありますし、やはり感染症を抑える
ということに関しては期待どおりの働
きがあるというふうに考えていいので
しょうね。
　鈴木　そうですね。尖圭コンジロー
ムだけでなく、すでに前癌病変のCIN
が減ったというデータも最近の論文で
発表されています。前癌病変が防げる
ということは、とりもなおさず子宮頸
癌も減らせるわけでして、このワクチ
ンの効果はまず間違いないだろうと考
えられます。
　池脇　将来的には、子宮頸癌の疫学
も変わってきそうだということになり
ますが、今回のご質問にもあるのです
けれども、日本では２価ワクチン、サ
ーバリックスというものが2009年に認
可されて、そして2011年、４価のワク
チン、ガーダシルが認可された。素人
から見ますと、２価よりも４価のほう
がいいのではないか、すべて４価に替
えてもいいのではないかと思ってしま
うのですけれども、どうなのでしょう
か。
　鈴木　そういう質問がよくあります。
特に、あとから出てきますと、新しい
製品が出てきたというイメージもある
かと思います。子宮頸癌に加えて尖圭
コンジロームを防げるという利点が４
価ワクチンにはあります。ただ、２価
のワクチンにも、最近の論文ではかな

りいいデータも出てきていますので、
２つのワクチンの特性を理解して選択
すべきと思います。
　池脇　確認ですけれども、２価、４
価、数の違いが何なのかという疑問を
お持ちの先生方もいらっしゃるのでは
ないかと思うのですけれども、２価と
いうのがHPVの16型と18型に対して有
効、４価というのが16型、18型に加え
て６型と11型にも有効。ただ、16型と
18型というのが子宮頸癌にリンクした
ウイルスということでよろしいのでし
ょうか。
　鈴木　そうですね。６型と11型とい
うのは尖圭コンジロームという外陰に
できる良性の腫瘍です。女性にとって
は尖圭コンジロームというのは不愉快
な疾患ですが、子宮頸癌とは全く無関
係です。ですから、４価だから癌がた
くさん防げるというのは全く違います。
　池脇　幅が広がっても、肝心の癌の
予防効果が逆に低いようでは、４価と
はいってもどうかなと思ってしまうの
ですけれども、癌に対する予防効果と
いうことに関して、この２つのワクチ
ンの違い、特徴というのはありますか。
　鈴木　基本的にはHPV16型と18型に
起因する子宮頸癌を防ぐということで
はほとんど同じと考えてよいかと思い
ます。最近の論文の中には、２価ワク
チンの抗体価が９年４カ月という長い
期間持続しているというデータが見ら
れます。製法の違いや、アジュバント

の違いなどによって、少し差が出るの
かもしれません。
　池脇　そういった工夫によって、よ
り強い免疫反応を起こしているという
ことでしょうか。
　鈴木　そういう可能性はあると思い
ます。
　池脇　それが癌の予防率にも反映す
るかしないか、これは今後を見ていか
ないと。
　鈴木　そうですね。癌や前癌病変の
予防効果は、長期間の観察によって結
論すべきであると考えます。
　池脇　公費が、先ほど先生がおっし
ゃった中１から高１という、比較的若
年に絞られていますけれども、もう少
し年齢の高い、10代後半から20代の方
も、希望される方がいらっしゃるので
はないかと思うのですけれども、こう
いった方に関しての効果はどうなので
しょうか。
　鈴木　公費負担というのはあくまで
も国や、地方自治体の財源の問題に限
定されます。限られた財源をいかに有
効に生かすかという観点から、HPV感
染がほとんどないと推定される10代前
半の女子が最も効率がいいだろうとい
う発想から、日本の場合は中学校１年
あるいは小学校６年から高校１年とい
うところに設定されたのです。世界的
にもほぼ12～13歳ぐらいを第１の接種
対象として公費負担をしている国が非
常に多いのです。これは理にかなった
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ことだと思います。
　10代の後半から20代の女性へのHPV
ワクチン接種についてですが、ほとん
ど性交渉がない方とか、もちろんHPV
抗体が陰性の女性の場合は、10代の前
半の女性にも匹敵する効果が認められ
ます。ですから、私は10～20代の女性
に対しては積極的に勧めています。
　池脇　ちょっと話が戻ってしまいま
すけれども、日本の場合には２価のワ
クチンから始まって、例えば２価でワ
クチン接種を始めたのだけれども、４
価が出てきて、４価のほうがよさそう
だ、では２価から４価に移ってもいい
のか、そういう考え方もあると思うの
ですけれども、これはどうなのでしょ
うか。
　鈴木　ワクチンを作るときの製法が
２つのワクチンの間には少し違いがあ
ります。それから、アジュバントも違
います。また、世界的にも、この２つ

のワクチンを交互に接種して患者さん
の副反応などを検討したというデータ
はありません。ですから、２つのワク
チンを交互に接種した場合の副反応に
ついては予測がつきません。したがっ
て、交互に打つということは避けるべ
きです。
　池脇　子宮頸癌の検診が普及してい
ると思うのですけれども、ワクチンを
打てばそれは必要ないというわけでは
ないと思うのですけれども。
　鈴木　これは重要な問題だと思いま
す。大ざっぱにいうと、このワクチン
は７割あるいは７割強の子宮頸癌を防
ぐと考えられています。すべての子宮
頸癌を防ぐことはできません。したが
ってワクチンを打った女性でも、大人
になったらぜひ子宮頸癌検診を受けて
いただきたいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　中村　及川先生、これから「健康診
断の新たなる展望」のシリーズが始ま
ってまいります。その冒頭で、まず先
生に「健康管理の現状と課題」という
ことでお話を承りたいと思います。管
理という言葉を嫌う人がありますが、
先生はいかがですか。
　及川　私もあまり管理という言葉は
好きではありません。むしろ健康支援
とか健康相談という言葉のほうがふさ
わしいのではないかと思います。
　中村　実際にこういった健康診断は、
妊婦さんから始まって、乳児、小児、
学生、それから大人、お年寄りという
ふうにいくかと思いますけれども、そ
れぞれの年代で目的がもちろん違うと
思います。そういったことも含めて、
こういった健康診断というのはあらゆ
る世代をカバーすべきでしょうか。
　及川　そう思います。今、大きく健
康管理に関する法律は、学校保健安全
法という児童・生徒および教職員に対
しての法律があります。これは昭和33
年にできております。それから、労働

安全衛生法、これは一般の企業の従業
員、すべての働く人に対して、昭和47
年に制定されております。それから、
平成20年にできた有名な特定健康診査、
特定保健指導を含めた高齢者医療確保
法、これら３法律が大きい柱となって
おります。
　それぞれ個別に活発に機能している
のですが、これからは単なるそのとき
の断面ではなくて、その方の生涯にわ
たる健康管理・支援というような方向
で健康の流れを作るべきだと私は考え
ています。
　中村　私も全く同感なのですが、今
回は主として大人を中心にお話をいた
だこうかと思っております。実際に特
定健診とか、そういうものが始まって
から、項目がだいぶ減らされてきて、
普通の健康診断からだいぶ抜けたもの
があると思うのですが、ああいったも
のに対しては及川先生はどうお考えで
すか。
　及川　正直なところ、今、健康保険
組合の財政はどこもたいへん厳しくて、

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

こころとからだの元氣プラザ統括所長
及　川　孝　光

（聞き手　中村治雄）

健康管理の現状と課題
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ことだと思います。
　10代の後半から20代の女性へのHPV
ワクチン接種についてですが、ほとん
ど性交渉がない方とか、もちろんHPV
抗体が陰性の女性の場合は、10代の前
半の女性にも匹敵する効果が認められ
ます。ですから、私は10～20代の女性
に対しては積極的に勧めています。
　池脇　ちょっと話が戻ってしまいま
すけれども、日本の場合には２価のワ
クチンから始まって、例えば２価でワ
クチン接種を始めたのだけれども、４
価が出てきて、４価のほうがよさそう
だ、では２価から４価に移ってもいい
のか、そういう考え方もあると思うの
ですけれども、これはどうなのでしょ
うか。
　鈴木　ワクチンを作るときの製法が
２つのワクチンの間には少し違いがあ
ります。それから、アジュバントも違
います。また、世界的にも、この２つ

のワクチンを交互に接種して患者さん
の副反応などを検討したというデータ
はありません。ですから、２つのワク
チンを交互に接種した場合の副反応に
ついては予測がつきません。したがっ
て、交互に打つということは避けるべ
きです。
　池脇　子宮頸癌の検診が普及してい
ると思うのですけれども、ワクチンを
打てばそれは必要ないというわけでは
ないと思うのですけれども。
　鈴木　これは重要な問題だと思いま
す。大ざっぱにいうと、このワクチン
は７割あるいは７割強の子宮頸癌を防
ぐと考えられています。すべての子宮
頸癌を防ぐことはできません。したが
ってワクチンを打った女性でも、大人
になったらぜひ子宮頸癌検診を受けて
いただきたいと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　中村　及川先生、これから「健康診
断の新たなる展望」のシリーズが始ま
ってまいります。その冒頭で、まず先
生に「健康管理の現状と課題」という
ことでお話を承りたいと思います。管
理という言葉を嫌う人がありますが、
先生はいかがですか。
　及川　私もあまり管理という言葉は
好きではありません。むしろ健康支援
とか健康相談という言葉のほうがふさ
わしいのではないかと思います。
　中村　実際にこういった健康診断は、
妊婦さんから始まって、乳児、小児、
学生、それから大人、お年寄りという
ふうにいくかと思いますけれども、そ
れぞれの年代で目的がもちろん違うと
思います。そういったことも含めて、
こういった健康診断というのはあらゆ
る世代をカバーすべきでしょうか。
　及川　そう思います。今、大きく健
康管理に関する法律は、学校保健安全
法という児童・生徒および教職員に対
しての法律があります。これは昭和33
年にできております。それから、労働

安全衛生法、これは一般の企業の従業
員、すべての働く人に対して、昭和47
年に制定されております。それから、
平成20年にできた有名な特定健康診査、
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の断面ではなくて、その方の生涯にわ
たる健康管理・支援というような方向
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健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

こころとからだの元氣プラザ統括所長
及　川　孝　光

（聞き手　中村治雄）

健康管理の現状と課題
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今度の特定健康診査、特定保健指導の
システム化も含めまして、かなりの費
用を各健康保険組合で負担しています。
その分だけ、ドック健診とか、いわゆ
るがん検診などに対する補助が健康保
険組合から若干削減の傾向にあること
は事実だろうと思います。この辺が何
をターゲットにして健康管理をするか、
これは会社側のコンセプトが大きく問
われるところだと思いますが、健康管
理というのは特定の項目だけに光を当
てるわけにはいかない、バランスよく
実行すべきだというのが私の考えです。
　中村　そうすると、お年寄りを含め
て、大人に関しては、費用は別として、
項目的にはある程度揃える必要がある
のでしょうか。
　及川　あると思います。といいます
のは、今、職域現場のほうで幾つか大
きな課題があります。まず、若年の労
働人口が減っており、高齢で働いてい
る方が多くなっている。そして女性労
働者が非常に増えています。それから、
現場では正規職員以外の非正規雇用者
が増えている。就業形態としましては、
日勤のほかに深夜勤とか三交替、ある
いは海外勤務、パート勤務など、様々
な雇用形態が多数ありまして、一律の
決まった健康管理ではとても間に合わ
ないような状況になっております。
　中村　ただ、私どもからしますと、
追いかけるといいましょうか、追跡を
していって、ある程度是正を促すとい

うことに、あまり力が入っていないよ
うに思うのですが、この辺についての
ご意見はいかがですか。
　及川　今までの健康管理というのは、
会社側のいわゆる就業管理の一環とと
らえられています。安全（健康）配慮
義務といって、従業員に対する健康管
理実施を事業主に義務づけております
ので、それにのっとった健診が主体で
すが、実はそれはあくまでも従業員が
会社の中でいかに安全に働けるかとい
うことを主体としている健診です。
　しかし、これからは基本的に、従業
員個人の健康管理を中心とした体制に
しないと、従業員の方の受け入れと協
力がうまくいかないのではないかと思
っております。
　特に、女性に対しては女性特有の健
診項目を入れるとか、高齢者に対して
は高齢者特有の健診項目を加えるとか、
この辺の健診方法の区別化がぜひ必要
だと思っております。受診者の健康改
善につながる有効な健診体制を目指し
た、受けっぱなしではなく将来の健康
な人生設計の基礎となる健診システム
を作りたいと考えます。
　中村　実際に、１回やっただけで事
終われりというのではなくて、できる
だけ長期に追いかけて、異常の部分の
芽を摘む必要があるわけですね。
　及川　全く先生のおっしゃるとおり
で、点とか断面的な健康診断は今後あ
まり意味がないのではないかと思って

おります。会社内部の法定健診と外部
のドック健診とか個人健診をうまくミ
ックスさせて、その方の健康状態を多
方面から客観的に把握できるという体
制を作るべきです。健診方法がバラバ
ラで一貫性がないと医療のコスト面か
らも無駄が出ますし、何よりその方の
健康状態が十分に把握できず有効な指
導ができません。限られた予算のなか
で、効率的な医療資源の活用がこれか
らますます必要になると思っています。
　中村　大事なお話ですね。そうなっ
ていきますと、今度は医師の教育とい
うのも大事なのでしょうか。
　及川　特に健康管理、管理というの
がいいかどうかわかりませんが、健康
支援というのは、あまりその時点での
健診結果など細かい細部にとらわれて
やるのは反対です。緊急な医療対応が
必要な場合は別として、基本的なスタ
ンスとしては、その方の業務内容、生
活状況、家庭環境、それから今非常に
多くなった単身赴任、海外勤務などの
労働環境、これらの個人状況を熟知し
た健康管理をしていかないと、結局ご
本人にとっては、当たり前のことを指
導されても、なかなか実行できない。
これが今一番問題となっている糖尿病
が増えているとか、メタボが増えてい
る。歩行数も、今、従業員の方は逆に
減っている。こういう運動不足も含め
まして、もっと生活環境、労働環境を
見据えながら健康管理をやるべきだろ

うと考えております。
　例えば、深夜勤務、三交替勤務の方、
あるいは海外出張の多い方、このよう
な勤務形態の方々の食事指導をどうす
るか、薬剤の服用時間をどうするか、
もっと基本的な具体的な相談に乗って
あげないと受診者には納得をいただけ
ません。このあたりは、ぜひとも専門
の先生方にもお考えいただきたいとこ
ろです。
　中村　一部では、こういった健康診
断あるいは健康管理をする医師の専門
家でしょうか、専門医をつくろうとい
う動きもあるように聞いておりますが、
この辺は。
　及川　医療としての正確性とか、最
高の医療を提供する、ミスをなくす、
これは最も基本的な医師のモラル、義
務であって、これに関しての勉強は欠
かせないと思います。しかし、ご本人
に対する指導としては、一律ではなく、
その方の考え方とか、過去の仕事の状
況とか、現在の仕事の悩みとか、そう
いうところも含めた総合的な相談体制
を取ってあげないと、一方的な指導だ
け、単一の指導だけでは効果があがら
ない状態になっていると思っています。
　中村　そうしますと、対応する側と
して、医師だけではなくて、栄養士に
しろ、保健師にしろ、場合によると臨
床心理士のような方にも加わってもら
っての指導が必要になろうかというこ
とでしょうか。
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　及川　まさに先生のおっしゃるとお
りで、これから単に医師だけではなく
て、すべての医療職種を含めた総合的
なケア体制を組むということがたいへ
んに大事だと思っています。
　医師だけではなかなかつかみ切れな
いし、その方の健康、周辺情報はいろ
いろあります。これはぜひ保健師、看
護師をはじめ、栄養士、薬剤師、臨床
心理士などを含めた格好で、その方へ
の総合的な健康支援システムを組むこ
とがこれからの我々の大きな課題かな
と思っております。
　中村　あと、このテーマに関して、
こういう点を強調したいということが
ありましたら、お教えください。
　及川　今回、このお話をいただきま
して、私もたいへんありがたく思って
います。といいますのは、今までそれ
ぞれ学校健診、職場の健診、退職後の
健診、それぞれ別個に受けて、そのつ
ど、それで終わってしまっておりまし

た。その方の生涯にわたる健康支援と
いう考えでいけば、幼児、小、中、高
校生、大学生、それから社会人になり、
現役をリタイアなさって高齢者になっ
てからも継続して医療体系を組んであ
げるためには、やはり健診自体もつな
げていかなければならないと思ってお
ります。
　ここで、健診と検診の２とおりの言
葉がありますが、表１のようにそれぞ
れの目的が異なりますので、まずご確
認をお願いします。ご存じのとおり、
わが国は2010年度には、平均寿命が男
性で79.6歳、女性は86.4歳と世界第１位
になりました。この快挙としては、日
本の医療政策、特に国民全体にあまね
く行き渡った健康診断、健康管理の整
備が大きく寄与しており、海外からの
評価も高くなっています。今後は、や
はり元気に長生きできるということ、
すなわち健康寿命の延長が大きな目標
です（表２）。

表１　健診と検診

◦健診（健康診断）
　health examination
　health check-up
・定期健康診断
　（職域、学校、高齢者など）
◦一次（二次）予防が目的
　健康状態の測定
　疾病リスクの検出、介入
・人間ドックの主要業務
・対象：広範囲

◦検診
　screening
・疾病の早期発見、治療
　がん、循環器、脳ドック
　婦人科、高度ドック
◦二次（三次）予防が目的
　最新の診断技術の導入
　専門医の関与
・対象：限定的

　しかし一方では、わが国の健康課題
としては表３に示すような様々な課題
があり、国民全体に健康不安が広がっ
ております。東日本大震災、福島の原
発事故の影響も大きな不安材料です。
経済、社会環境も急変しており、日本
の将来を模索しているなかで、とにか
く健康面はわれわれ医療界として明確
な方針を打ち立てる時期と強く感じて
おります。
　そこでこのたびの統一テーマとしま
しては、現在の多様な健康診断の連続
性を念頭に、健康支援の流れを作ろう
ということを企画しました（表４）。ま
ず、法規による職域健診として幾つか
の項目を挙げさせていただきました。
それからさらにその方々の高度健診と
して、がんとかPET、それから循環器、

表３　本邦における健康課題

・社会の高齢化　介護問題、認知症、
救急医療体制の不備

・生活習慣病の増加　特に肥満、糖尿
病、メタボリックシンドローム対策、
がん対策、動脈硬化性疾患の予防

・メンタル関連疾患　うつ・自殺の増
加、アルコール・薬物依存

・医療費の増大と社会保障の脆弱化、
雇用情勢の悪化

・健康保険による医療支援の減少、治
療継続の困難性

・産業保健の課題：長時間・過重労働、
労災、就業形態の多様化、女性従業
員支援、高齢者雇用、海外派遣者の
管理、メンタルヘルス対策など

　社会・経済情勢の不安定化に伴って、
国民の身体的・精神的負荷が増大、
将来への健康不安が広く認められる。

表２　健康（Health）と平均寿命、健康寿命：WHO定義

・Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or 
infirmity.

　（1948年WHO憲章定義）
・Health is a dynamic state of complete 

physical, mental, spiritual and social 
well-being and not merely the absence 
of disease or infirmity.

　（1998年理事会提案、総会では未審議）

dynamic：健康と疾病の連続性
spiritual：人間の尊厳、
　　　　 Quality of Lifeを考慮

◦平均寿命　Life expectancy at birth

　０歳における平均余命（よめい）
　2010年　男性：79.6歳（世界第４位）、
　　　　　女性：86.4歳（世界第１位）

◦健康寿命
　（2000年WHO Healthy life expectancy）
　健康に生活できる寿命
　（平均寿命より６～９歳短い）
　 高齢者では脳血管障害、認知症、
　骨折などの寝たきりの期間を除く
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　（1948年WHO憲章定義）
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physical, mental, spiritual and social 
well-being and not merely the absence 
of disease or infirmity.

　（1998年理事会提案、総会では未審議）

dynamic：健康と疾病の連続性
spiritual：人間の尊厳、
　　　　 Quality of Lifeを考慮

◦平均寿命　Life expectancy at birth
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　（平均寿命より６～９歳短い）
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　骨折などの寝たきりの期間を除く
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脳ドック、スポーツ健診、高齢者健診、
歯科健診、この辺を入れさせていただ
きました。
　ただ、健診といっても、医療面のコ
ストを考えなくてはいけないものです
から、本当に実施していることが健康
診断として有効なのか、費用としてコ

スト・ベネフィットが合っているのか、
この辺のエビデンスをこれから明確に
していかないと、厳しい健保財政の支
援は得られません。最後に、今後の未
来的な健診として、その方の個別の身
体状況に対応した健診ということ、こ
れが将来の目標でもありますので、テ
ーラーメイド健診として入れさせてい
ただきました。
　それぞれの現状の内容と課題点をそ
の分野の第一人者の先生方にお話しい
ただきます。ぜひ、連続してお聞きい
ただければ、これからの健康診断の全
体の流れがご理解いただけると確信し
ております。
　中村　テーラーメイドというのは、
外国の言葉ではないわけですね。
　及川　日本では個別化健診が近いと
思いますが、完全にイコールとも言え
ません。その方の特性とか体質に合わ
せたような独自のメニューを健診項目
に入れるという、もう少し広い意味で
考えてもよろしいのではないかと思い
ます。
　しかし、その項目の選定には高度な
医療知識と慎重さも必要です。早急に
必要なのは、男性、女性それぞれ独自
の健診内容、そして、年齢を考慮した
健診項目の設定です。個人ごとのライ
フステージに応じた健診システムの確
立が今、社会から求められています。
この厳しい社会環境で、国民にいかに
メンタル面も含めた健康支援を展開で

表４　職域健診から高度健診へ
　　　シリーズ「健康診断の新たなる展望」

１．健康管理の現状と課題
２．ドックの歴史と現状

〔職域健診〕
３．一般健康診断と事後措置
４．学校健診の現状
５．特定健診・特定保健指導
６．特殊健康診断
７．眼科（VDTを含む）健診
８．過重労働健診
９．海外派遣社員の健康管理
10．女性の健康管理
11．メンタルヘルス健診
12．派遣労働者健診
13．電離放射線健診

〔高度検診、健診〕
14．がん検診
15．PET検診
16．循環器健診
17．脳ドック
18．スポーツ健診
19．高齢者健診
20．歯科健診

〔今後の方向〕
21．健康診断のエビデンス
22．テーラーメイド健診

きるかです。もう一度われわれ医療人
もWHOの定義に戻って、これからの
医療を考えましょう（表２）。
　中村　今回は、シリーズ初めに当た

りまして、先生にこれからのシリーズ
のお話をまとめていただきました。あ
りがとうございました。
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　大西　高橋先生、今回は一般健康診
断と事後措置ということでお話をうか
がいたいと思います。
　「けんしん」といいますと、２つ漢
字があって、検査の「検」と健康の「健」
の使い分けに時々迷うのですけれども、
そのあたりは何か考え方の違いがある
のでしょうか。
　高橋　はっきりとした定義というも
のではないのですけれども、検査の
「検」を使った検診の代表選手はがん
検診ですが、ある領域における病気を
発見するのが目的です。一方で、健康
の「健」を使った健診は、健康かどう
かをチェックするのが目的です。検査
の「検」の検診は病気を見つけられな
ければ意味がないのに対して、健康の
「健」の健診は全員が異常なしという
のが一番いい状態です。
　大西　今日うかがいたいお話は健康
の「健」のほうの健診だと思いますけ
れども、一般的な健康診断には幾つか
の種類があって、法律的な問題もある
かと思いますが、そのあたりからご紹

介いただけますでしょうか。
　高橋　まず、最近特定健診というも
のがだいぶ浸透してきていると思いま
す。老人保健法による健康診査が高齢
者医療確保法による特定健康診査（特
定健診）に変わりました。これは保険
者（本人）の責任で実施するものです。
また、働く人に対しては、労働安全衛
生法による定期健康診断があります。
われわれのような教員に対しては、学
校保健安全法による職員の健康診断も
行われます。教員の場合を例にとると、
特定健診もあれば、定期健診もあれば、
職員健診もあって、全部で３つ受ける
ことになります（表１）。
　大西　内容に関して、それぞれ何か
違いとか特色のようなものはあります
か。
　高橋　労働安全衛生法の健診は、身
体計測、血液、尿のほかに胸部エック
ス線、心電図、視力・聴力などを含ん
だオーソドックスな健診です。それに
対してメタボリックシンドロームに特
化した簡易的な健診が特定健診です。

これは身長、体重、腹囲、血圧などの
身体計測に血液や尿の検査だけで、心
電図やエックス線、視力・聴力などは
ありません。そのほかにあまり一般的
ではありませんが、学校保健安全法の
健診では胃のレントゲン（上部消化管
エックス線）が入るので、一番重装備
の健診かもしれません。
　大西　そうしますと、多くは血液検
査、その他でメタボリックシンドロー

ムを見つけるなど、そういったところ
に主眼が置かれているように思うので
すけれども、実際はいかがでしょうか。
　高橋　そうですね。どんな異常が見
つかるかといいますと、やはり肥満が
一番目立ちます。以前は身長と体重か
ら求めるBMIを使っていたのが、最近
では腹囲が主流になってきました。男
性より女性の基準値が大きいなど、い
ろいろ問題はありますが、認知度とい

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

東海大学健康管理学教授
高　橋　英　孝

（聞き手　大西　真）

一般健康診断と事後措置

表１　各種法律に基づく健診の項目比較

分類 項目
労働安全衛生法
定期健康診断

高齢者医療確保法
特定健康診査

学校保健安全法
職員健康診断

問診 業務歴 ● ●

既往歴、自覚症状、他覚症状 ● ● ●

身体計測 身長、体重、BMI、腹囲、血圧 ● ● ●

生化学 中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール、GOT、GPT、
γ-GTP

● ● ●

血糖 空腹時血糖
△ △ △

HbA1c

尿 糖、蛋白 ● ● ●

貧血 赤血球数、血色素量 ● □ ●

ヘマトクリット □

その他の検査 心電図 ● □ ●

胸部エックス線 ● ●

喀痰 □ □

上部消化管エックス線 ●

視力、聴力 ● ●

眼底 □

医師の判断 医師の診断（判定） ● ● ●

医師の意見 ● ●

質問票 服薬、喫煙 問診時に聴取 ●

●：必須項目　　□：医師の判断に基づき選択的に実施する項目　　△：いずれかの項目を実施する
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性より女性の基準値が大きいなど、い
ろいろ問題はありますが、認知度とい

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

東海大学健康管理学教授
高　橋　英　孝

（聞き手　大西　真）

一般健康診断と事後措置

表１　各種法律に基づく健診の項目比較

分類 項目
労働安全衛生法
定期健康診断

高齢者医療確保法
特定健康診査

学校保健安全法
職員健康診断

問診 業務歴 ● ●

既往歴、自覚症状、他覚症状 ● ● ●

身体計測 身長、体重、BMI、腹囲、血圧 ● ● ●

生化学 中性脂肪、HDLコレステロール、
LDLコレステロール、GOT、GPT、
γ-GTP

● ● ●

血糖 空腹時血糖
△ △ △

HbA1c

尿 糖、蛋白 ● ● ●

貧血 赤血球数、血色素量 ● □ ●

ヘマトクリット □

その他の検査 心電図 ● □ ●

胸部エックス線 ● ●

喀痰 □ □

上部消化管エックス線 ●

視力、聴力 ● ●

眼底 □

医師の判断 医師の診断（判定） ● ● ●

医師の意見 ● ●

質問票 服薬、喫煙 問診時に聴取 ●

●：必須項目　　□：医師の判断に基づき選択的に実施する項目　　△：いずれかの項目を実施する
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うことでは一番です。それ以外では高
血圧も見つかりますし、耐糖能異常・
糖尿病、脂質に関してはコレステロー
ルや中性脂肪の異常も見つかります
（図１）。あと、肝機能検査も入ってい
まして、メタボリックシンドローム 
（図１ではMetSと表記）の診断には用
いませんが、その重症度はある程度わ
かります。
　大西　複雑な項目はないように思う
のですけれども、それらを組み合わせ
たり、分析することによって、いろい
ろなことがわかってくるのでしょうか。
　高橋　特定健診については「レント
ゲンも心電図もないのに何がわかるの
か？」とか「こんな健診なんか受けて
もしょうがないのではないか？」とい
う意見が聞かれます。「メタボ健診」
でわかるのは「メタボ」だけだとかな
り批判されているようです。腹部超音
波検査がないとか胃の検査がないとい
う制約はありますが、既存の項目を組
み合わせることによって、脂肪肝が予
測できたり、肥満の下流にあるインス
リン抵抗性が予測できたり、いろいろ
な研究成果が発表されています。
　大西　これらの健康診断で何か異常
所見等が見つかった場合に、その後の
対応を取らなければいけないと思いま
すけれども、一般的に健康診断の事後
措置はどのように考えたらよろしいで
しょうか。
　高橋　特定健診の結果によって特定

保健指導を行います。その概念は「健
康日本21」に基づいていますが、その
標語に「一に運動、二に食事、しっか
り禁煙、最後にクスリ」というのがあ
ります。従来の生活習慣病指導は、食
事と運動というように食事が先に来て
いましたが、今回は「一に運動」で、
運動が前面に出ています。最近では運
動をする子としない子で体力の差が大
きく出るという報告もあり、大人のメ
タボに対してだけでなくて、子どもに
対しても運動キャンペーンが重要視さ
れているようです。確かに、いいこと
をやるとよくなりますが、継続するの
が実は一番重要です。しかし、いいこ
とをやめた場合には、最初からやらな
かったときよりも悪くなってしまうと
いわれています。
　大西　かえってリバウンドがひどい
ということですね。
　高橋　そうですね。いいことをやる
と、ついでにほかのいいこともやって
いくのですが、いいことをやめてしま
うと、ほかのいいこともやめてしまう
ということのようです。単なる運動効
果というよりは、運動習慣がほかの習
慣とも密接に絡んでいるために、運動
をやめるとやらなかったより悪くなる。
理論的にはちょっと考えにくいわけで
すけれども、そういうことがあるよう
です。
　大西　確かに、「運動してください」
と言うのは簡単なのですけれども、そ
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を
用
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た
。
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うことでは一番です。それ以外では高
血圧も見つかりますし、耐糖能異常・
糖尿病、脂質に関してはコレステロー
ルや中性脂肪の異常も見つかります
（図１）。あと、肝機能検査も入ってい
まして、メタボリックシンドローム 
（図１ではMetSと表記）の診断には用
いませんが、その重症度はある程度わ
かります。
　大西　複雑な項目はないように思う
のですけれども、それらを組み合わせ
たり、分析することによって、いろい
ろなことがわかってくるのでしょうか。
　高橋　特定健診については「レント
ゲンも心電図もないのに何がわかるの
か？」とか「こんな健診なんか受けて
もしょうがないのではないか？」とい
う意見が聞かれます。「メタボ健診」
でわかるのは「メタボ」だけだとかな
り批判されているようです。腹部超音
波検査がないとか胃の検査がないとい
う制約はありますが、既存の項目を組
み合わせることによって、脂肪肝が予
測できたり、肥満の下流にあるインス
リン抵抗性が予測できたり、いろいろ
な研究成果が発表されています。
　大西　これらの健康診断で何か異常
所見等が見つかった場合に、その後の
対応を取らなければいけないと思いま
すけれども、一般的に健康診断の事後
措置はどのように考えたらよろしいで
しょうか。
　高橋　特定健診の結果によって特定

保健指導を行います。その概念は「健
康日本21」に基づいていますが、その
標語に「一に運動、二に食事、しっか
り禁煙、最後にクスリ」というのがあ
ります。従来の生活習慣病指導は、食
事と運動というように食事が先に来て
いましたが、今回は「一に運動」で、
運動が前面に出ています。最近では運
動をする子としない子で体力の差が大
きく出るという報告もあり、大人のメ
タボに対してだけでなくて、子どもに
対しても運動キャンペーンが重要視さ
れているようです。確かに、いいこと
をやるとよくなりますが、継続するの
が実は一番重要です。しかし、いいこ
とをやめた場合には、最初からやらな
かったときよりも悪くなってしまうと
いわれています。
　大西　かえってリバウンドがひどい
ということですね。
　高橋　そうですね。いいことをやる
と、ついでにほかのいいこともやって
いくのですが、いいことをやめてしま
うと、ほかのいいこともやめてしまう
ということのようです。単なる運動効
果というよりは、運動習慣がほかの習
慣とも密接に絡んでいるために、運動
をやめるとやらなかったより悪くなる。
理論的にはちょっと考えにくいわけで
すけれども、そういうことがあるよう
です。
　大西　確かに、「運動してください」
と言うのは簡単なのですけれども、そ
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れを持続といいますか、継続していた
だくことが必要なわけですね。
　高橋　そうですね。
　大西　何かそのあたりの指導のコツ
のようなものはありますか。
　高橋　運動をしていない人が運動を
始めると、周りの人は多分ほめると思
います。「今までやっていなかったの
に、よくやったね」と。しかし、運動
を継続している人に対しては、当たり
前になってしまっていて、ほめないと
いうか意識して口には出さないと思う
のです。人は幾つになっても、ほめら
れたいものです。「続けているの？   
それはすごいですね」とか、さらに「こ
ういうこともやったら、もっとよくな
るのではないか」というように、口に
出して言うことが重要なのだと思いま
す。
　大西　事後措置として、例えば産業
医の人ですと、要治療とか要再検とか、
あるいは場合によっては仕事の制限と
か、いろいろな対応をしなければいけ
ない場合もあるかと思いますけれども、
そのあたりは何かアドバイスはありま
すか。
　高橋　標語の４番目に「最後にクス
リ」というのがありますが、大事なの
はこの「最後にクスリ」というフレー
ズです。生活習慣を改善にしてもよく
ならない例は少なくありません。その
場合は、しっかりと治療をすることが
重要だと思います。特定健診後の特定

保健指導では、すでに治療している人
は指導対象にならないのですが、実際
には治療をしている人も健診を受ける
わけです。高血圧、糖尿病、脂質異常
症で治療されている方のうち、きちん
とコントロールされている割合はだい
たい図２のとおりです。健診の事後措
置を行ううえで、特に産業医が就業上
の注意を考えるのであれば、治療すべ
き人がきちんと治療されているのかど
うかは重要なポイントです。放置する
ことによって健康障害が起きて働けな
くなってしまったり、就業制限が必要
になったりすれば、即問題になります。
異常がない人が異常になったときとい
うのは、目につきやすいのですが、異
常のある人がきちんと治療を受けてコ
ントロールされているかどうかはわか
りにくく、それだけ産業医にとって一
番大事なのかもしれません。
　大西　その際、留意しなければいけ
ない事項とか、例えば個人情報やプラ
イバシー、あるいは就業制限をどうす
るか、けっこう悩まれると思うのです
けれども、そのあたりはいかがですか。
　高橋　私自身も、産業医としてかか
わるときと、一般診療医としてかかわ
るときとでは、スタンスが違います。
産業医としてかかわるときは、病気の
中身はどうでもいいことなのです。き
ちんと治療をしないと今の仕事を継続
するのは難しいという意見を述べるの
が重要で、「何の病気があって、検査
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れを持続といいますか、継続していた
だくことが必要なわけですね。
　高橋　そうですね。
　大西　何かそのあたりの指導のコツ
のようなものはありますか。
　高橋　運動をしていない人が運動を
始めると、周りの人は多分ほめると思
います。「今までやっていなかったの
に、よくやったね」と。しかし、運動
を継続している人に対しては、当たり
前になってしまっていて、ほめないと
いうか意識して口には出さないと思う
のです。人は幾つになっても、ほめら
れたいものです。「続けているの？   
それはすごいですね」とか、さらに「こ
ういうこともやったら、もっとよくな
るのではないか」というように、口に
出して言うことが重要なのだと思いま
す。
　大西　事後措置として、例えば産業
医の人ですと、要治療とか要再検とか、
あるいは場合によっては仕事の制限と
か、いろいろな対応をしなければいけ
ない場合もあるかと思いますけれども、
そのあたりは何かアドバイスはありま
すか。
　高橋　標語の４番目に「最後にクス
リ」というのがありますが、大事なの
はこの「最後にクスリ」というフレー
ズです。生活習慣を改善にしてもよく
ならない例は少なくありません。その
場合は、しっかりと治療をすることが
重要だと思います。特定健診後の特定

保健指導では、すでに治療している人
は指導対象にならないのですが、実際
には治療をしている人も健診を受ける
わけです。高血圧、糖尿病、脂質異常
症で治療されている方のうち、きちん
とコントロールされている割合はだい
たい図２のとおりです。健診の事後措
置を行ううえで、特に産業医が就業上
の注意を考えるのであれば、治療すべ
き人がきちんと治療されているのかど
うかは重要なポイントです。放置する
ことによって健康障害が起きて働けな
くなってしまったり、就業制限が必要
になったりすれば、即問題になります。
異常がない人が異常になったときとい
うのは、目につきやすいのですが、異
常のある人がきちんと治療を受けてコ
ントロールされているかどうかはわか
りにくく、それだけ産業医にとって一
番大事なのかもしれません。
　大西　その際、留意しなければいけ
ない事項とか、例えば個人情報やプラ
イバシー、あるいは就業制限をどうす
るか、けっこう悩まれると思うのです
けれども、そのあたりはいかがですか。
　高橋　私自身も、産業医としてかか
わるときと、一般診療医としてかかわ
るときとでは、スタンスが違います。
産業医としてかかわるときは、病気の
中身はどうでもいいことなのです。き
ちんと治療をしないと今の仕事を継続
するのは難しいという意見を述べるの
が重要で、「何の病気があって、検査
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の値が幾つだから」という具体的な理
由は全く重要ではないのです。治療を
きちっとすればいいのだということ。
疾病に対する配慮をするように会社へ
伝えます。産業医にとって「診療」は
職務ではないが、「健康管理」は重要
な職務のひとつだということを忘れな
いでほしいと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

参考文献
・ 高橋英孝、山田千積、飯田行恭、窪寺健、
杉森裕樹、福井敏樹、佐多憲二．日本
人間ドック学会全国データベース：パ
イロット研究．人間ドック 2012；26：
799-847．

・ 高橋英孝．特定健康診査・特定保健指
導の基礎的事項．特定保健指導マニュ
アル．奈良昌治監修、高橋英孝編．東京、
医歯薬出版（2009年８月20日発行）pp. 
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・ 山田千積、稲辺富美代、三橋敏武、平
塚伸、新井田奈美、高橋英孝．メタボ
リックシンドロームの診断および重症
化の指標としての肝機能検査．人間ド
ック 2011；26（1）：29-36.

・ 根上昌子、山田千積、大塚博紀、鶴ヶ
野しのぶ、近藤智雄、新井田奈美、平
塚伸、三橋敏武、護山健悟、高橋英孝．
健康診断における脂肪肝予測インデッ
クス．日本成人病（生活習慣病）学会
学術大会プログラム・抄録集 2012；
38：77.

・ Tosh i take Mitsuhash i ,  Ch izumi 
Yamada, Ako Iida, Noboru Hiratsuka, 
Fumiyo Inabe, Nami Araida, Kengo 
Moriyama, Hitoshi Sasamori, Norio 
Sasamori, Motohiko Miyachi, Eiko 
Takahashi. Long-term detraining 
increases the r isk of  metabol ic 
syndrome in Japanese men. Tokai J 
Exp Chlin Med 2011 ; 36 : 95-99.

　齊藤　学校健診の現状ということで、
学校医の業務についてお話をうかがい
ます。
　まず、学校健診ですけれども、大き
な流れとしてはどういうことになって
いますでしょうか。
　近藤　学校においては、毎学年、定
期に児童生徒全員の健康診断をするこ
ととなっております。
　齊藤　いま小学生が全部で700万人
ぐらいいて、中学生が300万人ぐらい
でしょうか、高校生もそのぐらいいる
ということで、相当な数の健診が行わ
れているということですけれども、こ
れは医師会を中心とした先生方がやっ
ているということになるのでしょうか。
　近藤　はい、そうです。何科の学校
医がいなくてはいけないという決まり
はないのですが、多くは内科学校医、
眼科学校医、耳鼻科学校医、それから
春の健康診断には歯科医、学校歯科医
がかかわりまして、４つの科の健康診
断が行われているのが一般的です。
　齊藤　児童生徒の健康問題も、例え

ばアレルギーとか、スポーツでどこか
が痛くなってしまうとかありますから、
いろいろ幅広い科の協力が必要だとい
うことでしょうか。
　近藤　そうですね。もともと学校の
健康診断で何をみなくてはいけないと
いうことは学校保健安全法施行規則で
決まっておりまして、身長、体重、座
高、視力、聴力、それから眼のこと、 
耳・鼻・皮膚のことなどがあります。
　齊藤　今日様々あるということで、
皮膚科の先生の協力も必要ということ
でしょうか。
　近藤　はい。特に最近増えてきたの
は、首筋だとか関節の乾燥、そこをか
きむしってしまった皮膚炎、そしてア
トピー性皮膚炎などです。先ほど出ま
したアレルギーでは、喘息をはじめ食
物アレルギーなど、様々な課題をきめ
細かくみていく時代になったかと思い
ます。
　齊藤　そういった内科的、身体的な
問題に加えて、心、発達障害のような
部分もけっこう話題になっていますね。

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

東京都医師会副会長
近　藤　太　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

学校健診の現状
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の値が幾つだから」という具体的な理
由は全く重要ではないのです。治療を
きちっとすればいいのだということ。
疾病に対する配慮をするように会社へ
伝えます。産業医にとって「診療」は
職務ではないが、「健康管理」は重要
な職務のひとつだということを忘れな
いでほしいと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

参考文献
・ 高橋英孝、山田千積、飯田行恭、窪寺健、
杉森裕樹、福井敏樹、佐多憲二．日本
人間ドック学会全国データベース：パ
イロット研究．人間ドック 2012；26：
799-847．

・ 高橋英孝．特定健康診査・特定保健指
導の基礎的事項．特定保健指導マニュ
アル．奈良昌治監修、高橋英孝編．東京、
医歯薬出版（2009年８月20日発行）pp. 

2-21
・ 山田千積、稲辺富美代、三橋敏武、平
塚伸、新井田奈美、高橋英孝．メタボ
リックシンドロームの診断および重症
化の指標としての肝機能検査．人間ド
ック 2011；26（1）：29-36.

・ 根上昌子、山田千積、大塚博紀、鶴ヶ
野しのぶ、近藤智雄、新井田奈美、平
塚伸、三橋敏武、護山健悟、高橋英孝．
健康診断における脂肪肝予測インデッ
クス．日本成人病（生活習慣病）学会
学術大会プログラム・抄録集 2012；
38：77.

・ Tosh i take Mitsuhash i ,  Ch izumi 
Yamada, Ako Iida, Noboru Hiratsuka, 
Fumiyo Inabe, Nami Araida, Kengo 
Moriyama, Hitoshi Sasamori, Norio 
Sasamori, Motohiko Miyachi, Eiko 
Takahashi. Long-term detraining 
increases the r isk of  metabol ic 
syndrome in Japanese men. Tokai J 
Exp Chlin Med 2011 ; 36 : 95-99.

　齊藤　学校健診の現状ということで、
学校医の業務についてお話をうかがい
ます。
　まず、学校健診ですけれども、大き
な流れとしてはどういうことになって
いますでしょうか。
　近藤　学校においては、毎学年、定
期に児童生徒全員の健康診断をするこ
ととなっております。
　齊藤　いま小学生が全部で700万人
ぐらいいて、中学生が300万人ぐらい
でしょうか、高校生もそのぐらいいる
ということで、相当な数の健診が行わ
れているということですけれども、こ
れは医師会を中心とした先生方がやっ
ているということになるのでしょうか。
　近藤　はい、そうです。何科の学校
医がいなくてはいけないという決まり
はないのですが、多くは内科学校医、
眼科学校医、耳鼻科学校医、それから
春の健康診断には歯科医、学校歯科医
がかかわりまして、４つの科の健康診
断が行われているのが一般的です。
　齊藤　児童生徒の健康問題も、例え

ばアレルギーとか、スポーツでどこか
が痛くなってしまうとかありますから、
いろいろ幅広い科の協力が必要だとい
うことでしょうか。
　近藤　そうですね。もともと学校の
健康診断で何をみなくてはいけないと
いうことは学校保健安全法施行規則で
決まっておりまして、身長、体重、座
高、視力、聴力、それから眼のこと、 
耳・鼻・皮膚のことなどがあります。
　齊藤　今日様々あるということで、
皮膚科の先生の協力も必要ということ
でしょうか。
　近藤　はい。特に最近増えてきたの
は、首筋だとか関節の乾燥、そこをか
きむしってしまった皮膚炎、そしてア
トピー性皮膚炎などです。先ほど出ま
したアレルギーでは、喘息をはじめ食
物アレルギーなど、様々な課題をきめ
細かくみていく時代になったかと思い
ます。
　齊藤　そういった内科的、身体的な
問題に加えて、心、発達障害のような
部分もけっこう話題になっていますね。

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

東京都医師会副会長
近　藤　太　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

学校健診の現状
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　近藤　学習障害、注意欠陥／多動性
障害、高機能自閉症などです。担任を
持つ先生への統計では、学習や行動面
でクラスで困った子がいるというクラ
スは、63％にのぼりました。子どもの
心を診る医師、またその姿勢が必要と
いうことがいわれております。
　齊藤　そういったときに、学校医が
中心となって相談に乗って、紹介を行
っていくということでしょうか。
　近藤　多くの場合は、内科学校医が
中心となりまして、必要な科に結びつ
けたり、養護教諭の先生や担任の先生、
保護者への連絡を行ったりしておりま
す。地域の医師会が学校現場での必要
な医療をまかなおうという姿勢で頑張
っております。
　特に、東京都ですと、文部科学省が
数年前から始めておりました４科の学
校専門相談医、すなわち精神科、皮膚
科、整形外科、さらに産婦人科の学校
専門相談医というメンバーで活動が続
けられております。
　齊藤　かなり幅広い問題ということ
ですけれども、健診を行ったあとの事
後措置も重要な課題ですね。
　近藤　これは健診を行う以上に重要
なことだと思います。特に学校で、学
校医が一人ひとりに触れ合って、その
中での健康診断ですから、無言のまま
健康診断が終わっていくわけではない
と思います。私が行っている健康診断
では、一人ひとりに話しかけることを

心がけております。そのうえで、専門
の医療機関や、かかりつけの医療機関
に行くべきと判断した場合、養護教諭、
担任から通知を出しております。また、
学期ごとに行われている学校保健委員
会で学校医からのコメントを述べるよ
う心がけております。
　齊藤　学校保健委員会の話が出まし
たけれども、これは構成員は学校医が
中心になるのでしょうけれども、どう
いう人たちがいるのでしょうか。
　近藤　学校長をはじめ、副校長、保
健主事、養護教諭の先生、担任の先生、
さらにはPTAの方々、学校によっては
子どもたちも含めて、学校保健をテー
マに健康診断のあと、こんなことが言
えるよとか、いま話題の感染症に関し
ての予防策であるとか、食のこととか、
体を動かすこととか、いろいろ健康に
応じた話題を提供する場として大いに
活用できるかと思います。
　齊藤　そういった意味では、啓発活
動にも使えるし、みんなで健康に向か
うような運動にも持っていける組織に
なるのでしょうか。
　近藤　そうですね。そして学校保健
の現場というのは、学校にいる子ども
たち全員に対して語りかけることがで
きますので、非常にインパクトは大き
いものと思います。学校医が語りかけ
たことというのは、普段の担任の先生
以上にパワーがあるとよく学校で言わ
れますし、少しでもそういう場を活用

できるよう心がけていきたいものです。
　齊藤　いままでは児童生徒の話が主
でしたけれども、教職員のメンタルヘ
ルスの問題がいま非常に話題になって
いますね。これはやはり学校医として
もいろいろなかたちで関係していくと
いうことでしょうか。
　近藤　私も内科学校医ですから、学
校に出向くと、いろいろな相談を受け
ることがあります。教職員の悩みとか、
たまには保護者からのご相談とかも受
けることがありますので、いろいろな
ことに関して対応できるよう、いつも
頑張っております。
　齊藤　メンタルの問題になりますと、
カウンセラーがかなり配置されるよう
になってきていますか。
　近藤　学校カウンセラーに関しては、
中学校を中心に配置されているものと
思います。ただし、児童や生徒に対応
するために配置されていても、毎日い
るとは限らないところから、やはり学
校医が、養護教諭を介して、学校での
接点を得て、意見交換するべきと思っ
ています。
　齊藤　安全衛生委員会的な、産業医
的な業務も入ってくるのでしょうか。
　近藤　学校保健の歴史はかなり古い
ものです。例えば地域に一つの学校、
ひとりの医師ということがあったりし
ます。先ほど申し上げましたように、
様々な質問や相談がありますから、例
えばここまでは学校医、学校保健の仕

事、いまお聞きになった内容からは、
産業保健の領域で産業医として動きま
すというわけにもいかないこともある
でしょう。これに関しては、これまで
歴史的に学校医が産業保健のことに対
しても柔軟に対応してきたのではない
かなと思います。しかし、ここ数年の
メンタルヘルス、特に教職員のメンタ
ル面での休職がかなりの人数に上って
まいりましたので、やはりここで一つ
の節目として、新たに力を注いでいく
時なのだと思います。これは地区医師
会、さらに都道府県医師会、日本医師
会がやっていく仕事であると認識して
います。
　齊藤　それから、感染症ですが、時々
話題になるのはインフルエンザ、ある
いは麻疹等々がありますけれども、昔
は学校で予防接種がありましたけれど
も、いまはないということで、かかり
つけ医に行って予防接種をするように
教育していくということでしょうか。
　近藤　いまは予防接種は集団接種の
時代から個別接種の時代になっており
ますので、それぞれふだんのかかりつ
けの先生のところで受けていただくと
いうことを勧奨するのが学校医の仕事
となっています。寒い体育館に並んで、
腕をまくってインフルエンザ予防接種
を受けた時代がなつかしいです。かえ
ってあの時代のほうがインフルエンザ
の蔓延を防げていたという外国のデー
タもあります。かといって、あの体制
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　近藤　学習障害、注意欠陥／多動性
障害、高機能自閉症などです。担任を
持つ先生への統計では、学習や行動面
でクラスで困った子がいるというクラ
スは、63％にのぼりました。子どもの
心を診る医師、またその姿勢が必要と
いうことがいわれております。
　齊藤　そういったときに、学校医が
中心となって相談に乗って、紹介を行
っていくということでしょうか。
　近藤　多くの場合は、内科学校医が
中心となりまして、必要な科に結びつ
けたり、養護教諭の先生や担任の先生、
保護者への連絡を行ったりしておりま
す。地域の医師会が学校現場での必要
な医療をまかなおうという姿勢で頑張
っております。
　特に、東京都ですと、文部科学省が
数年前から始めておりました４科の学
校専門相談医、すなわち精神科、皮膚
科、整形外科、さらに産婦人科の学校
専門相談医というメンバーで活動が続
けられております。
　齊藤　かなり幅広い問題ということ
ですけれども、健診を行ったあとの事
後措置も重要な課題ですね。
　近藤　これは健診を行う以上に重要
なことだと思います。特に学校で、学
校医が一人ひとりに触れ合って、その
中での健康診断ですから、無言のまま
健康診断が終わっていくわけではない
と思います。私が行っている健康診断
では、一人ひとりに話しかけることを

心がけております。そのうえで、専門
の医療機関や、かかりつけの医療機関
に行くべきと判断した場合、養護教諭、
担任から通知を出しております。また、
学期ごとに行われている学校保健委員
会で学校医からのコメントを述べるよ
う心がけております。
　齊藤　学校保健委員会の話が出まし
たけれども、これは構成員は学校医が
中心になるのでしょうけれども、どう
いう人たちがいるのでしょうか。
　近藤　学校長をはじめ、副校長、保
健主事、養護教諭の先生、担任の先生、
さらにはPTAの方々、学校によっては
子どもたちも含めて、学校保健をテー
マに健康診断のあと、こんなことが言
えるよとか、いま話題の感染症に関し
ての予防策であるとか、食のこととか、
体を動かすこととか、いろいろ健康に
応じた話題を提供する場として大いに
活用できるかと思います。
　齊藤　そういった意味では、啓発活
動にも使えるし、みんなで健康に向か
うような運動にも持っていける組織に
なるのでしょうか。
　近藤　そうですね。そして学校保健
の現場というのは、学校にいる子ども
たち全員に対して語りかけることがで
きますので、非常にインパクトは大き
いものと思います。学校医が語りかけ
たことというのは、普段の担任の先生
以上にパワーがあるとよく学校で言わ
れますし、少しでもそういう場を活用

できるよう心がけていきたいものです。
　齊藤　いままでは児童生徒の話が主
でしたけれども、教職員のメンタルヘ
ルスの問題がいま非常に話題になって
いますね。これはやはり学校医として
もいろいろなかたちで関係していくと
いうことでしょうか。
　近藤　私も内科学校医ですから、学
校に出向くと、いろいろな相談を受け
ることがあります。教職員の悩みとか、
たまには保護者からのご相談とかも受
けることがありますので、いろいろな
ことに関して対応できるよう、いつも
頑張っております。
　齊藤　メンタルの問題になりますと、
カウンセラーがかなり配置されるよう
になってきていますか。
　近藤　学校カウンセラーに関しては、
中学校を中心に配置されているものと
思います。ただし、児童や生徒に対応
するために配置されていても、毎日い
るとは限らないところから、やはり学
校医が、養護教諭を介して、学校での
接点を得て、意見交換するべきと思っ
ています。
　齊藤　安全衛生委員会的な、産業医
的な業務も入ってくるのでしょうか。
　近藤　学校保健の歴史はかなり古い
ものです。例えば地域に一つの学校、
ひとりの医師ということがあったりし
ます。先ほど申し上げましたように、
様々な質問や相談がありますから、例
えばここまでは学校医、学校保健の仕

事、いまお聞きになった内容からは、
産業保健の領域で産業医として動きま
すというわけにもいかないこともある
でしょう。これに関しては、これまで
歴史的に学校医が産業保健のことに対
しても柔軟に対応してきたのではない
かなと思います。しかし、ここ数年の
メンタルヘルス、特に教職員のメンタ
ル面での休職がかなりの人数に上って
まいりましたので、やはりここで一つ
の節目として、新たに力を注いでいく
時なのだと思います。これは地区医師
会、さらに都道府県医師会、日本医師
会がやっていく仕事であると認識して
います。
　齊藤　それから、感染症ですが、時々
話題になるのはインフルエンザ、ある
いは麻疹等々がありますけれども、昔
は学校で予防接種がありましたけれど
も、いまはないということで、かかり
つけ医に行って予防接種をするように
教育していくということでしょうか。
　近藤　いまは予防接種は集団接種の
時代から個別接種の時代になっており
ますので、それぞれふだんのかかりつ
けの先生のところで受けていただくと
いうことを勧奨するのが学校医の仕事
となっています。寒い体育館に並んで、
腕をまくってインフルエンザ予防接種
を受けた時代がなつかしいです。かえ
ってあの時代のほうがインフルエンザ
の蔓延を防げていたという外国のデー
タもあります。かといって、あの体制
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に戻るというのもまた非常に難しいで
しょう。やはり個別の接種を勧めてい
くことが大切です。高校生の麻疹に関
しても同じで、麻疹・風疹がセットに
なったMRワクチンを接種しましょう
と、呼びかけております。
　齊藤　インフルエンザが冬にはやっ
て、たくさん休むと、学級閉鎖、学校
閉鎖などが行われますけれども、そこ
でも学校医のアドバイスが重要という
ことですね。

　近藤　学校を休む子どもたちが増え
てくると、学校から電話がかかってま
いります。多くは養護教諭の先生から
で、相談のうえ、学校長に「では学級
閉鎖しましょうか」というアドバイス
をさせていただきます。その後での学
校の処置は、学校長の命令で学級閉鎖、
学年閉鎖などが行われています。
　齊藤　学校健診を含めて、学校医の
仕事はかなり多岐にわたるということ
ですね。ありがとうございました。

　齊藤　今回は特殊健康診断というこ
とで、山本先生におうかがいいたしま
す。
　特殊健診の復習なのですが、どうい
ったものがあるのでしょうか。
　山本　特殊健診は、作業で有害な要
因に曝露されるような方に対して行わ
れる健康診断です。法律で分けますと、
じん肺法で規定されているじん肺健診、
それから労働安全衛生法の中の厚生労
働省令で規定されております有機溶剤、
特定化学物質、電離放射線、高気圧、
鉛などの特殊健康診断、それから法規
ではないのですが、VDT作業ですとか
腰痛作業といったものについて、30種
類ぐらいですけれども、健康診断を規
定した通達が公表されています。
　齊藤　その項目をこれから仕事をす
る人にまずやるということでしょうか。
　山本　そうですね。まずは雇い入れ
時ですとか配置換えのときに、そうい
った作業に従事する段階でまずは健康
診断を実施するということが決められ
ておりまして、それ以降、作業を続け

ていく中で、多くは半年に一度という
頻度で健康診断を受けていただくとい
う決まりになっています。
　齊藤　健康診断には、自覚所見、他
覚所見、それから検査があると思いま
すけれども、どういうものでしょうか。
　山本　基本的に特殊健康診断の構成
としましては、まず業務歴や作業歴を
聞くという項目があります。それから、
自覚症状や他覚所見に関する検査。そ
れから、臨床検査や生理機能検査とし
まして、特定の有害な要因によって引
き起こされる健康影響というものに関
する検査、それから一部の物質ではあ
りますけれども、体内に取り込まれた
化学物質等の量を測るような検査もあ
ります。
　齊藤　そうしますと、まずは業務量
ですが、どういうところがポイントに
なりますか。
　山本　業務量といたしましては、基
本的には常時作業をしている作業者に
対する健康診断というのは規定されて
おります。その量というのは特段決め

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター
健康開発課主任医師
山　本　健　也

（聞き手　齊藤郁夫）

特殊健康診断
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に戻るというのもまた非常に難しいで
しょう。やはり個別の接種を勧めてい
くことが大切です。高校生の麻疹に関
しても同じで、麻疹・風疹がセットに
なったMRワクチンを接種しましょう
と、呼びかけております。
　齊藤　インフルエンザが冬にはやっ
て、たくさん休むと、学級閉鎖、学校
閉鎖などが行われますけれども、そこ
でも学校医のアドバイスが重要という
ことですね。

　近藤　学校を休む子どもたちが増え
てくると、学校から電話がかかってま
いります。多くは養護教諭の先生から
で、相談のうえ、学校長に「では学級
閉鎖しましょうか」というアドバイス
をさせていただきます。その後での学
校の処置は、学校長の命令で学級閉鎖、
学年閉鎖などが行われています。
　齊藤　学校健診を含めて、学校医の
仕事はかなり多岐にわたるということ
ですね。ありがとうございました。

　齊藤　今回は特殊健康診断というこ
とで、山本先生におうかがいいたしま
す。
　特殊健診の復習なのですが、どうい
ったものがあるのでしょうか。
　山本　特殊健診は、作業で有害な要
因に曝露されるような方に対して行わ
れる健康診断です。法律で分けますと、
じん肺法で規定されているじん肺健診、
それから労働安全衛生法の中の厚生労
働省令で規定されております有機溶剤、
特定化学物質、電離放射線、高気圧、
鉛などの特殊健康診断、それから法規
ではないのですが、VDT作業ですとか
腰痛作業といったものについて、30種
類ぐらいですけれども、健康診断を規
定した通達が公表されています。
　齊藤　その項目をこれから仕事をす
る人にまずやるということでしょうか。
　山本　そうですね。まずは雇い入れ
時ですとか配置換えのときに、そうい
った作業に従事する段階でまずは健康
診断を実施するということが決められ
ておりまして、それ以降、作業を続け

ていく中で、多くは半年に一度という
頻度で健康診断を受けていただくとい
う決まりになっています。
　齊藤　健康診断には、自覚所見、他
覚所見、それから検査があると思いま
すけれども、どういうものでしょうか。
　山本　基本的に特殊健康診断の構成
としましては、まず業務歴や作業歴を
聞くという項目があります。それから、
自覚症状や他覚所見に関する検査。そ
れから、臨床検査や生理機能検査とし
まして、特定の有害な要因によって引
き起こされる健康影響というものに関
する検査、それから一部の物質ではあ
りますけれども、体内に取り込まれた
化学物質等の量を測るような検査もあ
ります。
　齊藤　そうしますと、まずは業務量
ですが、どういうところがポイントに
なりますか。
　山本　業務量といたしましては、基
本的には常時作業をしている作業者に
対する健康診断というのは規定されて
おります。その量というのは特段決め

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター
健康開発課主任医師
山　本　健　也

（聞き手　齊藤郁夫）

特殊健康診断
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られたものではないのですけれども、
法律で決められているような作業にあ
る一定の程度従事されている場合には
健康診断の対象になるというかたちに
なっております。
　齊藤　自覚症状はどういったところ
がポイントになりますか。
　山本　実は特殊健康診断の中では自
覚症状というのは非常に大事な項目に
なっております。例えば有機溶剤でい
いますと、頭痛ですとか、めまいです
とか、比較的非特異的な症状の場合も
かなり多いのですが、特殊健康診断の
中で生理検査とか臨床検査など検査項
目が規定されている物質はそう多くは
ありませんので、特に有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある自覚
症状を健康診断の中で拾い上げていく
ということは重要な作業になります。
　例えば有機溶剤ですと、先ほど申し
上げたような頭痛やめまい、吐き気と
いった中枢神経の症状、それから一部
の有機溶剤におきましては、視野の狭
窄等がありますので、見え方の変化で
あったりとか、あとは知覚の問題、末
梢神経障害を呈する場合に、痺れです
とか脱力ですとか、そういったことも
重要な所見になろうと思われます。あ
とは、じん肺など呼吸機能に影響する
場合には、咳や痰といったいわゆる上
気道の症状から始まりまして、息切れ
ですとか、そういったものも症状の中
で拾っていくということが重要と思わ

れます。
　齊藤　自覚症状に加えて、他覚所見
がありますが、どういうポイントがあ
りますか。
　山本　健康診断ですので、やはり診
察というものがついて回ります。いろ
いろな他覚所見がありまして、有害な
要因に対応した様々な所見があります
ので、すべて一貫したものというのは
なかなかありませんが、一般的に貧血
を呈するようなものであれば貧血に関
する診察をいたしますし、それから有
機溶剤にしろ、化学物質にしろ、あと
は電離放射線もそうですが、皮膚に対
して影響が出る場合がありますので、
その場合には皮膚の所見を確認する。
そういったようなことが出てまいりま
す。
　齊藤　末梢神経障害などはどうでし
ょうか。
　山本　知覚に関する検査を行ったり、
あとは場合によっては腱反射の確認を
するとかいうことも入ってくると思わ
れます。
　齊藤　採血とか検尿などの検査には
どういうものがありますか。
　山本　有機溶剤の健診では、一応す
べての物質で尿蛋白の検査をすること
が規定されております。それから、鉛
の場合貧血を呈することがありますし、
有機溶剤の一部の物質は肝毒性がある
ものがあり、こういった場合には採血
をして肝機能検査をするということが、

健康影響を早期に発見するという目的
では非常に有効かと思われます。
　齊藤　配置前にまずやって、年に２
回のペースでやっていくということで
しょうか。
　山本　そうです。
　齊藤　もし何らかの異常が見られた
場合の対応はどうでしょうか。
　山本　人間ドックも含めた通常の一
般健診とはちょっと異なりまして、特
殊健康診断というのは有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある項目
の検査をしておりますので、有所見に
なった場合は、その段階で有害物によ
って健康影響が起こっている可能性を
考えるのです。例えば、肝機能の異常、
貧血にしても、もちろん有害なもの以
外の原因、例えば生活習慣の中でのア
ルコールですとか脂肪肝ですとか、そ
ういったことから異常値になっている
場合もありますので、そういったもの
の確認というのは非常に重要になるの
ですけれども、そういったものを確認
したうえで、やはり有害物の影響を受
けていると考えられる場合には、それ
なりの対応が必要になってまいります。
　齊藤　そうなりますと、作業に対す
るアプローチということになりますか。
　山本　そうですね。もちろん、健康
影響があるご本人への医学的な対応と
いうのもとても重要になりますが、特
殊健診の場合には必ずその原因が作業
現場にあることがありますので、その

ためには現場のほうの作業環境管理で
すとか、作業管理といったものの改善
を目指していかなければ、原因の排除
ができないと考えられます。
　齊藤　そうしますと、職場巡視、あ
るいは衛生委員会等での話などでやっ
ていくのでしょうか。
　山本　そうですね。職場の巡視をし
ながら、作業状況の確認も大事ですし、
実際に異常所見があって、その原因が
職場にあるというふうに考えられる場
合には、衛生委員会等で報告をして、
産業医として改善に対する意見を述べ
る必要があると思います。
　齊藤　そういった場合に、作業での
曝露については何か目安はあるのでし
ょうか。
　山本　今、法律的にやられているよ
うなものとしましては、半年に一度、
作業環境測定をすることが義務づけら
れております。例えば、職場の空気中
の有害物の濃度を測定しておりますの
で、そこで高い異常がある場合には曝
露のある可能性が考えられます。
　それ以外に、健康診断の中で本人に
問診をしながら曝露状況の確認をして
いくということが非常に有効だと思わ
れますので、平成20年に導入されまし
た特定化学物質のヒ素、ニッケルに関
しましては、現在、作業条件の簡易な
調査というものが設定されておりまし
て、その中で曝露状況の確認をしてい
くということが決められております。
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られたものではないのですけれども、
法律で決められているような作業にあ
る一定の程度従事されている場合には
健康診断の対象になるというかたちに
なっております。
　齊藤　自覚症状はどういったところ
がポイントになりますか。
　山本　実は特殊健康診断の中では自
覚症状というのは非常に大事な項目に
なっております。例えば有機溶剤でい
いますと、頭痛ですとか、めまいです
とか、比較的非特異的な症状の場合も
かなり多いのですが、特殊健康診断の
中で生理検査とか臨床検査など検査項
目が規定されている物質はそう多くは
ありませんので、特に有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある自覚
症状を健康診断の中で拾い上げていく
ということは重要な作業になります。
　例えば有機溶剤ですと、先ほど申し
上げたような頭痛やめまい、吐き気と
いった中枢神経の症状、それから一部
の有機溶剤におきましては、視野の狭
窄等がありますので、見え方の変化で
あったりとか、あとは知覚の問題、末
梢神経障害を呈する場合に、痺れです
とか脱力ですとか、そういったことも
重要な所見になろうと思われます。あ
とは、じん肺など呼吸機能に影響する
場合には、咳や痰といったいわゆる上
気道の症状から始まりまして、息切れ
ですとか、そういったものも症状の中
で拾っていくということが重要と思わ

れます。
　齊藤　自覚症状に加えて、他覚所見
がありますが、どういうポイントがあ
りますか。
　山本　健康診断ですので、やはり診
察というものがついて回ります。いろ
いろな他覚所見がありまして、有害な
要因に対応した様々な所見があります
ので、すべて一貫したものというのは
なかなかありませんが、一般的に貧血
を呈するようなものであれば貧血に関
する診察をいたしますし、それから有
機溶剤にしろ、化学物質にしろ、あと
は電離放射線もそうですが、皮膚に対
して影響が出る場合がありますので、
その場合には皮膚の所見を確認する。
そういったようなことが出てまいりま
す。
　齊藤　末梢神経障害などはどうでし
ょうか。
　山本　知覚に関する検査を行ったり、
あとは場合によっては腱反射の確認を
するとかいうことも入ってくると思わ
れます。
　齊藤　採血とか検尿などの検査には
どういうものがありますか。
　山本　有機溶剤の健診では、一応す
べての物質で尿蛋白の検査をすること
が規定されております。それから、鉛
の場合貧血を呈することがありますし、
有機溶剤の一部の物質は肝毒性がある
ものがあり、こういった場合には採血
をして肝機能検査をするということが、

健康影響を早期に発見するという目的
では非常に有効かと思われます。
　齊藤　配置前にまずやって、年に２
回のペースでやっていくということで
しょうか。
　山本　そうです。
　齊藤　もし何らかの異常が見られた
場合の対応はどうでしょうか。
　山本　人間ドックも含めた通常の一
般健診とはちょっと異なりまして、特
殊健康診断というのは有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある項目
の検査をしておりますので、有所見に
なった場合は、その段階で有害物によ
って健康影響が起こっている可能性を
考えるのです。例えば、肝機能の異常、
貧血にしても、もちろん有害なもの以
外の原因、例えば生活習慣の中でのア
ルコールですとか脂肪肝ですとか、そ
ういったことから異常値になっている
場合もありますので、そういったもの
の確認というのは非常に重要になるの
ですけれども、そういったものを確認
したうえで、やはり有害物の影響を受
けていると考えられる場合には、それ
なりの対応が必要になってまいります。
　齊藤　そうなりますと、作業に対す
るアプローチということになりますか。
　山本　そうですね。もちろん、健康
影響があるご本人への医学的な対応と
いうのもとても重要になりますが、特
殊健診の場合には必ずその原因が作業
現場にあることがありますので、その

ためには現場のほうの作業環境管理で
すとか、作業管理といったものの改善
を目指していかなければ、原因の排除
ができないと考えられます。
　齊藤　そうしますと、職場巡視、あ
るいは衛生委員会等での話などでやっ
ていくのでしょうか。
　山本　そうですね。職場の巡視をし
ながら、作業状況の確認も大事ですし、
実際に異常所見があって、その原因が
職場にあるというふうに考えられる場
合には、衛生委員会等で報告をして、
産業医として改善に対する意見を述べ
る必要があると思います。
　齊藤　そういった場合に、作業での
曝露については何か目安はあるのでし
ょうか。
　山本　今、法律的にやられているよ
うなものとしましては、半年に一度、
作業環境測定をすることが義務づけら
れております。例えば、職場の空気中
の有害物の濃度を測定しておりますの
で、そこで高い異常がある場合には曝
露のある可能性が考えられます。
　それ以外に、健康診断の中で本人に
問診をしながら曝露状況の確認をして
いくということが非常に有効だと思わ
れますので、平成20年に導入されまし
た特定化学物質のヒ素、ニッケルに関
しましては、現在、作業条件の簡易な
調査というものが設定されておりまし
て、その中で曝露状況の確認をしてい
くということが決められております。
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　齊藤　そうしますと、簡易検査が一
つの目安と考えてもいいのでしょうか。
　山本　そうですね。この中に５項目
で曝露の状況の確認をしておりますけ
れども、その中で疑わしい所見がある
場合には曝露があるのではないかとい
うことを総合的に考えて、次の検査へ
進んでいくということを考えてまいり
ます。
　齊藤　産業医をされている実地医家
の先生が多いと思うのですけれども、
特殊健診についてまとめますとどうで
しょうか。
　山本　特殊健診は、確かに複雑な法
律ですとか健診項目の選定とかがあり
ますが、決してそんなに困難なもので
はありません。非常に重要なポイント
といたしましては、まずは作業の対象

者をきちんと選んで、法律にのっとっ
て健診を進めるということが１点。そ
れから、自覚症状や他覚所見、そうい
ったものも非常に重要な所見ですので、
日常的な症状であっても、自覚症状等
を看過しないということが大事だと思
います。それから、先ほども申し上げ
ましたが、有所見がある場合には必ず
職場のほうの問題を確認して、場合に
よっては職場の改善ということを産業
医としてご意見いただくということが
事業所にとっては重要かと思っており
ます。
　齊藤　産業医にとっても非常に重要
な仕事ということですね。
　山本　そうだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　今回は、過重労働健診という
ことで、竹田先生におうかがいいたし
ます。
　過重労働に関係して時々新聞等で話
題になりますけれども、数としてはど
ういうことになっているのでしょうか。
　竹田　労災の請求あるいはその認定
ということになるのですけれども、だ
いたい年間800～900件ぐらいの請求が
あって、300件から、300件台後半ぐら
いまでの認定の件数が毎年上がってい
るという状況です。
　齊藤　そうしますと、４割ぐらいが
認定ということですか。
　竹田　実際に請求があったうち認定
される率が４割台というのが続いてい
る状況です。
　齊藤　この認定はどこがやるのです
か。
　竹田　労働基準監督署単位で労働基
準監督署長が認定していくというのが
労災の認定の方法なので、各地域にあ
る監督署で行われるということになり
ます。

　齊藤　よく裁判云々という話がマス
コミ等に出ますけれども、認定してく
ださいという裁判と、認定されたあと
の裁判と、両方あるのですか。
　竹田　はい。まず認定されなかった
ケースは、実は再審査というものがあ
って、再審査でも認定されなかった場
合に、訴訟を起こす、行政訴訟と呼ば
れるものが一つあります。もう一つは、
労災とは直接かかわらない損害賠償請
求、民事訴訟ということで、労災を受
けたうえで、あるいは労災とは全く別
に事業者に対して損害賠償を求めると
いう民事訴訟を起こされるケース、こ
の２とおりがあります。
　齊藤　いろいろ問題があるというこ
とで、面接システムができてきている
ということですけれども、これはいつ
頃から始まっているのでしょうか。
　竹田　平成18年に労働安全衛生法が
改正されて、法的な義務が課せられた
のですけれども、その前、平成13年か
ら厚生労働省の通達で、過重労働の健
康障害を防止するための総合対策を実

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

労働衛生コンサルタント事務所オークス所長
竹　田　　透

（聞き手　齊藤郁夫）

過重労働健診
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　齊藤　そうしますと、簡易検査が一
つの目安と考えてもいいのでしょうか。
　山本　そうですね。この中に５項目
で曝露の状況の確認をしておりますけ
れども、その中で疑わしい所見がある
場合には曝露があるのではないかとい
うことを総合的に考えて、次の検査へ
進んでいくということを考えてまいり
ます。
　齊藤　産業医をされている実地医家
の先生が多いと思うのですけれども、
特殊健診についてまとめますとどうで
しょうか。
　山本　特殊健診は、確かに複雑な法
律ですとか健診項目の選定とかがあり
ますが、決してそんなに困難なもので
はありません。非常に重要なポイント
といたしましては、まずは作業の対象

者をきちんと選んで、法律にのっとっ
て健診を進めるということが１点。そ
れから、自覚症状や他覚所見、そうい
ったものも非常に重要な所見ですので、
日常的な症状であっても、自覚症状等
を看過しないということが大事だと思
います。それから、先ほども申し上げ
ましたが、有所見がある場合には必ず
職場のほうの問題を確認して、場合に
よっては職場の改善ということを産業
医としてご意見いただくということが
事業所にとっては重要かと思っており
ます。
　齊藤　産業医にとっても非常に重要
な仕事ということですね。
　山本　そうだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　今回は、過重労働健診という
ことで、竹田先生におうかがいいたし
ます。
　過重労働に関係して時々新聞等で話
題になりますけれども、数としてはど
ういうことになっているのでしょうか。
　竹田　労災の請求あるいはその認定
ということになるのですけれども、だ
いたい年間800～900件ぐらいの請求が
あって、300件から、300件台後半ぐら
いまでの認定の件数が毎年上がってい
るという状況です。
　齊藤　そうしますと、４割ぐらいが
認定ということですか。
　竹田　実際に請求があったうち認定
される率が４割台というのが続いてい
る状況です。
　齊藤　この認定はどこがやるのです
か。
　竹田　労働基準監督署単位で労働基
準監督署長が認定していくというのが
労災の認定の方法なので、各地域にあ
る監督署で行われるということになり
ます。

　齊藤　よく裁判云々という話がマス
コミ等に出ますけれども、認定してく
ださいという裁判と、認定されたあと
の裁判と、両方あるのですか。
　竹田　はい。まず認定されなかった
ケースは、実は再審査というものがあ
って、再審査でも認定されなかった場
合に、訴訟を起こす、行政訴訟と呼ば
れるものが一つあります。もう一つは、
労災とは直接かかわらない損害賠償請
求、民事訴訟ということで、労災を受
けたうえで、あるいは労災とは全く別
に事業者に対して損害賠償を求めると
いう民事訴訟を起こされるケース、こ
の２とおりがあります。
　齊藤　いろいろ問題があるというこ
とで、面接システムができてきている
ということですけれども、これはいつ
頃から始まっているのでしょうか。
　竹田　平成18年に労働安全衛生法が
改正されて、法的な義務が課せられた
のですけれども、その前、平成13年か
ら厚生労働省の通達で、過重労働の健
康障害を防止するための総合対策を実

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

労働衛生コンサルタント事務所オークス所長
竹　田　　透

（聞き手　齊藤郁夫）

過重労働健診
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施するようになっていて、その頃から
取り組まれ始めています。
　齊藤　そうしますと、産業医が面接
しないといけないということが確定し
たのは。
　竹田　平成18年ということです。
　齊藤　基礎に立ち返りまして、労働
者が面接に来るという場合の基準とい
いましょうか、それはどういうことな
のでしょうか。
　竹田　これは労災の認定基準の時間
外の考え方と関連しているのですけれ
ども、１カ月当たり100時間を超える
時間外労働をした場合、かつ疲労の蓄
積があって、労働者が申し出た場合に
は、法的に面接指導を必ず実施しなけ
ればいけないとなっています。それ以
外にも、月80時間を超えた場合には努
力義務として実施するようにとされて
いますし、80時間を超えなくても、独
自に決めた基準でしている事業所もあ
ります。あるいはその80時間の基準に
満たなくても、労働者の方が健康上の
不安を感じて申し出た場合には実施す
るようにという定めになっています。
　齊藤　今、いろいろな勤務形態の方
がいらして、裁量労働の場合はどうな
のでしょうか。
　竹田　働いている方すべてにこのル
ールが適用されますので、裁量労働、
ご自身で仕事の仕方を任されていたと
しても、会社としては働いている時間
を確認する義務がありますし、また管

理職の方の場合も、時間管理はされな
いと言われますが、ご自身で時間管理
をするというルールになっていますの
で、会社としては何時間働いているか
というのは確認できるということにな
り、すべての労働者の方が対象になっ
て、先ほどの基準に適合して対象者を
選定していくことになります。
　齊藤　そうすると、管理職も含む。
さらにその上の人は、役員の人はどう
でしょうか。
　竹田　今のお話は労働安全衛生法に
よるものです。労働安全衛生法という
のは労働者の方を対象にしていますの
で、役員の方、経営者となると、この
法律では対象外になります。ただ、役
員の方を対象に会社独自の仕組みで実
施するということ自体は、会社の考え
方で可能ですので、そういう考え方を
もって実施しても構わないということ
になりますけれども、法律上の枠はあ
くまでも労働者の方ということになり
ます。
　齊藤　正規雇用と非正規雇用では、
非正規の方がだいぶ増えていますね。
そちらのほうは産業医の対象としては
ちょっと違うということになりますか。
　竹田　非正規雇用という形態もいろ
いろあるのですけれども、例えば派遣
労働の場合などは、派遣会社、それか
ら派遣先の会社、両方で労働時間が管
理できる仕組みになっています。そし
て、派遣労働者の方は派遣元の会社に

過重労働の面接等の義務が課せられて
いることになっています。請負会社な
どの場合は、請負会社ごとに実施する
ということになっていますので、非正
規労働であっても、先ほど時間の話を
しましたけれども、法定労働時間に対
してどれだけ超えるかという見方をし
ていきますので、法定労働時間に対し
て、例えば月当たり100時間を超えた
ら、それはどんな事業者であっても、
実施義務が出てきて、非正規雇用であ
っても、事業者に同じような義務がか
かってくるということになります。
　齊藤　面接するときのポイントはど
ういうものがありますか。
　竹田　もともと過重労働対策は脳・
心臓疾患を中心に始まったので、その
リスク、高血圧とか糖尿病、高脂血症、
あるいは健康診断で行っていると、心
電図異常などの問題がないかどうかと
いう視点で見ていく必要があります。
さらにこのような対策を行っていくと、
心の問題、メンタルヘルス不調を訴え
る方が少なからずいらっしゃるという
ことで、現状では脳・心疾患およびメ
ンタルヘルス不調の両方を見ていくこ
とが必要になっています。
　齊藤　そうしますと、まずフィジカ
ルのほうですけれども、血圧、検尿等
を見ていくということでしょうか。
　竹田　そうですね。ただ、100時間
を超えた方がそのたびに検査をすると
いうことは現実的ではなくて、実際に

は年１回、労働安全衛生法で定められ
ている定期健康診断などの結果を使っ
て、その結果で問題がないかどうかを
確認して、その場での検査というのは、
医師が必要だと判断したら、追加して
実施するというパターンが多いと思い
ます。
　齊藤　そうしますと、健診をやって、
高血圧があっても、コントロールでき
ていない人、そういう人たちが来た場
合にちょっと手間取るということです
が、何か対策はありますか。
　竹田　過重労働の面接をする場面で
は、もうすでに過重労働をした方が来
ています。そうすると、リスクを抱え
たまま来るという可能性があるので、
一番適切な対応は、まず定期健康診断
をしっかり受けていただいて、その結
果にしっかり対応していく。もし治療
が必要な方、あるいはコントロールが
よくない方がいらっしゃったら、適切
にコントロールしていただくように受
診勧奨するといったようなことが必要
になると思います。
　齊藤　健診の事後措置でしっかりコ
ントロールするということでしょうか。
　竹田　そうですね。それを基本にし
て一般の健康管理をしていただいたう
えで、さらに実際の過重労働をした方
に対する対応をしていくという順番か
と思います。
　齊藤　喫煙はどうでしょうか。
　竹田　喫煙も脳・心疾患のリスクに
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施するようになっていて、その頃から
取り組まれ始めています。
　齊藤　そうしますと、産業医が面接
しないといけないということが確定し
たのは。
　竹田　平成18年ということです。
　齊藤　基礎に立ち返りまして、労働
者が面接に来るという場合の基準とい
いましょうか、それはどういうことな
のでしょうか。
　竹田　これは労災の認定基準の時間
外の考え方と関連しているのですけれ
ども、１カ月当たり100時間を超える
時間外労働をした場合、かつ疲労の蓄
積があって、労働者が申し出た場合に
は、法的に面接指導を必ず実施しなけ
ればいけないとなっています。それ以
外にも、月80時間を超えた場合には努
力義務として実施するようにとされて
いますし、80時間を超えなくても、独
自に決めた基準でしている事業所もあ
ります。あるいはその80時間の基準に
満たなくても、労働者の方が健康上の
不安を感じて申し出た場合には実施す
るようにという定めになっています。
　齊藤　今、いろいろな勤務形態の方
がいらして、裁量労働の場合はどうな
のでしょうか。
　竹田　働いている方すべてにこのル
ールが適用されますので、裁量労働、
ご自身で仕事の仕方を任されていたと
しても、会社としては働いている時間
を確認する義務がありますし、また管

理職の方の場合も、時間管理はされな
いと言われますが、ご自身で時間管理
をするというルールになっていますの
で、会社としては何時間働いているか
というのは確認できるということにな
り、すべての労働者の方が対象になっ
て、先ほどの基準に適合して対象者を
選定していくことになります。
　齊藤　そうすると、管理職も含む。
さらにその上の人は、役員の人はどう
でしょうか。
　竹田　今のお話は労働安全衛生法に
よるものです。労働安全衛生法という
のは労働者の方を対象にしていますの
で、役員の方、経営者となると、この
法律では対象外になります。ただ、役
員の方を対象に会社独自の仕組みで実
施するということ自体は、会社の考え
方で可能ですので、そういう考え方を
もって実施しても構わないということ
になりますけれども、法律上の枠はあ
くまでも労働者の方ということになり
ます。
　齊藤　正規雇用と非正規雇用では、
非正規の方がだいぶ増えていますね。
そちらのほうは産業医の対象としては
ちょっと違うということになりますか。
　竹田　非正規雇用という形態もいろ
いろあるのですけれども、例えば派遣
労働の場合などは、派遣会社、それか
ら派遣先の会社、両方で労働時間が管
理できる仕組みになっています。そし
て、派遣労働者の方は派遣元の会社に

過重労働の面接等の義務が課せられて
いることになっています。請負会社な
どの場合は、請負会社ごとに実施する
ということになっていますので、非正
規労働であっても、先ほど時間の話を
しましたけれども、法定労働時間に対
してどれだけ超えるかという見方をし
ていきますので、法定労働時間に対し
て、例えば月当たり100時間を超えた
ら、それはどんな事業者であっても、
実施義務が出てきて、非正規雇用であ
っても、事業者に同じような義務がか
かってくるということになります。
　齊藤　面接するときのポイントはど
ういうものがありますか。
　竹田　もともと過重労働対策は脳・
心臓疾患を中心に始まったので、その
リスク、高血圧とか糖尿病、高脂血症、
あるいは健康診断で行っていると、心
電図異常などの問題がないかどうかと
いう視点で見ていく必要があります。
さらにこのような対策を行っていくと、
心の問題、メンタルヘルス不調を訴え
る方が少なからずいらっしゃるという
ことで、現状では脳・心疾患およびメ
ンタルヘルス不調の両方を見ていくこ
とが必要になっています。
　齊藤　そうしますと、まずフィジカ
ルのほうですけれども、血圧、検尿等
を見ていくということでしょうか。
　竹田　そうですね。ただ、100時間
を超えた方がそのたびに検査をすると
いうことは現実的ではなくて、実際に

は年１回、労働安全衛生法で定められ
ている定期健康診断などの結果を使っ
て、その結果で問題がないかどうかを
確認して、その場での検査というのは、
医師が必要だと判断したら、追加して
実施するというパターンが多いと思い
ます。
　齊藤　そうしますと、健診をやって、
高血圧があっても、コントロールでき
ていない人、そういう人たちが来た場
合にちょっと手間取るということです
が、何か対策はありますか。
　竹田　過重労働の面接をする場面で
は、もうすでに過重労働をした方が来
ています。そうすると、リスクを抱え
たまま来るという可能性があるので、
一番適切な対応は、まず定期健康診断
をしっかり受けていただいて、その結
果にしっかり対応していく。もし治療
が必要な方、あるいはコントロールが
よくない方がいらっしゃったら、適切
にコントロールしていただくように受
診勧奨するといったようなことが必要
になると思います。
　齊藤　健診の事後措置でしっかりコ
ントロールするということでしょうか。
　竹田　そうですね。それを基本にし
て一般の健康管理をしていただいたう
えで、さらに実際の過重労働をした方
に対する対応をしていくという順番か
と思います。
　齊藤　喫煙はどうでしょうか。
　竹田　喫煙も脳・心疾患のリスクに
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なるのは間違いないので、できるだけ
禁煙していただくというのが大事なこ
とだと思いますが、例えば過重労働の
面接のときに喫煙に対する指導をしよ
うとしても、ご本人は禁煙をするため
の精神的、時間的な余裕がなかなか持
てないので、そういった場でするとい
うよりは、日常の健康管理活動、やは
り健康診断に関連することで禁煙の指
導をしていくということをしていただ
いたほうが効果的かと思います。
　齊藤　もう一つはメンタルのほうで
すけれども、こちらはどういうポイン
トがありますか。
　竹田　長時間の時間外労働をしてい
る方の中にもやはりメンタルの問題が
出やすいといわれています。ですので、
面接の際に例えばチェックリストなど
を使ってスクリーニングをしていただ
いて、疑わしい、あるいは確認をした
ほうがいいという場合には、専門医の
先生につないで、しっかり判断をして
いただいて、治療が必要な場合は治療
を受けていただく。その必要がない場
合には、そのままコントロールしてい
ただく。それに合わせて仕事の仕方を
決めていっていただくというやり方が

必要だと思います。
　齊藤　そうなりますと、最後の結果
というか、判定になりますけれども、
異常なしの人が多いのでしょうけれど
も、何か問題があった場合には、医師
としてはどういうふうに接していけば
いいのでしょうか。
　竹田　ご本人に受診勧奨するという
以外に、会社に対して就業のコントロ
ールをお願いする。問題がある場合に
は就業を制限する。残業を制限したり
とか、さらに時間外だけではなくて、
場合によってはお休みいただくような
こともあったりすると思います。それ
に加えて、個別のデータではなく、集
団として問題があるようであれば、事
業所全体の時間外労働を減らすような
取り組みをしていただくのが必要かと
思います。
　齊藤　そういった場合には、労働安
全衛生委員会なども使っていくという
ことでしょうか。
　竹田　そうですね。衛生委員会や、
あるいは産業医として事業者に直接意
見を言うというような取り組みが必要
だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　今回は、女性の健康管理とい
うことで、大村先生におうかがいいた
します。
　女性の健診となりますと、どういっ
たものがあるのでしょうか。
　大村　特に、私が担当しております
女性健診は子宮癌と乳癌でして、これ
は職域健診もしくは住民健診などでも、
オプションとして位置づけられている
ことが多いのですけれども、子宮癌、
乳癌とも、日本では最近どんどん増え
ております。したがいまして、この健
診を若い方に受けていただくのが重要
だと考えております。
　齊藤　まず子宮癌ですけれども、若
い女性で増えているのでしょうか。
　大村　はい。特に子宮頸癌、子宮の
入り口のほうの癌です。これはHPVと
いうウイルスによって起こる癌でして、
セックスを開始した方はたいてい一度
は感染しております。ただ、90％以上
は自然に消えてしまいます。
　ただ、このウイルスがずっと居続け
る場合、ウイルスのタイプによっては

発癌に至るケースがありますので、性
交開始年齢が早いほど発癌年齢が低く
なります。日本人では、昔はかなり年
齢層が高いところにピークがあったの
ですが、最近は罹患の年齢層が20～30
代の若い方にシフトしてまいりまして、
それが非常に問題化しております。今、
感染予防ワクチンはできておりますけ
れども、100％ブロックできるわけで
はありませんので。
　齊藤　癌検診というと、中高年以降
というイメージがありますけれども、
ちょっと違うということですね。
　大村　はい。子宮癌も乳癌も、若い
方でも起こりますし、特に子宮癌は妊
娠性を残せる状態で見つけるというの
が一番重要になります。これは特に若
い方で、これからお子さんをつくる方
が進行した子宮癌で見つかってしまい
ますと、これは子宮を取らざるを得な
くなる。したがいまして、早く、前癌
状態で見つけることが肝要だと思いま
す。
　齊藤　子宮頸癌の検診にはどういう

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

こころとからだの元氣プラザ婦人科部長
大　村　峯　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

女性の健康管理
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なるのは間違いないので、できるだけ
禁煙していただくというのが大事なこ
とだと思いますが、例えば過重労働の
面接のときに喫煙に対する指導をしよ
うとしても、ご本人は禁煙をするため
の精神的、時間的な余裕がなかなか持
てないので、そういった場でするとい
うよりは、日常の健康管理活動、やは
り健康診断に関連することで禁煙の指
導をしていくということをしていただ
いたほうが効果的かと思います。
　齊藤　もう一つはメンタルのほうで
すけれども、こちらはどういうポイン
トがありますか。
　竹田　長時間の時間外労働をしてい
る方の中にもやはりメンタルの問題が
出やすいといわれています。ですので、
面接の際に例えばチェックリストなど
を使ってスクリーニングをしていただ
いて、疑わしい、あるいは確認をした
ほうがいいという場合には、専門医の
先生につないで、しっかり判断をして
いただいて、治療が必要な場合は治療
を受けていただく。その必要がない場
合には、そのままコントロールしてい
ただく。それに合わせて仕事の仕方を
決めていっていただくというやり方が

必要だと思います。
　齊藤　そうなりますと、最後の結果
というか、判定になりますけれども、
異常なしの人が多いのでしょうけれど
も、何か問題があった場合には、医師
としてはどういうふうに接していけば
いいのでしょうか。
　竹田　ご本人に受診勧奨するという
以外に、会社に対して就業のコントロ
ールをお願いする。問題がある場合に
は就業を制限する。残業を制限したり
とか、さらに時間外だけではなくて、
場合によってはお休みいただくような
こともあったりすると思います。それ
に加えて、個別のデータではなく、集
団として問題があるようであれば、事
業所全体の時間外労働を減らすような
取り組みをしていただくのが必要かと
思います。
　齊藤　そういった場合には、労働安
全衛生委員会なども使っていくという
ことでしょうか。
　竹田　そうですね。衛生委員会や、
あるいは産業医として事業者に直接意
見を言うというような取り組みが必要
だと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

　齊藤　今回は、女性の健康管理とい
うことで、大村先生におうかがいいた
します。
　女性の健診となりますと、どういっ
たものがあるのでしょうか。
　大村　特に、私が担当しております
女性健診は子宮癌と乳癌でして、これ
は職域健診もしくは住民健診などでも、
オプションとして位置づけられている
ことが多いのですけれども、子宮癌、
乳癌とも、日本では最近どんどん増え
ております。したがいまして、この健
診を若い方に受けていただくのが重要
だと考えております。
　齊藤　まず子宮癌ですけれども、若
い女性で増えているのでしょうか。
　大村　はい。特に子宮頸癌、子宮の
入り口のほうの癌です。これはHPVと
いうウイルスによって起こる癌でして、
セックスを開始した方はたいてい一度
は感染しております。ただ、90％以上
は自然に消えてしまいます。
　ただ、このウイルスがずっと居続け
る場合、ウイルスのタイプによっては

発癌に至るケースがありますので、性
交開始年齢が早いほど発癌年齢が低く
なります。日本人では、昔はかなり年
齢層が高いところにピークがあったの
ですが、最近は罹患の年齢層が20～30
代の若い方にシフトしてまいりまして、
それが非常に問題化しております。今、
感染予防ワクチンはできておりますけ
れども、100％ブロックできるわけで
はありませんので。
　齊藤　癌検診というと、中高年以降
というイメージがありますけれども、
ちょっと違うということですね。
　大村　はい。子宮癌も乳癌も、若い
方でも起こりますし、特に子宮癌は妊
娠性を残せる状態で見つけるというの
が一番重要になります。これは特に若
い方で、これからお子さんをつくる方
が進行した子宮癌で見つかってしまい
ますと、これは子宮を取らざるを得な
くなる。したがいまして、早く、前癌
状態で見つけることが肝要だと思いま
す。
　齊藤　子宮頸癌の検診にはどういう

健康診断の新たなる展望（Ⅰ）

こころとからだの元氣プラザ婦人科部長
大　村　峯　夫

（聞き手　齊藤郁夫）

女性の健康管理
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検診があるのでしょうか。
　大村　子宮頸癌検診の一番の武器は
細胞診と申します。子宮頸部の細胞を
ぬぐい取ってきて、それを顕微鏡で見
て判定する。このやり方が一番体に対
する侵襲性が少なくて、しかもかなり
の精度が保てます。さらにコルポスコ
ープと申しますけれども、拡大鏡を併
用いたしますと、さらに精度が上がり
ますし、例えば良性の子宮筋腫だとか
卵巣囊腫だとかを見つけるために超音
波を併用するのも、癌以外の病気を見
つけるという意味で有用かと思います。
　齊藤　そういうことで、子宮頸癌、
若い女性も含めて見つけていくという
ことですけれども、実際、検診を受け
られている方はどの程度いらっしゃる
のでしょうか。
　大村　私どもの施設は職域検診です
ので、ちょっと事情が違いますけれど
も、公的な、例えば自治体の行ってい
るような子宮癌検診ですと、全国平均
で20％強というところでしょうか。ま
だまだ受けていない方が多いのです。
逆にいえば、これから４倍、５倍の方
が受けていただかなければ、本当の意
味での死亡率は下がらないということ
です。
　齊藤　受ける間隔はどうですか。
　大村　以前は毎年検診を国が指針と
して出しておりましたが、最近は隔年
検診、２年に１回の検診を勧めており
ます。ただ、この解釈がいろいろな団

体によって違いまして、偶数年の人を
受けさせるとか、奇数年の人を受けさ
せる。今年受けたから来年はだめとか、
人によっては、もしかすると受け損な
うと２、３年受けられないということ
になってしまいまして、非常に設定が
難しいのですけれども、一応基本２年
に１回ということになっております。
ただし、私どもは毎年のほうがベスト
だとは考えております。
　齊藤　そうですね。忘れてしまうと
か、何らかのかたちで受け損なってし
まう方がいらっしゃるわけですね。
　さて、それでは体癌のほうはどうな
のでしょうか。
　大村　体癌は少し頸癌と性質が違い
まして、年齢はだいたい40代の後半以
降に好発いたします。いってみれば、
閉経前後より上の方です。これは少し
頸癌とは違いまして、前駆症状が出ま
す。前癌状態から、長い不正出血が起
こるという前駆症状が出ますので、そ
れを目安にして検診をしても間に合う
可能性が高いと考えております。
　ただ、子宮の中に器具を挿入すると
いう操作が必要ですので、安易にやり
ますと、ある程度の危険性を伴うこと
があります。国のほうもそれを気にし
ておりまして、医師が必要と思われる
場合、安全に施行できると考えるなら
ばやってよろしいですよと。ただ、そ
うでないならば、高次の医療機関に紹
介するほうがいいですよと、そういう

指針を出しております。
　齊藤　検診の流れではなくて、婦人
科でやるのもよいということですね。
　大村　そうですね。
　齊藤　増えてきているわけですね。
　大村　子宮体癌は、かつてに比べま
して随分増えております。30年ほど前
ですと、全子宮癌のうちの数％が子宮
体癌といわれておりました。今は50％
前後まで増えていると思います。
　齊藤　これは細胞診をやるわけです
ね。それが少したいへんだということ
でしょうか。
　大村　はい。それと、子宮体癌の細
胞診は頸癌の細胞診より判定が少し難
しいという傾向がありまして、偽陰性、
偽陽性も少なからず見られます。100
％正しいということではないのです。
それもありまして、欧米では子宮体癌
の細胞診検査はあまりやられていませ
ん。ほとんど日本ぐらいです。ただ、
やり方によってはかなり精度が高く保
てると思いますし、極端な危険を伴う
わけでもありませんから、なるべく受
けていただきたいとは思っております。
　齊藤　画像診断ではいけないのでし
ょうか。
　大村　ある程度進行した癌ですと、
もちろんCT、MRIでも見つかります。
ただ、私どもが使っております経膣超
音波、膣の中に入れる超音波ですが、
これで子宮の中の内膜の厚みを測るこ
とでも、ある程度の予測がつく場合が

あります。例えば、超音波を使いまし
て、閉経後の女性で５㎜以上の厚みが
ある場合、これは何らかの異常が子宮
の中に生じている可能性が高いという
ことで、例えばそれで出血を伴うよう
な症状があれば、必ず子宮体癌検査は
しますし、それでなくても、体癌検査
を勧めて中の検索をすることは有用だ
と思います。
　齊藤　次に乳癌ですけれども、これ
も増えてきているということですね。
　大村　非常にこれも増えております。
何が原因かははっきりわかりませんけ
れども、よくいわれるのは食事の欧米
化、それから肥満、こういった成人病
が関係している可能性はあると思いま
す。それから、お子様をたくさんつく
らなくなったというのも、エストロゲ
ンの刺激による腫瘍ということから考
えますと、可能性はあると思います。
　齊藤　年齢層はどうでしょう。
　大村　乳癌は、日本人でのピークは
40代の後半にあります。ただ、20代、
30代の若い方でも、珍しいというほど
少なくはありません。
　齊藤　さて、実際に検診を行う場合
に、どういった方法で行われますか。
　大村　乳癌検診のアイテムは、従来
からやられております視触診、さわっ
て腫瘍を見つける、腫瘤を見つける。
それと、この何年かはマンモグラフィ
併用検診と申しまして、レントゲンを
使った石灰化の検出、腫瘤の検出を併
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用すると、非常に精度が高く発見でき
るということがわかっておりますので、
今、国の指針でもマンモグラフィ併用
検診を40代以上の方には勧められてお
ります。
　齊藤　これは毎年やったほうがいい
のでしょうか。
　大村　非常に微量の放射線ですので、
私どもは毎年をお勧めしておりますが、
少なくとも２年に１回はお受けになっ
ていただいたほうがいいと思います。
　齊藤　これは40代以降では死亡率が
下がるというエビデンスがあるわけで
すね。
　大村　そうです。お若い方は非常に
乳腺濃度が高くて、マンモグラフィの
微量の線量ですと真っ白に映ってしま
います。そこに白い異常を見つけると
いうのは非常に精度が落ちるわけです。
それが40代以降になりますと、だんだ
ん脂肪濃度に変わってまいりまして、
見つけやすくなりますし、乳癌の発生
頻度が高いのもやはり40代以降ですか
ら、40代以降にはかなりエビデンスが
ある検査ということになります。
　齊藤　マンモグラフィがよいと。そ
れから超音波も使われるそうですね。
　大村　超音波はもともと腫瘤を発見
するのには非常にいいアイテムだとい
うのはわかっております。ただし、今
のところ、超音波検診を行いますと、
死亡率が下がるというエビデンスがは
っきり表れた論文がないのです。した

がって、今、厚生労働省のほうでそれ
を大規模スタディとして行っておりま
して、近いうちにその結論が出るので
はないかと思います。そういたします
と、今、マンモグラフィの併用検診を
40代からとお話ししましたが、積み残
しになっている20代、30代のお若い方
にも超音波検診を受けていただけるよ
うな状態になるかもわかりません。ま
だ結論が出ておりませんので、はっき
りはわかりませんが。
　齊藤　マンモグラフィと超音波の長
所、短所はどうですか。
　大村　それぞれ特徴がございまして、
マンモグラフィは石灰化と申します、
カルシウムの小さい粒が癌の部分に集
まるのを発見するのが得意です。ただ
し、囊胞とか腫瘤はあまり得意ではあ
りません。超音波は、それに反しまし
て、腫瘤とか囊胞を発見するのが非常
に得意です。それぞれ補完する性能が
ありますので、お金の面さえクリアで
きれば、両方受けていただくのがベス
トだと思います。
　従来から行われております視触診は、
精度は低いんですけれども、患者さん
と直接お話をしながらさわりますので、
自己検診を勧めるという教育の場にも
使えます。あとは、乳汁という乳首か
らの分泌物でわかる癌もまれにありま
すので、そういったものを発見するの
にも有用だと思います。
　齊藤　乳癌も増えているということ

で、ぜひ皆さんに受けていただきたい
ということでしょうか。
　大村　ぜひ毎年受けていただきたい

と思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

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56巻７月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、８篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「健康診断の新たなる展望」シリーズの第

１回目として、６篇を収録いたしました。
※〔海外文献紹介〕欄には、糖尿病・動脈硬化の２篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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