
　山内　磯崎先生、まず、このような
症例をごらんになったときに、何を考
えられるでしょうか。
　磯崎　この検査の所見からですと、
TSH（甲状腺刺激ホルモン）が正常を
超えているということと、FT４が正
常ということで、いわゆる潜在性甲状
腺機能低下症ということになります。
潜在性甲状腺機能低下症といいますと、
定義としては、慢性的に甲状腺ホルモ
ンの分泌が低下して、結果、TSHが正
常を超えて、しかしながらFT４は正
常を示すという状態なのです。しかし、
ほかの疾患でも一過性にこういうこと

を示すことがあります。このような病
態を鑑別しながら、診断と治療を進め
るのが大切ということになっておりま
す。日本甲状腺学会でも、診断と治療
法について、いろいろな先生が尽力な
さってガイドラインが作成されました。
　どのような機序で潜在性甲状腺機能
低下症になるかということですが、
徐々にホルモンが下がってきますと、
普通は、血中の甲状腺ホルモン自体は
正常に保たれているのですが、甲状腺
ホルモンの過不足に下垂体が一番敏感
に反応します。TSHの転写というのは、
甲状腺ホルモンが多いと転写が少なく
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　甲状腺機能低下症の治療の適応についてご教示ください。
　68歳の高血圧症、糖尿病を持っている女性の患者さんです。特別な自覚症状
はなくBP140/80前後、HbA1C6.2％くらいで降圧剤のみ服用しております。身長
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　甲状腺機能検査でTSH8.42μU/㎖（正常値0.47〜4.07）、FT４  0.95ng/㎗（正
常値0.81〜1.38）で、TSHの上昇のみが見られます。ホルモン補充療法の適応
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いうことで注目を浴びてきたわけです。
　どんな人を治療したらいいのかとい
うことで、いろいろな議論が起こって
きたのですけれども、一番欧米でいわ
れているのは妊婦です。アメリカで妊
娠中に甲状腺機能低下症があったお母
さんから生まれた子ですと、10歳くら
いのときに知能指数が平均より５点ぐ
らい悪かったということが報告されま
した。ほんのちょっとの差なのですけ
れども、そういう報告があると、その
子の人生に影響を与えるのではないか
という心配が起こります。
　しかしながら、日本ではヨードの不
足がないので、日本でそういうことは
起こらないのですけれども、世界的に
同じ基準でやっていこうということも
ありますので、妊婦の場合は日本のガ
イドラインでも、すぐ治療したほうが
いいのではないかということに落ち着
きました。
　山内　治療自体の有益性といいます
か、これに関するエビデンスはいかが
なのでしょう。
　磯崎　有益性に関してが一番問題で、
いろいろな論文がありまして、あまり
差がなかったというのがけっこう多い
のです。しかしながら、よくよく考え
てみますと、もともとすごく軽度な異
常なので、科学的に有意差を出すこと
ができるかというと、かなり難しいと
いうことが予想されます。悪いことが
なければ、補正して、なるべくいいほ

うに持っていくというのも一つの考え
方ではないかという意見が出てきまし
た。
　山内　その考え方に近いのでしょう
が、積極的な治療を始める前に、例え
ばフォローアップしていくとかいった
取り組みについてはいかがでしょう。
　磯崎　まず、潜在性甲状腺機能低下
症が長く続くものか、ほんの一瞬で終
わってしまうものかということで、１～
３カ月ぐらいあとに再検して、続くも
のかどうかを見るということが一つは
大切だといわれています。
　あとは、ヨードの過剰摂取によって
甲状腺機能低下症が起こります。日本
ですとそういう人たちが含まれている
ので、必ずヨードの過剰摂取がないか
どうか聞くということがあります。
　あとは、lowT３症候群など、何かほ
かの病気があると同じような病態を示
すので、そういうことがないかどうか。
　あとは、ガイドラインで原因とか年
齢とか症状とか、そういうことでプロ
トコルがつくられています。
　ですから、初めに一過性かどうか、
ヨードの過剰摂取がないか、非甲状腺
疾患によるTSHの上昇ではないかとい
うことを除外することが非常に重要と
考えられております。
　山内　基本的な診断の手順は甲状腺
機能低下症にほぼ準ずると考えてよろ
しいわけですね。
　磯崎　軽度の低下症と考えます。

なって、少ないと多くなるということ
で、非常に敏感な調節を受けておりま
す。そのため、少し甲状腺ホルモンが
少ないだけでも、TSHが上がってくる。
さらに少なくなると、下垂体で甲状腺
ホルモンが少なくなって、血中のTSH
もかなり上がってくるという状態にな
ります。この患者さんでは軽度なホル
モンの不足があり、TSHが上昇してい
る可能性が考えられます。
　山内　基本的には軽症の状態ととら
えてかまわないということですね。
　磯崎　そうですね。軽症の甲状腺機
能低下症ということです。こういう患
者さんはけっこう多いということがわ
かってきました。例えば今、住民健診
とか人間ドックとかありますが、高脂
血症などが問題になって、その原因と
しての甲状腺機能低下症を発見するた
めドックで、TSHとか遊離型甲状腺ホ
ルモンを測ることが最近多くなってま
いりました。そうしますと、４～10％ぐ
らい、こういう潜在性甲状腺機能低下
症の患者さんが発見されることがわか
りました。では、どうしたらいいかと
いうことで、日本甲状腺学会でもガイ
ドラインをつくったといういきさつが
あります。
　山内　住民健診や人間ドックで測れ
ばよろしいのでしょうが、なかなかコ
ストの高い検査ですから、まず他の、
一般に測られている検査で甲状腺機能
異常を疑うとすると、どういったもの

がよろしいでしょうか。
　磯崎　例えば、LDLコレステロール
が高いということで甲状腺機能低下症
が発見されることがあるのですけれど
も、その場合はかなりLDLコレステロ
ールが高くて、甲状腺機能低下症の程
度もひどいということになっています。
ですから、このような軽度のものとい
うのは、症状とかそういうことではな
くて、測ってみないとわからない。も
ともとは、例えばアメリカなどでいろ
いろなサーベイで住民健診をしたとか、
日本で有名なものとしては、原爆で被
ばくした長崎で全員、甲状腺ホルモン
を測ってみたとか、そういうことで発
見された患者さんですと、LDLコレス
テロールが高い。あとは、男性ですと
心臓血管死が多かったというようなこ
とが報告され、注目を浴びました。そ
れで、例えばオプションとして、人間
ドックで測っているところが多くなり
ました。
　山内　潜在性甲状腺機能低下症の病
的な意義に関しては、少しわかってき
たのでしょうか。
　磯崎　だんだん大規模なスタディと
かでわかってきまして、昔はこの程度
の異常はあまり治療の対象とはならな
くて、ほうっておいてもいいのだとい
う意見が大勢だったのですけれども、
しかしながら、そういう軽度な方でも、
LDLコレステロールが有意に高くなる
とか、あとは心臓血管死が多かったと
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いうことで注目を浴びてきたわけです。
　どんな人を治療したらいいのかとい
うことで、いろいろな議論が起こって
きたのですけれども、一番欧米でいわ
れているのは妊婦です。アメリカで妊
娠中に甲状腺機能低下症があったお母
さんから生まれた子ですと、10歳くら
いのときに知能指数が平均より５点ぐ
らい悪かったということが報告されま
した。ほんのちょっとの差なのですけ
れども、そういう報告があると、その
子の人生に影響を与えるのではないか
という心配が起こります。
　しかしながら、日本ではヨードの不
足がないので、日本でそういうことは
起こらないのですけれども、世界的に
同じ基準でやっていこうということも
ありますので、妊婦の場合は日本のガ
イドラインでも、すぐ治療したほうが
いいのではないかということに落ち着
きました。
　山内　治療自体の有益性といいます
か、これに関するエビデンスはいかが
なのでしょう。
　磯崎　有益性に関してが一番問題で、
いろいろな論文がありまして、あまり
差がなかったというのがけっこう多い
のです。しかしながら、よくよく考え
てみますと、もともとすごく軽度な異
常なので、科学的に有意差を出すこと
ができるかというと、かなり難しいと
いうことが予想されます。悪いことが
なければ、補正して、なるべくいいほ

うに持っていくというのも一つの考え
方ではないかという意見が出てきまし
た。
　山内　その考え方に近いのでしょう
が、積極的な治療を始める前に、例え
ばフォローアップしていくとかいった
取り組みについてはいかがでしょう。
　磯崎　まず、潜在性甲状腺機能低下
症が長く続くものか、ほんの一瞬で終
わってしまうものかということで、１～
３カ月ぐらいあとに再検して、続くも
のかどうかを見るということが一つは
大切だといわれています。
　あとは、ヨードの過剰摂取によって
甲状腺機能低下症が起こります。日本
ですとそういう人たちが含まれている
ので、必ずヨードの過剰摂取がないか
どうか聞くということがあります。
　あとは、lowT３症候群など、何かほ
かの病気があると同じような病態を示
すので、そういうことがないかどうか。
　あとは、ガイドラインで原因とか年
齢とか症状とか、そういうことでプロ
トコルがつくられています。
　ですから、初めに一過性かどうか、
ヨードの過剰摂取がないか、非甲状腺
疾患によるTSHの上昇ではないかとい
うことを除外することが非常に重要と
考えられております。
　山内　基本的な診断の手順は甲状腺
機能低下症にほぼ準ずると考えてよろ
しいわけですね。
　磯崎　軽度の低下症と考えます。

なって、少ないと多くなるということ
で、非常に敏感な調節を受けておりま
す。そのため、少し甲状腺ホルモンが
少ないだけでも、TSHが上がってくる。
さらに少なくなると、下垂体で甲状腺
ホルモンが少なくなって、血中のTSH
もかなり上がってくるという状態にな
ります。この患者さんでは軽度なホル
モンの不足があり、TSHが上昇してい
る可能性が考えられます。
　山内　基本的には軽症の状態ととら
えてかまわないということですね。
　磯崎　そうですね。軽症の甲状腺機
能低下症ということです。こういう患
者さんはけっこう多いということがわ
かってきました。例えば今、住民健診
とか人間ドックとかありますが、高脂
血症などが問題になって、その原因と
しての甲状腺機能低下症を発見するた
めドックで、TSHとか遊離型甲状腺ホ
ルモンを測ることが最近多くなってま
いりました。そうしますと、４～10％ぐ
らい、こういう潜在性甲状腺機能低下
症の患者さんが発見されることがわか
りました。では、どうしたらいいかと
いうことで、日本甲状腺学会でもガイ
ドラインをつくったといういきさつが
あります。
　山内　住民健診や人間ドックで測れ
ばよろしいのでしょうが、なかなかコ
ストの高い検査ですから、まず他の、
一般に測られている検査で甲状腺機能
異常を疑うとすると、どういったもの

がよろしいでしょうか。
　磯崎　例えば、LDLコレステロール
が高いということで甲状腺機能低下症
が発見されることがあるのですけれど
も、その場合はかなりLDLコレステロ
ールが高くて、甲状腺機能低下症の程
度もひどいということになっています。
ですから、このような軽度のものとい
うのは、症状とかそういうことではな
くて、測ってみないとわからない。も
ともとは、例えばアメリカなどでいろ
いろなサーベイで住民健診をしたとか、
日本で有名なものとしては、原爆で被
ばくした長崎で全員、甲状腺ホルモン
を測ってみたとか、そういうことで発
見された患者さんですと、LDLコレス
テロールが高い。あとは、男性ですと
心臓血管死が多かったというようなこ
とが報告され、注目を浴びました。そ
れで、例えばオプションとして、人間
ドックで測っているところが多くなり
ました。
　山内　潜在性甲状腺機能低下症の病
的な意義に関しては、少しわかってき
たのでしょうか。
　磯崎　だんだん大規模なスタディと
かでわかってきまして、昔はこの程度
の異常はあまり治療の対象とはならな
くて、ほうっておいてもいいのだとい
う意見が大勢だったのですけれども、
しかしながら、そういう軽度な方でも、
LDLコレステロールが有意に高くなる
とか、あとは心臓血管死が多かったと
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　山内　そのプロトコルの中で、TSH
の値に関して、どのぐらいのあたりか
ら少し注意したほうがいいとか、そう
いったものはありますか。
　磯崎　潜在性というと、普通はTSH
10μU/㎖以下のことが多いのですけれ
ども、もし10を超えるようなことがあ
れば、いくらFT４が正常下限でも、
その時点で治療してもいいのではない
かということがあります。あとは、そ
んなに急ぐ病気ではないので、何回か
再検してからということで、妊婦以外
はすぐ治療しなくてもよろしいのでは
ないかということになっております。
　山内　最後に、この患者さんに戻り
ますが、この患者さんではどういった
ことに注意して先生はご覧になります
か。
　磯崎　この患者さんでは、ガイドラ
インによりますと、妊娠予定とか、そ
ういうことは年齢からいってないので、
すぐにはいらないということで、ヨー
ドの過剰摂取があるかないか。あと、
血中のLDLコレステロールが高いかど
うか。あと、橋本病がありますと甲状

腺機能低下症に陥る可能性が高いので、
甲状腺腫とか自己抗体、あとは症状と、
１～３カ月後に再検してから決めるの
で十分よいのではないかと思います。
　山内　最後に治療に関して少し具体
的におうかがいしたいのですが。
　磯崎　治療は、少量の甲状腺を補充
するということにガイドラインではな
っています。通常は25～50μgのサイロ
キシンです。治療によるベネフィット
としては、この患者さんですと糖代謝
とか肥満の改善が少しできる。あと、
高血圧症もあるので、心臓血管死のリ
スクが少しでも下がることが期待され
ます。
　山内　ありがとうございました。

１．小澤安則、阿部好文、網野信行、芦
沢潔人、生山祥一郎、磯崎収 他   日
本甲状腺学会   Subclinical hypothy-
roidism 潜在性甲状腺機能低下症の
診断と治療の手引き 2008年案   ホル
モンと臨床56巻706-724、2008

２．磯崎収　潜在性甲状腺機能異常　日
本内科学会雑誌99巻707-712、2010

遊離サイロキシン（FT４）の変化に伴うTSHの変化と機能分類

潜在性甲状腺機能低下症の診断と治療のガイドライン
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　山内　そのプロトコルの中で、TSH
の値に関して、どのぐらいのあたりか
ら少し注意したほうがいいとか、そう
いったものはありますか。
　磯崎　潜在性というと、普通はTSH
10μU/㎖以下のことが多いのですけれ
ども、もし10を超えるようなことがあ
れば、いくらFT４が正常下限でも、
その時点で治療してもいいのではない
かということがあります。あとは、そ
んなに急ぐ病気ではないので、何回か
再検してからということで、妊婦以外
はすぐ治療しなくてもよろしいのでは
ないかということになっております。
　山内　最後に、この患者さんに戻り
ますが、この患者さんではどういった
ことに注意して先生はご覧になります
か。
　磯崎　この患者さんでは、ガイドラ
インによりますと、妊娠予定とか、そ
ういうことは年齢からいってないので、
すぐにはいらないということで、ヨー
ドの過剰摂取があるかないか。あと、
血中のLDLコレステロールが高いかど
うか。あと、橋本病がありますと甲状

腺機能低下症に陥る可能性が高いので、
甲状腺腫とか自己抗体、あとは症状と、
１～３カ月後に再検してから決めるの
で十分よいのではないかと思います。
　山内　最後に治療に関して少し具体
的におうかがいしたいのですが。
　磯崎　治療は、少量の甲状腺を補充
するということにガイドラインではな
っています。通常は25～50μgのサイロ
キシンです。治療によるベネフィット
としては、この患者さんですと糖代謝
とか肥満の改善が少しできる。あと、
高血圧症もあるので、心臓血管死のリ
スクが少しでも下がることが期待され
ます。
　山内　ありがとうございました。

１．小澤安則、阿部好文、網野信行、芦
沢潔人、生山祥一郎、磯崎収 他   日
本甲状腺学会   Subclinical hypothy-
roidism 潜在性甲状腺機能低下症の
診断と治療の手引き 2008年案   ホル
モンと臨床56巻706-724、2008

２．磯崎収　潜在性甲状腺機能異常　日
本内科学会雑誌99巻707-712、2010

遊離サイロキシン（FT４）の変化に伴うTSHの変化と機能分類

潜在性甲状腺機能低下症の診断と治療のガイドライン
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　山内　吉川先生、β-ブロッカー（β
遮断薬）は、一時少し使われることが
減りましたが、また再評価されている
ようです。
　β-ブロッカーをARBあるいはCa拮
抗薬に代えて、あえて第一選択とすべ
きなのはどういった症例でしょうかと
いうことからうかがいたいのですが。
　吉川　一般的に高血圧の患者さんの
場合に、ARBとかCa拮抗薬は使いやす
いので、第一選択で使われることが多
いのですが、心臓の合併症を持ってい
るような患者さんの場合、特に虚血性

心疾患ですとか心不全、あるいは心機
能の低下があるような、こういう患者
さんの場合にはβ遮断薬を最初に使っ
たほうがいいのではないかと思ってい
ます。
　山内　そうしますと、そういったケ
ースでは、むしろARBやCa拮抗薬はあ
とから追加するというかたちになると
見てよろしいわけですか。
　吉川　そうですね。ARBは心臓にも
いいといわれていますので、ARBと
β-ブロッカーはわりと並列の位置に
あるのですけれども、Ca拮抗薬はあと

で必要があれば追加するというかたち
だろうと思います。
　山内　２番目の質問の、心不全に対
して投与すると、一時的に心機能の悪
化をみる症例を経験しますが、それを
避ける方法はということですが、これ
はいかがでしょうか。
　吉川　ご存じのように、β遮断薬は                               
一時的に心機能を悪化させる作用があ
りますので、心不全の方に使い始める
ときには十分な注意が必要ですし、通
常、高血圧などで使う量の1/8ぐらい
の量から始めます。どのβ遮断薬も心
機能を低下させる作用はあるのですけ
れども、β遮断薬の種類によって、低
下する作用が弱いβ遮断薬と強いβ遮
断薬とがありますので、その辺を使い
分けて、心機能が非常に悪いような患
者さんの場合には、心機能を悪くする
ような作用の少ないβ遮断薬を使うべ
きだと思います。
　山内　具体的に先生はどういった薬
を使われていらっしゃいますか。
　吉川　心不全で今保険適用されてい
るのはカルベジロールとビソプロロー
ルというβ遮断薬ですが、心機能の低
下を最小限にとどめたい場合にはカル
ベジロールを使ったほうがいいのでは
ないかと思います。
　山内　この場合、例えばわれわれは
ついBNPなどの指標に頼ってしまいま
すが、こういった検査指標の値で量を
調節することはあるのでしょうか。

　吉川　あります。BNPが200以下の
場合ですとβ遮断薬をわりと安心して
使えるのですが、200を超えてくると
注意が必要で、特に500を超える場合
には細心の注意が必要だといわれてい
ます。したがって、BNPを指標にして、
さじ加減をしているというのが現状で
す。
　山内　非常に少量から使うというこ
とでしたが、例えば心不全の患者さん
で血圧がかなり高い、こういったケー
スになりますと、血圧の下がりがあま
りよくないかもしれないということが
予想されます。この場合は多少時間を
置いて、あとから、先ほどの例えば
ARBなどの追加といったかたちになる
のでしょうか。
　吉川　心機能が低下していて血圧が
非常に高い場合には、β遮断薬を初期
量を使いながら、一緒にARBか、ある
いはCa拮抗薬を使っていくことになる
かと思います。
　山内　その場合は初期量からという
ことですね。
　吉川　ARBかCa拮抗薬は初期量で
いいのではないかと思います。
　山内　やはりβ-ブロッカーはかなり
抑えて使う。
　吉川　そうですね。いくら血圧が高
くても、人によって反応性が強い人が
いますので、心機能が急速に悪くなっ
て危ない思いをしますので、やはり量
は加減して使ったほうがいいと思いま

β-ブロッカー

榊原記念病院循環器内科部長
吉　川　　勉

（聞き手　山内俊一）

　β-ブロッカーについて以下の点をご教示ください。
　１．現在ARBやCa拮抗薬を第一選択とすることが多いが、β-ブロッカーを第

一選択とすべきなのはどのような症例か。
　２．心不全に対して投与すると一時的に心機能の悪化をみる症例を経験する

が、それを避ける方法は。
　３．虚血性心疾患の中ではどのような症例に投与すべきか。
　４．心房細動に対してはどのβ-ブロッカーも有効か。
　５．高齢者、腎機能低下者に対して投与する際の注意点。
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で必要があれば追加するというかたち
だろうと思います。
　山内　２番目の質問の、心不全に対
して投与すると、一時的に心機能の悪
化をみる症例を経験しますが、それを
避ける方法はということですが、これ
はいかがでしょうか。
　吉川　ご存じのように、β遮断薬は                               
一時的に心機能を悪化させる作用があ
りますので、心不全の方に使い始める
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を使われていらっしゃいますか。
　吉川　心不全で今保険適用されてい
るのはカルベジロールとビソプロロー
ルというβ遮断薬ですが、心機能の低
下を最小限にとどめたい場合にはカル
ベジロールを使ったほうがいいのでは
ないかと思います。
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す。
　山内　次の質問ですが、虚血性心疾
患の中ではどのような症例に投与すべ
きかということですが。
　吉川　虚血性心疾患にβ遮断薬はな
べて有用であるといわれておりますけ
れども、特にその中でも、狭心症の症
状があって脈拍が速いような患者さん、
あるいは血圧が高いような患者さん、
こういう患者さんにはβ遮断薬を使う
べきだと思います。あとは、心筋梗塞
の既往のある方、心機能の低下のある
ような患者さん、心室性不整脈が出て
いるような患者さん、こういう患者さ
んにはβ遮断薬を特に積極的に使った
ほうがいいと思います。
　山内　この場合の使用量はいかがな
のでしょうか。
　吉川　心機能がどの程度悪いかとい
うことによると思いますので、先ほど
のような心不全の患者さんですと、1/8
ぐらいの量にしないといけませんし、
心機能が保たれている場合には少し量
を増やしても、初期量は少し多くても
かまわないと思います。
　山内　それでも、通常の初期量より
はやや少なめということですね。
　吉川　そうですね。高血圧の患者さ
んに使うような量よりも、半分か、1/4
ぐらいに、症例ごとに加減しているの
が現状です。
　山内　狭心症の患者さんに対しては、
どちらかというと積極的に使っていっ

たほうがいいと考えてよろしいですか。
　吉川　労作性狭心症の場合は積極的
に使っていったほうがいいと思います。
ただ、日本人では冠攣縮性狭心症とい
うような状態もありますので、こうい
う場合はβ遮断薬を使うと悪くなる場
合もあるといわれています。動いたり
して狭心症の症状が起きる典型的な狭
心症の場合にはβ遮断薬を使ったほう
がよろしいと思います。
　山内　この場合も、先ほどと同じよ
うな系統のβ-ブロッカーが適応と考
えてよろしいのでしょうか。
　吉川　狭心症に対するβ遮断薬につ
いては、特に先ほどのβ遮断薬にこだ
わらなくてよいと思いますが、β1選択
性の遮断薬が使いやすいと思います。
ご高齢の方ですと、いろいろな合併症
などを持っておりますので、選択性の
遮断薬であれば、そんなに大きな違い
はないだろうと思います。
　ただ、昔、水溶性のβ遮断薬がわり
と好まれていたのですが、最近は脂溶
性のβ遮断薬のほうがいいのだという
意見が強くなってきています。いろい
ろな登録研究とかを見ると、脂溶性の
ほうが水溶性よりよかったというデー
タが出てきました。脂溶性β遮断薬に
は心室性不整脈を予防する効果が強い
といわれます。
　山内　脂溶性といいますと、具体的
には。
　吉川　水溶性はアテノロールという

β遮断薬がよく使われていたのですが、
それよりも、カルベジロール、あるい
はビソプロロール、この辺がよろしい
というふうに、少し考え方が変わって
きつつあります。
　山内　次の質問もそれに少し絡むの
かもしれません。心房細動に対しては
どのβ-ブロッカーも有効かというこ
とで、ちょうど今、不整脈の話が出て
まいりました。この質問はいかがでし
ょうか。
　吉川　心房細動に対してもβ遮断薬
は非常に有用でして、初期から使えと
いうことにガイドラインではなってお
りますし、その中でもβ1選択性の遮断
薬、特にビソプロロールが有用だとい
うことがいわれております。したがっ
て、現時点でβ遮断薬を心房細動に最
初に使うとすれば、ビソプロロールか
なと思います。
　山内　この場合は血圧との関連もあ
るわけですね。
　吉川　ありますね。
　山内　血圧が高い方と正常値以下の
ケースですと、やはり量の調整という
ことになるのでしょうか。
　吉川　血圧が高くて心房細動がある
と、わりと安心してβ遮断薬を使える
のですが、心機能が悪いような患者さ
んもおられますので、こういう場合で
すと先ほどのような量の調整が必要に
なってきます。どうなったらこうする
というのは、はっきりと決まっていな

いのですけれども、大まかには心不全
があれば1/8、なければ通常量もしく
は半分という感じで、あとは個別に対
応するというふうにやっています。
　山内　最後の質問も個別の細かい対
応になると思いますが、高齢者、腎機
能低下者に対して投与する際の注意点、
これもよく出てくる質問ですが、まず
高齢者はいかがでしょう。
　吉川　高齢者ですと、量をどうする
という、あまりはっきりしたものはな
いのですけれども、やはり高齢者で気
をつけなければいけないのは、いろい
ろな合併症を持っていて、特に肺気腫
などが隠れているケースが多くありま
す。したがって、そういう場合ですと、
β1選択性遮断薬を選択しなければい
けませんので、ビソプロロールがそう
いう場合にはいいのではないかと思い
ます。
　高齢者で量を調整するかというと、
少し加減はしていますけれども、あま
り根拠のある研究などはありませんの
で、その辺の合併症を考えながら、使
う量とか、あるいはβ遮断薬の種類を
選んでいるというのが現状だろうと思
います。
　山内　腎機能低下はいかがでしょう。
　吉川　腎機能もやはり選ぶβ遮断薬
が変わってきます。腎機能の低下とい
うのは、β遮断薬は概してあまり使わ
ないほうがいいといわれていたのです
が、腎機能が低下している患者さんに
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す。
　山内　次の質問ですが、虚血性心疾
患の中ではどのような症例に投与すべ
きかということですが。
　吉川　虚血性心疾患にβ遮断薬はな
べて有用であるといわれておりますけ
れども、特にその中でも、狭心症の症
状があって脈拍が速いような患者さん、
あるいは血圧が高いような患者さん、
こういう患者さんにはβ遮断薬を使う
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ぐらいの量にしないといけませんし、
心機能が保たれている場合には少し量
を増やしても、初期量は少し多くても
かまわないと思います。
　山内　それでも、通常の初期量より
はやや少なめということですね。
　吉川　そうですね。高血圧の患者さ
んに使うような量よりも、半分か、1/4
ぐらいに、症例ごとに加減しているの
が現状です。
　山内　狭心症の患者さんに対しては、
どちらかというと積極的に使っていっ

たほうがいいと考えてよろしいですか。
　吉川　労作性狭心症の場合は積極的
に使っていったほうがいいと思います。
ただ、日本人では冠攣縮性狭心症とい
うような状態もありますので、こうい
う場合はβ遮断薬を使うと悪くなる場
合もあるといわれています。動いたり
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などを持っておりますので、選択性の
遮断薬であれば、そんなに大きな違い
はないだろうと思います。
　ただ、昔、水溶性のβ遮断薬がわり
と好まれていたのですが、最近は脂溶
性のβ遮断薬のほうがいいのだという
意見が強くなってきています。いろい
ろな登録研究とかを見ると、脂溶性の
ほうが水溶性よりよかったというデー
タが出てきました。脂溶性β遮断薬に
は心室性不整脈を予防する効果が強い
といわれます。
　山内　脂溶性といいますと、具体的
には。
　吉川　水溶性はアテノロールという
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ろな合併症を持っていて、特に肺気腫
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す。したがって、そういう場合ですと、
β1選択性遮断薬を選択しなければい
けませんので、ビソプロロールがそう
いう場合にはいいのではないかと思い
ます。
　高齢者で量を調整するかというと、
少し加減はしていますけれども、あま
り根拠のある研究などはありませんの
で、その辺の合併症を考えながら、使
う量とか、あるいはβ遮断薬の種類を
選んでいるというのが現状だろうと思
います。
　山内　腎機能低下はいかがでしょう。
　吉川　腎機能もやはり選ぶβ遮断薬
が変わってきます。腎機能の低下とい
うのは、β遮断薬は概してあまり使わ
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が、腎機能が低下している患者さんに
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β遮断薬を使っても有用だというデー
タもかなり蓄積されてきましたので、
そういう場合にはカルベジロールのほ
うが、どちらかというとビソプロロー
ルよりも腎機能低下作用が若干少ない。
それ以外の昔から使ってきた非選択性

のβ遮断薬はもっと腎機能を悪くする
といわれています。そういうことで、
結論からいうと、腎機能低下のときに
はカルベジロールが一番腎臓に優しい
のではないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池田　私もちょっと聞き慣れない言
葉なのですけれども、eGFRについて、
その背景からお話をいただきたいと思
います。
　横山　eGFRというのは、そもそも
腎臓の働きを示す検査なのですけれど
も、腎臓というのは半分になっても血
液中になかなか異常が出なかったり、
知らない間に悪くなるということがあ
るのです。そこで採血をするだけで腎
臓の機能を算出できる値がeGFRです。
eGFRで算出すると慢性腎臓病という
方は、全国民の８％ぐらいいらっしゃ
って、これらの方は必ずしも透析には
いかないかもしれないのですけれども、
eGFRが低いことによって、心臓の病
気、あるいは脳血管障害が高頻度に起
こることがわかっています。慢性腎臓

病をいかにつかまえるかということで
eGFRという検査法が作り出されたと
いう背景があります。
　さらに言うならば、この慢性腎臓病
というのは早く発見して、早く対処す
れば、その進行を食い止めることがで
きます。例えば血圧のコントロール、
あるいは塩分のコントロール、あるい
は禁煙とかをすることによって、腎臓
が悪くなることを抑制することができ
るのです。ですから、健康診断でも
eGFRを測って早期発見して、慢性腎
臓病を治療していこうという考えが浸
透してきているのだと思います。
　池田　次に測定法あるいは補正、そ
れからeGFRに異常が見つかった場合、
どのような対処をしていくことになる
のでしょうか。

eGFR

東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科准教授
横　山　啓太郎

（聞き手　池田志斈）

　eGFRについてご教示ください。
　90歳以上の女性で血清クレアチニン値が低めの場合、eGFR150〜170㎖/min/ 
1.73㎡という結果報告を受けたが、正常と考えてよいのでしょうか。

＜新潟県開業医＞
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　横山　eGFRというのは、従来は24
時間のお小水をためなくてはわからな
かった腎臓の働きを、採血と年齢、性
別、その３つで算出いたします。採血
の中では血清クレアチニンというもの
を測りまして、それでだいたいの腎臓
の働きを推定するのです。eGFRが正
常な方は100程度で、1/10以下になる
と透析になります。その間をeGFRで５
段階に分けます。eGFR算出にはいろ
いろな計算式があるわけですけれども、
日本腎臓学会の推奨しているeGFR換
算式では性別、年齢、血清クレアチニ
ン、この３つで計算できます。
　池田　異常値が見つかった場合、ど
のように対処されるのでしょうか。
　横山　eGFRが60、特に50以下にな
ると、心臓の病気、あるいは脳の病気
等の合併が多いので、腎臓の専門医に
紹介されることが多いかと思います。
　さらに、eGFRが正常であっても、
尿蛋白が多い人、２＋、３＋、そうい
う方は腎臓の専門医に紹介しようとい
うことになっています。
　池田　先ほど年齢とか性別の補正と
いうことがありましたけれども、ある
意味でeGFRの低下というのは、人間
の宿命といいますか、そういったもの
になるのでしょうか。
　横山　はい。年齢が上がってきます
と、全身の筋肉も老化しますし、血管
も老化します。腎臓というのは血管が
集まった臓器で、老化現象の中で、

eGFR、すなわち腎機能が落ちていき
ます。おそらく100歳ぐらいまでは透
析しないで人生を全うされる方が多い
かと思うのですが、もし人間の寿命が
100歳から200歳に延びると、多くの方
が腎臓の働きが1/10以下になって、透
析に入ってしまうと思います。そうい
う点でeGFRは、老化現象の一つのマ
ーカーというふうに考えることもでき
ると思います。
　池田　老化以外でeGFRが低下した
場合、何か治療をすることによってそ
れがまた改善されるということはある
のでしょうか。
　横山　eGFRが落ちてくるというこ
とは一つの老化現象ですから、それを
どうやって食い止めるかというような
観点かもしれません。ですから、もし
eGFRが50ですよ、60ですよというこ
とをかかりつけのクリニックで言われ
たとします。そこで禁煙、あるいは生
活習慣病、メタボリック症候群を改善
するとか、血圧のコントロールをする、
減塩することによって、その50という
値をずっと維持できるのです。だいた
い40歳ぐらいからeGFRは年に0.3～１
ぐらいずつ下がるということがわかっ
ていますから、その老化現象をいかに
食い止めるかということが重要です。
早期の介入でそのスピードをゆっくり
することができるということが期待さ
れています。
　池田　その意味からですと、eGFR

を調べ始める年齢は、40歳ぐらいから
調べるのが理想でしょうか。
　横山　今申し上げたのは老化現象の
一部の腎疾患ということがあるわけで
すが、もし20歳、30歳でeGFRがもう
すでに下がっているということになれ
ば、老化現象以外の腎疾患がある可能
性があります。そういう点では患者さ
んで広くクレアチニンを測ってeGFR
を計算していくということは意味があ
るかと思います。
　池田　逆にいえば、すべての年齢の
方を調べて、スクリーニングを行う。
　横山　そうだと思います。
　池田　先ほどお話に出ましたけれど
も、補正をかけたりして、事実上、少
しeGFRの厳しい値が出た。それが実
際に精査をすると、あまり下がってい
ない。そういった事例はあるのでしょ
うか。
　横山　eGFRというのは、先ほどの
背景から、腎臓が悪い方をなるべく早
く見つけようという考え方ですから、
実際に、24時間お小水をためて測った
本当のGFRと一致しない場合もありま
す。ですから、eGFRが下がった場合
は専門医のところに行っていただいて、
より精密な検査をしていただくことが
重要です。それによって、本当は心配
ない場合もあります。そしてその患者
さんにいかなる治療が適切かというこ
ともわかると思います。そういうこと
で専門医のほうにかかっていただくこ

とが重要かと思います。
　池田　お話をうかがいますと、eGFR
というのは１点で測るのではなくて、
定期的に何度も何度も、同じ患者さん
で異なった時期に計測し続けるという
ことに非常に意義があるように感じま
したけれども。
　横山　そうなのです。実際には個々
の人でだいぶ違いますから、そのトレ
ンドと申しますか、毎年毎年の例えば
健康診断でeGFRが落ちてくるという
ようなことも重要なことだと思います。
個々の患者さんで評価が変わってくる
というのがこの値の一つの特徴かと思
います。
　池田　全国で健康診断を定期的に受
けていない方もたくさんいらっしゃる
と思うのですけれども、例えば地方と
か、腎臓病学会レベルで何かこういっ
たeGFRの全国調査とか、まとまった
調査というのはされているのでしょう
か。
　横山　腎臓学会でも全国調査がなさ
れています。eGFRのステージ別にど
のくらいの比率で患者さんがいらっし
ゃるのかということがわかっています。
特に、eGFRが60以下の方、あるいは
50以下の方が10人に１人ぐらいいらっ
しゃるので、そういう方には蛋白尿が
あるかどうかということを見て、適切
な治療をするということが勧められて
います。
　それ以外にも、実際にeGFRの低下
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が、心血管合併症、心臓の病気と強く
かかわっている、あるいは、生活習慣
病、メタボリック症候群とかかわって
いるということが、日本発の論文でも
数多く見られるようになってきました。
　池田　地方レベルではいかがでしょ
うか。
　横山　特に、九州の久山町研究、あ
るいは沖縄の公衆衛生の研究等がそう
いうものを明らかにしていっているの
だと思います。
　池田　コホート研究と全国レベルの
研究で、地域の特殊性と、日本人とし
ての、ある程度の単一民族としての特
性と、両方見ていかないといけないわ
けですね。全国的な罹患率であるとか、
eGFRが低下した人がどういうふうに
変わっていくのか、そういったレベル
の研究が非常に重要だと思いますけれ
ども。
　横山　まさにそのとおりで、例えば
宮城県でeGFRの調査研究があるので

すけれども、その中で普通の腎炎で
eGFRが低下している患者さんと、加
齢、糖尿病でeGFRが低下している患
者さんとでは転機が違ってくることが
わかっています。それは、例えば腎炎
でeGFRが下がってくると、高率に透
析にいくのですが、糖尿病など腎炎以
外でeGFRが下がっている方は、透析
になる前に、心筋梗塞とか脳梗塞とい
う合併症で亡くなられるケースが多い
ということを示しています。
　池田　あと、私、個人的にも思って
いるのですが、日本人はすごく塩分と
腎疾患ということがいわれていますけ
れども、塩分の摂取の多い地域と、そ
うでない地域で、eGFRというのは違
う傾向がありますか。
　横山　食生活とeGFRがどういうふ
うにかかわっているかということは、
今後明らかにすべき課題だと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　藤井先生、リケッチアという
のはウイルスと細菌の中間みたいなも
のということでよろしいのでしょうか。
　藤井　かつてはそうだったのですが、
現在は細胞寄生性のグラム陰性菌に近
似している細菌と位置づけられていま
す。
　池脇　もう一つ、リケッチアの感染
症というのは、まずリケッチアがすん
でいるといっていいのでしょうか、宿
主となる動物、リザーバーに、その血
を吸うベクター、これは多くはダニと
かノミとかシラミ、このベクターがヒ
トを刺すことなどによって発症する、
こういう伝播形式というか、発症の様

式でよろしいのですか。
　藤井　はい、いいと思います。
　池脇　日本の場合のリケッチア感染
症、まずはどういう疾患があって、ど
のくらいの患者さんがいるのか、これ
を簡単に教えてください。
　藤井　一番多いのはツツガムシ病だ
と思います。これはかつて古典型とし
て、山形、秋田、新潟などの河川敷な
どで夏季を中心に感染する風土病とし
て恐れられてきたのですが、戦後は新
型の出現によって、北海道など一部の
地域を除いては全国で発生が見られる
ようになっております。
　1970年代の後半からは、日本では急

リケッチア感染症

自衛隊中央病院内科
藤　井　達　也

（聞き手　池脇克則）

　47歳男性。岡山県北で林業に従事している。５日前より発熱と倦怠感を自覚
し、当院受診。バイタルサインは安定していた。両下肢に紅斑を認めるも搔痒
感や自発痛は伴わず。原因がうまく把握できぬままCTMの点滴を行うも解熱せ
ず、さらに倦怠感が増悪するため他院に紹介入院となった。その後の報告では、
リケッチア感染症とのことであった。この疾患の診断、治療のポイント等につ
き、ご教示ください。
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激にツツガムシ病の報告数が増加して
おります。1991年以降は減少傾向にあ
りますが、近年は海外からの輸入例、
2009年には東京都23区内での感染が疑
われる症例が初めて報告されるなど、
発生地域は拡大し、患者背景も多様化
しているようです。年間数百例の報告
と数名の死亡例があることは、ツツガ
ムシ病が今なお侮れない感染症である
ことを意味しています。
　池脇　そうですね、死亡例があると。
その次に多い疾患というのは何なので
しょうか。
　藤 井　日本紅斑熱だと思います。
1984年に馬原先生らがわが国初めての
紅斑熱群リケッチア症として発表され
ました。1990年以来、年間届け出数は
36～67例程度でしたが、徐々に増加し
ておりまして、2008年以降は年間報告
数が100を超えております。従来は関
東以西の比較的温暖な太平洋沿いの地
域において多く報告されていましたが、
近年は山陰地方や韓国でも発生が報告
されています。発生時期は春から秋、
好発時期はヒトとダニとの接触機会に
よりますが、これは地域によって若干
の差異がありますので、最寄りの保健
所や衛生研究所に問い合わせていただ
くと詳しい情報が入手できるかと思い
ます。
　池脇　日本でのリケッチア感染症と
いうことに関しては、ツツガムシ病が、
圧倒的にという表現が正しいかどうか

わかりませんけれども、その次に日本
紅斑熱。基本的にはその２つを頭の中
に入れておけばいいということでしょ
うか。
　藤井　最近では、日本紅斑熱のほか
にも、リケッチア・ヘルベティカによ
る国内初の感染例が福井県から報告さ
れたりとか、あるいは世界に分布して
いた紅斑熱群リケッチア症や発疹熱の
輸入例なども散見されるようです。
　池脇　次に、ツツガムシ病、日本紅
斑熱の臨床症状を説明していただけま
すか。
　藤井　日本紅斑熱の潜伏は２～８日
で、ツツガムシ病の５～14日よりやや
短いとされています。頭痛、発熱、悪
寒戦慄などで発症し、高熱、発疹、刺
し口の３徴候が重要な症状ですけれど
も、これはツツガムシ病も日本紅斑熱
も同様かと思います。急性期には39度
以上の弛脹熱が多く、悪寒戦慄を伴う
のが日本紅斑熱で、馬原先生らによれ
ば、最高体温は日本紅斑熱のほうがツ
ツガムシ病よりも若干高いと報告され
ております。
　池脇　発熱に関しては紅斑熱のほう
がちょっと高いということが特徴です
ね。
　藤井　ツツガムシ病では認めること
の多い全身のリンパ節腫脹ですが、こ
れは日本紅斑熱では認められないこと
が多く、発疹は高熱とともに、四肢や
顔面、特に梅毒のごとく手掌や足底に、

小豆大までの辺縁不整形の紅斑が多数
現れるというのが日本紅斑熱の特徴で
す。ツツガムシ病の場合には発疹は体
幹に多いという特徴があるようです。
　池脇　四肢に多いのが紅斑熱で、体
幹に多いのがツツガムシ病というと、
ちょっと参考になる鑑別点ということ
ですね。
　藤井　そうですね。
　池脇　今、小豆大というふうにおっ
しゃいましたけれども、これが紅斑熱。
ツツガムシ病の発疹はどうでしょうか。
　藤井　大小さまざまの不定形発疹で
す。手掌部の紅斑、つまり手のひらの
紅斑というのがツツガムシ病では見ら
れないというのも一つ特徴のようです。
　池脇　不思議ですね。次に刺し口で
すが、ツツガムシやダニが刺すわけで
すから、観察すればわかるのでしょう
か。
　藤井　刺し口はほとんどの例で認め
られるというものの、なかなか服を着
て観察した場合には、多くは隠れてし
まうことが多いのです。実際には、胸
腹部、背部、臀部、陰部ですから、下
着で隠れる場所だとか、時には毛で覆
われた皮膚を丹念に探すということが
非常に重要かと思います。
　池脇　先ほど、季節のことをおっし
ゃいましたね。
　藤井　紅斑熱の場合は春から秋と、
地域によってだいぶ差があるようです。
ツツガムシ病の場合は多くは春、それ

から晩秋から初冬の２つのピークがあ
るようです。
　池脇　そうすると、発症した時期に
よっても多少この２つの病気は違いが
ある。
　藤井　そうなのです。発症した時期、
そしてその地域によって、ツツガムシ
病を疑うべきか、日本紅斑熱を疑うべ
きかというある程度の傾向があるよう
です。
　池脇　ベクターですが、今回の質問
では林業ということで、山にいらした
ということですが、どこで刺されたの
か、これに関しても２つの病気では多
少違うと考えてよろしいでしょうか。
　藤井　これは両方とも農作業、森林
作業、レジャー、こういった野外活動
での感染が多いのですが、むしろツツ
ガムシのほうがかなり僻地というか、
人があまり立ち入らないようなへんぴ
なところ。日本紅斑熱の場合は田畑で
も感染するという例は少なくないよう
です。ただし、げっ歯類やシカなどの
リザーバーによって多少変動するよう
です。立ち入った場所だけで鑑別する
ことも難しいと思います。
　池脇　先ほど潜伏期のお話をされま
したけれども、刺されたというのはな
かなか気づかないものですか。
　藤井　はい。多くの場合、ご本人は
全く刺されたことを自覚されておりま
せんので、潜伏期はあまり当てになら
ないかもしれません。
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　池脇　それ以外にこの２つの病気の
違いはありますか。
　藤井　ツツガムシ病は、新型であれ
ば早期に治療すれば致死率はあまり高
いものではないといわれていたのです
が、日本紅斑熱は、2001年以降、けっ
こうな致死例が報告されておりまして、
先ほどの馬原先生によれば、もし劇症
型を疑う、例えば39度以上の高熱があ
る場合には、直ちにテトラサイクリン
系薬とニューキノロン系薬の併用療法
を行うべきというふうに提唱されてお
ります。
　池脇　治療に関しては、一般的には
テトラサイクリン系薬だけれども、重
症例ではニューキノロン系薬を併用す
るということですね。
　藤井　そうですね。
　池脇　さて、今回の質問の症例です
が、発熱と倦怠感、そして両下肢にか
ゆみ、痛みのない紅斑を認める。ご質
問の先生はとりあえず抗生剤を投与し
たけれども、あまり改善しなかったと
いうことです。ツツガムシ病か、日本
紅斑熱かということになるのですけれ
ども、これはどうでしょう。
　藤井　岡山県の日本紅斑熱の発生に
ついては私も詳しくはないのですけれ
ども、どちらかというと、ツツガムシ
病のほうが報告が多いようです。ただ
し、発疹に関して、疼痛や搔痒感がな
いことや、それから分布が両下肢の紅
斑というところからは、日本紅斑熱の

ほうが考えやすいかなと思いますが、
発疹の分布だけをもって診断というの
は危険だと思います。
　ただ、リケッチア感染症を疑った場
合には、診断を待つことなく、疑った
段階で治療を開始するべきで、その後
に結果が判明する血清診断等によって
確定診断に至ればよいと考えられてい
ますので、ツツガムシ病あるいは日本
紅斑熱を疑った場合にはテトラサイク
リン系薬、さらには重症の日本紅斑熱
の場合にはニューキノロン系薬を併用
するということがよろしいかと思いま
す。いずれもβ-ラクタム系薬は無効で
すので要注意です。
　池脇　血清学的な診断は、あとから
確認をするという位置づけということ
でよろしいですね。
　藤井　臨床的には診断的治療という
やり方が重要かと思います。
　池脇　今回の症例に関しては、どち
らかというと日本紅斑熱ではないかと
いう先生のご意見をいただきました。
　自衛隊も演習となると、けっこう僻
地というのでしょうか、そういうとこ
ろで活動したり、あるいは国際貢献と
いう意味で海外で活動することがあり
ますが、先生は自衛隊の医官として、
リケッチア感染症から自衛隊員を守ら
ないといけないわけですけれども、こ
れに関してはどうなのでしょうか。
　藤井　関東一円では、富士山麓や房
総半島南部の草むらや森林地帯などは、

実は陸上自衛隊がしばしば訓練を行う
場所でもあるのですが、これらの地域
で訓練中に感染して、その後、発病し
て当院を受診する自衛官の症例は決し
てまれではありません。
　それから海外の活動ですけれども、
これまで自衛隊は、1992年からカンボ
ジアでのPKO（平和維持活動）に始ま
り、種々の地域でPKOに派遣されてき
たのですが、アフリカのモザンビーク
のPKOにおいて、ダニにかまれたあと
に発疹と発熱を呈した症例がありまし
た。当院に入院したのですが、確定診
断には至らなかったという例がありま
す。

　現在もアフリカのジブチやスーダン
でPKOを展開中ですけれども、サハラ
砂漠以南のアフリカという地域は、マ
ラリアはもちろん多いのですけれども、
その次に渡航者が罹患する熱帯病とし
て頻度の高いデング熱や腸チフスとい
った疾患よりも、むしろアフリカの場
合はアフリカマダニチフスが意外に多
いということが知られるようになりま
した。スーダンでのPKOもそのあたり
を中心に隊員への教育・啓発をしっか
りしていかなければいけないと考えて
おります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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　池田　海外渡航時のワクチン接種と
風土病、これはすごく大きなものを含
有した質問ですけれども、この中で特
に重要なもの、あるいは最近新しく認
知されているようなもの、こういった
ものがありましたら、お話をうかがい
たいと思います。
　竹下　確かに、非常に大きいテーマ
になりますので、通常、私たちがどの
ような考えで診療しているかというか
たちで説明させていただきたいと思い
ます。
　外国に行かれる方というのは最近非
常に増えてきていますし、渡航する場
所も各地に増えています。そういった
中で、私たちは事前に、旅行に行く前
に相談を受けます。基本的にどういう
ことを中心に問診するかというと、ま

ず渡航する地域、国名を聞いて、国の
中でもどのようなところに行かれるか
というのをうかがっています。
　次に、渡航期間です。例えば、旅行
の形態として、パックツアーで数日間
行かれる方もいらっしゃれば、１カ月、
２カ月間の中期の出張、または年単位
の赴任というかたちで行かれる方もい
らっしゃいます。このようなことをお
うかがいします。
　また、赴任の形態でも、首都に滞在
する方もいらっしゃれば、農村や、や
や辺境の地域に入りまして、現地の人
とかなり濃厚な接触をする方、または
野生動物の観察など、自然に濃厚に接
触する方もいらっしゃいます。このよ
うな方の場合は特に重点的に説明させ
ていただきますし、ほかの方に比べて

やや多めにリスクのことをお話しして、
予防に努めるように説明いたします。
　池田　以前に日本にもマラリアがあ
ったという話をうかがっているのです
けれども、特にマラリアの流行地域に
ついては、どのようなアドバイスをさ
れておりますでしょうか。
　竹下　マラリアは非常に重要な病気
です。なぜかといいますと、健康な方
でも発病して、治療が遅れる場合は重
篤化して、亡くなることがあります。
昨今では現地の医療機関でもかなりの
治療ができるようになってきています
が、依然として、日本人でもかなり重
篤化しているという報告があります。
そこで私たちは、流行地域に行かれる
方に関しては、マラリアの予防内服に
ついて説明することがあります。
　特に流行地域といいますと、一番多
いのはアフリカの中でも特に西アフリ
カ、またパプアニューギニアといった
地域が重点的になります。また、それ
以外にも、東南アジアの一部や南アジ
ア、またアフリカのその他の地域、中
南米の一部というところが流行地域に
なりますが、そういった地域で渡航の
内容や渡航期間に合わせて説明させて
いただきます。
　ただ、残念なことに、日本国内で使
えるマラリアの予防内服というものが、
世界標準と比べると少ないということ
が現状です。
　現在、日本で認可されている薬はメ

フロキンになります。この薬は、週に
１回、出発する少なくとも１週間前か
ら飲み始めていただいて、リスクのあ
る地域を出てから１カ月間飲んでいた
だくという特徴があります。非常に副
作用も少ないといわれている薬ではあ
るのですが、中にはふらつくとか、め
まいが出るといった方がいらっしゃっ
たり、もともと精神的な疾患がある方
の場合は少し落ち込んだりと、精神的
な副作用が出るということがいわれて
います。ただ、特に合併症がない場合
は１週間に１回でいいということで、
非常に内服がしやすいという特徴があ
ります。
　それ以外の薬でいいますと、ドキシ
サイクリンになります。日本国内では
抗生物質として利用されていますが、
この薬は保険適用外にはなりますけれ
ども、入手することが可能です。この
薬はリスクのある地域に入る２日前か
ら毎日飲んでいただきます。そして、
リスクのある地域を出てから１カ月間
飲んでいただきます。この薬の特徴と
しましては、マラリア以外の一部のほ
かの感染症に関しても予防効果があり
ますので、特に森林に行かれるような、
自然との濃厚な接触をする場合はこの
薬が非常に有用だと思います。ただ、
抗生物質ですので、中には胃腸の調子
を悪くしたり、めまいが出たりという
方もいらっしゃいます。あと副作用と
して強く指摘されているのは、光線過

海外渡航時のワクチン接種と風土病

国立国際医療研究センター国際感染症センター
竹　下　　望

（聞き手　池田志斈）

　企業のグローバル化に伴って、海外長期出張者の増加が見られ、特に東南ア
ジアに出張する人が増加しています。そこで海外渡航時のワクチン接種の必要
性、海外での風土病の現状についてご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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敏症など皮膚症状がやや強く出る方が
いらっしゃいます。
　日本国内では認可されていませんが、
マラロンという薬も非常に有効性が高
いといわれています。この薬は、リス
ク地域に入る２日前から毎日飲んでい
ただきます。ただし、この薬の一番の
特徴は、リスクのある地域を出てから
１週間で内服を終了していいとされて
いる点です。この薬は欧米を中心に非
常に有用に使われているのですが、日
本国内では残念ながら今の段階では認
可されていません。
　池田　いろいろなお話をうかがいま
して、前後で用意周到に準備してその
地に向かうということが重要だという
ことがわかりました。海外に一般の
方々が出られるときに、どこに相談す
れば、そういったワクチン等あるいは
指導を受けることができるのでしょう
か。
　竹下　一般的にはトラベルクリニッ
クという形態のクリニックにご相談い
ただくのが一番いいと思います。ただ、
実際、日本国内全体に十分な数のトラ
ベルクリニックがあるかというと、残
念ながら現状ではまだ十分ではないと
思います。首都圏とか大都市ではかな
り広がってきているのですが、一部の
地域ではなかなか難しいということを
患者さんから聞くこともあります。ま
た、相談ということであれば、最寄り
の検疫所のほうである程度のアドバイ

スを受けることもできます。
　池田　もう一つうかがいたいのは、
日本でもうすでに流行している、ある
いはワクチンを受けているような風疹
とか麻疹、そういったものを北米とか
でいろいろな治療を受けに行かれる方
とか、そういった方たちへのアドバイ
スをいただければと思います。
　竹下　海外でのワクチンということ
で、どうしても開発途上国へのワクチ
ンというのが注目されるのですが、実
際には、今ご指摘があったような、ほ
かの先進国に行くときでもワクチンが
必要になることがあります。一つは留
学する場合なども、日本国内の現在行
われている定期接種では、米国など現
地の国の接種回数を満たさないという
ことがありますので、追加接種が必要
になることがあります。
　また、そのことと関係するのですけ
れども、日本から先進国以外でも長期
に赴任する場合、やはりワクチンの接
種回数というものを十分に考えて接種
することをお勧めします。特に、若い
女性で妊娠を今後考えている方などは、
日本では麻疹、風疹のワクチンの回数
が最近２回になりましたが、まだ１回
しか接種していない方が多いので、追
加接種することをご説明しています。
　池田　海外に行かれて、その後、帰
国時あるいは帰国後の注意点について
お話をいただきたいと思います。
　竹下　海外から帰ってきて一番問題

になるのは、やはり発熱です。特に、
帰国して１カ月以内の発熱というのは
注意していただきたいと思います。な
ぜかといいますと、特に一番問題にな
るのはマラリアですけれども、マラリ
アに関しましては、適切な治療を早め
に受けることが最も重要になります。
ですので、例えばなかなか診断されな
いという状態や、ご自身で風邪薬や解
熱剤などで少し様子を見ながら数日を
過ごすということが、全身的に非常に
悪化するという傾向にあります。当院
でも、マラリアの患者さんは重症から
軽症までみることがありますが、やは
り重症化して入院される方というのは
診断までに時間がかかっている方にな
ります。ですので、最寄りの医療機関
に行った場合は、自分がどこに行って
きたかということをぜひ医療者にお伝
えください。
　池田　帰国時ですと検疫がありまし
て、そのときの発熱の状態とかで、検
疫官の方に適切な医療機関を紹介して
いただけるのですけれども、例えばマ
ラリアの高頻度な地域から戻ってきた
場合に、具体的にどの機関に、例えば
保健所とか、相談すればよろしいので
しょうか。
　竹下　検疫所を通過する際に聞いて
いただくと、最寄りの医療機関を教え
ていただけます。
　池田　もし検疫時には発熱がなくて、
帰国後、発熱といった場合も、やはり

検疫所に相談するということで対処し
ていただけるのでしょうか。
　竹下　検疫所に問い合わせればもち
ろん教えていただけるのですけれども、
実際に帰国した後であれば、相談先と
しましては、検疫所等もありますが、
私の勤務しております国立国際医療研
究センターでも随時受けておりますの
で、お電話いただければと思います。
　なぜかといいますと、診断に関しま
して適切な検査を選択する必要がある
ということと、もう一つは治療薬の問
題があります。残念ながら、日本国内
で熱帯感染症に関する治療薬というの
は、必ずしもすべて保険適用されてい
るわけではないという面があります。
ですので、ぜひ最寄りの医療機関でも、
特にそういうところを相談していただ
きたいと思います。もしわからない場
合は、例えば私たちの国立国際医療研
究センターなどに電話していただけれ
ば、住んでいる地域をうかがって、近
くの病院をある程度ご案内できると思
います。
　池田　いずれにしても、渡航前が一
番大切な対処法だと思われますけれど
も、それは外務省とか、いろいろなホ
ームページを拝見すれば、渡航先の重
要な感染症などは情報を入手できるの
でしょうか。
　竹下　ホームページの情報というの
はかなり詳しく書いてありますので、
ある程度の情報は入手できると思いま
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敏症など皮膚症状がやや強く出る方が
いらっしゃいます。
　日本国内では認可されていませんが、
マラロンという薬も非常に有効性が高
いといわれています。この薬は、リス
ク地域に入る２日前から毎日飲んでい
ただきます。ただし、この薬の一番の
特徴は、リスクのある地域を出てから
１週間で内服を終了していいとされて
いる点です。この薬は欧米を中心に非
常に有用に使われているのですが、日
本国内では残念ながら今の段階では認
可されていません。
　池田　いろいろなお話をうかがいま
して、前後で用意周到に準備してその
地に向かうということが重要だという
ことがわかりました。海外に一般の
方々が出られるときに、どこに相談す
れば、そういったワクチン等あるいは
指導を受けることができるのでしょう
か。
　竹下　一般的にはトラベルクリニッ
クという形態のクリニックにご相談い
ただくのが一番いいと思います。ただ、
実際、日本国内全体に十分な数のトラ
ベルクリニックがあるかというと、残
念ながら現状ではまだ十分ではないと
思います。首都圏とか大都市ではかな
り広がってきているのですが、一部の
地域ではなかなか難しいということを
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た、相談ということであれば、最寄り
の検疫所のほうである程度のアドバイ
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学する場合なども、日本国内の現在行
われている定期接種では、米国など現
地の国の接種回数を満たさないという
ことがありますので、追加接種が必要
になることがあります。
　また、そのことと関係するのですけ
れども、日本から先進国以外でも長期
に赴任する場合、やはりワクチンの接
種回数というものを十分に考えて接種
することをお勧めします。特に、若い
女性で妊娠を今後考えている方などは、
日本では麻疹、風疹のワクチンの回数
が最近２回になりましたが、まだ１回
しか接種していない方が多いので、追
加接種することをご説明しています。
　池田　海外に行かれて、その後、帰
国時あるいは帰国後の注意点について
お話をいただきたいと思います。
　竹下　海外から帰ってきて一番問題

になるのは、やはり発熱です。特に、
帰国して１カ月以内の発熱というのは
注意していただきたいと思います。な
ぜかといいますと、特に一番問題にな
るのはマラリアですけれども、マラリ
アに関しましては、適切な治療を早め
に受けることが最も重要になります。
ですので、例えばなかなか診断されな
いという状態や、ご自身で風邪薬や解
熱剤などで少し様子を見ながら数日を
過ごすということが、全身的に非常に
悪化するという傾向にあります。当院
でも、マラリアの患者さんは重症から
軽症までみることがありますが、やは
り重症化して入院される方というのは
診断までに時間がかかっている方にな
ります。ですので、最寄りの医療機関
に行った場合は、自分がどこに行って
きたかということをぜひ医療者にお伝
えください。
　池田　帰国時ですと検疫がありまし
て、そのときの発熱の状態とかで、検
疫官の方に適切な医療機関を紹介して
いただけるのですけれども、例えばマ
ラリアの高頻度な地域から戻ってきた
場合に、具体的にどの機関に、例えば
保健所とか、相談すればよろしいので
しょうか。
　竹下　検疫所を通過する際に聞いて
いただくと、最寄りの医療機関を教え
ていただけます。
　池田　もし検疫時には発熱がなくて、
帰国後、発熱といった場合も、やはり

検疫所に相談するということで対処し
ていただけるのでしょうか。
　竹下　検疫所に問い合わせればもち
ろん教えていただけるのですけれども、
実際に帰国した後であれば、相談先と
しましては、検疫所等もありますが、
私の勤務しております国立国際医療研
究センターでも随時受けておりますの
で、お電話いただければと思います。
　なぜかといいますと、診断に関しま
して適切な検査を選択する必要がある
ということと、もう一つは治療薬の問
題があります。残念ながら、日本国内
で熱帯感染症に関する治療薬というの
は、必ずしもすべて保険適用されてい
るわけではないという面があります。
ですので、ぜひ最寄りの医療機関でも、
特にそういうところを相談していただ
きたいと思います。もしわからない場
合は、例えば私たちの国立国際医療研
究センターなどに電話していただけれ
ば、住んでいる地域をうかがって、近
くの病院をある程度ご案内できると思
います。
　池田　いずれにしても、渡航前が一
番大切な対処法だと思われますけれど
も、それは外務省とか、いろいろなホ
ームページを拝見すれば、渡航先の重
要な感染症などは情報を入手できるの
でしょうか。
　竹下　ホームページの情報というの
はかなり詳しく書いてありますので、
ある程度の情報は入手できると思いま
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す。ただ、実際どういうワクチンを打
つかということに関しましては、マラ
リアの予防内服も含めてですけれども、
いろいろうかがったのちに判断するこ

とが多いので、できればトラベルクリ
ニックにご相談いただければと思いま
す。
　池田　ありがとうございました。

　林田　ドーピングという言葉、語源
といいましょうか、その歴史的な流れ
についてまずお教えいただけますか。
　久岡　ドーピングにつきまして、英
語の辞書をひもときますと、1889年に
初めてDOPE（ドープ）という言葉が
出てまいります。「競走馬に用いられ
るアヘンと麻薬の混合物」と説明され
ています。ドープの語源は、南アフリ
カの原住民カフィール族が祭礼や戦い
に出陣するときに飲むお酒、ドップか
ら来たといわれています。
　ドーピングは、競走馬などに使われ
ておりましたけれども、近代スポーツ
においては、19世紀後半から競技者に
使われ、自転車レースなどで、カフェ
イン・エーテル・ヘロイン・コカイン
が使用されております。その結果、死
亡者も出ております。20世紀に入り、

自転車競技・サッカー・ボクシングな
どに広がり、多くの医薬品が使われる
ようになりました。覚醒アミン（アン
フェタミン）は一般社会でも大流行し
ました。
　1950年代初めに、テストステロンが
投与され、これは合成アナボリックス
テロイドに変わり、急速に広まりまし
た。1968年のオリンピック大会から
IOC医事委員会によりドーピング検査
が開始されました。ドーピング検査法
の発達により、使用される薬物も、ア
ンフェタミンからカフェイン・エフェ
ドリン系になり、アナボリックステロ
イド、成長ホルモンのような生理的ホ
ルモン、さらには遺伝子操作により作
られるエリスロポエチンの普及と変化
しています。
　女子の砲丸投げなどの毎年の世界最

ドーピング検査と薬

順天堂大学総合診療科先任准教授
久　岡　英　彦

（聞き手　林田康男）

　ドーピングが気になるスポーツ選手に使ってもよい薬剤をご教示ください。
　例）感冒、筋肉痛その他の疼痛。

＜北海道開業医＞
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リアの予防内服も含めてですけれども、
いろいろうかがったのちに判断するこ

とが多いので、できればトラベルクリ
ニックにご相談いただければと思いま
す。
　池田　ありがとうございました。

　林田　ドーピングという言葉、語源
といいましょうか、その歴史的な流れ
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カの原住民カフィール族が祭礼や戦い
に出陣するときに飲むお酒、ドップか
ら来たといわれています。
　ドーピングは、競走馬などに使われ
ておりましたけれども、近代スポーツ
においては、19世紀後半から競技者に
使われ、自転車レースなどで、カフェ
イン・エーテル・ヘロイン・コカイン
が使用されております。その結果、死
亡者も出ております。20世紀に入り、

自転車競技・サッカー・ボクシングな
どに広がり、多くの医薬品が使われる
ようになりました。覚醒アミン（アン
フェタミン）は一般社会でも大流行し
ました。
　1950年代初めに、テストステロンが
投与され、これは合成アナボリックス
テロイドに変わり、急速に広まりまし
た。1968年のオリンピック大会から
IOC医事委員会によりドーピング検査
が開始されました。ドーピング検査法
の発達により、使用される薬物も、ア
ンフェタミンからカフェイン・エフェ
ドリン系になり、アナボリックステロ
イド、成長ホルモンのような生理的ホ
ルモン、さらには遺伝子操作により作
られるエリスロポエチンの普及と変化
しています。
　女子の砲丸投げなどの毎年の世界最

ドーピング検査と薬

順天堂大学総合診療科先任准教授
久　岡　英　彦

（聞き手　林田康男）

　ドーピングが気になるスポーツ選手に使ってもよい薬剤をご教示ください。
　例）感冒、筋肉痛その他の疼痛。

＜北海道開業医＞

24 （664） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） （665）  25

1209本文.indd   24-25 12/08/16   9:46



高記録は1990年前後の記録から明らか
に低くなっており、これは、1989年の
ベルリンの壁の崩壊以降、東欧社会に
おけるドーピングが減少しているとい
うことがうかがわれます。
　林田　そうしますと、このドーピン
グに対する、いわゆるアンチドーピン
グという取り組みがあるということな
のでしょうか。
　久岡　そうですね。日本では現在、
平成23年８月24日施行の「スポーツ基
本法」第29条に「ドーピング防止活動
の推進」として、公益財団法人 日本ア
ンチ・ドーピング機構（JADA）と連
携を図り、ドーピング検査、ドーピン
グの防止に関する教育および啓発、そ
の他のドーピング防止活動の実施にか
かわる体制の整備、あるいは国際的な
ドーピング防止に関する機関への支援
などがうたわれております。
　林田　それでは、ドーピング防止の
規定違反とか、それに当たる行為につ
いて、具体的にお話しいただけますか。
　久岡　どういった場合に、ドーピン
グ防止規定違反になるかご説明いたし
ます。まず１番目は競技者の検体に禁
止物質、代謝物マーカーが存在するこ
とです。
　２番目は、禁止物質・禁止方法を使
用すること、使用を企てることです。
　３番目が、通知を受けたあとに検体
採取を拒否、回避することです。
　４番目は、居場所情報というものを

提出しないことです。これは、日本で
はトップレベルの選手、約500名に適
用されるものですが、競技外検査を実
施するために、３カ月に一度、競技者
が必ず居ると申告した場所と時間の登
録リストを提出することになっており
ます。これに３回違反すると出場停止
になります。
　５番目に、検体に不当な改変を行う
こと、改変を企てることです。過去に
は尿検体に、コンタクトレンズの洗浄
液とか石けん水を混入させる事例があ
りました。
　６番目は、禁止物質・禁止方法を保
有すること。
　７番目は、禁止物質・禁止方法の不
正取引を行うこと。
　８番目は、競技者に対する禁止物質
の投与、禁止方法の使用、違反の企て
に関係する支援、奨励、示唆、隠蔽を
行うことです。この８番目については、
我々医師が注意しなければならない点
です。
　林田　世界と比べまして、わが国に
おけるいわゆるドーピングの防止規定
違反というのは、何か特徴的なものは
ありますか。
　久岡　世界ではタンパク同化ホルモ
ンの違反例が数多く報道されています
けれども、日本ではこの例は非常に少
ないです。しかし、いわゆる「うっか
りドーピング」が多いのが現状です。
情報提供と教育・啓発活動が不十分な

のです。例えば、不必要に服用したサ
プリメントにタンパク同化薬が混入し
ていたとか、花粉症に対して、糖質コ
ルチコイドのベタメサゾンを医師が処
方したとかです。
　林田　実際の禁止物質あるいは禁止
方法についてはいかがでしょうか。
　久岡　それでは禁止物質・禁止方法
についてお話しします。禁止物質は無
承認物質・タンパク同化薬・成長因子
のペプチドホルモン・ベータ２作用
薬・ホルモンおよび代謝の調整薬・利
尿薬と他の隠蔽薬です。禁止方法は、
酸素運搬能の強化・化学的物理的操
作・遺伝子ドーピングです。
　林田　何か参考になるような資料は
ありますか。
　久岡　JADAが発行しております
「2012年禁止表国際基準」を参考にし
ていただければと思います。
　林田　実際に病気になっている選手
がいます。それで治療を行う。そうい
う目的で実際に薬が投与されたときの、
いわゆる除外措置とか、許される範囲
というのは何かあるのでしょうか。
　久岡　これが私ども医師に一番大切
でありまして、競技者のなかには高血
圧、糖尿病の治療を受けている方がお
られるのです。治療目的使用にかかる
除外措置（Therapeutic Use Exemp-
tions：TUE）についてご説明します。
　禁止物質・禁止方法を治療目的で使
用したい競技者が申請して、認められ

れば、その禁止物質・禁止方法が使用
できる手続きです。
　主なTUE申請例についてお話しし
ます。１番目は糖質コルチコイドの経
口・静脈注射・筋肉注射・経直腸投与
はTUEを必要とします。
　２番目に気管支喘息の場合、2012年
の禁止表で変更があり、吸入ホルモテ
ロールが24時間で36μgまで使用可能
となりました。これは８パフにあたり
ます。サルブタモールは24時間で最大
1,600μg、16パフまで可能です。アド
エア・シンビコートも使用可能です。
しかし、メプチンの使用には、TUEが
必要です。ロイコトリエン受容体拮抗
薬・抗コリン薬・クロモグリク酸・テ
オフィリン・抗IGE抗体は禁止物質で
はない治療薬です。
　３番目に、潰瘍性大腸炎・クローン
病では、糖質コルチコイドにはTUEが
必要ですが、栄養療法・５-アミノサリ
チル酸製剤・免疫抑制剤・抗TNF-α
は禁止物資ではありません。
　４番目に糖尿病においては、インス
リンは常に禁止される物質ですので、
TUEの申請が必要です。インスリン以
外の抗糖尿病薬は禁止されていません
ので、申請は不要です。
　そのほかに、高血圧の治療を受けて
いる競技者が、TUEを申請しないで、
ARBと利尿剤の配合剤を内服して、違
反に問われた例があります。これは利
尿剤が禁止物質だからです。
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　また、人工透析を受けている競技者
は、TUEが必要になります。もちろん、
救急治療の場合は、遡及的TUE申請が
認められます。JADAの「医師のため
のTUE申請ガイドブック」をウェブサ
イトよりダウンロードして記載法をご
確認いただければと存じます。
　禁止物質のエフェドリンを含む感冒
薬の投与のように、許可された薬剤で
代替治療ができる場合や、治療におい
て禁止物質が不可欠であることが客観
的に証明されない場合は、TUEは許可
されません。
　また、国体で認められている点滴療
法は、宿舎や競技場においては認めら
れません。必要であれば、医療機関を
受診させ、そこで点滴療法を継続する
必要があります。
　林田　お話をうかがいますと、競技
者自身がもちろん気をつけなければい
けないのですけれども、医療従事者、
いわゆる医師側がいろいろなことを知
っていなければいけないということが
大事になるということでしょうか。
　久岡　まさにおっしゃるとおりで、
競技者自身はアンチ・ドーピングに対
して詳しく勉強して理解しないといけ
ません。どういう薬は使ってはいけな
いかということをよく考えなければな
りません。私ども医療従事者も、「う
っかりドーピング」を防ぎ、せっかく

頑張っている競技者の努力を水の泡に
しないように注意しなければなりませ
ん。参考資料にあります、JADAなど
の発行しております資料をよくご理解
ください。多くの鎮痛剤などは使用し
てもいいのですが、最近新しく出てき
たお薬などは注意しないといけないと
いうことがあります。
　林田　新しい薬は特に気をつけなけ
ればいけないということですね。
　久岡　そうですね。非合法的薬物が
入っていたりしますので、注意しない
といけません。
　林田　ただ、病気の選手でも、ちゃ
んとした使い方、申請があれば可能だ
ということ、そういう救済措置もある
ということですね。
　久岡　それはもちろんあります。で
すから、正しくTUEを申請していただ
ければ問題ないというのが現状です。
よく理解していただければと思います。
　林田　ありがとうございました。

参考資料
１．「2012年禁止表国際基準」公益財団法
人 日本アンチ・ドーピング機構

２．「医師のためのTUE申請ガイドブック
2012」公益財団法人 日本アンチ・ド
ーピング機構

３．「ドーピング防止ガイドブック」日本
薬剤師会

　山内　綾織先生、トリグリセライド
の治療に関しては幾つか議論があるか
と思うので、ある程度まとまったコン
センサスのあたりに基づきながらとい
うことですが、まずこの質問にもあり
ますように、トリグリセライド値は、
食事の影響を非常に受けやすい。これ
は常識的によく知られていますが、逆
にどういったタイミングでの採血がい
いのかということですが、これはいか
がですか。
　綾織　わが国では空腹時採血で高脂
血症の診断を行うことになっています
ので、12時間以上の絶食後というのが
採血のタイミングということになりま
す。

　山内　これは食事のあと、非常に増
える。例えば500とか1,000とかいう値
が出てきて、びっくりすることもしば
しばなのですが、このあたりと空腹時
の値とはほぼ並行すると見てよろしい
のでしょうか。
　綾織　随時の食後の採血で血清トリ
グリセライド値が200以上ある方はほ
ぼ空腹時トリグリセライド値が150以
上であるというような調査報告もあり
ますので、食後の採血であっても、そ
れはある程度参考になります。200以
上であれば、もう一度空腹で来ていた
だいて、採血をもう１回するべきだと
思います。
　山内　空腹時にこだわっている一つ

高トリグリセライド血症

防衛医科大学校老年内科講師
綾　織　誠　人

（聞き手　山内俊一）

　高トリグリセライド血症の治療開始についてご教示ください。
　血中トリグリセライド値は直前の食事の影響も受けやすく、大きく変動しま
す。どのようなタイミングでの採血が勧められるのか、１回の採血で治療開始
を決定してよいのか、どのくらいのTG値となったら治療すべきかなどについて
ご教示ください。

＜東京都開業医＞
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の理由は、健康診断が早朝空腹時に行
われるということも大きいかなと思う
のですが、食後にもし特化して測ろう
とした場合、例えば食後何時間あたり
が非常に高いとか、そういったデータ
はあるのでしょうか。
　綾織　脂肪負荷試験でもそうなので
すが、トリグリセライド値の場合は、
血糖値と違って、４時間ぐらいがピー
クだといわれています。
　山内　少し時間がたっているという
ことですね。
　綾織　そうですね。
　山内　そうすると、確かに採血のタ
イミングは難しいということと、それ
からもちろん食事内容の影響も大きい
でしょうから、いろいろな問題もかな
りあるということですね。
　綾織　ありますね。
　山内　何回か測定するというのは大
事なことになりますか。
　綾織　生活習慣の是正、まず肥満の
是正というのは高トリグリセライド血
症の治療のうえで非常に重要になりま
すので、１回の結果をもって薬物療法
の適用を考えるということは通常いた
しません。やはり何回か採血をして、
その中で生活指導をしていくというこ
とが大事だと思います。
　山内　次に、具体的に治療に移ると
いうことになりますが、まずこれは生
活習慣の是正が必須ということで、過
食の是正というところになりますか。

　綾織　そうですね。糖尿病と同様に、
高トリグリセライド血症は肥満に合併
することが多いため、同様に食事指導、
運動療法といった非薬物療法は非常に
重要です。
　山内　運動療法はほかの因子と独立
して、トリグリセライド値を下げると
いうことは証明されているのでしょう
か。
　綾織　はい。いくつかの研究が運動
療法のトリグリセライド値低下効果を
示しています。運動により筋肉でリポ
蛋白リパーゼが活性化しますので、そ
れによって血中のTGリッチリポ蛋白
が水解を受けて、それでトリグリセラ
イド値が下がりHDLが上がるという効
果がもたらされます。
　山内　さて、ではどのぐらいの値か
ら、どういった薬物を使う、薬物介入
が必要になるかといったところが次に
出てくると思うのですが、これは中性
脂肪の値が早朝空腹時と食後との間で
相当差があるということを念頭に置い
たうえでになりますが、どのぐらいの
値が一つの目安になるとお考えですか。
　綾織　トリグリセライド値の多寡よ
りも、合併するリスクを中心に考えて、
どれほどリスクが重複しているかにつ
いて判断し、総合的に高トリグリセラ
イド血症の薬物療法の適用について考
えます。
　特に二次予防の患者さん、すでに動
脈硬化性疾患に罹患し、スタチンを使

用しなくてもLDLが比較的低い高トリ
グリセライド血症の患者さんには、例
えばトリグリセライド値が200ぐらい
であっても、積極的にフィブラート製
剤などを使ってみる価値はあると思い
ます。
　一次予防ですと、糖尿病であるとか、
あるいは低HDL血症を合併していると
か、あとはトリグリセライド値が高く
なってくるような動脈硬化惹起性のリ
ポ蛋白で、レムナントといわれるよう
なリポ蛋白が増加しているような病態
ですと、薬物療法の積極的な適用にな
ってくると思います。
　ですので私の場合は、トリグリセラ
イドの治療開始基準値をあまり固定化
しないようにしています。
　山内　もう一つの合併症として有名
な急性膵炎がありますが、こちらの予
防という面からの介入についても、あ
まり目安の数値は出てこないのでしょ
うか。
　綾織　急性膵炎の場合は、トリグリ
セライドに富んだカイロミクロンが急
性膵炎を引き起こすわけですけれども、
これをどのぐらい以上になると急性膵
炎のリスクが高まるかというのは、一
定のコンセンサスはありません。一部
の専門家は血清トリグリセライド値
1,000以上だとリスクがあるだろうとい
うことで、積極的に低脂肪食の介入を
しようということを言いますが、トリ
グリセライド値が幾ら以上であれば急

性膵炎が発症しやすいというのはなか
なか一概には言えないところがありま
す。
　山内　話を元に戻しますが、LDLが
上がっていないというか、スタチンが
使われていない症例ですと、比較的単
独で対トリグリセライド薬の投与はや
りやすいわけですね。
　綾織　そうですね。しやすいですね。
　山内　問題はスタチンが入っている
場合ですが、こういった場合の対応は
どうすればよろしいでしょうか。
　綾織　スタチンが入っていて、そこ
にフィブラートを併用したい場合とい
うのはかなり症例は限られると思いま
す。二次予防以外にはあまり使用しな
いと思います。冠動脈疾患がすでにあ
って、内科治療が非常に重要で、LDL
はコントロールされているけれども、
トリグリセライド値が高くて、HDLが
低い。そこへ介入していくということ
になりますので、フィブラートはそこ
で威力を発揮し、残在するリスクを低
下させると専門家は考えています。
　ただ、横紋筋融解症が副作用として
まれに出現します。これは発症すると
重篤ですので、それに見合ったベネフ
ィットがあるかどうかということが大
事になってきます。あとは腎機能の低
下がありますと、横紋筋融解症のリス
クは非常に高まります。ですので、二
次予防のハイリスク患者であっても、
その併用の必要性はかなり限られます

30 （670） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） （671）  31

1209本文.indd   30-31 12/08/16   9:46



の理由は、健康診断が早朝空腹時に行
われるということも大きいかなと思う
のですが、食後にもし特化して測ろう
とした場合、例えば食後何時間あたり
が非常に高いとか、そういったデータ
はあるのでしょうか。
　綾織　脂肪負荷試験でもそうなので
すが、トリグリセライド値の場合は、
血糖値と違って、４時間ぐらいがピー
クだといわれています。
　山内　少し時間がたっているという
ことですね。
　綾織　そうですね。
　山内　そうすると、確かに採血のタ
イミングは難しいということと、それ
からもちろん食事内容の影響も大きい
でしょうから、いろいろな問題もかな
りあるということですね。
　綾織　ありますね。
　山内　何回か測定するというのは大
事なことになりますか。
　綾織　生活習慣の是正、まず肥満の
是正というのは高トリグリセライド血
症の治療のうえで非常に重要になりま
すので、１回の結果をもって薬物療法
の適用を考えるということは通常いた
しません。やはり何回か採血をして、
その中で生活指導をしていくというこ
とが大事だと思います。
　山内　次に、具体的に治療に移ると
いうことになりますが、まずこれは生
活習慣の是正が必須ということで、過
食の是正というところになりますか。

　綾織　そうですね。糖尿病と同様に、
高トリグリセライド血症は肥満に合併
することが多いため、同様に食事指導、
運動療法といった非薬物療法は非常に
重要です。
　山内　運動療法はほかの因子と独立
して、トリグリセライド値を下げると
いうことは証明されているのでしょう
か。
　綾織　はい。いくつかの研究が運動
療法のトリグリセライド値低下効果を
示しています。運動により筋肉でリポ
蛋白リパーゼが活性化しますので、そ
れによって血中のTGリッチリポ蛋白
が水解を受けて、それでトリグリセラ
イド値が下がりHDLが上がるという効
果がもたらされます。
　山内　さて、ではどのぐらいの値か
ら、どういった薬物を使う、薬物介入
が必要になるかといったところが次に
出てくると思うのですが、これは中性
脂肪の値が早朝空腹時と食後との間で
相当差があるということを念頭に置い
たうえでになりますが、どのぐらいの
値が一つの目安になるとお考えですか。
　綾織　トリグリセライド値の多寡よ
りも、合併するリスクを中心に考えて、
どれほどリスクが重複しているかにつ
いて判断し、総合的に高トリグリセラ
イド血症の薬物療法の適用について考
えます。
　特に二次予防の患者さん、すでに動
脈硬化性疾患に罹患し、スタチンを使

用しなくてもLDLが比較的低い高トリ
グリセライド血症の患者さんには、例
えばトリグリセライド値が200ぐらい
であっても、積極的にフィブラート製
剤などを使ってみる価値はあると思い
ます。
　一次予防ですと、糖尿病であるとか、
あるいは低HDL血症を合併していると
か、あとはトリグリセライド値が高く
なってくるような動脈硬化惹起性のリ
ポ蛋白で、レムナントといわれるよう
なリポ蛋白が増加しているような病態
ですと、薬物療法の積極的な適用にな
ってくると思います。
　ですので私の場合は、トリグリセラ
イドの治療開始基準値をあまり固定化
しないようにしています。
　山内　もう一つの合併症として有名
な急性膵炎がありますが、こちらの予
防という面からの介入についても、あ
まり目安の数値は出てこないのでしょ
うか。
　綾織　急性膵炎の場合は、トリグリ
セライドに富んだカイロミクロンが急
性膵炎を引き起こすわけですけれども、
これをどのぐらい以上になると急性膵
炎のリスクが高まるかというのは、一
定のコンセンサスはありません。一部
の専門家は血清トリグリセライド値
1,000以上だとリスクがあるだろうとい
うことで、積極的に低脂肪食の介入を
しようということを言いますが、トリ
グリセライド値が幾ら以上であれば急

性膵炎が発症しやすいというのはなか
なか一概には言えないところがありま
す。
　山内　話を元に戻しますが、LDLが
上がっていないというか、スタチンが
使われていない症例ですと、比較的単
独で対トリグリセライド薬の投与はや
りやすいわけですね。
　綾織　そうですね。しやすいですね。
　山内　問題はスタチンが入っている
場合ですが、こういった場合の対応は
どうすればよろしいでしょうか。
　綾織　スタチンが入っていて、そこ
にフィブラートを併用したい場合とい
うのはかなり症例は限られると思いま
す。二次予防以外にはあまり使用しな
いと思います。冠動脈疾患がすでにあ
って、内科治療が非常に重要で、LDL
はコントロールされているけれども、
トリグリセライド値が高くて、HDLが
低い。そこへ介入していくということ
になりますので、フィブラートはそこ
で威力を発揮し、残在するリスクを低
下させると専門家は考えています。
　ただ、横紋筋融解症が副作用として
まれに出現します。これは発症すると
重篤ですので、それに見合ったベネフ
ィットがあるかどうかということが大
事になってきます。あとは腎機能の低
下がありますと、横紋筋融解症のリス
クは非常に高まります。ですので、二
次予防のハイリスク患者であっても、
その併用の必要性はかなり限られます
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し、一般医家の先生が併用療法を行う
ということはまだ推奨できないかなと
思います。
　山内　今お話に出てきました腎機能
障害ですが、これは具体的にはどの程
度のクレアチニン値ですと危ないとい
った目安はあるのでしょうか。
　綾織　単独使用ですと、クレアチニ
ンレベルが２㎎/㎗ということで、禁
忌になっております。スタチンが使用
されている場合ですが、eGFRで60以
下では併用すべきではないでしょう。
クレアチニンでいうと、1.1とか1.2にな
ってしまうと、かなり使いづらい。併
用の場合はそういう縛りがあります。
　山内　フィブラート製剤、これは現
在、２剤、日本にはありますが、この
両者の大きな違いといったものは何か
あるのでしょうか。
　綾織　最近行われた糖尿病患者さん
を対象とした大規模臨床試験は、２つ
ともフェノフィブラートを使った試験
です。これらの試験はスタチンの併用

として比較されたものですが、残念な
がら心臓血管疾患のイベントを減らす
ことはできませんでした。ただ、高ト
リグリセライド血症、低HDL血症の方
だけを対象にしてみると、そのベネフ
ィットはあったということが報告され
ております。
　ベザフィブラートを用いた試験で心
血管イベントを低下させることを示し
たものもありますが、エビデンスレベ
ルは低く、最近の大規模臨床試験の実
施状況を考慮すると、フェノフィブラ
ートに軍配が上がると思います。フェ
ノフィブラートは１日１回投与です。
ベザフィブラートは１日２回投与が必
要になりますので、薬のコンプライア
ンスという点で差があると思います。
　山内　適応を考えながら、慎重には
なりますが、やはりきちんと使うべき
ところは使えということですね。
　綾織　そうですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず、ピロリ菌、今話題にな
っておりますけれども、いったいどん
な菌なのでしょうか。
　喜多村　ピロリ菌は、胃の中に常在
するといわれている菌です。だいたい
60歳以上の日本人の中で７～８割の人
が感染している。ほとんどの日本人に
は、いると思っていただいていいと思
います。世界でも６割以上の方々が胃
の中に持っている菌というふうに理解
していただいていいだろうと思います。
　これが病気に関係しているというこ
とが19世紀のおわりぐらいからぽつぽ
つと言われ出したのですけれども、
1983年にオーストラリアのウォーレン
さんとマーシャルさんという学者が、
これは胃潰瘍や胃炎などの原因菌にな

るということを発表されました。それ
から一躍有名になり、病原菌というふ
うにされるようになったわけです。
　池田　実際にピロリ菌感染がそうい
った疾患を起こすという直接証拠とい
うのはあるのでしょうか。
　喜多村　これは、特にマーシャルさ
んが自分で培養した菌をお飲みになり
まして、激しい下痢と胃炎を起こした
ということで、なるほど、この菌はそ
ういう胃の疾患、または腸の疾患の病
原菌であるということを、自らの体験
で世界に知らしめたということです。
　池田　菌を培養して、病変部から取
ってきたものを再現できるかというこ
とで、一応再現ができたということで
すね。

ピロリ菌の家庭内感染

東京女子医科大学消化器外科教授
喜多村　陽　一

（聞き手　池田志斈）

　ピロリ菌の感染は小児期より始まっており、主に家庭内の感染によるものと
聞いたことがあります。この感染を予防するためには口うつしをやめたり、食
器を共用しないように注意をする必要があるのでしょうか。
　ピロリ菌感染者のいる家庭での日頃の注意点をご教示ください。

＜兵庫県開業医＞
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疾患です。
　山内　そうしますと、このケースは
聴力が消失していますが。
　横関　このケースは聴力障害という
か、鼓膜穿孔というものがあるわけで
すが、今申しました耳介側頭神経を切
ったという手術もありませんし、顔全
体から垂れるような汗といいますから、
たぶん顔もしくは頭部に限局した原発
性の局所多汗症の可能性が非常に高い
と思います。
　山内　さてそこで、多くの方が訴え
る原発性の多汗症ですが、このまず定
義や概念について教えていただけます
か。
　横関　原発性局所多汗症の診断基準
に関しましては、最近ガイドラインが
できました。①局所的に過剰な発汗で
明らかな原因がないもの、②手、足、 
頭、顔などに原因不明の多汗を６カ月
以上生じる方で、③しかも両側性、そ
して日常的に不都合がある、④少なく
とも週に１回以上の発作的な発汗があ
る、⑤25歳以下もしくは家族歴がある、
⑥睡眠中の発汗がない。こういう６項
目のうち２項目を満たす方で原因不明
の６カ月以上の発汗過多の方を原発性
局所多汗症と診断しようということに
なりました。
　山内　年齢も絡むのですね。
　横関　そうなのです。基本的に原発
性局所多汗症というのは先天的で、遺
伝歴がある方が多いということでして、

25歳以下で普通は小児期に発症するこ
とが多いのです。
　山内　それが概念ということですが、
特別な検査でわかるというものではな
いのでしょうか。
　横関　そうですね。今申しましたよ
うに、主訴ですね。いつ頃から多汗と
いう症状があり、左右対称性、小児期
からあるとか、そういう経過と、その
人のほかの訴えがないかなどが診断上、
中心となります。
　山内　局所というお話が今出ました
が、そうすると頭なら頭、顔なら顔に
限局しているというのが一つの特徴で、
体じゅうというのはあまりないわけで
すね。
　横関　全身性ではありません。基本
的には手足だとか、わき、頭とか顔、
そういうところに限局して発症するの
が特徴的です。
　山内　さて、治療ですが。
　横関　これはなかなか難しいのです
が、一般的に我々皮膚科がやっている
治療法は主に外用療法、内服療法、イ
オントフォレースという電流を流す療
法、非常に重症な方は、A型ボツリヌ
ス毒素の局所皮下注射をする治療法、
この４つの治療法をやっております。
　山内　非専門医の先生がトライする
としたら、どのあたりからどういった
治療をすればよろしいですか。
　横関　一般的には外用療法が最も強
く推奨されておりまして、20％塩化ア

　山内　横関先生、まず、多汗症に関
してですが、原因としてはどんなもの
が多いのでしょうか。
　横関　多汗症というのは、原因があ
る二次性と原因がない原発性と両方あ
ります。二次性では甲状腺機能亢進症、
内分泌疾患、神経性の疾患による多汗
症、これはほとんど全身性多汗症が多
くなります。それに対しまして原因不
明の原発性局所多汗症は顔、手足、わ
きなどの局所に汗をかきすぎる病気で
す。
　山内　原因や頻度についてはいかが
ですか。
　横関　原因がはっきりする二次性多
汗症はそれほどありません。むしろ原

発性局所多汗症というのは頻度が非常
に多く、だいたい100人に5.3人、全人
口のうち5.3％もあるといわれておりま
す。
　山内　質問中のフライ症候群という、
あまり耳慣れない病気についてですが。
　横関　フライ症候群というのは、あ
まりcommon diseaseではありません。
耳下腺からの耳介側頭神経は、唾液腺
に入って、唾液を出すシグナルを出す
神経なのですが、耳下腺などの腫瘍を
手術した後に、それが汗腺のほうに迷
入して物を食べると耳介の前のあたり
の部位がほてったり、多汗症を起こす。
そういう面で非常にまれな疾患ですし、
基本的には耳下腺の腫瘍後に出てくる

多汗症

東京医科歯科大学皮膚科主任教授
横　関　博　雄

（聞き手　山内俊一）

　頭部、顔面の多汗症についてご教示ください。
　78歳女性で半年前より食事時に頭部、顔面全体より垂れるような発汗が生じ
るようです。基礎疾患はなさそうですが、右鼓膜穿孔で聴力が消失しておりま
す。フライ症候群に類似した病態でしょうか。耳鼻科での手術はしておりません。
対症療法もご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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疾患です。
　山内　そうしますと、このケースは
聴力が消失していますが。
　横関　このケースは聴力障害という
か、鼓膜穿孔というものがあるわけで
すが、今申しました耳介側頭神経を切
ったという手術もありませんし、顔全
体から垂れるような汗といいますから、
たぶん顔もしくは頭部に限局した原発
性の局所多汗症の可能性が非常に高い
と思います。
　山内　さてそこで、多くの方が訴え
る原発性の多汗症ですが、このまず定
義や概念について教えていただけます
か。
　横関　原発性局所多汗症の診断基準
に関しましては、最近ガイドラインが
できました。①局所的に過剰な発汗で
明らかな原因がないもの、②手、足、 
頭、顔などに原因不明の多汗を６カ月
以上生じる方で、③しかも両側性、そ
して日常的に不都合がある、④少なく
とも週に１回以上の発作的な発汗があ
る、⑤25歳以下もしくは家族歴がある、
⑥睡眠中の発汗がない。こういう６項
目のうち２項目を満たす方で原因不明
の６カ月以上の発汗過多の方を原発性
局所多汗症と診断しようということに
なりました。
　山内　年齢も絡むのですね。
　横関　そうなのです。基本的に原発
性局所多汗症というのは先天的で、遺
伝歴がある方が多いということでして、

25歳以下で普通は小児期に発症するこ
とが多いのです。
　山内　それが概念ということですが、
特別な検査でわかるというものではな
いのでしょうか。
　横関　そうですね。今申しましたよ
うに、主訴ですね。いつ頃から多汗と
いう症状があり、左右対称性、小児期
からあるとか、そういう経過と、その
人のほかの訴えがないかなどが診断上、
中心となります。
　山内　局所というお話が今出ました
が、そうすると頭なら頭、顔なら顔に
限局しているというのが一つの特徴で、
体じゅうというのはあまりないわけで
すね。
　横関　全身性ではありません。基本
的には手足だとか、わき、頭とか顔、
そういうところに限局して発症するの
が特徴的です。
　山内　さて、治療ですが。
　横関　これはなかなか難しいのです
が、一般的に我々皮膚科がやっている
治療法は主に外用療法、内服療法、イ
オントフォレースという電流を流す療
法、非常に重症な方は、A型ボツリヌ
ス毒素の局所皮下注射をする治療法、
この４つの治療法をやっております。
　山内　非専門医の先生がトライする
としたら、どのあたりからどういった
治療をすればよろしいですか。
　横関　一般的には外用療法が最も強
く推奨されておりまして、20％塩化ア

　山内　横関先生、まず、多汗症に関
してですが、原因としてはどんなもの
が多いのでしょうか。
　横関　多汗症というのは、原因があ
る二次性と原因がない原発性と両方あ
ります。二次性では甲状腺機能亢進症、
内分泌疾患、神経性の疾患による多汗
症、これはほとんど全身性多汗症が多
くなります。それに対しまして原因不
明の原発性局所多汗症は顔、手足、わ
きなどの局所に汗をかきすぎる病気で
す。
　山内　原因や頻度についてはいかが
ですか。
　横関　原因がはっきりする二次性多
汗症はそれほどありません。むしろ原

発性局所多汗症というのは頻度が非常
に多く、だいたい100人に5.3人、全人
口のうち5.3％もあるといわれておりま
す。
　山内　質問中のフライ症候群という、
あまり耳慣れない病気についてですが。
　横関　フライ症候群というのは、あ
まりcommon diseaseではありません。
耳下腺からの耳介側頭神経は、唾液腺
に入って、唾液を出すシグナルを出す
神経なのですが、耳下腺などの腫瘍を
手術した後に、それが汗腺のほうに迷
入して物を食べると耳介の前のあたり
の部位がほてったり、多汗症を起こす。
そういう面で非常にまれな疾患ですし、
基本的には耳下腺の腫瘍後に出てくる

多汗症

東京医科歯科大学皮膚科主任教授
横　関　博　雄

（聞き手　山内俊一）

　頭部、顔面の多汗症についてご教示ください。
　78歳女性で半年前より食事時に頭部、顔面全体より垂れるような発汗が生じ
るようです。基礎疾患はなさそうですが、右鼓膜穿孔で聴力が消失しておりま
す。フライ症候群に類似した病態でしょうか。耳鼻科での手術はしておりません。
対症療法もご教示ください。

＜大阪府開業医＞
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ということもありますので、重症例だ
けにかぎり、ほかの治療法が効かない
症例で、しかも副作用を十分に説明し
て非常に慎重に治療していただくほう
がいいと思います。
　山内　インフォームドコンセントを
よくとっておくということですね。
　横関　そうですね。代償性発汗の可
能性をちゃんと説明して、非常に高率

で起こるということを理解していただ
いたうえでなさったほうがいいと思い
ます。
　山内　経口薬の交感神経遮断薬はあ
まり効かないのですか。
　横関　症例数が少なく、効くか効か
ないか十分に検証されていません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ルミニウム外用液というものを院内で
調製していただいて、それを寝る前に
１回だけ外用していただくというのが
第一選択の治療法です。
　山内　残念ながら、非売品となりま
すと、調剤がないと。
　横関　薬局でも一部、塩化アルミニ
ウム液というのは売っております。２
種類ぐらい市販品がありますので、患
者さんにそういうものをお勧めするの
も一つだろうと思います。寝る前にそ
れを塗っていただいて、朝起きたら洗
い流していただく。これを毎日１回や
っていただくというのが治療法として
一番簡単な治療法になります。
　山内　その次のステップになります
と、どうなのでしょうか。
　横関　皮膚科で使っているのは、こ
れは非常に限られた施設でしかないの
ですが、イオントフォレース療法を 
10～15mAぐらいで、両手もしくは両
足間で20分ぐらい通電していただく。
この治療は、週に１～２回とか、でき
れば毎日のようにやっていただければ、
２週間ぐらいでかなり効果があります。
　山内　そうしますと、治らないとい
うものでもないのですね。
　横関　外用療法とイオントフォレー
ス療法は効果がありますから、決して
あきらめる必要のない疾患だと思いま
す。
　山内　先生方のところですと、さら
にいろいろな治療法がありそうですが、

一部ご紹介願えますか。
　横関　内服療法ですが、一般的によ
くいわれる抗コリン剤とかマイナート
ランキライザーを処方することもあり
ますが、これは基本的にはあまり効果
はありません。EBMで検証しても、効
果はほとんど期待できないという治療
法です。
　山内　そうしますと、特殊なものに
なりますけれども。
　横関　特殊なものになりますと、今
申しましたように、A型ボツリヌス毒
素の皮下投与、これも保険適用外です。
１バイアルが100単位ですから、それ
を４～５㏄で希釈していただいて、0.1
㎖ずつ25カ所ぐらい皮下投与する方法
です。局所の疼痛が強くて、患者さん
に苦痛を与える治療法の一つです。た
だ、うまくいくと、３～４カ月から半
年近く、効果が続きます。
　山内　あとは、いかにも神経が絡ん
でいるような病態ですが。
　横関　もともとこれは自律神経の病
気です。ですから最重症の方に、胸部
外科、呼吸器外科、麻酔科などで、内
視鏡的な交感神経遮断術というものも
行われております。これは保険適用に
なっておりまして、非常によく効く治
療法です。
　ただ、副作用といたしまして、代償
性発汗（手術後、手足の汗は止まるが、
体のほかのところに、場合によっては
全身に、逆に発汗が増加する副作用）
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ということもありますので、重症例だ
けにかぎり、ほかの治療法が効かない
症例で、しかも副作用を十分に説明し
て非常に慎重に治療していただくほう
がいいと思います。
　山内　インフォームドコンセントを
よくとっておくということですね。
　横関　そうですね。代償性発汗の可
能性をちゃんと説明して、非常に高率

で起こるということを理解していただ
いたうえでなさったほうがいいと思い
ます。
　山内　経口薬の交感神経遮断薬はあ
まり効かないのですか。
　横関　症例数が少なく、効くか効か
ないか十分に検証されていません。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ルミニウム外用液というものを院内で
調製していただいて、それを寝る前に
１回だけ外用していただくというのが
第一選択の治療法です。
　山内　残念ながら、非売品となりま
すと、調剤がないと。
　横関　薬局でも一部、塩化アルミニ
ウム液というのは売っております。２
種類ぐらい市販品がありますので、患
者さんにそういうものをお勧めするの
も一つだろうと思います。寝る前にそ
れを塗っていただいて、朝起きたら洗
い流していただく。これを毎日１回や
っていただくというのが治療法として
一番簡単な治療法になります。
　山内　その次のステップになります
と、どうなのでしょうか。
　横関　皮膚科で使っているのは、こ
れは非常に限られた施設でしかないの
ですが、イオントフォレース療法を 
10～15mAぐらいで、両手もしくは両
足間で20分ぐらい通電していただく。
この治療は、週に１～２回とか、でき
れば毎日のようにやっていただければ、
２週間ぐらいでかなり効果があります。
　山内　そうしますと、治らないとい
うものでもないのですね。
　横関　外用療法とイオントフォレー
ス療法は効果がありますから、決して
あきらめる必要のない疾患だと思いま
す。
　山内　先生方のところですと、さら
にいろいろな治療法がありそうですが、

一部ご紹介願えますか。
　横関　内服療法ですが、一般的によ
くいわれる抗コリン剤とかマイナート
ランキライザーを処方することもあり
ますが、これは基本的にはあまり効果
はありません。EBMで検証しても、効
果はほとんど期待できないという治療
法です。
　山内　そうしますと、特殊なものに
なりますけれども。
　横関　特殊なものになりますと、今
申しましたように、A型ボツリヌス毒
素の皮下投与、これも保険適用外です。
１バイアルが100単位ですから、それ
を４～５㏄で希釈していただいて、0.1
㎖ずつ25カ所ぐらい皮下投与する方法
です。局所の疼痛が強くて、患者さん
に苦痛を与える治療法の一つです。た
だ、うまくいくと、３～４カ月から半
年近く、効果が続きます。
　山内　あとは、いかにも神経が絡ん
でいるような病態ですが。
　横関　もともとこれは自律神経の病
気です。ですから最重症の方に、胸部
外科、呼吸器外科、麻酔科などで、内
視鏡的な交感神経遮断術というものも
行われております。これは保険適用に
なっておりまして、非常によく効く治
療法です。
　ただ、副作用といたしまして、代償
性発汗（手術後、手足の汗は止まるが、
体のほかのところに、場合によっては
全身に、逆に発汗が増加する副作用）
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つがメンタルヘルスといってもいいと
いうことですね。
　相澤　そうですね。
　大西　それでは、実際、健康診断の
ときにどのようにメンタルヘルスのチ
ェックやスクリーニングをしたらいい
か教えてください。
　相澤　厚生労働省が編集しておりま
す一般健康診断ハンドブックというも
のがあるのですけれども、一般健診で、
特に問診で調査すべきことということ
で挙げられておりますのが、既往歴、
業務歴、自覚症状、生活状況、家族歴
ということですけれども、特に心身両
面にわたる健康状態のチェックが重要
であるといっております。
　いろいろなやり方があると思うので
すが、視診も問診と非常に関係が深い
ということで、受診者の全体像を見る
ということでは非常に重要な診断だと
思います。
　大西　必ずしもメンタルヘルスの専
門ではない方が産業医をやっているケ
ースも多いと思います。問診のときの
聞き方とか、いろいろコツがあるかと
思うのですけれども、例えば就労者ご
自身が自分で気づく変化とか、何か気
をつけたらいい項目などありますか。
　相澤　ご自身が気づく変化として、
悩みとか心配事が頭から離れない、あ
るいは仕事の能率や仕事への意欲ある
いは集中力が低下するとか、考えがま
とまらないで、堂々巡りして決断でき

ないとか、睡眠、寝つきが悪くなって
眠りが浅いとか、適性がないので仕事
を辞めたいと思うとか、他人の評価が
非常に気になる、気分が落ち込む、楽
しくない、あるいは疲れやすい、倦怠
感がある、その他、いろいろな体の症
状、頭痛、めまいがあると思います。
　大西　一方で、同じ職場の周りの方
が何となく気づかれることも多いかと
思いますけれども、どういった点に気
をつけたらいいでしょうか。
　相澤　これも非常に重要なことで、
その就労者が前と比べて表情が暗くな
ったり、あるいは元気がないとか、あ
るいは仕事の能率が低下してしまうと
か、あるいは勤務状況で欠勤とか遅刻、
早退が増えている。あるいは、事故が
多いとか、そういったことがあると思
います。また、対人関係でトラブルが
多いということもあると思いますし、
いろいろな症状、取りとめのない訴え
をするとか、ぼうっとして上の空であ
るとか、あるいは他人の行動を異常に
気にするということがあるかと思いま
す。
　大西　ほかには特に注意する変化と
かはありますか。
　相澤　ちょっと重症といいますか、
重い症状としましては、対人関係を避
けて、引きこもりになってしまうとか、
会社に来ないとか、あるいは幻覚的な
こととか妄想を疑わせるような行動が
あると思います。

　大西　相澤先生、今回はメンタルヘ
ルス健診ということでおうかがいした
いと思います。
　今、非常にメンタルヘルスが職場で
も重要な課題になっていて、職場の産
業医や、人事の方とか、対応に苦慮さ
れていると思います。また、自殺者も
非常に多いと聞いていますが、現在の
メンタルヘルスの現状や問題点を教え
ていただけますでしょうか。
　相澤　おっしゃるとおりで、職場の
生活等に対して非常に強い不安やスト
レスを感じる方が６割ほどおります。
その原因としましては、職場の人間関
係が４割くらい、また３割くらいが仕
事の質とか、あるいは仕事の量でスト
レスを感じている方が多いようです。
　また、業務によって心理的な負荷が
原因となって精神障害を発生する方も、
平成16年度は130件だったのですけれ
ども、平成22年度は労災認定が308件
ということで、過去最高になったとい
うことです。６年間で約３倍増えてい
るということです。

　また、就労者の健康状況調査という
ものを定期的にやっているのですけれ
ども、そのうち持病のある方が28％い
るわけですが、そのうち神経症が0.2％
あったそうです。また、平成19年度に
なりますと、持病が31％で、そのうち
神経症が0.6％ということで、これも３
倍になっているということです。
　また、平成19年度の調査によります
と、過去１年間にメンタルヘルス上の
理由で連続１カ月以上休職、あるいは
退職した就労者がいる事業所の割合が
7.6％です。
　今おっしゃったように、自殺者です
けれども、平成10年度以降、12年連続
して３万人を超えているということで
して、このうち勤務問題が原因あるい
は動機の一つになっている方が2,500人
ということです。また、経済・生活問
題が18.3％ですが、これも関係してい
るかもしれませんので、たいへん重要
な問題になっているのではないかと思
います。
　大西　職場における最大の課題の一

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

学校法人北里研究所常任理事
相　澤　好　治

（聞き手　大西　真）

メンタルヘルス健診
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つがメンタルヘルスといってもいいと
いうことですね。
　相澤　そうですね。
　大西　それでは、実際、健康診断の
ときにどのようにメンタルヘルスのチ
ェックやスクリーニングをしたらいい
か教えてください。
　相澤　厚生労働省が編集しておりま
す一般健康診断ハンドブックというも
のがあるのですけれども、一般健診で、
特に問診で調査すべきことということ
で挙げられておりますのが、既往歴、
業務歴、自覚症状、生活状況、家族歴
ということですけれども、特に心身両
面にわたる健康状態のチェックが重要
であるといっております。
　いろいろなやり方があると思うので
すが、視診も問診と非常に関係が深い
ということで、受診者の全体像を見る
ということでは非常に重要な診断だと
思います。
　大西　必ずしもメンタルヘルスの専
門ではない方が産業医をやっているケ
ースも多いと思います。問診のときの
聞き方とか、いろいろコツがあるかと
思うのですけれども、例えば就労者ご
自身が自分で気づく変化とか、何か気
をつけたらいい項目などありますか。
　相澤　ご自身が気づく変化として、
悩みとか心配事が頭から離れない、あ
るいは仕事の能率や仕事への意欲ある
いは集中力が低下するとか、考えがま
とまらないで、堂々巡りして決断でき

ないとか、睡眠、寝つきが悪くなって
眠りが浅いとか、適性がないので仕事
を辞めたいと思うとか、他人の評価が
非常に気になる、気分が落ち込む、楽
しくない、あるいは疲れやすい、倦怠
感がある、その他、いろいろな体の症
状、頭痛、めまいがあると思います。
　大西　一方で、同じ職場の周りの方
が何となく気づかれることも多いかと
思いますけれども、どういった点に気
をつけたらいいでしょうか。
　相澤　これも非常に重要なことで、
その就労者が前と比べて表情が暗くな
ったり、あるいは元気がないとか、あ
るいは仕事の能率が低下してしまうと
か、あるいは勤務状況で欠勤とか遅刻、
早退が増えている。あるいは、事故が
多いとか、そういったことがあると思
います。また、対人関係でトラブルが
多いということもあると思いますし、
いろいろな症状、取りとめのない訴え
をするとか、ぼうっとして上の空であ
るとか、あるいは他人の行動を異常に
気にするということがあるかと思いま
す。
　大西　ほかには特に注意する変化と
かはありますか。
　相澤　ちょっと重症といいますか、
重い症状としましては、対人関係を避
けて、引きこもりになってしまうとか、
会社に来ないとか、あるいは幻覚的な
こととか妄想を疑わせるような行動が
あると思います。

　大西　相澤先生、今回はメンタルヘ
ルス健診ということでおうかがいした
いと思います。
　今、非常にメンタルヘルスが職場で
も重要な課題になっていて、職場の産
業医や、人事の方とか、対応に苦慮さ
れていると思います。また、自殺者も
非常に多いと聞いていますが、現在の
メンタルヘルスの現状や問題点を教え
ていただけますでしょうか。
　相澤　おっしゃるとおりで、職場の
生活等に対して非常に強い不安やスト
レスを感じる方が６割ほどおります。
その原因としましては、職場の人間関
係が４割くらい、また３割くらいが仕
事の質とか、あるいは仕事の量でスト
レスを感じている方が多いようです。
　また、業務によって心理的な負荷が
原因となって精神障害を発生する方も、
平成16年度は130件だったのですけれ
ども、平成22年度は労災認定が308件
ということで、過去最高になったとい
うことです。６年間で約３倍増えてい
るということです。

　また、就労者の健康状況調査という
ものを定期的にやっているのですけれ
ども、そのうち持病のある方が28％い
るわけですが、そのうち神経症が0.2％
あったそうです。また、平成19年度に
なりますと、持病が31％で、そのうち
神経症が0.6％ということで、これも３
倍になっているということです。
　また、平成19年度の調査によります
と、過去１年間にメンタルヘルス上の
理由で連続１カ月以上休職、あるいは
退職した就労者がいる事業所の割合が
7.6％です。
　今おっしゃったように、自殺者です
けれども、平成10年度以降、12年連続
して３万人を超えているということで
して、このうち勤務問題が原因あるい
は動機の一つになっている方が2,500人
ということです。また、経済・生活問
題が18.3％ですが、これも関係してい
るかもしれませんので、たいへん重要
な問題になっているのではないかと思
います。
　大西　職場における最大の課題の一

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

学校法人北里研究所常任理事
相　澤　好　治

（聞き手　大西　真）

メンタルヘルス健診
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必要と思います。
　大西　過重労働との関係も問題にな
るかと思いますけれども、そのあたり
に関してはいかがでしょうか。
　相澤　過重労働では、疲労がたまり
ますと、当然抑うつ的な状態になりま
すので、過重労働で時間外労働が増え
ますと、同じようなやり方で、就労者
が希望した場合は医師による面接をや
っていますので、ストレスについても
それと同じようなかたちでやっていく

ように勧めていますけれども、まだ法
律が通りませんので、これからどうな
るかわかりません。しかし、将来的に
はそういうかたちになっていくのでは
ないかと思います。
　大西　メンタルヘルスの健診は、今
後ますます重要になってくると考えて
よろしいですね。
　相澤　そう思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　大西　そうしますと、今のような問
診で注意しなければいけない点を踏ま
えて、あと視診での全体での印象です
ね。何か簡易調査票のようなものを利
用される場合もあるのですか。チェッ
クリストのようなものもあるのでしょ
うか。
　相澤　中央労働災害防止協会という
厚生労働省の関連団体が出しているも
のがありまして、いわゆる職業性スト
レス簡易調査票というものがあります。
これは仕事上のストレスの症状とか、
上司との関係、仕事の質・量の負荷、
そういったことで評価するものでして、
全部で57項目あるわけですけれども、
仕事のストレスが17問、心の状態が29
問、上司・同僚のサポートが９問、そ
れから満足度が２問ありまして、57問
なのですけれども、ストレスの原因と
考えられるような因子とか、ストレス
によって起きる心身の反応であります
とか、ストレス反応に影響を与えるほ
かの因子を調べるものです。
　大西　こういったスクリーニングを
行って、問題があったり、リスクがあ
る場合は、事後措置はどのように進め
ていったらよろしいのでしょうか。
　相澤　これはあくまでもストレスで
すので、一過性のものかもしれません
ので、面接をきちっとして、症状が重
要なものかどうか、あるいは治療が必
要かということを専門の医師に判定を
ゆだねるということが次のステップで

あると思います。
　大西　特に産業医の方は、専門医に
お願いしたりとか、場合によっては休
業とか、いろいろ指示をしなければい
けないと思うのですけれども、なかな
かその辺もたいへんだと思いますが。
　相澤　国としても、100％の事業所
がメンタルヘルスに取り組むようにし
ようということで、今考えております
のは、健康診断のときにもうちょっと
簡単な調査で、先ほどの最近の心理的
な状況、29項目のうち、疲労に関する
３項目と、不安に関する３項目と、そ
れから抑うつに関する３項目の合計９
項目でスクリーニングをしようという
ことです。そのときに医師、あるいは
保健師が問診をして、そういった症状
を確認する必要があるかを判断します。
　これも自動的に決めるのではなくて、
就労者が受けたいという希望があった
場合に、事業者が医師のほうにお願い
して、医師がよく話を聞いて、また職
務の状況を事業主のほうが医師に伝え
て、そして面接をするということにな
ると思います。
　そのときに、どういう注意事項が必
要かといいますと、まず先入観を持た
ないで、相手の気持ちに立って聞く必
要があると思います。すぐに問題があ
るということで面接に入らないで、何
か困っていることはないか、いわゆる
積極的な傾聴法といっていますけれど
も、そういう方法で聞くということが
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必要と思います。
　大西　過重労働との関係も問題にな
るかと思いますけれども、そのあたり
に関してはいかがでしょうか。
　相澤　過重労働では、疲労がたまり
ますと、当然抑うつ的な状態になりま
すので、過重労働で時間外労働が増え
ますと、同じようなやり方で、就労者
が希望した場合は医師による面接をや
っていますので、ストレスについても
それと同じようなかたちでやっていく

ように勧めていますけれども、まだ法
律が通りませんので、これからどうな
るかわかりません。しかし、将来的に
はそういうかたちになっていくのでは
ないかと思います。
　大西　メンタルヘルスの健診は、今
後ますます重要になってくると考えて
よろしいですね。
　相澤　そう思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　大西　そうしますと、今のような問
診で注意しなければいけない点を踏ま
えて、あと視診での全体での印象です
ね。何か簡易調査票のようなものを利
用される場合もあるのですか。チェッ
クリストのようなものもあるのでしょ
うか。
　相澤　中央労働災害防止協会という
厚生労働省の関連団体が出しているも
のがありまして、いわゆる職業性スト
レス簡易調査票というものがあります。
これは仕事上のストレスの症状とか、
上司との関係、仕事の質・量の負荷、
そういったことで評価するものでして、
全部で57項目あるわけですけれども、
仕事のストレスが17問、心の状態が29
問、上司・同僚のサポートが９問、そ
れから満足度が２問ありまして、57問
なのですけれども、ストレスの原因と
考えられるような因子とか、ストレス
によって起きる心身の反応であります
とか、ストレス反応に影響を与えるほ
かの因子を調べるものです。
　大西　こういったスクリーニングを
行って、問題があったり、リスクがあ
る場合は、事後措置はどのように進め
ていったらよろしいのでしょうか。
　相澤　これはあくまでもストレスで
すので、一過性のものかもしれません
ので、面接をきちっとして、症状が重
要なものかどうか、あるいは治療が必
要かということを専門の医師に判定を
ゆだねるということが次のステップで

あると思います。
　大西　特に産業医の方は、専門医に
お願いしたりとか、場合によっては休
業とか、いろいろ指示をしなければい
けないと思うのですけれども、なかな
かその辺もたいへんだと思いますが。
　相澤　国としても、100％の事業所
がメンタルヘルスに取り組むようにし
ようということで、今考えております
のは、健康診断のときにもうちょっと
簡単な調査で、先ほどの最近の心理的
な状況、29項目のうち、疲労に関する
３項目と、不安に関する３項目と、そ
れから抑うつに関する３項目の合計９
項目でスクリーニングをしようという
ことです。そのときに医師、あるいは
保健師が問診をして、そういった症状
を確認する必要があるかを判断します。
　これも自動的に決めるのではなくて、
就労者が受けたいという希望があった
場合に、事業者が医師のほうにお願い
して、医師がよく話を聞いて、また職
務の状況を事業主のほうが医師に伝え
て、そして面接をするということにな
ると思います。
　そのときに、どういう注意事項が必
要かといいますと、まず先入観を持た
ないで、相手の気持ちに立って聞く必
要があると思います。すぐに問題があ
るということで面接に入らないで、何
か困っていることはないか、いわゆる
積極的な傾聴法といっていますけれど
も、そういう方法で聞くということが
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質をある化合物として体の中に注射す
ると、その化合物の特徴によって、あ
る臓器に集まったり、あるいはがんに
集まったり、炎症に集まったりします。
薬が集まると、その部位から放射能が
たくさん出てきますので、その放射能
を体の回りを囲んだ特殊なカメラで撮
影して画像化するというのがPETの原
理になります。
　大西　特に、これで悪性腫瘍が非常
によくわかるというのは、何か特別な
原理があるのでしょうか。
　村上　現在、PET検査で使われてい
る薬剤はFDGという薬です。これはブ
ドウ糖に似た薬です。ご存じのように、
人間の細胞はブドウ糖を取り込んで栄
養にして、それで成長していくわけで
す。なかでも、がん細胞は正常の細胞
に比べると代謝が活発で、細胞の中に
たくさんブドウ糖を取り込むという性
質があります。つまりFDGというブド
ウ糖に似た薬を体の中に投与すると、
そのFDGが特に正常の細胞に比べて、
がん細胞に強く集まります。そうしま
すと、がん細胞の部分からたくさんの
放射線が出てきますので、それを体の
外のカメラでとらえて画像化する、こ
ういった原理になるわけです。
　大西　具体的な検査の手順といいま
すか、そもそも検査時間はどれぐらい
かかるのでしょうか。
　村上　検査の手順としましては、ま
ずFDGという薬を注射するところから

始まります。注射してから、体の中の
特定の部分に集まるまでにちょっと時
間がかかります。だいたいFDG-PET
検査の場合には１時間ほど待ち時間が
あります。その後、撮影するわけです
が、最近のカメラはどんどん高性能に
なりまして、だいたい15～20分程度で
撮影が終わります。
　しかしながら、場合によっては１回
の検査のあとに、もう一度時間を置い
て撮影するという遅延相を撮る場合が
あります。最初に撮った相を早期相と
しますと、時間を変えてあとから撮っ
た撮影を遅延相と呼ぶわけです。そう
すると、がんと炎症の区別ができたり、
あるいは消化管に集まった集積がちょ
っと変化したりということで、より病
気の部分がはっきりとわかる場合があ
ります。この場合には注射してから、
待ち時間も含めてだいたい２時間程度
の検査時間ということになります。
　大西　それでは、PETが非常に有効
な腫瘍というのはどのようなものがあ
りますでしょうか。
　村上　FDG-PET検査にも得意な腫
瘍と苦手な腫瘍があります。得意な腫
瘍は、ブドウ糖を取り込む腫瘍全般で
す。つまり比較的いろいろな種類のが
んに集まる。例えば、上からいいます
と、頭頸部がん、甲状腺がん、乳がん、
大腸がん、それから膵臓がんなども集
まりますし、あるいは卵巣がんとか、
要するにいろいろな種類のがんに集ま

　大西　村上先生、PET検診について
教えていただきたいと思います。
　まず、PET検診は盛んに導入されて
いると思いますけれども、そのあたり
の現状から教えていただけますか。
　村上　日本ではPETが公式に認可さ
れるのに欧米に比べるとちょっと時間
がかかりました。ですから、正式な保
険診療になったのは2002年からなので
すけれども、実はその前からPET検診
というのは行われておりました。PET
を最初に検診で使用したのは日本が初
めてです。山中湖にある検診を専門と
した民間病院がPETを検診に使い始め、
これは保険診療が認可されるはるか前
の1996年からでした。
　ただ、最初のうちはまだPETの画像
もそれほどよくなかったので、それほ
ど普及しませんでした。しかしながら、
保険認可が下りたということを契機に
PETが一気に広がり、PETの保険診療
だけでは患者さんも思うように集まら
ないという施設もありまして、民間病
院を中心にPET検診が広く行われるよ

うになったというのが現状です。
　具体的にPETが日本で今どれぐらい
あるかといいますと、2011年のデータ
になりますけれども、だいたい300施
設前後になっております。
　大西　随分普及してきたということ
ですね。
　村上　そうですね。
　大西　PETとは、いったい何か、そ
の原理ですね。ちょっと基本的なとこ
ろを教えていただけますでしょうか。
　村上　PETは正式名称をPositron 
Emission Tomography、その頭文字を
取ってPETといわれております。ポジ
トロンというのはちょっと難しい言葉
ですが、陽電子といいます。アイソト
ープの中には普通は電磁波を出すもの
が多いのですが、特に陽電子を出す特
殊なアイソトープがあります。これを
医療に用いるのが陽電子放射断層撮影、
PET検査と呼ばれるものです。
　原理は、従来の核医学検査とそれほ
ど大きな差はありません。ポジトロン
を出す、つまり陽電子を出す放射性物

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

慶應義塾大学放射線診療科教授
村　上　康　二

（聞き手　大西　真）

PET検診
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質をある化合物として体の中に注射す
ると、その化合物の特徴によって、あ
る臓器に集まったり、あるいはがんに
集まったり、炎症に集まったりします。
薬が集まると、その部位から放射能が
たくさん出てきますので、その放射能
を体の回りを囲んだ特殊なカメラで撮
影して画像化するというのがPETの原
理になります。
　大西　特に、これで悪性腫瘍が非常
によくわかるというのは、何か特別な
原理があるのでしょうか。
　村上　現在、PET検査で使われてい
る薬剤はFDGという薬です。これはブ
ドウ糖に似た薬です。ご存じのように、
人間の細胞はブドウ糖を取り込んで栄
養にして、それで成長していくわけで
す。なかでも、がん細胞は正常の細胞
に比べると代謝が活発で、細胞の中に
たくさんブドウ糖を取り込むという性
質があります。つまりFDGというブド
ウ糖に似た薬を体の中に投与すると、
そのFDGが特に正常の細胞に比べて、
がん細胞に強く集まります。そうしま
すと、がん細胞の部分からたくさんの
放射線が出てきますので、それを体の
外のカメラでとらえて画像化する、こ
ういった原理になるわけです。
　大西　具体的な検査の手順といいま
すか、そもそも検査時間はどれぐらい
かかるのでしょうか。
　村上　検査の手順としましては、ま
ずFDGという薬を注射するところから

始まります。注射してから、体の中の
特定の部分に集まるまでにちょっと時
間がかかります。だいたいFDG-PET
検査の場合には１時間ほど待ち時間が
あります。その後、撮影するわけです
が、最近のカメラはどんどん高性能に
なりまして、だいたい15～20分程度で
撮影が終わります。
　しかしながら、場合によっては１回
の検査のあとに、もう一度時間を置い
て撮影するという遅延相を撮る場合が
あります。最初に撮った相を早期相と
しますと、時間を変えてあとから撮っ
た撮影を遅延相と呼ぶわけです。そう
すると、がんと炎症の区別ができたり、
あるいは消化管に集まった集積がちょ
っと変化したりということで、より病
気の部分がはっきりとわかる場合があ
ります。この場合には注射してから、
待ち時間も含めてだいたい２時間程度
の検査時間ということになります。
　大西　それでは、PETが非常に有効
な腫瘍というのはどのようなものがあ
りますでしょうか。
　村上　FDG-PET検査にも得意な腫
瘍と苦手な腫瘍があります。得意な腫
瘍は、ブドウ糖を取り込む腫瘍全般で
す。つまり比較的いろいろな種類のが
んに集まる。例えば、上からいいます
と、頭頸部がん、甲状腺がん、乳がん、
大腸がん、それから膵臓がんなども集
まりますし、あるいは卵巣がんとか、
要するにいろいろな種類のがんに集ま

　大西　村上先生、PET検診について
教えていただきたいと思います。
　まず、PET検診は盛んに導入されて
いると思いますけれども、そのあたり
の現状から教えていただけますか。
　村上　日本ではPETが公式に認可さ
れるのに欧米に比べるとちょっと時間
がかかりました。ですから、正式な保
険診療になったのは2002年からなので
すけれども、実はその前からPET検診
というのは行われておりました。PET
を最初に検診で使用したのは日本が初
めてです。山中湖にある検診を専門と
した民間病院がPETを検診に使い始め、
これは保険診療が認可されるはるか前
の1996年からでした。
　ただ、最初のうちはまだPETの画像
もそれほどよくなかったので、それほ
ど普及しませんでした。しかしながら、
保険認可が下りたということを契機に
PETが一気に広がり、PETの保険診療
だけでは患者さんも思うように集まら
ないという施設もありまして、民間病
院を中心にPET検診が広く行われるよ

うになったというのが現状です。
　具体的にPETが日本で今どれぐらい
あるかといいますと、2011年のデータ
になりますけれども、だいたい300施
設前後になっております。
　大西　随分普及してきたということ
ですね。
　村上　そうですね。
　大西　PETとは、いったい何か、そ
の原理ですね。ちょっと基本的なとこ
ろを教えていただけますでしょうか。
　村上　PETは正式名称をPositron 
Emission Tomography、その頭文字を
取ってPETといわれております。ポジ
トロンというのはちょっと難しい言葉
ですが、陽電子といいます。アイソト
ープの中には普通は電磁波を出すもの
が多いのですが、特に陽電子を出す特
殊なアイソトープがあります。これを
医療に用いるのが陽電子放射断層撮影、
PET検査と呼ばれるものです。
　原理は、従来の核医学検査とそれほ
ど大きな差はありません。ポジトロン
を出す、つまり陽電子を出す放射性物
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っきりわかる、そういった特徴のある
検査法です。
　大西　PETは全身を検索できるとい
うメリットもあると思いますけれども、
やはり万能ではないと考えておいたほ
うがよろしいのでしょうか。
　村上　PET、あるいはPET検診のメ
リットは、広い範囲、全身が楽に撮れ
ることです。１本注射して、あとはベ
ッドに寝ているだけですから。しかし
ながら、すべてのがんがぴたりとわか
るわけではありません。やはり小さい
がん、具体的にいいますと、１㎝以下
は検出度が落ちてきまして、５㎜以下
のがんを検出するのはなかなか難しい
というのが現状です。
　大西　そうしますと、PET検診の位
置づけといいますか、PETをどのよう
に有効活用したらよろしいでしょうか。
　村上　特に、胃がんとか前立腺がん
など、もともとPETが苦手ながんにつ
いてはほかの検査法を使う。例えば、
胃がんだったら内視鏡を使う。前立腺
がんだったらPSAという腫瘍マーカー
を調べる。こういったことが大事です。
それ以外のがんも、例えば肺がんだっ
たらPETでもわかる場合がありますが、
やはりCTのほうが優れています。で
すから、CTを併用するのが大事です。
また、大腸がんなどももちろんPETで

わかりますが、もしも本当に小さいが
んを見つけたいのだったら、やはり大
腸内視鏡のほうが優れているわけです。
PET検診のメリットは全身のいろいろ
ながんを、広く、浅くスクリーニング
することです。
　大西　最近、検査の被ばくの問題も
ありますけれども、PETの場合はどの
ように考えたらよろしいでしょうか。
　村上　具体的にいいますと、PET検
査１回の被ばく線量が５～10ミリシー
ベルトの間です。これはどのぐらいの
線量かといいますと、CTの検査とだ
いたい同じ程度です。ただし、CTは
全身を撮ると20ミリシーベルトぐらい
になります。PETは広い範囲を被ばく
しますけれども、全身を撮ることがで
きて、一般のCT検査とそれほど大差
はない程度の被ばくというふうに考え
ていただければけっこうだと思います。
　大西　今後、PETはますます進化し
ていくのでしょうか。
　村上　PET検診もこれからだんだん
広がっていくと思いますけれども、ち
ょっと費用が高いというデメリットが
あります。しかしながら、精密検査目
的のPET検査というのは今後ともます
ます広がっていくというふうに考えら
れます。
　大西　ありがとうございました。

るというのがPETの一つの特徴です。
　逆に苦手ながんというのがむしろ大
事でして、PET検査の場合には胃が
んには集まりにくいというのはよく知
られています。そのほかに、成長の遅
いがん、これはブドウ糖の取り込みが
弱いので、PET検査が苦手な腫瘍なの
ですが、具体的にいうと前立腺がんは
FDGの集積が弱いということが知られ
ております。
　大西　ブドウ糖を利用していますの
で、糖尿病の患者さんなどはいかがで
しょうか。
　村上　糖尿病のコントロールが悪い
患者さんはFDG-PET検査は有用性が
低いということが知られています。で
すから、例えば検診で行うような場合
には耐糖能異常のある糖尿病の患者さ
んはあまりお勧めしません。しかしな
がら、もしもがんがあるとわかってい
て、特に再発が疑われる、ほかの画像
診断を用いてもどうしてもわからない、
残るはPET検査だけであるといった場
合には、多少の糖尿病のある患者さん
でもやる場合があります。要するに、
糖尿病があることによって有用性は落
ちるわけですけれども、それでも有用
性がゼロになるというわけではありま
せんので。
　大西　悪性リンパ腫とか、リンパ節
転移なども非常によくわかるような印
象を持っているのですが、そのあたり
はいかがでしょうか。

　村上　PET検査の一つの特徴は全身
が撮像できるというところです。です
から、悪性リンパ腫、あるいはメラノ
ーマ（悪性黒色腫）の患者さんのよう
に、全身に病変が分布する可能性のあ
る病気の場合には非常にPETの有用性
が高いといえます。
　大西　逆に偽陽性の場合というのは
どういうことが考えられますか。
　村上　ブドウ糖の代謝を利用した
FDG-PET検査ですので、がん細胞は
もちろん糖代謝が亢進していますけれ
ども、実は炎症細胞も糖代謝が亢進し
ているので、FDGが集まってしまいま
す。ですから、例えば肺炎がある、あ
るいは胃炎がある、あるいはどこかに
潰瘍がある、こういった場合にもそこ
にFDGが集まってしまい、がんと見分
けが難しいということがあります。
　大西　最近よくPET-CTという言葉
が使われていますけれども、どのよう
なものなのでしょうか。
　村上　PET検査はコントラストが非
常に強くて、病変だけがよくわかると
いう特徴がありますが、デメリットと
しては空間分解能が悪い。要するに、
小さいものが見にくく、また、異常が
わかっても、分解能が悪いために場所
が特定できませんでした。しかし、最
近はPETとCTが一体型になったPET-
CTというものができてまいりまして、
これはCTとPETを重ねることによっ
て、PET検査で異常の部位がCTでは

48 （688） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） ドクターサロン56巻９月号（8 . 2012） （689）  49

1209本文.indd   48-49 12/08/16   9:47



っきりわかる、そういった特徴のある
検査法です。
　大西　PETは全身を検索できるとい
うメリットもあると思いますけれども、
やはり万能ではないと考えておいたほ
うがよろしいのでしょうか。
　村上　PET、あるいはPET検診のメ
リットは、広い範囲、全身が楽に撮れ
ることです。１本注射して、あとはベ
ッドに寝ているだけですから。しかし
ながら、すべてのがんがぴたりとわか
るわけではありません。やはり小さい
がん、具体的にいいますと、１㎝以下
は検出度が落ちてきまして、５㎜以下
のがんを検出するのはなかなか難しい
というのが現状です。
　大西　そうしますと、PET検診の位
置づけといいますか、PETをどのよう
に有効活用したらよろしいでしょうか。
　村上　特に、胃がんとか前立腺がん
など、もともとPETが苦手ながんにつ
いてはほかの検査法を使う。例えば、
胃がんだったら内視鏡を使う。前立腺
がんだったらPSAという腫瘍マーカー
を調べる。こういったことが大事です。
それ以外のがんも、例えば肺がんだっ
たらPETでもわかる場合がありますが、
やはりCTのほうが優れています。で
すから、CTを併用するのが大事です。
また、大腸がんなどももちろんPETで

わかりますが、もしも本当に小さいが
んを見つけたいのだったら、やはり大
腸内視鏡のほうが優れているわけです。
PET検診のメリットは全身のいろいろ
ながんを、広く、浅くスクリーニング
することです。
　大西　最近、検査の被ばくの問題も
ありますけれども、PETの場合はどの
ように考えたらよろしいでしょうか。
　村上　具体的にいいますと、PET検
査１回の被ばく線量が５～10ミリシー
ベルトの間です。これはどのぐらいの
線量かといいますと、CTの検査とだ
いたい同じ程度です。ただし、CTは
全身を撮ると20ミリシーベルトぐらい
になります。PETは広い範囲を被ばく
しますけれども、全身を撮ることがで
きて、一般のCT検査とそれほど大差
はない程度の被ばくというふうに考え
ていただければけっこうだと思います。
　大西　今後、PETはますます進化し
ていくのでしょうか。
　村上　PET検診もこれからだんだん
広がっていくと思いますけれども、ち
ょっと費用が高いというデメリットが
あります。しかしながら、精密検査目
的のPET検査というのは今後ともます
ます広がっていくというふうに考えら
れます。
　大西　ありがとうございました。

るというのがPETの一つの特徴です。
　逆に苦手ながんというのがむしろ大
事でして、PET検査の場合には胃が
んには集まりにくいというのはよく知
られています。そのほかに、成長の遅
いがん、これはブドウ糖の取り込みが
弱いので、PET検査が苦手な腫瘍なの
ですが、具体的にいうと前立腺がんは
FDGの集積が弱いということが知られ
ております。
　大西　ブドウ糖を利用していますの
で、糖尿病の患者さんなどはいかがで
しょうか。
　村上　糖尿病のコントロールが悪い
患者さんはFDG-PET検査は有用性が
低いということが知られています。で
すから、例えば検診で行うような場合
には耐糖能異常のある糖尿病の患者さ
んはあまりお勧めしません。しかしな
がら、もしもがんがあるとわかってい
て、特に再発が疑われる、ほかの画像
診断を用いてもどうしてもわからない、
残るはPET検査だけであるといった場
合には、多少の糖尿病のある患者さん
でもやる場合があります。要するに、
糖尿病があることによって有用性は落
ちるわけですけれども、それでも有用
性がゼロになるというわけではありま
せんので。
　大西　悪性リンパ腫とか、リンパ節
転移なども非常によくわかるような印
象を持っているのですが、そのあたり
はいかがでしょうか。

　村上　PET検査の一つの特徴は全身
が撮像できるというところです。です
から、悪性リンパ腫、あるいはメラノ
ーマ（悪性黒色腫）の患者さんのよう
に、全身に病変が分布する可能性のあ
る病気の場合には非常にPETの有用性
が高いといえます。
　大西　逆に偽陽性の場合というのは
どういうことが考えられますか。
　村上　ブドウ糖の代謝を利用した
FDG-PET検査ですので、がん細胞は
もちろん糖代謝が亢進していますけれ
ども、実は炎症細胞も糖代謝が亢進し
ているので、FDGが集まってしまいま
す。ですから、例えば肺炎がある、あ
るいは胃炎がある、あるいはどこかに
潰瘍がある、こういった場合にもそこ
にFDGが集まってしまい、がんと見分
けが難しいということがあります。
　大西　最近よくPET-CTという言葉
が使われていますけれども、どのよう
なものなのでしょうか。
　村上　PET検査はコントラストが非
常に強くて、病変だけがよくわかると
いう特徴がありますが、デメリットと
しては空間分解能が悪い。要するに、
小さいものが見にくく、また、異常が
わかっても、分解能が悪いために場所
が特定できませんでした。しかし、最
近はPETとCTが一体型になったPET-
CTというものができてまいりまして、
これはCTとPETを重ねることによっ
て、PET検査で異常の部位がCTでは
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腹部の血管雑音、下肢のむくみと動脈
の拍動、静脈瘤の有無などがあります。
これらを系統的に短時間で行わなけれ
ばいけないわけです。
　身体所見に関しては今の医学部教育
では十分にはできていないように思い
ます。健診担当医に対する卒後教育が
必要だと思います。総合健診医学会で
は専門医の研修会を行っていますけれ
ども、何らかのかたちで身体所見の評
価が適切にできるように配慮の必要が
あるのではないでしょうか。
　齊藤　その中でも、血圧測定が非常
に重要だということでしょうか。
　久代　そうですね。循環器健診を行
って、受診者に改善のあとの介入をす
ることによって生命予後などがよくな
るということが確認されている場合に
極めて重要な項目ということになりま
す。高血圧を治療すれば生命予後は改
善できますので、健診で血圧を評価す
ることは重要です。
　当然ながら、正確に血圧を測ること
が必要です。例えば、足を組んで血圧
を測ると収縮血圧は２～８㎜Hg上昇
し、背もたれを使用しないと、拡張期
圧は６㎜Hg上がるといわれています。
また、上腕周径に応じた適切なサイズ
のカフをきちんと装着しなければなり
ません。ガイドラインでは、診察室血
圧は２回連続測定値の差が５㎜Hg未
満になるまで測定し、その２回連続測
定値の平均値をとることになっていま

すが、実際には行われていないと思い
ます。自動血圧計の精度は高いので、
それを使用することは問題ないですけ
れども、カフの巻き方、測るときの姿
勢については配慮が必要です。
　健診のときに薬を飲まない方もいら
っしゃいますけれども、降圧薬に関し
ては、午前６時半くらいまでにコップ
１杯の水で服用していただくことを勧
めています。そのほうが日常の血圧を
反映できるのではないかと思います。
　高血圧のガイドラインでは、高血圧
の臓器障害を伴う場合には高リスクと
判定されて、早い時期からの降圧薬療
法を勧めています。幸い健診には眼底、
尿検査、血清のクレアチニン、心電図、
胸部レントゲンが含まれていますので、
これらで高血圧による臓器障害の有無
を判定してリスク評価をすることにな
ります。さらに、血糖、コレステロー
ル、喫煙の有無、家族歴などを含めて
総合的なリスク評価をして受診者に還
元するということが必要だと思います。
　齊藤　血圧がやや高い、いわゆる正
常高値の場合には、これもなかなか難
しいでしょうか。
　久代　高血圧は、ある程度予防でき
る病気です。フラミンガム研究ですと、
正常高値血圧（拡張期血圧85～89㎜Hg、
収縮期130～139㎜Hg）の人たちが、４
年間で高血圧になる率は120/80㎜Hg
未満の人に比べると約11倍と報告され
ています。生活習慣の改善でそれを半

　齊藤　循環器健診ということで、久
代先生にお話しいただきます。
　循環器についてはどういった健診項
目がありますか。
　久代　人間ドックあるいは総合健診
で行われている循環器健診としては、
問診、身体所見、血圧測定、胸部の単
純X線、安静時の心電図、それから血
液検査でコレステロールや中性脂肪な
どを測るというのが一般的ではないで
しょうか。
　齊藤　問診、身体所見はどのくらい
重要ですか。
　久代　そうですね。健診は多人数の
方がいらっしゃるので、問診は通常問
診票が使用されていると思います。循
環器疾患の７～８割は問診と身体所見
で診断ができるといわれているぐらい、
問診は極めて重要です。問診でなくて
は把握できない情報をどうやって問診
票で知るかということになります。循
環器に関しては、狭心症の症状と、不
整脈に伴う失神と失神しかけ、動悸発
作、心不全に伴う労作時の息切れ、末

梢動脈疾患に伴う間欠性跛行、それら
の定型的な症状を見逃さないというこ
とが必要です。
　人によっては、症状があっても、例
えば労作時に息切れするのは年のせい
だからしようがないと思っている人が
います。実はこれが心不全だったり、
狭心症だったりするということもあり
ますし、足が痛くなるのも、ただ年の
せいだと思っていて該当欄に「○」を
しない人もいらっしゃるわけです。そ
ういうのをどのようにピックアップす
るかという課題もあります。
　それから、既往歴、家族歴、生活習
慣、家族構成、社会的な視見なども問
診票で知ることになります。これらの
データを含めて総合的に判定に生かす
という心構えが必要です。
　齊藤　身体所見のとり方はわりと難
しいですね。
　久代　はい。循環器に関していうと、
頸動脈の触診、頸静脈の視診、甲状腺
の触診、病的心音、心雑音、心尖拍動
を含めた前胸壁の拍動、肺野の聴診、

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

日本大学医学部教授・日本大学総合健診センター所長
久　代　登志男
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腹部の血管雑音、下肢のむくみと動脈
の拍動、静脈瘤の有無などがあります。
これらを系統的に短時間で行わなけれ
ばいけないわけです。
　身体所見に関しては今の医学部教育
では十分にはできていないように思い
ます。健診担当医に対する卒後教育が
必要だと思います。総合健診医学会で
は専門医の研修会を行っていますけれ
ども、何らかのかたちで身体所見の評
価が適切にできるように配慮の必要が
あるのではないでしょうか。
　齊藤　その中でも、血圧測定が非常
に重要だということでしょうか。
　久代　そうですね。循環器健診を行
って、受診者に改善のあとの介入をす
ることによって生命予後などがよくな
るということが確認されている場合に
極めて重要な項目ということになりま
す。高血圧を治療すれば生命予後は改
善できますので、健診で血圧を評価す
ることは重要です。
　当然ながら、正確に血圧を測ること
が必要です。例えば、足を組んで血圧
を測ると収縮血圧は２～８㎜Hg上昇
し、背もたれを使用しないと、拡張期
圧は６㎜Hg上がるといわれています。
また、上腕周径に応じた適切なサイズ
のカフをきちんと装着しなければなり
ません。ガイドラインでは、診察室血
圧は２回連続測定値の差が５㎜Hg未
満になるまで測定し、その２回連続測
定値の平均値をとることになっていま

すが、実際には行われていないと思い
ます。自動血圧計の精度は高いので、
それを使用することは問題ないですけ
れども、カフの巻き方、測るときの姿
勢については配慮が必要です。
　健診のときに薬を飲まない方もいら
っしゃいますけれども、降圧薬に関し
ては、午前６時半くらいまでにコップ
１杯の水で服用していただくことを勧
めています。そのほうが日常の血圧を
反映できるのではないかと思います。
　高血圧のガイドラインでは、高血圧
の臓器障害を伴う場合には高リスクと
判定されて、早い時期からの降圧薬療
法を勧めています。幸い健診には眼底、
尿検査、血清のクレアチニン、心電図、
胸部レントゲンが含まれていますので、
これらで高血圧による臓器障害の有無
を判定してリスク評価をすることにな
ります。さらに、血糖、コレステロー
ル、喫煙の有無、家族歴などを含めて
総合的なリスク評価をして受診者に還
元するということが必要だと思います。
　齊藤　血圧がやや高い、いわゆる正
常高値の場合には、これもなかなか難
しいでしょうか。
　久代　高血圧は、ある程度予防でき
る病気です。フラミンガム研究ですと、
正常高値血圧（拡張期血圧85～89㎜Hg、
収縮期130～139㎜Hg）の人たちが、４
年間で高血圧になる率は120/80㎜Hg
未満の人に比べると約11倍と報告され
ています。生活習慣の改善でそれを半

　齊藤　循環器健診ということで、久
代先生にお話しいただきます。
　循環器についてはどういった健診項
目がありますか。
　久代　人間ドックあるいは総合健診
で行われている循環器健診としては、
問診、身体所見、血圧測定、胸部の単
純X線、安静時の心電図、それから血
液検査でコレステロールや中性脂肪な
どを測るというのが一般的ではないで
しょうか。
　齊藤　問診、身体所見はどのくらい
重要ですか。
　久代　そうですね。健診は多人数の
方がいらっしゃるので、問診は通常問
診票が使用されていると思います。循
環器疾患の７～８割は問診と身体所見
で診断ができるといわれているぐらい、
問診は極めて重要です。問診でなくて
は把握できない情報をどうやって問診
票で知るかということになります。循
環器に関しては、狭心症の症状と、不
整脈に伴う失神と失神しかけ、動悸発
作、心不全に伴う労作時の息切れ、末

梢動脈疾患に伴う間欠性跛行、それら
の定型的な症状を見逃さないというこ
とが必要です。
　人によっては、症状があっても、例
えば労作時に息切れするのは年のせい
だからしようがないと思っている人が
います。実はこれが心不全だったり、
狭心症だったりするということもあり
ますし、足が痛くなるのも、ただ年の
せいだと思っていて該当欄に「○」を
しない人もいらっしゃるわけです。そ
ういうのをどのようにピックアップす
るかという課題もあります。
　それから、既往歴、家族歴、生活習
慣、家族構成、社会的な視見なども問
診票で知ることになります。これらの
データを含めて総合的に判定に生かす
という心構えが必要です。
　齊藤　身体所見のとり方はわりと難
しいですね。
　久代　はい。循環器に関していうと、
頸動脈の触診、頸静脈の視診、甲状腺
の触診、病的心音、心雑音、心尖拍動
を含めた前胸壁の拍動、肺野の聴診、

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

日本大学医学部教授・日本大学総合健診センター所長
久　代　登志男

（聞き手　齊藤郁夫）

循環器健診
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ついて施設間差が認められています。
心電図異常が認められた場合、前回と
の比較、自覚症状、身体所見、血圧な
どの危険因子、家族歴を総合的に考え
て病的意義を判断する必要があります。
どのように判定すべきか、今後ガイド
ラインを策定すべきだと思います。ま
た、健診では安静時心電図で何がわか
るのかを受診者にきちんと説明する必
要があります。心電図に異常がないと
言われたことを心臓は大丈夫だと勝手
に考えて、無理をして心筋梗塞になっ
てしまったなどのことがないようにす
べきです。
　齊藤　心臓のCTとかMRAもありま
すが、この辺はどうですか。
　久代　はい、比較的簡単にできるの
は、CTによる冠動脈石灰化の評価で
す。石灰化の量が多いほど動脈硬化の
程度が強くスコア化されており、欧米
ではスコアが高いほど将来の心筋梗塞
リスクが高いことがわかっています。
機械が進歩して、被ばくは１ミリシー
ベルト以下になっています。しかし、
残念ながら、若い人のいわゆるnon-
calcified plaqueという、石灰化を伴わ
ないプラークは診断できませんし、高
齢者では、高度の石灰化があっても、
あまり内腔の狭窄はないという場合も
ありますので、false negative、false 
positiveが問題になっています。
　冠動脈石灰化は動脈硬化の指標には
なるのですけれども、それが認められ

た場合に、例えばコレステロールの管
理目標をどう設定するかなどについて
も、まだ十分なデータはありません。
米国政府の諮問機関で健診を含めた予
防医学的な対応を勧告しているU.S. 
Preventive Services Task Force
（USPSTF：米国予防医学作業部会）
の勧告では、虚血性心疾患のスクリー
ニングに冠動脈石灰化を行うことは勧
めていません。
　齊藤　冠動脈のMRAなどはどうで
すか。
　久代　MRAはまだ造影の解像度が
低いので、冠動脈疾患のスクリーニン
グに使うのは難しいと思います。造影
CTは十分な解像力を有しているので、
造影CTで異常がなければ有意な狭窄
はないと考えられます。胸の症状があ
って、造影CTに異常がなければ、労作
性狭心症が原因の可能性は低くなりま
す。異常がある場合には、心筋SPECT、
カテーテルなどの検査が必要になりま
す。そういうための検査であって、健
診では被ばくもありますし、造影剤も
使わなければいけないので、勧められ
ません。
　齊藤　高感度CRPも測定されていま
すね。
　久代　そうですね。これもリスクマ
ーカーとしては有用だろうと思います。
ただ、結果の数値が高い場合に、では
どのように介入していくかということ
についての十分なデータがありません。

減できるということも介入試験で示さ
れていますので、健診で正常高値にな
った場合に、高血圧予備群と考えて、
積極的な生活習慣の改善指導をしても
いいのではないでしょうか。
　齊藤　最近BNPを測る施設もありま
すね。これはどうですか。
　久代　血圧は変動するので、長期の
推移を評価することが難しいわけです。
糖尿病にはHbA1Cという優れた指標が
ありますけれども、BNPにより血圧の
長期的な推移を評価することができれ
ば役に立ちます。BNPは、左室肥大と
左室機能低下の程度と関連するとの報
告もあり、高血圧性臓器障害の指標と
なる可能性があります。例えば、降圧
薬療法によりBNPが下がれば血圧管
理はうまくいっている、逆に診察室血
圧はコントロールされているけれど、
BNPが上昇してきたら早朝高血圧や仮
面高血圧を疑うなどの対応が考えられ
ます。しかし、BNPに影響する交絡因
子も多いので、健診受診者の長期観察
によるBNPの推移と高血圧性臓器障害
の程度について知見を重ねる必要があ
ると思います。
　齊藤　冠動脈についてはいかがでし
ょうか。
　久代　これも重要な課題です。日本
でも若い人の心筋梗塞は狭窄率が50％
未満で、プラークが突然破綻して心筋
梗塞になる。ある日突然破綻するわけ
ですので、前もって狭心症もありませ

んし、事前に運動負荷試験をしてもわ
からないわけです。こういうソフトプ
ラークの破裂による心筋梗塞を予防す
るということでは、冠動脈疾患の危険
因子を評価して、若いうちからの一次
予防が最も重要だと思われます。
　齊藤　ということは、高血圧、脂質、
禁煙ということになるでしょうか。
　久代　そうです。
　齊藤　心電図はどうでしょうか。
　久代　安静時心電図は、例えば冠動
脈に99％狭窄があっても正常のことが
ありますので、虚血性心疾患の診断感
度は低くスクリーニングには適してい
ません。しかし、フラミンガム研究で
は、安静時心電図は左室の心筋症、肥
大などの形態異常の診断感度は約90％
と高いことが認められています。さら
に、健診での安静時心電図異常がある
場合、例えば異常Q波、ST・T異常は、
心筋梗塞発症と突然死を含めた生命予
後の重要な予測指標となることがわか
っています。WPW型、ブルガダ、QT
延長なども心電図でしかわからないわ
けです。頻度は高くないけれど、健診
で無症候性の心房細動が発見されるこ
ともあります。全国労働衛生団体連合
会、あるいは日本総合健診医学会では
健診での心電図検査に関する調査をし
ていますが、自動解析装置の普及もあ
り心電図異常の診断精度は高くなって
います。しかし、異常所見に対して要
精査とするか、要経過観察とするかに
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ついて施設間差が認められています。
心電図異常が認められた場合、前回と
の比較、自覚症状、身体所見、血圧な
どの危険因子、家族歴を総合的に考え
て病的意義を判断する必要があります。
どのように判定すべきか、今後ガイド
ラインを策定すべきだと思います。ま
た、健診では安静時心電図で何がわか
るのかを受診者にきちんと説明する必
要があります。心電図に異常がないと
言われたことを心臓は大丈夫だと勝手
に考えて、無理をして心筋梗塞になっ
てしまったなどのことがないようにす
べきです。
　齊藤　心臓のCTとかMRAもありま
すが、この辺はどうですか。
　久代　はい、比較的簡単にできるの
は、CTによる冠動脈石灰化の評価で
す。石灰化の量が多いほど動脈硬化の
程度が強くスコア化されており、欧米
ではスコアが高いほど将来の心筋梗塞
リスクが高いことがわかっています。
機械が進歩して、被ばくは１ミリシー
ベルト以下になっています。しかし、
残念ながら、若い人のいわゆるnon-
calcified plaqueという、石灰化を伴わ
ないプラークは診断できませんし、高
齢者では、高度の石灰化があっても、
あまり内腔の狭窄はないという場合も
ありますので、false negative、false 
positiveが問題になっています。
　冠動脈石灰化は動脈硬化の指標には
なるのですけれども、それが認められ

た場合に、例えばコレステロールの管
理目標をどう設定するかなどについて
も、まだ十分なデータはありません。
米国政府の諮問機関で健診を含めた予
防医学的な対応を勧告しているU.S. 
Preventive Services Task Force
（USPSTF：米国予防医学作業部会）
の勧告では、虚血性心疾患のスクリー
ニングに冠動脈石灰化を行うことは勧
めていません。
　齊藤　冠動脈のMRAなどはどうで
すか。
　久代　MRAはまだ造影の解像度が
低いので、冠動脈疾患のスクリーニン
グに使うのは難しいと思います。造影
CTは十分な解像力を有しているので、
造影CTで異常がなければ有意な狭窄
はないと考えられます。胸の症状があ
って、造影CTに異常がなければ、労作
性狭心症が原因の可能性は低くなりま
す。異常がある場合には、心筋SPECT、
カテーテルなどの検査が必要になりま
す。そういうための検査であって、健
診では被ばくもありますし、造影剤も
使わなければいけないので、勧められ
ません。
　齊藤　高感度CRPも測定されていま
すね。
　久代　そうですね。これもリスクマ
ーカーとしては有用だろうと思います。
ただ、結果の数値が高い場合に、では
どのように介入していくかということ
についての十分なデータがありません。

減できるということも介入試験で示さ
れていますので、健診で正常高値にな
った場合に、高血圧予備群と考えて、
積極的な生活習慣の改善指導をしても
いいのではないでしょうか。
　齊藤　最近BNPを測る施設もありま
すね。これはどうですか。
　久代　血圧は変動するので、長期の
推移を評価することが難しいわけです。
糖尿病にはHbA1Cという優れた指標が
ありますけれども、BNPにより血圧の
長期的な推移を評価することができれ
ば役に立ちます。BNPは、左室肥大と
左室機能低下の程度と関連するとの報
告もあり、高血圧性臓器障害の指標と
なる可能性があります。例えば、降圧
薬療法によりBNPが下がれば血圧管
理はうまくいっている、逆に診察室血
圧はコントロールされているけれど、
BNPが上昇してきたら早朝高血圧や仮
面高血圧を疑うなどの対応が考えられ
ます。しかし、BNPに影響する交絡因
子も多いので、健診受診者の長期観察
によるBNPの推移と高血圧性臓器障害
の程度について知見を重ねる必要があ
ると思います。
　齊藤　冠動脈についてはいかがでし
ょうか。
　久代　これも重要な課題です。日本
でも若い人の心筋梗塞は狭窄率が50％
未満で、プラークが突然破綻して心筋
梗塞になる。ある日突然破綻するわけ
ですので、前もって狭心症もありませ

んし、事前に運動負荷試験をしてもわ
からないわけです。こういうソフトプ
ラークの破裂による心筋梗塞を予防す
るということでは、冠動脈疾患の危険
因子を評価して、若いうちからの一次
予防が最も重要だと思われます。
　齊藤　ということは、高血圧、脂質、
禁煙ということになるでしょうか。
　久代　そうです。
　齊藤　心電図はどうでしょうか。
　久代　安静時心電図は、例えば冠動
脈に99％狭窄があっても正常のことが
ありますので、虚血性心疾患の診断感
度は低くスクリーニングには適してい
ません。しかし、フラミンガム研究で
は、安静時心電図は左室の心筋症、肥
大などの形態異常の診断感度は約90％
と高いことが認められています。さら
に、健診での安静時心電図異常がある
場合、例えば異常Q波、ST・T異常は、
心筋梗塞発症と突然死を含めた生命予
後の重要な予測指標となることがわか
っています。WPW型、ブルガダ、QT
延長なども心電図でしかわからないわ
けです。頻度は高くないけれど、健診
で無症候性の心房細動が発見されるこ
ともあります。全国労働衛生団体連合
会、あるいは日本総合健診医学会では
健診での心電図検査に関する調査をし
ていますが、自動解析装置の普及もあ
り心電図異常の診断精度は高くなって
います。しかし、異常所見に対して要
精査とするか、要経過観察とするかに
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こういう異常を見つけた場合に、それ
を改善するような介入をして心筋梗塞
を予防するとか、生命予後を改善でき
るというようなエビデンスが構築され
た場合に強く勧められますが、高感度
CRPはまだそこまでいっていないだろ
うと思います。
　しかし、何もしなければエビデンス
構築もできないわけですから、受診者
の悉皆的な予後調査ができる施設で、
長期の縦断調査を行い高感度CRPを含
め先ほどのBNP、あるいは冠動脈石灰
化などの予後評価指標としての意義を
確立する時期にきていると思います。
　齊藤　もう一つ重要な課題は脳卒中
ですけれども、これはどうでしょうか。
　久代　脳卒中は高血圧を早期に発見
して、きちんと管理をするということ
が極めて重要です。脳卒中リスクに関
連する検査に、頸動脈エコーがありま
す。IMT肥厚やプラークの存在が脳梗
塞リスクになることがわかっています。
しかし、USPSTFでは健診に頸動脈エ
コー検査を勧めていません。その検査
を行うことにより、受診者の予後改善
効果が確認されていないためです。く
も膜下出血については、MRAにより
発見される脳動脈瘤が原因になりえま
す。頸動脈エコーやMRAの所見をど
のように受診者に還元すべきなのか十
分な知見はないように思います。脳梗
塞やくも膜下出血のリスクが高いと知
らせることによって受診者を不要な不

安に陥れることがないように配慮が必
要です。健診では、受診者にとって危
険因子修正の励みになるようなかたち
で還元できるといいと思います。
　齊藤　腹部の大動脈瘤もありますね。
これはどうでしょう。
　久代　幸いに人間ドック、総合健診
には腹部超音波検査が含まれています
ので、腹部大動脈瘤のスクリーニング
は可能です。肝臓、腎臓などの臓器に
目を向けがちですが、担当する検査技
師のほうが対応してくれればいいと思
います。
　齊藤　いろいろな検査が増えてきま
したけれども、まだまだ最終的な判断
ができるようなエビデンスがないとい
うことでしょうか。
　久代　日本は世界で最も健診が普及
している国で、健診大国でもあります。
特に、人間ドック・総合健診のような
任意型健診は、各施設が切磋琢磨しな
がら快適に高い精度の健診を受けられ
るシステムを作ってきました。経産省
が進めているメディカルツーリズムの
一環として日本で任意型健診を受ける
中国やロシアの人たちが増えています。
脳ドックやPET健診も普及しています
が、毎年受ける検査ではありません。
これからは、コアとなる健診項目と豊
富なオプション検査を組み合わせて、
受診者個人に最適な健診を提供するこ
とが必要になると思います。誰に、ど
のような健診を提供するのが適切なの

かを判断するためには、十分な根拠が
必要です。日本では任意型健診を受け
ている人が約500万人とされています
ので、その方たちの悉皆的な予後調査
ができれば、健診結果と予後の関係を
知ることができます。
　齊藤　健診受診者のデータのレジス
トリーなどを行って、予後を見ていく
ということでしょうか。

　久代　今、日本人間ドック学会と総
合健診医学会が共同して、データベー
ス構築をするように話し合いが進めら
れています。日本から説得性のあるエ
ビデンスを発信して、USPSTFの勧告
を変更させるようにすべきですし、そ
うしないと健診の未来は開けない気が
します。
　齊藤　ありがとうございました。
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こういう異常を見つけた場合に、それ
を改善するような介入をして心筋梗塞
を予防するとか、生命予後を改善でき
るというようなエビデンスが構築され
た場合に強く勧められますが、高感度
CRPはまだそこまでいっていないだろ
うと思います。
　しかし、何もしなければエビデンス
構築もできないわけですから、受診者
の悉皆的な予後調査ができる施設で、
長期の縦断調査を行い高感度CRPを含
め先ほどのBNP、あるいは冠動脈石灰
化などの予後評価指標としての意義を
確立する時期にきていると思います。
　齊藤　もう一つ重要な課題は脳卒中
ですけれども、これはどうでしょうか。
　久代　脳卒中は高血圧を早期に発見
して、きちんと管理をするということ
が極めて重要です。脳卒中リスクに関
連する検査に、頸動脈エコーがありま
す。IMT肥厚やプラークの存在が脳梗
塞リスクになることがわかっています。
しかし、USPSTFでは健診に頸動脈エ
コー検査を勧めていません。その検査
を行うことにより、受診者の予後改善
効果が確認されていないためです。く
も膜下出血については、MRAにより
発見される脳動脈瘤が原因になりえま
す。頸動脈エコーやMRAの所見をど
のように受診者に還元すべきなのか十
分な知見はないように思います。脳梗
塞やくも膜下出血のリスクが高いと知
らせることによって受診者を不要な不

安に陥れることがないように配慮が必
要です。健診では、受診者にとって危
険因子修正の励みになるようなかたち
で還元できるといいと思います。
　齊藤　腹部の大動脈瘤もありますね。
これはどうでしょう。
　久代　幸いに人間ドック、総合健診
には腹部超音波検査が含まれています
ので、腹部大動脈瘤のスクリーニング
は可能です。肝臓、腎臓などの臓器に
目を向けがちですが、担当する検査技
師のほうが対応してくれればいいと思
います。
　齊藤　いろいろな検査が増えてきま
したけれども、まだまだ最終的な判断
ができるようなエビデンスがないとい
うことでしょうか。
　久代　日本は世界で最も健診が普及
している国で、健診大国でもあります。
特に、人間ドック・総合健診のような
任意型健診は、各施設が切磋琢磨しな
がら快適に高い精度の健診を受けられ
るシステムを作ってきました。経産省
が進めているメディカルツーリズムの
一環として日本で任意型健診を受ける
中国やロシアの人たちが増えています。
脳ドックやPET健診も普及しています
が、毎年受ける検査ではありません。
これからは、コアとなる健診項目と豊
富なオプション検査を組み合わせて、
受診者個人に最適な健診を提供するこ
とが必要になると思います。誰に、ど
のような健診を提供するのが適切なの

かを判断するためには、十分な根拠が
必要です。日本では任意型健診を受け
ている人が約500万人とされています
ので、その方たちの悉皆的な予後調査
ができれば、健診結果と予後の関係を
知ることができます。
　齊藤　健診受診者のデータのレジス
トリーなどを行って、予後を見ていく
ということでしょうか。

　久代　今、日本人間ドック学会と総
合健診医学会が共同して、データベー
ス構築をするように話し合いが進めら
れています。日本から説得性のあるエ
ビデンスを発信して、USPSTFの勧告
を変更させるようにすべきですし、そ
うしないと健診の未来は開けない気が
します。
　齊藤　ありがとうございました。
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そういうものをやりなさいというのが
脳ドック学会の推奨です。
　大西　いわゆるトータルな脳検診と
いうイメージでよろしいですね。
　高木　そうですね。ですから、ご相
談されたときは「脳ドック学会の認定
施設で受けるとよろしいでしょう」と
いうふうにお話しいただければと思い
ます。
　大西　今お話しされた一連の問診、
診察、画像検査、あるいはエコー、そ
ういったトータルできちんと、認知度
も含めて検査する、そういったことが
求められると考えてよろしいですか。
　高木　そうなっております。
　大西　先ほどお話があった主な３つ
の疾患、いわゆる未破裂の脳動脈瘤と
か、あるいは無症候性脳梗塞、あと認
知症、それぞれについて順番におうか
がいしたいのですが、まず「たまたま
脳ドックで破裂していない動脈瘤が見
つかったのだけれども、どうしたらい
いでしょうか」という質問もよく受け
るのですが、そのあたりから教えてい
ただけますでしょうか。
　高木　これは患者さんはたいへん悩
むところだろうと思います。だいたい
頻度としましては、受診者のおよそ１
％ぐらいに見つかる。決して少ない状
態ではないということです。
　では、見つかった未破裂の脳動脈瘤
が破裂すると、くも膜下出血というた
いへん怖い状態になるのですが、それ

がどれぐらいの確率で破裂するか。１
年間で、未破裂を持っている方の１％
ぐらいが破裂する。そうしますと、例
えば50歳の人でこれが見つかったとき
に、あと30年間余命があるとしますと、
その方は生涯で破裂する確率は30％に
なる。これはかなり大きな数字ではな
いかと思います。
　大西　破裂のリスクの評価というの
は、例えばサイズだとか、いろいろ評
価の指標みたいなものがあるのでしょ
うか。この大きさだったらどうかとか、
リスクファクターがこうだったら危険
が高いとか、そのあたりはどのように
指導したらよろしいでしょうか。
　高木　やはり、破裂のリスクの大き
いものについては、脳神経外科の専門
医を紹介して、治療方針を検討してい
ただくことになります。はっきりとし
た統計的な数字が出ているわけではな
いのですが、今までの脳外科医の経験
を踏まえまして、ガイドラインに書い
てありますが、一応患者さんの余命が
10～15年以上ある場合は専門医へとい
うことで、あまりお年を召した方に手
術をしてもしようがないだろうという
こともあります。
　それから、動脈瘤の大きさが５～７
㎜以上ある。そのほうが破裂しやすい
でしょう。もう一つは、それより小さ
いものであっても、症状が出ているも
の。これは脳ドックで見つかるという
ことはあまりないと思うのですけれど

　大西　高木先生、脳ドックについて
おうかがいしたいと思います。
　今、脳ドックがかなり盛んにやられ
るようになってきて、脳ドックを受け
た結果でご相談を受けるケースも多い
のですけれども、日本の現状はどのよ
うなぐあいになっていますでしょうか。
　高木　脳ドックを受けられたという
ことで患者さんが外来に来たときにお
話しになる内容というのは、一つは未
破裂の脳動脈瘤が指摘された、あるい
は無症候性脳梗塞が見つかった、ある
いは初期の認知症といわれた、などが
多いようです。そのようなときにお役
に立てるようなお話をできればと思っ
ております。
　大西　それでは、実際、脳を検診で
調べるにはどういったことをやってい
くのでしょうか。
　高木　まず、どこで脳を調べるのが
いいか、ということですね。脳ドック
であるとか、あるいは脳検診とか、あ
るいは人間ドックプラス脳のオプショ
ンとか、いろいろあります。実際に何

を受ければ、あるいはどこで受ければ
必要なことができるのかということが
なかなかわからないのではないかと思
います。
　そこで、脳ドックをやっている施設
の学会で、日本脳ドック学会というも
のがありまして、最低限どのようなこ
とが必要か、何をすれば脳ドックと称
することができるのだろうかというこ
とを取りまとめまして、脳ドックのガ
イドラインを作り、そこに示しており
ます。
　大西　いわゆる脳ドックというと、
すぐMRIなどに話がいってしまうので
すけれども、全体として、例えば問診
だとか診察だとか、いろいろな画像診
断とか、こういった項目が勧められる
というのが決まっているということな
のでしょうか。
　高木　そうです。問診、それから神
経学的な診察、あと一般的な血液・生
化学・検尿、あとMRIとかMRA、あ
るいは心電図、あと大事なのが頸部の
超音波検査とか、それから認知機能、

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

国際医療福祉大学塩谷病院神経内科教授
高　木　繁　治
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そういうものをやりなさいというのが
脳ドック学会の推奨です。
　大西　いわゆるトータルな脳検診と
いうイメージでよろしいですね。
　高木　そうですね。ですから、ご相
談されたときは「脳ドック学会の認定
施設で受けるとよろしいでしょう」と
いうふうにお話しいただければと思い
ます。
　大西　今お話しされた一連の問診、
診察、画像検査、あるいはエコー、そ
ういったトータルできちんと、認知度
も含めて検査する、そういったことが
求められると考えてよろしいですか。
　高木　そうなっております。
　大西　先ほどお話があった主な３つ
の疾患、いわゆる未破裂の脳動脈瘤と
か、あるいは無症候性脳梗塞、あと認
知症、それぞれについて順番におうか
がいしたいのですが、まず「たまたま
脳ドックで破裂していない動脈瘤が見
つかったのだけれども、どうしたらい
いでしょうか」という質問もよく受け
るのですが、そのあたりから教えてい
ただけますでしょうか。
　高木　これは患者さんはたいへん悩
むところだろうと思います。だいたい
頻度としましては、受診者のおよそ１
％ぐらいに見つかる。決して少ない状
態ではないということです。
　では、見つかった未破裂の脳動脈瘤
が破裂すると、くも膜下出血というた
いへん怖い状態になるのですが、それ

がどれぐらいの確率で破裂するか。１
年間で、未破裂を持っている方の１％
ぐらいが破裂する。そうしますと、例
えば50歳の人でこれが見つかったとき
に、あと30年間余命があるとしますと、
その方は生涯で破裂する確率は30％に
なる。これはかなり大きな数字ではな
いかと思います。
　大西　破裂のリスクの評価というの
は、例えばサイズだとか、いろいろ評
価の指標みたいなものがあるのでしょ
うか。この大きさだったらどうかとか、
リスクファクターがこうだったら危険
が高いとか、そのあたりはどのように
指導したらよろしいでしょうか。
　高木　やはり、破裂のリスクの大き
いものについては、脳神経外科の専門
医を紹介して、治療方針を検討してい
ただくことになります。はっきりとし
た統計的な数字が出ているわけではな
いのですが、今までの脳外科医の経験
を踏まえまして、ガイドラインに書い
てありますが、一応患者さんの余命が
10～15年以上ある場合は専門医へとい
うことで、あまりお年を召した方に手
術をしてもしようがないだろうという
こともあります。
　それから、動脈瘤の大きさが５～７
㎜以上ある。そのほうが破裂しやすい
でしょう。もう一つは、それより小さ
いものであっても、症状が出ているも
の。これは脳ドックで見つかるという
ことはあまりないと思うのですけれど

　大西　高木先生、脳ドックについて
おうかがいしたいと思います。
　今、脳ドックがかなり盛んにやられ
るようになってきて、脳ドックを受け
た結果でご相談を受けるケースも多い
のですけれども、日本の現状はどのよ
うなぐあいになっていますでしょうか。
　高木　脳ドックを受けられたという
ことで患者さんが外来に来たときにお
話しになる内容というのは、一つは未
破裂の脳動脈瘤が指摘された、あるい
は無症候性脳梗塞が見つかった、ある
いは初期の認知症といわれた、などが
多いようです。そのようなときにお役
に立てるようなお話をできればと思っ
ております。
　大西　それでは、実際、脳を検診で
調べるにはどういったことをやってい
くのでしょうか。
　高木　まず、どこで脳を調べるのが
いいか、ということですね。脳ドック
であるとか、あるいは脳検診とか、あ
るいは人間ドックプラス脳のオプショ
ンとか、いろいろあります。実際に何

を受ければ、あるいはどこで受ければ
必要なことができるのかということが
なかなかわからないのではないかと思
います。
　そこで、脳ドックをやっている施設
の学会で、日本脳ドック学会というも
のがありまして、最低限どのようなこ
とが必要か、何をすれば脳ドックと称
することができるのだろうかというこ
とを取りまとめまして、脳ドックのガ
イドラインを作り、そこに示しており
ます。
　大西　いわゆる脳ドックというと、
すぐMRIなどに話がいってしまうので
すけれども、全体として、例えば問診
だとか診察だとか、いろいろな画像診
断とか、こういった項目が勧められる
というのが決まっているということな
のでしょうか。
　高木　そうです。問診、それから神
経学的な診察、あと一般的な血液・生
化学・検尿、あとMRIとかMRA、あ
るいは心電図、あと大事なのが頸部の
超音波検査とか、それから認知機能、
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意見もあります。脳の働きから見れば、
実際はそうなのだろうと思いますが、
私たちの成績では、ラクナのある人と
いうのは、ない人に比べて脳全体の機
能が落ちている。これはなぜかという
ことを考えますと、ラクナが脳機能を
低下させたのではなくて、むしろ高血
圧とか何か、悪い危険因子がある方が、
それが長く続いて、動脈の病変が進ん
だところでようやくラクナが起こって
きた。ラクナが起こるべくして起きた
というふうに考えていいのではないか
と思います。無症候性脳梗塞が見つか
った方には、「今のところは心配なく、
赤信号ではありません。でもこのまま
の生活習慣を続けていくと、やがて脳
卒中や認知症になりますよ、という黄
色信号と考えて、危険因子の治療に励
みましょう」と説明しています。
　大西　それでは３番目の認知機能で
すが、これもかなり脳検診でわかるよ
うになっているとうかがっているので
すが、そのあたりの現状はいかがでし
ょうか。
　高木　必ずこれも脳検診の項目に含
まれておりまして、いろいろなテスト
をやっております。認知症全般につき
ましては、一般的な認知症の予防です
が、１人で放置しないとか、あるいは
趣味をもつとか、あるいは日常生活で
役割を何か果たしていただくとか、そ
ういうことを指導します。あと脳血管
性については、これは予防が可能だと

いうことで、生活習慣病のコントロー
ルをしっかりやるようにということを
お話ししております。
　大西　それでは最後に、今後の脳ド
ックの展望についてご意見をお聞かせ
いただけたらと思います。
　高木　いろいろ脳ドック学会で研究
しているところですけれども、一つ問
題は、誰に勧めるかということだと思
います。
　大西　対象ですね。
　高木　はい、そうです。これはガイ
ドラインにもありますけれども、あま
り若い方にやっても仕方がないだろう。
中高齢者である。それから、ご家族に
脳動脈瘤とか、くも膜下出血の家族歴
がある方、脳卒中の家族歴とか、ある
いは危険因子があるというハイリスク
群、こういう方にぜひ受けていただけ
ればと思います。
　大西　対象を絞ってやっていくとい
うことですね。
　高木　そうですね。
　大西　今後はますますご高齢の方も
増えるかと思いますけれども、その辺
は少しリスクも勘案しながら絞ってい
くということでしょうか。
　高木　そうですね。あと、どれぐら
いの間隔でやるかということですが、
異常がなければ、毎年やる必要はない
ので、２～３年空けてもいいのではな
いかなと思います。
　大西　ありがとうございました。

も、例えば眼球運動障害があって目が
動かないというような場合ですとか。
それから脳の後ろのほう、後方循環、
あるいは前交通動脈であるとか、ある
いは内頸動脈と後交通動脈の分岐部な
どの動脈瘤は手術を考えたほうがいい
でしょう。
　もう一つは、これは専門的になりま
すが、動脈瘤の形を見て、daughterと
いうか、膨らんだところにさらに膨ら
んだところがあるような形ですと、破
裂しやすいので危ない。そういうこと
も考慮しなさいということですから、
なかなか難しいところもありますので、
やはり専門医にご相談していただくの
が一番いいのではないかと思います。
　大西　無症候の脳梗塞も見つかるこ
とがよくありますね。たまたま検査し
たら、脳梗塞のあとがありますよとか
言われることが多いと思うのですけれ
ども、そのあたりの対応はどのように
したらよろしいでしょうか。
　高木　ここもちょっと問題があると
ころでして、まず診断を確定しないと
いけないと思います。ガイドラインに
沿っていうと、MRIのT１強調画像と
T２強調画像とFLAIR画像またはそれ
と同等のもの、この３種類を撮りなさ
いということになっております。実際
にこの３種類がないと、脳梗塞である
という診断がつきません。これが２つ
だとすると、例えば脳の白質の虚血性
の変化であるとか、あるいは血管周囲

腔の拡大だとか、そういうものと間違
えてしまうということで、認定施設で
あるかどうかということがここでも問
題になってきます。
　大西　かつてはちょっと診断しすぎ
ではないかという時代もありましたけ
れども、そこはきちんと正確な画像診
断が必要だということでしょうか。
　高木　そうです。私も脳ドックで診
察していたことがありますので、私の
経験から、どういうふうに受診者に説
明するかということを述べさせていた
だいてよろしいでしょうか。
　大西　よろしくお願いします。
　高木　まず、受診者の方は神経質な
方から、まったく無頓着な方まで、本
当にいろいろな方がおります。ですか
ら、まず相手をよく見て、反応を見な
がらお話をするということが大切です。
昔、神経質な人にずばっと言ってしま
って、脳ドックノイローゼ、あるいは
脳梗塞ノイローゼになられた方もいら
っしゃいました。逆に、気にしない人
はまったく気にしないので、説明をや
や強く、はっきりと言わなければいけ
ないということがあるだろうと思いま
す。
　それから、脳ドックで見つかる脳梗
塞というのは、ほとんどが直径1.5㎝未
満のラクナ梗塞といわれるものですけ
れども、そんな小さいラクナ梗塞が１
つや２つ、たまたまできても、脳全体
の機能は影響ないのではないかという
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意見もあります。脳の働きから見れば、
実際はそうなのだろうと思いますが、
私たちの成績では、ラクナのある人と
いうのは、ない人に比べて脳全体の機
能が落ちている。これはなぜかという
ことを考えますと、ラクナが脳機能を
低下させたのではなくて、むしろ高血
圧とか何か、悪い危険因子がある方が、
それが長く続いて、動脈の病変が進ん
だところでようやくラクナが起こって
きた。ラクナが起こるべくして起きた
というふうに考えていいのではないか
と思います。無症候性脳梗塞が見つか
った方には、「今のところは心配なく、
赤信号ではありません。でもこのまま
の生活習慣を続けていくと、やがて脳
卒中や認知症になりますよ、という黄
色信号と考えて、危険因子の治療に励
みましょう」と説明しています。
　大西　それでは３番目の認知機能で
すが、これもかなり脳検診でわかるよ
うになっているとうかがっているので
すが、そのあたりの現状はいかがでし
ょうか。
　高木　必ずこれも脳検診の項目に含
まれておりまして、いろいろなテスト
をやっております。認知症全般につき
ましては、一般的な認知症の予防です
が、１人で放置しないとか、あるいは
趣味をもつとか、あるいは日常生活で
役割を何か果たしていただくとか、そ
ういうことを指導します。あと脳血管
性については、これは予防が可能だと

いうことで、生活習慣病のコントロー
ルをしっかりやるようにということを
お話ししております。
　大西　それでは最後に、今後の脳ド
ックの展望についてご意見をお聞かせ
いただけたらと思います。
　高木　いろいろ脳ドック学会で研究
しているところですけれども、一つ問
題は、誰に勧めるかということだと思
います。
　大西　対象ですね。
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ドラインにもありますけれども、あま
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脳動脈瘤とか、くも膜下出血の家族歴
がある方、脳卒中の家族歴とか、ある
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群、こういう方にぜひ受けていただけ
ればと思います。
　大西　対象を絞ってやっていくとい
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も、例えば眼球運動障害があって目が
動かないというような場合ですとか。
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んだところがあるような形ですと、破
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経験から、どういうふうに受診者に説
明するかということを述べさせていた
だいてよろしいでしょうか。
　大西　よろしくお願いします。
　高木　まず、受診者の方は神経質な
方から、まったく無頓着な方まで、本
当にいろいろな方がおります。ですか
ら、まず相手をよく見て、反応を見な
がらお話をするということが大切です。
昔、神経質な人にずばっと言ってしま
って、脳ドックノイローゼ、あるいは
脳梗塞ノイローゼになられた方もいら
っしゃいました。逆に、気にしない人
はまったく気にしないので、説明をや
や強く、はっきりと言わなければいけ
ないということがあるだろうと思いま
す。
　それから、脳ドックで見つかる脳梗
塞というのは、ほとんどが直径1.5㎝未
満のラクナ梗塞といわれるものですけ
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診断と同時に、我々が日常的に診てい
る、先生方が診ていらっしゃる、いわ
ゆるメタボリック症候群の患者さんで、
運動療法を用いて状態を改善させると
いう方々も対象になりますし、もしく
は中学校、高等学校、大学でクラブ活
動に参加するとか、競技会に参加する
前に健康診断を受けるという場合もあ
ります。そういうものを全部含め、ス
ポーツ健診と呼びたいと思っています。
　当然ながら、内科的健診以外にも、
運動器健診というのは非常に重要な位
置を占めています。
　齊藤　究極の目的は、心臓事故の予
防ということでしょうか。
　山澤　まったくおっしゃるとおりで
す。2012年の３月に英国プレミアリー
グでのサッカーの試合中、ムアンバ選
手が突然倒れました。突然倒れた原因
が心臓疾患であったということがわか
ってから、プレミアリーグの多くの選
手が心臓健診を受けたいと、今、医療
機関に殺到している状況であります。
幸いにもその選手はようやく自分の足
で歩けるようになりました。先生がお
っしゃったように、スポーツ中におけ
る心臓突然死をどうしても予防してい
く必要がある。そのためスポーツ健診
の中では循環器健診が一番重要です。
　齊藤　具体的にはどういう方法でや
るのがいいのでしょうか。
　山澤　循環器健診は一般的な、日常、
先生方が行っていらっしゃるように、

問診をしっかりしていただく、聴診を
しっかりしていただく、検査として尿、
血液等をやっていき、その中でも安静
時心電図をきちんととっていただくこ
とが非常に重要です。
　問診では、突然死の家族歴がある方、
それと小児期にリウマチ熱や川崎病な
どのいわゆる心臓にかかわる感染症に
かかったことがあるような場合、先天
性心疾患がある場合にも十分注意して
問診をすることが必要です。
　安静時心電図では調律の異常、脈の
異常と、あとは脈の形、形態の異常と、
両方をきちんと確認していくことが重
要です。調律の異常があったりします
と、それが最終的に心室細動になった
りとか、形の異常が出たことによって、
それが心筋症の早期発見につながった
りとかということがありますので、そ
ういう脈の異常と形の異常をきちんと
ピックアップしていくということが必
要になります。そして異常があれば専
門医を受診させてください。
　齊藤　学生もそうですし、中高年、
それから世界選手権に出るような人た
ちもこういったことをしっかりやって
いくということですね。
　山澤　そうですね。学校健診では
1995年から、小学校、中学校、高等学
校で、１年時には必ず全員、心電図検
査を受けることになっています。学童
とか学生に対して心電図検査をきちん
と行うということで、突然死の発生が

　齊藤　スポーツに関連する健診とい
うことで、長い間、この方面で貢献さ
れている山澤先生におうかがいいたし
ます。
　先生はいつ頃からスポーツにかかわ
っていらっしゃるのでしょうか。
　山澤　私は、1980年代の後半からス
ポーツにかかわっており、1991年に世
界陸上が東京で行われたときから本格
的にかかわるようになりました。日本
陸連の医事委員長を1997年から委嘱さ
れています。
　齊藤　スポーツと健康の関連はどの
ように考えられますか。
　山澤　私は競技スポーツを中心にし
て見ているのですけれども、多くはそ
ういう方ではありません。一般の方々
がスポーツをたしなむということは非
常に重要で、１日に300kcal程度の運
動を毎日やっていただければ、高血圧、
がん、虚血性心疾患、それから総死亡
率の低下が認められるといわれていま
すので、多くの人にスポーツに取り組
んでいただきたいと思っています。で

も、スポーツをやりすぎると内科的疾
患、メンタル疾患、それから整形外科
的、いわゆる運動器の障害も出るとい
うことで、やりすぎないようにするこ
とは一般の方には大切なことと思って
います。
　齊藤　問題としては、内科的な問題、
整形外科的な問題、最後に精神科的な
ことと幅広くみられるということです
か。
　山澤　そうですね。多くにみられる
と思います。
　齊藤　スポーツ健診として、対象と
してはどういうことがあるでしょうか。
　山澤　スポーツ健診というとスポー
ツ選手だけと思っていらっしゃる方も
多いと思いますが、実はスポーツ選手
に対する健診をしっかりやっているの
は全世界でも日本ぐらいなものであり
まして、IOCがようやく、オリンピッ
クに出るような選手に対しても健診を
やるようにという勧告を出したところ
です。
　そういうスポーツ選手に対する健康

健康診断の新たなる展望（Ⅲ）

日本陸上競技連盟医事委員長
山　澤　文　裕

（聞き手　齊藤郁夫）

スポーツ健診
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診断と同時に、我々が日常的に診てい
る、先生方が診ていらっしゃる、いわ
ゆるメタボリック症候群の患者さんで、
運動療法を用いて状態を改善させると
いう方々も対象になりますし、もしく
は中学校、高等学校、大学でクラブ活
動に参加するとか、競技会に参加する
前に健康診断を受けるという場合もあ
ります。そういうものを全部含め、ス
ポーツ健診と呼びたいと思っています。
　当然ながら、内科的健診以外にも、
運動器健診というのは非常に重要な位
置を占めています。
　齊藤　究極の目的は、心臓事故の予
防ということでしょうか。
　山澤　まったくおっしゃるとおりで
す。2012年の３月に英国プレミアリー
グでのサッカーの試合中、ムアンバ選
手が突然倒れました。突然倒れた原因
が心臓疾患であったということがわか
ってから、プレミアリーグの多くの選
手が心臓健診を受けたいと、今、医療
機関に殺到している状況であります。
幸いにもその選手はようやく自分の足
で歩けるようになりました。先生がお
っしゃったように、スポーツ中におけ
る心臓突然死をどうしても予防してい
く必要がある。そのためスポーツ健診
の中では循環器健診が一番重要です。
　齊藤　具体的にはどういう方法でや
るのがいいのでしょうか。
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先生方が行っていらっしゃるように、
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どのいわゆる心臓にかかわる感染症に
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問診をすることが必要です。
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異常と、あとは脈の形、形態の異常と、
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ピックアップしていくということが必
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門医を受診させてください。
　齊藤　学生もそうですし、中高年、
それから世界選手権に出るような人た
ちもこういったことをしっかりやって
いくということですね。
　山澤　そうですね。学校健診では
1995年から、小学校、中学校、高等学
校で、１年時には必ず全員、心電図検
査を受けることになっています。学童
とか学生に対して心電図検査をきちん
と行うということで、突然死の発生が

　齊藤　スポーツに関連する健診とい
うことで、長い間、この方面で貢献さ
れている山澤先生におうかがいいたし
ます。
　先生はいつ頃からスポーツにかかわ
っていらっしゃるのでしょうか。
　山澤　私は、1980年代の後半からス
ポーツにかかわっており、1991年に世
界陸上が東京で行われたときから本格
的にかかわるようになりました。日本
陸連の医事委員長を1997年から委嘱さ
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　齊藤　スポーツと健康の関連はどの
ように考えられますか。
　山澤　私は競技スポーツを中心にし
て見ているのですけれども、多くはそ
ういう方ではありません。一般の方々
がスポーツをたしなむということは非
常に重要で、１日に300kcal程度の運
動を毎日やっていただければ、高血圧、
がん、虚血性心疾患、それから総死亡
率の低下が認められるといわれていま
すので、多くの人にスポーツに取り組
んでいただきたいと思っています。で

も、スポーツをやりすぎると内科的疾
患、メンタル疾患、それから整形外科
的、いわゆる運動器の障害も出るとい
うことで、やりすぎないようにするこ
とは一般の方には大切なことと思って
います。
　齊藤　問題としては、内科的な問題、
整形外科的な問題、最後に精神科的な
ことと幅広くみられるということです
か。
　山澤　そうですね。多くにみられる
と思います。
　齊藤　スポーツ健診として、対象と
してはどういうことがあるでしょうか。
　山澤　スポーツ健診というとスポー
ツ選手だけと思っていらっしゃる方も
多いと思いますが、実はスポーツ選手
に対する健診をしっかりやっているの
は全世界でも日本ぐらいなものであり
まして、IOCがようやく、オリンピッ
クに出るような選手に対しても健診を
やるようにという勧告を出したところ
です。
　そういうスポーツ選手に対する健康
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話題になってきています。今までは練
習とか競技会で息が苦しいのは当たり
前だと思われてきたのですけれども、
実際は喘息のアスリートがたくさんい
るということがわかってきました。北
京オリンピック代表選手でも10～15％
ぐらいが気管支喘息もしくは喘息の疑
いありで、2010年のバンクーバーオリ
ンピックでも、日本代表選手の12％が
気管支拡張薬を使っていたことを考え
ますと、気管支喘息にかかっている選
手は、実は相当いるのではないかと思
います。
　ですから、先生方が日常で診ていら
っしゃる競技者の中にも、もしかする
と喘息の患者さんがいるかもしれない
ので、それに対する検討もぜひしっか
りやっていただいて、パフォーマンス
向上につなげていただきたいと思いま
す。
　齊藤　十数％という数はどういうこ
とでわかってきたのですか。
　山澤　喘息症状についての詳細な問
診と肺機能検査を日本代表候補選手全
員にやってわかってきたことです。こ
れまでは、我々が通常行っている会社
員とか学生を対象にした健康診断では
肺機能検査をまったく行っていません
でした。また、スポーツ選手の健診で
も肺機能検査を行ってきませんでした。
北京オリンピックの前に、北京の大気
汚染が大きな問題になっていました。
大気汚染で日本代表選手が喘息を発症

したら困りますので、きちんと前もっ
て見つけておこうというプロジェクト
があり、北京オリンピック代表候補選
手全員にスパイロメトリーを実施しま
した。スパイロメトリーをやって、喘
息らしいという人たちに対してさらに
様々な検索をして、15％という数字が
出てきたわけです。
　齊藤　喘息の薬の使用ということも、
ドーピングと関係して、なかなか難し
いところですね。
　山澤　そうですね。北京オリンピッ
ク当時、喘息に対するβ２吸入薬で使
える薬がサルブタモールとサルメテロ
ールしかありませんでした。現在（2012
年）は、サルブタモール、サルメテロ
ール、ホルモテロールという物質の吸
入薬と、すべての吸入ステロイド薬は
許可されていますので、2008年当時よ
りは処方される先生方にとってだいぶ
楽になっているのだろうと思います。
それ以外のβ２作用薬については吸入、
経口、貼布を含めて禁止されています
ので、ご注意いただきたいと思います。
　齊藤　スポーツをやる人は健康をし
っかり保っていく必要があるというこ
とですけれども、最終的にはご本人の
自己管理ということなのでしょうか。
　山澤　そのとおりと思います。「自
分の身は自分で守る」という大原則の
もとでスポーツをやるわけです。競技
会のときには周りに人がたくさんいま
すから、他の人が状態を見ていますけ

大きく減ってきているのは事実として
出ていますので、そういうことをきち
んと繰り返していくことが重要だと思
います。社会人やトップアスリートも
まったく同様です。でも、そうはいっ
ても、すり抜け症例がありますので、
そのすり抜け症例をどうフォローアッ
プしていくかということが重要な点で
あります。
　齊藤　日本でも有名なサッカーの選
手が亡くなりましたね。
　山澤　そうなのです。松田直樹選手
ですけれども、非常に残念なことでし
た。
　齊藤　健診をやっていても、そうい
う方もたまには出るということでしょ
うか。
　山澤　そうですね。ですので、若い
方でも心臓突然死はありますので、若
い方だからといって心電図をやらなく
ていいということではなくて、どんな
方でも、スポーツに参加される場合に
はきちんとした循環器健診をやってい
ただくことが非常に重要な点である、
と強調したいと思います。
　齊藤　運動パフォーマンスのために
は酸素の供給が必要で、貧血検査も重
要なのでしょうか。
　山澤　まったくそのとおりでありま
して、スポーツ選手の貧血というのは
ほとんど、鉄欠乏性貧血です。10年ぐ
らい前までの日本代表選手の10％ぐら
いに鉄欠乏性貧血が見られたのですが、

その後、スポーツ栄養の概念が非常に
発達してきまして、選手もきちんとバ
ランスのよい食事を摂るようになり、
北京オリンピックの代表選手で貧血を
認めたのは１％未満で、貧血について
は非常に改善されました。
　貧血そのもので、今先生がおっしゃ
ったように、酸素の輸送能の低下等が
ありますけれども、組織鉄が減る、い
わゆるフェリチンが減っているような
状態になりますと、ヘモグロビンが正
常であったとしても、ATPの産生が低
下したりとか、好中球の機能が低下し
たりとか、生体にとって不都合な点が
いろいろありますので、鉄代謝はスポ
ーツ選手にとっては非常に重要な問題
です。
　齊藤　貧血を早期に発見して、それ
を治療して正常化するということです
か。
　山澤　そうですね。ヘモグロビンが
正常であったとしても、血清鉄とフェ
リチンをきちんとセットで測っていた
だきまして、フェリチンが低ければ、
治療の対象とします。ヘモグロビンが
いかに正常であったとしても、治療の
対象になります。もちろん、鉄欠乏性
貧血ですから、鉄が減る何らかの要因
をきちんと検索したうえでということ
になります。
　齊藤　それから酸素というと呼吸器
ですけれども、これはどうでしょうか。
　山澤　呼吸器も最近は非常に重要な
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話題になってきています。今までは練
習とか競技会で息が苦しいのは当たり
前だと思われてきたのですけれども、
実際は喘息のアスリートがたくさんい
るということがわかってきました。北
京オリンピック代表選手でも10～15％
ぐらいが気管支喘息もしくは喘息の疑
いありで、2010年のバンクーバーオリ
ンピックでも、日本代表選手の12％が
気管支拡張薬を使っていたことを考え
ますと、気管支喘息にかかっている選
手は、実は相当いるのではないかと思
います。
　ですから、先生方が日常で診ていら
っしゃる競技者の中にも、もしかする
と喘息の患者さんがいるかもしれない
ので、それに対する検討もぜひしっか
りやっていただいて、パフォーマンス
向上につなげていただきたいと思いま
す。
　齊藤　十数％という数はどういうこ
とでわかってきたのですか。
　山澤　喘息症状についての詳細な問
診と肺機能検査を日本代表候補選手全
員にやってわかってきたことです。こ
れまでは、我々が通常行っている会社
員とか学生を対象にした健康診断では
肺機能検査をまったく行っていません
でした。また、スポーツ選手の健診で
も肺機能検査を行ってきませんでした。
北京オリンピックの前に、北京の大気
汚染が大きな問題になっていました。
大気汚染で日本代表選手が喘息を発症

したら困りますので、きちんと前もっ
て見つけておこうというプロジェクト
があり、北京オリンピック代表候補選
手全員にスパイロメトリーを実施しま
した。スパイロメトリーをやって、喘
息らしいという人たちに対してさらに
様々な検索をして、15％という数字が
出てきたわけです。
　齊藤　喘息の薬の使用ということも、
ドーピングと関係して、なかなか難し
いところですね。
　山澤　そうですね。北京オリンピッ
ク当時、喘息に対するβ２吸入薬で使
える薬がサルブタモールとサルメテロ
ールしかありませんでした。現在（2012
年）は、サルブタモール、サルメテロ
ール、ホルモテロールという物質の吸
入薬と、すべての吸入ステロイド薬は
許可されていますので、2008年当時よ
りは処方される先生方にとってだいぶ
楽になっているのだろうと思います。
それ以外のβ２作用薬については吸入、
経口、貼布を含めて禁止されています
ので、ご注意いただきたいと思います。
　齊藤　スポーツをやる人は健康をし
っかり保っていく必要があるというこ
とですけれども、最終的にはご本人の
自己管理ということなのでしょうか。
　山澤　そのとおりと思います。「自
分の身は自分で守る」という大原則の
もとでスポーツをやるわけです。競技
会のときには周りに人がたくさんいま
すから、他の人が状態を見ていますけ

大きく減ってきているのは事実として
出ていますので、そういうことをきち
んと繰り返していくことが重要だと思
います。社会人やトップアスリートも
まったく同様です。でも、そうはいっ
ても、すり抜け症例がありますので、
そのすり抜け症例をどうフォローアッ
プしていくかということが重要な点で
あります。
　齊藤　日本でも有名なサッカーの選
手が亡くなりましたね。
　山澤　そうなのです。松田直樹選手
ですけれども、非常に残念なことでし
た。
　齊藤　健診をやっていても、そうい
う方もたまには出るということでしょ
うか。
　山澤　そうですね。ですので、若い
方でも心臓突然死はありますので、若
い方だからといって心電図をやらなく
ていいということではなくて、どんな
方でも、スポーツに参加される場合に
はきちんとした循環器健診をやってい
ただくことが非常に重要な点である、
と強調したいと思います。
　齊藤　運動パフォーマンスのために
は酸素の供給が必要で、貧血検査も重
要なのでしょうか。
　山澤　まったくそのとおりでありま
して、スポーツ選手の貧血というのは
ほとんど、鉄欠乏性貧血です。10年ぐ
らい前までの日本代表選手の10％ぐら
いに鉄欠乏性貧血が見られたのですが、

その後、スポーツ栄養の概念が非常に
発達してきまして、選手もきちんとバ
ランスのよい食事を摂るようになり、
北京オリンピックの代表選手で貧血を
認めたのは１％未満で、貧血について
は非常に改善されました。
　貧血そのもので、今先生がおっしゃ
ったように、酸素の輸送能の低下等が
ありますけれども、組織鉄が減る、い
わゆるフェリチンが減っているような
状態になりますと、ヘモグロビンが正
常であったとしても、ATPの産生が低
下したりとか、好中球の機能が低下し
たりとか、生体にとって不都合な点が
いろいろありますので、鉄代謝はスポ
ーツ選手にとっては非常に重要な問題
です。
　齊藤　貧血を早期に発見して、それ
を治療して正常化するということです
か。
　山澤　そうですね。ヘモグロビンが
正常であったとしても、血清鉄とフェ
リチンをきちんとセットで測っていた
だきまして、フェリチンが低ければ、
治療の対象とします。ヘモグロビンが
いかに正常であったとしても、治療の
対象になります。もちろん、鉄欠乏性
貧血ですから、鉄が減る何らかの要因
をきちんと検索したうえでということ
になります。
　齊藤　それから酸素というと呼吸器
ですけれども、これはどうでしょうか。
　山澤　呼吸器も最近は非常に重要な
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れども、練習は自分一人でやることが
多く、誰も状態を見てくれていません。
そのため、普段からきちんと自分の健
康管理をやっていくことが必要になり
ます。例えば、自分で毎日、体調を確
認するためにノートをつけるとか、体
重をチェックするとか、体温を測ると
か、尿量をチェックするとか、尿の色
をチェックするとかして、脱水状態に
あるとか、感染症にかかっていないと
いうことも必ず確認していただきたい
と思います。調子が悪ければスポーツ
参加はやめていただくということをぜ
ひ選手に指導していただきたいと思い
ます。

　齊藤　一般の中高年の方も同じです
ね。
　山澤　はい、中高年の方々も、皆さ
ん、ご多忙の中、無理して運動される
方が多いと思います。しかし、疲れて
いるとか、胸が痛いとか、おなかが痛
いとかいうように、普段と違う場合に
はそういうことはされない、お休みし
ていただく、もしくは先生方のところ
を受診していただくということを促し
ていただきたいと思います。そういう
ことで心臓突然死発生の可能性は低く
なると思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Effect of regression from prediabetes to normal glucose regulation on 
long-term reduction in diabetes risk : results from the Diabetes Preven-
tion Program Outcomes Study.
　Perreault L, Pan Q, Mather KJ, Watson KE, Hamman RF, Kahn SE ; 
Diabetes Prevention Program Research Group.
　Lancet 379 (9833) : 2243〜51, 2012.

　背景：本研究の目的は、Diabetes Prevention Program（DPP）研究の経過中に少な
くとも１回は耐糖能が正常化した人と前糖尿病状態が持続した人を対象としたDiabetes 
Prevention Program Outcomes Study（DPPOS）において、糖尿病発症リスク低下の定
量化とリスク低下の予測をすることである。
　方法：DPPOSは、DPP無作為化試験の参加者を対象とした進行中の観察研究である。
この解析において、DPP期間中の耐糖能正常化者または前糖尿病持続者を対象に、また、
DPP無作為化治療群の層別化の有無別にDPPOSにおける糖尿病累積発症率を計算した。
過去（DPP）の耐糖能がその後（DPPOS）の糖尿病リスクと正常耐糖能に及ぼす影響の
定量化には（それぞれ変化のSD当たり）コックス比例ハザードモデルと一般線型混合モ
デルを用いた。この解析に含まれるのはDPPOSの参加者1,990人であり、彼らはDPPで
無作為に割り付けられた（生活習慣強化介入群736人、メトホルミン647人、偽薬607人）。
これらの研究はClinicalTrials.gov, NCT00004992（DPP）とNCT00038727（DPPOS）と
して登録されている。
　知見：DPPOS期間中の糖尿病リスクは、DPPで前糖尿病が持続した人と比較して耐糖
能正常化した人では56％低く（ハザード比［HR］0.44、95％ CI 0.37～0.55、p＜0.0001）、
過去の治療法によって影響されなかった（正常耐糖能と生活習慣介入の相互作用テスト
p＝0.1722；正常耐糖能とメトホルミンp＝0.3304）。すべてではないが糖尿病リスクを高
める多くの因子がDPPOSにおいて正常耐糖能になる機会と逆相関した。特に、過去の
正常耐糖能の達成（オッズ比［OR］3.18、95％ CI 2.71～3.72、p＜0.0001）、β細胞機能
の増加（OR 1.28、95％ CI 1.18～1.39、p＜0.0001）、インスリン感受性（OR 1.16、95％ 
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