
や心臓の境界線が不明瞭になることが
あります。シルエットサイン陽性と間
違わないように注意してください。
　また、肥満の方の脂肪も境界線を不
明瞭にすることがあります。
　山内　肥満の方は確かにそうですね。
　渡辺　まとめますと、シルエットサ
インの役割は、存在診断と局在診断で

す。シルエットサイン陽性とは臓器の
本来あるべき境界線が消失することで
す。境界線を把握するには、スケッチ
を行う、指を使う、などの工夫があり
ます。既存臓器の前後位置を利用して、
陰影の局在をある程度把握することが
できます。
　山内　ありがとうございました。

　池田　まず最初に、一般的な入浴に
ついて質問されているのだと思います
けれども、ご家庭で入浴されるとき、
専門の先生から見て、温度はどういう
効果があるのでしょうか。
　倉林　だいたい40～42度を境に効果
が分かれることになっていまして、40
度未満の温度は日本人ではちょっとぬ
るいかなと感じる温度で、副交感神経
が優位になり、リラックスした、ゆっ
たりした、疲労が取れるような感じに
なりますので、これから休みたい、眠
りたいというときに適切な温度かと思
います。
　40～42度の間は日本人が好む温度で、
ちょっと熱いかなという程度の温度で、
適当に交感神経を刺激しますので、目
が冴えて頭がすっきりする。ですので、

これから仕事をしたい、勉強したいと
いうときに適切な温度かと思います。
　42度以上はお年寄りがとても好きな
温度なのですけれども、実は血小板が
凝集しやすくなったり、血栓ができや
すくなったりという怖い作用が出るこ
とがわかっていますので、42度を超え
る温度は入ってはいけない温度だと思
います。
　池田　冬ほど42度以上はだめだとい
うことになりますね。日本人が好きな
40～42度、私はリラックスして、ぐっ
すり寝られるかと思っていたのですけ
れども、これからは少し仕事をしよう
というときに、この40～42度というこ
とですね。
　倉林　そうです。
　池田　もう一つの目安で、どのくら

適切な入浴方法

埼玉医科大学リハビリテーション医学教授
倉　林　　均

（聞き手　池田志斈）

　入浴は、38度で30分が適切と講演会で話をしている医師がいました。日本医
師会では、41度を推奨していますが、適切な入浴の仕方、および健康上、入浴
時に気をつけるべきことなどについてご教示ください。

＜山形県開業医＞
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いの入浴時間かという質問ですけれど
も、いかがでしょうか。
　倉林　個人差がありますので一概に
はいえませんけれども、だいたい５～ 
10分ぐらいが適当な時間だと思います。
具体的にいいますと、お風呂に入って
いて、額に汗をかくか、かかないかぐ
らいの時間が適切な温度だと思います。
そこからさらに入ると、体が脱水状態
になって、いろいろな副作用が出ます
ので、汗をかくか、かかないか程度で
切り上げるのが一番いいかと思います。
　池田　汗をかいたからもうやめにし
ようという感じですね。もう一つの要
素として、日本人はいろいろと入浴剤
が好きですけれども、これはどのよう
な種類があって、どのような効果が期
待されるのでしょうか。
　倉林　大きく３つに分けることがで
きます。１つは無機塩類系のものです。
Na2SO4とか、NaHCO3というもので、
温泉の成分に類似したもので、主に保
温効果を目的としています。２つ目は
生薬系のもので、これは生薬の種類に
よっていろいろな効果がありますので、
一概にこういう効果があるとはいえま
せん。３つ目は炭酸泉入浴を模した、
炭酸ガスを発生するものです。これは
血管を拡張しますので、高血圧の方と
か、脳卒中の後の方とか、一般に高齢
者の方には適切なものかと思います。
　池田　炭酸の作用というのはどのよ
うに推定されているのでしょうか。

　倉林　炭酸ガスは直接皮膚を通して、
血管の平滑筋に到達するといわれてい
ます。そうすると、血管の平滑筋が炭
酸ガスに浸潤されることによって低酸
素、hypoxiaと勘違いして、血流を増
やすために反応性に拡張するのです。
ですので、炭酸ガスの富んでいるお風
呂に入ると末梢血管の平滑筋が弛緩し
て、血管が拡張する効果が表れます。
　池田　勘違いを利用しているような
ところですね。
　倉林　はい。
　池田　次に治療目的、あるいはスポ
ーツの能力の向上ということで、主に
プールを使った入浴があるとうかがっ
ているのですが、まずスポーツの目的
でプールを使うとき、温度とか、どう
いったシチュエーションで入浴を使う
のでしょうか。
　倉林　スポーツ目的の場合は主に水
の抵抗を負荷として利用していること
が多い、いわゆる筋力トレーニングで
す。ですので、汗をかかない程度の温
度、25～38度ぐらいが好まれて使われ
ています。
　池田　プールの中で、泳ぐのはもち
ろんスポーツなのですけれども、その
ほか歩いたりといったことでしょうか。
　倉林　歩いたり、水中で体操をした
りします。あとは、治療目的なのです
けれども、脳卒中の片麻痺の方の歩行
練習のために、介助者がつきながら水
の中を歩くこともしています。

　池田　一定の時間、水の中に入って
いるということですので、あまり温度
が高いと危険な状態になるのですね。
ですから、25～38度。一方、呼吸器系
のリハビリでプールに入ったり、入浴
するとかうかがったのですが、これは
どのようなものなのでしょうか。
　倉林　水中で歩きながら呼吸をした
り、あるいは軽く水の中に口を入れて
水中に息を吐き出したりするような、
いろいろなタイプの呼吸練習がありま
すけれども、一般的には慢性閉塞性肺
疾患を対象にしているリハビリテーシ
ョンです。これも長い時間、15分とか
20分とか、それ以上入っていることが
ありますので、25～38度ぐらいの温度
が好まれると思います。
　池田　COPDですけれども、イメー
ジとして、まずプールにつかって、首
ぐらいまで入りますね。それで呼吸を
するということでしょうか。
　倉林　そうですね。深呼吸で。あと、
特殊な呼吸リハビリですけれども、口
と鼻を水の中に入れて水中に息を吐き
出す。そうすると、水が入ってこない
ように口をすぼめますので、自然とき
れいな口すぼめ呼吸のかたちになるの
です。
　池田　そしてまた顔を上げて吸って、
また水面の中で吐く。それを繰り返す
わけですね。
　倉林　はい。
　池田　この呼吸訓練法の目的は口す

ぼめ呼吸ですね。
　倉林　あとは、水圧をちょっとかけ
ることによって気道内圧を若干高める。
そして末梢気道の虚脱を防ぐという目
的があります。その２つだと思います。
　池田　これは週に何回くらいでしょ
うか。
　倉林　私たちの病院でやっていたの
は、毎日午前１回、午後１回、20分ず
つ、それをだいたい１～２カ月続けま
す。
　池田　それは一般のお風呂でも可能
なのでしょうか。
　倉林　一般のお風呂でも可能です。
退院してから自宅でやっていただいて
ます。普通は、運動してくださいとい
うとみんないやがるのですけれども、
お風呂は日本人はみんな好きですから、
いやだという人は一人もいなかったで
す。
　池田　身近なもので気楽にできると
いうか、お風呂に対する日本人のイメ
ージのよさがあるのでしょうね。循環
器系統の入浴療法もあるとうかがった
のですが、これはどのようなものでし
ょうか。
　倉林　これは単に41度の湯に肩まで
つかっているというだけですけれども、
41度というのがとてもいい温度で、血
管を拡張し、かつ心拍出量が増えると
いう状況を生み出しますので、循環器
系の治療にはとてもいいという結果が
出ています。
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いの入浴時間かという質問ですけれど
も、いかがでしょうか。
　倉林　個人差がありますので一概に
はいえませんけれども、だいたい５～ 
10分ぐらいが適当な時間だと思います。
具体的にいいますと、お風呂に入って
いて、額に汗をかくか、かかないかぐ
らいの時間が適切な温度だと思います。
そこからさらに入ると、体が脱水状態
になって、いろいろな副作用が出ます
ので、汗をかくか、かかないか程度で
切り上げるのが一番いいかと思います。
　池田　汗をかいたからもうやめにし
ようという感じですね。もう一つの要
素として、日本人はいろいろと入浴剤
が好きですけれども、これはどのよう
な種類があって、どのような効果が期
待されるのでしょうか。
　倉林　大きく３つに分けることがで
きます。１つは無機塩類系のものです。
Na2SO4とか、NaHCO3というもので、
温泉の成分に類似したもので、主に保
温効果を目的としています。２つ目は
生薬系のもので、これは生薬の種類に
よっていろいろな効果がありますので、
一概にこういう効果があるとはいえま
せん。３つ目は炭酸泉入浴を模した、
炭酸ガスを発生するものです。これは
血管を拡張しますので、高血圧の方と
か、脳卒中の後の方とか、一般に高齢
者の方には適切なものかと思います。
　池田　炭酸の作用というのはどのよ
うに推定されているのでしょうか。

　倉林　炭酸ガスは直接皮膚を通して、
血管の平滑筋に到達するといわれてい
ます。そうすると、血管の平滑筋が炭
酸ガスに浸潤されることによって低酸
素、hypoxiaと勘違いして、血流を増
やすために反応性に拡張するのです。
ですので、炭酸ガスの富んでいるお風
呂に入ると末梢血管の平滑筋が弛緩し
て、血管が拡張する効果が表れます。
　池田　勘違いを利用しているような
ところですね。
　倉林　はい。
　池田　次に治療目的、あるいはスポ
ーツの能力の向上ということで、主に
プールを使った入浴があるとうかがっ
ているのですが、まずスポーツの目的
でプールを使うとき、温度とか、どう
いったシチュエーションで入浴を使う
のでしょうか。
　倉林　スポーツ目的の場合は主に水
の抵抗を負荷として利用していること
が多い、いわゆる筋力トレーニングで
す。ですので、汗をかかない程度の温
度、25～38度ぐらいが好まれて使われ
ています。
　池田　プールの中で、泳ぐのはもち
ろんスポーツなのですけれども、その
ほか歩いたりといったことでしょうか。
　倉林　歩いたり、水中で体操をした
りします。あとは、治療目的なのです
けれども、脳卒中の片麻痺の方の歩行
練習のために、介助者がつきながら水
の中を歩くこともしています。

　池田　一定の時間、水の中に入って
いるということですので、あまり温度
が高いと危険な状態になるのですね。
ですから、25～38度。一方、呼吸器系
のリハビリでプールに入ったり、入浴
するとかうかがったのですが、これは
どのようなものなのでしょうか。
　倉林　水中で歩きながら呼吸をした
り、あるいは軽く水の中に口を入れて
水中に息を吐き出したりするような、
いろいろなタイプの呼吸練習がありま
すけれども、一般的には慢性閉塞性肺
疾患を対象にしているリハビリテーシ
ョンです。これも長い時間、15分とか
20分とか、それ以上入っていることが
ありますので、25～38度ぐらいの温度
が好まれると思います。
　池田　COPDですけれども、イメー
ジとして、まずプールにつかって、首
ぐらいまで入りますね。それで呼吸を
するということでしょうか。
　倉林　そうですね。深呼吸で。あと、
特殊な呼吸リハビリですけれども、口
と鼻を水の中に入れて水中に息を吐き
出す。そうすると、水が入ってこない
ように口をすぼめますので、自然とき
れいな口すぼめ呼吸のかたちになるの
です。
　池田　そしてまた顔を上げて吸って、
また水面の中で吐く。それを繰り返す
わけですね。
　倉林　はい。
　池田　この呼吸訓練法の目的は口す

ぼめ呼吸ですね。
　倉林　あとは、水圧をちょっとかけ
ることによって気道内圧を若干高める。
そして末梢気道の虚脱を防ぐという目
的があります。その２つだと思います。
　池田　これは週に何回くらいでしょ
うか。
　倉林　私たちの病院でやっていたの
は、毎日午前１回、午後１回、20分ず
つ、それをだいたい１～２カ月続けま
す。
　池田　それは一般のお風呂でも可能
なのでしょうか。
　倉林　一般のお風呂でも可能です。
退院してから自宅でやっていただいて
ます。普通は、運動してくださいとい
うとみんないやがるのですけれども、
お風呂は日本人はみんな好きですから、
いやだという人は一人もいなかったで
す。
　池田　身近なもので気楽にできると
いうか、お風呂に対する日本人のイメ
ージのよさがあるのでしょうね。循環
器系統の入浴療法もあるとうかがった
のですが、これはどのようなものでし
ょうか。
　倉林　これは単に41度の湯に肩まで
つかっているというだけですけれども、
41度というのがとてもいい温度で、血
管を拡張し、かつ心拍出量が増えると
いう状況を生み出しますので、循環器
系の治療にはとてもいいという結果が
出ています。
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　池田　適応となる循環器疾患として
は、どのようなものがあるのでしょう
か。
　倉林　一般的な心不全です。あと、
研究室レベルですけれども、狭心症と
か不整脈にも、症例を選べば有効であ
るという報告も幾つかあります。
　池田　逆にいいますと、循環器の専
門医がこれをやっていいと判断された
人を対象にするのですね。
　倉林　そのとおりです。
　池田　41度という微妙な温度ですけ
れども、どのようにして見つけられた
のでしょうか。
　倉林　単純に、38度、39度、40度、
41度、42度、そのあたりの温度でいろ
いろデータを集めまして、一番いいの
が41度ぐらいということです。
　池田　微妙な温度ですので、一応検
討されているのですね。どのくらいの
時間、入浴されているのでしょうか。
　倉林　だいたい10分ぐらいです。
　池田　例えば、１日に１回10分、41
度のお風呂に入って、それで終わりで
すか。
　倉林　終わりです。
　池田　そういう意味では、この温度
さえ守れば、１日１回、毎日入るとい
うことでしょうか。
　倉林　そういうことです。ただ、水
圧がかかり心臓に負担となりますので、
高度の心不全のある方は、水圧の影響
を少なくするために半身浴、みぞおち

とかおへそぐらいまでの入浴になりま
す。
　池田　腰湯というものですね。
　倉林　そうです。
　池田　そうすると水圧が心臓にかか
らないので、10分ぐらいは耐えられる
だろうと。
　倉林　軽症とか中等症ぐらいの心不
全でしたら、肩まで入っても全然問題
ないと思います。
　池田　最後に、健康上、入浴時に気
をつけるべきことという質問ですけれ
ども、先生から何かアドバイスはあり
ますか。
　倉林　やはり高温浴は避けるという
ことです。42度を超える温度に入って
はいけない。それから長湯を避けると
いうことです。せいぜい10分ぐらい。
額に汗をかく程度で引き揚げるという
ことです。
　池田　それがポイントですね。よく
入浴前に少し水を飲んで入るとかアド
バイスをされる人もいますが、これは
意味があるのでしょうか。
　倉林　お風呂に入ると、汗をかいた
り、利尿効果があり脱水傾向になりま
すので、それを補う意味で、入浴後に
飲むか、あるいは入浴前にコップ１杯
の水を補給するといいかと思います。
　池田　特に何か電解質が入ったドリ
ンクを飲むとかは必要ないですか。
　倉林　何でも構わないです。牛乳、
ジュース、スポーツドリンク、水、ど

れも同じです。
　池田　簡単にいえば、水分が入って
いればいいと。
　倉林　そうです。ただし、お酒は別
です。
　池田　お酒を飲んでお風呂に入られ
ると、かなり脱水症状にもなるので、
負担になるのですね。
　あと、適切な入浴の仕方という質問
で、先ほどの腰湯もあるのですが、お
風呂の中でマッサージとか、いろいろ
されることはいかがでしょうか。

　倉林　いいことだと思います。特に
副作用はありません。お湯は、平滑筋
や靱帯、関節包など、関節そのものを
やわらかくしますので、入浴を利用し
て関節の可動域拡張練習だとか、スト
レッチなどをするのはいいと思います。
　池田　理にかなっているのですね。
お風呂に入った直後にやるよりも、５
分ぐらいたってやわらかくなってから
行ったほうがいいのですね。
　倉林　はい。
　池田　ありがとうございました。
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　池田　適応となる循環器疾患として
は、どのようなものがあるのでしょう
か。
　倉林　一般的な心不全です。あと、
研究室レベルですけれども、狭心症と
か不整脈にも、症例を選べば有効であ
るという報告も幾つかあります。
　池田　逆にいいますと、循環器の専
門医がこれをやっていいと判断された
人を対象にするのですね。
　倉林　そのとおりです。
　池田　41度という微妙な温度ですけ
れども、どのようにして見つけられた
のでしょうか。
　倉林　単純に、38度、39度、40度、
41度、42度、そのあたりの温度でいろ
いろデータを集めまして、一番いいの
が41度ぐらいということです。
　池田　微妙な温度ですので、一応検
討されているのですね。どのくらいの
時間、入浴されているのでしょうか。
　倉林　だいたい10分ぐらいです。
　池田　例えば、１日に１回10分、41
度のお風呂に入って、それで終わりで
すか。
　倉林　終わりです。
　池田　そういう意味では、この温度
さえ守れば、１日１回、毎日入るとい
うことでしょうか。
　倉林　そういうことです。ただ、水
圧がかかり心臓に負担となりますので、
高度の心不全のある方は、水圧の影響
を少なくするために半身浴、みぞおち

とかおへそぐらいまでの入浴になりま
す。
　池田　腰湯というものですね。
　倉林　そうです。
　池田　そうすると水圧が心臓にかか
らないので、10分ぐらいは耐えられる
だろうと。
　倉林　軽症とか中等症ぐらいの心不
全でしたら、肩まで入っても全然問題
ないと思います。
　池田　最後に、健康上、入浴時に気
をつけるべきことという質問ですけれ
ども、先生から何かアドバイスはあり
ますか。
　倉林　やはり高温浴は避けるという
ことです。42度を超える温度に入って
はいけない。それから長湯を避けると
いうことです。せいぜい10分ぐらい。
額に汗をかく程度で引き揚げるという
ことです。
　池田　それがポイントですね。よく
入浴前に少し水を飲んで入るとかアド
バイスをされる人もいますが、これは
意味があるのでしょうか。
　倉林　お風呂に入ると、汗をかいた
り、利尿効果があり脱水傾向になりま
すので、それを補う意味で、入浴後に
飲むか、あるいは入浴前にコップ１杯
の水を補給するといいかと思います。
　池田　特に何か電解質が入ったドリ
ンクを飲むとかは必要ないですか。
　倉林　何でも構わないです。牛乳、
ジュース、スポーツドリンク、水、ど

れも同じです。
　池田　簡単にいえば、水分が入って
いればいいと。
　倉林　そうです。ただし、お酒は別
です。
　池田　お酒を飲んでお風呂に入られ
ると、かなり脱水症状にもなるので、
負担になるのですね。
　あと、適切な入浴の仕方という質問
で、先ほどの腰湯もあるのですが、お
風呂の中でマッサージとか、いろいろ
されることはいかがでしょうか。

　倉林　いいことだと思います。特に
副作用はありません。お湯は、平滑筋
や靱帯、関節包など、関節そのものを
やわらかくしますので、入浴を利用し
て関節の可動域拡張練習だとか、スト
レッチなどをするのはいいと思います。
　池田　理にかなっているのですね。
お風呂に入った直後にやるよりも、５
分ぐらいたってやわらかくなってから
行ったほうがいいのですね。
　倉林　はい。
　池田　ありがとうございました。
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