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　林田　溝上先生、この肝炎は長い歴
史を持つものですし、母子感染が主体
ということですが、そのあたりの歴史
的な変遷と母子感染に対する考え方を
まず教えていただけますでしょうか。
　溝上　1964年にブランバーグルがオ
ーストラリア抗原としてオーストラリ
ア原住民より見つけました。したがい
まして、もう50年近くなるわけです。
50年近くたちまして、この10年ぐらい
で臨床的概念が大きく変わりました。
その理由は、1986年から日本では母児
感染予防事業が始まったからです。お
母さんが妊娠中にHBs抗原陽性ですと、
生まれてくる赤ちゃんにワクチンとグ
ロブリンを打って感染予防を行ったわ
けです。その結果、非常にうまくいき
まして、この25年で、25歳以下は0.017
％というように、世界で一番B型肝炎

に対してはきれいな国に日本はなって
きたわけです。
　林田　きれいになり過ぎたために、
逆に社会的な問題を引き起こすという
ようなことはあるのでしょうか。
　溝上　全くそのとおりでして、きれ
いになり過ぎて、感染するチャンスが
ないわけです。社会全体がきれいです
から。ところが、日本の周り、アジア
の国では人口の10～15％もHBs抗原陽
性の地域がいっぱいあります。もう一
つ、社会的には今、国際化ということ
で、仕事を海外でやらないと日本の経
済自体がやっていけませんし、年間
2,000万人が海外に行って、700万人の
外国人が日本に入ってくるという状態
になっているわけです。そうすると、
HBs抗原陽性率15％のところに行きま
すと、簡単にHBVに感染するという問

B型肝炎の新しい概念

国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター長
溝　上　雅　史

（聞き手　林田康男）

　B型肝炎抗体検査の最新の情報をご教示ください。
　（国立国際医療研究センター　溝上雅史先生に）
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ないのですけれども、７～８％くらい
の方が再活性化するようです。ただ、
残りの90％の人とどう違うかというの
はまだよくわかっていません。それを
防ぐ方策としても、こういうふうにや
ればいいという予防方法が一応わかっ
てきましたが、ただ、現実の問題とし
て、まだ保険に通っていないというこ
とがあります。したがいまして、HBs
抗原陰性、HBs抗体陽性でも、B型肝
炎の再活性化をする可能性があるのだ
ということを頭に入れてぜひ診ていた
だきたいと思います。
　林田　今、保険収載されていないと
いうことですが、これは検査法ですか。
　溝上　そうです。
　林田　どういう検査法でしょうか。
　溝上　B型肝炎ウイルスのHBVDNA
を定量的に調べるとか、HBc抗体とか、
そういうものは保険に通っております。
ただ、ホスト側、患者さん自身の遺伝
子そのものが再活性化を起こすのに関
係しているらしいということもわかっ
てきましたが、保険には通っておりま
せん。「これらしい」というところま
では来ていますけれども、「これだ」
というところまでは行っていないとい
うのが現状です。
　林田　検査の仕方もだいぶ昔とは変
わっているのでしょうね。
　溝上　おっしゃるとおりでして、実
は10年前と今とでは、HBs抗原の検出
感度が1,000倍も高感度になりました。

1,000倍感度がよくなったのです。です
から、昔はHBs抗原が簡単に消えて、
HBs抗体が出てきたら、もうよかった
わけです。今はごく微量でも、HBs抗
原が陽性になったりします。そのよう
に、B型肝炎ウイルスの概念が大きく
変わったという状況になったわけです。
　林田　そうしますと、いわゆる検査
をしたうえでの偽陰性、こういう症例
を絶対見逃してはいけないという警告
になるのでしょうか。
　溝上　そうですね。HBs抗原の検出
法が、昔の古い方法に比べて、新しく
1,000倍ぐらい感度の違う方法がされて
いますので、できるだけ感度のいい、
新しい方法でやっていただければと思
います。
　林田　母子感染のところでの問題点
は何かありますか。
　溝上　実は日本は妊娠中にHBs抗原
を調べて、万一陽性であれば、生まれ
てくるお子さんだけにHBのワクチン
とかグロブリンを投与して感染予防を
行ってきました。それでパーフェクト
にできたわけです。ところが、ほかの
開発途上国におきましては、それだけ
の行政的なシステムがないのです。で
すから、そういうことができないので
す。それで、どうしたかというと、生
まれてくる子ども全員に実施したので
す。それがうまくいったということで、
世界中がそういう方向に走っておりま
す。

題が起こってきました。
　林田　そうしますと、実際に急性肝
炎のかたちでの発症が増えているので
しょうか。
　溝上　推定いたしますと、年間、最
低１万～１万1,000人ぐらいは感染して
いるようです。
　林田　男女差はいかがでしょうか。
　溝上　基本的には男性のほうが女性
より多く、STDということで感染して
いると思われます。
　林田　働き盛りの方たちに発生する
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　溝上　今の日本では、B型肝炎感染
は母子感染よりSTDというかたちでの
感染が多いので、セクシャル・アクテ
ィビティの高い若い男性に多いという
現状になっております。
　林田　そうしますと、エイズと非常
に似ているような感じを受けるのです
が、いかがですか。
　溝上　おっしゃるとおりです。感染
の仕方もエイズと同じですし、HBVも
HIVと同じように逆転写酵素を持って
おりまして、いったん感染すると一生
続くというかたちになるということが
わかりました。
　林田　そうしますと、一般の開業さ
れている先生方のところでB型肝炎の
患者さんを診ている場合、それから急
性肝炎の患者さんを診る場合、この辺
のコツといいましょうか、注意事項を

教えていただけますでしょうか。
　溝上　まず、すでにHBVのキャリア
になっている方に関しましては、今、
根治はできませんけれども、HBVの増
殖を抑える薬ができていまして、それ
を使うと非常によくコントロールでき
るようになりました。
　もう一つ、B型急性肝炎の問題です
けれども、ここは大きな問題ですが、
急性肝炎で普通に先生方のところにお
見えになった場合には、HBs抗原陽性、
HBs抗体陰性というかたちなのですけ
れども、HBs抗原が消えて、HBs抗体
が出ましたら、それで治ったというふ
うに今まで我々も思っていたわけです。
ところが、高齢社会になりました。ま
た、癌が増えました。そして抗癌剤を
使用します。移植も行います。そのよ
うに免疫不全の状態をどんどんつくる
医療がなされるようになりました。そ
うすると、そういうHBs抗原陰性、HBs
抗体陽性の方は今まで治癒していたと
思われていましたが、もう一遍HBs抗
原陽性になる、再活性化という問題が
出てきました。
　林田　そうしますと、高齢社会にな
って、いろいろな治療ができる、ある
いは免疫賦活剤をたくさん使われるこ
とになりますと、今後は再活性化に十
分気をつけなければいけない。これに
ついて何か具体的な対策はありますか。
　溝上　その場合に、いろいろな問題
点があって、まだ完全にはわかってい
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ないのですけれども、７～８％くらい
の方が再活性化するようです。ただ、
残りの90％の人とどう違うかというの
はまだよくわかっていません。それを
防ぐ方策としても、こういうふうにや
ればいいという予防方法が一応わかっ
てきましたが、ただ、現実の問題とし
て、まだ保険に通っていないというこ
とがあります。したがいまして、HBs
抗原陰性、HBs抗体陽性でも、B型肝
炎の再活性化をする可能性があるのだ
ということを頭に入れてぜひ診ていた
だきたいと思います。
　林田　今、保険収載されていないと
いうことですが、これは検査法ですか。
　溝上　そうです。
　林田　どういう検査法でしょうか。
　溝上　B型肝炎ウイルスのHBVDNA
を定量的に調べるとか、HBc抗体とか、
そういうものは保険に通っております。
ただ、ホスト側、患者さん自身の遺伝
子そのものが再活性化を起こすのに関
係しているらしいということもわかっ
てきましたが、保険には通っておりま
せん。「これらしい」というところま
では来ていますけれども、「これだ」
というところまでは行っていないとい
うのが現状です。
　林田　検査の仕方もだいぶ昔とは変
わっているのでしょうね。
　溝上　おっしゃるとおりでして、実
は10年前と今とでは、HBs抗原の検出
感度が1,000倍も高感度になりました。

1,000倍感度がよくなったのです。です
から、昔はHBs抗原が簡単に消えて、
HBs抗体が出てきたら、もうよかった
わけです。今はごく微量でも、HBs抗
原が陽性になったりします。そのよう
に、B型肝炎ウイルスの概念が大きく
変わったという状況になったわけです。
　林田　そうしますと、いわゆる検査
をしたうえでの偽陰性、こういう症例
を絶対見逃してはいけないという警告
になるのでしょうか。
　溝上　そうですね。HBs抗原の検出
法が、昔の古い方法に比べて、新しく
1,000倍ぐらい感度の違う方法がされて
いますので、できるだけ感度のいい、
新しい方法でやっていただければと思
います。
　林田　母子感染のところでの問題点
は何かありますか。
　溝上　実は日本は妊娠中にHBs抗原
を調べて、万一陽性であれば、生まれ
てくるお子さんだけにHBのワクチン
とかグロブリンを投与して感染予防を
行ってきました。それでパーフェクト
にできたわけです。ところが、ほかの
開発途上国におきましては、それだけ
の行政的なシステムがないのです。で
すから、そういうことができないので
す。それで、どうしたかというと、生
まれてくる子ども全員に実施したので
す。それがうまくいったということで、
世界中がそういう方向に走っておりま
す。

題が起こってきました。
　林田　そうしますと、実際に急性肝
炎のかたちでの発症が増えているので
しょうか。
　溝上　推定いたしますと、年間、最
低１万～１万1,000人ぐらいは感染して
いるようです。
　林田　男女差はいかがでしょうか。
　溝上　基本的には男性のほうが女性
より多く、STDということで感染して
いると思われます。
　林田　働き盛りの方たちに発生する
というふうに考えてよろしいのでしょ
うか。
　溝上　今の日本では、B型肝炎感染
は母子感染よりSTDというかたちでの
感染が多いので、セクシャル・アクテ
ィビティの高い若い男性に多いという
現状になっております。
　林田　そうしますと、エイズと非常
に似ているような感じを受けるのです
が、いかがですか。
　溝上　おっしゃるとおりです。感染
の仕方もエイズと同じですし、HBVも
HIVと同じように逆転写酵素を持って
おりまして、いったん感染すると一生
続くというかたちになるということが
わかりました。
　林田　そうしますと、一般の開業さ
れている先生方のところでB型肝炎の
患者さんを診ている場合、それから急
性肝炎の患者さんを診る場合、この辺
のコツといいましょうか、注意事項を

教えていただけますでしょうか。
　溝上　まず、すでにHBVのキャリア
になっている方に関しましては、今、
根治はできませんけれども、HBVの増
殖を抑える薬ができていまして、それ
を使うと非常によくコントロールでき
るようになりました。
　もう一つ、B型急性肝炎の問題です
けれども、ここは大きな問題ですが、
急性肝炎で普通に先生方のところにお
見えになった場合には、HBs抗原陽性、
HBs抗体陰性というかたちなのですけ
れども、HBs抗原が消えて、HBs抗体
が出ましたら、それで治ったというふ
うに今まで我々も思っていたわけです。
ところが、高齢社会になりました。ま
た、癌が増えました。そして抗癌剤を
使用します。移植も行います。そのよ
うに免疫不全の状態をどんどんつくる
医療がなされるようになりました。そ
うすると、そういうHBs抗原陰性、HBs
抗体陽性の方は今まで治癒していたと
思われていましたが、もう一遍HBs抗
原陽性になる、再活性化という問題が
出てきました。
　林田　そうしますと、高齢社会にな
って、いろいろな治療ができる、ある
いは免疫賦活剤をたくさん使われるこ
とになりますと、今後は再活性化に十
分気をつけなければいけない。これに
ついて何か具体的な対策はありますか。
　溝上　その場合に、いろいろな問題
点があって、まだ完全にはわかってい
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　それは安上がりだし、確実だし、そ
れから副作用も大したことなさそうだ
ということにはなっているのです。そ
ういう方向で、近隣の諸国でその結果、
例えば10年前にやったところはB型肝
炎ウイルスのキャリアーが10歳以下は
ほとんどいないとか、抗原陽性率10％
が２％ぐらいになったとかいうところ
はあります。
　林田　そうしますと、今、肝炎を持
っている方たちの社会的なものの考え
方といいますか、そういうものの周知
と教育ということでしょうか。
　溝上　はい。
　林田　実際、日本ではそういう教育
はどのようになっているのでしょうか。
　溝上　HIVの問題がありまして、小
学生、中学生あたりに対する性教育は
どんどん進んでおります。ところが、
実際の行動となると、いわゆるセーフ
ァーセックスというようなこと、コン
ドームをつけるというようなことがな
かなか行われていないというのが実情
です。したがいまして、B型肝炎の患
者さんがいましたら、お願いしたいの
は、とりあえずご家族の方にHBワク
チンを打って、ご家族の方にうつさな
いということ。また、独身の方でした
ら、ぜひセーファーセックスというよ
うなことをやっていただくというのが
感染予防に一番かと思います。

　林田　肝炎ウイルス検診の対象者、
これを特にどこに置いたらいいか。妊
婦であるとか、長期に血液透析を受け
ている方とかおられますが、それをち
ょっとまとめていただけますか。
　溝上　ぜひ検査を受けてほしいとい
う方は、海外に出張なさる方について
はぜひ積極的に検査とワクチンをお勧
めいたします。それから、ご家族の中
にB型肝炎の方が一人でもおられまし
たら、その方と同居の方には、ぜひワ
クチンを積極的にお願いします。
　現在B型肝炎ウイルスに感染してい
る方につきましては、現在の病態がど
の程度かということをまずきちんと検
査して、ちゃんとしたいい薬がありま
すので、そういうものを積極的に使用
するということをぜひお勧めしたいと
思います。
　林田　気軽に外国に行く時代になり
ました。近隣の国との交通も多くなる。
そういう場合には、いろいろな注意を
して外国に行く、あるいはお付き合い
をするということですね。
　溝上　社会が変わり、またさらに高
齢化という問題も出てきましたので、
ぜひそういうことを踏まえたうえで、
B型肝炎の概念が変わったということ
を念頭に置い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。

　池脇　服部先生、まずパーキンソン
の疫学、病態について、簡単に教えて
いただけますか。
　服部　パーキンソン病というのは、
基本的に加齢が重要な危険因子である
ということがいわれていますので、近
年、高齢社会になるに従って、患者数
は増えることが予想されます。パーキ
ンソン病の患者数は日本全体で見ると、
15万人あるいは20万人いるということ
がいわれています。10万人当たり150
人ぐらいの頻度といえます。
　発症年齢で考えると、アルツハイマ
ー病に比べると、仕事が現役の世代に

発症する、いわゆる初発年齢が50～60
歳に多いということがいわれています。
　池脇　アルツハイマー病は記銘力障
害から始まるというのが一般的だとす
ると、パーキンソン病は一般的にはど
ういう症状から始まるのでしょうか。
　服部　基本的に動作が緩慢になると
か、震えなどがだいたい初発症状の60
％ぐらいあるといわれています。あと
は歩行障害、転びやすいなどの運動症
状が主体です。アルツハイマー病が記
憶や記銘力中心の病気だとすれば、パ
ーキンソン病はまさしく運動障害疾患
の代表格になります。

パーキンソン病

順天堂大学神経学講座主任教授
服　部　信　孝

（聞き手　池脇克則）

　パーキンソン病について以下の点をご教示ください。
　１．高齢者に多い理由
　２．大脳基底核変性の機序
　３．ドーパミン補充療法が奏効する機序
　４．画像診断の有用性の有無
　５．�パーキンソン病と他のパーキンソン類似運動症状の鑑別診断において

MIBG心筋シンチが有用と聞いたが、その詳細
＜岡山県開業医＞
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　それは安上がりだし、確実だし、そ
れから副作用も大したことなさそうだ
ということにはなっているのです。そ
ういう方向で、近隣の諸国でその結果、
例えば10年前にやったところはB型肝
炎ウイルスのキャリアーが10歳以下は
ほとんどいないとか、抗原陽性率10％
が２％ぐらいになったとかいうところ
はあります。
　林田　そうしますと、今、肝炎を持
っている方たちの社会的なものの考え
方といいますか、そういうものの周知
と教育ということでしょうか。
　溝上　はい。
　林田　実際、日本ではそういう教育
はどのようになっているのでしょうか。
　溝上　HIVの問題がありまして、小
学生、中学生あたりに対する性教育は
どんどん進んでおります。ところが、
実際の行動となると、いわゆるセーフ
ァーセックスというようなこと、コン
ドームをつけるというようなことがな
かなか行われていないというのが実情
です。したがいまして、B型肝炎の患
者さんがいましたら、お願いしたいの
は、とりあえずご家族の方にHBワク
チンを打って、ご家族の方にうつさな
いということ。また、独身の方でした
ら、ぜひセーファーセックスというよ
うなことをやっていただくというのが
感染予防に一番かと思います。

　林田　肝炎ウイルス検診の対象者、
これを特にどこに置いたらいいか。妊
婦であるとか、長期に血液透析を受け
ている方とかおられますが、それをち
ょっとまとめていただけますか。
　溝上　ぜひ検査を受けてほしいとい
う方は、海外に出張なさる方について
はぜひ積極的に検査とワクチンをお勧
めいたします。それから、ご家族の中
にB型肝炎の方が一人でもおられまし
たら、その方と同居の方には、ぜひワ
クチンを積極的にお願いします。
　現在B型肝炎ウイルスに感染してい
る方につきましては、現在の病態がど
の程度かということをまずきちんと検
査して、ちゃんとしたいい薬がありま
すので、そういうものを積極的に使用
するということをぜひお勧めしたいと
思います。
　林田　気軽に外国に行く時代になり
ました。近隣の国との交通も多くなる。
そういう場合には、いろいろな注意を
して外国に行く、あるいはお付き合い
をするということですね。
　溝上　社会が変わり、またさらに高
齢化という問題も出てきましたので、
ぜひそういうことを踏まえたうえで、
B型肝炎の概念が変わったということ
を念頭に置い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。

　池脇　服部先生、まずパーキンソン
の疫学、病態について、簡単に教えて
いただけますか。
　服部　パーキンソン病というのは、
基本的に加齢が重要な危険因子である
ということがいわれていますので、近
年、高齢社会になるに従って、患者数
は増えることが予想されます。パーキ
ンソン病の患者数は日本全体で見ると、
15万人あるいは20万人いるということ
がいわれています。10万人当たり150
人ぐらいの頻度といえます。
　発症年齢で考えると、アルツハイマ
ー病に比べると、仕事が現役の世代に

発症する、いわゆる初発年齢が50～60
歳に多いということがいわれています。
　池脇　アルツハイマー病は記銘力障
害から始まるというのが一般的だとす
ると、パーキンソン病は一般的にはど
ういう症状から始まるのでしょうか。
　服部　基本的に動作が緩慢になると
か、震えなどがだいたい初発症状の60
％ぐらいあるといわれています。あと
は歩行障害、転びやすいなどの運動症
状が主体です。アルツハイマー病が記
憶や記銘力中心の病気だとすれば、パ
ーキンソン病はまさしく運動障害疾患
の代表格になります。

パーキンソン病

順天堂大学神経学講座主任教授
服　部　信　孝

（聞き手　池脇克則）

　パーキンソン病について以下の点をご教示ください。
　１．高齢者に多い理由
　２．大脳基底核変性の機序
　３．ドーパミン補充療法が奏効する機序
　４．画像診断の有用性の有無
　５．�パーキンソン病と他のパーキンソン類似運動症状の鑑別診断において

MIBG心筋シンチが有用と聞いたが、その詳細
＜岡山県開業医＞
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　池脇　原因は、中脳黒質でのドーパ
ミンが枯渇するということのようです
けれども、そのあたりも教えてほしい
のですが。
　服部　従来、ドーパミンを中心にし
た考え方でパーキンソン病は説明され
てきましたし、現時点でもドーパミン
を中心とした治療薬が主体になってい
るのは事実ですが、最近の考え方とし
ては、セロトニンあるいはアセチルコ
リン、ノルアドレナリンと、多岐にわ
たって変性が起こるということがいわ
れています。
　なぜドーパミン神経細胞が落ちるの
かということに関しては、ミトコンド
リアの機能が低下、酸化的ストレスな
どの関与が推定されています。最も顕
著に出る症状がドーパミンという、中
脳黒質にある神経細胞の脱落に伴う症
状です。ドーパミンを補充すると、劇
的に症状が改善されるということから、
中核症状がドーパミン欠乏であるとい
えます。
　池脇　そういったドーパミン産生細
胞が消えていくという原因は、基本的
に不明ということですが、何かヒント
になるような報告はあるのでしょうか。
　服部　1980年代にMPTPというヘロ
インの代謝産物によるパーキンソニズ
ムが報告されました。通常のパーキン
ソン病と全く同じような症状が生まれ
たということから、どうも自然界にあ
る神経毒がパーキンソン病の原因にな

っているのではないかということで、
多くの神経科学者が神経毒を探したの
ですけれども、決定的な神経毒は見つ
かりませんでした。
　ただし、MPTPのパーキンソニズム
の報告から、MPTPがミトコンドリア
に対してかなり選択性を持って毒性を
発揮するということから、パーキンソ
ン病とミトコンドリアという関連性が
クローズアップされ、実際に患者さん
の脳でもミトコンドリアの電子伝達系、
複合体１の酵素活性が低下することが
わかりました。
　池脇　さて、パーキンソン病は孤発
性と家族性、家族性ということは何か
遺伝的な背景がありそうな気がするの
ですけれども、そのあたりはどの程度
解明されているのでしょうか。
　服部　最初にJames Parkinson先生
が報告したときは、遺伝性パーキンソ
ン病の位置づけというのはほとんど考
えられていなかったのですけれども、
1997年に単一遺伝子異常で起こる優性
遺伝性の家族性パーキンソン病が報告
されて以来、2011年までにおよそ18個
の遺伝子座が報告されました。報告者
によっては約20％が遺伝性パーキンソ
ン病ではないかというふうに発言され
る先生もいらっしゃいますが、少なく
とも５～10％は遺伝性パーキンソン病
によって起こるということが、21世紀
に入ってから明らかになっています。
　池脇　次に、ドーパミンの補充療法

ということに関して、いろいろな治療
薬があると思いますし、それがどうい
う機序でパーキンソン病に対して効果
があるのか、まとめていただきたいの
ですけれども。
　服部　大きく分けると、レボドパと
呼ばれるL-ドーパですね。ドーパミン
が足りない病気なので、本来でしたら
ドーパミンを補充したいところですが、
ドーパミンは脳の中に入りませんので、
L-ドーパを投与します。L-ドーパを投
与すると、L-ドーパが脳内でドーパミ
ンに変換されることを大前提として、
われわれはL-ドーパ治療を行っている
わけです。
　もう一つ、ドーパミン作動薬という、
パーキンソン病の２大薬物療法の一つ
になるのですけれども、ドーパミン作
動薬は、ドーパミン受容体を刺激して、
あたかもL-ドーパを投与したような現
象をつくってくれる。大きく分けると、
L-ドーパを中心とした治療と、ドーパ
ミン作動薬を使った治療、この２つに
分けられます。
　この２つに関しては、それぞれのベ
ネフィットをうまく使いながら治療し
ます。治療選択に関しては、ある程度
発症年齢が重要だということがいわれ
ていますので、70～75歳で初発した患
者さんに関してはL-ドーパ治療から始
めてもいいとされています。若くして、
40歳とか50歳で発症している患者さん
に関しては、ドーパミン作動薬から使

ったほうがいいとされています。
　その理由は、L-ドーパ治療を長期に
わたって行っていると、L-ドーパは非
常に効果はいいのですけれども、３～
５年すると、ウェアリングオフやジス
キネジアといった運動合併症状をきた
します。運動合併症状は、若くして発
症した患者さんに出やすいので、ある
程度発症年齢を考慮して治療選択する
必要があります。
　池脇　今いわれた２つがいわゆる基
本薬ということで、それ以外の薬も、
もしあれば、簡単に教えてほしいので
すけれども。
　服部　一つは、ウェアリングオフを
改善する治療薬に、COMT阻害剤ある
いはMAO-B阻害剤、そして最近日本
を中心に開発されたてんかんの薬、ゾ
ニサミドという薬があります。そうい
った薬はあくまでも補助剤です。さら
には、抗コリン剤といった薬は振戦に
効果があるとのデータもあって、これ
ら補助剤と、２つのメジャーな薬剤を
うまくコンビネーションで使うことで、
さじかげんの治療を可能にしていると
いえます。
　池脇　質問の最後の画像診断ともち
ょっと関連するかもしれませんけれど
も、ドーパミンが欠如しますと、ノル
エピネフリンも下がってくるというこ
とで、それを補充するという治療もあ
るのでしょうか。
　服部　DOPSという、L-threo-DOPS
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　池脇　原因は、中脳黒質でのドーパ
ミンが枯渇するということのようです
けれども、そのあたりも教えてほしい
のですが。
　服部　従来、ドーパミンを中心にし
た考え方でパーキンソン病は説明され
てきましたし、現時点でもドーパミン
を中心とした治療薬が主体になってい
るのは事実ですが、最近の考え方とし
ては、セロトニンあるいはアセチルコ
リン、ノルアドレナリンと、多岐にわ
たって変性が起こるということがいわ
れています。
　なぜドーパミン神経細胞が落ちるの
かということに関しては、ミトコンド
リアの機能が低下、酸化的ストレスな
どの関与が推定されています。最も顕
著に出る症状がドーパミンという、中
脳黒質にある神経細胞の脱落に伴う症
状です。ドーパミンを補充すると、劇
的に症状が改善されるということから、
中核症状がドーパミン欠乏であるとい
えます。
　池脇　そういったドーパミン産生細
胞が消えていくという原因は、基本的
に不明ということですが、何かヒント
になるような報告はあるのでしょうか。
　服部　1980年代にMPTPというヘロ
インの代謝産物によるパーキンソニズ
ムが報告されました。通常のパーキン
ソン病と全く同じような症状が生まれ
たということから、どうも自然界にあ
る神経毒がパーキンソン病の原因にな

っているのではないかということで、
多くの神経科学者が神経毒を探したの
ですけれども、決定的な神経毒は見つ
かりませんでした。
　ただし、MPTPのパーキンソニズム
の報告から、MPTPがミトコンドリア
に対してかなり選択性を持って毒性を
発揮するということから、パーキンソ
ン病とミトコンドリアという関連性が
クローズアップされ、実際に患者さん
の脳でもミトコンドリアの電子伝達系、
複合体１の酵素活性が低下することが
わかりました。
　池脇　さて、パーキンソン病は孤発
性と家族性、家族性ということは何か
遺伝的な背景がありそうな気がするの
ですけれども、そのあたりはどの程度
解明されているのでしょうか。
　服部　最初にJames Parkinson先生
が報告したときは、遺伝性パーキンソ
ン病の位置づけというのはほとんど考
えられていなかったのですけれども、
1997年に単一遺伝子異常で起こる優性
遺伝性の家族性パーキンソン病が報告
されて以来、2011年までにおよそ18個
の遺伝子座が報告されました。報告者
によっては約20％が遺伝性パーキンソ
ン病ではないかというふうに発言され
る先生もいらっしゃいますが、少なく
とも５～10％は遺伝性パーキンソン病
によって起こるということが、21世紀
に入ってから明らかになっています。
　池脇　次に、ドーパミンの補充療法

ということに関して、いろいろな治療
薬があると思いますし、それがどうい
う機序でパーキンソン病に対して効果
があるのか、まとめていただきたいの
ですけれども。
　服部　大きく分けると、レボドパと
呼ばれるL-ドーパですね。ドーパミン
が足りない病気なので、本来でしたら
ドーパミンを補充したいところですが、
ドーパミンは脳の中に入りませんので、
L-ドーパを投与します。L-ドーパを投
与すると、L-ドーパが脳内でドーパミ
ンに変換されることを大前提として、
われわれはL-ドーパ治療を行っている
わけです。
　もう一つ、ドーパミン作動薬という、
パーキンソン病の２大薬物療法の一つ
になるのですけれども、ドーパミン作
動薬は、ドーパミン受容体を刺激して、
あたかもL-ドーパを投与したような現
象をつくってくれる。大きく分けると、
L-ドーパを中心とした治療と、ドーパ
ミン作動薬を使った治療、この２つに
分けられます。
　この２つに関しては、それぞれのベ
ネフィットをうまく使いながら治療し
ます。治療選択に関しては、ある程度
発症年齢が重要だということがいわれ
ていますので、70～75歳で初発した患
者さんに関してはL-ドーパ治療から始
めてもいいとされています。若くして、
40歳とか50歳で発症している患者さん
に関しては、ドーパミン作動薬から使

ったほうがいいとされています。
　その理由は、L-ドーパ治療を長期に
わたって行っていると、L-ドーパは非
常に効果はいいのですけれども、３～
５年すると、ウェアリングオフやジス
キネジアといった運動合併症状をきた
します。運動合併症状は、若くして発
症した患者さんに出やすいので、ある
程度発症年齢を考慮して治療選択する
必要があります。
　池脇　今いわれた２つがいわゆる基
本薬ということで、それ以外の薬も、
もしあれば、簡単に教えてほしいので
すけれども。
　服部　一つは、ウェアリングオフを
改善する治療薬に、COMT阻害剤ある
いはMAO-B阻害剤、そして最近日本
を中心に開発されたてんかんの薬、ゾ
ニサミドという薬があります。そうい
った薬はあくまでも補助剤です。さら
には、抗コリン剤といった薬は振戦に
効果があるとのデータもあって、これ
ら補助剤と、２つのメジャーな薬剤を
うまくコンビネーションで使うことで、
さじかげんの治療を可能にしていると
いえます。
　池脇　質問の最後の画像診断ともち
ょっと関連するかもしれませんけれど
も、ドーパミンが欠如しますと、ノル
エピネフリンも下がってくるというこ
とで、それを補充するという治療もあ
るのでしょうか。
　服部　DOPSという、L-threo-DOPS
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という薬があるのですけれども、この
DOPSはノルエピネフリンの前駆体と
いわれていて、これが脳の中に入ると、
ノルエピネフリンに変換される。ノル
エピネフリンは、特に進行期のパーキ
ンソン病患者さんで、すくみ足に対し
て治療効果が期待できるといわれてい
ます。
　池脇　最後に画像診断ということで、
一般的な画像診断のパーキンソン病に
関する有用性、中でも、これはMIBG
という、自律神経、交感神経でしたか、
心筋シンチの有用性ということですが、
これはどういうことなのでしょうか。
　服部　従来、パーキンソン病という
のは脳の黒質の選択的な神経変性疾患
といわれていたのですけれども、MIBG
心筋シンチグラフィで示されたように、
交感神経系の障害も存在していること
がわかり、つまり、脳にとどまること
なく、全身疾患という考え方に変わっ

てきています。MIBG心筋シンチグラ
フィの検査をすると、パーキンソン病
においてははっきりとした異常を見い
だすことができます。したがって、パ
ーキンソニズムがあるMIBG心筋シン
チグラフィが異常を呈した場合は、典
型的なパーキンソン病と診断ができま
す。
　池脇　ちょっと外れた質問になるか
もしれませんけれども、そうするとパ
ーキンソン病に対する治療をすると、
こういった画像診断での評価も改善し
てくるということなのでしょうか。
　服部　改善はしないのです。あくま
でも異常値を呈するということだけで、
もうすでに心筋にいっている神経終末
の脱落があります。特に、TH陽性線
維が減少しているというデータがあり
ますので、それは治療によって改善は
しません。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　海田先生、多発性硬化症、
我々世代の印象では非常に治療の難し
い疾患の一つですが、最近の疾病概念
などを含めて、少しやさしく解説願い
たいのですけれども、まずこの診断で
すが、診断もまた昔は難しかったので
すが、最近はこのあたりはどういった
状況なのでしょうか。
　海田　多発性硬化症の特徴といいま
すと、時間的な多発と、病巣の空間的
な多発ということが診断に非常に重要
で、以前は空間的・時間的多発を証明
するためにかなり時間を要していたの
ですけれども、最近はMRIなどの画像
の発達によって、一度MRIを撮れば、
それでわりと診断できる、そういう診
断基準の改定にも至りまして、かなり
診断に至る時間は短くなりました。
　山内　MRI画像で、特異的までいか
なくても、かなり特徴的な所見がある

ということがわかってきたということ
ですね。
　海田　そうです。例えば、脳MRIで
いいますと、側脳室周囲の大脳白質の
部分に楕円形の脱髄病変が見られると
いうのが一つの特徴です。それから、
矢状断でよく見られますが、脳梁から
皮質に向かう脱髄病変が非常に特徴的
に見られます。そういう病変を脳MRI
で見つけますと、多発性硬化症の可能
性が非常に高いと考えてよいと思いま
す。
　山内　ただ、そこに至る前に、まず
疑診といいますか、疑わなければだめ
なのですが、これもなかなか難しそう
です。先生がみておられて、比較的多
い症状とか症候、どんなものがあるの
でしょうか。
　海田　様々な症状なので、確かに難
しいのですけれども、まず視力障害、

多発性硬化症のインターフェロン療法

防衛医科大学校神経内科准教授
海　田　賢　一

（聞き手　山内俊一）

　多発性硬化症のインターフェロン療法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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という薬があるのですけれども、この
DOPSはノルエピネフリンの前駆体と
いわれていて、これが脳の中に入ると、
ノルエピネフリンに変換される。ノル
エピネフリンは、特に進行期のパーキ
ンソン病患者さんで、すくみ足に対し
て治療効果が期待できるといわれてい
ます。
　池脇　最後に画像診断ということで、
一般的な画像診断のパーキンソン病に
関する有用性、中でも、これはMIBG
という、自律神経、交感神経でしたか、
心筋シンチの有用性ということですが、
これはどういうことなのでしょうか。
　服部　従来、パーキンソン病という
のは脳の黒質の選択的な神経変性疾患
といわれていたのですけれども、MIBG
心筋シンチグラフィで示されたように、
交感神経系の障害も存在していること
がわかり、つまり、脳にとどまること
なく、全身疾患という考え方に変わっ

てきています。MIBG心筋シンチグラ
フィの検査をすると、パーキンソン病
においてははっきりとした異常を見い
だすことができます。したがって、パ
ーキンソニズムがあるMIBG心筋シン
チグラフィが異常を呈した場合は、典
型的なパーキンソン病と診断ができま
す。
　池脇　ちょっと外れた質問になるか
もしれませんけれども、そうするとパ
ーキンソン病に対する治療をすると、
こういった画像診断での評価も改善し
てくるということなのでしょうか。
　服部　改善はしないのです。あくま
でも異常値を呈するということだけで、
もうすでに心筋にいっている神経終末
の脱落があります。特に、TH陽性線
維が減少しているというデータがあり
ますので、それは治療によって改善は
しません。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　海田先生、多発性硬化症、
我々世代の印象では非常に治療の難し
い疾患の一つですが、最近の疾病概念
などを含めて、少しやさしく解説願い
たいのですけれども、まずこの診断で
すが、診断もまた昔は難しかったので
すが、最近はこのあたりはどういった
状況なのでしょうか。
　海田　多発性硬化症の特徴といいま
すと、時間的な多発と、病巣の空間的
な多発ということが診断に非常に重要
で、以前は空間的・時間的多発を証明
するためにかなり時間を要していたの
ですけれども、最近はMRIなどの画像
の発達によって、一度MRIを撮れば、
それでわりと診断できる、そういう診
断基準の改定にも至りまして、かなり
診断に至る時間は短くなりました。
　山内　MRI画像で、特異的までいか
なくても、かなり特徴的な所見がある

ということがわかってきたということ
ですね。
　海田　そうです。例えば、脳MRIで
いいますと、側脳室周囲の大脳白質の
部分に楕円形の脱髄病変が見られると
いうのが一つの特徴です。それから、
矢状断でよく見られますが、脳梁から
皮質に向かう脱髄病変が非常に特徴的
に見られます。そういう病変を脳MRI
で見つけますと、多発性硬化症の可能
性が非常に高いと考えてよいと思いま
す。
　山内　ただ、そこに至る前に、まず
疑診といいますか、疑わなければだめ
なのですが、これもなかなか難しそう
です。先生がみておられて、比較的多
い症状とか症候、どんなものがあるの
でしょうか。
　海田　様々な症状なので、確かに難
しいのですけれども、まず視力障害、

多発性硬化症のインターフェロン療法

防衛医科大学校神経内科准教授
海　田　賢　一

（聞き手　山内俊一）

　多発性硬化症のインターフェロン療法についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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視力低下を、ある年代の方が、例えば
20～50歳ぐらいまでの方で急に視力が
低下したということで受診された場合
は、やはり多発性硬化症を鑑別の一つ
に挙げて調べることになります。
　山内　急にというのはどのぐらいの
期間なのでしょうか。
　海田　だいたい数日から１週間程度
で発症されるということです。
　山内　それは相当特徴的ですね。ま
ず眼科に行くでしょうから、そちらの
ほうで視神経異常といったものがわか
るという感じでしょうか。
　海田　視力低下の時期に受診されれ
ば、視神経炎の可能性が高いとか、視
神経の所見を見つけて診断されるわけ
ですが、こういう多発性硬化症の病気
の特徴としまして、一過性に症状が現
れて、受診するまでに消えてしまうと
いうこともあるのです。そういう場合
は、せっかく受診されて検査を受けて
も、異常が見つからないということが
ありますので、神経内科のほうにご紹
介いただければ、いろいろ問診をした
り、頭のMRIを撮ったりということで、
診断に近づけることができます。
　山内　例えば、問診などでほかの神
経の異常といったものもお聞きになる
のでしょうか。
　海田　そうですね。これまでに例え
ば体の痺れとか、動かしにくいという
症状が出なかったかとか、あとは目の
見えにくさも、例えばお風呂に入って

よけいに見えにくさが強くなるとか、
そういう体が温まると症状が悪くなる
という、ウートフ徴候という特徴が多
発性硬化症にはありますので、そうい
う徴候がないかどうかを確認するとい
うことになります。
　山内　診断のほうにはかなり進捗が
あるというところで、早速治療に移り
たいのですが、まず急性期、慢性期に
分けて治療がなされると考えてよろし
いわけでしょうか。
　海田　そのとおりです。
　山内　急性期はどういった治療なの
でしょう。
　海田　急性期は、副腎皮質ホルモン、
ステロイドと呼ばれる薬ですけれども、
それを点滴で大量に投与するステロイ
ドパルスという治療を行います。だい
たいメチルプレドニゾロン１gを３日
間を１クールとして、２～３クール行
う治療が一般的と考えられております。
　山内　ステロイドを大量にパルスで
使うとなると、イメージとしては自己
免疫などの原因が想定されるのですが、
今回のインターフェロン療法のご質問
といい、そういう意味ではメカニズム
的にはその方面の病気と考えられてい
るのでしょうか。
　海田　そうです。多発性硬化症はま
だよくわかっていないところが多いの
ですけれども、中枢神経のミエリン蛋
白に対する自己免疫反応が主要な原因
だと考えられていまして、その後の炎

症反応が神経系に、特に中枢神経に炎
症を起こして脱髄を起こすと考えられ
ています。その炎症を抑えるためにイ
ンターフェロン療法が開発されてきた
という経緯があります。
　山内　病因論的にも少し収斂してき
たかなというところですね。
　海田　はい。
　山内　急性期を過ぎたあとに、症候
によって次の、例えばインターフェロ
ンなどを選ばれるのでしょうか。それ
とも、自動的にインターフェロン療法
にいくのでしょうか。
　海田　多発性硬化症といいましても、
幾つかタイプがありまして、欧米に多
い通常型と呼ばれる、大脳に主要な病
変があるタイプと、アジアに多い視神
経脊髄型と呼ばれるタイプの大きく２
つに分けられます。最近の研究で視神
経脊髄型の多くにはアクアポリン４と
いう分子に対する自己抗体が見つかっ
ておりまして、そういう自己抗体を持
った視神経脊髄炎の方には、インター
フェロンは無効か、逆に悪くするとい
うことが知られています。まずそうい
うタイプの多発性硬化症ではないとい
うことを確認して、通常型の多発性硬
化症の方にインターフェロンを選択す
るということになります。
　山内　まずそのタイピングをしなけ
ればだめだということですね。
　海田　そうです。
　山内　そのうえで、大丈夫そうだと

いうところで、インターフェロン療法
ということですが、例外を除けば、イ
ンターフェロン療法は今日、急性期を
過ぎたあたりの次の治療法としては主
流の治療法と考えてよろしいのでしょ
うか。
　海田　はい。インターフェロンβは、
特に再発寛解型の多発性硬化症の再発
予防として、世界的にも第一選択薬と
して位置づけられております。
　山内　具体的な投与スケジュールや
量はいかがなのでしょうか。
　海田　インターフェロンβにも２種
類ありまして、インターフェロンβ1a
とβ1bとあります。β1bのほうは投与
の仕方としては皮下注で、１日おきに
投与します。β1aのほうは週に１回、
筋注投与で用います。用い方も、いき
なり全量を投与するのではなくて、例
えばβ1bの皮下注の場合は、最初の１
週間は1/4の量、次の１週間はさらに
1/4を加える。そのように漸増する使
い方が主流となっています。
　山内　次第に増やしていって、今度
は維持ですね。これの期間はどのぐら
いなのでしょうか。ないし、一生涯な
のでしょうか。
　海田　今のところ、一生涯というこ
とになります。
　山内　それ自体が次の予防といいま
すか、再発、再燃を抑える治療法と見
てよろしいわけですか。
　海田　はい。実際問題としましては、
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視力低下を、ある年代の方が、例えば
20～50歳ぐらいまでの方で急に視力が
低下したということで受診された場合
は、やはり多発性硬化症を鑑別の一つ
に挙げて調べることになります。
　山内　急にというのはどのぐらいの
期間なのでしょうか。
　海田　だいたい数日から１週間程度
で発症されるということです。
　山内　それは相当特徴的ですね。ま
ず眼科に行くでしょうから、そちらの
ほうで視神経異常といったものがわか
るという感じでしょうか。
　海田　視力低下の時期に受診されれ
ば、視神経炎の可能性が高いとか、視
神経の所見を見つけて診断されるわけ
ですが、こういう多発性硬化症の病気
の特徴としまして、一過性に症状が現
れて、受診するまでに消えてしまうと
いうこともあるのです。そういう場合
は、せっかく受診されて検査を受けて
も、異常が見つからないということが
ありますので、神経内科のほうにご紹
介いただければ、いろいろ問診をした
り、頭のMRIを撮ったりということで、
診断に近づけることができます。
　山内　例えば、問診などでほかの神
経の異常といったものもお聞きになる
のでしょうか。
　海田　そうですね。これまでに例え
ば体の痺れとか、動かしにくいという
症状が出なかったかとか、あとは目の
見えにくさも、例えばお風呂に入って

よけいに見えにくさが強くなるとか、
そういう体が温まると症状が悪くなる
という、ウートフ徴候という特徴が多
発性硬化症にはありますので、そうい
う徴候がないかどうかを確認するとい
うことになります。
　山内　診断のほうにはかなり進捗が
あるというところで、早速治療に移り
たいのですが、まず急性期、慢性期に
分けて治療がなされると考えてよろし
いわけでしょうか。
　海田　そのとおりです。
　山内　急性期はどういった治療なの
でしょう。
　海田　急性期は、副腎皮質ホルモン、
ステロイドと呼ばれる薬ですけれども、
それを点滴で大量に投与するステロイ
ドパルスという治療を行います。だい
たいメチルプレドニゾロン１gを３日
間を１クールとして、２～３クール行
う治療が一般的と考えられております。
　山内　ステロイドを大量にパルスで
使うとなると、イメージとしては自己
免疫などの原因が想定されるのですが、
今回のインターフェロン療法のご質問
といい、そういう意味ではメカニズム
的にはその方面の病気と考えられてい
るのでしょうか。
　海田　そうです。多発性硬化症はま
だよくわかっていないところが多いの
ですけれども、中枢神経のミエリン蛋
白に対する自己免疫反応が主要な原因
だと考えられていまして、その後の炎

症反応が神経系に、特に中枢神経に炎
症を起こして脱髄を起こすと考えられ
ています。その炎症を抑えるためにイ
ンターフェロン療法が開発されてきた
という経緯があります。
　山内　病因論的にも少し収斂してき
たかなというところですね。
　海田　はい。
　山内　急性期を過ぎたあとに、症候
によって次の、例えばインターフェロ
ンなどを選ばれるのでしょうか。それ
とも、自動的にインターフェロン療法
にいくのでしょうか。
　海田　多発性硬化症といいましても、
幾つかタイプがありまして、欧米に多
い通常型と呼ばれる、大脳に主要な病
変があるタイプと、アジアに多い視神
経脊髄型と呼ばれるタイプの大きく２
つに分けられます。最近の研究で視神
経脊髄型の多くにはアクアポリン４と
いう分子に対する自己抗体が見つかっ
ておりまして、そういう自己抗体を持
った視神経脊髄炎の方には、インター
フェロンは無効か、逆に悪くするとい
うことが知られています。まずそうい
うタイプの多発性硬化症ではないとい
うことを確認して、通常型の多発性硬
化症の方にインターフェロンを選択す
るということになります。
　山内　まずそのタイピングをしなけ
ればだめだということですね。
　海田　そうです。
　山内　そのうえで、大丈夫そうだと

いうところで、インターフェロン療法
ということですが、例外を除けば、イ
ンターフェロン療法は今日、急性期を
過ぎたあたりの次の治療法としては主
流の治療法と考えてよろしいのでしょ
うか。
　海田　はい。インターフェロンβは、
特に再発寛解型の多発性硬化症の再発
予防として、世界的にも第一選択薬と
して位置づけられております。
　山内　具体的な投与スケジュールや
量はいかがなのでしょうか。
　海田　インターフェロンβにも２種
類ありまして、インターフェロンβ1a
とβ1bとあります。β1bのほうは投与
の仕方としては皮下注で、１日おきに
投与します。β1aのほうは週に１回、
筋注投与で用います。用い方も、いき
なり全量を投与するのではなくて、例
えばβ1bの皮下注の場合は、最初の１
週間は1/4の量、次の１週間はさらに
1/4を加える。そのように漸増する使
い方が主流となっています。
　山内　次第に増やしていって、今度
は維持ですね。これの期間はどのぐら
いなのでしょうか。ないし、一生涯な
のでしょうか。
　海田　今のところ、一生涯というこ
とになります。
　山内　それ自体が次の予防といいま
すか、再発、再燃を抑える治療法と見
てよろしいわけですか。
　海田　はい。実際問題としましては、
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インターフェロンβでも100％予防で
きるかといいますと、必ずしもそうで
はないのです。実際は年間再発率が0.3
前後ということで、使わなかった場合
の再発率に比べて、約30～40％弱下が
るだけなのです。
　ただ、それを定期的に使っておかな
いと、症状が出なくても、自然に頭の
中で炎症が起こっている場合がかなり
あるのです。そうしますと、ご本人が
気づかれないうちに炎症が進んで、結
局は元に戻らない軸索変性が進んでき
まして、治療をしても治らない部分が
非常に多くなってきます。再発率は100
％は抑えられないのですけれども、も
し再発しても軽い状態で済ませて、な
るべく機能予後を保たせるということ
が非常に大きな目的となっているわけ
です。
　山内　予防薬、ないしそれに準ずる
ものとして、世界的に別のタイプの薬
などで期待されているものはあります
か。

　海田　日本で治験が終わったもの、
行われているものがありますけれども、
一つはグラチラマーアセテートという
お薬があります。これは合成ペプチド
なのですけれども、毎日皮下注で使わ
なければいけないということで、コン
プライアンスに問題があるということ
で使いにくいところがあります。ただ、
効果としてはインターフェロンよりは
少しいい感じかなというところがあり
ます。
　山内　そうしますと、近年、再発率
や、あるいは死亡者数は、全体として
は減ってきていると見てよろしいわけ
ですね。
　海田　インターフェロンβについて
のデータしかないのですけれども、そ
れを16年とか20年とか継続して使って
いますと、死亡リスクを約40％強減ら
すことができるということは報告され
ております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず、TSLS、なかなか聞き慣
れない言葉ですけれども、一体どんな
疾患なのか、教えていただけますか。
　樽井　一般的には、人食いバクテリ
アなどといわれて、メディアでかなり
センセーショナルに取り上げられてい
ますけれども、原因となる病原体とし
ては、グループAの溶血性連鎖球菌、
いわゆるA群溶連菌といわれる菌体が
原因で起こる病気です。A群溶連菌と
いうのは、お子さんなどの咽頭炎の原
因としても多い、一般的によくある細
菌ですけれども、このtoxic shock-like 
syndromeでは、同じA群溶連菌がスー
パー抗原性外毒素といわれるような毒
素を出して、それが重症化を引き起こ
すといわれています。
　このスーパー抗原性外毒素というの

は、短時間で免疫系のT細胞を活性化
させて、多量のサイトカインを放出す
ることによってショック症状などを引
き起こすといわれています。もともと
元気な方が、発熱とか筋肉痛などの症
状をきたしたあとに、急激にショック
状態に陥る、発症から数時間、時に 
４～８時間程度でショック状態に至る
といわれていて、非常に死亡率も高い、
怖い病態です。
　池田　別名がありますね。
　樽井　このtoxic shock-like syndrome
というのは、別名人食いバクテリアと
もいわれています。もう１種類、ビブ
リオバルニフィカスという別の病原体
で起こるものも併せていわれることが
多いのですが、そのぐらい四肢をどん
どん侵して壊死を引き起こすというこ

toxic shock-like syndrome（TSLS）

杏林大学救急医学准教授
樽　井　武　彦

（聞き手　池田志斈）

　toxic�shock-like�syndrome（TSLS）についてご教示ください。
　人食いバクテリアという表現でもいわれていますが、どのような経過をとり、
少しでも早く診断・治療するために重要なことがあればご教示ください。

＜岡山県開業医＞
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インターフェロンβでも100％予防で
きるかといいますと、必ずしもそうで
はないのです。実際は年間再発率が0.3
前後ということで、使わなかった場合
の再発率に比べて、約30～40％弱下が
るだけなのです。
　ただ、それを定期的に使っておかな
いと、症状が出なくても、自然に頭の
中で炎症が起こっている場合がかなり
あるのです。そうしますと、ご本人が
気づかれないうちに炎症が進んで、結
局は元に戻らない軸索変性が進んでき
まして、治療をしても治らない部分が
非常に多くなってきます。再発率は100
％は抑えられないのですけれども、も
し再発しても軽い状態で済ませて、な
るべく機能予後を保たせるということ
が非常に大きな目的となっているわけ
です。
　山内　予防薬、ないしそれに準ずる
ものとして、世界的に別のタイプの薬
などで期待されているものはあります
か。

　海田　日本で治験が終わったもの、
行われているものがありますけれども、
一つはグラチラマーアセテートという
お薬があります。これは合成ペプチド
なのですけれども、毎日皮下注で使わ
なければいけないということで、コン
プライアンスに問題があるということ
で使いにくいところがあります。ただ、
効果としてはインターフェロンよりは
少しいい感じかなというところがあり
ます。
　山内　そうしますと、近年、再発率
や、あるいは死亡者数は、全体として
は減ってきていると見てよろしいわけ
ですね。
　海田　インターフェロンβについて
のデータしかないのですけれども、そ
れを16年とか20年とか継続して使って
いますと、死亡リスクを約40％強減ら
すことができるということは報告され
ております。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池田　まず、TSLS、なかなか聞き慣
れない言葉ですけれども、一体どんな
疾患なのか、教えていただけますか。
　樽井　一般的には、人食いバクテリ
アなどといわれて、メディアでかなり
センセーショナルに取り上げられてい
ますけれども、原因となる病原体とし
ては、グループAの溶血性連鎖球菌、
いわゆるA群溶連菌といわれる菌体が
原因で起こる病気です。A群溶連菌と
いうのは、お子さんなどの咽頭炎の原
因としても多い、一般的によくある細
菌ですけれども、このtoxic shock-like 
syndromeでは、同じA群溶連菌がスー
パー抗原性外毒素といわれるような毒
素を出して、それが重症化を引き起こ
すといわれています。
　このスーパー抗原性外毒素というの

は、短時間で免疫系のT細胞を活性化
させて、多量のサイトカインを放出す
ることによってショック症状などを引
き起こすといわれています。もともと
元気な方が、発熱とか筋肉痛などの症
状をきたしたあとに、急激にショック
状態に陥る、発症から数時間、時に 
４～８時間程度でショック状態に至る
といわれていて、非常に死亡率も高い、
怖い病態です。
　池田　別名がありますね。
　樽井　このtoxic shock-like syndrome
というのは、別名人食いバクテリアと
もいわれています。もう１種類、ビブ
リオバルニフィカスという別の病原体
で起こるものも併せていわれることが
多いのですが、そのぐらい四肢をどん
どん侵して壊死を引き起こすというこ

toxic shock-like syndrome（TSLS）

杏林大学救急医学准教授
樽　井　武　彦

（聞き手　池田志斈）

　toxic�shock-like�syndrome（TSLS）についてご教示ください。
　人食いバクテリアという表現でもいわれていますが、どのような経過をとり、
少しでも早く診断・治療するために重要なことがあればご教示ください。

＜岡山県開業医＞
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とで、非常に怖いということで、メデ
ィアなどに取り上げられたりしていま
す。
　池田　どのような背景の患者さんに
生じるのでしょうか。
　樽井　リスクファクターとしては主
に、高齢であるとか、糖尿病とか、ア
ルコール依存であるとか、免疫が落ち
ているような方などに多いとはいわれ
ていますけれども、約半数は全く健康
な、何のリスクファクターも持ってい
ない方にも突然生じることがあるとい
われています。
　池田　症状はどんな症状なのでしょ
うか。
　樽井　約20％ぐらいの方は咽頭痛や
発熱などのインフルエンザ様の症状が
先行するといわれています。下痢や嘔
吐が先行する方もいらっしゃいます。
そういう先行症状のあとに、突然四肢
が中心の疼痛、すごく四肢が痛いとい
うことで来られて、すぐに腫れたり、
皮膚の発赤や水疱ができてきたりしま
す。そのあたりで病院に来られる方が
多いのですが、その時点で発熱をきた
していたり、混乱して意識が悪くなら
れたり、４～８時間とか、非常に短時
間の間に血圧が下がって、ショック状
態に陥るといわれています。そういう
ふうになったほとんどの方が、四肢の
軟部組織の壊死が進んで、腎不全や
ARDS、あと凝固障害とか多臓器不全
で死に至るということがあるといわれ

ています。
　池田　鑑別としてどんな病気がある
か、教えていただけますでしょうか。
　樽井　toxic shock-like syndromeと
いうぐらいで、もともとのtoxic shock 
syndromeというのがありまして、そ
れはA群溶連菌とはまた別の黄色ブド
ウ球菌という菌体で起こるといわれて
いる感染症です。これも同じように四
肢から始まって、筋肉の痛みから発赤、
腫脹などをきたして、よく似た病態を
とるのですけれども、これに関しては
別の病原体であるということと、この
toxic shock-like syndrome、いわゆる
人食いバクテリアというような急速な
進行は通常とらない、少し違うかたち
であるといえます。このtoxic shock-
like synd romeというのは鑑別にあがる
と思います。
　池田　そのほかにはどのような鑑別
疾患がありますでしょうか。
　樽井　TSLSは四肢の軟部感染症を
引き起こすので、クロストリジウム属
によって起こるガス壊疽といわれるよ
うな、これはガスを産生するので臨床
的にも鑑別しやすいのですが、そうい
うものが鑑別にあがります。
　それ以外に、腹痛とか、全身の筋肉
の痛み、腫脹、発赤などが主症状にな
りますので、腹膜炎とか、あと胸痛を
起こしたような際には、肺炎などとの
鑑別も大事になってくるかと思います。
　池田　急速に拡大する病変、変化す

る病変を見ながら、瞬時に診断を下す。
その確定診断の方法はどんなものがあ
りますか。
　樽井　確定診断に関しては、感染巣
が明らかであれば、つまり発赤、腫脹
して、そこが化膿しているという部分
があれば、そこを穿刺もしくは切開排
膿して、それを顕微鏡で塗抹検鏡すれ
ば、溶連菌というのは非常に特徴的な
菌体をしていますので、塗抹検鏡で明
らかにすることができます。
　また、A群の溶連菌はお子さんの咽
頭炎の原因菌でもありまして、15分ぐ
らいで診断結果が出るような迅速キッ
トがありますので、そういうもので菌
体を証明するということは可能です。
　池田　治療についておうかがいでき
ますでしょうか。
　樽井　治療に関しては、先ほど症状
のところであまり詳しくお話ししませ
んでしたが、通常、ご高齢の方には多
いのですけれども、もともと元気な方
が突然、風邪症状のような咽頭炎症状
とか、インフルエンザのような熱とか
咽頭炎の症状をきたして、その後、筋
肉の痛みや発赤など、主に四肢を中心
にそういう症状が出て病院に来られま
す。それから、非常に短時間でショッ
ク状態に陥る方がほとんどです。
　そのぐらい恐ろしい病態でありまし
て、治療ということですが、まずショ
ックを離脱しないと、その時点で救命
が不可能になるといわれています。で

すから、点滴のラインを幾つか取って
いただいて、大量に輸液をしたり、昇
圧剤を投与したりして、何とか血圧を
維持しないといけません。
　それと、そのように大量輸液をしま
すと、呼吸自体も悪化することがあり
ますので、気管挿管、人工呼吸管理な
ども急速に必要になることがあります。
したがって、治療というのは、救命セ
ンターであるとか、比較的大きな病院
の集中治療室を備えているようなとこ
ろで、まず初期の治療を行う必要があ
ります。
　その後の治療に関しては、抗生剤、
主にペニシリン系のもの、ペニシリン
Gの大量投与とか、クリンダマイシン
の併用などを行うことが多く、また、
γグロブリン製剤で免疫能を高めたり、
感染巣を除去してしまうことも非常に
重要です。人食いバクテリアといわれ、
どんどん四肢を侵したり、病巣が拡大
していくといわれる病気ですから、感
染巣を早期に除去する。もしくは、排
膿する。時には切断して病巣を落とし
てしまうということも必要になります。
　池田　予後はいかがなのでしょうか。
　樽井　届け出が必要な病気で、年間
の患者数はある程度把握されているの
ですが、今までの届け出では30～40％
程度と、非常に死亡率の高い病態であ
るといわれています。また、四肢の壊
死性筋膜炎、もしくは壊死性の筋炎な
どを合併しますと、死亡率は85～100
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とで、非常に怖いということで、メデ
ィアなどに取り上げられたりしていま
す。
　池田　どのような背景の患者さんに
生じるのでしょうか。
　樽井　リスクファクターとしては主
に、高齢であるとか、糖尿病とか、ア
ルコール依存であるとか、免疫が落ち
ているような方などに多いとはいわれ
ていますけれども、約半数は全く健康
な、何のリスクファクターも持ってい
ない方にも突然生じることがあるとい
われています。
　池田　症状はどんな症状なのでしょ
うか。
　樽井　約20％ぐらいの方は咽頭痛や
発熱などのインフルエンザ様の症状が
先行するといわれています。下痢や嘔
吐が先行する方もいらっしゃいます。
そういう先行症状のあとに、突然四肢
が中心の疼痛、すごく四肢が痛いとい
うことで来られて、すぐに腫れたり、
皮膚の発赤や水疱ができてきたりしま
す。そのあたりで病院に来られる方が
多いのですが、その時点で発熱をきた
していたり、混乱して意識が悪くなら
れたり、４～８時間とか、非常に短時
間の間に血圧が下がって、ショック状
態に陥るといわれています。そういう
ふうになったほとんどの方が、四肢の
軟部組織の壊死が進んで、腎不全や
ARDS、あと凝固障害とか多臓器不全
で死に至るということがあるといわれ

ています。
　池田　鑑別としてどんな病気がある
か、教えていただけますでしょうか。
　樽井　toxic shock-like syndromeと
いうぐらいで、もともとのtoxic shock 
syndromeというのがありまして、そ
れはA群溶連菌とはまた別の黄色ブド
ウ球菌という菌体で起こるといわれて
いる感染症です。これも同じように四
肢から始まって、筋肉の痛みから発赤、
腫脹などをきたして、よく似た病態を
とるのですけれども、これに関しては
別の病原体であるということと、この
toxic shock-like syndrome、いわゆる
人食いバクテリアというような急速な
進行は通常とらない、少し違うかたち
であるといえます。このtoxic shock-
like synd romeというのは鑑別にあがる
と思います。
　池田　そのほかにはどのような鑑別
疾患がありますでしょうか。
　樽井　TSLSは四肢の軟部感染症を
引き起こすので、クロストリジウム属
によって起こるガス壊疽といわれるよ
うな、これはガスを産生するので臨床
的にも鑑別しやすいのですが、そうい
うものが鑑別にあがります。
　それ以外に、腹痛とか、全身の筋肉
の痛み、腫脹、発赤などが主症状にな
りますので、腹膜炎とか、あと胸痛を
起こしたような際には、肺炎などとの
鑑別も大事になってくるかと思います。
　池田　急速に拡大する病変、変化す

る病変を見ながら、瞬時に診断を下す。
その確定診断の方法はどんなものがあ
りますか。
　樽井　確定診断に関しては、感染巣
が明らかであれば、つまり発赤、腫脹
して、そこが化膿しているという部分
があれば、そこを穿刺もしくは切開排
膿して、それを顕微鏡で塗抹検鏡すれ
ば、溶連菌というのは非常に特徴的な
菌体をしていますので、塗抹検鏡で明
らかにすることができます。
　また、A群の溶連菌はお子さんの咽
頭炎の原因菌でもありまして、15分ぐ
らいで診断結果が出るような迅速キッ
トがありますので、そういうもので菌
体を証明するということは可能です。
　池田　治療についておうかがいでき
ますでしょうか。
　樽井　治療に関しては、先ほど症状
のところであまり詳しくお話ししませ
んでしたが、通常、ご高齢の方には多
いのですけれども、もともと元気な方
が突然、風邪症状のような咽頭炎症状
とか、インフルエンザのような熱とか
咽頭炎の症状をきたして、その後、筋
肉の痛みや発赤など、主に四肢を中心
にそういう症状が出て病院に来られま
す。それから、非常に短時間でショッ
ク状態に陥る方がほとんどです。
　そのぐらい恐ろしい病態でありまし
て、治療ということですが、まずショ
ックを離脱しないと、その時点で救命
が不可能になるといわれています。で

すから、点滴のラインを幾つか取って
いただいて、大量に輸液をしたり、昇
圧剤を投与したりして、何とか血圧を
維持しないといけません。
　それと、そのように大量輸液をしま
すと、呼吸自体も悪化することがあり
ますので、気管挿管、人工呼吸管理な
ども急速に必要になることがあります。
したがって、治療というのは、救命セ
ンターであるとか、比較的大きな病院
の集中治療室を備えているようなとこ
ろで、まず初期の治療を行う必要があ
ります。
　その後の治療に関しては、抗生剤、
主にペニシリン系のもの、ペニシリン
Gの大量投与とか、クリンダマイシン
の併用などを行うことが多く、また、
γグロブリン製剤で免疫能を高めたり、
感染巣を除去してしまうことも非常に
重要です。人食いバクテリアといわれ、
どんどん四肢を侵したり、病巣が拡大
していくといわれる病気ですから、感
染巣を早期に除去する。もしくは、排
膿する。時には切断して病巣を落とし
てしまうということも必要になります。
　池田　予後はいかがなのでしょうか。
　樽井　届け出が必要な病気で、年間
の患者数はある程度把握されているの
ですが、今までの届け出では30～40％
程度と、非常に死亡率の高い病態であ
るといわれています。また、四肢の壊
死性筋膜炎、もしくは壊死性の筋炎な
どを合併しますと、死亡率は85～100
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％と、非常に高率に死に至るといわれ
ています。
　池田　それだけの病気ですので、医
療従事者、それと家族の方たちは、二
次感染といいますか、それをすごく心
配されると思うのですけれども、それ
に関してはいかが対処されるのでしょ
うか。
　樽井　溶連菌の毒素を出す菌体とい
うのはある程度、表面抗原などでわか
ってきてはいるのですけれども、通常、
元気な方、家族の方にうつることは少
ないといわれています。風邪症状、咽
頭炎症状は起こすことがあるけれども、
それが同じように toxic shock-like 
syndromeを引き起こすことは少ない
といわれていますので、一般的なイン
フルエンザ患者の家族と同じような、
マスクをしたり、手洗いをしたりとい
うことをお勧めします。医療従事者、
家族はそれほど恐れる必要はないとい
われています。
　池田　少し安心しました。最後に、
最新の話題といいますか、近年この疾
患に関して何か新しいトピックスはあ
りますか。
　樽井　感染症法というものがありま

す。2003年、2006年と法律が改正され
まして、５類感染症の全数把握症例と
いうふうに、toxic shock-like synd rome
は届けないといけないという、５類の
感染症になっています。５類の感染症
というと、ほかにアメーバ赤痢である
とかエイズであるとか、そういうもの
があるのですけれども、この疾患を疑
って診断した場合には、保健所に７日
以内に届けなければいけないことにな
ります。近年は溶連菌の種類の幅が少
し広がって、届けないといけない例数
が増えています。ただ、年間で日本で
100例程度というような比較的珍しい
病気ですので、それほど多く当たるこ
とは少ないと思いますが。
　まずこの病気は、先ほどお話しした
ように非常に進行が早いので、患者さ
んが「足が赤く腫れて痛いんだ」とい
うことで、もし血圧が非常に下がって
いるような、ショック症状に気づかれ
た場合には、この病気を疑っていただ
いて、集中治療のできるところに転送
を考えるなりが大事ではないかと考え
ます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　山内　小松先生、この病気は非常に
有名ですが、改めて簡単におさらいさ
せていただければと思います。疾病概
念ですが、このあたりからご教示願え
ますか。
　小松　その前に、von Willebrand因
子とは何かというところから話を進め
たいと思います。
　このvon Willebrand因子というのは、
出血部位への血小板の粘着と凝集にか
かわり、かつ循環血漿中では凝固第Ⅷ
因子と結合して、そのキャリア蛋白と
して機能しています。
　von Willebrand病というのは、von 
Willebrand factorの先天的な量的低下、
欠損、あるいは質的異常によって出血
傾向をきたした疾患と定義することが
できると思います。
　山内　血小板の作用をするのになく

てはならない因子と考えてよろしいわ
けですか。
　小松　そのとおりです。
　山内　非常に専門的な病気かなとい
う気もしますが、現在、病診連携も盛
んですので、一般的にこの病気、治療
方針が決まったら、また開業の先生の
ところに戻されて長期フォローアップ
するとか、そういう体制が必要な病気
なのでしょうか。
　小松　非常に軽い方はそれも可能か
と思いますけれども、出血が起こって
まいりますと、やはり専門的な知識が
必要です。そのため、大事なことは、
その病気を疑って専門医に紹介する、
そこの段階が一番重要ではないかと思
います。
　山内　そうしますと、一般開業医が
知っておくべきことというご質問なの

von Willebrand病

順天堂大学血液内科主任教授
小　松　則　夫

（聞き手　山内俊一）

　von�Willebrand病について最近の治験を含め一般開業医が知っておくべきこ
とをご教示ください。

＜三重県開業医＞
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％と、非常に高率に死に至るといわれ
ています。
　池田　それだけの病気ですので、医
療従事者、それと家族の方たちは、二
次感染といいますか、それをすごく心
配されると思うのですけれども、それ
に関してはいかが対処されるのでしょ
うか。
　樽井　溶連菌の毒素を出す菌体とい
うのはある程度、表面抗原などでわか
ってきてはいるのですけれども、通常、
元気な方、家族の方にうつることは少
ないといわれています。風邪症状、咽
頭炎症状は起こすことがあるけれども、
それが同じように toxic shock-like 
syndromeを引き起こすことは少ない
といわれていますので、一般的なイン
フルエンザ患者の家族と同じような、
マスクをしたり、手洗いをしたりとい
うことをお勧めします。医療従事者、
家族はそれほど恐れる必要はないとい
われています。
　池田　少し安心しました。最後に、
最新の話題といいますか、近年この疾
患に関して何か新しいトピックスはあ
りますか。
　樽井　感染症法というものがありま

す。2003年、2006年と法律が改正され
まして、５類感染症の全数把握症例と
いうふうに、toxic shock-like synd rome
は届けないといけないという、５類の
感染症になっています。５類の感染症
というと、ほかにアメーバ赤痢である
とかエイズであるとか、そういうもの
があるのですけれども、この疾患を疑
って診断した場合には、保健所に７日
以内に届けなければいけないことにな
ります。近年は溶連菌の種類の幅が少
し広がって、届けないといけない例数
が増えています。ただ、年間で日本で
100例程度というような比較的珍しい
病気ですので、それほど多く当たるこ
とは少ないと思いますが。
　まずこの病気は、先ほどお話しした
ように非常に進行が早いので、患者さ
んが「足が赤く腫れて痛いんだ」とい
うことで、もし血圧が非常に下がって
いるような、ショック症状に気づかれ
た場合には、この病気を疑っていただ
いて、集中治療のできるところに転送
を考えるなりが大事ではないかと考え
ます。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　山内　小松先生、この病気は非常に
有名ですが、改めて簡単におさらいさ
せていただければと思います。疾病概
念ですが、このあたりからご教示願え
ますか。
　小松　その前に、von Willebrand因
子とは何かというところから話を進め
たいと思います。
　このvon Willebrand因子というのは、
出血部位への血小板の粘着と凝集にか
かわり、かつ循環血漿中では凝固第Ⅷ
因子と結合して、そのキャリア蛋白と
して機能しています。
　von Willebrand病というのは、von 
Willebrand factorの先天的な量的低下、
欠損、あるいは質的異常によって出血
傾向をきたした疾患と定義することが
できると思います。
　山内　血小板の作用をするのになく

てはならない因子と考えてよろしいわ
けですか。
　小松　そのとおりです。
　山内　非常に専門的な病気かなとい
う気もしますが、現在、病診連携も盛
んですので、一般的にこの病気、治療
方針が決まったら、また開業の先生の
ところに戻されて長期フォローアップ
するとか、そういう体制が必要な病気
なのでしょうか。
　小松　非常に軽い方はそれも可能か
と思いますけれども、出血が起こって
まいりますと、やはり専門的な知識が
必要です。そのため、大事なことは、
その病気を疑って専門医に紹介する、
そこの段階が一番重要ではないかと思
います。
　山内　そうしますと、一般開業医が
知っておくべきことというご質問なの

von Willebrand病

順天堂大学血液内科主任教授
小　松　則　夫

（聞き手　山内俊一）

　von�Willebrand病について最近の治験を含め一般開業医が知っておくべきこ
とをご教示ください。

＜三重県開業医＞
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ですが、基本的にはこの病気をまず疑
うということ、そこが一番大きなポイ
ントになると考えてよろしいわけです
ね。
　小松　そうですね。それが一番重要
だと思います。
　山内　さて、早速ですが、どのよう
なときに疑うのでしょうか。
　小松　皮膚粘膜を中心とした出血を
繰り返します。例えば幼少期とか、あ
るいは学童期で、ちょっと症状の出方
が違ってまいります。
　幼少期ですと、よく原因がわからな
い皮下血腫をきたしたりとか、あるい
は下唇の紫斑、そういう症状で始まる
ということです。
　学童期になりますと、鼻出血がなか
なか止まりにくいとか、あるいは思春
期になりますと、なかなか月経が止ま
らないとか、出産後になかなか出血が
止まらない、あるいは抜歯をしたあと
になかなか血が止まりにくい。そうい
うことで気がつく場合があります。
　山内　一般的に若年者でそういう出
血傾向が出た場合に疑うということで
よろしいでしょうか。
　小松　そうだと思います。幼少期か
ら学童期に発見されることが一番多い
ですね。
　それから30代半ばにも、もう一つピ
ークがありまして、これはやはり出産
に関係してくると思います。
　山内　大ざっぱで結構ですが、出血

傾向のある患者さんがもし来られた場
合、この病気である可能性の比率です
が、先生の感触として、どのぐらいの
感じと見てよろしいのでしょうか。
　小松　まれな疾患と考えていただい
てよろしいかと思います。2006年の本
邦の調査があります。843名で、男性
が381名、女性が462名です。若干女性
が多いということです。似た病気に血
友病がありますが、これは伴性劣性で
すので、男性のみが原則として発症す
るということですが、von Willebrand
病は常染色体遺伝ですので、女性にも
発症します。
　血友病の場合は大体１万人に１人 
ぐらいの頻度なのですが、この von 
Wille brand病というのは10万人に対し
て0.6人ということで、非常に珍しいと
いうことになりますが、実はもう少し
多いのではないかと思われます。とい
いますのは、欧米はもう少し頻度が高
いので、日本では非常に軽い方を見逃
している可能性があるのではないかと
思います。
　山内　疑った場合、次にどのような
検査をやったらよろしいのでしょうか。
　小松　一般的には、出血時間、プロ
トロンビン時間とか部分トロンボプラ
スチン時間などをスクリーニングとし
て検査をしますが、これらの多くは重
症でないと異常はあまり見られません。
重症になりますと、出血時間が延びる
ということがありますけれども、中等

症とか軽症では正常の場合があります
ので、なかなか難しいわけです。
　やはり出血傾向というのが一番重 
要だと思うのですけれども、von 
Willebrand病を疑いましたら、さらに
検査を進めなければいけません。リ 
ストセチン凝集能、von Willebrand 
factorの抗原、およびその活性を調べ
る。そして第Ⅷ因子の活性を調べると
いうことになります。von Willebrand 
factorは第Ⅷ因子のキャリア蛋白です
ので、このvon Willebrand factorの機
能が低下しますと、第Ⅷ因子の活性も
低下してしまうということになります。
今申し上げた、リストセチン凝集能、
von Willebrand factor抗原を測る、そ
の活性を測る、そして第Ⅷ因子の活性
を測る、この４つが基本的な検査にな
ります。最終的な確定診断にはvon 
Willebrand factorの遺伝子解析が必要
になります。
　山内　第Ⅷ因子の活性だけですと、
かなり見落としがあるのでしょうか。
　小松　スクリーニング検査としては
問題ないと思います。
　もう一つ、検査データで疑うという
ことのほかに、非常に重要なことがあ
りまして、これは遺伝性のものですの
で、疑った場合には、ご家族の中に同
じような症状の方がいないかどうか、
しっかりと聞く必要があると思います。
　山内　問診が重要だということです
ね。

　小松　そういうことだと思います。
　山内　そういったものを疑って専門
医に紹介していくということですね。
専門医の先生方の治療法ですが、こち
らについては最近の状況はいかがなの
でしょうか。
　小松　このvon Willebrand病には
幾つかのタイプがあると申し上げま 
した。簡単に申し上げますと、von 
Willebrand factorの量が減ってしまう。
それから、量は減らないのですけれど
も、質に異常があるというタイプ。そ
れからもう一つ、完全に欠損してしま
うというタイプがありまして、それぞ
れによって若干治療法が異なります。
　ただし第Ⅷ因子と、それからvon 
Willebrand factorの濃縮した製剤がす
でに市販されていますので、その注射
はすべてのタイプに効きます。
　それから、興味深いことに、合成の
抗利尿薬というものがあります。これ
はデスモプレシンというものですが、
これを注射することによって、内皮細
胞や巨核球の中に備蓄しているvon 
Willebrand factorが遊離されますので、
それで治療効果を表すということにな
ります。ただし、それはすべてのタイ
プに効くわけではありませんので、専
門性の高い治療になるかと思います。
　山内　非常に専門的な治療を、その
後もずっと続けていかなければならな
い。そこのところが一般の先生方です
と難しいと考えてよろしいのでしょう
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ですが、基本的にはこの病気をまず疑
うということ、そこが一番大きなポイ
ントになると考えてよろしいわけです
ね。
　小松　そうですね。それが一番重要
だと思います。
　山内　さて、早速ですが、どのよう
なときに疑うのでしょうか。
　小松　皮膚粘膜を中心とした出血を
繰り返します。例えば幼少期とか、あ
るいは学童期で、ちょっと症状の出方
が違ってまいります。
　幼少期ですと、よく原因がわからな
い皮下血腫をきたしたりとか、あるい
は下唇の紫斑、そういう症状で始まる
ということです。
　学童期になりますと、鼻出血がなか
なか止まりにくいとか、あるいは思春
期になりますと、なかなか月経が止ま
らないとか、出産後になかなか出血が
止まらない、あるいは抜歯をしたあと
になかなか血が止まりにくい。そうい
うことで気がつく場合があります。
　山内　一般的に若年者でそういう出
血傾向が出た場合に疑うということで
よろしいでしょうか。
　小松　そうだと思います。幼少期か
ら学童期に発見されることが一番多い
ですね。
　それから30代半ばにも、もう一つピ
ークがありまして、これはやはり出産
に関係してくると思います。
　山内　大ざっぱで結構ですが、出血

傾向のある患者さんがもし来られた場
合、この病気である可能性の比率です
が、先生の感触として、どのぐらいの
感じと見てよろしいのでしょうか。
　小松　まれな疾患と考えていただい
てよろしいかと思います。2006年の本
邦の調査があります。843名で、男性
が381名、女性が462名です。若干女性
が多いということです。似た病気に血
友病がありますが、これは伴性劣性で
すので、男性のみが原則として発症す
るということですが、von Willebrand
病は常染色体遺伝ですので、女性にも
発症します。
　血友病の場合は大体１万人に１人 
ぐらいの頻度なのですが、この von 
Wille brand病というのは10万人に対し
て0.6人ということで、非常に珍しいと
いうことになりますが、実はもう少し
多いのではないかと思われます。とい
いますのは、欧米はもう少し頻度が高
いので、日本では非常に軽い方を見逃
している可能性があるのではないかと
思います。
　山内　疑った場合、次にどのような
検査をやったらよろしいのでしょうか。
　小松　一般的には、出血時間、プロ
トロンビン時間とか部分トロンボプラ
スチン時間などをスクリーニングとし
て検査をしますが、これらの多くは重
症でないと異常はあまり見られません。
重症になりますと、出血時間が延びる
ということがありますけれども、中等

症とか軽症では正常の場合があります
ので、なかなか難しいわけです。
　やはり出血傾向というのが一番重 
要だと思うのですけれども、von 
Willebrand病を疑いましたら、さらに
検査を進めなければいけません。リ 
ストセチン凝集能、von Willebrand 
factorの抗原、およびその活性を調べ
る。そして第Ⅷ因子の活性を調べると
いうことになります。von Willebrand 
factorは第Ⅷ因子のキャリア蛋白です
ので、このvon Willebrand factorの機
能が低下しますと、第Ⅷ因子の活性も
低下してしまうということになります。
今申し上げた、リストセチン凝集能、
von Willebrand factor抗原を測る、そ
の活性を測る、そして第Ⅷ因子の活性
を測る、この４つが基本的な検査にな
ります。最終的な確定診断にはvon 
Willebrand factorの遺伝子解析が必要
になります。
　山内　第Ⅷ因子の活性だけですと、
かなり見落としがあるのでしょうか。
　小松　スクリーニング検査としては
問題ないと思います。
　もう一つ、検査データで疑うという
ことのほかに、非常に重要なことがあ
りまして、これは遺伝性のものですの
で、疑った場合には、ご家族の中に同
じような症状の方がいないかどうか、
しっかりと聞く必要があると思います。
　山内　問診が重要だということです
ね。

　小松　そういうことだと思います。
　山内　そういったものを疑って専門
医に紹介していくということですね。
専門医の先生方の治療法ですが、こち
らについては最近の状況はいかがなの
でしょうか。
　小松　このvon Willebrand病には
幾つかのタイプがあると申し上げま 
した。簡単に申し上げますと、von 
Willebrand factorの量が減ってしまう。
それから、量は減らないのですけれど
も、質に異常があるというタイプ。そ
れからもう一つ、完全に欠損してしま
うというタイプがありまして、それぞ
れによって若干治療法が異なります。
　ただし第Ⅷ因子と、それからvon 
Willebrand factorの濃縮した製剤がす
でに市販されていますので、その注射
はすべてのタイプに効きます。
　それから、興味深いことに、合成の
抗利尿薬というものがあります。これ
はデスモプレシンというものですが、
これを注射することによって、内皮細
胞や巨核球の中に備蓄しているvon 
Willebrand factorが遊離されますので、
それで治療効果を表すということにな
ります。ただし、それはすべてのタイ
プに効くわけではありませんので、専
門性の高い治療になるかと思います。
　山内　非常に専門的な治療を、その
後もずっと続けていかなければならな
い。そこのところが一般の先生方です
と難しいと考えてよろしいのでしょう
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か。
　小松　そうですね。軽度の場合には、
全員が出血するわけではないですけれ
ども、例えば抜歯をするとか、何らか
の手術をするとか、そういう場合には
出血の危険を伴いますので、必ず専門
医とともに診ていくということが必要
かと思います。
　山内　それと、薬剤の投与量の微調
節ですか、これも大事なわけですね。
　小松　これは非常に難しい判断にな
ります。例えば大手術になりますと、
先ほど申したvon Willebrand factorの
活性は100％に上げていかなければい
けませんし、出血すれば、非常に消費
することになり、予想よりもかなりの
量を投与しなければなりません。こう
した状況に応じた対応が求められるた
め、かなり専門的な知識が必要になり
ます。
　山内　そういうことで、治療は専門
家ということですが、最後に、先ほど
来、比較的若い方に多いという話で、
先天的なものということですから当然
かもしれませんが、後天的なものとい
うのはないのでしょうか。
　小松　あります。これにはいろいろ
な基礎疾患がありますけれども、例え
ば免疫異常とか悪性腫瘍とか、あるい
は血管病変などが基礎疾患としてあっ
て、二次的にこのvon Willebrand病を
合併することがあります。
　山内　そういった基礎疾患のある方

では、一応出血傾向がひどい場合には
念頭に置かなければならないわけです
ね。
　小松　おっしゃるとおりです。です
から、そういう基礎疾患があって、出
血傾向が認められた場合には、先ほど
申しましたような検査をして、疑うと
いうことが非常に重要です。
　山内　そういう基礎疾患のある方、
普通にいっぱいいらっしゃると思うの
ですが、鑑別上のコツといったものは
ありますでしょうか。
　小松　出血傾向ということになりま
すと、DICがあります。FOPやD-ダイ
マーを測定して鑑別します。後天性von 
Willebrand病の中には、von Willebrand 
factorの抗体ができてしまう方がいま
す。後天性の約10～20％にこの抗体が
検出されますので、そういう場合には
治療としては免疫抑制剤が投与される
可能性もあります。
　山内　血小板自体に対する治療を行
った場合には、危険なことはあるので
しょうか。抗血小板薬ですね。
　小松　私たちがよく経験しますのは、
非常に血小板が増えるような本態性血
小板血症、この場合にはvon Willebrand 
factorが消費されて、後天性のvon 
Willebrand病を発症することがありま
す。その場合にアスピリンを投与しま
すと、出血するので、特に注意が必要
です。
　山内　まれな疾患とはいえ、非常に

重篤な状態に直結するという意味では、
常に念頭に置かなければならない疾患
だということですね。
　小松　よくわからない出血傾向の場
合には一応このvon Willebrand病も念

頭に置いて検査を進めていただくとい
うのが非常に重要だと思いますので、
まず疑うということから始まるのでは
ないかと思います。
　山内　ありがとうございました。
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か。
　小松　そうですね。軽度の場合には、
全員が出血するわけではないですけれ
ども、例えば抜歯をするとか、何らか
の手術をするとか、そういう場合には
出血の危険を伴いますので、必ず専門
医とともに診ていくということが必要
かと思います。
　山内　それと、薬剤の投与量の微調
節ですか、これも大事なわけですね。
　小松　これは非常に難しい判断にな
ります。例えば大手術になりますと、
先ほど申したvon Willebrand factorの
活性は100％に上げていかなければい
けませんし、出血すれば、非常に消費
することになり、予想よりもかなりの
量を投与しなければなりません。こう
した状況に応じた対応が求められるた
め、かなり専門的な知識が必要になり
ます。
　山内　そういうことで、治療は専門
家ということですが、最後に、先ほど
来、比較的若い方に多いという話で、
先天的なものということですから当然
かもしれませんが、後天的なものとい
うのはないのでしょうか。
　小松　あります。これにはいろいろ
な基礎疾患がありますけれども、例え
ば免疫異常とか悪性腫瘍とか、あるい
は血管病変などが基礎疾患としてあっ
て、二次的にこのvon Willebrand病を
合併することがあります。
　山内　そういった基礎疾患のある方

では、一応出血傾向がひどい場合には
念頭に置かなければならないわけです
ね。
　小松　おっしゃるとおりです。です
から、そういう基礎疾患があって、出
血傾向が認められた場合には、先ほど
申しましたような検査をして、疑うと
いうことが非常に重要です。
　山内　そういう基礎疾患のある方、
普通にいっぱいいらっしゃると思うの
ですが、鑑別上のコツといったものは
ありますでしょうか。
　小松　出血傾向ということになりま
すと、DICがあります。FOPやD-ダイ
マーを測定して鑑別します。後天性von 
Willebrand病の中には、von Willebrand 
factorの抗体ができてしまう方がいま
す。後天性の約10～20％にこの抗体が
検出されますので、そういう場合には
治療としては免疫抑制剤が投与される
可能性もあります。
　山内　血小板自体に対する治療を行
った場合には、危険なことはあるので
しょうか。抗血小板薬ですね。
　小松　私たちがよく経験しますのは、
非常に血小板が増えるような本態性血
小板血症、この場合にはvon Willebrand 
factorが消費されて、後天性のvon 
Willebrand病を発症することがありま
す。その場合にアスピリンを投与しま
すと、出血するので、特に注意が必要
です。
　山内　まれな疾患とはいえ、非常に

重篤な状態に直結するという意味では、
常に念頭に置かなければならない疾患
だということですね。
　小松　よくわからない出血傾向の場
合には一応このvon Willebrand病も念

頭に置いて検査を進めていただくとい
うのが非常に重要だと思いますので、
まず疑うということから始まるのでは
ないかと思います。
　山内　ありがとうございました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　池田　質問の内容ですけれども、そ
もそも口唇ヘルペスを年10回ほど繰り
返す症例は多いのでしょうか。
　松尾　口唇ヘルペスは、単純ヘルペ
スの１型でなる方が多いのですけれど
も、１型では、繰り返す回数はだいた
い平均年２～３回です。これが本当に
口唇ヘルペスだとすると、かなり回数
が多いということになると思います。
　池田　そういった症例はどの程度い
らっしゃるかというのはわかりますか。
　松尾　性器ヘルペスでは再発は多く
みられますが、口唇ヘルペスで年10回
以上となると、正確なデータはないの
ですけれども、数％だと思います。
　池田　また、質問にありますように、

家族例という、もちろん感染症ですの
で、家族内発生というのはあるのでし
ょうけれども、家族で高頻度に口唇ヘ
ルペスを繰り返すという報告は今まで
あるのでしょうか。
　松尾　私が診ている患者さんも含め
た報告例では、兄弟、母子感染はもち
ろんあります。ただし発症しやすい家
系があるという報告はないと思います。
　池田　逆にいいますと、ほかの疾患
も考えられると思うのですけれども、
鑑別疾患としてはどのようなものがあ
りますか。
　松尾　口唇に明らかに水ぶくれがで
きているということであれば、口唇ヘ
ルペスが一番考えやすいと思いますけ

れども、他にも固定薬疹といわれるよ
うな、薬剤を内服して粘膜などの一定
の場所に水疱紅斑が出る疾患も鑑別に
あがります。あとは口腔内ということ
であれば、口内炎も考えられるのでは
ないかと思います。
　池田　そのほか、接触性皮膚炎とか
湿疹反応、そういったものはいかがで
しょうか。
　松尾　接触性皮膚炎、湿疹でも、炎
症が強くなりますと水ぶくれが出ます
ので、そういったものも鑑別にあがる
かと思います。
　池田　精密検査を行う必要があるか
という質問ですけれども、その場合、
確定診断あるいは鑑別診断も含めて、
どのような検査が行われますでしょう
か。
　松尾　まず確定診断ですが、単純ヘ
ルペスウイルスの感染症があるかどう
かという意味では抗体の検査をしてあ
げるといいと思います。抗体の上昇が
なければ、その時点で口唇ヘルペスで
はないということになりますから。
　ただ、抗体が陽性である場合には、
皮疹部から、病原診断といわれる、ウ
イルスの抗原検査や、DNAを増殖する
PCRなどの検査が必要になると思いま
す。
　そこでヘルペスであるという確定が
できた場合には、10回繰り返すという
のは細胞性免疫が落ちているというこ
とも考えられますので、例えば複合型

免疫不全症なども考えて精査が必要に
なると思います。
　ただし、細胞性、液性免疫とも低下
している疾患の合併があれば、もっと
小さい頃にいろいろな感染症に繰り返
し罹患しているはずです。例えば、慢
性の下痢や上気道炎などですが、もし
このお二人が健康な状態であるという
ことであれば、そういう合併症をもつ
可能性は低いのではないかと考えます。
　池田　質問には、弟さんは気管支喘
息の治療で吸入剤を１日２回吸入して
おり、コントロール良好。お姉さんは
健康ですと書いてありますので、免疫
学的には特に問題なさそうですね。
　松尾　そうですね。
　池田　ということは、重症な免疫不
全が背景にあるということは考えづら
いというふうに判断してよろしいでし
ょうか。
　松尾　そうだと思います。
　池田　またこれも仮定になるのです
けれども、もし口唇ヘルペスが姉、弟
で繰り返している場合、免疫を除いて、
どういった病態が考えられますでしょ
うか。
　松尾　姉、弟のみが繰り返すという
ことですよね。
　池田　このご質問ではそうなってい
ますが。
　松尾　もし10回繰り返すということ
であれば、ここには書いていませんが、
ほかに免疫を抑えるようなお薬をのん

繰り返す口唇ヘルペス

東京慈恵会医科大学皮膚科講師
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　口唇ヘルペスを１年間に10回くらい繰り返している姉弟（５歳と４歳）を診
ています。そのつど、アシクロビル内服で治療していますが、精密検査の必要
はないでしょうか。どういう病態が考えられるでしょうか。ご教示ください。
　姉弟とも夜８時半には就寝。弟は「気管支喘息」の治療で、パルミコート吸
入液を１日２回吸入し、コントロール良好です。姉は健康です。

＜神奈川県開業医＞
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　池田　質問の内容ですけれども、そ
もそも口唇ヘルペスを年10回ほど繰り
返す症例は多いのでしょうか。
　松尾　口唇ヘルペスは、単純ヘルペ
スの１型でなる方が多いのですけれど
も、１型では、繰り返す回数はだいた
い平均年２～３回です。これが本当に
口唇ヘルペスだとすると、かなり回数
が多いということになると思います。
　池田　そういった症例はどの程度い
らっしゃるかというのはわかりますか。
　松尾　性器ヘルペスでは再発は多く
みられますが、口唇ヘルペスで年10回
以上となると、正確なデータはないの
ですけれども、数％だと思います。
　池田　また、質問にありますように、

家族例という、もちろん感染症ですの
で、家族内発生というのはあるのでし
ょうけれども、家族で高頻度に口唇ヘ
ルペスを繰り返すという報告は今まで
あるのでしょうか。
　松尾　私が診ている患者さんも含め
た報告例では、兄弟、母子感染はもち
ろんあります。ただし発症しやすい家
系があるという報告はないと思います。
　池田　逆にいいますと、ほかの疾患
も考えられると思うのですけれども、
鑑別疾患としてはどのようなものがあ
りますか。
　松尾　口唇に明らかに水ぶくれがで
きているということであれば、口唇ヘ
ルペスが一番考えやすいと思いますけ

れども、他にも固定薬疹といわれるよ
うな、薬剤を内服して粘膜などの一定
の場所に水疱紅斑が出る疾患も鑑別に
あがります。あとは口腔内ということ
であれば、口内炎も考えられるのでは
ないかと思います。
　池田　そのほか、接触性皮膚炎とか
湿疹反応、そういったものはいかがで
しょうか。
　松尾　接触性皮膚炎、湿疹でも、炎
症が強くなりますと水ぶくれが出ます
ので、そういったものも鑑別にあがる
かと思います。
　池田　精密検査を行う必要があるか
という質問ですけれども、その場合、
確定診断あるいは鑑別診断も含めて、
どのような検査が行われますでしょう
か。
　松尾　まず確定診断ですが、単純ヘ
ルペスウイルスの感染症があるかどう
かという意味では抗体の検査をしてあ
げるといいと思います。抗体の上昇が
なければ、その時点で口唇ヘルペスで
はないということになりますから。
　ただ、抗体が陽性である場合には、
皮疹部から、病原診断といわれる、ウ
イルスの抗原検査や、DNAを増殖する
PCRなどの検査が必要になると思いま
す。
　そこでヘルペスであるという確定が
できた場合には、10回繰り返すという
のは細胞性免疫が落ちているというこ
とも考えられますので、例えば複合型

免疫不全症なども考えて精査が必要に
なると思います。
　ただし、細胞性、液性免疫とも低下
している疾患の合併があれば、もっと
小さい頃にいろいろな感染症に繰り返
し罹患しているはずです。例えば、慢
性の下痢や上気道炎などですが、もし
このお二人が健康な状態であるという
ことであれば、そういう合併症をもつ
可能性は低いのではないかと考えます。
　池田　質問には、弟さんは気管支喘
息の治療で吸入剤を１日２回吸入して
おり、コントロール良好。お姉さんは
健康ですと書いてありますので、免疫
学的には特に問題なさそうですね。
　松尾　そうですね。
　池田　ということは、重症な免疫不
全が背景にあるということは考えづら
いというふうに判断してよろしいでし
ょうか。
　松尾　そうだと思います。
　池田　またこれも仮定になるのです
けれども、もし口唇ヘルペスが姉、弟
で繰り返している場合、免疫を除いて、
どういった病態が考えられますでしょ
うか。
　松尾　姉、弟のみが繰り返すという
ことですよね。
　池田　このご質問ではそうなってい
ますが。
　松尾　もし10回繰り返すということ
であれば、ここには書いていませんが、
ほかに免疫を抑えるようなお薬をのん

繰り返す口唇ヘルペス

東京慈恵会医科大学皮膚科講師
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　口唇ヘルペスを１年間に10回くらい繰り返している姉弟（５歳と４歳）を診
ています。そのつど、アシクロビル内服で治療していますが、精密検査の必要
はないでしょうか。どういう病態が考えられるでしょうか。ご教示ください。
　姉弟とも夜８時半には就寝。弟は「気管支喘息」の治療で、パルミコート吸
入液を１日２回吸入し、コントロール良好です。姉は健康です。

＜神奈川県開業医＞
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でいらっしゃるとか、あとは外的な刺
激に対して反応してヘルペスが出るこ
ともありますので、歯科治療であると
か、そういったことが関連しているの
かもしれません。ただ、姉と弟が両方
同じように再発するということに関し
てはわからないですね。
　池田　私がこの質問状を拝見して感
じたことは、おそらく口唇ヘルペスが
繰り返しているのではないのではない
か。口唇ヘルペスもあるかもしれませ
んけれども、ほかの疾患も別個に起こ
っていて、それで計算すると年10回ぐ
らいになっていると考えたほうが理解
しやすいかなと思った次第です。
　松尾　すべての症状を見させていた
だいているわけではないので、わから
ないですけれども、確かに口唇ヘルペ
スがベースにあって、プラス何かほか
の疾患というふうに考えてもいいのか
もしれません。ただ、それには、出て
いる発疹からウイルスを検出するとい
うような病原診断が必要だと思います。
　池田　発疹からヘルペスを、例えば
PCRで調べる場合は、慈恵会医科大学
とか、かなり限られた施設でやってい
ただくことになるのでしょうか。
　松尾　PCR自体は外部の機関に依頼
はできます。ただ、自費になります。
迅速にウイルスの抗原を調べるという
ことであれば、慈恵会医科大学ではそ
の日のうちに結果は出せます。
　池田　だいぶ古い話ですけれども、

以前、私は、唇のところのスメアを取
って巨細胞を調べた経験があるのです
が、いまだにそういうのは行われてい
ますか。
　松尾　やっています。巨細胞をギム
ザ染色で見るツアンク試験は、ヘルペ
スの検査の中では一番簡便であること、
時間も10～15分でできますので、かな
り有益な方法だと思います。ただ、１
型、２型という、型の判定はできませ
ん。あと、帯状疱疹の原因ウイルスで
ある、水痘・帯状疱疹ウイルスとの鑑
別もできません。ただ、口唇のみに出
る場合にはほとんど単純ヘルペスウイ
ルスと考えていいと思います。
　池田　また仮定に戻りますけれども、
もし口唇ヘルペスが姉、弟で繰り返し
ているならば、日常生活では発症頻度
を減らすことは可能でしょうか。
　松尾　性器ヘルペスの患者さんでは、
年６回以上再発する方に再発抑制療法
といわれるような抗ウイルス薬を毎日
のんでいただくという方法があります。
この治療を行うと、かなり発生頻度は
抑えられます。ただ、子どもの場合で
すと、６歳以上という縛りがあります。
この方たちは４歳、５歳ですので、そ
の適用にはならないということと、口
唇ヘルペスであるため、保険上の適用
はありません。ただし、もし口唇ヘル
ペスを年に10回以上繰り返すというこ
とであれば、６歳になるのを待ち、保
険病名として再発性性器ヘルペスをつ

けて、再発抑制療法をやってあげるこ
とも可能だと思います。
　池田　薬物のほかに、日常生活で何
か注意する点などはありますか。
　松尾　１型の口唇ヘルペスは、保有
率の高い疾患ですので、それがうつっ
たからといって特に問題はないのです
が、再発を繰り返す人では見た目も含
めて、QOLが下がります。また、むや
みに人にうつさないようにするという
ことも大事ですので、水疱が出ている
ときには直接手で触れない、タオルを
別にするなどの注意が必要だと思いま
す。
　池田　小児ですので、いわゆる性感
染症のような側面はないと思うのです
けれども。
　松尾　そうですね。
　池田　昔から、熱の花とか、口唇ヘ
ルペスはいろいろいわれていますので、
紫外線等の関係はいかがでしょうか。
　松尾　強い紫外線を浴びると、再活
性化が起きやすくなります。夏の海な

どでは、帰ったあと、またその場で出
てくるといったこともあります。
　池田　あと、いわゆるサンスクリー
ンですが、それは実際に有効なのでし
ょうか。
　松尾　ある程度は有効だと思います。
ただ、完全に予防できるとは考えない
ほうがいいと思います。
　池田　いろいろうかがって私が感じ
たことは、まずは本当にこれが口唇ヘ
ルペスなのか、確定診断をしない限り
は次に動けないような感じですね。
　松尾　そうだと思います。
　池田　そういう意味では、PCRをし
たりとか、血清の抗体検査をしたり、
まずそれをやられて、それからのお話
になるというふうに感じたのですけれ
ども。
　松尾　まずは診断をつけてから次の
ステップに移っていくというかたちが
よろしいかと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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でいらっしゃるとか、あとは外的な刺
激に対して反応してヘルペスが出るこ
ともありますので、歯科治療であると
か、そういったことが関連しているの
かもしれません。ただ、姉と弟が両方
同じように再発するということに関し
てはわからないですね。
　池田　私がこの質問状を拝見して感
じたことは、おそらく口唇ヘルペスが
繰り返しているのではないのではない
か。口唇ヘルペスもあるかもしれませ
んけれども、ほかの疾患も別個に起こ
っていて、それで計算すると年10回ぐ
らいになっていると考えたほうが理解
しやすいかなと思った次第です。
　松尾　すべての症状を見させていた
だいているわけではないので、わから
ないですけれども、確かに口唇ヘルペ
スがベースにあって、プラス何かほか
の疾患というふうに考えてもいいのか
もしれません。ただ、それには、出て
いる発疹からウイルスを検出するとい
うような病原診断が必要だと思います。
　池田　発疹からヘルペスを、例えば
PCRで調べる場合は、慈恵会医科大学
とか、かなり限られた施設でやってい
ただくことになるのでしょうか。
　松尾　PCR自体は外部の機関に依頼
はできます。ただ、自費になります。
迅速にウイルスの抗原を調べるという
ことであれば、慈恵会医科大学ではそ
の日のうちに結果は出せます。
　池田　だいぶ古い話ですけれども、

以前、私は、唇のところのスメアを取
って巨細胞を調べた経験があるのです
が、いまだにそういうのは行われてい
ますか。
　松尾　やっています。巨細胞をギム
ザ染色で見るツアンク試験は、ヘルペ
スの検査の中では一番簡便であること、
時間も10～15分でできますので、かな
り有益な方法だと思います。ただ、１
型、２型という、型の判定はできませ
ん。あと、帯状疱疹の原因ウイルスで
ある、水痘・帯状疱疹ウイルスとの鑑
別もできません。ただ、口唇のみに出
る場合にはほとんど単純ヘルペスウイ
ルスと考えていいと思います。
　池田　また仮定に戻りますけれども、
もし口唇ヘルペスが姉、弟で繰り返し
ているならば、日常生活では発症頻度
を減らすことは可能でしょうか。
　松尾　性器ヘルペスの患者さんでは、
年６回以上再発する方に再発抑制療法
といわれるような抗ウイルス薬を毎日
のんでいただくという方法があります。
この治療を行うと、かなり発生頻度は
抑えられます。ただ、子どもの場合で
すと、６歳以上という縛りがあります。
この方たちは４歳、５歳ですので、そ
の適用にはならないということと、口
唇ヘルペスであるため、保険上の適用
はありません。ただし、もし口唇ヘル
ペスを年に10回以上繰り返すというこ
とであれば、６歳になるのを待ち、保
険病名として再発性性器ヘルペスをつ

けて、再発抑制療法をやってあげるこ
とも可能だと思います。
　池田　薬物のほかに、日常生活で何
か注意する点などはありますか。
　松尾　１型の口唇ヘルペスは、保有
率の高い疾患ですので、それがうつっ
たからといって特に問題はないのです
が、再発を繰り返す人では見た目も含
めて、QOLが下がります。また、むや
みに人にうつさないようにするという
ことも大事ですので、水疱が出ている
ときには直接手で触れない、タオルを
別にするなどの注意が必要だと思いま
す。
　池田　小児ですので、いわゆる性感
染症のような側面はないと思うのです
けれども。
　松尾　そうですね。
　池田　昔から、熱の花とか、口唇ヘ
ルペスはいろいろいわれていますので、
紫外線等の関係はいかがでしょうか。
　松尾　強い紫外線を浴びると、再活
性化が起きやすくなります。夏の海な

どでは、帰ったあと、またその場で出
てくるといったこともあります。
　池田　あと、いわゆるサンスクリー
ンですが、それは実際に有効なのでし
ょうか。
　松尾　ある程度は有効だと思います。
ただ、完全に予防できるとは考えない
ほうがいいと思います。
　池田　いろいろうかがって私が感じ
たことは、まずは本当にこれが口唇ヘ
ルペスなのか、確定診断をしない限り
は次に動けないような感じですね。
　松尾　そうだと思います。
　池田　そういう意味では、PCRをし
たりとか、血清の抗体検査をしたり、
まずそれをやられて、それからのお話
になるというふうに感じたのですけれ
ども。
　松尾　まずは診断をつけてから次の
ステップに移っていくというかたちが
よろしいかと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

1208本文.indd   584-585 12/07/13   14:29



（591）3130（590） ドクターサロン56巻８月号（7 . 2012）

トへのアクセスをよくしておいてあげ
る必要はあると思うのです。
　山内　例えば、安定してきたという
ので薬を中止をした場合ですが、リバ
ウンドのようなものはあるのでしょう
か。
　山田　このように少量のお薬であれ
ば、イライラや興奮が再度出現するリ
スクはありますが、薬を抜いたことに

よる副作用というのは、特別ないと思
っていいと思います。お子さんによっ
ては、ちょっと眠れなくなったりとい
うこともありうるかもしれないですが、
大きく心配はしなくてよいと思います。
　山内　再発ぎみの場合にはまた再開
するということで対応できると。
　山田　はい。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　岡本先生、花粉症も含めたア
レルギー性鼻炎と喘息というのは、似
ているけれども違う病気ではないかと
いう考えの一方で、非常に密接に関連
している病気だという、one airway one 
diseaseという概念が最近蓄積されてき
たということですが、これはどういう
ことなのでしょうか。
　岡本　以前からアレルギー性鼻炎と
喘息の合併、両方とも発症している人
がかなり多いということは知られてい
たのですが、最近の調査によりますと、
アレルギー性鼻炎の患者さんを調べる
と、２～３割程度に喘息を合併してい
る人がいます。喘息の有病率というの
はだいたい３～５％ぐらいだろうとい
われているので、それと比べて非常に
高いのです。
　一方、喘息の患者さんから検討して
みると、年齢や調査法によってだいぶ

異なりますが、８割以上、低くても４～
５割ぐらいの方がアレルギー性鼻炎を
合併しており、非常に合併率が高いと
いうことが改めて明らかになっていま
す。
　合併することが多いだけではなく、
互いの病状、経過にも密接な関係があ
るのではないかといったことも明らか
になっています。もちろん複雑なとこ
ろもあって、合併している人は鼻炎が
悪化すると喘息も悪化するかというと、
必ずしもそうではなくて、逆にシーソ
ー現象といわれているのですが、鼻炎
が悪くなると喘息が軽くなるとか、逆
のこともないわけではないのです。合
併している人の１～２割ぐらいの人で
はどうもそういうシーソー現象も見ら
れるといった報告もあります。
　しかし、まとまった症例数の検討で
は、シーソー現象を示す方は少なくて、

アレルギー性鼻炎と喘息

千葉大学耳鼻咽喉科教授
岡　本　美　孝

（聞き手　池脇克則）

　アレルギー性鼻炎と喘息についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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悪化するときには両方とも悪くなるこ
とが多く、さらに、鼻炎の治療をする
と合併している喘息も改善することが
多い、逆に喘息の治療をすると鼻炎も
改善することが多いといったことが明
らかになっています。
　池脇　確かに、今先生がおっしゃっ
たように、片方の病気でもう片方を合
併しやすいということは、両方の疾患
が、ある共通の基盤で発症していると
いうふうに考えてよろしいのですか。
　岡本　そうですね。考えてみると、
上気道の代表的なアレルギー疾患がア
レルギー性鼻炎ですが、上気道と下気
道は同じ気道の一部でつながっていま
すから、例えばダニに感作されている
人が、鼻でダニによってアレルギー性
鼻炎が起こっていれば、下気道にもダ
ニは侵入しますから、やはり喘息を引
き起こしやすいということは当然考え
られるわけです。確かに非常に密接な
関係があるというのは当たり前といえ
ば当たり前ですね。
　ただ、さらに最近明らかになってき
ているのは、喘息の合併がないアレル
ギー性鼻炎の人の経過をみると、どう
もアレルギー性鼻炎に罹患していない
人に比べると、将来の喘息の発症率が
非常に高いということです。同様な報
告がいくつもあり、喘息の発症の危険
因子の一つとしてアレルギー性鼻炎が
あると考えられるようになっています。
　また、アレルギー性鼻炎の治療に減

感作療法といわれるものがあり、現在
は抗原特異的免疫療法といわれますが、
これを受けた患者さんでは、のちの喘
息の発症が少ないことが報告されてい
ます。喘息の発症も予防できるのでは
ないかといったことも期待されている
わけです。このような点からもアレル
ギー性鼻炎と喘息というのは単に合併
だけではなくて、発症や症状に互いに
非常に密接な関係があり、先生が先ほ
どおっしゃったような、one airway one 
dis easeとして互いの疾患に関心を持つ
ことが大切だと思います（図１）。
　池脇　単純な質問で恐縮ですけれど
も、アレルギー性鼻炎も、いわゆる花
粉症、あるいは通年性のアレルギー性
鼻炎とでは、喘息との関連性というの
は差があるのでしょうか。
　岡本　確かにダニは下気道にも侵入
して喘息を引き起こしますが、花粉は
粒子が大きくて、例えば日本で代表的
な花粉症であるスギの花粉は径が30ミ
クロンぐらいあるため、ほとんど下気
道には入っていかないのです。ですか
ら、スギの花粉が直接喘息を引き起こ
している方は、非常にまれです。
　ただ、喘息の方でスギの花粉症を合
併している方を診てみますと、スギの
花粉の飛散時期に喘息の症状も強い、
あるいは喘息の治療薬の使用量も増え
ることが知られています。ですから、
必ずしも原因抗原が下気道に入ってい
かなくても鼻での鼻炎症状の悪化が喘

息も悪化させていると考えられます。
　池脇　アレルギー性鼻炎と喘息との
相関といったらいいのでしょうか、ア
レルギー性鼻炎があると喘息が悪くな
るということを考えたときに、鼻が詰
まると口呼吸になって悪いのかなとか
考えるのですが、そのあたりに関して
はどうでしょうか。
　岡本　先生がおっしゃいましたよう
に、鼻が詰まって口呼吸すると、直接
乾燥した空気、あるいは冷たい空気が
気管に入っていく可能性があり、気管
収縮を引き起こす可能性もありますが、
そのほかにも、例えば鼻と肺というの
は神経的に関連が強く、鼻・肺反射と
いった神経反射が見られることが報告
されています。例えば、冷気や化学物
質で鼻を刺激すると肺の収縮が見られ
る。それがアトロピンなどでブロック

されることから、鼻と肺の間には密接
な神経反射があるということが従来か
らいわれています。
　ただ、一方で鼻・肺反射の関与を否
定する報告もあります。
　そのほかには、アレルギー性鼻炎が
あると、鼻粘膜でアレルギー反応によ
り誘導されていろいろなメディエータ
ーが後鼻漏として、直接下気道に入っ
ていく、あるいは血液を介して、それ
が肺の機能に影響する、あるいは、骨
髄を刺激して間接的に影響するといっ
た機序が考えられています。
　池脇　片方の疾患をお持ちで、もう
片方の疾患を合併しているかどうかは
わかるものなのでしょうか。
　岡本　特に子どもさんでは、高率に
アレルギー性鼻炎を合併しているので
すけれども、そのことに気がついてい

図１　喘息発症した12症例のアレルギー性鼻炎の発症時期との関連
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悪化するときには両方とも悪くなるこ
とが多く、さらに、鼻炎の治療をする
と合併している喘息も改善することが
多い、逆に喘息の治療をすると鼻炎も
改善することが多いといったことが明
らかになっています。
　池脇　確かに、今先生がおっしゃっ
たように、片方の病気でもう片方を合
併しやすいということは、両方の疾患
が、ある共通の基盤で発症していると
いうふうに考えてよろしいのですか。
　岡本　そうですね。考えてみると、
上気道の代表的なアレルギー疾患がア
レルギー性鼻炎ですが、上気道と下気
道は同じ気道の一部でつながっていま
すから、例えばダニに感作されている
人が、鼻でダニによってアレルギー性
鼻炎が起こっていれば、下気道にもダ
ニは侵入しますから、やはり喘息を引
き起こしやすいということは当然考え
られるわけです。確かに非常に密接な
関係があるというのは当たり前といえ
ば当たり前ですね。
　ただ、さらに最近明らかになってき
ているのは、喘息の合併がないアレル
ギー性鼻炎の人の経過をみると、どう
もアレルギー性鼻炎に罹患していない
人に比べると、将来の喘息の発症率が
非常に高いということです。同様な報
告がいくつもあり、喘息の発症の危険
因子の一つとしてアレルギー性鼻炎が
あると考えられるようになっています。
　また、アレルギー性鼻炎の治療に減

感作療法といわれるものがあり、現在
は抗原特異的免疫療法といわれますが、
これを受けた患者さんでは、のちの喘
息の発症が少ないことが報告されてい
ます。喘息の発症も予防できるのでは
ないかといったことも期待されている
わけです。このような点からもアレル
ギー性鼻炎と喘息というのは単に合併
だけではなくて、発症や症状に互いに
非常に密接な関係があり、先生が先ほ
どおっしゃったような、one airway one 
dis easeとして互いの疾患に関心を持つ
ことが大切だと思います（図１）。
　池脇　単純な質問で恐縮ですけれど
も、アレルギー性鼻炎も、いわゆる花
粉症、あるいは通年性のアレルギー性
鼻炎とでは、喘息との関連性というの
は差があるのでしょうか。
　岡本　確かにダニは下気道にも侵入
して喘息を引き起こしますが、花粉は
粒子が大きくて、例えば日本で代表的
な花粉症であるスギの花粉は径が30ミ
クロンぐらいあるため、ほとんど下気
道には入っていかないのです。ですか
ら、スギの花粉が直接喘息を引き起こ
している方は、非常にまれです。
　ただ、喘息の方でスギの花粉症を合
併している方を診てみますと、スギの
花粉の飛散時期に喘息の症状も強い、
あるいは喘息の治療薬の使用量も増え
ることが知られています。ですから、
必ずしも原因抗原が下気道に入ってい
かなくても鼻での鼻炎症状の悪化が喘

息も悪化させていると考えられます。
　池脇　アレルギー性鼻炎と喘息との
相関といったらいいのでしょうか、ア
レルギー性鼻炎があると喘息が悪くな
るということを考えたときに、鼻が詰
まると口呼吸になって悪いのかなとか
考えるのですが、そのあたりに関して
はどうでしょうか。
　岡本　先生がおっしゃいましたよう
に、鼻が詰まって口呼吸すると、直接
乾燥した空気、あるいは冷たい空気が
気管に入っていく可能性があり、気管
収縮を引き起こす可能性もありますが、
そのほかにも、例えば鼻と肺というの
は神経的に関連が強く、鼻・肺反射と
いった神経反射が見られることが報告
されています。例えば、冷気や化学物
質で鼻を刺激すると肺の収縮が見られ
る。それがアトロピンなどでブロック

されることから、鼻と肺の間には密接
な神経反射があるということが従来か
らいわれています。
　ただ、一方で鼻・肺反射の関与を否
定する報告もあります。
　そのほかには、アレルギー性鼻炎が
あると、鼻粘膜でアレルギー反応によ
り誘導されていろいろなメディエータ
ーが後鼻漏として、直接下気道に入っ
ていく、あるいは血液を介して、それ
が肺の機能に影響する、あるいは、骨
髄を刺激して間接的に影響するといっ
た機序が考えられています。
　池脇　片方の疾患をお持ちで、もう
片方の疾患を合併しているかどうかは
わかるものなのでしょうか。
　岡本　特に子どもさんでは、高率に
アレルギー性鼻炎を合併しているので
すけれども、そのことに気がついてい

図１　喘息発症した12症例のアレルギー性鼻炎の発症時期との関連
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ない保護者の方が多いのです。子ども
は自分で訴えることが少ないですから、
親が注意する必要があります（図２）。
　池脇　どういう方に合併しやすいの
でしょうか。
　岡本　やはり一般的にはアトピー素
因を持っている方、例えば、ダニに対
する抗体が非常に高い方ですね。
　池脇　どちらの病気が最初に起こっ
て、その後、もう一つが起こってくる
という順序は年齢によって違うのでし
ょうか。
　岡本　有名なアレルギーマーチとい
う考え方があります。アトピー素因を
持って生まれたお子さんが、臓器をか
えながら、いろいろなアレルギーを発
症し成人に移行していくという概念で
す。この考え方では喘息が３～４歳で

発症し、アレルギー性鼻炎は小学校高
学年ぐらいから発症が増えるという記
載があるのですが、ただ実際には、調
べてみると、もっと低年齢でアレルギ
ー性鼻炎の発症がみられ、比較的高い
割合でアレルギー性鼻炎が先行してい
るのではないかと考えられます。
　池脇　治療に関してですが、一般的
にアレルギー性鼻炎の場合は抗ヒスタ
ミン薬が主流、喘息の場合は吸入のス
テロイド、あるいは長時間作用型のβ2

刺激薬ですが、合併した場合の治療は
どうでしょうか。
　岡本　例えば、喘息の治療をしてい
る先生から見れば、鼻炎の存在の有無
に常に気を配っておく必要があると思
うのです。鼻炎があれば適切な治療を
考える必要があります。薬の併用にも

図２　小児アトピー患児；千葉大耳鼻科初診時の疾患分布 注意が必要ですね。
　池脇　こういった薬は片方にはいい
けれども、何か合併したときにはちょ
っと使うのは慎重にというような薬は
ありますか。
　岡本　従来は抗ヒスタミン薬は喘息
発作のときは用いないほうがいいだろ
うとなっていましたけれども、それは
痰の粘稠を上げる可能性があるためで
しょう。しかし、実際には最近の抗ヒ
スタミン薬はそういうことは必ずしも
あまり神経質になる必要はないと考え
られているようです。
　池脇　炎症ということから考えます
と、ロイコトリエン拮抗薬は喘息に対
してもある程度効果が期待できるので
しょうか。
　岡本　もちろんそうだと思います。

喘息・鼻炎の合併者でも強い改善効果
があるという報告があります。肝心な
ことは、喘息の治療だけでなく、鼻炎
にも注意を払う。鼻炎の治療だけでは
なくて、喘息の合併にも気をつけて、
治療を検討するということですね（表）。
　池脇　ありがとうございました。

表　アレルギー性鼻炎合併喘息患者の
　鼻炎治療による喘息症状の改善

・４週間の鼻噴霧ステロイド使用
　　→ メサコリンに対する下気道過敏

性の著しい改善
（Mayo Clin Proc. 62, 1987）

・２週間の抗ロイコトリエン薬の使用
　　→ 鼻炎症状のみならず喘息症状ス

コアを改善
（Curr Med Opin. 20, 2004）
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ない保護者の方が多いのです。子ども
は自分で訴えることが少ないですから、
親が注意する必要があります（図２）。
　池脇　どういう方に合併しやすいの
でしょうか。
　岡本　やはり一般的にはアトピー素
因を持っている方、例えば、ダニに対
する抗体が非常に高い方ですね。
　池脇　どちらの病気が最初に起こっ
て、その後、もう一つが起こってくる
という順序は年齢によって違うのでし
ょうか。
　岡本　有名なアレルギーマーチとい
う考え方があります。アトピー素因を
持って生まれたお子さんが、臓器をか
えながら、いろいろなアレルギーを発
症し成人に移行していくという概念で
す。この考え方では喘息が３～４歳で

発症し、アレルギー性鼻炎は小学校高
学年ぐらいから発症が増えるという記
載があるのですが、ただ実際には、調
べてみると、もっと低年齢でアレルギ
ー性鼻炎の発症がみられ、比較的高い
割合でアレルギー性鼻炎が先行してい
るのではないかと考えられます。
　池脇　治療に関してですが、一般的
にアレルギー性鼻炎の場合は抗ヒスタ
ミン薬が主流、喘息の場合は吸入のス
テロイド、あるいは長時間作用型のβ2

刺激薬ですが、合併した場合の治療は
どうでしょうか。
　岡本　例えば、喘息の治療をしてい
る先生から見れば、鼻炎の存在の有無
に常に気を配っておく必要があると思
うのです。鼻炎があれば適切な治療を
考える必要があります。薬の併用にも

図２　小児アトピー患児；千葉大耳鼻科初診時の疾患分布 注意が必要ですね。
　池脇　こういった薬は片方にはいい
けれども、何か合併したときにはちょ
っと使うのは慎重にというような薬は
ありますか。
　岡本　従来は抗ヒスタミン薬は喘息
発作のときは用いないほうがいいだろ
うとなっていましたけれども、それは
痰の粘稠を上げる可能性があるためで
しょう。しかし、実際には最近の抗ヒ
スタミン薬はそういうことは必ずしも
あまり神経質になる必要はないと考え
られているようです。
　池脇　炎症ということから考えます
と、ロイコトリエン拮抗薬は喘息に対
してもある程度効果が期待できるので
しょうか。
　岡本　もちろんそうだと思います。

喘息・鼻炎の合併者でも強い改善効果
があるという報告があります。肝心な
ことは、喘息の治療だけでなく、鼻炎
にも注意を払う。鼻炎の治療だけでは
なくて、喘息の合併にも気をつけて、
治療を検討するということですね（表）。
　池脇　ありがとうございました。

表　アレルギー性鼻炎合併喘息患者の
　鼻炎治療による喘息症状の改善

・４週間の鼻噴霧ステロイド使用
　　→ メサコリンに対する下気道過敏

性の著しい改善
（Mayo Clin Proc. 62, 1987）

・２週間の抗ロイコトリエン薬の使用
　　→ 鼻炎症状のみならず喘息症状ス

コアを改善
（Curr Med Opin. 20, 2004）
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　齊藤　今回は、人間ドックの歴史と
現状ということで、理事長の奈良先生
におうかがいします。
　まず、日本の予防医学について、現
況をどのようにお考えですか。
　奈良　実は日本は予防先進国なので
す。特に、日本で生まれた人間ドック
という健康診断は、外国の方にはまだ
知られていません。いろいろヒューマ
ン・ドライ・ドックとか、ヘルスエバ
リュエーション・アンド・プロモーシ
ョンと訳しても、外国の方は何のこと
かわからない。それで、私は日本で生
まれた言葉で、柔道や津波、カラオケ
など日本で生まれて世界の人が使って
いる言葉がありますけれども、それと
同じように世界語にしようと、人間ド
ックという健康診断制度をPRしようと
思っているのです。人間ドックはまさ
に日本で生まれた健康診断です。外国
にはないのです。
　ある学者は、健診はアメリカで生ま
れたということを言いますが、アメリ
カの健診は生命保険会社や健康保険会

社が、この人から幾ら掛金を徴収した
らいいかということを決めるために企
業の立場で行われている検査で、ごく
最近まで結果は契約者に説明されてい
なかったのです。
　日本は、今から五十数年前に人間ド
ックが生まれました。初めはブルドッ
ク、ブルジョア・ドック（金持ちの健
康診断）といわれていて、社長さんと
か政治家しか受けていなかったのが、
次第に社長から重役、重役から部長、
部長から課長と、だんだん広がりまし
て、今は大衆的になって、日本の百科
事典や辞書でも人間ドックという言葉
が出ています。私はそのうち外国の辞
書や百科事典にも、「NIN GEN DOCK」
という言葉をぜひ載せていただきたい
と思って努力しているところです（表
１、２）。
　齊藤　日本の予防医療は明治にさか
のぼるということなのでしょうか。
　奈良　我が国の予防医療は３つの大
きな波があるのです。第一波が大正か
ら昭和の10年ぐらいまで。その第一波

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

人間ドック学会理事長
奈　良　昌　治

（聞き手　齊藤郁夫）

ドックの歴史と現状

表１　人間ドックの基本検査項目（１日ドック）

区分 検査項目
身体計測 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲
生理検査 血圧測定、心電図、心拍数、眼底検査、眼圧検査、

視力検査、聴力検査、呼吸機能検査
X線・超音波検査 胸部X線、＊上部消化管X線、腹部超音波
生化学検査 総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、総コレステロール、

HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総ビリルビン、
AST、ALT、γ-GTP、ALP、血糖（空腹時、HbA1C）

血液学検査 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数、
MCV、MCH、MCHC

血清学検査 CRP、血液型（ABO、Rh）、梅毒反応、HBs抗原
尿検査 蛋白、pH、尿糖、沈渣、潜血、比重
便検査 潜血
問診・診察 内科
情報提供
質問票
説明、教育、指導
オプション検査項目 ★ 乳房触診＋乳房画像診断（マンモグラフィ・超音波検査）　
 ★PSA（50歳以上の男性に）
 ★HCV抗体　★CTによる内臓脂肪面積計測　★空腹時インスリン濃度
 ＊原則としてX線検査とする、内視鏡検査に変更可

2011年　日本人間ドック学会

表２　ドックの種類

◦時間によるドック
　半日ドック、日帰りドック、外来ドック、入院ドック、１日ドック、２日ドック、
　１泊２日ドック他
◦性別によるドック
　レディースドック、メンズドック
◦臓器・部位等によるドック
　脳ドック、心臓ドック、肺がんドック、肺ドック、胃・大腸がんドック、
　消化器ドック、乳がんドック、肝臓ドック、骨ドック、がんドック、PETがんドック、
　全身ドック（CT・MRI等）、肥満ドック、循環器ドック、スモーカードック、
　歯科ドック、アンチエイジングドック（肺、骨、血管、脳等）他
◦その他のドック
　サマードック、気軽にドック、一般ドック、髪ドック他

◦人間以外のドック
　ドッグ（犬）ドック、ねこドック、鳥ドック他
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におうかがいします。
　まず、日本の予防医学について、現
況をどのようにお考えですか。
　奈良　実は日本は予防先進国なので
す。特に、日本で生まれた人間ドック
という健康診断は、外国の方にはまだ
知られていません。いろいろヒューマ
ン・ドライ・ドックとか、ヘルスエバ
リュエーション・アンド・プロモーシ
ョンと訳しても、外国の方は何のこと
かわからない。それで、私は日本で生
まれた言葉で、柔道や津波、カラオケ
など日本で生まれて世界の人が使って
いる言葉がありますけれども、それと
同じように世界語にしようと、人間ド
ックという健康診断制度をPRしようと
思っているのです。人間ドックはまさ
に日本で生まれた健康診断です。外国
にはないのです。
　ある学者は、健診はアメリカで生ま
れたということを言いますが、アメリ
カの健診は生命保険会社や健康保険会

社が、この人から幾ら掛金を徴収した
らいいかということを決めるために企
業の立場で行われている検査で、ごく
最近まで結果は契約者に説明されてい
なかったのです。
　日本は、今から五十数年前に人間ド
ックが生まれました。初めはブルドッ
ク、ブルジョア・ドック（金持ちの健
康診断）といわれていて、社長さんと
か政治家しか受けていなかったのが、
次第に社長から重役、重役から部長、
部長から課長と、だんだん広がりまし
て、今は大衆的になって、日本の百科
事典や辞書でも人間ドックという言葉
が出ています。私はそのうち外国の辞
書や百科事典にも、「NIN GEN DOCK」
という言葉をぜひ載せていただきたい
と思って努力しているところです（表
１、２）。
　齊藤　日本の予防医療は明治にさか
のぼるということなのでしょうか。
　奈良　我が国の予防医療は３つの大
きな波があるのです。第一波が大正か
ら昭和の10年ぐらいまで。その第一波

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

人間ドック学会理事長
奈　良　昌　治

（聞き手　齊藤郁夫）

ドックの歴史と現状

表１　人間ドックの基本検査項目（１日ドック）

区分 検査項目
身体計測 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲
生理検査 血圧測定、心電図、心拍数、眼底検査、眼圧検査、

視力検査、聴力検査、呼吸機能検査
X線・超音波検査 胸部X線、＊上部消化管X線、腹部超音波
生化学検査 総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、総コレステロール、

HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総ビリルビン、
AST、ALT、γ-GTP、ALP、血糖（空腹時、HbA1C）

血液学検査 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数、
MCV、MCH、MCHC

血清学検査 CRP、血液型（ABO、Rh）、梅毒反応、HBs抗原
尿検査 蛋白、pH、尿糖、沈渣、潜血、比重
便検査 潜血
問診・診察 内科
情報提供
質問票
説明、教育、指導
オプション検査項目 ★ 乳房触診＋乳房画像診断（マンモグラフィ・超音波検査）　
 ★PSA（50歳以上の男性に）
 ★HCV抗体　★CTによる内臓脂肪面積計測　★空腹時インスリン濃度
 ＊原則としてX線検査とする、内視鏡検査に変更可

2011年　日本人間ドック学会

表２　ドックの種類

◦時間によるドック
　半日ドック、日帰りドック、外来ドック、入院ドック、１日ドック、２日ドック、
　１泊２日ドック他
◦性別によるドック
　レディースドック、メンズドック
◦臓器・部位等によるドック
　脳ドック、心臓ドック、肺がんドック、肺ドック、胃・大腸がんドック、
　消化器ドック、乳がんドック、肝臓ドック、骨ドック、がんドック、PETがんドック、
　全身ドック（CT・MRI等）、肥満ドック、循環器ドック、スモーカードック、
　歯科ドック、アンチエイジングドック（肺、骨、血管、脳等）他
◦その他のドック
　サマードック、気軽にドック、一般ドック、髪ドック他

◦人間以外のドック
　ドッグ（犬）ドック、ねこドック、鳥ドック他
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ですでに日本の予防医療は世界のトッ
プを走っていたのです。ご存じだと思
いますけれども、ワクチンを発明した
のは北里柴三郎先生です。慶應義塾大
学に医学部を創りました。それから医
学比較試験と食事療法の元祖である髙
木兼寛先生。彼は東京慈恵会医科大学
の創始者です。それから後藤新平氏、
これは医師で、しかも大政治家だった
という傑物なのです。この人は1921 
（大正10）年世界の水道水に減菌の目
的で塩素ガスを混入した破天荒なアイ
デアの持ち主でした。その塩素ガスを
後藤新平氏が入れてから、世界の乳幼
児の死亡率が激減して、10分の１以下
になりました。この３人が日本の予防
医学の第一の波で金字塔なのです。第
二の波が人間ドックの誕生、これは昭
和29年。第三の波は、皆さんご存じの
ように、メタボ・特定検診・特定保健
指導なのです。
　齊藤　人間ドックの名前の由来はど
ういうところにあるのでしょうか。
　奈良　戦前、政友会と民政党の２大
政党時代でしたが、２・26事件とか５・
15事件とか、いろいろな事件がありま
して、政治家がテロに遭ったり、殺さ
れたりするような本当に命がけの時代
だったのです。高橋是清蔵相らが殺さ
れた２・26事件の翌年の1937年に民政
党の代議士の桜内幸雄氏（これは自民
党の衆議院議長をやった桜内義雄氏の
お父さんです）と、俵孫一氏という、

大物代議士２人が、たまたま東京大学
の坂口康蔵先生の内科に検査入院した
のです。
　今でもそうなのですけれども、誰か
が病院に入院すると、思わぬ憶測が広
がることもあるので、２人の政治家は
先手を受って記者会見をすると呼びか
けたのです。そうしたら、その当時、
100人以上の記者が集まったといわれ
ています。そのときに、「われわれは
病気で入院するのではない。これから
もお国のために一生懸命働くので、そ
のために健康診断をするのだ。ちょう
ど艦船が母港に帰って、ドライ・ドッ
クに揚がって、魚雷が船底をこすって
いないか、スクリューが破損していな
いか、同時に機械・機材を点検し、整
備して、ついでに乗組員に１週間ほど
の休暇を与えようとするが、それと同
じことだ」と説明したのです。当時の
政治家や財界人が「これはたいへんわ
かりやすい言葉だ」と、それから次々
と政治家や実業家が健診目的で坂口内
科に入院しました。
　その後、政党は解散させられ、ご存
じのように戦争が始まって、日本は焦
土と化してしまったわけです。坂口教
授は、1954（昭和29）年に東京大学を
定年退職して、東京第一病院に赴任し
たのですが、そのとき、日本は奇跡的
な右肩上がりの経済復興期に入ってい
ました。政財界の人たちが「坂口先生、
またドックをやってくれよ」と言った

ので、東京第一病院で人間ドックを始
めたのです。そのとき、聖路加病院院
長の橋本寛敏氏が、日本の大病院を束
ねる日本病院会という組織の第２代会
長でした。彼は集まった院長たちに 
「われわれも人間ドックを始めよう」
と呼びかけました。しかし一部の院長
は、「病院というのは病人を治すとこ
ろであって、元気のいい人たち、政治
家や金持ちの検査をするなどとんでも
ない」と反対した人がいたのだそうで
すが、橋本会長は「いや、これからは
予防は大事だ」と、一部の反対を押し
切って始めたのが人間ドックなのです。
それから人間ドックはどんどん広がっ
ていきました。
　齊藤　それが1954年ということです
ね。
　奈良　そうです。1954（昭和29）年
７月12日です。
　齊藤　その日が、人間ドックの記念
日ということになっているのだそうで
すね。
　奈良　はい。
　齊藤　その当時は、ブルジョア・ド
ックとおっしゃいましたが、かなり高
価なものだったのでしょうか。
　奈良　その当時、人間ドックを始め
たばかりのときに、６日間の入院で１ 
万2,000円だったのです。私は医師免許
を取得した年に慶應義塾大学医学部内
科から国立埼玉療養所に赴任したとき、
今でも忘れもしないのですけれども、

初任給が3,870円で、これが私の初月給
でした。人間ドックの料金は医師の初
任給の４倍です。今日、医師の初任給
が仮に30万円とすると、120万ぐらい
になる計算です。だからブルドックと
いわれたのです。今は大衆化して、人
間ドックは任意型の健康診断を意味す
ることを誰もが知っています。
　齊藤　それがかなり一般に広がって
いって今日に至るということで、メタ
ボの時代が来て、また一層広がってい
るということでしょうか。
　奈良　メタボは、ご存じのように、
へそ回り測定の問題が出ました。多く
のメディアが、へそ回りなんておかし
いと。海外では、へそ回りではなくて
ウエストでやっているのだとか、男が
85㎝で女が90㎝というのは逆だと。欧
米ではウエストは男のほうが太いなど、
今は見直しの話も出ています。私もデ
パートで調べてみたら、どこも40歳以
上の紳士のズボンのサイズは90㎝とい
うことになっているそうです。その基
準だと、みんながメタボで引っかかっ
てしまう。おかしなことだ。そういう
ことを大新聞のトップ記事に出したも
のですから、それがネガティブ・キャ
ンペーンになりまして、あっという間
にメタボ、メタボという言葉が、2009
（平成21）年世間の注目を集めました。
それで、皆さんがメタボという言葉を
覚えられ、職場やお茶の間の話題にな
りました。これは本当に大きなPR効果
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ですでに日本の予防医療は世界のトッ
プを走っていたのです。ご存じだと思
いますけれども、ワクチンを発明した
のは北里柴三郎先生です。慶應義塾大
学に医学部を創りました。それから医
学比較試験と食事療法の元祖である髙
木兼寛先生。彼は東京慈恵会医科大学
の創始者です。それから後藤新平氏、
これは医師で、しかも大政治家だった
という傑物なのです。この人は1921 
（大正10）年世界の水道水に減菌の目
的で塩素ガスを混入した破天荒なアイ
デアの持ち主でした。その塩素ガスを
後藤新平氏が入れてから、世界の乳幼
児の死亡率が激減して、10分の１以下
になりました。この３人が日本の予防
医学の第一の波で金字塔なのです。第
二の波が人間ドックの誕生、これは昭
和29年。第三の波は、皆さんご存じの
ように、メタボ・特定検診・特定保健
指導なのです。
　齊藤　人間ドックの名前の由来はど
ういうところにあるのでしょうか。
　奈良　戦前、政友会と民政党の２大
政党時代でしたが、２・26事件とか５・
15事件とか、いろいろな事件がありま
して、政治家がテロに遭ったり、殺さ
れたりするような本当に命がけの時代
だったのです。高橋是清蔵相らが殺さ
れた２・26事件の翌年の1937年に民政
党の代議士の桜内幸雄氏（これは自民
党の衆議院議長をやった桜内義雄氏の
お父さんです）と、俵孫一氏という、

大物代議士２人が、たまたま東京大学
の坂口康蔵先生の内科に検査入院した
のです。
　今でもそうなのですけれども、誰か
が病院に入院すると、思わぬ憶測が広
がることもあるので、２人の政治家は
先手を受って記者会見をすると呼びか
けたのです。そうしたら、その当時、
100人以上の記者が集まったといわれ
ています。そのときに、「われわれは
病気で入院するのではない。これから
もお国のために一生懸命働くので、そ
のために健康診断をするのだ。ちょう
ど艦船が母港に帰って、ドライ・ドッ
クに揚がって、魚雷が船底をこすって
いないか、スクリューが破損していな
いか、同時に機械・機材を点検し、整
備して、ついでに乗組員に１週間ほど
の休暇を与えようとするが、それと同
じことだ」と説明したのです。当時の
政治家や財界人が「これはたいへんわ
かりやすい言葉だ」と、それから次々
と政治家や実業家が健診目的で坂口内
科に入院しました。
　その後、政党は解散させられ、ご存
じのように戦争が始まって、日本は焦
土と化してしまったわけです。坂口教
授は、1954（昭和29）年に東京大学を
定年退職して、東京第一病院に赴任し
たのですが、そのとき、日本は奇跡的
な右肩上がりの経済復興期に入ってい
ました。政財界の人たちが「坂口先生、
またドックをやってくれよ」と言った

ので、東京第一病院で人間ドックを始
めたのです。そのとき、聖路加病院院
長の橋本寛敏氏が、日本の大病院を束
ねる日本病院会という組織の第２代会
長でした。彼は集まった院長たちに 
「われわれも人間ドックを始めよう」
と呼びかけました。しかし一部の院長
は、「病院というのは病人を治すとこ
ろであって、元気のいい人たち、政治
家や金持ちの検査をするなどとんでも
ない」と反対した人がいたのだそうで
すが、橋本会長は「いや、これからは
予防は大事だ」と、一部の反対を押し
切って始めたのが人間ドックなのです。
それから人間ドックはどんどん広がっ
ていきました。
　齊藤　それが1954年ということです
ね。
　奈良　そうです。1954（昭和29）年
７月12日です。
　齊藤　その日が、人間ドックの記念
日ということになっているのだそうで
すね。
　奈良　はい。
　齊藤　その当時は、ブルジョア・ド
ックとおっしゃいましたが、かなり高
価なものだったのでしょうか。
　奈良　その当時、人間ドックを始め
たばかりのときに、６日間の入院で１ 
万2,000円だったのです。私は医師免許
を取得した年に慶應義塾大学医学部内
科から国立埼玉療養所に赴任したとき、
今でも忘れもしないのですけれども、

初任給が3,870円で、これが私の初月給
でした。人間ドックの料金は医師の初
任給の４倍です。今日、医師の初任給
が仮に30万円とすると、120万ぐらい
になる計算です。だからブルドックと
いわれたのです。今は大衆化して、人
間ドックは任意型の健康診断を意味す
ることを誰もが知っています。
　齊藤　それがかなり一般に広がって
いって今日に至るということで、メタ
ボの時代が来て、また一層広がってい
るということでしょうか。
　奈良　メタボは、ご存じのように、
へそ回り測定の問題が出ました。多く
のメディアが、へそ回りなんておかし
いと。海外では、へそ回りではなくて
ウエストでやっているのだとか、男が
85㎝で女が90㎝というのは逆だと。欧
米ではウエストは男のほうが太いなど、
今は見直しの話も出ています。私もデ
パートで調べてみたら、どこも40歳以
上の紳士のズボンのサイズは90㎝とい
うことになっているそうです。その基
準だと、みんながメタボで引っかかっ
てしまう。おかしなことだ。そういう
ことを大新聞のトップ記事に出したも
のですから、それがネガティブ・キャ
ンペーンになりまして、あっという間
にメタボ、メタボという言葉が、2009
（平成21）年世間の注目を集めました。
それで、皆さんがメタボという言葉を
覚えられ、職場やお茶の間の話題にな
りました。これは本当に大きなPR効果
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（情報管理指導士）という資格をつく
りました。
　齊藤　こうした制度は、人間ドック

を質の高いものに保っていくための仕
組みということですね。どうもありが
とうございました。

になったと思います。
　齊藤　人間ドックがまた見直されて
いるということですか。
　奈良　予防というのは、一次予防、
二次予防、三次予防があります。二次
予防が早期発見・早期治療なのです。
ただ、私どもは生活習慣の改善、メタ
ボのうちに治してしまって、発病しな
いようにしようと、皆さんに生活習慣
を変えて、できるだけきちんとした生
活をして、健康で長生きしていただこ
うということで、一次予防に中心を置
いたのです。
　今、21世紀の医療は、治療の医学と
予防の医学が車の両輪です。ただ、22
世紀になると、おそらく予防医学が大
きな前輪になり、治療医学と遺伝子医
学があとについてくる。つまり、三輪
車のようになるだろうと思っています。
病気になってからあわてて治療するよ
うな人は、いなくなるだろうと思いま
す。これからは予防が大事だというこ
とです。
　齊藤　人間ドックの認定医、専門医、
あるいは指導者を決めて体制をつくっ
ていくということでしょうか。
　奈良　私が足利赤十字病院に赴任し
たときに、創設院長の小野康平先生と
いう、オノヨーコさんの実のおじさん
で小野アンナさんの義理の弟、初代国
連大使の加瀬俊一氏の義兄で慶應義塾
大学の第８回の卒業生で、武見太郎氏
と同期だった大院長から、「奈良君、

ドックを担当するように」と言われま
した。そのときは私も一瞬「なんでド
ックを担当するのか？」という顔をし
たのだと思います。小野先生が笑って
おっしゃるには、「ドックというのは
非常に難しい。みな、自分の健康のこ
とを全く認識しないで来る。それから、
政治家や財界人などは自分の健康状態
を隠してやってくる。それを見抜いて
的確な指導ができるのは、君のような
ベテランじゃないとだめだよ」と言わ
れて、ドックの責任者になりました。
その後、足利赤十字病院では常に内科
のナンバーワンをドックの責任者にし
ています。ドックというのは非常に難
しい。しかも重い責任のある仕事なの
です。
　私が人間ドック学会の理事長をお引
き受けしたときに、ドックは誰でもで
きるものではない。そのためには、担
当の医師のトレーニングをしなければ
いけない。そこでまず人間ドックの認
定医制度をつくったのです。認定医に
なるために勉強していただいて、経験
を積み重ねたうえに今度は専門医の試
験も受けていただこうということにし
ました（表３、４）。同時に、ドック
の説明というのは、看護師さんや保健
師さんや、それから管理栄養士さん、
そういう方が受診者に詳しく説明する
機会も多くなります。その人たちも人
間ドックの勉強をしていただこうとい
うことで、人間ドックアドバイザー 

表３　人間ドック認定医
　　　（1999［平成11］年スタート）

全国4,177人（平成23年３月現在）

＊認定医として交付した人数合計

人間ドックを担当する医師のレベルア
ップを図るため、平成11年度より日本
病院会と日本人間ドック学会で、資格
者を養成してきた。

表４　人間ドック専門医
　　　（2009［平成21］年スタート）

全国616人（平成23年３月現在）

認定医の専門性をさらに高め、質の高
い人間ドック健診を提供するために平
成21年度より人間ドック専門医試験を
実施し専門医制度として位置づけた。

※ 平成23年度より、「人間ドック健診専門医」
と名称変更
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（情報管理指導士）という資格をつく
りました。
　齊藤　こうした制度は、人間ドック

を質の高いものに保っていくための仕
組みということですね。どうもありが
とうございました。

になったと思います。
　齊藤　人間ドックがまた見直されて
いるということですか。
　奈良　予防というのは、一次予防、
二次予防、三次予防があります。二次
予防が早期発見・早期治療なのです。
ただ、私どもは生活習慣の改善、メタ
ボのうちに治してしまって、発病しな
いようにしようと、皆さんに生活習慣
を変えて、できるだけきちんとした生
活をして、健康で長生きしていただこ
うということで、一次予防に中心を置
いたのです。
　今、21世紀の医療は、治療の医学と
予防の医学が車の両輪です。ただ、22
世紀になると、おそらく予防医学が大
きな前輪になり、治療医学と遺伝子医
学があとについてくる。つまり、三輪
車のようになるだろうと思っています。
病気になってからあわてて治療するよ
うな人は、いなくなるだろうと思いま
す。これからは予防が大事だというこ
とです。
　齊藤　人間ドックの認定医、専門医、
あるいは指導者を決めて体制をつくっ
ていくということでしょうか。
　奈良　私が足利赤十字病院に赴任し
たときに、創設院長の小野康平先生と
いう、オノヨーコさんの実のおじさん
で小野アンナさんの義理の弟、初代国
連大使の加瀬俊一氏の義兄で慶應義塾
大学の第８回の卒業生で、武見太郎氏
と同期だった大院長から、「奈良君、

ドックを担当するように」と言われま
した。そのときは私も一瞬「なんでド
ックを担当するのか？」という顔をし
たのだと思います。小野先生が笑って
おっしゃるには、「ドックというのは
非常に難しい。みな、自分の健康のこ
とを全く認識しないで来る。それから、
政治家や財界人などは自分の健康状態
を隠してやってくる。それを見抜いて
的確な指導ができるのは、君のような
ベテランじゃないとだめだよ」と言わ
れて、ドックの責任者になりました。
その後、足利赤十字病院では常に内科
のナンバーワンをドックの責任者にし
ています。ドックというのは非常に難
しい。しかも重い責任のある仕事なの
です。
　私が人間ドック学会の理事長をお引
き受けしたときに、ドックは誰でもで
きるものではない。そのためには、担
当の医師のトレーニングをしなければ
いけない。そこでまず人間ドックの認
定医制度をつくったのです。認定医に
なるために勉強していただいて、経験
を積み重ねたうえに今度は専門医の試
験も受けていただこうということにし
ました（表３、４）。同時に、ドック
の説明というのは、看護師さんや保健
師さんや、それから管理栄養士さん、
そういう方が受診者に詳しく説明する
機会も多くなります。その人たちも人
間ドックの勉強をしていただこうとい
うことで、人間ドックアドバイザー 

表３　人間ドック認定医
　　　（1999［平成11］年スタート）

全国4,177人（平成23年３月現在）

＊認定医として交付した人数合計

人間ドックを担当する医師のレベルア
ップを図るため、平成11年度より日本
病院会と日本人間ドック学会で、資格
者を養成してきた。

表４　人間ドック専門医
　　　（2009［平成21］年スタート）

全国616人（平成23年３月現在）

認定医の専門性をさらに高め、質の高
い人間ドック健診を提供するために平
成21年度より人間ドック専門医試験を
実施し専門医制度として位置づけた。

※ 平成23年度より、「人間ドック健診専門医」
と名称変更
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　大西　坪田先生、眼科健診について、
最近の知見などをうかがいたいと思い
ます。
　まず、今、日本の現状で、健診等で
見つかってくる眼科的な疾患は主にど
ういったものがあるかを挙げていただ
けますか。
　坪田　日本の中途失明率の順番から
考えますと、今、緑内障がトップです。
２番目が糖尿病性網膜症になっていま
す（図１-a）。特に健診の重要性を強
調していますのは緑内障の検出なので
す。というのは、緑内障の初期という
のは自覚症状がほとんどありません。
ですから、健診で早期に見つける必要
があります。現在、40歳以上の20人に
１人が緑内障というデータがあります
ので注意が必要です。
　緑内障というのは、視神経が眼圧に
絶えきれずに障害されて視野が欠けて
いく病気なのですが、これを元に戻す
ことはできません。現在の医学では、
死んでしまった視神経を元に戻すこと
はまだできない。ただ、早期発見によ

り診断ができれば、非常にいい目薬が
今開発されていますし、レーザーの治
療、最終的には手術による治療も含め
まして、しっかりとケアしていくこと
で失明から免れるということがわかっ
ていますから、早期発見ということが
本当に大切です。
　大西　いろいろ見つかってくるわけ
ですね。見つかってくるものは何かほ
かにもありますか。
　坪田　糖尿病も含めて、白内障もそ
うですが、加齢黄斑変性なども増えて
いる疾患です（図１-b）。健診をして
いただきますと、当然ながら視力を測
ります。矯正視力が落ちているようで
あれば、その原因となる病気があるこ
とになります。それについてしっかり
と診ていくことができます。
　また、眼底写真を撮ることが多いと
思います。皆さんご存じのように、眼
底というのは全身の血管が見える唯一
の場所です。どのぐらい動脈硬化があ
るのか、出血があるのか、そういう部
分をしっかり診ることができますので、

眼底健診も非常に重要な健診になりま
す。
　大西　先ほど挙げていただいた幾つ
かの疾患は、多くは加齢に伴うもので、
ゆっくり進行してきて、ただ、実際、
症状が出てきてしまうと治療も難しい
ものもあると、そういう話ですね。
　坪田　そうですね。緑内障は健診で
見つかったら、かなりの確率で症状が
出るまで進まないようにコントロール
できますから、本当に価値が高いと思
います。
　大西　実際の検査のことをおうかが

いしたいのですけれども、緑内障とい
うと、すぐ眼圧が高いと思ってしまう
のですけれども、正常な眼圧の方もか
なり多いのでしょうか。
　坪田　日本では正常眼圧緑内障のほ
うが多いということがわかっておりま
して、緑内障と診断されたうちの約６
割が正常眼圧という報告があります。
眼圧が正常範囲内にあっても、神経が
弱いという方が多数いらっしゃいます。
ですから、視野検査をしっかりやるこ
とが重要です。それから、最近、OCT
という新しい技術によって、網膜の視

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

慶應義塾大学眼科教授
坪　田　一　男

（聞き手　大西　真）

眼科健診

図１　視覚障害の原因

高度障害者手帳新規交付者　対象：18歳以上の2,043名（調査年度：平成13～16年度）
厚生労働科学研究費科学研究費補助金　難治性疾患克服研究事業網脈絡膜・視神経萎縮
症に関する研究　平成17年度総括・分担研究報告書
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　大西　坪田先生、眼科健診について、
最近の知見などをうかがいたいと思い
ます。
　まず、今、日本の現状で、健診等で
見つかってくる眼科的な疾患は主にど
ういったものがあるかを挙げていただ
けますか。
　坪田　日本の中途失明率の順番から
考えますと、今、緑内障がトップです。
２番目が糖尿病性網膜症になっていま
す（図１-a）。特に健診の重要性を強
調していますのは緑内障の検出なので
す。というのは、緑内障の初期という
のは自覚症状がほとんどありません。
ですから、健診で早期に見つける必要
があります。現在、40歳以上の20人に
１人が緑内障というデータがあります
ので注意が必要です。
　緑内障というのは、視神経が眼圧に
絶えきれずに障害されて視野が欠けて
いく病気なのですが、これを元に戻す
ことはできません。現在の医学では、
死んでしまった視神経を元に戻すこと
はまだできない。ただ、早期発見によ

り診断ができれば、非常にいい目薬が
今開発されていますし、レーザーの治
療、最終的には手術による治療も含め
まして、しっかりとケアしていくこと
で失明から免れるということがわかっ
ていますから、早期発見ということが
本当に大切です。
　大西　いろいろ見つかってくるわけ
ですね。見つかってくるものは何かほ
かにもありますか。
　坪田　糖尿病も含めて、白内障もそ
うですが、加齢黄斑変性なども増えて
いる疾患です（図１-b）。健診をして
いただきますと、当然ながら視力を測
ります。矯正視力が落ちているようで
あれば、その原因となる病気があるこ
とになります。それについてしっかり
と診ていくことができます。
　また、眼底写真を撮ることが多いと
思います。皆さんご存じのように、眼
底というのは全身の血管が見える唯一
の場所です。どのぐらい動脈硬化があ
るのか、出血があるのか、そういう部
分をしっかり診ることができますので、

眼底健診も非常に重要な健診になりま
す。
　大西　先ほど挙げていただいた幾つ
かの疾患は、多くは加齢に伴うもので、
ゆっくり進行してきて、ただ、実際、
症状が出てきてしまうと治療も難しい
ものもあると、そういう話ですね。
　坪田　そうですね。緑内障は健診で
見つかったら、かなりの確率で症状が
出るまで進まないようにコントロール
できますから、本当に価値が高いと思
います。
　大西　実際の検査のことをおうかが

いしたいのですけれども、緑内障とい
うと、すぐ眼圧が高いと思ってしまう
のですけれども、正常な眼圧の方もか
なり多いのでしょうか。
　坪田　日本では正常眼圧緑内障のほ
うが多いということがわかっておりま
して、緑内障と診断されたうちの約６
割が正常眼圧という報告があります。
眼圧が正常範囲内にあっても、神経が
弱いという方が多数いらっしゃいます。
ですから、視野検査をしっかりやるこ
とが重要です。それから、最近、OCT
という新しい技術によって、網膜の視

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

慶應義塾大学眼科教授
坪　田　一　男

（聞き手　大西　真）

眼科健診

図１　視覚障害の原因

高度障害者手帳新規交付者　対象：18歳以上の2,043名（調査年度：平成13～16年度）
厚生労働科学研究費科学研究費補助金　難治性疾患克服研究事業網脈絡膜・視神経萎縮
症に関する研究　平成17年度総括・分担研究報告書
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神経の細胞層を非常に簡単に検査する
ことができます。それによって、視神
経がどのぐらい傷害されているかとい
うことを画像で見ることができますの
で、緑内障の疑いが診断された場合は
そのような精密な検査を行うことも可
能になってきています。
　大西　スクリーニング的には比較的
簡便な視野検査装置というものもある
のですか。
　坪田　そうですね。大切なことは眼
圧だけでなく、しっかりと視野検査を
することと、それから眼底の観察によ
って、いわゆる視神経乳頭部というと
ころの形を見まして、そこにカッピン
グ、いわゆる陥凹しているところがな
いかどうかをしっかり診ることがたい
へん重要です。
　大西　緑内障がかなり早期に見つか
るようになる、そのように考えてよろ
しいわけですね。
　坪田　そうですね。非常に重要です。
症状が出てから緑内障が見つかったの
では医師のほうも本当に辛いのです。
癌などもそうですね。今、胃癌とか大
腸癌は、健診で早期に見つかれば怖く
ありませんよね。
　大西　ほとんど最初は症状がないわ
けですね。
　坪田　症状が出てからでは、進行し
てしまっていることが多い。同じよう
な概念でよいと思います。
　大西　眼圧が高いグループと正常な

グループでは、何か臨床的な差がある
のでしょうか。
　坪田　いろいろいわれていまして、
正常眼圧緑内障のほうが神経が弱いの
で、一定のところまで進むと進行が早
いという指摘もあります。しかし、ど
ちらも眼圧をコントロールすることに
よって、例えば正常範囲内であっても、
さらに下げることによってその多くは
進行を食い止めていくことができるこ
とがわかっています。眼圧という負担
を軽くしてあげることで神経を守って
いくという考え方です（図２）。
　大西　健診の対象者といいますと、
好発年齢もいろいろあるかと思います
けれども、大体何歳ぐらいから。
　坪田　40歳を超えたら健診しましょ
う。
　大西　毎年やったほうがいいとか。
　坪田　そうですね。受けたほうがい
いと思います。
　大西　疾患の性差などはあるのでし
ょうか。
　坪田　あまりはっきりとしたことは
いわれておりませんけれども、例えば
近視の人はなりやすいとか、少しのリ
スクファクターというのは指摘されて
います。
　大西　先ほどお話があった糖尿病性
網膜症ですが、これも重要かと思いま
すけれども、やはり眼底の検査になる
のですか。
　坪田　そうですね。眼底の検査が非

常に重要です。最近は血糖のコントロ
ールがだいぶよくなってきました。
　大西　以前ほどひどい方は少なくな
りましたね。
　坪田　新しい薬剤も出てきたので、
前に比べると重篤なケースは少なくな
ってきましたけれども、それでも無治
療で何年かたってしまって、かなり進
行している方もいらっしゃいます。で
すから、糖尿病の網膜症の健診もとて
も重要です。
　大西　糖尿病の患者さんは必ず毎年
１回は受けたほうがいいということで
すか。
　坪田　そうですね。あと、失明には

直接関係ありませんけれども、職場で
のVDT（Visual Display Terminals）
作業による眼精疲労なども問題となっ
てきています。
　大西　VDTが今非常に問題になって
いますね。
　坪田　目が疲れる、肩が凝るとか。
　大西　ドライアイとか。非常に増え
ていますね。
　坪田　VDTによる目の疲れの約60％
はドライアイという調査結果がありま
す。このドライアイというのは非常に
今注目を集めています。
　大西　患者さんが非常に多いですよ
ね。

図２　MD値を指標に視野を守る

MD値とは、視野全体の感度を表す数値。ａは視野を保てるレベルの加齢による低下。ｃ
は緑内障による低下で、そのままでは視野に障害が起きる。ｂは治療により低下を緩や
かにして視野を保つイメージ。視野検査でMD値の変化を把握し、治療の計画を立てて、
在命中の視野を守っていく。

『老眼革命』（坪田一男著、日本評論社）より
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神経の細胞層を非常に簡単に検査する
ことができます。それによって、視神
経がどのぐらい傷害されているかとい
うことを画像で見ることができますの
で、緑内障の疑いが診断された場合は
そのような精密な検査を行うことも可
能になってきています。
　大西　スクリーニング的には比較的
簡便な視野検査装置というものもある
のですか。
　坪田　そうですね。大切なことは眼
圧だけでなく、しっかりと視野検査を
することと、それから眼底の観察によ
って、いわゆる視神経乳頭部というと
ころの形を見まして、そこにカッピン
グ、いわゆる陥凹しているところがな
いかどうかをしっかり診ることがたい
へん重要です。
　大西　緑内障がかなり早期に見つか
るようになる、そのように考えてよろ
しいわけですね。
　坪田　そうですね。非常に重要です。
症状が出てから緑内障が見つかったの
では医師のほうも本当に辛いのです。
癌などもそうですね。今、胃癌とか大
腸癌は、健診で早期に見つかれば怖く
ありませんよね。
　大西　ほとんど最初は症状がないわ
けですね。
　坪田　症状が出てからでは、進行し
てしまっていることが多い。同じよう
な概念でよいと思います。
　大西　眼圧が高いグループと正常な

グループでは、何か臨床的な差がある
のでしょうか。
　坪田　いろいろいわれていまして、
正常眼圧緑内障のほうが神経が弱いの
で、一定のところまで進むと進行が早
いという指摘もあります。しかし、ど
ちらも眼圧をコントロールすることに
よって、例えば正常範囲内であっても、
さらに下げることによってその多くは
進行を食い止めていくことができるこ
とがわかっています。眼圧という負担
を軽くしてあげることで神経を守って
いくという考え方です（図２）。
　大西　健診の対象者といいますと、
好発年齢もいろいろあるかと思います
けれども、大体何歳ぐらいから。
　坪田　40歳を超えたら健診しましょ
う。
　大西　毎年やったほうがいいとか。
　坪田　そうですね。受けたほうがい
いと思います。
　大西　疾患の性差などはあるのでし
ょうか。
　坪田　あまりはっきりとしたことは
いわれておりませんけれども、例えば
近視の人はなりやすいとか、少しのリ
スクファクターというのは指摘されて
います。
　大西　先ほどお話があった糖尿病性
網膜症ですが、これも重要かと思いま
すけれども、やはり眼底の検査になる
のですか。
　坪田　そうですね。眼底の検査が非

常に重要です。最近は血糖のコントロ
ールがだいぶよくなってきました。
　大西　以前ほどひどい方は少なくな
りましたね。
　坪田　新しい薬剤も出てきたので、
前に比べると重篤なケースは少なくな
ってきましたけれども、それでも無治
療で何年かたってしまって、かなり進
行している方もいらっしゃいます。で
すから、糖尿病の網膜症の健診もとて
も重要です。
　大西　糖尿病の患者さんは必ず毎年
１回は受けたほうがいいということで
すか。
　坪田　そうですね。あと、失明には

直接関係ありませんけれども、職場で
のVDT（Visual Display Terminals）
作業による眼精疲労なども問題となっ
てきています。
　大西　VDTが今非常に問題になって
いますね。
　坪田　目が疲れる、肩が凝るとか。
　大西　ドライアイとか。非常に増え
ていますね。
　坪田　VDTによる目の疲れの約60％
はドライアイという調査結果がありま
す。このドライアイというのは非常に
今注目を集めています。
　大西　患者さんが非常に多いですよ
ね。

図２　MD値を指標に視野を守る

MD値とは、視野全体の感度を表す数値。ａは視野を保てるレベルの加齢による低下。ｃ
は緑内障による低下で、そのままでは視野に障害が起きる。ｂは治療により低下を緩や
かにして視野を保つイメージ。視野検査でMD値の変化を把握し、治療の計画を立てて、
在命中の視野を守っていく。

『老眼革命』（坪田一男著、日本評論社）より
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にドライアイを悪化させている患者さ
んもいらっしゃいます。
　大西　そのほかに何か気をつけなけ
ればいけない、例えば黄斑変性の疾患
とか、幾つかありますね。
　坪田　黄斑変性もそうですし、白内
障もそうですし、老眼もそうですが、
みんな加齢、年を取るに従って出てく
る目の病気で、目の病気の８～９割は
加齢に関係しているといわれています
が、こういうものを健診で診ていくこ
とは大切だと思います。どちらにして
も、早めに発見して、早めの対処をし
ていく。これはどんな病気でもそうだ
と思いますが、特に感覚器官である視
力については、早期発見のための健診
が大切だと思います。
　大西　お子様などの斜視の健診など
も時々やられているようですけれども、
何か気をつけなければいけない点はあ
りますか。

　坪田　乳幼児健診とか入学時健診と
いう決められた健診が日本の場合はし
っかりしていますから、それに従って、
ご両親もしっかりとお子様の健診をさ
れればいいと思います。
　大西　緑内障の早期発見が非常に重
要だということをおうかがいしました。
　坪田　緑内障の症状が出てからでは
本当にもったいないですから、しっか
りと健診を受けていただきたいと思い
ます。
　大西　治療法も非常に進歩してきた
ということですね。
　坪田　点眼は１日に１回だけでいい
というような、素晴らしい目薬がたく
さん出てきています。
　大西　それはすごいですね。ぜひ健
診を受けられて早期発見をすることが
重要だということですね。
　坪田　はい、そう思います。
　大西　ありがとうございました。

　坪田　ドライアイ研究会の試算で、
日本に800万人ぐらいといわれていま
したけれども、最近、京都府立医科大
学の木下教授らの研究によると、2,200
万人以上と考えられるようになってき
ましたし、私たちの最近の研究で、ド
ライアイがありますと、年間の生産性
においてだいたい7,000ドルぐらい落ち
てしまう。
　大西　そうかもしれませんね。
　坪田　目がしょぼしょぼするとか。
　大西　働き盛りの方ですよね。
　坪田　そう。見にくいとかいうこと
で、生産性が落ちてしまうのをそのま
まほうっておくのはもったいないです
よね。ドライアイは今、いい薬や治療
法が出てきているのです。新しい薬剤
がたくさん出てきていますから、そう
いうものをお使いになられると、かな
りコントロールができるようになって
きました。
　大西　実際、VDTの健診というのは
どういった項目が重要になってくるの
でしょうか。
　坪田　VDTの項目で一つ重要なのは、
屈折検査といいまして、近視とか乱視
とか遠視とか、そういうものがないか
どうか。それから調節力の低下、いわ
ゆる老眼ですが、老眼がないかどうか。
そういうものがあった場合に、ちゃん
とめがねが合っているかどうか。そう
いうものが非常に重要です。もう一つ
はドライアイです。乾燥した環境にな

いのか。自分の涙の量はどのぐらいな
のか。涙の状態をしっかりと診ていく
ことも大切です。
　大西　パソコンとかなり関係あるの
でしょうか。
　坪田　パソコンをやっていますと、
どうしても瞬きが減るのです。瞬きが
減りますと、涙が目から蒸発していき
ますし、実は瞬きするたびに涙が出て
いるのですが、それが減ってしまうと、
いってみれば、涙腺の便秘状態になる
ということがわかってきました。涙腺
が分泌顆粒で埋まってきてしまう。そ
うするとますます涙が出なくなってし
まうということで、瞬きが減るという
ことが目の健康に大きな影響を与えて
いるということがあります。
　大西　今、ドライアイを訴える患者
さんは非常に多いと思うんですけれど
も、その多くの方はこういうVDTが原
因になっている可能性はあるのでしょ
うか。
　坪田　VDT作業が関係していること
が非常に多いです、特に若い人には。
　大西　若い方に多いですよね、ドラ
イアイは。
　坪田　もう一つのタイプとして、お
年を召されてきて目が乾いてくるとい
うことも多い。また、まれですけれど
も、女性でシェーグレン症候群のよう
な自己免疫疾患の患者さんもいらっし
ゃいます。また、コンタクトレンズを
使っていて、コンタクトレンズのため
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にドライアイを悪化させている患者さ
んもいらっしゃいます。
　大西　そのほかに何か気をつけなけ
ればいけない、例えば黄斑変性の疾患
とか、幾つかありますね。
　坪田　黄斑変性もそうですし、白内
障もそうですし、老眼もそうですが、
みんな加齢、年を取るに従って出てく
る目の病気で、目の病気の８～９割は
加齢に関係しているといわれています
が、こういうものを健診で診ていくこ
とは大切だと思います。どちらにして
も、早めに発見して、早めの対処をし
ていく。これはどんな病気でもそうだ
と思いますが、特に感覚器官である視
力については、早期発見のための健診
が大切だと思います。
　大西　お子様などの斜視の健診など
も時々やられているようですけれども、
何か気をつけなければいけない点はあ
りますか。

　坪田　乳幼児健診とか入学時健診と
いう決められた健診が日本の場合はし
っかりしていますから、それに従って、
ご両親もしっかりとお子様の健診をさ
れればいいと思います。
　大西　緑内障の早期発見が非常に重
要だということをおうかがいしました。
　坪田　緑内障の症状が出てからでは
本当にもったいないですから、しっか
りと健診を受けていただきたいと思い
ます。
　大西　治療法も非常に進歩してきた
ということですね。
　坪田　点眼は１日に１回だけでいい
というような、素晴らしい目薬がたく
さん出てきています。
　大西　それはすごいですね。ぜひ健
診を受けられて早期発見をすることが
重要だということですね。
　坪田　はい、そう思います。
　大西　ありがとうございました。

　坪田　ドライアイ研究会の試算で、
日本に800万人ぐらいといわれていま
したけれども、最近、京都府立医科大
学の木下教授らの研究によると、2,200
万人以上と考えられるようになってき
ましたし、私たちの最近の研究で、ド
ライアイがありますと、年間の生産性
においてだいたい7,000ドルぐらい落ち
てしまう。
　大西　そうかもしれませんね。
　坪田　目がしょぼしょぼするとか。
　大西　働き盛りの方ですよね。
　坪田　そう。見にくいとかいうこと
で、生産性が落ちてしまうのをそのま
まほうっておくのはもったいないです
よね。ドライアイは今、いい薬や治療
法が出てきているのです。新しい薬剤
がたくさん出てきていますから、そう
いうものをお使いになられると、かな
りコントロールができるようになって
きました。
　大西　実際、VDTの健診というのは
どういった項目が重要になってくるの
でしょうか。
　坪田　VDTの項目で一つ重要なのは、
屈折検査といいまして、近視とか乱視
とか遠視とか、そういうものがないか
どうか。それから調節力の低下、いわ
ゆる老眼ですが、老眼がないかどうか。
そういうものがあった場合に、ちゃん
とめがねが合っているかどうか。そう
いうものが非常に重要です。もう一つ
はドライアイです。乾燥した環境にな

いのか。自分の涙の量はどのぐらいな
のか。涙の状態をしっかりと診ていく
ことも大切です。
　大西　パソコンとかなり関係あるの
でしょうか。
　坪田　パソコンをやっていますと、
どうしても瞬きが減るのです。瞬きが
減りますと、涙が目から蒸発していき
ますし、実は瞬きするたびに涙が出て
いるのですが、それが減ってしまうと、
いってみれば、涙腺の便秘状態になる
ということがわかってきました。涙腺
が分泌顆粒で埋まってきてしまう。そ
うするとますます涙が出なくなってし
まうということで、瞬きが減るという
ことが目の健康に大きな影響を与えて
いるということがあります。
　大西　今、ドライアイを訴える患者
さんは非常に多いと思うんですけれど
も、その多くの方はこういうVDTが原
因になっている可能性はあるのでしょ
うか。
　坪田　VDT作業が関係していること
が非常に多いです、特に若い人には。
　大西　若い方に多いですよね、ドラ
イアイは。
　坪田　もう一つのタイプとして、お
年を召されてきて目が乾いてくるとい
うことも多い。また、まれですけれど
も、女性でシェーグレン症候群のよう
な自己免疫疾患の患者さんもいらっし
ゃいます。また、コンタクトレンズを
使っていて、コンタクトレンズのため
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　大西　海外派遣社員の健康管理とい
うことでおうかがいしたいと思います。
　まず、海外に行かれる社員の方の健
康診断が問題になるかと思いますけれ
ども、どういった点に注意して健診を
行えばよろしいでしょうか。
　濱田　労働安全衛生法では、海外に
仕事で６カ月以上滞在する社員に対し
て、その派遣前後に法定の健診を実施
することを事業主に義務づけています。
この健診を実施する際に、医師が海外
の疾病や医療機関などの情報があると、
効果的な診療が行えます。さらに、こ
の機会を利用して海外派遣社員に健診
以外の様々な健康対策を提供していた
だくのがよろしいでしょう。
　大西　よくワクチンのことを聞かれ
ることが多いのですけれども、そのあ
たりは国によっても事情が違うとは思
うのですが、どのように対応したらよ
ろしいでしょうか。
　濱田　途上国では感染症が流行して
おり、海外派遣労働者が滞在中にかか
るケースも多くみられます。それを予

防するため出国前に予防接種を実施す
るのは大変に有効な対策といえます。
　大西　地域によって、種類とか、か
なり違いますよね。
　濱田　そうですね。滞在する地域に
応じてワクチンを選ぶことが大切です。
例えばA型肝炎ワクチンは途上国に滞
在するのであれば、皆さんにお奨めし
ています。また狂犬病ワクチンはイン
ドなど南アジアで患者発生が多く、そ
うした地域に滞在する方には特にお奨
めしています。予防接種を実施するに
あたっては、こうした地域性を考える
必要があります。
　大西　そうしますと、要求されるよ
うなワクチンを国によってきちんと打
っていくということが求められるわけ
ですね。
　濱田　滞在する国の感染症流行情報
に応じてワクチンを選び、接種をする
ということです。
　大西　もともといろいろ生活習慣病
とか持病を持っている方が海外に行く
場合、そもそも海外に行っていいかど

うか、相談を受けることもあるのです
けれども、そういった慢性疾患が背景
にある方の注意点はありますか。
　濱田　最近は海外に派遣される方が
高齢化しておりまして、生活習慣病な
どの慢性疾患を持っているケースも多
くなっています。海外では食事が高カ
ロリー、高脂肪になりやすく、また、
車社会ですから運動不足にもなります。
その結果、生活習慣病をお持ちの方は
コントロールが悪化するケースが多く
みられます。さらに、現地では継続医
療がなかなか受けにくいため、これも
生活習慣病悪化の原因になっています。
　大西　現地でどうしたら医療機関に
かかれるのかとか、困って相談を受け
る場合も多いかと思うのですけれども、
現地での医療機関のかかり方みたいな
ものはどのようにしたらよろしいので
しょうか。
　濱田　先進国ですと信頼できる医療
機関が数多くありますが、途上国にな
ると、そういった施設の数が限られて
きます。ただ、最近は途上国でも、日
本人が滞在する都市部であれば、ある
程度信頼できる医療機関が増えており、
インターネット上の情報サイトから探
すことができます。例えば、外務省の
医務官情報とか、海外邦人医療基金の
ホームページなどには豊富な情報が掲
載されています。こうした医療機関情
報を入手したら、次は医療機関あてに
紹介状を作成することになります。こ

の紹介状はどの国に滞在するにしろ英
語でいいでしょう。
　大西　そういった注意が必要だとい
うことですね。あとは、先ほど感染症
の話が出ましたけれども、やはり地域
によってはかなり感染症があり、注意
しなければいけないものもいろいろあ
るかと思いますが。
　濱田　一番頻度の高い感染症は、飲
み物、食べ物からかかる下痢症やA型
肝炎などの経口感染症です。これはど
の途上国でも注意が必要です。次は蚊
に媒介されるマラリアやデング熱です
が、滞在する地域によりリスクが異な
ります。例えば東南アジアではデング
熱、アフリカではマラリアのリスクが
高くなります。３番目に挙げられるの
が性行為ないしは医療行為から感染す
るB型肝炎、HIV感染症。単身赴任者
は要注意です。４番目に挙げられるも
のとして、動物から感染する狂犬病。
途上国では動物には近寄らない注意が
必要です。
　大西　インフルエンザもかなり問題
になりますね。季節性と、鳥インフル
エンザですか、そのあたりに関しては
いかがでしょうか。
　濱田　季節性インフルエンザは世界
各地で流行しますので、どこに滞在し
ていても流行期間中は感染予防のため
の注意が必要です。また、鳥インフル
エンザは一時ほど騒がれておりません
けれども、インドネシアやエジプトな
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　大西　海外派遣社員の健康管理とい
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ホームページなどには豊富な情報が掲
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報を入手したら、次は医療機関あてに
紹介状を作成することになります。こ
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　大西　そういった注意が必要だとい
うことですね。あとは、先ほど感染症
の話が出ましたけれども、やはり地域
によってはかなり感染症があり、注意
しなければいけないものもいろいろあ
るかと思いますが。
　濱田　一番頻度の高い感染症は、飲
み物、食べ物からかかる下痢症やA型
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が、滞在する地域によりリスクが異な
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熱、アフリカではマラリアのリスクが
高くなります。３番目に挙げられるの
が性行為ないしは医療行為から感染す
るB型肝炎、HIV感染症。単身赴任者
は要注意です。４番目に挙げられるも
のとして、動物から感染する狂犬病。
途上国では動物には近寄らない注意が
必要です。
　大西　インフルエンザもかなり問題
になりますね。季節性と、鳥インフル
エンザですか、そのあたりに関しては
いかがでしょうか。
　濱田　季節性インフルエンザは世界
各地で流行しますので、どこに滞在し
ていても流行期間中は感染予防のため
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どではまだ患者が発生しております。
そうした国では生きた鳥にあまり近づ
かないことです。また、鶏肉なども加
熱して食べる。そういった注意をして
いただきたいですね。
　大西　現地で何らかの病気にかかっ
た場合、適切な医療機関であればいい
のですけれども、必ずしもそうでない
ところもあるかと思うのですが、そう
した場合の対応はどのようにしたらい
いのでしょうか。
　濱田　まず、どこにかかったらいい
かということですが、専門医を紹介し
てほしいという問い合わせをよく受け
ます。例えば不整脈があるので循環器
の先生を紹介してくださいとか、そう
いった依頼を受けます。しかし、海外
で医療機関をうまく使うためには、一
般医（General Practitioner）にまずか
かり、そのうえで、もし必要なら専門
医を紹介してもらう。そんな受診ルー
トがお奨めです。
　では、そういった一般医がどこにい
るかというのは、先ほどお話ししたよ
うなインターネット上の情報サイトか
ら探すことができます。先進国でした
ら、現地に到着してから家の近くで探
すということでもいいでしょう。
　大西　先進国の場合でも、「日本人
の医師がいるとありがたいんだけど」
という相談もよくありますが、外務省
等を通じて情報は得られるのでしょう
か。

　濱田　日本人の先生がいらっしゃれ
ば一番いいのですが、そうでなくとも
日本語が通じる医師は、先ほどのサイ
トから調べることができます。ただし、
日本語が話せなくても親身になり診療
してくれる医師を選ぶことが大切です。
　大西　メンタルヘルスもかなり大き
な問題ではないかと思いますけれども、
向こうに行かれてから少しうつ傾向が
出たり、場合によっては自殺企図など
が出る場合もあるかと思いますが、そ
のあたりの対策といいますか、支援は
どのようにしたらいいでしょうか。
　濱田　海外滞在中にメンタルヘルス
の障害を起こす方は、確かに日本にい
るときよりも多くなります。どういう
人が障害を起こしやすいかは、出国前
に判断するのがなかなか難しい。どな
たでも海外滞在中はメンタルの障害を
起こしうるということを前提にいろい
ろ対策を考えていただきたいですね。
　メンタル障害の場合、現地の病院で
診療を受けるのは、言葉の問題等で難
しくなります。このため、派遣元の会
社の産業医ないしは看護職の方が現地
からの相談に応ずるシステムを構築し
ていくことが必要だと思います。それ
には、海外に派遣する前に、産業医や
看護職が面談などをして、派遣中も相
談しやすい人間関係を構築しておくこ
とが大切です。「滞在中に何か問題が
起きたらご相談ください」と伝えてお
くことですね。

　大西　実際、ある期間の勤務を終え
て戻られたときに、また健診を受けら
れると思いますけれども、戻ったとき
に健康管理上、気をつけなければいけ
ない点はありますか。
　濱田　一時帰国で戻ってこられる方
というのは、日本での滞在期間がたい
へんに短いことが多いようです。１週
間しか日本にいないので、その間にい
ろいろ検査をしたい。そんなケースも
あるでしょう。そういう場合には、日
本に帰国する前に検査を組んでおくこ
とも必要です。
　また途上国から帰国した方には、感
染症を想定した診療を提供する必要も
あります。感染症の症状としては、下
痢や発熱といったものが重要な症状に
なってきますが、帰国して１カ月以内
にそうした症状がある場合は、感染症
科のある医療機関などで専門的な検査
を受けてもらうように紹介することも
必要です。
　大西　マラリア等も往々にして見逃
されやすい場合もあると聞いています
けれども、何かチェックポイントみた
いなものはありますか。
　濱田　流行地から帰国した発熱患者
を見逃さないことだと思います。マラ
リアは感染後１週間から１カ月ぐらい
の間に発熱を起こしますが、発熱後早

期に治療をしないと命にかかわります
ので、特に注意が必要です。流行地域
から帰国して熱が38度以上ある場合は
マラリアを疑い、血液塗抹検査をまず
行う。可能性のある場合には専門の医
療機関を紹介する。そんな手順をとる
のがよろしいかと思います。
　大西　出国前の話に戻りますけれど
も、行かれるときに現地での生活の注
意点として、おそらく生水とかいろい
ろあると思うのですけれども、一般的
にはどのような注意をされていますか。
　濱田　現地での食生活の注意といえ
ば、まず感染症に関するものも大きい
と思います。飲み水としてはミネラル
ウォーターを飲む、食べ物は加熱して
食べるといった注意です。さらに、生
活習慣病に関する指導も大切です。食
生活では高カロリー、高脂肪の食事を
控えること。それから定期的な運動で
すね。
　大西　飲酒の問題などもありますか。
　濱田　そうですね。海外滞在中に飲
酒量が増える方もけっこういらっしゃ
います。特に中国では、お客さんとの
付き合い上、飲酒をせざるを得ないと
いう環境があります。飲酒に関する注
意も健康診断の場でご指導いただくと
たいへんに有効ではないでしょうか。
　大西　ありがとうございました。
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トから調べることができます。ただし、
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ウォーターを飲む、食べ物は加熱して
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　濱田　そうですね。海外滞在中に飲
酒量が増える方もけっこういらっしゃ
います。特に中国では、お客さんとの
付き合い上、飲酒をせざるを得ないと
いう環境があります。飲酒に関する注
意も健康診断の場でご指導いただくと
たいへんに有効ではないでしょうか。
　大西　ありがとうございました。
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　齊藤　今回は、派遣労働者の健康管
理ということで、派遣会社の産業医を
長い間やっていらっしゃる濱本先生に
おうかがいいたします。
　今、雇用形態が変わってきて、正社
員ではない人が増えているのですね。
　濱本　そうですね。
　齊藤　そういった方々の健康管理も
非常に重要だということでしょうか。
　濱本　はい。これは労働安全衛生法
で決められていますし、派遣法でも派
遣労働者の健康管理をきちっとすると
いうことは明文化されています（表）。
派遣元といって、私が産業医をしてい
る会社、あるい派遣社員が就業してい
る派遣先の企業に対してどういうこと
が求められているか、法律できちんと
決まっています。その法律に基づいて
対処しています。
　齊藤　派遣社員の方の健康管理は第
一義的には派遣している元の会社とい
うことでいいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうしますと、派遣先のほう

の健康管理担当者は、派遣会社の健康
管理とコンタクトを取りながらという
ことなのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　それがしっかり管理されてい
ればよいということでしょうか。
　濱本　はい。ところが、実際問題、
派遣元と派遣先がうまく連係プレーで
きるかどうかというのは、なかなか難
しいところがあるようです。
　齊藤　そうでしょうね。第一義的に
は派遣元がしっかりやっていただくと
いうことですね。
　濱本　はい。
　齊藤　健康管理はいわゆる正社員と
全く同じと考えていいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうなると、健康診断等を行
うと、労働基準監督署に報告などがあ
りますけれども、それも。
　濱本　きちんと提出しています。労
働基準監督署が言われることは、健康
診断のやりっ放しはいけない。健康診
断を実施したあと、異常のない人は全

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

丸の内トラストタワークリニック院長
濱　本　恒　男

（聞き手　齊藤郁夫）

派遣労働者健診

表　派遣労働者の安全衛生管理のポイント
項　　　目 根拠条文 派遣先 派遣元

労働時間 基32～32の５ ○
休日の管理 基35 ○
時間外および休日の労働の管理（※三六協定の締結・届出は派遣元が行う） 基36 ○
時間外、休日および深夜の割増賃金 基37 ○
年次有給休暇 基39 ○
職場における安全衛生を確保する事業主の責務 安３ ○ ○
事業主等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 安４ ○ ○
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 安９ ○ ○
総括安全衛生管理者の選任等 安10 ○ ○
安全管理者の選任等 安11 ○
衛生管理者の選任等 安12 ○ ○
安全衛生推進者の選任等 安12の２ ○ ○
産業医の選任等 安13 ○ ○
作業主任者の選任等 安14 ○
統括安全衛生責任者の選任等 安15 ○
元方安全衛生管理者の選任等 安15の２ ○
安全委員会の設置等 安17 ○
衛生委員会の設置等 安18 ○ ○
安全管理者等に対する能力向上教育等 安19の２ ○ ○
労働者の危険または健康障害を防止するための措置 安22～36 ○
※危険性・有害性の調査 安28の２ ○
※製造業等の元方事業者の講ずべき措置 安30の２ ○
定期自主検査 安45 ○
安全衛生教育（雇い入れ時） 安59第１項 ○
安全衛生教育（作業内容変更時） 安59第２項 ○ ○
安全衛生教育（危険有害業務就業時） 安59第３項 ○
安全衛生教育（危険有害業務従事者） 安59第３項 ○ ○
職長教育 安60 ○
就業制限 安61 ○
中高年齢者等についての配慮 安62 ○ ○
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 安63 ○ ○
作業環境測定 安65 ○
作業環境測定の評価等 安65の２ ○
作業の管理 安65の３ ○
作業時間の制限 安65の４ ○
一般定期健康診断 安66第１項 ○
特殊健康診断 安66第２項 ○
一般定期健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
特殊健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
健康診断（健康診断の結果に基づく作業転換等の措置） 安66の５ ○ ○
一般定期健康診断の結果通知 安66の６ ○
特殊健康診断の結果通知 安66の６ ○
医師等による保健指導 安66の７ ○
※医師の面接指導等 安66の８ ○

安66の９ ○
病者の就業禁止 安68 ○
健康の保持増進のための措置 安69 ○ ○
健康教育等 安69 ○ ○
体育活動等についての便宜供与等 安70 ○ ○
安全衛生改善計画等 安78 ○
機械等の設置、移転に係る計画の届け出、審査等 安88 ○
申告を理由とする不利益取り扱い禁止 安97 ○ ○
使用停止命令等 安98 ○
報告等 安100 ○ ○
法令の周知 安101 ○ ○
書類の保存等 安103 ○ ○
事業者が行う安全衛生施設の整備等に関する国の援助 安106 ○ ○
疫学的調査等 安108の２ ○ ○

（基は労働基準法、安は労働安全衛生法の略）
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　齊藤　今回は、派遣労働者の健康管
理ということで、派遣会社の産業医を
長い間やっていらっしゃる濱本先生に
おうかがいいたします。
　今、雇用形態が変わってきて、正社
員ではない人が増えているのですね。
　濱本　そうですね。
　齊藤　そういった方々の健康管理も
非常に重要だということでしょうか。
　濱本　はい。これは労働安全衛生法
で決められていますし、派遣法でも派
遣労働者の健康管理をきちっとすると
いうことは明文化されています（表）。
派遣元といって、私が産業医をしてい
る会社、あるい派遣社員が就業してい
る派遣先の企業に対してどういうこと
が求められているか、法律できちんと
決まっています。その法律に基づいて
対処しています。
　齊藤　派遣社員の方の健康管理は第
一義的には派遣している元の会社とい
うことでいいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうしますと、派遣先のほう

の健康管理担当者は、派遣会社の健康
管理とコンタクトを取りながらという
ことなのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　それがしっかり管理されてい
ればよいということでしょうか。
　濱本　はい。ところが、実際問題、
派遣元と派遣先がうまく連係プレーで
きるかどうかというのは、なかなか難
しいところがあるようです。
　齊藤　そうでしょうね。第一義的に
は派遣元がしっかりやっていただくと
いうことですね。
　濱本　はい。
　齊藤　健康管理はいわゆる正社員と
全く同じと考えていいのでしょうか。
　濱本　そうです。
　齊藤　そうなると、健康診断等を行
うと、労働基準監督署に報告などがあ
りますけれども、それも。
　濱本　きちんと提出しています。労
働基準監督署が言われることは、健康
診断のやりっ放しはいけない。健康診
断を実施したあと、異常のない人は全

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

丸の内トラストタワークリニック院長
濱　本　恒　男

（聞き手　齊藤郁夫）

派遣労働者健診

表　派遣労働者の安全衛生管理のポイント
項　　　目 根拠条文 派遣先 派遣元

労働時間 基32～32の５ ○
休日の管理 基35 ○
時間外および休日の労働の管理（※三六協定の締結・届出は派遣元が行う） 基36 ○
時間外、休日および深夜の割増賃金 基37 ○
年次有給休暇 基39 ○
職場における安全衛生を確保する事業主の責務 安３ ○ ○
事業主等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 安４ ○ ○
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 安９ ○ ○
総括安全衛生管理者の選任等 安10 ○ ○
安全管理者の選任等 安11 ○
衛生管理者の選任等 安12 ○ ○
安全衛生推進者の選任等 安12の２ ○ ○
産業医の選任等 安13 ○ ○
作業主任者の選任等 安14 ○
統括安全衛生責任者の選任等 安15 ○
元方安全衛生管理者の選任等 安15の２ ○
安全委員会の設置等 安17 ○
衛生委員会の設置等 安18 ○ ○
安全管理者等に対する能力向上教育等 安19の２ ○ ○
労働者の危険または健康障害を防止するための措置 安22～36 ○
※危険性・有害性の調査 安28の２ ○
※製造業等の元方事業者の講ずべき措置 安30の２ ○
定期自主検査 安45 ○
安全衛生教育（雇い入れ時） 安59第１項 ○
安全衛生教育（作業内容変更時） 安59第２項 ○ ○
安全衛生教育（危険有害業務就業時） 安59第３項 ○
安全衛生教育（危険有害業務従事者） 安59第３項 ○ ○
職長教育 安60 ○
就業制限 安61 ○
中高年齢者等についての配慮 安62 ○ ○
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 安63 ○ ○
作業環境測定 安65 ○
作業環境測定の評価等 安65の２ ○
作業の管理 安65の３ ○
作業時間の制限 安65の４ ○
一般定期健康診断 安66第１項 ○
特殊健康診断 安66第２項 ○
一般定期健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
特殊健康診断についての意見聴取 安66の４ ○
健康診断（健康診断の結果に基づく作業転換等の措置） 安66の５ ○ ○
一般定期健康診断の結果通知 安66の６ ○
特殊健康診断の結果通知 安66の６ ○
医師等による保健指導 安66の７ ○
※医師の面接指導等 安66の８ ○

安66の９ ○
病者の就業禁止 安68 ○
健康の保持増進のための措置 安69 ○ ○
健康教育等 安69 ○ ○
体育活動等についての便宜供与等 安70 ○ ○
安全衛生改善計画等 安78 ○
機械等の設置、移転に係る計画の届け出、審査等 安88 ○
申告を理由とする不利益取り扱い禁止 安97 ○ ○
使用停止命令等 安98 ○
報告等 安100 ○ ○
法令の周知 安101 ○ ○
書類の保存等 安103 ○ ○
事業者が行う安全衛生施設の整備等に関する国の援助 安106 ○ ○
疫学的調査等 安108の２ ○ ○

（基は労働基準法、安は労働安全衛生法の略）
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然問題ないと思いますけれども、どう
いうふうに産業医がそれに対して、き
ちっとフォローをするか。問題があっ
た人をきちっと見て、事後措置をして
いるかということが重要です。
　齊藤　通常の産業医ですと、同じ会
社内に社員さんがいるので、そこで面
接などをやるのでしょうけれども、先
生の場合、ちょっと遠いですね。
　濱本　そうなのです。そこが非常に
難しくて、我々も苦労しています。本
当に健診結果の悪い人が、例えばの話、
非常に強い貧血があり、ヘモグロビン
値が5.0あるとか、あるいは胸部レント
ゲンで結核の疑いが強い人とかの場合
は、派遣元の会社の健康管理室があり
まして、そこからその担当者に電話し
てから、あるいは、営業担当者から前
もって電話してもらいます。僕が直接
したらびっくりするから、誰かを通し
て電話してもらって、僕につないでも
らって話をしています。産業医が直接
本人と話をするというやり方が一番多
いのです。これは緊急を要する場合で
す。
　それ以外に、気になる人がいたら、
営業担当者に、その人はその後、再検
査を受けたかどうかということのフォ
ローアップシートをつくらせまして、
例えば札幌の派遣社員の人で、異常が
あった人はどうなりましたかと聞いた
ら、個人情報ですから、それをきちっ
と書いて産業医の僕のところに来るシ

ステムをつくり上げて、やり取りして
います。
　齊藤　例えば、血圧が高かったとか、
あるいは血糖値が非常に高かったとい
う場合、医療機関に行っていただかな
いといけないわけですね。その流れも
今のようなかたちで。
　濱本　行ったかどうかということを
確認しています。別にそこに行ったか
らといって、高血圧があるとか、血糖
値が高く糖尿病があったから、勤務し
たらだめということはないわけです。
我々としては、その人が元気になって
もらって、きちっと治療しているかど
うかという確認だけですので、「わか
りました。これからも治療を続けてく
ださい」ということで、その後もずっ
と経時的に経過を見ています。
　齊藤　先生の会社はたくさんの社員
がいますね。
　濱本　派遣労働者の登録で、40万～
50万人います。実際に派遣に行ってい
る人は４万～５万人います。でも、派
遣法で絶対健康診断を実施しないとい
けない人は限られてきますので、きち
んと健診を実施させるようにしていま
す。例えば、１～２日とか、パートで
働く人は、健康診断は受けたほうがい
いのですけれども、受診しなければな
らないという義務のない人もいますか
ら、実際受けているのは現時点では
３万人ぐらいの人が全国で受けていら
っしゃると思います。

　齊藤　たいへんな数ですね。
　濱本　各地の産業医と連係プレーを
しながら、事後処理したり、その後ど
うなっているかということを、健康管
理室に職員を置いてチェックさせてい
ます。
　齊藤　先ほど派遣先の会社の産業医、
あるいはそこの総務とか人事とのやり
取りとおっしゃったのですけれども、
派遣先の会社としては、派遣元会社に
健康管理ができているかという問い合
わせは。
　濱本　来ます。そのときには産業医
として、個人情報のことがあるから、
全部のことは書かないですけれども、
必要最小限の情報を与えています。ど
うしても全部の情報を出さなければな
らないときがあるのですが、そのとき
は派遣社員本人に「出してもいいです
か」と承諾をもらって提出します。普
通の場合、派遣先に提出するのは、A
さん、Bさん、Cさん、この３人はいつ
いつの健康診断で問題なかったから、
勤務に支障はありませんという診断書
を提出します。
　齊藤　そうしますと、それをもらっ
た会社としては安心して働いていただ
ける。また、逆にいえば、派遣労働者
が働く場を確保するうえでも重要だと
いうことでしょうか。
　濱本　非常に重要だと思います。
　齊藤　健診を受けていないと、具合
が悪いということですね。

　濱本　健診を受けてなくて、万が一
何か、例えばどこかの社員が、結核が
その職場で発生したとしたら、うちか
ら派遣されている人たちは大丈夫です
かと。健診を受けていれば、「何月何
日の胸部レントゲン等は異常なかった
から、多分それからして問題ないと思
います」と言えますけれども、受けて
いなかったら、すぐ検査などして、「大
丈夫でした」ということを言わないと
だめでしょうから、やはり受けている
ことが前提になってくるだろうと思い
ます。
　結核だけではなくて、問題になるの
は、派遣された就業先で、意識消失発
作を起こしたとか、てんかん発作を起
こしたとか、あるいは精神的な問題を
起こすということは、健診を受けてい
ても起こることがあります。しかし、
健診を受診していなかったら、「それ
は大丈夫だったのか」と聞かれた場合
に、派遣先のほうに情報を与えること
ができませんので、たいへん困ってし
まいます。
　齊藤　ベースラインですね。今、メ
ンタルの不調に対する健診が話題にな
っていますけれども、この辺もたいへ
んでしょうね。
　濱本　たいへんです。今までのやり
方で実践して問題になるのは、失礼な
言い方かもしれないけれども、会社に
は説明せず働いている人もいらっしゃ
るだろうし、別にメンタルがあったか
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然問題ないと思いますけれども、どう
いうふうに産業医がそれに対して、き
ちっとフォローをするか。問題があっ
た人をきちっと見て、事後措置をして
いるかということが重要です。
　齊藤　通常の産業医ですと、同じ会
社内に社員さんがいるので、そこで面
接などをやるのでしょうけれども、先
生の場合、ちょっと遠いですね。
　濱本　そうなのです。そこが非常に
難しくて、我々も苦労しています。本
当に健診結果の悪い人が、例えばの話、
非常に強い貧血があり、ヘモグロビン
値が5.0あるとか、あるいは胸部レント
ゲンで結核の疑いが強い人とかの場合
は、派遣元の会社の健康管理室があり
まして、そこからその担当者に電話し
てから、あるいは、営業担当者から前
もって電話してもらいます。僕が直接
したらびっくりするから、誰かを通し
て電話してもらって、僕につないでも
らって話をしています。産業医が直接
本人と話をするというやり方が一番多
いのです。これは緊急を要する場合で
す。
　それ以外に、気になる人がいたら、
営業担当者に、その人はその後、再検
査を受けたかどうかということのフォ
ローアップシートをつくらせまして、
例えば札幌の派遣社員の人で、異常が
あった人はどうなりましたかと聞いた
ら、個人情報ですから、それをきちっ
と書いて産業医の僕のところに来るシ

ステムをつくり上げて、やり取りして
います。
　齊藤　例えば、血圧が高かったとか、
あるいは血糖値が非常に高かったとい
う場合、医療機関に行っていただかな
いといけないわけですね。その流れも
今のようなかたちで。
　濱本　行ったかどうかということを
確認しています。別にそこに行ったか
らといって、高血圧があるとか、血糖
値が高く糖尿病があったから、勤務し
たらだめということはないわけです。
我々としては、その人が元気になって
もらって、きちっと治療しているかど
うかという確認だけですので、「わか
りました。これからも治療を続けてく
ださい」ということで、その後もずっ
と経時的に経過を見ています。
　齊藤　先生の会社はたくさんの社員
がいますね。
　濱本　派遣労働者の登録で、40万～
50万人います。実際に派遣に行ってい
る人は４万～５万人います。でも、派
遣法で絶対健康診断を実施しないとい
けない人は限られてきますので、きち
んと健診を実施させるようにしていま
す。例えば、１～２日とか、パートで
働く人は、健康診断は受けたほうがい
いのですけれども、受診しなければな
らないという義務のない人もいますか
ら、実際受けているのは現時点では
３万人ぐらいの人が全国で受けていら
っしゃると思います。

　齊藤　たいへんな数ですね。
　濱本　各地の産業医と連係プレーを
しながら、事後処理したり、その後ど
うなっているかということを、健康管
理室に職員を置いてチェックさせてい
ます。
　齊藤　先ほど派遣先の会社の産業医、
あるいはそこの総務とか人事とのやり
取りとおっしゃったのですけれども、
派遣先の会社としては、派遣元会社に
健康管理ができているかという問い合
わせは。
　濱本　来ます。そのときには産業医
として、個人情報のことがあるから、
全部のことは書かないですけれども、
必要最小限の情報を与えています。ど
うしても全部の情報を出さなければな
らないときがあるのですが、そのとき
は派遣社員本人に「出してもいいです
か」と承諾をもらって提出します。普
通の場合、派遣先に提出するのは、A
さん、Bさん、Cさん、この３人はいつ
いつの健康診断で問題なかったから、
勤務に支障はありませんという診断書
を提出します。
　齊藤　そうしますと、それをもらっ
た会社としては安心して働いていただ
ける。また、逆にいえば、派遣労働者
が働く場を確保するうえでも重要だと
いうことでしょうか。
　濱本　非常に重要だと思います。
　齊藤　健診を受けていないと、具合
が悪いということですね。

　濱本　健診を受けてなくて、万が一
何か、例えばどこかの社員が、結核が
その職場で発生したとしたら、うちか
ら派遣されている人たちは大丈夫です
かと。健診を受けていれば、「何月何
日の胸部レントゲン等は異常なかった
から、多分それからして問題ないと思
います」と言えますけれども、受けて
いなかったら、すぐ検査などして、「大
丈夫でした」ということを言わないと
だめでしょうから、やはり受けている
ことが前提になってくるだろうと思い
ます。
　結核だけではなくて、問題になるの
は、派遣された就業先で、意識消失発
作を起こしたとか、てんかん発作を起
こしたとか、あるいは精神的な問題を
起こすということは、健診を受けてい
ても起こることがあります。しかし、
健診を受診していなかったら、「それ
は大丈夫だったのか」と聞かれた場合
に、派遣先のほうに情報を与えること
ができませんので、たいへん困ってし
まいます。
　齊藤　ベースラインですね。今、メ
ンタルの不調に対する健診が話題にな
っていますけれども、この辺もたいへ
んでしょうね。
　濱本　たいへんです。今までのやり
方で実践して問題になるのは、失礼な
言い方かもしれないけれども、会社に
は説明せず働いている人もいらっしゃ
るだろうし、別にメンタルがあったか
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確認することにしています。それを基
にすれば、それをデータベースとして、
派遣元として対応することができます。
　齊藤　派遣労働者の健康管理は、非
常にたいへんですけれども、きっちり
やられているということですね。

　濱本　派遣労働者の地位向上のため
にも、もっときちっとやらないとだめ
なことがいっぱいあるのですけれども、
努力して頑張ります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

らといっても、きちっと治療していれ
ば働ける人もいるので、そこを派遣元
が把握していないときに、例えば相手
側の企業に行ったときに、問題が発生
してしまう事例が出てくるのです。
　派遣先のほうから相談が来たときに、
この前もあったのですけれども、我々
としては働いている人をどうするかと
いったことに対応しなければなりませ
ん。労働安全衛生法のこともあります
けれども、労働契約法というものもあ
るはずですので、そこで派遣元として
は労働者が健康で、かつ元気で働ける
ということを確保しておかなければい
けない。安全配慮義務を考えて、対応
しています。
　そのことを守るために、よく話をす
るのですけれども、安全配慮義務があ
るから、今はこういう状況だから通常
勤務は不適当ですよと、説得しなけれ
ばならないのです。直接産業医が問題
をかかえた派遣社員と話をして、「こ
れがあるから、そのようなことはちょ
っとやめてください」ということで出
ていく場合もあるし、相手の企業に対
してもいろいろな情報を与えて、「す
みませんでした」と謝ることもいっぱ
いあります。
　齊藤　受け持ちの社員が多いという
こともあるし、場所が、多くの方の場
合は離れているということがあります
から、先生がそこのコンタクトを取る
のはたいへんでしょうね。

　濱本　直接話ができないことも多く
あります。全国各地の主要拠点の産業
医の先生とは仲間ですから、何回か会
って意思疎通していますので、すぐに
面会できないときには、現地の先生に
面談してもらうなどということでお願
いして、それぞれの先生とチームワー
クでやっています。
　齊藤　健診を受ける場所というのも
全国にあるということですか。
　濱本　派遣労働者の派遣健保という
健康保険組合があります。100を超え
る派遣会社が集まった健康保険組合が
ありますから、そこが指定した病院が
全国に散らばって、1,000を超えるぐら
いあると思います。その中から選択し
たところで受けられるようになってい
ますから、それに関しては全国でいつ
でも受けられるようになっており、問
題はないと思います。
　齊藤　そのデータが先生のほうに入
ってくるわけですか。
　濱本　はい。そういうシステムにし
ています。できるだけ健診データを集
めています。例えば、健診を受けると、
女性にとっては、被ばくの問題とか、
かかりつけの先生の関係などがありま
す。今度新しく就業することになった
人に対しては、最近、地元の市民健診
とか区民健診を受けたとか、あるいは
夫の会社で健康診断を受けたというデ
ータがあるとしたら、任意でそのコピ
ーあるいは原本を提出していただき、
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確認することにしています。それを基
にすれば、それをデータベースとして、
派遣元として対応することができます。
　齊藤　派遣労働者の健康管理は、非
常にたいへんですけれども、きっちり
やられているということですね。

　濱本　派遣労働者の地位向上のため
にも、もっときちっとやらないとだめ
なことがいっぱいあるのですけれども、
努力して頑張ります。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

らといっても、きちっと治療していれ
ば働ける人もいるので、そこを派遣元
が把握していないときに、例えば相手
側の企業に行ったときに、問題が発生
してしまう事例が出てくるのです。
　派遣先のほうから相談が来たときに、
この前もあったのですけれども、我々
としては働いている人をどうするかと
いったことに対応しなければなりませ
ん。労働安全衛生法のこともあります
けれども、労働契約法というものもあ
るはずですので、そこで派遣元として
は労働者が健康で、かつ元気で働ける
ということを確保しておかなければい
けない。安全配慮義務を考えて、対応
しています。
　そのことを守るために、よく話をす
るのですけれども、安全配慮義務があ
るから、今はこういう状況だから通常
勤務は不適当ですよと、説得しなけれ
ばならないのです。直接産業医が問題
をかかえた派遣社員と話をして、「こ
れがあるから、そのようなことはちょ
っとやめてください」ということで出
ていく場合もあるし、相手の企業に対
してもいろいろな情報を与えて、「す
みませんでした」と謝ることもいっぱ
いあります。
　齊藤　受け持ちの社員が多いという
こともあるし、場所が、多くの方の場
合は離れているということがあります
から、先生がそこのコンタクトを取る
のはたいへんでしょうね。

　濱本　直接話ができないことも多く
あります。全国各地の主要拠点の産業
医の先生とは仲間ですから、何回か会
って意思疎通していますので、すぐに
面会できないときには、現地の先生に
面談してもらうなどということでお願
いして、それぞれの先生とチームワー
クでやっています。
　齊藤　健診を受ける場所というのも
全国にあるということですか。
　濱本　派遣労働者の派遣健保という
健康保険組合があります。100を超え
る派遣会社が集まった健康保険組合が
ありますから、そこが指定した病院が
全国に散らばって、1,000を超えるぐら
いあると思います。その中から選択し
たところで受けられるようになってい
ますから、それに関しては全国でいつ
でも受けられるようになっており、問
題はないと思います。
　齊藤　そのデータが先生のほうに入
ってくるわけですか。
　濱本　はい。そういうシステムにし
ています。できるだけ健診データを集
めています。例えば、健診を受けると、
女性にとっては、被ばくの問題とか、
かかりつけの先生の関係などがありま
す。今度新しく就業することになった
人に対しては、最近、地元の市民健診
とか区民健診を受けたとか、あるいは
夫の会社で健康診断を受けたというデ
ータがあるとしたら、任意でそのコピ
ーあるいは原本を提出していただき、
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　齊藤　今、原発の事故等々で皆さん
ご心配だと思いますし、開業された先
生でも、産業医をやっていて、いわゆ
る放射線健診をやっていらっしゃる方
がいると思うので、電離放射線健診に
ついて基本的なことをおうかがいしよ
うと思います。
　今、日本でこの健診を受けている方
はどのぐらいいらっしゃるのですか。
　林　平成22年の厚生労働省の調査で
は27万5,000人ぐらいの方が受けられて
います。
　齊藤　放射線と関係するということ
で、職業としてはどういったところの
人が多いのでしょうか。
　林　多いのは、まず原子力関係で働
く方、あとは工場等で、放射線で検査
をする方、あと病院の放射線技師さん
とかドクター、あとは研究所で放射線
とかアイソトープを使われる方になる
かと思います。
　齊藤　今、原発事故周辺でのいろい
ろな作業等々にかかわっている人が増
えていますが、そういった方もやり出

していますか。
　林　必ずこの健診を受けないと、放
射線管理区域、特に原子力発電所等で
は仕事ができません。それを受けてい
ないと入域できないというかたちにな
っています。
　齊藤　具体的にはどういうことをや
るのでしょうか。
　林　まず必要なものは、放射線に関
する被ばくの問診になります。また、
それの評価ということ、どのぐらい線
量を受けているかということです。検
査としましては、白血球の数とか白血
球百分率、それから赤血球数、ヘマト
クリットとか血色素量、白内障の目の
検査、皮膚の検査というものが健診項
目になっています。
　齊藤　最初の重要な被ばく量ですが、
これはどういう基準があるのでしょう
か。
　林　これについては、電離放射線障
害防止規則（電離則）等で、働く方が
受ける被ばく線量というのは５年間で
100ミリシーベルトで、どの１年も50

ミリシーベルトを超えない、というこ
とになっています。ただ、緊急時につ
きましては、従来は100ミリシーベル
トが限度でしたが、今回、福島につい
ては、平成23年の12月までは250ミリ
シーベルトまでと一時的に引き上げら
れました。
　齊藤　そこが上限ということですね。
　林　そうですね。
　齊藤　放射線の健診は、まずは、配
置前にやり、その後は、被ばく線量が
ポイントになりますか。
　林　まず被ばく線量をきちんと健診
の時点で把握していただくというのが
重要で、これは例えば放射線の作業を
している方には必ずフィルムバッジと
か、線量を測定する機器を装置します
ので、必ず健診時にはどのくらいの被
ばく線量を受けているか、また目とか
皮膚にどのくらいの線量があるか、全
身でどれくらい線量を受けているかと
いうことがわかります。
　放射線の影響としては、皮膚とか目
とか、あと血液に関しては、閾値とい
うものがあります。要するに、これ以
上被ばくすると変化が出てくるという
ものですが、それを超えるということ
は通常はないわけですけれども、それ
を確認していただくことが、まず放射
線の管理がきちんとなされているかど
うかということを見るために重要だと
思っています。
　齊藤　被ばくの閾値ということがあ

りましたけれども、白血球の検査をや
って、明らかに影響を受けるだろうと
いうポイントはどのぐらいの数なので
しょうか。
　林　500ミリシーベルト以上で白血
球が変化するといわれていますが、250
ミリシーベルト以下では変化がないと
いわれています。
　齊藤　ということは、ベースライン、
それから６カ月以後で健診をして、変
化があった場合も、今の閾値を。
　林　超えていなければ、それは放射
線による影響ではないと考えておりま
す。
　齊藤　閾値が非常に重要ですね。目
のほうはどうなのでしょうか。
　林　目については、急性の被ばくに
ついては２シーベルト、2,000ミリシ
ーベルトです。あと、慢性的な間欠的
な被ばくについては、５シーベルト、
5,000ミリシーベルトというふうにいわ
れていました。ですから、かなりの線
量を受けたときに起こりうる。それか
ら、被ばくしたあと、かなり年数がた
って起こってくるという変化なので、
被ばくしてすぐに起こる変化ではない
ということも知っておくことが必要か
と思います。
　ただ、最近、目の白内障の閾値はも
っと低いのだという議論も若干出てき
ています。
　齊藤　白内障の検査は眼科の先生に
お願いすることが多いのでしょうか。

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

日立健康管理センター副センター長
林　　剛　司

（聞き手　齊藤郁夫）

電離放射線健診
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　齊藤　今、原発の事故等々で皆さん
ご心配だと思いますし、開業された先
生でも、産業医をやっていて、いわゆ
る放射線健診をやっていらっしゃる方
がいると思うので、電離放射線健診に
ついて基本的なことをおうかがいしよ
うと思います。
　今、日本でこの健診を受けている方
はどのぐらいいらっしゃるのですか。
　林　平成22年の厚生労働省の調査で
は27万5,000人ぐらいの方が受けられて
います。
　齊藤　放射線と関係するということ
で、職業としてはどういったところの
人が多いのでしょうか。
　林　多いのは、まず原子力関係で働
く方、あとは工場等で、放射線で検査
をする方、あと病院の放射線技師さん
とかドクター、あとは研究所で放射線
とかアイソトープを使われる方になる
かと思います。
　齊藤　今、原発事故周辺でのいろい
ろな作業等々にかかわっている人が増
えていますが、そういった方もやり出

していますか。
　林　必ずこの健診を受けないと、放
射線管理区域、特に原子力発電所等で
は仕事ができません。それを受けてい
ないと入域できないというかたちにな
っています。
　齊藤　具体的にはどういうことをや
るのでしょうか。
　林　まず必要なものは、放射線に関
する被ばくの問診になります。また、
それの評価ということ、どのぐらい線
量を受けているかということです。検
査としましては、白血球の数とか白血
球百分率、それから赤血球数、ヘマト
クリットとか血色素量、白内障の目の
検査、皮膚の検査というものが健診項
目になっています。
　齊藤　最初の重要な被ばく量ですが、
これはどういう基準があるのでしょう
か。
　林　これについては、電離放射線障
害防止規則（電離則）等で、働く方が
受ける被ばく線量というのは５年間で
100ミリシーベルトで、どの１年も50

ミリシーベルトを超えない、というこ
とになっています。ただ、緊急時につ
きましては、従来は100ミリシーベル
トが限度でしたが、今回、福島につい
ては、平成23年の12月までは250ミリ
シーベルトまでと一時的に引き上げら
れました。
　齊藤　そこが上限ということですね。
　林　そうですね。
　齊藤　放射線の健診は、まずは、配
置前にやり、その後は、被ばく線量が
ポイントになりますか。
　林　まず被ばく線量をきちんと健診
の時点で把握していただくというのが
重要で、これは例えば放射線の作業を
している方には必ずフィルムバッジと
か、線量を測定する機器を装置します
ので、必ず健診時にはどのくらいの被
ばく線量を受けているか、また目とか
皮膚にどのくらいの線量があるか、全
身でどれくらい線量を受けているかと
いうことがわかります。
　放射線の影響としては、皮膚とか目
とか、あと血液に関しては、閾値とい
うものがあります。要するに、これ以
上被ばくすると変化が出てくるという
ものですが、それを超えるということ
は通常はないわけですけれども、それ
を確認していただくことが、まず放射
線の管理がきちんとなされているかど
うかということを見るために重要だと
思っています。
　齊藤　被ばくの閾値ということがあ

りましたけれども、白血球の検査をや
って、明らかに影響を受けるだろうと
いうポイントはどのぐらいの数なので
しょうか。
　林　500ミリシーベルト以上で白血
球が変化するといわれていますが、250
ミリシーベルト以下では変化がないと
いわれています。
　齊藤　ということは、ベースライン、
それから６カ月以後で健診をして、変
化があった場合も、今の閾値を。
　林　超えていなければ、それは放射
線による影響ではないと考えておりま
す。
　齊藤　閾値が非常に重要ですね。目
のほうはどうなのでしょうか。
　林　目については、急性の被ばくに
ついては２シーベルト、2,000ミリシ
ーベルトです。あと、慢性的な間欠的
な被ばくについては、５シーベルト、
5,000ミリシーベルトというふうにいわ
れていました。ですから、かなりの線
量を受けたときに起こりうる。それか
ら、被ばくしたあと、かなり年数がた
って起こってくるという変化なので、
被ばくしてすぐに起こる変化ではない
ということも知っておくことが必要か
と思います。
　ただ、最近、目の白内障の閾値はも
っと低いのだという議論も若干出てき
ています。
　齊藤　白内障の検査は眼科の先生に
お願いすることが多いのでしょうか。

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

日立健康管理センター副センター長
林　　剛　司

（聞き手　齊藤郁夫）

電離放射線健診
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　林　いいえ。白内障が起こるのは、
放射線の線量と、もう一つは放射線の
種類によります。ですから、基本的に
は中性子で白内障が起こりやすいとい
うことになっています。それ以外の線
種の場合にはなかなか起こりにくいの
で、省略することも可能な場合があり
ます。ただ、通常は眼科で検査されて
おらず、症状があったような場合に眼
科で検査という場合が多いかと思いま
す。
　齊藤　たまたま変化があった場合、
労災という話もありうると思うのです
けれども、それには基準があるのでし
ょうか。
　林　労災については、国で通達が出
ていまして、ちょっと古いのですけれ
ども、昭和51年に出ました「基発810号」
という通達があります。そこの中で、
急性も慢性も、それから白血病とか悪
性腫瘍についての基準が書かれていま
す。
　齊藤　白血病にはどういう基準があ
るのでしょうか。
　林　最近、白血病の基準としては、
被ばく線量が年間５ミリシーベルトを
超えているということ、それから被ば
くしたあと、１年以上経過しているこ
と。リンパ球性か骨髄球性であるとい
うことが必要になっています。ただ、
平成22年から多発性骨髄腫と悪性リン
パ腫のうちの非ホジキンが追加される
ということになっています。

　齊藤　先ほど閾値の250ミリシーベ
ルトですか、それと白血病関係で５ミ
リシーベルトですか、ちょっとけたが
違いますけれども、この辺は。
　林　この辺がよく誤解されると思う
のですけれども、白血病が起こってし
まいますと、それが放射線による白血
病か、そうではない白血病かというの
は区別がつきません。５ミリシーベル
トというのは、自然から受ける放射線
の線量が、現在は2.4～2.6ミリシーベ
ルトぐらいといわれています。通達が
できた昭和51年ごろは年間５ミリシー
ベルトぐらいといわれていて、それを
超えたら労災として認めましょうとい
うような、救済するような労災基準だ
ということです。ですから、５ミリシ
ーベルトといいますと、例えば胃の透
視とかCTをやれば軽く超えてしまう
わけで、非常に少ないところが基準と
なっています。
　齊藤　そういうことで、労災の基準
もあるということですね。放射線健診
はしっかり行っていかないといけない
ということですけれども、自覚症状、
他覚症状のポイントはどうでしょうか。
　林　これについては、国でも基本的
な問診項目というものが平成13年の基
発第18号という中に出ています。その
中で、目の症状とか消化器症状という
ことを聞くことになっています。
　齊藤　そういったものを押さえてい
くわけですけれども、ただ、基本的に

は、先ほどありましたように、被ばく
量に制限がありますから、それを超え
ることはまずないということでしょう
か。
　林　はい。超えるのは事故のような
ときということになります。ですから、
健診としては、将来もし被ばくしたと
きに、このときには問題がなかった、
それ以降に起こったということがわか
るということも、健診としては重要な
ことかなと思っています。
　齊藤　その人の歴史を押さえていく
ということですかね。

　林　はい。
　齊藤　最近の福島の事故後の作業に
従事する方も同様ということでしょう
か。
　林　除染作業をされる方も線量は限
度が決まっていますので、その中で放
射線をまず管理すること、線量管理が
一番重要だと思っています。
　齊藤　今のパニック様のものは少し
行き過ぎということなのでしょうか。
　林　そのように思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　林　いいえ。白内障が起こるのは、
放射線の線量と、もう一つは放射線の
種類によります。ですから、基本的に
は中性子で白内障が起こりやすいとい
うことになっています。それ以外の線
種の場合にはなかなか起こりにくいの
で、省略することも可能な場合があり
ます。ただ、通常は眼科で検査されて
おらず、症状があったような場合に眼
科で検査という場合が多いかと思いま
す。
　齊藤　たまたま変化があった場合、
労災という話もありうると思うのです
けれども、それには基準があるのでし
ょうか。
　林　労災については、国で通達が出
ていまして、ちょっと古いのですけれ
ども、昭和51年に出ました「基発810号」
という通達があります。そこの中で、
急性も慢性も、それから白血病とか悪
性腫瘍についての基準が書かれていま
す。
　齊藤　白血病にはどういう基準があ
るのでしょうか。
　林　最近、白血病の基準としては、
被ばく線量が年間５ミリシーベルトを
超えているということ、それから被ば
くしたあと、１年以上経過しているこ
と。リンパ球性か骨髄球性であるとい
うことが必要になっています。ただ、
平成22年から多発性骨髄腫と悪性リン
パ腫のうちの非ホジキンが追加される
ということになっています。

　齊藤　先ほど閾値の250ミリシーベ
ルトですか、それと白血病関係で５ミ
リシーベルトですか、ちょっとけたが
違いますけれども、この辺は。
　林　この辺がよく誤解されると思う
のですけれども、白血病が起こってし
まいますと、それが放射線による白血
病か、そうではない白血病かというの
は区別がつきません。５ミリシーベル
トというのは、自然から受ける放射線
の線量が、現在は2.4～2.6ミリシーベ
ルトぐらいといわれています。通達が
できた昭和51年ごろは年間５ミリシー
ベルトぐらいといわれていて、それを
超えたら労災として認めましょうとい
うような、救済するような労災基準だ
ということです。ですから、５ミリシ
ーベルトといいますと、例えば胃の透
視とかCTをやれば軽く超えてしまう
わけで、非常に少ないところが基準と
なっています。
　齊藤　そういうことで、労災の基準
もあるということですね。放射線健診
はしっかり行っていかないといけない
ということですけれども、自覚症状、
他覚症状のポイントはどうでしょうか。
　林　これについては、国でも基本的
な問診項目というものが平成13年の基
発第18号という中に出ています。その
中で、目の症状とか消化器症状という
ことを聞くことになっています。
　齊藤　そういったものを押さえてい
くわけですけれども、ただ、基本的に

は、先ほどありましたように、被ばく
量に制限がありますから、それを超え
ることはまずないということでしょう
か。
　林　はい。超えるのは事故のような
ときということになります。ですから、
健診としては、将来もし被ばくしたと
きに、このときには問題がなかった、
それ以降に起こったということがわか
るということも、健診としては重要な
ことかなと思っています。
　齊藤　その人の歴史を押さえていく
ということですかね。

　林　はい。
　齊藤　最近の福島の事故後の作業に
従事する方も同様ということでしょう
か。
　林　除染作業をされる方も線量は限
度が決まっていますので、その中で放
射線をまず管理すること、線量管理が
一番重要だと思っています。
　齊藤　今のパニック様のものは少し
行き過ぎということなのでしょうか。
　林　そのように思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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　大西　がん検診についていろいろお
うかがいしたいと思います。
　まず、がん検診の重要性からお話し
いただけますでしょうか。
　杉野　今、厚生労働省が発表してい
るわが国の死亡の原因の第一はがん
（悪性新生物）です。その数は、第２位、
第３位の心疾患と脳血管疾患を合わせ
た数とほぼ同等ですので、がんによる
死亡が多いということがいえます。
　がんの中でも、特に消化器、すなわ
ち消化管あるいは肝臓が非常に多い。
さらに、消化器の中でも、消化管、す
なわち食道、胃、大腸が非常に多いと
いうことがいえます。そういうわけで、
消化管の検診というのは非常に重要で
す。
　特に最近死亡数が増えているのは大
腸がんです。大腸がんは、男性と女性
に分けて死亡数を見ますと、女性では
最近はがん死亡の臓器の中のトップに
なっています。
　大西　日本のがんの状況も非常に変
わってきているということですね。

　杉野　変わってきています。
　大西　特に消化器系のがんが非常に
多くて重要だということですね。
　杉野　そうです。
　大西　代表的な消化器がんについて
おうかがいしたいのですが、まず食道
がんの検診のことからおうかがいした
いのですが。
　杉野　食道がんの検診の方法として、
X線と内視鏡の２つが今のところ主に
使われております。特に最近は内視鏡
が非常に進歩いたしまして、内視鏡で
見つかる食道がんは助かるものが非常
に増えてきました。その理由は、装置
が非常によくなったとか、あるいは観
察法が非常に進歩したからです。特に、
ヨード染色といいまして、ヨードをか
けると食道がんのところだけが染まら
ず、染まっている正常の食道の上皮 
（扁平上皮）と容易に判別できるので
非常によくわかります。
　また、数年前から特殊光による観察
が用いられるようになりました。これ
はNBI（narrow band imaging、オリン

パス）に代表されますが、狭い領域の
波長だけを強調して観察することによ
って上皮内や上皮下の毛細血管や上皮
の微細な模様を観察できる装置ができ
ています。そうしますと、凹凸差のな
いがんも、周囲の正常な部分と違って
見えるようになり、よくわかるように
なってきました。
　X線でも最近、デジタル化が進んで
まいりまして、例えば連続で撮影する
と、微細な病変も診断が可能となり、
救命できるようなものが発見できるよ
うになってきております。
　大西　食道がんの患者さんといいま
すと、多くは大酒飲みであったり、た
ばこを吸われる男の方が多いと思うの
ですけれども、特にどういう方々に食
道がんの検診をお勧めしますか。
　杉野　日本人の食道がんは欧米の
人々と違っています。欧米人の食道が
んは、腺がんといいまして、胃とか大
腸の粘膜と同じようながんが多い。そ
れに対して、日本人の食道がんは皮膚
と同じ扁平上皮、本来の食道の上皮か
ら出るがんが過半を占めます。この点
が欧米と違うところです。食道の扁平
上皮がんは、お酒を飲んで顔が赤くな
るような人の場合にできやすいといわ
れています。これは、アルコールの分
解酵素の欠如が理由と考えられていま
す。
　一方の食道の腺がんについては、日
本人にも増加してきました。多くの原

因は胃から食道への逆流によって、炎
症が起こり、扁平上皮が腺上皮に置き
換わり、そこの粘膜（バレット上皮）
からがんが発生するので、けっこう増
えてきています。わが国ではこの両方
を検査していかなければなりません。
　大西　最近は内視鏡の進歩により、
非常に早期で見つかって、内視鏡的治
療ができるケースが増えていますね。
　杉野　はい。早期に発見できれば、
内視鏡で切除ができ、予後も術後の
QOLも良好です。まとめますと、日本
では食道がんの危険因子としましては、
50歳以上の男性で、アルコール、喫煙
の習慣があり、特にアルコールでは、
アルコール分解酵素が欠如、お酒を飲
むと顔が赤くなるような方は危険群で
す。それともう一つは、同じ扁平上皮
の咽頭とか喉頭とか、そういった部位
にがんの既往がある方は注意しなけれ
ばなりません。
　大西　やはり検査としては内視鏡で
すか。
　杉野　そうですね。それが一番だと
思います。
　大西　楽な検査というので、経鼻の
内視鏡を検診で導入される場合もあり
ますけれども、食道がんを観察するう
えではいかがですか。
　杉野　私は内視鏡検査もやっており
ますが、まだ経鼻内視鏡は経口の内視
鏡に比べて問題が多いと思います。そ
の理由として視野が狭く、遠くを見る

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

慶應義塾大学予防医療センター開設準備室長
杉　野　吉　則

（聞き手　大西　真）

がん検診
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　大西　がん検診についていろいろお
うかがいしたいと思います。
　まず、がん検診の重要性からお話し
いただけますでしょうか。
　杉野　今、厚生労働省が発表してい
るわが国の死亡の原因の第一はがん
（悪性新生物）です。その数は、第２位、
第３位の心疾患と脳血管疾患を合わせ
た数とほぼ同等ですので、がんによる
死亡が多いということがいえます。
　がんの中でも、特に消化器、すなわ
ち消化管あるいは肝臓が非常に多い。
さらに、消化器の中でも、消化管、す
なわち食道、胃、大腸が非常に多いと
いうことがいえます。そういうわけで、
消化管の検診というのは非常に重要で
す。
　特に最近死亡数が増えているのは大
腸がんです。大腸がんは、男性と女性
に分けて死亡数を見ますと、女性では
最近はがん死亡の臓器の中のトップに
なっています。
　大西　日本のがんの状況も非常に変
わってきているということですね。

　杉野　変わってきています。
　大西　特に消化器系のがんが非常に
多くて重要だということですね。
　杉野　そうです。
　大西　代表的な消化器がんについて
おうかがいしたいのですが、まず食道
がんの検診のことからおうかがいした
いのですが。
　杉野　食道がんの検診の方法として、
X線と内視鏡の２つが今のところ主に
使われております。特に最近は内視鏡
が非常に進歩いたしまして、内視鏡で
見つかる食道がんは助かるものが非常
に増えてきました。その理由は、装置
が非常によくなったとか、あるいは観
察法が非常に進歩したからです。特に、
ヨード染色といいまして、ヨードをか
けると食道がんのところだけが染まら
ず、染まっている正常の食道の上皮 
（扁平上皮）と容易に判別できるので
非常によくわかります。
　また、数年前から特殊光による観察
が用いられるようになりました。これ
はNBI（narrow band imaging、オリン

パス）に代表されますが、狭い領域の
波長だけを強調して観察することによ
って上皮内や上皮下の毛細血管や上皮
の微細な模様を観察できる装置ができ
ています。そうしますと、凹凸差のな
いがんも、周囲の正常な部分と違って
見えるようになり、よくわかるように
なってきました。
　X線でも最近、デジタル化が進んで
まいりまして、例えば連続で撮影する
と、微細な病変も診断が可能となり、
救命できるようなものが発見できるよ
うになってきております。
　大西　食道がんの患者さんといいま
すと、多くは大酒飲みであったり、た
ばこを吸われる男の方が多いと思うの
ですけれども、特にどういう方々に食
道がんの検診をお勧めしますか。
　杉野　日本人の食道がんは欧米の
人々と違っています。欧米人の食道が
んは、腺がんといいまして、胃とか大
腸の粘膜と同じようながんが多い。そ
れに対して、日本人の食道がんは皮膚
と同じ扁平上皮、本来の食道の上皮か
ら出るがんが過半を占めます。この点
が欧米と違うところです。食道の扁平
上皮がんは、お酒を飲んで顔が赤くな
るような人の場合にできやすいといわ
れています。これは、アルコールの分
解酵素の欠如が理由と考えられていま
す。
　一方の食道の腺がんについては、日
本人にも増加してきました。多くの原

因は胃から食道への逆流によって、炎
症が起こり、扁平上皮が腺上皮に置き
換わり、そこの粘膜（バレット上皮）
からがんが発生するので、けっこう増
えてきています。わが国ではこの両方
を検査していかなければなりません。
　大西　最近は内視鏡の進歩により、
非常に早期で見つかって、内視鏡的治
療ができるケースが増えていますね。
　杉野　はい。早期に発見できれば、
内視鏡で切除ができ、予後も術後の
QOLも良好です。まとめますと、日本
では食道がんの危険因子としましては、
50歳以上の男性で、アルコール、喫煙
の習慣があり、特にアルコールでは、
アルコール分解酵素が欠如、お酒を飲
むと顔が赤くなるような方は危険群で
す。それともう一つは、同じ扁平上皮
の咽頭とか喉頭とか、そういった部位
にがんの既往がある方は注意しなけれ
ばなりません。
　大西　やはり検査としては内視鏡で
すか。
　杉野　そうですね。それが一番だと
思います。
　大西　楽な検査というので、経鼻の
内視鏡を検診で導入される場合もあり
ますけれども、食道がんを観察するう
えではいかがですか。
　杉野　私は内視鏡検査もやっており
ますが、まだ経鼻内視鏡は経口の内視
鏡に比べて問題が多いと思います。そ
の理由として視野が狭く、遠くを見る

健康診断の新たなる展望（Ⅱ）

慶應義塾大学予防医療センター開設準備室長
杉　野　吉　則

（聞き手　大西　真）

がん検診

1208本文.indd   622-623 12/07/13   14:29



ドクターサロン56巻８月号（7 . 2012） （625）6564（624） 

と暗いこと、きれいに水で洗ったりす
ることが難しいことなどが挙げられま
す。ただ、食道に関しては、筒状なの
で、きれいに洗いさえすれば見えづら
い部位も少なく比較的よく見えます。
しかし、胃では、経鼻よりも経口の内
視鏡のほうがいいのではないかと思い
ます。
　大西　次に胃がんのお話をうかがい
たいのですが、以前は非常に患者さん
が多かったと思うのですが、最近は少
し減少傾向なのでしょうか。
　杉野　そういわれているのですが、
実際のところ、最近の統計を見ますと、
胃がんの患者さんはそんなに減ってい
ません。ただ、いえるのは、亡くなら
れる方が非常に少なくなった。という
ことは、日本で行われてきた胃がん検
診の効果があった。検診によって非常
に早期に見つかるようになったという
ことです。これは、X線検査、内視鏡
検査も非常に貢献していると考えられ
ます。
　大西　やはりピロリ菌が。
　杉野　そうですね。最近いわれてい
ますABC検診で、胃が荒れて粘膜が萎
縮すると血中のペプチノーゲンの値が
変化すること、さらにヘリコバクター
ピロリがそのような萎縮を引き起こし、
胃がんができる原因のひとつだという
ことがわかってきました。そこで、血
中のペプチノーゲンを調べるとともに
ピロリ菌の感染をチェックして、胃が

んの高危険群を選別して内視鏡でちゃ
んと見るというのは一つの方法だと思
います。非常にいい方法ですけれども、
頻度は低いですが、食道とか十二指腸
のがんはこの危険群に入ってこない。
また、胃についても、がんだけではな
くて、粘膜下腫瘍の中で悪性化するも
の、GISTなどですが、そういったもの
は見つかってきません。
　大西　内視鏡が非常に進歩して、本
当に早期の胃がんが見つかって、ESD
とかEMRとか、いろいろな治療が発達
して、かなり治療ができるようになっ
てきているように思うのですけれども、
そのあたりはいかがでしょうか。
　杉野　そのとおりです。しかし、検
診の方法については、もっと考えてい
く必要があると思います。検診という
のは、対策型の検診と任意型の検診が
あります。対策型というのは国が進め
ているもので、国民のがんによる死亡
率を減少させることが目的です。その
有効性は胃がんについてはX線しか評
価されていません。では、内視鏡がな
ぜ有効とされていないのかというと、
単に検証されていないためです。また、
実際に内視鏡はじっくり見ることによ
って小さながんを発見できますが、X
線検査のように数はこなせない。そこ
で、がんの検診の場合、使い分けてい
くことが必要というのが私の考えです。
集団についてはX線で見るのがよく、
一方、人間ドックで高いお金を個人で

負担される方には内視鏡でじっくり検
査するといったようにです。
　大西　内視鏡で見るわけですね。
　杉野　内視鏡で見ますと、非常に小
さいものがわかりますから、発見すれ
ば多くは内視鏡治療の対象となります。
そうしますと、いわゆるQOLが保たれ
る、すなわち治療後も以前とほとんど
変わらない生活が送れます。
　大西　最後に大腸がんのお話をうか
がいたいのですが、最近は特に女性が
増えているということですが、やはり
食生活とか、いろいろ絡んでいるので
しょうか。
　杉野　その辺も絡んでいると思いま
す。やはり欧米型になってきていると
いうことがいえます。
　大西　検診では、まず便潜血を見る
というのが多いのですけれども、その
あたりはいかがでしょうか。
　杉野　便潜血というのは非常にいい
方法です。どなたにでも簡単にできる
し、スクリーニングの方法としては非
常にいいと思います。最近、便潜血に
かわる方法がいろいろ考えられていま
すが、いい方法は出てきていません。
便潜血で引っかかって、X線なり、あ
るいは内視鏡で見る。最近はCTを使っ
たCTコロノグラフィ（colonography）
といった方法もできています。
　大腸がんは、先ほど申しましたよう
に、死亡数が増えているということな
のですが、大腸がんが予後の悪いがん

かというと、そうではないのです。大
腸がんというのは、胃がんなどよりも、
深部に浸潤して進行していても、比較
的予後がよいがんです。要するに、女
性などは特にそうですが、恥ずかしい
から調べないということだと思います。
ですので、気にせずに検査していただ
くことが必要です。便潜血検査では、
筋層に少し浸潤したがんだったらほぼ
確実に引っかかりますので、ちゃんと
精密検査をすれば救命が可能です。
　大西　特に対象を絞り込むとすると、
どの辺をねらっていったらよろしいで
しょうか。
　杉野　便潜血は非常に簡便な方法な
ので、とにかく便潜血を受けていただ
くことが肝要です。今、日本では対象
になる方の20％ぐらいしか便潜血検査
を受けていないのです。これが50％、
100％になるのと、大腸がんが多数発
見できます。さらに便潜血検査で陽性
になった方のうちの50％の方が精密検
査を受けていないのも問題です。そこ
が改善されれば、かなり早い時期の大
腸がんが見つかるのではないかと考え
ます。
　大西　先ほど触れられたCTですが、
これはかなり進歩しているのでしょう
か。
　杉野　進歩しています。私も少しや
ったことがありますけれども、受診者
にとっては非常に楽な方法です。しか
し、実は診断する立場からいいますと、
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と暗いこと、きれいに水で洗ったりす
ることが難しいことなどが挙げられま
す。ただ、食道に関しては、筒状なの
で、きれいに洗いさえすれば見えづら
い部位も少なく比較的よく見えます。
しかし、胃では、経鼻よりも経口の内
視鏡のほうがいいのではないかと思い
ます。
　大西　次に胃がんのお話をうかがい
たいのですが、以前は非常に患者さん
が多かったと思うのですが、最近は少
し減少傾向なのでしょうか。
　杉野　そういわれているのですが、
実際のところ、最近の統計を見ますと、
胃がんの患者さんはそんなに減ってい
ません。ただ、いえるのは、亡くなら
れる方が非常に少なくなった。という
ことは、日本で行われてきた胃がん検
診の効果があった。検診によって非常
に早期に見つかるようになったという
ことです。これは、X線検査、内視鏡
検査も非常に貢献していると考えられ
ます。
　大西　やはりピロリ菌が。
　杉野　そうですね。最近いわれてい
ますABC検診で、胃が荒れて粘膜が萎
縮すると血中のペプチノーゲンの値が
変化すること、さらにヘリコバクター
ピロリがそのような萎縮を引き起こし、
胃がんができる原因のひとつだという
ことがわかってきました。そこで、血
中のペプチノーゲンを調べるとともに
ピロリ菌の感染をチェックして、胃が

んの高危険群を選別して内視鏡でちゃ
んと見るというのは一つの方法だと思
います。非常にいい方法ですけれども、
頻度は低いですが、食道とか十二指腸
のがんはこの危険群に入ってこない。
また、胃についても、がんだけではな
くて、粘膜下腫瘍の中で悪性化するも
の、GISTなどですが、そういったもの
は見つかってきません。
　大西　内視鏡が非常に進歩して、本
当に早期の胃がんが見つかって、ESD
とかEMRとか、いろいろな治療が発達
して、かなり治療ができるようになっ
てきているように思うのですけれども、
そのあたりはいかがでしょうか。
　杉野　そのとおりです。しかし、検
診の方法については、もっと考えてい
く必要があると思います。検診という
のは、対策型の検診と任意型の検診が
あります。対策型というのは国が進め
ているもので、国民のがんによる死亡
率を減少させることが目的です。その
有効性は胃がんについてはX線しか評
価されていません。では、内視鏡がな
ぜ有効とされていないのかというと、
単に検証されていないためです。また、
実際に内視鏡はじっくり見ることによ
って小さながんを発見できますが、X
線検査のように数はこなせない。そこ
で、がんの検診の場合、使い分けてい
くことが必要というのが私の考えです。
集団についてはX線で見るのがよく、
一方、人間ドックで高いお金を個人で

負担される方には内視鏡でじっくり検
査するといったようにです。
　大西　内視鏡で見るわけですね。
　杉野　内視鏡で見ますと、非常に小
さいものがわかりますから、発見すれ
ば多くは内視鏡治療の対象となります。
そうしますと、いわゆるQOLが保たれ
る、すなわち治療後も以前とほとんど
変わらない生活が送れます。
　大西　最後に大腸がんのお話をうか
がいたいのですが、最近は特に女性が
増えているということですが、やはり
食生活とか、いろいろ絡んでいるので
しょうか。
　杉野　その辺も絡んでいると思いま
す。やはり欧米型になってきていると
いうことがいえます。
　大西　検診では、まず便潜血を見る
というのが多いのですけれども、その
あたりはいかがでしょうか。
　杉野　便潜血というのは非常にいい
方法です。どなたにでも簡単にできる
し、スクリーニングの方法としては非
常にいいと思います。最近、便潜血に
かわる方法がいろいろ考えられていま
すが、いい方法は出てきていません。
便潜血で引っかかって、X線なり、あ
るいは内視鏡で見る。最近はCTを使っ
たCTコロノグラフィ（colonography）
といった方法もできています。
　大腸がんは、先ほど申しましたよう
に、死亡数が増えているということな
のですが、大腸がんが予後の悪いがん

かというと、そうではないのです。大
腸がんというのは、胃がんなどよりも、
深部に浸潤して進行していても、比較
的予後がよいがんです。要するに、女
性などは特にそうですが、恥ずかしい
から調べないということだと思います。
ですので、気にせずに検査していただ
くことが必要です。便潜血検査では、
筋層に少し浸潤したがんだったらほぼ
確実に引っかかりますので、ちゃんと
精密検査をすれば救命が可能です。
　大西　特に対象を絞り込むとすると、
どの辺をねらっていったらよろしいで
しょうか。
　杉野　便潜血は非常に簡便な方法な
ので、とにかく便潜血を受けていただ
くことが肝要です。今、日本では対象
になる方の20％ぐらいしか便潜血検査
を受けていないのです。これが50％、
100％になるのと、大腸がんが多数発
見できます。さらに便潜血検査で陽性
になった方のうちの50％の方が精密検
査を受けていないのも問題です。そこ
が改善されれば、かなり早い時期の大
腸がんが見つかるのではないかと考え
ます。
　大西　先ほど触れられたCTですが、
これはかなり進歩しているのでしょう
か。
　杉野　進歩しています。私も少しや
ったことがありますけれども、受診者
にとっては非常に楽な方法です。しか
し、実は診断する立場からいいますと、
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けっこう手間がかかる。CTの装置は
非常に進歩してまいりまして、十数秒
以内で全部撮れるのですけれども、読
影するのにけっこう時間がかかります。
その辺が問題なのと、もう一つは大腸
に水が残ったり、便が残っていると、
見づらいということが挙げられます。
　それから、大腸の腫瘍についてです
が、日本では診断技術が進歩している
のでよく見つかるのですけれども、丈

の低い隆起あるいは、浅く陥凹した病
変はCTでは見つかりづらいことです。
このような病変の中に悪性度が高い病
変が含まれるので、そこも問題点だと
思います。任意型の健診では、受診者
が各検査の利点と欠点を理解したうえ
で、選択されることが必要だと考えて
います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。 　A�mechanistic�role�for�type�Ⅲ�IFN-λ1�in�asthma�exacerbations�mediat-

ed�by�human�rhinoviruses.
　Miller�EK,�Hernandez�JZ,�Wimmenauer�V,�Shepherd�BE,�Hijano�D,�
Libster�R,�Serra�ME,�Bhat�N,�Batalle�JP,�Mohamed�Y,�Reynaldi�A,�Rodriguez�
A,�Otello�M,�Pisapia�N,�Bugna�J,�Bellabarba�M,�Kraft�D,�Coviello�S,�Ferolla�
FM,�Chen�A,�London�SJ,�Siberry�GK,�Williams�JV,�Polack�FP
　Am�J�Respir�Crit�Care�Med�185�:�508〜516,�2012

　背景：ヒトライノウイルス（HRV）は上気道感染症を起こす病原体の筆頭であり、
喘息悪化を起こすとされている。しかし上気道感染症自体が喘息発作を伴う際にたまた
まHRVが検出されるのか、それともHRV自体が喘息悪化を引き起こすのかは明らかでな
い。ウイルスによる喘息悪化については幾つかの仮説があるが、そのメカニズムは明ら
かではない。
　目的：小児の喘息悪化と喘鳴を引き起こすメカニズムにおけるHRVの役割を明らかに
する。
　方法：喘鳴の有無にかかわらず上気道感染症を起こしている喘息児409人について前
向きに研究した。ウイルスの同定と免疫関連サイトカイン測定を行い急性発作重症度別
に比較した。
　結果：HRV感染は特異的に喘息悪化と関連していた。これはあらかじめ設定した社会
的背景因子や臨床的因子で調整しても同様であった（オッズ比1.90；95％信頼区間1.21～
2.99、p＝0.005）。HRV感染者の中で喘鳴のある群とない群間でウイルス抗体価、HRV血
清型、炎症・アレルギー関連分子間に有意差を認めなかった。しかしⅢ型INF-λ1値は喘
鳴のない群と比べると喘鳴がある群で有意に高値であり（p＜0.001）、症状悪化とともに
増加した（p＜0.001）。IFN-λ1値で調整するとHRV感染者がHRV陰性小児よりも喘鳴を
起こしやすいということはなかった（オッズ比1.18；0.57～2.46、p＝0.66）。
　結論：喘息小児のHRV感染は急性の喘鳴発作と関連するが、Ⅲ型INF-λ1はHRVによ
る喘息悪化に関与する。IFN-λ1の修飾は喘息悪化に対する治療標的になりうる。

喘息シリーズ（119）

公立学校共済組合関東中央病院／呼吸器内科部長

坂　本　芳　雄

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第56巻８月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、８篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「健康診断の新たなる展望」シリーズの第

２回として、６篇を収録いたしました。
※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。

後記にかえて
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