
えば我々のデータで見ると、就寝前の
血圧と早朝血圧、どちらを測ったほう
がいいかというと、やはり朝のほうが
臓器障害と関連していたので、そちら
を測ったほうがより患者さんのリスク
の層別化にはつながると考えています。
　池脇　最近は長時間作用型の降圧剤
が多いですから、大概の方は朝のむと
いうことになると、薬の効きぐあいか
ら考えても、起床時がやや高くて、薬
をのんで下がって、就寝前も下がった
ままだが翌朝上がる。その差がそんな
に大きくなければいいのでしょうけれ
ども、大きくて困ることもありますね。
そういうときはどうするのでしょうか。
　星出　確かに今大半が長時間作用型
の薬ですけれども、24時間持続しない
薬もあるのです。その場合、１日１回
となっている薬も、例えば朝・晩に分
けたり、朝・寝る前に分けたりするこ
ともあります。
　それでもなかなか難しい場合は、よ
く以前から僕らもやっているのですけ
れども、朝の生理的な現象で交感神経
や、レニン・アンジオテンシン系が上
昇しやすいので、そういったものを抑
える薬を就寝前にのんでもらう場合も
あります。
　池脇　αブロッカーのカルデナリン
を就寝前に、というのはよくありまし

たね。
　星出　はい。
　池脇　また質問に戻りますが、寒い
ところで長時間作業をするような場合、
どう考えたらいいのか。難しい質問で
すが、どうでしょうか。
　星出　実際に家庭血圧ではそれは評
価できませんので、いわゆる自由行動
下血圧計の24時間血圧計を用いれば、
その人の生活状況がわかると思います。
24時間血圧計の予測因子が強いのは、
そういうことも含めた平均の血圧とし
て出るので。高値を押さえ込むことで
そういう疾患の予防ができるのが、ま
さに24時間血圧計の利点だと思います。
　池脇　負荷のない状況での安静時の
血圧をまず評価し、その人の日常生活
の中で、こういった作業で血圧が慢性
的に上がっているとすると、それをど
うするか。重要な問題ですが、24時間
血圧計、これもすぐに測れるわけでは
ないですよね。
　星出　今は、患者さんが嫌がるとか、
そういうのもあります。今後、各種メ
ーカーでも、もっと、いわゆるカフレ
スというか、圧がかからないような血
圧計の開発が進んでいるようなので、
そうなるともう少し広まるのではない
かと思っています。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　体温ということに関して、日
内変動というのはあるのでしょうか。
　岩本　もともと概日リズムといいま
して、地球が自転するときの24時間周
期で夜・昼があることから、人間の体
の中では体内時計といって、昼・夜に
対応するような自律神経とかホルモン
を通した生命維持装置が働いているの
です。
　池脇　体内リズムですね。
　岩本　そうですね。その中に体温の
日内変動というのがありまして、通常
は１日の中で最高値は午後の１～６時
ぐらい、最低値が早朝の３～６時ぐら

いとされていまして、その差を平均す
ると0.7～1.2℃ぐらいの変動差があると
いわれています。
　池脇　そうすると、活動していると
きには体温は比較的高くて、休んでい
る、寝ているときには低いというのが
原則ですね。
　岩本　はい。
　池脇　体温はいろいろなことで影響
を受けると思うのですけれども、例え
ば年齢ですとか、そういったことはど
うなのでしょうか。
　岩本　実は正常と思われる方の体温
を、口腔内体温で調べてみますと、だ

体温の日内変動と平熱

国際医療福祉大学塩谷病院教授
岩　本　俊　彦

（聞き手　池脇克則）

　平熱についてご教示ください。
　最近、低い平熱を主張される患者さんが珍しくありません。「からだがだるい。
平熱は35.3℃ですが、今日は36.5℃あります。抗生剤を…」といった具合です。
このような会話は、私が医師になった20年前にはなかったような気がします。
古い文献では一日の体温のピークは37℃前後とありましたし、日内変動もある
はずです。最近の報道でも現代人は低体温ぎみなどといわれていますが、実際
はどうなのでしょうか。最近の状況をご教示ください。

＜岐阜県開業医＞
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いたい35.6～38.2℃ぐらい、それだけの
開きがあるのです。その中で、子ども
は高めに出る、お年寄りは低めに出る
ということで、加齢に伴って体温は低
下していくといわれています。
　池脇　単に体温といっても、今、口
腔内とおっしゃいましたけれども、通
常は腋窩ですね。
　岩本　腋窩体温です。
　池脇　あと、直腸。これはどこが低
くて、どこが高いのでしょうか。
　岩本　わが国では腋窩体温が基本に
なっていまして、それが最も低い体温
です。ですから、口腔内体温と比べま
すと0.3℃以上の開きがあって、低めに

出ます。それから直腸温は、口腔内体
温よりも0.2～0.3℃高くて、視床下部周
辺のコア温度と非常に近いといわれて
います。
　池脇　寝ているときには低くて、午
後１～６時が高い。もちろん、活動性
というところで説明できるのでしょう
けれども、何が体温を規定しているの
でしょうか。
　岩本　最終的には熱の産生と熱の喪
失ということになると思うのです。そ
の中で上位にあるのが一つは自律神経
の交感神経、副交感神経と、それから
日中の活動性です。
　池脇　そういったところは当然、子

表　体温低下をきたしうる背景

若年者 高齢者

生活様式 生活の多様化
（不規則な生活）

活動性低下
（引きこもり）

・概日リズム 乱れ
（睡眠―覚醒リズムの
障害→自律神経変化）

減弱

・運動量 便利生活で減少 座位生活で減少

加齢変化・身体的変化

・筋肉減少 ± ＋＋

・低栄養 － ＋

・温度センサー機能
　（皮膚識別能）

正常
（１℃以内）

低下
（２℃以上）

病態・疾患 アルコール フェノチアジン
甲状腺機能低下症
脳血管障害

パーキンソン病など

ども、成人、高齢者で変わってきます
ね。
　岩本　子どもですと成長期ですし、
内臓の臓器そのものにも熱産生の機能
があって、代謝が亢進している。しか
も、日中動き回っているので、活動性
が高まった結果、体温も上がるという
ことです。
　池脇　一方で加齢とともに高齢者で
は体温が低くなってくる。これはどう
いう機序で低くなってくるのでしょう
か。
　岩本　高齢者になりますと、引きこ
もり等を含めた活動性の低下とか、あ
るいは筋肉減少症といいまして、本来
備わっていた筋肉が加齢とともにだん
だん減少していってしまうために、熱
産生が低下するのです。
　池脇　活動性が落ちると、筋肉運動
によって発生する熱産生が落ちてくる。
では、放散というか、そちらは加齢の
影響はあるのでしょうか。
　岩本　放散そのものは直接影響はな
いのですけれども、皮膚知覚センサー
の感受性が低下するために、気温が下
がっても、それを寒いと感じないよう
な現象が起こってくるのです。具体的
に言いますと、若い方では知覚センサ
ーも１℃以内の変動で識別できるので
すけれども、高齢者になりますと、２
℃を超えてやっと識別できるぐらいセ
ンサーの働きが弱くなってくるために、
寒さを感じないということなのです。

　池脇　ちょっと本題からずれるかも
しれませんけれども、高齢者は全体的
に体温が下がってくるけれども、夜間
の体温の下がりが鈍ってきて、それが
熟眠できない、睡眠が浅くなることに
も関係しているのでしょうか。
　岩本　直腸温が下がれば睡眠を誘発
するといわれていますけれども、それ
がもし行われなければ、逆に睡眠が障
害されることにもなりかねないと思い
ます。
　池脇　現代人は低体温ぎみといわれ
ていますけれども、どうなのでしょう
か。
　岩本　成人の場合は、生活の多様化
によって、先ほどの概日リズムが乱れ、
その乱れのために熱の上がり下がりに
支障をきたして低めに出ると解釈され
ます。
　池脇　質問の冒頭のところに、体が
だるくて、その方の平熱が35.3℃、今
日36.5℃あったと。ご本人が抗生剤を
希望しているようですがどうでしょう
か。
　岩本　これはちょっと行き過ぎたと
ころがあると思うのです。基本的には
まず熱型を取るとか、場合によっては
炎症があるかないかを血液で調べて、
例えばCRPとか好中球増多とか、そう
いったところを見定め、その結果を見
たうえで治療するのが本来の考え方で
はないかと思います。
　池脇　そうですよね。これだけで抗

ドクターサロン59巻10月号（9 . 2015） （731）  1110 （730） ドクターサロン59巻10月号（9 . 2015）

1510本文.indd   10-11 15/09/11   10:38



いたい35.6～38.2℃ぐらい、それだけの
開きがあるのです。その中で、子ども
は高めに出る、お年寄りは低めに出る
ということで、加齢に伴って体温は低
下していくといわれています。
　池脇　単に体温といっても、今、口
腔内とおっしゃいましたけれども、通
常は腋窩ですね。
　岩本　腋窩体温です。
　池脇　あと、直腸。これはどこが低
くて、どこが高いのでしょうか。
　岩本　わが国では腋窩体温が基本に
なっていまして、それが最も低い体温
です。ですから、口腔内体温と比べま
すと0.3℃以上の開きがあって、低めに

出ます。それから直腸温は、口腔内体
温よりも0.2～0.3℃高くて、視床下部周
辺のコア温度と非常に近いといわれて
います。
　池脇　寝ているときには低くて、午
後１～６時が高い。もちろん、活動性
というところで説明できるのでしょう
けれども、何が体温を規定しているの
でしょうか。
　岩本　最終的には熱の産生と熱の喪
失ということになると思うのです。そ
の中で上位にあるのが一つは自律神経
の交感神経、副交感神経と、それから
日中の活動性です。
　池脇　そういったところは当然、子

表　体温低下をきたしうる背景

若年者 高齢者

生活様式 生活の多様化
（不規則な生活）

活動性低下
（引きこもり）

・概日リズム 乱れ
（睡眠―覚醒リズムの
障害→自律神経変化）

減弱

・運動量 便利生活で減少 座位生活で減少

加齢変化・身体的変化

・筋肉減少 ± ＋＋

・低栄養 － ＋

・温度センサー機能
　（皮膚識別能）

正常
（１℃以内）

低下
（２℃以上）

病態・疾患 アルコール フェノチアジン
甲状腺機能低下症
脳血管障害

パーキンソン病など

ども、成人、高齢者で変わってきます
ね。
　岩本　子どもですと成長期ですし、
内臓の臓器そのものにも熱産生の機能
があって、代謝が亢進している。しか
も、日中動き回っているので、活動性
が高まった結果、体温も上がるという
ことです。
　池脇　一方で加齢とともに高齢者で
は体温が低くなってくる。これはどう
いう機序で低くなってくるのでしょう
か。
　岩本　高齢者になりますと、引きこ
もり等を含めた活動性の低下とか、あ
るいは筋肉減少症といいまして、本来
備わっていた筋肉が加齢とともにだん
だん減少していってしまうために、熱
産生が低下するのです。
　池脇　活動性が落ちると、筋肉運動
によって発生する熱産生が落ちてくる。
では、放散というか、そちらは加齢の
影響はあるのでしょうか。
　岩本　放散そのものは直接影響はな
いのですけれども、皮膚知覚センサー
の感受性が低下するために、気温が下
がっても、それを寒いと感じないよう
な現象が起こってくるのです。具体的
に言いますと、若い方では知覚センサ
ーも１℃以内の変動で識別できるので
すけれども、高齢者になりますと、２
℃を超えてやっと識別できるぐらいセ
ンサーの働きが弱くなってくるために、
寒さを感じないということなのです。

　池脇　ちょっと本題からずれるかも
しれませんけれども、高齢者は全体的
に体温が下がってくるけれども、夜間
の体温の下がりが鈍ってきて、それが
熟眠できない、睡眠が浅くなることに
も関係しているのでしょうか。
　岩本　直腸温が下がれば睡眠を誘発
するといわれていますけれども、それ
がもし行われなければ、逆に睡眠が障
害されることにもなりかねないと思い
ます。
　池脇　現代人は低体温ぎみといわれ
ていますけれども、どうなのでしょう
か。
　岩本　成人の場合は、生活の多様化
によって、先ほどの概日リズムが乱れ、
その乱れのために熱の上がり下がりに
支障をきたして低めに出ると解釈され
ます。
　池脇　質問の冒頭のところに、体が
だるくて、その方の平熱が35.3℃、今
日36.5℃あったと。ご本人が抗生剤を
希望しているようですがどうでしょう
か。
　岩本　これはちょっと行き過ぎたと
ころがあると思うのです。基本的には
まず熱型を取るとか、場合によっては
炎症があるかないかを血液で調べて、
例えばCRPとか好中球増多とか、そう
いったところを見定め、その結果を見
たうえで治療するのが本来の考え方で
はないかと思います。
　池脇　そうですよね。これだけで抗
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生剤というのはちょっと行き過ぎな気
がします。
　これは言葉の定義ですが、低体温ぎ
みと低体温症の違いをどう考えたらい
いでしょう。
　岩本　もともと平熱といいますと、
健康な人が通常に見られる体温という
ことになります。先ほどお話ししたよ
うにかなりの幅がある中で、低体温症
は明らかに直腸温が35℃以下に下がっ
た、かなりシビアな状態ですので、全
く様相が異なります。低体温ぎみとは、
本人が平熱に比べてどれぐらい下がっ
ているかとか、あるいは周りの方に比
べて下がっているかという、あくまで
も自覚的な表現だと思うのです。
　池脇　低体温症は、その人の特徴と
いうよりも、何かその背後に重大な疾
患を含めたものがあるという目で見な
いといけないということでしょうか。
　岩本　そうですね。続発性の低体温
症といって、甲状腺機能低下症などで
起こるものもあれば、偶発性の低体温
症といって、低い外気温にさらされた
結果として、凍傷とか凍死のようなか
たちで、その前兆として起こってくる
低体温症があります。
　池脇　体温は基本、腋窩ということ
になりますが、測り方が難しくないで

しょうか。
　岩本　腋窩体温は、特に高齢者の場
合は、やせているとすき間ができて、
より低めに出ます。そういった意味で
は、耳内温度、耳の中にセンサーを入
れて測るような方法を勧めています。
　池脇　耳用の温度計というのは私は
あまり知らないのですけれども。
　岩本　これは市販されていますし、
よく使われていると思います。
　池脇　比較的すぐに測れるのでしょ
うか。
　岩本　ボタンを押すと瞬時に体温が
出てきますので、非常に便利なものだ
と思います。
　池脇　口腔内、腋窩、直腸と比べる
とどうでしょう。
　岩本　耳内温度はちょうど口腔内と
腋窩の中間ぐらいです。
　池脇　最後に、食事をするとよく汗
をかきますね。食事の内容にもよるの
ですけれども、食事は熱を産生してい
るのでしょうか。
　岩本　かみ砕く筋肉が使われたり、
あるいは内臓の代謝の活性化が起こっ
て、全体として体温が上がってくるの
です。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　山内　鈴木先生、まずワクチン投与
の標準、２回か３回かということです
が、これはいかがでしょうか。
　鈴木　現在の標準的なワクチン接種
は３回投与です。ワクチンの添付文書
にもありますように、各回0.5㎖/Lを初
回、２回目は４週間後に、さらに20～ 
24週間後に３回目を投与します。３回
接種後の抗体保有率はほぼ95％前後と
考えられますが、２回接種のみではブ
ースター効果が十分でなく、抗体価が

上昇しないというエビデンスがありま
す。
　山内　そうすると、あくまで３回が
基本だけれども、３回目が随分先なの
で、ここのところで忘れられたりとか
何かがあるリスクもあるのですね。
　鈴木　そうです。それが一番問題で
すので、添付文書とは異なりますけれ
ども、長期の出張に出られる方などは
２回目が終わったあと、１カ月後もし
くは２カ月後に投与するのも一つのオ

医療従事者のB型肝炎予防

虎の門病院肝臓内科医長
鈴　木　義　之

（聞き手　山内俊一）

　医療従事者のB型肝炎予防についてご教示ください。
　１．ワクチン投与の標準は２回か３回か。
　２．ビームゲンはアジア型、ヘプタバックスは欧米型ウイルスがベースと聞

いたが、どちらを優先すべきか。
　３．ワクチン３回投与でも抗体価が上昇しない理由、またそのときの次の対

策はあるか。
　４．一度抗体価が上昇し、その後陰性化した場合の針刺し事故では特にワク

チン追加はいらないか（ステロイド投与中はどうか）。
　５．ワクチンとγグロブリン同時投与ではワクチンの効果は減弱しないのか。
　６．めがね（普通のめがね）、マスクは感染防止に有効か。

＜栃木県勤務医＞
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