
総合病院国保旭中央病院総合診療内科部長
塩　尻　俊　明

（聞き手　池脇克則）

　高齢者のめまい・ふらつきについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

高齢者のめまい・ふらつき

　池脇　高齢者の場合、めまい・ふら
つきはけっこう頻繁に訴える症状とい
ってよいでしょうか。
　塩尻　そのとおりだと思います。
　池脇　様子を見ていいものもあれば、
ちょっと危険なものもあって、そのあ
たりをどうやって診ていくのかになる
かと思いますが、高齢者の場合のめま
い・ふらつきはどういう自覚症状、あ
るいはどういう病態を示すのかをまず
教えてください。
　塩尻　いわゆるめまいには、ぐるぐ
る回る回転性と、回らない非回転性と
いう分け方があると思います。ただ、
高齢者の場合には「ぐるぐる回ります
か」と言うと、「回るよ」と答えてし
まうこともありますし、意外に自分の
めまいの質を上手に説明できない方が
多いかと思います。なので、回転性と
非回転性に分ける分類も非常に大事だ

と思うのですが、以前も船に乗ったよ
うなふらつきを主訴に来院した高齢者
が、典型的な良性発作性頭位めまい症
だったこともあるので、非回転性と回
転性できれいに分けるよりは、めま
い・ふらつきにどういう誘因があるの
かで分けていくのがいいかと思います。
その場合には、起き上がるとか寝返り
をするという明らかな誘因があるめま
いを、いわゆる回転性めまいと考えて、
そういった誘因がない場合は、おそら
く非回転性めまい・ふらつきだろうと
考えていけばいいかと思います。
　池脇　めまい・ふらつき、特にふら
つきをどうやって定義するのか、案外
難しいですね。しかも今、実例を挙げ
て示されたように、患者さんからの情
報が必ずしも正確ではないこともある
となると、どのようにして正確な情報
を集めていくのか。先生はどうされて

いるのでしょう。
　塩尻　実際には、先ほど少し申し上
げましたが、めまい・ふらつきの誘因
と、一番ひどい症状の持続時間、ぐる
ぐる回るとすると、どのぐらい回った
のかという持続時間、この２つの軸で
分けていくと、こちらからも聞きやす
いです。場合によっては家族からその
状況をとらえることもできるので、こ
の誘因と持続時間、２つの軸を中心に
問診をしていくようにしています（表）。
　池脇　確かに漠然と「どうしたの？」
と聞いて患者さんが答えるよりも、例
えばめまいなり、ふらつきのイベント
があったときに、「どういう状況で起
こったの？」とか「どのくらい続いた
の？」と、具体的に時系列で聞いてい
くと、高齢の方も比較的正確な情報を
返してくれる。そういう印象を私は持
ちました。

　塩尻　そのとおりだと思います。
　池脇　そうすると、めまいなり、ふ
らつきに関しての患者さんの訴えとい
うのは、いわゆる誘因というものと、
どのくらい続くか、これが大きな柱な
のでしょうか。
　塩尻　高齢者の場合は特にこのアプ
ローチがやりやすいのかなと思います。
　池脇　では、具体的に誘因と持続時
間でどのようにしてめまい・ふらつき
の患者さんを診ていくのか。このあた
りはどうでしょうか。
　塩尻　まず誘因としては、起き上が
り、振り返りという一つのグループ、
それから立ったときのグループ、最後
は明らかな誘因がなくめまい・ふらつ
きが起こったグループと分けるのが出
発点だと思います（表）。もし起き上
がったり、振り返りで本人の症状が出
た場合には、その次のステップとして

表　高齢者のめまい・ふらつきの鑑別

１回のめまいの持続時間

発作性（数分以内、間歇的） 持続性（数分以上）

誘因

起居、
振り返り 良性発作性頭位めまい症 前庭神経炎

脳血管障害

起立 起立性低血圧 （起立できないとき）
脳血管障害

なし
不整脈
心血管系疾患
椎骨脳底動脈灌流不全

脳血管障害後遺症
薬剤性
老人性平衡障害

（レジデントノート、10：376～382、2008より引用、改変）
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はその持続時間を聞いていきます。
　池脇　一般的に、振り返り等々があ
って比較的短い、おそらく１分以内だ
と思うのですが、めまいが起こる。こ
れは良性発作性頭位めまいなのですね。
　塩尻　そうですね。良性発作性頭位
めまい症の場合には、長くても１分、
通常は30秒ぐらいでおさまってしまう
ので、非常に短い時間だと思います。
ただ、注意点は本人の感覚のズレで、
１日何回も起こると「丸１日続いた」
とおっしゃるので、「一番強かっため
まいの持続時間は」というように絞っ
て聞くとよいと思います。「一番強い
のは30秒だったけど、それが何回もあ
ったんだよ」という場合には、本人に
とっては１日ですが、病態的には30秒
ぐらいになり、良性発作性頭位めまい
症だろうと考えることができます。
　池脇　そういった短い回転性のめま
いであっても、何となく本人は長いイ
ベントのように、要するに激しいめま
いの後、めまいは消えているけれども、
いつもとは違う、ということも含めて
発作の時間としてとらえているときが
あるのですが、切り分け方はどうする
のでしょうか。
　塩尻　良性発作性頭位めまい症にし
ても、起き上がって30秒、一番強いも
のがあって、その後、ふらふらしたよ
うな感じが続くことがあるので、一番
強かった持続時間を聞き出すことでし
ょうか。

　池脇　いわゆる振り返り等々の誘因
があって短いもの、良性発作性頭位め
まい症ですね、これが続く場合にはど
ういった病気なのでしょう。
　塩尻　これが１分でおさまらず、数
分から、もっと長い時間続く。良性発
作性頭位めまい症の場合には、めまい
がないところからめまいが起こって、
めまいがなくなるというパターンです
が、めまいがもうすでにあって、それ
が起居や振り返りで悪化して、その後
おさまるけれどもゼロにはならない。
一番多いのは前庭神経炎などの耳鼻科
領域のめまいですが、そこに見逃して
はいけないような小さな梗塞、脳血管
障害が含まれてくると思います。
　池脇　そうすると、起き上がったり、
振り返りという誘因で起こって、短時
間の場合にはいいけれども、長いもの
に関しては脳血管障害も出てくる。危
険なめまいとしての認識が必要ですね。
　塩尻　そうなってきます。
　池脇　次は起立とおっしゃいました
が、これに関してはどうでしょうか。
　塩尻　高齢者の場合には、降圧剤を
複数種のんでいたり、糖尿病があった
り、パーキンソン病があったり、自律
神経や薬剤の影響を非常に受けやすい
状況だと思います。立ち上がったとき
に、目の前が暗くなるとか、ふわっと
するといったような、起立時に起こる
めまい・ふらつきである場合は、起立
性低血圧を考えていくというステップ

になるかと思います。
　池脇　特に高齢者は降圧剤を含めて
薬剤をのんでいる方が多いですから、
高齢者の場合はその背景となるだろう
薬剤を気をつけないといけないですね。
　塩尻　そう思います。
　池脇　起立に関しても持続するよう
なパターンもあるのでしょうか。
　塩尻　起立どころではない、起きら
れない、そういう場合には、起立とい
うグループに含めていいかどうか問題
なのですが、とても起き上がれない場
合は、重症な脳血管障害を考えていく
必要があると思います。
　池脇　全く誘因がないものはどうな
のでしょうか。
　塩尻　最初に２つ、起居・振り返り、
起立がなく、何でもないときに突然起
こった場合には、誘因なしというグル
ープに分けて、その中には一番気をつ
けなければいけない心血管系の疾患が
混じってきます。不整脈とか心臓血管
系の病気が含まれてくるので、誘因が
ないときは注意が必要ですし、椎骨脳
底動脈灌流不全なども誘因なく起こる
ので、危険な疾患が含まれてくること
になります。
　池脇　血管系疾患は、どうしても高
齢者の場合は動脈硬化が進んでいる方
もいらっしゃって、そういった背景で

起こる場合には誘因がみられない。心
臓に関しても誘因がないですし、失神
までいってしまうと、自身ではその状
況はわからないですよね。
　塩尻　そうですね。
　池脇　そういう意味では、周りの方
に状況の説明をしていただくのも大事
になりますね。最後に誘因がなくて、
なおかつ持続する症状に関してはどう
でしょうか。
　塩尻　そこが一番難しいところだと
思うのですが、その中には脳血管障害
の後遺症であったり、種々な薬剤性、
ベンゾジアゼピン系睡眠剤、老人性の
平衡障害なども入ってくるので、ある
意味急がなくていい病気の群だと思い
ます。ここはじっくり鑑別をしていけ
ばいいのかと思います。
　池脇　今言われた老人性の平衡障害
とは、どういう病態なのでしょうか。
　塩尻　あくまでも除外診断だと思い
ますが、中枢・末梢の前庭系の加齢的
な変化ではないかと考えられています。
　池脇　そうすると、例えばMRA・I
で異常は特にないけれども、症状があ
るときの除外診断ですね。
　塩尻　除外診断ということになって
います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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はその持続時間を聞いていきます。
　池脇　一般的に、振り返り等々があ
って比較的短い、おそらく１分以内だ
と思うのですが、めまいが起こる。こ
れは良性発作性頭位めまいなのですね。
　塩尻　そうですね。良性発作性頭位
めまい症の場合には、長くても１分、
通常は30秒ぐらいでおさまってしまう
ので、非常に短い時間だと思います。
ただ、注意点は本人の感覚のズレで、
１日何回も起こると「丸１日続いた」
とおっしゃるので、「一番強かっため
まいの持続時間は」というように絞っ
て聞くとよいと思います。「一番強い
のは30秒だったけど、それが何回もあ
ったんだよ」という場合には、本人に
とっては１日ですが、病態的には30秒
ぐらいになり、良性発作性頭位めまい
症だろうと考えることができます。
　池脇　そういった短い回転性のめま
いであっても、何となく本人は長いイ
ベントのように、要するに激しいめま
いの後、めまいは消えているけれども、
いつもとは違う、ということも含めて
発作の時間としてとらえているときが
あるのですが、切り分け方はどうする
のでしょうか。
　塩尻　良性発作性頭位めまい症にし
ても、起き上がって30秒、一番強いも
のがあって、その後、ふらふらしたよ
うな感じが続くことがあるので、一番
強かった持続時間を聞き出すことでし
ょうか。

　池脇　いわゆる振り返り等々の誘因
があって短いもの、良性発作性頭位め
まい症ですね、これが続く場合にはど
ういった病気なのでしょう。
　塩尻　これが１分でおさまらず、数
分から、もっと長い時間続く。良性発
作性頭位めまい症の場合には、めまい
がないところからめまいが起こって、
めまいがなくなるというパターンです
が、めまいがもうすでにあって、それ
が起居や振り返りで悪化して、その後
おさまるけれどもゼロにはならない。
一番多いのは前庭神経炎などの耳鼻科
領域のめまいですが、そこに見逃して
はいけないような小さな梗塞、脳血管
障害が含まれてくると思います。
　池脇　そうすると、起き上がったり、
振り返りという誘因で起こって、短時
間の場合にはいいけれども、長いもの
に関しては脳血管障害も出てくる。危
険なめまいとしての認識が必要ですね。
　塩尻　そうなってきます。
　池脇　次は起立とおっしゃいました
が、これに関してはどうでしょうか。
　塩尻　高齢者の場合には、降圧剤を
複数種のんでいたり、糖尿病があった
り、パーキンソン病があったり、自律
神経や薬剤の影響を非常に受けやすい
状況だと思います。立ち上がったとき
に、目の前が暗くなるとか、ふわっと
するといったような、起立時に起こる
めまい・ふらつきである場合は、起立
性低血圧を考えていくというステップ

になるかと思います。
　池脇　特に高齢者は降圧剤を含めて
薬剤をのんでいる方が多いですから、
高齢者の場合はその背景となるだろう
薬剤を気をつけないといけないですね。
　塩尻　そう思います。
　池脇　起立に関しても持続するよう
なパターンもあるのでしょうか。
　塩尻　起立どころではない、起きら
れない、そういう場合には、起立とい
うグループに含めていいかどうか問題
なのですが、とても起き上がれない場
合は、重症な脳血管障害を考えていく
必要があると思います。
　池脇　全く誘因がないものはどうな
のでしょうか。
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こった場合には、誘因なしというグル
ープに分けて、その中には一番気をつ
けなければいけない心血管系の疾患が
混じってきます。不整脈とか心臓血管
系の病気が含まれてくるので、誘因が
ないときは注意が必要ですし、椎骨脳
底動脈灌流不全なども誘因なく起こる
ので、危険な疾患が含まれてくること
になります。
　池脇　血管系疾患は、どうしても高
齢者の場合は動脈硬化が進んでいる方
もいらっしゃって、そういった背景で

起こる場合には誘因がみられない。心
臓に関しても誘因がないですし、失神
までいってしまうと、自身ではその状
況はわからないですよね。
　塩尻　そうですね。
　池脇　そういう意味では、周りの方
に状況の説明をしていただくのも大事
になりますね。最後に誘因がなくて、
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でしょうか。
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思うのですが、その中には脳血管障害
の後遺症であったり、種々な薬剤性、
ベンゾジアゼピン系睡眠剤、老人性の
平衡障害なども入ってくるので、ある
意味急がなくていい病気の群だと思い
ます。ここはじっくり鑑別をしていけ
ばいいのかと思います。
　池脇　今言われた老人性の平衡障害
とは、どういう病態なのでしょうか。
　塩尻　あくまでも除外診断だと思い
ますが、中枢・末梢の前庭系の加齢的
な変化ではないかと考えられています。
　池脇　そうすると、例えばMRA・I
で異常は特にないけれども、症状があ
るときの除外診断ですね。
　塩尻　除外診断ということになって
います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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