
杏林大学循環器内科教授
副　島　京　子

（聞き手　池脇克則）

　心室頻拍の治療、特に最新のアブレーション治療についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

最新のアブレーション治療

　池脇　不整脈の治療で最近アブレー
ションが注目されていますが、心室頻
拍（VT）のアブレーション治療はい
つぐらいから治療の選択肢として登場
してきたのでしょうか。
　副島　1980年代にカテーテルのアブ
レーションというコンセプトが出てき
て、動物実験から始まりました。当時
すでに、主にペンシルベニア大学で
VTに関する知見が発表されていまし
た。主に心室瘤のある陳旧性心筋梗塞
患者で、VTが持続する患者さんに対
する心内膜切除術と冷凍凝固による治
療が始まりです。その後、同様の手技
をカテーテルで行うのがカテーテルア
ブレーションです。器質的心疾患に合
併するVTに対するアブレーションは、
1990年代の３次元のマッピングシステ
ムの開発により飛躍的に進歩しました。
　池脇　先生がブリガム（ハーバード

大学）に行かれた時期ですね。
　副島　そうですね。私がブリガムに
行ったのが1998年です。前年東京女子
医科大学の笠貫先生が会長をされた日
本ペーシング学会の折、３次元マップ
の開発者の先生が来日され、すごいも
のが世の中に出るなと見ていたのを覚
えています。
　池脇　最近は、心房細動（AF）の
アブレーションが脚光を浴びて普及し
ています。多少の例外はあるかもしれ
ませんが、AFのアブレーションは緊
急性がなく、予定して行うものですが、
VTの場合は症例によっては緊急でア
ブレーションというのもあるのですよ
ね。
　副島　患者さんによっては、ストー
ムといって、１日24時間のうち３回以
上電気ショックをかけなければいけな
いような発作がある方だと、非常に予
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あたりでしょうか。
　副島　いろいろあると思うのですけ
れども、まず治療成績が改善したとい
うのもそうですが、昔のVTに対する
アブレーションは本当に半日がかりで、
透視もすごくたくさん使いましたし、
術者の被曝は無視できないものだった
と思うのです。あと、今は成績が非常
に良くなったのと、時間が非常に短く
なっています。
　一番の要因としては、先ほど話題に
出た３次元マップというのが、形を作
れるという点では20年前のものと一緒
なのですが、形を作るために、これを
マッピングというのですけれども、カ
テーテルで心筋をさわって、そこの心
筋の位置情報と電気的情報、VT中の
伝播などを取得して表示します。
　また、昔は先端が４㎜の治療用のア
ブレーションカテーテルでマッピング
していたのが、最近は多極のマッピン
グカテーテル、多いものだと64極、少
なくても20極以上の電極で一度に全部
の情報が取れるのです。大きな電極だ
とパラボラアンテナと一緒で広い範囲
の情報がわっと入ってくるのですが、
小さな電極で詳細に、なおかつ多極で
広範囲を一度にマッピングできるので、
非常に正確に位置情報と電気的情報が
得られます。昔は大ざっぱに、この辺
に不整脈基質がありそうと感じていた
ものが、ディテールで見えてくるので
す。マッピングが非常に正確になりま

した。
　３次元マップのほかは、アブレーシ
ョンのカテーテルが昔は本当に少ない
範囲しか焼けないものだったのですが、
先端から水を出して広い範囲、あるい
は最近ですと高周波以外のエネルギー
でも治療できるようなカテーテルが出
てきたので、焼灼範囲は大きくなって
きました。あとは合併症を予防する、
あるいはしっかり焼くために必要なカ
テーテルの心筋接触圧をきちっとコン
タクトしていなければいけないのです
が、昔は術者が自分の手の感覚、ある
いは透視を見てカテーテルのひずみぐ
あいで判断していたのです。それがグ
ラム数として表示されるようになった
ので、圧倒的に被曝が減ったと思いま
す。
　池脇　デバイスの進歩によって、術
者が今どこにどういう状況でカテ先が
あるかとか、どこがフォーカスなのか、
より確信を持って把握できるようにな
ったということですね。
　副島　そうですね。まさしくそれだ
と思います。私が始めた頃は、３次元
マップがあったので私でもできたので
すが、それ以前にやられていた先駆者
は、それなしに、何時間も前に見た透
視の位置を、ここが悪い、あそこが悪
いと、超人的な記憶でされていました。
３次元マップの発展は、これから不整
脈をやりたい先生を入りやすくしてく
れた。患者さんにとってみれば、より

後が悪くなります。極端な例ですが、
VTが止まらず血行動態が不良となり、
最近では補助循環を入れてサポートし
てVTを止めないことには、そこから
離脱できない、非常に急を要する患者
さんも多くいます。
　池脇　そういう緊急性の高いVTに
対してのアブレーションも最近は出て
きたという話ですが、心筋梗塞後のVT
もあれば、全く心疾患のない特発性の
VTもあり、いろいろな病態がVTを構
成しているということでしょうか。
　副島　おそらく開業医がご覧になる
機会が多いのは特発性ですね。特発性
で多いものとしては流出路、右室流出
路や大動脈近辺のものですが、もう一
つがプルキンエ線維に関連する左室の
特発性のVT、その３つです。
　なぜ流出路に多いのかと昔から思っ
ていたのですが、台湾からいろいろ面
白いデータが出てきて興味深く見てい
ます。心外膜脂肪は、皮下脂肪に比べ
て炎症物質を多く出すというデータが
あって、流出路というと一番脂肪の多
い場所なのです。そこでおそらくその
下にある心筋に炎症を起こして、例え
ば活動電位の時間のばらつきが起きる
とか、あと膜電位が浅くなってPVCを
起こしやすくなるなどのデータが出て
きたので、その辺は非常に面白いなと
感じています。また、心機能の悪い患
者さんで心室性頻拍が起きた場合は生
命予後を左右するので、うまく治療し

て普通の生活に戻してあげるのは一番
楽しい部分というか、患者さんにとっ
ても人生がすごく大きく変わるところ
です。
　数としては、さっき先生がおっしゃ
ったAFのアブレーションが今、ほと
んどを占めていますので、VTに関し
ては特発性のものが多くて、器質性は
その次というかたちです。
　池脇　器質性の中では欧米に比べる
と日本はいわゆる心筋症でのVTが多
いのでしょうか。
　副島　そうですね。日本でも特にイ
ンターベンションが盛んな地域はド
ア・ツー・バルーンが非常に短いので、
不整脈を起こしやすい基質が少ないこ
と、心筋梗塞後の徹底したβブロッカ
ー、ACE、ARBによる治療、専門医
による定期的な診察なども影響してい
ると思います。おそらく不整脈の基質
はできづらいのではないかと思うので
す。あと圧倒的に欧米のほうが大きな
心筋梗塞、あるいは繰り返す心筋梗塞、
肥満とか食生活も関係があると思うの
ですが、非常に不整脈を起こしやすい
患者さんが多かったです。
　池脇　先生がアメリカに渡られたの
がもう20年以上前ですから、このアブ
レーションは比較的歴史があって、初
期の頃と今では治療成績は圧倒的に改
善していますね。
　副島　はい。圧倒的に違います。
　池脇　その改善している要因はどの
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あたりでしょうか。
　副島　いろいろあると思うのですけ
れども、まず治療成績が改善したとい
うのもそうですが、昔のVTに対する
アブレーションは本当に半日がかりで、
透視もすごくたくさん使いましたし、
術者の被曝は無視できないものだった
と思うのです。あと、今は成績が非常
に良くなったのと、時間が非常に短く
なっています。
　一番の要因としては、先ほど話題に
出た３次元マップというのが、形を作
れるという点では20年前のものと一緒
なのですが、形を作るために、これを
マッピングというのですけれども、カ
テーテルで心筋をさわって、そこの心
筋の位置情報と電気的情報、VT中の
伝播などを取得して表示します。
　また、昔は先端が４㎜の治療用のア
ブレーションカテーテルでマッピング
していたのが、最近は多極のマッピン
グカテーテル、多いものだと64極、少
なくても20極以上の電極で一度に全部
の情報が取れるのです。大きな電極だ
とパラボラアンテナと一緒で広い範囲
の情報がわっと入ってくるのですが、
小さな電極で詳細に、なおかつ多極で
広範囲を一度にマッピングできるので、
非常に正確に位置情報と電気的情報が
得られます。昔は大ざっぱに、この辺
に不整脈基質がありそうと感じていた
ものが、ディテールで見えてくるので
す。マッピングが非常に正確になりま

した。
　３次元マップのほかは、アブレーシ
ョンのカテーテルが昔は本当に少ない
範囲しか焼けないものだったのですが、
先端から水を出して広い範囲、あるい
は最近ですと高周波以外のエネルギー
でも治療できるようなカテーテルが出
てきたので、焼灼範囲は大きくなって
きました。あとは合併症を予防する、
あるいはしっかり焼くために必要なカ
テーテルの心筋接触圧をきちっとコン
タクトしていなければいけないのです
が、昔は術者が自分の手の感覚、ある
いは透視を見てカテーテルのひずみぐ
あいで判断していたのです。それがグ
ラム数として表示されるようになった
ので、圧倒的に被曝が減ったと思いま
す。
　池脇　デバイスの進歩によって、術
者が今どこにどういう状況でカテ先が
あるかとか、どこがフォーカスなのか、
より確信を持って把握できるようにな
ったということですね。
　副島　そうですね。まさしくそれだ
と思います。私が始めた頃は、３次元
マップがあったので私でもできたので
すが、それ以前にやられていた先駆者
は、それなしに、何時間も前に見た透
視の位置を、ここが悪い、あそこが悪
いと、超人的な記憶でされていました。
３次元マップの発展は、これから不整
脈をやりたい先生を入りやすくしてく
れた。患者さんにとってみれば、より

後が悪くなります。極端な例ですが、
VTが止まらず血行動態が不良となり、
最近では補助循環を入れてサポートし
てVTを止めないことには、そこから
離脱できない、非常に急を要する患者
さんも多くいます。
　池脇　そういう緊急性の高いVTに
対してのアブレーションも最近は出て
きたという話ですが、心筋梗塞後のVT
もあれば、全く心疾患のない特発性の
VTもあり、いろいろな病態がVTを構
成しているということでしょうか。
　副島　おそらく開業医がご覧になる
機会が多いのは特発性ですね。特発性
で多いものとしては流出路、右室流出
路や大動脈近辺のものですが、もう一
つがプルキンエ線維に関連する左室の
特発性のVT、その３つです。
　なぜ流出路に多いのかと昔から思っ
ていたのですが、台湾からいろいろ面
白いデータが出てきて興味深く見てい
ます。心外膜脂肪は、皮下脂肪に比べ
て炎症物質を多く出すというデータが
あって、流出路というと一番脂肪の多
い場所なのです。そこでおそらくその
下にある心筋に炎症を起こして、例え
ば活動電位の時間のばらつきが起きる
とか、あと膜電位が浅くなってPVCを
起こしやすくなるなどのデータが出て
きたので、その辺は非常に面白いなと
感じています。また、心機能の悪い患
者さんで心室性頻拍が起きた場合は生
命予後を左右するので、うまく治療し

て普通の生活に戻してあげるのは一番
楽しい部分というか、患者さんにとっ
ても人生がすごく大きく変わるところ
です。
　数としては、さっき先生がおっしゃ
ったAFのアブレーションが今、ほと
んどを占めていますので、VTに関し
ては特発性のものが多くて、器質性は
その次というかたちです。
　池脇　器質性の中では欧米に比べる
と日本はいわゆる心筋症でのVTが多
いのでしょうか。
　副島　そうですね。日本でも特にイ
ンターベンションが盛んな地域はド
ア・ツー・バルーンが非常に短いので、
不整脈を起こしやすい基質が少ないこ
と、心筋梗塞後の徹底したβブロッカ
ー、ACE、ARBによる治療、専門医
による定期的な診察なども影響してい
ると思います。おそらく不整脈の基質
はできづらいのではないかと思うので
す。あと圧倒的に欧米のほうが大きな
心筋梗塞、あるいは繰り返す心筋梗塞、
肥満とか食生活も関係があると思うの
ですが、非常に不整脈を起こしやすい
患者さんが多かったです。
　池脇　先生がアメリカに渡られたの
がもう20年以上前ですから、このアブ
レーションは比較的歴史があって、初
期の頃と今では治療成績は圧倒的に改
善していますね。
　副島　はい。圧倒的に違います。
　池脇　その改善している要因はどの
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安全に短い時間でできるようになった。
被曝も軽減したというのは非常に大き
な貢献だと思います。
　池脇　VTのアブレーションに関し
て、これもAFのアブレーションのこ
とを持っていって失礼かもしれません
が、最近のAFのアブレーションは１
回で治そうとしないで、何回かに分け
て治癒を目指すという方向で来ている
ように聞きました。VTというのは１
回勝負なのか、あるいはそんなに無理
をしないのか、どのような方針でいく
のでしょうか。
　副島　アブレーションの範囲という
のは、いろいろな方法があり、日本で
は非常に少ないのですが、医師によっ
ては心筋梗塞のところを全部焼いてし
まえばVTは出ないだろうという考え
の人がいないわけではないのです。な
るべく元気な心筋は残したいし、無駄

なところを焼くと、後日、血栓が形成
されることもあるため制限しながらや
っています。
　AFの再発とVTの再発、同じ重みを
持つかというと、VTの再発は非常に
大きな意味を持つので、なるべく私た
ちは１回で治したいと考えています。
抗不整脈薬を継続することもあります。
あとはリモデリングを予防するため薬
を併用しながらやらないと、また新し
く不整脈の芽が出るため注意が必要で
す。AFも複数に分けるというよりは、
早い段階で治療すれば９割発作がなく
なるので、最近の方向としては早く見
つけて早く治療しましょうというのが
メインになってきていると思います。
　池脇　同じアブレーションでも、AF
とVT、若干アプローチが違うことが
わかりました。ありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター大森病院消化器内科教授
松　田　尚　久

（聞き手　池田志斈）

　便潜血反応（＋）は下部消化器（特に大腸病変）といわれて、上部消化器�
（胃、食道、口腔）では（－）といわれているようですが、その理由をご教示
ください。
 ＜福岡県開業医＞

便潜血反応

　池田　松田先生、便潜血反応という
のは今、どのようなシステムで行われ
ているのでしょうか。
　松田　従来の便潜血、化学法、グア
ヤック法ともいいますが、化学法と免
疫法という方法、２つに大きく分かれ
ます。日本では1992年のいわゆる住民
健診で便潜血検査が始まったころから
免疫法を使っています。海外に目を向
けますと、従来から簡便さから化学法
が広く用いられてきたのですが、最近
では多くの国、欧米を含めて各国で免
疫法を使う国が多くなっています。
　原理として化学法と免疫法と大きく
異なり、質問内容に関しては、従来法
のグアヤック法、化学法の場合には上
部消化管、いわゆる食道ですとか胃か
らの出血に関して陽性と出てしまうこ

とがありましたが、免疫法はヒトヘモ
グロビンに対する抗体を用いて検出す
る方法ですので、食事による影響、例
えば肉類とかに影響することも非常に
少ないです。上部の消化管、胃の出血
に関しても、胃液や膵液の影響、消化
液によってヘモグロビンが変性するた
めに、そういった上部の消化管に関し
ての出血に関してはほぼ拾わないと最
近いわれているので、免疫法を使って
いる昨今では、あまりその心配はしな
くていいかと思われます。
　池田　免疫法を使えばほぼ大腸の出
血を検出できるということですね。
　松田　そうですね。胃の出血や消化
性潰瘍出血など、よほどひどい出血が
あって血液が早く腸管のほうに流れて
くるような場合には拾ってしまう可能
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安全に短い時間でできるようになった。
被曝も軽減したというのは非常に大き
な貢献だと思います。
　池脇　VTのアブレーションに関し
て、これもAFのアブレーションのこ
とを持っていって失礼かもしれません
が、最近のAFのアブレーションは１
回で治そうとしないで、何回かに分け
て治癒を目指すという方向で来ている
ように聞きました。VTというのは１
回勝負なのか、あるいはそんなに無理
をしないのか、どのような方針でいく
のでしょうか。
　副島　アブレーションの範囲という
のは、いろいろな方法があり、日本で
は非常に少ないのですが、医師によっ
ては心筋梗塞のところを全部焼いてし
まえばVTは出ないだろうという考え
の人がいないわけではないのです。な
るべく元気な心筋は残したいし、無駄

なところを焼くと、後日、血栓が形成
されることもあるため制限しながらや
っています。
　AFの再発とVTの再発、同じ重みを
持つかというと、VTの再発は非常に
大きな意味を持つので、なるべく私た
ちは１回で治したいと考えています。
抗不整脈薬を継続することもあります。
あとはリモデリングを予防するため薬
を併用しながらやらないと、また新し
く不整脈の芽が出るため注意が必要で
す。AFも複数に分けるというよりは、
早い段階で治療すれば９割発作がなく
なるので、最近の方向としては早く見
つけて早く治療しましょうというのが
メインになってきていると思います。
　池脇　同じアブレーションでも、AF
とVT、若干アプローチが違うことが
わかりました。ありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター大森病院消化器内科教授
松　田　尚　久

（聞き手　池田志斈）

　便潜血反応（＋）は下部消化器（特に大腸病変）といわれて、上部消化器�
（胃、食道、口腔）では（－）といわれているようですが、その理由をご教示
ください。
 ＜福岡県開業医＞

便潜血反応

　池田　松田先生、便潜血反応という
のは今、どのようなシステムで行われ
ているのでしょうか。
　松田　従来の便潜血、化学法、グア
ヤック法ともいいますが、化学法と免
疫法という方法、２つに大きく分かれ
ます。日本では1992年のいわゆる住民
健診で便潜血検査が始まったころから
免疫法を使っています。海外に目を向
けますと、従来から簡便さから化学法
が広く用いられてきたのですが、最近
では多くの国、欧米を含めて各国で免
疫法を使う国が多くなっています。
　原理として化学法と免疫法と大きく
異なり、質問内容に関しては、従来法
のグアヤック法、化学法の場合には上
部消化管、いわゆる食道ですとか胃か
らの出血に関して陽性と出てしまうこ

とがありましたが、免疫法はヒトヘモ
グロビンに対する抗体を用いて検出す
る方法ですので、食事による影響、例
えば肉類とかに影響することも非常に
少ないです。上部の消化管、胃の出血
に関しても、胃液や膵液の影響、消化
液によってヘモグロビンが変性するた
めに、そういった上部の消化管に関し
ての出血に関してはほぼ拾わないと最
近いわれているので、免疫法を使って
いる昨今では、あまりその心配はしな
くていいかと思われます。
　池田　免疫法を使えばほぼ大腸の出
血を検出できるということですね。
　松田　そうですね。胃の出血や消化
性潰瘍出血など、よほどひどい出血が
あって血液が早く腸管のほうに流れて
くるような場合には拾ってしまう可能
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が推奨されています。そこで評価され
るのはスクリーン感度よりもプログラ
ム感度です。３年とか５年受けること
で、どれだけしっかりとがんを拾い上
げることができるか。そこが便潜血の
場合の評価の一番の中心になっている
ので、１回の感度よりもむしろプログ
ラムの中でどれだけきちんと的確にが
んを拾い上げられるかが、プログラム
感度を評価する立場で検診の中では大
切であると考えています。
　池田　逆に言いますと数年、５年ぐ
らいで白黒つけることで間に合うので
しょうか。
　松田　ご存じの先生が多いと思いま
すが、大腸がんというのは、ほかのが
ん種と比べると、進行して遠隔転移、
いわゆる肝臓とか肺に転移が起こると
５年生存率は２割を切ります。比較的
遠隔に転移がなければ５年生存は期待
できるがん種です。例えばリンパ節転
移、いわゆる転移がない段階、ステー
ジ２までとすると、大腸がんの場合は、
85％も５年生存が見込めるというがん
種です。
　そう考えますと、ほかのがん種、肺
がんや胃がんよりも、検診をしっかり
と充実させれば、ある程度猶予期間が
あるということです。発見するまでの
時間は当然早ければ早いほうがいいわ
けですが、そのステージ、遠隔に転移
が起こるまでは相当な時間がかかりま
す。そこにいく前にプログラムとして、

すくえればということで、そういった
がん種であるのは一つの特徴だと思い
ます。
　池田　それで数年かけてプログラム
感度を上げていくほうがいいというこ
とですね。
　松田　そうですね。
　池田　それと、今２回連続でやられ
ていると思うのですけれども、例えば
両方とも陰性だったら納得しやすいで
すが、片方陽性、片方陰性になったら
どうなのでしょうか。
　松田　これは非常に注意が必要でし
て、２日法でやっている以上、１回だ
け（＋）ということがありうるわけで
す。そういった場合でも当然陽性と判
定して、精密検査である大腸内視鏡検
査を受けていただくというのが正解で
す。ここは大事なところでして、２回
やって、１回（＋）だからもう１回受
け直し、（－）（－）だったら、それで
OKとされる、それは大きな間違いで
す。個別検診等でキットをお渡しして
判定結果をお伝えする医師がいると思
うのですが、そこだけ誤解なきようお
願いしたい。１回でも陽性であれば相
当リスクは高いのです。ですから、そ
こは（－）（＋）、あるいは（＋）（－）
でも当然大腸内視鏡検査、精密検査を
強く勧めていただくことが必要になり
ます。
　池田　１回でも陽性だった方にも大
腸内視鏡検査をやってくださいと紹介

性はあるかもしれません。ですが、一
般的には大腸の出血を拾い上げるのが
免疫法のいいところだと思います。
　池田　そのような大量出血を胃など
ですれば、ある程度症状はありますも
のね。
　松田　タール便とか、そういうもの
で気づいてしまうと思います。
　池田　今は免疫法ですが、これは定
量的になるのでしょうか。
　松田　免疫法に関しては、カットオ
フ値、いわゆる閾値を設定することが
できて、陽性割合を１回の検査でどれ
ぐらいに設定するかも定量化すること
で、閾値を設けて変えることができま
す。
　一般的には100ng/mL、便１gに対し
て20μgの潜血があった場合に陽性とす
る自治体が多いと思います。それでい
くと、100人の検診者が受けると、だ
いたい６～７人ぐらい陽性になるので
すが、陽性者を少し制限して、その陽
性者をしっかりと精密検査である大腸
内視鏡検査に回すというストラテジー
を立てる自治体では、少しカットオフ
値を上げるのです。例えば100ngを200 
ngに上げますと陽性割合は低くなり、
３％ですとか４％になります。そうい
ったかたちで戦略を立てて、きっちり
と精密検査に陽性者を回すことを考え
ながらカットオフ値を変えることがで
きるのも、免疫法のいいところだと思
います。

　池田　そのカットオフ値は各自治体
で変えていいということですか。
　松田　そこは法的には特に決まりご
とはなく、いろいろな検診におけるプ
ロセス指標というもので、だいたい陽
性者はここからここまでぐらいの割合
にしましょうというのがあって、各自
治体ではそれを遵守すれば、ある程度
自由にカットオフ値を変えることがで
きます。福井県では220ngという高い
設定値でやっていて、当然陽性割合は
低く出ます。ただ、そういったリスク
の高い方を精密検査である大腸内視鏡
検査に回すことで効果を上げる、そう
いった戦略を立てられている自治体も
あります。
　池田　非常に面白いですね。各自治
体で変わってかまわないということで
すが、その場合、例えばあまり低くし
てしまうと見逃しもあるでしょうし、
高くしすぎると逆に偽陰性みたいなも
のもありますよね。こういうものは単
年度で結果を出そうというプログラム
ではないのですか。何年かにわたって
ということなのでしょうか。
　松田　日本の場合、２日法というも
のを用いていますので、２日分の便を
提出してもらいますが、それをワンセ
ッションと数えて、その１回でどれぐ
らいがんを陽性と的確に診断するかと
いうのがスクリーン感度です。けれど
も、今、検診の世界ではご存じのよう
に日本では毎年、便潜血を受けること
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が推奨されています。そこで評価され
るのはスクリーン感度よりもプログラ
ム感度です。３年とか５年受けること
で、どれだけしっかりとがんを拾い上
げることができるか。そこが便潜血の
場合の評価の一番の中心になっている
ので、１回の感度よりもむしろプログ
ラムの中でどれだけきちんと的確にが
んを拾い上げられるかが、プログラム
感度を評価する立場で検診の中では大
切であると考えています。
　池田　逆に言いますと数年、５年ぐ
らいで白黒つけることで間に合うので
しょうか。
　松田　ご存じの先生が多いと思いま
すが、大腸がんというのは、ほかのが
ん種と比べると、進行して遠隔転移、
いわゆる肝臓とか肺に転移が起こると
５年生存率は２割を切ります。比較的
遠隔に転移がなければ５年生存は期待
できるがん種です。例えばリンパ節転
移、いわゆる転移がない段階、ステー
ジ２までとすると、大腸がんの場合は、
85％も５年生存が見込めるというがん
種です。
　そう考えますと、ほかのがん種、肺
がんや胃がんよりも、検診をしっかり
と充実させれば、ある程度猶予期間が
あるということです。発見するまでの
時間は当然早ければ早いほうがいいわ
けですが、そのステージ、遠隔に転移
が起こるまでは相当な時間がかかりま
す。そこにいく前にプログラムとして、

すくえればということで、そういった
がん種であるのは一つの特徴だと思い
ます。
　池田　それで数年かけてプログラム
感度を上げていくほうがいいというこ
とですね。
　松田　そうですね。
　池田　それと、今２回連続でやられ
ていると思うのですけれども、例えば
両方とも陰性だったら納得しやすいで
すが、片方陽性、片方陰性になったら
どうなのでしょうか。
　松田　これは非常に注意が必要でし
て、２日法でやっている以上、１回だ
け（＋）ということがありうるわけで
す。そういった場合でも当然陽性と判
定して、精密検査である大腸内視鏡検
査を受けていただくというのが正解で
す。ここは大事なところでして、２回
やって、１回（＋）だからもう１回受
け直し、（－）（－）だったら、それで
OKとされる、それは大きな間違いで
す。個別検診等でキットをお渡しして
判定結果をお伝えする医師がいると思
うのですが、そこだけ誤解なきようお
願いしたい。１回でも陽性であれば相
当リスクは高いのです。ですから、そ
こは（－）（＋）、あるいは（＋）（－）
でも当然大腸内視鏡検査、精密検査を
強く勧めていただくことが必要になり
ます。
　池田　１回でも陽性だった方にも大
腸内視鏡検査をやってくださいと紹介

性はあるかもしれません。ですが、一
般的には大腸の出血を拾い上げるのが
免疫法のいいところだと思います。
　池田　そのような大量出血を胃など
ですれば、ある程度症状はありますも
のね。
　松田　タール便とか、そういうもの
で気づいてしまうと思います。
　池田　今は免疫法ですが、これは定
量的になるのでしょうか。
　松田　免疫法に関しては、カットオ
フ値、いわゆる閾値を設定することが
できて、陽性割合を１回の検査でどれ
ぐらいに設定するかも定量化すること
で、閾値を設けて変えることができま
す。
　一般的には100ng/mL、便１gに対し
て20μgの潜血があった場合に陽性とす
る自治体が多いと思います。それでい
くと、100人の検診者が受けると、だ
いたい６～７人ぐらい陽性になるので
すが、陽性者を少し制限して、その陽
性者をしっかりと精密検査である大腸
内視鏡検査に回すというストラテジー
を立てる自治体では、少しカットオフ
値を上げるのです。例えば100ngを200 
ngに上げますと陽性割合は低くなり、
３％ですとか４％になります。そうい
ったかたちで戦略を立てて、きっちり
と精密検査に陽性者を回すことを考え
ながらカットオフ値を変えることがで
きるのも、免疫法のいいところだと思
います。

　池田　そのカットオフ値は各自治体
で変えていいということですか。
　松田　そこは法的には特に決まりご
とはなく、いろいろな検診におけるプ
ロセス指標というもので、だいたい陽
性者はここからここまでぐらいの割合
にしましょうというのがあって、各自
治体ではそれを遵守すれば、ある程度
自由にカットオフ値を変えることがで
きます。福井県では220ngという高い
設定値でやっていて、当然陽性割合は
低く出ます。ただ、そういったリスク
の高い方を精密検査である大腸内視鏡
検査に回すことで効果を上げる、そう
いった戦略を立てられている自治体も
あります。
　池田　非常に面白いですね。各自治
体で変わってかまわないということで
すが、その場合、例えばあまり低くし
てしまうと見逃しもあるでしょうし、
高くしすぎると逆に偽陰性みたいなも
のもありますよね。こういうものは単
年度で結果を出そうというプログラム
ではないのですか。何年かにわたって
ということなのでしょうか。
　松田　日本の場合、２日法というも
のを用いていますので、２日分の便を
提出してもらいますが、それをワンセ
ッションと数えて、その１回でどれぐ
らいがんを陽性と的確に診断するかと
いうのがスクリーン感度です。けれど
も、今、検診の世界ではご存じのよう
に日本では毎年、便潜血を受けること
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検査が必要な人をきちんと検査施設に
行かせることができるか。やはり身近
なかかりつけ医からの一声が大きいと
いうことですから、開業医からそうい
ったことを数字としてきっちりお伝え
いただいて、陽性者に精密検査を受け
るように強く勧めていただくことが一
番受診率を上げるきっかけになります。
先生方のご協力をいただいて、精密検
査の受診割合が８割、９割になればい
いなと思います。

　池田　最後にもう一度確認させてい
ただきます。２回の便潜血の片方でも
陽性になれば大腸内視鏡検査を受けて
いただくということですね。
　松田　ぜひそこを徹底していただけ
るとありがたいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

（放送時：国立がん研究センター中央病院
検診センター長）

状を書いたりしますよね。実際、どの
くらいの患者さんが大腸内視鏡検査を
受けるのでしょうか。
　松田　便潜血、先ほど申し上げた、
ある程度一般的な閾値を設けてやりま
すと、だいたい100人受けていただく
と、検診で便潜血が６～７人陽性にな
るのです。６～７人が精密検査を勧め
られるわけです。精検受診率と申しま
すが、陽性者、リスクの高い便潜血で
ふるいにかけられた方で精密検査であ
る大腸内視鏡検査までたどり着いてい
ない人が海外に比べると多いというの
が非常に大きな問題で、海外では陽性
になった方は８～９割、大腸内視鏡検
査を受けるのです。日本では６～７割
しか受けないといわれています。なの
で、裏を返せば３～４割の方はリスク
の高い便潜血陽性者であっても精密検
査を受けずに、そのまま流れてしまう
ことが大きな問題です。
　実際に皆さん、便潜血陽性で私ども
の病院に、うつむいて来るのですが、
便潜血陽性であっても、がんが発見さ
れる割合、有病割合というのは２～３
％なのです。そう考えると、その残り
の方々は無意味かというと、そうでは
なくて、便潜血陽性の方が大腸内視鏡
検査を受けると様々な病変、いわゆる、
前癌病変の腺腫性ポリープ、がんに直
結するリスクのあるポリープが半分ぐ
らいの方に見つかります。がんは２～
３％しかないけれども、前癌病変は50

％の方に見つかるのです。
　最近の内視鏡技術は向上していて、
その場でポリープを切除できる態勢を
取っている施設が多いと思います。当
然２㎝以上ですとか10㎜とか、基準を
決めて対応されている医師が多いと思
うのですが、ある程度の大きさのもの
で、良性の腺腫と判断すれば、その場
で１回の検査で治療までできてしまう
のです。そうなると、腺腫性ポリープ
を切除することによる大腸がん死亡リ
スクダウンは証明されていますので、
この検診を受けて陽性になってがっか
りしている場合ではなく、ポリープを
取ってもらったことで大腸がんリスク
が下がる、死亡リスクも下がることが
１回で得られてしまう。そういった意
味では陽性者に対する精密検査をしっ
かりと勧めることが大事ですし、国民
にも広くそこの重要性を知ってもらう
には、やはり医療従事者から伝えなけ
れば、なかなかわからないことかと思
います。
　池田　判定した医師が50％が前癌病
変だということをわかっていれば、精
密検査を受けて、もし良性であっても、
取ってもらったらがんになるリスクが
下がるということを患者さんに正確に
お伝えすれば、また受診する割合が増
えるのですね。
　松田　そうですね。米国のCDCから
もいわれていますが、どうやったらそ
ういった検診の受診率を上げて、精密
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検査が必要な人をきちんと検査施設に
行かせることができるか。やはり身近
なかかりつけ医からの一声が大きいと
いうことですから、開業医からそうい
ったことを数字としてきっちりお伝え
いただいて、陽性者に精密検査を受け
るように強く勧めていただくことが一
番受診率を上げるきっかけになります。
先生方のご協力をいただいて、精密検
査の受診割合が８割、９割になればい
いなと思います。

　池田　最後にもう一度確認させてい
ただきます。２回の便潜血の片方でも
陽性になれば大腸内視鏡検査を受けて
いただくということですね。
　松田　ぜひそこを徹底していただけ
るとありがたいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

（放送時：国立がん研究センター中央病院
検診センター長）

状を書いたりしますよね。実際、どの
くらいの患者さんが大腸内視鏡検査を
受けるのでしょうか。
　松田　便潜血、先ほど申し上げた、
ある程度一般的な閾値を設けてやりま
すと、だいたい100人受けていただく
と、検診で便潜血が６～７人陽性にな
るのです。６～７人が精密検査を勧め
られるわけです。精検受診率と申しま
すが、陽性者、リスクの高い便潜血で
ふるいにかけられた方で精密検査であ
る大腸内視鏡検査までたどり着いてい
ない人が海外に比べると多いというの
が非常に大きな問題で、海外では陽性
になった方は８～９割、大腸内視鏡検
査を受けるのです。日本では６～７割
しか受けないといわれています。なの
で、裏を返せば３～４割の方はリスク
の高い便潜血陽性者であっても精密検
査を受けずに、そのまま流れてしまう
ことが大きな問題です。
　実際に皆さん、便潜血陽性で私ども
の病院に、うつむいて来るのですが、
便潜血陽性であっても、がんが発見さ
れる割合、有病割合というのは２～３
％なのです。そう考えると、その残り
の方々は無意味かというと、そうでは
なくて、便潜血陽性の方が大腸内視鏡
検査を受けると様々な病変、いわゆる、
前癌病変の腺腫性ポリープ、がんに直
結するリスクのあるポリープが半分ぐ
らいの方に見つかります。がんは２～
３％しかないけれども、前癌病変は50

％の方に見つかるのです。
　最近の内視鏡技術は向上していて、
その場でポリープを切除できる態勢を
取っている施設が多いと思います。当
然２㎝以上ですとか10㎜とか、基準を
決めて対応されている医師が多いと思
うのですが、ある程度の大きさのもの
で、良性の腺腫と判断すれば、その場
で１回の検査で治療までできてしまう
のです。そうなると、腺腫性ポリープ
を切除することによる大腸がん死亡リ
スクダウンは証明されていますので、
この検診を受けて陽性になってがっか
りしている場合ではなく、ポリープを
取ってもらったことで大腸がんリスク
が下がる、死亡リスクも下がることが
１回で得られてしまう。そういった意
味では陽性者に対する精密検査をしっ
かりと勧めることが大事ですし、国民
にも広くそこの重要性を知ってもらう
には、やはり医療従事者から伝えなけ
れば、なかなかわからないことかと思
います。
　池田　判定した医師が50％が前癌病
変だということをわかっていれば、精
密検査を受けて、もし良性であっても、
取ってもらったらがんになるリスクが
下がるということを患者さんに正確に
お伝えすれば、また受診する割合が増
えるのですね。
　松田　そうですね。米国のCDCから
もいわれていますが、どうやったらそ
ういった検診の受診率を上げて、精密
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埼玉医科大学名誉教授
荒　木　信　夫

（聞き手　山内俊一）

　慢性緊張型頭痛でNSAIDs依存症的になっている例への対処法をご教示くだ
さい。
 ＜千葉県勤務医＞

慢性緊張型頭痛

　山内　今回のテーマでは慢性とつい
ているので、くも膜下出血などは除外
しますが、少し気になるのは脳腫瘍の
痛みがありますね。あれはこういう慢
性型の痛みにはならないのでしょうか。
　荒木　脳腫瘍の場合、最初はあまり
頭痛を訴えない方が多いのです。と申
しますのは、頭蓋内で痛みを感じてい
る組織は、脳を取り巻く硬膜という膜
と、脳にいっている血管の動脈や静脈
です。血管は太いところのほうが痛み
を強く感じます。そのため太い血管か
硬膜を巻き込まないと、脳実質自体は
痛みを感じないと考えられていますの
で、脳腫瘍の場合はかなり大きくなっ
てこないと痛みは訴えないだろうと思
います。
　山内　そうすると、痛みを訴えるこ
ろにはほかの症状も出てきていると考

えてよいのですね。
　荒木　そうです。いわゆる神経症状、
脳の機能障害に伴う症状が出てきてい
ることが多いと思います。
　山内　慢性緊張型頭痛は片頭痛と合
併している例もあるようですが。
　荒木　緊張型頭痛の方で時々強い頭
痛がある方は、よくお聞きすると片頭
痛も持っている方を見受けます。両方
のタイプの頭痛を持っている方がけっ
こういるのです。緊張型頭痛というの
は全人口の20％ぐらいの方に認められ
るのですが、片頭痛はだいたい日本で
８％ぐらいといわれていまして、こう
いう片頭痛と緊張型頭痛を合わせると、
だいたい30～40％ぐらいの国民の人た
ちにそういう慢性頭痛があると考えて
いいかと思います。
　山内　ほとんど国民病の世界ですね。

非常に多いので、両者が合併すること
もあると思われますが、この場合は独
特の症候群になってしまうのでしょう
か。
　荒木　一回一回の頭痛をよくお聞き
しますと、非常に片頭痛的な頭痛の拍
動性の頭痛で来る場合と、締めつけら
れるような違うタイプの頭痛があって、
ご本人も２種類あるような気がすると、
わかっている方が多いと思います。
　山内　そういった訴えをなされる方
は、今日は片頭痛、別の日は緊張型頭
痛と、診断名を分けると考えてよいの
ですか。
　荒木　ある程度ご本人が気づいてい
て、自分でも今日はどっちのタイプか
をわかる方が多いと思います。
　山内　緊張型頭痛は非常にありふれ
た頭痛ですが、昨今、スマホとかパソ
コンの見過ぎではないかというイメー
ジがすぐに湧きます。いかがでしょう
か。
　荒木　まさにそうでして、一定の姿
勢で長時間いらっしゃる方に緊張型頭
痛は多いです。
　山内　パソコンを見るなというわけ
にもいかないですから、どう対処した
らよいでしょうか。
　荒木　姿勢を変えるということでは
体操が一番お勧めだと思います。我々
は頭痛体操と呼んでいますが、首筋の
筋肉を伸ばしたり、肩の周囲の筋肉を
動かすという頭痛体操、あるいはラジ

オ体操でも結構です。１回は１～２分
でよいですが、１日４～５回、３食前
と寝る前とおやつ前に勤務中でも軽く
１～２分ならできるかもしれない。そ
ういうことをお勧めしています。
　山内　それは非常にお手軽といえば
お手軽ですね。
　荒木　一番よく効くのは体操だと思
います。
　山内　肩の筋肉を伸ばす体操ですか。
　荒木　肩を回したり、あとはいわゆ
る伸びをするような体操を入れると、
けっこう楽になる方が多いです。
　山内　確かに首を固定するかたちで
肩を回すと、首の筋肉が伸ばされたり、
逆に収縮したりということがあります。
こういったものがいいと考えてよいの
ですね。
　荒木　そうですね。筋肉を少し伸ば
したり、回したりがいいかと思います。
　山内　こういった運動をすることで
実際に治るものなのでしょうか。
　荒木　これは毎日小まめに、１日 
４～５回ずつ続けていただくと、１カ
月ぐらいするとかなりの方がよくなっ
てきたとおっしゃいます。
　山内　そんなに効果があるものなの
ですね。
　荒木　効果はあると思います。
　山内　印象的には頑固なものと考え
がちですが、意外に短期効果があるの
ですね。
　荒木　そうですね。体操は意外と思
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埼玉医科大学名誉教授
荒　木　信　夫

（聞き手　山内俊一）

　慢性緊張型頭痛でNSAIDs依存症的になっている例への対処法をご教示くだ
さい。
 ＜千葉県勤務医＞

慢性緊張型頭痛

　山内　今回のテーマでは慢性とつい
ているので、くも膜下出血などは除外
しますが、少し気になるのは脳腫瘍の
痛みがありますね。あれはこういう慢
性型の痛みにはならないのでしょうか。
　荒木　脳腫瘍の場合、最初はあまり
頭痛を訴えない方が多いのです。と申
しますのは、頭蓋内で痛みを感じてい
る組織は、脳を取り巻く硬膜という膜
と、脳にいっている血管の動脈や静脈
です。血管は太いところのほうが痛み
を強く感じます。そのため太い血管か
硬膜を巻き込まないと、脳実質自体は
痛みを感じないと考えられていますの
で、脳腫瘍の場合はかなり大きくなっ
てこないと痛みは訴えないだろうと思
います。
　山内　そうすると、痛みを訴えるこ
ろにはほかの症状も出てきていると考

えてよいのですね。
　荒木　そうです。いわゆる神経症状、
脳の機能障害に伴う症状が出てきてい
ることが多いと思います。
　山内　慢性緊張型頭痛は片頭痛と合
併している例もあるようですが。
　荒木　緊張型頭痛の方で時々強い頭
痛がある方は、よくお聞きすると片頭
痛も持っている方を見受けます。両方
のタイプの頭痛を持っている方がけっ
こういるのです。緊張型頭痛というの
は全人口の20％ぐらいの方に認められ
るのですが、片頭痛はだいたい日本で
８％ぐらいといわれていまして、こう
いう片頭痛と緊張型頭痛を合わせると、
だいたい30～40％ぐらいの国民の人た
ちにそういう慢性頭痛があると考えて
いいかと思います。
　山内　ほとんど国民病の世界ですね。

非常に多いので、両者が合併すること
もあると思われますが、この場合は独
特の症候群になってしまうのでしょう
か。
　荒木　一回一回の頭痛をよくお聞き
しますと、非常に片頭痛的な頭痛の拍
動性の頭痛で来る場合と、締めつけら
れるような違うタイプの頭痛があって、
ご本人も２種類あるような気がすると、
わかっている方が多いと思います。
　山内　そういった訴えをなされる方
は、今日は片頭痛、別の日は緊張型頭
痛と、診断名を分けると考えてよいの
ですか。
　荒木　ある程度ご本人が気づいてい
て、自分でも今日はどっちのタイプか
をわかる方が多いと思います。
　山内　緊張型頭痛は非常にありふれ
た頭痛ですが、昨今、スマホとかパソ
コンの見過ぎではないかというイメー
ジがすぐに湧きます。いかがでしょう
か。
　荒木　まさにそうでして、一定の姿
勢で長時間いらっしゃる方に緊張型頭
痛は多いです。
　山内　パソコンを見るなというわけ
にもいかないですから、どう対処した
らよいでしょうか。
　荒木　姿勢を変えるということでは
体操が一番お勧めだと思います。我々
は頭痛体操と呼んでいますが、首筋の
筋肉を伸ばしたり、肩の周囲の筋肉を
動かすという頭痛体操、あるいはラジ

オ体操でも結構です。１回は１～２分
でよいですが、１日４～５回、３食前
と寝る前とおやつ前に勤務中でも軽く
１～２分ならできるかもしれない。そ
ういうことをお勧めしています。
　山内　それは非常にお手軽といえば
お手軽ですね。
　荒木　一番よく効くのは体操だと思
います。
　山内　肩の筋肉を伸ばす体操ですか。
　荒木　肩を回したり、あとはいわゆ
る伸びをするような体操を入れると、
けっこう楽になる方が多いです。
　山内　確かに首を固定するかたちで
肩を回すと、首の筋肉が伸ばされたり、
逆に収縮したりということがあります。
こういったものがいいと考えてよいの
ですね。
　荒木　そうですね。筋肉を少し伸ば
したり、回したりがいいかと思います。
　山内　こういった運動をすることで
実際に治るものなのでしょうか。
　荒木　これは毎日小まめに、１日 
４～５回ずつ続けていただくと、１カ
月ぐらいするとかなりの方がよくなっ
てきたとおっしゃいます。
　山内　そんなに効果があるものなの
ですね。
　荒木　効果はあると思います。
　山内　印象的には頑固なものと考え
がちですが、意外に短期効果があるの
ですね。
　荒木　そうですね。体操は意外と思
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ったより効果が出ると思います。
　山内　予防効果にもなるのでしょう
か。
　荒木　予防効果にもなります。緊張
型頭痛の場合には完全に予防効果があ
りますし、片頭痛の方は、片頭痛が起
きているときに体操すると頭痛が悪く
なるのが特徴ですが、片頭痛の方も頭
痛がないときに体操を行うと片頭痛の
予防効果も少しはあると思われていま
す。
　山内　もう一つ、眼精疲労ですね、
こちらも現代病でしょうが、こういっ
たもので来るケースも多いのでしょう
ね。
　荒木　パソコンをずっと見ていて、
ドライアイになっている方もなりやす
いですし、いつも焦点が変わらないと
眼精疲労となり、頭痛の原因となるこ
とがあります。
　山内　慢性頭痛の方が来られたら、
眼科に一度受診していただくほうがい
いのですね。
　荒木　はい。
　山内　さて、今回の質問ですが、痛
み止めのNSAIDsに依存症的になって
いる方がいるということで、具体的に
どういったものでしょうか。
　荒木　これはNSAIDsだけではないの
ですが、いわゆる緊張型頭痛や片頭痛
のような慢性頭痛と呼んでいる頭痛の
方は、一般に頭痛に対する薬、NSAIDs、
あるいは片頭痛ではトリプタン系薬剤

を使います。このような薬をある一定
期間に一定以上のみ過ぎると、薬剤の
使用過多による頭痛という別の頭痛が
起きてくるといわれています。薬剤の
使用過多による頭痛が、今回の質問の
方はNSAIDsで起きたと考えていいと
思います。
　山内　具体的にはどのぐらいの量か
ら出てくるものなのでしょうか。
　荒木　NSAIDsは一般に１カ月に15
日以上服用を続けて、３カ月ぐらいす
ると起きるといわれています。
　山内　わりに簡単に起こってしまう
ものなのですね。
　荒木　片頭痛の方のトリプタン系薬
剤ですと、１カ月に10日以上使って、
３カ月ぐらいするとやはり起きるとい
われています。これは頭痛に対する薬
で頭痛がかえって悪くなるという特殊
な現象です。この薬剤の使用過多によ
る頭痛は、慢性頭痛の方にしか普通は
起きないといわれています。どういう
症状かというと、この方もNSAIDsを
服用すると一時的には頭痛はよくなる
のです。ただ、その効果が切れてくる
と必ず頭痛になるという症状でして、
月に半分以上が頭痛で悩んでいる状況
になってしまうのです。
　山内　メカニズムはどういったもの
なのでしょうか。
　荒木　これは脳において、いわゆる
痛覚に対する過敏性が生じるといわれ
ていて、我々は感作と言っています。

脳の感作が起きるという言い方をしま
すが、疼痛に対する閾値が下がってし
まう現象です。痛みに対する閾値が下
がって、すべてを痛みとして感じてし
まうという、厄介な状況が起こるので
す。
　山内　例えばリウマチなどでロキソ
プロフェンを長期に使われている方が
いますが、こういった方では起こらな
いのですね。
　荒木　リウマチ疾患だけの方でした
ら起きないと思います。ただ、リウマ
チの方で、もともと片頭痛あるいは緊
張型頭痛を持っている方ですと、薬が
多くなるとこういう状況が起こる可能
性があると思います。
　山内　さて、最後の対処法ですが、
そういうことがわかっていますから、
まず患者さんに説明すれば、それでい
いということでしょうね。
　荒木　患者さんにこういう現象が起
きることを理解していただくと、本人
もそれに対応してくださることはよく
あります。
　山内　厳密には依存症ではないと考
えてよいのですね。
　荒木　依存症ではありません。依存

症ではないので、理解したらやめられ
ると思います。
　山内　どういったものが具体的な対
応としてあるのでしょうか。
　荒木　まず原因の薬剤を中止するこ
とが一番大事です。２番目にはその出
ている痛みに対して別の薬剤で対応す
る。例えばCOXインヒビターを使うと
か、アセトアミノフェンに変えるとか
です。３番目には、頭痛には予防薬と
いうものがあり、片頭痛だとバルプロ
酸とか、効能外ですがアミトリプチン
のような薬を予防薬として併用する。
緊張型頭痛の場合には筋弛緩薬が有効
ですので、チザニジンのような薬を一
緒に使うと早くNSAIDsをやめられる
状況になります。
　山内　例えばNSAIDsの量を減らし
てもあまりうまくいかないのでしょう
か。
　荒木　減らすことによってある程度
効果は出ますが、できたら１～２カ月
ぐらい、完全にその薬に手を出さない
のが一番の治療法になるといわれてい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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ったより効果が出ると思います。
　山内　予防効果にもなるのでしょう
か。
　荒木　予防効果にもなります。緊張
型頭痛の場合には完全に予防効果があ
りますし、片頭痛の方は、片頭痛が起
きているときに体操すると頭痛が悪く
なるのが特徴ですが、片頭痛の方も頭
痛がないときに体操を行うと片頭痛の
予防効果も少しはあると思われていま
す。
　山内　もう一つ、眼精疲労ですね、
こちらも現代病でしょうが、こういっ
たもので来るケースも多いのでしょう
ね。
　荒木　パソコンをずっと見ていて、
ドライアイになっている方もなりやす
いですし、いつも焦点が変わらないと
眼精疲労となり、頭痛の原因となるこ
とがあります。
　山内　慢性頭痛の方が来られたら、
眼科に一度受診していただくほうがい
いのですね。
　荒木　はい。
　山内　さて、今回の質問ですが、痛
み止めのNSAIDsに依存症的になって
いる方がいるということで、具体的に
どういったものでしょうか。
　荒木　これはNSAIDsだけではないの
ですが、いわゆる緊張型頭痛や片頭痛
のような慢性頭痛と呼んでいる頭痛の
方は、一般に頭痛に対する薬、NSAIDs、
あるいは片頭痛ではトリプタン系薬剤

を使います。このような薬をある一定
期間に一定以上のみ過ぎると、薬剤の
使用過多による頭痛という別の頭痛が
起きてくるといわれています。薬剤の
使用過多による頭痛が、今回の質問の
方はNSAIDsで起きたと考えていいと
思います。
　山内　具体的にはどのぐらいの量か
ら出てくるものなのでしょうか。
　荒木　NSAIDsは一般に１カ月に15
日以上服用を続けて、３カ月ぐらいす
ると起きるといわれています。
　山内　わりに簡単に起こってしまう
ものなのですね。
　荒木　片頭痛の方のトリプタン系薬
剤ですと、１カ月に10日以上使って、
３カ月ぐらいするとやはり起きるとい
われています。これは頭痛に対する薬
で頭痛がかえって悪くなるという特殊
な現象です。この薬剤の使用過多によ
る頭痛は、慢性頭痛の方にしか普通は
起きないといわれています。どういう
症状かというと、この方もNSAIDsを
服用すると一時的には頭痛はよくなる
のです。ただ、その効果が切れてくる
と必ず頭痛になるという症状でして、
月に半分以上が頭痛で悩んでいる状況
になってしまうのです。
　山内　メカニズムはどういったもの
なのでしょうか。
　荒木　これは脳において、いわゆる
痛覚に対する過敏性が生じるといわれ
ていて、我々は感作と言っています。

脳の感作が起きるという言い方をしま
すが、疼痛に対する閾値が下がってし
まう現象です。痛みに対する閾値が下
がって、すべてを痛みとして感じてし
まうという、厄介な状況が起こるので
す。
　山内　例えばリウマチなどでロキソ
プロフェンを長期に使われている方が
いますが、こういった方では起こらな
いのですね。
　荒木　リウマチ疾患だけの方でした
ら起きないと思います。ただ、リウマ
チの方で、もともと片頭痛あるいは緊
張型頭痛を持っている方ですと、薬が
多くなるとこういう状況が起こる可能
性があると思います。
　山内　さて、最後の対処法ですが、
そういうことがわかっていますから、
まず患者さんに説明すれば、それでい
いということでしょうね。
　荒木　患者さんにこういう現象が起
きることを理解していただくと、本人
もそれに対応してくださることはよく
あります。
　山内　厳密には依存症ではないと考
えてよいのですね。
　荒木　依存症ではありません。依存

症ではないので、理解したらやめられ
ると思います。
　山内　どういったものが具体的な対
応としてあるのでしょうか。
　荒木　まず原因の薬剤を中止するこ
とが一番大事です。２番目にはその出
ている痛みに対して別の薬剤で対応す
る。例えばCOXインヒビターを使うと
か、アセトアミノフェンに変えるとか
です。３番目には、頭痛には予防薬と
いうものがあり、片頭痛だとバルプロ
酸とか、効能外ですがアミトリプチン
のような薬を予防薬として併用する。
緊張型頭痛の場合には筋弛緩薬が有効
ですので、チザニジンのような薬を一
緒に使うと早くNSAIDsをやめられる
状況になります。
　山内　例えばNSAIDsの量を減らし
てもあまりうまくいかないのでしょう
か。
　荒木　減らすことによってある程度
効果は出ますが、できたら１～２カ月
ぐらい、完全にその薬に手を出さない
のが一番の治療法になるといわれてい
ます。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座准教授
齋　藤　紀　先

（聞き手　山内俊一）

　総IgE値はアレルギー症状や特異的IgE値としばしば乖離する印象があります
が、これらの解釈のしかたや臨床的意義についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

総IgE値

　山内　齋藤先生、花粉症のアレルゲ
ンを見るときに、特定のアレルゲンに
対する特異的IgEはけっこう高いのに、
総IgEがあまり上がっていない、なぜ
だろうと思うことがありますが、これ
はよくある話なのでしょうか。
　齋藤　けっこうあります。例えば花
粉やダニなどの特異的なものだけは高
く、総IgE、IgE RISTと呼ばれる検査
ではあまり高くないという患者さんは
よくおられます。
　山内　この両者の乖離の例ですが、
例えば総IgEが高いのに特異的IgEが
意外に引っかからないといったケース
ですと、まずどういった理由が考えら
れるのでしょうか。
　齋藤　総IgEというのは、一言でい
うとアトピー性の体質があるかどうか
を調べるものと考えていただいてよい

と思います。IgEといいましても、ダ
ニや花粉だけではなくて、無限といっ
ていい、体ではこの世の中のいろいろ
な物質に対するIgEというものが産生
されます。その中のダニやほこりや花
粉は本当にごくごく一部の抗原でしか
なく、総IgEは無限と考えられる抗原
に対するIgEですから、その量の規模
が全然違うのです。なので、花粉やダ
ニやほこりなどに対するIgEは高くて
も、総IgEとしてはそれほど高くない
という症例はいくらでもあるというこ
とです。
　山内　確かに私どももそういうケー
スはよく見かけますね。それは今の説
明にあったように、無限にある抗原が
総和で集まったものが総IgEと理解し
てよいのですね。
　齋藤　はい、けっこうです。

　山内　確かに特異的なものが非常に
高いのに、総IgEがそれほど高くない
ケース、これはあって当然というのは
よくわかります。逆に特異的なIgEは
あまりこれといったものがない。けれ
ども、総IgEはわりに高い。例えば魚
のサバなどにIgE抗体があるようなな
いような、その方自身はサバに対する
アレルギー反応があると主張している
ようなケースでは、どういったことが
考えられますか。
　齋藤　魚に対するアレルギーを持っ
ている方はたくさんいますが、一つの
可能性としては、魚自体に対しての
IgEがあるのではなくて、魚が食べて
いる、あるいは魚の体の中にいる寄生
虫や寄生虫のかす、死骸などに対する
アレルギーを持っている。あるいは、
魚の中でも、魚の身ではなくて、魚の
細かい部分の、何らかの蛋白に対する
IgEだけが非常に高かったりする場合
は、魚の身の特異的IgEを調べても全
然高くなく、でも実際には魚のアレル
ギーがあるという症例になってきます。
　山内　IgEの性格を少しお話しいた
だきたいのですが、半減期としては長
いのか、短いのか、いかがでしょうか。
　齋藤　半減期は基本的には数日です。
マスト細胞に結合した場合には４週間
ぐらい。ですから、数日でIgEはなく
なってしまうのですが、いったんアレ
ルギー反応が始まってしまったら、２
日では済まない場合があります。

　山内　花粉症でいいますと、スギ花
粉のような一時的なものがありますが、
一方でハウスダスト、ダニは通年性が
多いですから、こういったものに関し
ては年中上がっていると考えてよいの
ですね。
　齋藤　そうですね。
　山内　さて、総IgEの臨床的な意義
に移りますが、測定の意義としては、
どのようにとらえられていますか。
　齋藤　総IgEが高い場合には、まず
はよくありがちな抗原に対する、ほこ
り、ダニ、花粉に対するIgEがそのま
まものすごい量で高いパターンが、非
常に臨床的でわかりやすいパターンで
す。あとは、特異的抗原がそれほどわ
からないけれども、先ほどの魚の中の
アニサキスのかすのように、いろいろ
な抗原に対するトータルなIgEが高い
だけのパターンですね。もともと寄生
虫に対して働くものではないかといわ
れています。あとは、めったにないの
ですが、あまりにもIgEが高いのに何
にも症状がない場合は、もしかしたら
骨髄腫などがあるかもしれないと考え
たりします。
　山内　先ほど体質の話が出ましたが、
IgEが高い体質とは、何になるのでし
ょうか。
　齋藤　それはヘルパーT細胞といわ
れる免疫細胞からのIL-４の出やすさ
になります。IL-４が何に依存して出
やすいのか、出にくいのかはヒトでは
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弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座准教授
齋　藤　紀　先

（聞き手　山内俊一）

　総IgE値はアレルギー症状や特異的IgE値としばしば乖離する印象があります
が、これらの解釈のしかたや臨床的意義についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

総IgE値

　山内　齋藤先生、花粉症のアレルゲ
ンを見るときに、特定のアレルゲンに
対する特異的IgEはけっこう高いのに、
総IgEがあまり上がっていない、なぜ
だろうと思うことがありますが、これ
はよくある話なのでしょうか。
　齋藤　けっこうあります。例えば花
粉やダニなどの特異的なものだけは高
く、総IgE、IgE RISTと呼ばれる検査
ではあまり高くないという患者さんは
よくおられます。
　山内　この両者の乖離の例ですが、
例えば総IgEが高いのに特異的IgEが
意外に引っかからないといったケース
ですと、まずどういった理由が考えら
れるのでしょうか。
　齋藤　総IgEというのは、一言でい
うとアトピー性の体質があるかどうか
を調べるものと考えていただいてよい

と思います。IgEといいましても、ダ
ニや花粉だけではなくて、無限といっ
ていい、体ではこの世の中のいろいろ
な物質に対するIgEというものが産生
されます。その中のダニやほこりや花
粉は本当にごくごく一部の抗原でしか
なく、総IgEは無限と考えられる抗原
に対するIgEですから、その量の規模
が全然違うのです。なので、花粉やダ
ニやほこりなどに対するIgEは高くて
も、総IgEとしてはそれほど高くない
という症例はいくらでもあるというこ
とです。
　山内　確かに私どももそういうケー
スはよく見かけますね。それは今の説
明にあったように、無限にある抗原が
総和で集まったものが総IgEと理解し
てよいのですね。
　齋藤　はい、けっこうです。

　山内　確かに特異的なものが非常に
高いのに、総IgEがそれほど高くない
ケース、これはあって当然というのは
よくわかります。逆に特異的なIgEは
あまりこれといったものがない。けれ
ども、総IgEはわりに高い。例えば魚
のサバなどにIgE抗体があるようなな
いような、その方自身はサバに対する
アレルギー反応があると主張している
ようなケースでは、どういったことが
考えられますか。
　齋藤　魚に対するアレルギーを持っ
ている方はたくさんいますが、一つの
可能性としては、魚自体に対しての
IgEがあるのではなくて、魚が食べて
いる、あるいは魚の体の中にいる寄生
虫や寄生虫のかす、死骸などに対する
アレルギーを持っている。あるいは、
魚の中でも、魚の身ではなくて、魚の
細かい部分の、何らかの蛋白に対する
IgEだけが非常に高かったりする場合
は、魚の身の特異的IgEを調べても全
然高くなく、でも実際には魚のアレル
ギーがあるという症例になってきます。
　山内　IgEの性格を少しお話しいた
だきたいのですが、半減期としては長
いのか、短いのか、いかがでしょうか。
　齋藤　半減期は基本的には数日です。
マスト細胞に結合した場合には４週間
ぐらい。ですから、数日でIgEはなく
なってしまうのですが、いったんアレ
ルギー反応が始まってしまったら、２
日では済まない場合があります。

　山内　花粉症でいいますと、スギ花
粉のような一時的なものがありますが、
一方でハウスダスト、ダニは通年性が
多いですから、こういったものに関し
ては年中上がっていると考えてよいの
ですね。
　齋藤　そうですね。
　山内　さて、総IgEの臨床的な意義
に移りますが、測定の意義としては、
どのようにとらえられていますか。
　齋藤　総IgEが高い場合には、まず
はよくありがちな抗原に対する、ほこ
り、ダニ、花粉に対するIgEがそのま
まものすごい量で高いパターンが、非
常に臨床的でわかりやすいパターンで
す。あとは、特異的抗原がそれほどわ
からないけれども、先ほどの魚の中の
アニサキスのかすのように、いろいろ
な抗原に対するトータルなIgEが高い
だけのパターンですね。もともと寄生
虫に対して働くものではないかといわ
れています。あとは、めったにないの
ですが、あまりにもIgEが高いのに何
にも症状がない場合は、もしかしたら
骨髄腫などがあるかもしれないと考え
たりします。
　山内　先ほど体質の話が出ましたが、
IgEが高い体質とは、何になるのでし
ょうか。
　齋藤　それはヘルパーT細胞といわ
れる免疫細胞からのIL-４の出やすさ
になります。IL-４が何に依存して出
やすいのか、出にくいのかはヒトでは
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厳密にわかっていないところもありま
す。ですが、Th２細胞からIL-４等の
サイトカインが出て、それがB細胞を
刺激してIgGが出るところをIgEに変え
てしまう。発射するミサイルをIgGか
らIgEに変えてしまうという、そのな
りやすさがいわゆる「アトピー体質」
になります。
　山内　すると、結局IgEが高いケー
スはアトピー体質があると考えてよい
のですね。
　齋藤　そうですね。Atopicという意
味はそのままIgEが高いと考えてもら
ってけっこうです。アトピー性皮膚炎
は必ずIgEが高いですし、喘息の場合
はアトピー性気管支炎と言わないのは、
いわゆるIgEが上がらない喘息の人が
いくらでもいるからです。成人では６
割以上、IgEが高くない喘息の人がい
ます。
　山内　アトピー性皮膚炎ですと、ほ
ぼ100％の方が上がる。喘息ですと30
％ぐらいしか上がらない。
　齋藤　成人でですね。
　山内　あと、先ほどの寄生虫だと非
常に上がりやすい。
　齋藤　そうですね。海外の寄生虫が
まだいっぱいいるような国ではIgEが
非常に高い状態です。
　山内　そうなりますと、例えば臨床
的な使い方として、総IgEが高い場合、
一つはアトピー性皮膚炎、これはかな
り診断に直結する、役立つ指標ですね。

　齋藤　そうですね。例えば、今はそ
れほどでもないけれども、子どものと
きはけっこう皮膚が荒れやすかったと
か、そういう軽度のアトピー性症状が
ある方などですね。
　山内　そういったものがない場合で
何かほかの所見、特に好酸球などが上
がっていたら、寄生虫をかなり疑う一
つのきっかけになるのですね。
　齋藤　そうですね。好酸球とIgEは
セットのようなもので、アレルギーの
ときもIgEと好酸球は上がりますし、
寄生虫のときにもIgEと好酸球が上が
ります。
　山内　総IgEの量ですが、これが非
常に高いと先ほどのアトピー体質がひ
どいのでしょうか。
　齋藤　症状があればですね。何万レ
ベルの、普通何百とかなのですが、何
万単位のIgEが出ているのに症状がな
いという方も割合としてはそんなに多
くはないですけれども時々います。
　山内　その値の絶対値と臨床症状の
激しさは必ずしも結びつかないのです
ね。
　齋藤　結びつかないですね。
　山内　最後に、特異的アレルゲンが
らみですが、よく犬とか猫といったペ
ットの抗原に対して、非常に高い反応
があるのに、実際の臨床症状と結びつ
かない、家庭の中に犬や猫を飼ってい
ないといったケースもあります。こう
いった場合はどのように理解するので

しょうか。
　齋藤　人間は、知らず知らずのうち
にけっこう抗原に触れているのです。
隣の家で犬を飼っているとか、子ども
のとき猫を飼っている友達の家によく
遊びに行っていたとか、そういうこと
によってB細胞がいわゆるメモリー
（記憶）細胞として抗体を出す準備を

しているのです。それがある日突然、
また友達の家に行って猫や犬に直接触
れることによって、犬や猫の抗原に特
異的なTh２細胞やB細胞が活性化され
てIgEが産生されてくることがありま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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厳密にわかっていないところもありま
す。ですが、Th２細胞からIL-４等の
サイトカインが出て、それがB細胞を
刺激してIgGが出るところをIgEに変え
てしまう。発射するミサイルをIgGか
らIgEに変えてしまうという、そのな
りやすさがいわゆる「アトピー体質」
になります。
　山内　すると、結局IgEが高いケー
スはアトピー体質があると考えてよい
のですね。
　齋藤　そうですね。Atopicという意
味はそのままIgEが高いと考えてもら
ってけっこうです。アトピー性皮膚炎
は必ずIgEが高いですし、喘息の場合
はアトピー性気管支炎と言わないのは、
いわゆるIgEが上がらない喘息の人が
いくらでもいるからです。成人では６
割以上、IgEが高くない喘息の人がい
ます。
　山内　アトピー性皮膚炎ですと、ほ
ぼ100％の方が上がる。喘息ですと30
％ぐらいしか上がらない。
　齋藤　成人でですね。
　山内　あと、先ほどの寄生虫だと非
常に上がりやすい。
　齋藤　そうですね。海外の寄生虫が
まだいっぱいいるような国ではIgEが
非常に高い状態です。
　山内　そうなりますと、例えば臨床
的な使い方として、総IgEが高い場合、
一つはアトピー性皮膚炎、これはかな
り診断に直結する、役立つ指標ですね。

　齋藤　そうですね。例えば、今はそ
れほどでもないけれども、子どものと
きはけっこう皮膚が荒れやすかったと
か、そういう軽度のアトピー性症状が
ある方などですね。
　山内　そういったものがない場合で
何かほかの所見、特に好酸球などが上
がっていたら、寄生虫をかなり疑う一
つのきっかけになるのですね。
　齋藤　そうですね。好酸球とIgEは
セットのようなもので、アレルギーの
ときもIgEと好酸球は上がりますし、
寄生虫のときにもIgEと好酸球が上が
ります。
　山内　総IgEの量ですが、これが非
常に高いと先ほどのアトピー体質がひ
どいのでしょうか。
　齋藤　症状があればですね。何万レ
ベルの、普通何百とかなのですが、何
万単位のIgEが出ているのに症状がな
いという方も割合としてはそんなに多
くはないですけれども時々います。
　山内　その値の絶対値と臨床症状の
激しさは必ずしも結びつかないのです
ね。
　齋藤　結びつかないですね。
　山内　最後に、特異的アレルゲンが
らみですが、よく犬とか猫といったペ
ットの抗原に対して、非常に高い反応
があるのに、実際の臨床症状と結びつ
かない、家庭の中に犬や猫を飼ってい
ないといったケースもあります。こう
いった場合はどのように理解するので

しょうか。
　齋藤　人間は、知らず知らずのうち
にけっこう抗原に触れているのです。
隣の家で犬を飼っているとか、子ども
のとき猫を飼っている友達の家によく
遊びに行っていたとか、そういうこと
によってB細胞がいわゆるメモリー
（記憶）細胞として抗体を出す準備を

しているのです。それがある日突然、
また友達の家に行って猫や犬に直接触
れることによって、犬や猫の抗原に特
異的なTh２細胞やB細胞が活性化され
てIgEが産生されてくることがありま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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日本医科大学付属病院麻酔科・ペインクリニック部長
岸　川　洋　昭

（聞き手　山内俊一）

　肋間神経痛の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

肋間神経痛

　山内　岸川先生、肋間神経痛という
と、我々の世代では昔から非常によく
使っていた病名ですが、最近あまりお
目にかからなくなった気もします。い
かがでしょうか。
　岸川　実際、いわゆる肋間神経その
ものの障害による肋間神経痛が少ない
のではないかと最近はいわれています。
多くの場合は症候性肋間神経痛という
ことで、もともとの疾患で、虚血性心
疾患、肺梗塞、気胸、脊椎の疾患、そ
れによる痛みの反映、そして外傷によ
る肋骨そのものの骨折による肋間神経
痛というものが多くあります。
　山内　特発性はあまり多くないと見
てよいのでしょうか。
　岸川　はい。実際、私の病院のペイ
ンクリニック外来でもいわゆる特発性
の肋間神経痛の患者さんそのものは何
年かにおひと方という頻度です。その

ため、少ないという印象を持っていま
す。
　山内　むしろまれと考えてもいいぐ
らい少ないのですね。そうしますと、
多くの疾患の鑑別が必要となるのです
ね。その前に実地医家で、こういった
方が来られたときに問診で何か少し参
考になる情報といったものはあります
か。
　岸川　主訴としては痛みですが、ビ
リビリとかジンジンとか、ある姿勢を
取ったときに電気が走るような感じが
する、その表現で神経が障害されてい
るのではないかという予測を立てます。
　山内　いわゆる神経の痛みがくると
いうことですね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、チリチリ、ビリビリと
なると、帯状疱疹も似たようなもので、
実際、胸部は好発部位でもあります。

これには常に気をつける必要はありま
すね。
　岸川　そうです。帯状疱疹でしたら、
痛みが出た後に皮疹が出るというパタ
ーンもあります。
　山内　１～２日はそれを念頭に置い
て見ないとだめですね。
　岸川　はい。
　山内　例えば運動臓器の場合ですと、
姿勢によって痛みの増強といったこと
はありうるのでしょうか。
　岸川　ありえます。
　山内　主なものは、虚血性心疾患や
肺の病気ということで、次のステップ
は画像診断でよいのですか。
　岸川　はい。
　山内　画像診断がなかなかできない
施設では、どこか大きなところに行っ
て、そういったものを見ることになり
ますね。
　岸川　はい。
　山内　次に骨関連になりますが、椎
骨、肋骨のあたりですとどういった病
気が考えられるでしょうか。
　岸川　いわゆる脊椎疾患で脊柱管狭
窄症、胸部もありますし、椎間板ヘル
ニア、そして化膿性脊椎炎、あと脊椎
の腫瘍という可能性もあります。
　山内　腫瘍ですか。そうすると、こ
れは転移になりますか。
　岸川　転移もありますし、原発もあ
ります。
　山内　なかなか広いですね。脊椎疾

患は、我々はあまり多くは見ないので
すが、胸骨や肋骨といったあたりにも
比較的好発するものが多いのでしょう
か。
　岸川　そうですね。特に今、患者さ
んの高齢化に伴いまして、脊椎疾患で
手術になる患者さんも一昔前に比べた
らかなり多くなっています。手術その
ものも低侵襲な手術が多くなっており、
手術の適応になる患者さんの数も多い
ので、脊椎疾患そのものの数も増えて
いるのではないかという印象はありま
す。
　山内　手術後にも出てくると考えて
よいのですね。
　岸川　はい、出てきます。
　山内　先生のところですと大学病院
ですから、こういったあたりはいろい
ろな疾患が出てくるのでしょうね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、それほど頻度は多くな
いと見てよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　そういったことで画像診断な
どで、虚血性心疾患とか肺疾患、ある
いはがんなどが判明したものにつきま
してはそれぞれ専門医に行くとして、
それ以外のものについては治療を求め
られる場合が多いかと思いますが、治
療としてはどういったものになるので
しょうか。
　岸川　いわゆる肋間神経ブロック、
硬膜外ブロック、それから神経根ブロ
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日本医科大学付属病院麻酔科・ペインクリニック部長
岸　川　洋　昭

（聞き手　山内俊一）

　肋間神経痛の診断と治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

肋間神経痛

　山内　岸川先生、肋間神経痛という
と、我々の世代では昔から非常によく
使っていた病名ですが、最近あまりお
目にかからなくなった気もします。い
かがでしょうか。
　岸川　実際、いわゆる肋間神経その
ものの障害による肋間神経痛が少ない
のではないかと最近はいわれています。
多くの場合は症候性肋間神経痛という
ことで、もともとの疾患で、虚血性心
疾患、肺梗塞、気胸、脊椎の疾患、そ
れによる痛みの反映、そして外傷によ
る肋骨そのものの骨折による肋間神経
痛というものが多くあります。
　山内　特発性はあまり多くないと見
てよいのでしょうか。
　岸川　はい。実際、私の病院のペイ
ンクリニック外来でもいわゆる特発性
の肋間神経痛の患者さんそのものは何
年かにおひと方という頻度です。その

ため、少ないという印象を持っていま
す。
　山内　むしろまれと考えてもいいぐ
らい少ないのですね。そうしますと、
多くの疾患の鑑別が必要となるのです
ね。その前に実地医家で、こういった
方が来られたときに問診で何か少し参
考になる情報といったものはあります
か。
　岸川　主訴としては痛みですが、ビ
リビリとかジンジンとか、ある姿勢を
取ったときに電気が走るような感じが
する、その表現で神経が障害されてい
るのではないかという予測を立てます。
　山内　いわゆる神経の痛みがくると
いうことですね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、チリチリ、ビリビリと
なると、帯状疱疹も似たようなもので、
実際、胸部は好発部位でもあります。

これには常に気をつける必要はありま
すね。
　岸川　そうです。帯状疱疹でしたら、
痛みが出た後に皮疹が出るというパタ
ーンもあります。
　山内　１～２日はそれを念頭に置い
て見ないとだめですね。
　岸川　はい。
　山内　例えば運動臓器の場合ですと、
姿勢によって痛みの増強といったこと
はありうるのでしょうか。
　岸川　ありえます。
　山内　主なものは、虚血性心疾患や
肺の病気ということで、次のステップ
は画像診断でよいのですか。
　岸川　はい。
　山内　画像診断がなかなかできない
施設では、どこか大きなところに行っ
て、そういったものを見ることになり
ますね。
　岸川　はい。
　山内　次に骨関連になりますが、椎
骨、肋骨のあたりですとどういった病
気が考えられるでしょうか。
　岸川　いわゆる脊椎疾患で脊柱管狭
窄症、胸部もありますし、椎間板ヘル
ニア、そして化膿性脊椎炎、あと脊椎
の腫瘍という可能性もあります。
　山内　腫瘍ですか。そうすると、こ
れは転移になりますか。
　岸川　転移もありますし、原発もあ
ります。
　山内　なかなか広いですね。脊椎疾

患は、我々はあまり多くは見ないので
すが、胸骨や肋骨といったあたりにも
比較的好発するものが多いのでしょう
か。
　岸川　そうですね。特に今、患者さ
んの高齢化に伴いまして、脊椎疾患で
手術になる患者さんも一昔前に比べた
らかなり多くなっています。手術その
ものも低侵襲な手術が多くなっており、
手術の適応になる患者さんの数も多い
ので、脊椎疾患そのものの数も増えて
いるのではないかという印象はありま
す。
　山内　手術後にも出てくると考えて
よいのですね。
　岸川　はい、出てきます。
　山内　先生のところですと大学病院
ですから、こういったあたりはいろい
ろな疾患が出てくるのでしょうね。
　岸川　はい。
　山内　ただ、それほど頻度は多くな
いと見てよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　そういったことで画像診断な
どで、虚血性心疾患とか肺疾患、ある
いはがんなどが判明したものにつきま
してはそれぞれ専門医に行くとして、
それ以外のものについては治療を求め
られる場合が多いかと思いますが、治
療としてはどういったものになるので
しょうか。
　岸川　いわゆる肋間神経ブロック、
硬膜外ブロック、それから神経根ブロ
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ック、そしてブロック以外には内服薬
で抗痙攣薬、抗うつ薬の内服がありま
す。当然肋間神経痛にまだなり始めて
日が浅い場合はNSAIDsという治療の
選択もあります。
　山内　痛みへの対策ですが、特発性
は極めてまれだとすると、いろいろな
ものを除外しようと試みたけれども、
よくわからないものも入ってくるので
すね。
　岸川　はい。
　山内　それともう一つは、実際に原
因がわかっても、痛みに対しては対症
療法で、いずれにしても同じような治
療法になることがあるとみてよいので
しょうか。
　岸川　はい。
　山内　先生方ですと、ブロックをま
ずチョイスすると考えてよいのでしょ
うか。
　岸川　そうですね。
　山内　神経ブロックは痛み始めてか
らどのぐらいまでの時期の間だと有効
なのでしょうか。
　岸川　いわゆる原因がわかっていて
肋間神経痛になっている場合は、その
原因となる疾患に罹患した日が浅けれ
ば浅いほどよいと思います。それと、
いわゆる特発性、原因がわからないで
肋間神経痛になっている患者さんの場
合は、神経ブロックというのは診断的
意味合いもありますので、特に時期は
いつがいいということはありません。

　山内　例えば、２～３カ月たってし
まったというケースもあるかと思いま
すが、これも一応適応になるのですか。
　岸川　治療にはなりえます。いわゆ
る局所麻酔薬とステロイド薬を用いた
肋間神経ブロックで鎮痛が可能であれ
ば、次のステップとしていわゆる神経
破壊薬を用いたブロックを行ったり、
それから高周波の熱凝固、熱で神経そ
のものを変性させて、疼痛の閾値を変
えます。永続的に神経が変性するわけ
ではないので、数カ月に一遍、繰り返
しにはなるのですが、神経そのものを
変性させて痛みの閾値を変えるという
治療法もあります。
　山内　治療効果は非常にいいのでし
ょうね。
　岸川　はい。
　山内　この神経痛をほうっておいた
場合の自然経過はどうなのでしょうか。
　岸川　やはり治りにくいです。
　山内　そうすると、速やかな治療ブ
ロックをやらないと、自然に治ること
はほぼ絶望的と考えてよいのですね。
　岸川　はい。症状がなくなっても、
何年かたつとまたやってくる。症状が
出たり出なかったりの繰り返しになる
のではないかと思います。
　山内　そういったことも絡むかもし
れませんが、メンタル的な側面で症状
が非常に大きくなることも考えられま
すね。
　岸川　はい。

　山内　PTSDのようなタイプもある
と考えてよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　とりあえず痛み止め、経口薬
でしばらく様子を見ようといった場合
はどういった薬剤が勧められますか。
　岸川　先ほども申しましたように、
ごくごく早期の場合はNSAIDs等です
が、ある程度時間がたった場合は抗痙
攣薬、そして抗うつ薬の内服をしてい
ただきます。
　山内　抗痙攣薬はよく聞きますが、
なかなか敷居が高かったです。最近は
プレガバリンが出てきています。この
薬の使い方のコツはどういったもので
しょうか。
　岸川　まずは副作用に注意すること
が必要です。ごくごく少量を最低限の
25㎎の少量投与を入眠前に１回行って
ください。そして次の日のふらつき、
足のむくみ等々の副作用の出現を見て、
効果があれば少しずつ増量していく。
患者さんには効くかどうかわからない
とはっきり言って、ごく少量をそうや
ってのんでいただく方針で行っていま

す。
　山内　もう一つ出てきました抗うつ
薬、これも効果があるのかないのか、
よくわからなくなりがちですが、この
使い方に関してはいかがでしょうか。
　岸川　こちらも抗痙攣薬と同様に最
低限の量を入眠前に行ってください。
こちらの薬もふらつき、眠気、それか
ら三環系抗うつ薬になると特に口渇、
口の中が渇いたような感じになるとい
う副作用が出ますので、副作用に注意
しながら増量していくことになります。
　山内　高齢者も多いので、このあた
りの薬については、注意しながら使用、
ということになるでしょうね。
　岸川　はい。特に抗うつ薬で三環系
抗うつ薬を処方する場合は、虚血性心
疾患の症状、心電図変化等々の影響を
与えます。極端すぎるかもしれません
が、投与前にコントロール心電図を記
録していただいて、投与期間中にも心
電図を記録してフォローしたほうがい
いのではないかと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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ック、そしてブロック以外には内服薬
で抗痙攣薬、抗うつ薬の内服がありま
す。当然肋間神経痛にまだなり始めて
日が浅い場合はNSAIDsという治療の
選択もあります。
　山内　痛みへの対策ですが、特発性
は極めてまれだとすると、いろいろな
ものを除外しようと試みたけれども、
よくわからないものも入ってくるので
すね。
　岸川　はい。
　山内　それともう一つは、実際に原
因がわかっても、痛みに対しては対症
療法で、いずれにしても同じような治
療法になることがあるとみてよいので
しょうか。
　岸川　はい。
　山内　先生方ですと、ブロックをま
ずチョイスすると考えてよいのでしょ
うか。
　岸川　そうですね。
　山内　神経ブロックは痛み始めてか
らどのぐらいまでの時期の間だと有効
なのでしょうか。
　岸川　いわゆる原因がわかっていて
肋間神経痛になっている場合は、その
原因となる疾患に罹患した日が浅けれ
ば浅いほどよいと思います。それと、
いわゆる特発性、原因がわからないで
肋間神経痛になっている患者さんの場
合は、神経ブロックというのは診断的
意味合いもありますので、特に時期は
いつがいいということはありません。

　山内　例えば、２～３カ月たってし
まったというケースもあるかと思いま
すが、これも一応適応になるのですか。
　岸川　治療にはなりえます。いわゆ
る局所麻酔薬とステロイド薬を用いた
肋間神経ブロックで鎮痛が可能であれ
ば、次のステップとしていわゆる神経
破壊薬を用いたブロックを行ったり、
それから高周波の熱凝固、熱で神経そ
のものを変性させて、疼痛の閾値を変
えます。永続的に神経が変性するわけ
ではないので、数カ月に一遍、繰り返
しにはなるのですが、神経そのものを
変性させて痛みの閾値を変えるという
治療法もあります。
　山内　治療効果は非常にいいのでし
ょうね。
　岸川　はい。
　山内　この神経痛をほうっておいた
場合の自然経過はどうなのでしょうか。
　岸川　やはり治りにくいです。
　山内　そうすると、速やかな治療ブ
ロックをやらないと、自然に治ること
はほぼ絶望的と考えてよいのですね。
　岸川　はい。症状がなくなっても、
何年かたつとまたやってくる。症状が
出たり出なかったりの繰り返しになる
のではないかと思います。
　山内　そういったことも絡むかもし
れませんが、メンタル的な側面で症状
が非常に大きくなることも考えられま
すね。
　岸川　はい。

　山内　PTSDのようなタイプもある
と考えてよいのですね。
　岸川　はい。
　山内　とりあえず痛み止め、経口薬
でしばらく様子を見ようといった場合
はどういった薬剤が勧められますか。
　岸川　先ほども申しましたように、
ごくごく早期の場合はNSAIDs等です
が、ある程度時間がたった場合は抗痙
攣薬、そして抗うつ薬の内服をしてい
ただきます。
　山内　抗痙攣薬はよく聞きますが、
なかなか敷居が高かったです。最近は
プレガバリンが出てきています。この
薬の使い方のコツはどういったもので
しょうか。
　岸川　まずは副作用に注意すること
が必要です。ごくごく少量を最低限の
25㎎の少量投与を入眠前に１回行って
ください。そして次の日のふらつき、
足のむくみ等々の副作用の出現を見て、
効果があれば少しずつ増量していく。
患者さんには効くかどうかわからない
とはっきり言って、ごく少量をそうや
ってのんでいただく方針で行っていま

す。
　山内　もう一つ出てきました抗うつ
薬、これも効果があるのかないのか、
よくわからなくなりがちですが、この
使い方に関してはいかがでしょうか。
　岸川　こちらも抗痙攣薬と同様に最
低限の量を入眠前に行ってください。
こちらの薬もふらつき、眠気、それか
ら三環系抗うつ薬になると特に口渇、
口の中が渇いたような感じになるとい
う副作用が出ますので、副作用に注意
しながら増量していくことになります。
　山内　高齢者も多いので、このあた
りの薬については、注意しながら使用、
ということになるでしょうね。
　岸川　はい。特に抗うつ薬で三環系
抗うつ薬を処方する場合は、虚血性心
疾患の症状、心電図変化等々の影響を
与えます。極端すぎるかもしれません
が、投与前にコントロール心電図を記
録していただいて、投与期間中にも心
電図を記録してフォローしたほうがい
いのではないかと考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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琉球大学病院皮膚科講師
山　口　さやか

（聞き手　池田志斈）

　アタマジラミ症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アタマジラミ症

　池田　アタマジラミ症について質問
がきているのですが、何か最近、問題
になっているようなことがあるのでし
ょうか。
　山口　戦後はやっていたのはあると
思うのですが、その後、いわゆるスミ
スリンシャンプーといったものが市販
薬で販売されてから、いったん減った
といわれていたのですが、最近またそ
の販売数が増えてきているということ
で、シラミが増えているのではないか
という話があります。
　沖縄県でスミスリンシャンプーがな
かなか効かないシラミが2000年ぐらい
から出てきて、調べてみると、アタマ
ジラミ自体にスミスリン耐性の遺伝子
変異があることが見つかっています。
沖縄県ではこの耐性化したシラミが90
％以上検出されるという現状となって
います。

　池田　ちょっと恐ろしい話ですね。
９割、薬が効かないシラミが頭につい
ているということですが、沖縄だけな
のですか。それとも全国レベルなので
しょうか。
　山口　1994年にフランスでこの薬が
効かないシラミがいるというのがわか
って、実際調べてみると40％ぐらいが
効かないというところから始まりまし
た。遺伝子変異が原因なのですが、こ
れらの変異を調べると、ヨーロッパや
アメリカを中心にこの耐性化がどんど
ん進んでいることがわかりました。日
本では2010年に全国的な調査がされて
いて、多少地域差があるものの、全国
的には10％以下というところがほとん
どだったのですが、なぜか沖縄県だけ
90％以上の耐性化があったことがわか
っています。
　池田　おそらく沖縄で増えている耐

性のシラミは海外から来たのですね。
最初に遺伝子変異を持ったシラミは、
フランスとか、海外なのですね。
　山口　そうですね。どういう経路で
持ち込まれたかがちょっとわからない
のです。
　初めにいわれたのはヨーロッパやア
メリカが中心で、この耐性化が進んで
いる国々は、昔からスミスリンなどの
ピレスロイド製剤がかなり広く使われ
てきました。そのような国々で耐性化
がより進んでいます。日本でシラミの
駆虫薬はピレスロイド製剤しかありま
せんので、そういったこともあって日
本でも耐性化シラミが出てきているの
かと思います。
　池田　基本的にアタマジラミの感染
はヒトからヒトにコンタクトで行くの
ですね。
　山口　はい。
　池田　どうも日本だとアタマジラミ
というと、昔は、子どもの頭に粉をか
けていたように、子どもの病気だと思
うのですが、大人でもなるのでしょう
か。
　山口　もちろん大人でもなることは
あり、こういうものはお子さんからお
母さんにうつることが多いです。時々
高齢者施設でシラミの方がいらっしゃ
ることがあります。
　池田　沖縄には中国も含めて海外の
方がたくさんいらっしゃいますよね。
今はいないですが、そのような感じで

入ってきたとも考えられるのでしょう
か。
　山口　インターナショナルスクール
などの、いろいろな国々から生徒が入
ってくるような学校で、かなりこの耐
性化シラミがはやっていて問題になっ
ているとよく聞きます。こうしたこと
から、外国からの入れ替わりといった
ものが多いところは、より耐性化して
いるシラミが多いのではないかと思っ
ています。
　池田　アタマジラミの診断はどのよ
うにされるのですか。
　山口　診断は毛髪に卵がついていま
すので、卵を確認する。もしくは、シ

図

a. アタマジラミ専用櫛
b. 梳き櫛で除去したシラミ虫体と卵

a

b

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （23）  2322 （22） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   23 2021/12/08   19:44



琉球大学病院皮膚科講師
山　口　さやか

（聞き手　池田志斈）

　アタマジラミ症についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アタマジラミ症

　池田　アタマジラミ症について質問
がきているのですが、何か最近、問題
になっているようなことがあるのでし
ょうか。
　山口　戦後はやっていたのはあると
思うのですが、その後、いわゆるスミ
スリンシャンプーといったものが市販
薬で販売されてから、いったん減った
といわれていたのですが、最近またそ
の販売数が増えてきているということ
で、シラミが増えているのではないか
という話があります。
　沖縄県でスミスリンシャンプーがな
かなか効かないシラミが2000年ぐらい
から出てきて、調べてみると、アタマ
ジラミ自体にスミスリン耐性の遺伝子
変異があることが見つかっています。
沖縄県ではこの耐性化したシラミが90
％以上検出されるという現状となって
います。

　池田　ちょっと恐ろしい話ですね。
９割、薬が効かないシラミが頭につい
ているということですが、沖縄だけな
のですか。それとも全国レベルなので
しょうか。
　山口　1994年にフランスでこの薬が
効かないシラミがいるというのがわか
って、実際調べてみると40％ぐらいが
効かないというところから始まりまし
た。遺伝子変異が原因なのですが、こ
れらの変異を調べると、ヨーロッパや
アメリカを中心にこの耐性化がどんど
ん進んでいることがわかりました。日
本では2010年に全国的な調査がされて
いて、多少地域差があるものの、全国
的には10％以下というところがほとん
どだったのですが、なぜか沖縄県だけ
90％以上の耐性化があったことがわか
っています。
　池田　おそらく沖縄で増えている耐

性のシラミは海外から来たのですね。
最初に遺伝子変異を持ったシラミは、
フランスとか、海外なのですね。
　山口　そうですね。どういう経路で
持ち込まれたかがちょっとわからない
のです。
　初めにいわれたのはヨーロッパやア
メリカが中心で、この耐性化が進んで
いる国々は、昔からスミスリンなどの
ピレスロイド製剤がかなり広く使われ
てきました。そのような国々で耐性化
がより進んでいます。日本でシラミの
駆虫薬はピレスロイド製剤しかありま
せんので、そういったこともあって日
本でも耐性化シラミが出てきているの
かと思います。
　池田　基本的にアタマジラミの感染
はヒトからヒトにコンタクトで行くの
ですね。
　山口　はい。
　池田　どうも日本だとアタマジラミ
というと、昔は、子どもの頭に粉をか
けていたように、子どもの病気だと思
うのですが、大人でもなるのでしょう
か。
　山口　もちろん大人でもなることは
あり、こういうものはお子さんからお
母さんにうつることが多いです。時々
高齢者施設でシラミの方がいらっしゃ
ることがあります。
　池田　沖縄には中国も含めて海外の
方がたくさんいらっしゃいますよね。
今はいないですが、そのような感じで

入ってきたとも考えられるのでしょう
か。
　山口　インターナショナルスクール
などの、いろいろな国々から生徒が入
ってくるような学校で、かなりこの耐
性化シラミがはやっていて問題になっ
ているとよく聞きます。こうしたこと
から、外国からの入れ替わりといった
ものが多いところは、より耐性化して
いるシラミが多いのではないかと思っ
ています。
　池田　アタマジラミの診断はどのよ
うにされるのですか。
　山口　診断は毛髪に卵がついていま
すので、卵を確認する。もしくは、シ
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a. アタマジラミ専用櫛
b. 梳き櫛で除去したシラミ虫体と卵

a

b

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （23）  2322 （22） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   23 2021/12/08   19:44



ラミの虫体自体を確認できればすぐ診
断になります。
　池田　卵もしくは虫体を見つけるこ
とで診断は確定するのですね。
　山口　はい。
　池田　ついているシラミが耐性なの
か、そうでないのか、なかなかわかり
づらいと思うのですが、治療としては
まずスミスリンシャンプーを使うので
しょうか。
　山口　日本にはこの薬しか今のとこ
ろないのです。沖縄県以外であればま
だ有効な症例がほとんどと考えていい
と思いますので、市販薬のドラッグス
トアで売っているものを買っていただ
いて処理をしてもらうことになります。
　池田　ちなみに、スミスリンシャン
プーの使い方というのはどのような感
じなのでしょうか。
　山口　シャンプーとパウダー製剤が
あるのですが、どちらも髪の毛につけ
て５分ないしは10分放置した後に洗い
流すことを、中２日空けて３日おきに
３～４回繰り返し使っていただく必要
があります。虫には効くものの卵に効
かないので、卵が孵ってくるタイミン
グでまた薬を使うことが必要になって
きます。しっかりこの３～４回という
のを守っていただいて、治療すること
が必要です。
　池田　用法をしっかり守ったけれど
も、卵もあるし、虫もいなくならなけ
れば、耐性化のシラミということなの

でしょうか。
　山口　県外から難治性のなかなか治
らないシラミについて相談を受けるこ
とがあるのですが、遺伝子変異を調べ
てみると全例に変異が見つかります。
通常どおりスミスリンシャンプーを使
っても治らないというシラミに関して
は、遺伝子検査をするしないは関係な
く、耐性化のシラミだと思って対応す
る必要があると思います。
　池田　その際の対応はどのようにす
るのでしょうか。
　山口　海外だと耐性化したシラミに
も効く薬があるのですが、まだ日本で
は導入されていません。今のところは
梳き櫛を使ってどんどん物理的に取っ
ていくしかないです。
　池田　具体的にはどのようにやるの
ですか。
　山口　金属製の専用の梳き櫛があり
ますので、そちらを用意していただい
て、連日、梳き櫛で頭全体、毛髪全体
を梳いていって、卵あるいは虫をどん
どん取っていく処置をします。
　池田　それはシャンプー、リンスを
やった後の髪が濡れたようなときです
か。それとも乾かしてやるのでしょう
か。
　山口　乾かした状態のほうがいいと
思います。金属製の櫛がかなり目が細
かいものになっていますので、なるべ
く頭をきれいに洗って、リンスなども
しっかり使い、摩擦を減らした状態で、

梳き櫛で全体を梳いていくのが痛くな
いコツになると思います。
　池田　海外で売られていて、ある会
社が申請されているという薬はどのよ
うなものなのでしょうか。
　山口　ジメチコン製剤というのがあ
りまして、シリコンが成分として入っ
ているのです。これがシラミ、虫の気
門、空気の通り道のところを物理的に
閉塞させて窒息死させるような薬で、
けっこう海外では広く市販薬として使
われている薬です。スミスリンで効か
ないシラミにも有効であるのがわかっ
ています。
　池田　市販というと、普通のドラッ
グストアでも買えるということになり
ますね。
　山口　そうですね。
　池田　意外と安心感がありますね。
特に大きな副作用はありそうな感じで
はないですけれども。
　山口　ヨーロッパやアメリカなどで
は広く使われていますので、安全性に
は特に問題はないと思います。
　池田　これはシリコンなのでしょう
か。
　山口　はい、シリコンです。
　池田　日本に導入された際、また詳
しく聞きたいのですが、簡単にいうと
どのような感じで使うのでしょうか。
　山口　使い方としては、スミスリン
製剤とそう変わらないのですが、基本
的に乾いた状態に塗って、やはり５～ 

10分放置し、それをシャンプーを使い
ながら洗い流すことになると思います。
これを３日おきに３回繰り返して処理
をします。
　池田　やはり卵には効かないのです
か。
　山口　スミスリンの場合は卵には効
かないのですが、ジメチコン製剤に関
しては卵にも効きます。それでも数が
多いと１回では駆虫できないので、複
数回使う必要があります。
　池田　１回やって、２日置いて、ま
た１回。計３回ですね。
　山口　はい。
　池田　薬をつけて５分してシャンプ
ーで洗い流してしまいますよね。梳き
櫛はそこにどう絡んでくるのでしょう
か。
　山口　特にスミスリン製剤に関して
は、薬だけに頼って、それだけで駆虫
しようと思うと耐性化シラミが残るこ
とがあります。やはり梳き櫛も使って、
物理的な除去というのも併用して治療
するのがすごく大事なことになると思
います。
　スミスリン製剤なりジメチコン製剤
なり、そういったもので処理した後、
髪の毛を乾かした後にしっかり梳き櫛
で、できる範囲でどんどん卵、虫を取
っていく。手間を加えることでよりし
っかり駆虫ができると思います。
　池田　ジメチコン製剤であろうが、
スミスリン製剤であろうが、とにかく
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ラミの虫体自体を確認できればすぐ診
断になります。
　池田　卵もしくは虫体を見つけるこ
とで診断は確定するのですね。
　山口　はい。
　池田　ついているシラミが耐性なの
か、そうでないのか、なかなかわかり
づらいと思うのですが、治療としては
まずスミスリンシャンプーを使うので
しょうか。
　山口　日本にはこの薬しか今のとこ
ろないのです。沖縄県以外であればま
だ有効な症例がほとんどと考えていい
と思いますので、市販薬のドラッグス
トアで売っているものを買っていただ
いて処理をしてもらうことになります。
　池田　ちなみに、スミスリンシャン
プーの使い方というのはどのような感
じなのでしょうか。
　山口　シャンプーとパウダー製剤が
あるのですが、どちらも髪の毛につけ
て５分ないしは10分放置した後に洗い
流すことを、中２日空けて３日おきに
３～４回繰り返し使っていただく必要
があります。虫には効くものの卵に効
かないので、卵が孵ってくるタイミン
グでまた薬を使うことが必要になって
きます。しっかりこの３～４回という
のを守っていただいて、治療すること
が必要です。
　池田　用法をしっかり守ったけれど
も、卵もあるし、虫もいなくならなけ
れば、耐性化のシラミということなの

でしょうか。
　山口　県外から難治性のなかなか治
らないシラミについて相談を受けるこ
とがあるのですが、遺伝子変異を調べ
てみると全例に変異が見つかります。
通常どおりスミスリンシャンプーを使
っても治らないというシラミに関して
は、遺伝子検査をするしないは関係な
く、耐性化のシラミだと思って対応す
る必要があると思います。
　池田　その際の対応はどのようにす
るのでしょうか。
　山口　海外だと耐性化したシラミに
も効く薬があるのですが、まだ日本で
は導入されていません。今のところは
梳き櫛を使ってどんどん物理的に取っ
ていくしかないです。
　池田　具体的にはどのようにやるの
ですか。
　山口　金属製の専用の梳き櫛があり
ますので、そちらを用意していただい
て、連日、梳き櫛で頭全体、毛髪全体
を梳いていって、卵あるいは虫をどん
どん取っていく処置をします。
　池田　それはシャンプー、リンスを
やった後の髪が濡れたようなときです
か。それとも乾かしてやるのでしょう
か。
　山口　乾かした状態のほうがいいと
思います。金属製の櫛がかなり目が細
かいものになっていますので、なるべ
く頭をきれいに洗って、リンスなども
しっかり使い、摩擦を減らした状態で、

梳き櫛で全体を梳いていくのが痛くな
いコツになると思います。
　池田　海外で売られていて、ある会
社が申請されているという薬はどのよ
うなものなのでしょうか。
　山口　ジメチコン製剤というのがあ
りまして、シリコンが成分として入っ
ているのです。これがシラミ、虫の気
門、空気の通り道のところを物理的に
閉塞させて窒息死させるような薬で、
けっこう海外では広く市販薬として使
われている薬です。スミスリンで効か
ないシラミにも有効であるのがわかっ
ています。
　池田　市販というと、普通のドラッ
グストアでも買えるということになり
ますね。
　山口　そうですね。
　池田　意外と安心感がありますね。
特に大きな副作用はありそうな感じで
はないですけれども。
　山口　ヨーロッパやアメリカなどで
は広く使われていますので、安全性に
は特に問題はないと思います。
　池田　これはシリコンなのでしょう
か。
　山口　はい、シリコンです。
　池田　日本に導入された際、また詳
しく聞きたいのですが、簡単にいうと
どのような感じで使うのでしょうか。
　山口　使い方としては、スミスリン
製剤とそう変わらないのですが、基本
的に乾いた状態に塗って、やはり５～ 

10分放置し、それをシャンプーを使い
ながら洗い流すことになると思います。
これを３日おきに３回繰り返して処理
をします。
　池田　やはり卵には効かないのです
か。
　山口　スミスリンの場合は卵には効
かないのですが、ジメチコン製剤に関
しては卵にも効きます。それでも数が
多いと１回では駆虫できないので、複
数回使う必要があります。
　池田　１回やって、２日置いて、ま
た１回。計３回ですね。
　山口　はい。
　池田　薬をつけて５分してシャンプ
ーで洗い流してしまいますよね。梳き
櫛はそこにどう絡んでくるのでしょう
か。
　山口　特にスミスリン製剤に関して
は、薬だけに頼って、それだけで駆虫
しようと思うと耐性化シラミが残るこ
とがあります。やはり梳き櫛も使って、
物理的な除去というのも併用して治療
するのがすごく大事なことになると思
います。
　スミスリン製剤なりジメチコン製剤
なり、そういったもので処理した後、
髪の毛を乾かした後にしっかり梳き櫛
で、できる範囲でどんどん卵、虫を取
っていく。手間を加えることでよりし
っかり駆虫ができると思います。
　池田　ジメチコン製剤であろうが、
スミスリン製剤であろうが、とにかく
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乾かした後は、必ず梳き櫛で卵も虫体
も減らすことが基本になるのですね。
　山口　そうですね。早く気づいて短
期集中で駆虫できるかが大事かと思い
ます。
　池田　ありがとうございました。

※ 2021年８月にジメチコンのローション
製剤が発売されました。スミスリン耐
性アタマジラミと考えられる場合は、
このジメチコン製剤の使用をご考慮く
ださい。

国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官
多　屋　馨　子

（聞き手　池脇克則）

　健康な乳幼児に対する予防接種の標準的なスケジュールのモデルと注意事項
についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の予防接種スケジュール

　池脇　新型コロナのワクチンが最大
の関心事になっている中で、乳幼児も
忘れてもらっては困るという意味から、
ワクチンについて多屋先生にお話をう
かがいたいと思います。
　このドクターサロンで、10年ほど前
に、１日に同時に複数の予防接種をし
ていいものかという質問をいただきま
した。そのときお答えになった先生は
やや慎重な様子でしたが、その後、大
きな反響がありました。いや、複数や
るべきではないかと。現実問題として、
当時、複数接種はあまり定着していな
かったのですが、今は欧米並みの複数
接種の時代に大きく変わってきたよう
です。これはどういう経緯なのでしょ
うか。
　多屋　10年前は、まだ日本で接種す
ることができるワクチンの種類がそん

なに多くなかったのです。2008年にHib
ワクチン、2010年に小児が受ける肺炎
球菌ワクチンなど、こういうところか
ら接種することができるワクチンが増
えてきて、特に生後２カ月にワクチン
デビューしましょうというのが、大き
く国民の皆さんに広まってきたところ
かと思います。
　生後２カ月で受けることになるワク
チンは、Hibワクチン、小児用の肺炎
球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、さ
らに2020年10月からはロタウイルスワ
クチンが定期の予防接種になりました
ので、これを飲みます。接種すべきワ
クチンの種類はこのようになっている
ので、今はほとんどの方が、生後２カ
月でこれらのワクチンを同時接種する
方法を取られているかと思います。
　生後３カ月になったら、４種混合ワ

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （27）  2726 （26） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   27 2021/12/08   19:44



乾かした後は、必ず梳き櫛で卵も虫体
も減らすことが基本になるのですね。
　山口　そうですね。早く気づいて短
期集中で駆虫できるかが大事かと思い
ます。
　池田　ありがとうございました。

※ 2021年８月にジメチコンのローション
製剤が発売されました。スミスリン耐
性アタマジラミと考えられる場合は、
このジメチコン製剤の使用をご考慮く
ださい。

国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官
多　屋　馨　子

（聞き手　池脇克則）

　健康な乳幼児に対する予防接種の標準的なスケジュールのモデルと注意事項
についてご教示ください。
 ＜埼玉県開業医＞

乳幼児の予防接種スケジュール

　池脇　新型コロナのワクチンが最大
の関心事になっている中で、乳幼児も
忘れてもらっては困るという意味から、
ワクチンについて多屋先生にお話をう
かがいたいと思います。
　このドクターサロンで、10年ほど前
に、１日に同時に複数の予防接種をし
ていいものかという質問をいただきま
した。そのときお答えになった先生は
やや慎重な様子でしたが、その後、大
きな反響がありました。いや、複数や
るべきではないかと。現実問題として、
当時、複数接種はあまり定着していな
かったのですが、今は欧米並みの複数
接種の時代に大きく変わってきたよう
です。これはどういう経緯なのでしょ
うか。
　多屋　10年前は、まだ日本で接種す
ることができるワクチンの種類がそん

なに多くなかったのです。2008年にHib
ワクチン、2010年に小児が受ける肺炎
球菌ワクチンなど、こういうところか
ら接種することができるワクチンが増
えてきて、特に生後２カ月にワクチン
デビューしましょうというのが、大き
く国民の皆さんに広まってきたところ
かと思います。
　生後２カ月で受けることになるワク
チンは、Hibワクチン、小児用の肺炎
球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、さ
らに2020年10月からはロタウイルスワ
クチンが定期の予防接種になりました
ので、これを飲みます。接種すべきワ
クチンの種類はこのようになっている
ので、今はほとんどの方が、生後２カ
月でこれらのワクチンを同時接種する
方法を取られているかと思います。
　生後３カ月になったら、４種混合ワ
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に見えます。これが標準的なモデルと
考えてよいのでしょうか。
　多屋　おっしゃるとおりだと思いま
す。生後２カ月から始まるものが先ほ
ど申し上げた４種類、そこに生後３カ
月のときに４種混合ワクチン、すなわ
ちジフテリア、百日咳、破傷風、ポリ
オの混合ワクチンが入ってきます。こ
れらのワクチンはだいたい０歳の間に
３回接種します。Hibも３回、肺炎球
菌も３回、B型肝炎も３回。ロタウイ
ルスワクチンは２回のものと３回のも
のの２種類があります。４種混合ワク
チンも０歳の間に３回です。１歳にな
ったらHib、肺炎球菌、４種混合ワク
チンは４回目の接種があります。B型
肝炎は３回で、０歳で終わりです。ロ
タウイルスワクチンも２回または３回
で終わりです。４種混合、Hib、肺炎
球菌ワクチンにつきましては、１歳に
なってから４回目があるというのを忘
れないでいてほしいと思います。
　池脇　予定どおりに半年ぐらいまで
やってひと安心するけれども、また１
歳のときに、次のピークという言い方
は変ですが４回目の接種、そして１回
目の麻疹、風疹や水疱瘡、これを忘れ
ないようにしなければいけないという
ことですね。
　多屋　そうなのです。４回目と、先
生がおっしゃるように、麻疹・風疹混
合ワクチン、そして水疱瘡を予防する
水痘ワクチン。水痘ワクチンは１～２

歳で２回接種します。MR、すなわち
麻疹・風疹混合ワクチンは１歳のとき
と小学校入学前１年間の２回で、少し
間隔が空きます。そこに任意接種でお
たふくかぜワクチンを接種するお子さ
んも多いので、１歳のときにはMR、水
痘、おたふくかぜの初回接種があって、
そこに０歳から受けてきたワクチンの
４回目が入ってくる。
　なので、生後２カ月から半年ぐらい
までのところにまず、たくさん受ける
時期があって、１歳から１歳半の間に
またたくさん受ける時期があります。
BCGだけは生後５～８カ月で１回接種
ですが、それも忘れないようにしてい
ただいて、あとは今申し上げたような
スケジュールで組んでいただくのがい
いかと思います。
　池脇　こういったことを可能にする
一つの手助けとして、予防接種法で例
えば生ワクチンの次の生ワクチンは１
カ月とか、経口の生ワクチンも１カ月
だったものが、一部のものを除いて制
限がなくなったのも大きいのでしょう
か。
　多屋　ワクチンの種類は不活化ワク
チンと生ワクチンの大きく分けて２つ
あります。生ワクチンでも、注射の生
ワクチンと飲む生ワクチンと２種類あ
ります。
　注射の生ワクチンの場合は世界のど
こも、ほとんどの国が別の種類の注射
の生ワクチンを受けるときに、27日以

クチンが始まって、Hibワクチン、小
児用の肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワ
クチン、ロタウイルスワクチンの２回
目接種が始まっていく。そんなスケジ
ュールで子どもたちは予防接種を受け
ていると思います。
　池脇　10年前と大きく違うのは、ワ
クチンによって予防できる病気の数が
増えてきたことですね。
　多屋　はい。多くなったと思います。
任意接種では受けることができたけれ
ども、まだ定期接種になっていなかっ
たワクチンもあります。B型肝炎ワク
チンなどはそうで、随分前から受ける
ことはできたのですが、定期接種に入
ったのが2016年10月からということも
あり、乳児期に接種するワクチンの種
類がすごく増えたことがあると思いま
す。
　池脇　当然１回でワクチン接種が済
む疾患は少ないので、２回、３回、場
合によっては４回となると、ある一定
の期間の中にそれを入れ込もうとする
と、とても１回１種類では足りません
ね。そこで問題になってくるのは副反
応を含めた有害事象は大丈夫なのかと
いう、日本独特のものだと思うのです
が、そのあたりはどうクリアされてい
かれたのですか。
　多屋　10年ぐらい前はそういうこと
を心配される方も確かに多くいらっし
ゃったと思うのですが、今はほとんど
の方が４種類、あるいは５種類、同時

接種を受けています。また、厚生労働
省のほうでも４種類あるいは５種類同
時接種を受けたときの健康状況調査、
すなわち熱が出る人がどれぐらいいる
かということもしっかり報告してくだ
さるようになったのです。
　それを見てみますと、例えば４種類
のワクチンを同時に受けた場合、どう
しても接種後に副反応を疑う症状が出
てしまうのですが、１＋１＋１＋１の
足し算にはなりますが、それが４より
多くなってしまうことはありません。
なので、ほとんどの方が４種類あるい
は５種類の同時接種を生後２カ月、３
カ月のときにされているのではないか
と考えています。接種を同時にしたか
らといって有害事象、副反応が増える
ことはないことが、多くの方に知られ
ていると思います。
　池脇　海外から見ると、どうしてそ
んなに慎重なのだろうと思っていたの
が、ようやく同じようなシステムにな
ったというところでしょうか。
　多屋　この10年で大きく変わったよ
うに思います。保護者の皆さんもそれ
が普通だと受け止めているのではない
かと感じています。
　池脇　現状、ロタウイルスやHib、肺
炎球菌、それからB型肝炎について、
だいたい生後２カ月でワクチンデビュ
ー。そこから毎月、４種類ぐらいを接
種していって、とりあえず半年ぐらい
でちょっと一段落というスケジュール
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に見えます。これが標準的なモデルと
考えてよいのでしょうか。
　多屋　おっしゃるとおりだと思いま
す。生後２カ月から始まるものが先ほ
ど申し上げた４種類、そこに生後３カ
月のときに４種混合ワクチン、すなわ
ちジフテリア、百日咳、破傷風、ポリ
オの混合ワクチンが入ってきます。こ
れらのワクチンはだいたい０歳の間に
３回接種します。Hibも３回、肺炎球
菌も３回、B型肝炎も３回。ロタウイ
ルスワクチンは２回のものと３回のも
のの２種類があります。４種混合ワク
チンも０歳の間に３回です。１歳にな
ったらHib、肺炎球菌、４種混合ワク
チンは４回目の接種があります。B型
肝炎は３回で、０歳で終わりです。ロ
タウイルスワクチンも２回または３回
で終わりです。４種混合、Hib、肺炎
球菌ワクチンにつきましては、１歳に
なってから４回目があるというのを忘
れないでいてほしいと思います。
　池脇　予定どおりに半年ぐらいまで
やってひと安心するけれども、また１
歳のときに、次のピークという言い方
は変ですが４回目の接種、そして１回
目の麻疹、風疹や水疱瘡、これを忘れ
ないようにしなければいけないという
ことですね。
　多屋　そうなのです。４回目と、先
生がおっしゃるように、麻疹・風疹混
合ワクチン、そして水疱瘡を予防する
水痘ワクチン。水痘ワクチンは１～２

歳で２回接種します。MR、すなわち
麻疹・風疹混合ワクチンは１歳のとき
と小学校入学前１年間の２回で、少し
間隔が空きます。そこに任意接種でお
たふくかぜワクチンを接種するお子さ
んも多いので、１歳のときにはMR、水
痘、おたふくかぜの初回接種があって、
そこに０歳から受けてきたワクチンの
４回目が入ってくる。
　なので、生後２カ月から半年ぐらい
までのところにまず、たくさん受ける
時期があって、１歳から１歳半の間に
またたくさん受ける時期があります。
BCGだけは生後５～８カ月で１回接種
ですが、それも忘れないようにしてい
ただいて、あとは今申し上げたような
スケジュールで組んでいただくのがい
いかと思います。
　池脇　こういったことを可能にする
一つの手助けとして、予防接種法で例
えば生ワクチンの次の生ワクチンは１
カ月とか、経口の生ワクチンも１カ月
だったものが、一部のものを除いて制
限がなくなったのも大きいのでしょう
か。
　多屋　ワクチンの種類は不活化ワク
チンと生ワクチンの大きく分けて２つ
あります。生ワクチンでも、注射の生
ワクチンと飲む生ワクチンと２種類あ
ります。
　注射の生ワクチンの場合は世界のど
こも、ほとんどの国が別の種類の注射
の生ワクチンを受けるときに、27日以

クチンが始まって、Hibワクチン、小
児用の肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワ
クチン、ロタウイルスワクチンの２回
目接種が始まっていく。そんなスケジ
ュールで子どもたちは予防接種を受け
ていると思います。
　池脇　10年前と大きく違うのは、ワ
クチンによって予防できる病気の数が
増えてきたことですね。
　多屋　はい。多くなったと思います。
任意接種では受けることができたけれ
ども、まだ定期接種になっていなかっ
たワクチンもあります。B型肝炎ワク
チンなどはそうで、随分前から受ける
ことはできたのですが、定期接種に入
ったのが2016年10月からということも
あり、乳児期に接種するワクチンの種
類がすごく増えたことがあると思いま
す。
　池脇　当然１回でワクチン接種が済
む疾患は少ないので、２回、３回、場
合によっては４回となると、ある一定
の期間の中にそれを入れ込もうとする
と、とても１回１種類では足りません
ね。そこで問題になってくるのは副反
応を含めた有害事象は大丈夫なのかと
いう、日本独特のものだと思うのです
が、そのあたりはどうクリアされてい
かれたのですか。
　多屋　10年ぐらい前はそういうこと
を心配される方も確かに多くいらっし
ゃったと思うのですが、今はほとんど
の方が４種類、あるいは５種類、同時

接種を受けています。また、厚生労働
省のほうでも４種類あるいは５種類同
時接種を受けたときの健康状況調査、
すなわち熱が出る人がどれぐらいいる
かということもしっかり報告してくだ
さるようになったのです。
　それを見てみますと、例えば４種類
のワクチンを同時に受けた場合、どう
しても接種後に副反応を疑う症状が出
てしまうのですが、１＋１＋１＋１の
足し算にはなりますが、それが４より
多くなってしまうことはありません。
なので、ほとんどの方が４種類あるい
は５種類の同時接種を生後２カ月、３
カ月のときにされているのではないか
と考えています。接種を同時にしたか
らといって有害事象、副反応が増える
ことはないことが、多くの方に知られ
ていると思います。
　池脇　海外から見ると、どうしてそ
んなに慎重なのだろうと思っていたの
が、ようやく同じようなシステムにな
ったというところでしょうか。
　多屋　この10年で大きく変わったよ
うに思います。保護者の皆さんもそれ
が普通だと受け止めているのではない
かと感じています。
　池脇　現状、ロタウイルスやHib、肺
炎球菌、それからB型肝炎について、
だいたい生後２カ月でワクチンデビュ
ー。そこから毎月、４種類ぐらいを接
種していって、とりあえず半年ぐらい
でちょっと一段落というスケジュール
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が、周知されて徹底するといいですね。
　多屋　おっしゃるとおりだと思いま
す。新型コロナウイルス感染症の流行
でワクチン接種のために受診するのを
控えていらっしゃった方もいたように

聞いています。何とかワクチンは遅ら
せないで、接種時期がきたら早く受け
ていただきたい、免疫を早くにつけて
いただきたいと思っています。
　池脇　ありがとうございました。

上間隔を空けて受けるのですが、海外
では不活化ワクチンの場合は特に制限
がないという状況でした。また、ロタ
ウイルスワクチンが定期接種に入った
のですが、飲む生ワクチンも、特にそ
れを飲んだからといって１カ月、27日
以上空けないといけないというのは、
海外ではなかった制度なのです。
　日本も接種する種類が増えているこ
ともあって、同時接種をすればそうい
う問題はないのですが、接種間隔の制
限を撤廃してほしいという意見が随分
前からあって、それが2020年10月に変
更されました。
　池脇　まだけっこう最近のことなの
ですね。
　多屋　そうです。ロタウイルスワク
チンが定期接種になると決まったとき
に一緒に、注射の生ワクチン同士以外
の接種間隔は撤廃しましょうというこ
とになりました。ただ、気をつけなけ
ればいけないのは、同じ種類のワクチ
ンを複数回受ける場合は接種間隔が決
まっています。だいたい１カ月ぐらい
空けます。生後２カ月、３カ月、４カ
月で受けるワクチンが多いですが、同
じ種類のワクチンを受けるときは間隔
を空けないと、免疫のつきがよくない
という注意点があります。
　池脇　現場の状況を考えたときに一
つお聞きしたいのは、ロタウイルスワ
クチンは経口ですからいいのですが、
それ以外は全部注射ですよね。

　多屋　そうです。注射です。
　池脇　赤ちゃんのどこに複数回打て
るのか。打つ場所を広めにしていくの
でしょうか。
　多屋　上腕に接種されることが多い
と思うのですが、例えば左腕と右腕、
もう一つは太ももの部分、左の大腿部、
右の大腿部、これで４種類同時接種さ
れることも多いですし、上腕に間隔を
空けて２種類ずつ接種されることもあ
ると思います。なので、接種する部位
は腕だけでなくて、大腿部、太ももに
接種されることが増えているように思
います。
　池脇　多種のものを何回も打つとな
ると、保護者の方が主導するのではな
く、かかりつけの小児科医が中心にな
るのでしょうか。
　多屋　生後２カ月からワクチンが始
まりますが、例えば妊婦健診のときに
小児科医が来て説明してくださったり、
生後１カ月健診で説明してくださった
り、いろいろなところで保護者の方へ
説明していただく機会はあると思いま
す。生後２カ月から始まりますので、
それまでにここでこれからワクチンを
進めていこうというかかりつけの小児
科を決められて、その医師と相談して
スケジュールを立てていくのも、最初
はいいかもしれません。
　池脇　新型コロナウイルスのワクチ
ンも大事ですが、将来の国の宝である
子どもたちのワクチンのスケジュール

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （31）  3130 （30） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

2201_HONBUN.indd   31 2021/12/08   19:44



が、周知されて徹底するといいですね。
　多屋　おっしゃるとおりだと思いま
す。新型コロナウイルス感染症の流行
でワクチン接種のために受診するのを
控えていらっしゃった方もいたように

聞いています。何とかワクチンは遅ら
せないで、接種時期がきたら早く受け
ていただきたい、免疫を早くにつけて
いただきたいと思っています。
　池脇　ありがとうございました。

上間隔を空けて受けるのですが、海外
では不活化ワクチンの場合は特に制限
がないという状況でした。また、ロタ
ウイルスワクチンが定期接種に入った
のですが、飲む生ワクチンも、特にそ
れを飲んだからといって１カ月、27日
以上空けないといけないというのは、
海外ではなかった制度なのです。
　日本も接種する種類が増えているこ
ともあって、同時接種をすればそうい
う問題はないのですが、接種間隔の制
限を撤廃してほしいという意見が随分
前からあって、それが2020年10月に変
更されました。
　池脇　まだけっこう最近のことなの
ですね。
　多屋　そうです。ロタウイルスワク
チンが定期接種になると決まったとき
に一緒に、注射の生ワクチン同士以外
の接種間隔は撤廃しましょうというこ
とになりました。ただ、気をつけなけ
ればいけないのは、同じ種類のワクチ
ンを複数回受ける場合は接種間隔が決
まっています。だいたい１カ月ぐらい
空けます。生後２カ月、３カ月、４カ
月で受けるワクチンが多いですが、同
じ種類のワクチンを受けるときは間隔
を空けないと、免疫のつきがよくない
という注意点があります。
　池脇　現場の状況を考えたときに一
つお聞きしたいのは、ロタウイルスワ
クチンは経口ですからいいのですが、
それ以外は全部注射ですよね。

　多屋　そうです。注射です。
　池脇　赤ちゃんのどこに複数回打て
るのか。打つ場所を広めにしていくの
でしょうか。
　多屋　上腕に接種されることが多い
と思うのですが、例えば左腕と右腕、
もう一つは太ももの部分、左の大腿部、
右の大腿部、これで４種類同時接種さ
れることも多いですし、上腕に間隔を
空けて２種類ずつ接種されることもあ
ると思います。なので、接種する部位
は腕だけでなくて、大腿部、太ももに
接種されることが増えているように思
います。
　池脇　多種のものを何回も打つとな
ると、保護者の方が主導するのではな
く、かかりつけの小児科医が中心にな
るのでしょうか。
　多屋　生後２カ月からワクチンが始
まりますが、例えば妊婦健診のときに
小児科医が来て説明してくださったり、
生後１カ月健診で説明してくださった
り、いろいろなところで保護者の方へ
説明していただく機会はあると思いま
す。生後２カ月から始まりますので、
それまでにここでこれからワクチンを
進めていこうというかかりつけの小児
科を決められて、その医師と相談して
スケジュールを立てていくのも、最初
はいいかもしれません。
　池脇　新型コロナウイルスのワクチ
ンも大事ですが、将来の国の宝である
子どもたちのワクチンのスケジュール
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済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科長・聴覚センター長
新　田　清　一

（聞き手　山内俊一）

　難聴を訴えて受診されるも、鼓膜、聴力、音感性などが正常でメンタルな問
題も少ない方で治療に困る場合の対処法をご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

難聴

　山内　新田先生、実際に質問のよう
なケースはあるのでしょうか。
　新田　それほど多くはないのですが、
そういうふうに訴える患者さんは確か
にいます。
　山内　どういうことが考えられるの
でしょうか。
　新田　今こういった訴えをされる方
の疾患概念としては聴覚情報処理障害、
英語で、APD（auditory process ing 
disorder）と略されている概念があり
ます。これは耳の聴力検査で異常はな
いのですが、言葉の聞き取りが悪いと
いった大まかな疾患概念です。
　山内　新しい疾患概念と考えてよい
ですね。
　新田　そうですね。比較的疾患概念
としては新しいです。
　山内　もう少し具体的に、どういっ

た聴力障害と考えられるのでしょうか。
　新田　概念としてはまだ新しいもの
で、我々が医療機関で行っているよう
な耳の検査、聴力検査、これには音の
検査や言葉の検査がありますが、そう
いう検査をやっても正常範囲なのに、
ある場面で患者さんはうまく聞き取れ
ないと訴えるのです。
　山内　聴力が正常でも難聴というの
はなかなかイメージとしてつかみにく
いところがありますが。
　新田　聴力が正常とは、音は聞こえ
ることを表していると思うのです。検
査上の異常がないということですが、
聞き取れないというのは理解できない
側面があるのです。音はわかっても内
容がわからないということを、聞き取
れないとおっしゃっている可能性があ
ります。

　山内　認識能力とか理解能力に問題
があるのではないかと考えているので
すね。
　新田　そういうものもおそらく含ま
れているだろうと思うのですが、本人
自身はそういうものではないと思って
いる方がほとんどだと思うのです。自
分はそういう異常ではないということ
で受診されていると思います。
　山内　少し戻りますが、今の聴力検
査法でカバーできる検査に関してのみ
異常がない、と考えてもよいのですね。
　新田　そうですね。そうなると思い
ます。
　山内　聞こえが悪いというのは、あ
る意味主観的なものですが、現在の検
査法でこの主観による症状を否定する
ことはできるのでしょうか。
　新田　残念ながら現存の検査ではで
きません。
　山内　例えば詐病に関してはいかが
でしょうか。
　新田　なかなかその辺は線引きが難
しいですが、聞き取りづらいことで、
いわゆる疾病利得といいますか、病気
であったほうが本人の生活、社会的に
も都合がいいこともあります。本人が
意識するしないにかかわらず、そうい
った側面がある可能性はあると思いま
す。
　山内　本人にとっては聞こえが悪い
ほうが都合がいいという局面もあるの
でしょうね。

　新田　あると思います。
　山内　学生だと、授業が聞こえにく
いとか、そういったものも出てくると
考えてよいでしょうか。
　新田　はい。含まれると思います。
授業が聞き取りづらいから、この病気
のせいで私は困っているということを、
もしかしたらおっしゃっているのかも
しれません。
　山内　先ほど言葉が理解できないと
いうお話でしたが、例えば少しニュア
ンスが違いますが、日本人はよく英語
のヒアリングができないといわれます。
一方、日本語はわかるわけですね。こ
れは難聴とは違いますが、例えば若い
人たちの言葉が理解できない、のよう
なものも出てくるかもしれません。こ
のあたりの境目というのは何かあるの
でしょうか。
　新田　非常に難しいですね。その方
の理解度や、もっと言うと知能レベル
にも関わってくることですから、なか
なか線引きは難しいですが、どんな状
況、どんな環境で、どういうことが聞
こえないかをしっかり問診・聴取する
ことが一つヒントになると思います。
　山内　これに関しての診断ですが、
まずどういったところに注目されます
か。
　新田　いわゆる聞き取り、聞こえ、
聴力の異常がないかがまず一つです。
あと一つは、先ほど先生もおっしゃっ
たように、理解という面で、例えばお
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済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科長・聴覚センター長
新　田　清　一

（聞き手　山内俊一）

　難聴を訴えて受診されるも、鼓膜、聴力、音感性などが正常でメンタルな問
題も少ない方で治療に困る場合の対処法をご教示ください。
 ＜神奈川県開業医＞

難聴

　山内　新田先生、実際に質問のよう
なケースはあるのでしょうか。
　新田　それほど多くはないのですが、
そういうふうに訴える患者さんは確か
にいます。
　山内　どういうことが考えられるの
でしょうか。
　新田　今こういった訴えをされる方
の疾患概念としては聴覚情報処理障害、
英語で、APD（auditory process ing 
disorder）と略されている概念があり
ます。これは耳の聴力検査で異常はな
いのですが、言葉の聞き取りが悪いと
いった大まかな疾患概念です。
　山内　新しい疾患概念と考えてよい
ですね。
　新田　そうですね。比較的疾患概念
としては新しいです。
　山内　もう少し具体的に、どういっ

た聴力障害と考えられるのでしょうか。
　新田　概念としてはまだ新しいもの
で、我々が医療機関で行っているよう
な耳の検査、聴力検査、これには音の
検査や言葉の検査がありますが、そう
いう検査をやっても正常範囲なのに、
ある場面で患者さんはうまく聞き取れ
ないと訴えるのです。
　山内　聴力が正常でも難聴というの
はなかなかイメージとしてつかみにく
いところがありますが。
　新田　聴力が正常とは、音は聞こえ
ることを表していると思うのです。検
査上の異常がないということですが、
聞き取れないというのは理解できない
側面があるのです。音はわかっても内
容がわからないということを、聞き取
れないとおっしゃっている可能性があ
ります。

　山内　認識能力とか理解能力に問題
があるのではないかと考えているので
すね。
　新田　そういうものもおそらく含ま
れているだろうと思うのですが、本人
自身はそういうものではないと思って
いる方がほとんどだと思うのです。自
分はそういう異常ではないということ
で受診されていると思います。
　山内　少し戻りますが、今の聴力検
査法でカバーできる検査に関してのみ
異常がない、と考えてもよいのですね。
　新田　そうですね。そうなると思い
ます。
　山内　聞こえが悪いというのは、あ
る意味主観的なものですが、現在の検
査法でこの主観による症状を否定する
ことはできるのでしょうか。
　新田　残念ながら現存の検査ではで
きません。
　山内　例えば詐病に関してはいかが
でしょうか。
　新田　なかなかその辺は線引きが難
しいですが、聞き取りづらいことで、
いわゆる疾病利得といいますか、病気
であったほうが本人の生活、社会的に
も都合がいいこともあります。本人が
意識するしないにかかわらず、そうい
った側面がある可能性はあると思いま
す。
　山内　本人にとっては聞こえが悪い
ほうが都合がいいという局面もあるの
でしょうね。

　新田　あると思います。
　山内　学生だと、授業が聞こえにく
いとか、そういったものも出てくると
考えてよいでしょうか。
　新田　はい。含まれると思います。
授業が聞き取りづらいから、この病気
のせいで私は困っているということを、
もしかしたらおっしゃっているのかも
しれません。
　山内　先ほど言葉が理解できないと
いうお話でしたが、例えば少しニュア
ンスが違いますが、日本人はよく英語
のヒアリングができないといわれます。
一方、日本語はわかるわけですね。こ
れは難聴とは違いますが、例えば若い
人たちの言葉が理解できない、のよう
なものも出てくるかもしれません。こ
のあたりの境目というのは何かあるの
でしょうか。
　新田　非常に難しいですね。その方
の理解度や、もっと言うと知能レベル
にも関わってくることですから、なか
なか線引きは難しいですが、どんな状
況、どんな環境で、どういうことが聞
こえないかをしっかり問診・聴取する
ことが一つヒントになると思います。
　山内　これに関しての診断ですが、
まずどういったところに注目されます
か。
　新田　いわゆる聞き取り、聞こえ、
聴力の異常がないかがまず一つです。
あと一つは、先ほど先生もおっしゃっ
たように、理解という面で、例えばお
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子さんですと発達障害のようなものも
含まれてくる可能性があります。そう
いったところの診断も一つ参考になる
と思います。
　山内　診断のきっかけとして、患者
さんの問診はどういったところが着目
点になりますか。
　新田　パターンとして多いのは比較
的がやがやした雑音の中で何人かとし
ゃべる、集団でしゃべっているときに
聞き取りづらいというパターンが多い
と思いますので、そういうものをしっ
かり聴取することが一つ参考になると
思います。
　山内　雑音が一つのキーワードと見
てよいのですか。
　新田　そうですね。雑音下での聞き
取りが難しいという患者さんが多いと
思います。
　山内　具体的に雑音といっても、工
事現場のような雑音もあれば、わいわ
いがやがやと複数の人の声がするとい
ったものもあるのですが、特にどのよ
うな雑音なのでしょうか。
　新田　いろいろなパターンがあるの
で一概には言えませんが、工事現場な
どの大きな雑音下での聞き取りよりは、
人の声などのわいわいがやがやといっ
た環境で聞き取れないことのほうが多
いという印象は持っています。
　山内　耳鼻科的な立場から見て、雑
音の違いといったものは何かあるので
しょうか。

　新田　なかなか難しい質問ですが、
その辺は正直いうとわからないのが現
状です。
　山内　例えば、最近若い方はヘッド
ホンなどを使う方が多くて、ここから
来る難聴は、オーソドックスな検査で
引っかかる難聴もありますが、少し理
解が悪いといったかたちでの難聴も出
てくると見てよいのでしょうか。
　新田　おっしゃるように最近、若者
にはかなり大きな音量でヘッドホンで
聴くヘッドホン難聴というものが注目
されていて、WHOもかなり注意喚起
しています。もしかしたらそういった
方が、難聴はないのに、雑音下で聴き
づらいとぼちぼち訴え出しているのか
もしれません。そういった方が少し年
齢を重ねると、そういう症状が強くな
ってくる可能性があって、我々として
も注目しているところです。
　山内　静かなところだったら耳鳴り
が出やすいこともよく知られています
ので、高次元のところで何か絡むかも
しれないですね。
　新田　そうですね。蝸牛や聴神経よ
りは、さらに中枢のところの関わりで
はないかといわれています。
　山内　新しい概念ですので、まだこ
れから解析が必要だと思いますが、対
処法はいかがでしょう。
　新田　一般的な対処法になりますが、
聞き取りづらい場面での環境調整が一
つポイントになると思います。先ほど

申したとおり、雑音下での聞き取りが
難しいですから、雑音がなるべく少な
いところ、あとは話者がどういう位置
にいて、どのぐらいの大きさでしゃべ
るか。対面でしゃべっているのか否か。
そういったところを聞きやすい状態に
調整することが、まず第一かと思いま
す。
　山内　そのあたりがある程度はっき
りしてきますと、新しい検査法も出て
きそうな気もいたしますね。
　新田　そうですね。まだまだこれか
らかなと思いますが、我々も考えてい
きたいと思います。
　山内　こういった疾患概念が出てき
たということで、患者さんにとっての
メリットは、どういったものが考えら
れますか。
　新田　どの耳鼻科、病院に行っても、
異常はない、あなたがおかしいのでは
ないかぐらい言われて、患者さんが非
常に傷つくパターンがあると思うので
す。けれども、こういう疾患概念があ
ることで救われる、そういった患者さ
んもいるので、我々はそういったこと
をもう少し分析して、疾患概念として
体系立てていくことが大事かと思いま

す。
　山内　確かに今までですと、あなた
は正常ですと言われて切り捨てられて
いた方が、こういったかたちで救われ
ることは十分あるのですね。
　新田　はい。大いにあると思います。
　山内　最後に、この質問でメンタル
な問題も少ないというのが、一つのキ
ーワードになるのですが、これに関し
てはいかがでしょうか。
　新田　メンタルな問題というのは非
常に難しいですね。ちょっと診察した
だけではわからないメンタルな問題も
あるかもしれませんので、ここは問診
をしっかり取っています。どういう場
面でということも参考になるかもしれ
ませんし、なさそうでも、もしかした
らあるかもしれないことを念頭に置き
ながら我々はいつも診療しています。
　山内　いずれにしても、よく患者さ
んのお話を聞かないとだめだというこ
とですね。
　新田　そうですね。その方の置かれ
ている生活の状況、社会背景などもわ
かると、もうちょっと答えが出てくる
可能性はあるかと思います。
　山内　ありがとうございました。
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子さんですと発達障害のようなものも
含まれてくる可能性があります。そう
いったところの診断も一つ参考になる
と思います。
　山内　診断のきっかけとして、患者
さんの問診はどういったところが着目
点になりますか。
　新田　パターンとして多いのは比較
的がやがやした雑音の中で何人かとし
ゃべる、集団でしゃべっているときに
聞き取りづらいというパターンが多い
と思いますので、そういうものをしっ
かり聴取することが一つ参考になると
思います。
　山内　雑音が一つのキーワードと見
てよいのですか。
　新田　そうですね。雑音下での聞き
取りが難しいという患者さんが多いと
思います。
　山内　具体的に雑音といっても、工
事現場のような雑音もあれば、わいわ
いがやがやと複数の人の声がするとい
ったものもあるのですが、特にどのよ
うな雑音なのでしょうか。
　新田　いろいろなパターンがあるの
で一概には言えませんが、工事現場な
どの大きな雑音下での聞き取りよりは、
人の声などのわいわいがやがやといっ
た環境で聞き取れないことのほうが多
いという印象は持っています。
　山内　耳鼻科的な立場から見て、雑
音の違いといったものは何かあるので
しょうか。

　新田　なかなか難しい質問ですが、
その辺は正直いうとわからないのが現
状です。
　山内　例えば、最近若い方はヘッド
ホンなどを使う方が多くて、ここから
来る難聴は、オーソドックスな検査で
引っかかる難聴もありますが、少し理
解が悪いといったかたちでの難聴も出
てくると見てよいのでしょうか。
　新田　おっしゃるように最近、若者
にはかなり大きな音量でヘッドホンで
聴くヘッドホン難聴というものが注目
されていて、WHOもかなり注意喚起
しています。もしかしたらそういった
方が、難聴はないのに、雑音下で聴き
づらいとぼちぼち訴え出しているのか
もしれません。そういった方が少し年
齢を重ねると、そういう症状が強くな
ってくる可能性があって、我々として
も注目しているところです。
　山内　静かなところだったら耳鳴り
が出やすいこともよく知られています
ので、高次元のところで何か絡むかも
しれないですね。
　新田　そうですね。蝸牛や聴神経よ
りは、さらに中枢のところの関わりで
はないかといわれています。
　山内　新しい概念ですので、まだこ
れから解析が必要だと思いますが、対
処法はいかがでしょう。
　新田　一般的な対処法になりますが、
聞き取りづらい場面での環境調整が一
つポイントになると思います。先ほど

申したとおり、雑音下での聞き取りが
難しいですから、雑音がなるべく少な
いところ、あとは話者がどういう位置
にいて、どのぐらいの大きさでしゃべ
るか。対面でしゃべっているのか否か。
そういったところを聞きやすい状態に
調整することが、まず第一かと思いま
す。
　山内　そのあたりがある程度はっき
りしてきますと、新しい検査法も出て
きそうな気もいたしますね。
　新田　そうですね。まだまだこれか
らかなと思いますが、我々も考えてい
きたいと思います。
　山内　こういった疾患概念が出てき
たということで、患者さんにとっての
メリットは、どういったものが考えら
れますか。
　新田　どの耳鼻科、病院に行っても、
異常はない、あなたがおかしいのでは
ないかぐらい言われて、患者さんが非
常に傷つくパターンがあると思うので
す。けれども、こういう疾患概念があ
ることで救われる、そういった患者さ
んもいるので、我々はそういったこと
をもう少し分析して、疾患概念として
体系立てていくことが大事かと思いま

す。
　山内　確かに今までですと、あなた
は正常ですと言われて切り捨てられて
いた方が、こういったかたちで救われ
ることは十分あるのですね。
　新田　はい。大いにあると思います。
　山内　最後に、この質問でメンタル
な問題も少ないというのが、一つのキ
ーワードになるのですが、これに関し
てはいかがでしょうか。
　新田　メンタルな問題というのは非
常に難しいですね。ちょっと診察した
だけではわからないメンタルな問題も
あるかもしれませんので、ここは問診
をしっかり取っています。どういう場
面でということも参考になるかもしれ
ませんし、なさそうでも、もしかした
らあるかもしれないことを念頭に置き
ながら我々はいつも診療しています。
　山内　いずれにしても、よく患者さ
んのお話を聞かないとだめだというこ
とですね。
　新田　そうですね。その方の置かれ
ている生活の状況、社会背景などもわ
かると、もうちょっと答えが出てくる
可能性はあるかと思います。
　山内　ありがとうございました。
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東京女子医科大学足立医療センター泌尿器科骨盤底機能再建診療部教授
巴　　ひかる

（聞き手　池田志斈）

　尿道カルンクルについてご教示ください。
　１）発生原因
　２）保存的・外科的治療法について
 ＜宮城県開業医＞

尿道カルンクル

　池田　尿道カルンクルとはどのよう
なものでしょうか。
　巴　尿道カルンクルというのは、更
年期以降の女性に好発するもので、尿
道の炎症性の病変です。尿道の６時方
向から尿道粘膜に覆われたラディッシ
ュのような赤みのある腫瘤が尿道口の
外側に向かって突出している状態です。
　池田　大きさはどのくらいなのでし
ょうか。
　巴　米粒大から小豆大ぐらいですが、
炎症性にもう少し大きくなることもあ
ります。
　池田　良性のものなのですよね。
　巴　はい、良性です。多くの場合は
無症状で、本人も気づかないままずっ
と過ごしていることが多いのですが、
下着にこすれたりして出血をして、あ

わてて婦人科などを受診されることが
多いのです。こすれているとさらに炎
症が増えて、だんだん大きくなってき
て、さらにこすれるというようになり、
痛みを伴うことがあります。
　池田　でき始めというか、小さいと
きは何の自覚症状もないのですか。
　巴　そうですね。でき始めのときと
いうのは本人も気がつきませんし、た
またま内診などほかのことで診たとき
に、ちょっと６時方向にピンク色の尿
道の粘膜色をした小さい腫瘤があるな
というぐらいで、そういうときには何
も治療をする必要もない状態です。
　池田　泌尿器科医が最初に見ること
はないのですね。
　巴　そうですね。ただ、尿失禁や骨
盤臓器脱などで内診をしたときに、た

またま尿道カルンクルもあると見つけ
ることはありますが、本人は全く症状
がないという状態です。
　池田　男性にはないのですね。
　巴　男性にはないですね。
　池田　更年期以降の女性ですか。
　巴　はい。
　池田　この発生原因と質問に書いて
あるのですが、どのようなものなので
しょうか。
　巴　おおもとの発生原因はわからな
いのですが、更年期以降の方に多いと
いうことから、やはりエストロゲンの
低下が関係あるのではないかといわれ
ています。いったんそういった尿道の
粘膜が脱出してくると、たまたま自転
車に乗ったり、きついジーンズのよう
なものをはいたりすると機械的な刺激
が加わって炎症を起こし、より一層大
きくなるということで、ある程度大き
くなってきてから初めて気づかれるた
め、原因はあまりよくわかっていない
と思います。
　池田　閉経以後の女性に多いという
ことなので、エストロゲンの関係が推
測されているのですね。どうして６時
の方向だけなのでしょうか。
　巴　どうしてかはわからないですね。
似たような尿道粘膜の病気で尿道脱と
いうのがあるのですが、それは全周性
に尿道の粘膜が外反して脱出してくる
もので、やはり更年期以降の女性に見
られるのですが、それとは異なるもの

です。どうして６時の方向だけかは私
も原因がわからないです。
　池田　６時だけというのは逆に診断
的な根拠にはなるのですね。
　巴　そうです。尿道の粘膜をかぶっ
ているので、炎症のないときは薄いピ
ンク色で、ぷつんとした感じですし、
炎症が加わってくると、ちょっと透明
感がある赤みがかった腫瘤として確認
されます。
　池田　あまり自覚症状がない方も多
いということで、どのくらいの頻度で
発生するかもわかっていないのでしょ
うか。
　巴　下着にこすれて出血をしたりし
て初めて病院に来られることが多いの
で、全体の女性のどのくらいの方にで
きているのかはわかりませんが、比較

尿道カルンクル

外尿道口６時から外方に突出する
尿道粘膜をかぶった腫瘤。
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東京女子医科大学足立医療センター泌尿器科骨盤底機能再建診療部教授
巴　　ひかる

（聞き手　池田志斈）

　尿道カルンクルについてご教示ください。
　１）発生原因
　２）保存的・外科的治療法について
 ＜宮城県開業医＞

尿道カルンクル

　池田　尿道カルンクルとはどのよう
なものでしょうか。
　巴　尿道カルンクルというのは、更
年期以降の女性に好発するもので、尿
道の炎症性の病変です。尿道の６時方
向から尿道粘膜に覆われたラディッシ
ュのような赤みのある腫瘤が尿道口の
外側に向かって突出している状態です。
　池田　大きさはどのくらいなのでし
ょうか。
　巴　米粒大から小豆大ぐらいですが、
炎症性にもう少し大きくなることもあ
ります。
　池田　良性のものなのですよね。
　巴　はい、良性です。多くの場合は
無症状で、本人も気づかないままずっ
と過ごしていることが多いのですが、
下着にこすれたりして出血をして、あ

わてて婦人科などを受診されることが
多いのです。こすれているとさらに炎
症が増えて、だんだん大きくなってき
て、さらにこすれるというようになり、
痛みを伴うことがあります。
　池田　でき始めというか、小さいと
きは何の自覚症状もないのですか。
　巴　そうですね。でき始めのときと
いうのは本人も気がつきませんし、た
またま内診などほかのことで診たとき
に、ちょっと６時方向にピンク色の尿
道の粘膜色をした小さい腫瘤があるな
というぐらいで、そういうときには何
も治療をする必要もない状態です。
　池田　泌尿器科医が最初に見ること
はないのですね。
　巴　そうですね。ただ、尿失禁や骨
盤臓器脱などで内診をしたときに、た

またま尿道カルンクルもあると見つけ
ることはありますが、本人は全く症状
がないという状態です。
　池田　男性にはないのですね。
　巴　男性にはないですね。
　池田　更年期以降の女性ですか。
　巴　はい。
　池田　この発生原因と質問に書いて
あるのですが、どのようなものなので
しょうか。
　巴　おおもとの発生原因はわからな
いのですが、更年期以降の方に多いと
いうことから、やはりエストロゲンの
低下が関係あるのではないかといわれ
ています。いったんそういった尿道の
粘膜が脱出してくると、たまたま自転
車に乗ったり、きついジーンズのよう
なものをはいたりすると機械的な刺激
が加わって炎症を起こし、より一層大
きくなるということで、ある程度大き
くなってきてから初めて気づかれるた
め、原因はあまりよくわかっていない
と思います。
　池田　閉経以後の女性に多いという
ことなので、エストロゲンの関係が推
測されているのですね。どうして６時
の方向だけなのでしょうか。
　巴　どうしてかはわからないですね。
似たような尿道粘膜の病気で尿道脱と
いうのがあるのですが、それは全周性
に尿道の粘膜が外反して脱出してくる
もので、やはり更年期以降の女性に見
られるのですが、それとは異なるもの

です。どうして６時の方向だけかは私
も原因がわからないです。
　池田　６時だけというのは逆に診断
的な根拠にはなるのですね。
　巴　そうです。尿道の粘膜をかぶっ
ているので、炎症のないときは薄いピ
ンク色で、ぷつんとした感じですし、
炎症が加わってくると、ちょっと透明
感がある赤みがかった腫瘤として確認
されます。
　池田　あまり自覚症状がない方も多
いということで、どのくらいの頻度で
発生するかもわかっていないのでしょ
うか。
　巴　下着にこすれて出血をしたりし
て初めて病院に来られることが多いの
で、全体の女性のどのくらいの方にで
きているのかはわかりませんが、比較

尿道カルンクル

外尿道口６時から外方に突出する
尿道粘膜をかぶった腫瘤。
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的多いのではないかと思います。
　池田　原因もわからないし、自覚症
状もないので、よく婦人科検診で見つ
かることが多いと思うのですが、それ
でもあまり頻度は高くないのでしょう
か。
　巴　多分見つかっていても、特に治
療する必要もないし、自覚症状もない
ので、検診で見つけた医師が特にそれ
を指摘して本人に伝えることはないの
だと思います。
　池田　悪性ではなくて、ポピュラー
なものになっているので、いちいち指
摘しなくても、ということですね。
　巴　そうですね。
　池田　あまり皆が注目しないもので
しょうか。
　巴　あまり注目するものではなくて、
加齢による変化ぐらいにとらえていた
だいていいと思います。
　池田　見つけても大騒ぎはしないと
いうことですね。
　巴　そうですね。本人にも伝えてい
ないと思います。
　池田　治療法で保存的治療、あるい
は外科的治療があるのですが、どのよ
うな保存的治療をされるのでしょうか。
　巴　下着に血がつくと本人は気にな
りますので、病院にいらした場合はエ
ストロゲンの軟膏を塗ったり、ステロ
イドの軟膏を塗ったり、抗炎症、炎症
を抑えることに努めることになります
が、日本ではエストロゲンの軟膏はあ

りませんので、ストロングに分類され
るステロイドの抗炎症軟膏を塗ること
が保存的治療になります。塗って、あ
とは自転車に乗るなどの、カルンクル
がこすれるようなことを避けていただ
ければ、多少縮んで、縮めば下着に当
たってこすれる、出血することがなく
なりますので、そうなりましたらそれ
で経過観察となります。軟膏を塗って
いったん小さくなってもまた出血する、
こすれる、痛いということが繰り返さ
れるようであれば、外科的にカルンク
ルを切除することになります。
　池田　切除の方法はどのようにされ
るのですか。
　巴　局所麻酔で電気メスでジュッと
切除するだけで、場合によっては外来
でもできます。
　池田　いちいち切り取って縫合する
のですね。
　巴　小さければ縫合も必要ない場合
もあります。１針、２針ぐらい縫合す
るということもありますが、あとは１
日ぐらい尿道のカテーテルを入れてお
くこともあります。それにしても外来
で手術は可能です。
　池田　局所麻酔で小さくできるとい
うことですね。
　巴　はい。
　池田　入院してたいへんなことには
ならないのですね。
　巴　治療はよほど大きくなって出血
を繰り返すとか痛みがあるような場合

でいいと思います。
　池田　逆に、そういった症状がない
場合は放置でかまわないのでしょうか。
　巴　そうですね。全く無症状であれ
ばもちろん放置ですし、あとは出血し
ても少し軟膏を塗るぐらいでおさまっ
たということであれば、やはり放置で
かまわないと思います。手術になるよ
うな症例はそんなに多くないと思いま
す。
　池田　放置しておいて悪性化しない
のかという考えがあると思うのですが、
悪性化はしないのですか。
　巴　基本的には悪性化はしないと思
います。
　池田　それがはっきりしていれば安
心ですよね。
　巴　悪性なものかどうかを鑑別する
ためにカルンクルを生検、バイオプシ
ーをするとか、そういったことはしま
せん。外科的に切除した場合にはそれ
を病理検査に出して、悪性ではなかっ
たという証明というか、そういう検査
は出しますが、見た目でほぼ確認でき
るといいますか、だいたい尿道の粘膜
をかぶっているので、つるんとしてい
るのです。
　池田　先ほどおっしゃったラディッ
シュみたいな感じで、表面がつるんと
しているのですね。
　巴　そうです。
　池田　ちなみに、例えば尿道がんな
どがあると表面が違ってくるのでしょ

うか。
　巴　ぷつっと一つの腫瘤というより
は、もう少しでこぼこしていたり、色
合いが違うとか、いつも見ているもの
とは違うという感じを受けるのではな
いかと思います。
　池田　先ほど鑑別でおっしゃった尿
道脱ですが、これはどのような感じに
なるのでしょうか。全周がやられると
いうお話でしたが。
　巴　これも閉経後の女性、更年期以
降の女性なのですが、こちらは有病率
が3,000人に１人と書かれているものも
あります。カルンクルに比べると、よ
ほどまれな疾患です。全周性に尿道の
粘膜が外反して脱出している状態で、
病院を受診されたときにはもうすでに

尿道脱

全周性に尿道粘膜が外反して脱出
し、一部粘膜が絞扼され赤黒く変
色している。
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的多いのではないかと思います。
　池田　原因もわからないし、自覚症
状もないので、よく婦人科検診で見つ
かることが多いと思うのですが、それ
でもあまり頻度は高くないのでしょう
か。
　巴　多分見つかっていても、特に治
療する必要もないし、自覚症状もない
ので、検診で見つけた医師が特にそれ
を指摘して本人に伝えることはないの
だと思います。
　池田　悪性ではなくて、ポピュラー
なものになっているので、いちいち指
摘しなくても、ということですね。
　巴　そうですね。
　池田　あまり皆が注目しないもので
しょうか。
　巴　あまり注目するものではなくて、
加齢による変化ぐらいにとらえていた
だいていいと思います。
　池田　見つけても大騒ぎはしないと
いうことですね。
　巴　そうですね。本人にも伝えてい
ないと思います。
　池田　治療法で保存的治療、あるい
は外科的治療があるのですが、どのよ
うな保存的治療をされるのでしょうか。
　巴　下着に血がつくと本人は気にな
りますので、病院にいらした場合はエ
ストロゲンの軟膏を塗ったり、ステロ
イドの軟膏を塗ったり、抗炎症、炎症
を抑えることに努めることになります
が、日本ではエストロゲンの軟膏はあ

りませんので、ストロングに分類され
るステロイドの抗炎症軟膏を塗ること
が保存的治療になります。塗って、あ
とは自転車に乗るなどの、カルンクル
がこすれるようなことを避けていただ
ければ、多少縮んで、縮めば下着に当
たってこすれる、出血することがなく
なりますので、そうなりましたらそれ
で経過観察となります。軟膏を塗って
いったん小さくなってもまた出血する、
こすれる、痛いということが繰り返さ
れるようであれば、外科的にカルンク
ルを切除することになります。
　池田　切除の方法はどのようにされ
るのですか。
　巴　局所麻酔で電気メスでジュッと
切除するだけで、場合によっては外来
でもできます。
　池田　いちいち切り取って縫合する
のですね。
　巴　小さければ縫合も必要ない場合
もあります。１針、２針ぐらい縫合す
るということもありますが、あとは１
日ぐらい尿道のカテーテルを入れてお
くこともあります。それにしても外来
で手術は可能です。
　池田　局所麻酔で小さくできるとい
うことですね。
　巴　はい。
　池田　入院してたいへんなことには
ならないのですね。
　巴　治療はよほど大きくなって出血
を繰り返すとか痛みがあるような場合

でいいと思います。
　池田　逆に、そういった症状がない
場合は放置でかまわないのでしょうか。
　巴　そうですね。全く無症状であれ
ばもちろん放置ですし、あとは出血し
ても少し軟膏を塗るぐらいでおさまっ
たということであれば、やはり放置で
かまわないと思います。手術になるよ
うな症例はそんなに多くないと思いま
す。
　池田　放置しておいて悪性化しない
のかという考えがあると思うのですが、
悪性化はしないのですか。
　巴　基本的には悪性化はしないと思
います。
　池田　それがはっきりしていれば安
心ですよね。
　巴　悪性なものかどうかを鑑別する
ためにカルンクルを生検、バイオプシ
ーをするとか、そういったことはしま
せん。外科的に切除した場合にはそれ
を病理検査に出して、悪性ではなかっ
たという証明というか、そういう検査
は出しますが、見た目でほぼ確認でき
るといいますか、だいたい尿道の粘膜
をかぶっているので、つるんとしてい
るのです。
　池田　先ほどおっしゃったラディッ
シュみたいな感じで、表面がつるんと
しているのですね。
　巴　そうです。
　池田　ちなみに、例えば尿道がんな
どがあると表面が違ってくるのでしょ

うか。
　巴　ぷつっと一つの腫瘤というより
は、もう少しでこぼこしていたり、色
合いが違うとか、いつも見ているもの
とは違うという感じを受けるのではな
いかと思います。
　池田　先ほど鑑別でおっしゃった尿
道脱ですが、これはどのような感じに
なるのでしょうか。全周がやられると
いうお話でしたが。
　巴　これも閉経後の女性、更年期以
降の女性なのですが、こちらは有病率
が3,000人に１人と書かれているものも
あります。カルンクルに比べると、よ
ほどまれな疾患です。全周性に尿道の
粘膜が外反して脱出している状態で、
病院を受診されたときにはもうすでに

尿道脱

全周性に尿道粘膜が外反して脱出
し、一部粘膜が絞扼され赤黒く変
色している。
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赤黒くなっている。牛肉様の赤みとい
われていて、実際に見ても、カルンク
ルの場合はちょっと透明感がある赤な
のですが、こちらは赤黒い感じで、外
反して脱出することによって尿道口の
ところが絞扼され、それでちょっとう
っ血をしているような状態で、こちら
のほうがよほど痛みを伴います。
　実はアフリカ系のアメリカ人の女児
にも発生するといわれています。そち
らは多分先天的なもので、尿道の内側
の縦走筋と外側の輪状筋、その間の接
合異常があって、腹圧をかけたりした
ときにそこがずれて尿道の粘膜が脱出
してしまうことが推定されていますが、
日本人のお子さんの尿道脱を紹介され

たことはないです。閉経後の女性とな
ると、エストロゲンの低下が原因と考
えられています。
　池田　尿道カルンクルは放置してお
いてもいいけれども、尿道脱は手術が
必要ということですね。
　巴　そうですね。尿道脱の治療とし
ては、エストロゲンの軟膏やステロイ
ドの軟膏の塗布が唯一の保存的治療と
いわれています。大きいままにしてお
くよりは軟膏を塗ったほうがいいと思
いますが、軟膏を塗っていても、小さ
くなるのはなかなか難しいので、結局
のところは手術をすることになります。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

目々澤醫院院長
目々澤　　肇

（聞き手　大西　真）

電子聴診器　AI問診

　大西　目々澤先生が取り組んでいる
電子聴診器やAI問診を中心にお話をう
かがえたらと思います。
　診療所、クリニックにおいて医療の
デジタルトランスフォーメーションに
具体的に取り組んでいると思いますが、
まずAI問診のことからうかがいます。
先生のクリニックのホームページなど
を見ますと、慢性頭痛に関してAI問診
が整備されているように感じたのです
が、そのあたりから教えていただけま
すか。
　目々澤　もちろんこのAI問診はほか
の疾患にも使えるのですが、私がこの
AI問診と出合ったのは、まだ発売され
る前でした。そのときちょっと興味が
あったので勉強会を訪れてみたところ、
10人ぐらいのメンバーが集まっていま
した。そのアプリを動かしてもらって、
私の専門である片頭痛の患者さんを想
定して選択肢を選んでいったら、見事
にそれが片頭痛だとAIが診断を出して
くれた。慢性頭痛のうち片頭痛はクイ
ズの部品が幾つかそろっていれば、も

うそれと言いきっていいという、面白
い疾患です。その辺をきちんと整理し
て、ばっちり当ててくれたことから、
そのアプリの第１号使用者となったの
がきっかけです。
　大西　頭痛の鑑別は難しい場合があ
りますが、けっこう当たるのですね。
　目々澤　経験則というよりも、その
クイズのネタを知っているかどうかが
大切で、それにしっかり合致したもの
を作ってくれた。実は以前、私はファ
イルメーカーというアプリケーション
で、そういう問診票ができないものか
使ってみたのですが、なかなかできる
ものではない。しかし、このアプリは
患者さんが一つ一つ答えのパネルをさ
わるだけでいいという、お年寄りにも
使えるインターフェースだったことに
たいへん感銘を受けました。
　そしてまた、その出てくる結果がき
ちんとしている。さらに、それででき
てくる文章がとてもありがたい。我々
の電子カルテを使った診療は患者さん
から聞いたことを自分でテキストに起
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赤黒くなっている。牛肉様の赤みとい
われていて、実際に見ても、カルンク
ルの場合はちょっと透明感がある赤な
のですが、こちらは赤黒い感じで、外
反して脱出することによって尿道口の
ところが絞扼され、それでちょっとう
っ血をしているような状態で、こちら
のほうがよほど痛みを伴います。
　実はアフリカ系のアメリカ人の女児
にも発生するといわれています。そち
らは多分先天的なもので、尿道の内側
の縦走筋と外側の輪状筋、その間の接
合異常があって、腹圧をかけたりした
ときにそこがずれて尿道の粘膜が脱出
してしまうことが推定されていますが、
日本人のお子さんの尿道脱を紹介され

たことはないです。閉経後の女性とな
ると、エストロゲンの低下が原因と考
えられています。
　池田　尿道カルンクルは放置してお
いてもいいけれども、尿道脱は手術が
必要ということですね。
　巴　そうですね。尿道脱の治療とし
ては、エストロゲンの軟膏やステロイ
ドの軟膏の塗布が唯一の保存的治療と
いわれています。大きいままにしてお
くよりは軟膏を塗ったほうがいいと思
いますが、軟膏を塗っていても、小さ
くなるのはなかなか難しいので、結局
のところは手術をすることになります。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

目々澤醫院院長
目々澤　　肇

（聞き手　大西　真）

電子聴診器　AI問診

　大西　目々澤先生が取り組んでいる
電子聴診器やAI問診を中心にお話をう
かがえたらと思います。
　診療所、クリニックにおいて医療の
デジタルトランスフォーメーションに
具体的に取り組んでいると思いますが、
まずAI問診のことからうかがいます。
先生のクリニックのホームページなど
を見ますと、慢性頭痛に関してAI問診
が整備されているように感じたのです
が、そのあたりから教えていただけま
すか。
　目々澤　もちろんこのAI問診はほか
の疾患にも使えるのですが、私がこの
AI問診と出合ったのは、まだ発売され
る前でした。そのときちょっと興味が
あったので勉強会を訪れてみたところ、
10人ぐらいのメンバーが集まっていま
した。そのアプリを動かしてもらって、
私の専門である片頭痛の患者さんを想
定して選択肢を選んでいったら、見事
にそれが片頭痛だとAIが診断を出して
くれた。慢性頭痛のうち片頭痛はクイ
ズの部品が幾つかそろっていれば、も

うそれと言いきっていいという、面白
い疾患です。その辺をきちんと整理し
て、ばっちり当ててくれたことから、
そのアプリの第１号使用者となったの
がきっかけです。
　大西　頭痛の鑑別は難しい場合があ
りますが、けっこう当たるのですね。
　目々澤　経験則というよりも、その
クイズのネタを知っているかどうかが
大切で、それにしっかり合致したもの
を作ってくれた。実は以前、私はファ
イルメーカーというアプリケーション
で、そういう問診票ができないものか
使ってみたのですが、なかなかできる
ものではない。しかし、このアプリは
患者さんが一つ一つ答えのパネルをさ
わるだけでいいという、お年寄りにも
使えるインターフェースだったことに
たいへん感銘を受けました。
　そしてまた、その出てくる結果がき
ちんとしている。さらに、それででき
てくる文章がとてもありがたい。我々
の電子カルテを使った診療は患者さん
から聞いたことを自分でテキストに起
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ぺんに来ますので、終わったときには
耳が痛くて痛くてという状況になって
しまいます。
　大西　イヤーピースがないものもで
きるという感じですね。
　目々澤　イヤーピースはほとんどい
らなくなりました。
　大西　肺音や心音をとらえて、それ
を解析してアプリに送るとか、いろい
ろ開発されているように聞いています
が。
　目々澤　できればその辺のところま
ではきちんとスマートフォンで通して
やっていただく。そうなれば、遠隔診
療、オンライン診療のときの、たいへ
ん便利な道具になるかと思います。
　大西　患者さんに結果をお知らせす
ることも多いかと思うのですが、それ
も今はいろいろなデバイスを使ったり
して行っているのでしょうか。
　目々澤　そうですね。メールやSNS
を使用しています。ただ、SNSの場合、
医療情報を扱うには不安なところがあ
りますので、専用のサーバーサービス
を使って情報提供を助けてくれる会社
を使って患者さんに情報を配信してい
ます。
　大西　先生の診療所では、実際、オ
ンライン診療の流れとはどのような感
じなのでしょうか。
　目々澤　オンライン診療の中にAI問
診のかたちに似せた質問項目を並べて、
そこにチェックをしていただいて、こ

ちらに返してもらっています。ですか
ら、私は初診からでも頭痛はある程度
は診られると考えていますが、全体の
趨勢としては初診はあくまでも対面で、
そして初診以降のフォローアップに関
しては、慢性疾患であればかかりつけ
医によってオンライン、というのが医
師会で望んでいる流れだと思います。
　大西　血圧の管理もありますよね。
　目々澤　やはり五感のうち、におい
がわからないのはとても大切なポイン
トです。今のオンライン診療の問題点
は、画面が小さくて、こちら側から説
明のための画像を流したりなどがまだ
自由にできないことです。それもあっ
てweb会議システムでオンライン診療
をされる医師もいると思います。
　大西　往診ではどうなのでしょうか。
　目々澤　私は、患者さん個別の往診
はやっていません。ただ、特別養護老
人ホームの配置医をやっていますので、
そこにPCを１台持ち込んで、それをネ
ットワークにつなぎ、全部、普通の院
内でやっているのと同じ診療ができる
ようにしています。
　大西　日々の連携などもできるので
すね。
　目々澤　そちらは、医療・介護連携
のSNSを使って職員と結びつきができ
ています。彼らにとって医師の医療行
為を妨げるのはどうかということで、
電話を使って医師に連絡をするのはか
なりハードルが高いようです。そこで

こしながらやっていくわけですが、そ
れをやっていると、患者さんの目を見
てお話しすることがなかなかできない。
このAI問診で作られた文章はそのまま
問診として貼りつけられていて、そこ
に幾つかの足りない項目をタイプ打ち
していけば、それで問診が出来上がっ
てしまう。そして、患者さんごとの状
況に応じて必要な質問が付加され、こ
ういう病気も考えたほうがいいという
サジェスチョンをもらえるのです。
　大西　慢性頭痛でAI問診をやって診
療に使うことは診療行為として正式に
認められているのでしょうか。
　目々澤　診療行為としては全く評価
になっていません。これを診療行為に
するのであれば、AIを使ったものはみ
んな、独立行政法人医薬品医療機器総
合機構（PMDA）などで評価を受けな
ければいけなくなります。それが診断
に結びつかない。要するに、アシスタ
ントとして文章を作るまで、そして、
こういう病名を想定していますぐらい
のサジェスチョンであるところがミソ
だと思います。実際に病理や診断名を
きちんと出すためには、PMDAなどが
関わって医療機器として認定が必要に
なりますが、このAI問診はそこまでの
レベルではないと思います。
　大西　電子聴診器の現在の開発状況
についてはいかがでしょうか。
　目々澤　開発自体に私は携わってい
ないので、詳しいことまではわからな

いのですが、今から10年ほど前に、普
通のエレクトレットコンデンサーマイ
クに注射器をつけ、その先にパイプを
つけて、リットマンの聴診器のヘッド
部分をつけてみた。それで音が拾える
かというと、実際、拾えるものではな
いのです。ところが、ネットニュース
でこういうものを開発したグループが
あることを知り、第１回の発表会に参
加しました。そこで見せていただいた
のですが、同じようにリットマンの聴
診器のヘッドをつけ、音を集める装置
で増幅し、Bluetoothで飛ばすという
技術を一つの箱にまとめたものが、そ
の約１年後にネクストステートとして
発表されました。
　これを用いたときはたいへん驚きま
した。最初の状態ではヘッドホンを使
って音を聴くのが限界だったのですが、
その後、少し改良が進み、スピーカー
を通しても音を出すことができるよう
になりました。ということは、聴診器
のイヤーピースを耳に入れて聴かずに
済む。例えば、健康診断などで400人
ぐらいの生徒の聴診をするとき、イヤ
ーピースを耳に入れて聴くのは我々に
とってたいへん苦痛です。それをヘッ
ドホン、もしくはスピーカーで代用で
きるようになれば、とても我々医師の
労力軽減になる。そのように考えてい
ます。
　大西　全校健診で非常に疲れますね。
　目々澤　全校健診だと６学年、いっ
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ぺんに来ますので、終わったときには
耳が痛くて痛くてという状況になって
しまいます。
　大西　イヤーピースがないものもで
きるという感じですね。
　目々澤　イヤーピースはほとんどい
らなくなりました。
　大西　肺音や心音をとらえて、それ
を解析してアプリに送るとか、いろい
ろ開発されているように聞いています
が。
　目々澤　できればその辺のところま
ではきちんとスマートフォンで通して
やっていただく。そうなれば、遠隔診
療、オンライン診療のときの、たいへ
ん便利な道具になるかと思います。
　大西　患者さんに結果をお知らせす
ることも多いかと思うのですが、それ
も今はいろいろなデバイスを使ったり
して行っているのでしょうか。
　目々澤　そうですね。メールやSNS
を使用しています。ただ、SNSの場合、
医療情報を扱うには不安なところがあ
りますので、専用のサーバーサービス
を使って情報提供を助けてくれる会社
を使って患者さんに情報を配信してい
ます。
　大西　先生の診療所では、実際、オ
ンライン診療の流れとはどのような感
じなのでしょうか。
　目々澤　オンライン診療の中にAI問
診のかたちに似せた質問項目を並べて、
そこにチェックをしていただいて、こ

ちらに返してもらっています。ですか
ら、私は初診からでも頭痛はある程度
は診られると考えていますが、全体の
趨勢としては初診はあくまでも対面で、
そして初診以降のフォローアップに関
しては、慢性疾患であればかかりつけ
医によってオンライン、というのが医
師会で望んでいる流れだと思います。
　大西　血圧の管理もありますよね。
　目々澤　やはり五感のうち、におい
がわからないのはとても大切なポイン
トです。今のオンライン診療の問題点
は、画面が小さくて、こちら側から説
明のための画像を流したりなどがまだ
自由にできないことです。それもあっ
てweb会議システムでオンライン診療
をされる医師もいると思います。
　大西　往診ではどうなのでしょうか。
　目々澤　私は、患者さん個別の往診
はやっていません。ただ、特別養護老
人ホームの配置医をやっていますので、
そこにPCを１台持ち込んで、それをネ
ットワークにつなぎ、全部、普通の院
内でやっているのと同じ診療ができる
ようにしています。
　大西　日々の連携などもできるので
すね。
　目々澤　そちらは、医療・介護連携
のSNSを使って職員と結びつきができ
ています。彼らにとって医師の医療行
為を妨げるのはどうかということで、
電話を使って医師に連絡をするのはか
なりハードルが高いようです。そこで

こしながらやっていくわけですが、そ
れをやっていると、患者さんの目を見
てお話しすることがなかなかできない。
このAI問診で作られた文章はそのまま
問診として貼りつけられていて、そこ
に幾つかの足りない項目をタイプ打ち
していけば、それで問診が出来上がっ
てしまう。そして、患者さんごとの状
況に応じて必要な質問が付加され、こ
ういう病気も考えたほうがいいという
サジェスチョンをもらえるのです。
　大西　慢性頭痛でAI問診をやって診
療に使うことは診療行為として正式に
認められているのでしょうか。
　目々澤　診療行為としては全く評価
になっていません。これを診療行為に
するのであれば、AIを使ったものはみ
んな、独立行政法人医薬品医療機器総
合機構（PMDA）などで評価を受けな
ければいけなくなります。それが診断
に結びつかない。要するに、アシスタ
ントとして文章を作るまで、そして、
こういう病名を想定していますぐらい
のサジェスチョンであるところがミソ
だと思います。実際に病理や診断名を
きちんと出すためには、PMDAなどが
関わって医療機器として認定が必要に
なりますが、このAI問診はそこまでの
レベルではないと思います。
　大西　電子聴診器の現在の開発状況
についてはいかがでしょうか。
　目々澤　開発自体に私は携わってい
ないので、詳しいことまではわからな

いのですが、今から10年ほど前に、普
通のエレクトレットコンデンサーマイ
クに注射器をつけ、その先にパイプを
つけて、リットマンの聴診器のヘッド
部分をつけてみた。それで音が拾える
かというと、実際、拾えるものではな
いのです。ところが、ネットニュース
でこういうものを開発したグループが
あることを知り、第１回の発表会に参
加しました。そこで見せていただいた
のですが、同じようにリットマンの聴
診器のヘッドをつけ、音を集める装置
で増幅し、Bluetoothで飛ばすという
技術を一つの箱にまとめたものが、そ
の約１年後にネクストステートとして
発表されました。
　これを用いたときはたいへん驚きま
した。最初の状態ではヘッドホンを使
って音を聴くのが限界だったのですが、
その後、少し改良が進み、スピーカー
を通しても音を出すことができるよう
になりました。ということは、聴診器
のイヤーピースを耳に入れて聴かずに
済む。例えば、健康診断などで400人
ぐらいの生徒の聴診をするとき、イヤ
ーピースを耳に入れて聴くのは我々に
とってたいへん苦痛です。それをヘッ
ドホン、もしくはスピーカーで代用で
きるようになれば、とても我々医師の
労力軽減になる。そのように考えてい
ます。
　大西　全校健診で非常に疲れますね。
　目々澤　全校健診だと６学年、いっ
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SNSを使用して、いつ書き込んでもい
いよ、ただ、急ぎのことだけはきちん
と電話してねとお願いしています。こ
ちらもいつ答えを返してもいい。患者
さんの看取りや急な熱発、急な意識障
害、そういうものが起こったときは必
ず電話です。でも、それ以外の軽い熱
発とか、「吐いてしまいました。どう
しましょうか」というような問い合わ
せはSNSを使った連携で行っています。
　大西　コロナ禍で医療現場はたいへ
んな状況になっていますが、逆にデジ
タル化も一部進めるような動きもある
かと思いますが。
　目々澤　結局、なるべくしてなった
というのが私の感想です。今までのテ
クノロジーがある程度集積してきて、
それが３年後、４年後になったらこう
なるのではないか、そういう世界がコ

ロナ禍で一気に実現したのだと思って
います。
　大西　ドイツなどのニュースを見る
と、クリニックでコロナの検査キット
も郵送するなど、海外ではいろいろや
っていますが、ああいうこともできる
ようになるのですか。
　目々澤　そういうサービスを始めて
いる業者さんもいますが、果たして日
本でそれが正しいのかどうか。実際に
本人確認という大きな問題もあります
ので、その辺に関してはしっかりとし
た検討が必要ではないかと考えていま
す。
　大西　これからますます医療のデジ
タルトランスフォーメーションは進ん
でいきそうですね。
　目々澤　はい、そう思っています。
　大西　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

慶應義塾大学精神・神経科学教室専任講師
岸　本　泰士郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　精神科

　齊藤　今、コロナ禍で精神科診療と
オンライン診療はどのような関係にな
っていますか。
　岸本　精神科領域は患者さんと医師
がお互いの顔を見ながら話をすること
で診療の大部分が成り立ち得る診療科
で、世界的に最もオンライン診療がよ
く用いられてきた診療領域の一つです。
新型コロナの感染拡大の中で、精神的
な調子を崩されている方が世界的にも
増えていることが問題になっています。
コロナ禍できちんとした治療が届けら
れなくなってきているという問題があ
る中で、オンライン診療はそのギャッ
プを埋めるための非常に重要なツール
として注目されていると思います。
　齊藤　欧米諸国ではロックダウンに
なって、診療形態が影響を受けたので
しょうか。
　岸本　そのとおりだと思います。私
がアメリカやドイツの知り合いの精神
科医に聞いたところ、ニューヨークは
非常に感染拡大した地域だったと思い
ますが、外来患者の実に９割を遠隔診

療で行っているという話でした。
　齊藤　そちらが主流なのですね。
　岸本　そうですね。この非常事態の
中だからだと思いますが、実際、９割
が遠隔診療というのは、普通の内服の
治療を受けている、あるいはカウンセ
リングだけでいいような患者さんすべ
て、ということで残りの１割の方は注
射や採血のために、どうしても来院が
必要な患者さんという話でした。その
ぐらい遠隔診療が使われているという
ことです。
　齊藤　安全なども含めて、患者さん
のためにそうなってきているのでしょ
うね。
　岸本　そう思います。同時に、対面
診療に比べて、精神科領域においては
遠隔診療やオンライン診療は劣らない
と古くから報告されています。長期的
にはともかく、少なくともこういった
緊急事態においては対面診療とほとん
ど劣ることなく治療が提供可能だと思
います。
　齊藤　日本ではその辺、まだ少し進
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SNSを使用して、いつ書き込んでもい
いよ、ただ、急ぎのことだけはきちん
と電話してねとお願いしています。こ
ちらもいつ答えを返してもいい。患者
さんの看取りや急な熱発、急な意識障
害、そういうものが起こったときは必
ず電話です。でも、それ以外の軽い熱
発とか、「吐いてしまいました。どう
しましょうか」というような問い合わ
せはSNSを使った連携で行っています。
　大西　コロナ禍で医療現場はたいへ
んな状況になっていますが、逆にデジ
タル化も一部進めるような動きもある
かと思いますが。
　目々澤　結局、なるべくしてなった
というのが私の感想です。今までのテ
クノロジーがある程度集積してきて、
それが３年後、４年後になったらこう
なるのではないか、そういう世界がコ

ロナ禍で一気に実現したのだと思って
います。
　大西　ドイツなどのニュースを見る
と、クリニックでコロナの検査キット
も郵送するなど、海外ではいろいろや
っていますが、ああいうこともできる
ようになるのですか。
　目々澤　そういうサービスを始めて
いる業者さんもいますが、果たして日
本でそれが正しいのかどうか。実際に
本人確認という大きな問題もあります
ので、その辺に関してはしっかりとし
た検討が必要ではないかと考えていま
す。
　大西　これからますます医療のデジ
タルトランスフォーメーションは進ん
でいきそうですね。
　目々澤　はい、そう思っています。
　大西　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

慶應義塾大学精神・神経科学教室専任講師
岸　本　泰士郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　精神科

　齊藤　今、コロナ禍で精神科診療と
オンライン診療はどのような関係にな
っていますか。
　岸本　精神科領域は患者さんと医師
がお互いの顔を見ながら話をすること
で診療の大部分が成り立ち得る診療科
で、世界的に最もオンライン診療がよ
く用いられてきた診療領域の一つです。
新型コロナの感染拡大の中で、精神的
な調子を崩されている方が世界的にも
増えていることが問題になっています。
コロナ禍できちんとした治療が届けら
れなくなってきているという問題があ
る中で、オンライン診療はそのギャッ
プを埋めるための非常に重要なツール
として注目されていると思います。
　齊藤　欧米諸国ではロックダウンに
なって、診療形態が影響を受けたので
しょうか。
　岸本　そのとおりだと思います。私
がアメリカやドイツの知り合いの精神
科医に聞いたところ、ニューヨークは
非常に感染拡大した地域だったと思い
ますが、外来患者の実に９割を遠隔診

療で行っているという話でした。
　齊藤　そちらが主流なのですね。
　岸本　そうですね。この非常事態の
中だからだと思いますが、実際、９割
が遠隔診療というのは、普通の内服の
治療を受けている、あるいはカウンセ
リングだけでいいような患者さんすべ
て、ということで残りの１割の方は注
射や採血のために、どうしても来院が
必要な患者さんという話でした。その
ぐらい遠隔診療が使われているという
ことです。
　齊藤　安全なども含めて、患者さん
のためにそうなってきているのでしょ
うね。
　岸本　そう思います。同時に、対面
診療に比べて、精神科領域においては
遠隔診療やオンライン診療は劣らない
と古くから報告されています。長期的
にはともかく、少なくともこういった
緊急事態においては対面診療とほとん
ど劣ることなく治療が提供可能だと思
います。
　齊藤　日本ではその辺、まだ少し進
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べて保険での評価が低いにもかかわら
ず、一生懸命多くの医師が患者さんの
ため、日本の医療のためにやっている
ことが評価されて、さらに日本で広が
っていくことが期待されるのですね。
　岸本　そうですね。我々が今構築し
ようとしているエビデンスも、うまく
そこにかみ合って推進につながるとい
いと思っています。
　齊藤　もう一つモニタリングなどを
使って患者さんの評価をすることもあ
るとうかがっていますが、例えば精神
科診療の問診のようなことをやってい
くのでしょうか。
　岸本　精神科領域において患者さん
の状態の把握が非常に難しいところが
あります。私どもは基本的には患者さ
んとお話をしながら、どんな症状がど
のくらい強いのかを評価していきます
が、医師の判断基準が少しずつ違った
り、客観的な評価が非常に難しいとい
う問題があります。近年の情報通信技
術の発展とともに私たちの生活の様子
がデジタルで収集できるようになって
きたことを背景に、そういったデジタ
ル情報をうまく使えないかという試み
を行っています。
　齊藤　まずは話をしたときの状況を
把握していくのでしょうか。
　岸本　そうですね。一つは自然言語
処理といいますが、自然言語、すなわ
ち我々人間が普通に話す言語を機械が
処理する技術を使って、患者さんが話

している言葉のデータをそのままコン
ピューターに解析させて、例えば認知
症のリスクや、うつ病の患者さんの話
し方の特徴などについて研究を行って
います。
　齊藤　かなりの正確性を持って診断
できるのでしょうか。
　岸本　まだ限られた数の対象者での
検討しか行っていませんので、確実と
はいえませんが、８～９割ぐらいの精
度で認知症の患者さんを当てることが
できています。
　齊藤　客観的にわかってくるのです
ね。
　岸本　本当の意味で客観的になるた
めにはかなりのデータ量を集めていく
必要があると思いますが、役立てられ
る場面はたくさんあると思います。例
えば認知症の診断に際して30点満点の
簡単な認知機能のテストをした場合、
何回もやっていると、だんだん覚えて
しまいテストの意味がなくなってしま
うことが起こります。それを新しいデ
ータを使いながら判断できるようにな
ると非常に大きいと思いますし、客観
的な評価にもつながるだろうと思いま
す。
　齊藤　ウェアラブルデバイスを用い
ていろいろなことがわかるのですか。
　岸本　今、我々が一番力を入れてい
るのがうつ病の患者さんを対象にした
研究です。リストバンド型のウェアラ
ブルデバイスを１週間程度つけていた

みが遅いのでしょうか。
　岸本　日本でのエビデンスは私ども
が手がけた幾つかの研究があります。
例えば認知機能検査は遠隔でやっても、
対面でやっても、ほとんど同様に行え
る。患者さんの点数は遠隔も対面もほ
とんど同じだったという報告をさせて
いただきました。日本において技術的
に遠隔が使えないということはおそら
くないですし、臨床のエビデンス上も
そういうことはないと思いますが、実
際、普及のぐあいは海外の状況に比べ
るとだいぶ後れを取ってしまっている
印象を持っています。
　齊藤　患者さんのための医療という
意味で遅れているのはよくないでしょ
うが、何となく社会的に慎重な認識が
あるということなのでしょうか。
　岸本　多分いろいろな要素があると
思います。オンライン診療を準備して
診療を行うのはたいへんですが、診療
報酬が対面と同じではないので、わざ
わざ遠隔診療を行っても収入にならな
いというのはよく聞く悩みの一つです。
もう一つは、医院でどのようにスター
トすればいいのかわからないとか、ソ
フトウェアやインターネット回線がき
ちんと整備できていないということを
おっしゃる医師も少なくないです。
　齊藤　先生は対面診療と遠隔診療を
無作為化比較試験（RCT）で比較して
いるのですか。
　岸本　日本医療研究開発機構

（AMED）から支援いただき、私ども慶
應義塾大学を含む17施設、大学病院が
我々を含めて５施設、それ以外は精神
科の病院あるいは診療所の医師に協力、
および全国200人の患者さんに参加し
ていただくRCTを行っています。対面
診療とオンライン診療を比較して、オ
ンライン診療が対面診療に比較して劣
っていないことを証明する非劣性試験
が、2021年４月から始まりました。う
つ病、不安症、強迫症の患者さんで、
いずれも新型コロナウイルス感染拡大
の中で、新規の患者さんが増加したり、
状態の悪化が指摘されている疾患の患
者さんです。
　齊藤　遠隔診療の強みとして、家か
ら出られない患者さんに対しても、一
つの可能性として使えるということで
しょうか。
　岸本　精神疾患のために、あるいは
そのほかの理由のために自宅から出る
ことに非常に強い困難を感じる患者さ
んは少なくなくて、結果的にひきこも
りの状態になっている方はかなりたく
さんいます。今までそういう方になか
なか治療が届けられなかったのが、こ
のコロナ禍の時限的措置のもとでやり
やすくなって、その方々に治療が届け
られています。その方々の状態が本当
によくなるのを実際に経験し、非常に
力強い一つの診療手段だと感じていま
す。
　齊藤　今、遠隔診療は対面診療に比
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べて保険での評価が低いにもかかわら
ず、一生懸命多くの医師が患者さんの
ため、日本の医療のためにやっている
ことが評価されて、さらに日本で広が
っていくことが期待されるのですね。
　岸本　そうですね。我々が今構築し
ようとしているエビデンスも、うまく
そこにかみ合って推進につながるとい
いと思っています。
　齊藤　もう一つモニタリングなどを
使って患者さんの評価をすることもあ
るとうかがっていますが、例えば精神
科診療の問診のようなことをやってい
くのでしょうか。
　岸本　精神科領域において患者さん
の状態の把握が非常に難しいところが
あります。私どもは基本的には患者さ
んとお話をしながら、どんな症状がど
のくらい強いのかを評価していきます
が、医師の判断基準が少しずつ違った
り、客観的な評価が非常に難しいとい
う問題があります。近年の情報通信技
術の発展とともに私たちの生活の様子
がデジタルで収集できるようになって
きたことを背景に、そういったデジタ
ル情報をうまく使えないかという試み
を行っています。
　齊藤　まずは話をしたときの状況を
把握していくのでしょうか。
　岸本　そうですね。一つは自然言語
処理といいますが、自然言語、すなわ
ち我々人間が普通に話す言語を機械が
処理する技術を使って、患者さんが話

している言葉のデータをそのままコン
ピューターに解析させて、例えば認知
症のリスクや、うつ病の患者さんの話
し方の特徴などについて研究を行って
います。
　齊藤　かなりの正確性を持って診断
できるのでしょうか。
　岸本　まだ限られた数の対象者での
検討しか行っていませんので、確実と
はいえませんが、８～９割ぐらいの精
度で認知症の患者さんを当てることが
できています。
　齊藤　客観的にわかってくるのです
ね。
　岸本　本当の意味で客観的になるた
めにはかなりのデータ量を集めていく
必要があると思いますが、役立てられ
る場面はたくさんあると思います。例
えば認知症の診断に際して30点満点の
簡単な認知機能のテストをした場合、
何回もやっていると、だんだん覚えて
しまいテストの意味がなくなってしま
うことが起こります。それを新しいデ
ータを使いながら判断できるようにな
ると非常に大きいと思いますし、客観
的な評価にもつながるだろうと思いま
す。
　齊藤　ウェアラブルデバイスを用い
ていろいろなことがわかるのですか。
　岸本　今、我々が一番力を入れてい
るのがうつ病の患者さんを対象にした
研究です。リストバンド型のウェアラ
ブルデバイスを１週間程度つけていた

みが遅いのでしょうか。
　岸本　日本でのエビデンスは私ども
が手がけた幾つかの研究があります。
例えば認知機能検査は遠隔でやっても、
対面でやっても、ほとんど同様に行え
る。患者さんの点数は遠隔も対面もほ
とんど同じだったという報告をさせて
いただきました。日本において技術的
に遠隔が使えないということはおそら
くないですし、臨床のエビデンス上も
そういうことはないと思いますが、実
際、普及のぐあいは海外の状況に比べ
るとだいぶ後れを取ってしまっている
印象を持っています。
　齊藤　患者さんのための医療という
意味で遅れているのはよくないでしょ
うが、何となく社会的に慎重な認識が
あるということなのでしょうか。
　岸本　多分いろいろな要素があると
思います。オンライン診療を準備して
診療を行うのはたいへんですが、診療
報酬が対面と同じではないので、わざ
わざ遠隔診療を行っても収入にならな
いというのはよく聞く悩みの一つです。
もう一つは、医院でどのようにスター
トすればいいのかわからないとか、ソ
フトウェアやインターネット回線がき
ちんと整備できていないということを
おっしゃる医師も少なくないです。
　齊藤　先生は対面診療と遠隔診療を
無作為化比較試験（RCT）で比較して
いるのですか。
　岸本　日本医療研究開発機構

（AMED）から支援いただき、私ども慶
應義塾大学を含む17施設、大学病院が
我々を含めて５施設、それ以外は精神
科の病院あるいは診療所の医師に協力、
および全国200人の患者さんに参加し
ていただくRCTを行っています。対面
診療とオンライン診療を比較して、オ
ンライン診療が対面診療に比較して劣
っていないことを証明する非劣性試験
が、2021年４月から始まりました。う
つ病、不安症、強迫症の患者さんで、
いずれも新型コロナウイルス感染拡大
の中で、新規の患者さんが増加したり、
状態の悪化が指摘されている疾患の患
者さんです。
　齊藤　遠隔診療の強みとして、家か
ら出られない患者さんに対しても、一
つの可能性として使えるということで
しょうか。
　岸本　精神疾患のために、あるいは
そのほかの理由のために自宅から出る
ことに非常に強い困難を感じる患者さ
んは少なくなくて、結果的にひきこも
りの状態になっている方はかなりたく
さんいます。今までそういう方になか
なか治療が届けられなかったのが、こ
のコロナ禍の時限的措置のもとでやり
やすくなって、その方々に治療が届け
られています。その方々の状態が本当
によくなるのを実際に経験し、非常に
力強い一つの診療手段だと感じていま
す。
　齊藤　今、遠隔診療は対面診療に比
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だいて、そのときの睡眠、日中のアク
ティビティ、あるいはウェアラブルデ
バイスから取得できる皮膚温や心拍数
といったデータの機械学習を行って、
うつ病のリスクが高い人とそうではな
い人をスクリーニングできるような技
術も開発しています。
　齊藤　そうなりますと、一種のバイ
オマーカーですね。
　岸本　そうですね。こういうデジタ
ルで表現される生活の様子をデジタル
フェノタイプと呼びますが、それを通
じて得られる特徴量が、ある意味診断
だったり重症度の評価に使われるよう
になるといいと思っています。
　齊藤　経過をそれで見ることも可能
になるのでしょうか。
　岸本　はい。精神科では患者さんの
状態あるいは重症度を把握するのには、
インタビューをして患者さんの状態を

点数化します。それに非常に手間がか
かる。時間もたいへんかかりますので、
そういうものを簡便に可視化できれば、
非常に有用だと思っています。
　齊藤　そういった技術と遠隔医療を
うまく組み合わせて、より安心な医療
ができるということになるのでしょう
か。
　岸本　オンライン診療はそういった
患者さんの遠隔のモニタリングにも、
非常に相性のよいプラットフォームに
なり得ると思います。オンライン診療
がうまく使われるようになって、かつ
今までなかなか定量が難しかった患者
さんの状態も併せて見ることができる
ようになると、精神科の診断の精度で
あったり、診療の質が上がっていくこ
とが期待されるのではないかと考えて
います。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

患者・家族の視点から

　齊藤　オンライン診療についての患
者さん、あるいは家族の視点からとい
うことでお話しいただきます。
　先生はJaMITACというところで、ど
のような活動をされているのでしょう
か。
　黒岩　私どもJaMITACは、医師と
患者・家族・地域をつなぐ懸け橋とし
て、22年前から〔医療者・患者・家族・  
地域の〈納得と安心と信頼〉が通い合
う“ありがとう”が行き交う医療®を
みんなで創る〕という理念のもと、医
師の生涯学習の場を支援することを使
命として活動しています。
　患者・家族・地域から医師へ求めら
れている「人間力」「総合的医療面接力」
そして今の「オンライン医療コミュニ
ケーション力」を養成する「JaMITAC
式総合的医療面接訓練７つの力」とい
う双方向対話型のシミュレーショント
レーニングプログラムを開発して、オ
ンラインと対面で提供しています。「７
つの力」とは、①関係構築力、②信頼
構築力、③情報収集力、④臨床推論力、

⑤共働決定力、⑥感情推察力、⑦行動
変容力です。
　齊藤　とても重要なポイントですね。
先生はオンライン診療と関わりを持っ
ているのですね。
　黒岩　はい。そういう活動の中で、
2020年の８月からはプライマリ・ケア
連合学会の『オンライン診療を、質の
高い第４の診療形態として、医療者・
患者・家族・地域の視点から育成する
プロジェクト』に協力しています。そ
して、2021年６月からは『オンライン
診療診断学ことはじめ』という次のス
テージへ入りました。
　齊藤　このような活動をされてきて、
オンライン診療についての問題点など
はあるのでしょうか。
　黒岩　必要だと思われる施策的なこ
とが５点あります。１つ目は、オンラ
イン診療を導入することによって医療
機関の経営がひっ迫しないような施策。
２つ目は、オンラインでも医師が自信
を持って診察できるような様々な遠隔
モニタリングシステムやモバイルデバ
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だいて、そのときの睡眠、日中のアク
ティビティ、あるいはウェアラブルデ
バイスから取得できる皮膚温や心拍数
といったデータの機械学習を行って、
うつ病のリスクが高い人とそうではな
い人をスクリーニングできるような技
術も開発しています。
　齊藤　そうなりますと、一種のバイ
オマーカーですね。
　岸本　そうですね。こういうデジタ
ルで表現される生活の様子をデジタル
フェノタイプと呼びますが、それを通
じて得られる特徴量が、ある意味診断
だったり重症度の評価に使われるよう
になるといいと思っています。
　齊藤　経過をそれで見ることも可能
になるのでしょうか。
　岸本　はい。精神科では患者さんの
状態あるいは重症度を把握するのには、
インタビューをして患者さんの状態を

点数化します。それに非常に手間がか
かる。時間もたいへんかかりますので、
そういうものを簡便に可視化できれば、
非常に有用だと思っています。
　齊藤　そういった技術と遠隔医療を
うまく組み合わせて、より安心な医療
ができるということになるのでしょう
か。
　岸本　オンライン診療はそういった
患者さんの遠隔のモニタリングにも、
非常に相性のよいプラットフォームに
なり得ると思います。オンライン診療
がうまく使われるようになって、かつ
今までなかなか定量が難しかった患者
さんの状態も併せて見ることができる
ようになると、精神科の診断の精度で
あったり、診療の質が上がっていくこ
とが期待されるのではないかと考えて
います。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

患者・家族の視点から

　齊藤　オンライン診療についての患
者さん、あるいは家族の視点からとい
うことでお話しいただきます。
　先生はJaMITACというところで、ど
のような活動をされているのでしょう
か。
　黒岩　私どもJaMITACは、医師と
患者・家族・地域をつなぐ懸け橋とし
て、22年前から〔医療者・患者・家族・  
地域の〈納得と安心と信頼〉が通い合
う“ありがとう”が行き交う医療®を
みんなで創る〕という理念のもと、医
師の生涯学習の場を支援することを使
命として活動しています。
　患者・家族・地域から医師へ求めら
れている「人間力」「総合的医療面接力」
そして今の「オンライン医療コミュニ
ケーション力」を養成する「JaMITAC
式総合的医療面接訓練７つの力」とい
う双方向対話型のシミュレーショント
レーニングプログラムを開発して、オ
ンラインと対面で提供しています。「７
つの力」とは、①関係構築力、②信頼
構築力、③情報収集力、④臨床推論力、

⑤共働決定力、⑥感情推察力、⑦行動
変容力です。
　齊藤　とても重要なポイントですね。
先生はオンライン診療と関わりを持っ
ているのですね。
　黒岩　はい。そういう活動の中で、
2020年の８月からはプライマリ・ケア
連合学会の『オンライン診療を、質の
高い第４の診療形態として、医療者・
患者・家族・地域の視点から育成する
プロジェクト』に協力しています。そ
して、2021年６月からは『オンライン
診療診断学ことはじめ』という次のス
テージへ入りました。
　齊藤　このような活動をされてきて、
オンライン診療についての問題点など
はあるのでしょうか。
　黒岩　必要だと思われる施策的なこ
とが５点あります。１つ目は、オンラ
イン診療を導入することによって医療
機関の経営がひっ迫しないような施策。
２つ目は、オンラインでも医師が自信
を持って診察できるような様々な遠隔
モニタリングシステムやモバイルデバ

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021） （49）  4948 （48） ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

一般社団法人日本医療面接訓練評価センター（JaMITAC：
Japan Medical Interview Training and Accessment Center）代表理事

黒　岩　かをる
（聞き手　齊藤郁夫）

2201_HONBUN.indd   48-49 2021/12/08   19:44



７つの力

イス等々の導入支援。３つ目は、国民
が納得・安心・信頼でき、そして感謝
する、オンライン診療の質を担保する
教育・研修の義務化。４つ目は、国民
が積極的にオンライン診療を利用でき
るような支援策、例えば高齢者のITリ
テラシーを高める活動支援や、遠くの
家族もオンライン診療に参加できるシ
ステム導入の施策。それから、これも
大事なのですが、５つ目は供給側、受
注側、双方の納得のためのエビデンス
の構築、以上の５点です。
　齊藤　現段階でオンライン診療につ
いて、患者さん、ご家族のメリットで
はどういう点を感じているのでしょう
か。
　黒岩　患者さんや家族からの反応に
はこういうものがあります。
・ いつもおざなりな５分診療のために

交通費、時間を使って行くよりも、
オンライン診療のほうが先生の顔も
見えるし、安心で安全です。

・ いつも薬だけです。かかりつけ医で
診察といっても、聴診器を当てるだ
けです。

・ ２年近く皮膚科通いですが、診察で
は「薬が切れそうです」の一言だけ
で、「はい、処方します」の10秒診
察です。

・ 私の持病の定期受診はオンライン診
療で十分です。採血や画像撮影のと
きだけ通院したい。たかが５分未満
の診察に準備や往復時間や交通費や
待ち時間が無駄です。

　こういった対面診療への不満といい
ますか、そこからオンライン診療を支
持するものがあります。
　もちろん、素直にオンライン診療を

JaMITAC式　総合的医療面接訓練　７つの力
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７つの力

イス等々の導入支援。３つ目は、国民
が納得・安心・信頼でき、そして感謝
する、オンライン診療の質を担保する
教育・研修の義務化。４つ目は、国民
が積極的にオンライン診療を利用でき
るような支援策、例えば高齢者のITリ
テラシーを高める活動支援や、遠くの
家族もオンライン診療に参加できるシ
ステム導入の施策。それから、これも
大事なのですが、５つ目は供給側、受
注側、双方の納得のためのエビデンス
の構築、以上の５点です。
　齊藤　現段階でオンライン診療につ
いて、患者さん、ご家族のメリットで
はどういう点を感じているのでしょう
か。
　黒岩　患者さんや家族からの反応に
はこういうものがあります。
・ いつもおざなりな５分診療のために

交通費、時間を使って行くよりも、
オンライン診療のほうが先生の顔も
見えるし、安心で安全です。

・ いつも薬だけです。かかりつけ医で
診察といっても、聴診器を当てるだ
けです。

・ ２年近く皮膚科通いですが、診察で
は「薬が切れそうです」の一言だけ
で、「はい、処方します」の10秒診
察です。

・ 私の持病の定期受診はオンライン診
療で十分です。採血や画像撮影のと
きだけ通院したい。たかが５分未満
の診察に準備や往復時間や交通費や
待ち時間が無駄です。

　こういった対面診療への不満といい
ますか、そこからオンライン診療を支
持するものがあります。
　もちろん、素直にオンライン診療を

JaMITAC式　総合的医療面接訓練　７つの力
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Attempt Re suscitation（DNAR）など
を取るためではない、「納得して自分
らしく“生ききる”ための対話のプロ
セス」というコンセプトの浸透に、私
どもも独自に開発した「人生の物語り
メソッドモデル」で挑んでいます。今
までのお話の中に、患者だけではなく、
意識して「家族」という言葉も入れて
いますのは、「日本では家族が大切で
す」というアピールです。エンドオブ
ライフ・ケアでは常に「家族への負担
感」が大きなテーマとなりますし、患
者の人生の最終段階の治療で、遠くの
家族の訴えや主張が先生方を悩ますと
いうこともよくあることなのです。日
常診療に同居家族だけではなくて、遠
くの家族も参加させることがオンライ
ン診療の普及とともに、ACP導入の助
けにもなると考えますので、「遠くの
家族のオンライン診療への参加」も医
療機関の負担にならないように導入で
きる施策を切望いたします。

　齊藤　今、親と子が別れて住んでい
ますから、一人だけが参加してほかの
人が知らなかったという話があるので、
オンラインでみんなで関与して決めて
いくことを試みるのですね。
　黒岩　はい。それもオンライン診療
の場を使うと、ACPというおおげさな
感じではなく、自然にいろいろな話が
できるのではないかと思っています。
　齊藤　高齢社会、医療資源の偏在な
ど、アクセスが難しい場合もあります
が、そういった点をオンライン診療に
よって克服していくという中で先生の
活動があるのですね。
　黒岩　今おっしゃった医療資源偏在
を解消して、医療へのアクセスを劇的に
改善する「オンライン診療による新しい
地域医療の姿」を、私ども、「JaMITAC
式オンライン医療面接訓練士®チーム」
は応援しています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

歓迎する声もあります。
・ 待ち時間が長くて、診察時間が短い
のが解消されてよい。

・ 薬もオンラインでいただけて、本当
に便利になった。

・ 混んでいるとき、訴えたいことが言
えなかったり、聞かなければいけな
いことが聞けないんだけど、先生が
一定の時間を割いてくれるので、集
中して話ができて、離れているけど
密度の高い会話ができていると感じ
ます。

・ 顔を見て、「大丈夫ですよ」と先生
から言ってもらえるので、ああ、ち
ゃんと見てくれているんだという安
心感があります。

　ここから言えるのは、オンライン診
療のトレーニングが対面での医療コミ
ュニケーション改善に役立ち、対面診
療の質を高めるということです。
　先生がいつもおっしゃっている虫の
目、鳥の目、魚の目を得て、侵襲性の
高い検査や安易な処方に傾いていた臨
床現場を見直すために役に立つと、ポ
ジティブにとらえていただけますと、
目の前が明るくなります。
　齊藤　対面診療での欠けている点が、
こういったことで補っていけるという、
対面診療のみをやっている先生には少
し耳が痛い話だと思いますが、非常に
重要なポイントを出していただきまし
た。
　オンライン診療で何か不安を感じて

いるポイントはありますか。
　黒岩　先生方の懸念もあります。
・ 電話、オンライン診療は得られる情
報が少なく、対面診療よりも過誤の
可能性が高くなる。

・ 診察で得られる情報が少ないことで、
患者さんが訴えるとおりに処方して
しまい、不適切な投薬が増えてしま
うのではないかと思われる。

　 患者・家族からも懸念や不安があり
ます。

・ 肉眼で見るのとカメラを通して見る
のでは全然違う。誤診されたくない
からオンライン診療は受けない。

・ 直接診てもらっても誤診もあり得る
のに、オンライン診療だと「えーっ、
どうなのかな」という不安もある。

・ 医者とLINEやZoomでしゃべるだけ
で診察になるのか。

　しかし、これらは私が先ほど提案し
ました「教育・研修の義務化」や「シ
ステムやデバイスの導入」で解決でき
るものと確信しています。
　齊藤　メリット、デメリット、患者
さんの立場からお話しいただきました。
高齢、少子多死社会の中でAdvance 
Care Planning（ACP）が非常に重要
といわれていますが、このACPにもオ
ンラインを使っていこうとしているの
でしょうか。
　黒岩　はい。国が推し進めています
ACP・人生会議は、事前指示書・ 
Ad vance Di rectives（AD）・Do Not 
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Attempt Re suscitation（DNAR）など
を取るためではない、「納得して自分
らしく“生ききる”ための対話のプロ
セス」というコンセプトの浸透に、私
どもも独自に開発した「人生の物語り
メソッドモデル」で挑んでいます。今
までのお話の中に、患者だけではなく、
意識して「家族」という言葉も入れて
いますのは、「日本では家族が大切で
す」というアピールです。エンドオブ
ライフ・ケアでは常に「家族への負担
感」が大きなテーマとなりますし、患
者の人生の最終段階の治療で、遠くの
家族の訴えや主張が先生方を悩ますと
いうこともよくあることなのです。日
常診療に同居家族だけではなくて、遠
くの家族も参加させることがオンライ
ン診療の普及とともに、ACP導入の助
けにもなると考えますので、「遠くの
家族のオンライン診療への参加」も医
療機関の負担にならないように導入で
きる施策を切望いたします。

　齊藤　今、親と子が別れて住んでい
ますから、一人だけが参加してほかの
人が知らなかったという話があるので、
オンラインでみんなで関与して決めて
いくことを試みるのですね。
　黒岩　はい。それもオンライン診療
の場を使うと、ACPというおおげさな
感じではなく、自然にいろいろな話が
できるのではないかと思っています。
　齊藤　高齢社会、医療資源の偏在な
ど、アクセスが難しい場合もあります
が、そういった点をオンライン診療に
よって克服していくという中で先生の
活動があるのですね。
　黒岩　今おっしゃった医療資源偏在
を解消して、医療へのアクセスを劇的に
改善する「オンライン診療による新しい
地域医療の姿」を、私ども、「JaMITAC
式オンライン医療面接訓練士®チーム」
は応援しています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

歓迎する声もあります。
・ 待ち時間が長くて、診察時間が短い
のが解消されてよい。

・ 薬もオンラインでいただけて、本当
に便利になった。

・ 混んでいるとき、訴えたいことが言
えなかったり、聞かなければいけな
いことが聞けないんだけど、先生が
一定の時間を割いてくれるので、集
中して話ができて、離れているけど
密度の高い会話ができていると感じ
ます。

・ 顔を見て、「大丈夫ですよ」と先生
から言ってもらえるので、ああ、ち
ゃんと見てくれているんだという安
心感があります。

　ここから言えるのは、オンライン診
療のトレーニングが対面での医療コミ
ュニケーション改善に役立ち、対面診
療の質を高めるということです。
　先生がいつもおっしゃっている虫の
目、鳥の目、魚の目を得て、侵襲性の
高い検査や安易な処方に傾いていた臨
床現場を見直すために役に立つと、ポ
ジティブにとらえていただけますと、
目の前が明るくなります。
　齊藤　対面診療での欠けている点が、
こういったことで補っていけるという、
対面診療のみをやっている先生には少
し耳が痛い話だと思いますが、非常に
重要なポイントを出していただきまし
た。
　オンライン診療で何か不安を感じて

いるポイントはありますか。
　黒岩　先生方の懸念もあります。
・ 電話、オンライン診療は得られる情
報が少なく、対面診療よりも過誤の
可能性が高くなる。

・ 診察で得られる情報が少ないことで、
患者さんが訴えるとおりに処方して
しまい、不適切な投薬が増えてしま
うのではないかと思われる。

　 患者・家族からも懸念や不安があり
ます。

・ 肉眼で見るのとカメラを通して見る
のでは全然違う。誤診されたくない
からオンライン診療は受けない。

・ 直接診てもらっても誤診もあり得る
のに、オンライン診療だと「えーっ、
どうなのかな」という不安もある。

・ 医者とLINEやZoomでしゃべるだけ
で診察になるのか。

　しかし、これらは私が先ほど提案し
ました「教育・研修の義務化」や「シ
ステムやデバイスの導入」で解決でき
るものと確信しています。
　齊藤　メリット、デメリット、患者
さんの立場からお話しいただきました。
高齢、少子多死社会の中でAdvance 
Care Planning（ACP）が非常に重要
といわれていますが、このACPにもオ
ンラインを使っていこうとしているの
でしょうか。
　黒岩　はい。国が推し進めています
ACP・人生会議は、事前指示書・ 
Ad vance Di rectives（AD）・Do Not 
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

日本遠隔医療協会特任上席研究員
長谷川　高　志

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の有用性評価

　齊藤　オンライン診療の有用性を示
すという意味で、長い苦難の歴史があ
ると聞いています。いかがでしょうか。
　長谷川　私がこの分野に手をつけた
のは1990年代半ばなのですが、本当に
評価されていませんでした。あるいは、
本当にそんなことをやっていいのか、
悪いことをやっているのではないか、
から始まりました。先進的なことをな
さる皆さんからは少しずつ評価されて
いったのですが、実際10年ぐらい前ま
では、まだ低く見られることをかなり
言われていました。この５～６年、急
に変わったという印象を持っています。
　齊藤　皆さんが疑いの目で見たとい
うことですが、有用性を示すための試
みがされてきたのでしょうか。
　長谷川　最初のうちは有用性という
よりも、そもそも臨床的評価というも
のがよくわかりませんでした。エポッ
クメイキングだったのは2010年ぐらい
に、がんのターミナルと脳血管障害の
後遺症の患者さんの有害事象発生率を
在宅医療と２群に分けてレトロスペク

ティブで調べました。それで、「ああ、
同じじゃないか」と。まずこれが、一
つうれしい試みでした。ただ、レトロ
スペクティブでは広いデータは出たの
ですが、いろいろな要素が出てきて、
前向き研究がうまくいきませんでした。
結局、オンライン診療に活きるような
かたちで、いいエビデンスを出せない
まま今に至っています。
　齊藤　オンライン診療と実診療を１
対１で比較するという試みは困難だっ
たということですが、2020年から新型
コロナウイルスがはやって、オンライ
ン診療の明確な優越性というのが出ま
したね。その辺はどうですか。
　長谷川　まず一つには、慢性疾患の
治療をきちんと続けるために、かなり
大勢のプライマリーケア医がオンライ
ン診療の世界に入ってきました。これ
が多分10倍以上の数で、一気に増えま
した。
　齊藤　患者さんにとっても、あるい
は臨床医にとっても、感染がないとい
う絶対的なメリットですね。慢性疾患

の治療を継続してもらうために皆さん、
努力されてきたのですか。
　長谷川　それが大きいと思います。
また、今までなかなかきっかけがなか
ったプライマリーケア医が多かったと
思うのです。大学や研究機関なら手を
出せたとしても、普通の診療をやりな
がら新しいことを行うのは、よほど容
易な手段ができない限り苦しいのだろ
うなと。けれども、2020年、プライマ
リーケア医から、この分野に入ってこ
なければならないという、かなりの意
欲を感じました。
　齊藤　実際に診療していて、患者さ
んが来なくなってしまうことを感じて
いたと思います。ただ、来ない人のデ
ータは取れないと思うのですが、会社
健診などのデータを見ていると、これ
まで高血圧治療をしていた人がコロナ
禍で医師のところに行かなくなって、
薬をやめてしまった。すると血圧が高
くなる、血糖が悪くなるので、治療継
続をしてほしいと思うのです。臨床医
がオンライン診療をして、そういった
人たちをしっかりキープして診ていた
だくのは重要なことですね。
　長谷川　その話は、僕らから見ても、
ああ、そういう視点があったかと。つ
まり、いったん途切れてしまった方が
また治療を再開すると、そこで経過が
改善される。これは僕らから見ると、
昔から取りたかったエビデンスそのも
のに近いところがあるのです。

　齊藤　在宅勤務がすごく増えて会社
に来なくなっている。そうすると、企
業内診療所に社員の患者さんが来ない
ということで、企業内診療所も実診療
からオンライン診療に変えて、患者さ
んに治療を継続してもらうという動き
が出ているように聞いています。
　長谷川　非常にたいへんな状況下で
すが、そういうときの改善手段になっ
たということは素晴らしいと思います。
何しろテレワークというのは本当に健
康に悪いと思ったことがありますから。
　齊藤　会社に行く日は6,000歩歩くけ
れども、在宅だと500歩という人が多
いですね。その間に体重が２～３㎏増
えている人がいます。
　長谷川　筋肉も落ちているのではな
いかなとか。
　齊藤　それから、これまでのシリー
ズで、実診療とオンライン診療のハイ
ブリッドにしている先生が多いように
思ったのですが、いかがでしょうか。
　長谷川　だんだんハイブリッドにし
てうまく活用して、なじんでくだされ
ばと思います。オンライン主体はなか
なかあり得ないし、かといって対面主
体だといつまでたっても今の状況を改
善できないと思います。だんだん慣れ
ていただくといいような気がします。
　齊藤　オンライン診療は手間もかか
るけれども、費用面では低く見積もら
れていますね。
　長谷川　そうなのです。本当は生活
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

日本遠隔医療協会特任上席研究員
長谷川　高　志

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の有用性評価

　齊藤　オンライン診療の有用性を示
すという意味で、長い苦難の歴史があ
ると聞いています。いかがでしょうか。
　長谷川　私がこの分野に手をつけた
のは1990年代半ばなのですが、本当に
評価されていませんでした。あるいは、
本当にそんなことをやっていいのか、
悪いことをやっているのではないか、
から始まりました。先進的なことをな
さる皆さんからは少しずつ評価されて
いったのですが、実際10年ぐらい前ま
では、まだ低く見られることをかなり
言われていました。この５～６年、急
に変わったという印象を持っています。
　齊藤　皆さんが疑いの目で見たとい
うことですが、有用性を示すための試
みがされてきたのでしょうか。
　長谷川　最初のうちは有用性という
よりも、そもそも臨床的評価というも
のがよくわかりませんでした。エポッ
クメイキングだったのは2010年ぐらい
に、がんのターミナルと脳血管障害の
後遺症の患者さんの有害事象発生率を
在宅医療と２群に分けてレトロスペク

ティブで調べました。それで、「ああ、
同じじゃないか」と。まずこれが、一
つうれしい試みでした。ただ、レトロ
スペクティブでは広いデータは出たの
ですが、いろいろな要素が出てきて、
前向き研究がうまくいきませんでした。
結局、オンライン診療に活きるような
かたちで、いいエビデンスを出せない
まま今に至っています。
　齊藤　オンライン診療と実診療を１
対１で比較するという試みは困難だっ
たということですが、2020年から新型
コロナウイルスがはやって、オンライ
ン診療の明確な優越性というのが出ま
したね。その辺はどうですか。
　長谷川　まず一つには、慢性疾患の
治療をきちんと続けるために、かなり
大勢のプライマリーケア医がオンライ
ン診療の世界に入ってきました。これ
が多分10倍以上の数で、一気に増えま
した。
　齊藤　患者さんにとっても、あるい
は臨床医にとっても、感染がないとい
う絶対的なメリットですね。慢性疾患

の治療を継続してもらうために皆さん、
努力されてきたのですか。
　長谷川　それが大きいと思います。
また、今までなかなかきっかけがなか
ったプライマリーケア医が多かったと
思うのです。大学や研究機関なら手を
出せたとしても、普通の診療をやりな
がら新しいことを行うのは、よほど容
易な手段ができない限り苦しいのだろ
うなと。けれども、2020年、プライマ
リーケア医から、この分野に入ってこ
なければならないという、かなりの意
欲を感じました。
　齊藤　実際に診療していて、患者さ
んが来なくなってしまうことを感じて
いたと思います。ただ、来ない人のデ
ータは取れないと思うのですが、会社
健診などのデータを見ていると、これ
まで高血圧治療をしていた人がコロナ
禍で医師のところに行かなくなって、
薬をやめてしまった。すると血圧が高
くなる、血糖が悪くなるので、治療継
続をしてほしいと思うのです。臨床医
がオンライン診療をして、そういった
人たちをしっかりキープして診ていた
だくのは重要なことですね。
　長谷川　その話は、僕らから見ても、
ああ、そういう視点があったかと。つ
まり、いったん途切れてしまった方が
また治療を再開すると、そこで経過が
改善される。これは僕らから見ると、
昔から取りたかったエビデンスそのも
のに近いところがあるのです。

　齊藤　在宅勤務がすごく増えて会社
に来なくなっている。そうすると、企
業内診療所に社員の患者さんが来ない
ということで、企業内診療所も実診療
からオンライン診療に変えて、患者さ
んに治療を継続してもらうという動き
が出ているように聞いています。
　長谷川　非常にたいへんな状況下で
すが、そういうときの改善手段になっ
たということは素晴らしいと思います。
何しろテレワークというのは本当に健
康に悪いと思ったことがありますから。
　齊藤　会社に行く日は6,000歩歩くけ
れども、在宅だと500歩という人が多
いですね。その間に体重が２～３㎏増
えている人がいます。
　長谷川　筋肉も落ちているのではな
いかなとか。
　齊藤　それから、これまでのシリー
ズで、実診療とオンライン診療のハイ
ブリッドにしている先生が多いように
思ったのですが、いかがでしょうか。
　長谷川　だんだんハイブリッドにし
てうまく活用して、なじんでくだされ
ばと思います。オンライン主体はなか
なかあり得ないし、かといって対面主
体だといつまでたっても今の状況を改
善できないと思います。だんだん慣れ
ていただくといいような気がします。
　齊藤　オンライン診療は手間もかか
るけれども、費用面では低く見積もら
れていますね。
　長谷川　そうなのです。本当は生活
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の中に医療を届けているのだから、往
診とか訪問診療と同じぐらいの手間が
かかっているようなものだと考えたい
と思うのです。それにもかかわらず評
価が低いのはちょっと苦しいと思って
います。
　齊藤　逆境にありながら、今オンラ
イン診療をやっている医師は、クオリ
ティが上がると、患者さんのためをす
ごく意識して、とにかく今はやって、
これから認められることを目指したい
という気持ちの医師がすごく多いと感
じています。どういった方向性で力を
結集していくことになるでしょうか。
　長谷川　声を拾い上げられる仕組み、
仕掛けがまだまだ少ないと思うのです。
それは多分いろいろな面があるのでし
ょうけれども、声を出す場、あるいは
どのような声を上げればいいのか、こ
の２つをうまく作り上げて拾わなけれ
ばいけないと思っています。
　齊藤　先生が診ている患者さんの声
もありますね。
　長谷川　以前から私たちもトライア
ルをやっているとき、笑顔が増えたと
か、これだけ笑顔で医師と話せるとか、
一度始めてなじんだ方はやめたがらな
いとはよくいわれています。
　齊藤　オンライン診療で、例えば治

療継続ではメリットがあるわけですが、
レセプトベースでデータを取るという
こともあると思います。今後の計画は
どうなのでしょうか。
　長谷川　2018年からオンライン診療
料が保険収載されたので、まだデータ
が少ないのですが、もう少し待つとデ
ータがそろい出して、レセプトを用い
た研究のいいタイミングになると思っ
ています。
　齊藤　治療継続の研究は、医療機関
ベースですと、しっかりした患者さん
が多いクリニックでは継続率がよくな
ってしまい、ほとんど中断が見られな
いと思うのです。そうなると、大きな
データベースを見ていくのがいいよう
に思いますが。
　長谷川　本当にバイアスのないデー
タが欲しいですね。遠隔医療の研究者
も、そういった研究方法までまだ至っ
ていないので、早くそういった方法を
うまく使いこなせるようにならなけれ
ばいけないと思っています。
　齊藤　データが見えることによって
広く認められて合理的な評価をされて
いくことが期待されるということでし
ょうか。
　長谷川　そういうことですね。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

総括

　中村　南学先生、2020年の11月30日
から始まりましたこの「遠隔医療・オ
ンライン診療の現状と課題」というシ
リーズについて、最後のまとめをいた
だければありがたいと思っています。
私どもからうかがっていて、政府は積
極的だけれども、医師会が慎重かなと
いう印象を持ったのですが、いかがで
しょうか。
　南学　遠隔診療というのは、かかり
つけ医と一緒に新しい家庭での医療の
場を築くものであって、決して医師会
も反対をしているわけではないと理解
しています。ぜひ医師会と協力しなが
ら新しい遠隔診療を進めていきたいと
考えています。
　中村　確かに遠隔地やコロナ禍にお
いては、患者さんにとって極めて便利
ないい方法だと思いますが、初診の場
合をどうしたらいいのかと感じていま
す。特に視診や聴診はある程度機械を
通してわかりますが、触診をどうする
のか。その辺がちょっとわからない。
何かデバイスを作るのか、触診に相当

する何か上手な問診をしていくのか、
いかがでしょうか。
　南学　たいへん重要なご指摘です。
最近、日本医学会連合からオンライン
診療の初診における、こういった症状
は対面診療でしたほうがいいという指
針を出させていただきました。先生が
おっしゃるように、現在の技術でオン
ライン診療でできることには限界があ
ります。画面越しでの画像データと音
声による問診等でしか診療ができない
ので、それで診断がつく疾患はほとん
どないというのが我々の考えです。一
方、先生がご指摘になったように、在
宅からアクセスできるという利便性は
非常に大きいので、医師側も患者さん
側も、その限界を理解したうえでこの
利便性を活用するのが現時点での正し
いあり方と思います。
　一方、将来的には先生が今おっしゃ
ったようなバイオセンサーが非常に重
要になってくると思っています。例え
ば、最近ですと、タイから出た論文で、
汗の中のクレアチニンを経時的に測定
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の中に医療を届けているのだから、往
診とか訪問診療と同じぐらいの手間が
かかっているようなものだと考えたい
と思うのです。それにもかかわらず評
価が低いのはちょっと苦しいと思って
います。
　齊藤　逆境にありながら、今オンラ
イン診療をやっている医師は、クオリ
ティが上がると、患者さんのためをす
ごく意識して、とにかく今はやって、
これから認められることを目指したい
という気持ちの医師がすごく多いと感
じています。どういった方向性で力を
結集していくことになるでしょうか。
　長谷川　声を拾い上げられる仕組み、
仕掛けがまだまだ少ないと思うのです。
それは多分いろいろな面があるのでし
ょうけれども、声を出す場、あるいは
どのような声を上げればいいのか、こ
の２つをうまく作り上げて拾わなけれ
ばいけないと思っています。
　齊藤　先生が診ている患者さんの声
もありますね。
　長谷川　以前から私たちもトライア
ルをやっているとき、笑顔が増えたと
か、これだけ笑顔で医師と話せるとか、
一度始めてなじんだ方はやめたがらな
いとはよくいわれています。
　齊藤　オンライン診療で、例えば治

療継続ではメリットがあるわけですが、
レセプトベースでデータを取るという
こともあると思います。今後の計画は
どうなのでしょうか。
　長谷川　2018年からオンライン診療
料が保険収載されたので、まだデータ
が少ないのですが、もう少し待つとデ
ータがそろい出して、レセプトを用い
た研究のいいタイミングになると思っ
ています。
　齊藤　治療継続の研究は、医療機関
ベースですと、しっかりした患者さん
が多いクリニックでは継続率がよくな
ってしまい、ほとんど中断が見られな
いと思うのです。そうなると、大きな
データベースを見ていくのがいいよう
に思いますが。
　長谷川　本当にバイアスのないデー
タが欲しいですね。遠隔医療の研究者
も、そういった研究方法までまだ至っ
ていないので、早くそういった方法を
うまく使いこなせるようにならなけれ
ばいけないと思っています。
　齊藤　データが見えることによって
広く認められて合理的な評価をされて
いくことが期待されるということでし
ょうか。
　長谷川　そういうことですね。
　齊藤　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

東京大学腎臓・内分泌内科教授
南　学　正　臣

（聞き手　中村治雄）

総括

　中村　南学先生、2020年の11月30日
から始まりましたこの「遠隔医療・オ
ンライン診療の現状と課題」というシ
リーズについて、最後のまとめをいた
だければありがたいと思っています。
私どもからうかがっていて、政府は積
極的だけれども、医師会が慎重かなと
いう印象を持ったのですが、いかがで
しょうか。
　南学　遠隔診療というのは、かかり
つけ医と一緒に新しい家庭での医療の
場を築くものであって、決して医師会
も反対をしているわけではないと理解
しています。ぜひ医師会と協力しなが
ら新しい遠隔診療を進めていきたいと
考えています。
　中村　確かに遠隔地やコロナ禍にお
いては、患者さんにとって極めて便利
ないい方法だと思いますが、初診の場
合をどうしたらいいのかと感じていま
す。特に視診や聴診はある程度機械を
通してわかりますが、触診をどうする
のか。その辺がちょっとわからない。
何かデバイスを作るのか、触診に相当

する何か上手な問診をしていくのか、
いかがでしょうか。
　南学　たいへん重要なご指摘です。
最近、日本医学会連合からオンライン
診療の初診における、こういった症状
は対面診療でしたほうがいいという指
針を出させていただきました。先生が
おっしゃるように、現在の技術でオン
ライン診療でできることには限界があ
ります。画面越しでの画像データと音
声による問診等でしか診療ができない
ので、それで診断がつく疾患はほとん
どないというのが我々の考えです。一
方、先生がご指摘になったように、在
宅からアクセスできるという利便性は
非常に大きいので、医師側も患者さん
側も、その限界を理解したうえでこの
利便性を活用するのが現時点での正し
いあり方と思います。
　一方、将来的には先生が今おっしゃ
ったようなバイオセンサーが非常に重
要になってくると思っています。例え
ば、最近ですと、タイから出た論文で、
汗の中のクレアチニンを経時的に測定
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結局、対面診療を病院としてやらざる
を得ない状況に追い込まれていて、そ
の結果としてオンライン診療がなかな
か適正に進められないような状況にな
っています。
　中村　医療側にとっては新しいデバ
イスを入れるとなると、もう少し収入
が上がってくれないと、困るわけです
ね。
　南学　当然オンライン診療を導入す
るうえで様々な設備投資も必要になり
ます。これは以前、今回のシリーズを
企画してくださった黒木先生とお話し
したのですが、現時点では開業されて
いる医師しかオンライン診療をやって
いない。それは、彼らは経営権を持っ
ていて、必要だと思ったら自分の責任
でそれができる。一方、大きな病院に
なると、経営陣が別にいて、対面診療
より赤字になることはやらせてくれな
い。だから今までクリニックの医師し
かオンライン診療をやっていなかった
という日本独特の構図ができています。
　中村　これは標榜できるのですか。
　南学　公示はできるはずです。そう
いったかたちで患者さんに情報提供し
ないと、そもそも患者さんが受診でき
ません。
　中村　そうなると、その資格という
か、ある程度医療側を審査することも
必要でしょうか。
　南学　現時点では厚生労働省が出し
ている教育のプロセスを学習すること

によって医師はオンライン診療ができ
るようになっています。ただ、それを
やるうえでも当然様々な医療情報シス
テムに関するセキュリティの担保など
が要求されます。
　中村　かつて私が防衛医科大学校に
いた頃、災害医療が問題になりました。
例えば戦争で弾に当たって倒れた、戦
場で何か治療をするといったとき、あ
る程度は遠隔医療になるという話が出
たことがありました。
　南学　国連がアジア地域における災
害に関するまとめを2019年に出してい
るのですが、そこにも様々な災害時に
遠隔で医療を行うことは非常に重要だ
ということが記載されています。
　中村　これは医師側にとってもこれ
から勉強していかなければいけない問
題ですね。
　南学　これは対面診療と対立するも
のでも、それに取って代わるものでも
なく、非常に新しい形態の医療です。
我々も勉強して新しい道を、ほかの医
師、そして患者さんとともに切り開い
ていくかたちになると思っています。
　中村　南学先生は大学におられます
が、これは教育のカリキュラムの中に
も入っていくものですね。
　南学　将来的にはカリキュラムに入
れていかなければいけない、重要性の
高いものだと思っています。
　中村　何時間ぐらい取れるでしょう
か。ほかのものでいっぱいになってい

することによって屋外で働いている肉
体労働者の熱中症を早期に感知し、こ
れが上がってきたら「あなたはもうす
ぐ熱中症になるから休みなさい」みた
いな、そういうシステムも開発されて
います。遠隔で取る場合はごく微量の
サンプルで、非侵襲的にいろいろなも
のをモニターしなければいけない。こ
ういった技術が医工連携でたいへん進
んでいるので、将来的にはものすごく
飛躍していくフィールドだと期待して
います。
　中村　そうしますと、一施設だけの
問題ではなくて、例えば検査室との連
携とか、そういったことも必要になる
のですね。
　南学　これはいわゆる情報管理の観
点からは医療情報の専門家の多大な関
与が必要ですし、センサーの観点から
は工学系の専門家の関与が必要です。
分野横断的に、従来の医療のみではな
く、様々な専門家と共同しながら進め
ていくフィールドになると思います。
　中村　これは確かに将来の課題にも
なっていくのですね。
　南学　一方、海外では、やはり課題
はあるにせよ、今後のことも考えて大
幅に推し進めなければいけないという
ことで、政府が促進するための様々な
方策を取っています。例えばアメリカ
では、従来は州ごとに医師免許が違っ
ていて、例えばワシントン州だとオレ
ゴン州の診療ができなかったのが、今

回のコロナ禍をきっかけに遠隔診療を
進めることから、そういった制限を取
っ払った。あるいは、保険点数を大幅
に変えて遠隔診療を進めました。現在
ではアメリカは90％の医師が何らかの
かたちでの遠隔診療をやっています。
日本は現在、大幅に遅れていますので、
政府もぜひ支援、後押しをしていただ
きたいと考えています。
　中村　幸いに日本では、県ごとのラ
イセンスが違うということはなかった
ですから、むしろ日本全土でできるの
ですね。
　南学　日本は県による違いはないの
ですが、実は保険点数の問題があって、
大病院、大学病院等で現実的にオンラ
イン診療をやると、経済的に大幅に苦
しくなるという縛りがかかっていて、
なかなかこれまで大病院は参入できま
せんでした。ただ、我々もこれは必ず
将来的にやらなければいけないことだ
と、今後、オンライン診療を東京大学
医学部附属病院でもやることにして、
現在、準備を進めています。
　中村　たいへんいいことですね。点
数が低いのですか。
　南学　オンライン診療のほうが圧倒
的に安いのです。
　中村　それも患者さんにとっては随
分メリットになるのでしょうか。
　南学　患者さんにとってはある意味
メリットになるとは思いますが、どの
病院も経営的に非常に苦しいですから、
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結局、対面診療を病院としてやらざる
を得ない状況に追い込まれていて、そ
の結果としてオンライン診療がなかな
か適正に進められないような状況にな
っています。
　中村　医療側にとっては新しいデバ
イスを入れるとなると、もう少し収入
が上がってくれないと、困るわけです
ね。
　南学　当然オンライン診療を導入す
るうえで様々な設備投資も必要になり
ます。これは以前、今回のシリーズを
企画してくださった黒木先生とお話し
したのですが、現時点では開業されて
いる医師しかオンライン診療をやって
いない。それは、彼らは経営権を持っ
ていて、必要だと思ったら自分の責任
でそれができる。一方、大きな病院に
なると、経営陣が別にいて、対面診療
より赤字になることはやらせてくれな
い。だから今までクリニックの医師し
かオンライン診療をやっていなかった
という日本独特の構図ができています。
　中村　これは標榜できるのですか。
　南学　公示はできるはずです。そう
いったかたちで患者さんに情報提供し
ないと、そもそも患者さんが受診でき
ません。
　中村　そうなると、その資格という
か、ある程度医療側を審査することも
必要でしょうか。
　南学　現時点では厚生労働省が出し
ている教育のプロセスを学習すること

によって医師はオンライン診療ができ
るようになっています。ただ、それを
やるうえでも当然様々な医療情報シス
テムに関するセキュリティの担保など
が要求されます。
　中村　かつて私が防衛医科大学校に
いた頃、災害医療が問題になりました。
例えば戦争で弾に当たって倒れた、戦
場で何か治療をするといったとき、あ
る程度は遠隔医療になるという話が出
たことがありました。
　南学　国連がアジア地域における災
害に関するまとめを2019年に出してい
るのですが、そこにも様々な災害時に
遠隔で医療を行うことは非常に重要だ
ということが記載されています。
　中村　これは医師側にとってもこれ
から勉強していかなければいけない問
題ですね。
　南学　これは対面診療と対立するも
のでも、それに取って代わるものでも
なく、非常に新しい形態の医療です。
我々も勉強して新しい道を、ほかの医
師、そして患者さんとともに切り開い
ていくかたちになると思っています。
　中村　南学先生は大学におられます
が、これは教育のカリキュラムの中に
も入っていくものですね。
　南学　将来的にはカリキュラムに入
れていかなければいけない、重要性の
高いものだと思っています。
　中村　何時間ぐらい取れるでしょう
か。ほかのものでいっぱいになってい

することによって屋外で働いている肉
体労働者の熱中症を早期に感知し、こ
れが上がってきたら「あなたはもうす
ぐ熱中症になるから休みなさい」みた
いな、そういうシステムも開発されて
います。遠隔で取る場合はごく微量の
サンプルで、非侵襲的にいろいろなも
のをモニターしなければいけない。こ
ういった技術が医工連携でたいへん進
んでいるので、将来的にはものすごく
飛躍していくフィールドだと期待して
います。
　中村　そうしますと、一施設だけの
問題ではなくて、例えば検査室との連
携とか、そういったことも必要になる
のですね。
　南学　これはいわゆる情報管理の観
点からは医療情報の専門家の多大な関
与が必要ですし、センサーの観点から
は工学系の専門家の関与が必要です。
分野横断的に、従来の医療のみではな
く、様々な専門家と共同しながら進め
ていくフィールドになると思います。
　中村　これは確かに将来の課題にも
なっていくのですね。
　南学　一方、海外では、やはり課題
はあるにせよ、今後のことも考えて大
幅に推し進めなければいけないという
ことで、政府が促進するための様々な
方策を取っています。例えばアメリカ
では、従来は州ごとに医師免許が違っ
ていて、例えばワシントン州だとオレ
ゴン州の診療ができなかったのが、今

回のコロナ禍をきっかけに遠隔診療を
進めることから、そういった制限を取
っ払った。あるいは、保険点数を大幅
に変えて遠隔診療を進めました。現在
ではアメリカは90％の医師が何らかの
かたちでの遠隔診療をやっています。
日本は現在、大幅に遅れていますので、
政府もぜひ支援、後押しをしていただ
きたいと考えています。
　中村　幸いに日本では、県ごとのラ
イセンスが違うということはなかった
ですから、むしろ日本全土でできるの
ですね。
　南学　日本は県による違いはないの
ですが、実は保険点数の問題があって、
大病院、大学病院等で現実的にオンラ
イン診療をやると、経済的に大幅に苦
しくなるという縛りがかかっていて、
なかなかこれまで大病院は参入できま
せんでした。ただ、我々もこれは必ず
将来的にやらなければいけないことだ
と、今後、オンライン診療を東京大学
医学部附属病院でもやることにして、
現在、準備を進めています。
　中村　たいへんいいことですね。点
数が低いのですか。
　南学　オンライン診療のほうが圧倒
的に安いのです。
　中村　それも患者さんにとっては随
分メリットになるのでしょうか。
　南学　患者さんにとってはある意味
メリットになるとは思いますが、どの
病院も経営的に非常に苦しいですから、
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ますから。
　南学　おっしゃるとおり、ほかのも
のもパンパンなので、それは兼ね合い
になると思います。
　中村　ぜひいい方向へ動いていただ
きたいと思っています。シリーズ全26
回について、最後におまとめをいただ
きたいと思います。
　南学　それぞれの先生方から非常に
有益なお話をいただきました。この遠
隔医療、今後、全く新しいかたちの利
便性の高い医療として、患者さんの予
後、そして生活の質の向上に大きく寄

与するものですので、ぜひこれは患者
さん、そのほかの分野の専門家ととも
に、政府の適正なご指導のもとで推進
していきたいと思っています。先生に
もぜひよろしくご指導のほどお願い申
し上げます。
　中村　ありがとうございました。い
ずれにせよ、一つの規制改革の一環に
もなるのでしょうから、ぜひ政府もそ
の辺をオープンにして、よりよい医療
で多くの医療者、国民にメリットが出
るようになってほしいと思います。あ
りがとうございました。

「ドクターサロン」および「杏林シンポジア」は、ラジオNIKKEIで放送
している医師向け番組「ドクターサロン」・「杏林シンポジア」の放送内容

を紙面にて紹介するコーナーです。ラジオ放送番組の「ドクターサロン」

は、全国の一般医師より、日常診療に関してよせられた質問に対して、 
「杏林シンポジア」は編集委員が選出したテーマに対して、各分野の専門

医がゲスト出演し、解説を行うものです。また番組で取り上げる質問や

解説ゲストについては、編集委員が医学的かつ科学的に公平な立場から、

決定しています。紹介内容には、ゲストの知識、経験、方針に基づく 
私見が含まれている場合があります。薬剤の使用にあたっては、各薬剤

の添付文書をご参照ください。

ドクターサロン編集委員　　

 葵会柏たなか病院糖尿病センター長　山内俊一

 防衛医科大学校教授　池脇克則

 順天堂大学教授　池田志斈

杏林シンポジア編集委員　　

 三越厚生事業財団顧問　中村治雄

 慶應義塾大学名誉教授　齊藤郁夫

 国際医療研究センター病院名誉院長　大西　真

 東京大学教授　南学正臣

杏林製薬株式会社は、作成に関する費用負担のみ関与しております。

本資材は医療関係者からの求めに応じて提供するものです。

ドクターサロン編集方針について
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