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●未病 とは検査値 に異常 が あって も自覚 症状 の な い状 態や,自 覚症

状 はあ って も検査値 に異常 のな い,病 気 と しての分 類 の困難 な状

態 をい う.

●患者 が訴 え る限 り,医 師 は謙 虚 にそ の訴 えの原 因探 索 につ とめ な

けれ ば な らない.

●未病 の解 明 には新 しい手 法 の発見 とその駆使 応 用 が重要 で あ る.

はじめに

人生の中で病気について真剣に考 えるときが

いろいろある.お そらく,そ の病気が命 にかか

わる場合が最 も切実なこととして身近 に感 じる

ことでしょう.癌,エ イズな どの病名 は多 くの

人が知ってお り,ま た多く の人が恐れをなしな

がらそれ らから逃れようと必死に努力 している.

それはこれ らの病気が短期間の うちに命 に直接

かかわって くるからである.

健康診断で癌か もしれない と言われたときの

青ざめる顔貌に対 して,血 圧が高い,コ レステ

ロールが高いといわれても笑顔で聞 き流すこと

もたびたび経験する.も う少し掘 り下げてみる

と,最 も頻度 が高い突然死の原因 となるのは脳

卒中,心 筋梗塞である1).これらの病気の原因 と

なるのは動脈硬化であり,こ の動脈硬化 はコレ

ステロールや高血圧 と密接な関係にある.し た

がって,た かがコレステロール,血 圧 と考えて

いた ことが,長 い人生の中でながめてみると最

も死亡頻度が高 く,命 と関係が深いことになる.

われわれは検査値の重大性を再確認する必要が

ある.

未病 とは2,000年 ほ ど前に書かれた中国の医

書 「黄帝内経」に記 された 「未だ病 にあらず」

に由来 している.未 だ病 にあらずとはきわめて

難しい病態であるが,検 査値に異常があっても

自覚症状のない状態や,自 覚症状 はあっても検

査値に異常のない,い わば半病人の状態 と理解

されるでしょう.そ の具体的検索の一つの現れ

として厚生省 は生活習慣病を提唱 した.多 くの

病気は自らの生活習慣 によるところがきわめて

多いが,調 和管理することによってその病態 を

是正で きるとい う.

したがって,未 病状態を正確に把握すること

は疾患を未然 に防 ぐことになり,そ の診断法の

開発が期待 される.

未病状態 は現存する検査法はもとより,研 究

開発途上にある方法をも駆使 してはじめてより

多 くの状態が解明されることになる.未 病の解

明には現存の検査法に踏み止まっていては駄目
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であり,常 に新 しい手法の探索 につ とめなけれ

ばならない.

来病についての検索

1.検 査値は異常であるが自覚症状がない状態

1)一 般検査について

健康診断が企業 ・会社で頻繁に行われ るよう

になり,ま た,住 民検診 も日本各地で施行 され

てきている.こ れは自覚症状のない各人の疾病

状態を早期 に発見 し,そ れに対する対策を考え

てのことと推察される.

一般には肝機能,血 清脂質,腎 機能,貧 血の

有無,血 糖,心 電図,胸 部X線 写真,血 圧,体

重,胃 透視,便 潜血 などが測定項目である.こ

れ らの検査により,胃 疾患,消 化管出血,肥 満,

心疾患,肺 疾患,腎 疾患,肝 疾患,糖 尿病,貧

血が診断される.

生活習慣病に属するものは,ま ずは自己管理

の指導を受けることになるが,程 度の強いもの

は病院 を紹介されることになる.し かし,こ れ

らの検査 によって発見できないもの もた くさん

存在する.そ のため,さ らにた くさんの検査方

法によって検索すると異常の発見される頻度は

大 となるが,医 療経済が膨大な ものとな り,一

般には不可能 となる.最 近では腹部エコー も取

り入れられているが,こ れ以上はなかなか施行

されていない.

2)特 殊検査による未病の理解

高 コレステロール血症についてみると,一 般

にコレステロール値が高値であるのは,低 密度

リポ蛋白質(LDL)中 の コレステロールが高 い

ことを意味す るので,コ レステロール値が高い

と下 げるように指導することになる.し かし,

一方では動脈硬化の原因 として過酸化LDLの

存在が明 らかとな り,LDLの 質的検討が重要 と

なる2,3).すなわち,LDLコ レステロール量のみ

ならず過酸化の状態の把握がきわめて重要 とな

る.し か し,こ の測定には相当の検査費がかか

ることになるので研究室単位で しか理解 されて

いない.

近年では大量 に測定できる方法 も報告されて

いるが未だ.一定していない.わ れわれの方法は

確実に過酸化脂質を証明できるが,方 法には時

間がかか り実用化はいまの ところ困難である.

このように健康診断で異常値を示 さなくても

他の検査法を用いれば異常を発見できることに

なる.

3)遺 伝子診断による未病の理解

一般の検査法によってチェックされなくても,

遺伝子診断法を用いればどうで しょう.

以下に示すように種々疾患の遺伝子異常を指

摘できることになる.こ れらも検査値 に異常値

を見出せなかった新 しい疾患の把握 となるであ

ろう.

遺伝子を特定で きた人が将来確実に発症する

ならば,事 前に知ることはその個人 にとって意

義深いことになる.そ れはその疾患に対 してチ

ェックを怠らずに進むことにより,病 態が進行

する前に防ぐことが可能 になるからである.

アメリカでは癌のリスクを考えて,遺 伝子 を

測定したり,健 康増進のためのプログラムにも

使用 して きている4).こ れ らは未病の状態で異

常を知ることへの努力の現れ といえよう.し か

しなが ら,公 共の場で遺伝子診断を行うとなる

といろいろな問題が出て くる.

1つ にはインフォーム ド・コンセン トの問題

である.例 えば,そ の検査をすることによって

患者にどのようなメリットがあるかを十分に説

明しなければならない.2つ 目はハンチン トン

(Huntington)病 のように常染色体優性遺伝 を

とり成人になって発症 し,数 年で死の転帰をと

るような疾患の場合 には,患 者 にとって相当の

精神的心構 えがないと困難な問題である.

このように未病状態の異常性 を知るにはよい

検査法ではあるが,社 会的問題 をも考慮 しなけ

ればならない5).

■先天性代謝異常症 について

遺伝子診断によってわかる疾患はきわめて多

い.

糖代謝異常,ア ミノ酸代謝異常,脂 質代謝異

常,核 酸代謝異常,ヘ ム代謝異常など多数 に及

んでいる.こ れ らは症候のほとんど出ていない

時期であって も,遺 伝子診断によって病名が付

166 Geriatric Medicine Vol.38 No.2 2000-2



されることになる.そ れは将来の各個人に対 し

ての注意を促す点では有益 といえよう.

これらの異常 に対する治療法が確立 されれば,

すばらしいものとなる.し かし,確 立 されない

疾患の場合には不治の病 として,一 生涯疾患 と

戦 う覚悟が強いられることになる.人 間のQOL

を考えるときに,即 答のできかねる問題である.

■癌の遺伝子診断について

癌の遺伝子診断には癌遺伝子,癌 抑制遺伝

子6),DNA修 復遺伝子があ り,数 多 くの癌につ

いて検討されている.

染色体欠失や遺伝子増幅などの方法を用いて,

痰,尿,便,血 液などか ら患者 を苦 しめないで

診断できるようになった.利 用如何によっては,

すぼらしい検索 といえよう.

■糖尿病の遺伝子解析について

インス リン遺伝子,グ ルコキナーゼ遺伝子

(MODY2遺 伝子),ミ トコンドリア遺伝子,グ ル

カゴン受容体遺伝子など多種遺伝子解析が可能

になり,糖 尿病の病態を解明できるようになっ

た.遺 伝子治療による早期応用が期待される.

■心血管障害の遺伝子解析について

高血圧 と関連の深いアンジオテンシン変換酵

素遺伝子,ア ンジオテンシンIIタ イプ1受 容体

遺伝子,冠 動脈疾患に関連の深いもの としては

Paraoxonase遺 伝子多型,凝 固線溶系の遺伝子

多型,eNOS遺 伝子 と心血管系疾患 との関係な

どが明 らかにされている.こ れらを測定するこ

とにより疫学上の対策 もできることになろう.

以上のように遺伝子診断は症状,一 般の検査

値 に関係な く察知される検査法であるので,未

病の病態の一部 を明 らかにする優れた検査法 と

いえよう.し かし,そ の社会的配慮の重大性 も

忘れてはならない.

2.自 覚症状はあるが検査値 に異常のないもの

前述のような種々の検査 を駆使 して も,検 査

値の異常が認められないのに,患 者 はいろいろ

症状 を訴える場合がある.

疲れやすい,め まいがする,耳 鳴 りがする,

頭痛がする,体 がほてる,胸 が苦 しい,何 とな

く体調が悪い,な どである.こ のような症状 と

病態をどう理解 したらよいだろうか.
一般 には更年期障害 とか,自 律神経失調症 と

診断 されることが多い.こ れらは必ずしも根拠

のはっきりしたものではないが,医 師の苦しま

ぎれの診断名であることが多い.

それではこのような症状に対 して どんな病名

が考えられるだろうか.医 師はまた次の高度の

検査を施行することになる.各 臓器のCTス キ

ャン,MRI,MRA,血 管造影,胃 カメラ,大 腸

カメラ,骨 孟撮影などを施行することになる.

しか し,上 術の症状に合致す る疾患はなかなか

見つか らないことが多い.患 者 は訴えている限

り,ど こかに異常が存在するのだろうが.そ の

原因を知 らないのは医師側にあると考えなけれ

ぼならない.

このような ときに医師は大手 を振って,「あな

たはどこも悪 くない」,「神経なんだ」,「症状が

出るはずがない」,「症状を言 うあなたが悪いん

だ」などと言いかねない.

多 くの患者か らそんなことをよく聞かされる.

われわれは時 として,現 在施行 されている検

査法を最上 と考え込んでしまう.特 に大病院に

勤務 している医師ほどそうであるようだ.機 械

による診断を信 じきってしまう.し か し,わ れ

われは未だ見出せない病気のあることに謙虚 に

向かわなければならない.ま た,現 在施行 して

いる検査方法が最上 と思い込んでしまうことに

批判の心をもたなければならない.す なわち,

医師の傲慢心 を反省 しなければならない.

人間の症状 はおよそ無限に出るようにできて

いる.良 きにつけ,悪 しきにつけ.わ れわれは

それを謙虚に受け止めて解決 していかなければ

ならない.そ の心が未だ不明の検査法の発見 に

つながることにな り,未 病 を未然に察知 し予防

することになる.

未病 をいかに発掘するかは,よ りよい鋭敏で

信頼性のある検査方法の発見にかかっている.

従来の検査法 にマイン ドコン トロールされるこ

とな く,新 しい検査方法の検索 と,訴 えの一言

一.言に謙虚に耳 を傾けて,そ れ らを解決すべ く

医学の向上につとめることが肝心 と考 えられる.
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3.未 病 と生活環境

未病の中で生活習慣病の占める割合 はきわめ

て大である.生 活習慣病 は日常の生活 レベルと

関係が深いことになる.

例えば,戦 後は食糧難の時代が続 き,塩 漬 け

による保存が習慣 とな り,高 血圧や脳卒中が多

発し,死 亡者が多かった.

これらもテレビ,新 聞,報 道が活躍し,生 活

環境を変 えることにより,相 当防げるようにな

った.ま た,テ レビ,新 聞,報 道が盛んにな り,

食物 と病気に関する研究 も多 くな り,正 しい食

生活の知識 も増えてきた.食 物で疾患を完全 に

治癒 させることはできないが,病 気の発症 を未

然に防 ぐこともかな り可能になった といえよう.

例えば,日 本古来の大豆を原料 とした食品,魚

のある種の ものが血管保護作用 を有するエイコ

サペ ンタイン酸を多量に含有 しているなど.ま

た,ニ ンニクの自己免疫賦活作用のあること,

あるキノコ類に抗癌作用のあるなど,挙 げると

きりがないほどのものが報告 されている.さ ら

には,食 品 とフリーラジカル,活 性酸素 との関

係について も研究 されてきている.ま た,飲 料

水の健康へのかかわ りが研究 され,巷 でも自由

販売 されている.上 述のように健康 と食生活 と

は密接な関係にあることが,徐 々に基礎的デー

タをもとに製品化されるようになった.こ れら

は未病 を体験か ら探 し出 した原因追求 と治療へ

の接近 といえよう.
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