
はじめに
国民衛生の動向によるとめまいの有訴率は人口

千人に対し２０．５とされ１），めまい患者の診療はプ

ライマリ・ケアの重要な課題である。めまい患者

は耳鼻咽喉科ばかりでなく，内科・脳神経外科・

救急外来などいろいろな診療科を受診し，原因も

様々で診療が複雑多岐となり，めまいのプライマ

リ・ケアが十分に行われているか問題となる。し

かしながら，プライマリ・ケアの重要な担い手で

ある耳鼻咽喉科診療所におけるめまい診療の実態

を検討した報告は少なく，めまいのプライマリ・

ケアの実態が十分に明らかにされていない。我々

の施設は開院以来めまい患者の診療を積極的に行

ってきたが，今回当院におけるめまい患者の診療

の実態を調査し，一般耳鼻咽喉科診療所における

めまいのプライマリ・ケアの現状を検討した。

対象と方法
対象は平成７年２月から平成１７年１２月までの１０

年１１ヵ月の間に当院に初診登録された２１９２５例の

うち，ENG検査を含む神経耳科学的検査を行っ
た２２９３例（男７５３例，女１５４０例）である。検討し

た項目は，年齢及び性別統計，疾患別統計，当院

受診以前の医療機関の受診歴及び診療圏分析であ

る。

結 果
めまい患者数の推移を図１に示す。めまい患者

数は平成７年より平成１０年までは年間ほぼ２２０例

であった。その後，平成１１年が１８５例，平成１２年

から１４年は１５０例前後と，めまい患者は減少した

が，平成１５年より増加し平成１５年には２７０例，平

成１７年には３０１例であった。

性別を見ると，すべての年度で女性の症例が多
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く，全症例の男女比は１：２．０であった。

年齢別のめまい患者数を図２に示した。２０代か

ら７０代までの患者が多く，５０代４１５例，６０代４２６例

と５０～６０代に山を認めた。一方で３０代も３９８例と

多かった。これに対し，８０代は少なく，特に，２０

歳未満と９０歳以上の症例は非常に少なかった。全

症 例２２９３例 中 の６５歳 以 上 の 高 齢 者 は６９３例

（３０．２％）であった。

診断では，確実に診断ができたのは１，２８７例

（５６％）であり，疑い例は６２２例（２７％）であった。

３８４例（１７％）の症例では診断ができず，原因不

明であった。診断確実例・診断疑い例を合わせた

１９０９例のうち末梢性疾患は１２５７例（６６％）と３分

の２を占め，中枢性疾患は１０９例（６％）と少な

かった。末梢性・中枢性以外のめまいは５４３例

（２８％）であった。

めまいの原因疾患の内訳を図３に示した。最も

多かったのは良性発作性頭位めまい（BPPV）で
４５６例（２３％）であった。次いでメニエール病

（MD）が２３２例（１２％）であり，両者を合わせる
と末梢性めまい疾患のほぼ半数であった。突発性

難聴ならびに前庭神経炎は，それぞれ，１０１例

（５％），３０例（２％）と少なかった。末梢性・中

枢性以外のめまいの原因疾患は，頸性めまい１３０

例（７％），起立性調節障害１２２例（６％），心因

性めまい９０例（５％）であった。

中枢性疾患の内訳を表１に示した。中枢性疾患

で最も多かったのは脳血管障害の２４例で中枢性疾

患の２２％を占めていた。次いで，椎骨脳底動脈循

環不全，聴神経腫瘍・脳腫瘍で，それぞれ１７例

（１６％），１６例（１５％）であった。これらで中枢性

疾患のほぼ半数を占めていた。

我々の施設を受診する以前の他医療機関の受診

図１ めまい患者数の年次推移（総数２２９３例）

横軸が年度を縦軸は症例数を示す。

図３ めまいの原因疾患（総数１９０９例）

めまいの原因疾患の内訳を示す。各疾患の
下の数字は，症例数と比率を表す。

図２ 年齢別めまい患者数（総数２２９３例）

縦軸は各年代を示し，横軸は症例数を示
す。グラフの数字は症例の実数を示す。

図４ 医療機関受診歴（総数１７１３例）

我々の施設を受診する前に症例が受診した
医療機関の内訳を表す。縦軸は医療機関を
示し，受診なしは我々に施設を受診する前
にどこの医療機関も受診しなかった患者を
示す。横軸は症例数を示す。各グラフの数
字は症例数と比率を表す。
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の有無を図４に示した。受診歴が明らかであった

１７１３例のうち，他の医療機関を受診していなかっ

た症例は６９６例（４１％）で，半数以上が，我々の

医療機関を受診する以前に他の医療機関を受診し

ている既往があった。医療機関別に見ると，診療

所と一般病院はほぼ同数でそれぞれ４１９例

（２４％），４０８例（２４％）であった。一方で大学病

院を受診していたものも１９０例（１１％）あった。

我々の施設を受診する以前に他の医療機関を受

診した既往のある１０１７例の受診科の比率を医療機

関別に図５に示した。診療所，一般病院，大学病

院ともに内科あるいは耳鼻咽喉科を受診した症例

がほとんどであったが，医療機関別に見ると，内

科を受診した症例と耳鼻咽喉科を受診した症例の

比率には差が認められた。診療所では内科を受診

した症例の比率は約半数の２１７例（５１％）と耳鼻

咽喉科を受診した症例１７１例（４０％）を上回って

表１ 中枢性疾患内訳

中枢性疾患 症例数

脳血管障害 ２４

椎骨脳底動脈循環不全 １７

聴神経腫瘍・脳腫瘍 １６

脊髄小脳変性症 ８

本態性振戦 ５

その他 ３９

図５ 受診科の比率（総数１０１７例）

我々の施設を受診する以前に他の医療機関
を受診した既往のある症例の受診した診療
科の内訳を診療所・一般病院・大学病院別
に示す。縦軸は医療機関を示し，横軸は比
率を示す。グラフの数字は症例数を表す。

図６ めまい疾患別の受診科前歴

末梢性・中枢性・その他のめまい別に我々
の施設を受診する以前の受診した診療科を
示す。縦軸は疾患を，横軸は比率を示す。
グラフの数字は症例数を表す。

図７ 良性発作性頭位めまいとメニエール病受診
歴の比較

良性発作性頭位めまい（BPPV）とメニエ
ール病（MD）症例それぞれの我々の施設
を受診する以前の受診した診療科を示す。
縦軸は疾患を，横軸は比率を示す。グラフ
の数字は症例数を表す。

図８ 疾患別の診療圏分析

全症例・めまい・アレルギー性鼻炎・急性
咽喉頭炎各症例の診療圏分析。縦軸は疾患
を横軸は比率を示す。
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いた。一方，一般病院では耳鼻咽喉科を受診した

症例が増加し２６１例（６４％）で，内科を受診した

症例１２６例（３０％）の２倍近くあった。大学病院

ではほとんどの症例が耳鼻咽喉科を受診しており

その症例数は１６３例（８６％）であり，内科を受診

した症例は２３例（１０％）であった。

末梢性・中枢性・その他のめまいの別に受診科

前歴の比率を図６に示した。末梢性・中枢性・そ

の他の間で受診科に大きな違いは認められなかっ

たが，中枢性疾患では，末梢性やその他に比べ内

科受診歴の比率が高い傾向が認められた。

末梢性めまいの半数以上を占める BPPVおよ
びMDの受診前歴を図７に示した。BPPVでは約
半数の１７４例（５２％）が他の医療機関への受診が

なかったのに対して，MDでは他の医療機関を受
診しなかった症例は４４例（２５％）と半分の比率で

あった。内科と耳鼻咽喉科の受診率を見ても，

BPPVでは内科・耳鼻咽喉科ともにそれぞれ７４例
（２３％），７６例（２３％）認められたのに対し，MD
では，耳鼻咽喉科を受診した症例が１１３例（６４％）

と多く，内科の受診は１７例（１０％）と少なかった。

診療所の診療圏と言われる診療所所在地から半

径 500 m内に居住する患者の比率を図８に示し
た。今回のめまい症例では半径 500 m内に居住
する症例の比率は，１０年１１ヶ月の全症例における

５８％に比べ３４％と少なかった。対照とした，アレ

ルギー性鼻炎患者では５４％，急性咽喉頭炎患者で

は６０％といずれもめまい症例の比率より高く，全

症例の比率に近い値であった。

考 察
有訴率の高いめまいは外来で遭遇することも多

い疾患であり，めまいの診療はプライマリ・ケア

における重要な課題である。しかしながら，めま

い患者の受診動態の検討は総合病院２）～４）や大学病

院耳鼻咽喉科５）～１３）のものがほとんどで，プライマ

リ・ケアの重要な担い手である耳鼻咽喉科診療所

における検討は少ない。今回耳鼻咽喉科診療所に

おけるめまい患者の受診動態を知る目的で，我々

の診療所におけるめまい患者の統計的検討を行っ

た。

大学病院，総合病院・専門病院での検討では，

めまいの年間受診患者数は２００例～５００例，耳鼻咽

喉科におけるめまい患者の割合はおおよそ５～

１０％とされるが２）～１３），我々の施設でのめまい患者

の年間患者数・比率はともに，従来の報告と同じ

であった。我々の施設のめまい患者に対する検

査・診療体制は耳鼻咽喉科診療所よりは総合病院

耳鼻咽喉科のそれに近く，今回の数値は一般的な

耳鼻咽喉科診療所におけるめまい症例の患者数・

比率を示すものではないが，診療所においても積

極的にめまい診療を行うことにより大学病院・総

合病院と同程度の症例数のめまい患者が受診する

ということを今回の検討は示唆している。

年齢別でのめまい患者数は，従来の報告と同じ

く，５０代・６０代に山があり，２０歳未満と９０歳以上

の症例が少なかった。６５歳以上の症例の比率は

３０．２％であり，近年高齢のめまい患者の受診率が

高くなっているという報告とほぼ同じである１４）。

国民衛生の動向によれば，人口千人に対するめま

いの有訴率は，２０代・３０代では１８．０，１９．３で，そ

の後年齢とともに増加し６５歳以上では３５．７，７５歳

以上では４４．０となる１）。高齢者でめまいに悩む人

は多いことが推測されるが，今回の検討では高齢

のめまい患者の比率は高いものの，２０代から４０代

の患者も依然として多かった。高齢のめまい患者

の受診動態には地域の人口比率や受診への困難さ

などの受療特性，あるいは加齢の影響など高齢者

特有の要因が影響を与えるが，高齢化社会がプラ

イマリ・ケアの重要な課題である以上，地域に密

着した高齢めまい患者の受診動態の検討は，今後

のめまい診療のために不可欠である。

末梢性めまいが全体の２／３を占め，一方で中

枢性めまいの比率は少なかった。関根らによれば

過去の報告における中枢性めまいの頻度は，７～

８％という報告と１５％以上という報告とに分けら

れるが，そのうち占拠性病変，脳梗塞，脳変性・

萎縮等の画像検査で診断が可能な疾患の頻度は

５％前後と各報告に差は認められないとし，中枢

性めまいが１５％を超える報告では椎骨脳底動脈循

環不全などのその他の中枢障害の頻度が高く，そ

れが中枢性障害全体の頻度に影響を与えていると

している１３）。椎骨脳底動脈循環不全の診断は困難

ことも多く，診断が慎重になるため今回の検討で

は椎骨脳底動脈循環不全の頻度は少なかった。関

根らが指摘するように椎骨脳底動脈循環不全は診

断基準が必ずしも確立しておらず１３），施設間の診

断基準の違いが問題である。また，中枢性めまい

の場合，めまい以外の意識障害や麻痺などの神経
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症状を伴うこともあり，神経内科・脳外科など総

合病院や大学病院を受診し，診療所を受診するこ

とが少ないことも今回の検討で中枢性めまいの頻

度が低かった原因のひとつであると推測される。

原因疾患で最も多かったのは BPPVであり，次
いでMDが多く，BPPVとMDをあわせると末
梢性めまいの半数以上を占める。耳鼻咽喉科診療

所では，BPPVやMDに代表される末梢性めまい
を適切に診療することが重要であることがわか

る。

めまい専門外来においても１／４から１／３は

原因不明といわれるが６），今回の検討でも１７％の

症例が原因不明であった。また，末梢性・中枢性

以外のめまいのなかでほぼ同数の比率で認められ

た頸性めまい・起立性調節障害・心因性めまいは

互いに重なり合う部分もあり，診断治療が単純に

はいかない。また診断基準が明確でない面もあ

り，施設間で診断が一様でないことも多い。これ

らがめまいの診療を複雑なものにしている。さら

にはMDに代表される慢性で反復するめまいや
持続性のめまいでは治療が一様に進まないことも

多く，患者が様々な医療機関を受診するいわゆる

“ドクターショッピング”が起こりやすい。今回

の検討でも６０％の症例はすでにいずれかの医療機

関受診の既往があり，複数の医療機関を受診する

患者が多いことがわかる。診療所・病院ばかりで

なく大学病院を受診している症例もあることはめ

まい診療の現状の問題点であろう。

過去の受診歴を検討するとめまい症例の受診動

態の一面を推測することができる。診療所・病

院・大学病院は病診連携の面からは一次医療・二

次医療・三次医療である。それぞれの医療機関で

の受診動態には差があり興味深い。いずれの医療

機関でもめまい患者は耳鼻咽喉科あるいは内科を

受診しその他の科を受診することは少ない。しか

し，耳鼻咽喉科と内科の比率は医療機関によって

異なっていた。診療所すなわち一次医療，プライ

マリ・ケアでは，むしろ内科を受診する患者が多

い。このことは一般住民にはめまいは内科で扱う

病気であるという観念があることを示唆してい

る。一方，病院・大学となるにつれて内科の受診

症例は減少し耳鼻咽喉科の受診症例が増加する。

大学病院ではほとんどの症例が耳鼻咽喉科を受診

している。耳鼻咽喉科に設置されているめまい外

来がこれらの医療機関で十分に機能していること

がわかる。プライマリ・ケアの領域ではめまいの

診療が内科で扱われることが多い一方で大学病院

では耳鼻咽喉科がめまいの診療の中心を担ってい

る乖離現象は現在のめまい診療の問題点とも言え

よう。耳鼻咽喉科，内科，脳外科医師のアンケー

ト調査１６）でも，初診のめまい患者を何科が診るべ

きかとの質問に対し，耳鼻咽喉科医のほとんどが

内科と答えたという。一方で内科医はめまいの初

期診療は耳鼻咽喉科医がすべきと答えている。め

まい患者診療を適切かつ効率的に行うためにもめ

まい診療における耳鼻咽喉科医の役割を検討する

ことが必要のように思われる。めまい症例の中で

最も多い BPPVでは半数の症例に過去の受診歴
がなかったことは，診療所でのめまいのプライマ

リ・ケアでは BPPVの診療が重要であることを
示唆している。これに対して，MDでは過去の受
診歴では耳鼻咽喉科を受診していた患者がほとん

どで，MDは治療の主体は専門医によってなされ
ていることがわかる。このように原因疾患によっ

てもめまい患者の受診動態は異なっている。従来

このような疾患を考慮しためまい患者の受診動態

は詳しく検討されておらず，めまいの効率的な診

療を考える上からも今後の検討課題であろう。

従来の診療圏分析の検討によると，東京のよう

な市街地では診療所の所在地を中心とする半径

500 m内に患者の８０％の居住地があるとされてい
る。我々の施設の全症例の診療圏分析では，半径

500 m内に居住する症例の比率は５８％であ
り，８０％を下回っていた。我々の施設の診療圏が

一般の診療所に比べ広いと即断はできない。従来

の診療圏分析が内科を中心になされたものがほと

んどで，耳鼻咽喉科診療所の診療圏が内科診療所

よりも広い可能性もある。しかし，めまい症例に

限ると半径 500 m内に居住する症例の比率は
３４％となり，明らかに診療圏は拡大する。対照と

した，アレルギー性鼻炎や急性咽喉頭炎症例と比

較しても同様である。めまいの診療を積極的に行

うことにより診療圏は拡大することを示してい

る。

今回の検討は一般耳鼻咽喉科診療所におけるめ

まい患者の受診動態をすべて反映するもではない

が，プライマリ・ケアにおけるめまい診療は病院

や大学病院のそれとは異なっていると推測され
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る。めまいのプライマリ・ケアは内科医と耳鼻科

咽喉医で担われているが，むしろ内科医が診療す

る機会が多い可能性が考えられる。原因疾患で多

い BPPVにせよ，MDにせよ，内耳疾患である以
上耳鼻咽喉科専門医の診療範囲であるが，実際は

内科医が診療することが多い。一方で，教育機関

である大学病院ではめまいの教育・診療が耳鼻咽

喉科でなされている。この乖離はめまいの効率的

な診療に問題となろう。診療所の耳鼻咽喉科専門

医が積極的にめまい診療を行うことによって，診

療の拡大につながるとともにプライマリ・ケアか

ら高度な専門医療までの連続しためまい診療が期

待できる。

ま と め
１．耳鼻咽喉科診療所におけるめまい患者の受

診動態を検討した。

２．めまい患者数・比率ともに大学病院・地域

病院と同様であった。

３．年齢別には２０から７０代の症例が多く，６５歳

以上の症例が多いことが推測されたが，さらに高

齢者の受療行動を考慮した検討が必要であると推

測された。

４．末梢性めまいが大半を占め，中枢性めまい

は少ない傾向があった。

５．原因疾患では良性発作性頭位めまい症が最

も多く，次いでメニエール病であった。

６．原因不明のめまいが１７％認められ，これら

がめまいの診療を複雑にしていると推測された。

７．過去に他医療機関を受診したものが半数以

上認められ，めまい患者は複数の医療機関を受診

することが多いものと推測された。

８．めまいの診療は耳鼻咽喉科と内科でほとん

ど行われているが，プライマリ・ケアでは内科で

診療されることが多く，一般病院や大学病院など

ではめまいは耳鼻咽喉科で診療されていると推測

された。この乖離がめまいの診療の現状の問題点

と考えられた。

９．耳鼻咽喉科診療所においても積極的にめま

い患者の診療を行うことによって，診療の拡大に

つながるとともにプライマリ・ケアから高度な専

門医療までの連続しためまい診療が期待できる。
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