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QNo.1681 嗅覚機能検査を行う試薬はあり
ますか？　　　　　  （2016年11月）

Answer 嗅覚障害は、感冒、アレルギー性鼻炎
や副鼻腔炎などの疾患や頭部外傷、加齢などのい
ろいろな要因によりもたらされます。また、最近
では、認知症の発症早期から嗅覚障害を呈するこ
とより、嗅覚機能評価はこれらの疾病の鑑別に大
きな役割を果たすようになってきています。

ニオイの感じ方は、ヒトそれぞれ異なりますが、
ニオイの感じ方（嗅覚）を客観的に評価する方法と
して基準嗅覚検査があります。

パーキンソン病嗅覚検査キットとしては、T&T
オルファクトメーター（第一薬品産業㈱）が、我が
国唯一の検査キットとして販売されています。こ
れは、体内診断薬として保険点数（診療報酬点数）
が定められており、嗅覚障害の程度や治療効果の
判定、労災の補償判定のため、耳鼻咽喉科領域で
広く使用されています。

また、認知症やパーキンソン病の早期発見のた
めに嗅覚の同定（何のにおいかがわかる）能力を測
定する検査キット「においスティック」（保険適応
外）もあります。

【関連文献】
出典：第一薬品産業㈱パンフレット（2013年版）より

〈執筆協力会社〉中澤氏家薬業㈱ 高知本社

結果が数値データとして得られる臨床
検査では、測定値を解釈するために何らかの目安
が必要となります。この解釈のための指標として、
①健康人集団の測定値である「基準値・基準範囲」
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臨床検査値に示される基準範囲
はどのようにして決められるもの
ですか。また臨床的な判断を行
う指標とは異なるものですか。

（2017年2月）

と、②特定の病態に対する判別指標である「臨床判
断値」という２種類の数値があります。両者は概念
と算出方法が全く異なっており、明確に区別して
利用する必要があります。
●基準値・基準範囲

基準値とは、一定の明確な医学的基準によって
選抜された個体（これを基準個体と呼ぶ）の示す測
定値と定義されます。この基準個体の示す基準値
を数多く集めて、基準個体が属する母集団の測定
値分布を統計学的に推計し、その分布の中央95％
を含む数値範囲を算出したものが基準範囲です。
一般には、基準個体としては“健康”と判断される
個体が選抜されます。そのことから、基準値・基
準範囲は、かつては「正常値・正常範囲」と呼ばれ
ていましたが、正常値・正常範囲という言葉には、
あたかも「健康状態の指標である」かのような多く
の混乱や誤解を招く可能性があり、最近では使用
されなくなってきています。例えば基準値の出し
方から明らかなように、健康な人でも５%は基準
範囲からはずれることになります。

基準範囲は、基準個体の選抜や層別化の条件（病
的な個体や検査に影響を与える既往歴・服薬歴の
ある個体の除外、生活習慣による除外基準の設定
など）、算出に用いる個体数、統計処理法、また測
定法などさまざまな要因により変動します。近年
では、測定法の標準化が進み、測定値に関しては
施設間差がほとんどない項目も増えています。し
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かし実際には基準範囲が施設ごとに異なる状況が
続いていました。そこで、JCCLS（日本臨床検査標
準協議会）では、大規模調査データを基に生化学・
血液検査の40項目について共用基準範囲案を策定
し、各種学術団体、業界団体に広く意見を求め、
それらの意見を反映させた「JCCLS共用基準範囲」
を2014年３月に公開しています。

なお、基準範囲はあくまで被検者の測定値を解
釈するための汎用的な“物差し”ととらえるべきで
あり、臨床的な判断を行うための指標は、次に述
べる臨床判断値を利用することとなります。

●臨床判断値
特定の病態に関して、その診断、予防や治療、

予後について判定を行う際の基準となる値であり、
「診断閾値」「治療閾値」「予防医学的閾値」の３つに
区分されます。

診断閾値は、検査で鑑別すべき病態について、
これを有する群と、有さない群（健康人とは限ら
ない）を振り分ける意思決定に用いる値です。検
査結果を陽性、陰性に２分割する値であることか
らカットオフ値とも呼ばれます。鑑別対象となる
病態を明確に定義して初めて設定できる値である
ため、腫瘍マーカー（良性疾患と悪性疾患の鑑別）
やウイルスの抗体価（非感染者と感染者の鑑別）な
ど、利用目的の限定される病態鑑別的な検査に限
られて用いられます。

治療閾値は、緊急検査などにおいて、治療介入
の必要性を示す限界値です。臨床試験による直接
的な設定・検証は困難で、経験則や症例集積研究
により導かれます。代表例に、腎不全に透析を施
行すべきクレアチニン値、心・筋障害のリスクの
高いカリウム、カルシウム値などがあります。

予防医学的閾値は、特定の病態に対して疫学調
査研究から将来の発症が予測され、予防医学的な
見地から一定の対応が要求される検査閾値のこと
です。例えば、日本動脈硬化学会の脂質異常症の
診断基準に記載されているLDLコレステロール値
などはその代表であり、これは、将来の虚血性心
疾患の発症が予測されることから予防医学的な対
応が要求される値です。しばしば基準範囲と混同
されますが、基準範囲が一般性を持つのに対し、
予防医学的閾値は設定対象とした疾患のみに有効

な値であり、一般性はありません。検査値が基準範
囲内でも疾病リスクが増加する項目では、予防医学
的閾値が医学的管理の意思決定に用いられます。

【参考資料】
１）基準値・感度・特異度の概念とその正しい利用法，三

宅一徳，臨床検査データブック2015-2016，発行：医学
書院，12-16，2015

２）まずはしっかり押さえよう！臨床検査値Q&A－②
基準範囲と臨床判断値の違いは何ですか？また,「共用
基準範囲」とはどのようなものなのでしょうか？. 市
原清志,薬局,67,10,17-28,2016

３）日本における主要な臨床検査項目の共用基準範囲案
－解説と利用の手引き－2014/03/31修正版,日本臨床
検査標準協議会　基準範囲共用化委員会　編

４）日本人間ドック学会および健康保険組合連合会が公
表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」に対する
日本医師会・日本医学会の見解について（補足）,平成26
年７月23日

５）東京大学医学部附属病院検査部ホームページ
〈執筆協力会社〉中北薬品㈱ 富士支店

平成29年３月12日から、高齢運転者の
交通安全対策の推進のため、道路交通法が一部改
正になります。高齢運転者の運転免許更新手続きの
改正や、一定の違反行為をした際に臨時認知機能検
査を受けることなどが新たに盛り込まれました。
●運転免許証の更新時

道路交通法において、認知症に該当する者は運
転免許を認めないこととされており、運転免許証
の更新期間満了日（誕生日の１ヶ月後の日）の年齢
が75歳以上の高齢者は、３年に１度の免許証の更
新時に、認知機能検査と高齢者講習等を受けない
と免許証の更新はできません。
〈認知機能検査〉

判断力、記憶力の状態を知るための簡易な検査
です。
・時間の見当識：検査時の年月日、曜日及び時間

を回答する
・手がかり再生：16種類の絵を記憶し、何が描か

れていたかを回答する

QNo.1683

認知症と運転免許の取り扱いに
ついて道路交通法の改正がある
らしいが、どのようになるのか
教えてほしい。  （2016年12月）
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・時計描画：時計の文字盤を描き、指定された時
刻を表す針を描く
結果は、「認知症のおそれ」「認知機能の低下のお

それ」「認知機能の低下のおそれなし」の３段階で判
定されます。

改正後は、更新時の認知機能検査の判定結果に
より、受講する高齢者講習の内容が変わります。
75歳未満の方や、認知機能検査で“認知機能の低下
のおそれがない”と判定された方に対しては２時間
に合理化（短縮）され、その他の方に対しては、個
別指導を含む３時間の講習となります。

また、更新時の認知機能検査で“認知症のおそれ
がある”と判定された場合、臨時適性検査（医師の
診断）を受けるか、命令に従い一定の要件を満たす
医師*の診断書を提出しなければなりません。医師
の診断の結果、認知症と判断された場合は、免許
の取消又は停止の対象となります。臨時適性検査
の不受検又は医師の診断書の提出命令に違反した
場合も、免許の取消又は停止となります。

●一定の違反行為をしたとき
改正後は、75歳以上の免許を持っている方が「認

知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反
行為（18基準行為）」をした場合、臨時に認知機能検
査を受けることになります。臨時認知機能検査の
内容は、更新時における認知機能検査と同じ内容
です。

臨時認知機能検査で“認知症のおそれがある”と
判定された場合、臨時適性検査を受けるか、命令
に従い一定の要件を満たす医師＊の診断書を提出し
なければなりません。また、“認知機能の低下が運
転に影響するおそれがある”と判断された高齢者は、
新設された臨時高齢者講習を受けなければなりませ
ん。臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けない
場合には、免許の取消又は停止となります。
〈一定の違反行為（18基準行為）〉
①信号無視、②通行禁止違反、③通行区分違反、
④横断等禁止違反、⑤進路変更禁止違反、⑥しゃ
断踏切立入り等、⑦交差点右左折方法違反、⑧指
定通行区分違反、⑨環状交差点左折等方法違反、
⑩優先道路通行車妨害等、⑪交差点優先車妨害、
⑫環状交差点通行車妨害等、⑬横断歩道等におけ

る横断歩行者等妨害、⑭横断歩道のない交差点に
おける横断歩行者妨害、⑮徐行場所違反、⑯指定
場所一時不停止等、⑰合図不履行、⑱安全運転義
務違反
＊認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に

係る主治医

今回の改正により、認知機能検査の結果、“認
知症のおそれがある”と認められた方は臨時適性
検査又は診断書提出命令の対象とされており、そ
の対象者は全国で４～５万人になると予測され
ています。診断書の様式や記載方法については、
日本老年医学会の「認知症に係る診断書提出命
令制度の円滑な運用のための御協力のお願いに
つ い て 」（https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/
topics/20161214_01.html）をご覧下さい。

【参考文献】
１）道路交通法
２）道路交通法施行令
３）厚生労働省ホームページ、都道府県・指定都市認知

症施策担当者会議資料
４）警視庁ホームページ
５）警察庁ホームページ
６）日本老年医学会ホームページ

〈執筆協力会社〉中北薬品㈱ 津支店


