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救急レジデントマニュアル
（第5版）
監修　相川直樹
編集　堀　進悟、藤島清太郎
B6変型　頁480　定価5,040円
［ISBN978-4-260-01874-6］

覚醒下手術ガイドライン
日本Awake Surgery研究会 編
B5　頁108　定価4,725円
［ISBN978-4-260-01863-0］CRCテキストブック

（第3版）
編集　日本臨床薬理学会
責任編集　中野重行、小林真一、景山　茂、楠岡英雄
B5　頁368　定価4,620円
［ISBN978-4-260-01796-1］

看護教員ハンドブック
編集　古橋洋子
A5　頁152　定価2,520円
［ISBN978-4-260-01894-4］臨床検査データブック 

［コンパクト版］
（第7版）
監修　高久史麿
編集　黒川　清、春日雅人、北村　聖
三五変型　頁406　定価1,890円
［ISBN978-4-260-01896-8］

〈標準臨床検査学〉
基礎医学-人体の構造と機能
編集　岩谷良則
B5　頁392　定価6,090円
［ISBN978-4-260-01753-4］

心的外傷後成長ハンドブック
耐え難い体験が人の心にもたらすもの
監訳　宅香菜子、清水　研
A5　頁572　定価5,250円
［ISBN978-4-260-01639-1］

カルテを読むための
医学用語・略語ミニ辞典
（第4版）
浜家一雄 編
新書変型　頁248　定価1,260円
［ISBN978-4-260-01878-4］

米国SWOGに学ぶ
がん臨床試験の実践
（第2版(原書第3版)）
訳者代表　福田治彦
訳　JCOGデータセンター
B5　頁256　定価5,250円
［ISBN978-4-260-01864-7］

がん疼痛緩和の薬がわかる本
余宮きのみ
A5　頁248　定価2,310円
［ISBN978-4-260-01859-3］

専門医のための消化器病学
（第2版）
監修　小俣政男、千葉　勉
B5　頁728　定価15,750円
［ISBN978-4-260-01835-7］

言語聴覚研究
第10巻　第3号
編集・発行　日本言語聴覚士協会
B5　頁152　定価2,100円
［ISBN978-4-260-01913-2］

（2面につづく）

■［シリーズ］この先生に会いたい!!（髙橋政
代，瀬尾拡史） 1 ― 3 面
■［寄稿］「第1回医学生・若手医師のため
の緩和ケア夏季セミナー」に参加して（上
元洵子） 4 面
■［講演録］『medicina』創刊50周年記念
セミナーダイジェスト（須藤博） 5 面
■MEDICAL LIBRARY 6 ― 7 面

瀬尾　いよいよ，世界初となる iPS細
胞を人に応用する臨床研究 註）が始まり
ましたね。でも，今日は研究以外のお
話も聞きたいなと思っています。
髙橋　ぜひそうしてください。実は，
私自身，自分のことを「研究者」とは
あまり思っていなくて。
瀬尾　え，そうなのですか。ご自身で
は軸足をどこに置かれていると？
髙橋　臨床医がメイン。臨床と研究，
どちらに自信があるかといえば，やは
り最先端の隅々まで把握できている臨
床のほうなんです。例えば，幹細胞の
基礎研究も自分で着手している範囲し
かわかりませんから，「研究者」と言
われるのにはやや違和感があります。
瀬尾　現在の研究においては，主に「こ
ういうことを知りたい」といった研究
のアイデアを出している役割ですか。
髙橋　そうですね。私は実験結果から
の解釈はできても，遺伝子の実験を自
分でしたことはないので，具体的にど
のような方法による実験がベストか，
という判断はできません。そのあたり

は同僚の専門家に頼っていて，私の案
を実践的な方法へとブラッシュアップ
してもらっているのです。
瀬尾　なるほど。では，研究と専門家や，
専門家と技術をつなぐという，コーデ
ィネーター役を担っているわけですね。
　現在も眼科医として患者さんの診療
を続けていらっしゃるということです
が，それは臨床を軸に置きたいという
思いからなのでしょうか。
髙橋　もちろんそれもありますが，研
究の方向性を再確認するためにも，臨
床現場に出ることが必要だと思ってい
ます。研究がめざす最終的なゴールは，
やはり自分の目の前にいる患者さんた
ちの治療に活かせるものでなくてはな
りません。どの方向に研究を進めてい
くべきかの答えが，臨床の場にあるの
です。

研究は“自分には関係ない”
と思っていた

瀬尾　学生のころから研究への関心は
持たれていたのですか。
髙橋　いえ，研究なんて自分には関係
ないと思っていました。テニスに夢中

は，眼科教授の「一人前の医者になる
には，大学院での研究 4年，留学 2年，
臨床 4年の，計 10年が必要だ」とい
う教えに従ったという面もあります。
現在のような初期臨床研修制度がなか
ったころだったからこそ，眼科一筋に
臨床も研究も取り組めたと言えるのか
もしれません。

新しいものは，異なる分野の
重なるところに芽吹く

瀬尾　京大大学院での研究を経た後，
留学先で現在の再生医療研究の原型と
なる着想を得たそうですね。
髙橋　ええ。米国ソーク研究所への留
学が転機と言えます。
　95年に夫（京大 iPS細胞研究所教
授・髙橋淳氏）と，ソーク研究所の脳
の神経幹細胞研究で著名な Rusty Gage

博士の研究室に留学したんですね。当
時，「神経は再生しない」と信じられ
ていた時代にあって，博士が取り組ん
でいた研究は神経幹細胞による再生医

で，授業にも真面目に出ていない学生
だったので（笑）。当時の京大医学部
のテニス部は強豪で，練習もハードだ
ったんです。病院実習だけは必ず出て
いましたが，あとは朝から晩までテニ
スコートにいるような毎日を送ってい
ました。ご高名な先生方が講義をされ
ていたはずですから，もったいない学
生生活を過ごしてしまいましたね。
瀬尾　とても意外です。では，数ある
診療科のなかで眼科を選択されたのは
なぜだったのでしょう。
髙橋　学問的に興味深かったという理
由はもちろんですが，現実的な理由も
あって，仕事と家庭を両立しやすそう
な診療科だと思ったのです。そうした
科が複数あった中でも，自分の手で手
術を行う眼科医は特に魅力的に映りま
した。
瀬尾　テニス漬けの学生時代を送った
ということですから，眼科医になって
からはかなり努力をされたのでは？
髙橋　そうなんです。でも，実際に患
者さんを目の当たりにして「治療した
い！」って思ったら頑張ることができ
た。当時の病棟医長の「君たちの頭で
あれば，3か月間，必死に勉強すれば，
臨床現場で必要な知識から世界で行わ
れている最先端の研究まで理解でき
る」という言葉に励まされ，ダーッと
勉強したんです。
瀬尾　そうしたなかで，研究への関心
が徐々に湧いてきたのでしょうか。
髙橋　当時の京大眼科は伝統的に研究
を重視する方が多く，私の周囲も臨床
より研究好きの医師が多かったので，
その影響は受けたかもしれません。た
だ，その当時も自分は研究に向いてい
るとは思っていなかったですね。
　それでも研究に取り組んでいたの

２つの世界からの視点が，
　　  新たな可能性を育む

髙橋　政代氏に聞くシ
リ
ー
ズ 

この先生に

会いたい!!

　今年8月1日，人工多能性幹細胞（iPS
細胞）を用いる臨床研究が，世界に先駆
けて開始されました。このプロジェクト
の中心を担うのが，理化学研究所発生・
再生科学総合研究センター網膜再生医療
研究開発プロジェクトの髙橋政代氏で
す。「臨床研究実現に至るまでどのよう
に歩んできたのか？」「プロジェクトを
率いるリーダーとして大事にすべきこと
とは？」「臨床研究が始まった今，あら
ためて考えるべきことは？」――。大き
なプロジェクトを進める髙橋氏に，サイ
エンスCGと医療の世界をつなごうと挑
む，瀬尾拡史氏が迫りました。

聞き手

瀬尾拡史 氏
株式会社サイアメント 代表取締役社長／医師

2011年東大医学部卒。医療・医学 CGに憧れ，大学在学中の 06
年専門学校デジタルハリウッドを卒業し，10年米国ジョンズ・ホ
プキンス大大学院へメディカルイラストレーションを学ぶために
短期留学を果たす。東大病院での初期臨床研修中の12年に起業し，
13年より現職。医学を専攻した確かな知識と経験を活かし，「正し
さ」と「楽しさ」とを両立させたイラスト・アニメーションを制作。
これまで手掛けてきたのは，日本 COPD対策推進会議・GOLD日
本委員会・日本医学会「COPD啓発プロジェクト」CM監修，厚
労省「乳幼児揺さぶられ症候群」予防啓発 DVDの CG制作など。
株式会社サイアメント HP　http://www.sciement.com

●たかはし　まさよ　1986年京大医学部卒。92
年同大大学院医学研究科博士課程修了。同大眼科
助手を経て，95年米国ソーク研究所に留学。97
年帰国後，京大眼科助手，同大探索医療センター
開発部助教授を経て，2006年に理化学研究所発
生・再生科学総合研究センター網膜再生医療研究
チームのチームリーダーに就任（組織改正により，
12年より現職）。先端医療センター病院眼科再生
部門部長および神戸市立医療センター中央市民病
院非常勤医を兼務し，現在も眼科患者の診察を行っ
ている。夫は京大 iPS細胞研究所教授・髙橋淳氏。

（独）理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト　プロジェクトリーダー
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CRCのすべてがわかる学会編集のテキスト　待望の改訂版

第3版CRCテキストブック第3版

CRC（Clinical　Research　Coordinator）
に必要な知識を網羅したテキストの改訂第
3版。CRCの教育・養成、また日本臨床薬
理学会認定CRC試験の受験に必須となる
知識のほか、本書全体にわたりCRCの現
場の意見・意向を存分に取り入れた内容構
成とした。CRCを目指す人はもちろんの
こと、現役のCRCや臨床試験・治験に関
わるすべての医療従事者にとっての必携書。

編集 日本臨床薬理学会
責任編集 中野重行

大分大学名誉教授／
大分大学医学部客員教授・
創薬育薬医療コミュニケーション講座

　　　　 小林真一
昭和大学医学部教授・臨床薬理学

　　　　 景山　茂
東京慈恵会医科大学教授・
総合医科学研究センター
薬物治療学研究室

　　　　 楠岡英雄
国立病院機構　大阪医療センター・
院長

B5　頁368　2013年 定価4,620円（本体4,400円＋税5％） [ISBN978-4-260-01796-1]

なるほど、こうすればよかったんだ！　糖尿病診療の「コツ」と「さじ加減」を教えます

糖尿病外来診療　困ったときの“次の一手”
本書は、糖尿病専門医が受けた“よくある”
コンサルテーション事例を題材に、外来で
の考え方と対応の仕方を順を追って解説し、
糖尿病診療のコツを伝える1冊。35の症
例を取り上げ、その第一印象から経過をた
どりながら“次の一手”をわかりやすく解
説。主治医に返す際の返事にも言及してい
る。多様性の中で個別化が求められる糖尿
病診療にどう対応していくとよいのか、そ
の考え方と進め方を学ぶのに最適の書。

岡成人
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長

B5　頁176　2013年 定価3,675円（本体3,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-01857-9]
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 この先生に会いたい !! 　2つの世界からの視点が，新たな可能性を育む

（1面よりつづく）

療という新しい分野。そこで，さまざ
まな細胞に変化する神経幹細胞を見
て，「これは網膜の再生医療につなが
る！」と思ったんです。
瀬尾　そのことには脳研究者の方々も
お気づきではなかったのですか。
髙橋　脳の再生医療をめざす研究者た
ちでしたので，そもそも網膜への関心
がなかったのでしょう。「網膜に神経
幹細胞を植える」と言ったら，Gage

博士にも大笑いされたぐらいでしたか
ら。おそらくあの時代，「神経幹細胞
が網膜再生の治療に応用できる。しか
も脳よりも先に実現できる」と考えて
いたのは，世界中の眼科医でも私だけ
だったはずです。
　だからこそ，「私がやるしかない」
って……。
瀬尾　使命感が芽生えた，と。
髙橋　そう。その後，研究を進めるこ
とにしたわけですけれど，すぐに神経
幹細胞の意義が周囲に認められたわけ
ではありませんでした。
　帰国後，神経幹細胞を網膜に移植し
たことを論文 1）にまとめて専門誌に投
稿したら，当時研究が進んでいた胎児
細胞移植が存在することを理由に，「神
経幹細胞移植は不要」というコメント
をつけられてリジェクト。「それはお
かしい」と，教授を通してエディター
に再審査をお願いし，幾度にもわたる
質疑応答を経て，ようやく掲載が認め
られたということもあったのです。
瀬尾　そうした網膜再生医療の黎明期
にご執筆された数々の論文は，今では
多くの論文で引用されているようです
ね 2）。当時，研究者の間でも意義を見
いだすことが難しかった発見を，髙橋
先生ができた要因はどこにあったので
しょう。
髙橋　眼科医の私が脳研究という世界
に飛び込み，2つの世界の境界領域に
触れることができたからではないでし
ょうか。
　新しいものは，異なる分野が重なり
合うところに生まれやすいものです。
ある分野で養った目で別の分野をのぞ
いたことで，おそらくその分野の専門
家とはまったく異なる視点で世界を見

ることができた。だからこそ，そこに
存在する新しいものを見いだすことが
できたのだと思っています。
瀬尾　その後，一貫して網膜の再生医
療研究という新しい分野へ取り組みを
続けてこられ，ついに iPS細胞の臨床
研究まで結びつきました。研究を継続
する中ではタフさが求められると思う
のですが，これまでくじけそうになっ
たことはありませんでしたか。
髙橋　実は一度くじけそうになったこ
ともあったんです。ただ，患者会等を
通して再生医療の研究を進めているこ
とや，未来の治療法についてお話しし
ていたことを思い返したら，「患者さ
んとの約束は破れない！」と思って。
そこからは迷いなくここまで進むこと
ができましたね。

研究だけをしていれば
よいわけではない

瀬尾　髙橋先生は，多彩な視点から研
究を考えていらっしゃるなあと思って
います。例えば，理化学研究所は，加
齢黄斑変性の新たな治療法の開発をめ
ざすバイオベンチャーとして㈱ヘリオ
ス（旧：㈱日本網膜研究所）を認定し
ていますが，一時期，同社の取締役も
されていましたよね。そのことを知っ
て，研究全体をマネジメントする立場
においては，単純に研究だけをしてい
ればよいわけでもないのだとあらため
て感じたんです。同社の鍵本忠尚社長
と面識があるのですが，聞いた話では
髙橋先生は商才もお持ちだとか。
髙橋　それは鍵本社長のお世辞だと思
うのですが（笑），確かに「㈱日本網
膜研究所」だったころの運営にはかな
りかかわっていましたね。そこで初め
てビジネスの面白さや重要性を理解す
ることもできました。
　ただ，大学や研究機関の方々からは
「“そっち側”へ行くな」とたくさんの
忠告も受けたんです。忠告のなかには
「そういうことを考えちゃいかん」と，
利益につながるものを考えること自
体，反対する声もあったりして……。
瀬尾　そうなのですね。確かに研究者
自身が金銭や資財管理のプロになる必
要はありませんが，自身の研究の特許
取得や産業化への発展性をまったく意
識しないというのも不十分なのではな
いでしょうか。研究者の方々には「目の
前の研究さえしていればいい」という
姿勢の方も少なくないように感じます。
髙橋　同感です。「研究者は研究さえ
していればいい」という姿勢では，結
果的に日本のライフサイエンスの足を
も引っ張りかねません。例えば，営利
を目的とした企業に基本特許を取られ
れば，大学や研究機関が特許使用料を
支払う必要が生じ，それが実用化の遅
れ，治療化に至ったときの患者負担の
増大にもつながってしまうおそれだっ
てあるのですから。
　かつては知的財産に対する関心の低

さも目立っていましたが，幸い山中伸
弥先生（京大 iPS細胞研究所）たちの
iPS細胞研究関連の知的財産戦略が知
れわたったことにより，ライフサイエ
ンスにおける特許申請の重要性は研究
者の間にも浸透したと感じています。

求められるのは，
“実用化”をめざせる人材

瀬尾　今後，iPS細胞の実用化が近づ
くにつれ，世界との競争は苛烈なもの
になると予想できます。iPS細胞関連
の研究には，従来の日本のプロジェク
トと比較すると多額の資金が投入され
ていますが，人材の確保という点では
十分な状態にあるのでしょうか。
髙橋　注目されているテーマなので，
基礎研究者自体は増えてきましたね。
一方で，iPS細胞の実用化を担う人材
が不足しているのではないかと危惧し
ています。
瀬尾　これまで異なる分野において
も，日本で発見・発明したものが，実
用化の段階で海外に先を越されてしま
う例は数多くありますよね。例えば，
最近，医療分野でも注目されている
3Dプリンターも日本発の技術ですが，
実用化の段階で海外企業から遅れをと
り，販売・製品などの主導権は海外に
移ってしまいました。
髙橋　日本は実用化の段階の研究が弱
い点が課題です。その原因としては，
日本では「Why」を問う基礎研究と
「How」を問う応用研究のバランスが
悪く，その区別もあいまいな点が挙げ
られるのではないかと考えています。
　つまり，基礎研究に携わる研究者は
多いものの，実用化を見据えた応用研
究を行う方はあまりに少なく，優れた
基礎研究の価値を十分に活かすことが
できていない。さらに，「応用研究」
と言いつつも，その実，研究内容は実
用化というゴールをめざしているとは
言いがたいものであるケースも散見さ
れるのです。
　今後，iPS細胞の再生医療の実現に
向けてリーダーシップをとっていくた
めには，基礎研究で得られた貴重な結
果を，応用研究によって実用化へと結
び付けていく人材がより多く求められ
るでしょう。
瀬尾　実用化をめざすということに関
して言えば，米国では企業が主導とな
っている一方，日本では大学や研究機
関が中心となって取り組みが進められ
ていますよね。この点についてはどの
ようにお考えですか。
髙橋　大学や研究機関が主導となるこ
とで，ビジネス志向となって利益に偏
重した方向へと突っ走らないメリット
はあると言えるのではないでしょうか。
ただ，日本にはビジネスとして iPS細
胞の実用化に取り組もうとする方が極
めて少ないのも事実です。臨床や研究
だけに活躍の場を求めるだけではなく，
起業する等，まったく異なる分野に飛

び出していく医師がもっと増えること
も期待しています。

治療の効果と患者の期待との
ギャップを埋めることが課題

瀬尾　iPS細胞の研究を推進していく
ためには，患者さんを含め一般市民の
方々からも理解を得ていく必要がある
と思います。ただ，こうしたサイエン
スに関する情報を，正確に理解しても
らうという点に難しさを感じることは
ありませんか。
髙橋　今回の臨床研究について言え
ば，実際の治療効果と一般市民の方々
の期待にギャップを感じています。「再
生医療」という言葉から，どうしても
「元通りになる」というイメージを持
たれてしまいがちなのです。
瀬尾　ともすれば，「目が見えるよう
になる治療」であるかのように思われ
てしまうわけですね。
髙橋　ええ。しかし，網膜に限らず，
細胞移植治療によって大幅な改善を得
ることは困難です。
　今回の研究で行う網膜色素上皮細胞
の再生も，将来的に治療法として実現
したとしても，0.1以下の視力を 0.1

程度に回復させるぐらいの効果でしょ
う。ですから治療後，少しでも回復し
た視力を最大限に活用できるように
ロービジョンケア（補助具を用いた視
覚のリハビリテーション等）が不可欠
であり，ロービジョンケアも加わって
ようやく完成する治療なのです。しか
しながら，こうした認識が一般市民の
方々の間にはまだ十分に広まってはい
ないと感じます。
　これまで長きにわたって不可能だと
言われた網膜の再生が，最近になって
ようやく現実味を帯びてきたところで
す。完全に回復するような再生医療が
実現するまでにはさらなる時間が必要
であることは，今後も引き続き社会に
訴えていかねばならないと考えていま
す。

エンターテイメント性を
いかに取り込むかも大事

瀬尾　学術研究の大型プロジェクトの
シンポジウムや講演を拝見すると，情
報の正確さは担保されているのでしょ
うけれど，その内容があまりに難解で
あったり，ただ実験のもようを可視化
した映像だけを流したりと，見せ方に
も工夫の余地を感じさせるものが多い
なあというのが正直な感想です。
　一般市民に受け入れやすいかたちで
伝えるという意味では，「面白い」「楽
しい」といったエンターテインメント
の要素を取り込んだかたちで研究の内
容を解説することも重要ではないでし
ょうか。
髙橋　研究内容を皆が興味を持つよう
にアピールするのが得意な研究者っ
て，確かに多くはないですよね。
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インタビュー
を終えて

２つの世界の経験が活躍の場を広げる

瀬尾　仕事を通してある教授にうかが
ったところ，医工連携などの異分野同
士の共同研究が始まるきっかけは，
『Nature』や『Science』といった一流
科学雑誌の論文ではなく，むしろテレ
ビの情報番組であることも少なくない
とおっしゃっていました。ある分野で
一流の研究者であっても，他分野の研
究となると論文ベースで理解すること
は難しく，内容を噛み砕いて紹介する
エンターテイメント性の高い媒体から
情報を得ているというのです。
　科学的な知識・思考法に長けた研究
者であってもそうなのですから，前提
となる知識・思考法を持たない一般市
民を対象にするのであればなおのこ
と，研究内容を噛み砕き，将来性や発
展性などのワクワク感をも引き出すよ
うに伝えていかなければ理解を得るこ
とは難しいと思うのです。
髙橋　なるほど。私もシンポジウムな
どは数多く行ってきていますが，十分
に伝えきれているか，と疑問に思うこ
ともあります。
瀬尾　そこで，例えばコンテンツクリ
エイターのプロと協力しながら，イラ
ストやアニメーションなどを使ったコ
ンテンツを作る発想があっても良いの
ではないか，というのが私の考えです。
研究の魅力を伝え，聞き手の期待を引
き出すようなものを作るには，プロの

研究者と同じぐらい，プロとしての能
力が必要だと思うのです。
髙橋　確かに充実したコンテンツとし
てヴィジュアライズすることができれ
ば，一般の方々の認識を広める上では
有用ですね。
　眼科領域で言えば，視覚障害に対す
る認識が社会的に著しく不足している
ので，その部分で理解の助けとなるコ
ンテンツがあるとよいかもしれませ
ん。「視覚障害」というと十把一絡げ
に「見えない」状態だと思われがちで，
「見えにくい」という実態がよく理解
されていないのです。例えば，視力が
1.0であっても，視野が狭いために「視
覚障害」となっている方もいるのです
が，こうした方々の存在は社会で十分
に認識されていません。
瀬尾　視覚障害は視力の問題だけでな
いことが認識されていないわけですね。
髙橋　ええ。ただ，われわれは隣の人
の目にはこの世界がどのように見えて
いるのかなんてわかりませんから，そ
うした理解が進まないのも無理からぬ
ことです。ですから，視覚障害の方々
にはどのように世界が見えているのか
を追体験できるようなコンテンツが作
られれば，社会の視覚障害への認識も
向上にもつながるのではないかと思う
のです。
瀬尾　なるほど。それ，作りたいなあ（笑）。

瀬尾　髙橋先生のような立場をめざす
医学生や若手医師も多くいると思いま
す。最後に，そうした方々へのメッセー
ジをお願いします。
髙橋　臨床医をめざすにしても，若い
うちの一時期でも基礎医学の研究に取
り組んでほしいですね。基礎医学の視
点から疾患をとらえる目を養うことが
できますし，研究で経験する論理的な
思考法は臨床でも役立つ能力には違い
ないと思います。
瀬尾　「将来は研究に携わりたい」と
考えている方はどのような進路を選ぶ
とよいですか。
髙橋　応用研究者をめざす方はまず臨
床を経験し，「“患者さんへの治療”と
いう出口」がわかる研究者として研究
の世界に入っていくべきだと考えてい
ます。私が研究に携わるようになって
思うのは，その道のプロである理学部

出身の基礎研究者と同じ視点で研究を
行っても，同等に渡り合うのは難しい
ということです。しかし，臨床現場を
知っているという強みがあると，そう
した研究者とは違った視点で研究を考
えていくことができます。普段から学
生には，「臨床現場を見据えることの
できる clinician scientistになろう」と
言うようにしているんです。
瀬尾　臨床と研究，どちらの経験も積
むことが，どちらの世界で働くにして
も役に立つということですね。
髙橋　ええ。臨床現場と実験室の 2つ
の世界を経験することで，活躍の場を
広げることができるはずです。
　瀬尾さんも，医療と CGの 2つの世
界を見たことが強みになっているので
はないですか。
瀬尾　脳研究の場に行って網膜再生医
療の着想を得た先生のように，2つの

世界を活かした何かを生み出せれば違
いないのですが（笑）。でも，キャリ
アは浅いながらも，医療と CGの両方
を知っているからこそ担える役割はあ
ると感じているんです。
　今，CG業界は成熟してきており，
その技術で社会に貢献したいと考えて
いるクリエイターたちもたくさんいま
す。ただ，優秀なクリエイターであっ
ても医学の専門用語は理解できないで
しょうし，優秀な医師であっても CG

技術の専門知識や表現方法には疎い。
しかし，その両方を多少なりとも経験
した私であれば，その間をつないで新
しいものが生み出せるのではないか，
そう考えています。
　先生がおっしゃった「新しいものは，
異なる分野が重なり合うところに生ま
れやすい」というのは，このことでは
ないかと思うんですが，今はなかなか
すぐには価値をわかっていただけない
という悩みもあります。
髙橋　新しい領域を作り出すために，
さらに斜めの上の発想が必要なのかも
しれませんね。CGと医学というとこ
ろにプラスアルファの何かが。
瀬尾　何でしょう。最近，いろいろな
方からお話を聞く中で「自分が求めら
れていること」がおぼろげながら見え
始めたとは思っているのですが，まだ
まだつかむまでは……。
髙橋　それは，いつかとらえられる。
ずっと自分の心のなかに留めておくと
熟成され，あるときにひらめくものだ
と思いますよ。 （了）

●註
本臨床研究が対象とする疾患は「滲出型
加齢黄斑変性」。被験者数は 6人を予定
している。患者本人の皮膚細胞から iPS
細胞を作製し，それを網膜色素上皮細胞
（RPE細胞）に変え，RPEシートを作っ

た後，網膜下に移植する。移植後，4年
以上の経過観察・追跡を行い，傷んだ
RPEを iPS細胞由来の RPEに置き換え
る方法が，視機能の低下防止・改善につ
ながる治療法となりうるか，その有効性
と安全性を検証する。

研究の話はすでにあらゆるところで何度もされているだろうと
思い，あえて研究内容以外の部分に「目」を向けてお話しさせ
ていただいたのですが，髙橋先生もとてもノリノリで，お互い

に事前の構成案を完全に無視（笑）。あっと言う間にインタビュー時間は過ぎて
いきました。大きなプロジェクトを引っ張っていくためには，あらゆる分野の
基礎知識を持ち，協力，連携が必須であり，しかし一方では誰にも負けないと
胸を張って言えるほどの専門性を自身で持っていることも必要なのだろうと，
インタビューを通じて強く感じました。
　医療の分野でもさまざまな分野同士の掛け算によって，「目」から鱗が出るよ
うな新しい何かが「目」生えるのだ，と確信しました（瀬尾拡史）。

●参考文献
1）Nishida A, Takahashi M, et al. Incor-
poration and differentiation of hippocam-
pus-derived neural stem cells transplant-
ed in injured adult rat retina. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2000 　; 　41（13）　:　
4268-74.
→当初リジェクトされたが，エディター
との質疑応答を重ね，掲載が叶った論文。
2）Takahashi M, Palmer TD, et al. Wide-
spread integration and survival of adult-
derived neural progenitor cells in the de-
veloping optic retina. Mol Cell Neurosci. 
1998　;　12（6）　:　340-8．
→幹細胞を網膜に初めて応用した論文
で，本領域の幕開けの論文として国内外
から多数引用されている。



●表　緩和ケアセミナー2日間のプログラム
プログラム 講師

1日目
基調講演：「緩和ケアの歩み」 木澤義之氏（神戸大）

講演：「私のキャリアパス」
新城拓也氏（しんじょう医院）
白土明美氏（聖隷三方原病院）
沼田綾氏（筑波メディカルセンター病院）

全体セッション：「緩和ケアの現場」
山本亮氏（佐久総合病院）／荒尾晴恵氏（阪大）／伊勢雄
也氏（日医大）／福地智巴氏（静岡県立がんセンター）／
白土明美氏（聖隷三方原病院）／西智弘氏（川崎市立井
田病院）／新城拓也氏（しんじょう医院）

全国研修施設紹介 各研修施設緩和科医師
夕食・懇親会

2日目
分科会①
・「疼痛緩和入門」
・「緩和ケアの研究」

神谷浩平氏（山形県立中央病院）
森田達也氏（聖隷三方原病院）

分科会②
・「がん患者の精神心理的ケア」
・「疼痛緩和アドバンス」

清水研氏（国立がん研究センター中央病院）
佐藤哲観氏（弘前大病院）

・全体セッション「緩和ケアの明日」グループワーク
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●上元洵子氏
2007年島根大医学部卒。同年より自治医大病
院にて初期研修。09年同大にて内科系後期研
修（1年間）。10年より栃木県立がんセンター
にて腫瘍内科レジデントとして研修（2年間）。
2年目の後半からは，緩和ケア科専属での研
修を行う。12年，岡山済生会総合病院緩和ケ
ア科にてチーフレジデントとして勤務（公益
財団法人笹川記念保健協力財団のホスピス緩
和ケアドクター研修として）。13年 4月より
現職。

●写真 左：全体セッション前の講師紹介での一コマ　右：セミナーの参加者全員で

　日本緩和医療学会主催の「第 1回医
学生・若手医師のための緩和ケア夏季
セミナー」（以下，緩和ケアセミナー）
に 2013年 8月 24―25日の 2日間参加
しました。緩和ケア医としての心得や
キャリアパスについて大いに刺激を受
けた 2日間となりました。本稿では，
その内容について報告します。

緩和ケア専門医としての心得

　プログラムは大きく分けて 1日目の
講演と，2日目の分科会という構成で
した（表）。基調講演「緩和ケアの歩み」
は日本緩和医療学会副理事長の木澤義
之先生（神戸大）より，また，全体セ
ッション「緩和ケアの現場」では，現
在さまざまな分野を舞台に第一線で活
躍する 7人の講師からお話を聞きまし
た。世界と日本における緩和ケアの歴
史に関する話題では，現在の緩和医療
専門医が社会に求められる姿勢につい
てあらためて考えさせられました。「専
門医は，より高度な知識と技術を必要
とする緩和ケア領域の複雑な諸問題に
対応することが多いため，緩和ケアに
関する知識や理解はもちろんのこと，
内科的マネジメント力や粘り強く卓越
したコミュニケーションスキルなども
必要である」との言葉に，緩和ケアに
携わる多職種の役割と機能を理解しな
がらそれぞれ専門性を生かした連携を
図る重要性を感じました。
　2日目の分科会の一つ，「緩和ケア
の研究」では，日本における緩和ケア
研究の第一人者である森田達也先生
（聖隷三方原病院）が，研究によって
患者へのケアが向上することを示され
ました。薬物療法・新規治療開発は，
緩和ケア研究における今後の課題であ

り，他国とも連携しながら，また自国
でもオリジナルで介入研究を進めてい
く必要があると述べられました。私自
身，「緩和ケアの研究をしてみたい」
と思っていても，その対象や方法が多
様でハードルが高く感じていました。
臨床的疑問に向き合うべく研究を行う
際には，自施設でコホート研究などに
取り組むか，大規模多施設試験に参加
するか，そのテーマによって使い分け
ていく考え方も大切だと実感しました。

自ら一歩踏み出すことで
広がるキャリアプラン

　「私のキャリアパス」では，3人の
先生がご自身の経験から緩和ケア医を
志したきっかけについてお話しされま
した。現在医師 17年目の新城拓也先
生は，昨年 3月に開業し，神戸で在宅
診療を行っています。脳外科医・内科
医として漁村や農村で働くなかで，根
治不能の患者さんと出会い，緩和ケア
がご自身の医師人生のテーマになった
そうです。
　医師 9年目で消化器内科・血液内科
がご専門の白土明美先生は，治療期に
おける化学療法中止のコミュニケーシ
ョンや，終末期の見極め・ケアへの悩
みから「緩和を学びたい」という思い

に至ったそうです。医師 7年目の沼田
綾先生も血液内科で，在宅移行，移植
を含めた血液腫瘍診療における緩和ケ
アへの困難感を抱いていたところ，神
谷浩平先生（山形県立中央病院）との
出会いもあり，つくばでの緩和ケア研
修を始めることになりました。それぞ
れの先生方が日常診療の中で悩みなが
ら，何らかの転機をいくつか迎えつつ，
緩和ケアの世界に足を踏み入れ，歩ん
でいるのだと知りました。自ら戸を叩
くことも大切だし，何かのきっかけで
その扉が開かれることもある，そのタ
イミングを見失わずに日々歩んでいく
ことが重要であると感じました。
　また，「全国研修施設紹介」では，
北は札幌から南は福岡まで全国 13か
所の緩和科の医師が，自施設の特色を
紹介してくださいました。学会企画で
一施設の研修内容が紹介されることは
非常にめずらしく，画期的な取り組み
であったと思います。

セミナーに参加したからこそ
わかるネットワークの重要性

　セミナーの醍醐味は何といっても参

加者同士の親睦です。講演の合間の時
間や，懇親会，グループワークでさまざ
まな交流ができました。各地から集ま
ったメンバーが世代を超えて互いの日
常診療の考え方，日ごろの悩みについ
て話し始めるとあっという間に盛り上
がり，活発なディスカッションが繰り
広げられる連鎖が生まれていきました。
　学生や研修医時代は，緩和ケアを志
す同職種の方になかなか出会えず，進
路に悩んでいました。そんな時期を振
り返ると，このような時間が夢のよう
に（!?）うれしくありがたく感じまし
た。刺激や学びに満ち，また今後の緩
和ケアを担う世代の熱気やつながりを
感じる有意義な時間でした。

＊
　全体を通じて個人的に印象に残った
こと，考えさせられたことは，大きく
2つあります。1つ目は，緩和ケアに
今後携わる上でネットワークを形成す
ることの重要性，2つ目は緩和ケア専
門医を志す上での自分自身の在り方で
す。自己研鑽も緩和ケアの普及もチー
ム医療も，己の力のみでは限界があり
ます。そんなときに助けられるのが先
輩後輩・同級生・他職種を含めた同志
のつながりであり，つながりがあって
こそ学び合い，サポートし合い，さら
に充実したより良いものを築いていけ
るように思います。セミナーで得られ
たご縁を柔軟かつ強固なものにしてい
きながら，自分自身がどのように学び
成長していくか，そして緩和ケアの提
供と普及にどのようにかかわっていく
か，今後も悩みつつ歩んでいきたいと
思います。

●第 1回「医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナー」を企画して
　緩和ケアはまだ新しい分野です。緩和ケア医を志す若手医師は，同じ道をめざす仲間も少
ないなかで，自分のキャリアに対する不安を常に抱えていました。こうした状況から，十数
名の有志とともに，「緩和ケア医を志す若手の交流の場が必要！」と訴えてから 2年，思いが
ようやく形になりました。
　今回の夏季セミナーでは，これまで 3月に行われていた日帰りでの「医学生・若手医師のた
めの緩和ケアセミナー」を発展させ，1泊 2日の合宿形式としました。緩和ケア医をめざす同
世代，そして指導医の先生方とより長い時間を過ごすことで，お互いを知り，歩んできた道
を振り返り，そしてめざすべき未来を語り合えるような場を設けることが目標でした。
　ファシリテーターにとっては初めての合宿形式。半年以上前から準備を始め，忙しい合間
の会議，何百通にもおよぶメールのやり取りがありました。時には議論が煮詰まりながらも，
本気で取り組んでいたからこそ「少しでもいいものを」と，皆で意見を出し合えました。事
務局の的確なサポートもあり，何とか最高の形で当日を迎えることができました。
　それでも私は不安でした。「ここまで大々的に企画して，皆さんに『良かった』と思っても
らえなかったらどうしよう……」。
　結果はどうだったか？　参加者の皆さんの笑顔が，全てを物語っていたと思います。それ
が，企画した私たちの何よりの喜びです。ご協力いただいた先生方，事務局，学会，そして
参加者の皆さん，全ての方々に感謝申し上げます。
　ただし，100点満点の内容だったかというと，そうでもないのではないでしょうか。改善
すべき点はたくさんあります。今年の笑顔を，これからもつないでいけるように，そして願
わくはもっと大きく，もっと大勢の方に。もう私たちは来年に向けて走り出しています。

（川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター　西智弘）

寄 稿

 　上元 洵子　聖隷浜松病院緩和医療科

若手緩和ケア医のつながりを生む2日間
第1回医学生・若手医師のための緩和ケア夏季セミナーに参加して

がん患者心理療法ハンドブック
Handbook　of　Psychotherapy　in　Cancer　Care

国際サイコオンコロジー学会の承認を受
けた、がん患者への心理療法テキストブッ
クの邦訳。過去20年間のサイコオンコロ
ジー領域における心理研究の集大成であり、
21の精神療法が収載されている。症例の
解説のみならず理論的背景、エビデンスな
どもコンパクトにまとめられ、臨床腫瘍医、
がん看護師のみならず、臨床心理士が現場
でどう介入を拡げていくかの示唆が満載。

A5　頁456　2013年 定価4,200円（本体4,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-01780-0]

監訳 内富庸介
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授・
精神神経病態学教室

　　 大西秀樹
埼玉医科大学国際医療センター教授・
精神腫瘍科

　　 藤澤大介
国立がん医療研究センター東病院・
精神腫瘍科医長

がん患者への“心のケア”の方策が満載 なぜこの薬？　副作用をどうみる？　アセスメントのポイントは？　そんな疑問がまるわかり！

がん疼痛緩和の薬がわかる本
がん疼痛緩和の薬の効用や副作用、アセス
メント、選択・使用の考え方がわかりやす
く解説された本。症例が豊富にあげられて
いるので、より理解が進む。がんの痛みの
理解から、非オピオイド、オピオイド、鎮
痛補助薬まで取りあげた、臨床のエッセン
ス満載の1冊。

余宮きのみ
埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長

A5　頁248　2013年 定価2,310円（本体2,200円＋税5％） [ISBN978-4-260-01859-3]
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身体診察の達人なんているのか？

●須藤博氏
83年和歌山医大卒。茅ヶ崎徳洲会総合病院で
内科研修後に米国 Good Samaritan Medical 
Center腎臓内科などで臨床研修。その後同院
で指導医として勤務。94年池上総合病院内
科，2000年東海大医学部総合内科を経て 06
年より現職。「3年がかりで『サパイラ――身
体診察のアートとサイエンス（原著第 4版）』
（医学書院）の監訳を多くの先生方の協力を
得て無事終えられたのが最近でもっともうれ
しかったことです」。

●写真 2　91歳男性の腹部所見（左に頭部）

身体診察の手順

　まず，身体診察は何のためにするか
を考えたいと思います。医師が患者さ
んに出会ってから診断に至るまで，頭
のなかでどのように考えるでしょうか。
　最初に，患者さんの言葉を聞きます
よね。例えば 60歳台の男性が，「一昨
日から急に右足首が痛くて歩けなくな
った」と言ったとする。われわれはそ
の言葉を「60歳台の壮年男性が 2日
前から急性に右足 1個の関節が痛くな
って来院した」と置き換えます。これ
が病歴であり，壮年男性に発症した急
性単関節炎であれば偽痛風・痛風と関
節炎の 2つを鑑別診断として考えてい
きます。
　関節が腫れているのか，関節の周り
が腫れているのかを確かめる。その時
に，よく見ると下肢に変な皮疹があっ
たとする。ここで話が変わってきます
ね。皮疹が出るような病気は何がある
かということを考えて，もう 1回話を
聞くわけです。例えば，菌血症を起こ
している化膿性関節炎で，実は数日前
に熱が出ていたならば，ほかにフォー
カスはあるかなと，もう 1回病歴を聞
いたり身体所見をとる。そこで特徴的
な身体所見があれば，確定診断にたど
り着ける。このような方向（診断を想
起し，その診断にたどり着くための特
徴的な身体所見を探すこと）がいわば
王道です。
　けれども，なかなか最初からはこの
ようにできるわけではありません。で
すから，王道とは逆向きの練習が重要
です。つまり，診断がわかっているう
えでその診断に特徴的な身体所見があ
るかどうかを確かめたり，特別な病歴
があるかどうかを聞きにいくことが大
切です。
　よく，「診断名がわかっている患者

さんを診ても勉強にならない」なんて
言いますけど，僕はそんなことはまっ
たくないと思います。診断がわかって
いるから，その病気の所見には「こん
なものがあるんじゃないか」と確かめ
ることができるのです。例えば大動脈
弁閉鎖不全症の患者さんがいるとす
る。その所見には有名なものがたくさ
んありますから，それを 1個ずつ確か

めるんです。症状でも同じです。例え
ば血管炎だと診断がわかっている患者
さんが，どういう経過で来院したかを
よく聞く。
　そういうときに，「この疾患にはこ
の所見がある」ということを知ってい
なければ絶対にわからないので，あら
かじめ知っていることが重要です。知
っていたうえで，それを探しにいくと
いう態度が一番重要じゃないかなと思
います。
　こうした練習を繰り返すうちに，本
来の方向である病歴・身体所見から診
断へたどり着くことができるようにな
ると思います。僕もそうやってずっと
練習してきました。

　今回のセミナーも含め，「身体診察
のスペシャリストである須藤先生」っ
て最近よく紹介され，「身体診察のス
ペシャリストになるにはどうすればい
いでしょうか」なんて聞かれるんです
が，「いるかそんなもん！」と思います。
身体診察だけの達人なんて絶対にあり
得ない。要するに，身体診察はあくま
でも臨床力の一部でしかなく，身体診
察の達人はすなわち臨床の達人である
ということです。残念ながら自分はま
だとても臨床の達人とはいえません。
身体所見の写真をたくさん撮っている
という意味で達人と呼ばれるのだった
ら，僕は胸を張って「はい，たくさん
写真を撮っているカメラ小僧です」と
は言える。でも，本当の達人というの
は，ローレンス・ティアニー先生のよ
うな人を言うので，僕は「いつかはそ
うなれたらいいな」と思っています。

わからなかったら
とにかく写真を撮っておく

　そうは言っても，「どうやって勉強
するんですか」と聞かれて「そんな方
法はない」と言っては身もフタもない
ので，自分の勉強法をお話しします。
いまはデジカメという非常に強力な
ツールがあります。昔は記録を残すこ
とが難しかったけど，デジカメによっ

て非常に正確に記録を残すことができ
る。「何だろう？」と思ってわからな
かったら，すかさず写真に撮っておく
んです。そうしたら，5年後に答えが
わかることもあります。「ああ，これ
がそうだったんだ！」ということがあ
るんですよ。
　あらかじめその所見が異常かどうか
知らなかったら，目の前にそれがあっ
ても絶対にわかりません。「私はそん
なものを見たことがない」と言った外
科医に対して，「いいえ，先生は見た
ことがあるはずです。ただ，“認識”
したことがないだけです」と言った内
科医の反論を覚えておきなさい，と『サ
パイラ――身体診察のアートとサイエ
ンス（原著第 4版）』に書いてあります。
これは私の大好きな話で 27章の小さ
な注のところに書いてあります。
　また，ずーっと「そうなりたい」と
思い続けていると，少しずつでもそう
なります。例えば聴診にしても，僕は
十数年前に右脚ブロックが聴診でわか
るということを聞いて，「そんなこと
可能なのか？」と天地がひっくり返る
ほどビックリしました。
　でも最近，レジデントと一緒に回診
していて，「この人，ひょっとして右
脚ブロックがない？」と言うと，3回
に 1回ぐらい当たるんです。右脚ブロ
ックでは，高齢者であっても 2音が吸
気時にも呼気時にも幅広く分裂して聞
こえるのですが，10年前には自分は
まったくわからなかった。だから，右
脚ブロックの患者さんがいると知った
ら，必ず聴きに行っていたんです。そ
うすると聞けるようになるんですよ。
あるとき，わかる瞬間がきます。です
から，やり続けることです。

50周年にちなんで

　『medicina』誌創刊 50周年に際し，

50という数字にちなんだ診察例をご
紹介します。臍の位置はどこか知って
いますか。実は，臍の位置は剣状突起
と恥骨結合の真ん中± 1　cmだそうで
す。その位置がどちらかに寄ると異常
だということがあります。例えば臍が
下のほうにずれるのが肝腫大とか，腹
水ですね。お腹の上部にずれるのは妊
娠です。
　それから，こんな人を診たことあり
ますか（写真 2）。91歳の高齢男性で
すけど，ものすごくしっかりした人で
した。排便・排尿の記録を自分でつけ
ておられたのですが，その後で看護師
さんに「この患者さん，50回も尿が
出ていますけどいいんですか？」と言
われて，「嘘だよ！」と思って確かめ
たら本当に 50回なんですね。ビック
リしました。よくこれだけ記録したな
と思いましたが，原因は何だと思いま
すか？
　これは，本当に患者さんに申し訳な
いことをしたと思いましたが，お腹を
診たときに「あっ！」と思いました。
下腹部が膨隆しているんですね。実は
尿閉でした。つまり尿の回数が多かっ
たのは溢流性尿失禁だったわけです。
　尿閉を診断するのに，聴性打診が有
効です。auscultatory percussionといっ
て，聴診器を恥骨結合の上に乗せて，
上から指でポンポンポンと叩いていく
んですね。叩いていって，ちょうど膀
胱の上縁までいくと音が急に大きくな
ります。『サパイラ』に書いてあった
のですが，結構使えます。恥骨結合か
ら音が変わるまでの距離が 8―9　cmを
超えていれば，間違いなく残尿のため
膀胱が大きい。ぜひ，これはやってみ
てください。
 （抜粋部分終わり）

『medicina』創刊 50周年記念セミナー　〔講師〕須藤博氏（大船中央病院内科部長）部長）

最後はやっぱり身体診察最後はやっぱり身体診察

●写真 1　セミナーの様子

　『medicina』誌の創刊50周年を記念し，若手医師・研修医を対象としたセミナー
「最後はやっぱり身体診察」が 6月 9日，医学書院（東京都文京区）にて開催され
た。講師を務めたのは須藤博氏。医師に必須のスキルである身体診察の考え方
や，知っておきたい知識を豊富な経験を基に講演いただいた。本紙では，そのも
ようをダイジェストでお伝えする［全文は『medicina』（第50巻 第10号）に掲載］。

身体所見のバイブル、待望の日本語版！

原書第4版サパイラ　身体診察のアートとサイエンス原書第4版

Sapira’s　Art　and　Science　of　Bedside　Diagnosis,　4/e

身体診察は文化の違いや時代を超えた臨床
医学のアート。筆者から直接回診で教わっ
ているような語り口を通じて、本書には
Physical　Examinationを賢く経験する
ための英知、箴言がぎっしり詰まっている。
「学生を含めすべての臨床医にマッチする
教科書」「記述の広さと深さは類書の追随
を許さないバイブル」と賛辞を集める名著
を当代きってのエキスパートたちが監訳。
待望の日本語版刊行。

著　 Jane　M.　Orient
監訳 須藤　博

大船中央病院・内科部長

　　 藤田芳郎
中部ろうさい病院・副院長

　　 徳田安春
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・教授

　　 岩田健太郎
神戸大学教授・感染治療学

B5　頁888　2013年 定価12,600円（本体12,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-01419-9]
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目でみるトレーニング　第2集
内科系専門医受験のための臨床実地問題
『medicina』編集委員会●監修
岡崎 仁昭●責任編集
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　医学書院から「すごい本」が出版さ
れた。70年余の歴史と伝統ある世界
的名著が，卓越した外科医の感性で，
日本人向けにわかりやすく，そして実
践的に翻訳された。も
ちろん，『ゾリンジャー
外科手術アトラス』の
ことである。
　原書の『Zollinger’s 

Atlas of Surgical Operations』は，1937年
の初版から絶対的な信頼と実績を誇
り，世界中の外科医に読まれている手
術書である。私も研修医時代に，先輩
に真っ先に薦められ，この書籍ととも
に外科医の仲間入りをした。初版から
70年にわたり改訂を重ね続け，2011

年，内容をさらに充実させ第 9版が出
版された。そしてこのたび，同書が日
本の外科医のために，原書の内容を正
確に伝えつつ，日本人の感性に沿った
表現を用いながら，わかりやすい手術
の翻訳書として刊行された。日本の外
科医にとってまさしく待望の 1冊であ
る。
　訳者は，『消化器外科のエビデン
ス――気になる30誌から　第2版』（医
学書院），『外科の「常識」――素朴な
疑問 50』（医学書院）など，これまで
多くの外科医に愛読されている名著を
世に送り続けている外科医の安達洋祐
さんである。驚くことに，今回は 500

ページにもわたるボリュームの世界的
名著を，たった一人で翻訳しているの
である。この翻訳書には，訳者の足か
け 3年にわたる渾身の力と日本の外科
医の成長を願う熱い想いを随所に感じ
ることができる。
　さて，今回の『ゾリンジャー外科手
術アトラス』で特筆すべきは，第 9版
として改訂された「原書の特色」と安
達さんによる「翻訳の特色」の 2つを
併せ持っていることである。「原書の
特色」としては，①右ページの美しい
線画と左ページの詳しい解説のバラン
ス，②正確で美しい高品質のイラスト
がすべてカラー表示，③時代の進歩に
応じて腹腔鏡手術や自動縫合器を使用
した手術などが追記され外科全体をさ
らに網羅，④手術方法に加えて適応・
術前準備・麻酔・体位・術後管理まで
解説，⑤Zollinger-Ellison症候群（1955

年）を提唱した R. M. Zollingerおよび
E. H. Ellisonの息子同士が著者になっ
たこと，の 5つを挙げることができる。
　一方，「翻訳の特色」として，①全ペー

ジを一人で翻訳してお
り，翻訳の仕方や語彙
の用い方など，細かな
部分の統一性に優れて
いる，②原文を正確に

わかりやすい文章に翻訳し，原書の内
容をさらに理解しやすくするため，随
所に適切な「訳注」を記載している，
③手術書の命であるイラストが精緻
で，レイアウトは原書より見やすい，
④「訳者　序」で本書の特徴と使い方
を解説している，⑤原書の価格よりか
なり安く設定され購入しやすくなって
いる，の 5つを挙げることができる。
すなわち，この『ゾリンジャー外科手
術アトラス』は，日本の外科医にとっ
て，原書の改訂と翻訳によって合わせ
て「10の特色」を持つ優れた手術書
だといえよう。
　外科医である安達さんの手術手技
は，かつて数多くの手術指導を受けた
私は今でも克明に思い出すことができ
る。「組織の愛護」と「無駄のない手
術操作」を何よりも重んじ，出血のな
い短時間の手術が印象的であった。『ゾ
リンジャー外科手術アトラス』の原書
には，合併症を避ける安全第一の手術
手技が満載されており，“gently”と
“carefully”の 2つの副詞に代表され
る愛護的な手術手技のコツが紹介され
ている。世界的名著であるこの手術書
は，安達さんの外科手術に対する姿勢
とピッタリと一致したため，優れた翻
訳書として世に出版できたに違いない。
　『ゾリンジャー外科手術アトラス』
は，研修医や専門医の手術前のイメー
ジトレーニングや術後の手術記録の記
載に役立ち，指導医の知識の確認と忘
れかけている他領域の手術手技や外科
処置のフィードバックの手助けにもな
る。医局だけでなく，手術室や外科病
棟，自宅にも置いておきたい手術書で
あり，さらには巣立つ後輩にプレゼン
トしたくなる書籍でもある。
　「読んでよし！　見てよし！　贈っ
てよし！」。日本の外科医にとってま
さに待望の 1冊の登場である。

　初めて病棟のスタッフカンファレン
スに参加するとき，薬剤師として何を
持参しますか。医薬品集，治療マニュ
アル，それとも医学辞
典でしょうか。専門家
として，薬の正確な情
報を伝えるには手元に
薬の資料を持ちたいでしょうし，医療
チームのコミュニケーションには，薬
物療法以外の知識も欠かせません。両
手にあふれるほどの資料を抱えて，メ
モも取れないということになりかねま
せん。『薬剤師レジデントマニュアル』
は，新人の薬剤師にとって白衣のポケ
ットに携帯できて頼りがいのある情報
源と申せましょう。
　本書の中心は，15章からなる各種
疾患に関する解説で，呼吸器感染症か
ら心不全，消化性潰瘍，慢性腎臓病，
糖尿病，てんかん，うつ病，アトピー
性皮膚炎，緑内障，白血病まで 51種
類の疾患を取り上げています。それぞ
れの疾患ごとに，疾患の疫学・病態，
患者の状態把握，治療（標準的処方例），
薬剤師による薬学的ケア，処方提案の
ポイントの 5項目に分けて，簡潔に解
説されています。薬学的ケアの項では，
処方チェック（投与量，相互作用），

服薬指導，治療・副作用モニタリング
の 3点について，代表的薬剤を挙げて
要点が箇条書きで示されています。執

筆者は薬剤師レジデン
ト制度のパイオニアの
一つである神戸市立医
療センター中央市民病

院の現役の医師・薬剤師です。記述は
網羅的ではなく，臨床的重要度の高い
事項に絞り，日常診療で遭遇する患者
さんの多様な問題に対し，外してはい
けないポイントのチェックに役立つ内
容となっています。
　各疾患の診断基準や治療プロトコー
ルについては，それぞれの専門学会か
ら出されているガイドラインに基づく
図表が引用され，標準となる診断，治
療法を確認することができます。医
学・医療が急速に進歩し EBMに基づ
くガイドラインの改訂が精力的に進め
られている現代において，本書が最新
の情報を維持するためには，定期的な
改訂を重ねる必要がありましょう。今
後さらに本書が版を重ねる中で，スリ
ムなサイズを維持しつつ精選された最
新の内容を盛り込むことにより，新人
薬剤師のバイブルとなることを期待し
ています。

　「試験が学習をプロモートする」の
は，古今東西問わず，真実である。
　もちろん試験には，合否を問う総括
的評価としての性質が
大きい。が，学習によ
って獲得した知識を整
理し，足りないところ
を補う形成的評価としての意義もあ
る。医師国家試験，専門医試験はいず
れも合否を決定する試験ではある。し
かし，それらをめざして学習すること
は，決して受験生に無益なものではな
く，ステップアップに有用な手段にも
なりうる。
　さて，内科系専門医に求められるの
は，患者を診察し，あらゆるデータを
駆使して的確に診断し，適切な治療を
行う臨床能力である。このため，内科
系専門医試験では，臨床実地問題が極
めて大きな意味を持つ。もちろん日常
の診療活動で臨床能力を培うことが重
要である。しかし，専門医として理解
し，知っておくべき疾患は数多く，そ
れらの疾患すべてを日常の診療活動で
経験できるとは限らない。そこで，代
表的な症例集をひも解き，自らが主治

医になって診断し，治療方針を決定す
る疑似訓練も必要となろう。
　雑誌『medicina』に連載された「目

でみるトレーニング」
は，内科系専門医をめ
ざす医師にとって，格
好の学習教材といえ

る。専門医として診療するに当たって
重要な症例が掲載されており，知識を
整理するのに有益である。
　このたび，自治医科大学の岡崎仁昭
教授が責任編集された『目でみるト
レーニング　第 2集』は，『medicina』
に連載された症例のうち，精選され，
さらにブラッシュアップされた書物で
ある。視覚情報がふんだんに取り入れ
られ，また適切な問題がわかりやすく
解説されている。知識を整理し，かつ
最新の知識を得るのにも有用である。
　内科系専門医をめざす医師だけでな
く，医師国家試験の準備にも有用であ
る。多くの専門医受験者，医学生にご
利用いただきたいと思う。
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　黒澤博身教授の業績の集大成ともい
える待望の本書が発刊された。本書は
『心臓外科の刺激伝導系』というタイ
トルであるが，発生・形態・血行動態
さらには手術方法に至
るまで解説された総合
的教科書であり，心臓
外科医にとって正に至
極の手術書といえる。
　先天性心疾患のみな
らず弁膜症，大血管疾
患も含めて心臓血管外
科手術は「心形態」を
熟知することが出発点
となる。形態的特徴と
血行動態の完璧な理解
により，理想的な心臓
の三次元的再構築を行
い得る。その意味でも，
小児心臓血管外科医の
みならず，弁膜症や大
血管疾患を対象とする成人心臓血管外
科医も基礎知識として必ず読んでほし
い一冊である。専門医を取得した外科
医にも，知識の再整理を行うために本
書は最適の書と言える。本書の内容は
新たな手術術式考案のためのアイデア
の源泉となる。
　黒澤教授が執筆された多くの論文や
教科書のエッセンスが本書一冊に凝縮
されている。本書のみで読者は論文検
索の労なくして心形態の詳細と手術の
極意を学ぶことができる。また，多く
の代表的な文献が紹介されており，よ
り深い知識を得るための道標となる。
　各ページに記載された内容のすべて
が黒澤教授の素晴らしい業績であり，
小生が新米外科医時代にリアルタイム
で教えを受けた事柄である。本書の基
となった黒澤教授の論文を片手に東京
女子医科大学附属日本心臓血圧研究
所・研究部標本室で心標本を閲覧した
ことが，小生の外科医としてのスター
トであった。ページを繰るたびに黒澤
教授に指導を受けた日々を懐かしく感
じるが，本書に書かれた内容は，決し
て歴史的事柄ではなく，診断技術が進
歩した現在でも大いに参考にすべき重
要な知見である。現在，3D-CTによ
る心内形態描出が可能となってきてい

るが，本書に解説された理論を理解す
ることにより，正確な画像診断の一助
となることは確実である。
　刺激伝導系は心内修復を行う外科医

にとってアンタッチャ
ブルな組織である。多
様性に富み，外科手技
に制約を加える大きな
要因となる。刺激伝導
系の理解なくして，理
想的な三次元修復を行
うことはできない。刺
激伝導系のみを解説し
た論文はあっても，さ
まざまな疾患を外科手
技と関連させて系統的
に詳述している医学書
は世界でも本書以外に
は存在しない。
　若手心臓外科医の諸
君には，総論の「刺激

伝導系の発生」「VSD分類」「Trabecula 

septomarginalis」「右脚の外科解剖」な
らびに各論の「正常心」の項目は真っ
先に一読することを強くお薦めした
い。本項に書かれている専門用語を含
めた内容はまさに外科医としての基本
中の基本といえる。これらの知識なく
して，以後の外科医としての進歩は期
待できないといっても過言ではない。
さらに自らが執刀する前には各論の
「心室中隔欠損」「房室中隔欠損」「Fal-

lot四徴症」の各項は熟読する必要が
ある。「Fallot四徴症」では本症の形態
的特徴を勘案した conotruncal repair法
が解説されている。
　外科医にとって，両大血管右室起始
症はその多様性のために術式選択に最
も悩む疾患群である。「両大血管右室
起始症」の項目は難解ではあるが，本
書の中でも最も素晴らしい内容といえ
る。本項では筆者の恩師である Van 

Mierop先生の malseptation（straight sep-

tum）説と conotruncal criss-crossの考
え方を基にして，正常大血管群での
SDN 型 DORV，original Taussig-Bing

奇形，posterior TGA，大血管転位群で
の false Taussig-Bing，SDL型 DORV，
ACMGAが一連のスペクトラム上にあ
る疾患であることが詳細に解説されて

　わが国の緩和ケアは 21世紀になっ
て著しく広がってきた。緩和ケアチー
ムのある医療機関は 600を超え，緩和
ケア病棟のある医療機関は 280になっ
た。基本的緩和ケアを
学ぶ研修会が全国各地
で開催されており，今
後，専門的緩和ケアの
教育・研修の重要課題
となっている。このよ
うな中で，『トワイク
ロス先生のがん緩和ケ
ア処方薬』が発刊され
たことは，まさに時宜
にかなっているといえ
る。
　トワイクロス先生は
英国オックスフォード
大卒業後，近代的ホス
ピス運動の発祥の地と
なったセント・クリス
トファー・ホスピスの研究所長とな
り，オピオイドの臨床研究にかかわり，
経口モルヒネ投与法を確立された。
WHO方式がん疼痛治療法の作成者の
一員を務め，普及活動に大きく貢献さ
れた。さらにオックスフォード大緩和
医療学の初代教授に就任し，臨床と教
育に取り組まれた世界の緩和ケアの指
導者の一人である。本書の発行により，
トワイクロス先生のこれまでの経験と
知識が集大成された最新のものを日本
語で読むことができるようになったこ
とに感激する次第である。
　本書は“Palliative Care Formulary”
カナダ版の翻訳書である。薬剤情報編
と基本知識編から構成され，薬剤情報

として，消化管系，心臓血管系，呼吸
器系，中枢神経系，鎮痛薬，感染症，
内分泌系と免疫系，尿路系，栄養と血
液，筋・骨格および関節疾患，耳・鼻・

咽喉，皮膚，麻酔薬の
緩和ケアにおける適
応，使用上の注意など
が解説されている。緩
和ケアにおける非常に
広範かつ重要な領域に
ついて，文献を基に最
新の知見を紹介しなが
ら，薬剤ごとに分類，
適応，禁忌，薬理学，
注意（警告），副作用，
使用法・投与量などの
順に記載され，すぐに
実践できるようにまと
められている。また基
本知識は，緩和ケアに
おける処方ガイダン

ス，オピオイドの効力換算比，オピオ
イド依存症の患者における手術後の痛
みのマネジメント，鎮痛薬と自動車の
運転適性，皮下持続注入法，脊髄鎮痛
法，経腸栄養チューブ経由の薬の投与，
ネブライザーによる薬の投与，緩和ケ
アにおける QT間隔の延長，チトクロ
ム P450，薬による運動障害，アナフ
ィラキシーの各章から構成されてい
る。本書は，緩和ケア薬物療法の“バ
イブル”と言っても過言ではない。
　本書が緩和ケア従事者のみならず，
がん診療に関わるすべての医療従事者
によって十分に活用され，緩和ケアに
おける症状マネジメントがさらに向上
することを心から願うものである。

いる。多彩で複雑な形態を示す両大血
管右室起始症とその近縁疾患形態的特
徴を体系的に理解することができ，画
像診断により得られる情報の整理と治
療方針（心室内 reroutingあるいは動
脈スイッチ）決定の大きな助けとなる。
ぜひ，時間をかけて熟読してほしい。
　また，「完全大血管転位症」では本
症に合併する多様な VSDと刺激伝導
系が解説されている。「解剖学的修正

大血管位置異常症」の項では，著者が
考案された atrioventricular groove patch 

plastyが紹介されている。「大動脈基
部手術」では綺麗なカラー写真ととも
にポイントが解説されており，成人心
臓外科医にも有益と考える。
　本書が，新時代を切り開く若手外科
医や，熟練の域に達した専門医にとっ
て座右の書となることを願ってやまな
い。

緩和ケア薬物療法の
“バイブル”

全ての心臓外科医
必読・至極の手術書
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