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鼎
談

錦織　医学教育学と医療人類学とい
う，一見異なる二つの学問分野は，非
常に親和性が高いと感じています。
　私は社会医学の一分野である医学教
育学の研究者と，総合診療医の一つの
形であるアカデミック GP（General 

Practitioner）という二つの顔を持って
います。前者として，社会の変遷とと
もに変わってきている医学教育のカリ
キュラムを分析・考察する中で，医療
人類学は医学教育に独自の貢献を果た
すのではないかと考えるようになりま
した。
　一方，アカデミック GPの立場とし
ては，総合診療医の関心に，医療人類
学が扱う内容が多いと実感していま
す。実際，私の周りの医師を見ている
と，「もっと患者さんに寄り添いたい」
「患者さんの抱える生活上の問題に対
して自分は何ができるだろう」と考え
る方が多い。ところが，臨床現場で出
合う困難に悩み，考え込んだときに，
解決のヒントとなる学問があることを
知らないのです。そこで，医学教育学
と医療人類学，その両者をどうすれば
うまく結び付けられるのだろう，と
いう問いに，最近関心を寄せていま
す。

学際領域としての医療人類学

飯田　医療人類学は，人類学という人
間の総合的な理解をめざす学問の一領
域です。
道信　特に，人間の身体，健康や病気，
治療の方法などが，それぞれの生きる
環境や文化によって多様であることを
明らかにします。そのため，世界各地
の民族や文化集団を対象に研究が行わ
れてきました。
錦織　人類を対象とした学問というこ
とで，対象範囲はとても広いですね。
まず医療人類学を理解する上で挙げら
れるキーワードは何でしょう。
道信　基本的なものとしては，環境，
身体，文化，社会です。医療人類学の
源流には，人間の生活を周りの環境へ
の適応および進化の過程と考える「生
態人類学」，生物としてのヒトを対象
にする「自然（形質）人類学」，文化
を営むものとしての人間を研究する
「文化（社会）人類学」という，人類
学の三つの下位領域があります（図）。
それぞれが備えている視点の違いが医
療人類学の多様性を特徴付けています。
錦織　例えばどのような視点がありま

すか。
道信　ある特定の地域だけにみられる
病気や障害を，その地域の生態系や社
会環境の特徴から理解し，発生の原因
を探るという視点があります。それは，
身体の形質的・遺伝学的な特徴や，周
りの環境への適応の過程とも関係する
でしょう。他方，個人や集団の病気や
苦しみの意味付け，対処の仕方を，そ
の個人や集団が共有する信念や世界観
に照らして読み解こうとする視点もあ
ります。最近では，医学・
看護・福祉を専門とする人
たちも関心を示し，医療人
類学はこれらの領域と人類
学をつなぐ学際領域として
発展しています。
飯田　医療人類学者の多く
は，文化（社会）人類学を
専門としていますね。道信
先生も私もその一人です。
錦織　医療人類学は，医学
と接点のある学問領域であ
るにもかかわらず，医師を
含む医療者側にあまり認知
されていません。その理由
として，一つは学ぶ意義が
浸透していないこと，もう

一つは学ぶ機会が限られていることが
考えられます。初めに，医師として医
療人類学を学ぶことについて整理した
いと思います。
道信　医学生のうちに医療人類学を学
ぶ意義は，自分の生きる環境や文化の
中で，身体，健康，病気，障害，治療
について当たり前と思っていること
が，他の生活環境や文化の中では必ず

■［鼎談］現場で思考する医療人類学（錦織
宏，飯田淳子，道信良子） 1 ─ 3 面
■［寄稿］スギ・ヒノキ花粉症（大久保公裕）  
　 4 面
■［寄稿］国際医療協力活動で生まれた，人
材育成・研究の新たな形（小原博） 5 面
■MEDICAL LIBRARY/金原一郎記念医
学医療振興財団 6 ─ 7 面

　日々の臨床でかかわる患者の多様な価値観を知
り，より良い治療を提供したい――。
　このような医師の思いに応える学問領域の一つ
に，医療人類学があるのをご存じだろうか。少子超
高齢化の進行，医療の高度・専門分化，患者の権利
意識の変化など，医学・医療を取り巻く状況の移り
変わりにより，社会や患者のニーズも複雑に変容し
てきている。こうした多様な変化を前に，「異文化理
解」から健康・病気・医療を考える医療人類学の理
論と方法が，臨床の実践にヒントを与えてくれる。
　本鼎談では，医療人類学を学ぶ意義と時期，医
学教育学と医療人類学の連携の可能性について，
医学教育学者と医療人類学者が検討する。
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●図　  人類学の下位領域を横断する医療人類学
医療人類学は，生態人類学，自然（形質）人類学，文化（社
会）人類学を基盤として，人間の「健康・病気・医療」を
対象に研究を行う。臨床，国際保健医療協力，医療政策な
ど，実践的な場面で用いられる場合，「応用人類学」の一
つとされることもある。近年では，医学・看護・福祉の研
究にも，医療人類学の視点や手法が取り入れられ，共同研
究が行われている。
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 鼎談　現場で思考する医療人類学

（1面よりつづく）

しも同じではなく，多様な在り方の一
つだと学ぶことです。
飯田　人類学の基本の考え方である，
「文化相対主義」ですね。
道信　はい。医療人類学を学ぶことで，
日常の臨床における医師―患者関係で
は，自己を相対化し他者に謙虚に向き
合うことを可能にすると思います。医
師側は，患者の健康や病気の考え方，
治療の求め方にはさまざまな違いがあ
ることを心得，必要な医療は行うけれ
ども，患者の気持ちをくめるところは
くむ。患者の思いを生活背景の中でき
ちんと理解していく。こうした思考と
行動を続けていくことで，次第に自分
自身のものの見方が広がります。
　他者と共感できる部分を見つけよう
とする態度は，治療が患者や家族との
関係性の中で行き詰まったときなど
に，役立つ部分があるのではないかと
思います。
錦織　患者さんは基本的に，病院に来
たいわけではありません。健康に問題
を抱えたためにやむなく病院にやって
くる。そのような，ある意味弱い立場
にいる患者さんと接することになる医
師には，「他者と謙虚に向き合う姿勢」

景やものの見方を対
立させずに，より合
わせることが必要で
す。そうすることが
できない緊急の場合
もありますが，緩和
ケア・在宅医療など
では，生活の現場を
中心に発想する人類
学の強みが生かされ
るのではないでしょ
うか。
錦織　医学にも一人
ひとりの患者さんか

ら学ぶ症例検討のような帰納的な側面
はありますが，人類学から見れば，“よ
り演繹的”なのかもしれませんね。
EBM（Evidence Based Medicine）で重
要なステップとされる「情報の患者へ
の適用」 2）ともつながるように思います。

臨床実習を経験した医学生の
反応とは

錦織　次に，医療人類学を学ぶ時期に
ついて考えてみたいと思います。学生
のうちに人類学を学ぶというと，低学
年次の基礎教育科目や教養科目の選択
科目として位置付けられていることが
多いように思います。ただ，臨床現場
に出る前に学生が医療人類学を学ぶこ
との意義に気付けるか，私は疑問に感
じています。
飯田　低学年次は，どうしても学びと
リンクする文脈を持ち合わせていませ
んから，モチベーションを上げる工夫
が必要かもしれません。
錦織　高学年次の学習ではいかがでし
ょう。先日，飯田先生には京大医学部
で，卒前臨床実習を半分終えた 5年生
を対象とする，実習の振り返りの授業
を手伝ってもらいました。低学年次の
講義と比べ，学生の反応に違いはあり
ますか？
飯田　皆さん，とても熱心で，反応が
全然違いました。実習で感じたモヤモ
ヤ，つまり医学の知識だけでは解けな
い問題を，3人の学生にプレゼンテー
ションしてもらい，グループディスカ
ッションを実施し，それを踏まえて私
が講義を行いました。
　プレゼンテーションをする学生には
事前に発表用のスライドを送ってもら
いましたが，どうしても医学に偏った
情報になるので，私が医療人類学の視
点からコメントし，社会文化的な側面
に関する情報を付け加えた第 2版のス
ライドを作ってもらいました。授業で
は，最初に第 1版のスライドで発表を
した後にディスカッションをしまし
た。各問題を考えるに当たり，他にど
のような情報が欲しいかを考えてもら
ってから第 2版での発表を行い，さら
に議論を深めました。
道信　学生からはどのようなことが話
題に挙がりましたか。
飯田　1人の学生は，がん患者の最期

の看取りの場を決めるときに，患者本
人や家族の意見が割れたらどうするか
という問いを立てました。
道信　ジレンマを抱える場面ですね。
飯田　ええ。学生はその問い対し，患
者個人の意思決定にこだわっていまし
た。ですが，患者の意思と家族の意向
は切り離せないですし，そこに患者・
家族を取り巻く社会関係なども複雑に
絡んでいます。意思決定は社会的に構
成されるものであり，多様な観点から
検討を加える必要があると伝えました。
道信　飯田先生は，医療人類学の視点
で，どう学生を導いたのでしょう。
飯田　学生は「医師―患者間で知識や
考えに差がある中で，治療の選択を家
族に丸投げしてよいのか」という疑問
を挙げていました。それに対し私は，
「それは『差』というより『違い』。医
師が生物医学の専門家だとすれば，患
者や家族の人生や生活，人間関係や価
値観などに関する専門家は患者・家
族」と伝え，双方の情報を共有し，共
同して決定していく必要があると話し
ました。学生は，それまで自分の関心
が医学的なことに偏っていたことに気
付き，もっと社会的な側面にも目を向
けていく必要があると実感してくれた
ように感じています。少しでも臨床現
場を知ったからこそ，医療人類学の視
点から学ぶ意義を共有できたのかなと
思います。
錦織　臨床現場で見聞きする内容が，
自分が医師になるという文脈上，重要
であり，そこから学びが動機付けられ
ているという意味では，Knowlesの成
人学習理論が教えることともつながる
気がしました。
飯田　5年生になれば臨床実習に出る
ので，関心を持つ範囲もおのずと広が
っていきます。症例をベースとして，
そこに医療人類学の視点を交えていく
のは良い方法だと思います。ただ，医
療が中心化されてしまうきらいもあり
ます。
錦織　医療現場は「医学文化」どっぷ
りで，医学生もそれに適応していこう
としますからね。
飯田　ええ。その意味では，例えば道
信先生が担当された地域医療実習のよ
うに，自分がそれまで身を置いたこと
のないような環境で，他者の生活を丸
ごと体験させるといったことも一方で
は必要だと思います。
道信　そうですね。本学には，医学部・
保健医療学部の学生（1―3年生）が
地域で実習を体験する科目がありま
す。私は 2009―10年に，1年生を対
象とする実習に協力教員として参加し
ました。2010年の実習は北海道利尻
島で 5日間の日程で行われ，学生は，
ウニの発生観察，医療施設の訪問，島
の生活体験を行いました（写真）。
　日誌やレポートには，島の風景や海
風の匂い，お年寄りのごつごつした手
や柔らかな手を握ったときの感触な
ど，島の暮らしを五感で感じた様子が

が欠かせません。“受験戦争”に勝ち
抜いてきた医学生に，その姿勢をどう
教えていけばよいかということは，私
自身，一つの課題でもあります。
飯田　自己を相対化して見ることで，
「一つの物差しで優劣を一概に判断す
ることはできない」ということに気付
くはずです。このことは，医師―患者
関係だけでなく，他職種に対しても当
てはまります。今はまさに多職種協働
の時代ですから，他の医療者への尊敬
の念を医師には持ってほしい。医療人
類学を学ぶことで，医師にとっての「当
たり前」が，全ての人の当たり前では
ないということを知る機会になるはず
です。
道信　地球の環境も社会の状況も大き
く変化している今，健康や病気を周り
の環境や文化とのかかわりで広くとら
える視点は大切です。臨床，基礎，社
会医学のいずれの領域においても，医
療人類学は，学生にとって学びがいの
ある分野になるでしょう。

現実の中から
理想の光を探し出す方法

道信　医療人類学を学ぶことで，人間
の身体や健康，病気や障害についても，
さまざまなとらえ方があることがわか
り，また多様性だけではなく，人間に
共通する普遍性もあるのだと知ること
ができます。
飯田　多様性と普遍性の両者を見てい
く思考法も，人類学を通じて学ぶこと
になりますね。
道信　普遍性を追究するとき，医学の
領域では，確実な根拠に基づくものに
現実を近付けていくような傾向がある
ように思うのです。
錦織　それはあるかもしれません。
道信　人類学はむしろ現実の中から理
想の光を探し出す方法を取ります。
錦織　医学が演繹的であるのに対し，
人類学は帰納的な思考であると。
道信　はい。科学の知識としては正し
くても，その知識が医療行為に応用さ
れるとき，負担や苦痛など思わぬ結果
を招くことがあります。患者さんには
それぞれの生き方があり，治療の効果
を「Life（人生，生活，命）」 1）の文脈
で客観的に判断していく。そのために
は，医療を行う側と受ける側の生活背
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 異文化理解の学問から，他者理解の視点を学ぶ 鼎談
書かれていました 3）。報告会では，学
生が，聴衆の心に染み入るような言葉
と写真で各自の学びを披露しました。
飯田　まさに異文化体験ですね。
道信　はい。実習では，まず地域を「丸
ごと知る」体験から始め，自分とは異
なる生活環境に暮らす人々の価値観や
考え方に直接触れることができるよう
に，写真を使ったフィールドワークを
取り入れました。

医師と人類学者で異なる
観察の視点

錦織　今，道信先生に紹介いただいた
フィールドワークは，人類学の方法で
あり，質的研究の方法の一つと言われ
ます。質的研究は私も医学教育学の研
究でしばしば用いますが，近年，医学・
看護・福祉でも注目されており，人類
学者との連携に大いに期待したい領域
です。
飯田　フィールドワークによって質的
データを収集し，記述する調査手法は
エスノグラフィーと呼ばれ，人類学で
始まり，現在では他のさまざまな分野
でも用いられています。質的研究は，
数値化が難しい課題に取り組むには有
効な手法と言えます。
錦織　質的研究というとインタビュー
を思い浮かべる人が多いですよね。
飯田　ええ。人類学ではインタビュー
も行いますが，それよりも参与観察が
主な方法になります。参与観察とは，
現場の活動に参与しながら観察を行う
という手法です。医師が患者に問診す
る際，医師の質問に患者が答えてくれ
たとしても，必ずしも全ての思いを語

ったとは限りません。すると，言語化
されないことは観察から見いだしてい
く必要があります。
錦織　特に，言語化しないことを良し
とする日本文化圏では，日常診療にお
いても観察の意義は大きいように感じ
ますね。　
飯田　医師も，日々患者の「観察」を
していると思いますが，医師と人類学
者では視点や方法が異なります。自分
のものの見方を相対化しながら，現場
の社会的文化的文脈の中で事象の意味
を深く掘り下げる。それが人類学なら
ではの視点であり，知りたい対象の内
側からの理解が可能になります。
　そうすると，良かれと思っていたこ
とが相手にとっては必ずしもそうでな
いことに気付いたり，相手により適し
た治療やケアの在り方が見えてきたり
するかもしれません。質的研究の方法
論だけを学ぶのではなく，人類学のも
のの見方，考え方を含めて学んでほし
いと思います。

卒後教育にも学びの場を

錦織　近年，日本の医学教育のカリキ
ュラムは，人類学を含む教養課程が縮
小される傾向にあり，この流れを止め
るのは個人的には難しいと感じていま
す。背景に医学の急速な進歩があり，
医師に求められる医学知識の量が膨大
なものになってきているからです。
道信　学部の 6年間は，医学の知識や
技能を身につける大切な時期です。学
部教育も，講義や実習だけではなく，
チュートリアルなどさまざまな学習方
法が用いられるようになっています。
初めて医療人類学を学ぶ人にはやはり
基礎知識を体系的に教える講義形式が
望ましいと私は思うのですが，実習や
チュートリアルの中で医療人類学のエ
ッセンスを伝えることもできます。
　それには教える側の工夫が必要で，
シナリオの作成などにも積極的にかか
わり，その経験を医療人類学の専門家
の間で共有することだと思います。
錦織　確かにそうですね。一方で臨床
現場には，学部教育で学んだ医学だけ
では解決できない問題がたくさんあ
る。そこで私は，人類学をはじめとす
るこれら教養科目に関連した内容の教
育を，臨床現場に出てからの教育，主
に卒後―生涯教育にもっと展開してい

くと良いのではないかと考えています。
飯田　錦織先生と共に行った研究 5）を
きっかけとして，家庭医・総合診療医
の専門研修に参加する機会があり，先
日も，卒後 6―7年目の家庭医の方た
ちに医療人類学の話をしました。家庭
医の先生方は「患者中心の医療」をめ

ざしてはいるものの，医学の知識だけ
では解けないさまざまな問題に直面し
ています。患者の生活や価値観などに
ついて考える際に，他者理解の学とし
ての医療人類学がヒントになると気付
いてくださった先生もおり，卒後―生
涯教育にも手応えを感じています。

道信　「医療人類学を学びたい」とい
う思いは，臨床現場に出てから強くな
っていくのでしょう。人間の生きる場
の複雑さは誰もが感じることです。
飯田　そういう思いを持ったときに学
んでもらうためには，人類学という学
問があることを，卒前教育で少しでも
伝えていく必要があると感じます。
道信　医療人類学が卒前教育の中に取
り入れられるような制度が整うには，
教員が，一回一回の講義や演習を大切
に，学生の満足のいく教育を積み重ね
ることです。
飯田　山口大医学部で文化人類学を教
えておられる星野晋先生は，卒前の人
類学教育について「種を植える」 1）と
表現しています。卒前で学んだ人類学
の意義がそのときには実感としてよく
わからなくても，将来臨床に出てから
思い出してもらえるような素地を作っ
ておくことは大切でしょう。
道信　そして，臨床に出てからも医療
人類学を学んでいける場を設けたいで
すね。
錦織　興味を持ったときに「ここなら
医療人類学が勉強できる」と簡単にア
クセスできるような仕組みが整備され
ると，スムーズに広がっていくのでは
ないでしょうか。それには，医療者も
人類学者も，まずはお互いのことをも
っと知ることから始めないといけませ
んね。いろいろな形で両者がつながる
コミュニティを広げることで，そこか
ら臨床に還元できるものがたくさん出
てくると思います。
飯田　医療人類学の側では現在，日本
文化人類学会の課題研究懇談会の一つ
に医療人類学教育について検討する会
があり，その中に医療者向け医療人類
学教育のワーキンググループを設け，
人類学者，医療者双方が交流できる体
制を整えつつあります。
道信　日本医学教育学会の準備教育・
行動科学教育委員会の中でも，社会科

学や行動科学の在り方について議論し
ています。少しずつ距離は近付いてき
ていますね。
錦織　今日，お二人のお話を伺ってい
て，卒前卒後を通じた医学教育の過程
で医療人類学を学ぶことの意義がずい
ぶんと明らかになったように感じま
す。唯一解を持たず，また他国・他施
設（＝異文化）の状況を参考にするこ
との多い医学教育学は，異文化理解の
学問である（医療）人類学から多くを
学ばせてもらっています。
　医学分野の人間である私から見る
と，どちらの分野も社会医学の範疇に
入る学問のように思いますが，近年話
題の医学教育認証評価においても，「行
動科学・社会医学」の項で，医療人類
学について言及されていますね 6）。医
療を取り巻く状況を鑑みるに，これま
での公衆衛生学・衛生学を中心とした
社会医学は，これからもっと幅を広げ
ていく必要があるように感じています。
　今後，医学と人類学の対話と交流が
もっと広がることを心から期待してい
ます。本日はどうもありがとうござい
ました。 （了）
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医療人類学は医学と人類学の橋渡しに

●写真　ウニの食部取り出し作業を体験
する学生 4）

2010年の北海道利尻島における地域医療
実習では，病院・診療所の訪問の他，島の重
要な産業であるウニ漁にかかわる実習を行
った。島の生活やなりわいの体験が地域医
療へのまなざしを育み，学生の成長を促す。



今回のテーマ

患者や医療者の FAQ（Frequently Asked 
Questions；頻繁に尋ねられる質問）に，
その領域のエキスパートが答えます。

今回の
回答者

Profile／1984年日医大卒，88年同大大学院修了。89年
より米国国立衛生研究所アレルギー疾患部門へ留学。
帰国後，93年より日医大耳鼻咽喉科講師，医局長，准教
授を経て 2010年より現職。日本アレルギー学会常務理
事ほか役職多数。花粉症治療をテーマにした一般向け
の書籍も多く手掛けている。

スギ・ヒノキ花粉症

大久保 公裕
日本医科大学大学院医学研究科
頭頸部・感覚器科学分野教授

（4）　　2015年3月30日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3119号

　アレルギー性鼻炎は，アレルギー疾患
の中でも治癒が難しく，重症化して患者
のQOL を低下させます。中でも罹患率
が高く近年問題化しているのが，今，花
粉飛散のピークを迎えているスギ・ヒノ
キ花粉症です。本稿では疾患の疫学的
データから治療法の進歩まで，スギ・ヒ
ノキ花粉症を俯瞰します。

FAQ

1
スギ花粉の飛散数は増えています
か？　それに伴い，有病率も増加
しているのでしょうか。

　スギ花粉症は 1964年，ブタクサ花
粉症に次いで日本で初めて報告されま
した。現在，スギ林の面積は全国の森
林面積の 18％，国土の 12％に及び，
花粉症の約 70％が，スギ花粉が原因
で生じています。一方で花粉量には地
域差があり，九州，東北，四国は多く，
北海道は極めて少なく，沖縄に至って
はスギが生息していません。なおスギ
花粉と形状が似ており，飛散時期もほ
ぼ同じなのがヒノキ花粉です。スギ花
粉症患者の約 7割がヒノキ花粉にも反
応するため，両者はまとめて扱われる
ことが多くなっています。
　図に東京都の 1985―2014年のスギ・
ヒノキ花粉飛散数，および 2015年の
予測値を示します。5年ごとの平均に
て明らかに飛散数は増加しており，
2004年や 2006年など極端に少ない年
も存在しますが，そうした場合，翌年
大量の飛散が生じる傾向も見て取れま
す。直近 10 年間の平均飛散数は
6247.1個／cm2，通常大量飛散とされ
る 1シーズン 3000個／cm2をはるか
にしのぎます。地球温暖化と花粉産生
量の多い樹齢 30年以上のスギ・ヒノ
キ樹木増加の影響で，2050年まで飛
散数は増加し続けると考えられます。
　スギ花粉症の有病率については 2008

年，日本の総人口の 26.5％という驚異
的な数値が示されました 1）。1998年の
16.2％から 10ポイント以上増加して
おり，これには抗原であるスギ花粉飛

散数の増加はもとより，生活様式や環
境の変化，免疫を獲得できる感染機会
の減少なども原因と考えられます。特
に小児，なかでも 5―9歳での患者数
の増加が顕著で，有病率は 1998年の
7.2％から 2008年の 13.7％と，年齢ご
との増加率では最も多くなっていま
す。子育てのスタイルの変化などが影
響していると考えられますが，小児で
の感作・発症の予防を真剣に考えない
と，有病率が 50％を超えるようなこ
ともないとは言い切れません。
  Answer…有病率はこの10年で
10ポイント以上増加し，25％を超えた。
花粉飛散数は 2050 年まで増え続ける
見込みである。

FAQ

2
経口薬物療法では症状が治まらな
い方もいます。薬物療法は通常，
どのように行われますか。

　現在，経口での薬物療法はケミカル
メディエーター遊離抑制薬（以下，遊
離抑制薬），第二世代抗ヒスタミン薬，
ロイコトリエン受容体拮抗薬（以下，
抗 LTs薬），Th2サイトカイン阻害薬，
抗プロスタグランジン D2・トロンボ
キサン A2薬（以下，抗 PGD2・TXA2薬）
の 5種類。点鼻薬（局所用）は遊離抑
制薬，第二世代抗ヒスタミン薬，鼻噴
霧用ステロイド薬，血管収縮薬の 4種
類があり，患者の病型，重症度によっ
て使い分けます。
◆くしゃみ・鼻汁型
　鼻粘膜のケミカルメディエーターと
してヒスタミン優位と考えられ，抗ヒ
スタミン薬か遊離抑制薬を主体にしま
す。軽症なら第一世代抗ヒスタミン薬
の頓用，中等症なら第二世代抗ヒスタ
ミン薬か遊離抑制薬，経口薬では鼻汁
をコントロールできない重症例では，
局所用ステロイド薬を用います。
◆鼻閉型
　鼻粘膜の血管拡張，または血管透過
性の亢進がみられます。血管拡張が優
位だと鼻粘膜は発赤，血管透過性亢進が
優位だと鼻粘膜は浮腫となり蒼白腫脹
します。スギ花粉症では後者が主です。
　制御すべきケミカルメディエーター

はロイコトリエン C4，D4や
トロンボキサンA2であり，実
臨床で頻用されている抗ヒ
スタミン薬は多くの場合，
あまり効果がみられません。
　軽症ならば無治療か局所
血管収縮薬の頓用（回数は
制限）。中等症なら遊離抑
制薬，抗 LTs薬，抗 PGD2・
TXA2薬（あるいは第二世
代抗ヒスタミン薬），局所用
ステロイド薬のいずれかを

選択。もしくは経口薬と，局所
用ステロイド薬か血管収縮薬を
併用します。重症の場合は上記
経口薬のいずれかと局所ステロ
イド薬の併用，さらに局所血管
収縮薬の頓用を行います。いず
れも効果がない場合は，手術的
治療法も選択されます。
◆充全型
　複数のメディエーターが密接
にかかわり，くしゃみ，鼻汁，
鼻閉のアレルギー三大症状が全て強く
出現します。最も重い症状を問診で明
らかにし，重点的に治療することが必
要です。比較的軽症なら第二世代抗ヒ
スタミン薬，Th2サイトカイン阻害薬
あるいは遊離抑制薬を中心に使用し，
中等症では経口薬 5種と局所ステロイ
ド薬のいずれかを主要な症状に応じて
選択。必要に応じ経口薬と局所用ステ
ロイド薬，血管収縮薬の併用も行いま
す。重症の場合，経口薬 5種のいずれ
かと局所ステロイド薬とを併用します
が，第二世代抗ヒスタミン薬以外の 4

つでは，古くからある抗ヒスタミン薬
（クロルフェニラミンマレイン酸塩，
メキタジンなど）を併用させると効果
的です。局所血管収縮薬の頓用もやむ
を得ないでしょう。
  Answer…経口薬 5種，局所薬
4種を，病型と重症度に応じて使い分ける。

FAQ

3
どのタイミングでどんな処方をす
るのが，最も有効なのでしょうか。

　重症の場合，ガイドライン 2）では，
花粉飛散の最盛期（東京では 3月第 2

週目，4月第 1週目）には経口ステロ
イド薬を 1―2週間を目安に使用し，
症状を緩和させると記載されていま
す。全身的なステロイドの使用に関し
ては賛否ありますが，それが必要な場
合があることも確かです。ただし，処
方は鼻アレルギー治療の研鑽を積んだ
医師が，適応となる患者に対し，十分
なインフォームド・コンセントの下に
行わねばなりません。
　また病型を問わず，花粉飛散開始（予
測）2週間前より経口薬（第二世代抗
ヒスタミン薬，遊離抑制薬）の投与を
行うと季節初期の症状がよく抑えられ
ることが二重盲検試験で確認されてお
り，季節前投与法・予防投与法として
確立されています。ただ，花粉飛散初
期，中期までは初期治療により重症に
至りにくいものの，花粉飛散後期では
多くの薬剤において，初期治療の有無
で重症度スコアに差は出なくなります。
  Answer…症状の緩和には最
盛期での経口ステロイド薬，予防には飛
散開始前の経口薬投与が有用とされる。

FAQ

4
昨年より舌下免疫療法が臨床で実
施できるようになりました。使用
時に留意すべきことは何でしょう。

　舌下免疫療法はアレルゲン免疫療法
の一部であり，従来の皮下注射療法と
の違いを知り，背景因子も考慮した慎
重な施行が求められます（表）。

　スギ花粉症に対する治療の場合，ア
レルゲンによる IgE抗体産生の増強と
いう観点から，花粉飛散季節時からは
開始しない点が極めて大切です。さら
に花粉飛散前に 3か月間の治療が必要
なため，少なくとも 11月以前に開始
することが望ましいでしょう。一方，
ダニなどの通年性抗原の場合にはアレ
ルゲンによる IgE抗体産生の急激な増
強は生じないため，いつ開始してもよ
いとされています。さらに，自宅での
アレルゲン免疫療法であるため，患者
にも十分な知識が求められます。開始
時のガイダンスと治療継続の確認が重
要であり，下記の項目について，文書
等で同意を得ておくべきでしょう 3）。
① 花粉非飛散期も含め，最低 2年程度，
長期間の治療を受ける覚悟がある
② 舌下アレルゲンエキスの服用（舌下に 2

分間保持）を毎日継続できる
③1か月に一度以上受診可能である
④ 必ず効果が期待できるわけではないこ
とを理解できる
⑤ 効果があり終了した場合も，その後効果
が減弱する可能性があると理解できる
⑥副作用等の対処法が理解できる
　今後多くの患者さんが舌下免疫療法
の恩恵を受けると思われますが，口腔
内症状，鼻炎症状，喘息症状，蕁麻疹
などがみられることもあり，アナフィ
ラキシーが生じる可能性も皆無ではな
いため，安易な施行は危険です。各種
学会における講習会などでアレルギー
性鼻炎や免疫療法の基礎的知識，臨床
的知識を得て，適切な症例を選択する
ことが求められます。
  Answer…患者も医師も十分
な知識を持ち，適応を慎重に見極める。

もう
一言

鼻粘膜に侵入した抗原により感
作が成立し，抗原特異的 IgEと
の局所免疫反応が生じるという

アレルギー性鼻炎の一連の流れにおい
て，従来の治療薬より上流のポイント
で反応を抑え，より大きな効果が得ら
れるアレルゲン免疫療法の開発が進ん
でいます。海外で発売済みの薬剤や日
本で臨床試験を準備中の薬剤もあり，
今後の選択肢の増加が期待されます。
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●表　  皮下免疫療法と舌下免疫療法の比較
皮下免疫療法 舌下免疫療法

投与経路 皮下注射（通院時） 舌下（毎日）
痛み あり なし
全身性の副作用
（アナフィラキシー等）あり

皮下免疫療法より少ない
可能性あり

通院回数
増量期：1―2回／週
維持期：最初の数回 1回／
2週，その後 1回／4週

1回／月

投与 医療機関（医師の監督下）自宅（患者の自己管理）

投与後の観察 30分 不要（初回投与時のみ 30
分）

維持用量 患者ごとに変更可 変更不可
複数抗原による治療 可能 ×（方法が未確立）

治療への患者の知識 必要 皮下免疫療法より詳しく
必要

●図　  東京都のスギ・ヒノキ花粉飛散数の平均値
東京都衛生局資料より
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●小原博氏
1978年弘前大医学部卒。82年東大大学
院医学系研究科博士課程修了（内科学）。
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より現職。長崎大客員教授兼務。NCGM
での活動を通してベトナム，ネパール，
ミャンマーなど，途上国における感染症
対策や，病院を核とした地域医療，医学
教育に従事。03年の SARS流行時にベ
トナム・中国で SARS対策に従事したこ
とが評価され，「第 16回人事院総裁賞」
受賞。

国際医療協力活動で生まれた，
 人材育成・研究の新たな形

小原 博　国立国際医療研究センター国際医療協力局連携協力部連携推進課長
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●写真　  バックマイ病院における院内感染対策の研究
発表会の様子。市内病院の院内感染対策管理
者を交え，実情調査や耐性菌に関する研究成
果を発表した。
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　国立国際医療研究センター（以下，
NCGM）では，1980年代からアジア，
中南米，アフリカなどの開発途上国を
対象に，政府開発援助に基づく医療協
力活動を実施し，それらの国の保健，
医療，人材育成に数々の貢献をしてき
ました。過去に保健医療プロジェクト
を長期間実施した保健医療施設との間
には良好な関係が構築されています。
　NCGMではそうした保健医療施設，
または行政機関と協定を結び，これら
を「海外拠点」と位置付け，当該国で
問題になっている疾患の研究，人材交
流・育成を行うという独自の協力体制
へと発展させてきました。2015年 2

月執筆時点，NCGMは 6つの海外拠
点（ベトナム：国立バックマイ病院，
チョーライ病院，カンボジア：国立母
子保健センター，ラオス：パスツール
研究所，ネパール：トリブバン大医学
部，ミャンマー：保健省保健局）を有
しています。本稿では，2つの拠点で
の筆者の経験を通して，NCGMが進
める活動の様子と，他国で築いた協力
体制について紹介します。

“世界最貧国”の地で固めた，
医療の基盤と信頼関係

　ベトナム・ハノイ市にある国立バッ
クマイ病院は 1911年の設立以来，ベ
トナム北部の中核病院として機能して
きた医療機関でした。しかし，1970

年代半ばまで続いたベトナム戦争では
4回の爆撃を受け，さらにその後の混
迷を極めた経済状況により，同院の機
能は荒廃し，医療機関としての役割を
果たせない事態に陥りました。
　こうした背景から，日本政府は同院
に対する無償資金協力および技術協力
プロジェクトの実施を決定。筆者は調
査段階から，病院関係者や保健省の
方々と本プロジェクトについて協議を
行いました。技術協力プロジェクト（バ
ックマイ病院プロジェクト；2000―05

年）が本格的に始動となった 2000年，
筆者は初代のチーフアドバイザーとし
て派遣されることになりました。そし
て NCGMから派遣された他の医師，
看護師，検査技師などの専門家と共に，
病院管理，臨床医学，看護管理，検査
室管理，地方病院の指導など，多方面
にわたる領域の技術指導を実施しまし
た。

　現地の医療者はという
と，清潔操作，患者との接
し方，身体所見の取り方，
検査機器の精度管理など基
本的な技術が身についてお
らず，それらを学習する機
会も乏しい状況にありまし
た。また，医療者も含めて
人々の表情は堅く，外国人
に対して警戒感を持ってい
ることを感じさせました。
ベトナムは長い間，先進資
本主義諸国との交流が途絶
え，世界最貧国の一つに数
えられていた国。その環境
が彼らをそうさせてしまっ
たのかもしれません。
　そこでわれわれは，まずは信頼関係
の構築を最優先に取り掛かりました。
そのためには現地の言語で会話するこ
とが重要だと，必死にベトナム語を勉
強したことは今でも思い出されます。
意思の疎通が図れるようになると，や
はり指導も仕事の進捗もスムーズにな
り，次第に信頼関係が構築されていく
ことを実感するようになりました。忙
しい毎日ではありましたが，現地のス
タッフと共に国民の医療のために行う
共同作業は，充実感を伴うものでした。
　同院の機能は短期間に著しく向上
し，昨今ではベトナムの医療と人材育
成に多大な貢献を果たす施設となって
います。2003年の SARS流行の際も，
同院は徹底した感染対策を実施するこ
とで，世界に先駆けて SARSの制圧を
達成しています。その際，筆者も保健
省やバックマイ病院関係者とこの恐怖
の感染症に立ち向かったのですが，先
のプロジェクトで築いた技術と信頼関
係が基盤となっており，協力も得やす
かったと感じました。
　2005年 8月，NCGMと同院との間
で協定が締結され，同院は NCGMに
とって最初の海外拠点となっていま
す。2010年には協定が更新され，同
院内に拠点オフィスや共同研究室を持
つなど，協力関係が続いています。現
在，同院が基軸となって，同じハノイ
市にある国立熱帯病病院，国立結核胸
部疾患病院などの協力を得ながら，感
染症（特に HIV／AIDS，結核，院内
感染対策）や生活習慣病などに関する
11の共同研究に着手しています。こ
の研究は，現地のベトナム人医師らへ
の技術指導という面だけでなく，
NCGMに属する若手医師や看護師の
研修に活用されるなど，国をまたいだ
人材育成の場としても機能しているの
です。

16年にわたる
プロジェクトを締めくくって

　従来，ネパールでは，医学教育のほ
ぼ全てを他国に依存しており，また医
療従事者の数も著しく少ない状況にあ
りました。しかし，ネパール国内で「保
健医療を向上させるためには医師の絶
対数の確保が必要」という認識が高ま
り，日本政府に対して医科大学設立を
要請。そしてプロジェクトが開始され
ることになりました。
　本プロジェクトも，先に挙げた例と
同様，無償資金協力および技術協力の
形で実施（ネパール王国医学教育プロ
ジェクト；1980―96年）。プロジェク
トの骨子には，“ネパール国内初の医
学部”としてトリブバン大医学部（附
属病院，看護学校を含む）を設立し，
それをネパールにおける医学教育・保
健医療の中核として整備・強化するこ
とが据えられました。
　筆者は 16年にわたる本プロジェク
トの最後のチームリーダーとして，
1994―96年まで派遣され，プロジェ
クトの仕上げの部分にかかわりまし
た。筆者にとって初めての海外長期派
遣ということもあって力も入りました
し，これまで多くの人の努力で築き上
げてきたプロジェクトを成功裏に終
え，ネパール側の現地の人々の手で維
持，発展できるよう引き渡したいとい
う思いも強くありました。
　最終段階で特に重点を置いたのは，
卒後研修管理，看護管理，検査室管理，
機材管理など，管理体制の強化に直結
する技術指導です。当初，最先端の医
療技術など華やかな面に興味を持つも
のの，管理能力強化という地道な活動
を軽視する医師は少なからず存在しま
した。しかし，時間をかけながら重要
性を浸透させていくことで，技術指導

も順調に進めることができました。
　1996年，無事にプロジェクトは終
了したものの，そのころからネパール
は政情の不安定な時期を迎え，内乱が
起こり，王政から連邦共和制へと取っ
て代わるという事態まで発生しまし
た。不安定な状態は 10年以上にもわ
たり，ネパールの経済に深刻な影響を
及ぼし，医療も少なからず打撃を受け
たようです。ただ，そうした環境下に
あっても，トリブバン大医学部は，ネ
パールにおける最も重要な医育，保健
医療，研究機関として，国の医療を支
える役目を果たしました。
　政情が安定してきた近年になって，
NCGMとの間で再び良好な関係が復
活しています。2013年 1月には，NCGM

と同大医学部で，研究，人材育成に関
する協力協定を結びました。以降，こ
の協定に基づき，感染症（特に多剤耐
性菌，院内感染対策，マラリア対策），
生活習慣病に関する共同研究，人材育
成など，NCGMはネパールの保健医
療の向上をめざした独自の活動を展開
しています。

技術協力プロジェクトの
成果を活用し，新たな協力へ

　本稿で述べた医療施設は，両者とも
に国を代表する施設として機能し，国
民からも高い信頼を獲得しています。
プロジェクトを通じて育った現地の人
材は，国の中心地だけでなく，各地に
広がり，指導的役割に回るようにもな
っていると聞いています。筆者として
は，プロジェクトの一時期でも現地の
医療者らと共に努力できた達成感を得
ただけでなく，そこで生まれた信頼関
係が今日まで持続し，「海外拠点」と
いう新たな形での協力関係に発展した
ことに大きな喜びを感じています。
　筆者は，先述した海外拠点において，
院内感染対策やマラリア対策の共同研
究などを一貫して継続してきました。
海外拠点と NCGMとの協力体制は軌
道に乗っており，今，感染症や生活習
慣病の研究において数々の成果が出始
めているところです。国際学会での発
表，国際誌への論文発表なども行われ
るまでに至っています。今後も国際医
療協力活動を通して築かれた協力体制
を基に，当該国と日本，双方にとって
有益な成果を得ることのできる活動が
行えるだろうと期待を持っています。



頭痛診療をスキルアップしたい
非専門医にも役立つ

《眼科臨床エキスパート》
眼感染症診療マニュアル
𠮷村 長久，後藤 浩，谷原 秀信，天野 史郎●シリーズ編集
薄井 紀夫，後藤 浩●編

B5・頁440
定価：本体17,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02019-0

評 者  大野 重昭
 北大大学院名誉教授・眼科学／
 医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院眼科部長

　この度，医学書院の《眼科臨床エキ
スパート》シリーズの一冊として，眼
感染症診療のための究極の実践書であ
る『眼感染症診療マニュアル』が発刊
された。
　本書は，長年にわた
り眼感染症の基礎およ
び臨床に熱心に従事し
てこられた総合新川橋
病院眼科部長の薄井紀
夫先生，および東京医
科大学眼科学分野教授
の後藤浩先生が編集さ
れた眼感染症に関する
新しいバイブルであ
る。薄井先生，後藤先
生は眼感染症学のリー
ダーとして世界的に活
躍しておられるだけで
はなく，感染症全般に
独自の深い見識をお持
ちの専門家である。このお二人の下に，
わが国を代表する 41人の眼感染症専
門家が集い，最新の眼感染症診療マニ
ュアルを完成させた。これは第一線の
眼科医だけではなく，眼科医療従事者，
さらには研修医や医学生にとっても必
読の貴重な書物である。
　本書は第 1章が薄井先生の総説「眼
感染症の診療概論」で始まるが，これ
は読み物として圧巻の内容である。極
小生命体としての微生物の詳細な解説
に始まり，眼感染症に対する診療原則
をご自身の哲学を基に見事にまとめて
いる。そして己の身の程をわきまえ，
微生物との共生を謳い上げており，微
生物への深い愛情すら感じられる。

　この後，第 2章では「眼瞼疾患」，
第 3章では「涙器・眼窩疾患」，第 4

章では「結膜疾患」，第 5章では「角
膜疾患」，第 6章では「ぶどう膜・網

脈絡膜疾患」，第 7章
では「眼内炎」につい
て詳記されている。そ
して最後の第 8章では
眼感染症で特に重要な
「術後感染症」につい
て記載されている。
　本書ではいずれの項
目でも読者が容易に情
報を得られやすいよう
に，基本レイアウトと
して左ページには解説
が，そして右ページに
はカラー図やシェー
マ，わかりやすい表が
配置されている。左
ページの解説は各感染

症の疾患概念，臨床所見，病原微生物
の同定，病原微生物に対する治療，生
体反応への対応，続発症への対応，そ
して予後が整然と記載されている。例
えば病原微生物の同定や検査法は各診
療所で行えるもの，病院中央検査部や
民間の検査センターに依頼できるも
の，あるいは研究目的が主で日常臨床
では不適のものなどが明記され，補助
検査の意義についてわかりやすく詳記
されている。
　また，治療法についても最新の情報
が項目ごとに簡潔に記載されており，
本書はまさに眼感染症に対する実践的
なマニュアル書の面目躍如である。ま
た，右ページのカラー図は病状をよく

表している典型例が満載されており，
診療の合間に右ページだけを見ていて
も非常にためになる。この他，簡潔で
理解しやすい表，フローチャート，シ
ェーマなども複雑な眼感染症の理解を
深め，頭を整理する上で大きな助けと
なる。
　お二人の編集者が序文で書かれてい
るように，人類は現在も，そして未来
も感染症の恐怖に脅かされ続けること
は確かである。AIDS，SARS，鳥イン

フルエンザ，デング熱，エボラ出血熱，
そして次は何が人類に押し寄せてくる
のであろうか。しかし，日本では
2014年度から高齢者を対象とした肺
炎球菌ワクチンが定期接種となるな
ど，病原微生物との闘いは着実に前進
している。われわれ眼科医も「古くて
新しい病気」である眼感染症の診療で
決してひるむことなく，今回の名著で
ある『眼感染症診療マニュアル』を最
大限に活用していきたい。

慢性頭痛の診療ガイドライン 市民版
日本頭痛学会「慢性頭痛の診療ガイドライン 市民版」作成小委員会●編

A5・頁156
定価：本体1,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02059-6

評 者  大生 定義
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　日本頭痛学会「慢性頭痛の診療ガイ
ドライン 市民版」作成小委員会（委
員長 立岡良久先生）編集による『慢
性頭痛の診療ガイドラ
イン 市民版』が医学
書院より上梓された。
これは同学会と日本神
経学会が共同でまとめた，頭痛診療医
向けの『慢性頭痛の診療ガイドライン
2013』（医学書院）を患者向けに要約・
編集したもので，本来の出版目的は患
者への啓発用にということであろう。
この目的には大変有用であり，患者が
個人で読み，理解するには役立つであ
ろうし，さらに診察室内での説明用，
待合室に備えつけとしても使える本で
ある。しかし，あらためて読ませてい
ただくと，患者のみならず，頭痛診療
を見直し，スキルアップを考えている
非専門医にも役立つ内容にもなってお
り，この点の活用も十分重要と思われ，
患者・医師両者に向けてご推薦したい
と思い筆を執った。
　本書の特徴は第一に記述が簡潔で簡
単明瞭である。テーマに対する答えが
短く，時間がないときも一瞥するだけ
で答えが得られる。第二にはサイドメ
モが充実している。ここで頭痛のバリ
エーションやさらなる情報の入手先が
わかる。第三にあくまでも質問から出
発している構成になっていることであ
る。医師であれば，すぐに読了できる
量と内容である。第四に『慢性頭痛の
診療ガイドライン 2013』以後に発表
された，最新の頭痛分類（国際頭痛分
類 第 3版 beta版）に準拠しているこ
とである。

　第三の特徴である，質問形式である
ことは，患者への説明場面に大変便利
である。特に目次と本文の間に「パブ

リッククエスチョン
（よくある質問）」を 4

ページ割いて示してい
る。患者とかかりつけ

医との間での会話を彷彿とさせる身近
な疑問で，ここから関連する本文のク
リニカルクエスチョンとその回答と解
説（ほぼ1ページあるいは見開き2ペー
ジ程度）に飛べるようになっている。
　以前評者は片頭痛患者が医療に何を
望むかを調査をしたことがある。する
と患者は，痛みの軽減よりも大切なも
のとして，頭痛をきちんと診てくれる
医師がいること，薬の説明をきちんと
受けること，痛みの原因をきちんと説
明してくれることを挙げていた。この
本が患者へのコミュニケーションの
ツールとして活用されればと願う。本
書を活用すると，頭痛患者の説明して
ほしいことに対する的確な回答を直ち
に示すことができる。先進的な患者は
そうではないかもしれないが，一般の
患者が自分で読むには少し難しい内容
もある。しかしこの本を仲立ちにして
患者・医師の成長や信頼関係の確立・
維持もできるのではないかとも考える。
　医療の均てん化の促進も叫ばれてい
る。総合診療医の在り方も議論されて
いる。「頭痛診療は無関心」でも，「専
門医に任せてばかり」でもいけない社
会の要請もある。患者の痛みや生活に
対する影響の認識，適切な診療を進め
て行く上で，本書は患者・非専門医双
方に役立つものと確信する。
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金原一郎記念医学医療振興財団
第29回研究交流助成金・第29回留学生受入助成金贈呈式開催
　金原一郎記念医学医療振興財団
（理事長＝東大名誉教授・野々村禎
昭氏）が，3月 5日に医学書院（東
京都文京区）にて，第 57回認定証
贈呈式を開催した。
　同財団は，基礎医学の振興を目的
に，年に 2回，助成金を交付してい
る。下期である今回は，海外で行わ
れる基礎医学医療に関する学会等へ
の出席を助成する研究交流助成金
と，基礎医学医療研究を目的に日本
へ留学する大学院生等を助成する留
学生受入助成金が交付された。今回の助成対象者は 27人で，対象者を代表して贈呈式に
は松田陽子氏（東京都健康長寿医療センター）他 2人が出席した。 
　開会に際し，金原優同財団常務理事（医学書院代表取締役社長）が，医学書院の創業者・
金原一郎の遺志を継いで設立された同財団の概要を紹介。「海外へ行き，直接現地で他の
先生と話す，研究発表をする，あるいは講演・研究発表を聞くことは大変意義のあること。
この受賞を励みとして，さらに良い研究を続けてほしい」と語った。
　認定証の贈呈後，選考委員長を務める野々村氏が選考過程について説明。出席した対
象者に向け，「助成金を有効に使い，立派な成果を挙げていただきたい」と激励した。 
　続いて交付対象者を代表して松田氏があいさつに立った。氏らは膵癌と加齢の関係に
関する研究に取り組み，加齢に伴い短縮することが知られる染色体末端のテロメアに着
目。膵臓の組織幹細胞のテロメア長を測定したところ，膵癌症例では対照群と比較して
テロメア長の短縮幅が大きいことが明らかになったという。この病理組織学的変化を伴
わないテロメア長の短縮が，膵癌の発生過程において何らかの役割を担っている可能性
があり，4月にフィラデルフィアで開催される第 106回米国癌学会年次総会 2015で研究
結果の発表を行う予定だ。氏は，「今後も病理学的側面から老年病研究を進め，医学研究
の進歩と医療の発展に寄与できるよう努力を続けたい」と意気込みを語った。

《眼科臨床エキスパート》
知っておきたい屈折矯正手術
𠮷村 長久，後藤 浩，谷原 秀信，天野 史郎●シリーズ編集
前田 直之，天野 史郎●編
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　《眼科臨床エキスパート》シリーズ
の一冊として発刊された前田直之先
生，天野史郎先生編集の『知っておき
たい屈折矯正手術』は，現代の屈折矯
正手術の最先端が詳し
く解説された大変勉強
になる本である。
　先 般，LASIK に 関
して消費者庁より非科
学的かつネガティブな
報道がなされ，現在，
わが国においては屈折
矯正手術に関する正し
い理解が得られていな
いことに大変危惧を感
じている。欧米では屈
折矯正手術が眼科診療
の 25％以上の重要度
を持っており，患者の
ニーズに応え満足度の
高い診療を提供するた
めには屈折矯正手術は欠かせない分野
である。この本は，屈折矯正手術の重
要性から実践までが丁寧に解説された
素晴らしいテキストブックである。
　本の構成だが，まず第 1章が総説か
ら始まり，第 2章に角膜屈折矯正手術
についてエキシマレーザーによる
LASIK，そして最近実用化されたフェ
ムト秒レーザーによる FLExや SMILE，
そして従来からの角膜切開術や角膜形
成術についても詳しく述べられてい
る。さらに，角膜内リングや老視用角
膜インレイなど，まだ導入されたばか
りの新しい技術についてもしっかりと
解説されており，これほどアップデー
トな教科書は今他に例がないであろう。
　第 3章では，有水晶体眼内レンズに
ついて，後房型，虹彩支持型，隅角支
持型と全てのレンズをカバーしてお
り，それぞれの効果と合併症について
もしっかりと網羅している。
　第 4章としてプレミアム白内障手術
を取り上げており，トーリック眼内レ
ンズ，多焦点眼内レンズについて現在
のアップデートがよく書かれている。
また，今後新しい技術として普及して

いくであろうフェムト秒レーザーによ
る白内障手術についても詳しく述べら
れているのが興味深い。
　第 5章では，屈折矯正手術後の眼鏡

とコンタクトレンズの
処方について書かれて
いる。通常の屈折矯正
手術の教科書ではあま
り触れられない分野で
あるが，本書の大変ユ
ニークな点である。一
般の開業医は屈折矯正
手術を行うというよ
り，屈折矯正手術後の
患者を診ることが多い
と思われるが，そのよ
うな診療の実際におい
て大変役立つ内容とな
っている。
　第 6章は，現在注目
されているオルソケラ

トロジーの近視進行予防についての議
論が取り上げられている。現在オルソ
ケラトロジーが単に日中の裸眼視力の
実現のみならず，近視進行の予防に寄
与しているという興味深い点について
詳しく書かれている。
　第 7章は，屈折矯正手術以外での老
視矯正，そして第 8章で眼鏡およびコ
ンタクトレンズの不満と解決法など，
屈折矯正手術ばかりでなく，屈折矯正
手術の周辺の技術や動向についても触
れられているのが興味深い。
　この本は白内障前後の屈折矯正の問
題から，LASIK，そして最先端のフェ
イキック IOLなど，全ての屈折矯正
手術を網羅していると言える。レジデ
ントから角膜専門医はもとより，実地
医家の先生方にとっても大変役に立つ
と思われる。また，手術という名前の
本であるが，オルソケラトロジーやコ
ンタクトレンズについても，屈折矯正
という視点から最先端の情報を提供し
ており，この一冊で屈折矯正における
最先端の情報を全て網羅しているとい
っても過言ではないほどに優れた本で
ある。
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ている。要所で組み込まれた超音波動
画が理解をさらに深める。特に興味深
いのが，動きで見て病態を考える発想

から生み出された新し
い運動療法の手技であ
る。筆者たちの幅広い
知識と豊富な経験が凝

縮されており，整形外科医の立場から
も非常に読み応えがある。
　理学療法士は見て触って表現する職
種であるため個人の技量に差が生じや
すく，表現が感覚的なため整形外科医
の立場からは何を言っているのかさっ
ぱりわからない場合がしばしばある。
目と指先の感覚を他人に伝えることは
難しいので仕方ないが，客観性に欠け
ることが理学療法士間の意思疎通や成
長を妨げてきたことは事実であろう。
客観表現を可能にするエコーを使いこ
なすことが，理学療法士の質を格段に
上げることを本書は証明している。よ
り質の高い運動療法を提供できれば医
療の質が向上し，より患者満足度を上
げることができるであろう。
　本書は理学療法士ばかりでなく，運
動器にかかわる医療関係者にぜひ目を
通してもらいたい。なぜなら，敏感な
アンテナと柔軟な考えを養う一冊にな
るからである。

　教育は洗脳的側面を持つ。したがっ
て，知識を得れば得るほど頭が固くな
る。一般に運動器にかかわる医療関係
者は，ほとんど全ての
人たちが解剖の挿絵・
X線画像・CT・MRIと
いった静止画で教育を
受けてきたため，静止画で病態を考え
る癖が付いている（静止画頭）。
　本書が画期的なのは，身体内部の動
きをリアルタイムに観察できるエコー
を駆使し，紙媒体で表現困難だった動
きの情報をWeb動画で閲覧できるよ
うにしていることである。わかりやす
い動画表現を加えた点で，本書は IT

時代が生み出した新しいスタイルの書
籍に位置付けられる。そればかりでな
く，中身が実に面白い。眠くなる超音
波検査の基本事項が 1項目に集約さ
れ，続く 14項目が「テニス肘」，「シ
ンスプリント」，「腰痛」など日常診療
で遭遇する機会が多い疾患を中心に構
成されている。空き時間に 1項目を楽
しく読み進めることができる分量であ
ることがありがたい。
　各項目は一般的な臨床例が最初に提
示され，「なぜ」という組み立てで病
態把握に必要な基礎，臨床に役立つ運
動療法の実際がわかりやすく解説され

屈折矯正手術の重要性から
実践までを丁寧に解説



（8）　　2015年3月30日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3119号

〔広告取扱：㈱医学書院 PR部広告担当　☎（03）3817-5696／FAX（03）3815-7850　E-mail : pr@igaku-shoin.co.jp〕




