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医療と介護
2025年の

Aging in Place
地域包括ケアの未来へ

東京大学高齢社会総合研究機構
特任教授

辻 哲夫◉監修

かつて人類が経験したことのない少子高齢・多死社会を日本はどう
乗り切るのか。「団塊の世代」が75歳以上となる2025年を目前に
控え，私たちは今，大きな岐路を迎えている。
本特集では，2025年に向けての課題を概観し，超高齢社会にお
ける医療・介護の在り方を展望する。住み慣れた地域で豊かに老
いる社会（Aging in Place）が花開くために，地域包括ケアの種が
全国各地にまかれる一年となることを祈願して。
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　世界の高齢化の状況をみると，日本
の高齢化は世界でもトップレベルにあ
り，この状況はこの先 2050 年ごろま
で続くことが予測されている。韓国，
シンガポールなどのアジア諸国は日本
に追随する形で急速な高齢化の道をた
どることが予測されており，その意味
において，アジア諸国をはじめとする

世界各国は，来るべき自国の将来に重
ね合わせ，トップランナーである日本
の高齢化対応を注視している（図 1）。
　日本における人口ピラミッドの変化
をもう少し詳しくみていくと，総人口
に占める 65 歳以上の高齢者の割合が
今後増え続けることがわかる。日本は
2005 年を折り返し地点として人口減

少社会に転じた一方，高齢者数につい
ては 2040 年ごろまで増え続けると推
計されており，うち特に 75 歳以上の
後期高齢者については，2050 年ごろ
まで増加傾向が続くと見込まれている
（図 2）。そして，この高齢化は，特に
東京近郊などの都市部を中心に，急速
な進展が予測される（図 3）。
　本特集のテーマである“2025年”は，
いわゆる「団塊の世代」（1947～1949
年に生まれた人）が 75 歳以上の後期
高齢世代となる年であり，後期高齢者
が総人口の 20% 弱を占めることにな
る。団塊の世代の脳裏に「介護」とい
う言葉が現実問題としてちらつき始め
る，いわば本格的な超高齢社会の始ま
りの年と言える。
　重要なのは，2025 年が山場なので
はなく，入口に過ぎないということで
ある。生産年齢人口の減少を含む総人
口の減少と上述の人口高齢化とが同時
並行的に進展していくこの先の数十年
をどのように乗り切っていくのか。
2025 年はそのスタート地点に立つイ
メージであり，2013 年現在は，そのさ
らに手前の助走地点にあると言えよう。

外来に通えない患者を
いかに受け止めるか
　現在の受療行動が維持される前提に
おいて，高齢者数の増加は，患者数の
増加と強く結びつく。それを踏まえる
と，増加する患者に，いかに対応する
かという点をあらためて考え直すこと
が急務である。すなわち，今こそ医療
政策が問い直されていることになる。
　ここで，患者数の推移を診療形態別
で推計すると，ひとつの特徴が見えて
くる。図 4は，外来・入院別の患者数
を推計した資料である。これを見ると，
2025 年ごろをピークとして外来患者
数は減少に転じるとされている。一般
論として有病率の高い高齢者の数は
2040 年ごろまで増え続けるにもかか
わらず，外来患者数が 2025 年ごろに
減少に転じると推計される理由のひと
つとして，「外来に通院できない患者」
が増えてくることが想定される。他方，
入院患者数のピークは，外来患者より
時期が遅れて訪れる推計となってい
る。ただし，この推計はあくまで，入
院医療の受け皿が，今後とも今までの
動向を踏襲するという前提においての
ものである。
　現実的には，入院医療の供給体制が
現在より拡充される可能性は低いと解
釈するならば，外来・入院の両者から
漏れてしまう患者に医療を提供する仕
組みを検討する必要が生じる。そのた
めの方策として，虚弱高齢者が外来通
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図1  世界の高齢化の状況
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図2  日本の年齢区分別将来人口推計
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図3  東京圏とその他地域における高齢者人口増加量と増加率（2005年→2035年）
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＊全国の高齢者人口増加量を36本のヒト型ピンで表し，地域毎の内訳に応じてピンを配置。
＊「東京圏」は埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県，「周辺4県」は茨城県・栃木県・群馬県・山梨県，「名古屋圏」は愛知県・三重県・岐阜県，「関西圏」は大阪府・京都府・兵庫県・奈良県を指す。
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図4  入院・外来患者数の将来推計
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院するための移動手段を確保する方策
等とともに，在宅医療・ケアの体制整
備が筆頭に挙げられる。これが実現さ
れない限りは，入院医療を崩壊に追い
込むまで切迫した事態が訪れると言っ
ても過言ではないだろう。
　なお，この患者数の推計は，都市部
と地方部において異なる経過をたどる
と推計されている。例として藤田伸輔
氏（千葉大学医学部附属病院地域医療
連携部）が行った入院患者数の推計を
示す（図 5）。房総半島の最南端であ
る千葉県安房郡においては，入院患者
数は近年のうちに減少に転じると推計
されているのに対し，東京大都市圏の
近郊都市である同県柏市においては，
当面右肩上がりの状況が続くと推計さ
れている。繰り返しとなるが，超高齢
化対応，そしてそれに伴う医療体制の
再編のニーズは，特に都市部において
顕著に表れることは間違いない。

病院多死社会からの
脱却（回帰）の必要性
　入院医療をひっ迫させる背景要因の
ひとつとして，戦後約 50 年かけて少
しずつ培われてきた，病院「信仰」と
も言われるパラダイムが挙げられる。
1950 年代には日本人の 8割以上が自
宅で死亡していた。いわゆる在宅看取
りである。しかし，戦後 50 年でその
分布は完全に逆転し，約 8割が医療機
関で死亡する状況となっている（図
6）。これにより病院は，急性期医療
を提供する場であるとともに，人生の
終末を迎える場所としても，現実には
一般化されてきたところがある（もち
ろん最期を病院で過ごす期間には，年
単位から救急搬送後数時間まで，多寡
が存在する）。
　現代の高齢者のように多くの疾患を
有しながら長期にわたり慢性的な経過
をたどる患者がそれほど多くなかった
時代においては，（多くは短期集中の）
急性期医療を要する患者層とともに，
慢性的な疾患経過の延長線上で緩やか
に死に至ることが見込まれる患者層に
ついても，一定程度入院医療の範囲に
受け入れることが，実質黙認されてい
た。しかしながら，医療機関に対する

信頼の高まりと裏腹に，受療に対する
心理的なバリアが下がったことなどが
影響してか，2025 年どころか地域に
よっては既に現在においても，病院に
おける看取りが入院急性期医療の提供
を圧迫しつつある。死亡者数が 2040
年ごろまで増加し続ける今後の日本に
おいては（図 7），いずれこれが致命
的な打撃となっていくことが大いに想
定される。
　なお，以上のような「病院がいっぱ
いだから在宅へ」というのは，在宅医
療が必要とされるいわば「消極的な理
由」である。むしろ在宅医療が推進さ
れるべき「積極的な理由」は，「人生
の終末を，住み慣れた住まいで，望む
らくは慣れ親しんだ人たちに囲まれて
過ごしたほうが幸せである」という価
値観に基づくものであろう。実際，海
外の先行研究では，終末期にあるがん
患者とその介護者を対象とした研究の
結果として，「ホスピスケアを受けな
がら自宅で死を迎えたがん患者と比べ
て，病院や集中治療室で死を迎えた患
者は，終末期のQOLが低く，さらに
介護者が悲嘆による精神疾患を発症す
るリスクが高かった」と報告されてい
る（J Clin Oncol. 2010〔PMID：
20837950〕）。
　在宅医療を「消極的な理由」に基づ
いて推進する限りは，「病院から追い
出される」という患者等からの声に病
院は悩まされることになろう。国を挙
げてこれを促すためには，「積極的な
理由」に基づく推進，即ち病院信仰と
いうパラダイムからの脱却が重要であ
る。医療・介護関係者だけではなく，
国民一人ひとりがその「原点」を考え
直す時期に差し掛かっている。

地域を単位とした
在宅医療の推進をめざして
　冒頭，2025 年を本格的な超高齢社
会のスタート地点，2013 年現在をそ
の助走地点であると述べた。助走期間
にあるものの，それは「まだ猶予があ
る」ことを示すものではない。現時点
から緻密な計画のもと，各関係者が準
備を進めていかなければならない。
　東京大学高齢社会総合研究機構で

は，来るべき超高齢社会に向けて，学
際的見地から「長寿社会のまちづくり」
に関する青写真を描き（図 8），各種
取り組みを行っている。その主なもの
が在宅医療・ケアの推進であり，地域
（市町村規模）の医療・介護従事者が
主体的に自地域の在宅医療・ケアの推
進に取り組めるよう，①郡市医師会と
市町村行政が中心となり，医師が在宅
医療に取り組む動機付けを行う多職種
連携研修会，②在宅多職種連携を促す
情報共有システム開発，③開業医同士

が連携して地域の患者に対する 24 時
間の安心を確保する取り組み，④一般
市民向けの意識啓発（前述のパラダイ
ムからの脱却をめざすもの）などを試行
している。また，厚生労働省のモデル事
業である在宅医療連携拠点事業（図 9）
では，今年度全国 105 拠点においてこ
れと類似の取り組みが展開されている。
　来年度以降，各地の先駆的な取り組
みが共有され，2025 年に向けての準
備が遍く各地で進んでいくことを期待
するところである。

超高齢社会対応の「助走地点」としての2013年｜グラフ解説

図5  入院患者数の推移（千葉県の地方・都市部）
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デスク判：B5　頁2,116　定価19,950円
［ISBN978-4-260-01643-8］
ポケット判：B6　頁2,116　定価15,750円
［ISBN978-4-260-01644-5］

（4）　　2013年1月7日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3009号

喫緊かつ重要な
2025年問題
辻　将来人口推計（グラフ解説図 2）
をみると，全体の人口が減少するなか
で 75 歳以上人口は増加し続け，団塊
の世代が後期高齢者（75 歳以上）と
なる 2025 年ごろには全人口の約 2割
に達します。集団としてみた場合，
75 歳を超えると心身の自立度が低下
傾向となる。もちろん大変元気な方も
いますが，集団としては虚弱となり，
やがて亡くなるわけです。このような
事態は人類が経験したことのないもの
であり，「2025 年問題」とも言われる
このときに向けてどのような準備をす
るかが問われています。
　特に，大都市圏の急性期病院は，入
院患者の急増で機能停止する恐れがあ
ります。つまり，通院困難な虚弱高齢
者に対して，病院だけでなく，生活の
場で高齢者を支える在宅医療が必要に
なる。このように医療の在り方自体も
問われることになります。これこそが，
2025 年問題の本質だというふうに私
は考えています。
新田　入院医療の受け皿が今後大幅に
拡充されることは考えづらい。そうな
ると，2025 年をめどに，在宅医療を
含む地域包括ケアを普及・定着させる
必要があります。特に在宅医療につい
ては，在宅療養支援診療所の医師はも
ちろんのこと，地域の開業医も担わな
ければなりません。ただ，このままで
は難しいと感じています。なぜなら，
診療所の多くが臓器別医療の延長線上
にあるからです。別の言い方をすれば，
専門医が家庭医教育を受けない状況で

開業しているということです。
　今後急増する高齢者は，例えば糖尿
病や心臓病，整形外科疾患を併せ持つ
ような人たちです。そのような高齢者
を，いまの「専門医集団としての開業
医」では診ることが困難ではないでし
ょうか。在宅医療に必要とされる能力
の習得を個々人の努力に任せていて
は，2025 年問題において必要とされ
るニーズに追いつかないだろうという
危機感を持っています。
辻　医師の教育の問題についてさらに
言うと，2025 年から 2040 年をひとま
ずの勝負の時期と考えるならば，卒前
教育の改革だけでは間に合わないので
すね。切実な問題として，現在の開業
医が在宅医療に取り組むための教育シ
ステムが必要であり，残された時間は
少ないのです。

「地域全体を病棟」
とみなし，協働する
辻　現在 100 万人を超えた年間死亡
者数は今後さらに急増し，団塊の世代
が 90 歳を迎える 2040 年には 170 万
人近くに達すると予想されます。日本
人の 8割が病院で亡くなる今の状況の
ままでよいのかも問われることとなり
ます（グラフ解説図 6，7）。
松田　多死社会を迎えることで，これ
から日本人は，好むと好まざるとにか
かわらず，ターミナルの一時期を在宅
で過ごすことになるわけです。そうす
ると，いままでの「診療所からの往診
としての在宅医療」ではなく，「入院
医療の延長線上としての在宅医療」を
想定する必要があるのだと思います。

辻　いわば地域を病棟化する必要があ
るのですね。そのときに求められるの
が，「ソロプラクティスを主体とした
日本の開業医の在り方で果たして対応
できるのか」という課題の解決です。
新田　在宅医療の拠点として厚労省が
2006 年に制度化した「在宅療養支援
診療所」には，必要に応じて他の医療
機関等と連携を図りつつ，24 時間体
制で往診や訪問看護を提供できること
を要件に診療報酬が認められており，
全国で 1万 2000 件を超える登録があ
ります。ただ，看取りまで担う医療機
関となると，現状では 1割程度にとど
まっています。一般の診療所にとって
は，夜間に頻繁に呼び出されたりする
のは負担が大きいのが一因です。
松田　かかりつけ医のみで 24 時間
365 日対応するとなると，無理があり
ますよね。病院ならば，最前線にいる
看護師がナースコールやラウンドで異
常に気付き，必要な場合に医師を呼び

ます。入院医療の延長線上としての在
宅医療，つまり「地域全体を病棟とみ
なす」のならば，24 時間体制で救急・
ターミナル期に対応できる訪問看護の
役割が重要となってくるのではないで
しょうか（図 1）。
秋山　在宅医療は多職種連携が不可欠
です。医師と看護師がパートナーとし
て手をつなぐことで医師の負担が軽減
され，うまくいくケースはたくさんあ
ります。
新田　私の経験上もそう実感していま
す。ところが，往診経験のない医師は，
訪問看護の役割自体をよくわかってい
ません。まずは在宅医療の現場を経験
し，訪問看護師と実際に連携してみる
ことが大事です。
辻　「看護なくして在宅医療なし」で
すね。
秋山　看護の立場で 2025 年問題を考
えると，まずは人材育成が喫緊の課題
となっています。訪問看護ステーショ
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地域包括ケアの
未来地図を描く 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授

辻 哲夫氏◉司会
（株）ケアーズ 白十字訪問看護ステーション統括所長

秋山正子氏
医療法人社団つくし会理事長／
全国在宅療養支援診療所連絡会会長

新田國夫氏
産業医科大学公衆衛生学教室教授

松田晋哉氏

図1  在宅医療を支える上で非常に重要な訪問看護師の役割
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要介護者の急増や急性期病院の機能不全などの悲観シナリオを回避する上では，在宅
医療の充実や人材育成は喫緊の課題である。それはまた，超高齢社会にふさわしい医療・
介護の在り方を模索することにもつながっていく。病院医療を含む地域包括ケアのネットワー
クをどう構築するのか。そしてそのめざす先はどこにあるのか。2025年の未来地図を描き
出す。
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ンで働く看護職員は 3万人ほどで，看
護職員全体の約 2％に過ぎません。こ
れまでは基礎教育の臨床実習は病院主
体で，そのまま病院に就職し，在宅看
護に全く触れないままリタイアするパ
ターンがほとんどでした。今後は，病
院の看護師も退院支援にかかわり，在
宅との連携を強めてほしい。また，訪
問看護ステーションが新卒看護職員を
採用し，病院と連携して育成する取り
組みも検討されています。看護が変わ
ることによって，病院が変わり，地域
も変わっていくのだろうと思います。

急性期医療を組み
合わせ，在宅医療
を継続する
松田　カナダでも日本と同様，医師は
ソロプラクティスが中心で，やはり休
日・夜間の在宅医療が課題となってい
ます。私が視察したケベックでは，マ
ギル大の家庭医療部門が連携の中核を
担っていました。また，家庭医療部門
の訪問看護師が開業医間の役割を調整
し，カルテも共有することで，あたか
もグループ診療のような体制を取って
いました。ソロプラクティスをグルー
プ化するには開業医同士の利害関係が
ネックとなりますが，大学を挟むこと
によって回避するのですね。さらにこ
のメリットは，急変時に入院機能の裏
付けがあることです。
辻　「何かあれば入院できる」という
ことで患者も医療者も安心ですよね。
松田　はい。日本の地域ケアのモデル

とされる「尾道方式」を見学した際に
も感じたことなのですが，地域包括ケ
ア時代の在宅かかりつけ医には「高齢
者の立場に立って急性期医療を部分的
に組み合わせ，在宅医療を維持してい
く」コーディネート能力が求められる
のではないでしょうか。例えば，乳が
ん患者に皮膚の処置が必要となった場
合は皮膚科医が，肺がん患者に人工呼
吸器が必要となった場合は呼吸器科医
が一時的に往診する。あるいは，必要
に応じて短期間入院して，また在宅に
戻す。そうやって専門医療を上手に活
用するのです。
秋山　欧州の家庭医も，専門トレーニ
ングを受けた上でその地域を任され
て，ゲートキーパーとして専門医につ
なげる役目を果たしていますよね。
松田　ただそこで難しいのは，諸外国
の家庭医と比べると，日本の開業医は
自分の専門を持ちつつ内科全般に対応
していて，治療スキルが高いのですね。
ゲートキーパーに徹するような働き方
は好まれないかもしれません。
辻　私はむしろ，そのことを知って非
常にポジティブな気持ちになりまし
た。日本で専門医として育った臨床水
準の高い医師に在宅医療に取り組んで
もらうことが，2025 年問題に立ち向
かえる大きな強みになるのではないか
と思っています。
松田　確かに，昨今は抗がん薬や疼痛
の管理など，より高度な在宅医療が求
められるようになってきましたからね。
新田　私自身諸外国を視察して，日本
の開業医の治療スキルは高いと思って
います。レベルの高い在宅医療を実践
できる素地はあるわけです。今後は「治
療のための医療」から「治し，生活を

支えるための医療」への意識改革をい
かに進めるかがポイントで，在宅医療
が普及すれば，患者を総合的に診る医
師もおのずと増えるでしょう。
辻　そういう意味では，在宅医療が日
本の医療改革の橋頭堡となり得るわけ
ですね。

地区医師会という
医局，市町村行政
という病棟事務部門
辻　地域の開業医がかかりつけの患者
を在宅で診ることは，地域包括ケアの
前提であり，開業医の在宅医療への参
画とソロプラクティスのグループ化は
大変重要な課題です。
　東京大学高齢社会総合研究機構では
「長寿社会のまちづくり」構想の一環
として，首都圏ベッドタウンの典型で
ある千葉県柏市において2011年より，
かかりつけの開業医向けの在宅医療研
修プログラムと開業医のグループ化の
試行を実施しています。まず，研修プ
ログラムの試行は完了し，その評価に
基づく短縮版プログラム（表）を開発
しており，全国への普及・定着をめざ
したいと考えています。
松田　研修プログラムにおいては，ど
のような点が在宅医療推進のポイント
と評価されたのでしょうか。
辻　プログラムは，指導医と共にかか
りつけ医が在宅へ同行訪問するほか，
多職種によるグループワークを行うと
いう二重構造が効果的という結論が出
ました。具体的には，同行訪問するこ

とによって動機付けを行い，多職種連
携のグループワークを通して市町村単
位で顔の見える関係をつくることにつ
なげるのが特徴です。そしてもう一つ
のポイントは，地区（郡市）医師会と市
町村行政が主体的にかかわることです。
新田　私は 23 年間在宅医療を行って
いますが，地区医師会のなかで在宅医
療のことを語れるようになったのは，
この 5―6 年のことではないでしょう
か。それはやはり，「時代の危機感」
が語らせるようになったのだろうと思
います。
秋山　私も地区医師会の先生方と 20
年以上にわたって一緒にやってきまし
たが，「訪問看護と組むことで在宅医
療が可能になる」という言葉を聞くよ
うになったのはつい最近です。行政か
らも，「住民向けに在宅療養や看取り
の話をしてほしい」という要請がたく
さん来るようになりました。
辻　地区医師会は地域における新しい
「在宅医療医局」であり，医局は医局員，
つまり地区医師会員の修練の場であ
る。そして，病棟の事務部門に当たる
のが介護保険を担当する市町村行政と

医師の教育については，卒前教育の改革では2025年問題に
は間に合わない。切実な問題として，現在の開業医が在宅医療
に取り組むためのシステムが必要であり，残された時間は少ない。

高齢者の最期を看取るに当たっては，本人との約束を交わす
こと，患者・家族との信頼関係を構築することが条件。医療
倫理の問題を避けて通っては，2025年問題の本質的な解
決には至らない。

地域包括ケアの未来地図を描く｜座談会｜

辻 哲夫氏
1971 年東大法学部卒。厚生省（当時）に入省。社
会局老人福祉課長，保険局国民健康保険課長，大
臣官房審議官（医療保険，健康政策担当），年金局長，
官房長，保険局長，厚生労働審議官，厚生労働事
務次官などを経て，2008 年田園調布学園大教授。09
年より現職。厚労省在任中は，医療政策，高齢者・
障害者ケア政策，年金政策など社会保障政策全般に
長年携わった。著書に『日本の医療制度改革がめざ
すもの』（時事通信社）。

新田國夫氏
1967 年早稲田大第一商学部卒。79 年帝京大医学
部卒。帝京大医学部附属病院第一外科，救命救急
センターなどを経て，90年に医療法人社団つくし会新
田クリニックを設立。全国在宅療養支援診療所連絡会
会長，福祉フォーラム・ジャパン副会長，北多摩医師
会会長。2012年10月には日本臨床倫理学会を創設し，
2013 年 3月10日に第 1回年次大会を開催予定。近
著に『安心して自宅で死ぬための5つの準備』（主婦
の友社）。

 主催・共催 郡市医師会を中心とする地域の関係団体
市町村行政

 構成 ●  講義：在宅医療が必要とされる背景，在宅医療の導入，多職種連携協働（IPW），制度・
報酬，認知症，がん緩和ケア
●  グループワーク：医療・介護資源マッピング，事例検討（認知症，がん緩和ケア），在宅
医療を推進する上での課題とその解決策
●  同行実習（医師のみ）：訪問診療同行，多職種同行（訪問看護，緩和ケア病棟，ケアマネ
ジャー等）
●  懇親会：職種を越えた交流を目的として設定

 受講対象 同一地域内に勤務する在宅医療・ケア関係者（開業医，歯科医師，薬剤師，訪問看護師，
介護支援専門員，病院職員，他）各同数

 開催単位 原則として郡市程度の単位を想定

表  東京大学高齢社会総合研究機構による在宅医療研修プログラムの概要（汎用形）
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なる。やや刺激的な例えではあります
が，制度論的にそこまでの位置付けを
しないと，2025 年問題には対応でき
ないと考えています。

Aging in placeを
叶える「5つの視点」
辻　厚労省においては，地域包括ケア
について「5つの視点（①医療，②介
護，③予防，④生活支援，⑤住まい）」
での取り組みが日常生活圏域において
継続的かつ包括的に行われることが必
須である，という方向性が示されてい
ます。
新田　市町村レベルでは，それら 5つ
の視点のうち，「医療」「住まい」につ
いての認識が弱かったですね。一方の
医療者側は，地域包括ケアの時代にあ
っては医療以外の 4つの視点に目を向
けることが重要であると認識しなけれ
ばなりません。多職種や行政職，住民
とこういった価値観を共有できなけれ
ば，自分の患者さんさえ守れない未来
になってしまうのです。
秋山　私の在宅看護の経験からは，予
防とセルフケアが重要であるとつくづ
く感じています。「ちょっと具合が悪
くなればすぐに入院」では在宅医療は
成り立ちません。そういった認識のま
ま高齢化が進展すれば，すぐに病床は

パンクするでしょう。医療者側の意識
改革はもちろんのこと，患者・家族や
住民への啓発も今のうちから進めてい
くべきです。
松田　私が 5つの視点のなかで重要だ
と思うのは，「住まい」です。介護予
防事業の二次予防対象者（特定高齢者）
を持ち家者と公営住宅居住者で比較し
てみると，公営住宅住居者のほうが多
く，特に前期高齢者においては明確な
差が出ます（図 2）。
辻　つまり，公営住宅に住む高齢者は
閉じこもり傾向にあり，前期高齢者の
段階から既に生活機能が低下している
ということですか？
松田　はい。そして，経済状況別の比較
ではこの傾向はさらに顕著です（図2）。
辻　社会階層と健康の密接な関連を示
していますね。
松田　日本は，社会保障政策ではなく，
経済政策の一環として住宅環境を整備
してきました。今後，高齢者や低所得
者が安心して暮らせる街をどうつくっ
ていくか。この問題を解決しない限り，
結局は医療費にも跳ね返ってくると思
うのです。
秋山　住み慣れた場所で豊かに老い
て，最期を迎える。つまり aging in 
place を追求するには，その生活を支
えるために，医療の予防的な介入が不
可欠です。それに加えて，公的サービ
スだけに頼らない，見守りや配食も含
めた生活支援が必要となります。そう
いった観点で，住環境を整備するのが
大事ですね。
松田　そのひとつの解決策として，小
規模多機能施設を増やすことがあるの
ではないでしょうか。例えば既存の
4LDK ぐらいの住宅を皆でシェアし
て，そこに看護師が管理者としてかか

わるようなイメージです。
辻　私も同感です。既存の住宅を活用
して医療や介護のスタッフがそこに関
与すれば，ケア付高齢者住宅として立
派な建物をたくさんつくる必要はない
のですね。
松田　ええ。それに，医療機関が高齢者
用住宅を建設して，米国のサンシティ
のような特殊なコミュニティを形成す
るのは，望ましいとは思えないのです。
辻　被災地の仮設住宅にしても，全戸
の玄間が同じ方向に一列に並べられた
長屋づくりだったりして，入居者同士
が顔を合わせる機会が確保できていま
せんよね。これでは，虚弱な高齢者が
閉じこもり，ますます不活化します。
　東京大学高齢社会総合研究機構が提
案し，岩手県釜石市や遠野市で実現し
た「コミュニティケア型仮設住宅」で
は，入居者同士が交流し，お互いが協
力し合って住みよい場所となるような
工夫がなされています（写真 1）。被
災地に限らずどの地域でも，aging in 
place を叶えるためには，高齢者が孤
立せず，安心して住めるような「住ま
い」の確保が不可欠であると思います。

高齢化対策を
超えて
松田　在宅患者には医療だけでなく，
福祉・介護や経済的なニーズもあっ
て，それら複合的なニーズに対して，
適切なサービスをコーディネートする
人が必要となります。看護診断などを
通して予防的視点に長けた看護師が，
社会福祉士の知識・資格を得るなどし
て生活問題の調整にまでかかわるのが
最も理想的ではないでしょうか。実際，
北欧やカナダには，看護師と社会福祉
士のダブルライセンス保持者が多いの
ですね。
秋山　以前は，保健師が地域において
医療と福祉の両方をマネジメントして
いましたが，介護保険でケアマネジ
ャーという職種が生まれ，役割が変わ
りました。高齢社会を迎えて，複合的
なニーズをくみ取る看護職が再び必要
とされるのかもしれません。
辻　「暮らしの保健室」は，まさにそ
ういったニーズを受け止める試みです

「ちょっと具合が悪くなればすぐに入院」では在宅医療は成り立
たない。予防とセルフケアが重要であり，医療者側の意識改
革だけでなく，患者・家族や住民への啓発も進めていくべき。

 新年号特集 2025年の医療と介護

秋山正子氏
1973 年聖路加看護大卒。産婦人科病棟にて臨床経
験後，看護教育に従事。実姉の末期がんでの看取り
を経た後，92年より訪問看護に携わる。2001年に（株）
ケアーズを設立し，09 年より現職。2010 年 3月には
NHK『プロフェッショナル　仕事の流儀』に取り上げら
れた。英国マギーズ・キャンサー・ケアリングセンター
にヒントを得て設立した「暮らしの保健室」で，医療の
質・安全学会「新しい医療のかたち」賞を受賞（2012
年）。近著に『在宅ケアのはぐくむ力』（医学書院）。

写真1 コミュニティケア型仮設住宅
（岩手県遠野市穀町仮設住宅）
「玄関を向かい合わせに並べる」「住宅の
路面をウッドデッキでつなげアーケード
で覆う」などして，入居者同士の交流が
自然と生まれる仕組みになっている。

図2  二次予防対象者の割合（福岡県行橋市，調査対象者数2593人）

持ち家者 公営住宅居住者

住環境別 経済状況別

年間所得200万円以上者 生活保護受給者
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よね。
秋山　白十字訪問看護ステーションの
ある東京都新宿区には，高齢化率が 5
割近くの団地があるのですが，その一
角に 2011 年に「暮らしの保健室」を
オープンしました（写真 2）。相談は
無料とし，現在は在宅医療連携拠点事
業の委託費で運営しています。がん治
療や在宅医療など，さまざまな相談が
寄せられるようになっています。
新田　高齢者の最期を看取るに当たっ

ては，2つの条件が必要と思います。
第一に本人との約束を交わすこと。第
二に患者・家族との信頼関係を日常か
ら築くことです。その延長線上に看取
りがあります。さらに，医療倫理の問
題を避けて通っては，2025 年問題の
本質的な解決には至らないだろうと危
惧しています。
松田　特に団塊世代以降は家庭での看
取りが減少し，死が身近なものではな
くなっていますよね。いったんは病院
という場所に外部化された死を，どう
やってもう一度家庭や地域が受け入れ
るか。これは精神的負荷が非常に大き
い仕事で，医療者が個人レベルで取り
組むのは厳しいように思います。
新田　まさにそういった問題意識か
ら，2012 年 10 月に日本臨床倫理学会
を立ちあげました。臨床上で経験する
悩みや思いを多職種で共有し，他分野
の識者の意見も取り入れながら，高齢
者医療や生殖補助医療，先端医療など
の倫理的諸問題に取り組んでいきたい
と考えています。
松田　地域包括ケアに対する批判でよ
くあるのは，「それは患者・家族へのコ
ストの転嫁に過ぎない。病院等の施設
のほうがトータルで考えると安上がり
である」というものです。確かにコス
トだけで考えるとその通りかもしれま
せん。だからこそ，エンド・オブ・ライ
フ・ケアにおける理念や哲学の問題と

絡めて，地域包括ケアの大きな地図を
描くことが大切なのだろうと思います。
秋山　高齢社会においてめざすべき
は，病気や障害を抱えても地域で生活
を継続するための医療です。それが「生
活モデル」と呼ばれるもので，その評
価軸となるのがQOL（生活の質）で
しょう。「治す医療」ではなく「支え
る医療」こそが，地域包括ケアにおけ
る医療の真髄なのだと思います。
辻　柏での初めての在宅医療研修を終
えた医師に話を聞くと，「病気を治す
だけでは問題解決にならないことがわ
かった」「在宅で頑張っている家族と
いうのは最小の国家，連帯のコアだ」
と言います。私はこの言葉を聞いて非

常に感銘を受けました。
　医療費を抑制するためだとか，急性
期病院のパンクを防ぐためとか，地域
包括ケアはそういう理由だけで推進さ
れるべきものではないのですね。高齢
化が特に問題となるのは首都圏ベッド
タウンですが，都市圏だけの問題でも
ありません。幸せな最期とは何か。そ
のために医療・介護はどうあるべき
か。高齢化対策を超えた本質的な問い
が，私たち日本人一人ひとりにつきつ
けられているのです。
　日本の経済発展を支えた団塊世代が
後期高齢者となったときに，住み慣れ
た地域で豊かに老いることができず，
孤独死のような最期を迎えるのなら
ば，「戦後の経済発展とはいったい何
だったのか」ということになります。
団塊世代が後期高齢者となる2025年，
そしてその先までを見据えながら，真
に豊かな社会が到来することを願って
います。 （了）

「診療所からの往診としての在宅医療」ではなく，「入院医療
の延長線上としての在宅医療」を想定する必要がある。かか
りつけ医のみでは無理があり，救急・ターミナル期に対応でき
る訪問看護の役割が重要。

地域包括ケアの未来地図を描く｜座談会｜

　日本は今，高齢化と少子化が同時
に進行し，人口構造が変容するス
テージを迎えています。これはすな
わち，これまでの人口構造に基づい
て設定されたあらゆるシステムが限
界に近づいていると言えるでしょ
う。高齢者の増加により，病床の不
足や医療費の急増が懸念されていま
すが，問題はそれだけにはとどまら
ないのです。人口構造が変われば疾
病構造も当然変わる。そのときに，
医療の在り方はそのままでいいの
か。今一度問い直す必要があるので
す。

　『広辞苑』で「医療」の
項目を引くと，「医術で病気
を治すこと」とあります。単一臓器・
単一疾患を診ることを前提とした医
療の在り方を，この短いフレーズで
見事に言い尽くしていますね。では，
高齢社会における医療が「医術で病
気を治すこと」だけで本当にいいの
でしょうか。もちろん，「治るもの
ならきちんと治してほしい」のは誰
もが願うことであり，治すことの重
要性は今後も変わらないでしょう。
その一方，複数の慢性疾患を抱える
高齢者が一日がかりで病院の各科専

門医を受診し，た
くさんの薬を処方
されて自宅に帰る
ことが，本人の幸
せにつながるので
しょうか。
　高齢社会における

医療提供体制の在り方
を考えたときに，「医療のた

めに生活がある」のではなく，「生活
のために医療がある」状態が望まし
いはずです。そのためには在宅医療の
充実が不可欠であり，厚労省が推進
する在宅医療連携拠点事業（グラフ
解説図９）はその一方策と言えます。
　また，在宅チーム医療を担う人材
育成も始まっています。国立長寿医
療研究センターは国からの委託事業
として，2012 年 10 月に「都道府
県リーダー研修」を実施しました。
受講した都道府県リーダーが，他の

地域の先駆的取り組み例も参考にし
ながら，各都道府県で「地域リーダー
研修」の担い手となってくれること
をねらいとしています。さらに，地
域リーダーが各地域の多職種に対す
る研修を行うことで，在宅医療が「点
から面へ」と広がっていくはずです。
　世界に目を転じると，他の先進国
も同様に高齢化が進展しており，日
本はそのフロントランナーであると
言えます。国立長寿医療研究セン
ターとしては，日本国内における政
策展開に協力するとともに，世界に
そのエビデンスを発信することが責
務となります。例えば，患者が入院
から在宅医療に移行することによ
り，生命予後やQOL は本当に改善
するのか。単なる症例報告にとどめ
ずに研究として推進していくこと
が，世界の高齢化対策に貢献する上
で不可欠であると考えています。

松田晋哉氏
1985 年産業医大卒。91―92 年フランス政府給費留
学生（フランス保健省公衆衛生監督医見習い医官），
92年フランス国立公衆衛生学校卒。99年3月より現職。
専門領域は公衆衛生学（保健医療システム，医療経済，
国際保健，産業保健）で，DPC（診断群分類）の開
発者としても著名。フランス公衆衛生監督医（Diplome 
de la Sante），英国王室医学会公衆衛生医学会フェ
ロー。近著に『医療のなにが問題なのか――超高齢
社会日本の医療モデル』（勁草書房）。

写真2 暮らしの保健室
ボランティアによるぬいぐるみ作り講習会でのひとこ
ま。当初の活動目的である「医療・福祉の相談支援」
だけでなく，「地域住民の交流の場」としても発展
している。敷居の低い相談先があることが，高齢者
の安心を支え，受療行動の変容につながる。

国立長寿医療研究センター総長

大島伸一氏に聞く

生活のための医療へ

I N T E R V I E W
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　第 2次世界大戦後に米国から導入さ
れたリハビリテーション（以下，リハ）
医学の概念は，その後のわが国の疾病
構造が急速に変化するに従い，その必
要性に対する社会的な関心も高まりを
見せるようになりました。そのような
機運の中で 1963年 9月 29日，リハに
関する医学の進歩発達を図ることを目
的として「日本リハビリテーション医
学会」が設立されました。その後，数多
くの先達のご尽力，各方面からのご支
援により半世紀の歴史を経て臨床医学
の領域として確立されるに至りました。
　リハ医学は障害を中心に扱います
が，その原因は多種多様です。多くの
領域にまたがり，かつ疾患横断的な対
応も行いながら機能や能力の回復のみ
ならず社会的不利に至る障害の克服を
めざすというユニークな領域として医
療に貢献しています。近年，リハを取
り巻く環境は大きく変化しつつありま
すが，介護保険制度や医療機能の分化
が推進される中において，リハはすで
に欠かせないものとなっています。ま

た，医療技術の進歩は救命率の向上，
生命予後の延伸をもたらし，再生医療
の発展なども含めて新たなリハニーズ
への対応が求められています。さらに
は，科学技術革新による診断機器，治
療機器，リハ支援機器などの開発にも
目覚ましいものがあり，今後のリハ医
療に大きな変革をもたらすことが期待
されています。しかし，科学が進歩し
てもリハ医療の担い手たちが忘れてな
らないのは“障害をもつ方々が社会で
再び生き生きと生活，活動できるよう
に支援する”という理念です。学会設
立当時に生まれた世代は，いま学会の
将来を背負って行く世代となり活躍を
しています。
　本年の学術集会のテーマは“こころ
と科学の調和”です。次世代のリハ科
医たちがリハの理念を忘れず進歩する
科学技術とともに歩み，リハ医学が国
民の皆様にとってより有益で，より理
解されるものとなるよう願っています。
　新しき年を迎え，リハ医学とリハ科
医の大きな未来への期待を込めて。

　新年，明けましておめでとうござい
ます。昨年 8月，社会保障・税一体改
革法案が成立し，消費税率のアップが
具体的に決まりました。社会保障の中
身については，今後，社会保障制度改
革国民会議で議論されていくことが決
まっています。一方，「医療に係る消
費税の課税のあり方については，引き
続き検討する」と法律に書かれていま
すが，議論は始まっていません。
　患者負担を増やさないという政策的
配慮で社会保険診療が非課税になって
いるため，医療機関に多額の控除対象
外消費税が発生しています。仕組みが
変わらないまま消費税率が上がると，
医療を支える財源が，医療崩壊を加速
させるという皮肉な結果になります。
　社会保険診療は非課税であるため，
医療機関は患者から消費税を預から
ず，納税の義務もありません。しかし
社会保険診療を行う上でさまざまな仕
入れ（薬，医療材料，設備投資等）が
必要であり，この仕入れに関して医療
機関は業者に消費税を払います。この
仕入れ時に払う消費税が控除対象外消

費税で，あたかも医療機関が最終消費
者のようになっています。従来，この
医療機関の税負担に対しては，診療報
酬に上乗せをして補塡するという対応
がなされてきました。1989 年に
0.76 ％，1997 年 に 0.77 ％， 併 せ て
1.53％の上乗せという計算です。しか
し，日本医師会の調査によると，現状
の医療機関の平均税負担は社会保険診
療に対して 2.2％を超えており，補塡
は全く不十分で，推計 2400億円の負
担超過が日本中の医療機関で毎年発生
しています。
　そもそも患者負担を生じさせないと
の配慮で非課税としたのなら，診療報
酬の上乗せで医療機関に負担をさせる
のは，大いなる矛盾となります。また，
課税に比べて後々検証が困難な，診療
報酬という不透明な仕組みで負担をす
ることは，患者や保険者から理解が得
られません。課税のあり方を引き続き
検討するとの法律の文言どおり，今年
こそ，国民や保険者も加わり真摯に課
税の議論が開始されるべきと考えます。

　日本の医学は明治以来，西洋医学を
導入し，今や基礎医学や臨床医学のさ
まざまな分野で世界をリードする水準
となった。しかし最先端の医学知識も
現場に活用されなければ国民の健康向
上をもたらさない。IT産業では新技
術は 1―2年で市場を変えるが，医学
知識は普及まで 10年以上を要すると
言われている。
　日本の製造業は戦後急速に発展し，
その要というべき品質管理手法は米国
政府をして，1987年の国家品質改善
法を制定せしめた。米国では製造業だ
けではなく保健医療においても「KAI-

ZEN」，Quality Improvement（以下 QI）
の哲学，手法が導入され，この流れは
世界中に広まっている。昨年，シンガ
ポール，台湾，香港で透析医療におけ
る QIについて講演する機会に恵まれ
たが，驚いたことに PDCAサイクル，
3M（ムリ，ムラ，ムダ）などの用語
はアジア諸国でも当然のこととして医
療の最前線で使われていた。
　QIの基本は，体系だった科学的な
方法に基づいて，組織全体を巻き込ん
で業務や診療のプロセスを改善してい
くことにある。品質管理手法の応用で
もあるし，EBMの組織的な適用でも

ある。業務改善としての QIを普及さ
せるには，病院管理者の理解と現場を
巻き込む力量が問われるし，EBMの
適用としての QIを発展させるために
は，医師の理解と積極的な参加が欠か
せない。
　QIは新たな研究分野でもある。基
礎研究を臨床研究に翻訳するように，
EBMの成果を現場の実践に応用する
科学，学術活動でもある。米国連邦政
府教育長官，カーネギー教育振興財団
会長であったアーネスト・ボイヤー氏
が著書『Scholarship Reconsidered　:　Pri-

orities of the Professoriate』（日本語訳『大
学教授職の使命――スカラーシップ再
考』玉川大学出版部）のなかで述べた
ように，学術活動は基礎研究だけに限
らない。学術活動には発見，統合，応
用，普及（教育）の 4つの領域があり，
臨床研究の成果を統合，応用，普及す
ることはすべての医師に求められる学
術活動といえるだろう。
　限られた医療資源を有効に活用し，
医学研究の成果をすべての国民に提供
する。そのためには西洋の科学的・合
理的な方法論と，和の心を合わせて医
療の質改善・安全を進めていきたいと
思う。

リハビリテーション医学会，
50周年を迎えて
水間 正澄
（昭和大学リハビリテーション医学講座教授／
 日本リハビリテーション医学会理事長）

社会保険診療の消費税課税の
議論を開始すべし
今村 聡
（日本医師会副会長）

医療の質改善のこれから
――科学的・合理的方法論と
和のこころの融合
小松 康宏
（聖路加国際病院副院長・QIセンター長・腎臓内科部長）

明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

2013 年新春

医学書院

代表取締役社長 金原　　優
取締役副社長 金原　　俊
専務取締役・編集長 七尾　　清
常務取締役 高橋　明裕
常務取締役 阪本　　稔
常務取締役 早坂　和晃
監査役 鈴木美香子

社員一同
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　2012年は，医療の地
グ ロ ー バ ル

球規模化が，
単に日本国内における外国人診療体制
を整備することや，海外で日本の市民
が診療を受けることではないと実感し
た一年であった。
　政府・医療保険統計や疾病登録など
の数字を主体とした情報と，臨床試験，
系統的レビュー，費用対効果分析など
の介入手法に関する情報を両輪とし
て，医療政策や診療行為の改善を続け
ている「根拠に基づく医療や保健政
策」。この流れは，先進国・途上国を
問わず日本においても，すでにあらが

えないものになっており，情報の電子
化はこの動きに拍車をかけている。先
行した国では，手法の限界を強く感じ
ながらも推進され，その限界を乗り越
えるための工夫と改善が行われてき
た。こういった工夫があれば，総体と
しては共に生きていくために市民が得
られるメリットのほうが大きいと考え
られる。これが世界同時多発的に進む
と，おのずと地球規模の医療標準化に
つながる。
　周産期医療においても，2012年は
重要な年となった。われわれが全国的

な極低出生体重児の疾病登録制度の構
築とその利用を進めてきたことを受
け，世界約 10か国ですでに確立され
ていた疾病登録制度を連携させ，国際
共同研究を開始した。また，疾病登録，
臨床指標や診療ガイドラインといった
量的な手法と，エンパワーメント，マ
ネジメントなどの質的な手法を複合化
した診療の質向上プログラムのクラス
ターランダム化比較試験が開始された
年でもあった。後者は，周産期医療の
国際舞台でも大きく期待され，注目を
集めている。これらの取り組みは，日
本国内の周産期医療施設が自信を持っ
て直接国際舞台と双方向的につながる
ことを意味する。
　諸外国と比較して，日本の医療の良

さは医療制度にも診療行為にもたくさ
んある。鎖国状態のままその良さを保
持していくという選択肢は，前述の暴
力的とも言える流れを考えると，すで
に存在しない。逆に日本以外の地域で
作られた医療政策や診療行為の標準型
が静かに浸透し，日本の「良さ」は消
えていくことになる。このように考え
ると，世界の医療に貢献し，日本の医
療を守るためには，「根拠に基づく医
療や保健政策」に合致した言語で日本
の医療政策を表現するとともに，その
言語では示されない日本の医療の良さ
を新たに別の形の言語によって世界に
伝えていくことを，国策と戦略と相当
の覚悟を持って行わなければいけない
ということになる。

　昨年は，私が専門とする認知療法・
認知行動療法の新しい展開を予感させ
る出来事が二つあった。一つは 2012

年 9月 7日に超党派の国会議員によっ
て「地域精神保健医療福祉の充実・拡
充を求める国会請願」が採択されたこ
とだ。もう一つは，日本ポジティブサ
イコロジー医学会を立ち上げて，同年
11月 27日に福島県郡山市で第 1回の
学術集会を開催したことだ。
　認知療法・認知行動療法というの
は，認知症の治療と間違えられること
があるが，そうではなく，認知（物事
の考え方や受け取り方）に注目をして
気持ちや行動をコントロールする力を
育てる精神療法（カウンセリング）の
ことだ〔詳細は，認知療法活用サイト
「うつ・不安ネット」（http://www.cbtjp.

net/）を参照〕。うつ病や不安障害など
の精神疾患への治療効果が認められ，
2010年度から診療報酬の対象となっ
ている。
　認知療法・認知行動療法は精神疾患
の治療としてだけでなく，日常のスト
レス対処の方法としても効果があるこ
とから，こころの健康のために使われ

ている。この「こころの健康」という
言葉はよく使われるが，それが何を意
味するかはっきりしていないことが多
い。例えば，「こころの健康講演会」
と銘打った集まりで話されるのは，ほ
とんどがうつ病やストレス関連疾患な
どの「こころの不健康」についての話
だ。つまり，こころの健康についての
科学的，医学的な議論はほとんど行わ
れておらず，そうした背景もあって，
わが国の精神保健の施策は進んでいな
い。昨年「地域精神保健医療福祉の充
実・拡充を求める国会請願」が採択さ
れたのは，こころの健康という視点か
ら精神保健の仕組みを作ることが急務
となっているからだ。
　こうした流れを受け，私たちはここ
ろと身体を，病気や不調ではなく健康
という視点から科学的に研究するため
に，ポジティブサイコロジー医学会を
立ち上げた。それはまた，精神医学的
には精神保健の充実と拡充につながる
ものである。今年は，こうした動きに，
認知療法・認知行動療法を専門とする
立場から貢献したいと考えている。

　日本経済が本当に危なくなってき
た。2012年度のパナソニックの最終
赤字は 7650億円，シャープの赤字は
4500億円の見通しだという。家電だ
けではなく，自動車も各種製造業も軒
並み減収が伝えられている。パナソニ
ックは前年度も 7721億円の赤字だか
ら，2年間で 1兆 5371億円の蓄えが
吹っ飛ぶ計算だ。国や地方は，これら
大企業から税を徴収できなくなれば，
緊急事態に直面するだろう。
　医療従事者の多くはこの状態をなぜ
か他人事ととらえている。私は 30年
前から「国民皆保険制度の遠からぬ崩
壊」を唱えてきた。あんなものは保険
ではない，少子高齢化がこれだけ急速
に進んでいるのに，払う人より使う人
がはるかに多い保険が成り立つはずも
ないと。これにいよいよ，国内産業の
“世界における負け組化”と生き残り
を懸けた“海外移転による空洞化”が
加わり，税金による補塡にも限界が来
たとき，すべての医療保険は崩壊する。
　差し当たり，なされる対策としては
自己負担割合の引き上げと自費診療の
解禁だろう。保険点数という統制経済
の下，これまで自分たちの商品（医療
サービス行為）の値段と流通システム
の決定を他者（厚労省の役人など）に
委ねてきた医療機関経営者は，消費者

に選ばれる価値の創造と不要な部署や
人員のリストラを余儀なくされること
だろう。
　これは，日本という国が戦後の灰の
中から再生し，成長し，そして成熟か
ら衰退への道のりにおける宿命とも言
えるものだ。どんなに質の悪い診療を
しても同額の報酬が得られた今までの
温室時代のほうがおかしいのだから，
甘んじて受け止めるべき試練ではあ
る。だが，例えばパナソニックもこの
危機を黙って見過ごすわけではない。
各種の記事によればスマートタウン
（太陽光パネル，家庭用蓄電池，家電，
住宅設備を街ごと開発しヨーロッパや
中東などにまとめ売りする）計画を武
器に，新インフラ企業への脱皮を図っ
ているという。
　これも私の 30年来の持論だが，実
は医療は 300万人の雇用と 38兆円の
経済規模を有する国内最大の産業であ
る。他業種が決してあきらめることな
く企業再生に挑むように，今こそ医療
従事者も頭の中をリセットし，新たな
る活路を見いだし，国民の命を守ると
いう最大の使命をまっとうするときな
のではないだろうか？　どうか拙著
『病院がトヨタを超える日』（講談社）
をご一読願いたい。

2013年，日本の全医療機関は
存亡の転換点を迎える
北原 茂実
（医療法人社団 KNI理事長）

医療の地球規模化の意味

森 臨太郎
（国立成育医療研究センター成育政策科学研究部長）

ポジティブサイコロジー

大野 裕
（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター長）
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者を診るのが基本であることに変わり
はなく，「電子カルテ」になじまない
ような質的あるいは量的データが確か
にある。手書きで記した紙のカルテに
は，筆跡や描画の情報に加え，紙上で
の位置関係や頁などの情報が豊富にあ
り，記憶の手掛かりとなるのだ。
　何でも機械化し電子化できるという
考えは浅薄であり，人間の本性が科学
的に解明されていない以上，人間にと
って大切で譲れないものとは何かを常
に問い続ける必要がある。そして脳の
極めてハイスペックな情報処理能力
は，現代の電子機器を優に凌駕し得る。
特に人間の心や言語の情報を保存し再
現する上で，電子化には大きな壁があ
るのだ。電子化一辺倒ではなく，どこ
まで何を電子化したら良いのかを賢く
考えて選択しなくてはならない。
　今後，医療の電子化がさらに進んだ
としても，次の真実だけは変わらない
ことだろう。人を診るのは人間にしか
できない技なのである。

　医療にも電子化の波がやってきて久
しい。医用画像から診療録までが電子
化されることで，業務の効率化や省ス
ペース化が図られてきた。一方，処方
せんなどのように電子化が制限されて
いるものもある。厚生労働省の「医療
情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」（第 4.1版）では，電子化
された情報に固有な問題として，「一
般の人にとってわかりにくい」「一瞬
かつ大量に情報が漏えいする可能性が
高い」「医療従事者がその安全な保護
に慣れていないケースが多い」の 3点
を挙げており，電子データの保存の要
件として，「真正性，見読性及び保存
性の確保」の基準を示している。これ
らは，医療以外の電子化についても当
てはまる重要なポイントであろう。
　最近私は『脳を創る読書』（実業之
日本社）という著書の中で電子書籍や
電子教科書の問題点を論じたが，これ
を読んだ医師の方々からは，医療の電
子化を憂えるご意見をいただいた。医
療では，パソコンの画面を見るより患

　わが国では，世界に先駆けて超高齢
化が進み，それに伴う疾病構造は大き
く変化するのみならず，社会が医療に
期待する意義や役割も大きく変化して
います。さらに，医療は公共の福祉と
して社会の持続性を担保するだけでは
なく，新たな市場や産業を創出する原
動力としての変革が求められる時代と
なっています。世界の医療関連産業の
成長は目覚ましいものがあり，わが国
としても関連産業の成長を牽引してい
く必要があります。近年の医学の進歩
により，疾病の予防や身体機能の補完，
回復が可能となり，医療は疾病の治療
にとどまらず，健康寿命の延伸や疾病
負担の低減を実現しつつあります。ま
た，遺伝子解析手法の発展や，医療情
報の迅速かつ簡易な共有を可能とする
ICT（情報通信技術）の進歩により，
個々人の状況に応じた最適な医療サー
ビスを，あらゆる状況において提供す
ることも可能になりつつあります。
　優れた技術力を持ち，課題先進国と
して新たな医療ニーズが各国に先駆け
て顕在化するわが国こそ，トップラン
ナーとして，新たな医療への脱皮を実
現させなければなりません。多くの先

進国では，高齢化の進行による医療
ニーズの多様化や，医療技術の高度化
などに伴う社会負担の増大に加え，少
子化による労働人口の減少などへの対
応策を模索しています。そのような中
で，わが国の持つ技術力を最大限に活
用し，分野を融合して，最新の医療環
境の整備や医療サービスの構築をする
ことで，課題解決先進国として世界の
持続的発展に寄与することが期待され
ています。世界に先駆けて急速に拡大
する高齢者向けの医療サービス産業を
育成し，信頼性の高い医療基盤の構築
と持続的な経済成長を両立するモデル
を国際社会に示すことは，わが国の健
康大国としての発展のみならず，ビジ
ネスとしての国際展開にもつながるで
しょう。
　医療イノベーション推進室はこのよ
うなビジョンの達成に向けて，各ス
テークホルダーとの緊密な連携のも
と，医療の技術開発，サービスの提供，
法制度面での基盤整備などを推進する
ため，医療イノベーション 5か年戦略
を定めました。今後の 5か年戦略の着
実な実施が期待されます。

　当院は，南三陸町が設置する，地域
に根ざした公立病院です。南三陸エリ
アにおける基幹病院として住民の健康
と快適な生活を支えるため，地域医療
の充実に努めていました。看護部はそ
の理念に基づき，地域のニーズを踏ま
えながら医療，保健，福祉と連携した
サービスの提供をめざし，患者さんが
安心，安全な医療や看護を受けながら
入院から退院，そして在宅へと移行で
きるよう，プライマリナースを中心に
積極的に取り組んでいました。看護職
員は地元出身者が大半を占め，離職者
もなく，患者や住民とは顔の見える関
係が築けており，行政や関連機関等と
の連携も良好でした。
　2011年 3月 11日の東日本大震災に
より，当院はその医療設備を失い，多
くの尊い命が犠牲になりました。私た
ちは被災直後から避難誘導，救助活動，
低体温予防，状態観察，衛生管理等を
行い，患者，避難者，そして仲間たち
と寄り添い合って恐怖や不安をしの
ぎ，二日間を乗り越えました。その後
多くの町民が失望や落胆あるいは悲嘆
に暮れる中，避難所において生活環境
を整え，健康管理，診療補助，訪問看
護，地域住民と医療支援チームや保健

師チームとの連携，診療所開設，病院
再開に向けての懸命な取り組みを行い
ました。舞い上がる埃，灼熱の夏，凍
える冬を患者さんと共に過ごした 2011

年は，あっという間に経過しました。
2012年，新仮設診療所が完成し普通の
環境で診療を提供できるようになり，
35　km離れた場所に建った病棟の運営
も軌道に乗り，順調に動き出しました。
　大規模災害の前では手の施しようも
ありませんでしたが，医療の復興をめ
ざして取り組んで来たことを振り返る
と，今回長期にわたって必要とされた
災害看護はすべて，まさにフローレン
ス・ナイチンゲールが述べている看護
の基本となるものであったと考えま
す。私たちがめざし，実践してきた看
護の集大成でした。さらに地域への愛
着心とチームワーク，看護師として，
また公務員としての職責が，私たちを
支えたと考えます。この経験を重視し，
看護の充実と病院再建をめざしていき
ます。全国の皆様のご支援に心から感
謝申し上げます。

課題先進国から課題解決先進国へ
――医療イノベーション5か年戦略
松本 洋一郎
（内閣官房医療イノベーション推進室室長／
 東京大学大学院工学系研究科教授）

医療の電子化について考える

酒井 邦嘉
（東京大学大学院総合文化研究科教授）

3.11その後

星 愛子
（公立志津川病院看護部長）
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「新春」
　その一撃！
　斧はくいこむ　年はおわる
　杣人よ斧をすてよ
　杉はたおれる　年はあらたまる
　最後のいたましい叫びが
　山から山へこだまする
　春の日ざしに嶺の切株
　南をむいてはふくらみ
　北をむいてはちぢかんで
　切株の紅をふくんだ年輪よ
　そこに不屈の眼をおけば
　山は高いし　野ははろばろ
　そこに不屈の眼をすえて……

　南方での七年の，長く過酷な年月か
らかろうじて戻り，戦後，福岡県久留
米市諏訪野町で小さな診療所を開いた
父は，早稲田の仏文学科に寄り道した
りしながら，戦前から詩を書いていた。
詩人の父は，焼け野原から立ち上がろ
うとしているその町を，クルミ市スワ
ン町と呼んで，いかなるときにも診療
を断らず，そして，失われた文化の再
興と失った自分の青春とを取り戻すた
めであろう，医業の傍ら懸命に文化活
動を行っていた。当時の一冊の詩集『草
刈』に次のような詩がある。

　大戦によって流れた血の量と，精神
の荒廃，果てしない不条理を，軍医と
して経験した父親が，不屈の眼をおい
て見たものは何であったのだろうか。
果たして，継代者としての自分たちの
世代はどうであったのか，それを考え
るとき，自分にできることは，ささや
かにかかわっている学会の若い世代の
想いを集めることでしかない。
　父がアンカレジで他界して，すでに

四半世紀が過ぎた今，加齢による視力
の低下とともに進行する精神の老化に
あらがいながら，自分が見据えるべき
ものを確認するとき，この詩を何度も
読み返すのである。
　ともすれば，保守的な意味での融和
に陥りがちな自分を，不屈の眼を据え
た，戦略的な融和の場に戻す作業であ
る。

　新年あけましておめでとうございま
す。私は学生時代から「サイエンスを，
正しく，楽しく。」をテーマにさまざ
まなサイエンス CGコンテンツを制作
してきました。裁判員制度で，刺し傷
などの様子をわかりやすく説明するた
めの補助資料としての 3DCG画像制
作を検察庁に提案し，実現にまで持っ
ていったことが学生時代の私の最大の
実績です。
　そんな私が，もう間もなく研修医 2

年目を終えようとしています。幸いな
ことに，医師になってからも，スーパー
ローテーションでさまざまな科を回る
たびに，それぞれの科の先生方から「き
みの CGの技術を使ってこんなことが
できないだろうか？」と多くのアイデ
アを頂きました。逆に私から「CGの
技術をこうやって取り入れることで，
臨床医学の世界で役立つようになるの
ではないでしょうか？」とご提案する
機会も多々あり，日本ではなじみの薄
いサイエンス CGを，医療分野で根付
かせたいと考えています。
　昨年，多くの方のご支援のもと，サ
イエンスで人々に感動を与える CGコ
ンテンツ会社「株式会社サイアメント」
を設立しました。私が総合監修を行い，
東大病院呼吸器外科，呼吸器内科，放
射線科の先生方の協力のもと，一流の
ゲームデザイナー，プログラマー，グ
ラフィックデザイナー，ウェブデザイ
ナー，作曲家，翻訳家が一丸となり，
「KARADA VIEWER気管支」という
iPad用アプリが生まれました（App 

Storeにて公開しています！）。気管支
の複雑な立体構造を高精細な CT画像

から「正しく」抽出し，日本呼吸器内
視鏡学会の気管支命名法に準拠し，さ
らに映画やゲームで使われているよう
な「楽しく」魅せるテクニックを取り
入れ，「正しく，楽しく」遊んで学べ
るリアルタイム 3DCGアプリに仕上
げました。
　『解剖学アトラス』で有名なネッター
氏は，手描きイラストと医療・医学と
を結びつけることで革命を起こしまし
た。時は 21世紀。資金繰りを含めた
会社経営など，まだまだ課題は山積み
ですが，この 4月からは株式会社サイ
アメントに専念し，CGというテクノ
ロジーとサイエンスとを結びつけるこ
とで，21世紀版ネッターになりたい
と思っています！

　日本在宅看護学会が，訪問看護師と
在宅看護論を担当する教員たちの総意
によって 2011年 7月に設立された。
設立総会から 5か月後の 12月には，
第 1回学術集会を開催した。この短期
間で学術集会の開催を準備することは
大変な努力が必要であった。しかし学
会活動に対する学会役員たちの熱意は
大きく，東京において 170人ほどの参
加を得て，在宅看護の未来を見据えた
内容で，新たな意欲を胸に終了した。
2012年 11月には，第 2回学術集会を
群馬県で開催した。近年まで訪問看護
師として働き，現在は大学教員である
役員が学術集会長を担ってくれた。参
加した 300人以上の訪問看護職は，在
宅療養者の生活を向上させていくこと
に，看護本来の姿を見いだし，明日を
創る希望に燃えて帰途についた。
　近年，国は医療の提供を医療施設の
外でも行うこととし，在宅医療サービ
ス提供の質量の向上を喫緊の課題とし
ている。しかし，近年の実施統計では，
訪問看護事業所数も訪問看護の利用者
数も微増でしかなく，このままでは社

会の期待に応えられない状況である。
訪問看護事業が伸び悩む理由として
は，訪問看護事業所の 3分の 1が赤字
経営であることや訪問看護師を確保し
にくいという課題がある。国は，前者
については，2009年度から訪問看護
支援事業を開始し，診療報酬の引き上
げなどを行い，後者については，看護
師養成課程のカリキュラムの統合分野
に在宅看護論を位置付け，新卒者の訪
問看護への導入を図るなどしている。
　従来の看護提供は，医療施設の中心
的モデルである医学モデルの中で実施
されてきた感があった。しかし，在宅
看護は医療施設外で，医師とは離れた
場において，独立して療養上の世話を
中心とする看護を提供している。まさ
に，看護モデルによるサービスである。
わが国の看護学の発展過程を見ると，
看護モデルへの取り組みは歴史が短
く，発展が遅れている。看護が社会の
ニーズに応えていけるよう，訪問看護
における看護モデルを確立することが
当面の本学会の目標と考えている。

●本年よりリニューアルされた雑誌『臨床検
査』（医学書院）。2013年の表紙には，瀬尾
氏が代表を務める株式会社サイアメントによ
る CGが掲載される。1月号の表紙（上）は，
マウスの大脳皮質錐体細胞の共焦点顕微鏡像
画像が素材となっている。今年発行される本
誌の表紙 12枚を並べると，一枚の大きな絵
になる予定だ。

「サイエンスを，正しく，楽しく。」
――サイエンス×CGで，感動を
与えるコンテンツを創り出す
瀬尾 拡史
（東京大学医学部附属病院研修医／株式会社サイアメント代表）

融和

丸山 泉
（日本プライマリ・ケア連合学会理事長／豊泉会丸山病院院長）

在宅看護“学”の確立をめざして
川村 佐和子
（聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科長）
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医学史を斬新な切り口で
7つのテーマに分けて解説

医療事故を防ぎ，備える
手がかりを与えてくれる本

書 評 ・ 新 刊 案 内
Medicine
医学を変えた70の発見
William Bynum，Helen Bynum●編
鈴木 晃仁，鈴木 実佳●訳

A4変・頁304
定価4,200円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01518-9

評 者  山本 和利
 札医大教授・地域医療総合医学

　10年以上前から医学部 1年生と一
緒に医学史を学んでいる。24のテー
マを私が設定してそれを学生が調べ，
1回 2テーマずつをパワーポイントに
まとめて，1テーマに
つき質疑応答を含めて
45分間で発表する授
業形式をとっている。
学生たちは医学に関す
ることに初めて触れる
機会なので，皆，目を
輝かせて発表を聴いて
いる。開講当初は，数
少ない医学史の本を探
したり，関連書籍を図
書館で借りたりしなが
ら学生たちは課題をこ
なしていたが，最近で
はもっぱらインターネ
ットで探しているよう
だ。確かにカビ臭く小
さな活字の漢字だらけの参考書籍は敬
遠しがちになろう。そのため豊富な画
像をカラーで掲載している書籍を待ち
望んでいたところであるが，最近その
ような要望に応えてくれる書籍が出版
された。それが，『Medicine――医学
を変えた 70の発見』である。
　これまでの医学史の本は，時系列に
沿った記述に終始しがちであったが，
本書は，古代の医学（エジプト，中国，
インドなど）における身体のとらえ方
から，現代の最新医術までを医療機器，
疫病，薬，外科技術，予防など 7つの
章（70項目）に分けてわかりやすく
解説している。特徴は切り口が斬新な
ことである。その理由は，医学の長い
歴史を，単に時系列によるのではなく，
その多様なテーマを上手に 7つに分け
て，テーマごとに一連の流れをつくっ
て描き出しているからである。それゆ
え読者は，本書を読むことで 7つの視
点で 7回医学の歴史を振り返ることが
できる。そして，何よりも幅広い時代・
地域から集められた豊富な図版が 382

点もオールカラーで掲載されているの
がうれしい。原書は美術書のように分

厚くて重かったが，翻訳版の本書は薄
い紙を使って表紙もソフトカバーにな
り，携帯しやすくなっている。
　ここで内容をいくつか紹介してみよ

う。第 1章は「身体の
発見」である。エジプ
ト医学，中国医学，イ
ンド医学，イスラム医
学の歴史や概念がそれ
らを象徴する貴重な図
版とともに述べられて
いる。「ヒポクラテス
の伝統」では，体液と
精気という 4体液説の
概念を解説し，古代の
ギリシャからガレノス
主義への道程を，そし
て現代医学へどうつな
がるかを考察してい
る。そして，解剖学，
病理解剖学，細胞理論，

ニューロン理論，分子という項目を設
けて一気に現在にまで駆け上ってゆく。
　「商売道具」と冠した第 3章はユニー
クである。聴診器，顕微鏡，皮下注射，
体温計，X線，血圧計，除細動器，レー
ザー，内視鏡などの開発の歴史が述べ
られている。そこでは，最初の体温計，
指輪を付けたキューリー夫人の手の X

線像などの貴重な図版に触れることが
できる。
　最終章は「医学の勝利」である。ワ
クチン，ビタミン，インスリン，ヘリ
コバクター・ピロリなどの項目があ
る。インスリン療法を受ける前と後の
1型糖尿病の少女の同一人物とは思え
ないほど変化した写真をみると，「医
学の勝利」という言葉も頷ける。
　本書は，どの項目も図版を含めて見
開き 2ページまたは 4ページに収まっ
ているので，1項目であれば短時間で
読むことができる。学生たちの医学史
の資料としてのみならず，医師や一般
の方々が就寝前などのちょっとした時
間に読むのにもうってつけである。ぜ
ひ，一読を勧めたい。

●お願い―読者の皆様へ
　弊紙へのお問い合わせ等は，お手数ですが直接下記担当者までご連絡ください
記事内容に関するお問い合わせ
　☎（03）3817-5694・5695／FAX（03）3815-7850　「週刊医学界新聞」編集室へ
書籍のお問い合わせ・ご注文
　お問い合わせは☎（03）3817-5657／FAX（03）3815-7804　医学書院販売部へ
　ご注文は，最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）へ

医療事故の舞台裏
25のケースから学ぶ日常診療の心得
長野 展久●著

A5・頁272
定価2,625円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01663-6

評 者  大野 喜久郎
 東京医歯大副学長・理事・名誉教授

　病気を治そうとして，不幸にも医療
事故が起こった場合，医師は診療結果
に失望し，同時に患者さんや家族との
信頼関係が損なわれると，クレームの
嵐に晒されることにな
る。一流の名医と言わ
れる医師でも，人間で
ある限り，医療事故は
免れない。そうならないような備えと
起こったときにどうするかが重要であ
り，本書はそのための手がかりを与え
てくれる。
　まず，本書の「はじめに」を読むと
著者が本書を著した意図がよくわか
る。医学や医療の問題に深く切り込み，
医師および患者の心理学，救急診断学
に必要な医学的知識，そして救急診療
のヒントなどが読みやすく書かれてお
り，このような本は今までなかったよ
うに思う。著者のこれまでの経験に基
づく優れた洞察力による研究書でもあ
る。医師側および患者側の両者にとっ
て不幸な事例に対し，何が問題であっ
たのかを丁寧に解説し，同じことが起
きないようにとの温かい配慮がなされ
ている。これは著者自身の医師として
の長い経験と多くの医療事故の分析に
裏打ちされていることによるものと思
う。日常診療において研修医だけでな
く，経験を積んだ医師も気をつけなけ
ればならないことが書かれている。そ
して，時間外当直での診療，あるいは
救急患者の診療には恐ろしい落とし穴
がいくつもあるように感じる方も多い
と思う。確かに，思い込みや忙しさか
らのミスは起こり得るので，いつも念
頭に置く必要がある。
　ケースの詳細な記述と一つひとつの

事例の教訓，11のコラムも役立つ記載
となっている。25のケースでは診療上
の注意あるいは説明義務違反が多いよ
うであり，期待権の侵害や自己決定権

の侵害が続く。自らが
体験してからでは遅い
ので，すでに起こった
ことを学習して想像力

を働かせることが重要である。「医療
の不確実性」にもかかわらず「結果責
任」という言葉は常について回る。医
療を行う側にとっては極めて不本意で
理不尽なものであるが，しばしば一人
歩きする。
　本書で著者が述べているように，患
者の診療に当たっては，特に救急医療
においては鑑別診断を挙げて，常にそ
の中で最も危険な疾病の可能性から順
に考えていくことが重要と思う。また，
こうであろうと考えても，常に急変す
る疾病や最悪の事態を引き起こす疾病
を考慮しておくことが必要であろう。
医師に必要な資質は，忍耐力であり，
想像力であり，シャーロックホームズ
ばりの推理力であり，またあるときは
これでよいのかという不安感（用心深
さ）であると言えるかもしれない。
　臨床医であれば誰でも医療事故に巻
き込まれる可能性はあるが，本書はそ
の可能性をより小さくしてくれるであ
ろう。そして，たとえそのような状況
に陥っても，いつでも緊張を保ち，行
うべきことを行って，真摯に患者およ
びその家族に接することにより，医療
裁判へとつながる可能性も小さくなる
ことが期待される。臨床医の皆さんに
はぜひ一読していただきたい本である。

CT・MRI実践の達人
聖路加国際病院放射線科レジデント●編

A5・頁224
定価3,780円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01475-5

評 者  渡邊 祐司
 倉敷中央病院放射線科主任部長

　この書は，これまでの CT，MRIの
解説書とは異なる全く新しいタイプの
実践書である。最大の特徴は，主眼を
“目的疾患ごとに最適な画像所見を引
き出すための検査プロ
トコール”を組み立て
ることに置いている点
である。放射線科医は
もちろん，検査をオーダーする他科の
医師，検査オーダーを受ける診療放射
線技師にとっても重宝する1冊である。
　MRIや CTの機器の進歩に伴い検査
内容が多彩となり，どのような検査プ
ロトコールにすれば最も効率よく診断
に適する画像を提供できるのか，困惑
することがしばしばである。臨床現場
では追加スキャンなどについて検査依

頼医師や担当放射線技師は放射線科専
門医のアドバイスを待っている時間的
余裕もない。また，放射線科専門医が
不足している昨今，検査時にそもそも

放射線科医が不在の状
況も多々あると思われ
る。そのような状況を
打開してくれるのがこ

の書である。あらかじめ，症状や疾患
ごとに理想的な検査プロトコールを決
めておけば，診断に最適な画像情報を
迷うことなく手にすることができる。
　本書は，“はじめに”“CT編”“MRI

編”の 3部から構成されている。“はじ
めに”は基礎編で，初学者にも CT，MRI

の原理が学べるように，わかりやすく
解説している。MRI検査プロトコー

これまで解説書とは異なる
新しいタイプの実践書

↗
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初心者からベテランまで，
技術の習得，評価に必読の書臨床的想像力を

羽ばたかせるために

大腸内視鏡挿入法
軸保持短縮法のすべて 第2版
工藤 進英●著

B5・頁164
定価12,600円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01314-7

評 者  吉田 茂昭
 青森県立中央病院長

　本書の初版は 1997年に上梓され，
第一級の教科書として君臨し続けてい
る。「なのに，なぜ，今さら挿入法な
のだろう？」というのが，本書を手に
取った最初の思いであ
った。しかし，序にも
あるように，大腸内視
鏡はこの 15年間に pit 

patternの診断から NBI

や超拡大診断，治療領
域では polypectomyか
ら piecemeal polypecto-

my，ESD 等々，極め
て多様な対応が求めら
れてきており，挿入に
手間取っているようで
は大腸内視鏡医として
与えられた使命を果た
せないのである。著者
の挿入例数はこの 15

年間に 20万件に達し
たそうであるが，そのキャリアの大部
分は自身が開発した拡大内視鏡によっ
ている。本機器は先端硬性部が長く太
径でもあり，一般に挿入が難しい。こ
のスコープを自在に操っているうちに，
挿入技術に一層の磨きがかかり，遂に
は artの域に達したのであろう。本書は
こうして完成した軸保持短縮法を何と
か多くの内視鏡医に伝えたいという熱
い思いにあふれている。
　これまでの挿入法はというと，one-
man methodの創始者である新谷弘実
先生の right-turn shortening（強いアン
グル操作で先端を粘膜ひだに引っか
け，右回旋しながら引き戻すことで腸
管の直線化を図る）がよく知られてい
る。これに対し，軸保持短縮法では
up-downのアングル操作を控え，可及
的に先端硬性部を真っ直ぐに保ち，管
腔の走行を的確に想定しながら，トル
クを加えつつ順次スコープを挿入して
いくことを基本としている。筆者も
UPDを用いた著者のライブデモンス
トレーションを見せていただいたこと
があるが，確かに先端部を強く屈曲す
るようなシーンは一度もなかった。
　本書では，この軸保持短縮法を習熟

するための基本操作とその応用につい
て，大腸各部（RS，SD屈曲部，脾彎曲
部，横行結腸，肝彎曲部，上行結腸か
ら盲腸，Bauhin弁）の生体解剖学的な

特性をわかりやすく解
説しながら，それぞれ
を円滑に通過するため
の目印，個々の状況認
識などについて，著者の
豊富な経験を交えなが
ら懇切丁寧に教えてく
れる。あたかも実際に
自分が挿入していると
錯覚してしまうほどで
ある。著者に言わせれ
ば挿入技術は artであ
って scienceではない
とのことであるが，教
え方は極めて scientifi c

である（おそらく基本
操作を習熟した後には

artisticな創造力が不可欠だということ
なのであろう）。また，COLUMNの欄
では，著者の博識ぶりに驚くと同時に
楽しく読ませてもらえるが，特に「こ
んなときどうする？」は読者にとって
ありがたい示唆を与えてくれる。
　大腸がんは胃がんなどとは違い，国
や人種を越えた代表的悪性腫瘍であ
り，その克服は世界的な課題と言える。
このような中，わが国の内視鏡診断・
治療成績は圧倒的に世界を凌駕してい
る。しかし，明日を担う若い人達が挿
入に困難を感じているようでは，今後
のさらなる進歩，発展は望むべくもな
い。「より多くの大腸内視鏡医を育て
なければ」という著者の強い使命感と
情熱が，この第 2版を出さずにはおか
なかったのであろう。初心者からベテ
ランまで，自らの挿入技術に正当な評
価を与える上で，あるいは超えるべき
課題を再確認する上で，正に必読の書
と言えよう。

成人期の自閉症スペクトラム診療実践
マニュアル
神尾 陽子●編

B5・頁208
定価3,990円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01546-2

評 者  内海 健
 東京藝大保健管理センター准教授

　編者の神尾陽子さんは，私にとって
自閉症の師匠である。
　精神科の一般外来で「広汎性発達障
害」という診断名を意識するようにな
ったのは，ほんの 10年
ほど前である。それが
見る間に主要な関心事
となった。いわゆる「ア
スペルガー障害」はそのサブカテゴリー
である。また発達障害の中には ADHD

や学習障害も含まれる。いささか錯綜
した分類であるが，最近では自閉症を
コアとしたスペクトラムを「自閉症ス
ペクトラム（ASD）」とすることによっ
て，すっきりと整理された観がある。
　多くの精神科医がこの新しい病態を
前にして戸惑いを覚えた。筆者も例外
ではない。その戸惑いが，「発達障害」，
あるいは「アスペルガー」という用語
によって一挙に解消されたとき，それ
こそ腰を抜かすような感覚に見舞われ
た。そして，今後の精神科臨床は，こ
うした事例を理解できなければ立ち行
かないことを痛感させられたのである。
　しかし困ったことに，私の周辺には
専門家がいなかった。それゆえ，セカ
ンドオピニオンを求めて小児精神科医
にたびたび紹介をしてみたのだが，そ
のたびごとに期待は裏切られた。例え
ば「親が来られないなら診断できない」
と門前払いをされたこともある。確か
に発達歴をとらなければ，発達障害と
は言えないだろう。しかし成人例の場
合，親が同伴するわけにもいかない事
情がしばしばある。専門家を標榜して
いるのなら，親からの情報がなくとも
見立てるくらいの力量がないものだろ
うか。整然と問診や検査ができる条件
が整っているなら，門外漢でも診断で
きるだろう。
　そんな中で神尾さんだけは，私の臨

床的ニーズに応えてくれた。成人期に
事例化する ASDの場合，自閉症性の
障害が軽いからといって，必ずしも本
人の抱える問題が軽いわけではない。

軽微な事例のほうがか
えって適応が難しく，
苦悩が深いことが多い。
専門家の場合，小児の

コアの事例に慣れ親しんでおり，成人
例はかえって盲点となることがあるよ
うである。
　また成人期の ASDで問題となるの
は，女性例である。しばしば見逃され
ていたり，境界性パーソナリティ障害
などと誤診されていたりする。かつて
は自閉症といえば男性が定番であった。
いまだに年配の専門家の中には，男女
比が 10：1であるとか，「女性はわかり
ませんな」などと言って平然としてい
る方もいる。それに対して，神尾さん
の女性例に対する感覚は群を抜いてい
る。
　神尾さんはわが国を代表する自閉症
の研究者であり，エヴィデンスという
ものを誠実に遵守するスタイルを貫い
ている。しかしエヴィデンスがない成
人例に対しては，「ないなりにやらな
ければならない」という臨床家魂を持
って当たっている。本書の冒頭近くで，
『（ASD成人に対する）「専門医」はど
こにも存在しないのである』と喝破さ
れているのは実に痛快である。
　さらに付け加えるなら，自閉症には
まだ生物学的マーカーが存在しない。
それゆえ，われわれは五感と想像力を
駆使して立ち向かうよりないのであ
る。本書はそのための格好の指針とな
るものであり，一読した後には，臨床
的想像力を存分に羽ばたかせる舞台が
与えられるだろう。現場の臨床家にぜ
ひとも読んでもらいたい。

ルの組み立て方を習得し，造影剤の
使い方と腎機能障害における基本的な
考え方を学ぶことができる。“CT編”
“MRI編”では検査部位ごとに「検査
プロトコール」「目的・特徴」「基本画
像」「追加作成画像」に分けて説明さ
れている。CT編では，頭頸部，胸部，
腹部・骨盤，血管系，骨格系に分類し，
MRI編では，脳，眼窩，頸部，脊椎・
脊髄，胸部，上腹部，骨盤部，骨・関
節に分類し，その中で症状や疾患別に
最適な検査プロトコールを提案してい
る。「目的・特徴」の項目では検査を
実施する上での基本となる考え方が書
かれている。造影検査が必要な場合と
不要な場合と，撮像時間が明確に示さ
れている。さらに「追加検査」の項目
では，通常のプロトコールでは不十分
なときに追加すべきスキャンをどうす

ればよいかが書かれている。まさに“CT・
MRI実践の達人”になれる書である。
また CT，MRI，場合によっては USの
比較がされているので，特定の症状や
疾患で適切に検査法を選択するのに役
立つ。
　この書は最新の検査知識を集約して
いる上に，このような特徴を備えてい
るので，検査室に 1冊常備しておくと
よいと思われる。そしてレジデントだ
けでなく中堅，ベテランの医師でさえ
一読するとよい 1冊である。また検査
オーダーを受ける放射線技師にとって
も，臨床に必要な画像を得るためのプ
ロトコール選択についての考え方を学
ぶために大いに役立つと思われる。こ
の本を読んで明日からあなたも検査の
“実践の達人”になりましょう！

↘
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