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対
談

片山　先日，UCSF（カリフォルニア
大サンフランシスコ校）を視察しまし
た。新専門医制度に対応する初期・後
期研修に向けてホスピタリストプログ
ラムの立ち上げを当院にて検討してお
り，今回の視察はその一環です。
石山　「ホスピタリスト」という言葉
とその役割を初めて論文 1）として提示
したのは UCSFの医師ですから，いわ
ば“ホスピタリスト発祥の地”ですね。
片山先生が研修を行った米国の病院と
比較して，ホスピタリストの働き方に
違いはありましたか？

内科レジデント教育を担う
ホスピタリスト

片山　シフトワークであること，レジ
デントチームがオーダーやカルテ記載
など診療の主体となっていることなど
基本的な部分は同じですが，フィード
バックスタイルが異なりました。
　ハワイ大やサウスフロリダ大はホス

ピタリストが主導権を握ってラウンド
をリードし，レジデントの医学的な決
断などにフィードバックしていまし
た。一方 UCSFの場合は，内科レジデ
ントがラウンドをリードし，そのリー
ドの仕方やティーチング方法をホスピ
タリストがフィードバックする。
UCSFのホスピタリストは，レジデン
ト教育においては「リーダーのための
コーチ」としての役割を果たしている
と感じました。
石山　UCSFの現在のスタイルは，私
が所属していた St. Mary’s Health Cen-
terをモデルにしているようです。全
米展開するホスピタリストの会社と契
約して，内科レジデンシープログラム
とホスピタリストグループとが，レジ
デント教育をいわば“ハイブリッド”
の形で受け持っています。
片山　そうでしたか。先生はもともと
外科医ですよね。どういう経緯で，米
国でホスピタリストになられたのです
か？
石山　米国に渡ったのは，外科医とし
て大学院でリサーチをするためでし
た。ただ，そのころから，内科への転
向は漠然と考えていたのですね。研究
の傍らで USMLE（米国医師国家試験）
の勉強をしました。英語力も内科の知
識も不十分なのでとても苦労をしまし
たが，なんとかセントルイスの市中病
院で内科研修を始めることができたの
です。
片山　当時からホスピタリスト志望で
すか？

石山　いえ，最初は全く考えていませ
んでした。きっかけは，現在の私の師
匠である Phillip Vaidyanが，私の半年
遅れでファカルティメンバーに加わっ
たことでした。ちょうど内科プログラ
ムディレクターが改革を始めた時期
で，「今後はホスピタリストが必ず大
きな役割を果たすようになる」という
先見の明を持って，後に全米トップ 10

ホスピタリストにも選ばれた Vaidyan

を招聘したようです。
　内科レジデントとして指導を受ける
なかで，Vaidyanの卓越した知識やリー
ダーシップに大きな影響を受けまし
た。それで内科専門医を取得すると，
そのまま Vaidyanに誘われる形でホス
ピタリストの道を選んだというのが経
緯です。

日本版ホスピタリストが
必要とされる 3つの理由

石山　「ホスピタリスト」のアイデア
が論文として発表された当時は，多く
の医師から不評を買ったそうです。し
かし，その後全米各地に急速に広がり，
今では 3万人を超えるホスピタリスト
が存在し，全米の病院の 7割がホスピ
タリストを雇用しています。
　かつてのプライマリ・ケア医はオフ
ィスでの外来診療に加え，入院中も患
者の主治医として入院診療を担ってい
ましたが，その多くは現在，自分たち
の入院患者の診療をホスピタリストに
委託するようになりました。普及の背

景にあるのは，マネージドケアによる
医療費抑制圧力です。ただ日本の場合，
ホスピタリストが注目される背景は少
し異なりますよね？
片山　日本の場合は，超高齢社会の到
来が大きいでしょうね。Multi problem

を抱える高齢者に対して，臓器別専門
科がマネジメントするのが難しくなっ
てきています。例えば，総合内科のな
い病院では，再入院を繰り返す心不全
患者が肺炎になったときに，「呼吸器
内科と循環器内科でどちらが診るの
か」となる。時には押し付け合いとな
り，患者不在の議論に発展してしまう
ことさえあるかもしれません。
　米国のように総合内科の枠を広げれ
ば，multi problemの患者さんは全て内
科入院として管理できる。そこでホス
ピタリストの役割が大切になってくる
と思うのです。
石山  まったく同感です。それに加え
て，今後は日本でも患者満足度が重要
性を増すはずです。というのは，米国
の pay for performanceの指標に患者満
足度があり，十分な評価が得られない
病院に対しては今後，医療保険の支払
いが減額されるのですね。病院経営幹
部からは患者満足度の向上を求められ

■［対談］日本版ホスピタリストの育成をめ
ざして（石山貴章，片山充哉） 1 ― 2 面
■［連載］Dialog&Diagnosis 3 面
■［連載］レジデントのための「医療の質」向
上委員会 4 面
■MEDICAL LIBRARY 5 ― 7 面

　病院総合医のキャリアとして，米国発祥のホスピタリスト
（MEMO）の役割に関心が高まっている。その米国で，初めての日
本人ホスピタリストとして活躍した石山氏がこのたび帰国。ホスピ
タリスト・システムを取り入れた研修プログラムの立ち上げを国内
にて準備中だ。先駆的な教育で知られる亀田総合病院においても，
新内科専門医制度に対応するような初期・後期研修プログラムを模
索中という。
　いま，なぜ，ホスピタリストが必要とされるのか。米国のシステ
ムをどのように取り入れ，“広く深い知識を持つ”内科医の育成につ
なげるのか。日本版ホスピタリストの育成に向けての展望を探った。

●次週休刊のお知らせ
次週，8月 17日付の本紙は休刊とさせて
いただきます。次回，3138号は 8月 24日
付となりますのでご了承ください。
　　　　　　（「週刊医学界新聞」編集室）

【MEMO】米国におけるホスピタリスト【MEMO】米国におけるホスピタリスト
全米のホスピタリストが集う学会である
SHM（Society of Hospital Medicine）は，
ホスピタリストを「専門職として，入院患
者の総合内科管理をその主たる役割とする
医師であり，その仕事範囲は，Hospital 

Medicineにおける患者管理，教育，リサー
チ，そしてリーダーシップにわたる」と定
義する。Hospital Medicineは現在，「新し
いサブスペシャリティ」と認識されており，
約 3万人のホスピタリストのうち 9割は総
合内科医（他には小児科医・家庭医など）。
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ており，病棟のスペシャリストである
ホスピタリストがその役目を担ってい
るのです。日本でも入院患者の満足度
が経営課題となれば，ホスピタリスト
配置のインセンティブにつながるよう
に思います。
片山　2017年度から始まる新専門医
制度も，変革の契機となるかもしれま
せん。制度移行に伴い，内科系二階建
制度の一階部分が，「認定内科医」か
ら「新・内科専門医」に変わるのです。
つまり，内科の場合は初期研修修了後
に 3年間をかけて新・内科専門医を取
得する必要があり，呼吸器や循環器な
どサブスペシャリティ領域の研修はそ
の後になるとされています。
石山　米国と同じシステムですね。
片山  そうです。全ての内科医に，内
科全般の広く深い知識と経験が今以上
に求められるようになり，教育体制も
それに合わせて見直す必要がありま
す。そのときに，臓器別内科のローテー
ションを繰り返すよりも，総合内科の
枠を拡大してホスピタリストの指導の
もとで多様な疾患を経験したほうが，
効率的で教育効果も高いと思うのです。

分業体制の構築で
Win-Winのシステムを

石山　米国でホスピタリストとして働
くなかで，「将来は日本でホスピタリ
ストの育成に携わりたい」という気持
ちが強くなっていました。今回帰国を
決めたのは，医療過疎地での病院新設
ということで「地元（新潟）に貢献し
たい」という思いとともに，日本版ホ
スピタリスト育成のシステムをイチか
ら立ち上げるチャンスだと感じたから
です。
片山　心不全なら循環器内科，COPD

急性増悪なら呼吸器内科が診るという
状況から，「内科」の大枠を設けて全
ての内科疾患を診るシステムに変える
のは，特に病院が大きいほど難しいと
感じます。そういう意味では，新設の
病院のほうが米国のシステムを取り入
れやすいかもしれませんね。
石山　もちろん，日本と米国では医療
システムや文化に相違があり，米国の
システムをそのまま日本に導入するわ
けにはいかないでしょう。日本に適し
たシステムになるように，柔軟な発想
で解決していきたいと考えています。
一例を挙げると，米国のホスピタリス
トは病棟専任ですが，日本は院内外来
のシステムがあってそうはいかないで
しょう。それに患者ケアの継続性とい
う観点からは，外来を受け持つことが
利点になるかもしれません。
　ただ，日本版ホスピタリストを育成
するに当たり，どうしてもこだわりた
いことが 1つあるのですね。それは，
基本的に全ての内科疾患が ERを通じ
て内科病棟に入ってきて，ホスピタリ

とに抵抗感があり，「専門医やかかり
つけ医を呼んでほしい」という患者さ
んはいます。そういうときは，いつで
も専門医と連絡が取れることを説明し
ていました。どうしても納得しない人
も中にはいますが，そういった場合は
こちらが折れて専門医につなぐことも
あります。患者満足度が低下してもい
けませんし，そのバランス感覚はすご
く大事ですね。
片山　他にも勤務体系に関して言え
ば，米国のホスピタリストは毎日
12―14時間の勤務を 7日連続で行っ
て，次の 7日間は休みという“7 days 

on／7 days off”と呼ばれるシフト制が
主流ですよね。これは日本では現実的
とは思えません。
石山　確かにそうですね。ただ，私が
所属していた St. Mary’s Health Center

はシフト制を採っていません。月曜か
ら金曜まで働いて，土日は休み。平日
は「自分の受け持ち患者の管理が終わ
ったら帰る」というのが基本ルールで
した。
片山　日本型に近いですね。シフト制
にすると，患者さんとの関係が薄れる
感じがないですか？
石山　ありますね。上司の Vaidyanが
シフト制を好まないのも，それが理由
だと思います。ただ，オン／オフがは
っきりしたシフト制の勤務体系が人気
となり，ホスピタリストが増えたのも
事実なのです。私の所属したグループ
でも，マンパワーの問題からシフト制
に近い形で契約したホスピタリストも
います。
　他方では，夜間の病棟をカバーする
ノクタニスト（nocturnist）もいて，ホ
スピタリスト・モデルのホットトピッ
クになっています。勤務スケジュール
に関しては，米国においても試行錯誤
が続いている状況ですね。

総合内科の面白さを
医学生・研修医に

石山　ホスピタリスト育成の必要性を
さまざまな観点から語り合ってきまし
たが，私の場合は，単純に「楽しい」
というのが最大の理由です（笑）。毎
日どんな患者さんが来るかわからない
ので，診断学が好きな自分としては飽

きることがありません。
片山　それは大きいですよね。診断だ
けでなく治療に関しても，経験できる
症例が全然違う。例えば急性骨髄性白
血病なら日本の総合内科だとせいぜい
診断疑いまでしかかかわることができ
ないですが，米国の場合は血液内科に
コンサルトしながら総合内科で診るこ
とも多いですよね。
石山　血液内科医としても，自分たち
の仕事の効率を上げるために，任せる
ことができるものは任せたいですし
ね。それをホスピタリストは意気に感
じて，化学療法の勉強もひと通りでき
ます。
　わからないことがあれば各専門医か
ら学びながら，日々成長できる。そう
いう楽しみは，少なくとも自分が医学
生だったころは感じられなかった。こ
の面白さを，日本の医学生や研修医に
何とか伝えたいと思うんですよ。
片山　いいですね！　私は亀田総合病
院での研修医時代，指導医の岩田健太
郎先生（現・神戸大大学院教授）に感
化されて，総合内科の道を選びました。
今度は私自身が，医学生や研修医の心
に火をつけられる存在になりたいと思
っています。
　最近の調査では，「将来専門にした
い診療科・分野」の 3位が総合診療科
でした 2）。興味を持つ医学生は増えて
いるのですね。あとは総合内科の面白
さを伝える「場」をいかにしてつくる
かです。
石山　私も Vaidyanに総合内科の面白
さを教えてもらい，心に火をつけられ
てホスピタリストになった身です。今
度は日本，そして自分の地元で，日本
版ホスピタリストの育成をめざして頑
張っていきたいです。 （了）

●参考文献
1）Wachter RM, et al. The emerging role of 

“hospitalists” in the American health care sys-
tem. N Engl J Med. 1996；335（7）：514-7.
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http://www.jmari.med.or.jp/download/WP337.
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ストが必要に応じて臓器別専門医にコ
ンサルトすることです（図）。このシ
ステムが患者さんの multi problemの
管理に適しているのはもちろん，内科
医の育成という意味でも大切になるか
らです。
片山　そのときに壁になるのが，マン
パワーです。当院の場合，850床に対
して，総合内科の指導医は 6人，シニ
アレジデントが 15人ほど在籍してい
ますが，石山先生の理想とされるシス
テムで回そうとしたら，最低でも倍以
上のスタッフが必要でしょう。その体
制を構築・維持できるように，病院全
体がサポートしていく必要があります。
石山　そこは，私自身も最大の課題だ
と感じているところです。当院もまだ
まだマンパワーが不足していますが，
まずは少しずつ実績をつくって，総合
診療科に対する周囲の理解を得ていき
たいと考えています。
片山　私は卒後 3年目のとき，当院総
合内科の立ち上げにかかわることがで
きました。最初は，臓器別医療の谷間
のような，どの科に割り振っていいか
わからない症例を受けることから始ま
り，徐々に感染症を中心とした com-
monな疾患にまで広がっていきました。
石山　貴重な経験をされていますね。
片山　まだ理想像には遠いですが，各
診療科の理解を得ていくプロセスに
は，時間が必要であることを学びまし
た。
石山　日本では，医師不足や勤務医の
疲弊の問題が深刻ですよね。これは，
分業体制の構築とジェネラリストの育
成で解決し得ると思うのです。ジェネ
ラリストが入院診療を担い，スペシャ
リストは得意な領域に特化する。そう
いうWin-Winのシステムを，何とか
日本で構築したいと考えています。

患者の抵抗感への対応，シフト
制勤務や夜間専従者の導入は？

片山　各診療科の受け止め方と同様
に，患者さんの受け止め方も気になる
ところです。勉強熱心な患者さんほど，
「専門家に診てもらいたい」という意
向が強い傾向がありますから。
石山　説明は必要でしょうね。米国で
も，ホスピタリストが主治医になるこ

●かたやま・みつや氏
2003年慈恵医大
卒。亀田総合病院
での初期・後期研
修（1年間），都立
墨東病院での救急
シニアレジデント
を経て09年よりハ
ワイ大内科レジデ
ント，12年よりサ
ウスフロリダ大感
染症科フェロー。
14年より現職。米
国内科専門医，米国感染症専門医。●図　  米国における内科入院システムの例

内科疾患は ERを通じて GIM（総合内科）に
入院となり，ホスピタリストとレジデントが
管理。必要に応じ各専門科にコンサルトする。

●いしやま・たかあき氏
1997年新潟大医
学部卒，同大外
科学教室入局。
2002年ワシント
ン大（セントル
イス）リサーチ
フェロー。05年
St. Mary’s Health 

Center 内科レジ
デント，08年よ
り同院のホスピ
タリストとして

勤務。15年 4月より現職。米国内科専門医。
著書に『僕は病院のコンダクター――日本人
ホスピタリスト奮闘記』（MEDSi）。

患者の流れ

各専門科への
コンサルト
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先月，私はルワンダでの 2年の任
期を終え，今月からはニュージー

ランド北島にある教育病院で指導医と
して働いています。それでは，早速今
日の症例です。

［症例］56歳男性。主訴：食事中
の胸のつかえ。7年前に HIVと診
断された。以後，ST合剤を予防
的に服用 ＊している。抗 HIV薬の
服用経験はない。半年前にかかり
つけの HIVクリニックで計測し
た CD4値は 700／μL だった。3
週間くらい前から，食事中に胸の
奥でつかえるような感じを自覚し
た。症状の程度は姿勢や呼吸など
に影響されない。食欲低下はない
が，食事摂取量は減っているよう
に思う。この 2か月間で体重は 6　
kg減少した。嘔吐・下痢なし。
便通に異常はなく，黒色便なし。
目まいや息切れなどもない。咳嗽
なし。発熱，盗汗なし。10代後
半から 1日 1箱ほど喫煙してい
たが，2か月前にやめた。飲酒も
同時期にやめた。
　入院時のバイタルおよび身体所
見は以下の通り。体温 36.0℃，血
圧 110／78　mmHg，心拍数 90／分，
呼吸数 11／分，SpO 2　96％（room 
air）。患者の外観は痩せ気味で，
わずかに側頭部の筋肉が減少して
いる。眼瞼結膜は正常。口腔粘膜
に白苔などの異常所見なし。頸部
リンパ節腫脹や甲状腺の腫脹は触
れない。心音および呼吸音は正常。
胸部に圧痛は認めない。腹部所見
も正常。皮疹なし。
＊サハラ以南のアフリカでは，ST合
剤の予防的服用が HIV感染者におけ
る肺炎，マラリア，下痢性疾患など
による死亡率を有意に下げることが
知られており，CD4値にかかわらず
服用が推奨され，一部の国ではガイ
ドライン化されている。

　皆さんはこの症例についてどう考え

ますか？　「胸の奥で食べ物がつかえ
る感じ」という症状は，特に長期の喫
煙歴と飲酒歴がある高齢者に見られた
場合，即座に食道癌を想起させるもの
です。嚥下障害は食道癌患者の約
70％に，また嚥下痛は約 20％に見ら
れ，体重減少も約 60％に報告されて
います 1）。この「食べ物がつかえる感
じ」という訴えは，食道癌も含め，し
ばしば食道における何らかの機械的な
閉塞（例：食道ウェブ，食道狭窄，縦
隔内腫瘍による圧迫など）を示唆して
おり，その場合，固形の食物と比較し
て，液体の食物摂取時のほうが通常は
症状が軽いのが特徴です（問診で確認
してみましょう）。固形か液体かにか
かわらず症状の程度に変化がない場
合，機能的な障害（例：アカラシア，
びまん性食道けいれん，強皮症など）
を考慮して，そこから鑑別診断を組み
立ててみてもいいでしょう。
　もちろん，機械的な閉塞が原因にな
っているとしても，時間の経過ととも
に閉塞が進展すれば，固形あるいは液
体にかかわらず食物の嚥下は困難にな
ります。したがって経過を追うことは
（他のあらゆる内科的疾患と同様に）
とても重要です。患者はおよそ 3週間
前から症状を自覚しはじめたと報告し
ていますが，「喫煙と飲酒を 2か月前
にやめた」理由は何でしょうか？　喫
煙および飲酒歴がある患者が，ある時
点で禁煙や断酒をしていた場合，その
理由を必ず聞いてみましょう。主訴に
関連した体調の変化の時間経過を知る
手掛かりになることがあるからです。
この患者の場合，その後の問診で，既
に 2か月前の時点で胸部不快感に伴う
体調不良を自覚しており，それが原因
でタバコと酒を絶ったことが判明しま
した。どうやら，当初考えていたより
も経過の長い症状のようです。
　それにしても，気になるのは HIV

の既往のことです。この患者の入院加
療を判断したレジデントは，HIVの既
往歴から，カンジダ食道炎もしくは
CMV食道炎を考慮したようです。で
も，CD4値も高いし，何だか「変な
感じ」がしますね。

　患者の主訴に関する追加の問診をい
くつか行った後，HIVの既往について
も詳しく聞いてみました。

「HIVと診断されたのはいつですか？」
「7年前です」
「そのときは，どのように診断された
のでしょうか？　何かリスクや症状が
あって，医療機関を受診したのでしょ
うか？」
「いいえ。何もありませんでした。献
血の際にそう告げられたのです。HIV
に感染していると……」
「（！）」

　レジデントに，HIV抗体検査を指示
しました。彼は明らかに当惑していま
す。私の意図を図りかねたようです。

「この患者さんは，HIVには感染して
いないかもしれないよ」

＊

　スクリーニング検査において，陽性
反応的中率（positive predictive value），
すなわち「検査結果が陽性であると判
定された場合に，真の陽性である確率」
は，疾患の有病率に大きく左右されま
す。例えば，成人人口における HIVの
有病率が世界で最も高い国であるアフ
リカ南部のスワジランド 2）（有病率
27％）で迅速テスト（例：HIV 1／2 

STAT-PAK ®， 感 度 100 ％，特 異 度
99.3％） 3）を用いて 10万人の成人を対
象にスクリーニング検査をしたとする
と，以下のような結果が得られます。 

　表が示すように，偽陽性者数（HIV

に感染していないのに陽性と判定され
る人）は 511人になります。同様の迅
速検査を，成人人口における HIVの
有病率が 3％のルワンダ 2）で実施した
場合，結果は次のようになります。 

　このように，検査の感度や特異度が
一定の条件で有病率が低下すると，陽
性反応的中率も低下して偽陽性者数が
679人に増えてしまいます。ELISAや
迅速テストなどは，感度に優れている
ためにスクリーニング検査にしばしば
使用されますが，特異度が十分でない
ために，有病率が低い状況では偽陽性

HIV感染 合計
（人）あり なし

検査陽性 27,000 511 27,511

検査陰性 0 72,489 72,489

合計 27,000 73,000 100,000

陽性反応的中率（27,000／27,511）×100≒98.1％
陰性反応的中率（72,489／72,489）×100＝100.0％

HIV感染 合計
（人）あり なし

検査陽性 3,000 679 3,679

検査陰性 0 96,321 96,321

合計 3,000 97,000 100,000

陽性反応的中率（3,000／3,679）×100≒81.5％
陰性反応的中率（96,321／96,321）×100＝100.0％

のリスクが上昇します。HIVの確定診
断のために，ELISA法によるスクリー
ニング検査とウエスタンブロット法
（ELISAと比較して感度に劣るが特異
度は 100％）による確認検査という 2

つのステップを必要とする理由がここ
にあります（ちなみに，HIVの有病率
がおよそ 0.02％と考えられている日本
でスクリーニング目的の迅速テストを
行った場合，仮に感度 100％，特異度
99.9％の検査キットを使用したとして
も，陽性反応的中率はたったの 16.7％
です）。
　ウエスタンブロット法が一般的では
ないルワンダのような地域では，PCR

によりウイルス定量，もしくは異なる
種類の迅速テストを繰り返すことで確
定診断としますが，あまり徹底されて
おらず，HIVと誤診されている「患者」
は少なくないようです。私たちが行っ
たこの患者の HIV抗体検査の結果は
陰性でした。彼は 7年前に HIVと診
断されていながら CD4値はほぼ正常
で，平均で HIV感染から 8年で症候
性 HIV感染もしくは AIDS（後天性免
疫不全症候群）がみられることを考え
ても，偽陽性の可能性を想起させる
ケースでした（long-term nonprogressor

と呼ばれる，HIVに感染していながら
長期間 CD4値が低下しない患者もい
ますが）。彼は，過去 7年もの間，本
来必要のない心理的ストレスを負い，
ST合剤の服用を続けてきたのです。
　よい知らせだけを伝えられればよか
ったのですが，オーダーした彼の上部
消化管内視鏡の結果は食道癌に合致す
るものでした。レジデントにとっても
私にとっても，どこかやりきれない感
じを残す症例でした。

【参考文献】
1）Enzinger PC, et al. Esophageal cancer. N Engl 
J Med. 2003　;　349（23）：2241-52. ［PMID　:　
14657432］
2）UNAIDS.　http://www.unaids.org/en/region
scountries/countries 
3）WHO. HIV Assays　:　Operational Characteris-
tics Report 16. 2009.　http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/44042/1/9789241597692_eng.
pdf?ua=1
4）Bartlett JG, et al. 2012 Medical Management 
of HIV Infection, 16th ed. Knowledge Source So-
lutions. 2012.

◉喫煙および飲酒歴がある患者が，ある
時点で禁煙や断酒をしていた場合，その
理由を必ず聞いてみる。
◉HIVの自然史を理解する。
◉スクリーニング目的で，ある検査を実
施する場合，得られる陽性反応的中率
および陰性反応的中率は，その検査の
感度・特異度だけでなく，有病率に大き
く左右される。
◉HIV感染のスクリーニング目的で迅
速テストを使用し，仮に陽性結果が得ら
れても，確認検査なしにHIV感染を診
断してはならない。



▲   日常の医療には，患者に価
値を生み出さない“ムダ”
がたくさんある

▲   業務のムダを見つけるため
に，TIM WOODSを使って
みよう

▲   ムダを見つけたら，職場の
人と議論して，業務工程の
プロセスチャートを作ってみ
よう

第 8回

効率性
TIM WOODSをなくそう！

本連載では，米国医学研究所（IOM）の提唱
する6つの目標「安全性／有効性／患者中心／
適時性／効率性／公正性」を軸に，「医療の質」
向上に関する知識や最新トピックを若手医師に
よるリレー形式で紹介。質の向上を“自分事”
としてとらえ，日々の診療に＋αの視点を持てる
ことをめざします。

担当 反田篤志
 米国メイヨークリニック
 予防医学フェロー
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医療の質の他の側面に影響を与えずに
改善することができます。むしろ非効
率性は，価値を生み出さない活動に医
療者の時間を費やし，安全性などを高
める活動への時間を制限します。した
がって，効率性の改善は，一般的に医
療の質の他の側面にも好影響を与える
のです。

現場の非効率を認識しよう

　自らがかかわる業務の効率性を上げ
るには，まずどの部分が非効率的か認
識する必要があります。ここでは，効
率性を上げる確立された手法である
Lean（リーン）でよく使われる，8つ
の“ムダ”を見てみましょう。これら
は頭文字を取り TIM WOODSと呼ば
れています。私の勝手なイメージは，
帽子をかぶったおじさん（ウッズさん）
です。
Transport（移動）
　  例：夕方 5時を過ぎると，病棟でオー
ダーした薬を自ら薬剤室に取りに行か
ないといけない

Inventory（在庫）
　  例：病棟の材料室に，数年前から誰も
使っていない骨髄穿刺針がたくさん

Motion（動作）
　  例：腰椎穿刺の準備に，背伸び一回，
前屈二回が必要（腰椎穿刺セットが棚
の一番上，腰椎穿刺針とポビドンヨー
ド液が一番下）

Waiting（待機）
　  例：朝の採血の結果が，午前 11時を
過ぎても返ってこない

Over-production（過剰生産）
　  例：採血台が，余計に作った採血セッ
トで溢れている

Over-processing（過剰工程）
　  例：薬をオーダーするのに，オーダリ
ングシステムへの入力と，紙カルテへ
の記載，看護師への口頭指示が必要

Defects（欠陥）
　  例：オーダーが間違っており，オーダ
リング入力，紙記載，口頭指示を再度
実施

Skills mismatch（技能不一致）
　  例：病棟での全ての点滴針留置と採血
は看護師でなく医師が行う
　このような“ムダ”には，現場レベ
ルや自分一人ではいかんともしがたい
ものもありますが，改善できるものも
多くあります。あなたの職場には，こ
のような非効率性はありませんか？も
しあるとしたら，どれを最も改善した
いか，考えてみてください。 

現場の効率性を改善するために
できること

　現場のムダを発見したら，まずは同
僚や上司に話してみましょう。特にお
勧めなのは，同じ病棟の看護師に話し
てみることです。なぜなら，看護師は
普段から業務の効率性を意識して仕事
をしていることが多く，PDCAや効率
改善の手法に精通している人もいるか
らです。また，ほとんどの業務プロセ

註）この試算では，非効率的な医療のみなら
ず，有効でない医療（本連載第 3，4回／第
3116，3121号参照）も，患者の利益に資さ
ないという観点から“ムダ”に含まれていま
す。したがって，ここでいう全ての“ムダ”が，
効率の低さに由来するわけではありません。

文献
1） Pierre L, et al. The Healthcare Imperative: Low-
ering Costs and Improving Outcomes　:　Workshop 
Series Summary. Natl Academy Pr　;　2010. 

スは看護師が鍵を握っていることが多
く，何らかの介入を実施するとしたら，
彼らのサポートが不可欠です。さらに，
医師からは見えない業務工程を知って
いる，思ってもみない着眼点を持って
いるなど，改善案を考える上で必須の
情報が集められます。
　もし職場の人たちから多くの賛同が
得られたら，本連載第 7回（第 3133号）
でも紹介した，業務のプロセスチャー
トを作ってみるといいでしょう。その
際には，それぞれのステップを細かく
記載するために，（多くは患者の視点
から）業務工程を始めから終わりまで
観察することをお勧めします。そうい
った時間が取れないとしたら，看護師
やその業務にかかわる職員に作成を手
伝ってもらってもよいでしょう。
　しっかりとしたプロセスチャートが
できれば，それを元に，どの部分がム
ダで，その部分を省けるか，どの部分
を改善できるか，全ての病院職員と同
じ土俵の上で話し合うことができま
す。そういった議論を通じて，業務の
効率化が図られるだけではなく，プロ
セスの標準化やプロトコールの作成へ
と展開し，医療の質の他の側面である
適時性や有効性の改善にもつなげるこ
とができます。
　最初に述べた通り，こういったプロ
セス効率化の手法の多くは，世界に先
駆けて日本の製造業で大きく発展しま
した。私見になりますが，日本人の勤
勉さと細部へのこだわりの強さは，与
えられたシステム内で業務工程を最適
化する作業において強みになると考え
ます。現場で働く医療従事者の皆さん
がやりがいを持って働くために，効率
性の改善は極めて重要な課題だと私は
考えます。読者の皆さんもぜひ職場で
の“ムダ”を，まずは一つ減らしてみ
てください。

　ローテーションで今日から新たな内
科へ。腰椎穿刺を実施しようと病棟の
材料室に向かい，穿刺針，滅菌手袋……
と必要な物資を探します。しかし，昨
日までの病棟とは置き場所が全く異な
り，材料を見つけるのにも一苦労。穿
刺針はどこを探しても見つかりませ
ん。看護師さんに聞くと，「あまり使
わないから置いてないのかも」とのこ
と。結局，他の病棟まで取りに行くこ
とになり，15 分かけてなんとか材料
をそろえられました。手袋をつけ，滅
菌処置をし，さて準備完了と椅子に座
ったところ，キシロカインがないこと
に気付きます……。

　こんな経験をしたことはありません
か？　典型的な“ムダ”の例です。ム
ダは患者さんにとって価値を生み出さ
ないだけでなく，医療者の日々のいら
立ちの原因にもなります（正直なとこ
ろ，私はムダなことをするのが大嫌い
です）。今回のテーマである“効率性”
では，このようなムダを省くことに主
眼を置きます。
　この“ムダ”という概念，英語では
Wasteと呼びますが，実は“Muda”と
言っても通じます。というのも，効率
性改善における概念や手法の多くが，

トヨタを筆頭とした日本の製造業を発
祥としているからです。他にも，
“Kanban（看板）”に代表されるプル
システム（後工程が前工程にシグナル
を送り，在庫管理を効率化する方式）
や“Seiri Seiton（整理整頓）”といっ
た言葉が，英語圏に輸出されてい
ます。業務の効率化はある意味
日本の十八番なのです。

 　日本の医療は効率的か？

　比較的安い医療費で長
い健康寿命を達成してい
る日本は，「システム全
体」で見ると，お金と
いう投資を健康という
結果に効率的に変換し
ているように見えま
す。逆に，世界でも類
を見ない高い医療費を
かけながら，健康指標
が先進国内でも平均か
それ以下に甘んじている
米国は，効率が悪いよう
に思えます。実際，米国の
医療費のうち，約 30％はム
ダな支出とされています 1）

（註）。では，「日本の医療」は効
率的なのでしょうか？　私はそう

は思いません。多くの方も，自らの
経験に照らし合わせて「日本の医療は
とても非効率的だ」と思うのでは，と
推測します。
　国民医療費や健康という指標は，必
ずしも「現場」の効率性を反映してい
ません。特に日本では，医療現場の効
率の低さを，医療従事者の過剰労働で
埋め合わせているように思えます。す
なわち，ある意味で医療従事者のタダ
働きにより，現場の“ムダ”の多さが，
システム全体としては見えにくくなっ
ているのではないでしょうか。
　例えば，主治医制。医師の多くが毎
日オンコール（医師の延べ業務時間が
非常に長くなる）ですが，これは効率
的な人材の運用でしょうか？　例え
ば，医師や看護師の業務範囲の広さ。
書類作業や患者のクレーム対応など，
医療専門職の時間を費やすのに見合う
効果はあるのでしょうか？　例えば，
管理職の医師が出席する会議の多さ。
それぞれの会議が，本当に必要でしょ
うか？
　日常の中に潜む非効率性は，“普段
からやっている当たり前のこと”と認
識され，問題視されていないことが
多々あります。もし「一生懸命やって
いるのに，なんで毎日こんなに大変な
のか」とあなたが思っているとしたら，
業務の至る所にムダが隠れていると考
えるべきでしょう。
　一方，「効率を上げると，安全性な
ど医療の質の他の側面が損なわれる」
という反論があります。確かに，安全
性を高めるための多重確認や口頭反復
などは，一見すると効率性と競合しま
す。しかし，腰椎穿刺用器材の配置に
見られるように，多くの非効率性は，



書 評 　 新 刊 案 内

画像からみた 脳梗塞と神経心理学
田川 皓一●著
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定価：本体8,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02196-8

評 者  山鳥 重
 前・東北大大学院教授・高次機能障害学

　本書は 280ページもの大著で，それ
もなんと全編書き下ろしである。
　著者の田川皓一先生は誰もがご存じ
の脳卒中学と神経心理学の権威であ
る。医師・研究者とし
ての全てのエネルギー
をこの分野の知見の深
化と発展のためにささ
げてこられた。脳卒中
症例に関する臨床経験
の豊富さにおいて，先
生の右に出る人はおそ
らくいないのではなか
ろうか。
　脳卒中の症候学で最
も厄介なのは認知・行
動能力の異常，いわゆ
る神経心理学的症候で
ある。単純で比較的わ
かりやすい症候もある
にはあるが，複数の認
知的要因が重なり合
い，わかりにくい臨床像を呈すること
のほうがむしろ普通と言っても良いく
らいで，多くの医師から「わかりにく
い」領域として敬遠される原因の一つ
にもなってきた。
　本書は，この「わかりにくい」神経
心理学的症候群を「わかりやすく」解
説することをめざされたもので，その
目的は見事に達成されている。
　本書が，なぜわかりやすいかという
と，著者が問題の範囲を「血管閉塞症
候群（脳梗塞）」に絞っているからで
ある。もともと神経心理学は脳梗塞の
症候学として始まった。例えば，ブロー
カの発表した失語症候群（いわゆるブ
ローカ失語）がたちまちの間に当時の
臨床家に受け入れられたのは，その原
因疾患が彼らがよく遭遇する脳卒中

（左中大脳動脈梗塞）であり，その症
候になじみがあったからであろう。
　神経心理学的症候群それ自体から勉
強を始めると，敵が心理症候だけに，

わかったようなわから
ないような，なんだか
雲の中にいるような気
持ちになってしまう
が，病巣から勉強を始
めると，敵は極めて具
体的なものとなり，格
段にわかりやすく，頭
に残りやすい。膨大な
自験症例から選び抜か
れた MRI画像がふん
だんに提示されてお
り，一層理解を助けて
くれる。
　本書のわかりやすさ
は文体にもある。全編，
講演口調なのだ。田川
先生の語り口は滑らか

で，しかも自信に満ちている。思わず
引き込まれてしまう。通常の教科書な
ら事実が羅列してあるだけだから，つ
いつい注意が散り，気が付いたら他の
ことを考えているのだが，本書は違う。
集中して読み進むことができた。
　読んでいてうれしいことは他にもあ
る。随所で，病巣との関係があいまい
な症候や，定義のあいまいな症候群に
ついて，はっきりと，ここはよくわか
っていないようだとか，私はそうは思
わないなどと，実に率直にご自身の意
見が述べられているのである。読者は，
あ，この問題ははっきりしていないの
だ，とか，あ，この問題はやっぱりお
かしいのだ，などと大いに納得される
のではなかろうか。
　本書は，ぜひ読み通されることをお

勧めする。読み通せるように実にうま
く企んである。この企みに乗せられて，
ずいずいと読み通せば，これ一冊で，
脳卒中臨床で遭遇する多様な神経心理

学的症候群の全体像が把握できるよう
になっている自分を発見するであろ
う。そういう素晴らしい本である。

実践！　皮膚病理道場 
バーチャルスライドでみる皮膚腫瘍
［Web付録付］
日本皮膚科学会●編

A4・頁200

定価：本体12,000円＋税　医学書院
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評 者  田中 勝
 東女医大東医療センター教授・皮膚科部長

　日本皮膚科学会の編集による，まっ
たく新しいタイプの皮膚病理入門のた
めの貴重な一冊がついに出た！
　各章の執筆者が，現在，皮膚病理診
断の中心で活躍してい
る経験豊富な 6人，最
も頼れる皮膚病理指導
医たちである。したが
って，全ての章が必要
最小限の簡潔で明快な
記述で構成されてお
り，病理診断のポイン
トがとてもわかりやす
い。なんとぜいたくな
本であろうか。
1．バーチャルスライド
がWebで見られる点が
画期的！
　この本は間違いな
く，今までにないタイ
プの本である。すなわ
ち，掲載されている病理画像を全て，
Web上で，バーチャルスライドとし
て確認できるのである。したがって，
本書を見ながら，日本皮膚科学会総会
の教育講演「実践！　皮膚病理道場」
で習ったことの復習もできるし，参加
できなかった人でも，まるでその場に
いて質問したことを教えてくれるかの
ような，丁寧な解説を読みながらバー
チャルスライドを見ることが可能にな
っているのだ。
2．日本皮膚科学会総会の教育講演「実
践！　皮膚病理道場」と密接にリンクして
いる！
　2013年の日本皮膚科学会総会から
始まった「実践！　皮膚病理道場」（以
下，「道場」）は，今までにない画期的
な皮膚病理入門の場であった。今まで
は教育講演を聞いて受動的に学ぶこと
が多かったのが，「道場」では，自ら
PCのバーチャルスライドを見て能動

的に学び，わからない点があればチ
ューターに聞くことができるという，
まさに両方向性の学習が可能になった
のである。それが，本書の登場でさら

に素晴らしい皮膚病理
入門の場となったと言
えよう。本書を開けば
一見してわかる美しい
写真と矢印や丸囲みを
使った明快な解説が示
されている。さらに，
「写真が小さくて見え
ない！」という場合で
も，Web 上に用意さ
れたバーチャル画像に
アクセスすることで解
決できるのである。
3．腫瘍ごとに学ぶべき
ポイントが明確に示さ
れている！
　本書がこれまでの教

科書と異なる点はもう一つ。皮膚病理
所見のみを扱っている点である。臨床
情報もなければ文献もない。だからこ
そ，病理所見にスッと入っていけるの
である。先頭に病理診断のポイントが
箇条書きに示されており，これから学
ぼうとしているポイントが明解であ
る。しかも，皮膚科における日常的な
臨床病理カンファレンスで扱われる皮
膚腫瘍をほぼ網羅しているのがありが
たい。
4．指導医にも薦めたい！
　本書はこれから皮膚病理に入門する
研修医のみならず，指導医層にも薦め
たいと思う。なぜなら，教育する側の
立場で考えても，教えるべきポイント
がはっきりと示されているのだから。
というわけで，私も医局員に皮膚病理
ティーチングする際に，本書を 100％
利用したい！　と思った。
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「わかりにくい」領域を
「わかりやすく」解説する目的を

見事に達成した書

今までになかった
画期的な皮膚病理入門書！
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ナラティブホームの物語
終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ
佐藤 伸彦●著
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定価：本体1,800円＋税　医学書院
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評 者  松村 真司
 松村医院院長

　その薄桃色に装丁された書籍が届い
たのは，残寒の中にも春の気配が感じ
られ始めた 2月末だった。実家の戸棚
の奥のアルバムにあるような写真たち
をまとった表紙に誘わ
れるように，少しずつ
読み始めた。
　第 I部「家庭のよう
な病院を」。かわいら
しいカバーとは裏腹
に，のっけから筆者の
経験した重いエピソー
ドから始まる。筆者は
問う。「私が『治した』
『救った』と思ってい
たものは何だったのだ
ろう」――真摯な問い
は続く。いのちとは何
か。科学とは何か。医
学とは，看護とは，介
護とは。主治医として
かかわりながらさらに問う。やさしさ
とは，人間の尊厳とは，死とは。そし
て，生きるとは。
　そして，第 II部「ナラティブホーム
の風景」が始まる。ここでは，これら
の問いの末，筆者たちが「ナラティブ
ホーム」という地域の施設へと結実さ
せていくさまが描かれる。ここで第二
章に入ると，途端に問いは少なくなる。
支援者を見つけ，構想を練り，開設に
至るまでの具体的な過程が記される。
最後に，そこで過ごした人々をめぐる
四つの小さな物語が始まり，筆者がこ
れからめざす医療の形を描く短いエピ
ローグで終わる。見返しに貼られた，
ナラティブホームをめぐる美しい写真

たちが，静かにアウトロを奏でる。
　本書に貫かれているテーマの一つ
は，「いのちが最期に向かうとき，医
療には，医療者には何ができるのか」

というものである。
　医療は医学という科
学を基盤に成立してい
る。もちろん科学の視
点から見なければ医師
の仕事は成り立たな
い。しかし，言うまで
もないが医療が人生の
全てではない。全ての
人にはそれぞれの生き
方がある。そして，い
のちが最後に向かうと
き，医療には何ができ
るのか。そもそも，い
ったい医療は何のため
にあるのか。
　筆者とその仲間たち

は，この普遍的な問いに対して物語と
関係性という二つのキーワードを用い
た挑戦を行い，富山で始まったその活
動は次第に全国へと広がりを見せてい
っている。
　もちろん多くの医療者は，今日もそ
れぞれのやり方でいのちと向き合って
いる。そのやり方は，根底のところは
筆者とそう大きな違いはないのであろ
う。しかし，とりわけ地域医療，終末
期医療という，科学が効果を発しにく
い場面において，私たちは今のやり方
ではしばしば行き詰まる。それを克服
するために，さまざまな人たちがさま
ざま方法を模索している。どの方法も
完全ではなく，今もあちこちで試行錯

誤が繰り返されている。
　しかし，いかなる方法をとったにせ
よ，古の書にあるように，全ては「愛
がなければ無にひとしい」のである。
では，愛とはいったい何か。そして，
どうすれば愛は手に入るのか。その答
えは本書の中にはない。また，簡単に
見つかるものでもない。本書で筆者が
自らに問うように，私も自分に問い掛
ける。私自身が愛する者を失い，そし

て自分もいずれ失われる存在である以
上，問いを続けること自体が苦しみを
伴う。しかし私たちは，それでも人々
と向き合い続けなければならない。そ
のために，私たちには物語が必要にな
るのである。
　本書の中に収められている筆者と筆
者の仲間たちが紡ぎ出す希望の物語を
胸に，私も地域の人々の傍にこれから
も立ち続けていきたい。

基礎からわかる軽度認知障害（MCI）
効果的な認知症予防を目指して
鈴木 隆雄●監修
島田 裕之●編
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評 者  山口 晴保
 群馬大大学院教授・リハビリテーション医学

　認知症の前段階としての新しい概念
である軽度認知障害（mild cognitive 

impairment　;　MCI）に関して，スクリー
ニングから診断・治療・予防介入ま
で，一冊で全てがわか
る本はこれまでなかっ
たので，本書は必携の
書と言えます。まずは
MCIの解説から始ま
り，MCI を検出する
方法や必要な認知テス
トが紹介され，診断方
法が続き，MCI・認知
症のリスクファクター
が解説され，MCI へ
の治療介入だけでな
く，高齢者の認知機能
低下予防をめざした地
域保健事業としてのさ
まざまな予防介入の実
践例（ランダム化比較
試験を含む）に至るまで，全て網羅さ
れています。よって，MCIの概念整理
と新しい情報の入手にうってつけです。
　副題にある「効果的な認知症予防を
目指して」は，まさに今の日本の社会
的ニーズに合致した，タイムリーな出
版です。この副題が示すように，「認
知症になってからでは手遅れ！　だか
らMCIで予防介入する」という基本
スタンスが本書で貫かれています。
　内容は，系列的かつ網羅的に細かく
項目立てされていて，しかもそれぞれ
の項目が完結しているので，初めから
全部を読み通そうとするだけでなく，
辞書的に使うことができます。そして，
MCIの背景の説明にあるように，MCI

は認知症予備軍というだけでなく，広
く老年症候群の一つであることが明確
に示されています。MCIで歩行が遅
いと認知症になりやすい，COPD（慢性

閉塞性肺疾患）や CKD

（慢性腎臓病）など高齢
者特有の病態と MCI

が関連することなど，
MCIを広く老年学の
立場から解説していま
す。
　本書は MCIの最新
知識を網羅しているの
で，これ一冊で，認知
症の診療にも，地域で
の認知症予防事業に
も，病診連携にも役立
ちます。MCI の研究
者には必携の書である
だけでなく，認知症の
専門医，認知症診療に

携わるかかりつけ医，看護師や保健師，
理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士，臨床心理士，介護福祉士などに読
んでいただきたいMCIのバイブルで
すが，特に，介護予防事業に取り組む
市町村の保健師やリハビリテーション
職，地域包括支援センターのスタッフ，
通所リハビリテーション（デイケア）
や通所介護（デイサービス）のスタッ
フなどには，ぜひとも読んで参考にし
ていただきたい本です。
　本書から，鈴木隆雄元研究所長をは
じめとする国立長寿医療研究センター
の方々が，地域活動に真剣に取り組ん
できたことが読み取れ，あらためて「す
ごいな！」と感じました。
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「愛がなければ無にひとしい」
――希望の物語を胸に

一冊でMCIの全てがわかる，
認知症に携わる人必携の書



患者の目線に立った診療を
意識できる良書

呼吸器診療 ここが「分かれ道」
倉原 優●著
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 沖縄県立中部病院呼吸器内科

　本書は，呼吸器分野の診療で遭遇す
る，素朴ではあるがよくある疑問に対
して，エビデンスやガイドラインを紹
介しながら，それらに
対する筆者の見解を交
えつつわかりやすく解
説している。
　私たち臨床医は患者の診療を行うに
当たって，さまざまな臨床データを参
考にしながら行っている。いわゆるエ
ビデンスに基づいた医療が現代医学の
基本であることは言うまでもない。し
かし，どのようなエビデンスを基に診
療を行えば良いのか，あるいはエビデ
ンスを目の前の患者にどの程度適応す
れば良いのか，ふと立ち止まってしま
う場面も多いのが現実である。
　例えば，中等症以上の気管支喘息と
診断された患者に対して，ほとんどの
内科医はコントローラーとして吸入ス
テロイドを処方することができるであ
ろう。しかし，数ある多くの吸入デバ
イスの中からどの吸入器を選択すれば
良いのか，LABAとの合剤にすべきか
どうか，ステップダウンをどのような
タイミングで行うべきか，などに関し
ては，喘息診療を始めたばかりの研修
医や呼吸器を専門にしていない内科医

にとっては，ふと立ち止まって考えて
しまう場面かもしれない。
　著者の倉原先生はこのような場面を

「分かれ道」と表現し，
道しるべとなるエビデ
ンスやガイドラインを
紹介した上で，そのエ

ビデンスを実際の日常臨床にどのよう
に適用していくのか，その思考過程を
明確に，わかりやすく示している。単
に文献を紹介するだけではなく，患者
の目線に立ち，サイエンスを「血の通
った人間」に対して有機的に用いてい
く思考過程に好感が持てる。エビデン
スを重視しながらも患者の心や個性を
大切にしたいと願う，著者の内に秘め
たる熱い想いがうかがえる。図表が多
く用いられており，知識も整理しやす
くなっている。
　あえて注文を付けるとすれば，肺が
んと呼吸器感染症の分野が少なく，や
や物足りなさを感じた程度である。
　本書は呼吸器診療に携わる多くの研
修医，プライマリ・ケア医，内科医，
専門医にとって，今すぐ参考となる良
書と言える。ひたむきに日々の診療に
携わる多くの医師に一読していただき
たいと願う。

糖尿病 作って食べて学べるレシピ
療養指導にすぐに使える糖尿病食レシピ集＆資料集
NPO法人西東京臨床糖尿病研究会，植木彬夫●監修
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　このたび，NPO法人西東京臨床糖
尿病研究会に所属する管理栄養士さん
が「糖尿病 作って食べて学べるレシ
ピ」という本を出版しました。この管
理栄養士さんたちは
59施設の医療機関に
出向いて，9916件の
栄養指導を行い，その
活動の一環として，「糖
尿病では美味しいもの
が食べられない」「食
事療法はつらい」とい
う考えを払拭しよう
と，2004 年 に「糖 尿
病食を作って食べて学
ぶ会」（調理実習）を
開始しました。そのメ
ニューの中からいくつ
かを選び，集大成した
ものです。
　本を開くと，まずは
春夏秋冬のメニューがそれぞれ 6つ程
度載せられていて，普通血糖が上昇し
て敬遠しがちなカレーライス，チャー
ハン，豚カツ，ドリアなどがたくさん
載っています。それにチヂミなどの韓
国料理，中華料理，西洋料理や正月料
理がレシピの中にちりばめられていま
す。デザートも豊富で（別項を設けて
まとめて記載もしている），また野菜
の不足しがちなうどんや魚料理にうま
く野菜をマッチさせているなど感心し

ます。また別項の中には副菜レシピが
まとめられ，ほうれん草の和え物，キ
ャベツの和え物など，極めて豊富なレ
シピが収載されています。しかも，だ

れでも簡単にまねでき
るように工夫されてい
るのにも感心します。
また，レシピに続く資
料のページがとても大
切で，糖尿病の食事の
基本から，バランスの
よい食事の考え方，血
糖を上げる栄養素の違
い，食べ方の工夫，肉
や魚料理の工夫，見え
ない油脂，食物繊維の
こと，塩分のこと，外
食・中食のこと，お弁
当の工夫，あると便利
な食材，電子レンジの
使い方など，資料の

ページだけでも圧巻な内容です。ぜひ
ぜひご一読を勧めます。
　この本を見ると，今は亡き髙村香代
子先生のめざした方向が見事に実った
なと感慨深いものがあります。何回か
髙村香代子先生に講演をお願いしたと
き，高飛車ではない，穏やかなのに凛
として一本芯の通った内容で，何回で
も講演をお願いしたい方でした。きっ
と天国で喜んでおられると思います。
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はじめに
　筆者の勝手な感覚で言わせてもらえ
ば，日本の医療現場で数十年前から必
要とされていた本が，今年（2015年）
になってようやく上梓
された。本書『感染症
疫学ハンドブック』で
ある。
　なぜ，この種の本の
出版が数十年遅れたの
か。それは，この疫学
という領域が感染症に
限らず，医療・医学に
必須であるという認識
が国内のさまざまなレ
ベル・領域で遅れたか
らである（そして今も
遅れ，冷遇されてい
る）。その問題が現れ
た実例を示す。
　1996年，大阪は堺
市で数千人の患者を生
み出した腸管出血性大腸菌 O157　:　H7

の集団発生は「半年」近く続いていた。
本書の第 1章を執筆された John Ko-
bayashi先生（以下，敬意と愛着を込め
て Johnと略）に，「あなたが指揮を執

れば集団発生を終息させるまで，どの
くらいの時間が必要ですか」と聞くと，
「3日……長引くと 1週間かな……」。
「！！」（参考までに Johnとの付き合い

は 10数年に及ぶが，
彼に「はったり」とい
う概念は存在しない）。
　この「半年 vs. 3日」
のギャップを埋めるべ
く，この Johnをはじ
め関係の先生方の支援
を受けて設立された実
地疫学の拠点が「国立
感染症研究所実地疫学
専門家養成コース
（FETP-J；Field Epide-

miology Training Pro-
gram Japan）」であり，
本書は，このコースの
卒業生の共同執筆によ
り完成された。
本書の紹介

　疫学というと「10万人当たり……」
といった退屈な世界，「数式が並ぶ」
難解な世界を想像される向きも多いと
思うが，本書は「実地」と名前が付い
ているように現場が舞台であり，良い

意味で現場で「実地」に作業すること
を意識したノウハウ本となっている。
初心者は，第 1部の 1章から 3章を読
み具体的な実地疫学の手法を概観し，
その手法が実際例ではどのように用い
られるかを第 2部のケーススタディで
学ばれると良い。恐らく，これだけで，
この領域の面白さのとりこになる人が
出る。実地疫学には「現場が好き，臨
床が好き」な医療従事者をとりこにす
るものが充溢している。
　すでに何らかの形で本書が扱う領域
におられる方，具体的には保健行政，
マスコミ関係の方は，第 7章「疫学調
査に必要な検査の基礎知識」，第 9章
「情報の収集と活用」，第 11章「報告
書の書き方，プレゼンテーションのま
とめ方」，第 13章「リスクコミュニケー
ションの実際」が特にお勧めである。
　「『検査が陽性』であることと『患者』
であることの距離」を理解した役所か
らの通達がはるかに実用的になり，
「『感染症による健康リスクが個人や社
会に与える影響を最小限にする』こと
を意識し共有する必要」を理解したマ
スコミはパラボラアンテナ付きの車で
患者・家族を追い回すことをやめるだ
ろう（多分やめないけど……）。

おわりに
　MERS以前からエボラ，デング，鳥
インフルエンザ，HIV……，新しい微
生物が出るたびに日本の関係機関（行
政，マスコミ，医療機関）が示す「右
往左往」は「金太郎あめ」のようにま
ったく同様であり，既得権益を享受す
る人々の焼け太りを含めて今後も変化
の兆しがない。
　日本の FETPがそのモデルとした
米国の EIS（Epidemic Intelligence Ser-
vice）およびそれにならって運営され
ている各国の FETPは，研修生は有給
であり，研修終了後は実地疫学のノウ
ハウを活用し地域を守るポジションに
就く人が多いが，日本では必ずしもそ
のような生かされ方はしていない。
　それでも，この絶望的な状況にわず
かではあるが新しい光を投げかける本
書が多くの読者を得ること，特に日本
の保健行政の要路を決める方の目に留
まることを切望します。
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「半年 vs. 3日」のギャップを
埋める，日本の医療現場で
渇望されていた書籍

管理栄養士らによる
糖尿病レシピ・資料の集大成
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