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ターフェース新時代
•［グラフ解説］ＢＭＩの新技術で，難治性神経
疾患・脳機能障害に光を 2―3面
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念じるだけでロボットを動かしたり，言葉を伝えることが
できる。それはもはや，空想世界だけの話ではない。
ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）は，脳をダイ
レクトに機械につなぎ，これまでにない通信や生活のか
たちを可能にし得る技術である。特に医療福祉領域で
は，失われた脳機能の代償や回復に役立つ技術として，
寄せられる期待は大きい。世界中で熾烈な技術開発競
争が行われるなか，わが国では多分野の協働により，
独自性に富み，機能性に優れた医療BMIの研究開発
が着実に進みつつある。来る実用化時代を見据え，
人・社会と共生し，より多くの福音をもたらすBMIの在り
方を，本特集にて展望してみたい。
さあ，BMI新時代へ。

低侵襲型BMIの頭部埋込時イメージモ
デル。脳波計測用128ｃｈ集積化アンプ
が，個 の々患者にフィットする人工頭蓋骨
に収納されている。

低侵襲型BMIで用いる電動義手。横井
浩史教授（電気通信大大学院）が開
発した。脳表面からの脳波でリアルタイム
に動作する。

簡易装着できる脳波計測用ヘッドセット。
非侵襲型BMIに用いる。

非侵襲型BMIによるニューロリハビリテー
ション用の電動装具。脳波により動き，
リハビリ効果を促進する。
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ブレイン・マシン・インターフェース
とは何か
　ブレイン・マシン・インターフェー
ス（Brain Machine Interface; BMI）と
は，脳と機械を直接つなぎ，脳機能を
補填・増進させる技術の総称である。
BMIは，脳に対する作用から「入力
型」「中枢介入型」「出力型」に分類さ
れる（表）。
　本稿で主に取り上げる出力型BMIは，
脳信号を計測してコンピューターで解
読（decoding）し，脳活動の内容を推
定，外部機器を操作することで，失わ
れた神経機能を代行，回復させる技術
である。入力型，中枢介入型BMIと比
較すると本格的な臨床応用には至って
いないが，筋萎縮性側索硬化症（ALS）
や脊髄損傷，脳卒中後の運動麻痺をは
じめとする脳機能障害患者の機能補填
や再建への活用が大いに期待され，研
究が盛んに行われている。
　出力型BMIは，手術により頭蓋内に
電極を置く侵襲型と，手術をせず頭皮
脳波や近赤外分光法（NIRS）などを
用いる非侵襲型，大きく二つに分類す
ることができ，目的・用途に応じて使
い分けられている。

神経生理学分野における
成果と課題
　BMIによる機器操作を初めて実証し
た研究として有名なのが，Chapinらに
よるラットの実験である（Nature. 1999，

図1）。彼らはまずレバーを押せば水が
もらえる電動アームを用いて，ラット
にレバー操作による水飲みを学習させ
た。次にレバー操作の直前に発火する
神経細胞を脳内刺入型針電極から検出
して，その神経細胞が発火すれば，水
飲み操作を補助するよう電動アームの
制御を変えた。しばらくするとラット
はもはやレバーは操作しなくなり，頭
でレバーを押すことを考えるだけで水
飲みを操作するようになったという。
　次いでDonoghueやSchwartzのグルー
プがサルでコンピューターカーソルや
ロボットアームの制御に成功して注目
された。Schwartzらは運動野の神経細
胞に “preferred direction” と呼ばれる，
一定の方向に腕が動いたときによく反
応する特性があることを見いだしてい
た。その特性を制御に用いることによ
り，わずか 100 個程度の神経細胞の発
火活動を計測するだけでロボットアー
ムの 3次元コントロールを可能にした
（Nature. 2008，図2）。
　これらの研究成果はいずれも基礎の
神経生理学者が長年の研究により見い
だしていた神経生理学的特徴をうまく
BMIに応用したものと言える。しかし，
微小な針電極を多数大脳皮質に刺入す
るため，脳自体に損傷を与えるだけで
なく，神経活動計測という極めて繊細
な環境を要し，慢性炎症反応による瘢
痕組織が形成されることなどから，長
期間にわたって安定した脳活動計測を
行うことが困難であり，臨床応用には
課題も残っている。
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BMIの新技術で，
難治性神経疾患・脳機能障害に光を
表  さまざまな用途が期待される医療用BMI（一部はすでに臨床応用されている）
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 分類  役割  応用例

入力型
機械から脳に
情報を送る

感覚代償 人工内耳（聴性脳幹インプラント，右図），
人工視覚（脳刺激型人工眼）

中枢介入型
脳内の情報処
理過程に機械
が介在

脳機能
調整

神経疾患（パーキンソン病，慢性疼痛）・
精神疾患への電気刺激療法

出力型
脳から機械に
情報を送る

侵襲
（脳内刺入型針電極）

低侵襲
（硬膜下電極）

非侵襲
（頭皮脳波・NIRS・ｆMRIなど）

運動回復 リハビリシステム（慶大など）
運動調整 パソコン操作・

ロボット操作など
（主に米国）

ロボット制御・
意思疎通支援装置
（阪大など）

● 3Dアバター操作（慶大など）
● 意思疎通支援装置
［マクトス（（株）テクノスジャパン）,
ニューロコミュニケーター
（（独）産業技術総合研究所）］
●  パソコン操作
［BCI2000（米・独・オーストリアなど）］

てい

図5  ヒトでのBMIによるロボットアーム制御
 物の把握と把握解除（上段），手と肘の同時独立制御（下段）

Yanagisawa T, et al. Ann Neurol. in press より改変

図1  ラットを用いたBMIによる水飲み操作
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図2   サルを用いたBMIによるロボットアーム制御
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自分でエサを食べる

運動野の神経細胞は一
定の方向に腕を動かす
ときによく反応するとい
う「好みの方向」を持つ

両腕は使わないよう，
一時的に筒の中にしまっておく Velliste M, et al. Nature. 2008より改変
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図3   運動内容推定に有用な中心溝内運動野の脳信号
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数字はブロードマン領野を示す。
「4」が一次運動野に相当　

図4   運動障害の程度とγ帯域（80－150Hz）の信号強度
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日本の医療用BMI研究最前線
低侵襲型BMI
　米国の侵襲型BMIが主に微小針電極
を用いているのに対して，わが国では
阪大，ATR脳情報通信総合研究所，東
大などを中心としたグループで，脳の
表面に皿状電極をグリッド状に配置し
たシリコンシート電極（硬膜下電極）
を用いた低侵襲型BMIが研究されてい
る。
　脳神経外科領域ではもともと，難治
性てんかんの焦点源の同定や，難治性
疼痛に対する大脳皮質電気刺激療法の
ために，硬膜下電極を 2週間程度留
置する方法がとられてきた。こうした
診療背景のもと，倫理委員会の承認と
患者さんの協力を得てBMIの臨床研究
を進めてきた。
　大脳における運動情報の最終出力は
一次運動野であるが，ヒトでは中心溝
と呼ばれる脳のしわのなかにその大部
分がある。われわれは，中心溝内の一
次運動野が運動内容の推定に有用であ
ることを明らかにした（Neuroimage. 
2009，図3）。次いで，運動時に生じ
るγ帯域（80―150Hz）の活動強度が

運動内容の推定に有用であることから，
これを用いたロボットアームのリアル
タイム制御に成功した（J Neurosurg. 
2011）。さらに運動障害を持つ患者で
もγ帯域の活動は残っていることから，
これを用いて運動内容の推定とロボッ
ト制御ができることを明らかにした
（Ann Neurol. in press，図4，5）。意思
疎通支援装置の開発にも取り組んでい
る。
　侵襲型BMIを臨床応用するには，感
染のリスクを避けるため，最終的には
装置をワイヤレス化し，体内埋込する
必要がある。その開発には，図6のよ
うに個々人の脳表面にフィットする 3
次元高密度脳表電極，128ch集積化ア
ンプ，Bluetoothワイヤレス通信回路，
非接触充電電源，個々人の頭蓋骨に
フィットする人工頭蓋骨兼用頭部ケー
シング，フッ素ポリマー樹脂腹部ケー
シングなど，これまでの埋込医療機器
にはない斬新なアイデアを多数導入し，
プロトタイプ W-HERBS（the Wireless 
Human ECoG-based Real-time BMI 
System）を 2011 年 3 月に作製した
（IEICE Trans Commun. 2011）。今後
動物実験を経て，2014 年をめどに臨

床研究を行う計画である。
　わが国の侵襲型BMIは，脳神経外科
の診療の現場から始まり，実用化の面
で世界最先端を行く研究になったとい
える。

非侵襲型BMI
　非侵襲型のBMIに取り組んでいるの
は慶大のグループである。同大では，
脳波を用いて運動想起時に生じるα―
β帯域（8―30Hz）の信号強度の変化
を計測し，BMIに用いており，筋ジス
トロフィー患者がインターネット上の
3D仮想世界にいるキャラクターを
BMIで操作することに成功している
（図7）。
　こうした機能代償型BMIに加え，同
大では上記手法を用いて運動企図を推
定し，麻痺肢を他動的に運動介助する
ことでリハビリテーション効果を期待
する機能回復型BMI（図8）にも力を
入れている。脳卒中で麻痺のある患者
を対象として，電動装具により麻痺側
手指を動かすとともに，この変化を患
者に見せる視覚フィードバックを 4―
7か月にわたって行ったところ，律動

変化の大きさが有意に大きくなった。
さらに重度の運動麻痺患者 8例中4例
で，随意的な筋電反応が生じるように
なった（J Rehabil Med. 2011，図9）。
これらはBMIをそのまま神経機能代償
に用いるのではなく，患者の神経機能
回復に応用するという独創的発想を実
現した貴重な成果である。

医療用BMI研究の今後
　非侵襲型BMIは，BMIを用いたリハ
ビリテーションの臨床応用を図るとと
もに，脳波装置の多チャンネル化や
NIRSとの併用による高性能化をめざ
す。
　一方，侵襲型BMIに関しては，まず
は有線での短期臨床研究を開始すると
ともに，ワイヤレス埋込装置の動物実
験と実用化開発を進め，数年後をめど
に臨床研究の開始をめざしている。ワ
イヤレス埋込技術は，非拘束長時間大
量データ計測を可能にすることから，
脳内情報処理研究に新しい研究パラダ
イムを創出する可能性もあり，脳科学
や情報科学の研究に新展開をもたらす
と期待される。

BMIの新技術で，難治性神経疾患・脳機能障害に光を｜グラフ解説｜

BMI

③視覚フィードバック

図8   麻痺側上肢に対する機能回復型BMI

②運動企図の状態推定

④電動装具や筋電気刺激による
フィードバック

①頭皮脳波の計測

麻痺側上肢

図6   ワイヤレス体内埋込装置の開発
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［ISBN978-4-260-00020-8］

〈標準理学療法学　専門分野〉
地域理学療法学（第３版）
編集　牧田光代、金谷さとみ
B5　頁304　定価4,935円
［ISBN978-4-260-01224-9］

〈標準作業療法学　専門分野〉
高次脳機能作業療法学
シリーズ監修　矢谷令子
編集　能登真一
B5　頁280　定価3,990円
［ISBN978-4-260-01390-1］
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川人　日本におけるBMI研究は，多分
野の協働によりこの10 年ほどで飛躍
的に進展し，いまや世界のトップレベ
ルに位置付けられようとしています。
2008 年度に文部科学省が発足させた
「脳科学研究戦略推進プログラム（以
下，脳プロ）」（図1）でも，「日本の特
長を活かしたBMIの統合的研究開発」
をテーマに，神経科学，工学などさま
ざまな学問領域がかかわりながら，独

自性のある技術の研究開発を進めてい
ます。
　そのようななか，最前線で実用化へ
の試みを続けてきたのが臨床医学の研
究室であり，特に慶大と阪大は，それ
ぞれ異なるアプローチで日本のBMI研
究をリードしてきました。そこでまず
は，現在までの研究の進展について，
ご紹介いただきたいと思います。

リハビリテーション
に革新をもたらす
非侵襲型BMI
川人　慶大では，BMIのリハビリテー
ション（以下，リハビリ）への応用を
研究しておられます。
里宇　われわれは 4年ほど前から，脳
卒中の後遺症による上肢の片麻痺のリ
ハビリに，非侵襲型のBMIを活用する
研究を進めています（グラフ解説参照）。
　上肢の片麻痺は下肢に比べ非常に予
後が悪く，回復するのはわずか 15％
程度です。特に筋電図がまったく出な
いほど重度の麻痺の場合，これまで有
効な治療法はほとんどなく，患者さん
は健側の手のみで日常生活を送る努力
をされていました。しかしBMIを使っ
たフィードバック訓練を行えば，かな
り重い麻痺でも，筋電図が出る可能性
がある。実際に日常生活で麻痺のある
手の使用範囲が広がる方もおられ，私
としては予想以上の進展だと考えてい
ます。
川人　慶大でBMIリハビリを受けた患
者さんにお話を伺ったことがあります。
手首が伸展するようになって，日常生
活でもひとりでできることが増え，非
常に積極的かつ明るくなれたと，本当
に熱っぽく語っておられました。麻痺
が治らないと言われ，鬱屈としていた
日々から比べれば，劇的な変化ですね。

里宇　ええ。BMIリハビリ用の機器開
発も，臨床である程度使えるレベルま
で進みつつありますので，BMIを試し
たいと外来を訪れる方には，適応を見
極めた上で 10 日間の入院でトレーニ
ングを受けていただいています。
吉峰　BMIを使ったリハビリと，従来
のリハビリとの一番の違いはどこにあ
るのでしょうか。
里宇　これまでは，セラピストが患者
さんの手の状態をチェックしつつ，言
葉や手のアシストにより運動のイメー
ジを患者さんにフィードバックしてき
ました。しかし，BMIを使って脳波変
化を実際に患者さんに見せたり，電動
装具で麻痺手を他動的に動かすことで，
脳でイメージした動きを実際に体験し
ていただくことができ，よりダイレク
トかつ客観的なフィードバックを行え
ます。また，セラピストの熟練度に依
存しない，均質なフィードバック訓練
が常に可能になることも，BMIの大き
な特徴ではないでしょうか。
川人　“脳活動を可視化し，特定の神
経領域を制御する”ニューロフィード
バックは，BMIの核となる概念の一つ
です。里宇先生の研究は，それと既存
のリハビリのフィードバック訓練とを
非常にうまくマッチさせておられると
感じます。
　こうした機能回復型BMIの概念を明
確に打ち出している例は，世界的に見
ても希少です。成功のポイントはどこ
にあるとお考えですか。
里宇　まず，複数あるリハビリ治療の

　　が，
医療の新領域を
拓いていく
多分野連携で育てる
日本発の革新技術

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学講座 教授

吉峰俊樹氏
ATR脳情報通信総合研究所 所長

川人光男氏◉司会
慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 教授

里宇明元氏
東京大学大学院 情報学環 教授

佐倉統氏

医療をはじめ，私たちの生活を大きく変えることが期待されるBMIの技術。その研究開
発には，多くの学問領域がかかわっている。文化的背景や価値観の違いなど，たくさん
のハードルを乗り越え，志を一つに技術を大きく発展させてきたのが，日本のBMI研究
グループだ。本座談会では，多分野連携により生み出される医療用BMIの最前線に迫
るとともに，社会と先端科学技術との共生という視点を交え，これからのBMI研究のビ
ジョンを描き出す。
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図2
ATRで開発された
脳情報解読技術を用いたじゃんけんロボット

MRIで脳活動を毎秒計測
運動指令に関係する部分を抽出

パターンの解析

画像データ

ロボットに指令

脳活動パターン抽出 脳活動パターン抽出

ロボットハンドが同じ動作

グー チョキ パー 特徴パターン

被験者がMRIに入り，グー･チョキ・パーのいずれかを出すと，
その脳活動を解読し，手のロボットが同じ動きをする。非侵襲
の多点計測と，あらかじめ識別したい動きを学習させた機械学
習アルゴリズムを組み合わせたデコーディングにより，被験者
の訓練を必要とせず，脳の情報を読み出せる。

HONDA-ATR共同研究：木村真弘，今水寛，島田育廣，Oztop E，
Harner A，神谷之康．オンラインfMRIデコーディング―じゃんけん
ジェスチャを脳活動から読み取る．電子情報通信学会第2回ブレインコ
ミュニケーション研究会抄録．2007．pp29-32

BMIが，医療の新領域を拓いていく｜座談会｜

レパートリーの一つとしてBMIを位置
付け，治療適応の有無をきちんと評価
した上で実施していることでしょうか。
そうすると，BMIの長所をより生かし
た治療が可能となり，成果も上がりや
すくなります。もしBMIの適応がない
場合も，臨床の研究室ならではの強み
を生かし，代償的手段も含めた他のリ
ハビリ方法を提案できますので，それ
も結果的に，BMIの価値を維持するこ
とにつながっているように思います。
佐倉　「BMIが使えないなら他に手立
てはない」ということにはならないの
ですね。
里宇　ええ，その通りです。
　もう一つは，装置が簡便であること
です。使用するのは数チャンネルの脳
波計とアンプ，パソコン，電動装具の
みで，特別な機械やロボティクスを常
時必要としないことも，臨床応用にお
けるアドバンテージだと考えています。
川人　装置の簡易性は，BMIの実用化
において非常に大切な視点ですね。
里宇　そうですね。機能回復型BMIに
とどまらず，牛場潤一先生（慶大理工
学部）のグループと共同で行っている
機能代償型BMIの研究（グラフ解説参
照）でも，やはり装置が簡便で，どこ
でもパッと着けてすぐに動かせること
を重視しています。特に機能代償型の
場合，脳活動の計測装置を着けて過ご
す時間が長くなりますし，使っている
うちに脳の活動状態が変わるなど，テ
クニカルな問題点も多く出てきます。

メンテナンスなどもしやすいよう，着
脱が容易な装置を作ろうと検討してい
るところです。

実用化への
期待が高まる
低侵襲型BMI
川人　侵襲型のBMIについては，10 年
ほど前から米国で，脳に刺入するタイ
プの電極を使い活動電位や局所電場電
位（LFP）を計測する研究が盛んにな
り，ベンチャー企業も参入するなど一
時期，たいへんな勢いがありました。
一方日本では阪大を中心に，脳を傷つ
けない皮質脳波電極を使った，低侵襲
型BMIの研究が進められてきました。
研究の発端と進展について，ご説明い
ただけますか。
吉峰　脳神経外科の診療現場では 20
年ほど前から，脳表に電極を置いて脳
の電気刺激や脳波の計測などを行って
いました。刺激する電極により運動が
惹起される身体の部位が異なること，
運動の種類により脳波が異なることも
明らかになっており，私は加藤天美先
生（現・近畿大教授）と，筋萎縮性側
索硬化症（ALS）や脊髄損傷の患者さ
んが外部と連絡する手段として，この
脳波を利用できないかと考えていたの
です。
　しかし，ことはなかなか簡単には運
ばず，実際に研究が進展したのは，
ATRで脳情報の解読が可能になり（図
2），本学との共同研究が始まったこ
こ 4―5年のことです。現在では脳波
から数種類の運動内容を弁別できるよ
うになり，この技術を用いてロボット
アームをコントロールし，いくつかの
運動をつなげて連続的な動作をさせら
れるまでになりました（グラフ解説参照）。
川人　米国で主流だった刺入電極は，
脳が動くことで電極の位置が少しずつ
ずれ，長期的な計測が困難になったり，
炎症反応を起こしたりするデメリット
が次第にわかってきました。一方皮質
脳波は，安全かつ安定的な計測が長期
に可能であることが，吉峰先生や，藤
井直敬先生（理研脳科学総合研究セン
ター）らの研究で明らかになってきて
います。
吉峰　10 年前には，米国の研究は高嶺
の花のように見えていましたが，今は
低侵襲型BMIのほうが，かえって実用化
に近い状態にあるように感じています。
　次の段階として臨床研究に一歩近づ

くため，ALSの患者さんを対象とした
臨床研究の計画を進めています。厚生
労働省からの支援も加わりましたので，
当院の倫理委員会に研究許可を申請中
です。また，装置を小型集積化して体内
に完全に埋め込むワイヤレスのBMIシ
ステムも開発中で，実用化に向け，多
面的に動き出しています。
里宇　脳プロが始まってから現在まで
を振り返ると，基礎研究，開発研究の
スタートダッシュは非常にうまくいっ
たと思います。今後は阪大のように，臨
床研究をサポートする枠組みを活用し
て，世界に示せるようなエビデンスを
発信していくことが必要になりますね。

どこまで進む？
日本発のBMI
川人　お話を伺ってきて，慶大や阪大
をはじめとした臨床の研究室の積極的
な参画が，日本のBMI研究の進展に大
きく貢献したのだと，あらためて感じ
ています。
佐倉　どちらの研究室も，現実のニー
ズを常に意識して研究目標を設定して
いることが，いろいろな技術の進展に
つながっているのではないでしょうか。

吉峰俊樹氏
1975 年阪大医学部卒。米メイヨークリニック神経学教
室研究員，行岡病院脳神経外科部長，阪大脳神経
外科講師，文部省長期在外研究員（独マインツ大，
米メイヨークリニック）を経て，98年より現職。阪大病
院脳卒中センター長，未来医療センター長を兼任。日
本脳神経外科学会理事，『脳神経外科』誌編集委員
などを務める。「脳神経外科は専門分野として確立さ
れた分野ではありますが，他分野と分離されたもので
はなく，広い医学のなかに融け込んで進歩するもので
す。その医学も独立した学問ではなく，大きな科学のな
かで発展するものです。また，科学はそれに適した文
化のなかで育てられます。BMIの技術も，これからの
世界の文化に根付いて広く社会に貢献できるものに
育ってほしいと考えています」

川人光男氏
1976 年東大理学部卒。81年阪大大学院基礎工学
研究科博士課程修了。阪大基礎工学部助手，講師
などを経て，88年ATR視聴覚機構研究所主任研究員。
2003年ATR脳情報研究所所長，04年ATRフェロー，
10年より現職。06年朝日賞，09年大川賞ほか受賞
歴多数。著書に『脳の情報を読み解く――BMIが開く
未来』（朝日新聞出版）など。「BMI研究は，脳の情
報処理のメカニズム解明にも大いに役立っています。
本研究所では昨年12月，脳情報の解読やニューロ
フィードバックの技術を基に，意識や視覚刺激を伴わず
に視覚の知覚能力を向上させることができる『DecNef
法』を開発。成果はこのほど米『サイエンス』誌に掲
載されました（Shibata K, et al. Science. 2011; 334
（6061） : 1413─5.）」

感覚情報を組み込んだ高度のBMIを作りたい。
物を触ったときの感触まで脳に伝えることができれば，
格段に精密で繊細な動作も可能になる

各自がある程度“わがまま”に，おのおのの研究を楽しみつつも，
他領域の研究も温かく，長い目で見守ることが，

おおもとの研究目的をかなえるために必要
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図3  慶大でのクリニカルクラークシップのもよう川人「患者さんの役に立つ」という視
点がはっきりしていますよね。そうし
た視点を持って，実用性や安定性を重
視して研究を進めた結果，10 年のビ
ハインドをはねのけ，BMIリハビリ
テーション，低侵襲BMIなどでリード
をとることができた。それは誇れる成
果ではないでしょうか。
　今後，この日本独自のBMIの技術を
どのように展開していくか，お聞かせ
ください。
里宇　まず，今ほぼ実用化している
BMIニューロフィードバックシステム
を製品化して，普及させることですね。
クリニックやデイケアといった日常臨
床の場で，ネットワークを活用して脳
情報をモニターしながらリハビリがで
きるシステムを思い描いています。
川人　これまで日本では，せっかくの
自国発の技術を製品化につなげるチャ
ンスを生かせないことが多かったです
から，ぜひともこの機に日本発信のBMI
製品を生み出していただきたいですね。
里宇　そのほか，指の閉じ開きから一
歩進んで，手を伸ばして物をつかんで
移動するという，上肢の複合的な運動
をアシストできるシステムも検討し始

めています。熟練した作業療法士のよ
うに，患者さんの回復度合いに応じた
フィードバックまでできるようになれ
ば，非常に面白いと思います。簡単に
達成できることではありませんが，基
礎神経科学や工学領域の力をお借りし
つつ，進めていきたいと考えています。
　また，BMIで培ってきたリハビリの
ノウハウを，再生医療や神経再生の分
野に生かせないかと思案中です。「基
礎研究から臨床に」という従来の流れ
とは逆に，基礎領域に臨床の成果を還
元し，新たなテーマを提案していくこ
とも，これからはぜひ手がけていきた
いです。
吉峰　侵襲型のBMIは今後，侵襲性に
見合うだけの性能と，使い勝手のよさ
をめざしていきたいと思っています。
技術的な点から言うと，感覚情報を組
み込んだ高度のBMIを作りたいですね。
物を触ったときの感触まで脳に伝える
ことができれば，格段に精密で繊細な
動作も可能になると思います。
川人　私自身はこれからの目標として，
少ないチャンネルでの計測で，刺入電
極と同等の精度の高いBMIを作りたい
と考えています。
　既に昨年末には，本研究所と慶大と
の共同研究で，NIRSと頭皮脳波計測
という可搬型かつ非侵襲・低拘束の装
置を組み合わせ，高い計測精度を実現
できる脳機能計測装置の開発に成功し
ています。また，自然科学研究機構生
理学研究所のグループにより，これま
で刺入電極でしか測れなかったLFPを
皮質脳波から推定する試みも始まりつ
つあり，10―20 年後には実現可能だ
と思います。
　こうした測定精度を高めるために必
要となるのは，脳活動の大量かつ精密
なデータベースの構築と，データ解析
技術の開発です。これらについても着
実に進めなければなりませんね。
里宇　データベースには，個人情報保
護など倫理的課題や，取得したデータ
の帰属先などの議論もありますが，ぜ
ひ研究開発の貴重な資料として，変容
していく過程の脳情報を活用できるよ
うにしていきたいです。

具体的な
目標設定で，
めざすところを
ひとつに
川人　昨今，異なる学問領域同士の融
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合や連携が，盛んに推進されています。
しかし，それぞれにバックグラウンド
が異なり，言葉や文化，価値観も違う
学問領域が，本当に“融合”して成果を
挙げている例は少なく，その点でBMI
研究は貴重な成功例ではないかと考え
ています。
　中でも最も密接にかかわるのは医と
工の二領域です。里宇先生は，理工学
部と密に連携して成果につなげておら
れますが，連携をスムーズに進めるポ
イントはどこにあると思われますか。
里宇　まず，一緒にいる時間の長さで
はないでしょうか。オンタイム，オフ
タイムを問わず，和気あいあい一つの
ターゲットに向かい，医学で，あるい
は工学で何ができるか，どこを妥協す
べきか，ディスカッションし続ける関
係ができている。それが非常に大きい
と思います。
　もう一つは，エンジニアの方に臨床
現場を体感してもらうことです。われ
われは “エンジニアのクリニカルク
ラークシップ”を実施しており（図3），
外来や病棟回診，患者さんの評価まで
一緒に行います。そうすると，患者さ
んとコミュニケーションを重視する姿
勢が身につき，自分たちが作ったもの
が目の前の患者さんでどう生かされる
のか，皮膚感覚でわかるようになる。
　そういう経験からいうと，例えば
医・工それぞれの修士課程や博士課程
に，連携実習のプログラムやクラーク
シップなどを設けることができれば，
異分野との連携を当たり前のことと考
える若手研究者を育てることができる
かもしれません。
川人　少し珍しいケースかもしれませ
んが，吉峰先生の研究室には工学部か
ら医学部に入られた方が複数いらして，
BMI研究でも活躍されていますね。
吉峰　平田雅之先生や，柳澤琢史先生
ですね。二人とも，二つの領域の素養
をうまく融合させ，奇跡的な能力を発
揮しています。私も工学部で学んでお
けばよかったと思います（笑）。異分
野の連携においては，双方のマインド
を互いに理解し合えることが肝心です

ので，こうした人々が自分の能力を発
揮しつつ，関係者間の橋渡しをしてく
れると，大いに心強いです。
　とはいえ，一番重要なのは関係者全
員が同じ目標に向かって「心をひとつ
にして」努力することだと痛感してい
ます。その点慶大も，医学，工学が車
の両輪となって，同じ「患者さんに役
立つBMIの実用化」という方向へと
走っているのが，本当に素晴らしいな
と思います。
佐倉　私は文理融合・越境型の学際組
織に所属していますが，これまでのさ
まざまな事例から，そうした複合的組
織が成功するポイントが大きく分けて
二つ，導き出されています。一つは
「具体的，かつ共有できる目標の設
定」です。そのために，どの分野から
どんな人が加わったらよいかを考え，
学生の教育もプロジェクトベースで行
うことが大切です。そしてもう一つは，
「複数の学問領域をうまくコーディ
ネートできる存在がいること」。お二
人のお話を伺うと，やはりこの二点が
クリアされており，それがスムーズに
研究開発が進んでいる要因の一つであ
る気がしますね。

臨床応用，
基礎研究，
革新技術開発の
バランスが大切
川人　BMI研究には「世の中にBMIを
役立てる」という大命題がありますが，
その下に集う神経科学の基礎研究者，
工学技術者，臨床医が重きを置くとこ
ろは「脳活動のメカニズムを解明した
い」「画期的な情報システムを開発し
たい」「患者さんを助けたい」とそれ
ぞれ異なっています。そこで大切なの
は，三者のバランスが崩れて研究目的
がゆがまないことです。各自がある程
度“わがまま”に研究を楽しみつつも，
他領域の研究も温かく長い目で見守る

里宇明元氏
1979 年慶大医学部卒。84年米ミネソタ大リハビリテー
ション科，85年国立療養所東埼玉病院理学診療科
を経て，99年埼玉県総合リハビリテーションセンターリ
ハビリテーション部長。2002 年慶大医学部助教授，
04年より現職。08年より日本リハビリテーション医学会
理事長を務める。編著書に『リハビリテーション (最新
整形外科学大系第 4巻)』（中山書店）など。「リハビ
リテーションには，①早期から障害を予防する（予防），
②障害された機能の最大限の回復を助ける（機能回
復），③残された障害を的確に補うことによって生活を
豊かにする（機能代償），という3つの役割があります。
BMI技術の進化と臨床応用の進展により，喪失機能
の代償にとどまらず，中枢神経可塑性を誘導し，障害
そのものを回復させるような革新的リハビリテーションが
展開されることを期待しつつ，新たな可能性への挑戦
を続けています」

絶えず周りを見渡し，時にはぶつかり合いながらも
それぞれが最高の結果を出す。そういう気持ちでいれば，
多分野連携の枠組みは非常に刺激的で，楽しいものになる

臨床現場で理工学部大学院生（右
側）が作業療法士（中央）と一緒
にBMIリハビリを行っている。
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図4 ALS患者を対象としたBMIに関する全国意識調査
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日常生活に直結した会話文作成に対
する希望が高い。侵襲型にはより多機
能・高性能への期待が高かった。

BMI全体では8割の患者
が，また侵襲型BMIに限定
しても5割近い患者が関
心を持っていた。

QOLにかかわる体位変換に対する希
望が高い。侵襲型にはより多機能・高
性能への期待が高かった。

生命維持に直結する緊急アラームに
対する希望が高い。侵襲型にはより多
機能・高性能への期待が高かった。

患者がBMIに
期待する機能

ことが，おおもとの研究目的をかなえ
るために必要だと，脳プロの 4年間
で感じました。
里宇　われわれも，臨床応用を重視し
て研究を進めつつ，技術革新や基礎研
究の新発見をいつも楽しみにしていま
す。すぐには使えないものでも，いつ
か大きなブレイクスルーのきっかけに
なるかもしれないと思うと，ワクワク
してきます。
吉峰　医学の世界でもトランスレー
ショナルリサーチが盛んですが，目先
の臨床応用にばかり重点を置いて基礎
研究をおろそかにすると，革新的な進
歩が望みにくくなります。両者がとも
に進展して初めて大きな成果につなが
ると思いますので，臨床医としてはよ
り基礎的で原理的な発見を期待してい
ます。
　日本では，米国のように莫大な資金
と人材を一点に集めて，という研究ス

タイルは難しいですが，脳プロでは脳
情報の解読・制御を中核に，動物実験
での実証とデータベースの構築，電極
の開発，ロボットアームの開発など，
領域の枠を超えた連携がバランスを
保って実現され，成果を出している。
そこにやりがいを感じます。
里宇　自分の持分には徹底して精一杯
取り組みつつも，絶えず周りを見渡し，
時にはぶつかり合いながらもそれぞれ
が最高の結果を出す。そういう気持ち
でいれば，多分野連携の枠組みは非常
に刺激的で，私にとっては楽しくて仕
方ないですね。
川人　今後はBMIの臨床応用面が脚光
を浴びていくと思いますが，これまで
と同様，基礎研究，革新技術開発とバ
ランスを保ちつつ，BMI研究の長期的
な発展を見据えていけたらと願ってい
ます。

社会との接点を
常に意識して
川人　新しい科学技術の発展の成否に
は，その技術を利用する社会との関係
性をどう形作っていくかが大きくかか
わってきます。BMIも，もちろん例外
ではありません。BMIが社会の理解を
得て，社会とともに進んでいくために，
解決すべき課題は何でしょうか。
里宇　BMIには未知の部分が多いこと
もあり，これまでの蓄積がある技術と
比べると，倫理的課題がクローズアッ
プされやすい面がありますね。
佐倉　ええ。BMIは，技術の革新性の
高さはもちろん，文化や価値規範の異
なる背景を持ったたくさんの人がかか
わっており，その内実も非常に多様で
す。既存の倫理指針だけでは対応しき

れないため，BMIならではの視点を加
味した，研究倫理の枠組みを作ること
が必要だと感じています。その試みの
一つとして，川人先生と共同でBMI倫
理 4原則の提案なども行っています。
川人　実際に問題になっているのは，
どのようなことでしょうか。
佐倉　欧米などでは，BMIによって脳
が変化してしまったら，人格はどう変
わるのか，人格が変化してしまった場
合，術前の同意の有効性はあるのかと
いった哲学的・観念的な議論が盛んな
ようです。
吉峰　従来型のリハビリや，もっと言
えば読書，音楽など情操教育でも脳は
変わっていくものですし，それらとの
違いをどう考えていけばよいか，難し
いところですね。
川人　BMIは「脳と直接情報を出入力
する」技術ですから，神経回路の変化
や新生の度合いも大きく，そのぶん，心
や人格が変わることも必然的にあり得
ると思います。従来にない大きなプラ
ス面がある一方，自分自身や周囲が戸
惑ってしまうような性格の変化が起こ
るリスクも，当然考えられるわけです。
　例えばニューロフィードバックの考
え方を応用すると，脳を制御して，あ
る心の状態に呼応した活動パターンを
部分的に引き起こせる可能性がありま
す。これは精神疾患や神経疾患の治療
に大いに役立つと考えられますが，言
わばダイレクトに“心が変わる”治療で
もあります。
　重要なのは，こうしたBMIの効用と
リスクとを踏まえ，社会がどう考える
か。そして，社会の理解をどう得てい
くか。その一点だと私は考えています。
佐倉　以前，吉峰先生の研究室が行っ
た重症ALS患者さんへのアンケート調
査にご協力させていただいたことがあ
ります（図4）。介護やコミュニケー

ションにBMIを役立てられる場面は数
多くあり，その技術の進展を待ち望ん
でいる人もたくさんいます。
　ですから，社会との接点を明確に意
識し「この目的のために使う」「こうし
たメリット，デメリットがある」といっ
たこともきちんと示し，研究のアウト
リーチにも常に気を配る。そうするこ
とで，社会全体にポジティブに受け入
れてもらえる可能性はぐっと高まると
思います。

すべての人に
福音をもたらす
BMI研究を
吉峰　何十年か後には，BMIとロボ
ティクスとのミックスで「あの音楽を
聴きたい」「誰々に会いに行きたい」
と何気なく考えただけで，ロボットが
律儀に用を足してくれる世界がくるか
もしれませんね。そういう世界を夢見
る一方，人間がどこまで科学技術の恩
恵を受けてよいのか，という問いも投
げかけられている気がします。
佐倉　あらゆる科学技術には，光と影
の両面があり，BMIのようにインパク
トが大きい技術ほど，使い方によって
は影の部分も大きくなる可能性を秘め
ているものです。今後BMIの応用範囲
は拡大していくと思いますが，社会と
研究開発者双方が歩調を合わせ，BMI
の“光”の面をどのように広く大きくし
ていくかが，大切になると思います。
里宇　社会のニーズに応えつつ，こち
らからもレスポンスを返すことで，相
互作用で新たな価値観を創出していけ
ればよいですね。
川人　BMIは，たくさんの人のかかわ
りで成り立っている研究です。そのか
かわりを社会全体にまで広げ，研究者，
BMI利用者，すべての人に福音をもた
らすことができるよう，研究を育てて
いきたいですね。本日はありがとうご
ざいました。 （了）

BMIが，医療の新領域を拓いていく｜座談会｜

BMIは，技術の革新性の高さはもちろん，
研究の内実も非常に多様。BMIならではの視点を加味した，
研究倫理の枠組みを作ることが必要になる

佐倉統氏
1985 年東大文学部卒，京大大学院理学研究科博士
課程修了。三菱化成生命科学研究所，横浜国立大
経営学部，独フライブルク大情報社会研究所などを経
て，2000 年より東大大学院情報学環助教授。07年よ
り現職。『進化論という考えかた』（講談社），『科学の
横道――サイエンス・マインドを探る12の対話』（中
央公論新社）など著書多数。「科学技術は社会が形
作り育てるもの，BMI然り，と思います。専門家と社会
の対話を促進したいです」

調査対象は日本ALS協会に登録する1918人
の患者。有効回答数は793人（生存782人，
死亡11人）。回答は，患者本人（25％），介
護者による代筆（19％），介護者による患者
意思の推察（50％）により得られた。
「文字を指差せない／言葉にならない／脚が
全く動かない」重症者がそれぞれ6―7割を占
め，意思疎通の方法は，発声以外に会話補助
装置や文字盤等を併用する患者が多数みられ
た。コミュニケーションは「だいたい可能」～「内
容が限定される」患者が多数だが，「ほとんど／
全くできない」患者もみられた。60歳未満
（p<0.0001），回答者が患者本人もしくは代筆
（p<0.0001），パソコン利用あり（p<0.01）で，
優位にBMIに対する関心が高かった。
※本調査は，文科省「脳科学研究戦略推進
プログラム」により，大阪難病医療情報セン
ターならびに日本ALS協会の協力を得て行わ
れた。
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　改正臓器移植法が施行され 1年有余
が経過した。法改正は臓器不全のため
移植を待ち望んでいた多くの患者にと
って悲願とも言えるものであった。思
い起こせば 1997年に臓器移植法が制
定されたが，極めて限定的なものであ
った。それは臓器不全との絶望的な闘
病生活を強いられてきた患者にとっ
て，いちるの希望をもたらすものでは
あったが，年間 10件前後の臓器提供
では，その恩恵に浴する患者は極めて
少数にすぎないという厳しい現実には
変わりなかった。
　この半世紀の医学の進歩により，臓
器移植の成績は飛躍的に向上した。し
かし，わが国においては，治療法は存
在してもその治療を受けられないため
に多くの患者が生を奪われていった。
医学・医療の大きな目標のひとつは，
治せるはずの患者を確実に治すこと，
治せない疾患をやがては治せるように
することであるはずではないだろうか。
　臓器移植法の改正で，本人の意思が
不明でも家族の書面による承諾によ
り，脳死後，臓器の提供が可能になっ
た。移植を待ち望む患者にとっては大
きな福音と言えよう。2010年 7月の
改正法施行以来 69件（2011年 12月 1

日時点）の尊い，善意による臓器の提
供が行われ，多くの生命が救われ，健
康を取り戻している。しかし，それで
もなお多くの患者が移植を待ち望んで
いることに変わりはない。臓器提供を
増加させ，一人でも多くの患者を救う
ためには，社会の移植医療への理解・
信頼の確保，提供施設の負担軽減など，
課題が山積している。さらに生命の大
切さ，尊厳について，特に次世代を担
う若い世代への啓発が重要だろう。
　現代ほど生命の尊厳が軽んじられて
いる時代はないだろう。自殺，虐待，
いじめ，テロ，戦争，飢餓，災害など
のため，「救えるはずの多くの生命」
が失われている。生命は有限であり，
一度限りのものである。だからこそか
けがえのないものであろう。またどの
生命にも必ず終わりがあり，生の終わ
りに際しての選択肢のひとつとして臓
器の提供があり得る。より普遍的な，
生命の根源にかかわる問題として，終
末期医療，延命治療，尊厳死などの問
題とともに，臓器提供について考え，
話し合い，自身の意思を表示する運動
を進めたいと考えている。今生きてい
る生命を大切にし，治せるはずの，救
えるはずの多くの生命を救うために。

　がんは 1981年以来わが国の死因の
第 1位を占め，国民の半数ががんにか
かり，3分の 1が死亡している。これ
を背景に，2006年に「がん対策基本法」
が成立し，2007年4月の施行となった。
この法律の基本理念は，①がんの克服
をめざし，がんに関する専門的，学際
的または総合的な研究を推進するとと
もに，がんの予防，診断，治療などに
係る技術の向上，その他の研究などの
成果を普及，活用，および発展させる
こと，②がん患者がその居住する地域
にかかわらず等しく科学的知見に基づ
く適切ながんに係る医療を受けること
ができるようにすること，③がん患者
の置かれている状況に応じ，本人の意
向を十分尊重してがんの治療方法など
が選択されるようがん医療を提供する
体制の整備がなされること，とされて
いる。この法律に基づき，2007―2011

年度の 5年間の「がん対策推進基本計
画」が策定・実行されてきたが，第 1

期は 2012年 3月をもって終了する。
　厚生労働省は，2010年 6月に第 1

期基本計画の中間報告書を公表した

が，それによると全体目標の一つの「10

年でがんの年齢調整死亡率（75歳未
満）を 20％減少する」としたことに
ついては，おおむね目標どおりに進ん
でいる。
　一方，もう一つの全体目標である「す
べてのがん患者及びその家族の苦痛の
軽減並びに療養生活の質の維持向上」
において，量的な目標についての計画
は進んでいるものの，苦痛や療養生活
のいわゆる「質」の面については，い
まだに指標の設定さえも明確にされて
いない。
　がん患者があらゆる時期に経験する
身体的苦痛や精神的苦痛を軽減するこ
とは患者や家族の願いであり，医療者
には科学的な視点に立った対応が求め
られる。協議会の意見としても，適切
で測定可能な指標を早期に設定するこ
との必要性が強調されている。
　次期計画では，種々の領域において
形式的な数値で表される「量」よりも，
「質」を表すことのできる指標を定め，
その実行をめざすことが重要だろう。

　団塊の世代の代表（1947年生まれ）
が 2012年に 65歳を迎える。この世代
の多くはサラリーマンで，これを機に
会社との縁が切れ，住まいのある地域
を中心とする生活に移行するだろう。
そして，2022年には彼らも後期高齢
者となり，日本の後期高齢者は激増す
る。これが主に大都市圏のベッドタウ
ンで起こるのである。
　あえて悲観的なシナリオから述べ
る。「生活不活発病」という言葉があ
るように，やがて彼らは家に閉じこも
りがちとなり，多くの人が要介護とな
る。と同時に，大都市圏の急性期病院
は入院患者急増で機能停止する。一方，
残念ながら日本は増税に失敗し，社会
保障が拡充できず，多くの高齢者は地
価の安い遠隔の地に追いやられ，孤独
死が増える。そんな暗い社会になる恐
れがある。もちろんこんなことがあっ
てはならない。
　東京大学高齢社会総合研究機構で
は，首都圏ベッドタウンの典型である
千葉県柏市で，「柏プロジェクト」に

取り組んでいる。高齢者は地域で生き
がいを持って就労でき，人と人との触
れ合いを楽しんで，できる限り元気で
いてほしい。たとえ弱っても，在宅医
療を含めた 24時間在宅ケアシステム
の下で，地域内に整備された高齢者向
け住宅も活用して，住み慣れた地域で
安心して住み続けてほしい。そんな地
域をめざすものだ。全国に普及するに
は増税の国民的コンセンサスを取り付
け，社会保障にさらに財源を投入する
ことも不可欠だろう。
　超高齢社会は，経済が急速に発展し
たことに伴い生じるものと言える。そ
れが暗いものになるとしたら，「戦後
の経済発展とは一体何であったのか」
ということになりかねない。日本の経
済発展を支えてきた団塊の世代が，
営々として獲得した自分の住まいのあ
る地域で，子どもたちとも交流しなが
ら安心して老いることのできるシステ
ムがつくれるか。この世代が後期高齢
者になるまでの今後十数年間が日本の
一つの歴史的な勝負時と言える。

　新年，明けましておめでとうござい
ます。
　今年はかつてない「政治の年」にな
る予感がいたします。震災と津波，原
発事故からの復旧・復興，野田政権が
表明した TPP「事前協議」への参加，
増税と社会保障改革など，政治のウェ
イトはますます高まっています。
　政治には長い年月をかけて培われた
「流れ」があります。日々のトピック
に目を奪われ，政府の流す情報に一喜
一憂するばかりでは，流れを読み誤り
かねません。そこで，上質の現代政治
史を学び直すことが大切になってきま
す。といっても，忙しい医療従事者が
専門書を読み解く余裕はなさそう。ま
ずは一般向けの新書本が手引となりま
しょう。
　例えば，ノンフィクション作家・山
岡淳一郎氏が立て続けに出版した『国
民皆保険が危ない』（平凡社）と『原
発と権力――戦後から辿る支配者の系
譜』（筑摩書房）。いずれも現代日本の
重要テーマを政治の流れに沿って解説
した好著です。
　『国民皆保険が危ない』は，明治維
新後，医師・後藤新平の奮闘で「疾病

保険法」が論議され，「国民健康保険」
が生まれたこと。そして戦後，GHQ

改革を経て，国保を「最後の砦」に国
民皆保険が達成された経緯を詳述して
います。「日本の宝」と呼ばれる皆保
険が「無保険者の増加」，加えて TPP

など「医療市場化の圧力」，これら「内
と外」ふたつの大波で解体の危機に瀕
している状況が，医療現場のドキュメ
ントを通じて赤裸々に記されています。
　『原発と権力――戦後から辿る支配
者の系譜』は，歴代政権がなぜ原発を
推進してきたかを解き明かします。権
力者にとって，原発には「光と影」ふ
たつの魅力があります。光とは電力大
量供給による経済発展，影は核兵器開
発にかかわる技術蓄積です。戦後，政
治家たちは再軍備の魅力に引き寄せら
れるようにして原子力予算を成立さ
せ，原発を導入しました。石油ショッ
クを経て，エネルギーの多角化が叫ば
れ，原発は右肩上がりで増加。その流
れを断てるのか否か。本書は日本国の
岐路を明確に描いています。
　政治の年，今一度，現代史の底流を
知ることから新しい年を始めるのはい
かがでしょうか。

移植医療のこれから

寺岡 慧
（国際医療福祉大学熱海病院院長／前・日本移植学会理事長）

がん対策推進基本計画
――新たな5か年に向けて
門田 守人
（がん研有明病院副院長／がん対策推進協議会会長）

団塊の世代の老後を考える

辻 哲夫
（東京大学高齢社会総合研究機構特任教授）

新年のご挨拶
――大震災2年 元旦
色
いろ

平
ひら

 哲郎
（JA長野厚生連佐久総合病院地域医療部地域ケア科医長）

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

2012 年新春 代表取締役社長 金原　　優
常務取締役 金原　　俊
常務取締役 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

医学書院 社員一同
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　病気になったのだから我慢するのは
当たり前。古い日本の考え方だと思い
ます。
　「おいしいご飯が食べたい」と言っ
た子どもに，「病院でおいしいご飯が
食べられるわけないやろ」と言い返し
たお母さんがいらっしゃいました。「お
いしいご飯を食べてはいけない」なん
ていう食事制限はありません。
　「隣のお友達がしんどいから，あな
たも静かにしなさい」と 5歳の子ども
に怒っているお母さんがいました。「大
声を出してはいけない」なんていう行
動制限はありません。大声で歌えば，
ストレス発散になります。大声で笑え
ば，免疫力も上がると言われています。
　親は自分の子どもが病気なら，泣き
たいときもあります。でも子どもの前
では笑顔でいたい。子どもから離れら
れないから泣けない。「付き添いの親
が泣いてはいけない」なんていう教育
指導はありません。
　子どもが病気になった悲しみを，夫
婦で共有し，今後のことを夫婦で話し

合いたいこともあります。お母さんは，
付き添いベッドで子どもの付き添い。
お父さんは面会時間が終わった後に仕
事から帰宅し，自宅でご飯を食べて眠
る。「夫婦で話しあってはいけない」
なんていう規制はありません。
　ある日突然，お兄ちゃんが病院から
帰ってこなくなりました。お母さんも
ほとんど帰ってきません。お父さんも
お母さんも，お兄ちゃんの心配をして
います。お兄ちゃんは頑張っている。
だから私も頑張って，寂しい気持ちを
我慢しなければならない。お兄ちゃん
は，そんな妹の心配ばかりしていまし
た。「お兄ちゃんが小児がんになった
ら，妹も孤独に耐えないといけない」
なんていう法律はありません。
　小児がんの治療には長期入院が必要
です。つまり病院は治療をするだけで
はなく，生活をする場所にもなります。
闘病中の子どもや家族の頑張りを本当
に心から応援してくれる病院，それが
私にとっての夢の病院――夢の病院は
家です。

　わが国で言語聴覚障害がある人々へ
の専門的対応が本格的に始まってから
約半世紀が経過しましたが，この間の
臨床状況の変化と理論・技術の進歩に
は目覚ましいものがあります。私が専
門とする失語症の言語治療では病態と
回復メカニズムに関する研究が進み，
発症後 1年以上経過した慢性期であっ
ても障害構造に応じた治療を構成する
ならば言語の回復が得られる例の多い
ことが示されています。
　現在，私は失語症に加えて，「こと
ばを話せても伝えられない」障害への
理解と研究を急ぐ必要があると考えて
います。これは，言語機能に問題はな
いが言語を場面に適切に用いることが
できない語用論的障害であり，初期の
認知症，脳外傷，右脳病変，アスペル
ガー症候群などにみられます。この障
害には感情や他者の心の理解，社会的
認知，知的機能などの問題が複雑に絡
み合っており，その全貌はまだ明らか
でありません。特に人口の 23.1％が高
齢者であるという超高齢社会を迎えた
今日，認知症患者が言語やコミュニ
ケーションにどのような問題を持つか

を科学的に究明し，根拠に基づいた専
門的支援方法を開発することは大きな
課題です。
　このようなコミュニケーション障害
への対応を急ぐべきと考えるきっかけ
となったのは，昨年 3月 11日に起き
た東日本大震災です。震災とそれに続
く津波で多くの方々の命と生活が奪わ
れてしまいましたが，そのなかには認
知症高齢者が多数含まれていたと考え
られます。またその後の避難生活は，
このような人たちや家族にとって大き
なストレスであったと思います。これ
らの人々は単語や文は話せるため，コ
ミュニケーションに問題がないと誤解
されやすく，不適切な扱いを受けるこ
とが少なくありません。しかし，感情
や意思形成に問題があり，言語によっ
て意図や真意を伝えられない状態はコ
ミュニケーション障害の一つであり，
専門的支援を必要とします。
　「ことばを話せても伝えられない」
障害の構造は複雑であり，研究は緒に
ついた段階ですが，志を同じくする仲
間と共にひもといていきたいと思って
います。

　2011年，私はまさに全速力で駆け
抜けた。6月の通常総会で日本看護協
会の会長に就任するやいなや，次々と
立ちはだかる緊急課題に向かって，走
りながら考え，決断し，また走りなが
ら進む毎日。それほど医療・看護を取
り巻く政策の動きはスピードが速く，
約 64万人の会員を持つ日本看護協会
という巨大な職能団体の責任は重い。
社会的な期待も大きいと感じている。
　今，医療界全体が最優先課題として
取り組むべきことは，2025年問題に
象徴される少子・超高齢・多死社会に
おける医療提供体制の在り方である。

政府は「社会保障・税一体改革」を打
ち出しており，病院・病床の機能分化，
専門職種間の連携と役割分担，在宅医
療の充実など，制度改正に着手し始め
ている。団塊の世代が 75歳の後期高
齢者を迎え，受療率が過去最高になる
2025年は，18歳人口が確実に減少し，
限られた医療従事者で，安全に質の高
いケアを提供していかなければならな
い。要となるのは「チーム医療と役割
拡大」だ。その先陣を切って議論され
ている「看護師特定能力認証制度骨子
（案）」は，2011年 11月 18日に提案
された。すでに特定看護師（仮称）業

務試行事業が全国 20か所で始まって
いる。指導に当たっている勤務医から
は「治療と生活の両面から患者を判断
しケアできる」と評判も上々だと聞く。
前向きに積極的な議論をしていきたい。
　一方，医療の高度化・重症化，在院
日数短縮が，看護職の労働環境をより
一層厳しいものにし，離職率はなかな
か下がらない。夜勤ではほとんど休
憩・仮眠をとることができずに，深夜
業務中に襲ってくる睡魔と闘う労働実
態では，注意力や作業能率が低下し，
重大な医療事故につながりかねない。
夜勤は欠くことのできない勤務だから
こそ，安全で健康に配慮した勤務形態
を確立することが，これからのマンパ
ワー対策の戦略であろう。
　昨年，厚労省は「看護師等の『雇用
の質』の向上に関する省内プロジェク
トチーム」による労働改善の報告書を

公表，関係 5局長連名通知が都道府県
知事宛てに発出し，具体的な取り組み
方策を示した。厚労省内でも異例の取
り組みだ。現在，各都道府県の労働局
が中心になって「企画委員会」が設置
され，病院団体や県看護協会などが構
成メンバーとなり，看護職の労働課題
を共有し連携を強化している。戸惑っ
ている病院経営者も多いと聞くが，全
国 140万人の看護職の働き方が変われ
ば，医療界全体への波及効果も大いに
期待できよう。
　山積する課題に取り組むには，1に
も 2にも体力が勝負だ。私の健康法は
毎朝の 1時間ウォーキング。出張先で
も，びっしり汗をかきしっかり歩く。
体力・気力を充実させ，昇り竜のごと
く，2012年も目標に向かって駆け上
がっていきたい。本年もどうぞよろし
くお願いいたします。

小児がんの子どもと
家族にとっての夢の病院
楠木 重範
（国立病院機構大阪医療センター小児科／NPO法人チャイルド
ケモハウス理事長）

「ことばを話せても伝えられない」
障害に取り組む
藤田 郁代
（国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科言語聴覚分野教授）

超高齢社会型チーム医療をめざし，
働き続けられる職場づくりを
坂本 すが
（日本看護協会会長）
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　「住み続けている住民がいます。私
たちが逃げるわけにはいきません」「発
災時は新生児訪問中でした。ママと乳
児を守るくらいしかできなかった」――
住民に寄り添い続けてきた被災地保健
師の言葉である。
　2011年 3月 11日 14時 46分，国内
史上最大規模の大震災が東日本を襲っ
た。直後の集団避難や複数自治体の同
時避難，住民基本台帳や介護保険・レ
セプトの喪失など壊滅的な被害を受
け，人々の動きが把握できなかった。
また大津波に起因する東京電力福島第
一原子力発電所事故により，福島県民
は，故郷を離れ，近隣とのつながりも
途絶えただけでなく，高い放射線量と
行動制限，水道水の飲用規制，農作物
の作付け規制，酪農・家畜の遺棄など
不自由・苦難・苦悩を抱えることにな
った。破壊的な被害を受けた市町村で

は，がれきの撤去のめども立っていな
い。要するに，2012年 1月現在，い
まだ厳しい現在進行形なのである。
　全国の保健師が，発災直後から国の
要請に準じ，輪をつなぐように現地入
りしている。多くの派遣保健師が，家
庭や子育てを調整し，自ら志願された
と聞く。被災地の保健師なども，初期
は不眠不休で疲労困憊にもかかわら
ず，持ち場を放棄しない責任感の強さ
を発揮した。
　災害初期，基礎自治体には，住民の
安全確保と二次被害防止の責務があ
る。初動期が過ぎれば，徐々に復旧・
復興にも関心を広げていく。地域性を
活かした復興計画は，その地域に住ま
う生活者の意向を基本に置くことが不
可欠であり，住民や地域に根ざした地
区活動を行う保健師には，初期から復
興期にかけて，質を変えて切れ目なく

　「光ァ人の世の闇ィ照らしてだった
のに，闇に住む人ァその事に気ァ付か
ねァでだったんだ（光は暗闇の中で輝
いている。暗闇は光を理解しなかっ
た）」（山浦玄嗣訳，ケセン語訳新約聖
書「ヨハネによる福音書」一章五節）。
　この判じ物のような言葉は何を意味
するのだろう。光が輝いているのなら，
もはや暗闇などないはずなのに，なお
も暗闇は光を理解しなかったという。
　いや，そうではあるまい。どんなに
太陽が明々と照っていても，人は絶望
という暗闇に沈み込んでしまうことが
ある。闇にとらわれた人は自分を包ん
で輝く光に気付くことができなくなる。
　大地震と大津波に襲われ，かろうじ
て命を儲けたものの，故郷はがれきと
泥濘の野と化し，多くの仲間が死んだ。
そして冷たい雪がその上に降り積もっ
た。電気もなく水もなく食料も不足し
医薬品も底をついた。それでも必死に
頑張った。患者さんたちと励まし合い，

慰め合って，暗く悲しい日々をできる
だけ陽気に生き抜いた。
　気が付いたことがある。闇とは何か。
それは目を閉じることである。閉じた
目に見えるのは暗いまぶたの裏側だけ
だ。そしてそれは自分自身だ。人は自
分だけを見つめると闇に沈む。目を閉
じている人には，外にどんな明かりが
あっても見ることができないからだ。
　目を開けると人の心は外に向く。ど
んなにつらい現実でも，しっかりと目
を開けて，自分の周りを見よう。する
と自分のなすべきことが見えてくる。
　人間は神様の道具なのだ。この人の
世を幸せな世界に仕上げるための道具
なのだ。自分は金

かな

槌
づち

なのか，鋸
のこぎり

なのか，
鉋
かんな

なのか，鑿
のみ

なのか。どうぞ神様，教
えてください。私のなすべきことを教
えてください。祈りの向こうに進むべ
き道が見え，生き生きとした命の喜び
が輝くはずだ。がれきの向こうに新し
い年の輝く光を見つけよう。

関与する役割がある。
　10か月に及ぶ支援を通じて，共通
に得た教訓があろう――思考停止に陥
りやすい有事には，平時にできていた
ことをすることで精一杯であること，
平時の人と人とのつながりが有事に問
われること，そして共に恐怖を味わい，
傷ついた住民の真のニーズは平時以上
に潜在化しやすいことである。つまり，
有事を平時から切り離してシミュレー
ションするのではなく，日々当たり前

に粛々と公衆衛生活動に勤しむことが
何より大切だということである。
　避難生活の長期化は，避難者を精神
的ダメージ，喪失の悲哀感や絶望感な
ど，強いストレスにさらす可能性もあ
る。支援を一言で述べるのは難しいが，
復興の槌音を響かせる日に向かって一
歩一歩，共にあること，共に生き続け
る土壌を育むといった共生の文化を含
んだ支援であらねばならないことを肝
に銘じて新たな年を迎えよう。

闇を払う光へ向かって

山浦 玄嗣
（山浦医院理事長）

東日本大震災，これから保健師が担うもの
――ともに生きる／共生に依拠する活動
中板 育美
（国立保健医療科学院生涯健康研究部主任研究官）
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大腸肛門病ハンドブック
辻仲 康伸●監修

B5・頁392
定価12,600円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01342-0

評 者  土屋 周二
 横市大名誉教授

　本書は簡便なガイドブックというよ
り，この分野の全体を網羅した成書で
ある。ご承知のように大腸と肛門は密
接な関係があり，この両者を一体とし
た知識と技術を基にし
た専門的な医療が求め
られる。近代，欧米で
はそのような視点から
水準の高い施設がつくられていった
が，わが国では少し遅れ 1970―80年
代ごろから各地にセンター的施設が創
設され，優れた実績を挙げている。ま
たオーストラリア，アジア諸国地域に
も欧米の一流施設に比肩するものがで
き，その水準も高い。有名な Goligher

の名著は既に 1961年に刊行されたが，
その後世代が代わり，内容を新たにし
た成書が内外で次々に発刊されている。
　本書の監修者である辻仲康伸氏は，
外科，特に大腸肛門病について修練と
研究を積まれ，評者の現職時代には大
変に教えられるところが多かった。そ
して高い志を持って大腸肛門病専門の
施設を開設されたのである。約 20年
が経過した現在では大規模な真の意味
での大腸肛門病センターとなり，多数
のエキスパートとともに活動されてい
る。
　本書の一つの特徴として多数の執筆
者がかかわっているにもかかわらず，
記述に不統一性がないことが挙げられ
る。主要部分は辻仲氏自身が直接執筆
され，他の部分は辻仲病院にスタッフ
として集っているエキスパートによる
ものであるが，監修者の理念や思考が
すべてに行きわたっている。また治療
効果の評価や適応の選択などは豊富な
自験例による検証がなされており，あ
いまいさがない。一方，局所解剖，内
視鏡検査，MRIその他画像診断など

についてはわが国の名だたる専門家が
担当され，斬新な知識を惜しみなく提
供されているのは心強い。本書の序文
には，この教科書のゴールは臨床で活

躍する外科医，消化器
科医，肛門科医の方々
の日々の疑問を解き，
大腸肛門病の専門医を

志す若手医師には正しい指針を示すこ
とである旨が述べられているが，この
目的に十分合致していると思う。
　全体として記述は明解で，図表，写
真は豊富でこの上なく鮮明である。各
章は旧来の成書にみられた一般的な事
項の羅列とは異なり，重要な点を余さ
ずはっきりと示しており，実際に診療
を進めるために役立つ場合が多いだろ
うと思う。新しい視点から他の大腸疾
患では機能性疾患などについても解説
し，余すところはない。
　症例が多い肛門疾患についてはかな
り重点が置かれ，現在行われている有
用な治療方法について詳述されてお
り，さらに最新の方法も批判的な視点
を含めて紹介されている。専門家の陥
りやすい独善性や執着のようなものは
なく，辻仲氏の進取の気象や優れた判
断力が随所に垣間見られ感慨深いもの
があった。
　辻仲氏は国際的にも活躍されている
が，親交のある米国の指導的専門学者，
S. D. Wexner教授が現時点での大腸肛
門病学の問題点や展望を述べた章は貴
重である。辻仲氏自身もまた，序論で
この方面の医学の沿革と展望を詳しく
示しており，ある種の意気込みが感ぜ
られるのは評者だけではあるまい。
　本書は大腸肛門病学を志す方，これ
に関心のある方の座右の書としてぜひ
お薦めしたい。

《神経心理学コレクション》
ふるえ　［DVD付］
柴﨑 浩，河村 満，中島 雅士●著
山鳥 重，河村 満，池田 学●シリーズ編集

A5・頁152
定価5,460円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01065-8

評 者  宇川 義一
 福島医大教授・神経内科学

　今回，医学書院から『ふるえ［DVD

付］』が，神経心理学コレクションの
一つとして出版された。この題名のコ
レクションに，“ふるえ”を入れる出
版社と河村満先生のセ
ンスに感激するととも
に，柴﨑浩先生を著者
に迎えられたことにも
感謝する。柴﨑先生は，
私自身が若いころから
目標としてきた先輩で
あり，自分が書評を書
くことに躊躇する感じ
があるが，せっかくの
話なので光栄と思いお
引き受けした。
　まずは本の題名に同
感した。内容からする
と，“不随意運動を 10

倍深く理解する”とで
も言えるものなのだ
が，あえて“ふるえ”としている。患
者は，ほとんどの不随意運動を，時に
は筋力低下の症状の一部を“ふるえ”
と言って来院する。そこであえてこの
題名にされたのではないかと推察す
る。このように，あえて一般的な言葉
を題名に使われたことには，3人の著
者の臨床家としての真摯さが表れてい
るように私には感じられる。
　内容は，柴﨑先生の貴重な臨床経験
に基づくビデオを中心に，河村先生，
中島雅士先生が鋭い質問をしていく展
開になっており，3人の著者の神経内
科医としての豊富な経験がにじみ出て
いる。ある程度の経験を有する神経内
科医にとっては興味深い読み物という
印象を持つ。そして，臨床神経学だけ
でなく，著者らの神経生理に基づく考
察のレベルの高さが，内容をさらに濃
いものとしている。加えて，序文にも
書かれているが，その内容を最近の文
献も含めて up dateしている。本文の
内容の中で，著者の先生方を目標にし
てきた神経内科の後輩として，感激・
同感した点がいくつかあったので，そ
れらを紹介して私の任務を全うしたい
と考える。
　不随意運動の触診：一般的に不随意
運動の診察では，患者をよく観察しな
さいといわれる。その成果として今回
DVDを伴った本が出版されたわけで
ある。その上で，本文の何か所かで“不
随意運動を触ってみてください，触れ

てみてください”という表現が使われ
ている。これは，私も日ごろ実感して
いたことで，回診でも時々不随意運動
の触診をしている。この手法は，特に

ミオクローヌスと振戦
の区別に役立つ。先輩
の先生方と同じことを
自分が実感できている
ことに感激するととも
に，これから神経内科
医として育つ，若い先
生方にぜひ不随意運動
の触診をしていただき
たく思う。
　不随意運動の複雑
さ：不随意運動という
と，多くの種類があり
わかりにくく，親しみ
にくいというイメージ
が医師全体にあるとと
もに，神経内科医の中

でもその印象があると考える。そのよ
うな中で，本書 53ページ，図 20に示
された不随意運動を診る手順は，多く
の初学者にとって役立つものと考え
る。わかりにくい概念を，まず大まか
にとらえる指南といえるであろう。大
まかにとらえた後で，一つひとつ詳し
く診ていくことになるであろう。また，
一連の記述の中で，不随意運動も随意
運動と同様に，その内容の複雑さによ
って発生機序も考慮しながら診察して
いく姿勢にも同感した。ミオクローヌ
スが最も単純で，振戦が次にあり，そ
の他舞踏運動，ジストニー，ジスキネ
ジアなどが複雑になっていく。そして
発生機序を考えると，単純なものほど
運動の common pathwayに近いレベル
で発生していて，感覚運動野や小脳が
関与し，複雑な動きになると大脳基底
核が大きく関与するという印象にも同
感した。もともと正常の運動を起こす
機序の破綻が原因で不随意運動が起き
るのであり，正常運動生理を極めた著
者だからこそ言える内容であろう。
　そして興味深いのは，不随意運動の
中でも振戦とミオクローヌスの映像が
多い点である。ある意味，単純で生理
学的解析がしやすいこの 2つの不随意
運動の内容が増えるのは当然の帰結と
考える。私自身が書いたある本の書評
で，やはりこの 2つの占める割合の多
さを指摘されたことがあり，それを思
い出した。

　どれかに当てはめずに記述したほう
がよい：物事を知り始めたときには，
それが何であるかを判断できることが
重要で，判断したら解釈したと思って
しまう傾向は誰にでもある。同じこと
が不随意運動の診察でも起きる。患者
を診て，その不随意運動に名前を付け
たらわかったと考えてしまう。しかし，
一人の患者にある不随意運動は一つで
はないことも多く，さらに今までに記
述のないものかもしれない。そこで，
十分納得できないときは，無理矢理何
かに当てはめるのではなく，その内容
をよく記述し，ビデオに撮っておくこ
とを推奨している。これも同感で，無
理矢理当てはめるのはやめるべきであ
る。しかも記述では十分伝わらないこ
ともあり，ビデオ撮影が重要であろう。
このことは，以前私が所属した東大神
経内科の教授であった金澤一郎先生か
らも教えられたことである。皆さんも
肝に銘じてほしい。

　最後になるが，不随意運動の本の中
に肢節運動失行が含まれている点が，
特徴の一つである。河村先生，中島先
生の意向であろう。確かに，しばしば
不随意運動と失行の区別が難しいこと
があり，興味深い企画と考える。
　ビデオという手段がない時代には，
職人芸として“見て学べ”と言われて
きた内容を，DVDのおかげでこのよ
うに出版物として後世に伝えられる時
代になった。神経内科の初学者には少
し難しいがためになり，経験を積んだ
神経内科医には深みのある，非常に優
れた本になっていると判断する。ぜひ，
DVDを観ながら通読していただきた
い一冊である。

エキスパートの知見を
提供する集大成

著者らの神経内科医としての
豊富な経験がにじみ出た一冊
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介助にいかすバイオメカニクス
勝平 純司，山本 澄子，江原 義弘，櫻井 愛子，関川 伸哉●著

B5・頁216
定価4,095円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01223-2

評 者  谷 浩明
 国際医療福祉大教授・理学療法学

　昔から基礎と臨床の間にはお互いが
越えられないと思い込んでいる川があ
る。それは，研究者は臨床で蓄積され
たものの科学的根拠に，臨床家は研究
結果の実効性に，それ
ぞれ疑問を投げかける
といったステレオタイ
プだが，その間にうま
く橋をかけるのは意外
と難しい。
　勝平純司氏は，こう
した軸のちょうど真ん
中あたりの座標に身を
置くユニークな研究者
である。氏はリハビリ
テーション分野におけ
る臨床の専門家ではな
いが，バイオメカニク
スの世界にいながら，
これまで多くの学生や
臨床家と，医療・福祉
にかかわるさまざまな動作の解析を行
ってきている。その勝平氏が，山本澄
子・江原義弘・櫻井愛子・関川伸哉の
四先生と共同で執筆，上梓した本が，
この『介助にいかすバイオメカニクス』
である。
　バイオメカニクスは人間の運動メカ
ニズムを解明するための一つの道具だ
が，物理学になじみの薄い人間にとっ
ては敷居が高いという印象がある。こ
の本では，そうした初学者の理解の助
けとなるよう「バイオメカニクスの基
本事項」という章を最初に設けて，重
心，床反力，モーメントといった概念
の説明を行っている。この基本事項を
基に，さまざまな動作を読み解く試み
が 2章以降に展開されている。こうし
た構成は，自らが文系の出身でバイオ
メカニクスを理解するのに苦労した氏
ならではの配慮だと思われる。
　具体的には，立位と歩き始め，立ち
上がり／座り，歩行，階段昇降動作，
持ち上げ・移乗動作，車いすといった

ものが取り上げられている。既に豊富
な経験を持つ臨床家でも，自らの持つ
介助技術の意味を改めて納得するよう
な内容である。また，それだけでなく，

経験の浅い介助者に対
して，その方法を教え
る際の助けにもなるだ
ろう。
　階段昇降動作におけ
るモーメントによる説
明などは，現場の人間
が今の技術をさらに進
歩させるための材料が
散りばめられていると
も言える。歩行に関し
ても，一般的な歩行の
読み解きに次いで，福
祉用具やさまざまな道
具を用いた歩行の特
徴，最終的には患者の
歩行練習の介助といっ

た流れがある。
　ここには，バイオメカニクスをメカ
ニズム解明の道具として用いながら
も，そこで満足することなく，その道
具を実践の場面にどこまで広げていけ
るか挑戦しようとする意図が感じとれ
る。このことが本書を，単なるバイオ
メカニクスの解説本以上のものにして
いる。まるでミステリーを読むような
この面白さに強い説得力が伴うのは何
故なのか。それは，勝平氏自身が測定
してきた膨大なデータとその解釈の能
力に基づいたものであるからだという
ことは論を待たない。
　ジョゼ・モウリーニョを，現代サッ
カーにおける名監督の一人と数えるこ
とに異を唱える人はいないだろうが，
彼はプロ選手としての経歴がない。基
礎と臨床の川にいとも簡単に橋をかけ
るこの本は，臨床家としての経験を持
たない勝平氏が，リハビリテーション
のモウリーニョであることを知らしめ
るに十分なものだと言える。

認知行動療法トレーニングブック
短時間の外来診療編　［DVD付］
大野 裕●訳
Jesse H. Wright，Donna M. Sudak，Douglas Turkington，
Michael E. Thase ●著

A5・頁416
定価12,600円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01233-1

評 者  尾崎 紀夫
 名大大学院教授／精神医学・親と子どもの心療学

　本書は，認知行動療法トレーニング
ブックシリーズ 3冊目であり，1冊目
は認知行動療法全般の入門編，2冊目
は認知行動療法の適応となる主要な各
精神疾患（統合失調症，
双極性障害，難治性う
つ病）の手法が概説さ
れている。前 2冊によ
って習得した認知行動
療法（本書の中では「伝
統的」と称されており，
1コマ 45―60分）を
基に，一般臨床現場，
すなわち比較的短時間
の診療時間内でも実施
可能な認知行動療法
（「簡易型」と称されて
おり，1コマ 15―30分）
を提唱して，認知行動
療法の適応範囲を広め
ようという意欲に満ち
た 1冊である。
　前 2冊を読んで，「伝統的認知行動
療法」に習熟し，「お作法」をわきま
えた上で「お作法を崩した簡易型認知
行動療法」に進むのが本来であろう。
さもなければ，「簡易」がともすれば「フ
ァストフード」となる危険性もある。
しかし，本書の前半 1―4章で，「伝統
的認知行動療法」と比較した「簡易型
認知行動療法」の特徴や方法論が詳述
されており，この部分を熟読すれば，
「前 2冊を省いてもよいのでは」とい
う誘惑に駆られる。しかし，著者・訳
者の労を考えれば，そのような「手抜
き」は厳に慎みたい。
　著者たちの，認知行動療法の適応範
囲を拡大しようという意欲は，5章以
降の各論からも強く感じられる。例え
ば，「アドヒアランスの向上（5章）」「絶

望感と自殺念慮を治療する（8章）」「再
発予防（16章）」など，精神疾患の種
類によらず，あるいは精神疾患の有無
にかかわらず，臨床家がアプローチす

る必要のある項目立て
になっている。
　また，「アドヒアラ
ンスの向上」や「ライ
フスタイルを変える：
健康的な習慣を確立す
る（14章）」といった
項目名からも推し量れ
るように，「簡易型」は，
「伝統的認知行動療法」
に比すると，認知的技
法より，行動的技法の
比重が高い。行動的技
法が重視されている点
は，認知の再構成に逡
巡するところのある臨
床家には，より取っつ
きやすいのではないで

あろうか。
　さて，本書を読んだ，本学医局の精
神療法家，木村宏之が以下の点を指摘
していた。「『伝統的』から『簡易型』
という流れは，かつて精神分析でも生
じた。週 4回以上の寝椅子を用いた精
神分析で得られた臨床知見は，その形
を『簡易型』に変えた精神分析的精神
療法や力動的精神療法の中で生かされ
ていった。『伝統的精神分析』は，そ
の適応からしても多数の患者に提供さ
れることはない。しかし，より広い適
応を持つ『簡易型』の精神療法は，よ
り多くの患者に対して提供され，少な
からず治療効果を上げている。認知行
動療法にも同様の流れが生じているよ
うに思う」。
　精神療法は，おのおのの技法の差異

に拘泥する場合がある点を，残念に思
っている。「簡易型」の中に含まれる，
すべての精神療法に共通の治療的視点
を本書から感じ，精神療法そのものの
お作法を学ぶことこそ，本書の効用で

はないだろうか。本書の出版をきっか
けとして，今後，「簡易型認知行動療法」
の臨床的な有用性が検証され，よりよ
いものとして，臨床現場に広まること
を期待するものである。

認知行動療法の適応範囲を
一般臨床現場へと広める
意欲に満ちた1冊

リハビリテーションの基礎と
臨床の間に橋をかける本
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