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腸重積を見逃す，冬の夜

崎山　医師になって 15年目ぐらいの
ことだったと思います。開業してから
もしばらくは都立府中病院（現・都立
小児総合医療センター）で当直を担当
していたのですね。ある冬の晩，嘔吐
を訴える小児を「胃腸炎」と診断した
んですが，帰らせてしまった後になっ
てから「腸重積だったかもしれない」
とも思えてきて……。翌朝，その悪い
予感は当たってしまった。先方の小児
科医長から電話越しに「昨晩，腸重積
の患者を見落としているよ」と伝えら
れました。反省しつつ話を聞いている
と，続けて言うんです。「崎山先生，1

人だと思ってる？　見落としていたの
は，2人の腸重積患者ですよ！」と。
長谷川　2人ですか。でも，それは悪
い偶然が重なった面もありますね。当

院でも腸重積患者は年間で 40―50例。
ひと晩に 2例というのはなかなかあり
ません。
崎山　「ひと晩で腸重積を 2例，しか
もそれらを見落とすなんて“記録もの”
だ」なんて言われてしまいましたね。
　でも反省は大きかったです。確かに
一例こそ怪しいと思える段階まで至り
ましたが，もう一例に関してはまった
くのノーマーク。その片鱗すらつかめ
ていなかったのですから。診断を誤る
時って，疑いすらも意識の上に上がら
ないのだなとあらためて思わされまし
たね。
長谷川　実は，私も一生忘れることが
できないであろう患者がいます。卒後
4―5年目の頃，昼に診た患者が夜に
なって急変し，亡くなってしまったん
です。染色体異常のハンディキャップ
を抱える小児で確かに症状が見えづら
い部分もありましたが，昼には問題が

あるようにも見えなかった。ただ，当
時はまだ私も未熟でした。「もっと慎
重になっておくべきだった」「悪くな
る可能性もきちんと保護者に伝えてお
くべきだった」と，振り返って考えて
しまいます。
崎山　おそらく，誰しも見落としや診
断を誤った経験はしているはずです。
後からは「ここに気を付けてさえいれ
ば，見落とさずに済んだ」ともわかる
のですが，不確定要素の多い臨床の場
では，必ずしもその教訓が全ての症例
に通用するわけではない。やはり外来
診療には難しさがあると思うのです。

小児科外来診療では
2人を“相手取る”

長谷川　「小児の外来診療は難しい」。
普段，成人の患者を対象にしている医
師からもそのように言われることがよ

くありますよね。
　小児科特有の難しさがあるとすれ
ば，それは何だと思われますか？　私
としては，一つは進行の早さにあると
思うのです。例えば，急性心筋炎は一
見風邪のような症状を見せる。しかし，
そこで風邪と思い込み，「自宅で様子
を見てください」と帰してしまうと，
再診に至る前に生命にかかわるような
悪化をたどるケースもあり得ます。
　もう一つの難しさは，患者である小
児は自分の不調を上手に訴えることが
できない点。成人相手であれば主訴を
適宜確認しながら行える診療も，小児
相手だとそうはいきません。小学校高
学年になるぐらいまで，小児自身から
症状をきちんと聴取するのは難しいも
のです。
崎山　同感です。特に後者は小児科特

　「子どもはうまく喋れなくて，主訴が取れない」「病歴や身体所
見が取りにくい」。このような小児の情報収集の難しさなどから，
小児の外来診療に苦手意識を持つ医師は少なくない。
　このたび上梓された『帰してはいけない小児外来患者』（医学
書院）では，症例をベースに最終診断までの経過をたどり，外来
で小児患者を診る際のポイント，陥りやすいピットフォールがま
とめられている。本紙では，同書の編集・執筆に携わった崎山氏
と長谷川氏による，小児患者を診る医師に求められるマインドセッ
トに注目した対談を企画。“帰してはいけない”小児患者を見落
とさないために医師がすべきこと，できることとは何か？　病院
とクリニックという異なる立場にあって，「子どもが大好き」と
口をそろえる両氏に，その問いに答えていただいた。
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2016年版　准看護師試験問題集
医学書院看護出版部　編
B5　頁584　3,400円　［ISBN978-4-260-02123-4］

言語聴覚研究
第12巻　第1号
編集・発行　日本言語聴覚士協会
B5　頁64　2,000円　［ISBN978-4-260-02152-4］

看護診断
第20巻　第1号
編集　日本看護診断学会
B5　頁80　2,800円　［ISBN978-4-260-02139-5］

助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）に
もとづいた
助産実践能力育成のための
教育プログラム
編集　日本助産実践能力推進協議会
B5　頁212　2,700円　［ISBN978-4-260-02089-3］

看護教育へようこそ
執筆　池西靜江
B5　頁216　2,800円　［ISBN978-4-260-02121-0］

2016年版　
系統別看護師国家試験問題
解答と解説
『系統看護学講座』編集室　編
B5　頁1750　5,400円　［ISBN978-4-260-02129-6］

2016年版
保健師国家試験問題　解答と解説
「国試直前チェックBOOK」付
『標準保健師講座』編集室　編
B5　頁732　3,400円　［ISBN978-4-260-02128-9］

みるよむわかる生理学
ヒトの体はこんなにすごい
岡田隆夫
B5　頁184　3,200円　［ISBN978-4-260-02120-3］

医療レジリエンス
医学アカデミアの社会的責任
編集代表　福原俊一
B5　頁144　2,800円　［ISBN978-4-260-02147-0］

医療福祉総合ガイドブック　
2015年度版
編集　NPO法人日本医療ソーシャルワーク研究会
編集代表　村上須賀子、佐々木哲二郎、奥村晴彦
A4　頁312　3,300円　［ISBN978-4-260-02122-7］

非結核性抗酸菌症診療マニュアル
編集　日本結核病学会
B5　頁152　3,000円　［ISBN978-4-260-02074-9］

Dr. 宮城×Dr. 藤田
エキスパートに学ぶ　
呼吸器診療のアートとサイエンス
宮城征四郎、藤田次郎
B5　頁288　4,800円　［ISBN978-4-260-02099-2］

CT Colonography 
実践ガイドブック
編著　野崎良一
AB判　頁224　4,200円　［ISBN978-4-260-02151-7］

帰してはいけない小児外来患者
編集　崎山　弘、本田雅敬
編集協力　長谷川行洋、広部誠一、三浦　大
A5　頁224　3,600円　［ISBN978-4-260-02138-8］

外科医のためのエビデンス
安達洋祐
B5　頁232　4,000円　［ISBN978-4-260-02100-5］

レジデントのための
感染症診療マニュアル
（第3版）
青木　眞
A5　頁1600　10,000円　［ISBN978-4-260-02027-5］

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
監修　NPO法人西東京臨床糖尿病研究会、植木彬夫
編集　髙村　宏、飯塚理恵、髙井尚美、土屋倫子、中野貴世
B5　頁192　2,000円　［ISBN978-4-260-02107-4］

脳卒中ビジュアルテキスト
（第4版）
荒木信夫、高木　誠、厚東篤生
A4　頁280　12,000円　［ISBN978-4-260-02082-4］

今日の診断指針　（第7版）
総編集　金澤一郎、永井良三
デスク判：B5　頁2144　25,000円　［ISBN978-4-260-02014-5］
ポケット判：B6　頁2144　19,000円　［ISBN978-4-260-02015-2］

標準薬理学　（第7版）
監修　今井　正、宮本英七
編集　飯野正光、鈴木秀典
B5　頁672　6,500円　［ISBN978-4-260-01750-3］

標準病理学　（第5版）
監修　坂本穆彦
編集　北川昌伸、仁木利郎
B5　頁904　11,000円　［ISBN978-4-260-02026-8］

みるトレ　神経疾患
岩崎　靖
B5　頁190　3,800円　［ISBN978-4-260-02132-6］

みるトレ　感染症
笠原　敬、忽那賢志、佐田竜一
B5　頁190　3,800円　［ISBN978-4-260-02133-3］

みるトレ　リウマチ・膠原病
松村正巳
B5　頁190　3,800円　［ISBN978-4-260-02050-3］

急性腹症診療ガイドライン2015
編集　急性腹症診療ガイドライン出版委員会
A4　頁188　3,800円　［ISBN978-4-260-02159-3］

〈シリーズ　まとめてみた〉
皮膚科
天沢ヒロ
A5　頁216　2,800円　［ISBN978-4-260-02136-4］

〈シリーズ　まとめてみた〉
精神科
天沢ヒロ
A5　頁232　2,800円　［ISBN978-4-260-02137-1］

「型」が身につくカルテの書き方
佐藤健太
B5　頁140　2,800円　［ISBN978-4-260-02106-7］

標準組織学　総論　（第5版）
原著　藤田尚男、藤田恒夫
改訂　岩永敏彦
B5　頁344　8,200円　［ISBN978-4-260-01531-8］
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有でしょう。だから，われわれは診療
時に 2人を同時に“相手取る”必要が
ある。つまり，子どもを診ながら，保
護者からも病歴の聴取を行っていかな
ければならないわけです。そこに難し
さの要因があるように思います。
長谷川　実際，保護者の声，特にいつ
も接しているお母さんの声が診断の鍵
を握ることも多いですよね。先ほど話
に挙がった腸重積もそうです。間欠的
に起こる子どもの不機嫌な様子や腹痛
が重要な所見となりますが，それは診
察室に訪れる前から子どもを見ている
保護者にしかわからない場合も多い。
崎山　小児科外来診療というと，対象
となる小児の診かたに注目しがちです
が，実は成人女性，つまりお母さんと
いかにうまく対人関係を築けるかが大
切なのですよね。
　もちろん身体所見も重要なのは言う
までもありませんが，保護者からの聴
取が不十分なものにとどまっては，診
療そのものが難しいものになる。診断
までの道のりが遠回りになってしまう
し，嘔吐などのよくある症状に潜む重
篤な疾患の見落としだって起こしかね

ません（表）。

保護者の気掛かりを
あらゆる手段で聴取する

長谷川　そういう意味では，保護者の
方が何でも話しやすい雰囲気を作り出
す，これが小児外来診療で「帰しては
いけない患者」を見つけるポイントの
一つになりますね。
崎山　ええ。子どもに起こっている症
状について，保護者は医学的重要性を
踏まえて話すわけではない。話しやす
い状態でなければ，保護者は訴えを省
略してしまいます。医師側に，保護者
の気掛かりをあらゆる手段でもって聞
き出す姿勢が求められるのです。これ
は多くの保護者より若かった 20代の
頃，私も難しさを感じていたところで
はありましたが……。
長谷川　今，その点で意識されている
ことってありますか？　私自身は指導
医として若い研修医と接するように
なって，「第一印象で自分の印象を悪
くしないように」と言うようにしてい
ます。病院の救急外来という忙しい現
場であっても，患者・保護者を呼び入
れるのではなく，自分から迎えに行く
ようにする。そしてきちんと自己紹介
し，「今日はどうしたことでいらっ
しゃいましたか」と切り出す。一見些
細なことに映るのですが，そうした一
つひとつの所作が，保護者からきちん
と話を聞くために大事なのだと思うの
です。
崎山　診療中であれば，“待つ姿勢”
を持とうと心掛けていますね。自分の
説明よりも，保護者の話に耳を傾ける
ことに時間を掛けるのです。
　研修医教育に携わっていると，若い
医師の診察でそれができていない場面
に出くわします。保護者の不安を一つ
聞いただけで，あれこれと説明し始め
てしまう。ただ，保護者側に言いたい
ことが残っているうちは，先方も上の
空で，話を聞ける準備が整っていませ
ん。まずは保護者が一つの不安を語り
終えたら，「他に不安なことはないで
すか？」と深堀りしていったほうがい
い。そうすることで，疾患に有用な情
報を聞き漏らすことも少なくなります
から。
長谷川　そうした中で「気になること
があれば，あの医師のところで聞い
てみよう！」という関係性も生まれ
てくるものですよね。仮に帰宅させ
た後に何かあっても，フォローで
きる体制を作ることにつながりま
す。

小児の「健康観」を持つと，
外来診療の質が上がる

長谷川　保護者からの聴取が基本に
あるとして，その他にも何か大切だ
と思われることはありますか。
崎山　子どもの“健康の範囲”をと

らえておくと，小児外来診療にも厚み
が出ると思いますね。
　保護者は「子どもが健康状態を崩し
た！」と医師を訪れるわけですが，実
は健康そのものはグラデーションのあ
る幅広いものです。「毎日出ていた便
が 2日も出ていない」「熱が高い」と
いっても，それらが必ずしも「不健康」
とは限らない。様子を見ていれば良い
ものであったり，健康の範囲に十分に
当てはまるような症状であったりする
ことも多いわけです。
　そうした中，小児の健康を考えるた
めの指標が医師に確立されていなけれ
ば，切迫感を持った保護者の不安にあ
おられ，軽微な症状の小児に対して過
剰診療を行い，それがまた保護者の不
安を招く。いくら保護者の主訴が大切
といえども，医師として適切な診察が
できなくなってしまっては意味があり
ません。だからこそ，小児の健康の範
囲を知る，言わば小児の“健康観”を
持つことが大事なのだと思うのです。
長谷川　健康のイメージを正しく持つ
ことこそ，異常を知ることにほかなら
ない，ということですよね。
崎山　そのとおりです。こうした小児
の健康観は，健康な小児を診ることで
作られていくと考えています。
長谷川　学校医や健康診断を行えば，
健康な小児を診る機会になり得ます。
ただ，そうした機会はあまり多くもて
ませんよね。
崎山　例えば，軽い風邪の子どもに注
目してみるというのでもいいと思うん
です。まったくの健康とは言い切れな
いけれど，健康に近い子ども。そうし
た子らがどのような過程をたどって健
康の状態に戻っていくのかを知る。そ
の過程を繰り返し見ていくことで診る
目が養われ，小児の健康の幅の広さを
きちんとイメージできるようになると
思うのですよ。私自身，病院勤務時代
に軽症の小児患者に注目してきたこと
が，自分の中で小児の健康観を作るこ
とに役立ったと感じています。
長谷川　なるほど。そのような視点で
もって診療に当たるようになれば，患
者さんが軽い風邪で来院されても，「忙
しいときにこんな軽い症状で来るな」
なんてことも思っていられない。どの
ような経過をたどるかを見ていくこと
も学びになるわけですからね。
崎山　そうそう，日常診療すらも学び
の多い場であるととらえられます。

経験を最大限に生かし，
技術・判断力に還元させよ

崎山　小児科の専門医になったからと
いって，外来診療で何でもミスなく診
られるわけではありませんでした。地
道に一つひとつ蓄積してきた症例こそ
が，見落としをなくしていくために重
要なのだと感じています。
長谷川　思い返すと，われわれが小児
科のトレーニングを受けた頃という

と，外来診療で必要な技術・判断力は
経験から学べと言われるような時代で
したね。
崎山　ええ。私もオーベンから簡単な
処方を教わった程度で外来を任された
ものでした。確かに経験は大事です。
でも，「経験を積め」の一言で終えて
しまうのはよくない。それは，診療を
経験したことのない疾患の見誤りを認
め，そのために泣くことになる患者の
存在を許容することにほかなりません。
　そこで，例えば「今日は麦粒腫の患
者を診たけど，霰粒腫とはどう違っ
たっけ？」と，一症例の一疾患を知る
ことにとどめず，経験した症例から派
生して知識を増やしていく。そうする
ことでまだ診ぬ疾患への対策にもなり
ますし，それが帰してはいけない患者
を見落とさないためにできる最大の努
力だと思います。
長谷川　大切なのは，経験したことを
最大限に，自分の外来診療で生きる技
術・判断力に変えていく姿勢ですね。
崎山　今回，われわれも編集・執筆に
携わった『帰してはいけない小児外来
患者』は，見逃したら怖い疾患の診断
までのプロセスを追った教育的な内容
です。見落とせば絶対に後悔するよう
な疾患ばかりで，実際の臨床の場では
なかなか体験できない疾患についても
言及されています。
　こうしたプロセスの疑似体験を通し
てもまた，外来診療における技術や判
断力を養うものになるだろうと思いま
す。
長谷川　本書が「子どもはすぐ泣いて
わけがわからないし，診療は難しい」
なんて，ただ子どもを遠ざけてしまっ
ているだけの医師の意識を変えるもの
にもなるといいですね。 （了）

崎山 弘崎山 弘氏氏 長谷川 行洋長谷川 行洋氏氏

し　　心筋炎，心筋症
の　　脳炎，脳症，脳腫瘍
あ　　アッペ（急性虫垂炎）
い　　イレウス（腸重積，内ヘルニア嵌頓）
ず　　髄膜炎
に　　妊娠
がい　急性喉頭蓋炎
とう　糖尿病

崎山氏は，小児外来において帰してはいけな
い対象疾患を，「死の合図に該当」の語呂に
まとめている（『帰してはいけない小児外来
患者』２ページより）。

●表　  「死の合図に該当」する疾患

1983年三重大医学部卒。東大病院小児科，
関東労災病院小児科，都立府中病院小児科を
経て，89年に崎山小児科を開業。東大非常勤
講師，三重大非常勤講師を兼務し，学生への講
義や臨床外来実習を担当する。予防接種に関す
る研究に参加し，厚労省予防接種研究班で予防
接種率の調査を担当した。「小児科医の自分が
かかわり，子どもたちが楽しい日常を取り戻すこと
を支えたいんです」。

1982年慶大医学部卒。同大小児科学教室に
入局し，都立清瀬小児病院非常勤医，都立久
留米養護学校校医を兼任（88年まで）する。
88年より都立清瀬小児病院内分泌代謝科，89
年スタンフォード大小児科内分泌部門留学を経
て，90年都立清瀬小児病院内分泌代謝科。
2010年より，現職（都立清瀬小児病院は病院
再編により，2010年から都立小児総合医療セン
ター）。「発達のステージにある子どもをサポートで
きる，それが小児科医にとって最大の喜び」。



今回のテーマ

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

今回の
回答者 高山 義浩

沖縄県立中部病院地域ケア科
Profi le／2002年山口大医学部卒。JA長野厚生連佐久
総合病院などを経て，沖縄県立中部病院にて感染症診
療と院内感染対策に従事。また，在宅緩和ケアにも取
り組んでいる。行政では，厚労省健康局においてパン
デミック発生時の医療体制の構築に取り組んだ他，
2014年より 1年間，厚労省医政局において都道府県に
よる地域医療構想の策定支援に従事した。

地域医療構想――2015年
度から始まる医療改革

2015年4月6日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3120号　　（3）

　2014年 6月，「地域における医療及
び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律」 1）が成
立し，より効率的で質の高い医療提供体
制をめざした地域医療の再構築，地域包
括ケアシステムとの連携を深めるための
制度作りの方針が定められました。この
法律を基に，2015 年 4月より各都道
府県で地域医療構想（地域医療ビジョン）
の策定が始まります。本稿では，地域医
療構想の注目点について解説します。

FAQ

1
昨年，地域医療にとって重要な法
律が成立しましたが，ポイントを
説明してください。

　内容は多岐にわたりますが，特に地
域医療に重要になるのは次の 3点でし
ょう。まず，「地域医療構想」です。
これは，将来（2025年を想定）の医
療提供体制について，地域の実情に応
じて課題を抽出し，住民を含めた関係
者で解決のための施策を検討していく
ものです。おおむね 2016年度までに，
構想区域（2025年の二次医療圏を想
定）ごとに合意を形成し，それを都道
府県が取りまとめ，医療計画の一部と
して策定することになっています。
　次に，「病床機能報告制度」です。
この制度は既に昨年 10月から始まっ
ており，医療機関が病棟単位で担って
いる医療機能の現状と今後の方向性
を，構造設備や人員配置などの具体的
な医療の内容とともに都道府県に報告
するものです。2015年 3月，初回の結果
が都道府県に配布されました。この情
報を広く公表することで，地域の医療
体制に関する共通認識が関係者や住民
の間に形成されることが期待できます。
　最後に，協議の場としての「地域医
療構想調整会議」です。これは構想区
域ごとに都道府県が設置するもので，
地域医療構想の内容（めざすべき姿）
と病床機能報告制度の結果（現在の姿）
を見比べながら，不足している医療機
能への対応など，医療機関相互の協議
を行い，かつ地域住民の声を反映しつ
つ，改革を一歩一歩進めてゆくことに
なります。
  Answer…将来のめざすべき姿と
現在の姿を比較し，協議の中で地域医療
改革を進めていきます。

FAQ

2
なぜ，このような改革が始まろう
としているのですか？

　国民の高齢化が急速に進展している
ことが最大の要因です。改革の目標と

されている「2025年」は，1945年 8

月 15日の戦争終結から 80年の節目の
年であり，戦後直後に生まれた「団塊
の世代」が後期高齢者となる年です。
現時点では，彼らは定年を迎えたくら
いですが，今後は次第に持病を持つ人
が増え，介護を必要とする人も増えて
くるでしょう。つまり 2025年に向け
て，医療と介護の需要は急速に増大す
る見通しとなっているのです。
　また，有病者や要介護者などの数字
だけでは見えてこない課題もありま
す。例えば，世帯構成比率が変化し，
高齢者のみの世帯が増加することが見
込まれています。生涯未婚率（50歳
時の未婚率） 2）を見ると，1980年には
男性 2.60％，女性 4.45％であったのに
対し，2010年には男性 20.14％，女性
10.61％という急激な変化を認めます。
この変化は，頼るべき子どもや親戚が
いない無縁独居者が増加することを意
味します。
　現行の医療と介護の提供体制のみで
は，こうした変化に対応できない可能
性があります。今から改革を進め，急
性期医療から回復期，慢性期，さらに
は在宅医療・介護まで，一連のケアが
切れ目なく提供される体制を整備し，
限られた資源を有効活用する仕組みを
構築してゆかなければなりません。医
療・介護・介護予防・住まい・生活支
援が包括的に確保される「地域包括ケ
アシステム」を地域ごとに構築するこ
とが求められているのです。
  Answer…高齢化の急速な進展に
より，今後さらに医療と介護の需要増大
が予想されます。社会構造の変化なども
踏まえ，一貫したケアの提供体制を今か
ら構築していく必要があります。

FAQ

3
地域医療構想が，これまでの医療
計画と異なるのは，どのような点
ですか？

　地域医療構想は医療計画の一部です
から，基準病床制度に基づく量的調整
や一般・療養病床で取り組まれてきた
役割分担などの基本的枠組みに変更は
ありません。ただ，2025年という中
長期目標の中で，全国で一斉に議論が
始まる点，そして入院病床の高度急性
期，急性期，回復期および慢性期の 4

つの医療機能ごとに 2025年に予測さ
れる医療需要（入院患者数）の推計が
行われる点に注目してください。
　これまで地域の高齢化については，
「認知症を伴う医療需要の増大に対応
できるだろうか」「在宅療養が推進さ
れれば救急外来が混雑するに違いな
い」など，漠然とした不安として語ら
れることが多かったと思います。一方

で，「入院患者は何％増えるのか」，「増
えるのは悪性腫瘍か，脳血管障害か，
誤嚥性肺炎はどうか」といった具体的
な指標はありませんでした。
　しかし，日本には医療施設調査，病
院報告，患者調査，受療行動調査など
の優れた保健医療統計がたくさんあり
ます。また，レセプト情報を全国レベ
ルでアーカイブ化した NDB（ナショ
ナルデータベース）や，主に急性期病
院の入院医療を可視化したDPC／PDPS

（診断群分類 DPCに基づく包括評価制
度）も利用可能です。地域医療構想で
は，こうしたビッグデータをフル活用
して，地域ごとに医療需要の実態を明
らかにします。そこに国立社会保障・
人口問題研究所が示す将来人口予測を
重ねることで，2025年の医療需要を
推計していくことになります。この推
計には，疾患別の推計や圏域を越えた
患者の流出入なども含まれます。これ
によって，求められる医療提供体制の
目標値を手にすることができます。
　もちろん，推計には常に精度の問題
がありますが，目標なくして地域での
検討は始められません。データ偏重に
陥らないように注意しつつも，客観的
データに基づく議論が始まることが期
待されます。
  Answer…2025 年に向け全国
で一斉に議論が始まり，入院病床の医療
機能ごとに医療需要の推計が行われます。

FAQ

4
将来推計以外には，どのような内
容が地域医療構想に盛り込まれる
のですか？

　将来推計は，あくまで構想策定に向
けた足掛かりに過ぎません。まず，二
次医療圏単位で導かれた推計結果に加
え，疾病構造の変化，基幹病院までの
アクセス時間などを勘案し，現在の二
次医療圏の妥当性を検討する必要があ
ります。人口規模が小さく，かつ患者
の流出が激しい地域では，病床を拡充
するよりは隣の二次医療圏と合併さ
せ，その上で適切な医療提供体制を議
論したほうが良いかもしれません。
　とはいえ，これだけ医療の内容が多
様化した時代において，完全に自立し
た二次医療圏などあり得ません。既に
一定の流出入は発生していますし，そ
れをきちんと見据えた上で，医療圏の
役割分担を検討すべきでしょう。特に
大都市圏では，圏域にこだわらずに供
給体制を調整し，地域連携パスの共有
など，患者にとってシームレスな医療
提供が行われるよう協議が進められる
べきです。
　地域の医療需要の受け止め方につい
て一定の整理がついたところで，医療
機関ごとの病床の機能分化と連携が進
められるよう，必要な施策も地域医療
構想に盛り込んでいく必要がありま
す。例えば，将来推計と病床機能報告
の結果を比較すれば，地域で不足する
であろう医療機能が見えてくるはずで
す。当該医療機能の病床を増床するだ
けでなく，将来的に過剰になることが
見込まれる病床機能の転換や集約化と

併せて，次第に収れんするように調整
してゆくことが求められます。
  Answer…患者にとってシームレ
スな医療提供が可能となるよう，医療機
関ごとの機能分化・連携を図るために必
要な施策なども盛り込んでいきます。

FAQ

5
地域医療構想を策定する上で，地
域の医療関係者が心掛けるべきこ
とは何でしょうか？

　この改革をひとごとにしないことが
大切だと思います。地域医療構想の策
定に当たっては，医師会などの団体の
学識経験者の意見を聞くとともに，医
療審議会，市町村，そして保険者協議
会の意見を聞くことになっています。
また，タウンミーティングやアンケー
ト調査，パブリックコメントなど，住
民の意見を反映するための手続きも都
道府県ごとに取られることでしょう。
　しかし，やはり何より大切なのは，
実際に地域で診療している医療従事者
の現場感覚ではないでしょうか。担い
手となる方々が，実現可能だと思えな
ければ，あるいはその責任感を共有で
きなければ，どのような改革も力を失
います。ですから，地域から積極的に
提言し，改革にいのちを吹き込んでい
ただきたいと思います。
　また策定の際には，NDBや DPCの
ような詳細な医療データセットが乱れ
飛ぶでしょう。これは今後の医療の在
り方を考えるための重要な知的財産で
すが，その膨大なデータに目まいする
ことなく，現場に立ち返るようにしな
ければなりません。現実の患者は，「生
身の人間」であって「単なる記号」で
はありません。信頼関係に基づく臨床
あっての医療であることを見失わない
ことが，地域医療構想という改革の成
否を握っていると私は思います。
  Answer…ひとごとにせず，責任
感を共有していくことが大切です。また，
実際に相手にするのは記号ではなく生身
の人間であることを忘れてはいけません。

もう
一言

　2014年 6月の医療法改正で
は，地域医療構想とともに，「国
民は，（中略）医療を適切に受

けるよう努めなければならない」（第
六条の二第三項）とする条文が加えら
れました。医療の利用者である住民の
責務が明示されたことは画期的だと思
います。ただし，責務が課せられたと
いうことは，適切な医療が受けられる
よう求める権利も生じたと言えます。
医療を密室化させず，住民としっかり
向き合うことが，これまで以上に求め
られるようになっています。

参考文献
1）厚労省．地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の整備等に関す
る法律案要綱．2014年．
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/

dl/186-07.pdf

2）国立社会保障・人口問題研究所．人口統計資
料集　Ⅵ．結婚・離婚・配偶関係別人口（表 6-23）．
2014年．
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/

Popular2014.asp?chap=0
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●上橋菜穂子（うえはし・なほこ）氏
川村学園女子大特任教授。累計 380万部を
超える『守り人』シリーズ（偕成社，新潮文
庫）や，累計 200万部を超える『獣の奏者』シ
リーズ（講談社）などで知られ，世界中に愛
読者を持つ。2009年に英語版『精霊の守り人』
で，米国で出版された翻訳児童文学の中で最
も優れた作品に与えられるバチェルダー賞，
2014年 3月には「児童文学のノーベル賞」
ともいわれる国際アンデルセン賞を受賞し，
話題になった。最新作は『鹿の王』（角川書店）。
謎の病をめぐる壮大なファンタジーであると
ともに，ウィルスと人体の関係を探る医療サ
スペンスでもある。2016年春から 3年間に
わたって，NHK総合で，『守り人』シリーズ
全 10巻のドラマ化（主演・綾瀬はるか）が
決定している。

　読み始めたとたん強烈にひき込まれ
て，貪るように読んでしまう本という
のがあるものですが，津田篤太郎先生
の『漢方水先案内――医学の東へ』（医
学書院）は，私にとっては，まさにそ
ういう一冊でした。

生死については蚊帳の外

　病と免疫が見せてくれるものに，私
は最近，心惹かれています。このふた
つは，人の身体というもの，そして，
生命というものの有り様をくっきりと
見せてくれますし，「私」とは何かと
いうことや，生き物の多様なつながり，
生命に満ちたこの星の有り様まで見せ
てくれるからです。
　素人にもわかりやすく書かれている
「病と免疫」関連の本を読むうちに，
つくづく不思議なことだと感じるよう
になったのは，最も大切なはずの己の
生き死にについて，私たちはいつも「蚊
帳の外」に置かれているのだなあ，と
いうことでした。
　生き物はみな，己の身体に生かされ，
己の身体に殺されますが，己の身の内
側で起きていることの詳細を，自らの
目で見ることはできません。
　この身の内で何が起きているのか。
それを「見る」ために，人は実にさま
ざまな方法を生み出してきましたが，
たとえ最先端のバイオイメージング技
術で生きている状態での体内の現象を
画像化しても，まだ，知りえぬこと，
見えぬことは，たくさんある……。
　生成流転し続ける生命の有り様，己
の生死を司っているものを捉えよう
と，人は，科学で，医学で，哲学で，
宗教で，あるいは詩や物語で，さまざ
まな試みをしてきたし，いまも，これ
からも，その試みは連綿と続けられて
いくのでしょう。病を軸に万華鏡を回
転させれば，生き物と世界の見え方は
変わっていきます。

「理解」から零れ落ちるもの

　私は『鹿の王』という物語を書く中
で，西洋医学的な思考と技術の基礎を
もつ医術師と，そういう医学とは全く
異なる思考と技術をもつ祭司医とを描
きました。
　西洋医学的医術師は，この世のすべ
てを隈なく分析し，病と人の身体のす
べてを解明していけば，やがては，す
べての病気を治すことができると思っ
ている。一方，祭司医は，病の原因に
ついては単純に「身に穢

けが

れが入ったか
ら」という一点のみで考え，良く生き，
満足して死ぬという「魂が満たされる
こと」を重視し，魂を救うことが癒や
すことであると考えるのですが，そう
いう異なる志向性をもった医術を描き
ながら，ぼんやりと心の中にあったの
は，西洋医学と東洋医学の違いについ
てでした。
　このふたつの医学は「病を治療する」
という一点では一致しているけれど，
根の部分が，かなり大きく異なってい
るのかもしれない，と感じていたので
す。そのぼんやりとした思いを，すっ
きりと解き明かし，目の前に置いてく
れたのが，『漢方水先案内』でした。
　特に，「理解」という一点から西洋
医学と東洋医学を対置させた部分は見
事でした。
　「理解」は「分ける」ことを前提にし
ています。分けていくことにより，あ
る種の規則性や共通性が浮かび上がっ
て初めて構成や構造が「分かる」と考
えるわけです。
　分析し，規則性，共通性を探り，そ
こから構成や構造を見いだす。例外の
ない普遍をめざす科学的思考において
は，「対象を理解する」ことが，まずは，
なんらかの行動を起こすための大前提
になります。
　しかし，文化人類学者としてフィー

ルドワークをしていた間，私は，規則
性や共通性を探り，そこから普遍的な
ものを捉えようとすると，零

こぼ

れ落ちて
しまうものがあまりにも多すぎること
を感じてきました。
　人はひとりひとり異なり，一瞬一瞬
で状況は変わります。複雑多様で，動
き続け，変化し続けるものの部分をつ
かまえ，そこから全体像を「例外がな
いほどに精密に捉える」という行為は
果たして人の能力でなしえることなの
だろうか？　と悩み続けていたのです。

「見えない世界」を
動かしてみる

　この「理解」によってアプローチす
る姿勢に対して，「全体」を「全体」の
まま捉えようとする東洋医学では，

　バラバラに分解して無理に同一の単
位やカテゴリーに押し込もうとはしま
せん。端的にいってしまえば，「理解」
というアプローチをとらないというこ
とになります。（本書 p.109）

　というのです。なるほど，と思いま
した。
　しかし，東洋医学の「全体」を「全体
のまま見る」というアプローチもまた，
非常に難しいことでしょう。見ること
のできる部分の向こう側に，その部分
とつながりながら生成流転している果
てしない「見えない世界」が広がって
いる。患者の病気の背景には「見えな
い世界」があり，それを含めたすべて
が「全体」なのですから。
　津田先生はしかし，その茫漠たる「見
えない世界」の前に立ちすくんでいな
いで，時間をかけて「見えない世界」
を動かしてみる「作法」の大切さを実
感しておられて，ここもまた，私には
魅力的なところでした。
　原因と結果がクリアに結びついてい
る治療方法をとることができない場合
でも，患者自身が内包している「見え
ない世界」を揺さぶってみることで動
きを生じさせるというのです。

　……その結果，予想もしないような
患者の行動を引き出し，場合によって
は環境調整につながることもあるのだ
と私は理解しています。
　この見えない世界内部の動き，予想
もしないような患者の行動が，自己治
癒力ということになるのでしょう。作
法の医療は，自己治癒力に全面的に依
拠しているといえます。（本書 p.180）

揺さぶってくれる他者がいる，
という幸せ

　自己治癒力が病を癒やしていった場
合でも，治癒力が発現したのは，患者
の外側から，そっと患者を揺さぶって
くれた治療者（他者）がいたからこそ，
でしょう。
　人は己の身体の中で起きていること
については，いつも「蚊帳の外」にいる，
と最初に書きましたが，自分の意志で，
己の身体の内側を動かして治していく
ことは難しいものです。
　しかし，ありがたいことに，人は一
人ではない。私の身体のことを「見る」
ことができるのは，むしろ他者で，そ
の自分の外側にいる他者が，一生懸命，
私の身体を診て，何が起きているのか
を考え，手を差し伸べて，なんとかし
ようとしてくださる。人が他者ととも
に生きているからこそ，病は癒えるの
でしょう。
　治療者の側がさまざまな手段を使い
分けながら，歪みを見つけてくれたな
ら，患者のほうでも，その歪みが自分
になぜ生じたのかを思い，治療者ととも
に己の身体に向き合い，見つめていく。
　そういうやりとりの中で，私の命に
ついて，一生懸命向き合ってくださる
人がいると感じられる幸せが，有限の
命を生きるしかない（そして，それを
哀しむ心を持ってしまった）人という
生き物を，救ってくれているのかもし
れない……。
　『漢方水先案内』は，知的な魅力に
満ちているだけでなく，そういうこと
を静かに感じさせてくれた本でした。

寄　稿

私とともに在る人と
『漢方水先案内――医学の東へ』を読んで
 上橋 菜穂子　作家・文化人類学者

（写真提供：講談社）
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神戸大学大学院教授・感染症治療学
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「ジェネラリストか，スペシャリスト
か」。二元論を乗り越え，“ジェネシ
ャリスト”という新概念を提唱する。

三角形の表現形は多様であってよい
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るのがプライマリ・ケア医として必要
な技術かもしれないが，都会のど真ん
中でそれをやれば不誠実な医療とも取
られかねず，放射線科医の読影に助け
られる「べき」かもしれない。
　国内特有の問題もあれば，海外にし
かない問題もある。エボラ出血熱はシ
エラレオネではコモンで深刻な問題
で，ほとんど全ての医療関係者（およ
び非医療者）が取っ組み合っている問
題だが，日本でエボラ出血熱に対峙す
るのは先鋭的なスペシャリストであろ
う。これらを全て体験しようと思えば，
あちこちを放浪する「永遠の研修医」
状態となり，そのときにはプライマ
リ・ケアのもう一つの大事な要素，「継
続性」を犠牲にしなければならない。
　まあ，ここまで書いても食い下がっ
てくるファンダメンタルな「ミニマ
ム・リクワイアメントはこれだ！」論
はなくならないだろう。なにしろ“宗
教”なんだから。自らの正当性を信じ
て疑わない者を説得するツールはほと
んどない。ただ，自らの正当性を疑う
ことがない，自己完結した人物を人は
「井の中の蛙」と呼び，それは知性の
放棄とほぼ同義である。前にも書いた
けれど，大事なことなので繰り返し指
摘しておきたい。繰り返し指摘したっ
て原理主義者がどうこうなることは，
（めったに）ないのだけれど。

　「正しい」ミニマム・リクワイアメ
ントはどこにもない。初期研修医の経
験目標なんてただのムダである。あの
軽薄な制度のせいで，毎年，年度末に
なると「統合失調症の患者はどこだ」
「ムンプスの患者はどこだ」と病気探
しでウロウロするケシカラン二年目研
修医どもが出現する。出現させている
のは初期研修の制度設計をしている輩
であり，そういう輩が「医師としての
プロフェッショナリズム」とか口にす
るから，極めて始末に悪い。
　「統合失調症をさらっと垣間見まし
た」みたいな経験目標の達成は，余計
な達成感という幻想を与えるためにむ
しろ始末に悪く，「統合失調症は見た
ことないので自信がありません」とい
うままに初期研修を修了する研修医の
ほうがずっとましだとぼくは思う。人
生は短いようで長い（そして長いよう

ェネシャリストとは，横に広
いジェネラリストな部分と，
縦にとんがっているスペシャ

リストの部分，両方を併せ持つ三
角形のような存在だと，第 15回
（第 3092号）で説明している。

　ただし，三角形と言ったって，いろ
いろな三角形がある。横に平べったい
三角形もあればロケットのような細長
い三角形だってあるだろう。どちらが
正しいということはない。いろいろ
あったほうがよい。にんげんだもの。
みつを。

　冗談はさておき，ジェネラリストの
よくやる議論に，ミニマム・リクワイ
アメントは何か，という議論がある。
たいていは「自分目線」である。
　「外傷が診れない奴がジェネラリス
ト語んな」「子ども診ないでジェネラ
リスト言うな」「在宅やらないとジェ
ネラリストとは認めん」「妊婦も診て
初めて本物のジェネラリストだ」――。
この手の議論は尽きない。
　問題は，だ。こうした意見は全て言
いっ放しの意見表明に過ぎず，それが
学的，論理的に正しいという根拠がゼ
ロであるということである。要するに
「何をもってジェネラリストと呼ぶか」
に自らの定義をぶち込んでいるだけな
のである。構造主義におけるシニフィ
アンに相応するシニフィエが恣意的で
あるため，「ジェネラリスト」という
名称にコレスポンドするシニフィエも
人それぞれってことである。また人そ
れぞれでよいのである。にんげんだも
の。みつを。

　問題は，だ。そういう言いっ放しで
恣意的でまったく無根拠な言説による
イデオロギー論争が尽きないことにあ
る。根拠がないのに信じてもいいのは
宗教だけである（根拠がないと信じら
れない，という「神を試すような行為」
を信心とは呼ばない。よって宗教は厳
密に無根拠でなければならない）。
　「コモンな病気を診るのがジェネラ
リストだ」という意見もあるが，これ
も「コモン」「診る」の定義が曖昧な
言いっ放しである。前立腺肥大はコモ

ンな病気と呼べようが，TURP（経尿
道的前立腺切除術）はジェネラリスト
に要求される「診る」の範疇に入らな
い（普通）。なぜ入らないか。その厳
密な根拠はない。なんとなくジェネラ
リストの営為っぽくないと多くの人に
感じられる，からである。
　乳がんもコモンな病気だが，乳房触
診はジェネラリストに必要な「ミニマ
ム・リクワイアメント」であろうか。
イエス，と答えた方は，では「マンモ
グラフィの撮影や読影は？」と問いた
い。それでもイエスと答える方は，「乳
房超音波や MRIは？」と問いたい。
それでもそれでもイエスと答える方
は，では「ハーセプチンの投与や乳が
ん切除術は？」とさらに問いたい。そ
れでもイエスと答えるあなたは，立派
な乳腺外科医です。

　繰り返すが，このようなミニマム・
リクワイアメントは何か，の議論に厳
密な根拠はない。あるのは思い込みと，
その思い込みを共有できる仲間たちと
のコンセンサスだけである。そのコン
センサスを共有できない人に対し，村
社会の仲間たちは「あいつらは本物の
ジェネラリストではない」とレッテル
を貼る。構造的には宗教論争とまった
く変わりない。
　プライマリ・ケアは包括的であるこ
とをしばしば要請するが，完全に網羅
的に包括的であることは不可能であ
る。セッティングの難しさもある。都
会でしか遭遇しない「コモンなプロブ
レム」もあれば，田舎でしか遭遇しな
いそれもある。離島にたった一つある
診療所では画像の読影を全て自分でや

で短い）。初期研修が終わってから，
統合失調症の患者との邂逅をパッシブ
に待ち，そのとき謙虚に患者から学ぶ
態度を養ったほうが，絶対にロング
タームでは良い医師になる可能性が高
い。初期研修は研修そのものが目的で
はなく，良い医師になるための手段に
すぎない。

　横の広がりも，縦の突っ込み方も「少
しずつ足していく」もので，ワンセッ
トでコンプリートな「リクワイアメン
ト」などは幻想にすぎない。感染症屋
は今日も「見たことも聞いたこともな
い菌」と遭遇し，勉強する。ガウディ
のサグラダ・ファミリアのように，わ
れわれはちょっとずつ経験を足してい
くだけなのである。
　ひな形なんて，どこにもない。三角
形でありさえすれば，それでよい。

●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。
記事内容に関する件
　☎（03）3817-5694・5695／FAX（03）3815-7850

　E-mail : shinbun@igaku-shoin.co.jp　「週刊医学界新聞」編集室へ
送付先（住所・所属・宛名）変更および中止
　FAX（03）3815-6330　医学書院出版総務課へ
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
　ご注文につきましては，最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて承って
おります。また，☎（03）3817-5666／FAX（03）3815-2626　弊社通信小売店「㈱
メッドブック」でもご注文をお待ちしております。
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　メディアを見ると，医療と法の絡ん
だ問題が目に入らない日はないと言っ
ても過言ではない。当然である。私た
ちの行う医療は，「法」によって規定
されている。本来，私
たち医師は必須学習事
項として「法」を学ぶ
べきである。しかし，
医学部での系統的な教
育を全く受けないま
ま，real worldに放り
出されるのが現実であ
る。多くの医師が，実
際に医療現場に出て，
突然，深刻な問題に遭
遇し，ぼうぜんとする
のが現状である。その
意味で，全ての医師の
方に，本書を推薦した
い。このような本は，
日本にはこの一冊しか
ないと確信する。
　先日，若い裁判官の勉強会で講演と
情報交換をさせてもらった。その際，
医療と裁判の世界の違いをあらためて
痛感させられた。教育課程における履
修科目も全く異なる。生物学，数学は
言うまでもなく，統計学や文学も若い
法律家には必須科目ではないのであ
る。統計学の知識は，今日の裁判で必
須ではないかという確信があった私に
は少々ショックであった。その席で，
いわゆるエビデンスとかビッグデータ
を用いた，コンピューターによる診断
精度が医師の診断を上回る時代になり
つつあることが話題になった。同様に，

トラブルに巻き込まれないための
医事法の知識
福永 篤志●著
稲葉 一人●法律監修

B6・頁344
定価：本体2,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02011-4

評 者  寳金 清博
 北大大学院教授・脳神経外科学／北大病院病院長

精神科の薬がわかる本　第3版
姫井 昭男●著

A5・頁236
定価：本体2,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02108-1

評 者  宮崎 仁
 宮崎医院院長

ずいぶんとスッキリする。
　「ざっと知りたい」という初学者か
らのわがままな要望に応えるのが，初
版以来の本書の優れたコンセプトであ

るが，精神科診療に必
要不可欠な薬剤が，新
薬も含めて厳選されて
おり，そのエッセンス
を過不足なく伝授して
くれる。今回の改訂で
は，「処方薬依存への
具体的対応策」といっ
た，いわば「精神科医
療の暗闇」の部分に対
する果敢なアプローチ
が加えられているとこ
ろも見逃せない。
　本書の解説は，単な
るエビデンスの羅列で
はなく，現場での苦労
や困り事を熟知してい
なければ書くことので

きない「血の通った」文章である。例
えば，SSRIと SNRIの使い分けを論
ずるところで，「取り乱しやすさや余
裕のなさがみられるときにはSSRIを，
やる気のなさや億劫感が認められると
きには SNRIを，といった具合に選択
していきます」と書かれているが，こ
れが臨床家の「実感」というものだ。
そして，このような「実感」の中にこ
そ，私たち初学者が本当に知りたい処
方のこつや心得が光り輝いている。
　「精神科の薬物療法では，正しい知
識と効果のイメージを持つことが治療
者・患者ともに重要なのです」という
著者からのメッセージを念頭に置きな
がら本書を通読すれば，「精神科の薬
は，うさんくさい」というスティグマ
（偏見）から解放され，処方する側と
処方される側の双方が幸せになること
ができる。

読まれるだけでなく，医学教育におけ
る法学の重要性を指摘するものとし
て，医学教育にかかわる関係者にも読
まれるべきものである。そして，でき
ることであれば，先日，語り合った若
い裁判官の方々にも読んでもらいたい
と願う。

スーパーコンピューターなどの力を借
りて，数理学的，統計学的手法を導入
し，自然科学的な判断論理を，法の裁
きの場に持ち込むことはできないかと

若い法律家に聞いた
が，ほぼ全員が無理だ
と答えた。法律は「文
言主義」ではあるが，
一例一例が複雑系のよ
うなもので，判例を数
理的に処理されたデー
タベースはおそらく何
の役にも立たないとい
うのが彼らの一致した
意見であった。法律の
世界での論理性と医療
の世界での論理性は，
どちらが正しいという
以前に，出自の異なる
論理体系を持っている
のではないかと思うと

きがある。医師と法律家の間には，細
部の違いではなく，次元の違う乗り越
えられない深い溝が存在するのではと
いうある種の絶望感が残った。
　この若い裁判官たちとのコンタクト
の後，偶然，幸運なことに本書に接す
る機会を得た。医師の論理の視点から，
法律の論理を学ぶものとして，本書は，
極めて価値が高く，稀有なものである。
筆者の福永氏は，医師であり，法学を
専攻された専門家であり，両方のロジ
ックに精通するまれな専門家である。
本書は，医師が，法律家の論理を理解
するために，実にわかりやすく，丁寧
に，しかも，実例に沿って書かれた力

　世の中には，「精神科の薬は，うさ
んくさい」と思っている人が多い。そ
の中には，患者だけではなく，精神科
を専門としない医師や対人援助職もた
くさん含まれている。
　一方，精神科を専門
としない医師や対人援
助職が，精神科の薬の
ことを無視して，自分
の仕事を進めることは
できない。プライマ
リ・ケアの外来を受診
する患者の 3―4割は，
何らかの精神疾患や精
神科的問題を持ってい
る。また，統合失調症
のために精神科で薬物
治療を受けている患者
が，風邪をひいてくる
こともあるし，介護を
要する状態になること
だってある。「精神科
の薬は，うさんくさい」と敬遠しては
いられないのが，リアルな現場の状況
なのである。
　そこで，一念発起して，精神科の薬
について真面目に勉強しようと，精神
薬理学のテキストと格闘してみても，
次々と登場するレセプターやら神経回
路やらに翻弄され，頭の中は，ますま
すモヤモヤして，途方に暮れることに
なる。
　そんなときこそ，本書『精神科の薬
がわかる本』の出番だ。
　冒頭に置かれた「『抗うつ薬』がわ
かる。」という章のページを開くと，
いきなり「原因は未解明。実は対症療
法なのです」という見出しの文字が目
に飛びこんでくる。そうか，うつ病の
薬物療法は「対症療法」だったのか。
こんなことを，ズバリと教えてくれる
精神科医はいなかった。これだけで，

作である。本書に匹敵する成書を私は
知らない。
　その一方で，こうした優れた本が「稀
有」なものであり，医学教育において
「法学」が極端に欠如していることは，
私たち，医師に警鐘を鳴らすものであ
る。本書は「法」に興味のある医師に

医師の視点から，実例に沿って
法律を解説した稀有な一冊

こんなことを
ズバリと教えてくれる
精神科医はいなかった
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プロメテウス解剖学 コア アトラス　第2版
坂井 建雄●監訳
市村 浩一郎，澤井 直●訳

A4変型・頁728
定価：本体9,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01932-3

評 者  澤口 朗
 宮崎大教授・解剖学

　医学や看護学の分野を問わず，神秘
なる人体の理解をめざす者全てに求め
られる最初の航海は，正しい生命機能
を果たす正常な構造を
知ることを目的地に定
めた解剖学という名の
航路を漕ぎ進むことで
ある。多くの者にとって解剖学が最初
の航海となるだけに，目的地に向かっ
て正しく指南する書物の有無が航海の
成否を左右する。特に「かたち」に基
づいて展開される学問体系の解剖学で
は，教科書と並ぶ「アトラス」が果た
す役割の大きさは計り知れない。
　『プロメテウス解剖学 コア アトラ
ス』は，高品質の解剖図と洗練された
編集で世界中から高い評価を集めてい
る『プロメテウス解剖学アトラス』全
3巻の中から，コアという名にふさわ
しくえりすぐられた内容の一冊であ
る。第 2版は一部の再編成も含めた改
訂により，初版にも増して利便性が向
上している。
　本書を手に取って無作為にページを
選んで開いた瞬間，コンピューターグ
ラフィックスを駆使して描かれた美し
い解剖図に圧倒されることだろう。実
写かと疑うほどに迫り来る質感は，従
前のそれが美しくも模式的であり，実
写版アトラスによる補完を要しただけ
に，隔世の感を抱かずにはいられない。
　本書にはアトラスの概念を刷新する

創意工夫が盛り込まれている。150以
上を数える表では，筋の起始・停止，
支配神経や作用などが一目でわかり，

複雑な血管や神経の走
行をシンプルにまとめ
た模式図は解剖学特有
の網羅的な記載に流れ

を与え，明解な知識獲得を助けるもの
である。また，骨盤部や頭頸部など必
要な章の最後に並べられた断面解剖図
は，急速な進歩を遂げる CTや MRI

などによって撮影された断層画像の理
解や読影の一助となるもので，数多く
の臨床画像や解説に知識欲を駆り立て
られる医学生の姿が目に浮かんでくる。
　また，人体解剖学実習では剖出され
た所見と比較検討するため，実習台横
の限られたスペースでアトラスを開く
ことを強いられるが，『プロメテウス
解剖学アトラス』全 3巻からコアな内
容を一冊にまとめた本書『プロメテウ
ス解剖学　コア　アトラス』は，実習室
に持ち込んで活用するにふさわしいサ
イズとボリュームで，人体解剖学実習
の充実が大いに期待される。
　このアトラスを持って港を出れば，
最初の航海となる解剖学がめざす人体
の構造を理解するという目的地に到達
し，次に続く生理学や病理学，さらに
は臨床医学の航海に順風を得ながら，
大きく帆を張って進むことができるだ
ろう。

《眼科臨床エキスパート》
知っておきたい屈折矯正手術
𠮷村 長久，後藤 浩，谷原 秀信，天野 史郎●シリーズ編集
前田 直之，天野 史郎●編

B5・頁432
定価：本体17,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02037-4

評 者  井上 幸次
 鳥取大教授・視覚病態学

　屈折矯正手術は眼科の中で極めて特
異な位置を占めており，外から見ると
眼科を象徴するような
手術であるにもかかわ
らず，一般の眼科医か
らは非常に遠い手術で
ある。何より自分で屈
折矯正手術を行ってい
る医師が圧倒的に少な
い。それにもかかわら
ず，LASIK をはじめ
とした手術の広がりに
よって，日常臨床の場
で一般の眼科医が屈折
矯正手術に関連した患
者さんに接する機会が
どんどん増えており，
術後の患者さんの経過
観察や，手術を希望す
る患者さんの相談に応じなければなら
ない。そういう状況の中で，本書のよ

うな屈折矯正手術を網羅的にまとめた
本が出版されたことは大変時宜にかな

うものである。
　本書は，極めて実践
的に，屈折矯正手術の
現状をまとめた本であ
り，書いてある通り行
えば，明日にでもでき
るのではないかと思わ
れるほど具体的に実際
のやり方をまとめてあ
る。屈折矯正手術を現
在行っている人にも，
これから始める人にも
大きな指針となるので
はないか。手術の場合，
つい手術そのものにだ
け注意が行きがちだ
が，本書では，術前の

適応や術後の処方・経過観察について
も多くのページが割かれている。例え

ば，サーフェスアブレーションやクロ
スリンキングのパートは際立ってわか
りやすい。また，オルソケラトロジー
ではレンズごとに解説がなされてい
る。一部に詳し過ぎるがために，あま
りに専門的だったり（トーリック眼内
レンズでの波面センサー使用など），
たくさんの方法が列挙されていてかえ
って迷わされたり（LAISK眼の IOL

計算など）するところがあるものの，
実践書として非常に高いレベルにある。
　また，屈折矯正手術には欠点もあり，
それも十分に記載されているところ
が，本書の信頼性を高めている。よく
読むと，Epi-LASIKや LASEKにはあ
まり意味がない（結局は PRKと同じ）
ことがよくわかる。最新の方法である
SMILEにも種々の知られざる欠点が
あることも述べられており，クロスリ
ンキングの屈折矯正効果は期待できな
いこと，さまざまなタイプの角膜混濁
を生じることもわかる。「多焦点レン

ズは，利点と欠点を有するレンズ」と
の記載があるが，これは非常にニュー
トラルな表現で，本書の特徴をよく表
したフレーズである。
　また，屈折矯正手術と関連した眼鏡
処方，コンタクトレンズ処方，近視予
防などについても網羅されており，と
ころどころに挟まれた「一般眼科医の
ための　患者説明のポイント」ととも
に，一般眼科医のことも十分考慮され
た内容となっている。
　本書によって，「もう“知らない”
では済まされない屈折矯正手術」の「必
須の知識」が多くの眼科医に伝われば
と思う。ただ，非常に実践的で先進的
な内容であるだけに，出版された瞬間
からどんどん古くなっていくうらみが
あるので，これだけの充実した内容だ
けに何年かごとに改訂されていけばと
思う。言い換えれば，改訂版を求めさ
せるだけのクオリティーのある本とい
うことになるのである。

　プライマリ・ケアの現場で頻繁に遭遇す
る「腹痛」。原因疾患は多岐にわたり，緊
急性の高い場合も多い。迅速，的確な初期
対応のために，教育や診療をどう工夫して
いくべきなのか。さる 3月 5―6日，国立京
都国際会館（京都府京都市）にて開催され
た第 51回日本腹部救急医学会総会（会長＝
滋賀医大・谷徹氏）で開かれたワークショ
ップ「腹部救急疾患における初期対応――
その問題点と対策」（司会＝千葉大病院・
生坂政臣氏，広島大病院・田妻進氏）では，腹部疾患の初療の現状と課題が話し合われた。
　司会の田妻氏によると，広島大病院総合診療科への成人受診者では，腹痛は主訴の
15％を占めて最多という。診療において必須となるのは問診と身体診察のスキルだが，
それに加え，画像診断の手技として腹部超音波検査と上部消化管内視鏡検査を身につ
けておくべきと提言した。また，腹部救急医学会など 5学会が共同で編集した『急性
腹症診療ガイドライン 2015』（医学書院）が刊行されたことに触れ，明示されたエビ
デンスに基づいて，腹痛などコモンな症状の初療と高度医療へのトリアージを的確に
行うことが，これからのプライマリ・ケア医に求められる役割と結論付けた。
　沖縄県立中部病院からは総合内科の金城紀与史氏が，同院の初期研修プログラムを紹
介した。同プログラムでは，通年で救命救急センターでの外来研修を実施。そこで初期
研修医が学ぶべき症状・病態・疾患のほとんどが経験でき，基本的診療能力が身につく
という。一方，研修 2年目には総合内科での外来研修が行われ，医師―患者関係の築き
方や予防・生活指導の知識など，救急とは異なる学びが得られる。この外来にて救急受
診患者のフォローアップも行っており，こうした救急と外来の連携が，教育や医療安全
にもたらすメリットは大きいと氏は話した。続けて，外科の村上隆啓氏も登壇。同院では
初期研修中に 3―6か月の外科研修が必須とされ，例えば急性腹症診療では病歴・身体
所見・超音波検査を基本とし，CT検査は必要最小限にとどめるなど，医療資源の乏しい
離島診療を想定した研修が行われている。こうした研修体制のもと，研修医は 3年間
で 200例以上の腹部救急疾患を経験，虫垂炎手術も数例執刀して重症度を体感すると
いい，氏は，外科が“研修の場”を提供し，経験値を増やすことの重要性を示唆した。
　さらに，腹部救急疾患の初期対応における工夫や課題を 4氏が報告した。定永倫明氏
（済生会福岡総合病院）は，救急医と総合診療医が初療を行い，外科適応と判断され
ると直ちにオンコールの外科研修医に連絡し，重症度に応じ上級医も加わり治療方針
の決定に至るという同院の診療体制を紹介。初療からの速やかな院内の連携が診療の
質向上につながると話した。石丸直樹氏（日医大武蔵小杉病院）は腹部外傷の初療に
て，日本外傷診療研究機構の JATECコースが示す「外傷初期診療ガイドライン」に
準じた全身の視診・触診・聴診と，FAST（迅速簡易超音波検査法）の実施，さらに
必要に応じ造影 CT検査を行うことで，目に見える外傷だけにとらわれず，見逃しを
防げると強調。小児外科医の齋藤傑氏（弘前大）は，小児への腹部超音波検査について，
CTと比べ低侵襲であること，腹壁が菲薄で成人に比して描出能が良好といったメリッ
トを提示し，その有用性をより広く知らしめることが必要と述べた。最後に村岡孝幸
氏（屋島総合病院）が，初療で病歴・理学所見から急性虫垂炎と診断され紹介を受け
た 20例のうち，最終診断も同様であったのは 4例にとどまったと報告。検査機器な
ど医療資源が乏しい中で，診断精度をどう向上させるか，という課題を提示した。

腹部救急疾患の初期対応を議論
第51回日本腹部救急医学会総会の話題から

●ワークショップの模様
神秘なる人体の理解をめざした
航海を指南する一冊

“知らない”では済まされない
必須知識がまとまった実践書
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