
2010年12月20日
第2909号

今 週 号 の 主 な 内 容

週刊（毎週月曜日発行）
購読料1部100円（税込）1年5000円（送料、税込）
発行＝株式会社医学書院
〒113-8719　東京都文京区本郷1-28-23
　　（03）3817-5694　　 （03）3815-7850
E-mail：shinbun@igaku-shoin.co. jp
　　　〈㈳出版者著作権管理機構　委託出版物〉

■［インタビュー］医学・医療の発展がいの
ちと地球の未来をひらく（矢﨑義雄）/［連
載］続・アメリカ医療の光と影 1 ― 2 面
■MEDICAL LIBRARY/［連載］在宅医療
モノ語り 3 ― 4 面

　第 28回日本医学会総会開催まであと約 100日と迫った。100年以上の歴史を有し，
わが国の医学・医療のすべての領域を俯瞰する総合医学会と位置付けられる日本医学
会総会。今回は「いのちと地球の未来をひらく医学・医療――理解・信頼そして発展」
をメインテーマに，現在の医学・医療にまつわる諸問題をさまざまな視点から議論す
るプログラムが予定されている。
　開催に先駆け，本紙では第 28回日本医学会総会会頭の矢﨑義雄氏にインタビュー。
総会の見どころとともに，わが国の医学・医療が抱える課題について幅広く伺った。

（2面につづく）

1963年東大医学部卒。東大医学部教授，同医学部長，国立国際医療センター病院長，同総長などを歴任。04年
より独立行政法人国立病院機構理事長。「医師の需給に関する検討会」座長をはじめ数々の審議会・検討会で委
員を務める。主な編著書に『新臨床内科学（第 9版）』『治療薬マニュアル』（いずれも医学書院）など。

――今回のメインテーマには，どのよ
うな意味が込められているのですか。
矢﨑　有史以来，医学・医療は人類の
発展に大きく貢献してきました。近年
では生命科学の進歩により，難病とい
われた疾患でも克服できるようになっ
てきています。今回の日本医学会総会
では，そのような人類に大きな幸せを
もたらす医学・医療のこれからに注目
し，メインテーマを設定しました。
　今日，医学・医療の進歩とともに，
医療と社会の関係はより密接かつ複雑
なものとなり，その関係のわずかな変
化が社会システムとしての医療全体に
大きな影響をもたらします。医療と社
会との連携がますます求められるな
か，お互いが理解・信頼しながら発展
していくことが重要です。今回は，医
療への理解を深めていただくため，国
民全体を対象とした「わかろう医学 

つくろう！健康　EXPO2011」と題した
医学博覧会も企画しています。高度に
進歩した医療や，在宅医療などの現場

を実際に体験することで，医療と社会
の相互理解をさらに推進したいと計画
しています。

あらゆる医療者を交え，
医療の課題に立ち向かう

――今回の学術プログラムの特徴を教
えてください。
矢﨑　現在わが国では，高齢化や医療
の高度化・複雑化，経済成長の停滞な
どの問題が生じ，従来の医療提供体制
では立ち行かなくなってきていること
から，医療の抜本的な改革が求められ
ています。そのような背景を踏まえ，
医師以外の参加者も重視し，看護師や
コメディカルを対象としたプログラム
を充実させたことが，今回の特徴です。
　また，2011年は国民皆保険制度が
実施されて 50周年に当たります。皆
保険制度によって医療の給付の平等と
フリーアクセスが保障され，わが国は
世界一の長寿国になりました。しかし
現在，医療が抱える多くの問題でその
存続が危ぶまれています。そこで，皆
保険制度からわが国の医療制度の在り
方を考える「記念シンポジウム」を企
画しています。
――今日の医療の課題に応えるべく企

画が組まれているのですね。
矢﨑　はい。このほか，現在特に大き
な課題を抱えている地域医療について
は，特別企画「病院と勤務医の未来を
ひらく」でその崩壊を防ぐための議論
を予定しています。ここでは，地域医
療を守るための「病院の機能分担と連
携」，過酷な労働環境から勤務医を守
ることを議論する「急性期病院勤務医
の諸問題」，国民と医療者の両方の視
点をもとに考える「専門医制度の在り
方」，そして「チーム医療の在り方」
の 4つの観点から，危機から脱するた
めの議論ができればと考えています。
　特にチーム医療は，従来は異なる医
療職種が情報を交換して最適な医療を
提供するという視点で語られてきまし
たが，これからは各医療専門職の業務
内容の見直しも含めて協力し合う形を
展望できればと考えています。
――このような課題の解決には，医療
と社会の連携もやはり大事ですね。
矢﨑　現在は医師不足が叫ばれていま
すが，2000年以前は不足という感覚
はあまりありませんでした。これは，
医療は公益性の高い行為であり，皆保
険制度の下で国民も低負担で医療を受
けられていたため，医療は国が行うも
のという一種のパターナリズムが国民
の意識にあったからです。しかし，
1999年に手術患者取り違えや消毒薬
の誤投与といった医療事故が生じ，メ
ディアが医療問題を大きく取り上げま
した。時を同じくして，医療費が増加
するなか経済は停滞し，国民の負担感
だけが大きく増しました。このため，
国民の安心・安全な医療への要求が急

激に高まったのです。
　一方，この間病院の体制はほとんど
変わらず，人員も増えませんでした。
結果，国民からの要求に医療は応える
ことができず，不信感だけが増しまし
た。医療の進歩で世界一の長寿国にな
っても，患者満足度が必ずしも高まっ
ていない背景には，そういった医療と
社会のミスマッチがあるのです。
――医師不足解消へ向けては，医学部
定員増の動きも進んでいます。
矢﨑　現在，メディカルスクール構想
や新しい医学部を設置するという動き
もありますが，私はもう少し慎重に議
論を進めるべきだと考えています。単
純に医師数を増やすという話ではな
く，医療全体のシステムのなかで足り
ない部分をどう補っていくかを考慮す
ることが必要と私は主張しています
が，なかなかそのような方向には議論
が進まない。「医療費抑制政策に協力
するのか」とたたかれたこともありま
すが，例えば医学部定員を増やす場合，
やはりそれに見合うだけの教員の増員
が必要です。定員が 1.5倍になったら，
従来の医学教育システムではもはや対
応できないため，教育体制も改めなく
てはなりません。

判断力を持った看護師の
養成が求められる

――チーム医療については，特定看護
師（仮称）の議論が行われています。
矢﨑　現在は，特定看護師（仮称）に
どのような医療行為の実施が可能かと

●次週休刊のお知らせ
次週，12月 27日付の本紙は休刊とさせ
ていただきます。明年も引き続きご愛読
のほど，なにとぞよろしくお願い申し上
げます。 （「週刊医学界新聞」編集室）
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いう視点で議論が進んでいますが，実
施する医療行為が患者に与える影響を
看護師が十分に理解する，という視点
が必要だと私は考えています。患者の
病態生理に与える影響を知り，対応で
きる範囲内でその医療行為を実施しな
ければなりません。自身の能力を把握
し，対処できない症状や病態は即座に
医師の判断を仰ぐといった対応が求め
られます。ですから，そのような判断
力を養うための教育が前提となり，医
療行為を実施するための技術はその後
に習得することになります。
　私は，病態生理の知識を十分に身に
付けて，医療における判断力を発揮で
きるような看護師を期待しています。
そしてそのような看護師が中心となっ
て，すべての医療者が協力するチーム
医療の実践ができるようになればよい
と思っています。
――チーム医療の促進が，医療崩壊の
回避にもつながりますね。
矢﨑　しかし，チーム医療の促進だけ
では今日の危機の一因となっている医
療費高騰という課題を解決できないの
で，やはり財政面での支援も必要です。
ただこれは国民の負担増となるので，
国民の信頼を真に得なければなりませ
ん。医療費を増やすことが医療者自身
の懐を豊かにすることではなく，最終

な改革が必要なときだと私は考えてい
ます。文部科学省が策定した医学教育
モデル・コアカリキュラムは，医学教
育の抜本的改善を目的としています
が，明治以来の「学体系」を基礎にし
ている部分は変わっていません。特に
基礎医学者を増やすためには，私は薬
理学や解剖学といった従来からの学体
系を少し組み替えるような試みがあっ
てもよいと思っています。例えば，時
代の進歩を組み入れた生命科学の基盤
に立った基礎医学の教育を行うなど，
もう少し広い視野から教育を考える必
要があるのではないでしょうか。
　現在，そういった教育の基盤がない
ため，「臨床が大切だ」と声が上がる
と皆そちらに流れてしまいますが，振
り子のように振れるのではなく，しっ
かりと地に足をつけて医学教育を行っ
ていかなければいけません。

使命感を持って
医学・医療を支えてほしい

――未来の医学・医療を担う医療者に
向け，メッセージをお願いします。
矢﨑　医学・医療は，安心・安全な社
会の構築や発展のインフラになる最も
重要な部門を担っています。医療危機
や医療事故が叫ばれていますが，医療

　前回は英国で人痘接種が始められた
経緯を紹介したが，英国でモンタギ
ューが初めて人痘接種を実施したのと
同じ 1721年，まだ独立前のアメリカ
でも人痘接種が始められていた。

ボストンでの普及と反対運動

　アメリカで人痘接種を始めたのは，
ボストンの牧師，コットン・マザー（1

663―1728年）。悪名高い「セイラム
魔女裁判」（1692―93年）で指導的役
割を果たしたことで知られる宗教家で
ある。マザーは，「魔女裁判は間違っ
ていた」と一般に認識されるようにな
った後も一貫して「裁判は正しかった」
と主張し続けたことでもわかるよう
に，植民地時代のニューイングランド
にあって，もともと「controversial（物
議をかもしがち）な」存在であった。
　そのマザーが人痘接種についての知
識を得たのは，アフリカ出身の奴隷か
らだったと言われている。前回，アジ

アで予防法として使われてきた伝統が
あったと書いたが，アフリカでも天然
痘に対する予防法として広く行われて
いたのである。その後，トルコでの人
痘接種について調査した英国人研究者
の学術論文を読んだマザーは，次の流
行時にボストンでも実施できるよう
「備え」を始めたのだった。
　果たして 1721年 4月，天然痘患者
を乗せた船が入港したことがきっかけ
となって，ボストンに新たな流行が始
まった。マザーは人痘接種を実施する
よう医師たちの説得を試みたが，ボス
トンの医療界はこぞって反対した。た
だ一人マザーの説得に応じたザブディ
エル・ボイルストン医師が初めての人
痘接種を施行したのは 1721年 6月。
モンタギューの英国での実施から，わ
ずか 2か月後のことだった。ボイルス
トンは 6歳になる自分の息子と奴隷の
父子，計 3人に人痘接種を実施。3人
の回復を確認した後，マザーの家族・
同僚牧師等をはじめとして徐々に接種
対象を拡大した。
　1721年の流行時，ボストンの感染
者 5889人中死亡者は 844人（14.3％）
であった。これに対し，人痘接種者

242 人 中 死 亡 者 は わ ず か に 6 人
（2.5％）。人痘接種が死亡率を激減さ
せたことを，ボイルストンは 1724年
に英王立協会で発表。1726年，同協
会員に推挙される栄誉を得たのだった。
　前回，英国で人痘接種が始まると同
時に反対運動が起こったと書いたが，
マザーがボストンで始めた人痘接種に
対してもすぐさま反人痘運動が起こさ
れたことに変わりはなかった。強く反
対したのは主に二つのグループであっ
たが，その第一は医療界。「医療のこ
とは医師に任せるべきで宗教家がしゃ
しゃり出るのはけしからん」と，「専
門性」を侵害されたことに怒ったのだ
った。
　反対派の第二グループは皮肉なこと
に宗教界。「人が病気にかかるのは神
のなせる業。神がされることに干渉す
るなどもってのほか」と反対する宗教
家が続出したのである。注意深い読者
はすでにお気づきであろうが，ここで
「神」という単語を「自然」という単
語に置き換えると，「自然のすること
に人間が干渉すべきでない（免疫を得
ようと思ったら自然感染が一番よい結
果を生み出すのであって，ワクチンで
人工的に免疫を獲得させようとするの
は間違い）」という，現代の反予防接
種運動の代表的主張の一つとなる。人
痘の例でも明らかなように，この手の
論理に共鳴する人が多いのは今に始ま
ったことではないようなのである。

人痘接種が医療ビジネスへと
様変わり

　かくして英米でほぼ同時に「非医療

前回までのあらすじ：種痘登場前，天
然痘に対する「予防」は人痘接種であ
った。

者」によって始められた人痘接種は，
やがてその効果が認められるようにな
り，「まっとうな」診療行為として医
療界に定着するようになった。さらに，
当時，医療界の主たる医療行為であっ
た瀉血や浄化療法（註）が人痘接種と
組み合わされるようになり，今様に言
うと「人痘接種・浄化療法組み合わせ
3週間入院コース」のような診療サー
ビスが行われることが常態化した。
　「3週間コース」に入院した患者が
脱水で苦しんだであろうことは想像に
難くないが，当時の医師たちは最新の
医療行為を実践していると信じて疑わ
なかった。一方，富裕層相手の「3週
間コース」は医師に高額の収入をもた
らし，人痘接種は医療ビジネスの重要
な一部門としても成長した。
　かくして，当初は病変部の膿を健常
者の皮膚に接種するというだけの「簡
単」な処置だった人痘接種は，医師に
よる大がかりな入院治療へと「様変わ
り」していったのだが，こういった医
療界のやり方に怒ったのが誰だったか
というと，それは英国に人痘接種を導
入したモンタギューその人だった。彼
女は，フライング・ポスト誌に「一ト
ルコ商人」の筆名で寄稿すると，トル
コでは極めて簡単かつ安全だった接種
法が，英国の医師たちの手にかかった
途端に，接種部の皮膚を大きく切開し
たり，瀉血や浄化療法と組み合わせら
れたりして危険な診療行為となってし
まったことを非難したのだった。
 （この項つづく）

的に国民の利益となって戻ってくるこ
とを国民に理解してもらう必要があり
ます。これは，医療者自身に課せられ
た課題でもありますね。

「医学」は人類の欲求に
どこまで応えるのか

――今回の医学会総会では，「医学」
についてのセッションも多く企画され
ています。医学は分子生物学の進展な
どで大きく進歩していますが，どのよ
うな課題があるのでしょうか。
矢﨑　医学の進歩で，遺伝子治療や再
生医療などの先端医療技術が期待され
ています。このような進歩は人類にと
って重要なことですが，人類の飽くな
き欲求に対し医学はどこまで応えれば
いいのか。これは大きな課題です。
　例えば，脊髄損傷などで若年者が大
きなハンデを背負う場合，再生医療な
どで何とか救いたいと思いますが，高
齢者への医療では限界も考えなくては
なりません。これは人間の「生」と「死」
というものを一人ひとりがしっかり考
えた上で，どこまで医学の進歩を求め
るかを議論する必要があります。
――一方で，医学の進歩に必須な基礎
医学者は不足していますね。
矢﨑　現在，医学教育はよりよい在り
方を模索している状況にあり，抜本的

がやりがいのある重要な仕事であるこ
とは，今後も変わらないでしょう。
　現在，医学・医療は大きく変化して
いるように見えますが，振り子が少し
振れているだけに過ぎません。社会状
況に強く影響されることはあっても，
医学・医療の基本的なスタンスは変わ
らないのです。人類の発展のために「い
のちと地球の未来をひらく」医学・医
療の使命は今後も続きます。人生をか
けるだけの価値はあると思うので，ぜ
ひ私たちの後に続いて，使命感を持っ
て医学・医療を支えていってほしいと
思います。
―― ありがとうございました。　（了）

◎第28回日本医学会総会
・学術講演：2011年4月8―10日
　　東京国際フォーラムほか
・学術展示：2011年 4月7―10日
　　東京ビッグサイト
・博覧会：2011年 4月2―10日
　　東京ビッグサイト，丸の内エリア
＊事前参加登録期間　締切（1月31日）
　迫る !!
　事前参加登録で特別割引価格となります。
　●医師・歯科医師・研究者
　事前：￥25,000⇒当日：￥30,000
　●メディカルスタッフ（コ ･メディカル）
　事前：￥8,000 ⇒ 当日：￥12,000
　※ 各種単位取得可能
■詳しくは総会ホームページへ

註：浣腸・嘔吐などで人体を浄化（perging）
する療法。

新
刊 

ポイントを最小限に絞る。だから伝わる。

＜JJNスペシャル＞
医療者のための

伝わるプレゼンテーション
学会発表、多職種カンファレンス、患者教
育、さまざまなプレゼンテーションの場で、
医療者の「伝える力」が求められている。
プレゼンテーションを成功させるために重
要なのは、実施前のデザイン。そのデザイ
ンから、発表後の評価までを5つのステッ
プに分けて、「伝わるプレゼンテーション」
のすべてを解説。

編集 齊藤裕之
同善会クリニック・副院長

　　 佐藤健一
関西リハビリテーション病院

AB判　頁272　2010年 定価2,730円（本体2,600円＋税5％） [ISBN978-4-260-01165-5]

新
刊 第3版マンモグラフィガイドライン 第3版

本書は、マンモグラフィの撮影法、読影の
基本、画像所見の解説から精度管理や画像
評価に至るまで、読者の読影水準のみなら
ず、機器の画質水準の向上を引き出す内容
に至るまで解説がなされている。今回の改
訂では、これまでの版を踏襲しつつも、よ
り画像を多くし、attractiveな仕上がりに
なった。乳がん診療および検診に携わる医
師・技師にとって、まさに必携のテキスト
である。

編集 (社)日本医学放射線学会
　　 (社)日本放射線技術学会

A4　頁112　2010年 定価3,150円（本体3,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-01204-1]

乳がん診療・検診における必携テキストの改訂版
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リハビリテーション評価データブック
道免 和久●編

B6変・頁616
定価4,410円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-00826-6

評 者  原 寛美
 相澤病院総合リハビリテーションセンター・センター長

　兵庫医科大学リハビリテーション
（以下，リハ）医学教室教授の道免和
久先生は，脳卒中上肢麻痺改善のため
の CI療法をわが国に導入し ,その普
及に努めるなど，わが
国におけるリハ医学・
医療のゆるぎないオピ
ニオンリーダーの一人
であり，氏の数々の業績と活躍にはリ
ハ医療の臨床に携わっている多くのス
タッフをはじめ，リハ医療を必要とし
ている患者さんからも高く評価されて
いる。
　その道免先生が編集した『リハビリ
テーション評価データブック』がこの
たび発刊された。道免先生はこの著作
の構想から上梓までには 10年の歳月
を要したとしており，今日のリハ医
学・医療において汎用されている機能
評価法をほぼ網羅すべく渉猟してあ
る。その項目数は 800にも及ぶが，コ
ンパクトな辞書サイズとして編集され
ている労作である。
　対象疾患の分野は，脳卒中・脳損
傷・高次脳機能障害から始まり，循環
器・呼吸器疾患などのリハ科専門医，
あるいはリハスタッフの必修研修範囲
をすべて含んでおり，さらに精神疾患，
がん，QOL，一般検査までも網羅され
ている。それぞれの検査法がいかなる
障害を対象としているか，そしてその
評価尺度は何に分類されるか（例：順
序尺度，間隔尺度など），どのような
方法での評価法（例：計測，観察，質
問紙など）であるか，そして構成とし
て評価結果の数値の最大値と最小値が
示されている。
　また，評価法の重要度が，MED-

LINEの文献ヒット数などを参考に★
印 5つから 1つまでの 5段階で表示さ
れており，評価の優先度を鑑みるとき
に参考となる。さらに，その評価法の
オリジナル文献と関連評価項目が記載
することで，読者が該当評価法を詳し
くアクセスすることを援助しており，
その点でも繊細な配慮がなされている
ことが特徴である。その意味からも本
書はリハ医療の場には必須の書籍と言
える。

　リハ医療のみならず，すべての医
学・医療においては数値化あるいは標
準化された評価法が，診断と治療効果
判定には必須である。「医学の基本的

方 法 論 の 一 つ は，
“Measure something”
（何かを測定せよ）で
ある」と説き心に残

っているのは，学生時代から私淑する
井村裕夫先生（元京大総長）である。
評価法の進化が今日の医学医療の根幹
を支えているとも言える。とりわけリ
ハ医学の診断と治療効果判定では，各
種の評価方法を複数使用することが求
められており，他の医学領域以上に多
岐にわたる評価法が存在する。
　例えば脳損傷による高次脳機能障害
の診断では，簡便なMMSEや改訂長
谷川式簡易知能評価スケール（HDS-
R）では正常範囲であっても，他の複
数の詳細な神経心理検査法を用いるこ
とで，初めて障害像を客観的に明らか
にできる場合が多い。どのような検査
法を用いるかにより，診断そのものが
左右されることになる。
　また今日，脳卒中上肢麻痺機能回復
のための新しい治療法である CI療法
や経頭蓋磁気刺激 rTMS法などを実施
する場合においては，治療前後に
Fugl-Meyer Assessment Set，Wolf Motor 

Function Test，STEF，10 秒テスト，
Modifi ed Ashworth Scaleなどの複数の
評価方法を実施することで，治療効果
判定が可能となり，その治療法が機能
回復に資するものであるか否かが明ら
かとされる。
　本書の執筆者は総勢 63名に及ぶ。
そこにはリハ医学・医療の発展のため
に，リハチームを構築し続ける編集者
の強い意志の存在を伺うことができ
る。そのような強固な指導者の存在が，
日本専門医制評価・認定機構の中で基
本 18領域の一つとして確固として位
置付けられている“リハビリテーショ
ン科”という今日の臨床医学では欠く
ことのできない領域の発展のために求
められていることを本書を傍らに置き
実感している。

リハ医療の場に必須の書籍

がんの統合医療
Integrative Oncology
Donald Abrams，Andrew Weil●著
伊藤 壽記，上島 悦子●監訳

A5変・頁632
定価6,300円（税5％込） MEDSI
http://www.medsi.co.jp

評 者  前原　喜彦
 九大教授／消化器・総合外科

　私の古くからの大切な友人である伊
藤壽記先生が，『がんの統合医療』を
上梓された。アリゾナ大学の Dr. An-

drew Weilらの編集による“Integrative 

Oncology”を翻訳した
ものである。原著は
Weil 教授らによって
“がんの統合医療”に
関する最新の教科書と
して刊行された。その
内容は多岐にわたって
おり，がん患者への全
人的医療の実践につい
て，海外ではどのよう
な試みがなされている
のか知ることができ
る。筆者らによれば
“がんの統合医療”は，
合理的かつエビデンス
に基づいた通常の医療
と補完医療の併用療法
であると定義されている。後者につい
て，本書では，食事，サプリメント，各
国の伝統医学，スピリチュアリティな
ど多くの内容について，詳細な解説が
なされている。さらに，補完医療を科
学としてとらえようとする筆者らの姿
勢もうかがわれ，この分野における最
近の知見を，科学的に理解することの
可能性や限界を理解することに役立つ。
　厚生労働省によると，2008年のが
んによる死亡は 34万 3000人であり，
依然としてわが国の死亡原因の第 1位
である。私は，教育・研究機関に奉職
し，がんの患者さんに質の高いがん医
療を提供するための基礎研究と臨床試

験に従事してきた。しかしながら，病
状の進行した症例では，エビデンスに
基づく治療を施しても，患者さんの期
待に応えられない結果となることも数

多く経験してきた。
　診療に何らかの不満
のあるがん患者は 4人
に 1人に上ると言われ
ており，その不満の理
由として，「情報の不
足」「精神的サポート
の不足」が挙げられて
いる。このことが，わ
が国のいわゆる「がん
難民」の問題の源とな
っているのであろう。
また，1兆 2000億円に
のぼるとされるわが国
の「健康食品」の市場
では，「情報の不足」「精
神的サポートの不足」

に悩むがん患者による利用の例も多く
含まれていることが想像され，専門家
による科学に基礎をおいた議論を経
て，今後の在り方が示される必要があ
るものと考えている。
　私は，臨床試験の理論が普及し，そ
の実践が活発になされつつある今日，
多くの種類のがんに対する標準治療が
確立されてきたことを，研究者，臨床
家として誇らしく思っている。同時に，
がん患者に対する全人的医療の実現に
向けて，いまだエビデンスが不足して
いる領域も浮き彫りになってきたと感
じている。そのような中，わが国で本
書が翻訳・出版されることは，がん患
者を中心とした医療の実現のために解
決すべき課題について示唆を与えてく
れるものと考えている。
　改めて本書を翻訳された伊藤壽記先
生に心から敬意を表したい。

がん患者中心の医療を
実現するための課題を示唆
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心臓突然死を予知するための
不整脈ノンインベイシブ検査
田邉 晃久●編

B5・頁312
定価7,875円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01058-0

評 者  早川 弘一
 日医大名誉教授／四谷メディカルキューブ院長

　わが国において，心臓突然死のうち
で不整脈によるものは年間約 2万人の
多数にのぼると推定されている。それ
ゆえ，不整脈突然死の予知は極めて重
要な課題である。予知
する方法として従来用
いられてきたのは，心
臓内にカテーテルを挿
入して行われるインベ
イシブな電気生理学的
検査法であった。しか
し，本法は経験を積ん
だ専門家のみしか施行
できず，患者の負担も
大であることが難点で
あった。
　一方，ここ 20数年
来，ホルター心電図を
含むノンインベイシブ
な心電図記録法の工夫
から，不整脈突然死に
つながるとある程度予知できる，ある
いは逆に突然死は発生しないだろうと
いう予測が可能になりつつある。しか
し現在のところ，かかるノンインベイ
シブな検査法を網羅したテキストはほ
とんどなかった。ご本人自身もこの領
域のパイオニアである本書の編者の前
東海大学教授の田邉晃久氏は，この種
のテキストの必要性を以前より主張さ
れていたが，今回やっとそれが実現し
たことになる。
　不整脈突然死の原因としては冠動脈
疾患，各種心筋症，心筋炎，重症心不
全，高血圧性心疾患などがあり，特異
な不整脈発生病態として Torsades de 

pointesを含む QT延長症候群，QT短
縮症候群，Brugada症候群，特発性心
室細動，洞不全症候群，高度房室ブロ
ックなどが挙げられる。

　これらの致死的不整脈の発生を概ね
予知するノンインベイシブな検査とし
ては田邉氏によれば，現在のところ，
12誘導心電図，運動負荷心電図，ホ

ルター心電図（応用し
たものとして QT dy-

namics），QT／RR関係，
加算平均心電図（late 

potential），T―wave al-

ternans，T―wave vari-

ability，心拍変動解析，
heart rate turbulence，
長期間使用可能な植込
み型ホルター心電図な
どの多数の新しい方法
が採用されつつある。
　本書ではこれらの検
査が，どの種類の不整
脈突然死を予知できる
かについて，あるいは
予知できないかについ

て 25人の研究者により詳細な記述が
行われている。さらに，致死的不整脈
を除外するための Barorefl ex sensitivi-

ty，head-up tilt testなども取り上げら
れている。他方，ベクトル合成 187チ
ャネル加算心電図などの新しい研究も
収められている。付録の小林義典氏に
よる「心臓突然死予知あるいは予防治
療に関するガイドライン」は極めて有
用である。巻末には上記検査のための
最新の機器が紹介され，購入の際には
大変役立つであろう。
　これらの検査は今後ますます研究発
展するであろうが，現時点における最
新情報が本書に収められており，これ
らを応用することが不整脈突然死の予
知，予防に役立つと確信できる。田邉
教授の熱意に敬意を表するとともに，
多くの医師，技師に精読を勧めたい。

ノンインベイシブな検査法を
最新情報まで網羅

鶴
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大安に注目したカレンダー
カレンダーもいろいろ。年末にはどの
部屋にどのカレンダーを飾るか楽しみ
にしている人も多いのでは。私はメモ
欄が小さく機能的ではありませんが，
大安だけを印してある珍しいタイプ。
療養のお部屋用としてはオススメです。

在宅医療の現場にはいろいろな物語りが交錯している。患者を主人公に，同居家族や親戚，
医療・介護スタッフ，近隣住民などが脇役となり，ザイタクは劇場になる。筆者もザイタ
ク劇場の脇役のひとりであるが，往診鞄に特別な関心を持ち全国の医療機関を訪ね歩いて
いる。往診鞄の中を覗き道具を見つめていると，道具（モノ）も何かを語っているようだ。
今回の主役は「カレンダー」さん。さあ，何と語っているのだろうか？

大安に注目したカレンダー
カレンダーもいろいろ。年末にはどの
部屋にどのカレンダーを飾るか楽しみ
にしている人も多いのでは。私はメモ
欄が小さく機能的ではありませんが，
大安だけを印してある珍しいタイプ。
療養のお部屋用としてはオススメです。
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師走です。医師も看護師
も走ります。患者さん

のご家族も走ります。速く
走れない在宅の患者さんに
とって，ベッドの周りでバ
タバタされるのって，どん
な気持ちかなぁと時々心配
になります。私は患者さん
のお部屋に吊り下げられた
カレンダーですが，今年も
あと 1枚。寂しいくらいに
身軽になりました。
　12月に限らず，最近の患
者さんは毎日お忙しいみた
いですね。私の部屋の方は，
月曜日と金曜日がデイサービスの日なので，9時にはお迎え
が来ます。ご家族も朝早くから，お着替えしなくちゃ，風呂
上りにつけてもらう水虫の薬を用意しなきゃ，と大忙し。火
曜日は医師が来る日で，木曜日は訪問看護師。ヘルパーは何
曜日だったかな？　とにかくルーチンの予定だけでも大変な
のです。これらに，ショートステイなどが加わります。1泊
2日だったり，1週間だったり，もっと長かったり。人によ
っては，訪問入浴も頼まれるそうです。
　訪問診療は，あらかじめ計画して，定期的に医師が患者さ
ん宅を訪問して診察や診療を行います。患者さんや家族の求
めに応じて訪問する往診とは区別されているようです。だい
たい隔週の火曜日，と決まっていても，お互いスケジュール
が混んでいるので，患者さんと家族と医師とで，来月はこの
日とこの日ね，と約束しておくのです。そんなとき，私の日
付にマーキングしていく医師もいますね。そのほか，3日ご
とに貼る薬があるらしく，看護師も「デュロテップ何日何時
に貼付」と書き込むことがあります。
　私へ書き込みするのはプロばかりではありません。在宅ケ
アにかかわるチームが一斉に見るカレンダーですので，情報
の共有に使われるわけです。例えば，チームのみんなが重要
視しているものに，「オツウジ」があります。表現はさまざま
だと思いますが，要するに便通コントロールです。「最後に出
たのはいつだっけ？」「あー，おとといかな？　いや違う。前
に看護師さんが来てくれたときに手伝ってもらったんだから，
もう 4日前か」。そんな会話の後，医師は「もしよかったら
カレンダーに出た日をマークして，2，3日出なければ下剤を
使ってくださいね」とアドバイス。
　次の訪問診療の日。私の上にしっかり記録されていました。
「出たマーク」だけでなく，量を想像できるように数字で表現
されていました。普通量を 1として，ちょいと大目は 1.2，
いつもの半分 0.5という感じで。「え？　この日は 6ですか？　
それは，大量でしたね。大漁のほうがいいかな？」と医師が
笑っていると，ご家族はもっと笑って，「違いますよ。この日
はゆるめだったので，出た回数です。いつもの 6倍だと，キ
ャッチする側も大変でしょう」。私の前で大爆笑です。患者さ
んの下痢がひどくなれば，笑っている場合ではありませんが，
今は落ち着いておられるようで安心しました。
　来年は私の前でどんな会話がされるのでしょうか？　そう
だ。来年になると私ではなく 2011年のカレンダーさんになり
ますね。たすきを渡すまでのわずかな時間ですが，これから
も患者さんに合わせて，ゆっくり伴走させていただくつもり
です。皆さまの来年も，ウン勢のよい 1年でありますように
お祈りしています。

書評・新刊案内

つるおか ゆうこ氏……1993年順大医学部卒。旭中央病院を経て，95年自治医大地域医療学に入局。
96年藤沢町民病院，2001年米国ケース・ウエスタン・リザーブ大家庭医療学を経て，08年よりつ
るかめ診療所（栃木県下野市）で極めて小さな在宅医療を展開。エコとダイエットの両立をめざし
訪問診療には自転車を愛用。自治医大非常勤講師。日本内科学会認定総合内科専門医。
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一） 2862
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◇PBLを超える TBL「チーム LEAD」（徳田安春，
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◇がん診療連携が導く新しい医療のかたち（岡田晋

吾，東山聖彦，谷水正人，高橋慶一） 2889

◇中村清吾氏に聞く 2893

◇言語聴覚士教育のさらなる充実に向けて（藤田郁
代，長谷川賢一，立石雅子） 2895

◇清水邦明氏に聞く 2897

◇胃癌撲滅への道しるべ（上村直実，乾純和，加藤
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◇脳卒中後のうつと意欲低下（濱聖司） 2871

◇沈黙の身体が語る存在の重み（柳田邦男） 2873

◇中小医療施設の医療安全の確立をめざして（ 司
夫） 2873

◇第 8回英国緩和ケア関連学会報告（加藤恒夫）
　 2879

◇認知療法・認知行動療法の日本での現状と診療報
酬への収載（大野裕） 2880

◇物理療法の効果と今後の展望（菅原仁） 2885

◇FAQ：妊婦の栄養管理（生水真紀夫） 2887

◇「もたれ合い社会」からの脱皮を（高山義浩）
　 2891

◇心の健康予防教育（石川信一） 2893

◇脱ガラパゴス化を医療崩壊の特効薬に（田島知
郎） 2895

◇FAQ：睡眠時無呼吸症候群（榊原博樹） 2897

◇大腸 3D-CT検査の多施設共同臨床試験 JANCT（吉
田広行，永田浩一，遠藤俊吾） 2899

◇日本肝胆膵外科学会発・高度技能医修練プログラ
ム（山本雅一） 2899

◇透析療法の流れを変える高齢者への腹膜透析（平
松信） 2902

◇がん医療におけるピアサポート（大松重宏） 2902

◇ALK陽性肺がんの発見から診断法・治療法の実
用化に至るまで（間野博行） 2906

◇脳神経外科手術の術後整容を考える（太組一朗）
　 2906

◇英国緩和ケア協議会・終末期ケアセミナーに参加
して（加藤恒夫） 2906

◇心理学的剖検の実践（勝又陽太郎） 2906

◇在宅医療モノ語り（鶴岡優子）
①携帯電話さん…2875，②チーム採血さん…2879，
③点滴セットさん…2883，④天井の釘さん…2887，
⑤パルスオキシメータさん…2891，⑥保冷剤さん…
2895，⑦電動アシスト自転車さん…2899，⑧懐中電
灯さん…2904，⑨カレンダーさん…2909

◇続アメリカ医療の光と影（李啓充）
166米国肝移植ルールの公正さをめぐって（6）ジョ
ブズが使った裏技…2863，167ダンスの効能…2865，
168乳癌検診をめぐる大論争（1）…2867，（2）…2869，
（3）…2871，171タイガー・ウッズの「セックス中毒」
と米国精神医学会新マニュアル…2873，172看護師が
犯した「罪」…2875， 173米医療保険制度改革（1）
Unfi nished…2877，（2）一世紀におよぶ失敗の歴史
…2879，（3）米医師会「コーヒーカップ作戦」とレー
ガン…2880，（4）右旋回し続けた改革案…2883，
（5）Public options…2885，（6）絶体絶命の窮地…
2887，（7）起死回生をもたらした「幸運」…2889，
（8）名を捨てて実を取った保険業界…2891，181オバ
マが重責を託した医師（1）…2893，（2）…2895，183
遺伝子診断ビジネスの「幻想」…2897，184医療訴訟
の「副作用」…2899，185アウトブレイク（1）…2901，
（2）…2904，（3）…2905，（4）…2909

◇医長のためのビジネス塾（井村洋）
⑫論理的思考（4）統合・収束して考える…2865，
⑬会計（1）決算書…2869，（2）損益計算書…

2875，（3）貸借対照表…2879，（4）キャッシュフロー
計算書…2885

◇ともに考える「医師と製薬会社の適切な関係」
①製薬会社と，どのようにかかわっていますか？（宮
田靖志）…2883，②自分は大丈夫，と思っていませ

対談・座談会・インタビュー

寄稿・投稿・視点

連載

対談・座談会・インタビュー

寄稿・投稿・視点

ニュース・ルポ

んか？（斉藤さやか）…2885，③『HOOKED』に見る，
米国における医師と製薬会社の実態とは？（郷間厳）
…2887，④医学教育の現場で生じる利益相反に，ど
う対処しますか？（向原圭）…2889，⑤MRの「本音」
から見えてくるものとは？（宮崎仁）…2891
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臨床医学：基礎系
病態のしくみがわかる
免疫学
編集　関　修司・安保　徹
B5　頁296　定価4,200円　［ISBN978-4-260-00997-3］

CRCのための
臨床試験スキルアップノート
編集　中野重行・中原綾子
編集協力　石橋寿子・榎本有希子・笠井宏委
B5　頁248　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00859-4］

子宮頸部細胞診ベセスダシステム運用の
実際
編集　坂本穆彦／執筆　坂本穆彦・今野　良・小松京子・
大塚重則・古田則行
B5　頁224　定価8,400円　［ISBN978-4-260-01051-1］

消化管の病理と生検診断
中村恭一・大倉康男・斉藤　澄
B5　頁464　定価15,750円　［ISBN978-4-260-00600-2］

標準組織学　各論（第 4版）
共著　藤田尚男・藤田恒夫
改訂協力　岩永敏彦・石村和敬
B5　頁616　定価12,600円　［ISBN978-4-260-00302-5］

標準病理学（第 4版）
編集　坂本穆彦・北川昌伸・仁木利郎
B5　頁880　定価11,550円　［ISBN978-4-260-00880-8］

婦人科病理診断トレーニング
What is your diagnosis?
編集　清水道生
B5　頁364　定価12,600円　［ISBN978-4-260-00734-4］

プロメテウス解剖学　コア　アトラス
監訳　坂井建雄／訳　市村浩一郎・澤井　直
A4変型　頁704　定価9,975円　［ISBN978-4-260-00746-7］

基礎医学
アトラス　細胞診と病理診断
編集　亀井敏昭・谷山清己
A4　頁200　定価10,500円　［ISBN978-4-260-00941-6］

臨床医学：一般
医学生の基本薬
編集　渡邉裕司
B6変型　頁344　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00834-1］

がん診療レジデントマニュアル（第 5版）
編集　国立がん研究センター内科レジデント
B6変型　頁504　定価4,200円　［ISBN978-4-260-01018-4］

栄養塾
症例で学ぶクリニカルパール
編集　大村健二
A5　頁280　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01014-6］

今日の診断指針デスク判（第 6版）
総編集　金澤一郎・永井良三
B5　頁2144　定価26,250円　［ISBN978-4-260-00794-8］

今日の診断指針ポケット判（第 6版）
総編集　金澤一郎・永井良三
B6　頁2144　定価19,950円　［ISBN978-4-260-00795-5］

〈日本医師会生涯教育シリーズ〉
在宅医療
午後から地域へ
編・発行　日本医師会／監修・編集　林　泰史・
黒岩卓夫・野中　博・三上裕司／編集協力　太田秀樹
B5　頁352　定価5,775円　［ISBN978-4-260-01052-8］

実践　漢方ガイド
日常診療に活かすエキス製剤の使い方
監修　中野　哲・森　博美
B5　頁416　定価6,090円　［ISBN978-4-260-01045-0］

〈総合診療ブックス〉
症状でみる子どものプライマリ・ケア
加藤英治
A5　頁360　定価4,200円　［ISBN978-4-260-01128-0］

腎機能低下患者への薬の使い方（第 2版）
編集　富野康日己
B6　頁304　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00888-4］

ティアニー先生の臨床入門
ローレンス・ティアニー・松村正巳
A5　頁164　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01177-8］

気分障害治療ガイドライン（第 2版）
監修　精神医学講座担当者会議
編集　上島国利・樋口輝彦・野村総一郎
A5　頁400　定価4,935円　［ISBN978-4-260-00881-5］

感染症外来の帰還
岩田健太郎・豊浦麻記子
A5　頁488　定価4,935円　［ISBN978-4-260-01009-2］

肝癌診療マニュアル（第 2版）
編集　日本肝臓学会
B5　頁192　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01071-9］

炎症性腸疾患
編集　日比紀文
B5　頁352　定価13,650円　［ISBN978-4-260-01007-8］

運動負荷心電図（第 2版）
その方法と読み方
川久保清
B5　頁184　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00873-0］

胃内視鏡検診マニュアル
編集　日本消化器がん検診学会　胃内視鏡検診標準化
研究会
A4変型　頁116　定価3,360円　［ISBN978-4-260-00967-6］

胃の拡大内視鏡診断
八木一芳・味岡洋一
B5　頁148　定価10,500円　［ISBN978-4-260-01039-9］

臨床医学：内科系
IBDがわかる 60例
炎症性腸疾患の経過と鑑別
中野　浩
B5　頁256　定価8,400円　［ISBN978-4-260-01168-6］

乳癌診療ポケットガイド
編集　聖路加国際病院ブレストセンター
B6変型　頁224　定価3,780円　［ISBN978-4-260-00942-3］

臨床推論ダイアローグ
編集　杉本元信
編集協力　瓜田純久・中西員茂・島田長人・徳田安春
A5変型　頁456　定価4,410円　［ISBN978-4-260-01057-3］

マンモグラフィガイドライン
第 3版
編集　（社）日本医学放射線学会・（社）日本放射線技術
学会
A4　頁112　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01204-5］

トワイクロス先生のがん患者の症状マネ
ジメント（第 2版）
著　Robert Twycross・Andrew Wilcock・
Claire Stark Toller
監訳　武田文和
A5　頁528　定価3,990円　［ISBN978-4-260-01073-3］

芸術的才能と脳の不思議
神経心理学からの考察
著　Dahlia W. Zaidel／監訳　河内十郎
A5　頁352　定価3,990円　［ISBN978-4-260-01000-9］

個人授業　心臓ペースメーカー
適応判断から手術・術後の管理まで
監修　永井良三／著　杉山裕章・今井　靖
A5　頁264　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00952-2］

今日の消化器疾患治療指針（第 3版）
編集　幕内雅敏・菅野健太郎・工藤正俊
A5　頁1092　定価14,700円　［ISBN978-4-260-00798-6］

今日の治療指針　2010年版［ポケット判］
私はこう治療している
総編集　山口　徹・北原光夫・福井次矢
B6　頁2016　定価15,750円　［ISBN978-4-260-00901-0］

〈神経心理学コレクション〉
視覚性認知の神経心理学
著　鈴木匡子／シリーズ編集　山鳥　重・彦坂興秀・
河村　満・田邉敬貴
A5　頁184　定価2,940円　［ISBN978-4-260-00829-7］

上部消化管内視鏡スタンダードテキスト
多賀須幸男・櫻井幸弘
B5　頁344　定価14,700円　［ISBN978-4-260-00369-8］

神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のために
［DVD-ROM付］（第 2版）
木村　淳・幸原伸夫
B5　頁440　定価9,450円　［ISBN978-4-260-00895-2］

神経内科ハンドブック（第 4版）
鑑別診断と治療
編集　水野美邦
A5　頁1312　定価14,175円　［ISBN978-4-260-00874-7］

心臓突然死を予知するための
不整脈ノンインベイシブ検査
編集　田邉晃久
B5　頁312　定価7,875円　［ISBN978-4-260-01058-0］

心不全
循環生理からみた診断と治療
友田春夫
B5　頁320　定価9,975円　［ISBN978-4-260-00937-9］

膵癌診療ポケットガイド
編集　奥坂拓志・羽鳥　隆
B6変型　頁320　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00951-5］

睡眠時無呼吸症候群診療ハンドブック
編集　榊原博樹
B5　頁336　定価5,670円　［ISBN978-4-260-01025-2］

今日の治療指針　2010年版［デスク判］
私はこう治療している
総編集　山口　徹・北原光夫・福井次矢
B5　頁2016　定価19,950円　［ISBN978-4-260-00900-3］

睡眠障害国際分類（第 2版）
診断とコードの手引
編集　米国睡眠医学会／訳　日本睡眠学会診断分類委
員会／発行　日本睡眠学会／販売　医学書院
B5　頁296　定価6,300円　［ISBN978-4-260-00917-1］

精神科薬物相互作用ハンドブック
監訳　上島国利・樋口輝彦
訳　山下さおり・尾鷲登志美・佐藤真由美
A5　頁424　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00959-1］

摂食障害のセルフヘルプ援助
患者の力を生かすアプローチ
西園マーハ文
B5　頁232　定価3,570円　［ISBN978-4-260-01044-3］

大腸癌の構造（第 2版）
中村恭一
B5　頁232　定価12,600円　［ISBN978-4-260-01143-3］

摂食障害の認知行動療法
監訳　切池信夫／原著　Christopher G. Fairburn
A5　頁392　定価5,775円　［ISBN978-4-260-01056-6］

早期精神病の診断と治療
編集　Jackson H. J.・Patrick D. McGorry
監訳　水野雅文・鈴木道雄・岩田仲生
B5　頁432　定価9,450円　［ISBN978-4-260-01059-7］

てんかん鑑別診断学
編集　Peter. W. Kaplan・Robert. S. Fisher
訳　吉野相英・立澤賢孝
B5　頁352　定価9,975円　［ISBN978-4-260-01028-3］

てんかん治療ガイドライン 2010
監修　日本神経学会
編集　「てんかん治療ガイドライン」作成委員会
B5　頁168　定価5,250円　［ISBN978-4-260-01122-8］

糖尿病と心臓病
基礎知識と実践患者管理Q&A51
編集　犀川哲典・吉松博信
A5　頁312　定価4,725円　［ISBN978-4-260-01164-8］

内分泌代謝疾患レジデントマニュアル
（第 3版）
𠮷岡成人・和田典男
B6変型　頁368　定価3,360円　［ISBN978-4-260-01011-5］

多発性硬化症治療ガイドライン 2010
監修　日本神経学会・日本神経免疫学会・日本神経治
療学会
編集　「多発性硬化症治療ガイドライン」作成委員会
B5　頁168　定価5,250円　［ISBN978-4-260-01166-2］

成人の高機能広汎性発達障害とアスペル
ガー症候群
社会に生きる彼らの精神行動特性
広沢正孝
B5　頁192　定価3,570円　［ISBN978-4-260-01100-6］

標準皮膚科学（第 9版）
監修　瀧川雅浩
編集　富田　靖・橋本　隆・岩月啓氏
B5　頁760　定価8,400円　［ISBN978-4-260-00796-2］

噴門部癌アトラス
編　南風病院消化器内科
B5　頁168　定価8,400円　［ISBN978-4-260-01049-8］

臨床家が知っておきたい「子どもの精神
科」（第 2版）
こころの問題と精神症状の理解のために
編集　市川宏伸・海老島宏
A5　頁304　定価3,360円　［ISBN978-4-260-00619-4］

バナナ・レディ
前頭側頭型認知症をめぐる 19のエピソード
著　Andrew Kertesz
監訳　河村　満
A5　頁232　定価3,570円　［ISBN978-4-260-00961-4］

認知行動療法トレーニングブック　統合
失調症・双極性障害・難治性うつ病編
［DVD付］
監訳　古川壽亮
訳　木下善弘・木下久慈
著　Jesse H. Wright・Douglas Turkington・
David G. Kingdon・Monica R. Basco
A5　頁452　定価12,600円　［ISBN978-4-260-01081-8］

〈脳とソシアル〉
ノンバーバルコミュニケーションと脳
自己と他者をつなぐもの
編集　岩田　誠・河村　満
A5　頁240　定価3,780円　［ISBN978-4-260-00996-6］

〈脳とソシアル〉
発達と脳
コミュニケーション・スキルの獲得過程
編集　岩田　誠・河村　満
A5　頁272　定価3,780円　［ISBN978-4-260-00936-2］

認知症疾患治療ガイドライン 2010
監修　日本神経学会
編集　「認知症疾患治療ガイドライン」作成合同委員会
B5　頁400　定価6,090円　［ISBN978-4-260-01094-8］

〈神経心理学コレクション〉
脳を繙く
歴史でみる認知神経科学
著　M. R. Bennett・P. M. S. Hacker
訳　河村　満
A5　頁432　定価5,040円　［ISBN978-4-260-01146-4］

〈神経心理学コレクション〉
レビー小体型認知症の臨床
著　小阪憲司・池田　学／シリーズ編集　山鳥　重・
彦坂興秀・河村　満・田邉敬貴
A5　頁192　定価3,570円　［ISBN978-4-260-01022-1］

解剖を実践に生かす
図解　泌尿器科手術
影山幸雄
A4　頁312　定価12,600円　［ISBN978-4-260-01021-4］

イラストレイテッド大腸癌手術
膜解剖にもとづく剥離のベストテクニック
松木盛行・橋本大樹・平山廉三
A4　頁184　定価9,975円　［ISBN978-4-260-00711-5］

X線像でみる
股関節手術症例アトラス［CD-ROM付］
佛淵孝夫
B5　頁232　定価9,975円　［ISBN978-4-260-01013-9］

イラストレイテッド外科手術（第 3版）
膜の解剖からみた術式のポイント
篠原　尚・水野惠文・牧野尚彦
A4　頁500　定価10,500円　［ISBN978-4-260-01023-8］

臨床医学：外科系
AO法骨折治療［英語版DVD-ROM付］
（第 2版）
原書編集　Thomas P. Rüedi・Richard E. Buckley・
Christopher G. Moran／日本語版総編集　糸満盛憲
日本語版編集代表　田中　正
A4　頁752　定価39,900円　［ISBN978-4-260-00762-7］
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前頭葉機能不全　その先の戦略
Rusk通院プログラムと神経心理ピラミッド
監修　Yehuda Ben-Yishay・大橋正洋
著　立神粧子
B5　頁312　定価4,725円　［ISBN978-4-260-01180-8］

肝胆膵高難度外科手術
編集　日本肝胆膵外科学会高度技能医制度委員会
B5　頁324　定価10,500円　［ISBN978-4-260-01042-9］

ケースで学ぶ　日常みる角膜疾患
西田輝夫
B5　頁320　定価16,800円　［ISBN978-4-260-01017-7］

高次脳機能障害のリハビリテーション
（第 2版）
実践的アプローチ
編集　本田哲三
B5　頁272　定価4,200円　［ISBN978-4-260-01024-5］

今日の整形外科治療指針（第 6版）
編集　国分正一・岩谷　力・落合直之・佛淵孝夫
B5　頁912　定価18,900円　［ISBN978-4-260-00802-0］

片麻痺回復のための運動療法　DVD付
（第 2版）
促通反復療法「川平法」の理論と実際
川平和美
B5　頁224　定価6,510円　［ISBN978-4-260-01033-7］

眼科ケーススタディ
網膜硝子体
編集　𠮷村長久・喜多美穂里
B5　頁272　定価13,650円　［ISBN978-4-260-01074-0］

診療情報学
編集　日本診療情報管理学会
B5　頁456　定価8,400円　［ISBN978-4-260-01083-2］

地域医療は再生する
病院総合医の可能性とその教育・研修
編著　松村理司
A5　頁304　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01054-2］

医学一般
医療福祉総合ガイドブック　2010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
A4　頁304　定価3,360円　［ISBN978-4-260-01037-5］

骨・関節X線写真の撮りかたと見かた
（第 8版）
堀尾重治
B5　頁480　定価6,510円　［ISBN978-4-260-00994-2］

標準泌尿器科学（第 8版）
監修　香川　征／編集　赤座英之・並木幹夫
B5　頁408　定価6,510円　［ISBN978-4-260-00955-3］

腹腔鏡下胃切除術（第 2版）
一目でわかる術野展開とテクニック
編著　関東腹腔鏡下胃切除研究会
B5　頁200　定価9,450円　［ISBN978-4-260-00998-0］

腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術の
実際
編集　大木隆生
B5　頁336　定価12,600円　［ISBN978-4-260-01134-1］

リハビリテーション評価データブック
編集　道免和久
B6変型　頁616　定価4,410円　［ISBN978-4-260-00826-6］

リハビリテーションレジデントマニュアル
（第 3版）
編集　木村彰男
編集協力　里宇明元・正門由久・長谷公隆
B6変型　頁544　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00844-0］

標準外科学（第 12版）
監修　北島政樹
編集　加藤治文・畠山勝義・北野正剛
B5　頁784　定価8,925円　［ISBN978-4-260-00865-5］

標準眼科学（第 11版）
監修　大野重昭／編集　木下　茂・中澤　満
B5　頁392　定価7,350円　［ISBN978-4-260-00944-7］

脊椎腫瘍の手術
（DVD付）
監修　富田勝郎／編集　川原範夫
A4　頁192　定価16,800円　［ISBN978-4-260-00975-1］

〈標準言語聴覚障害学〉
聴覚障害学
シリーズ監修　藤田郁代
編集　中村公枝・城間将江・鈴木恵子
B5　頁368　定価5,460円　［ISBN978-4-260-00993-5］

整形外科SSI 対策
周術期感染管理の実際
編集　菊地臣一・楠　正人
B5　頁320　定価8,400円　［ISBN978-4-260-01020-7］

「病院」の教科書
知っておきたい組織と機能
編集　今中雄一
B5　頁248　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00595-1］

アノミア
失名辞
失語症モデルの現在と治療の新地平
著　Matti Laine・Nadine Martin
訳　佐藤ひとみ
A5　頁224　定価4,200円　［ISBN978-4-260-00992-8］

〈標準理学療法学　専門分野　全 10巻〉
運動療法学各論（第 3版）
シリーズ監修　奈良　勲／編集　吉尾雅春
B5　頁504　定価6,090円　［ISBN978-4-260-00899-0］

〈標準理学療法学　専門分野　全 10巻〉
運動療法学　総論（第 3版）
シリーズ監修　奈良　勲／編集　吉尾雅春
B5　頁336　定価4,935円　［ISBN978-4-260-00898-3］

〈標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野　
全 12巻）〉
解剖学（第 3版）
シリーズ監修　奈良　勲・鎌倉矩子／編集　野村　嶬
B5　頁472　定価6,300円　［ISBN978-4-260-00876-1］

言語聴覚研究
第 7巻 1号
編集・発行　日本言語聴覚士協会
B5　頁116　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01063-4］

言語聴覚研究
第 7巻 2号
編集・発行　日本言語聴覚士協会
B5　頁64　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01141-9］

〈標準言語聴覚障害学〉
言語聴覚障害学概論
シリーズ監修　藤田郁代／編集　藤田郁代
B5　頁320　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00658-3］

衛生・公衆衛生学
Disease　人類を襲った 30の病魔
著　MARY DOBSON／訳　小林　力
B5　頁264　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00946-1］

医療技術
PT・OT・STのための
脳画像のみかたと神経所見（第 2版）
［CD-ROM付］
森　惟明・鶴見隆正
B5　頁160　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00703-0］

言語聴覚研究
第 7巻 3号
編集　日本言語聴覚士協会
B5　頁72　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01214-0］

〈標準言語聴覚障害学〉
言語発達障害学
シリーズ監修　藤田郁子／編集　玉井ふみ・深浦順一
B5　頁312　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00897-6］

〈標準作業療法学　専門分野　全 12巻〉
高齢期作業療法学（第 2版）
編集　松房利憲・小川恵子／編集協力　新井健五
B5　頁272　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00887-7］

〈標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野　
全 12巻）〉
整形外科学（第 3版）
シリーズ監修　奈良　勲・鎌倉矩子／執筆　立野勝彦
B5　頁224　定価3,675円　［ISBN978-4-260-00857-0］

〈標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野　
全 12巻）〉
精神医学（第 3版）
シリーズ監修　奈良　勲・鎌倉矩子／編集　上野武治
B5　頁344　定価4,620円　［ISBN978-4-260-01012-2］

動画で学ぶ脊髄損傷のリハビリテーショ
ン［DVD-ROM付］
編集　田中宏太佳・園田　茂
B5　頁152　価格5,985円　［ISBN978-4-260-00778-8］

〈標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野　
全 12巻）〉
人間発達学
シリーズ監修　奈良　勲・鎌倉矩子
執筆　岩崎清隆・花熊　暁・吉松靖文
B5　頁372　定価5,460円　［ISBN978-4-260-00824-2］

〈標準言語聴覚障害学〉
発声発語障害学
シリーズ監修　藤田郁代
編集　熊倉勇美・小林範子・今井智子
B5　頁344　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00916-4］

臨床検査技師国家試験問題集
解答と解説　2011年版
編　「検査と技術」編集委員会
B5　頁200　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01133-4］

看護一般・総論・基礎
NANDA-NIC-NOCの理解（第 4版）
看護記録の電子カルテ化に向けて
黒田裕子
B5　頁220　定価2,520円　［ISBN978-4-260-01079-5］

〈JJNスペシャル〉
医療者のための
伝わるプレゼンテーション
編集　齊藤裕之・佐藤健一
AB判　頁272　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01165-5］

看護成果分類（NOC）（第 4版）
看護ケアを評価するための指標・測定尺度
編集　スー・ムアヘッド・マリオン・ジョンソン・
メリディーン L. マース・エリザベス・スワンソン
監訳　江本愛子
A5　頁1104　定価7,560円　［ISBN978-4-260-01031-3］

ケアと対人援助に活かす瞑想療法
大下大圓
A5　頁264　定価2,520円　［ISBN978-4-260-01178-5］

ケアに学ぶ臨床社会学
理解社会学の再生を求めて
勝又正直
A5　頁188　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01048-1］

ケースブック患者相談
編集　瀧本禎之・阿部篤子・赤林　朗
A5　頁264　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01040-5］

ゴードン　看護診断マニュアル　原書第
11版
機能的健康パターンに基づく看護診断
著　マージョリー・ゴードン／訳　看護アセスメント
研究会／翻訳協力　江川隆子
A5変型　頁392　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01036-8］

これなら使える看護診断（第 4版）
厳選 84　NANDA-I 看護診断ラベル
編集　江川隆子
A5　頁420　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01098-6］

コンコーダンス
患者の気持ちに寄り添うためのスキル 21
安保寛明・武藤教志
B5　頁224　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01078-8］

ザ・ロイ適応看護モデル（第 2版）
著　シスター・カリスタ・ロイ／監訳　松木光子
B5　頁696　定価5,040円　［ISBN978-4-260-00973-7］

生涯人間発達論（第 2版）
人間への深い理解と愛情を育むために
服部祥子
B5　頁216　定価1,995円　［ISBN978-4-260-01170-9］

〈シリーズ　ケアをひらく〉
その後の不自由
「嵐」のあとを生きる人たち
上岡陽江・大嶋栄子
A5　頁272　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01187-7］

リンパ浮腫の治療とケア（第 2版）
編集　佐藤佳代子／執筆　小川佳宏・佐藤佳代子
執筆協力　後藤学園附属医療施設スタッフ
B5　頁184　定価3,990円　［ISBN978-4-260-01140-2］

看護診断
第 15巻第 1号
編集　日本看護診断学会
B5　頁116　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01032-0］

老年看護学　Vol. 14 No. 1
編集　日本老年看護学会学会誌編集委員会
B5　頁100　定価2,625円　［ISBN978-4-260-01038-2］

老年看護学　Vol. 14 No. 2
編集　日本老年看護学会学会誌編集委員会
B5　頁96　定価2,625円　［ISBN978-4-260-01130-3］

母性看護
飲んで大丈夫？　やめて大丈夫？
妊娠・授乳と薬の知識
編集　村島温子・山内　愛
A5　頁176　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01162-4］

老人看護・介護
〈JJNスペシャル〉
高齢者救急
急変予防＆対応ガイドマップ
岩田充永
AB判　頁144　定価2,310円　［ISBN978-4-260-01131-0］

精神科看護
多飲症・水中毒
ケアと治療の新機軸
編集　川上宏人・松浦好徳
B5　頁272　定価2,730円　［ISBN978-4-260-01002-3］

日本腎不全看護学会誌
第 12巻第 2号
編集　日本腎不全看護学会
A4　頁56　定価2,520円　［ISBN978-4-260-01211-9］

マタニティ診断ガイドブック（第 3版）
編著　日本助産診断・実践研究会
B6変型　頁224　定価2,625円　［ISBN978-4-260-01043-6］

〈JJNスペシャル〉
「治る力」を引き出す
実践！　臨床栄養
編　東口髙志
AB判　頁312　定価3,780円　［ISBN978-4-260-01030-6］

成人・臨床看護
IVR 看護ナビゲーション
監修　栗林幸夫
編集　吉岡哲也・森田荘二郎・齋藤博哉
B5　頁292　定価3,990円　［ISBN978-4-260-00999-7］

日本腎不全看護学会誌
第 12巻第 1号
編集　日本腎不全看護学会
A4　頁68　定価2,520円　［ISBN978-4-260-01060-3］

ナースのための臨床試験入門
新美三由紀・青谷恵利子・小原　泉・齋藤裕子
B5　頁196　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00960-7］

ペーパー・ペイシェントで学ぶ教える
（第 2版）
精選 18の事例演習
編集　坪倉繁美
B5　頁192　定価2,310円　［ISBN978-4-260-00982-9］

ナースのためのセルフコーチング
鱸　伸子・柳澤厚生
A5　頁120　定価1,890円　［ISBN978-4-260-01084-9］

ナースのための管理指標　MaIN 2
監修　井部俊子
A5変型　頁160　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01102-0］

実践ストレスマネジメント
「辞めたい」ナースと「疲れた」師長のために
久保田聰美
A5　頁170　定価2,310円　［ISBN978-4-260-01190-7］

医療現場の暴力と攻撃性に向き合う
考え方から対処まで
著　Paul Linsley／監訳　池田明子・出口禎子
A5　頁256　定価2,730円　［ISBN978-4-260-00811-2］

保健指導サービスの評価と改善
個人のスキルアップから組織の質管理まで
編集　森　晃爾
B5　頁132　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01080-1］

訪問看護元気化計画
現場からの 15の提案
宮崎和加子・川越博美
B6　頁208　定価1,890円　［ISBN978-4-260-01055-9］

地域看護
在宅ケアの不思議な力
秋山正子
B6　頁192　定価1,470円　［ISBN978-4-260-01047-4］

地域保健スタッフのための「住民グルー
プ」のつくり方・育て方
編集　星　旦二・栗盛須雅子
B5　頁176　定価2,625円　［ISBN978-4-260-01186-0］

医療安全ことはじめ
編集　中島和江・児玉安司
A5　頁312　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01196-9］

看護管理

看護師の実践力と課題解決力を実現する！
ポートフォリオとプロジェクト学習
鈴木敏恵
B5　頁304　定価3,675円　［ISBN978-4-260-00730-6］

看護教育

質的研究を科学する
髙木廣文
B6変型　頁144　定価2,100円　［ISBN978-4-260-01208-9］

文化と看護のアクションリサーチ
保健医療への人類学的アプローチ
著　Christie W. Kiefer
訳　木下康仁
A5　頁320　定価4,200円　［ISBN978-4-260-01167-9］

質的研究のメタスタディ実践ガイド
著　Barbara L. Paterson・Sally E. Thorne・
Connie Canam・Carol Jillings
監訳　石垣和子・宮﨑美砂子・北池　正・山本則子
A5　頁196　定価3,360円　［ISBN978-4-260-00629-3］

患者参加の質的研究
会話分析からみた医療現場のコミュニケーション
監訳　北村隆憲・深谷安子
A5　頁336　定価3,570円　［ISBN978-4-260-01163-1］

看護研究（第 2版）
原理と方法
著　D. F. ポーリット・C. T. ベック／監訳　近藤潤子
B5　頁800　定価9,975円　［ISBN978-4-260-00526-5］

参加観察法入門
著　ジェイムズ P. スプラッドリー
監訳　田中美恵子・麻原きよみ
A5　頁272　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01050-4］

新看護学
全 15巻
定価33,705円

KAN-TAN看護の　ザ★清潔
野崎真奈美・田中美穂・蜂ヶ崎令子
A6　頁112　定価1,050円　［ISBN978-4-260-01061-0］

〈助産学講座　全 10巻〉
9　地域母子保健・国際母子保健（第 4版）
編集　我部山キヨ子・毛利多恵子／執筆　藤内修二・
神谷整子・中谷芳美・奥山千鶴子・福永一郎・國井　修・
大坪三保子・加納尚美・市川香織・入山茂美
B5　頁236　定価3,465円　［ISBN978-4-260-00971-3］

〈助産学講座　全 10巻〉
10　助産管理（第 4版）
編集　我部山キヨ子・毛利多恵子
執筆　佐山静江・和田仁孝・石川紀子・水流聡子・
中西淑美・山﨑由美子・山本智美・江藤宏美・
杉本充弘・八木橋香津代・毛利多恵子
B5　頁200　定価3,360円　［ISBN978-4-260-00972-0］

教科書・参考書
系統看護学講座
全 66巻
定価156,450円

看護研究
看護・医療系の調査研究エッセンス
竹原健二・渡辺多恵子
B5　頁192　定価2,520円　［ISBN978-4-260-00958-4］

看護教育学研究（第 2版）
発見・創造・証明の過程
舟島なをみ
B5　頁344　定価3,990円　［ISBN978-4-260-01132-7］

2011年版
系統別看護師国家試験問題
解答と解説
編集　「系統看護学講座」編集室
B5　頁1536　定価5,670円　［ISBN978-4-260-01035-1］

人体の構造と機能からみた
病態生理ビジュアルマップ［4］
膠原病・自己免疫疾患、感染症、神経・筋疾患、
精神疾患
編集　佐藤千史・井上智子
A4変型　頁224　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00979-9］

人体の構造と機能からみた
病態生理ビジュアルマップ［5］
運動器疾患、皮膚疾患、女性生殖器疾患、眼疾患、
耳鼻咽喉疾患
編集　佐藤千史・井上智子
A4変型　頁296　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00980-5］

人体の構造と機能からみた
病態生理ビジュアルマップ［3］
代謝疾患、内分泌疾患、血液・造血器疾患、腎・
泌尿器疾患
編集　佐藤千史・井上智子
A4変型　頁200　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00978-2］

人体の構造と機能（第 3版）
著　エレイン N.マリーブ
訳　林正健二・小田切陽一・武田多一・淺見一羊・
武田裕子
A4変型　頁656　定価5,460円　［ISBN978-4-260-00956-0］

人体の構造と機能からみた
病態生理ビジュアルマップ［1］
呼吸器疾患、循環器疾患
編集　佐藤千史・井上智子
A4変型　頁184　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00976-8］

人体の構造と機能からみた
病態生理ビジュアルマップ［2］
消化器疾患
編集　佐藤千史・井上智子
A4変型　頁144　定価3,150円　［ISBN978-4-260-00977-5］

学生のための医療概論（第 3版）
編集　千代豪昭・黒田研二
B5　頁304　定価2,940円　［ISBN978-4-260-01001-6］

学生のための精神看護学
編集　吉浜文洋・末安民生
B5　頁336　定価3,570円　［ISBN978-4-260-00189-2］

〈コアテキスト〉
1．人体の構造と機能（第 2版）
編集　下　正宗・前田　環・村田哲也・森谷卓也
B5　頁440　定価3,465円　［ISBN978-4-260-00969-0］

〈ブラッシュアップ助産学〉
助産外来の健診技術
根拠にもとづく診察とセルフケア指導
進　純郎・高木愛子
B5　頁152　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01145-7］

〈ブラッシュアップ助産学〉
正常分娩の助産術
トラブルへの対応と会陰裂傷縫合
進　純郎・堀内成子
B5　頁144　定価3,150円　［ISBN978-4-260-01082-5］

KAN-TAN看護の　ザ★排泄
野崎真奈美・田中美穂・蜂ヶ崎令子
A6　頁136　定価1,050円　［ISBN978-4-260-01062-7］

2011年版
准看護師試験問題集
付　模範解答（別冊）
編集　医学書院看護出版部
B5　頁584　定価3,570円　［ISBN978-4-260-01046-7］

2011年版
保健師国家試験問題　解答と解説
付「別冊　直前チェックBOOK」
編集　「標準保健師講座」編集室
B5　頁724　定価3,675円　［ISBN978-4-260-01069-6］

今日の診療ベーシック Vol. 20
DVD-ROM for Windows
価格54,600円　［ISBN978-4-260-01115-0］

治療薬マニュアル 2010準拠
CASIO電子辞書データカード版
Ex-word DATAPLUS2～5対応
監修　高久史麿・矢崎義雄
編集　北原光夫・上野文昭・越前宏俊
価格8,925円　［ISBN978-4-260-01147-1］

そのまま使える医療英会話［CD付］
仁木久恵・森島祐子・Flaminia Miyamasu
A5　頁128　定価3,675円　［ISBN978-4-260-00878-5］

今日の診療プレミアム Vol. 20
DVD-ROM for Windows
価格76,650円　［ISBN978-4-260-01113-6］

電子辞書SR-A10002
価格79,800円　［ISBN978-4-260-70072-6］

看護大事典（第 2版）
総編集　和田　攻・南　裕子・小峰光博
A5　頁3042　定価14,700円　［ISBN978-4-260-00513-5］

辞典・語学

治療薬マニュアル 2010
監修　高久史麿・矢崎義雄
編集　北原光夫・上野文昭・越前宏俊
B6　頁2468　定価5,250円　［ISBN978-4-260-00930-0］

薬学

看護医学電子辞書 5
カラー液晶・ツインタッチパネル搭載
電子辞書　価格58,275円　［ISBN978-4-260-00991-1］

電子メディア

 2010年医学書院発行書一覧



（8）　　2010年12月20日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第2909号

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


