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造血幹細胞移植
ポケットマニュアル
編集　  国立がん研究センター中央病院 

造血幹細胞移植科
執筆　福田隆浩
B6変型　頁500　4,500円
［ISBN978-4-260-03160-8］
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A5変型　頁616　3,000円
［ISBN978-4-260-03443-2］

知って考えて実践する　
国際看護
（第2版）
近藤麻理
A5　頁148　1,800円
［ISBN978-4-260-03536-1］

治療薬マニュアル 2018
監修　髙久史麿、矢﨑義雄
編集　北原光夫、上野文昭、越前宏俊
B6　頁2752　5,000円
［ISBN978-4-260-03257-5］

Pocket Drugs 2018
監修　福井次矢
編集　小松康宏、渡邉裕司
A6　頁1088　4,200円
［ISBN978-4-260-03196-7］

触診解剖アトラス
（第3版）
監訳　奈良　勲
訳　川口浩太郎、金子文成、藤村昌彦、佐藤春彦
B5　頁568　8,000円
［ISBN978-4-260-03247-6］

今日の治療指針　2018年版
私はこう治療している
総編集　福井次矢、高木　誠、小室一成
デスク判：B5　頁2192　19,000円
［ISBN978-4-260-03233-9］
ポケット判：B6　頁2192　15,000円
［ISBN978-4-260-03234-6］
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加藤　若い医師が安心して働ける環境
づくりは私のライフワークだと思って
います。私が大学を卒業した 1999年
頃，国内の医療訴訟の件数は増加傾向
にありました。研修医が医療過誤の責
任を問われて告訴される事例もあり，
他人事に思えなかったのを覚えていま
す。
　医療安全に関心を持つようになった
私は，米国留学中にはロースクールに
通い，弁護士資格も取得しました。そ
の後に勤務した米国の病院では内科医
としての診療に加え，医療安全の取り
組みにも携わりました。
小西　私も現在，救急総合診療科の仕
事に加え，医療安全管理室と一緒にさ
まざまな取り組みを行っています。私
の場合，最初のきっかけは卒後 4年目
にチーフレジデントとして研修医の教
育やマネジメントに携わった経験で
す。教育カンファレンスや診療サポー
トなどの活動に 1年間注力したこと
で，医療安全や病院経営に興味を持ち
ました。
　研修医が安心して働き，成長できる
環境を整えることは将来の医療を守る

ことにもなります。現状をしっかりと
とらえ，めざすべき方向を探っていき
ましょう。

後期研修医は一人前？

加藤　私が日本に帰ってきて一番驚い
たのは，初期研修医と後期研修医の扱
いの差です。米国ではどちらも resi-
dentと呼ばれ，「半人前」であること
を前提に教育や診療の体制ができてい
ます。例えば，カルテに研修医のサイ
ンしかない場合，保険会社はお金を払
ってくれないので，指導医が診療内容
をきちんと確認して責任を持つシステ
ムになっています。
　一方，日本で単に研修医といえば初
期研修医がイメージされ，後期研修医
は一人前扱いされることに違和感を覚
えました。当院でも，卒後 3年目の研
修医が上級医として初期研修医を指導
したり，他科へのコンサルトに呼ばれ
たりすることがあり，一人前としての
振る舞いが求められています。
小西　初期研修を終えた途端，扱いが
ガラッと変わりますよね。初期研修医

については労働時間や診察できる患者
数を制限する病院も多いですが，後期
研修医になるとそうした制限は少なく
なる場合がほとんどです。労働時間や
責任が急激に増加し，心身に大きな負
担を抱える研修医も少なくありません。
加藤　長時間労働はバーンアウトや過
労死につながりかねませんし，医療過
誤のリスクも高めます。将来の医療を
担う研修医，そして何よりも患者さん
を守るために，労働環境の改善は急務
です。
小西　一方で医療ニーズは増大してお
り，後期研修医も一人前の医師として
の働きを求められているのが実情です。
加藤　それを象徴するのが，新専門医
制度をめぐる議論にもありましたね。
「後期研修医の偏在で地域医療が崩壊
する」という懸念です。
　しかし私は，地域医療というさまざ
まなスキルが求められる難しい現場を
卒後 3年目の若者頼みとする発想自
体，無責任のような気がしています。
一人前としての働きを期待するなら，
それ相応の教育やサポートが必要です。
小西　私が研修を受けた沖縄県では，
後期研修医が離島の診療所に派遣され
ても困らないよう，研修プログラムや
診療サポートが充実していました。し
かし，全国的に見るとこうした体制は
不十分で，卒後 3年目での独り立ちは
難しいと思います。
　増大する医療ニーズと，後手に回り
がちな体制整備。長年にわたり蓄積し
たひずみが，後期研修医を一人前と半
人前のどっちつかずの立場に追い込ん

でいるのではないでしょうか。
加藤　現場は，研修医を単なる戦力と
してみなすのをやめ，修行中の身なの
だという認識をもっと強く持つべきで
しょう。個人の意識を変えるだけでな
く，制度面から整えていくことが必要
です。

他国のまねだけでなく，
日本ならではの制度を

小西　研修医の労働環境に関する制度
は米国が先行していると思います（表
1）。日本では研修医を含めた全ての労
働者に労働基準法が適用され，最長勤
務時間を週 40時間，連続勤務時間を
8時間と定めていますが，多くの病院
での労務管理の実態は違法状態といえ
るでしょう。
　米国では職能団体である ACGME

（米国卒後医学教育認定評議会）によ
る規制で，最長勤務時間が当直を含め
て週 80時間，連続勤務時間が 24時間
と定められており，医療現場の現実に
より即した制度になっています。
加藤　週 80時間という最長勤務時間
の制限ができたのは，ちょうど私が米
国で研修を受けていた 2003年です。
この制限ができてからは無理やり「帰
れ」と怒られることもありました。そ
の後も連続勤務制限や勤務間隔などさ
まざまな制度ができましたが，どれも
きちんと守られていたように思います。
小西　日本では「36（サブロク）協定」

　社会全体で今，注目が集まる「働き方改革」。医療現場の長時間労働
は特に問題視されており，研修医の働き方にも早急な改革が求められる。
しかし，医療の質や安全性を担保しながら長時間労働を防ぎ，かつ，医
師としての成長を実現するのは容易ではない。
　研修医の働き方改革にはどんな視点が必要で，どうすれば実現できる
のか。米国で医師・弁護士として医療安全に取り組んだ経験を持つ加藤
氏と，臨床・教育・経営戦略の 3つに尽力する小西氏の議論から，その
方向性が見えてきた。

小西 竜太小西 竜太氏氏
関東労災病院救急総合診療科部長・関東労災病院救急総合診療科部長・

経営戦略室室長・卒後臨床研修管理室室長経営戦略室室長・卒後臨床研修管理室室長

対
談卒後研修と「医療の質・安全」卒後研修と「医療の質・安全」

加藤 良太朗加藤 良太朗氏氏
板橋中央総合病院副院長・板橋中央総合病院副院長・
総合診療内科主任部長総合診療内科主任部長

研修医が安心して働ける環境をつくるために研修医が安心して働ける環境をつくるために

●表 1　各国での臨床研修医の勤務時間制限（小西氏作成） 
米国は 2017年の ACGMEの制度，欧州は『Resident Duty Hours：Enhancing Sleep, Supervi-
sion, and Safety』（National Academies Press，2009年）より。

最長勤務時間（週） 連続勤務制限 勤務間隔 規制／法律
日本 40時間 8時間 規制なし 労働基準法

米国 80時間
（当直含む） 24時間 8―14時間 ACGME

（職能団体）
EU 48時間 13時間 11時間 EU規制
英国 56―64時間 14―24時間 8―12時間 NHS規定
仏国 52.5時間 10時間 規制なし 労働法
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と呼ばれる労使間の同意のもとで時間
外労働が認められています。労働時間
は各施設の裁量に任せられており，週
40時間という制限は形骸化してしま
っています。なぜ米国では制度を順守
できているのでしょう？
加藤　各研修施設に ACGMEの厳しい
監査が入るからです。また，制度を守
らなければ公的資金がカットされるな
どのプレッシャーもあります。
小西　こうしたインセンティブは日本
も見習うべきだと思います。
加藤　また，米国ではグループ診療制
が主流であることにも注目すべきで
す。グループ診療制だとオンコールに
備える必要がないので，単独主治医制
に比べて労働時間を管理しやすいで
す。
小西　当院でも，私の所属する救急総
合診療科ではグループ診療制をとって
います。グループ診療制では診療内容
が相互にチェックされるので，質や安
全性が標準化されやすいというメリッ
トもあります（表 2）。重症患者への
対応や教育活動などに複数人で対応で
きるので，日本でもグループ診療制を
積極的に導入するほうがよいと思いま
す。
加藤　しかし，日本には規模の小さい
病院が多いです。グループ診療制への
全面的な移行は難しいのではないでし
ょうか。
小西　働き方改革が求められる現在な

ら，発想を変えて取り組めば実現に近
づくはずです。無理だと決めつけずに
工夫することが大切です。
　ただ私も，グループ診療制が一概に
良いと思っているわけではありませ
ん。治療方針の決断は単独主治医制の
ほうが早い場合が多いですし，グルー
プ診療制では責任の所在が曖昧になる
可能性があります。
加藤　実際に最近の米国では，グルー
プ制が行き過ぎてシフト制に近い形態
になってしまっています。それに伴い，
研修医たちの“ownership”，つまり「自
分の患者さん」という責任感が薄れる
傾向にあり，問題視されています。「自
分の勤務時間さえ何事もなければい
い」とか，「自分はもう帰るから，あ
の手技はやっておいてね」などという
ことが起こり得るのです。
小西　主治医の存在は患者さんの安心
感や満足度を高めます。こうした主治
医制の良さを忘れてはいけません。現
状の課題を踏まえ，保つべき良さは保
ちながら，日本ならではの制度を考え
ていきたいものです。
加藤　今の日本の医療制度は，1人で
できることには限界があるという前提
が抜けている気がします。皆が 150％
の力で頑張って，ようやく動いている
今の状態を続けていくのは危険です。
もし誰かが崩れても安全・安心な医療
を提供できるような余裕を持った体制
の整備をめざすべきです。

成長と安全が改革のキーワード

加藤　労働時間の制限を厳しくしすぎ
ると自己研さんの時間が確保できず，
医師としての成長が遅れてしまうとの
懸念もあります。厚労省の「医師の働
き方改革に関する検討会」でも，自己
研さんの時間と労働時間の切り分け方
について議論されています。
小西　確かに，長時間労働防止と成長
の両立なくして，研修医の働き方改革
は達成できません。しかし，自己研さ
んの名の下に長時間労働が見過ごさ
れ，医療過誤や過労死につながっては
元も子もないでしょう。
　ポイントは教育の効率化です。例え
ば，経験症例数などのプロセスで評価
するのではなく，手技の到達度などの
アウトカムを評価するシステムをつく
るべきです。アウトカム評価を軸とし
て適切な指導を行えば，短い時間でも
成長させられます。
加藤　米国でも，どの手技を何件やっ
たかではなく，どの手技ができるよう

になったかという EPA（Entrustable 

Professional Activities；信頼して任せら
れる業務）という概念を用いて研修医
を評価するようになりつつあります。
小西　教育する側もされる側も，単に
時間を費やせば成長できるという考え
は捨て，効率の良い教育システムに変
えていかなければなりません。
加藤　効率を上げるには教育の一貫性
も必要ではないでしょうか。研修医は
さまざまな施設や診療科を経験しま
す。それぞれが連携せずバラバラの教
育を行っていては非効率です。各研修
プログラムの質を高めるためには，ど
この施設や診療科でも通用するような
医師としての基礎能力は何かを共有
し，そこに重点を置いて教育を考えて
いくべきです。
小西　また，教える側が一方的にシス
テムを整え教育を施すだけでなく，研
修医がそれに共鳴して主体的に参加す
る関係性を理想とすべきでしょう。待
っていれば教えてもらえるという受け
身ではなく主体的に学ぶ姿勢のほう
が，より効果的な成長を望めますし，
医療安全上のリスク低減にもつながる
と思います。
加藤　研修医が委縮せずに積極的に動
けるように促すためには，研修医の安
全も確保する必要があるのではないで
しょうか。米国では研修医が医療過誤
を起こした場合，指導医が責任を取る
ことになっています。医療訴訟の多い
国ですが，研修医が訴えられることは
ほとんどないのです。これは特に法律
で決まっているわけではなく，研修医
の名前は訴状から外す文化のようなも
のがあります。
小西　そうした文化は研修医の将来を
守るという意味ではよいですが，安全
な医療の提供が第一だということを忘
れてはなりません。何か問題が起きた
ら指導医が責任を取ってくれるから，
と気を緩めるのではなく，医師免許を
持って働いている以上，研修医も緊張
感を持って臨んでほしいと思います。
加藤　守るべきルールやチェック体制
が具体的に整備されていれば，研修医
も安心して経験を積めるのではないで
しょうか。「ルールにのっとった上で
生じた問題には指導医が責任を取る
が，ルールを守らなかった場合には責
任は取れない」などと線引きを明確に
するのがよいかもしれません。
　成長も安全も，指導医と研修医のど
ちらか一方の努力に任せるのではな
く，両者が一丸となって取り組むこと
が大切です。

積極的な医療安全に
今こそ転換しよう

小西　リスクマネジメントが一大産業
になっている米国と比べると，日本の
医療安全対策に投じられる資金は桁違
いに少ないです。診療報酬では入院 1

件当たり 350～850円しか医療安全が
評価されず，多くの病院では医療安全
管理室に 1～2人しか職員を配置でき

ません。米国の大病院では医師，看護
師，薬剤師，事務職員，システムエン
ジニアなど数十人規模なのが当たり前
です。
加藤　当院も含め，「安全な医療の提
供」を理念に掲げる病院は多いのです
が，現実的にはマンパワーも資金も足
りません。医療安全にはもっと資源を
投入してしかるべきです。
小西　医療安全の取り組み自体も工夫
していく必要があると思います。今の
医療安全のイメージといえば，患者さ
んに治療の同意をきちんともらったか
とか，何かが起きた場合にレポートを
提出するとか……。問題を回避するた
めの努力だったり，失敗を怒られたり，
どちらかというと受け身でネガティブ
な取り組みが多いですよね。これをも
っとポジティブな要素を含んだ取り組
みに変えていかないと，医療安全の文
化は根付かないと思います。
加藤　同感です。医療訴訟を恐れた後
ろ向きの対策だけでなく，医療全体の
レベルを上げるための前を向いた取り
組みが医療安全の本来の姿です。
　若い医師の中には，組織のシステム
の不具合を改善したいという思いやア
イディアを持っている人もいるでしょ
う。これを埋もれさせてはもったいな
い。私や小西先生は，若手の頃から医
療安全に携わることで病院全体の運営
にもかかわってきました。こうしたキ
ャリアも選択肢の一つだということを
知ってほしいですね。
小西　日本では医療安全は「できて当
たり前」の空気のようなものだと思わ
れているような気がします。しかし実
際には到達困難な非常に高い目標であ
って，実現するには多くの資金や人的
資源が必要です。
加藤　医療安全は，研修医が成長に向
けた経験を安心して積むための基盤で
す。働き方改革の機運が高まっている
今こそ，医療安全の取り組みを積極的
なものに転換しなければなりません。
 （了）

●かとう・りょうたろう氏
1999年東大医学部卒後，帝京大市原病院（現・
帝京大ちば総合医療センター）で研修。2001年
より米ワシントン大医学部内科勤務。04年に同
大ロースクールに入学し，ニューヨーク州弁護士
の資格取得。米セントルイス退役軍人病院ホスピ
タリスト科長，米ピッツバーグ大医学部集中治療
科などを経て，15年より現職。

●こにし・りょうた氏
2002年北大医学部卒後，沖縄県立中部病院
で研修。06年に沖縄県立南部医療センター総
合内科，08年より関東労災病院医療マネジメント
フェロー。10～12年に米ハーバード大公衆衛生
大学院に留学し，医療政策・管理学修士号取
得。12年より現職。

●表 2　単独主治医制と複数主治医／グループ診療制の比較（小西氏作成）
単独主治医制 複数主治医／グループ診療制

診療スタイル 自由裁量 チーム内での Peer Review

労働時間 勤務時間＋オンコール
（24時間／365日縛り） 担当時間のみ

責任の所在 主治医 上席医師や主担当，時に曖昧
患者満足度 低い～高い 低い～普通

質・安全 独善的・閉鎖的，
医師の実力に左右

可視化・チェック機構，
標準的

効率性 スピード早い，
繁忙により停滞

カンファレンス必要，
作業が重複



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 奥村 利勝

旭川医科大学内科学講座
消化器・血液腫瘍制御内科学分野教授

おくむら・としかつ／1984年旭川医大医学部卒。92年
米国 Duke大留学，94年奥村医院（釧路市），95年旭
川医大病院第 3内科医員・助手・講師。2002年より
旭川医大病院総合診療部教授を 13年間勤め，16年よ
り現職。

便秘の内科的治療
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　慢性便秘治療はまず，「患者のつらい
症状をとる」というわかりやすい目的が
ある。さらには，慢性便秘は単に生活の
質を低くするのみならず，結腸癌のリス
クを約 1.4 倍，死亡率を約 1.2 倍に高
めるとの報告もあり 1, 2），結腸憩室炎の
リスク因子でもある。また週2回以上の
下剤使用者は下剤を使わない人に比べて
約2.8 倍の大腸癌リスクがあるとする報
告 1) もある。
　これまで便秘の治療は先人の経験を参
考に行われてきたが，近年になって約
30年ぶりに新たな機序の便秘治療薬が
続々と登場し，2017年には日本消化器
病学会関連研究会が「慢性便秘症診療ガ
イドライン」を公表した 3）。便秘診療に
ついての知識をup dateする必要がある。

FAQ

1
便秘を訴える患者さんに遭遇した
ら，どう鑑別診断すべきでしょう
か？

　これはどの症状・症候に関しても言
えることではあるが，その原因がなん
であるかを診断することがまずは重要
である。原因疾患の治療が便秘の治療
に直結する。
　便秘の鑑別で最も重要なのは器質性
疾患の除外である。「これまで便秘気
味でなかったのに最近便秘になった」
というのは，やはり器質的異常が原因
であることを強く示唆する。直腸や結
腸を物理的に狭窄・閉塞させる腫瘍性
病変の有無は特に重要である。
　また，パーキンソン病などの自律神
経障害を伴う神経疾患の存在も念頭に
置くべきであろう。パーキンソン病で
は神経症状が明らかでない病初期から
便秘のみが先行する場合も日常よく遭
遇する。この場合，便秘の治療に抗パー
キンソン病薬が有効なことが多い。便
秘自体は抗パーキンソン病薬の吸収を
妨げる可能性があり，疾患管理上も便
秘の改善は重要である。
　さらに，糖尿病や甲状腺機能低下症
などの代謝内分泌疾患にもしばしば便
秘がみられる。糖尿病の病歴が進んで
生じた自律神経障害によって腸管運動
が低下することが便秘の原因と推定さ
れるので，糖尿病と便秘がある全ての
症例で「便秘の原因が糖尿病」とは言
えない。しかし，高血糖そのものが自
律神経機能にも影響を与えるので，血
糖コントロールは重要な治療手段と考
える。
　内服薬が便秘の原因になっている場
合もある。特に向精神薬が慢性的に処
方されている例では，処方の工夫が必
要になろう。また，最近になって大き

な環境変化があった場合（自宅生活か
ら入院への移行など）は生活の変化に
よる一時的な便秘も十分にあり得る。
　便秘があって，器質的な疾患が否定
され，該当する薬剤歴がない場合，機
能性の便秘と考える。
  Answer…頻度からは機能性の便
秘が多いのですが，大腸の器質的病変や
神経疾患，代謝内分泌疾患，薬剤性の可
能性も考えます。

FAQ

2
機能性の慢性便秘と考えられる患
者さんの治療はどう進めますか？

　便秘治療は経験的判断に従って行わ
れてきた感がある。本邦では浸透圧性
下剤である酸化マグネシウムと刺激性
下剤（センナやセンノシドなど）が主
に用いられてきたし，現在もそうであ
る。一方で欧米の便秘治療薬のエビデ
ンスレベルと推奨度を示した論文 4）で
は，本邦の日常診療でよく使われる刺
激性下剤のエビデンスレベルは低い
し，酸化マグネシウムに至っては掲載
されていない。
　酸化マグネシウムの使用に当たり，
高齢の腎機能低下例では定期的に血清
マグネシウム値を測定し，高マグネシ
ウム血症に注意が必要になる。また刺
激性下剤センノシドなどのアントラキ
ノン系下剤の作用機序は，腸管の筋層
間神経叢を強力に刺激するとされてい
るが，その詳細はよくわかっていない。
作用が強力な故に，薬剤耐性，精神的
依存性，習慣性などの問題点が多い。
そのため，毎日連用することなく，必
要なときにオンデマンド（頓用）で使
うべきと考えられる。
　近年になって新たな便秘薬が登場
し，2017年には「慢性便秘症診療ガ
イドライン」が発表された。最新の便
秘治療薬のエビデンスに着目し，これ
からの便秘治療を改めて考えてみた
い。本ガイドラインの治療薬に関する
項目を表に示した。刺激性下剤の推奨
度は高くなく，浸透圧性下剤と上皮機
能変容薬の推奨度およびエビデンスレ
ベルが高い。エビデンスが全てではな
いが，便秘の薬物治療は再考する必要
がある。
　基本戦略としては，通常は緩下剤（酸
化マグネシウムもしくはルビプロスト
ン）を毎日投与して，必要に応じて刺
激性下剤（センナなど）のオンデマン
ドでの使用とすべきであろう。最近の
エビデンスレベルの高い新規慢性便秘
治療薬をうまく組み合わせた本邦の治
療戦略を構築する必要がある。
　2012年に登場したルビプロストン

（アミティーザ   Ⓡ，上皮機能変容薬）は，
小腸に存在するクロライドチャネルを
活性化し，小腸内への水分分泌が促さ
れるために便を柔らかくすることで排
便を促すという，新しい機序の分泌型
便秘治療薬である。長期連用しても酸
化マグネシウムによる高マグネシウム
血症のような電解質異常を来すことも
なく，腎機能低下例にも安心して使え
る。主な副作用は嘔気と下痢である。
嘔気は，投与量の減量，服薬タイミン
グを食事直後にすることで軽減され
る。ルビプロストンは重篤な副作用も
少なく安全性は高いが，デメリットと
しては，PGE1を基に作られた化合物
なので妊婦に対しては禁忌であること
である。
　さらに，2017年には便秘型過敏性
腸症候群の適応でリナクロチド（リン
ゼスⓇ，上皮機能変容薬）が新薬とし
て登場した。これは，腸管のグアニル
酸シクラーゼ C受容体を活性化。
cGMPをセカンドメッセンジャーとし
てクロライドチャネルである CFTR

（Cystic Fibrosis Transmembrane Regula-
tor）に作用して，腸液の分泌を促進
させるという機序を有する。cGMPが
疼痛刺激を抑制することで腹痛の低減
効果作用を有することから，便秘と内
臓知覚過敏を改善することが想定され
る。したがって保険適用病名は「便秘
型過敏性腸症候群」である。慢性便秘
患者で腹部症状が強い患者が良い適応
となる。電解質異常や併用禁忌薬はな
く，主な副作用は下痢のみである。
  Answer…通常は緩下剤（酸化マ
グネシウムもしくはルビプロストン）を
毎日投与して，必要に応じて刺激性下剤
（センナなど）のオンデマンドでの使用
とすべきでしょう。

FAQ

3
これまでの便秘治療薬常用服用者
には，これまで通りの対応でいい
のでしょうか？

　これまで何十年も刺激性下剤や酸化
マグネシウムを常用している患者に対
しての確立した対応法はガイドライン
等では示されていない。現実的には，
現段階で満足のいく処方（刺激性下剤

や酸化マグネシウム）を継続し，それ
らの薬剤を漸減もしくは刺激性下剤は
オンデマンドに変更して，上皮機能変
容薬を上乗せしながら，段階的に経過
をみていくことが現実的ではないかと
考える。
  Answer…現在の薬剤を漸減もし
くは刺激性下剤はオンデマンドに変更し
て，上皮機能変容薬を上乗せしながら段
階的に移行します。

もう
一言

2017年にオピオイド誘発性便
秘症治療薬ナルデメジン（スイ
ンプロイクⓇ）が発売された。

モルヒネなどのオピオイドは癌疼痛の
管理に用いられており，中枢のμオピ
オイド受容体を介して鎮痛作用を発揮
する。しかし，消化管に存在する末梢
のμオピオイド受容体を介して消化管
運動および消化管神経活動を抑制する
ことで，オピオイド誘発性便秘症
（OIC）が高頻度に発現してしまう。
このことから，オピオイドによる疼痛
管理においては，OIC対策も重要なも
のとなっている。ナルデメジンは，消
化管の末梢μオピオイド受容体に結合
してオピオイド鎮痛薬と拮抗すること
により，OICを改善する。消化管の末
梢μオピオイド受容体には結合するも
のの，中枢移行性は低く，中枢μオピ
オイド受容体の作用は阻害しないの
で，鎮痛作用に影響せずに OICを改
善する。消化管穿孔の危険性が高まる
恐れがあるため，消化管閉塞，もしく
はその疑いのある患者，既往歴があり
再発の恐れの高い患者には投与しない
ことに注意する。

参考文献
1）Watanabe T, et al. Constipation, laxative use and 

risk of colorectal cancer　:　The Miyagi Cohort Study. 

Eur J Cancer. 2004　;　40（14）　:　2109-15.［PMID　:　
15341986］
2）Chang JY, et al. Impact of functional gastrointesti-
nal disorders on survival in the community. Am J Gas-
troenterol.  2010 　; 　105（4）　: 　822-32.［PMID 　:　
20160713］
3）日本消化器病学会関連研究会　慢性便秘の診
断・治療研究会編 .慢性便秘症診療ガイドライン
2017.南江堂；2017．
4）Lindberg G, et al. World Gastroenterology Organ-
isation global guideline　:　Constipation――a global 

perspective. J Clin Gastroenterol. 2011　;　45（6）　:　483-
7.［PMID　:　21666546］

●表　慢性便秘症の治療内服薬に関する CQ（文献 3より許諾を得て転載）

CQ ステートメント 推奨の強さ
（合意率）

エビデンス
レベル

CQ5-04.慢性便秘症に
浸透圧性下剤は有効
か？

慢性便秘症に対して浸透圧性下剤は有用で
あり使用することを推奨する。ただし，マ
グネシウムを含む塩類下剤使用時は，定期
的なマグネシウム測定を推奨する。

1
（98％） A

CQ5-05.慢性便秘症に
刺激性下剤は有効か？

慢性便秘症に対して，刺激性下剤は有効で
あり，頓用または短期間の投与を提案する。

2
（96％） B

CQ5-06.慢性便秘症に
上皮機能変容薬は有効
か？

慢性便秘症に対して上皮機能変容薬は有用
であり，使用することを推奨する。ただし，
ルビプロストンは妊婦には投与禁忌であり，
若年女性に生じやすい悪心の副作用にも十
分に注意する必要がある。

1
（98％） A

CQ5-07.慢性便秘症に
消化管運動賦活薬は有
効か？

慢性便秘症に消化管運動賦活薬は有効であ
るが，日本で使用可能な薬剤のエビデンス
は少ない。慢性便秘症に消化管運動賦活薬
を用いることを提案する。

2
（96％） A

推奨の強さ＝1：強い推奨，2：弱い推奨
エビデンスレベル＝Ａ：質の高いエビデンス，Ｂ：中程度の質のエビデンス，Ｃ：質の低いエビ
デンス，Ｄ：非常に質の低いエビデンス
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で疾患を必ずしも分類できるわけでは
なく，細菌学的検査や生化学的検査，
身体所見，病歴を踏まえて診断してい
く必要があります。第 1回（3231号）
で紹介した，鑑別の“思考の型”や
VINDICATEの分類を思い出しましょ
う。
　サルコイドーシスは原因不明の疾患
ですが，ぶどう膜炎による霧視，結節
性紅斑などの皮膚病変を契機に診断さ
れる症例が多く，肺病変や縦隔リンパ
節腫大があっても無症状であることが
多いです。サルコイドーシスの肺外症
状は多彩です。筆者らは，筋サルコイ
ドーシス 1）や突然の骨折を契機に判明
した骨サルコイドーシス 2）を診た経験
があります。筆者のドイツ人の友人の
話では，ドイツ人は肝酵素の上昇を伴
う肝サルコイドーシスが多いそうで
す。肺外病変で最も注意すべきは房室
ブロック（心臓サルコイドーシス）で，
特にアジア人で突然死が多いことが知
られています。本症例は，他臓器の障
害はなく，肺サルコイドーシスと診断

肉芽腫性肺病変の原因は？
　肉芽腫はマクロファージ系の細胞を
中心にさまざまな炎症細胞が集積して
形成される，境界が明らかな慢性炎症
病巣です。類上皮細胞で形成されるも
のを類上皮細胞肉芽腫と呼びます。
　肉芽腫性肺病変は，急性の経過で生
じる Hot tub lung（24時間循環型ジャ
グジー浴槽からの非定型抗酸菌の吸
入）や過敏性肺炎が原因の場合もあり
ますが，比較的経過の長い疾患から生
じることもあり，鑑別に挙げるべき疾
患は多岐にわたります。鑑別に挙げる
べき疾患を図 2のようにざっくりと分
類しておくと良いでしょう。
　壊死を伴わない非乾酪性類上皮細胞
肉芽腫はサルコイドーシスで有名です
が，その他の多くの疾患でも認める所
見です。壊死を伴う血管炎や結核，真
菌感染により形成された場合には，数
週から数か月，中には年余にわたる経
過を示すことがあります。肺組織が気
管支鏡で得られても，壊死の有無のみ

されました 3）。
　肉芽腫性肺病変の診療では，職歴や
住環境から吸入抗原を探ることが重要
です。サルコイドーシスの他にも感染症
を必ず鑑別に挙げましょう。最も遭遇
することが多いのは抗酸菌感染症です。
　また，特に細胞性免疫不全の場合，
ニューモシスチス肺炎（PCP）やクリ
プトコッカス感染症を疑います。同一
肺葉内に多発する結節影を見たらクリ
プトコッカス感染症を必ず鑑別に挙げ
るべきですが，免疫正常者の場合でも
コンソリデーションのみが出現するこ
とがあります。
　アスペルギルスが原因で肉芽腫が生
じるのはアレルギー性気管支肺アスペ
ルギルス症（ABPA）の場合が多く，
必然的に気管支周囲に肉芽腫が生じま
す。背景肺に気腫化があると，一見，
癌のように見えてしまいます。肺切除
をしたらアスペルギルスによる壊死性
肉芽腫だったということも経験しまし
た 4）。肺気腫があると肺の異常陰影は
かなり修飾を受けるので要注意です。
　真菌のうち，ヒストプラズマ，コク
シジオイデス，ブラストミセスは風土
病であり，海外渡航歴や現地で何をし
たかの聴取が非常に重要です。
　血管炎関連の好酸球性多発血管炎性
肉芽腫症（EGPA），多発血管炎性肉芽
腫症（GPA），肺リンパ腫様肉芽腫症
では，胸腔鏡下肺生検や肺切除術で肺
組織が広く得られないと診断は困難で
す。リウマチ結節は関節リウマチの活
動性の高い症例に出現しやすく，血管
炎を伴った場合は PET-CTでの集積
が強くなり，術前に肺癌との鑑別が問
題となります。われわれの検討では，
関節リウマチの活動性（DAS；disease 

activity score）と PET-CTの集積の程
度（SUVmax）との関連はなく，むし
ろ組織の血管炎の活動性の有無に影響
されるようです 5）。

画像からのアプローチ
　外周が濃く，内部に Ground glass 

【参考文献】
1）BMJ Case Rep. 2014［PMID：24916984］
2）BMJ Case Rep. 2014［PMID：24711466］
3）Intern Med. 2007［PMID：18057771］
4）Pulm Res Respir Med Open J. 2015［doi：
10.17140/PRRMOJ-2-111］
5）Mod Rheumatol. 2013［PMID：22669597］
6）JMM Case Rep. 2015［doi：10.1099/jmmcr.
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opacity（GGO）を伴う病変を Reversed 

halo sign（RHS）と呼びます（図 3　A）。
病理学的には，GGOは肺胞隔壁の炎
症と肺胞腔内での細胞浸潤，外周は器
質化肺炎に相当すると言われ，サルコ
イドーシスを含む種々の疾患で出現し
ます。MRSA感染による三尖弁心内
膜炎の疣

ゆうぜい

贅で RHSを呈した肺塞栓症
を経験して驚いたことがあります 6）。
RHSは疾患特異的なサインではあり
ませんが，症状，病歴，宿主の免疫状
態を踏まえて鑑別診断を絞ることが可
能となります（図 4） 7）。
　また，中心に存在する大きい惑星の
ような結節と周囲の微細粒状影が銀河
を想像させる Galaxy sign（図 3　B），粒
の集合体である Cluster sign（図 3　C）
についても押さえておきましょう。粒
の一つ一つは肉芽腫に相当するとされ
ています。これらのサインを見たら真
っ先にサルコイドーシスと肺結核を鑑
別に挙げましょう。われわれの検討で
は，サルコイドーシスは肺結核よりも
圧倒的に Galaxy signの出現頻度が高
いです 8）。Cluster signは肉芽腫が完成
されているためか，肺結核では排菌し
にくい印象がありますので，診断には
より一層注意が必要です。

CASE　37歳米国人女
性。2年間，乾性咳嗽が
あった。胸部 X線検査で
異常を指摘され紹介受
診。数か月前から目がか
すんでいる。2年前の健
康診断では異常を指摘さ
れていない。
　Vital signsは問題なし。
身体所見は両肺野に late 

inspiratory cracklesを聴
取。内服薬なし，既往歴
なし。胸部 X線で両肺野
に淡い浸潤影と粒状影を認めた（図 1　A）。胸部 CTでは両側の気管支血管束の肥厚，
静脈やリンパ路に沿った微細粒状影，縦隔リンパ節腫大と右側に少量胸水と右下葉の
コンソリデーションを認めた（図 1　B，C）。肺癌と癌性リンパ管症も疑われたため，
右下葉のコンソリデーションの部位で CTガイド下肺生検を施行したところ，非乾酪
性類上皮細胞肉芽腫の所見が得られた。

POINT
● 肉芽腫性肺病変の鑑別は多岐にわた
る。VINDICATEの分類で整理して
おこう。
● Reversed halo sign，Galaxy sign，

Cluster signを診断に役立てよう。

●図 1　  胸部 X線画像（A），CT画像（B，C）

A C

B

●図 2　  肉芽腫性肺病変の鑑別診断
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●図 4　  Reversed halo signを呈する疾患群

B CA

●図 3　  Reversed halo sign（A），Galaxy sign（B），Cluster sign（C）

第8回 肉芽腫性疾患を考える
皿谷 健 杏林大学呼吸器内科 講師

肺病変は多種多彩。呼吸器診療では，「身体所見×画像×エビデンス」を駆使する能力が試されます。
CASEをもとに，名医の思考回路から“思考の型”を追ってみましょう。

身体所見 画像 エビデンス
で迫る

呼吸器診療
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妊婦の急性腹症の第一選択は
超音波検査
　妊婦の急性腹症の原因には虫垂炎や
尿管結石症，腸閉塞等があります。虫
垂炎は最も代表的な疾患であり，妊娠
女性の 1500～1700人のうち 1人に生
じ得るとされています 1, 2）。よって虫
垂炎の可能性を視野に入れて検査を施
行する必要があります。
　妊娠中の急性腹症に対する画像検査
は超音波が第一選択です 1～3）。しかし
ながら，妊娠週数が進むにつれて子宮
のサイズが大きくなるため，超音波で
虫垂を同定することは難しくなり，超
音波検査の診断能は低下します。

超音波での診断が困難な場合に
検査をどう進めるか？
　超音波での診断が困難な妊婦の急性
腹症に対し，どのような画像検査を次
に選択すべきでしょうか。本邦の『画
像診断ガイドライン 2016年版　第 2

版』 3）では「超音波で診断が困難な場
合には単純MRIを施行することを推
奨する。単純MRIでも診断が困難な
場合あるいはMRIが施行できない場
合には，CTを施行することを考慮し
ても良い。必要があれば造影を行って

も良い」としています。すなわち，単
純MRIを施行し，それでも困難であ
った場合には単純 CTもしくは造影
CTを施行するという流れになってい
ます。妊婦の虫垂炎に対する単純MRI

の感度は 90～100％，特異度 93.6～
98.1％と報告 1）されており，高い診断
能を有しています。では，造影 MRI

はどうなのでしょうか。

現在のところ，妊娠中に
造影MRIを行うべきでない
　単純MRIで診断が困難な場合には，
被曝の影響を考慮しなくてはならない
CTよりも造影MRIが優先されるべき
でしょうか。いいえ，造影MRIを推
奨することはできません。その理由を
以下で説明します。
　近年，MRI用造影剤の副作用であ
る腎性全身性線維症（Nephrogenic 

Systemic Fibrosis；NSF）が関心を集め
ています。NSFはガドリニウム造影
剤の投与後数日から数か月，時に数年
後に皮膚の腫脹や硬化，疼痛などにて
発症し，四肢関節の拘縮を生じる疾患
です。
　ガドリニウム造影剤は胎盤を通過す
るため，妊婦に投与すると胎児へ移行
します。NSFの懸念があるため行う
べきではないとされてきた一方で，明
確な有害事象はこれまで確認されてい
ませんでした。しかしながら，2016

年にカナダから，大規模な調査による
MRI用造影剤の胎児への影響に関す
る研究が発表されました 4）。ガドリニ
ウム造影MRI曝露群と非曝露群の比
較では，NSF様疾患に関して統計学
的有意差は認められなかったものの，

婦人科領域第10回

本来は適応のない画像検査，「念のため」の画像検査，
オーダーしていませんか？

本連載では，放射線科医の立場から，医学生・研修医にぜひ知ってもらいたい
「画像検査の適切な利用方法」をレクチャーします。

検査のメリット・デメリットのバランスを見極める“目”を養い，
賢い選択をしましょう。

　36歳女性。妊娠 34週。右下腹部
痛を主訴に受診した。原因検索のた
め経腹，経膣超音波検査にて精査が
行われたが，確定診断に至らなかっ
た。

歳女性性 妊娠 3性 週 右下

症例

リウマチ関連性，炎症性，浸潤性皮膚
疾患について，リスクの増加との関連
が示されました。また，新生児死亡に
ついても造影剤曝露群は非曝露群に比
べてリスクの増加が示されました。こ
の論文では，さらなる研究がなされる
まではガドリニウム造影は妊娠中には
避けるべきであると結論付けていま
す。よって，妊婦に対して造影 MRI

は行うべきではありません。

CT検査が胎児に与える影響は？
　単純MRIで診断が困難だった場合
には CTの施行を考慮することになり
ます。しかしMRIが緊急時に対応可
能でない施設も少なからずあるため，
CTが超音波検査に次ぐ第二選択であ
るという状況も十分考えられます。
　当然のことながら CT施行の際には
被曝低減を可能な限り図る必要があり
ます。放射線被曝と催奇形性に関して
は，50　mGy未満では有意な関連はな
いとされています。CTによる胎児へ
の放射線被曝量はさまざまですが，通
常の撮像条件ではほとんど全ての CT

検査において 50　mGyを超えることは
ありません 5）。
　一方，十分な見解が確立されてはい
ませんが，子宮内における放射線被曝
は小児がんのリスクを 2倍程度増加さ
せる可能性があり，リスクは妊娠早期
ほど高いことが示唆されています 2, 5）。
ゆえに，当然ながら CTにより母体の
状態を把握するというベネフィット
が，リスクを大幅に上回る場合に検査
が正当化されると言えます。

造影CTの施行について
　疑われる疾患にもよりますが，造影
が必要な場合には造影 CTのみの撮像
も被曝低減のために検討されるべきで
す。『画像診断ガイドライン 2016年版　
第 2版』では「明らかに造影 CTの方
が診断能が高いと考えられる場合は，
被曝低減の観点から単純 CTを省略し
て造影 CTのみを行うことを推奨す
る」としています。

　単純 MRIが施行され，右下腹部
に腫大した虫垂と思われる管状構造
が認められ（図），虫垂炎と診断。
抗菌薬にて保存的に加療され軽快し
た。

●図　症例の単純MRI
右下腹部に腫大した虫垂と思われる
管状構造が認められる（矢印）。

純 MRIが施行が れ 右下

症例への対応

●参考文献
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4）JAMA. 2016［PMID：27599330］
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婦人科領域
画像検査適応のポイント

 
● 妊婦の急性腹症の第一選択は超
音波検査
● 超音波→単純MRI→単純・造影
CTの順に推奨。造影 MRI は行
わない

隈丸加奈子　順天堂大学医学部放射線診断学講座藤井進也　鳥取大学医学部　　画像診断治療学分野

　CTの造影剤であるヨード造影剤は
羊水造影後に新生児の甲状腺機能低下
症が報告されていますが，経静脈的な
造影剤投与による新生児の甲状腺機能
への影響は報告されていません。しか
しながら，欧州泌尿生殖器放射線学会
からの勧告では，母体が妊娠中に造影
剤を投与された場合には，全ての新生
児に対して甲状腺機能低下に対するス
クリーニングをすべきとしています 2）。

　本紙で紹介の書籍についてのお問い合わせは，医学書院販売部まで
☎（03）3817-5650／FAX（03）3815-7804

　なお，ご注文につきましては，医学書院特約店ほか最寄りの医書取扱店にて
承っております。

●書籍のご注文・お問い合わせ
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高次脳機能がよくわかる
脳のしくみとそのみかた
植村 研一●著

A5・頁136

定価：本体2,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03195-0

評 者  松井 秀樹
 岡山大大学院教授・神経生理学

　優れた大脳生理学者であり，かつ脳
神経外科医でもある著者によって，簡
潔にかつわかりやすくまとめられた高
次脳機能の解説書である。大脳生理学
や脳科学を学ぼうとす
る医学・医療系の学生
だけでなく，既に臨床
現場で働いている医師
や医療従事者が手にし
ても役に立つ，非常に
優れた内容である。そ
ればかりか，脳に関心
のある一般の人々や患
者さん，そのご家族な
ど専門的な知識がない
人達が読んでもわかり
やすく，かつ読み物と
しても面白く解説され
ている。
　本書の最もユニーク
な点は，大脳半球の機
能の解説において，前頭葉，頭頂葉，
側頭葉，後頭葉といった従来の分類で
はなく，「知」「情」「意」をつかさど
る脳の区分という考え方を取っている
点である。その結果，外界から情報を
取り入れ処理する感覚統合脳（知），

その情報を演算して外部出力する表出
脳（意），辺縁系（情）に働きをまと
めることができているので，非常に理
解しやすい。さらにはそれらの異常に

よって起こる疾患やそ
の症状の解説が納得で
きる内容となっている。
また，表出脳の働きに
おいては，最新の知見
を盛り込み，運動前野
ならびに補足運動野の
働きが整然とわかりや
すく解説されている点
が強く印象に残った。
　後半では記憶の機構
とうまい学習の方法
や，リハビリテーショ
ンの意義，教育への提
言など広く一般に興味
を引く内容が盛り込ま
れている。難しい内容

をここまで簡潔に，かつわかりやすく
解説できる著者の力量は素晴らしい。
近年特に研究が進んだとはいえ，まだ
まだ多くの謎が秘められた脳の機能に
多くの読者の興味を引きつける役割を
担うことができる優れた本である。

多くの謎が秘められた
脳の機能をわかりやすく解説

腹部血管画像解剖アトラス
衣袋 健司●著

B5・頁160

定価：本体10,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03057-1

評 者  佐藤 達夫
 前・東京有明医療大学長／
 東医歯大名誉教授

　画像機器とカラー写真印刷技術の驚
くべき発達により，有用な画像診断ア
トラスが多数出版され，応接に暇がな
いほどである。このような状況はもち
ろん医学の進歩にとっ
て歓迎すべきことでは
あるが，少し不満を抱
かざるを得ないのも事
実である。
　19世紀の初め，フ
ランスの内科医ラエン
ネック（1781～1826年）
は聴診器を発明・開発
し，当時の医学に大き
な進歩をもたらした。
彼は，患者の生前の詳
しい聴診所見と死後の
剖検所見の照合を重
ね，その成果を 900

ページに及ぶ大冊『間
接聴診法，または，こ
の新しい探究法に主として基づいた肺
と心臓の疾患の診断に関する研究』
（1819年）にまとめた。このような間
接所見と直接所見を統合した書物が後
ろに控えておれば，安心この上もない。
　本書の著者・衣袋健司氏が，血管画
像で遭遇した珍しい所見について，ま
だ解剖学教室に勤めていた私のもとに
相談に来られたのは，もう 30年ほど
も前のことである。そのとき私は「本
当に知りたいことは本には書いていな
いものだ。自分の手を下ろして解剖す
ることから始めてみなさい」と，半ば
突き離し，解剖実習遺体を提供するこ
とにより，半ば協力することにした。
それ以来，金曜の夜になると，一週間
の激務を終えた衣袋氏の姿を実習室の
片隅に見ることになった。
　本書の序文にあるように，「標準的
な血管分岐は半分程度で，残りは亜型」
である。血管画像には異常と思われる
所見が無数に見いだされるであろう。

しかし一見，異常所見なるものも亜型
の中に取り込む視野を持つことが望ま
れる。また血管の問題だけに矮小化で
きないこともあろう。血管は標的器官

があっての存在である
し，周囲の構造物や神
経との位置関係に影響
を受けることも少なく
あるまい。解剖体にす
がり付いて，どのよう
な小さな変異でも見逃
さずに位置関係も含め
て剖出し，その詳細所
見の吟味と過去の膨大
な文献の渉猟を重ねな
がら実態の解明に取り
組まなければなるまい。
　本書にみる，日常の
読影所見に問題点を見
いだし，実際の剖出を
通じて理解を深めてい

こうという研究態度は，ことのほか貴
い。それは，われわれ解剖学サイドか
らアプローチした局所解剖学に欠落し
がちなところでもある。また，世に臨
床と解剖学との協力を説く声は多い。
実際にここ 10年余りの間の臨床解剖
学の進歩は著しいものが認められる。
しかし，進化はしたが深化は不十分で
あったのではないか。この労作『腹部
血管画像解剖アトラス』をひもとくと，
そう感ぜざるを得ない。
　著者・衣袋氏の金曜日夜の解剖は現
在も続いている。一言でそういうが，
これは大変なことであり，類いまれな
努力と研さんを称えたい。そして，数
多くの画像アトラスの中で最も長い生
命を約束されたこの本格書に触発され
て，腹部以外の部位でも，画像と解剖
を高度に結び付けた研究書を世に問お
うとする若い学徒が少しでも増えるこ
とを期待している。

学問の王道を歩んだ成果

評 者  天野 篤
 順大大学院教授・心臓血管外科学

外科専門医受験のための
演習問題と解説
第1集（増補版）・第2集
加納 宣康●監修
本多 通孝●編

［第1集（増補版）］B5・頁308　ISBN978-4-260-02495-2
［第2集］B5・頁264　ISBN978-4-260-03045-8
定価：各本体5,000円＋税　医学書院

　われわれが専門医を取得したころの
知識習得方法は，主として臨床の現場
で先輩医師の教えを素直に聞き入れ
て，疑問に感じること
や患者さんの容態が思
うように改善しない場
合に教科書を開くとい
う手続きだった。その上で，所属学会
雑誌，海外の専門領域雑誌を読んで，
日頃の診療，地方会での症例報告，総
会での発表に励み，現場と学会の場で
打たれ強くなっていることが実際の執
刀医になるための必要条件で，この点
に関しては，それほど施設間格差がな
かったように感じている。さらに外科
認定医（当時）取得に際しての試験は
2人の試験官による口頭試問だけだっ
たので，系統的な学習はしなくても抄
録集の作成が完了すれば試験の合格は
手中に収めたも同然だったように思う。
　しかし，1990年ごろからの情報伝
達形式の進化によって，外科医の習得
すべき知識も増加してきた。さらに
2000年以降，インターネットと PC環

境の普及・進化に伴う情報処理の加速
は最新知識の公平な取得を可能にし
た。以前には地方の病院勤務では購読

して送ってもらわなけ
れば読めないような海
外の雑誌が電子書籍と
して簡単に読めるよう

になって，YouTubeなどの動画環境の
向上により，静止画からイメージを膨
らませて行ってきた手術技術も，世界
の第一線レベルでの実際が見られるよ
うになった。さらには低侵襲化による
鏡視下手術の方法が普及したり，医療
安全への一層の配慮などが外科医の世
界でもいろいろなことを大きく変えた
ように思う。
　またそのような中で始まった初期臨
床研修医制度，今真っただ中にある専
門医制度の改編など，古き良き時代と
一変して，若手医師にとって「みんな
で渡れば怖くない」では済まされない
自己責任が問われる専門医取得時代に
入ったといえよう。しかし，中身の伴
った専門医を待っているのは他なら

効率よく問題解決型形式で
構成された問題集
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ない患者さんたちであり，一定以上
の知識と経験を備えていなければ医療
安全を損ない，患者さんとその家族だ
けでなく，医療チームさえも巻き添え
にしかねない。
　そのような中で，効率よく問題解決
型の取り組みやすい形式で構成された
本書は誠にタイムリーな参考書である
と思う。著者らが試験問題の解決法で
最も重視しているのが，伝承や経験に
基づく古い外科医体質でなく，科学的
なエビデンスに基づく方法であること
は明白で，設問の回答を導くだけで数
多くのエビデンス論文に記載されたエ
ッセンスを取り入れていくことが可能
である。若手の先生方の学習法として，
定型的な外科治療の原点まで振り返る

ことも可能だし，患者管理に明日から
役立つベッドサイドの知識として問題
解決を応用することも可能である。お
そらく，この問題集を繰り返して用い
ることで，今後数年に関しては専門医
試験に合格したと同時に，次の専門医
候補医師をカンファレンスや手術・術
後管理の現場で指導していくことが可
能であろう。
　今後，可能であれば書籍としての問
題集にとどまらずに，携帯端末のアプ
リとして活用可能な提供を検討しても
らえると継続的に改編された知識習得
も可能になるかと思う。監修・編集の
加納宣康先生と本多通孝先生にご一考
を期待するところである。

片麻痺回復のための運動療法［DVD付］
促通反復療法「川平法」の理論と実際
第3版
川平 和美，下堂薗 恵，野間 知一●著

B5・頁224

定価：本体6,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02216-3

評 者  岩瀬 義昭
 北海道医療大教授・作業療法学／鹿児島大名誉教授

　脳卒中による障害は，運動麻痺や感
覚障害，高次脳機能障害などさまざま
なものがある。とりわけ片側の運動麻
痺は，中枢性神経麻痺の特徴が大きく
現れる。単に力が弱ま
るのではなく，変な力
が入り硬く痛くなる，
動作をするのに余分な
関節が一緒に動く，体
の各部分の位置関係が
おかしくなる，などで
ある。そのため，中枢
性運動麻痺は生活の遂
行に大きく影響する。
日常生活では，朝夕の
寝起きから洗顔・歯磨
き，食事やトイレ動作，
入浴などさまざまな活
動の遂行に影響する。
それは運動・動作の問
題だけでなく，「実行
することに時間がかかる」「終わった
途端に疲れ切ってしまい，次にやりた
いことに取り掛かる気持ちが薄れた」
など生活の質にも影響している。さら
に，職業や学業生活，家庭生活などの
生活関連活動にも影響を与える。その
ため，罹患された方は，おのれの運動
障害を何とか回復させてほしい，そし
て社会や家庭に復帰させてほしいと医
療従事者に切望する。
　一方，医療従事者，特にリハビリテー
ション医療に従事する者は，その患者
さんの声に何とか応えたいと感じてい
るであろう。しかし，神経解剖・生理
学を養成課程で学んだわれわれ療法士
をはじめとするリハビリテーション医
療従事者は，脳を含む神経系の損傷は
治癒に限界があると考えてきた。
　本書初版は，脳卒中に対する治療・
研究の場で活躍してきた川平和美氏
（鹿児島大名誉教授／前・同大病院霧島
リハビリテーションセンター長）が

2006年に著したものである。川平氏
らが所属する霧島リハビリテーション
センターでの取り組みは公共放送でも
取り上げられ，全国各地の麻痺回復に

悩む脳卒中片麻痺者か
らの問い合わせへの対
応に苦労されたと聞
く。その後，川平氏は
2010年 5月に第 47回
日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会を大
会長として鹿児島で開
催した。ここでは，エ
ビデンスのある治療方
法のセッションが組ま
れてあったが，多くの
医師で満員となってい
た。また，霧島リハビ
リテーションセンター
で開催される実技研修
にも全国からの参加者

が多く盛会であり，本書も初版，2版
とも増刷を重ねていたと聞いている。
　この間に本書は進化を続け，共著者
である鹿児島大リハビリテーション医
学講座の下堂薗恵教授，霧島リハビリ
テーションセンター作業療法士の野間
知一氏や講座に所属される研究者によ
り，神経系の回復メカニズムや治療介
入の効果研究が蓄積されて，エビデン
スレベルも上がっている。
　本書の構成は，基礎編，実践編の 2

部構成となっている。実践編はカラー
写真になり，DVDも新たに撮り直し
た映像が載せられ，わかりやすくなっ
た。しかし，本書は基礎編からじっく
り読み進めてほしいし，引用文献に記
載されている原著も読んでほしい研究
書でもある。
　本書は，臨床で脳卒中片麻痺者の回
復に取り組む医師や療法士にはぜひ一
読していただきたい良書である。

脳卒中片麻痺者への
支援アイテムとなる良書

SCID-5-PD
DSM-5パーソナリティ障害のための構造化面接
Michael B. First，Janet B. W. Williams，Lorna Smith Benjamin，
Robert L. Spitzer●原著
髙橋 三郎●監訳
大曽根 彰●訳

B5・頁184

定価：本体5,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03211-7

評 者  林 直樹
 帝京大教授・精神神経科学

　本書は，米国精神医学会出版局から
2015年に刊行された“Structured Clini-
cal Interview for DSM-5 Personality Dis-
orders（SCID-5-PD）”の全訳である。
これは，DSM-IVの時
代に使われていた
SCID-II の DSM-5 版
である。本書の前身で
ある SCID-IIについて
いる“II”は，当時の
パーソナリティ障害が
第 II軸として評価さ
れていたことを反映し
た も の だ っ た が，
DSM-5で多軸診断が
撤廃されたことから，
今回の版での名称は
SCID-5-PD と変更さ
れている。しかし実際
には，DSM-5（第二部）
のパーソナリティ障害
の診断手順や診断基準は，DSM-IVの
ものと基本的に同じ内容である。
　本書は，「ユーザーズ（面接者）ガ
イド」「患者自己記入シート」「評価者
質問票」の 3部から構成されている。
「患者自己記入シート」は，面接前に
情報を得るためのスクリーニングとし
て実施される 106項目から成る自記式
質問表である。「評価者質問票」は，
診断面接で用いられる質問とそれへの
患者の回答を評価・記録するための小
冊子である。この 2つは，「Web付録」
として所定のWebサイトからダウン
ロードできるようになっている。つま
りこれは，実際の診断面接において，
ケースごとに使用されるこれらの用紙
のコピーが利用できるということであ
る。
　このパーソナリティ障害の SCIDで
は，最初に刊行された DSM-III-Rの
SCID以来，著者たちによって営々と
改良の努力が積み重ねられてきた。そ
の結果，多くの言い回しが変更され，
洗練の度合いが増すこととなった。ま
た，本書の訳文は，DSM-5本体の翻
訳のものとそろえられており，
DSM-5本体との整合性が担保されて
いる。
　パーソナリティ障害は，思春期・成
人期早期に明らかとなる精神病理であ
り，発達障害や虐待といった発達期の
要因の影響を受けて発生するものであ
ると同時に，後に成人期においてうつ
病や嗜癖，摂食障害などごく多彩な精
神障害を発生させる素地ともなる，い
わば“精神障害の交差点に位置する精
神障害”である。精神障害の病因や病
態の探求においてごく重要であること

は論をまたない。しかし，わが国にお
けるパーソナリティ障害の臨床や研究
は，他国に比較するとごく低調である
ことを認めざるを得ない。それでも，

臨床でそれとして扱わ
れるケースが徐々に増
えており，担当医の誠
意のこもった紹介状や
診療録を目にすること
もまれでない。このよ
うな臨床での取り組み
の広がりは，パーソナ
リティ障害の臨床研究
が発展する基礎になる
はずである。
　本書のような立派な
構造化面接が提供され
たことは，われわれを
大いに勇気づけるもの
である。しかしそれは，
あくまでも入場切符を

手にしたまでのことである。本書の真
価は，研究で使われてこそ発揮される
のであり，そして，研究の成果が上が
ってこそ確認されるのである。つまり
本書は，いわば道具として，使われな
くてはならないものである。この道具
を使いこなすのには，まだ次の課題が
ある。この SCID-5-PDを使うために
は，面接者の多数回の研修の機会が必
要なのである。ただし，その研修には，
それだけの価値がある。なぜなら，こ
のように評価・診断の条件がよく記述
された診断方法を習得すれば，信頼性
の高い構造化面接での診断について見
識を深めることができるし，診断のた
めの問診に習熟することが臨床的セン
スを磨くことに通じるからである。
　この意義深い翻訳作業を申し分ない
完成度で成し遂げた髙橋三郎，大曽根
彰両先生の労を多としたい。

臨床研究の発展と診断方法
習得のための入場切符

↘
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