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■［座談会］今，日本の医療に求めること（日
野原重明，ローレンス・ティアニー，青木眞）/［連
載］外来診療 1 ─ 3 面

■［寄稿］英国の新しい家庭医療研修医制
度 その研修と選抜（後編）（澤憲明） 4 面
■［連載］「型」が身につくカルテの書き方
　　 5 面
■MEDICAL LIBLARY 6 ― 7 面

（2面につづく）

青木　ティアニー先生の日本への初訪
問が，日野原先生により実現されたこ
とをご存じない方も多いのではないで
しょうか。まずは，その経緯からお話
しいただけますか。
日野原　私が聖路加国際病院で院長を
務めていた，1992年のことです。カ
リフォルニア大学サンフランシスコ校

（以下，UCSF）附属病院を訪れた際，
ティアニー先生の教育回診に同行する
機会がありました。その回診が非常に
印象的で，ティアニー先生はレジデン
トのために素晴らしい教育ができる真
の医師であると感じました。
　日本の若い医師や医学生にもぜひこ
のことを実感してほしいと思い，日本
財団から助成金を受け，福井次矢先生
（現・聖路加国際病院院長）が教授を
務めていた佐賀医科大学（当時）に，
臨床指導医としてご招待しました。そ
れが始まりです。
ティアニー　私の人生を変える出来事
でした。その年は，国立東京第二病院
（現・国立東京医療センター）と聖路
加国際病院をベースにして，東京大学
や慶應義塾大学，そのほか日本各地の

私は何度も来日していますし，何人も
の医師を日本に送り出すとともに，
UCSFにも受け入れてきました。
　また，娘 Julieと妻 Mary-Joも日本
で多くのことを学びました。特に妻は，
精神科看護を専門に看護師の資格を取
り，さらにナース・プラクティショ
ナーの道に進みましたので，精神疾患
患者のプライマリ ･ケアについて聖路
加で講義をしたり，看護雑誌で論文を
発表するなど，貴重な機会を得ました。
日本の医療者の方々とは，家族ともど
も素晴らしい協力関係を築くことがで
きたと思っています。
　近年私は中国やオーストラリア，東
ヨーロッパにも赴くようになりました。

医療機関で指導を行いました。
青木　実は私もこの年，日野原先生の
お招きで米国から帰国，聖路加国際病
院に就職し，院長室でティアニー先生
と初めてお会いしています。
ティアニー　そうでした。それぞれに
親交を深めてきましたが，3人がそろ
うのは実に 20年ぶりですね。
　私はサバティカル（研究のための長
期休暇）の一環として来日したため，
教育に集中できたことがありがたかっ
たです。
日野原　私が聖路加看護大学で取り組
んだ改革の一つが，教員に対するサバ
ティカルの導入でした。研究者や教員
にとっては，大変意義深い制度だと思
います。
ティアニー　全くその通りです。以来，
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20 年目の再会に，日米の“医人”が語る20年目の再会に，日米の“医人”が語る

ローレンス・ティアニー氏と青木
眞氏。二人はともに 1992 年，日

野原重明氏により日本に招かれ，今や
日本の医学教育，臨床の発展を語る上
で欠くことのできない存在となった。
聖路加国際病院の院長室での対面から
20 年ぶりに集った三氏が，幾多の出
会いと学びの積み重ねを経て描き出
す，日本の医療の在るべき姿とは――。
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異常値の出るメカニズム
（第6版）
編集　河合　忠、屋形　稔、伊藤喜久、山田俊幸
B5　頁480　定価6,300円
［ISBN978-4-260-01656-8］

臨床検査データブック 
2013-2014
監修　高久史麿
編集　黒川　清、春日雅人、北村　聖
B6　頁1106　定価5,040円
［ISBN978-4-260-01675-9］

サパイラ 身体診察の
アートとサイエンス
（原書第4版）
原著　Orient MJ
監訳　須藤　博、藤田芳郎、徳田安春、岩田健太郎
B5　頁888　定価12,600円
［ISBN978-4-260-01419-9］

神経内科学ノート
国試から臨床まで
佐々木彰一
B5　頁208　定価3,990円
［ISBN978-4-260-01506-6］

皮膚血管炎
川名誠司、陳　科榮
B5　頁360　定価13,650円
［ISBN978-4-260-01010-8］

乳腺外科手術アトラス
原著　Klimberg VS
訳　野口昌邦
A4　頁456　定価18,900円
［ISBN978-4-260-01649-0］

〈標準臨床検査学〉
免疫検査学
シリーズ監修　矢冨　裕、横田浩充
編著　折笠道昭
B5　頁400　定価5,880円
［ISBN978-4-260-01648-3］

〈標準理学療法学　専門分野〉
骨関節理学療法学
シリーズ監修　奈良　勲
編集　吉尾雅春、小柳磨毅
B5　頁336　定価5,040円
［ISBN978-4-260-01641-4］

看護倫理
見ているものが違うから起こること
執筆　吉田みつ子
編集協力　川島みどり
B5　頁168　定価2,310円
［ISBN978-4-260-01559-2］

マタニティ診断ガイドブック
（第4版）
編著　日本助産診断・実践研究会
B6変型　頁240　定価2,625円
［ISBN978-4-260-01715-2］

〈シリーズ　ケアをひらく〉
当事者研究の研究
石原孝二　編
A5　頁304　定価2,100円
［ISBN978-4-260-01773-2］

生物学　［カレッジ版］
高畑雅一、増田隆一、北田一博
B5　頁344　定価2,520円
［ISBN978-4-260-01704-6］

成人看護学
（第2版）
編集　黒田裕子
B5　頁552　定価6,090円
［ISBN978-4-260-01709-1］



●日野原氏に“Your infl uence has spread widely around, not only in Japan but also in U.S., 
the United Kingdom, and everywhere.”と語りかけるティアニー氏。

待望の第2弾。ティアニー氏厳選144パール！

ティアニー先生のベスト・パール2
著 ローレンス・ティアニー

カリフォルニア大学サンフランシスコ校内科学教授

訳 松村正巳
金沢大学医学教育研究センター准教授，リウマチ・膠原病内科

A5　頁186　2012年 定価2,625円（本体2,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-01712-1]

「診断の神様」と賞賛されるティアニー氏
は、臨床の知を短いフレーズにまとめた
「クリニカル・パール」の神様としても知
られる。絶賛された前作に続く本書では、
循環器疾患や消化器疾患から眼科、耳鼻咽
喉科、精神科まで、一般診療医が遭遇しう
る幅広い領域にわたり、とっておきのクリ
ニカル・パールを選んでいただいた。日々
の診療、日々の臨床研修に刺激を与えてく
れる待望のパール・ブック第2弾。

生まれ変わった感染症診療の定番書

レジデントのための感染症診療マニュアル 第2版

初版発行から7年。第2版は頁数を倍以上
に増やし、新版と見まがうほどの大改訂と
なった。最新エビデンスを明示し、臓器別・
原因微生物別のアプローチを充実させ、臨
床での問題解決のための生きた知識・考え
方を網羅。「感染症は全診療科に共通の問
題なので、研修医は感染症診療の基本原則
を身につけることが重要」という理念はぶ
れることなく、研修医および指導医が困っ
たときに最初に繙くべき本という位置付け
に変わりはない。

青木　眞
米国感染症内科専門医

定価10,500円（本体10,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-00387-2]A5　頁1464　2008年
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それもすべて，日野原先生にいただい
たチャンスから，他国の医療制度を知
る重要性を学んだことがきっかけです。

忘れ得ぬ出会いの数々

青木　日野原先生は，戦後間もない時
期から海外に渡られ，多くの偉大な医
師と交流の輪を広げてこられたことと
思います。ティアニー先生との出会い
のように，大きなインパクトを受けた
経験があればお聞かせください。

日野原　1951年から 1年間エモリー大
学に留学した際に，『セシル内科学
（Cecil Textbook of Medicine）』の編者で
あったポール・ビーソン（Paul Beeson）
先生に師事しました。
ティアニー　私も，エモリー大のグレ
イディ・メモリアル病院で研修に従事
しました。また，ビーソン先生は私の
父とも交流があり，私の講義にご参加
いただいたこともあります。日野原先
生と一緒に過ごされた時期があったこ
とは，初めて知りました。
日野原　彼の診察からは，驚きと学び
を多く得ました。グレイディ病院には
当時，35人もの患者さんが失明で入
院していました。そのうちの一人を診
察したとき，ビーソン先生は検眼鏡で
瞳孔の変化を見つけ「メチルアルコー
ル中毒でしょう」とおっしゃいました。
ティアニー　視神経炎を伴うメチルア
ルコール中毒ですね。
日野原　そのとおり。それを，瞳孔を
見ただけで診断されたのです。そして
「眼底の診かたを学びなさい」と，私
に検眼鏡を貸してくださいました。
　日本では，検眼鏡は眼科医のみが用
いるものであり，循環器専門医を自負
していた私は当初，戸惑いました。し
かし，毎晩病棟に通い，眼底を診させ
てもらう訓練をして，帰国後は研修医
にその使い方を教えるまでになったの
です。狭い専門分野に凝り固まりかけ
ていた私にとって，視野を広げてくれ
た経験でしたね。
ティアニー　実は私も，グレイディ病院
のレジデント時代，検眼鏡を用いて網
膜に小さな斑点を確認し，粟粒結核症
の診断をしたことがあります。現在も，
私のもとに実習に来る医学生には瞳孔
を拡大する目薬を渡し，眼底検査の方
法を実体験させています。忘れられが
ちですが，一人前の医師になる上では，
身に付けておくべきスキルでしょう。
日野原　ビーソン先生は，回診を終え
てオフィスに戻ると『セシル内科学』
を開いて加筆すべきことをメモし，さ
らにそのつど，共同編集者全員にメモ
の内容を送っておられました。先生の
『セシル内科学』には 1ページおきに
白紙のメモ用紙が挟まれ，厚さが 2倍
になっていたのを覚えています。
青木　熱意のある方だったのですね。
日野原　そのおかげで，『セシル内科
学』は 2年という短いサイクルで改訂
され，読者は常に最新の医学知識を享
受できていたのです。
　また，45年前，英国でのジョン・
フライ（John Fry）先生という高名な
開業医との出会いも印象深いです。フ
ライ先生は長年に渡り『UPDATE』と
いう英国の家庭医向け雑誌の編集に携
わった方で，当時から既往歴の記録や，
健康診断の重要性を強調されていまし
た。私は彼から多大な影響を受け，日
本に招待したこともあります。
青木　病歴や身体診察を重んじる考え
方は，ティアニー先生に通じるものが

ありますね。
日野原　ええ。そうした出会いと学び
の積み重ねが後々，ティアニー先生を

ジョンズ・ホプキンス大でも同様の傾
向がみられています。
　そして，教育改革に加えて行うべき
なのが，専門医数の規制です 2）。例え
ば米国の神経外科領域においては，受
け入れる研修医の人数を制限した結
果，過剰な受診や手術を抑え，バラン
スを保つことに成功しています。各科
の専門医集団（Board）が一定の要件
を設け，訓練施設やプログラムの質を
担保・保証し，自主的に医師数を規
制・調整することで，専門医の質も維
持されるのです。
　この Boardの中心メンバーは大学に
所属する医師が多いのですが，第一線
で診療業務をこなす医師も含まれま
す。重要なのは，専門医になるために
は，大学の教授でも他の医師と全く同
じ 3―6年の正規の臨床訓練を受け，
専門医試験に合格しなければならない
点です。これに例外規定は基本的にあ
りません。
青木　そうして専門科が適切に規制さ
れつつ，一方でプライマリ・ケア領域
が広がる流れが生まれているのですね。
ティアニー　そういうことです。
　もう一つ，実際的な手段としては，
経済的なインセンティブを設けること
でしょうか。学問的な名誉だけでなく，
今よりも多くの報酬を得られるように
なれば，魅力を感じる若者も自然と増
えるのではないかと思います。
日野原　ただ，高収入を得ることが第
一の目的になってはなりません。あく
まで「患者さんにとって良い医師であ
る」という医師の使命を最優先した上
で，熱意や努力に見合った報酬を得ら
れる。それが理想的なかたちだと思い
ます。

女性医師の働き方を
もっと柔軟に

日野原　日本では昨年，100歳以上の高
齢者が 5万人を超えたことが発表され
ました。社会の高齢化が今後いっそう
進む中，特に求められるのは，高齢者
を診られるプライマリ・ケア医です。

はじめとした，新たな優れた医師たち
との出会いへと連なっていくのだと思
います。

ティアニー　初めての来日から 20年，
毎年のように日本を訪れ，医学界の変
化を見てきましたが，とりわけ重要な
進展は初期研修の必修化だと思います。
　かつて私は，卒後臨床研修が必修で
はなく，医学部卒業後すぐ専門科へと
配属されることを，日本の医学教育の
問題点として指摘しました 1）。しかし
2年間の卒後研修が必修化され，各科
をローテートする要件が導入されたこ
とで，若い医師の臨床スキルは格段に
向上したと思います。
青木　おっしゃる通りです。沖縄県立
中部病院や聖路加国際病院，亀田メデ
ィカルセンターなど，必修化以前から
優れた臨床研修制度を備えていた一部
の病院に続き，市中病院に質の高い臨
床研修プログラムが次々に出現し，優
秀な研修医はそちらに集まるようにな
りました。
　一方で，大学は苦境に陥りました。
大学病院に研修医を集めることができ
なくなり，医局制度の維持も難しくな
ったのです。それにより医師不足が表
面化したという指摘もあるところです
が，日野原先生，この点についてどう
思われますか。
日野原　医師不足に関しては，単に医
師数を増やしても根本的な解決にはな
りません。初期研修修了後の進路が
個々人に一任されている状況が問題で
あり，必要なのは，プライマリ・ケア
にかかわる領域を志す若い医師を，も
っと増やすことでしょう。
ティアニー　そのためにはまず，日本
の医学部教育や，その背景にある大学
の文化の在り方から変えていかなくて
はならないと思います。
　私が医師としてのキャリアを歩み始
めたころ，UCSFには一般内科の部門
さえありませんでした。しかし，ジェ
ネラリストを求める時代の声に押さ
れ，大学は教育方針を変更，私も教育
を担当すべく招聘されたのです。現在，
UCSFの一般内科部門は，臨床科の中
で最大規模に成長しつつあります。
青木　他の大学でも同様なのですか。
ティアニー　ええ。ハーバード大や，

ローレンス･ティアニー氏
1967年米国メリーランド大医学部卒。85

年より現職。「診断の神様」と呼ばれ，最
も尊敬される内科臨床医の一人。92年か
ら毎年来日し，いくつかの臨床研修病院
で教育に当たる。患者から学ぶことを最
も大切にし，病歴と身体所見のどこに着
目するか，鑑別診断の重要性についてユー
モアを交えながらの教育講演は絶大な人
気を誇る。昨年 11月『ティアニー先生の
ベスト・パール 2』（医学書院）を刊行。

青木 眞氏
1979年弘前大医学部卒。沖縄県立中部病
院，米国ケンタッキー大などで研修，その
間宮古島で離島医療も経験する。日野原氏
との出会いは，同島で企画した症例検討会。
青木氏の開発した細菌室用ソフトが縁で，
後に聖路加国際病院に招かれ，同院感染症
科，国立国際医療センターエイズ治療・研
究開発センターを経て現職。全国の医療機
関などで感染症コンサルテーションを行う
ほか，複数の大学の客員教授・講師を兼任。
著書に『レジデントのための感染症診療マ
ニュアル（第 2版）』（医学書院）など。米
国内科学会フェロー（FACP），米国感染症
学会フェロー（FIDSA），米国内科専門医，
米国感染症内科専門医。

プライマリ・ケア領域の拡大のために



●お願い―読者の皆様へ
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本連載では，「情報を集めながら考える」外来特有の思考ロジックを体験してもらうため，
病歴のオープニングに当たる短い情報のみを提示します。限られた情報からどこまで診断
に迫れるか，そして最も効率的な「次の一手」は何か，ぜひ皆さんも考えてみてください。

外 来 診 療療

一次の 手

日本の医療を創った「対話（ダイアローグ）」と「革新」の軌跡

日野原重明ダイアローグ
日野原重明
聖路加国際病院理事長

A5　頁264　2012年 定価2,310円（本体2,200円＋税5％） [ISBN978-4-260-01706-0]

「週刊医学界新聞」に掲載された日野原重
明氏の講演・インタビュー・対談・座談会
などから11本を厳選し書籍化。医学教育、
プライマリ・ケア、POS、緩和医療など、
医学界の発展は日野原氏の革新の精神とと
もにあった。

あなたへの医師キャリアガイダンス
研修病院選びの決め手は何か、専門を何に
するか、臨床か研究か、留学や開業をいつ
するか……。医師としてのキャリアの積み
かたは多様だ。本書では50人の先輩医師
が「今のあなたの悩みについて、かつて
(あるいは現在進行形で)同じように悩み、
このような道を選んだ」と、本音で語る。
執筆陣は聖路加国際病院内科の現役・
OB/OGという共通点はあれどその経歴は
多種多様。さまざまな努力や転機となった
エピソードが興味深い。

編集 岡田　定
聖路加国際病院内科チェアマン

　　 堀之内秀仁
国立がん研究センター中央病院呼吸器内科

　　 藤井健夫
聖路加国際病院腫瘍内科

A5　頁240　2012年 定価1,890円（本体1,800円＋税5％） [ISBN978-4-260-01620-9]

50人の先輩医師にきいてみよう
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日野原 重明氏
1937年京都帝大医学部卒。41年聖路加
国際病院の内科医となり，92年には同院
院長に。73年（財）ライフ・プランニング・
センターを設立。米国臨床医学の導入，
日本初の独立型ホスピスの創設など，医
療，看護領域において改革の先駆者であ
り続けている。2000年には「新老人の会」
を結成，全国の小学校に出張し「いのち
の授業」を行っている。99年文化功労者，
05年文化勲章受章。近刊の『日野原重明ダ
イアローグ』（医学書院）をはじめ，専門書
から絵本まで，著作は200冊以上におよぶ。

この病歴から言えることは？
中年女性の頭痛の症例である。つらそうな表情から，比較的強い頭痛の
可能性がある。朝からの数時間の経過であり，急性発症の頭痛を考える。

「朝起きた時から」であり，睡眠中に突然発症した可能性も否定できない。片側性
であることからは，片頭痛，神経痛などが考えやすいが，緊張型頭痛でも片側性の
ことがあり，これだけでは鑑別を絞りきれない。発熱はなく髄膜炎の可能性は低そ
うだ。体温以外のバイタルサインにも，特に異常はない。

鑑別診断：「本命」 と 「対抗」 に何を挙げる？
「本命＝片頭痛」。急性の経過で，頻度も高く，日常生活に支障を来すほ
どの強い頭痛であればまず鑑別に挙がる。

　「対抗＝緊張型頭痛」。頭痛の鑑別疾患の中では最も頻度が高い。ただし，緊張型
頭痛は片頭痛ほど強い頭痛ではなく，数時間よりは数日の経過のことのほうが多い。
　「大穴＝その①：くも膜下出血，その②：大後頭神経痛」。くも膜下出血は，突発，
持続する頭痛では絶対に見逃せない。大後頭神経痛は，本命，対抗の 2つより頻
度は下がるが，比較的よく遭遇する疾患である。この神経領域の帯状疱疹のことも
あり，その場合には特に見逃したくない疾患である。

ズバッと診断に迫るために，次の一手は？

「痛みを感じない時間はありますか？」
　患者の「ずっと続いている」という訴えは，必ずしも持続痛とは限らない。詳し
く話を聞くと，間欠症状の反復を意味している場合がよくあるので，必ずこちらか
ら質問をして確認しておく必要がある。「ずっと続いている」が持続痛を意味して
いるのであれば，片頭痛，緊張型頭痛，くも膜下出血の可能性を考える。「ずっと
続いている」が間欠痛の反復で，特に 1回のエピソードの持続時間が 1分以内で
あれば，神経痛の可能性が高い。

その後
　患者の「ずっと続いている」痛みは，瞬間的な電撃痛を 1時間に 10回以上反復
する右後頭部痛であった。診察にて同部位に淡い紅斑を認め，触診でも誘発される
痛みがあった。右大後頭神経の帯状疱疹の診断となり，抗ウイルス薬投与にて治療
を開始した。

読み

　取る

考える

作戦

患者の「ずっと続いている」は，
「持続する間欠症状」のことがある！PO INT

監修◉前野哲博
筑波大学附属病院
総合診療科教授

執筆◉小曽根早知子
筑波大学附属病院
総合診療科

Kさん　42歳女性

つらそうな表情で入室してきた。
Kさん 「朝起きたときからずっと頭痛が続いているんです……」
Dr. M 「頭痛がするんですね。どの辺がどんな感じに痛むのですか？」
Kさん 「右後頭部がズキズキします」

バイタルサイン： 体温 35.9℃，血圧 114/60　mmHg，
脈拍 68回 /分（整）。

例症

？」

次 の

一手 は？

第11回「朝から頭痛が続いているんです……」

老年医学の知識に加えて，認知症の患
者さんなどに接する際の思いやりや，
コミュニケーションをうまくとるとい
った能力も必須になると考えられます。
ティアニー　老年医学は，米国でも成
長著しく，レジデントにも人気がある
分野です。私は年々増えている女性医
師が，この分野でもっと活躍できるの
ではないかと考えています。
青木　日本でも女性医師の数は増えて
います。しかし，彼女たちを取り巻く
環境はまだ厳しく，出産・子育てなど
女性のライフイベントと両立させよう
と思うと，なかなか思う通りのキャリ
ア選択ができないことが問題になって
います。
日野原　“女性医師が増えれば増える
ほど実質的なマンパワーが減るのでは
ないか”。男性より優秀な成績を収め
る女性がたくさんいるのにもかかわら
ず，女性の医学部合格者数があまり伸
びない背景には，そういう懸念が潜ん
でいるように思います。
ティアニー　米国でも，1970年代ごろ
までは同様の状態でした。しかし今や，
UCSFの医学部では女性の数が男性を
上回っています。もちろん，比較的負
担の少ない眼科や皮膚科を専門として
選択する女性も多く，例えば UCSFの
皮膚科は，ほぼ女性で占められていま
す。ただ一方で，泌尿器科など，昔は
女性のなり手がほとんどいなかったよ
うな専門科をめざす女性も増えている
のです。
　女性医師たちの長年にわたる運動の
結果，いかなる専門や職種からも排除
されないことが法的・倫理的に保障さ
れ，自分の人生で重きを置きたいこと
に合わせた，柔軟な働き方が可能とな
りつつあると言えます 3）。
青木　“仕事か，家庭か”の 2択では
なくなったということですね。これは，
日本でも参考にしたい事例です。

110歳の“夢”は……

青木　最後に，日野原先生が注力して
おられるメディカル・スクール（医師
養成大学院）構想についてお話しくだ
さい。
日野原　今，医学界に求められている
のは，受験勉強一筋の学生よりむしろ
“人間に関心のある”学生です。しか
し現状の制度だけでは，そうした長所
を持った学生がどうしても選ばれにく
い。米国などのように，社会人や一般
大学の卒業者を受け入れる専門職大学
院を作ることで，これまでの選抜方法
では見いだせなかった人材が発掘でき
る可能性があるのです。
ティアニー　UCSFでの教職生活を 40

年近く続ける中で，一般教養を学んで
いったんは金融や建築などの職に就
き，高収入を得ているものの「医学部
に入り直し，もっと充実した仕事をし
たい」と希望する 20―30代の若者を
多く見てきました。

　大学で基礎科学を学んでいなくて
も，ハーバード大やカリフォルニア州
オークランドのミルズ・カレッジなど
にある，医学進学課程（Pre-Med Course）
で 1年間集中的に学び，進学適性テス
トに通れば，医師養成大学院に出願す
ることができます。そうして医学の世
界に足を踏み入れた人たちは，年齢以
上に成熟しており，素晴らしい経験を
してきた人ばかりです。優れた医師に
なる場合も多いと断言できます。
日野原　実のところ，日本ではこの制
度案に賛同しない声も多くあります。
しかし，実行する前から批判するので
はなく，まずは新しいルートを創出し，
新しい人材を育てさせてほしい。そし
て 10年後，育った医師を見て判断し
てほしいのです。
　聖路加国際病院に，クリーブランド
クリニックやメイヨークリニックのよ
うな医師養成大学院を創設すること
が，この先 110歳までの私の夢です。
青木　使命感と熱意を持った医師を増
やしていく教育のための発信を，ぜひ
今後も日野原先生には続けていただき
たいと思っています。また，ティアニー
先生にもぜひ継続して，日本の臨床教
育の行く末を見守っていただければ幸
いです。本日はありがとうございまし
た。 （了）

●文献
1）Tierney L. An Experience in Japanese Aca-

demic Medicine. West J Med. 1994；160（2）：
139―45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC1022319/pdf/westjmed00066-0045.pdf

2）ローレンス・ティアニー．卒後臨床研修にお
ける必修科目削減を憂う．週刊医学界新聞．第
2826号；2009年 4月 13日．
3）連載「ノエル先生と考える日本の医学教育」
第 9，10回．週刊医学界新聞．第 2866号，2870

号；2010年 2月 8日，3月 8日．
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指導医のもとでの
密度の濃い診療所研修

　前編（第 3010 号，2013 年 1 月 14
日発行）では，英国の新しい家庭医療
後期研修における，研修医の採用過程
を解説した。後編では，研修と家庭医
療専門医（Membership of Royal College 
of General Practitioners，以下MRCGP）
試験の詳細，および英国の医療制度か
ら見えてくる，プライマリ・ケアの可
能性について私見を述べたい。
　後期研修の期間はフルタイムで 3年
である 1）。初期研修が 2年なので，家
庭医になるためには少なくとも 5年間
の卒後教育が必要ということになる。
後期研修の内訳は，病院での研修が
18か月，診療所での研修が 18か月で
あり，基本的に 1年目は病院研修が，
3年目は診療所での研修が主となって
いる。また，日々の自己学習の支援に
は，eラーニングシステム「e-GP」も
活用されている。
　診療所の研修では，「GP trainer」と
呼ばれる指導医に弟子入りすることに
なる。GP trainer は，MRCGP の資格
を持った優れたプライマリ・ケア医で
あるとともに，家庭医療の教育的方法
論に関して厳密なトレーニングを受け
た優れた教育者でもある。
　研修医は自分の診察室を構え，1人
の独立した家庭医として患者を診察す
ることになるが，常時サポートする体
制が整っており，外来が終わるごとに
指導医と診療を振り返ることができ
る。指導医との関係は一種の師弟関係
であり，研修医が直面している困難を
恥じらいなく素直に話すことができる
よう，外部からの圧力がかからない環
境を意識的に提供している。

「総括的評価」と「形成的評価」
のバランスを重視

　2007年から実施されている新しい

家庭医療専門医試験は，無事合格しな
ければ家庭医として診療に従事するこ
とが法的に許されないライセンス試験
であり，国民に信頼感や安心感を与え
るためにも，明確な基準を持ち，透明性
の高いものとなっている。医療が日々
高度化・複雑化する中，プライマリ・
ケアの専門医としての知識や技術など
を保証するため，そしてプロとしての
意識やモラルを高めるためにも，新し
い専門医試験の意義は極めて大きい。
　近年の医学教育では「総括的評価」
と「形成的評価」のバランスが重視さ
れている。学習過程は「知る」ことか
ら始まり，次に「できる」ようになる。
そして最終的に「実際に行動に移す」
ことができて，初めて能力があると認
識される。専門医試験はこの能力ピラ
ミッドによる 3つの層別評価方法に基
づき，より信頼性が高く厳密な合格基
準をめざして作成されている（図）。

【臨床応用試験（Applied Knowledge Test，
以下 AKT）】
　コンピューター上で行われる，知識
を問う多肢選択試験である。後期研修
2年目から受験することができ，現在
のところ英国内全体での合格率は
70％前後で推移している。

【臨床技能評価（Clinical Skills Assessment，
以下 CSA）】
　模擬患者を相手に 1回 10分，13回

にわたって模擬診察を行う。一次医療
のプロとして，よくみられる健康問題
の扱い方，問題解決能力，意思決定の
仕方，医師としてのコミュニケーショ
ン能力，身体診察のスキル，そして倫
理・尊重などの職業的態度が審査され
る。後期研修 3年目からの受験が許可
されており，英国内全体での最近の合
格率は，AKT同様 70％前後で推移し
ている。

【職場基盤評価（Workplace Based Assess-

ment，以下WPBA）】
　WPBAは，研修医の「実際の行動力」
のアセスメントツールである。この評
価方法の特徴は，AKTや CSAのよう
に一度の試験で評価が決まる「総括的
評価」ではなく，3年間の研修の中で
継続的に行われる「形成的評価」であ
り，継続的な評価を通して研修医の質
をさらに向上させようというねらいを
持つ。
　日常の診療風景を動画に撮ること
で，家庭医としてのコミュニケーショ
ン能力の向上を図る「ビデオレビュー」
や，日々の診療を振り返りながら，次
の診療に役立てていく「省察記録（Re-
fl ectionと呼ばれる）」がその一例であ
る。また，指導医との「症例ディスカ
ッション」や，子宮頸部細胞診（パッ
プスメア）などの「手技評価」，先輩
や後輩医師をはじめ，一緒に働く看護
師や受付のスタッフから受ける「多元
フィードバック」も，WPBAに含ま
れる。
　その他，患者，指導医からの評価も
含め，全データが各研修医の「電子ポー
トフォリオ（ePortfolio）」としてオン
ライン上に記録される。このポートフ
ォリオは毎年，基本的に研修プログラ
ム責任者 1人，GP trainer　1―2人，地
域住民（患者代表）1人からなる委員
会で審査され，ポートフォリオ上で一
定以上の評価に達しない者は，次の年
次には進めない仕組みである。

医療を変える
プライマリ・ケアの可能性

　今後，社会の高齢化が進展し，限ら
れた医療・財政資源の中で，より良質
で効率的な医療を実現するために，近
年見られる世界的潮流は「病院から地
域へ，治療から予防，健康維持・増進
へ，医療単独からチームケアへ」とい
うパラダイムシフトだ。これは，疾患
中心の病院医療から患者中心の地域・
コミュニティ医療への移行であり，診
療所をベースにしたプライマリ・ケア

重視の医療サービスへの転換である。
　むろん，稀な病気や重症の患者を診
る場合や，高度な検査，先進的な治療
を受ける場合は病院医療が引き続き必
要になるが，高齢化の問題を抱えてい
る主要国では，高次の医療を必要とし
ない，日常よくある急性・慢性的問題
に対し，予防も含めて，適切に対応す
る地域医療の構築が，自然発生的でな
く，システムとして構築されつつある。
そのシステムの中でも，複数の健康問
題を持った患者に対して，包括的で継
続的，かつ効率的に対応するコミュニ
ティ医療のリーダー，「プライマリ・
ケアの専門医」は，なくてはならない
存在だ。良質な医療を提供しながら，
不適切な検査，投薬，入院といった望
ましくない，過剰な医療から患者を守
り，医療の質，財政ともに健全なシス
テムの構築を，「地域医療包括ケア」
の中核となるべき医療者の登場を，今，
時代が求めている。
　英国で地域・コミュニティ医療に従
事する日本人医師として，英国 GPの
新しい専門医教育，認定試験を紹介す
ることで，今なお医療改革の模索を続
ける祖国に，今後の家庭医療専門医教
育の新たな視点やヒントを提供できれ
ば幸いである。

●註
プライマリ・ケアを専門とする医師を，英国
では「General Practitioner」，北米では「Family 

Physician」と表記する。診療科はそれぞれ
「General Practice」「Family Practice」となる。
日本では「総合医」「総合診療医」「家庭医」
など複数の名称が使われていたが，昨年末，
厚労省「専門医の在り方に関する検討会」に
おいて「総合診療医」に統一する方針がおお
むね決定した。

●文献
1）澤憲明．これからの日本の医療制度と家
庭医療．第 4章 英国の医学教育と家庭医の
育て方．社会保険旬報．2012；2497：32―
40．
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友彦，若山隆，葛西龍樹．英国家庭医学会の
新しい専門医教育・認定制度から見える日本
の課題．日本プライマリ・ケア連合学会誌．
2011；34（4）：308―16．

●澤憲明氏
英国での高校課程を
経て，2007年レスター
大（前レスター大／
ウォーリック大）医
学部卒。初期研修プ
ログラムに従事した
後，2012年英国家庭
医療専門医教育およ
び認定試験を修了。

同年より家庭医として働き始め，現在は英国
ヨークシャー州の診療所に勤務。最近の論文
に「これからの日本の医療制度と家庭医療」
（社会保険旬報），「プライマリ・ケアで変わる
日本の医療」（構想日本）がある。本年 1月
放送の NHK「視点・論点」に出演（NHK解
説委員室ブログ http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-
blog/400/144343.html）。

寄
稿

澤 憲明　英国General Practitioner註），家庭医療専門医

英国の新しい家庭医療専門医制度
その研修と選抜（後編）

●図  家庭医療専門医試験の構成
ミラーの能力ピラミッドに基づき作成

自信をもって医療を提供するために、最低限必要な法知識をまとめた医療者必読書

医療法学入門
大磯義一郎
浜松医科大学医学部教授／加治・木村法律事務所

加治一毅
加治・木村法律事務所

山田奈美恵
東京大学医学部附属病院総合研修センター・特任助教

A5　頁260　2012年 定価3,990円（本体3,800円＋税5％） [ISBN978-4-260-01567-7]

医療現場がわからない法律家、何が「適法」
で何が「違法」かがわからない医療者。本
書は、すれ違う両者に医療の現場に即した
「医療法学」を提案し、相互理解を促す。
「なぜ医療法学なのか」から説き起こし、
「刑事責任」、「行政責任」、「民事医療
訴訟」は医師と弁護士両方の資格をもつ著
者らが解説する。訴訟に萎縮することなく
医療を提供し続けるために、全医療者が知
っておくべき法知識をまとめた入門書。



佐藤　健太
北海道勤医協札幌病院内科 

「型」が
身につく
カルテの
書き方

「型ができていない者が芝居をすると型なしに
なる。型がしっかりした奴がオリジナリティを
押し出せば型破りになれる」（by立川談志）。
本連載では，カルテ記載の「基本の型」と，

シチュエーション別の「応用の型」を解説します。

そのトラブルには理由（わけ）がある

医療事故の舞台裏 25のケースから学ぶ日常診療の心得

長野展久
東京海上日動メディカルサービス医療本部長

A5　頁272　2012年 定価2,625円（本体2,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-01663-6]

保険会社顧問医である著者が、実際の医療
紛争事例を臨場感溢れるドキュメンタリー
風のケースストーリーにアレンジし、なぜ
トラブルに至ったのかを丁寧に解説する。
医療紛争の具体的な再発予防策も提示。臨
床医であれば誰でも遭遇しそうなケース
25話を掲載した。難解な法律用語の解説
コラムも充実。好評を博した総合診療誌
『JIM』、内科総合誌『medicina』での
連載をもとに、全面書き換え・書き下ろし
を加え書籍化。

医療事故の当事者になる前に、ぜひ読んでおきたい「リスクマネジメントのABCD」！

研修医のための

リスクマネジメントの鉄則 日常臨床でトラブルをどう防ぐのか？

医療訴訟などの医療紛争は日本でもめずら
しくはなくなった。しかし、そのような事
故をどう予防し、いざ事故が起こった際に
どう対応するかについては、十分な教育が
行われているとはいいがたい。本書は、ま
だ臨床経験の乏しい研修医のために、医療
現場におけるリスクマネジメントの基本を
わかりやすく記したもの。日米の問題症例
を紹介しつつ、明日から役立つ具体的なア
ドバイスを伝える研修医必読の1冊。

田中まゆみ
田附興風会医学研究所北野病院総合内科部長

A5　頁168　2012年 定価2,625円（本体2,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-00439-8]

❶ 適切な対症療法よりも，不安を解消できる原因
説明が必要と推測できる。
❷ 患者中心のプロセス（PtC）。患者背景が見え，
真の受診理由が見える。
❸ 医師中心のプロセス（DrC）の現病歴（第2講
参照）。疾患の診断に必須。
❹ 既往歴・家族歴等の周辺情報は，本来は専用の
記載欄に書き出したほうがよい。書式の穴埋め
だけで済み短時間で書ける，毎回得た追加情報
を書き足しやすい，参照したいときに長年蓄積
した経過記録から探し出す手間がなく便利。

❺ 全身状態ではDrC の重篤感と，PtCの雰囲気に
関する情報も記載する。

❻ 急性疾患による一過性の問題は，仮プロブレム。
❼ 一時的な不安のため仮プロブレム。総合プロブ
レム方式では心理・社会的問題はプロブレム扱
いしないが，外来患者の関心傾向やPCI の考え
方からは健康管理上重要な問題点はすべて扱っ
たほうが良い。

❽ 重要かつ継続的な問題であり，正式プロブレム。
健康関連行動（喫煙・アルコールや運動・食事
習慣など）もプロブレム扱いしたほうが良い。

❾ 予防プラン（Px：第 4講参照）。患者中心のプ
ロセスで見つけた軽い体調不良や，将来の健康
維持への不安を具体的な介入に変えるために，意
識的に記載したほうが良い。
10 教育プラン。伝えた内容だけでなく，患者の反
応まで記載したほうが良い（渋々うなずいた場
合と笑顔で受け入れた場合で次回の対応はかな
り異なる）。
11 ネクストプラン。今回の診察内容を確実に次回
に引き継げるように記載する。

カルテ記載例
患者：54歳　女性　当院初診
#　主訴：咳，受診理由：レントゲン検査希望❶
S　咳がしつこい気がするので，レントゲンを撮ってほしい。先月亡
くなった叔父の肺癌の初期症状と似ている。家計も厳しいが娘は
まだ高校生で倒れるわけにはいかない。タバコも体に悪いとは思
っている。❷
　　2日前の昼過ぎに鼻汁・咽頭痛が，夜には咳と微熱も出現。1日
前には倦怠感や食思不振も出現。痰は少量漿液性，深吸気でも咳
嗽増悪や胸痛誘発なし。職場で風邪が流行中。❸
　既往歴： なし。3か月前の検診での胸部Xp正常と言われている。
　家族歴： 叔父が肺癌，祖父が大腸癌。父が高血圧・心不全。
　生活歴：機会飲酒。喫煙20本／日×34年。パートでレジ打ち業務。
　　　　  56歳の夫（タクシー運転手），15歳の長女と3人暮らし。

❹
O　全身状態：重篤感なく，すっと歩いて入室し会話内容も明確だが，
不安げで思いつめた表情で話している。るいそうなし。❺
　バイタル：JCS0，BP138／86，HR84・整，RR18，SpO2 97
％（室内気），BT 37.6
　結膜充血・貧血・黄疸なし，咽頭発赤軽度，浅頸リンパ節複数触知，
鎖骨上リンパ節触れず。気管支・肺胞呼吸音左右差なく，

wheeze・crackles聴取せず。
A
#a．急性咳嗽❻
　特に基礎疾患のない50代女性の鼻・喉・咳症状。全身状態良好で
胸部異常所見を伴わない。
　Defi nite：急性上気道炎→特に矛盾はしない。
　Less likely： 異型肺炎は否定できないが経過をみて判断する。
　Unlikely： 肺癌のリスクあるが，経過・検診結果から可能性低い。
#b．肺癌への不安❼
　不安定な家計に身内の不幸が加わり不安が強まったようだ。病的な
不安神経症・うつ病の印象はなく，理解力も良さそう。
#1．喫煙❽
　肺癌に限らず悪性腫瘍や心血管疾患のリスクがあり，現時点で最も
健康への影響が大きい。幸い＃a/bから禁煙への関心が高まっている。
P Dx） 検診結果を取り寄せ，今後の症状経過もみて検査を相談。
 Tx）解熱鎮痛薬・鎮咳薬での対症療法。
 Px） まずは1週間の禁煙を提案→前向きに同意された。❾
 Ex） 診断とその根拠について丁寧に説明し，喫煙の影響や，経過

次第で肺精査も行う見通しを説明→安心された様子10
 NP） 咳の改善や禁煙の成否を確認。取り寄せたXpも見て，肺

Xp・CTや禁煙治療の相談を行う11。
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　今回からは「診療所」や「病院の内
科外来」（以下，両者をまとめて「外来」
と表記）におけるカルテの書き方につ
いて解説していきます。第 8講では急
な体調変化で受診した患者の「初診外
来カルテ」，第 9講では慢性疾患で定
期受診した患者の「継続外来カルテ」
について解説します。
■病棟や救急と，外来の違い
　外来研修のない研修病院では病棟や
救急との違いをイメージできず，カル
テの書き分け方も見当がつかないと思
います。以下に，急性期病棟・救急・
外来の違いを図示します。 

　外来は時間の制約がかなり厳しい上
にプロブレム名が事前に定まっていな
いため，Problem oriented systemで丁
寧にカルテを書く研修医ほど戸惑いや
すい傾向にあります。また患者の関心
が他の診療場面と大きく異なることも
重要です。1000人の住民の受療行動
を 1か月間観察した Fukuiらの研究 1）

では，何かしらの症状を訴えた地域住

外来 救急 病棟
診察・カルテ記
載に使える時間

分単位
（短い）

分～時間
単位

時間～日
単位

事前情報・プロ
ブレムリスト ない ない ある

患者の重症度 軽症 重症 重症

患者の関心 不安→安
心・納得

苦痛→緩
和・救命

疾患→診
断・治癒

民 862人のうち実際に医師を受診する
のは 307人（約 3分の 1）しかいない
ことを示しており，確かに筆者自身も
並大抵の症状では仕事を休んで病院を
受診しようとは思いません。つまり，
救急に駆けこむほど重症でもないのに
外来を受診した時点で「“本人なり”
の受診に踏み切る“事情”がある」こ
とが多いため，正しい診断とその根拠
の説明だけでなく，「受療行動」を引
き起こした“事情”の把握と対応まで
もが求められます。
　このように，事前情報のない患者に
対して，より短い時間で，「医学的に
正しい診断や治療」と「患者が納得し
安心できる説明」が求められており，
他の診療場面に比べると外来診療は難
易度が高いと考えられます。
■患者中心の医療面接（Patient―centered 

interviewing：PCI）
　このような厳しい要求に応えられる
「外来カルテ」記載法を学べる教科書
は見当たりませんが，医療面接法の
PCIを応用した型はかなり有用と感じ
ています。PCIは誰でも習得可能で，
患者満足度向上・症状軽減・アドヒア
ランス向上などのエビデンスがあり，
しかも診察時間は長くならないとされ
ています。実際にこの記載法で研修医
に外来指導を行うと，短時間で適切な
診察とカルテ記載を行えるようにな
り，患者満足度も非常に高い印象があ
ります。
【PCIのポイント】
●「患者中心のプロセス（Patient cen-

tered process　:　PtC）」から始まり，「医

師中心のプロセス（Doctor centered 

process　:　DrC）」に移行する。
● PtCは診療全体の 1―2割を占める
が，重症・緊急の場合は DrCの割合
が大きくなり，外来のような軽症・慢
性の場合はPtCの割合が大きくなる。
●DrCでは医学的診断のために現病
歴・既往歴・家族歴などの聴取を行
うが，PtCでは受診に至った“事情”
を理解するために「患者が重要視す
る“関心事”（診断に直結しない脱線
話）」や「表情や態度で表現された“感
情”」などを把握する。

　詳しい実践方法は参考文献 2）に譲り
ますが，PCIによって何を伝えれば患
者が安心するのかがすぐわかります
し，医師・患者関係が良くなることで
DrCにかかる時間も短くなるため，外
来の特徴に合わせたカルテ記載を行う
ことができます。
■以上を踏まえた，外来診療のための「基
本の型」の応用

● #欄：診察内容を最初につかむため
必ず 1行目に記載。またプロブレム
名は決まっていないので，医学的診
断のための「主訴」と，事情把握の
ための「受診理由」も併記する。
● S／O欄：PtCの情報は Sで「セリフ
をそのまま」書き，Oで「表情や雰
囲気などの視診情報」を記載。DrC

の情報は Sで「医学用語に置き換え」
て「単語」で羅列し（短時間で書け，
後で読み返すときのノイズも少な
い），Oでは「重篤感とバイタルサイ
ン」は必ず記載し，その他の所見は

診断に有用なものに絞る。
●A欄：急性疾患などの一時的な問題
は「仮プロブレム名（#a）」をつけ，
慢性疾患や生活習慣など継続的な問
題は「正式プロブレム名（#1）」を明
記する。プロブレム名なしのカルテ
に比べて，複数の問題があっても混
乱しない，番号を次回診察に引き継
ぐことで一貫性のある診療ができる，
一時的な軽い問題の軽視や背景に潜
む問題の見落としも防げるといった
メリットがある。
● P欄：今行うプランだけでなく，「次
回受診時に行う計画（Next plan　:　
NP）」も記載する。次回診察開始前
に P欄を読むことで，診療時間の短
縮や，かかりつけ医として患者に「い
つもの話が通じる安心感」を提供す
ることができる。

　以上を踏まえて，カルテ記載例を読
み，具体的なイメージをつかんでくだ
さい。
　次回は慢性疾患を持つ患者の定期受
診時に，標準的な疾患管理と健康増進
を行い，かつ自分自身の学びにも活用
できる，「問題リストを軸に据えた継
続外来カルテの書き方」を提示します。

参考文献
1）Fukui T , et al. The ecology of medical care in Ja-

pan. JMAJ. 2005　;　48（4）　:　163―7.

2）ロバート・C.スミス著，山本和利訳 .エビデ
ンスに基づいた患者中心の医療面接 .診断と治療
社；2003.

 第8講 
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初診外来
カルテの
書き方
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医学生，研修医はもちろん，
看護・薬学生にも役立つ一冊

↗

書 評 　 新 刊 案 内

カラー図解
これならわかる薬理学　第2版
Pocket Atlas of Pharmacology, 4th Edition
Heinz Luellmann，Klaus Mohr，Lutz Hein●原著
佐藤 俊明●訳

A5変・頁400

定価6,720円（税5％込） MEDSI

http://www.medsi.co.jp/

評 者  中谷 晴昭
 千葉大大学院教授・薬理学／医学研究院長・医学部長

　医学の進歩は速く，医学生に求めら
れる知識は加速度的に増加している。
薬理学においてもそれは例外ではな
く，50年前の医学生に比して，10倍
以上の知識が要求され
ている。それは，この
間に多くの疾病の病態
生理が明らかにされ，
その治療薬が開発されてきたことのた
めにほかならない。
　薬理学の教科書としては，世界的に
有名なグッドマン・ギルマンのテキス
トブックをはじめ，わが国においても
充実したものが多数存在する。しかし，
医学生という初修者にとって，すべて
の薬理学の知識を理解し，記憶にとど
めることは，かなり困難であることは
否めない。その重要なエッセンスを選
択して，一目で理解し記憶として残す
のには，本書のように「図解」とする
のが薬理学全般を理解する上でも最も
優れた方法の一つであろう。
　もう一つの本書の特徴は，疾病の病
態とそれに対する薬物の作用点を的確
に図示している点である。多くの薬理
学の教科書の図は，薬物の化学構造を
示すことが多いが，本書では，臨床的
にも重要な病態生理を症状との関連で
図示し，その上で薬物の作用点，作用
機序をわかりやすく図解して見せてい
る。やはり，ドイツの医師である 3人
の著者が臨床での薬物治療を意識しな
がらまとめた教科書であるからこそ，
可能となったものと思われる。
　本書は第 1版から図の多くが改訂さ
れてさらに充実し，かつ理解しやすい
ものとなっている。また，本書は薬理
学の総論，各論，代表的疾病の治療と

いう 3部構成となっている。実際の臨
床現場では単一の疾病であっても，種
類や作用機序の異なった薬物を複数併
用することもまれではない。それを意

識し，最後の部で代表
的疾患の薬物治療をま
とめて示してあるのも
ありがたい点である。

このように，本書は医学生のみならず，
卒業後の研修医，看護，薬学の学生に
も役立つ教科書あるいはその理解を助
ける副読本的に利用できる書と考えら
れる。
　訳者の佐藤俊明氏は千葉大医学部薬
理学で准教授を 8年間務め，彼の教育
は学生にとっても非常にわかりやすい
と評判であった。一般に和訳すること
で，表現的にわかりにくくなることも
まれではないが，本書では医学部にお
ける広範にわたる薬理学講義を担当し
た佐藤氏ならではの和訳と記述がなさ
れており，わかりやすい書となってい
る。また，海外では使用されているが
わが国で使用されていない薬物につい
ては，記載方法が工夫され明確になっ
ており，現在のこの分野に詳しい訳者
ならではと思われる点も，高く評価し
たい。
　薬理学は解剖学・生理学・生化学と
いった純粋な基礎医学と内科学を中心
とした臨床医学の間に位置し，それを
つなぐ学問である。薬理学を学べば，
基礎医学も臨床医学も同時に理解する
ことになる。「治療」に直結する薬理
学を学ぶことは医学において重要であ
り，将来医療に携わる学生諸君には役
に立つ一冊となるであろう。

標準生化学
藤田 道也●著

B5・頁368

定価5,250円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-00801-3

評 者  畑 裕
 東京医歯大教授・病態代謝解析学

　「標準生化学でなく非標準生化学だ
というそしりを受ける覚悟である」と
著者は決意を述べられている。医学書
院の標準シリーズといえば，医学生向
けの正統的教科書の印
象が強い。評者が医学
生であった三十年近い
昔もその位置付けは確
固としていた。そのシ
リーズに『標準生化学』
が装い新たに加わっ
た。白を基本とするす
っきりした装丁は，掃
き清められた禅寺の白
砂にも似て清浄で書店
の棚で目を引く。そし
て，手に取ると，いき
なり「非標準生化学」
とあって驚かされる。
「医学部の授業はただ
単に年度末に単位を認
定するためのものであってはならな
い。授業で最先端の研究の息吹に接す
ることが学生を刺激し医学への情熱を
掻き立たせるのだという信念に導かれ
て本書を執筆した」と，「序」には著
者の熱い思いがほとばしっている。
　一変したのは装丁だけではない。標
準シリーズには同著者による『標準分
子医化学』があり好評を博していたが，
あえて，その前身を捨て去り「これま
でにない生化学教科書」として新しく
書き起こされている。単独執筆に移行
したのは大英断だ。優れた教科書の条
件はいろいろ考えられるが，一人の著
者が初めから終わりまで書き通してい
る教科書には良書が多い。医学の進歩，
情報量の増大により，医学生に伝える
べき内容は複雑多岐になっている。ど
んなに博学な著者であってもすべてに
精通するのは難しい。複数の専門家の
参加が求められる。しかし，複数の書
き手の介在は，複雑な情報を整理して
わかりやすく伝達する上では，ともす
ると障壁になる。このジレンマを，一
人の著者が第一稿をすべて執筆し，そ
の後，二十八名の執筆協力者が査読し
修正して完成させるという，コロンブ
スの卵のように単純で画期的な方法で
克服している。長年，生化学領域で活

躍されてきた著者だからこそ取り得た
方法かもしれないが，今後の教科書を
作成する上で大いに参考にすべき手法
だ。

　さて，そうして出来
上がったのが，この『標
準生化学』だ。全体
300 ページ，『標準分
子医化学』に比べ，大
分，軽量化した。教壇
から語りかけるような
文体は読みやすく頭に
入りやすい。単独執筆
の功だ。評者は医学生
に「何か一冊，教科書
を購入して通読するよ
うに。学生時代に読ん
だ教科書を手元に残し
ておくと，後日，必ず
役に立つ」と勧める。
医師として勤務する多

忙な日常の中で，あいまいになった専
門領域以外の知識を新たにしたいと
き，学生時代の教科書は，夜道の提灯，
霧の海の灯台のようなよりどころにな
ってくれる。ところが，インターネッ
トから情報を落とせるようになったせ
いか，教員が親切すぎてプリントやパ
ワーポイントを配布するせいか，最近
の医学生は成書を携えない傾向があ
る。本書は，分量的にも，読みやすさ
においても，価格の面でも，医学生が
教科書として手元に置きやすそうだ。
　医学生に限らない。本書は一義的に
は医学生を対象に書かれているようだ
が，医学生でなくても「最先端の研究
の息吹」は「医学への情熱を掻き立て
る」はずだ。理学部，薬学部，農学部
などの学生も手に取ってほしい。現在
の日本では，医学部基礎系教室が医学
科出身者を大学院生，スタッフとして
集めるのが難しくなっている。この傾
向は今後，ますます強まると懸念され
る。そのときに活躍してほしいのは，
医学生以外の関連学部出身者だ。アメ
リカの医学部のように，医師免許を持
たない研究者が半数を占めて指導的な
役割を果たすようにならなければ，す
そ野の広い医学研究は維持できない。
　著者「序」には「『代謝』と『細

著者の熱い思いが込められた
優れた教科書の誕生
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解剖学と臨床症候を橋渡しする，
多様な立場の読者に有用な書

↘

神経解剖集中講義　第2版
ジェームス D. フィックス●原著
寺本 明，山下 俊一●監訳
秋野 公造，太組 一朗●訳

B5・頁264

定価3,780円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01491-5

評 者  伴 信太郎
 名大大学院教授・総合診療医学／日本医学教育学会理事長

　『神経解剖集中講義 第 2版』（原著
“High-Yield Neuroanatomy 4 th Edition”）
は，実に丁寧に作り込まれた本である。
それは原著にも翻訳にもいえる。恐ら
く原著に触発された
翻訳者が，翻訳に際
して労を惜しまなか
った結果このような
単なる翻訳書にとどまらない，工夫に
満ちた本として仕上がったものと思う。
　翻訳者は巻末に現行の「コア・カリ
キュラム対応表」を付け，原書には含
まれない解説を付し，さらにはわが国
の臨床統計を追記している。これは並
大抵なことではない。翻訳者および監
訳者の真

しん

摯
し

な取り組み姿勢に心からの
敬意を表したい。
　さて，その内容であるが，米国の医
学生の USMLEのテキストとして最も
よく読まれているものであるというの
も十分にうなずける。神経解剖と臨床
の記載のバランスが絶妙である。全体
は 24章からなるが，図や画像がふん
だんに使用され，「臨床との関連」の
項目がある，さらにはほとんどの章に
「Case Study」が用意されている。「臨
床との関連」は既に臨床に従事してい
る人にとって有用であるのみならず，
神経解剖を学ぶことを目的とする人に
とっては，その実用性を感じさせるの
に極めて有用である。「Case Study」は，
学生・研修医・若手医師にとって勉強
になるのみならず，臨床指導医にとっ
ては，臨床問題の作問の仕方の参考に
もなる。

　例えば，顔面神経の項（「11章　脳
神経」の中にある）では，解剖学的な
概説の次に「臨床との関連」として
　1．表情筋の弛緩性麻痺

　2．角膜反射の消失
　3．味覚の消失
　4．聴覚過敏
　5．ベル麻痺

　6．ワニの涙症候群
　7．核上性（中枢性）顔面神経麻痺
　8．両側性顔面神経麻痺
　9．メビウス症候群
が挙げられ，それぞれ簡にして要を得
た説明が加えられている。
　本書の利用の仕方は，読者のさまざ
まな立場によって多様であろう。
USMLEを受験しようとする人の参考
書として，本書の本来の目的に使うこ
とももちろん可能であるが，日常の臨
床で神経系の問題を考えるときの参考
書として解剖学と臨床症候を橋渡しす
る本書は，研修医からベテランの医師
に至るまで非常に利用価値が高い。
　もちろん臨床問題については，臨床
の文献を読んだ上で神経解剖書をひも
とく時間的余裕があれば，それがベス
トであろうが，本書は，その余裕のな
い臨床現場で働く医師，看護師，理学
療法士など幅広い医療専門職およびそ
れぞれの領域の学生の座右の書となり
得る好著として，ぜひ推薦したい。胞周期の制御』と『がん関連タンパ

ク質』」には「類書を抜く十分なスペー
スを当てた」ともある。古典教科書的
な生化学，分子生物遺伝学の項目は全
体の 6割にとどまり，残りはがんや代
謝にかかわる先端的話題に割かれる個
性的な構成になっている。だからとい
って「標準」でなくて「非標準」とは
評者は思わない。「標準」は時代とと
もに変わる。現代の医学生を対象とす
る生化学教育では，これが「標準」か
もしれない。とはいえ，先端部分を盛
り込もうとすれば常時アップデートが
要求される。「関連分野の教科書との
オーバーラップ」を避ける方針がとら
れているため，がんや糖尿病以外の疾
病との関係の記述は限定されている。
単位認定を目的とする学習を批判する

著者の本意でないかもしれないが，当
世学生気質や共用試験を考慮すると，
練習問題を望む声も上がりそうだ。定
期的なアップデート，関連教科書への
リンク，テキストへの練習問題挿入な
ど，電子書籍を利用した対応策を出版
社に講じてほしい。医学史をみると，
グーテンベルクの印刷術はベザリウス
以後の解剖学の知識普及に大きく影響
したとある。電子書籍はグーテンベル
ク以来の革命だそうだ。歴史は過ぎ去
って初めて全体像が見える。変革の最
中にいる当事者には立ち位置がわかり
づらい。昨日の「非標準」は今日の「標
準」ということもある。私たちは医学
教育における「標準」が一新される節
目に立っているのかもしれない。

日野原重明ダイアローグ
日野原 重明●著

A5・頁264

定価2,310円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01706-0

評 者  髙久 史麿
 日本医学会長／前・自治医大学長

　本書は日野原重明先生の講演録，イ
ンタビュー，座談会などを中心にまと
めたもので，話の内容は，W・オスラー
博士の数々の言葉の紹介，医学教育，
研修制度，プライマ
リ・ケア，ホスピス，
診療録，臨床疫学の在
り方，EBM，看護教育
など極めて広範囲にわ
たっている。
　日野原先生はさまざ
まなシステムを日本に
導入された医学・医療
の先駆者として，日本
で最も尊敬されている
医師である。本書を通
読して痛感したのは，
私たちが常日ごろ感じ
ている医学教育や医療
の在り方に関するさま
ざまな問題点を，1973

年の座談会「英国の医療とプライマ
リ・ケア」（J. Fry氏，紀伊國献三氏，
小林登氏）に始まり，2005年の座談
会「誰がために記録はある」（児玉安
司氏，阿部俊子氏）に至るまで，一貫
して日野原先生が指摘されておられる
ことである。「医療は scienceをベース
にした artである」ということをたび
たび強調されていることも印象深い。
　最近になってわが国では，幅広い診

療能力を持った総合医（総合診療医），
さらに総合医としての能力をベースに
持った専門医の存在の重要性が広く認
識されるようになっているが，このこ

とも日野原先生は本書
の中で繰り返して強調
しておられる。病歴の
聴取や身体所見の的確
な把握の技術を身につ
けることの重要性を指
摘し，検査中心の医療
の現況を繰り返し批判
している。私はこのよ
うな日野原先生の考え
に全面的に賛成である。
　本書は対話形式のも
のが大部分を占めてい
るため，非常に読みや
すかった。また，私がか
ねてから敬愛する先生
方が数多く登場されて

おられることもあって，楽しくかつ懐
かしい思いで読了することができた。
最初の章が「この先生に会いたい‼　
日野原重明先生に聞く」という講演録
であり，「研修医に是非読んでもらい
たい本」という関連記事も付いている
が，本書はその言葉通りの内容である。
ぜひ一人でも多くの若い医師に読んで
いただくよう，強く推薦する次第であ
る。

医学・医療の先駆者の証し
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