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■［特集］自主性引き出す実習の作り方/［寄
稿］地域で学ぶ効果と魅力を伝えるには
（高村昭輝）	 1 ― 2 面
■［寄稿］一発診断できる整形外科疾患を見
てみよう（仲田和正）	 3 面
■［取材］フィードバックで促す研修医のイン
シデント報告/［インタビュー］インシデント
報告で医師としての実力を養おう（遠山信
幸）	 4 ― 5 面
■MEDICAL	LIBRARY	 6 ― 7 面

　診療参加型臨床実習の充実が求められる卒前教育。学生の自主性を引き出し，
積極的に実習に臨める環境をどう整えればよいか。三重大では 5年次に，4週
間にわたり地域医療機関で受ける「家庭医療学（総合診療科）」の臨床実習が
必修となっている。本紙では，三重県の名張市立病院（200床）と市立伊勢総
合病院（300床）での臨床実習を取材し，学生の自主性を引き出す指導医の姿と，
それを受けた学生が学びを深める様子を紹介する。
　三重大では，6年次にはさらに 4か月の長期にわたる実習を選択できるユニー
クなカリキュラムを組む。日本初の試みとして 2014年から始まった長期臨床
実習（Longitudinal Regional Community Clerkship；LRCC）の意義について，
開始に携わった高村昭輝氏（金沢医大）が寄稿した（関連記事 2面）。

　「細菌性肺炎で入院中の 100歳の男
性，ADL低下や誤嚥がみられました。
現在は回復し自宅退院に向けて準備を
進めています」。朝 8時，名張市立病
院のカンファレンスルームで 2人の学
生によるプレゼンが始まった。前日に
自分で記入したカルテを見ながら，カ
ルテ記載の基本の型である SOAP
（Subjective data・Objective data・As-
sessment・Plan）に沿って進めていく。
「患者家族から，退院時の希望や食事
の心配はないかな？」。横でプレゼン
を聞く指導医と専攻医が，家族の介護
状況など退院後の生活を見据えながら
今後の方針を確認していく。学生は，
「ご家族は，退院後もこれまで通り固
形食の食事を希望されています。トイ
レまでの自立歩行も望んでいるため，
退院に向けて現在リハビリ中です」と
家族の希望と患者の現状を簡潔に補足
した。

初診から退院まで自分で診る

　同院で臨床実習中の学生は三重大医
学部 5年の女子学生 2人。この日は 6
月から始まった 4週間にわたる「家庭
医療学（総合診療科）」の臨床実習最終
日だ。それぞれ 2人の入院患者を担当
している。実習期間中の月曜日から金
曜日に毎朝行われるカンファレンスが
終わると，続いて病棟回診が始まった。

　「おはようございます，○○さん，
体調はいかがですか」。カンファレン
スで検討した患者のベッドサイドに出
向き，咳と痰が残っていないか，睡眠・
食事はとれているか様子を尋ねる。膝
を折り，患者と目線を合わせ大きな声
で様子を聞いていく。病室から出てき
た学生は，「高齢の患者さんの中には
耳が遠い方が多いと気付き，声の大き
さは気を付けている。実習が始まった
1週目は病室に入るのもオドオドした
けれど，今は臆せず病室に入っていけ
るようになった」と笑顔で話し，次の
病室へと真っすぐな足取りで向かった。
　医学生 2人から患者の容態について
報告を受けた指導医の近藤誠吾氏（同
院総合診療科教育研修担当部長）は，
「私ともディスカッションしながら回診
するにつれ，担当患者の様子を把握し，
説明できるようになった」と 4週間の 2
人の成長を振り返った。学生の臨床実
習を支援する総合診療科専攻医の笹本
浩平氏も，「実習初日から教えるカルテ
の書き方，プレゼンの行い方の成果が
現れている。見学ばかりだった自分の
学生時代の実習と違い，1度見せてか
ら体験させる教育方法を繰り返すうち
に，2週目終わり頃から 3週目にかけて
格段に伸びてくる」と変化を口にした。
　三重大医学部の学生が 5年次に受け
る臨床実習は，内科，外科，小児科，
産婦人科などをそれぞれ最長 4週間に

わたり回る。中でも，三重県内 14か
所の中小病院や診療所に分かれて受け
る「家庭医療学（総合診療科）」の臨
床実習は，全ての学生が 4週間必修と
なっているのが特徴だ。三重大は県内
の自治体と連携し，公立病院に地域医
療学の寄附講座を設置するなど，県全
域で家庭医療・総合診療の教育と研究
に力を入れている。
　名張市立病院での実習は，朝 8時の
カンファレンスに始まり，病棟回診，
救急外来，一般外来を指導医の指導の
下で行う。静脈採血や末梢静脈路の確
保，胃管挿入，尿道カテーテル挿入・
抜去など，厚労省が定める「医学部の
臨床実習において実施可能な医行為」
の範囲内で，手技を経験する。実習は
学生の自主性を尊重したスケジュール
となっており，診療の合間に抄読会の
準備や自習時間をフレキシブルに組め
る。また，指導医が病棟業務に掛かり
きりのとき，救急外来に出向けば別の
医師に教えてもらえるなど，病院全体

が学生を教える体制を整えている。毎
週水曜日の午後には病棟多職種カンフ
ァレンスがあり，看護師，薬剤師，リ
ハビリ専門職，管理栄養士や地域医療
連携室のスタッフらと共に入院患者に
ついてディスカッションを行うこと
で，チーム医療や退院調整の実際を体
験する。指導医の担当患者によっては，
在宅診療に同行することもある。
　1か月にわたる実習でどのような出
来事が印象に残ったのか。学生の一人
は，入院から退院まで受け持った高齢
女性の診療を挙げた。初診外来に訪れた
患者の鑑別診断を自分で挙げ，入院後
も抗菌薬の選択や投与期間を考えた。
入院中，女性のベッドサイドに出向き
会話を重ねるうちに「最初は遠慮がち
だった患者さんから，『家に帰りたい』
との本音を聞くことができ，退院時調
整の際に他職種スタッフにも共有でき
た」と振り返った。退院先である老健

（2面につづく）
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集
自主性引き出す実習の作り方
三重大医学部5年次の臨床実習の取り組みから

●写真　❶名張市立病院の臨床実習の様
子。左から専攻医，指導医，学生の 2人。
病棟で担当患者の様子を確認し，指導医
に報告。4週たつと自信を持ってベッドサ
イドに向かい，指導医とのディスカッショ
ンも活発だ。❷市立伊勢総合病院で学生と
共にカルテを確認する谷崎隆太郎氏（左
から 2人目）は，学生に積極的に質問を
投げ掛けていた。❸学生が顔面帯状疱疹
のある担当患者の神経診察を行っている
様子。ベッドサイドで接遇の基本も学ぶ。
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本広告に記載の価格は本体価格です。ご購入の際には消費税が加算されます。

これでわかる！
抗菌薬選択トレーニング
感受性検査を読み解けば処方が変わる
監修　藤田直久
B5　頁192　3,600円　［ISBN978-4-260-03891-1］

乳幼児健診マニュアル　（第6版）
編集　福岡地区小児科医会乳幼児保健委員会
B5　頁168　3,200円　［ISBN978-4-260-03935-2］

作業療法の話をしよう
作業の力に気づくための歴史・理論・実践
編集　吉川ひろみ
B5　頁256　3,600円　［ISBN978-4-260-03832-4］

Evidence Based で考える　
認知症リハビリテーション
編集　田平隆行、田中寛之
B5　頁320　4,200円　［ISBN978-4-260-03923-9］

授業を活性化するLTD
協同を理解し実践する紙上研修会
安永　悟
B5　頁168　2,400円　［ISBN978-4-260-03941-3］

開かれた対話と未来
今この瞬間に他者を思いやる
原著　Seikkula J、Arnkil TE
監訳　斎藤　環
A5　頁372　2,700円　［ISBN978-4-260-03956-7］

DELTAプログラムによる
せん妄対策
多職種で取り組む予防，対応，情報共有
編集　小川朝生、佐々木千幸
B5　頁240　2,600円　［ISBN978-4-260-03652-8］

精神疾患をもつ人を，病院でない所で
支援するときにまず読む本
“横綱級”困難ケースにしないための技と型

小瀬古伸幸
B5　頁184　2,000円　［ISBN978-4-260-03952-9］

看護医学電子辞書13
電子辞書　価格55,500円　［JAN4580492610308］

今日の診療プレミアム Vol.29 
DVD-ROM for Windows
DVD-ROM　価格78,000円　［JAN4580492610384］

今日の診療ベーシック Vol.29 
DVD-ROM for Windows
DVD-ROM　価格59,000円　［JAN4580492610407］
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　三重県名張市立病院の総合診療科立ち上げを手伝うため，私は
2012年 9月に同院に赴任しました。時期を同じくして同院は，4

週間にわたる三重大の地域臨床実習の受け入れを開始しました。
その際にスタッフで話し合ったのは，①真の診療参加型臨床実習
にする，②学生が患者さんに責任感を持つようにする，③医師は，
多職種チームの中の一員にすぎないと自覚してもらう，の3点です。
　①の真の診療参加型とは，単に診察や手技を経験させるのではなく，主治医である
指導医と看護師，その他の職種で行われるチーム医療の中で役割を持たせることです。
私たちが日常行っている診療の中で学生に正当な役割を与え，学生がいないと日常診
療が滞る状況をあえて作った，とも言えます。極めてチャレンジングな試みだったも
のの，医学教育として重要な意味を持ちます。それは，②の責任感を持って患者さん
に接することにもつながるからです。そして，毎朝行われる医師同士の医学生物学的
なカンファレンス，週に 1回多職種による医療社会的なカンファレンスについて，そ
れぞれ目的の違いを意識させながら学生自ら主導してもらうことで，チーム医療の認
識を図ることも週間のスケジュールに埋め込みました。1年後，同院は学生に人気の
実習病院になったと聞いています。
◆卒前に 4か月間の長期臨床実習を経験する意義
　何でも素直に吸収する初学者のうちに地域の実情を経験することは重要です。将来，
自分が医師として求められることを認識して研鑽を積むことは内的動機付けにつなが
り，教育学的にも有用とされます。地域の現場は純粋な医学の視点だけではなく，都
市デザイン，環境地理学，文化人類学などの要素が医療と密接にかかわっていること
を体感できる場であり，大学病院に比べ社会の全体像が見えやすいのも特徴です。し
かし，地域での教育の成果は短期間で実を結びません。海外の卒前教育では 1診療科
当たりのローテート期間が以前より延びています。
　ある国では，最初の 1年間の臨床実習は医療内容を学ぶことよりも「医師としての
態度」を身につけることを重視し，半年ごとに希望の 2診療科しかローテートしない
大学も出現しました。1年間にわたり地域で過ごす大学もあります。
　初学者はある一定期間，同じ状況下にいることで場に慣れ，本来学習すべきことに
目が向くようになります。地域に限らず大学病院も同じで，ローテート実習が短期で
あるとその学習効果は限定されてしまいます。大学に長くいて地域は短い……ではな
く，地域に長くいることで，その地域ならではの医療者へのニーズについて背景を含
めて理解できるはずです。
　三重大は 2014年 4月から，日本初の長期臨床実習（LRCC）として，県内の 3つの
病院（名張市立病院，県立志摩病院，紀南病院）にて 4か月間の長期地域臨床実習を
開始しました。4か月の期間である理由は，より地域密着の実践が期待されるのはも
ちろん，国際的に LRCCは 16～20週以上が目安とされ，学生が臨床現場で戦力に変
わるのに最低でも 1か月を超える期間が必要という論文も出ているからです 1）。現在
は三重大 6年次に選択制で行われている 4か月の LRCCを受けた卒業生が，今後どの
ような地域や診療科に進むか成果が待たれます。
　地域基盤型医学教育における真の効果と可能性は十分に示し切れていません。将来
の地域での労働力確保につながることを示す論文（文献 2など）も増えてきています
が，科学的根拠は不十分と言わざるを得ません。地域では医学生物学的なことに加え，そ
れに深くかかわる社会的要因を色濃く学べるはずです。医療者教育資源としての地域が
医学教育にどのような役割を果たすか，医療の枠組みをも越え，科学的に分析する必要
があります。地域枠の学生が地域に残らない原因は単なる制度や学生の未熟度の問題で
はなく，大学，地域，そして臨床教育に携わるわれわれが 6年間のカリキュラムの中
でその魅力と期待を伝えきれていない教育の問題も大きな要因と切実に感じています。

施設のスタッフに引き継ぐため，現地
まで付き添った際，女性は涙を流して
学生に感謝の言葉を述べたという。「初
診から退院まで一人の患者さんを自分
で診られたことで，患者さんの生活背
景や家族の希望を聞くことの大切さを
学んだ」と実習の手応えを語った。

現在の自分の到達点を知る機会

　同じ日，三重県南部の市立伊勢総合
病院でも「家庭医療学（総合診療科）」
の臨床実習最終日を迎えた男子学生が
指導医と共に振り返りに臨んでいた。
「4週間，あっという間でした」。達成
感のある表情を浮かべた学生は実習の
成果を次のように振り返った。「大学
病院の実習ではカルテを書く経験がな
かったが，どのような形式で書くかに
始まり，診断のつけ方，検査のオーダー
の仕方まで鑑別診断を頭に浮かべなが
ら自分で検討できたのがよい経験にな
った」。今後の抱負について聞くと，「プ
ライマリ・ケアの現場を体験し，全身
を診られる総合診療は面白いと感じ
た。もっと勉強が必要と痛感したので，
研修医や指導医のディスカッションに
追いつけるよう知識を増やしたい」と
表情を引き締めた。
　医学教育モデル・コア・カリキュラ
ム 2016年度改訂版には「診療参加型臨
床実習の充実」が新たに盛り込まれ，鑑
別診断を考えながら病歴聴取・身体診
察・基本的な検査を実施することが臨
床実習の目標として示されている。実
習の場を提供する施設や教育を担当す
る指導医は，学生が積極的に参加できる
実習をどう作り出せばよいのだろうか。
　同院は今年から初めて，5年生の臨
床実習を受け入れた。学生の指導医を
務める同院内科・総合診療科副部長の
谷崎隆太郎氏は，学生の自主性を引き
出すために実習初日のオリエンテーシ
ョンで必ず伝えていることがある。そ
れは，「初学者の質問や間違いを非難し
たり嘲笑したりする指導医・スタッフ
は当院に 1人もいない。心理的安全が
確保された場で実習が行われる」とい
うことだ。以前，4年間勤務した名張市
立病院時代から学生に伝え続けている。
　谷崎氏は学生の気質について次のよ
うに指摘する。「間違えずに 100点を
取ることを評価されてきた学生は，間
違えるのは悪いことだと思い込んでい

（1面よりつづく） る。だから，間違いを犯さないよう発
言や行動を控え消極的になってしま
う。結果，何事にも挑戦しなくなり，
学習効率が極めて低下する」。そこで
「間違いは悪いことではなく，まして
失敗や恥でもない，現在の自分の到達
点を知る貴重な機会だと伝えている」
と熱く語った。
　学生の回診に付き添う谷崎氏は，廊
下の移動中や外来の合間の短い時間
に，繰り返し学生に質問を投げ掛けて
いた。「次の患者さんは腹腔穿刺の処
置があるよ。手技をする際に大切なこ
とは何だろう？」。処置室に向かう廊
下を歩きながら学生が「手順を覚える
ことと……」と思案していると，「そ
うだね，あとは準備物品が言えること
と，起こり得る合併症が言えること。
この 3点は他の手技でも必ず役立つか
ら覚えておこう」とフィードバックで
知識を補っていた。
　積極的に問いを発する狙いはもう一
つある。それは学生の疑問力を鍛える
ことだ。谷崎氏は，「既に答えがわか
っている問いに素早く正解するだけで
は不十分。答えがあるかどうかもわか
らないような臨床疑問に対し，自ら問
いを立て，自ら調べる過程を学生のう
ちに経験してほしい。何でも疑問に思
うことが大切なので，心理的安全が担
保された状況でどんどん疑問を発して
ほしい」と語り，さらにこう期待を込
めた。「疑問を持って実習に臨めば，4
週間の間に学生はぐんぐん伸びる」。

＊
　プライマリ・ケアの現場で診察の基
本や患者への接遇を実践し，さらに患
者の暮らしを考えた退院調整なども体
験しながら，家庭医療学を学ぶ三重大
の 4週間にわたる臨床実習。学生は患
者のファーストタッチにも臆すること
がなくなり，自ら病棟の患者の様子を
確認しに出向き，指導医に状況を報告
できるまでに成長する。長期間の実習
中に谷崎氏が「学生も病院スタッフの
1人」と伝えているように，主体性あ
る診療参加型の臨床実習が学生の自己
効力感を芽生えさせ，さらなる学習意
欲を育むことにつながる。
　三重大は 5年次の 4週間の実習に加
え，さらに 6年次に前出の名張市立病
院など地域の医療機関で 4か月間にわ
たり研修を受ける LRCCを選択でき
る。全国的にも先進的な取り組みが今
後，地域医療を担う医師の育成にどう
貢献するかにも期待が集まる。

地域で学ぶ効果と魅力を伝えるには
高村 昭輝 金沢医科大学医学教育学講座講師

●たかむら・あきてる氏／1998年富山医薬大医学部卒。2008年豪フリンダース大教育学修士（臨
床医学教育）修了。09年より同大の Rural Clinical Schoolに教員として勤務後，12年三重大医
学部伊賀地域医療学講座講師。14年より現職。

●参考文献
1）Acad Med. 1993［PMID：8397632］
2）Rural Remote Health. 2001［PMID：15869365］
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　私が研修医の時，天竜川上流の僻地
診療所での診療を初めて見学しました。
何より驚いたのは，膝の痛みや腰痛，
四肢外傷など整形外科疾患の多さでし
た。内科，小児科，整形外科の 3科がわ
かれば僻地で遭遇する疾患の 8～9割
に対応できるなというのが実感でした。
　整形外科の知識はプライマリ・ケア
や救急室では必ず必要とされます。診
療所では腰痛，膝の痛みは極めてあり
ふれた疾患です。また米国の医療訴訟
で多いのが骨折の見逃しなのです。本
稿では一瞥しただけで診断できる整形
疾患を 5つ紹介します。写真をよく見
て暗記してください。覚えていれば必
ず役に立ちます。

❶ 橈骨遠位端骨折（コレス骨折）はフォー
ク状変形

　コレス骨折は小児と老人で多い疾患
です。手掌をついて橈骨遠位端が背側
に転位するため写真 1のようなカーブ
ができます。正常ではこのカーブは決
してありません。自分の手首とよく比
較してください。このカーブがあれば
コレス骨折とほぼ確定できます。手指

●なかだ・かずまさ氏
1978年自治医大卒。静
岡県立中央病院にて全科
ローテート研修。浜松医
大麻酔科，静岡県国民 
健康保険佐久間病院外
科・整形外科，自治医大
整形外科大学院，静岡県
島田市民病院整形外科を
経て，91年より現職。近著に『整形画像読
影道場』（医学書院）。座右の銘は「常に目の
前のことに全力を！　Carpe diem！」。

寄　稿

	 　仲田　和正　西伊豆健育会病院院長

一発診断できる整形外科疾患を見てみよう

【怒涛の反復】
・ 橈骨遠位端骨折はフォーク状変
形
・ 肘関節脱臼は肘後方のくぼみ
・ 肩関節脱臼は肩章サイン，また
上腕長軸が内側にずれる
・ 肩鎖関節脱臼はピアノキーサイ
ン
・ 大腿骨骨折は患肢外旋・短縮
・ 股関節脱臼は患肢屈曲・内転・
膝の高さが低い

❷ 肘関節脱臼／上腕骨顆上骨折は肘後方
にくぼみができる

❹大腿骨骨折は患肢の外旋・短縮に注目

❸ 肩関節脱臼は肩章サインと上腕長軸の
内側への変異。肩鎖関節脱臼との違い
に注意

❺股関節脱臼は患肢の屈曲・内転

　写真 4上は右大腿骨骨折です。右下
肢が外旋かつ短縮しています。この「外
旋・短縮」を見つけることがポイント
です。大腿骨頸部骨折，大腿骨転子間
骨折でも同様に「外旋・短縮」を起こ
します。ボーっと見ていると気が付き
ません。
　鼠頸部を痛がっている老人で「外
旋・短縮」があれば大腿骨近位部骨折

　肘関節脱臼は手掌をついて肘頭が後
方へ脱臼するため写真 2のようなカー
ブが生じます。このカーブがあれば肘
関節脱臼，あるいは上腕骨顆上骨折（肘
伸展して手をついた場合）です。

　肩関節脱臼では上腕骨頭が下前方へ
脱臼しますので，肩峰が取り残されて
肩が角ばって見えます。これを肩章サ
インといいます。肩章とは自衛官や警
察官が肩に着けているものです。左右
の肩をよく見比べてください。また写真
3Aで右上腕の長軸が左に比べて内側
に寄っていることに注意してください。
　肩鎖関節脱臼では写真 3Bのように
鎖骨外側端が飛び出します。指で押さ
えるとピアノキーのようにポコポコ下
がるのでピアノキーサインといいま
す。一見，肩関節脱臼に似ていますが，
肩の丸みが保たれていることに注意し
てください。写真 3Aと比較のこと。

　写真 5は左股関節脱臼です。股関節
が屈曲かつ内転しています。また大抵，
骨頭は後方へ脱臼しますので患肢の膝
の高さが低くなることに注意してくだ
さい。

●写真 1　 コレス骨折のフォーク状変形

●写真 2　 肘関節後方脱臼の変形

●写真 3A　 右肩関節前方脱臼の肩章サイン

●写真 3B　肩鎖関節脱臼のピアノキーサ
イン

を疑ってかかります。
　また恥骨に聴診器を当て，指で膝蓋
骨を叩くと骨折側では音が小さく聞こ
えます（まあ，当たり前だけど）。往
診で役に立つ技術です。
　写真 4下は左大腿骨頸部骨折です。
左下肢の短縮には気付きますが，足の
外旋は気が付きにくいと思います。し
かし膝蓋骨の位置を見てください。右
に比べ左膝蓋骨のほうが外側を向いて
おり，左下肢が外旋していることがわ
かります。

●写真 5　 左股関節脱臼

をフォークの刃と考えると，丁度フ
ォークをひっくり返したような形に見
えるためフォーク状変形といいます。

●写真 4　 大腿骨骨折
上は右大腿骨骨折，下は左大腿骨骨折。両症
例とも，患肢に外旋・短縮が見られる。

外旋

短縮

外旋
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　自治医科大学附属さいたま医療セン
ターでの初期研修医対象の医療安全講
習会では，一風変わった光景が見られ
る。プロジェクターで映し出されるの
は，講習会に集まった 1年目初期研修
医が報告したインシデントの概要や各
研修医の報告件数だ（図 1）。「アルコー
ル綿禁止の患者にアルコール綿を使っ
てしまった」「別の患者に検査をオー
ダーした」「使用後の針が指に当たっ
た」「移送中にカテーテルが抜けそう
になった」「患者同士のけんかを仲裁

した別の患者がけがをした」「処方量
を間違えて，薬剤師から疑義照会があ
った」……。ささいな事故から，大事
に至る可能性があったものまで多様な
報告が紹介された。
　「今年は，研修開始からの 3か月間
で報告数ゼロ件の 1年目研修医がいま
せんでした。それに過去最高の報告数
です。ただ，繰り返しの指導にもかか
わらず，1件しか報告していない人も
います」。同センター医療安全部門の
遠山信幸氏は，インシデント報告件数

が多い研修医をたたえ，逆に少ない研
修医に対しては報告を促した。「同期
の報告と同じインシデントを，あなた
は起こさなかった？」。氏は研修医に
問い掛けた。

インシデント報告数は 
医療安全に対する意識の高さ

　年間 2万 9223件。これは同センター
の 2018年度のインシデント報告数の
総計だ。病床数の 5倍がインシデント
報告数の目標と言われることを踏まえ
れば，同センターでのインシデント報
告数は病床数の 50倍にも上り，いか
に驚異的な報告数であるかがわかる。
　医療安全管理のポイントは，個々の
職員，組織全体で医療安全への意識を
高めることだと言われる。安全文化は，
①報告文化，②正義・公正の文化，③
柔軟な文化，④学習する文化から成り
立つ。中でも①報告文化は，インシデ
ントの情報を組織全体で共有し，再発

予防に活用するために極めて重要であ
る。インシデント報告数を増やすこと
は，医療安全を推進するためには欠か
せない手なのだ。

インシデント報告数上位者は
「優秀レジデント」

　発生したインシデントが速やかに，
かつ全例報告されることが望ましいと
は言え，報告をためらう職員は多いだ
ろう。「インシデント報告＝医療従事
者に過失があった医療過誤」ととらえ，
報告によって自身が非難の対象となる
と考えたり，報告が手間だと考えたり
するためだ。この負のイメージを乗り
越え，インシデントレベルの大小によ
らず全てのインシデントの報告を促す
には何が大切なのか。遠山氏は，「イ
ンシデント報告は診療行為の一部であ
り当然の責務との意識を持たせること
が重要」と話す。氏らは啓発に力を入れ
るため，次のような取り組みを行った。

・ 全職員対象に定期的
な講習会の開催

・ インシデント報告情
報のフィードバック 

・ 中途採用医師へのマ
ンツーマンでのイン
シデント報告に関す
るレクチャー

・ システムや医療機器・
材料の不具合の発見
につながったインシ
デント報告を表彰す
る「ベストインシデン
トレポート賞」の創設 

・ 多科合同でのM&Mカ
ンファレンスの開催

・ 医療安全推進月間の
制定
　こうした取り組み

　1999年は，横浜市立大学附属病院や都立広尾病院での医療事故を契機に医療安全対
策の機運が高まったことから「医療安全元年」とも言われる。それから 20年。それ
ぞれの施設が医療安全対策に乗り出し，診療マニュアルの整備，医療安全部門専従職
員の配置，インシデント報告の電子化など，さまざまな手を打っている。
　自治医科大学附属さいたま医療センター（628床）は「インシデント報告」「研修医
教育」をキーワードに医療安全対策を進めてきた。その成果は，年間約 3万件（うち，
医師からは約 1千件）にも達するインシデント報告数に表れる。医療安全における
PDCAサイクルの起点となる重要な取り組みのインシデント報告を研修医に促す意図
は何か。なぜ，研修医からの報告が重要なのか。毎月 1回開催される 1年目初期研修
医対象の医療安全講習会を取材した。

 取材　フィードバックで促す研修医のインシデント報告

MEMO　インシデントアクシデント分類のレベル
　各施設で定める医療事故の分類基準。レベルが高くなるほど，患者への影響度が大
きくなる。一例として，自治医科大学附属さいたま医療センターにおける分類基準を
示す。
　レベル 0 ：エラーは患者に実施されなかった
　レベル 1 ：実施されたが，実害はなかった
　レベル 2 ：軽度の傷害が出たが，検査や処置は不要だった
　レベル 3a：中等度の傷害が出て，検査・処置や治療を要した
　レベル 3b：高度の傷害が出て，濃厚な処置や治療を要した
　レベル 4a：軽度の障害や後遺症が残った
　レベル 4b：中等度～高度の障害や後遺症が残った
　レベル 5 ：死亡した（原疾患の自然経過は除く）

フィードバックで促す 
研修医のインシデント報告

●図 2　全職員からの インシデント報告数の年度推移
　 2008年までの病床数は 408床。2009年に 600床規模となる。現在は 628床。イン
シデント報告数は増加し，現在はおよそ3万件と，病床数の50倍もの報告数となった。
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●図 1　2019年度に入職した初期研修医全 28人それぞれのインシデント報告件数
　 2019年 4月 1日～7月 17日までに報告されたインシデント報告数。実際のスライドで
は，誰が何件報告したかわかるよう，氏名も公開される。年間報告目標は 10件であるが，
既に達成した研修医が 2人いた。
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●図 3　 インシデントレベル別報告者の割合
　 インシデントレベルが低い（＝患者に与えた危害が比較的小さ
かった）インシデントは看護師が，インシデントレベルが高い（＝
患者に与えた危害が大きかった）インシデントでは医師が行為
主体となる場合が多い。患者安全を高めるためには，医師のイ
ンシデントを分析して再発防止に努めることが求められる。
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	 フィードバックで促す研修医のインシデント報告　取材

――インシデントを報告しやすい組織を作るために必要なことは何でしょうか。
遠山　報告システムの利便性を高めたり，報告すべきインシデントを定めたりするな
どのシステム上の工夫がまず考えられます。当センターでは責任の所在によらず，「診
療経過中に起きた患者さんにとっての不具合な事象」を全て報告してもらうようにし
ました。「起きたインシデントを報告するまでが診療行為の一環」との意識を持つこ
とも大切です。
　それ以上に大切にしているのは，インシデント報告にポジティブなイメージを持っ
てもらうことです。
――「インシデント報告」というと，始末書など負のイメージを持つ人が多いですね。
遠山　ええ。ですがインシデント報告は始末書ではありませんし，報告することで責
められるべきものでもありません。特に研修医は失敗して当然です。むしろそれを糧
にして成長するのです。インシデント報告は，いわば復習／振り返りの場です。報告
画面と向き合うことで，当該事象への反省点はないか，どうすれば防げたかを振り返
り，改善策や再発予防策を考える機会となります。安全講習会は寝ていたら終わるか
もしれませんが，インシデント報告はそうではありません。講習を 1回受講するより
もずっと効果的に，個々人の「医療安全力」を高める教育ツールになると思うのです。
　医療安全への意識を高めるだけでなく，自身の診療手技を振り返り，技術を向上さ
せるため，効果的な報告の仕方を学ぶためにもインシデント報告は有用です。当セン
ターを巣立った初期研修医に対して「腕が立つし，安全管理の意識が高い。報・連・
相をしっかり行い，コミュニケーション能力も高い」と，他施設から褒めていただく
ことがあります。
――報告文化をつくることで，副次的に医師としての実力もついてくるのですね。
遠山　はい。さらに，組織の風通しのよさにもつながります。自分の報告が，他者に
対する気付きにもなるのです。特に研修医はローテーションによって複数の科を経験
するため，各科のいいところ，悪いところを比較できます。そうした比較で見えたさ
さいな気付きも研修医からは多数報告してもらっており，改善へ働き掛けることがで
きます。ですから「報告してくれてありがとう」という気持ちで，研修医には接します。
――医療安全の要になる研修医に対してメッセージをお願いします。
遠山　研修医のインシデントや気付きの報告が施設の医療安全文化を高めるだけでな
く，組織全体にも，研修医自身にもプラスの影響を与えます。日々の診療だけでも大
変だと思いますが，今後はさらに積極的な報告を期待したいです。 （了）

が奏功し，同センターにおけるインシ
デント報告数は 10年前のおよそ 1.5
倍に上昇した（4面・図 2）。
　これらの報告内容を分析すると，医
療安全対策の課題が浮かび上がった。
それは，医師からの報告数を増やすこ
とである。インシデント報告数におい
て医師が占める割合は，インシデント
アクシデント分類のレベル（以下，イ
ンシデントレベル，MEMO）が高い
インシデントでは大きくなる（4面・
図 3）。医療の質向上のためには，医
師が関与したインシデントを把握し，
システム改善の一手を打つことが期待
される。ただ，ベテラン医師に一度根
付いたインシデント報告に対するマイ
ナスイメージを払拭し，報告を促すこ
とは難しい。遠山氏は「鉄は熱いうち
に打て。研修医の教育には特に力を入
れるべきだ」と強調する。
　研修医には，入職直後のオリエン
テーションで延べ 5時間かけてインシ
デント報告の意義や医療安全管理室の
取り組みについて講義を行う。その際，
1年間で 10件のインシデント報告を
目標にするよう伝えるという。1年目
初期研修医とは，その後も毎月 1回の
医療安全講習会で定期的に交流を図
り，インシデント報告数や報告内容に
ついて逐一フィードバックをする。年
度末には報告数上位 3人が「優秀レジ
デント賞」として表彰され，インシデ
ント報告はためらうべきものでないと
位置付けられる。2018年度の医師か
らのインシデント報告数の 38.2％は初
期研修医からの報告となり，成果が表
れ始めている。

フィードバックで 
インシデント報告の意義を強調

　研修医が抵抗感少なくインシデント
を報告できるのはなぜか。その鍵は研
修医に対するフィードバックにある。
冒頭で紹介したとおり，同センターで
は医療安全講習会の時間を利用して年
3回（7月，12月，3月）にわたり，
それまでに出されたインシデントの概
要や報告件数を 1年目初期研修医と安
全管理部門で全て共有する。
　取材当日は，2019年度入職の初期
研修医 28人にとって初めてのフィー
ドバックの機会だった。1年目初期研

修医が入職してから 3か月間に報告し
た全 110件の報告の概要がパワーポイ
ント上に示された。「疑義照会を受け
た」「針刺し」などは複数の研修医か
ら報告があり，研修医が起こしやすい
インシデントのようだ。
　インシデント報告数が最多 10件の
研修医の一人に講習会後話を聞くと，
「紹介されていたのと同じインシデン
トを起こしたが，報告しなかった。ま
だまだ報告が足りなかった」と振り返
った。フィードバックは，研修医に自
身の報告態度を振り返る機会をもたら
している。
　講習会でのフィードバックだけでな
く，研修医が報告したインシデントは
遠山氏が全てを確認し，報告者に随時
連絡を入れる。これに対して研修医は，
「インシデントにかかわった他者から
の報告と擦り合わせた上で，公正な視
点で当日中にフィードバックをもらえ
る。自分の過失でなかったと明らかに
なる場合やシステムの改善につながる
場合もあり，勉強になる」とインシデ
ント報告の意義を語った。
　同センターでは週に 1度，医療安全
管理室のメンバー全員で，センター内
のほぼ全域を巡回する。このときの声
掛けも有効だ。巡視によって無意識の
行動変容が誘引されるホーソン効果
は，医療安全においても有効性が指摘
される。現場を見て，報告者から直接
話を聞くことで，インシデント報告で
はわからなかった問題点が見えるよう
になるだけでなく，定期的に顔を合わ
せて話すことで安全管理部門と現場の
認識を同じにし，良好な関係を築くこ
とにもつながる。巡回の際には研修医
にも声を掛け，インシデント報告をし
たことへの感謝や労いの言葉を伝え，
時には報告を促す。　
　巡視が終了したらそれで終わりでは
なく，巡視後は安全管理部門から，巡
視中のチェック項目やインシデント報
告に基づいた PDCAサイクル実施状
況の確認をもとにフィードバックす
る。これらの取り組みによって，イン
シデント報告に双方向性が確保される。

＊
　同センターで，年間およそ 3万件も
のインシデント報告が集まるようにな
りわかってきたことがある。労働災害
における経験則の一つであるハインリ

ッヒの法則が医療事故にも当てはまる
可能性が見えてきたことだ。ハインリ
ッヒの法則では，重大事故 1件の背後
に 29の軽微な事故があり，その背後
には事故には至らなかった 300のヒヤ
リハット例が見られるとされる。同セ
ンターの 2018年度のインシデントレ
ベル別報告数は図 4のように，ハイン
リッヒの法則におおむね従う。
　資料を手に遠山氏は，「高度急性期
病院で全件報告をめざす場合，インシ
デントレベル 0～2を含めてどのくら
いの報告数が見込まれるかを示せるの

では」と今後の分析に意欲を示した。
　膨大な数のインシデント報告にフ
ィードバックを行い，研修医をはじめ
とした医師への徹底した安全教育体制
を構築するには，医療安全部門専従医
の配置が必要である。専従医がいる施
設はまだ限られており，それゆえ各施
設・大学における医療安全教育には大
きな差があるのが現状だ。医師のプロ
フェッショナリズムとして，生涯にわ
たり医療安全に対する高い意識を持つ
ためにも，初期研修医のうちから医療
安全教育の充実が求められる。

インシデント報告で	
医師としての実力を養おう

遠山 信幸氏 に聞くinterview 
（ 自治医科大学附属さいたま医療センター副センター長／ 
医療安全・渉外対策部長）

●図 4　 自治医科大学附属さいたま医療センターでのインシデント報告
件数は，労働災害の経験則ハインリッヒの法則におおむね従う

300 件のヒヤリハット

29 件の軽微な事故

1件の重大事故

ハインリッヒの法則

重大事故
92件

（レベル 4～5）

軽微な事故
4659 件

（レベル 2～3）

ヒヤリハット
2万 4471 件
（レベル 0～1）
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《ジェネラリストBOOKS》
整形画像読影道場
仲田 和正●著

A5・頁164
定価：本体3,600円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03833-1

評 者  志水 太郎
 獨協医大主任教授・総合診療医学

　仲田和正先生の新刊が出ました。実
は15年来ずっと仲田先生のファンです。
仲田先生といえば TFCメーリングリ
ストでの論文（NEJM，
Lancet，JAMA）レビュー
が有名です。それだけ
でなく，ベテランの整
形外科医であり，しか
も院長でいらっしゃるのに，内科や小
児科への学びのボーダレスさには憧れ
とともに，自分も総合診療医として貪
欲に学び続けたいという前進の勇気を
いつもいただいています。
　仲田先生のお名前を知ったのは
2004年発行の名著『手・足・腰診療
スキルアップ』（シービーアール）で
すが，あれから 15年がたった今年出
版された本書は，上記の本のエッセン
スを継承しつつもさらに密度の濃い，
それにタイトルどおり画像読影のポイ
ントが前景に出た非専門医のための整
形外科の新しい名著です。とにかく画
像が豊富です。仲田先生秘蔵の 2000
枚のティーチングファイルからの抜粋
とのこと，「日常診療で，この本程度
の知識があれば，さほど困らない」と
いう仲田先生のコメントは，整形外科
の X線を学ぶ者にとって大きな安心
を与えてくれます。
　本書の構成は，整形疾患の診察・フ
ィジカル技術に重点の置かれた第 1
章，そして本書のメインである部位別
の整形画像読影の第 2章からなりま
す。画像読影にとどまることなく，整
形疾患の診察のポイントも本書の 1割
以上のページを割いてまとめられてい
るため，仲田先生の教育エッセンスを
学ぶこともできます。また第2章では，
ジェネラリストに有用と思われる整形
画像が，これでもかというくらい紙面
狭しと提示されています。X線だけで
なく，シェーマや体表写真も満載で，

大変わかりやすいです。痒い所に手が
届く整形画像の指南書として，これま
で仲田先生が後進を指導される中で工

夫されてきた教育のコ
ツが多く盛り込まれて
いると感じました。中
には化膿性脊椎炎と転
移性脊椎腫瘍の画像上

の鑑別ポイント（p.78）や，腰椎穿刺
の極意（p.87）など内科的にも重要な
内容が含まれ，内科医にも広く読まれ
るべきと思いました。
　仲田先生といえば「怒涛の反復」が
代名詞ですが，本書も各章末に「怒涛
の反復」として要点がまとめられ，計
16問の章末画像問題集もあり，勉強
になります。
　ボーナストラックのように加えられ
ている仲田先生のチャーミングでウィ
ットの効いた写真（p.90，他）も素敵
です（購入してご覧ください）。仲田
先生といえば前述の論文レビューの真
面目な内容の中に挿入される，アート
に富んだ多くの逸話が印象的ですが，
本書にも魅力的なコラムが含まれてい
ます。「1枚の X線写真の背後にあっ
た壮絶な過去」（p.74）はまさにその
真骨頂で，ミッドウェイ海戦（1942年）
とそれにまつわる患者さんのエピソー
ドに深い感銘を受けました。
　このように，164ページというコン
パクトさを感じさせない，重厚さに満
ちた仲田先生の最新刊 3600円は安過
ぎます。ぜひ皆さんご購入をお勧めい
たします。
　なお，本書は医学書院《ジェネラリ
スト BOOKS》シリーズの一環として
出版されています。シリーズには他に
も魅力的な書籍が並んでいますので，
併せてお読みになると学びも大きいと
思います。

コンパクトで重厚　
プライマリ・ケアの整形画像は

この一冊！

書 評 ・ 新 刊 案 内

内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術［手術動画・
3DCT画像データDVD-ROM付］　第2版
CT読影と基本手技
中川 隆之●編

A4・頁368
定価：本体15,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03839-3

評 者  丹生 健一
 神戸大教授・耳鼻咽喉科頭頸部外科学

　内視鏡下鼻副鼻腔手術のバイブル
『内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術――

CT読影と基本手技』が 5年ぶりに改
訂され，待望の第 2版が発売された。
ご存じのように本書は
京大耳鼻咽喉科・頭頸
部外科で行ってきた手
術解剖実習をベースと
している。
　本書の特徴は，まず，
付録の DVD-ROM に
収められた 3DCT画像
を用いて，基本的な内
視鏡下副鼻腔手術に必
要な解剖のポイントを
解説し，三次元的な構
造を把握して安全な手
術計画を立てる能力を
身につけさせる。そし
て，鼻副鼻腔の構造に
基づいて安全確実に行
える「目からうろこ」の手術手技が，
経験豊富なインストラクターによりス
テップ・バイ・ステップでわかりやす
く解説されていることにある。2014
年に刊行された初版は，これから内視
鏡手術を始める専攻医はもちろんのこ
と，頭蓋底手術を行うエキスパートに
とっても必読のバイブルとなった。
　初版から 5年，本書で学んだ知識と
技術を生かして outside-inアプローチ
や endoscopic medial maxillectomyなど
の新たな手術手技が全国で行われるよ

うになり，鼻副鼻腔腫瘍や頭蓋底腫瘍
に対して内視鏡下経鼻アプローチを選
択する施設も多くなってきた。これら
の状況を反映し，第 2版では，拡大前

頭洞手術や視神経管開
放術，有茎鼻粘膜弁に
よる頭蓋底再建などの
項目が新たに増設さ
れ，頭蓋底手術に関連
する内容が充実した。
さらに，手術テクニッ
クの解説用に 2時間を
超える多数の手術動画
が付録 DVD-ROM に
収録されるなど，大き
な進化を遂げている。
まだお持ちでない方は
もちろんのこと，すで
に初版をお持ちの方
も，第 2版を購入され
ることをお勧めする。

　まずは，1章から 3章まで一気に通
読して鼻副鼻腔の解剖と手術に関する
最新のコンセプトを身につけ，続いて
第 4章の応用編に臨んでいただきた
い。通常の鼻副鼻腔手術が中心の耳鼻
咽喉科医にとっては，ここまでで十分
と思われるかもしれないが，重篤な合
併症を回避するためには，普段見慣れ
た術野の「向こう側」の世界を知るこ
とは非常に役に立つ。第 5章まで読破
されることをお勧めする。

図説　医学の歴史
坂井 建雄●著

B5・頁656
定価：本体5,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03436-4

評 者  北村 聖
 地域医療研究所シニアアドバイザー

　同級生の坂井建雄教授が 2年余りの
歳月をかけて『図説 医学の歴史』と
いう渾身の一冊を上梓した。坂井氏の
本業は解剖学である。
学生時代から解剖学
教室に入り浸りの生
粋の解剖学者である。
卒業後，それぞれの道に専念し接点が
あまりなかったが，再度会合したのが
医学史の分野であった。聞くところに
よると，ヴェサリウスの解剖学から歴
史に興味を持ったそうであるが，私が
読んだ「魯迅と藤野厳九郎博士の時代
の解剖学講義」の研究は秀逸であった。
2012年に坂井博士の編集による『日
本医学教育史』（東北大学出版会）が
出版されて以来，より親しくさせてい
ただいている。坂井博士は恩師養老孟
司先生と同様，博学であると同時に，
好奇心に満ちている。自分の知りたい

ことを調べて書籍化していると感じ
る。
　さて，本書は表題が示している通り

写真や図版が多い。特
に古典の図版の引用が
多いが，驚くなかれ，
その多くは坂井博士自

身が所有されている書籍からの引用で
ある。2次文献ではなく，原則原典に
当たるという姿勢は全編を貫く理念で
あり，それが読む者を圧倒する。まさ
しく「膨大な原典資料の解読による画
期的な医学史（本書の帯）」である。
また，史跡の写真も坂井博士自らが撮
影したものが多く，医学史の現場にも
足を運んだことがよくわかる。また，
書中に「医学史上の人と場所」という
コラムが挿入されており，オアシスの
ような味わいを出している。内容もさ
ることながら，人選が面白く，医学

過去の延長線上にある
現代を理解し，未来を見通す

内視鏡下鼻副鼻腔・
頭蓋底手術のバイブル
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医療職のための症状聞き方ガイド
“すぐに対応すべき患者”の見極め方
前野 哲博●編

B5・頁152
定価：本体2,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03695-5

評 者  狭間 研至
 ファルメディコ株式会社代表取締役社長／
 医療法人嘉健会思温病院理事長

　介護施設や在宅で，身体の不調や症
状を訴える患者さんに一人で対応せざ
るを得ない状況になり，困った方は少
なくないのではないだろうか。「とに
かく，そんなときには
すぐにドクターコール
です！」でも，もちろ
ん間違いではないし，
そのために訪問診療医
やかかりつけ医，施設
の連携医がいるわけだ
が，その対応の中でよ
く見られる 2つのパ
ターンがある。
　1つは，医師に「ま
ぁ，いいけど，こんなこ
とで電話してこなくて
もよいのじゃない？」
と言われてしまうこと
である。患者さんの苦
痛を取り除いてあげた
い一心で，かけにくい電話をかけてい
るのだが，想定範囲内のよくある症状
と判断されたときには，日常業務を中
断して対応した医師からすれば「そん
なに慌てて電話かけてこなくても，今
度の診察の時でよかったのでは？」と，
チクリと言いたくなるのもわかる気が
する。
　もう 1つは，いろいろと報告した際
に「なんかよくわからないなぁ。結局
のところ，いったい何が問題なの？　
僕はどうすればよいの？」と困惑させ
てしまうことだ。患者さんから聞いた
ことを，なるべくわかりやすい言葉で
時系列で話したつもりが，何か伝わら
ない。「まぁ，とりあえず行くよ」と
医師が診察してくれても，そんなとき
に限って患者さんの症状は嘘みたいに
落ち着いていて，「結局，私が騒いだ
だけ !?」というような経験は，誰しも
あるのではないだろうか。
　本書は，このようなパターンに陥り
がちで困っている方に，ぜひお薦めし
たい一冊である。
　症状の裏にはいったいどういうこと
が隠れているのか，そして緊急性があ
るのかないのかは，医師も毎日の診療
活動の中で考えていることだ。その背

景には，もちろん医学的専門知識が必
要であるが，その前提としてあるのは，
患者さんの話を的確に聞く病歴聴取，
いわゆる問診である。聴診や触診など

の手技と異なり，問診
は医師にしかできない
わけではない。また，
医学的専門知識は確実
に存在するが，多くの
医療・介護職が共通に
持っている疾患や症状
に関する一般的知識も
当然ある。となると，
問診の技法を学び，そ
れぞれの職種が持つ知
識と掛け合わせていく
と，症状を訴える患者
さんに，どのような対
応が必要になるのかが
おのずと見えてくる。
そして，この医療職共

通の「症状の聞き方」を身につければ，
的確な時期にわかりやすく患者の異変
を医師に伝え，迅速な治療につなげら
れるはずだ。
　本書には，問診の基本的な知識のみ
ならず，風邪症状，頭痛，呼吸困難，
動悸，胸痛など，日常現場でよく遭遇
する症状に対する具体的な質問の内容
や方法などを，個別のチェックリスト
や緊急性の判断も含めて具体的に記載
されている。本書の内容をもとに，日々
の業務をバージョンアップしていけ
ば，医師は「なるほど。そういうこと
か！　すぐ診に行こう！」と決断でき，
患者さんは「症状を言ったら，すぐに
的確に対応してくれた！」となる。結
果的に，その端緒を開いたあなたは，
医師からも患者さんからも感謝される
ことになるだろう。
　いまの日常業務に不安と行き詰まり
を感じている方には，ぜひお薦めした
い一冊である。

ジェネラリストのための
眼科診療ハンドブック　第2版
石岡 みさき●著

A5・頁216
定価：本体3,400円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-03890-4

評 者  平島 修
 徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター長

　総合診療外来をしていると，患者さ
んから「先生は専門ではないかもしれ
ないけれど……」と遠慮がちに目，耳，
皮膚などに関するさまざまな訴えを聞
くことがある。また，
夜間の救急外来をして
いると，「急に見えな
くなった」「眼外傷」「眼
異物」といったことを
経験するが，これらは
決して頻度が多いわけ
ではなく，忘れた頃に
やってくる。プライマ
リ・ケア医や救急医は
眼科医とは違い，まれ
にしか経験できない眼
疾患に，ほとんど道具
を使うことなく判断す
ることを迫られる。「正
直，無理な話である」
（心の声が叫びを上げ
る……）。
　それでも何とか道具を使いこなした
いと思い，眼科医に眼底鏡の使い方に
ついて相談してみると，「直像鏡はほ
とんど使わない」とあっさり退けられ
たりもする。ジェネラリストと眼科医
では同じ眼診療を行う場合でも，まっ
たく診療スタイルが違うのである。
　そんなとき，ジェネラリストと眼科
医の架け橋となってくれるような書籍
が登場した。本書『ジェネラリストの
ための眼科診療ハンドブック』である。
非眼科医が困りそうなツボを熟知する
眼科医が著した，ジェネラリストのた
めの救世主のような一冊である。
　本書の構成は 3部からなり，第 1部
では救急外来で遭遇しそうな眼疾患で
も，専門医対応が必要な疾患・病態に
ついて，「急ぐべきか，翌日でもいい
のか」という視点で述べられている。
第 2部では，総合診療外来で患者が眼
科医ではなく，かかりつけの先生に訴
えそうな眼症状について取り上げてお
り，眼科医ではなくても対応可能な眼

疾患についてのアドバイスがわかりや
すく解説されている。そして第 3部で
は，われわれプライマリ・ケア医も眼
科医に質問してみたい，コンタクトレ

ンズや市販の点眼薬に
関する情報がまとめら
れており，読みながら
「へ～」「そうなんだぁ」
とついついうなずいて
しまう。そして，巻頭・
巻末の見返しページで
は「かんたん眼科メモ」
として「眼の解剖生理」
「患者の年代別に頻度
の高い眼科疾患」など
を掲載しており，限ら
れた紙幅を有効に活用
したい石岡みさき先生
の熱い思いを感じさせ
る。
　本書は一度通読する
ことをお勧めする。読

者へ訴え掛けるように解説された記述
はあたかも石岡先生から直接講義を受
けている感覚になるからである。プラ
イマリ・ケア医が遭遇する眼科疾患の
ファーストタッチとしては，本書で十
分網羅できる。疾患の診断・治療だけ
ではなく，患者へどのような説明をす
るべきか，眼科医とのスムーズな連携
まで解説されており，具体的でかゆい
ところに手が届く実践的な内容である。
　通読した後は日常外来に一番近い本
棚に立てておくとよい。本書の情報を
全て頭に入れておくのは容易ではな
く，著者の配慮から，冒頭に症状に対
する鑑別診断のアプローチがフローチ
ャートとしてまとめられている。
　本書で記載されている内容は，今日，
明日にも実践できることであり，プラ
イマリ・ケアや救急の現場で診療され
る先生方にはぜひ一読をお勧めしたい。

史上の大家から市中の名医（荻野久
作など）までが取り上げられている。
　本書は 4部 26章からなっており，
第 1部は「古代から近世初期までの医
学」，第 2部は「19世紀における近代
医学への変革」，第 3部は「20世紀か
らの近代医学の発展」，そして，第 4
部は「医史学について」である。特に
2部以降の近代，現代医学史は，原典
を丁寧に読み込み，社会科学・歴史学
というより自然科学の手法でその時代
の医学を明らかにしていく姿勢が鮮明
である。
　特に第 15章「明治期の日本の医学」
の記述は巻を圧するものである。また，

第 4部は日本医史学会の理事長である
著者にしか書けないものであり，第
25章「医史学の歴史」，第 26章「現
代における医史学の課題」ともに，必
読に値する。
　歴史を学ぶことは，過去を振り返る
だけの行為ではなく，過去の延長線上
にある現代を理解し，そして未来を見
通すことである。その意味において，
本書が令和元年 5月に上梓されたこと
は意義深い。医学史といえば長く小川
鼎三博士の『医学の歴史』（中公新書，
1964）であったが，半世紀ぶりに新し
い定本ができたことを実感している。

非眼科医が困りそうなツボを
熟知する眼科医が著した，

救世主のような一冊

在宅療養支援の現場の不安と
行き詰まりを解消できる良書
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