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■［特集］言葉をつむぎ，心をつなぐ　“在宅”
言語聴覚士の仕事（平澤哲哉，古屋聡）/第
16回日本言語聴覚学会 1 ― 3 面

■［寄稿］社会性やコミュニケーション障害
の解明（熊谷晋一郎） 4 面

■［視点］スポーツ選手の健康支援に理学
療法士が果たす役割（小柳磨毅）/『総合
診療』セミナー 5 面

■MEDICAL LIBRARY 6 ― 7 面

（2面につづく）

　「おはようございます。平澤です」。
午前 9時，1軒目の利用者宅を訪れた。
「前回から 1週間経ちますね。この間，
どちらかに行かれましたか？」。居間
に通された平澤氏は，利用者と，同居
している家族に近況を尋ねる。雑談に
より和やかな雰囲気に場が包まれたと
ころで，平澤氏はにこやかな表情のま
ま切り出す。「じゃあ，今日もいつも
のようにお名前から伺っていきます
よ」。利用者が普段過ごしているので
あろう居間に，本人・家族の名前や住
所と，呼称訓練の声が響き始めた――。

継続的な支援の必要性に
突き動かされて

　平澤氏は，訪問リハを専門にする
STである。「在宅言語聴覚士」を肩書
に山梨県内で訪問活動を開始して，今
年で 14年目。医療機関に属さない“フ
リーランス”の STとして，言語機能，

構音機能や摂食嚥下機能などの回復訓
練を利用者の自宅で提供している（註
1）。現在，氏が定期的に訪問する利用
者は 20人。高齢者が多く，中心とな
っているのは失語症者で，構音障害や
摂食嚥下障害などを複合した利用者も
いる。回復期リハから維持期リハまで
にわたる訓練内容が求められるという。
　日本言語聴覚士協会によれば，有資
格者数約 2万 5千人のうち，約 75％が
医療機関に所属しており，介護保険領
域の施設に勤務するSTは約16％（図）。
近年，介護保険領域の STは増えつつあ
り，訪問リハにかかわる STもいるが，
多くは入院・入所リハや通所リハとの
兼務となるため，平澤氏のように訪問
リハに特化したSTは珍しいと言える。
　氏が STとして勤めていた病院を退
職し，現在のスタイルでの活動を開始
したのは 2002年。当時，STによる訪
問リハに対し，医療保険，介護保険な
どの制度的な保障がなかったころであ

る（註 2）。なぜ，そうした時期にあっ
て，平澤氏は活動拠点を生活の場に移
したのだろうか。氏は次のように語る。
「病院だけでは患者はよくならないに
もかかわらず，退院後に継続的な訓練
を受けられない。そこに疑問を抱いて
いた」。
　在院日数の短縮化に伴い，十分な身
体機能の回復を見ないままに退院に向
かわざるを得ないケースがある。転院
や施設入所を検討するも，その施設に
STがいないことも多い。外来リハを
設ける施設もあるが，訓練回数が少な
く，時間・期間も短いなど，十分とは
言えない。このように継続的な支援が
未整備にある中，自宅や地域に戻って
生活することになった患者やその家族
が気掛かりだった。「地域で自立した
生活を送るには継続的かつ，長期にわ
たった支援が不可欠。それがないなら，
自分で在宅訪問による言語リハを行お
うと考えた」と氏は言う。

“当事者”経験から，
心理的支援の重要性を実感

　在宅訪問の意義について，平澤氏は
こうも強調する。「STによる継続的な
かかわりは心理的な支援につながる」。
多くの患者と接してきた経験によって
裏付けられた実感だけから出る言葉で
はない。平澤氏自身が失語症の当事者
という経験も大きい。
　氏は，大学 3年生の秋，交通事故に
遭い，脳外傷により失語症を発症。幸
い麻痺はなく，身体的な動作に支障は
なかったが，失語症という障害は若き
日の平澤氏にとって大きな困難として
立ちはだかった。退院後，復学すると
講義内容がわからない，友人の話にも
ついていけない。「『誰も自分の気持ち
を理解してくれない』という思いに駆

言葉をつむぎ言葉をつむぎ，心，心をつなぐをつなぐ
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❶絵カードを用いた訓練を行う様子。用いる教
材は利用者一人ひとりに合わせて作成。利用者
の家庭内にある物を教材として活用することも
あるという。❷利用者の訓練内容・結果を記録
したファイルには細かく書き込みがされている。
❸約 10年間訪れている，90代の利用者と平澤氏。
初めての訪問は 2005年で，失語症となった利用
者の退院後に依頼を受けた。発話・構音に関す
る訓練はスムーズに進んで 2か月で終了するも，
利用者本人・家族の要望が強く，その後も訪問
を継続し，現在に至っているという。今は開始
時に行っていた訓練ではなく，あいさつことば
のやりとりや，写真を用いた理解訓練などを実施。「機能改善をめざすというより，対人コミュニケー
ションを楽しみ，その機能を維持したいという気持ちを引き出すことに重きを置く」と平澤氏。

特
集

　「病院から地域へ，施設から在宅へ」。現在，医療の提供体制がこのように変
わりつつある中，2015年 3月には厚労省「高齢者の地域における新たなリハビ
リテーションの在り方検討会」において，地域のリハビリテーション（以下，
リハ）体制の整備・充実の必要性が指摘されている。今，地域の中で求められ
るリハとは何か。どのような視点で介入していくべきなのか。本紙では，さま
ざまなリハ職種が存在する中でも，“在宅”を専門に長らく訪問リハを提供し
続けてきた言語聴覚士・平澤哲哉氏の活動を取材。地域へ出ていく言語聴覚士
（以下，ST）の仕事を手掛かりに探っていく（2―3面に関連記事）。

STは 1997年に国家資格となり，2015年 3月末時点で，有資格者は 2万 5549人を数える。
医療施設勤務の STが約 75％を占めるのに対し，介護保険領域で活動する STはいまだ少
ない現状がある。

●図　STの所属機関（日本言語聴覚士協会ウェブサイトより）

医療：病院（リハビリテーション科，耳鼻
　　　咽頭科，小児科，形成外科，口腔外科）
福祉：障害者福祉センター，小児療育セン
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保健：保健所など
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市中感染症診療の考え方と進め方　
第2集
IDATEN感染症セミナー実況中継
編集　IDATENセミナーテキスト 編集委員会
B5　頁364　5,500円　［ISBN978-4-260-02056-5］

〈Navigate〉
呼吸器疾患
石橋賢一
B5　頁364　3,400円　［ISBN978-4-260-02134-0］

肝癌診療マニュアル
（第3版）
編集　日本肝臓学会
B5　頁216　2,800円　［ISBN978-4-260-02167-8］

乳幼児健診マニュアル
（第5版）
編集　福岡地区小児科医会乳幼児保健委員会
B5　頁160　3,200円　［ISBN978-4-260-02158-6］

完全腹腔鏡下胃切除術　エキスパート
に学ぶ体腔内再建法［DVD付］
編集　永井英司
B5　頁216　12,000円　［ISBN978-4-260-02103-6］

歴史でみる不整脈
原著　Berndt Lüderitz
監訳　山科　章
訳　中尾葉子
A5　頁264　6,500円　［ISBN978-4-260-00716-0］

初学者のための質的研究26の教え
中嶌　洋
A5　頁132　1,800円　［ISBN978-4-260-02405-1］

異端の看護教育
中西睦子が語る
中西睦子
聞き手・構成　松澤和正
四六判　頁240　2,200円　［ISBN978-4-260-02210-1］

看護教員に伝えたい
学校管理・運営の知恵と工夫
編集　江川万千代
A5　頁144　2,800円　［ISBN978-4-260-02199-9］

冷凍カテーテルアブレーション
沖重　薫
B5　頁218　7,000円　［ISBN978-4-260-02380-1］
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平澤 哲哉平澤 哲哉氏氏
在宅言語聴覚士在宅言語聴覚士

古屋 聡古屋 聡氏氏
山梨市立牧丘病院院長・医師山梨市立牧丘病院院長・医師

地域で暮らすことを支えるには，地域で暮らすことを支えるには，
      かかわりを続ける必要がある      かかわりを続ける必要がある

　STを「幸せをもたらす職種」と表現し，平澤氏の地域
での活動を高く評価する医師・古屋聡氏。本紙では，平澤
氏と古屋氏の対談を企画した。訪問 STの意義はどこにあ
るのか。そして，患者・利用者の幸せを実現するためには
何が求められるのか。活動拠点を地域に据える両者の対話
からは，「かかわり続けること」の重要性が立ち上がって
きた［収録地＝山梨県甲州市］。

られ，孤独だった」。こうした生活の
中では，退院後も外来で通っていた
STが当事者としての自分の気持ちを
汲みとり，存在を認めてくれる存在で
あったという。「自分を認めてくれる
人と共に時間を過ごすことで，意思が
伝わる喜びを取り戻し，苦しみや不安
は次第に解消されていく。それでよう
やく社会参加にも気持ちが向く」。そ
れが当事者経験によって得られた見解
だった。STとの訓練を介した交流の
連続が，身体機能の改善に加え，当事
者の力を引き出すのである。

機能改善は目標の一部，
重要なのは生活を支えること

　最後に，長らく地域を拠点に活動し
てきた氏に「今，地域で STに求めら

れる活動領域は？」と問うと，自閉症
や発達障害，高齢化によって増えてい
る認知症に伴う摂食嚥下障害・コミュ
ニケーション障害などを挙げた。「た
だ，共通して大切なのは，何のための
訓練なのかを問うこと」と氏は指摘す
る。「身体機能の改善は STとして行
うことの一部。考えるべきは個々に異
なる状態・希望と照らし，生活をいか
に支えるものになり得るか，というこ
と」だという。

＊
　「ま，た，お，め，に，か，か，り，
ま，しょ，う」。2軒目の訪問先から
の帰り際，利用者（写真❸）は一音ず
つ区切るようにゆっくりと，しかしは
っきりとした声で平澤氏を見送った。
「『また会おう』と言っていただけると，
いい支援ができたのかなと思える。最
終的に利用者にそういう気持ちになっ
てもらうことが，訪問 STの一番大事

平澤　私の訪問 ST活動に対して開始
当初から関心を寄せてくれたのは，古
屋先生でした。初めてお会いしたとき
の古屋先生はまだ塩山診療所（山梨県
甲州市）に勤務されていたころで，患
者さんの往診に同行させてもらったの
を覚えています。
古屋　深くかかわるようになったのは
それからですよね。僕はあのころ，あ
る患者さんへの摂食嚥下支援の方法を
めぐり，地域の歯科医師，歯科衛生士，
言語聴覚士の方々に助言を求めて回っ
ていて，その一人が平澤さんだったん
です。それで，「口」と「コミュニケー
ション」と生活の質には密接なかかわ
りがあることを，さらにそこには多職
種がかかわっていくべきだということ
を痛感し，多職種から成る「山梨お口
とコミュニケーションを考える会」
（註）を立ち上げた。その研修会の第

1回でも，「ぜひに」と平澤さんに講
演をお願いしました。
　平澤さんが現在の活動を開始された
のって，会の発足直前ぐらいでしたよ
ね。実は，開業に関しては「無謀にも
……」とも思っていたのですけれど。

――（編集室）フリーランスの STと
いう働き方は厳しいと思われた？
古屋　もちろん，在宅訪問してリハを
提供する STの存在意義は大きいと思
いましたよ。ただ，平澤さんが開業し
た当時（2002年）は保険算定外で，
利用者の実費負担でしたからね。リハ
の価値を理解し，金銭的な負担をして
まで希望する利用者がどのぐらいいる
だろうか，と。でも結果的には思って
いた以上にニーズは大きく，強かった。
平澤　私自身，仕事として成立するま
でには時間がかかると思っていまし
た。まずは地域の方々に STによる訪
問リハの意義を浸透させなくてはなり
ませんでしたから。でも，地元メディ
アに取り上げられたこともあって，開
始間もなくいくつかの依頼を受けるな
ど，すぐに軌道に乗りました。数年後
には医療保険，介護保険と，STによ
る訪問リハが保険適応になったわけで
すから，タイミング的にも良かったの
でしょう。
古屋　制度が平澤さんに追いついてき
たんですよ。

身体機能の改善とともに，
生活を支えるのが訪問 ST

古屋　平澤さんは病院での ST経験も
あるわけですけど，在宅訪問によって
行うリハはどのような点に違いがある
と感じていますか。
平澤　単純な違いとして，利用者の生
活の場でリハを行えることや，制度や
組織の枠に縛られず，長期的な視野に
立った目標設定が可能であることが挙
げられます。でも一番の違いはリハの
重心の置きどころでしょう。
　訪問する利用者の多くは失語症の方
ですが，私は「当事者の生活を支える
こと」に重きを置いています。それを
実現するには，言語機能の改善も大事
なのですが，その一点を考えて接すれ
ばよいわけではありません。実際の生
活で使えるようにアレンジする必要が
あって，当事者やその家族の関係性，
自宅での過ごし方についてなど，個別
的な事情まで把握していなければ難し
いものがあります。
――それらは病院の STのリハに足り
ない点とも換言できるでしょうか。
古屋　病院では短い間で最大限の効果
を得るべく，身体機能の改善に集約的
にかかわっていく。そうした機能分化
を前提としているわけですから，病院
では短期間に身体機能の改善に注力す
ること自体は間違っていないと思うの
ですね。しかし，平澤さんは病院の
STによるリハが，患者が生活の場に
戻ってきたときにまでつながったもの
になっていないのではないか，という
ことはかねて指摘されていますよね。
平澤　ええ。失語症を例にとると，病

院の STであれば，失語症検査で明ら
かになった言語機能の低下を改善させ
ること，つまり身体機能の面に主眼を
置くことになると思います。ただ，古
屋先生がおっしゃるように，病院の
STがかかわれる期間は決して長くあ
りません。その期間のみで日常生活の
場面で十分な言語機能を発揮できるよ
うにするのは困難と言えます。
　それにもかかわらず，限られた時間
内でのリハでもって「言語療法は完了」
とし，長期的な見通しのないままに地
域へ帰しているケースも見られる。「生
活の場に戻ったらどうなるか」という
イメージや，「生活の場に移行した後
にもケアが続いた場合は，どのように
変わることができるのか」という視点
が抜け落ちているのでないかと感じて
しまうことが少なくないのです。
古屋　そのあたりは同感です。僕は，
病院における「アセスメント」とか
「ゴール」という言葉があまり好きで
はない。きちんと「限定的な環境にお
ける，一時的な判断」と認識した上で
使われているのであれば，まだいいん
です。しかし，時として，それが忘れ
去られてしまっているかのように感じ
られることがある。
　本来，医療の目的は患者が日常の生
活を取り戻すためにあるはずなのに，
病院という極めて限定的な場におけ
る，一定の評価基準と短期的な目標に
とらわれ，医療が患者のためにならな
い方向へと進んでしまうことがあるの
です。転倒を予防するために拘束した
けど，それに伴って ADLが著しく落
ちて，退院後の生活はベッドから離れ
られない――。こうしたことって医療
現場では本当に起こってしまってい

対
談

な仕事なのかもしれない」。平澤氏は
そう笑い，次の訪問先へ向かった。

註 1：平澤氏はフリーランスだが，近隣の診
療所（吉岡医院）とパート職の契約を交わし
ている。医療保険・介護保険ともに訪問リハ
に関する依頼・申込の相談は，同診療所を介
して行われている。
註 2：STの訪問リハにかかる報酬について，

医療保険では 2004年より「在宅患者訪問リ
ハビリテーション指導管理料」が，介護保険
では 2006年より「訪問リハビリテーション
費」が算定可能になった。なお，平澤氏の訪
問リハにおける請求は「40分」を基本とし，
医療保険では 20分 300点×2で 600点，介
護保険では 20分 305単位×2で 610単位と，
いずれも一件につき約 6000円の収益となる
ように設定されているという。

↗
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第16回日本言語聴覚学会開催
　第 16回日本言語聴覚学会が，6月 26―27日，遠藤佳子会長（宮
城県言語聴覚士会会長／東北大学病院）のもと，仙台国際センター
（宮城県仙台市）で開催された。「臨床力を鍛える。――言語聴覚
療法の発展と開発」をテーマに開催された今回，全国から約 1900

人の言語聴覚士が集い，各会場で白熱の議論を交わした。
◆自発話に着目すれば，患者への理解が深まる
　障害の鑑別，発現機序の推測，用いるべき訓練手技の選択を行
うためには，一人ひとりの患者と向き合い，自発話を適切に評価
することが欠かせない。近年，レディーメードの検査・評価ツー
ルが充実してきたが，臨床家にとって最も必要なのは患者の発話特徴を見抜くこと，
患者とよく話すことである――。こうしたコンセプトのもとに企画されたシンポジウ
ム「話せばわかる――自発話から見えてくる障害メカニズム」（座長＝武蔵野大大学
院・小嶋知幸氏）では，失語症，運動障害性構音障害，音声障害などの領域のスペシ
ャリストが，疾患・障害に見られる自発話の特徴を解説し，患者一人ひとりの理解を
深めるためのヒントを紹介した。
　失語症者の特徴を概説した田中春美氏（関西電力病院）は，観察を行う言語聴覚士
に求められるものにも言及。自発話から必要な情報を引き出していくためには，共に
歩みたいと思ってもらえる専門性と人間性，患者の応答に素早く反応できる知識，患
者の応答を左右できる技術が必要であると訴えた。運動障害性構音障害については，
櫻庭ゆかり氏（仙台医療福祉専門学校）が発言した。氏は，自発話を聞いたときの聴
覚印象としての違和感をとらえる感性が大切と指摘。その上で，「先人が作り上げた
評価項目は，標準化に耐えた最も洗練された観察ポイント」とし，評価項目の意義を
あらためて認識し，使いこなすように会場へ呼び掛けた。
　城本修氏（県立広島大）からは，音声障害に対して求められる臨床能力が語られた。
音声障害の臨床では，問診をとりながら患者の声を聴き，その声から嗄声の程度を聴
覚的に判断する聴覚心理的評価を行う必要がある。氏は，主訴，問診，聴覚心理検査
によって「約 70％の疾患の診断が可能である」と主張。一方で熟練度により，精度
にばらつきが生じやすいことから，問診中，聴覚心理的評価できちんと患者の声を聞
き取る能力を鍛え，音声障害の診断に高い再現性を保つための努力が求められると述
べた。最後に，船山道隆氏（足利赤十字病院）は，神経疾患・精神疾患は自発話から
障害のメカニズムが推測できることが少なくないとし，高次脳機能障害，認知機能の
障害により特異な発話が出ることを解説した。さらに氏は，患者の内面が最も表れる
のは発話であると強調し，患者の自発話に注目する重要性を語った。

●遠藤佳子会長

2人が着用しているそろいの Tシャツは，東日本大震災被
災地の口腔ケア・摂食嚥下を支援するチーム「ふるふる隊」
のオリジナル Tシャツで通称“ふるふる T”。2011年 5月，
平澤氏も古屋氏の依頼で気仙沼での支援活動に当たった。

●対談収録時のひとコマ

●ひらさわ・てつや氏
1985年青山学院大文学部卒。大学在学中に
交通事故に遭い，失語症を発症。87年，山
梨県の病院で言語聴覚士として勤務を開始す
る。88年大阪教育大教育学部言語聴覚研究
生を経て，山形県・山梨県の病院に勤務。99

年第 1回言語聴覚士国家試験に合格し，言語
聴覚士資格を取得。2002年に病院STを辞し，
在宅言語聴覚士として山梨県で活動を開始す
る。著書に『この道のりが楽しみ――《訪問》
言語聴覚士の仕事』（協同医書出版社）など。
●ふるや・さとし氏
1988年自治医大卒。山梨県立中央病院で研
修後，山梨県牧丘町立牧丘病院（当時）で“ひ
とり整形外科医”として勤務。92年から同
医療圏の塩山診療所で在宅医療に取り組み，
2006年に山梨市立牧丘病院へ。08年より現
職。一貫して山梨県東山梨地域の地域医療に
かかわるプライマリ・ケア医。2003年に多
職種から成る「山梨お口とコミュニケーショ
ンを考える会」を組織し，同会の代表を務め
る。東日本大震災以降，日常診療の傍ら，宮
城県気仙沼地域の支援にも尽力する。

ますからね。長期的というか，本来
的な目標をとらえ直すことがいかに大
切であるかがわかります。
平澤　言葉にしても，食事にしても，
その改善を期待してきた当事者・家族
にとって病院での短期訓練は十分では
ありません。常に患者が生活の場に戻
ったときまでを見据えたリハをめざす
ことが肝要です。退院時も単に「言語
療法は完了」として送り出してしまう
のではなく，当事者が帰宅した場をイ
メージし，必要であるならば外来フォ
ローや通所・訪問 STの道を探るため
に市町村の地域包括支援センターに問
い合わせるなど，継続的にかかわる方
法も検討してほしいです。

支えることには終わりがない

平澤　「障害をもった人たちにとって，
最も大切なことは，かかわり続けるこ
と」。以前，古屋先生がお話しされて
いたフレーズなのですが，印象深くて
今でも覚えています。私も同じように
考えており，その理念で利用者に当た
りたいと思っているんです。
　失語症当事者が口をそろえるのは，
「失語症の思いがわかるのは当事者の
私だけ。他の誰もわかってくれない」
という思いを抱くということです。当
事者の私もそうでした。ただ，そうし
た不安から解放してくれるものが，医
療者による継続的なかかわりにはある
と思っていて。それはなにも言語リハ
をいつまでも続けるということではな
くて，医療者が失語症者と共にいる姿
勢をいつまでもとり続けていく，とい
うことです。当事者にとっては，それ
が自分の存在を認められる実感につな
がるものであって，言語機能の改善以
上に大事なことであるとさえ考えてい
ます。
古屋　大事な指摘だと思います。僕は，
平澤さんが挙げてくださった言葉の
「障害」という単語は，「状態の悪い」
でも当てはまると思うんです。「状態
の悪化していく方に対し，いつまで，
どのようにかかわるべきか」。医療の
現場では常に問われることだけれど，
結論から言うと，僕はここでもやはり

「いつまでもかかわる」ことが大事だ
と考えています。
　例えば，高齢の患者がいる。かかわ
る過程では，けがや病気，障害を負う
ことがあるでしょう。それでわれわれ
の介入によって一度は回復をしても，
加齢とともに今度は活動力そのものが
やがては低下していく。じゃあ，われ
われが介入すべきことがなくなるのか
と問われると，「なくならない」んで
すね。当事者の状態のスロープが上が
りだろうが下りだろうが関係なくて，
「最もよい生き方ができるようにサ
ポートする」ことはできる。
平澤　例えば，「食べたい」と言うの
なら食べられるようにかかわるし，「身
体を動かしたい」というならそれを補
助するとか，ですか。
古屋　そうです。生きる中で当事者が
望むことに対し，可能な限り手伝うこ
とが「リハ」なんじゃないか。それが
院内外でリハ専門職と協働してきた経
験から得た僕なりの解釈です。そして，
今，平澤さんは，地域においてそうし
たリハを実践されているんじゃないか
と思っているんです。

STは「幸せをもたらす職種」

――今後，地域という場において，
STの需要は高まっていくでしょうか。
古屋　急激な高齢化とともに，身体機
能の改善という狙いだけでなく，移動
や食事など生活機能の向上をめざすリ
ハが求められるようになっているの
で，地域での需要はさらに高まると思
いますよ。実際に摂食嚥下領域は昨今
注目されているテーマということもあ
り，そこで機能回復をサポートできる
STの存在感は以前よりも増していま
す。普段，僕らが在宅医療を行う中で
も，患者さんの自宅まで訪問してくれ
る STがもっと増えればよい支援がで
きるのにと思うことがよくあります。
――むしろ足りないぐらいであると。
古屋　中山間地域をはじめ，STの絶
対数が足りていない状況ですから，地
域に出て行く STも当然不足していま
す。山梨県はリハ病院が多い土地柄と
いうこともあって，県人口当たりの

ST数を見ると全国でも高い
レベルにある。でもそんな土
地でさえも必要性を感じてい
るわけですから，他地域はさ
らにニーズが埋もれているの
ではないでしょうか。東日本
大震災以降，僕は宮城県気仙
沼市へ医療支援に入って口腔
ケア・摂食嚥下支援活動を行
っているのだけれど，そこで
も STの数が圧倒的に不足し
たという実態がありました。
平澤　STの卒前教育において
は，訪問リハに求められる介
護保険領域にわたるような内
容について学ぶ機会は少ない
と聞きますから，病院の外に

どれほどSTや，提供するリハに需要が
あるのかが十分に認知されていない面
もあると思います。需要があると知れ
ば，地域へ出ていきたいと考えるSTは
少なからず存在するとは思うのです。
古屋　地域にリハ職を送るという点か
ら言えば，指示書や主治医意見書を出
す医師側の認識を高める必要もありま
す。医師側も，コミュニケーションや
摂食嚥下領域といった生活上の問題に
ついて関心を持ち，もっと介入してい
くようにしなくてはなりませんね。
平澤　確かに，理解ある医師の存在は
とても大事で，そうした主治医の有無
が，地域の失語症を抱える方々にまで
リハを届けるか否かの鍵を握ると思い
ます。その点，古屋先生は積極的で，
地域でも口腔ケア・摂食嚥下機能の向
上のために多職種とスムーズに連携さ
れていますよね。
古屋　僕は，STって歯科衛生士や栄養
士と並んで，「幸せをもたらす職種」
の最たるものだと思っているんです。
これら 3職種の仕事は対象となる方へ
わかりやすい形で快適さ，心地よさを
与えるものが多い。「STの介入によっ
て話をしやすくなった」「歯科衛生士
の介入で口の中がすっきりした」「栄
養士が介入したことで食形態に工夫が
加わり，食べることができた」とか，
ね。患者自身がダイレクトに「うれし
い」「気持ちいい」と思える支援を行
って，しかもそれによって得られる効
果も高いのですから。

平澤　いやあ，うれしい評価ですね。
古屋　そうした生活の支援ができる職
種の方々が地域に出て行くことにもっ
と関心を持ってくれたら，さらにいい
と思うんですけどね。 （了）

註：「山梨お口とコミュニケーションを考え
る会」は，山梨県の多職種（医師，歯科医師，
看護師，歯科衛生士，栄養士，リハ職種，保
健師，養護教諭，特別支援学校教員，ケアマ
ネジャー，ホームヘルパー，音楽療法家，手
話通訳者，医学生）によって構成された組織
（代表＝古屋氏）。口腔ケア，摂食嚥下支援を
テーマに，メーリングリスト上での情報共有
や，定期的な会合を開催している。

↘
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●くまがや・しんいちろう氏
2001年東大医学部卒，
同大病院小児科研修医。
02年千葉西総合病院小
児科，04年埼玉医大病
院小児心臓科病棟助手，
09年東大先端科学技術
研究センター特任講師
を経て，15年より現職。
著書に『リハビリの夜』

『発達障害当事者研究』（いずれも医学書
院），『ひとりで苦しまないための「痛み
の哲学」』（青土社）など。

急増する自閉スペクトラム症

　自閉スペクトラム症（Autism Spec-
trum Disorders；以下，ASD）とは，「社
会的コミュニケーションと社会的相互
作用における持続的な欠損」と「行動，
興味，活動の限局的かつ反復的なパ
ターン」という二つの特徴で定義され
る神経発達障害である 1）。近年，ASD

と診断される人の数は急上昇してお
り，例えば米国では ASD有病率が 20

年弱で 20倍以上増加している 2）。ASD

の急増を説明するものとして，①かつ
て知的障害とされていた子どもが
ASD と診断されるようになった
（25％），②親や小児科医などが ASD

を認知するようになった（15％），③
特定地域への ASD人口の集積（4％）
など，社会科学的な要因が報告されて
いる。また，同一の基準で診断すれば，
ここ 20年で有意な ASDの増加は認め
られないという報告もある 3―5）。
　以上を踏まえると，ASDと呼ばれ
る特徴を持つ人々の数はそれほど大き
く増加はしていないが，診断される
人々は急増しているということにな
る。ここから，かつてはそれほど問題
視されてこなかった彼らが，ここ最近
急に問題にされ始めるようになったと
いう社会文化的変動の影響が推定され
る。

ASDはなぜ生じるのか

　ASDのメカニズムを説明しようと，
これまでにさまざまな認知科学的モデ
ルが提案されてきた。それらは大きく，
「領域特異的なモデル（domain specif-

ic）」と「領域一般的なモデル（domain 

general）」とに二分される。前者は，
脳の中に社会性やコミュニケーション
の機能を担う特殊な神経回路が存在す
ると仮定し，その特異的な領域に先天
的な障害が生じているとするモデル。
後者は，社会的な情報処理以外の一般
的な領域にもまたがる障害があり，そ
の障害の一部として社会的な情報処理
の問題が起きているとするモデル（註）
である。
　どちらのモデルが正しいのかについ
て，これまで数多くの経験的な研究が
蓄積されてきたが，本稿ではその詳細
に立ち入ることはしない。その代わり
に，経験的研究以前の問題として，領
域特異的なモデルが前提としている構
成概念が，ASD研究や支援のパラダ
イムに対してどのようなバイアスを与
え得るのかという問題を考えたい。

「正常」のとらえ方にある
ギャップ

　先述のとおり，領域特異的なモデル
は，社会的な情報処理に特化した神経
回路の存在を想定する。しかし，少し
考えてみればわかるように，社会性や
コミュニケーションにおける正常性の
定義は，時代や場所によって異なる。
　実際，2012年に歴史社会学者のヴ
ェルホフが，ASDの概念は，子ども
とその行動に関して暗黙の内に持って
いるその時代ごとの「規範性を帯びた
期待」とともに変遷してきたというこ
とを明らかにした 6）。さらに，ASD者
のコミュニティー 7）や，ASD児の日
常生活 8）を調査した人類学的な研究に
より，ASD者は社会性やコミュニケー
ションに障害があるのではなく，多数
派の人々が共有しているデザインとは
異なる社会性やコミュニケーションを
持つ可能性が示唆されている。
　社会性やコミュニケーションの成否
は，時代や場所とともに変化し得る「社
会」のありようとの相関物である。し
かし領域特異的なモデルは，コミュニ
ケーションや社会性の障害を，社会文
化的な文脈を超えて永続する「個体」
側の特徴としてとらえている。そのよ
うな考え方は，「社会」側の排除傾向を，
個人の性質によって正当化する可能性
を孕んでいる。

個人の中の「障害」，
社会との間で生じる「障害」

　障害学における社会モデルでは，障
害を「インペアメント（impairment）：
個体側の特徴」と，「ディスアビリテ
ィ（disability）：多数派の個体的特徴
に合わせてデザインされた，制度・道
具・規範などの人為的環境とインペア
メントとの間に生じる齟齬」に区別す
る。その上で，個体側が過剰なコスト
を払ってインペアメントを除去するの
ではなく，ディスアビリティが生じな
いように，社会の側がさまざまなイン
ペアメントを包摂し得るデザインを実
装すべきだと主張する。
　上記の区別に基づくと，冒頭で述べ
た ASDの定義は，インペアメントレ
ベルではなく，ディスアビリティレベ
ルの記述概念であると考えられる。に
もかかわらず，それがインペアメント
（個体側の特徴）を記述する診断基準
として採用されているのだ。

に，ASD者と類似した行動の一部が
発現するか」といった実験によって，
視覚経験の再現について，その妥当性
の検証が必要である。

＊

　われわれは，社会性やコミュニケー
ション障害というラベルを貼ること
で，特定の人々に社会への過剰適応を
強いているのではないか。少数派を包
摂する社会のデザインを考える――す
なわち，社会モデルに基づく ASD者
への支援を考えるなら，経験的研究を
積み上げる以前に，ASD概念自体を
慎重に吟味する必要がある。

註：「領域特異的なモデル」には，心の理論
障害仮説，感情情報処理障害仮説，社会的動
機付け不全仮説など，「領域一般的なモデル」
には，実行機能障害仮説，複雑推論障害仮説，
中枢性統合の弱さ仮説などがある。興味のあ
る方はぜひ成書をご覧いただきたい。
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個人の中では
何が起きているのか

　以上のような問題意識から，私たち
の研究グループでは，①社会性やコミ
ュニケーション以前に存在する，感覚
や知覚，思考や記憶，行動制御といっ
た領域一般的なレベルで ASDのイン
ペアメントをとらえた上で，②どのよ
うな人為的環境の下でコミュニケーシ
ョンや社会性の障害というディスアビ
リティが生じ，どのような環境ではそ
れが軽減するのか，という 2段階で考
える社会モデル的な研究パラダイムを
設定した。
　特に，感覚や知覚，思考や記憶とい
ったレベルは，当事者の自己報告から
重要な仮説が数多く得られる。したが
って，障害を持った本人が研究者とし
て参加することが必要不可欠と考え，
医学・心理学・脳科学といった人間科
学と，ロボット学・情報学といった構
成論，当事者研究，という 3分野の協
働体制で研究を進めている。以下では，
その研究の一端として，ASDの視覚
体験シミュレーター開発を紹介する。

視覚刺激―視覚体験の非定型性
を体験できるシミュレーターの
開発

　長井志江特任准教授（阪大）のグルー
プとの共同の下，私たちはまず，ASD

者の視覚的経験を知るために，見え方
に関して当事者研究を行った。そこで
の報告から，ある程度の普遍性が認め
られた特徴を選び，ヘッドマウントデ
ィスプレイを使った ASD視覚体験シ
ミュレーターを開発した。しかし，ど
のような視聴覚刺激が網膜に入力した
ときに，どのような視覚経験が生じる
か，という対応関係が明らかにならな
ければ，実世界に埋め込まれたシミュ
レーターにはならない。そこで，複数
の ASD者に協力してもらい，新たに
開発したソフトウェアを用いて視覚経
験を再現してもらうという実験を行っ
た。その結果，平均的な ASD者の＜視
聴覚刺激―視覚経験＞対応関係を反映
したシミュレーターができた 9，10）。
　このシステムには，課題も残る。「視
覚特徴の選び方や再現の仕方は妥当
か」「個人差の問題をどう扱うか」「調
子がいいときの見え方が定型発達者の
見え方に近似できるか」「内観によっ
て調子の悪いときの見え方を想起でき
るか」などだ。今後は，「定型発達者
がこのシミュレーターを装着したとき

寄　稿

 　熊谷 晋一郎　東京大学先端科学技術研究センター准教授

社会性やコミュニケーション障害の解明
自閉スペクトラム症の視覚研究から

＜シリーズ　ケアをひらく＞

発達障害当事者研究 ゆっくりていねいにつながりたい

なぜプールサイドを歩けないのか、なぜ空
腹がわからないのか、なぜ看板が話しかけ
てくるのか、なぜ月夜の晩は身体がざわめ
くのか……。外部からは「感覚過敏」「こ
だわりが強い」としか見えない発達障害の
世界を、アスペルガー症候群当事者が、脳
性まひの共著者とゆっくりていねいに探っ
た画期的研究。「過剰」の苦しみは心では
なく身体に来る！

A5　頁228　2008年

綾屋紗月＋熊谷晋一郎

あふれる刺激、ほどける私

定価：本体2,000円＋税 [ISBN978-4-260-00725-2]

＜シリーズ　ケアをひらく＞

リハビリの夜
現役の小児科医にして脳性まひ当事者であ
る著者は、あるとき「健常な動き」を目指
すリハビリを諦めた。そして《他者》や
《モノ》との身体接触をたよりに「官能的」
にみずからの運動を立ち上げてきた。リハ
ビリキャンプでの過酷で耽美な体験、初め
て電動車いすに乗ったときのめくるめく感
覚などを、全身全霊で語り尽くした驚愕の
書。

熊谷晋一郎

A5　頁264　2010年

痛いのは困る

定価：本体2,000円＋税 [ISBN978-4-260-01004-7]
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スポーツ選手の健康支援に
理学療法士が果たす役割

小柳磨毅 大阪電気通信大学医療福祉工学部教授／一般社団法人アスリートケア代表理事

　1995年春に甲子園球場で開催され
た選抜高等学校野球大会の医科学支援
を契機として，スポーツ損傷に関心を
持つ 20人ほどの理学療法士が「スポー
ツ傷害理学療法研究会」を設立し，以
来，学術交流と社会貢献に努めてきた。
設立から 15年を経て会員は 600人を
超え，2011年にはさらなる発展をめ
ざして「一般社団法人アスリートケア」
として認可を受けた。主な学術活動と
して，スポーツ損傷に関する情報共有
を目的とした研修会（年 5回）と，救
急処置やコンディショニングなどの実
技を主体とする講習会（年 3回）を実
施している。さらに医療機関やスポー
ツ現場において，スポーツ損傷の治療
と予防の実務研修を制度化している。
また，スポーツ競技団体での講演，法
人のウェブサイト（http://www.athlete-
care.jp）上でのストレッチングやコン
ディショニングの画像配信，ストレッ
チングやテーピングの解説書，DVD

の発刊などを通じて，指導者やスポー
ツ選手にもスポーツ損傷の予防に関す
る情報を発信している。
　発足の契機となった甲子園球場での
支援活動は，春・夏を通じて行われ，
今年で 20年目を迎える。投手の肩肘
関節機能検診をはじめ，試合前の
warming upやテーピング，試合中の外
傷に対する応急処置，熱中症予防のた
めの飲水環境の整備，試合後には
cooling downとして肩・肘のアイシン
グとストレッチングなどを実施してい
る。また甲子園球場内のトレーナー室
に物理療法機器を配備したスペースを
設け，大会期間中，当該選手の試合が
ない日にも予約制のコンディショニン
グを行っている。こうした支援活動は
全国に波及し，現在では 40以上の都
道府県で選手権大会の予選や春季およ
び秋季大会をサポートする活動が行わ
れている。近い将来，理学療法士が全

ての加盟校を日常的に支援し，その延
長線上に大会での支援が実践されるの
が理想と考えている。さらに昨年から
は少年野球の全国大会にも活動の場を
広げ，野球肘の予防などの健康支援に
努めている。
　スポーツ損傷の予防には縦断的（日
常的）な健康支援が必要であり，近年，
客観的な検証により，少年野球や高校
女子バスケットボール選手に対する予
防成果を示す報告が見られるようにな
った。そこでわれわれも，近畿圏を中
心に 2006年から複数の高校運動部に
対する縦断的な予防活動を始めた。
2010年からは大阪府教育委員会から
の要請と経費支弁を受け，公立高校 2

校の全校生徒を対象とした予防事業を
展開している。事業の総称は「クラブ
活動の支援事業」とし，毎月 1回，5―
10人ほどの理学療法士が放課後に学
校へ出向き，およそ 2時間半にわたっ
て個別の相談・指導と，クラブを対象
としたスポーツ損傷の予防教室を同時
に実施している。こうした学校保健や
地域スポーツへの支援体制の確立と介
入成果の立証により，その価値が認識
されて広く定着することが望まれる。
　今後も理学療法士による医療から保
健にわたるスポーツ損傷への組織的な
取り組みを充実させ，「運動器の10年・
日本委員会」が推進を計画している「ス
クールトレーナー」制度にも積極的に
参画したいと考えている。これらの活
動がスポーツをする人々の損傷予防や
安全な復帰に貢献し，その成果として
理学療法士の社会的価値が向上するこ
とを期待する。

●略歴／1984年国立療養所近畿中央病院附
属リハビリテーション学院理学療法学科卒。
大阪教育大大学院教育学研究科修士課程修
了。医学博士。大阪府立看護大講師，四條畷
学園大教授を経て，2006年より現職。

　山中克郎氏（諏訪中央病院），
徳田安春氏（地域医療機能推進
機構本部）の両氏を講師に迎え
たセミナー「Dr.山中× Dr.徳田
秘伝！ フィジカル実演レクチ
ャー――カラスが鳴かない日は
あっても，診察を愉しまない日
はない♪」が，6月 21日，医学
書院（東京都文京区）にて開催
された。同セミナーは，総合診
療医を対象とした雑誌『JIM』（医
学書院）が，本年より『総合診療』
に誌名変更したことを記念して
行われたもの。同誌で編集委員を務め，身体診察の名手として知られる山中氏と徳田
氏が，自身の臨床経験から得た学びを織り交ぜ，実演しながら身体診察のポイントを
解説した。
◆身体診察を身につけ，患者に安心を
　「神経診察を含め，身体診察で重要なのは問診とバイタルサイン」。神経診察につい
て説明した山中氏は，患者の年齢や病歴，生活歴，日常生活のどのような点に困って
いるのかを聞きとる問診の重要性を指摘。さらに，バイタルサインから身体の状態を
知ることで，患者の全体像をイメージでき，異常な所見を推定し，診断を絞り込むこ
とができると話した。具体的な神経診察の方法については，脳神経系，運動・反射，
知覚系などの手技を紹介。異常歩行のポイントの解説時には，診察室で実際に見られ
る小刻み歩行，舞踏病の歩行などを，山中氏自身が演じる一幕もあった。氏は神経診
察の良い点について，「患者に触れることで優しさを伝え，患者さんの心をぐっと引
き寄せることもできる」と語った。
　続いて，腹部診察のポイントを解説したのは徳田氏。上腹部痛，下腹部痛，肝硬変
などに対する視診，聴診，触診，打診による所見の取り方について，実演を交えなが
ら説明した。「腹痛の訴えに対してはすぐに触診に移りがちだが，まずは視診を大事
にしたい」。冒頭，そのように注意喚起した氏は，視診で患者の全体像をとらえるこ
とで，腹痛の原因が腹部ではなく，胸部や泌尿器であることを見極められるケースも
あると語った。また，聴診では「Tinkles of musical timber and rushes of accelerated 

bowel sounds」等，触診では「Referred rebound test of Cope」等，打診では「Midax-
illary line resonance by percussion」と，氏が有効だと考える一連の手技を紹介し，個々
の注目すべきポイントを解説した。
　セミナーの最後に，徳田氏は「高齢化が進んだ中，複数疾患を抱える患者が入院・
外来を問わず増えている。特に高齢者では身体的な問題を抱えるケースは多く，所見
を探しにいくための技術を磨くことが重要」と，適切な身体診察の方法を身に付ける
必要性を主張。一方の山中氏は「身体に触れる診察が患者にも安心をもたらす。それ
は医師にとって大切なことだと思う」と述べ，セミナーを終えた。

身体診察，匠の技を共有
雑誌『総合診療』誌名変更記念セミナー開催

●セミナーの模様
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第一線で活躍する統計家が，
現実的な視点で，知りたかった

問題に答えてくれる

書 評 　 新 刊 案 内

みるトレ 感染症
笠原 敬，忽那 賢志，佐田 竜一●著

B5・頁200

定価：本体3,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02133-3

評 者  徳田 安春
 地域医療機能推進機構（JCHO）本部顧問

を駆使して毎日のケースを記録しシェ
アしてくれているのであろう。写真の
撮り方はためになる。スマホの登場は
EBMのベッドサイド導入に役立った

が，まさか爆発的な
ケースシェアをもたら
すことになるとは。
感染症の診断プロセス
そのものを学べる
　「みる」診断は Snap 

Diagnosisともいわれ，
直観的診断（システム
1）に含まれるため，冒
頭には，臨床推論総論
も展開されており，臨
床推論入門書としても
使える。『England Journal 

of Medicine（NEJM）』
誌などの images in cli-
nical medicine投稿の戦
略論も含まれている。

世界最強の images in clinical medicine

対策本と言える。
　本書を読むと，微生物検査室を愛す
る感染症医の気持ちを理解することが
できる。カラフルな寒天培地やコロ
ニー，そして「一心不乱に検体を塗抹
する研修医（佐田氏？）」の美しい姿。
数学者が数式を愛するように，感染症
医は培養された細菌を愛しているかの
ようにもみえる。これはすてきな臨床
写真を本書で「みる」ことで興奮しす
ぎた評者の錯覚だろうか。ちなみに泡
盛ファンである評者は，もちろんアワ
モリコウジカビ（泡盛麹黴，学名：
Aspergillus awamori）は好きだ。でも，
Aspergillus fumigatusは好きになれな
い。その理由は本書の CASE 47をぜ
ひみてほしい。

　医師一人が経験できるケースは限ら
れている。一方で，みたこともないよ
うなケースの患者さんがどんどん受診
してくる。いったいどうすればよい
か？　院内のケースカ
ンファレンスでは検査
所見と画像所見のダブ
ルチェック作業が中心
であり，病歴や身体所
見を吟味し解釈するト
レーニングは困難であ
る。一方で，院外の勉
強会をのぞきに行く
と，詳細な病歴聴取を
したかどうかのツッコ
ミが参加者から投げ掛
けられ，症例提示者は
鍵となる病歴を隠そう
として慌てる姿をさら
けだす。このような会
に出ているだけで臨床
能力はほんとうにアップするの？　と
いう質問を聞くことがよくある。
グレートケースを「リアルに」類似経
験できる
　そこに本書が登場した。百聞は一見
にしかず。もちろん病歴は詳細であり，
呼吸数も含めてバイタルもきちんと提
示されたケース集。しかしハイライト
は本書のタイトルにもあるように「み
る」こと。身体所見やグラム染色所見
が生の写真で出てくるので，読者は担
当医でなくてもこのケースを「類似」
経験できるのだ。勝手に想像して「疑
似」体験するしかない文章ではなく，
文字では伝えきれないリアル感が写真
に現れる。
　著者の三人は貢献度大だ。グレート
ケースを惜しみなく提示。このリスペ
クトすべきお三方は，スマホやカメラ

医薬品副作用対応ポケットガイド
越前 宏俊●著

B6変形・頁288

定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01985-9

評 者  平田 純生
 熊本大教授・臨床薬理学／
 薬学部附属育薬フロンティアセンター長

　薬物を処方するときの医師の主たる
関心は，効果の発現に偏りがちである，
と医師である著者の越前先生自らが本
書の「序」に書かれている。そうする
と薬剤師が薬剤師たる
アイデンティティーは
医薬品の安全性の確保
にあるといっても過言
ではない。そのために
薬剤師には投与設計・
副作用モニタリングを
行うとともに医薬品情
報を解析し病態を解析
するスキルが必要とな
る。
　とはいえ 1000成分
前後の薬物を取り扱う
薬剤師がこれらの全て
について精通すること
はまず不可能であり，
添付文書を調べるだけ
ではどれもが副作用の原因薬物ではな
いかと迷ってしまうであろう。
　本書は 112種類にわたる副作用を
13項目に分類し，有害反応を疑う症
状から原因薬物を逆引きして鑑定でき
るポケットサイズの本である。試しに
私の専門分野である腎機能・電解質の
ページを開いてみた。腎前性腎不全に
はかっこ付きで「腎血流減少による」
と書かれている。また，ネフローゼ症
候群の症状の蛋白尿にはかっこ付きで
「尿の泡立ちが強くなる」と書かれて
いる。添付文書に書かれていない副作
用発見のポイントが実にわかりやすく
表現されている。そして症状の欄を見
ると語句の使い方，副作用の定義が最

新のガイドラインにのっとって記され
ており，膨大なデータベースからコン
パクトでわかりやすくまとめられてい
るにもかかわらず，記載内容には間違

いがない。原因となる
薬剤，副作用の起こる
メカニズム，患者側の
リスク因子，どのよう
に対応・処置するべき
か，検査値による判断，
副作用の予防法など全
てにおいて的確に記載
されている。
　副作用が起こったと
きにどの薬物が原因薬
物であるか，各医薬品
の添付文書から調べて
いたら膨大な時間を費
やし，不要な情報も入
ってきて判断に苦しむ
に違いない。その症状

や頻度から調べることができる本書を
白衣のポケットに忍ばせておけば，臨
床現場でこれほど威力を発揮するもの
はないであろう。
　目の前の患者に配慮した有効かつ安
全な薬物治療を提供できる「実力ある
薬剤師」になっていただくために，病
院薬剤師はもちろん，患者のカルテや
検査値を見ることのできない開局薬剤
師にも，本書をうまく活用し副作用発
現の原因薬物を早期発見していただき
たい。さらに実務実習や症例検討会な
どの教育分野やさまざまな場面で本書
を活用することによって患者本位の安
全な薬物治療を速やかに実践していた
だきたいと願う。

今日から使える医療統計
新谷 歩●著

A5・頁176

定価：本体2,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01954-5

評 者  香坂 俊
 慶大講師・循環器内科

解析というのは足し算や引き算のよう
な演算の一種であり，統計家は電卓で
ある（註）。ただここで問題なのは，

　 医療者が考えるほど
統計という学問も「カ
ッチリ」したものでは
なく，逆に医学という
学問も統計家が思うほ

ど「キチッ」としていない
ということではなかろうか。日常の臨
床には非常に多くのヒューマンファク
ター（目に見えない交絡因子）が存在
し，それを互いが認識し，共同作業で
補正していかないときちんとした研究
を行うことはできない。
　そこで本書『今日から使える医療統
計』である。これまで数多くの統計系
の書籍が出版されてきたが，どこか「カ
ッチリ」した教科書が多く，実践と

　自分は最近，無謀にも　臨床系の大
学院を開設するなどして 1），院生と循
環器疾患の大規模レジストリからの分
析を行ったりしてい
る。そこでよく「統計
難しいっすね」などと
いう趣旨の発言を耳に
したりもするのだが，
厳密にはそれは間違った認識であると
思う。
　実は統計の理論そのものはそれほど
難しいことではない。高校数学の新課
程では「データ解析」が【数 I】に織
り込まれ（2012年―），高校生でもそ
の基本的なコンセプトは習得可能，と
されている。実際，進研ゼミの Q&A

などを見ても十代にして彼らの理解度
は恐ろしく高い 2）。
　なので，極端なことを言えば，統計 ↗

スマホ時代の勉強会
プロたちのケースをシェアしよう

副作用の原因薬物を早期発見，
「実力ある薬剤師」になる！
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基礎と臨床の橋渡しを
してくれる，全ての臨床医に

お薦めしたい本

みるよむわかる生理学
ヒトの体はこんなにすごい
岡田 隆夫●著

B5・頁184

定価：本体3,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02120-3

評 者  中尾 篤典
 兵庫医大准教授・救急・災害医学

　医学部の学生のころに学んだ生理学
は，何とも難解で，拒絶にも近い感情
を持っていたことを記憶している。本
来生理学は医学の中心
を成す最も大切な分野
であるといっても過言
ではないが，医学部の
課程の比較的初期に学
ぶため，その大切さに後から気付くこ
とが多いように思う。小生もまさにそ
の類に属し，生命科学の基盤であるべ
き生理学の重要さを最近，学生に臨床
医学を教える立場になって再認識して
いる。
　岡田隆夫先生により執筆された本書
は，もともとは薬剤師向けの雑誌に連
載されていたものであり，21の臓器・
機能別の項より成っている。平易な文
章で簡潔に書かれているため，読み始
めると一気に読み進めることができる
が，小生はあえて，オフィスのソファ
に横になり，救急患者さんの検査結果
が出るまでの待ち時間を利用したり，
移動の電車中などを利用して読んでみ
た。それくらいどこから読んでも，気
楽に生体の機能とメカニズムを理解す
ることができる好著である。
　美しいレイアウトとともに，コミカ
ルな挿絵も魅力的であるし，ユーモア
に富んだ（親父ギャグともいうが）コ
メントからも，著者の細やかな気遣い
が感じられる。また，コラムには，な
るほど，と感心させられる著者の体験
談なども盛り込まれており，最近発表
された最先端の論文に公表されたデー
タなども実に簡潔に興味を引くように
工夫されて引用されている。著者の専
門であるところの循環器に関する記述

は，さすがにその道の第一人者として
造詣の深さを感じる。
　本書は非常に知的好奇心をくすぐる

ので，小生はもう少し
詳しく調べてみたいと
ころに付箋を貼りなが
ら読んでいったが，読
み終えたときには本の

ほとんどのページに付箋が貼られてい
たことに気付いた。引用文献などの記
載があれば，小生のようにさらに深く
学習したいと思う読者により親切であ
ったかもしれないが，英語が並ぶペー
ジを省くことで本書が堅苦しさから解
放されているのであろう。多数の読者
に対する著者の優しさや心遣いは，こ
ういうところからもうかがいしれる。
　長年，医学・看護学教育に尽力して
こられた著者ならではの平易な言葉遣
いは，実際に大学で教鞭を執るわれわ
れにとっても斬新で大変参考になる。
『生理学』というタイトルの本ではあ
るが，著者の膨大な基礎医学の知識に
基づき，病理学，分子生物学について
も理路整然と説明がなされており，本
書はまさに「生理学を口語調で語る」
本である。
　本書は，学生はもちろんであるが，
ある程度医学全般を修めた臨床医にと
っても，あらためて生理学に違った立
場から触れ，その面白さを気付かせて
くれる。小生は，現在は救急医学で臨
床医として多忙な時間を送っている
が，前述したように本当に「気軽に」
読める本であり，研修医や学生の指導
にも大いに役立てたいと思っている。
本書は，全ての医師，特に教育にかか
わる医師に強くお薦めしたい。

大人の発達障害を診るということ
診断や対応に迷う症例から考える
青木 省三，村上 伸治●編

A5・頁304

定価：本体3,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02201-9

評 者  福田 正人
 群馬大大学院教授・神経精神医学

　「200ページ以上の症例集部分は退
屈するのでは」，そうした予想はすぐ
に裏切られた。「あぁ，やはりこう考
えていいんだ」，読みながら繰り返し
そう思い，「どのくら
いの精神科医が同じよ
うに考えるだろうか」，
読み終えた今，そう考
えている。学会でたま
たまお目にかかった編
者の青木省三先生は，
「まだ証拠もない仮説
の段階ですから」と謙
遜しておられたが，臨
床実感に根差した確か
な見方である。
　「発達障害ではない
と思っていた自分の患
者の数％が，いや数
十％が実は発達障害特
性を持っている」と考
えるようになった編者は，「発達障害
徴候がそこそこあるが，発達障害と診
断してよいのかどうか迷う『白でも黒
でもない灰色』に位置する人たち」を
主な対象とした適切な書籍がないこと
に気付く。そこで，川崎医大精神科の
仲間と自らの経験に基づく症例集を編
むことになった。
　中心は，51症例からなる第 2章で
ある。統合失調症，アルコール依存症，
難治性うつ病，境界性パーソナリティ
障害と一応の診断名が付いている場合
もあるが，「こだわりエネルギー」「心
配の暴走状態」「急性期なのに笑顔で
穏やか？」というタイトルから，臨床
で出合うさまざまな症例が取り上げら
れていることがわかる。診療の経過に
添え，「どう考えたか」という臨場コ
メントがあり，「考察」で一般化される。
　豊富な症例についての経験のまとめ
が，編者による第 1章と第 3章である。
そこには，大人の発達障害の診察と支
援について，臨床家に役立つ知恵が印
象的なキーフレーズとしてちりばめら
れている。例えば，「発達障害は生活
障害なのである」「発達障害的な特徴
がいくらかあるために，適応障害にな
ってしまったのだと理解できる事例が

非常に多い」「発達障害特性は，その
人にかかるストレスによって，強く現
れたり逆に見えにくくなったりする」
「精神症状が急速に表れ消退する，人

や場面によって異なっ
て表れてくる」「『積み
上げ』が起きにくい」
「『リセット』がある」。
　支援についての心掛
けは，「正確なコミュ
ニケーションを心がけ
るのが基本」という指
摘から始まり，「発達
障害の人は，人を求め
ている」「すべての灰
色事例の人が必要とし
ているのは『人生の解
説者』『人生のガイド
役』，指導者よりも解
説者」「『困ったら相談
する人』『困らなくて

も何かと相談する人』になってもらう」
「周囲の人と『助け合う人生』，助け合
えば薄まる」と続く。
　こうした発達障害についての広いと
らえ方が導くのは，「発達障害の傾向
をもつ人の診療は，これまでの診療と
基本的には変わらない」「『本人の特性
に合った対応』は精神科臨床の全ての
基本である，発達障害臨床こそが精神
科臨床の基本である」ことへの気付き
であり，「発達障害臨床の最終目標は，
その人の個性や持ち味が認められ，凸
凹が許容される生きやすい社会の実現
である」という信念である。
　日々の発達障害の診療に役立つだけ
でなく，「人を見る際の視野を，定型
発達から発達障害へ広げ」ることで，
「これまでの成人精神医学に大幅な変
更を求める」大胆な問題提起の書でも
ある。人の心について，心と言葉の関
係について，そして発達障害とはどう
いうことなのかについて，考えを新た
にし議論を深めるために多くの精神科
医に手に取っていただきたい。「ウラ
がなくオモテだけで生きている人がも
つ透明感」を「純度の高い人として尊
敬」する，それが編者お二方の姿勢で
ある。

はかけ離れている感があった。本書
はそうではなく，現役の第一線で活躍
されている統計学者の新谷先生が極め
て現実的な視点でポイント絞った解説
をしてくれている。記述統計の項から
入り，終盤にはロジスティック回帰分
析や生存解析の多変量解析モデルや，
最近の医学論文では当たり前に目にす
るようになった c-statisticsや net re-
classifi cation improvementの内容までも
カバーしている。
　特筆すべきは，新谷先生が米国で
Grant（研究費）の申請を行ったり，
あるいは論文の査読を行ったりする立
場の人物であるというところである。
そうした立場の方の生の声はなかなか
聞こうと思っても聞けるものではない
（しかも，日本語で！）。中でもパワー
計算（必要な症例数の算定）に関する
率直な議論や，重回帰分析を行うにあ
たっての共変量の考え方など，まさに
多くの方々が解答を見つけられずにい
る問題ではなかろうか？

　現代は，良くも悪くも，クールに大
量のデータが手に入る時代になった。
ここで問われるのはそのデータの「質」
の評価，そしてそれを解釈するための
正しい疫学や医学統計知識であろうと
感じている。新谷先生も前書きで述べ
られている通り，残念ながらわが国の
医療統計を取り巻く環境は未発達であ
る。Evidence-Based Medicineに必須な
知識を少しでも高めていただくため，
ぜひ論文を読み始めた方々，あるいは
これから自分で疑問を解決しようとい
う方々に，一読いただきたい好著であ
る。

註：筆者は実際に統計の専門家からそのように自
己紹介されたことがあり 3），統計家の先生方に
悪意があるわけではありません。
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↘

日々 の診療に役立つだけでは
ない，大胆な問題提起の書
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