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看護理論家の業績と理論評価
編集　筒井真優美
B5　頁640　6,400円
［ISBN978-4-260-02085-5］

人体の構造と機能
（第4版）
著　エレイン　N. マリーブ
訳　林正健二、他
A4変型　頁656　5,200円
［ISBN978-4-260-02055-8］

母乳育児支援スタンダード
（第2版）
編集　  NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント

協会
B5　頁512　4,400円
［ISBN978-4-260-02070-1］

ナラティブホームの物語
終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ
佐藤伸彦
A5　頁272　1,800円
［ISBN978-4-260-02098-5］

〈シリーズ　ケアをひらく〉
漢方水先案内
医学の東へ
津田篤太郎
A5　頁238　2,000円
［ISBN978-4-260-02124-1］

NANDA-I看護診断
定義と分類 2015-2017
（原書第10版）
原書編集　T. ヘザー・ハードマン、上鶴重美
監訳　日本看護診断学会
訳　上鶴重美
A5変型　頁552　3,000円
［ISBN978-4-260-02088-6］

〈がん看護実践ガイド〉
がん患者への
シームレスな療養支援
監修　一般社団法人日本がん看護学会
編集　渡邉眞理、清水奈緒美
B5　頁208　3,000円
［ISBN978-4-260-02097-8］

〈がん看護実践ガイド〉
がん患者のQOLを高めるための
骨転移の知識とケア
監修　一般社団法人日本がん看護学会
編集　梅田　恵、樋口比登実
B5　頁208　3,400円
［ISBN978-4-260-02083-1］

がんエマージェンシー
化学療法の有害反応と緊急症への対応
中根　実
B5　頁320　4,000円
［ISBN978-4-260-01960-6］

〈標準言語聴覚障害学〉
高次脳機能障害学
（第2版）
シリーズ監修　藤田郁代
編集　藤田郁代、阿部晶子
B5　頁304　4,800円
［ISBN978-4-260-02096-1］

標準微生物学
（第12版）
編集　中込　治、神谷　茂
B5　頁648　7,000円
［ISBN978-4-260-02046-6］

〈標準言語聴覚障害学〉
失語症学
（第2版）
シリーズ監修　藤田郁代
編集　藤田郁代、立石雅子
B5　頁384　5,000円
［ISBN978-4-260-02095-4］

標準精神医学
（第6版）
監修　野村総一郎、樋口輝彦
編集　尾崎紀夫、朝田　隆、村井俊哉
B5　頁562　6,500円
［ISBN978-4-260-02041-1］
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■［特集］闘魂ホスピタルケア東京 1 ― 2 面
■［投稿］オランダ家庭医のアイデンティティ
と，家庭医を支える仕組み（三島千明） 3 面
■［連載］レジデントのための「医療の質」向
上委員会 4 面
■［連載]Dialog＆Diagnosis 5 面
■MEDICAL LIBRARY 6 ― 7 面

　医学教育モデル・コア・カリキュラムに，2010年度の改訂版から「診療参加
型臨床実習の実施のためのガイドライン」が盛り込まれるなど，現在，「実践型」
の医師育成が進む。より臨床に近い診療を経験することに，医学生の関心も高
く，実践に臨む場は学内にとどまらない。その期待に応える取り組みの一つに
「闘魂ホスピタルケア東京」（以下，「闘魂 HC」）がある。東京城東病院総合内
科（江東区）が主催するこの研修は，医学生が病棟や救急処置室で，診察や基
本的な手技を行う。大人数の講義や見学中心になりがちな臨床実習では得られ
ない経験ができるのが大きな魅力だ。実際にどのような研修が行われ，なぜ医
学生は「闘魂 HC」に集まるのか。本紙では，その取り組みと，背景を取材した。

特 

集

　白衣に着替えて病棟へ出れば，医学
生ではなく“現場の医師”になる。「失
礼します。○○さん，体調はいかがで
すか」。東京城東病院の「闘魂 HC」
に参加した医学生は，緊張した手つき
で聴診・触診を行い，入院する 70代
男性患者の身体所見を取る。後ろに控
える和

わ た り た か し

足孝之氏（同院総合内科副チー
フ）が，聴診で呼吸音を聞いた医学生
に「coarse crackles？　それとも fi ne 

crackles？」と質問すると，医学生は
首をかしげた。そこで和足氏は血圧計
を持ち出し，腕に巻くバンドのマジッ
クテープを剝がす音を聞かせて fi ne 

cracklesを表現。「詳しい病態生理まで
理解しておくといい。家に帰ってから
勉強しよう」と声を掛けた。「エピソード
記憶は多く残る。実際の患者さんの症
例から質問を重ねることで，医学生に
何がわかっていないかを気付かせてい
る」と和足氏は指導のポイントを語る。

超実践型の現場実習が
卒前と卒後のギャップを埋める

　次に向かったのは，電子カルテを閲
覧する部屋。和足氏は先ほどの患者に
ついて，30分以内にプロブレムを最
低 5つと，治療のプランを挙げるよう
指示し，「一人にするからね」と言い
残して部屋から出て行った。
　「闘魂 HC」は，同院総合内科チー
フの志水太郎氏が主宰する実践型の現
場実習だ。医学生らが丸一日病棟や救

急処置室に立ち，臨床医の監督，指導
の下で患者の診療を経験できる。大学
で行われる臨床実習とは独立した形
で，超実践型の実習が市中病院の有志
の医師らによって行われているのだ。
同院では，志水氏が赴任した 2014年
11月から始まり，1日最大 2人の医学
生を月―金曜の間，毎日受け入れてい
る。「より実践的な卒前の実習で，現
場に出る前後のギャップを埋められ
る」と志水氏は期待を込める。
　取材日，「闘魂 HC」に挑戦してい
たのは，患者を総合的に診る小児科医
や総合診療医を志す医学生（4年生）。
大学での臨床実習前に現場をいち早く
経験してみたいとの思いから応募した
という。
　「では挙がったプロブレムリストに
ついてプレゼンして。あなたの情報を
基に，私も治療方針を考えるよ」。先
ほどまで電子カルテを前に思案してい
た医学生に，和足氏が声を掛ける。医
学生は，カルテを書くこともプレゼン
を行うことも初めて。UpToDate ®を用
いながら，これまで学んだ知識を総動
員して情報を伝える。「プレゼンは初
めて？　よく言えているよ。特に患者
の社会背景にも触れた点はいいね。で
も，もっと良いプレゼンにするには，
何が問題かを最初のワンセンテンスに
込めよう」。明るい雰囲気の中，やり
とりが進む。医学生に今後の課題を
次々に指摘するのは「力不足を感じさ
せることで次の学びのモチベーション

につながり，教育効果を高めるから」
（和足氏）。このように「闘魂HC」では，
臨床医からのポジティブ・フィードバ
ックを通じて，医学生の学びが丁寧に
サポートされる。

救急外来のファーストタッチも
医学生が行う

　「発熱を主訴に 80代男性が救急搬送
され，まもなく到着する」。PHSに情
報が入ると，医学生は志水氏と共に救
急処置室へ急ぐ。患者が搬送されると，
医学生は患者に声を掛けて様子をうか
がう。救急搬送された患者のファース
トタッチも医学生が実施する。焦りか
らかうまく言葉が出ず，志水氏に「も
っと大きな声がいいよ」と促される。
同行した家族とケアマネジャーにも話
を聞き，搬送されるまでの経過を確認。
体温や食欲の有無から採血・点滴を実
施し，入院の要不要を判断することに
なった。穿刺を前に，志水氏が用意し
た血管代わりの駆血用のゴムチューブ
に，皮膚に見立てた紙をかぶせルート
確保を即席でシミュレーションする。

練習が終わると「針を刺しますね！」
と患者に向かう。これは練習ではなく，
本番そのもの。つい先ほどまでぎこち
なかった声掛けも大きな声に変わる。
看護師に手を添えてもらいながら，初
めての穿刺が成功した。病棟看護師へ
入院の引き継ぎを終えた医学生は，「穿
刺は緊張したが，大学で行う機会はな
いので，良い経験になった。大学での
講義や実習に向かう姿勢も変わりそ
う」と表情を引き締めた。

卒前臨床実習を補完する役割

　「闘魂 HC」の現場で行われる実践
的な実習スタイルには，モデルとなる
取り組みがある。それは 2010年，筑
波大附属病院水戸地域医療教育セン
ター・水戸協同病院総合診療科におい
て徳田安春氏（現・地域医療機能推進
機構本部顧問）が始めた「闘魂外来」だ。
当時医学生だった廣澤孝信氏（現・沖
縄県立中部病院）が，徳田氏の日直・
当直に同行したいと申し出たのが始ま

実践型実習が，医学生の「学びたい！」思いに応える実践型実習が，医学生の「学びたい！」思いに応える

闘魂ホスピタルケア東京闘魂ホスピタルケア東京

●写真　❶病棟回診で聴診を取る医学生（中
央）と和足氏。「闘魂 HC」では医学生が安全
に診療を実施できるよう，必ず後ろで臨床医
が見守る。❷電子カルテから情報を集めてプ
レゼンを実施し，医師からフィードバックを
受ける。❸救急搬送直後にルート確保の手順
を教える志水氏（右）。針の仕組み，血管の
とらえ方，穿刺の角度など，短時間のやりと
りでも，実践ならではの学びは多い。

（2面につづく）

●❶ ●❷
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 特集　闘魂ホスピタルケア東京

りだという。その後，指導に協力した
志水氏らと共に，全国の医学生・研修
医を対象に定期開催されるようになっ
た。「闘魂 HC」が入院患者の管理を
メインとする一方で，「闘魂外来」は
救急外来を主な舞台とする。指導医が
後ろに控える中，医学生が，救急搬送
されてきた患者に対し問診，診察，ア
セスメントに至る一連の診療を行う。
そして，振り返りカンファレンスでは
プレゼンを行い，指導医から診療のア

●写真　左：週に 1度「闘魂 HC」の指導に
も訪れる徳田氏。右：「『闘魂』を経験する
と学生生活が大きく変わる」と語る志水氏。

クションが妥当だったかのフィードバ
ックを受ける。徳田氏は，「学生自ら
診療に当たる，“診療主役型”という
のが最大の特徴」と語る。現在では，
医学生の申し込みが殺到するほどの人
気ぶりだ。
　医学生の関心が集まる背景には何が
あるのか。近年，卒前教育では「診療
参加型臨床実習」の充実が促進されて
いるが，実際には“診療の見学”で終
わってしまうことも少なくない。しか
し，国試を終えて臨床現場に身を置け
ば，患者と向き合い，医師として適切
な診療が求められる。卒後，臨床に出
てすぐに，医師として動けるだけの教
育を受けているのだろうか――。「闘
魂 HC」や「闘魂外来」は，そうした
漠然とした危機感を抱く医学生の受け
皿になっていると徳田，志水，和足の
三氏は口をそろえる。「医療の現場は
ダイナミック。座学で得た知識がどれ
だけあっても，いざ患者が目の前に来
たら動けないもの。医学生のうちに臨
床に出て，身体で覚える経験は大きい」
と徳田氏は意義を強調する。

“愛される医師”の心構えも

　ただ，志水氏はこうも話す。「私た
ちが伝えたいのは，ベッドサイドで活
きる技術だけではない」。病院は医師
の他，看護師や技師，医療事務などさ
まざまな職種が働いている。円滑な組
織運営には他職種に対する医師の気配
りが大切になる。「日常診療の場は多
職種で成り立っていることを卒前から
知ることで，他職種からも“愛される
医師”としての心構えを身につけてほ
しいんです」と志水氏は力を込める。
病棟に立たないと知り得ない雰囲気
を，医学生自ら感じ取ることができる
のが「闘魂HC」ならではの特徴なのだ。
　通常業務と並行して教育を行うこと
に医師の負担感はないのか。相手は研
修医ではなく，経験も技術も乏しい医
学生である。前出の和足氏は，「業務
と教育はセットと考えているので手間
に思うことはない。むしろ“教えるこ

とは二度学ぶこと”。相手のレベルを
見極めて経験と知識を言語化すること
は，自分の研鑽にもなりますね」と意
に介さない。志水氏も「指導すること
で医学生がどんどん成長するのは見て
いてうれしい」と笑顔で話す。
　たった 1日でも，臨床を「主役」と
して経験することで，医学生は自分に
できることとできないことを自覚す
る。そのインパクトにより，これから
何をすべきか，学習へのモチベーショ
ンが上がるに違いない。一連の「闘魂」
実習は，徳田，志水両氏による他施設
への「出前講座」も行われ，各地に広ま
りつつあるという。「類似の活動が広
まれば，『闘魂』は発展的に解消され
ることもあるだろう」（志水氏）。卒前
教育の“補完機能”として行われる取
り組みだが，医学生の真のニーズをく
むために医学教育はどう応えていくべ
きか，そのヒントにもなり得るだろう。

（1面よりつづく）

◆「闘魂」を経験した研修医の活躍◆「闘魂」を経験した研修医の活躍

　「闘魂外来」を知ったきっかけは，
勉強会や実習でお世話になっていた大
学の先輩に誘っていただいたことで
す。学部 4年次に初めて参加した際，
単に診療の見学のつもりでいたとこ
ろ，徳田先生に「では，診察してくだ
さい」といきなり言われ，緊張しなが
ら患者さんに問診や身体診察を行った
ことを覚えています。素晴らしい総合
診療医の先生方から，直接診察の指導
を受けることで，学習に対するモチ
ベーションも高まり，その後も機会が
あるたびに参加しました。
　外来では，問診や身体診察にとどま
らず，どのような検査を行うかを自分
で考え，検査で得たデータをその場で
解釈。さらに追加の検査内容を考えた
り治療のプランを立てたりし，患者さ
んへの説明もしました。検査や治療が
必要な場合は，指導医の指導の下，医
学生も静脈・動脈採血や腰椎穿刺，静

脈ルート確保などを実施しました。
　その後参加した「闘魂 HC」では，
入院後のマネジメントを学びました。
実際の臨床現場ではどのような知識や
技術が必要なのか，また多くの職種の
方々と連携を取って診療に当たる大切
さを体験できました。どちらの研修も，
目の前に患者さんがいるため，一切妥
協をせずにベストの診断・診療を行う
必要に迫られるので，医師としての責
任感も身についたと思います。
　終了後は，診察した患者さんの病態
を UpToDate ®で調べたり，書籍を読
んだりして知識を補充。大学の臨床実
習でも，次に自分がこの手技をどう行
うのか，準備する器具や注意すべきポ
イントは何かを，常にイメージして臨
めるようになりました。
　初期研修医になってからも，「闘魂
外来」「闘魂 HC」で学んだ診察の基
本の型や手技がすぐに活用でき，診療
もスムーズに進められています。
　多くの知識や技術を習得できたこと
以上に，徳田先生や志水先生の診療現
場での患者さんへの態度や，患者さん
にとってのベストな診療を最後まで考
え抜く姿勢を間近に見られた経験は今
も大きいです。診療や治療に関して共
にディスカッションできる友人たちと
出会えたことも財産になっています。

寺田 教彦
筑波大学附属病院
水戸地域医療教育センター・
水戸協同病院
初期研修医（卒後 2年目）

「闘魂 HC」で磨かれた臨床力

　筑波大医学部の 5―6年次に，同大
附属病院水戸地域医療教育センターで
の臨床実習において，病歴聴取と身体
診察の重要性を学ぶ機会がありまし
た。その後，第 1回水戸医学生セミナー
（2009年）に参加した際，その当時毎
月第 1土曜日に当直をしていた徳田先
生に，厚かましくも懇親会の場でご指
導をお願いしたのが，私の「闘魂外来」
参加のきっかけです。
　正確には「闘魂外来」と命名される
前でしたが，とにかく実践的でした。
病歴と身体診察からアセスメントをし
て，プランを立て，徳田先生にプレゼ
ンを行い，フィードバックしていただ
くという，今考えても大変貴重な経験
でした。それまで机上でしか学んでい

なかった自分にとって，主訴や病歴，
身体所見から鑑別診断を挙げるという
発想そのものがなかったため，教えの
一つひとつに目からうろこが落ちるよ
うなインパクトがありました。また，
徳田先生のジェネラリストとしての所
作は，医師としての一歩を踏み出す前
の自分にとってとても強烈で，今でも
脳裏に焼き付いています。
　その後も，有志の同級生や後輩と共
に，徳田先生の毎月の当直に参加して
は稽古をつけていただき，そうしたも
のが「闘魂外来」のプロトタイプとな
っていきました。多くの先生方や同志，
他分野の方々とも交流を深める機会を
得ることができ，モチベーションの向
上と視野を広げることができました。
　初期研修を開始してからも，「闘魂
外来」での実践的な経験が生きていま
す。特に，救急センターのような，多
忙を極める研修の中で，限られた時間
内に最善の Decision Makingを求めら
れる場面では，当時のトレーニングが
よりどころとなっています。「闘魂外
来」での経験は，現在の自分の医師と
してのまさに“源流”と言えます。

廣澤 孝信
沖縄県立中部病院
後期研修医（卒後 4年目）

目からうろこが落ちる経験の数々

●「闘魂HC」参加の申し込み・問い合わせは，
jotosec@gmail.comまで



　筆者は，所属する北海道家庭医療学
センターの家庭医療後期研修の一環と
して，オランダのラドバウド大医学部
のDepartment of Primary and Community 

Careを訪問し，2週間の家庭医（GP；
General Practitioner）診療の研修を行
う機会を得た。英国やオランダは世界
的にもプライマリ・ケア先進国とさ
れ，その医療システムが注目されてい
る。本稿では，日本国内で家庭医療を
学ぶ後期研修医の視点から，オランダ
の GPの魅力を報告したい。

地域住民と
深い信頼関係を築く GP

　暖色の柔らかな色の壁，観葉植物や
絵画，片付けられたシンプルな机，豪華
ではないが座り心地のよい椅子。穏や
かな雰囲気は，診察室というより，リラ
ックスできる部屋をイメージさせる。
私服の GPは，患者に身体を向けてし
っかりと話を聞き，語られるストー
リーを引き出す。受診理由を探り，医
学的なアセスメントとともに患者の感
情・解釈のアセスメントを行い，医
師―患者間の共通理解を構築。予測さ
れる状況の対応策を説明し，患者のセ
ルフケア能力をエンパワーメントす
る。すると，患者はほっとした表情で部
屋を後にしていく――。以上は筆者が
観察した約10分間のGPの診療風景だ。
　プライマリ・ケアを基盤とするオラ
ンダは，一次医療と二次医療，さらに
高度な医療を提供する三次医療との役
割が明確に区分され，地域住民は健康
問題があれば，最初に GPのいる診療
所を訪れる。GPは，患者が必要とす
る医療につなげていく「ゲートオープ
ナー」の役割を果たしているのである。
それゆえ，GPが対応しなければなら
ない疾患・健康問題も幅広い。喘息の
小児，複数の慢性疾患を抱えた高齢女
性，家族の問題に悩む患者，頭痛を訴
えるうつ病既往の男性，妊娠の可能性
を相談する女性など，さまざまだ。し
かし，実に 96％の健康問題がプライ
マリ・ケア領域で対応されているとい
うのだから驚いてしまう 1）。
　GPがチーム医療のコンダクターと
して，看護師，医療助手，作業療法士，
理学療法士，心理士，薬剤師など多職
種の協働を図っている点も大きな特徴
だろう。例えば，糖尿病・喘息などの
安定した状態の慢性疾患患者であれ
ば，慢性疾患管理のトレーニングを受
けた「プラクティスナース」に看護師
外来での対応を依頼する。通常，看護
師による外来は GPよりも長い診療時
間が設定されている。患者側も時間を

いるという。
　実例として，頭部裂傷の患者で縫合
が必要なケースのシミュレーションの
方法について聞いた。シミュレーショ
ンでは，縫合技術の部分に焦点化する
のではなく，まず患者を部屋に招き入
れるところから始まる。不安で動揺す
る患者を安心させ，手順・方法の説明
をし，縫合を実施（手技の場面では，
模擬患者の頭部にウィッグが付き，実
際に縫合のシミュレーションが行える
ようになっている）。その後，今後の
管理内容を説明して，患者の退室まで
見届ける……と，ここまでの一連の流
れを指導医，心理学者，模擬患者たち
が評価するのだという。
　学生時代にこのようなトレーニング
を計 57時間行い，GPの研修プログラ
ムでは Medically Unexplained Physical 

Symptoms（MUPS），Communicating 

with Migrants，Domestic violence，Sexual 

problemなど，より複雑な症例・トピ
ックを扱い，深化を図る。このように
学生時代から GPになるまで切れ目な
くリアリティーのある環境下でスキル
を磨く機会があるのは，魅力的に感じ
る。そして彼らのコミュニケーション
能力の高さにも納得がいく。

働き方・キャリアの多様性が
保証されている

　GPとなった後の働き方やキャリア
プランも非常に多様だ。GP診療所（ソ
ロ／グループプラクティス）勤務，大
学に所属して研究・教育に従事，また
はそれらを週 1―2日ずつ組み合わせ
るスタイルなど，非常にフレキシブル
だ。オランダの全医師の 36％は GPで
あり 5），GPのキャリアを選択するこ
とが珍しいことではない。
　研修中，筆者の目を引いたのは，多
くの“ワーキングマザー”の GPであ
る。それもそのはずで，ラドバウド大
の医学生約 2000人のうち，女性の割
合は 65％を占め，家庭医療後期研修
医に至っては 75％を占めるというの
だ（現在，ラドバウド大に所属し，家
庭医療後期研修を行う研修医は計 240

人）。研修期間中，妊娠・出産・子育
てといったライフイベントにかかわる
理由であれば，研修期間を 4―5年に
延長することも認められている。筆者
が見学していた際も，研修医が指導医
に対し，「子育てとの両立のために研
修期間や勤務体系を変更したい」とい
う相談が行われているのを目にした。
　また，オランダでは GPの約 15％が後
期研修後，任意の専門研修を行ってい
るという話も聞いた。Emergency care，

Asthma／COPD，DM，CVD，Palliative 

care，Elderly care，Mental health care，
Governance in health careなど多岐にわ
たる内容で，中長期コースから短期
コースまで，個人の興味・関心に合わ
せて学習できる機会が用意されてい
る。それらを修了した者の多くは，大
学などで卒後教育にかかわる重要な存
在にもなるという。実際に話を聞いた
GPも，地域における移民のケアや自
閉症の家族とそのかかわりについて学
び，それを専門としていた。地域で目
にする医療ニーズに合わせ，学びを深
めていける仕組みはうらやましく思う。
　以上のように，子育てを担う世代も
医師として働き続けられるシステム
や，自身の関心分野を深めていけるシ
ステムなど，働き方・キャリアの多様
性が保証されているからこそ，継続的
にプライマリ・ケアを担う医師が育っ
ているのだろう。これはプライマリ・
ケアの持続可能性という点からも重要
なポイントだと感じた。

GPの役割は，地域の
プライマリ・ケアモデルの充実

　これまで筆者が「家庭医のアイデン
ティティとは？」に悩んだ際，診るこ
とのできる疾患・症状の幅広さなど，
医師個人の力量に解を求めようとする
ことが多かった。しかし，家庭医療先
進国であるオランダの GPたちは皆，
「一人で何でも診療する医師」ではな
く，「多職種とのチームで，患者（地
域住民）に必要な医療を提供する医師」
であることを重視していた。つまり，
家庭医に求められているのは，地域に
必要なプライマリ・ケアモデルを考
え，充実させていくことにあるのだと
実感できた。
　オランダで出会った GPたちは，超
高齢化が進む日本のモデルに高い関心
を持っていた。チャレンジングな課題
であるが，こうした時代に家庭医とし
ての研修を行えることにあらためてや
りがいを感じる。日々の診療や，目の
前の患者さんを通し，今後，地域にと
って真に求められる医療の形を探って
いきたい。
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●三島千明氏
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北海道で家庭医療後期研修中で，これまで上
川医療センター，江別市立病院で研修。日本
医師会 Junior Doctors Network（JDN）副代
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かけた丁寧な診療が受けられるため，
満足度も損なわれないという。結果的
に，GPはより複雑な問題を持つ患者
に集中することができる。
　また，GPは，午前・午後にわたる
外来診療の他，訪問診療も行う。筆者
が同行させてもらったのは，パーキン
ソン病の高齢女性，大腸がん末期の男
性，血液腫瘍の男児。ここでも GPは，
地域に点在する在宅ケア組織や多職
種，二次医療機関の専門医と連絡を取
り合い，地域で切れ目のないケアを支
えるコンダクターだ。GPはかかりや
すい身近な存在として 24時間対応し，
不明な点は専門医に相談，時に患者・
家族の「代弁者」としてきめ細かな調
整も行う。訪問先の患者宅では，患者・
家族―GP間の深い信頼関係も垣間見
えた。「延命的な処置を望むか否か」「尊
厳死」といったデリケートな話題も自
然と挙がってくるところは印象深い。

学生時代から磨かれる
コミュニケーションスキル

　GPたちの活動を見て，“健康へと導
くコンシェルジュ”のように筆者には
思えた。それは，彼らの診療を下支えす
るコミュニケーションスキルの高さゆ
えかもしれない。今回の研修では，ラド
バウド大医学部准教授でコミュニケー
ションを専門とし，自身も GPである
Evelyn van Weel-Baumgarten氏に話を
聞く機会があり，彼らのコミュニケー
ションスキルの高さの秘密と，そのト
レーニングの一端も知ることができた。
　医学知識と臨床技能，そして患者中
心のコミュニケーションスキルの充実
が，患者の健康のアウトカムに良い影
響を与えることは既に知られている 2，3）。
オランダというお国柄，文化的にさま
ざまなバックグラウンドを持つ住民が
多い。そこで，同大医学部では限られ
た時間で質の高い診療を行えるよう，
コミュニケーションスキルの向上に注
力しているのだという。
　学生時代から始まるトレーニングの
最も重要な点は「医学的知識」と「コ
ミュニケーション」を融合させる点で，
これは「Integrated training」と呼ばれる。
同大医学部では，模擬患者によるシミュ
レーショントレーニング，各科の現場
での臨床実習や振り返りがセットとし
て行われていた 4）。なお，同大医学部
には年齢，性別，文化的背景の異なる
約 80人の模擬患者が登録されており，
皆，疾患ごとの症状を演じ分けるト
レーニングも積んでいるため，学生・
レジデントはさまざまなセッティング
でのシミュレーションが可能になって
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第 3回

有効性（1）
「有効な医療」とは何だろう？

本連載では，米国医学研究所（IOM）の提唱
する 6つの目標「安全性／有効性／患者中心
志向／適時性／効率性／公正性」を軸に，「医
療の質」向上に関する知識や最新トピックを若
手医師によるリレー形式で紹介。質の向上を“自
分事”としてとらえ，日々の診療に＋αの視点を
持てることをめざします。

担当 小西竜太
 関東労災病院救急総合診療科副部長・
 経営戦略室長

▲   有効な医療とは，「医学知
識に基づいて，必要な人に
行われる医療」である

▲   さまざまな理由で，有効な
医療が現場で行われていな
い

▲   今後は日本でも，より有効
な医療を選択するための取
り組みが進むと考えられる

（4）　　2015年3月9日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3116号
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有効な医療を自ら選択し，
実践できるようになろう

　現代は，医学研究のエビデンスや国
内外のベストプラクティスに関する情
報が全世界から瞬時に入手できる時代
である一方，自らの診療の質やアウト
カムを厳しく問われる時代でもありま
す。海外には Cochrane Libraryや BMJ 

Clinical Evidence，UpToDate ® や Dyna

MedTMなど，最新のエビデンスの現場
への普及を助けるリソースがあり，日
本でも「Minds医療情報サービス」が
国内の診療ガイドラインをWeb上に
収載しています。「臨床指標」や「医
療の質」といった概念も国内で浸透し
始め，DPCデータを利用し診療の質
を測る研究も多くなされています。今
後は診療報酬の範囲内でも，より有効
な医療を選択することへのインセンテ
ィブが設けられると考えられます。
　研修医の皆さんが，所属する医療機関
において有効性の高い医療を実践する
には，臨床知識・技術や EBMといった
クリニカルスキルの向上は必要最低条件
です。さらに質改善やマネジメント手法
といったノンクリニカルスキルを獲得で
きれば，将来どの診療科に進んでも，自
分自身はもちろん，チームや組織にとっ
ても重要な武器の一つになるでしょう。
　次回は実際のケースを用いて，どう
やって有効な医療を現場で進めていく
かを検討します。

文では，臨床研究で証明されたエビデ
ンスが臨床現場に普及するまでに平均
17年を要していることが明らかにな
っています 6）。例えば，約 20年前に有
効性が証明されている「急性心筋梗塞
後のβ遮断薬投与」についても，いまだ
約 60％の病院でしか使用されておら
ず，病院間での使用率の差も大きいも
のでした。これらは米国のデータです
が，日本国内でも同様の状況でしょう。
　どうして，有効性があると考えられ
ている医療が，現場では行われていな
いのでしょうか？　有効な方法が現場
の医師に普及していない，たとえ普及
していても，間違った解釈がされてい
る，心理的抵抗などから医師の行動変
容が難しい，などの理由が考えられま
す。また，臨床研究で有効性が示され
たエビデンスに基づく診療行為全て
が，国内で保険収載されているわけで
はありません。出来高払い制度や包括
払い制度といった診療報酬の仕組み
も，有効な医療行為の選択に影響を与
えることがあります。

効果の少ない医療を見直す，
米国のキャンペーン

　ここで，Choosing Wiselyキャンペー
ン 7）を紹介します。これは米国内科専
門医認定機構財団が発起人となり，米
国にある 63の専門医学会（2014年現
在）に働き掛けて実施しているもので，
日常的に行われてきた検査や治療を，
①エビデンスに基づいているか，②既
に行われた検査や手術の繰り返しでな
いか，③有害ではないか，④本当に必
要か，という 4つの観点で見直し，有
効性，あるいは費用対効果の低い医療
サービスを提供しないよう，勧告して
いこうというものです。各学会が“Top 

Five List”として少なくとも 5つの項
目を挙げます。例えば米国消化器病学
会は「大腸がんのリスクが低い患者が
内視鏡検査で異常がなければ，10年
間は再検査の必要はない」ことを推奨。
米国小児科学会は「咳止めや風邪薬を
4歳未満の呼吸器疾患の小児に処方し
ない」ことを推奨しています。
　この活動の背景には，これまで当た
り前に行われてきた医療行為の中に，
過剰なものが少なくないという実情が
あります。手厚い医療は疾病の早期発
見・早期治癒につながることもありま
すが，医療費の高騰，医原性合併症の
増加，早期に発見された介入不要な疾
病に対する新たな過剰医療，といった
負の側面も否定できません。
　過剰医療の背景には，医療訴訟に備
えた Defensive medicine（防衛医療）
の実施，医師の診療パターンや経済的
インセンティブ，患者側の過度な希望
や要求などさまざまな要因があり，行
動変容を達成するのは容易ではありま
せん。しかし，既にカナダ，英国，オ
ランダなど欧米の先進国で，こうした
学会ぐるみでの変容を促す取り組みが
進んでおり，今後は日本でも同様の流
れが生まれることが期待されます。

　第 3回と第 4回は，「有効性」につ
いてお話ししたいと思います。

日常臨床に紛れ込んでいる，
「有効でない」医療

　皆さんが普段，行っている診断方法
や治療は全て有効なものでしょうか？
「有効でない医療をわざわざ行うわけ
がない」と思うかもしれません。しか
し，臨床現場には「効果が少ない」「効
果がない」，それどころか「有害である」
医療行為が日常的に紛れ込んでいま
す。また，どんなに皆さんが最新の論
文のエビデンスを知っていようと，ガ
イドラインを読み込んでいようと，有
効な医療のみを明確に選別し，実践す
ることは簡単ではありません。
　例えば臨床研修中，救急外来でこん
な経験をしたことはありませんか？
・ どう見てもウイルス性上気道炎の患
者にせがまれ，抗菌薬を投与して帰
宅させた

・ 「BPPV（良性発作性頭位めまい症）
の患者にはメイロン ®が有効」と上
級医から教えられた

・ 頭部打撲患者が搬送されたら，全例
で頭部 CTを撮っている

　あるいは，その投薬や検査の意味を
考えもせず，診療マニュアルや院内の
暗黙のルールに従ってはいないでしょ

うか。
　IOMは有効な医療について，こう
定義しています。「医療サービスによ
り恩恵を受けられる人には医学知識に
基づいた医療を提供し，恩恵とならな
いと思われる人にはそのようなサー
ビスを提供しない」。

 EBMは「有効な医療」
　への第 1歩

　「医学知識に基づいた医
療」とは，基礎研究や臨
床研究で科学的有効性が
証明されたエビデンスを
個々の患者に適用するこ
と，そして集団に対して
も同様のプロセスを経
て実践すること，つまり
EBM（Evidence Based 

Medicine）のことです。
　一般的に，Systematic 

Review や Meta-analysis，
ランダム化比較試験
（RCT）で証明されたエビ
デンスは「エビデンスレベ
ル」が高く，より信頼に足る
とされます。しかしそれらを臨
床現場で実際に活用するには，研
究のデザイン等も含めた総合的な判

断が必要になります。その際用いる
のが「Critical Appraisal（論文の批判的
吟味）」の手法です。この手法を使え
るようになれば，RCTだけでなく，コ
ホート研究や疫学研究のエビデンスも
適切に取り入れられるようになるでし
ょう。将来どの診療科をめざすにせよ，
EBMに関する知識と手法は身につける
必要があります。本紙にも過去の記事
や連載 1-3）がありますので，参考にして
みてください。
　ただし，EBMにも限界はあります。
例えばさまざまな合併症を抱えた患
者，85歳以上の高齢者といった集団
を対象にした研究デザインは多くあり
ません。つまり臨床現場で遭遇する問
題全てに，価値のあるデータや結果が
存在するわけではありません。そうし
た限界を認識した上で，有効な医療の
ためにどのようにエビデンスを利用し
ていくかは，臨床環境，医師個人の臨
床センスや経験，患者との関係性や価
値観に依拠します。また，有効性がま
だ証明されていない診療の場合には，
リスクとベネフィットを明らかにした
上で，患者と医師が共同して意思決定
を行うことも必要になります。

エビデンスの普及には，
時間がかかる

　2003 年に『New England Journal of 

Medicine』誌に発表された論文では，
成人に対し，ガイドライン等で推奨さ
れている医療（予防，スクリーニング，
急性期治療，慢性期治療）の 54.9％し
か実践されていなかったと報告してい
ます 4）。小児に対しても，46.5％しか
実践されていませんでした 5）。別の論
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今回は私が現在活動しているルワ
ンダからの症例です。

［症例］35歳男性兵士，主訴：力
が入らない。特記すべき既往歴な
し。所属する部隊で任務を問題な
くこなしていたが，約 1か月前
から両下肢に刺すような知覚異常
と脱力が出現し，症状は徐々に進
行した。やがて歩行が困難となっ
たため，軍病院に搬送された。患
者は自身の症状について，「何者
かに毒を盛られたことが原因であ
り，パトロール中，地面の水たま
りを飛び越えようとしたときにそ

4

れをはっきり理解した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」と主張し
ている。過去に同様の症状はなく，
外傷のエピソードもない。下肢に
筋痛，関節痛，腫脹，熱感，発赤
などはない。背部痛もない。排尿
や排便の困難はない。発熱，悪寒，
体重低下，盗汗，めまい，消化器
症状などもない。飲酒歴はない。
　受診時，体温 37.2℃，血圧 110／
65　mmHg，心拍数 71／分，呼吸数
15／分，SpO 2 99％（room air）。
両下肢の筋および関節に視診およ
び触診上の異常はない。両下肢の
筋力は近位・遠位ともに正常であ
るが，触覚・温痛覚の軽度低下を
認め，深部感覚（位置覚，振動覚）
が顕著に低下している。また，深
部腱反射もやや低下している。立
位維持が困難で Romberg testの
実施は不可。歩行時に支持を必要
とし，両足を開いて高く持ち上げ，
強く地面を踏みしめるように歩行
する。その他の特記すべき身体所
見の異常はない。

　皆さんはこの症例についてどう思う
でしょうか？　進行する両下肢の知覚
異常と脱力，「毒を盛られた」という
患者さんの確信に満ちた奇妙な主張

と，つじつまの合わない説明。胸の奥
の暗い部分がざわつくような，どこか
不気味な感じさえします。
　まずは主訴から考えてみましょう。
「力が入らない」あるいは「脱力」
（weakness）は，しばしば臨床医が遭
遇する症状ですが，それ自体では抽象
的過ぎて鑑別診断が組み立てられませ
ん。訴える患者さんによっては，それ
は筋力の低下を意味していることもあ
りますし，倦怠感や気分低下，時には
労作時呼吸困難を示している場合もあ
ります。したがって，効果的に鑑別診
断を組み立てるにはもう少し踏み込ん
で，患者さんの言う「脱力」が具体的
に何を意味しているかを正確に理解す
ることが必要です。この患者さんが意
味するところの「脱力」は，どうやら
主に両下肢の機能，特に歩行が困難で
あることに関連しているようです。
　「毒を盛られた」というのは，ずい
ぶんと物騒な話ですが，私の指導して
いるルワンダ人レジデントたちは口を
そろえて「ここではよくあること」と
言います。連載第 1回（3108号）で
も触れましたが，この国ではヒーラー
（呪術師）のような人たちが存在し，
謎の治療薬から，時には毒薬まで処方
しているようなのです。とっぴなこと
と，その可能性を簡単に否定できるも
のでもなさそうです。
　両下肢の筋力が正常でありながら，
歩行が困難であるという症状は興味深
いものです。患者さんが歩行障害を訴
えている場合，適宜支持をしながら実
際に歩行させてみましょう。歩行障害
にはいくつか特徴的なパターンがあ
り，鑑別に役立つからです。例えば，
小脳性運動失調の歩行障害では，「酩
酊歩行」と呼ばれるよろめき歩きが認
められますし，脳血管障害による片麻
痺では外側に弧を描くように患側の足
を回す痙性歩行が見られます。また，
前屈姿勢と小刻み歩行はパーキンソン
病に特徴的です。この患者さんの歩き
方は特徴的なものでした。すなわち，
「足を高く持ち上げ，地面を強く踏み
しめるような」歩き方です。これは診
察時に認められた，深部感覚の低下と

合致する所見です。位置覚や振動覚が
低下しているために，足を高く持ち上
げ，地面を叩くように歩くことで，低
下した深部感覚を補っているのです
（踵打歩行）。Romberg testは深部感覚
異常の検査ですが，それが施行できな
いほど，この患者さんの深部感覚は低
下している可能性があります。
　患者さんには特記すべき既往歴がな
く，35歳という年齢からも，HIVの可
能性を除けば，何らかの重篤な基礎疾患
が存在している可能性はあまり高くな
いように思われます。こうした場合，や
はり患者さんの全ての症状を説明し得
るような疾患可能性（unifying diagnosis）
をまず探っていくアプローチ（いわゆ
る「オッカムの剃刀」）が妥当でしょう。
　薬物や重金属などによる中毒症（も
しかして本当に……）？　多発神経障
害（糖尿病の症状はなさそうだけど）？　
神経梅毒（しまった，性生活歴を聞い
てなかった）？　ビタミン B 12欠乏症
（兵士だし栄養状態は良さそうだけ
ど）？　多発性硬化症（過去に合致す
る神経症状はなかったはず）？　HIV

に関連した多発神経炎（最後にスク
リーニング検査したのはいつだろ
う）？　慢性炎症性脱髄性多発根ニ
ューロパチー（筋電図なんてこの病院
にないよ）？　それとも心因性？ 

　担当しているレジデントと，この症
例についてもう少し詳しく話してみま
した。

「さっき話した鑑別診断の中で，unify-
ing diagnosisになり得る可能性の最
も高い疾患としては，何が挙げられる
と思う？」

「『毒を盛られた』という主張そのもの
が症状の 1つである可能性を考えれ
ば……，神経梅毒とビタミン B 12欠乏
症でしょうか？」

「そうだね。患者さんの食生活と性生
活について，もう少し詳しく聞いてみ
ようか？」

　しばらくして，レジデントが興奮気
味に駆け寄ってきました。

「Dr. Yuki，家族の話では，患者さんは
20代から肉を一切口にしなくなった
と言っています。牛乳も飲まないそう
です！」

「（！）」

＊

　ビタミン B 12は，動物由来の食品に
多く含まれており，不足すると大球性
貧血や，白血球および血小板の減少な
どの血液異常，また亜急性連合性脊髄
変性症（subacute combined degeneration 

of spinal cord）とよばれる深部感覚障
害を特徴とする神経障害を起こすこと

が知られています。また，時として精
神症状を伴うことがあり，躁鬱症状や
妄想，パラノイアもみられます 1）。本
来は肝臓に蓄えられているビタミンな
ので摂取量が不足しても数年間は症状
が出ることはなく，栄養状態がかなり
悪い環境に長期間置かれているか，腸
管からの吸収阻害の原因となる悪性貧
血などがない限り先進国では比較的ま
れな疾患です。しかし，近年では，菜
食主義者や，特にヴィーガンとよばれ
る動物由来の食品を一切摂取しない
人々の間でビタミン B 12欠乏症が報告
されるようになっており 2），この疾患
の臨床像について理解しておくことは
内科医にとって重要です。
　診断上重要なのは，まずは丁寧な病
歴聴取と身体診察です。加えて，血算
で合致するような大球性貧血や過分葉
核好中球がみられれば，まず血中ビタ
ミン B 12レベルを計測します（この患
者さんのヘモグロビン値は 5.9　g／dL

で，MCVは 128.1 fLでした）。ただし，
この検査は検査機関によって精度が一
定ではないため，しばしば偽陽性およ
び偽陰性が生じます。
　患者さんの血中ビタミン B 12値は
79.9　pg／mLと極端に低く，精度の問
題を考慮しても欠乏症の診断可能性を
強く示唆するものでした。また，その
後のビタミン B 12補充治療により患者
さんの症状の改善がみられたことも，
この診断を裏付けるものと考えられま
した。なお，ルワンダのように医療資
源が限られていない環境では，さらに
血清総ホモシステイン値やメチルマロ
ン酸値を計測します。両者が上昇して
いれば，ビタミン B 12欠乏症の診断可
能性はさらに高くなります。

◉歩行障害を訴える患者に対しては，可
能な範囲で実際に歩行させて，診断の
手掛かりになるような歩行障害のパター
ンがないかを観察すること。
◉ビタミン B 12欠乏症をはじめ，患者の
食生活が診断の重要な手掛かりになる
ことがある。
◉病歴聴取は診断上最も重要な技術な
ので，指導医は，レジデントが病歴聴取
を繰り返し，彼らが自ら診断を下す機会
を可能な限り与えること。
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美しいだけの図譜ではない，
機能解剖学的な解剖書

乳房の超音波解剖を
超音波特性と組織解剖の
対比で解明した書

書 評 ・ 新 刊 案 内

神経眼科学を学ぶ人のために
三村 治●著

B5・頁288
定価：本体9,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02022-0

評 者  岸 章治
 群馬大教授・眼科学

　わが国の神経眼科学の第一人者であ
る三村治教授による単著，『神経眼科
学を学ぶ人のために』が上梓された。
私が知る限り，これほどわかりやすく
親切に書かれている神
経眼科の教科書はな
い。眼科は基本的に形
態学であり，病変を見
ればだいたいの見当が
つく。最近では OCT

のおかげで，診断は格
段に楽になった。一方，
神経眼科では，病変は
検眼鏡では見えず，機
能の異常であることが
多い。このため訴えを
注意深く聴取し，機能
異常を分析的に観察
し，視野や MRI，さ
らに遺伝子などの諸検
査を適切にオーダーし
なければならない。診断に至るには幅
広い神経眼科の知識による推察が必要
である。神経眼科が敬遠されるゆえん
であろう。本書はタイトルが示すよう
に，著者が長年の経験と知識を若い人
たちに語りかけるスタイルを取ってい
る。重要な点は太字で強調してあり，
著者の意気込みが伝わってくる。
　本書は 9章から構成されている。第
1章は解剖と生理である。眼球運動に
は衝動性と滑動性追従運動があり，前
者は「随意的眼球運動の大部分を占め
る急速な眼球運動で，……反射的にみ
られることもある」，後者は「移動し
ている指標を常に網膜の中心窩に保つ
ために生じる滑らかな運動」と明快に
説明されている。第 2章は診察法であ
る。問診は発症状況，疼痛の有無，日
内変動と発症後の経過，家族歴，手術
歴をさまざまな可能性を考えながら聴
取する。視診は極めて大切である。歩
行状況，頭位，顔貌・容貌，眼球突出

度，眼瞼の状態を注意深く観察する。
その後，眼位と眼球運動を検査する。
本書の知識を活用すれば，問診と視診
だけで診断をかなり絞り込むことがで

きるだろう。第 3章は
視神経・視路疾患であ
る。視神経に腫脹を来
す疾患には，乳頭腫脹，
うっ血乳頭，視神経炎，
視神経周囲炎，乳頭血
管炎，虚血性視神経症
がある。乳頭腫脹（disc 

swelling）は「視 神 経
乳頭が境界不鮮明とな
り隆起している状態」
を指し，さまざまな原
因からなる。そのうち
のうっ血乳頭（papill-
edema, choked disc）は
頭蓋内圧亢進による乳
頭腫脹を指す。英語表

記に注意が必要である。視神経炎は抗
アクアポリン 4抗体陽性など新知見が
満載である。第 4章から第 7章は眼球
運動障害，眼振・異常眼球運動，眼瞼
の異常，瞳孔異常を来す疾患など神経
眼科の神髄とも言える分野である。
MRIが欠かせない。第 8章は眼窩に
異常を来す疾患で甲状腺眼症，感染，
骨折を扱っている。第 9章は全身疾患
と神経眼科である。本書には Close Up

というコラムが 38項あり，最新のト
ピックや診断のコツを扱っており，大
変役に立つ。
　本書は三村教授一人の手によるもの
なので，全体の統一が取れている。何
より著者の肉声が聞こえてくる記述が
素晴らしい。出版社泣かせの低価格は，
なるべく多くの人に読んでほしいとい
う著者の思いの表れであろう。この名
著を座右の書として，若い学徒だけで
なく，一般眼科医まで広く薦めたい。

誰も教えてくれなかった　乳腺エコー
何森 亜由美●著

B5・頁168
定価：本体5,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01938-5

評 者  遠藤 登喜子
 国立病院機構東名古屋病院乳腺外科・
 名古屋医療センター放射線科

　乳腺超音波検査は近年，マンモグラ
フィ検診の普及により発見される異常
の精密検査の必要性から，また，マン
モグラフィ検診の精度
補完のための手法とし
て注目すべき変化を示
してきた。しかし，本
書にも書かれている
が，超音波検査では視触診で検出され
た所見の裏付け検査法として，病変の
みが検討されることがほとんどであっ
た。それは，超音波検査が断層像とし
て得られる画像情報であり，3次元的
情報を記録・提供しがたい検査法であ
ったことにもよっている。
　近年，腫瘤像を形成しない病変―非
腫瘤性病変の診断の重要性が認識され
ることにより，正常乳腺から非腫瘤性
病変を検出すること，病変と正常乳腺
の鑑別など，正常乳腺像を意識するこ
との重要性が脚光を浴びるようになっ

てきた。従来も，正常乳腺の超音波画
像を前に，“いったいこの画像は何を
見ているのだろう”とつぶやくことは

あったが，超音波画像
が組織の何を反映して
いるか，明快なコンセ
ンサスは得られないま
まであった。そして，

超音波の屈折・反射・散乱（後方散乱）
による画像特性と組織を対応させたと
き，われわれの目は乳腺上皮のみなら
ず，間質にも拡大された。組織学的構
造という大きな枠組みの中，細胞と間
質，両者の密度と配置が超音波画像を
成り立たせている。これに気が付いた
とき，超音波による乳房構造の解像は
「目からうろこ」であった。
　本書は，まさにこうした「誰も教え
てくれなかった」乳房の超音波解剖を
超音波特性と組織解剖を綿密に対比す
ることにより解明し，単純明快に示

プロメテウス解剖学アトラス
胸部／腹部・骨盤部　第2版
坂井 建雄，大谷 修●監訳

A4変型・頁488
定価：本体11,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01411-3

評 者  阿部 寛
 秋田大大学院教授・形態解析学・器官構造学

　プロメテウス解剖学アトラスの第 2

版全 3巻のうち「胸部／腹部・骨盤部」
を拝見した。初めに「器官系の構造と
発生の概観」が加えら
れ，難解な臓器の発生
を美しい図とともにわ
かりやすくまとめてあ
る。続く内臓の解剖の項に直結してい
るために，内臓の発生学の知識はこの
章で十分なほどであり，これらを本書
一冊で学べるのは極めて都合が良い。
　続いて，例えば胸部内臓について，
胸部に含まれる主要な器官系の構造を
横隔膜・胸部の脈管と神経・心臓・呼
吸器系・食道のように機能的に再編成
して描き，胸部の最後に胸部の局所解
剖で締めくくっている。すなわち本書
は系統解剖学と局所解剖学の両者の表
現を使い分けていて，解剖学実習を学
ぶ学生は胸部臓器の意義を理解しつ
つ，解剖中の観察所見を学習できる。
心膜が生き生きと淡く描かれているの
で，心臓と心膜腔や胸膜腔との関係が
よくわかり，心臓があたかも動き出す
かのようである。図の周囲には基本的
事項から十分に深い内容まで丁寧な説
明が加えられている。さらに超音波画
像と胸部の断面図との関係をはじめと
する臨床的な事項も多数収められてい
る。
　本書の最後に「臓器の脈管・神経の
まとめ」と「臓器の要約」がある。近
年は，臨床修練の開始が早まっており

今後の学生は多くの科目を超特急で学
ぶ必要があるが，本書のこのような学
習上の配慮は復習や試験対策として知

識の整理に大いに役立
つことだろう。
　本書は決して美しい
図を集めただけの図譜

ではなく，機能解剖学的な解剖書であ
ると思う。学生は解剖学の広がりを感
じながら解剖学実習をより深く理解で
きるであろうし，卒業後も本書から新
しい視点を得ながら長く役立つと思う。
　監訳者の一人の坂井建雄氏は『解剖
学用語 改訂 13版』（医学書院）をま
とめた解剖学用語委員会の委員長（当
時）であり，日・英・ラテン語の解剖
学用語の造詣が深く，本書は解剖学用
語の精度が高い。この点も安心して薦
められるゆえんである。また 12名の
訳者の方々はいずれも長く解剖学実習
に携わってきて学生のことを深く理解
しておられる。このような方々の丁寧
な訳で勉強できる学生は幸福であると
思う。
　解剖学実習を学ぶ学生にとって唯一
不十分だと思われる点は，実習の過程
を解説する実習書であるが，各大学に
より個別に作成されていると思われ，
それを本書がカバーできなかったのは
やむを得ないことであった。逆に本書
と実習書があれば解剖学実習の理解の
ために完璧であろう。

↗

これほどわかりやすい
神経眼科の教科書はない！
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診断学のエッセンスへの
理解がさらに深まる一冊

《眼科臨床エキスパート》
眼感染症診療マニュアル
𠮷村 長久，後藤 浩，谷原 秀信，天野 史郎●シリーズ編集
薄井 紀夫，後藤 浩●編

B5・頁440
定価：本体17,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02019-0

評 者  鳥崎 真人
 とりさき眼科院長

　眼感染症に関する教科書は数多くあ
るが，専門的になればなるほど知識の
レベルは上がるものの実際の臨床現場
で症例について調べるには使いにく
い。ハンドブック的な
ものはちょっとした知
識や数値の確認には便
利ではあるが，写真が
なかったり記載が不十
分だったりすると，結
局教科書を調べに行く
ことになる。毎日の外
来診療においてもう少
し使いやすい本があれ
ばと思っていたところ
に，このたび，薄井紀
夫，後藤浩両先生の編
集による本書が刊行さ
れた。眼感染症各分野
のエキスパートの先生
方総勢 41名が，臨床
の場における実践的な利便性を追求し
「極めてシンプルに効率よく」という
編集方針に沿って記述した，まさにエ
キスのみが入っている本である。
　本書を開いてみた感想としては，ま
ず何といっても内容が見やすい。基本
的なレイアウトとして左ページに文
章，右ページに写真や図表というよう
に配置されているため，文章を読みな
がら写真を探すのも，写真を見て文章
を読むのも非常にやりやすい。行間が
広いため読みやすく，また所々少し贅
沢かなと思われるようなスペースがあ
ることも読んでいて疲れにくく感じる
理由かもしれない。具体的な内容とし
ては，眼瞼疾患にはじまり，涙器・眼
窩疾患，結膜疾患，角膜疾患，ぶどう
膜・網脈絡膜疾患，眼内炎，術後感染
症まで一般眼科臨床で遭遇する可能性
のある疾患が十分網羅されている。そ
れぞれの疾患について疾患概念，臨床
所見，病原微生物の同定，治療，生体
反応への対応，続発症への対応および
予後がきちんと分けて書かれているの
で必要な内容にたどり着くのが容易で
あり，しかもそれぞれが簡潔にまとめ
られているため理解しやすい。また各

分野の冒頭には，その分野の疾患を理
解するための鑑別の重要ポイントが述
べられている。簡潔ではあるが非常に
丁寧にわかりやすく書かれていて，眼

感染症に対する知識が
まだ少ない人でも診断
や治療を間違えないよ
うにとの道しるべにな
っており，編集者お二
人の優しさがそこに見
て取れる。写真もよく
選ばれており数も多く
また図表もよくまとま
っているので，若い先
生方（若くなくても結
構）には，ぜひ本書の
右ページのみをざっと
目を通すことをお勧め
する。明日からの外来
診療で患者さんを見る
目が変わることは間違

いない。
　しかし何といっても，本書の真髄は
総説にあると考える。微生物がいかに
巧妙かつ冷徹に感染を引き起こすかに
はじまり，それに対峙するわれわれ眼
科医が知っておくべき予防，診断そし
て治療の原則を確かな事例とユーモア
で示し，そして最後には「身のほどを
わきまえる」ことが最も大切であると
結んでいる。眼感染症の診療にあたっ
てはこれまで「相手を知る」ことが第
一とされており，私自身もそう考えて
後輩を指導してきた。しかし，それ以
前にわれわれ一人ひとりの身体が膨大
な数の微生物と共生してバランスをと
っている，いわば微生物に生かされて
いることに気付くべきであるという。
己の限界を知り，己のなすべきことを
考えることが人類の未来のために必須
と説く。まさに哲学である。
　本書は臨床現場で実践的に使えるこ
とを目的に編集された本ではあるが，
眼感染症に興味を持つきっかけとなる
本としても有用である。まさしく「座
右の書」として，ぜひ外来に一冊置い
て活用いただきたいお薦めの本である。

胃の拡大内視鏡診断　第2版
八木 一芳，味岡 洋一●著

B5・頁160
定価：本体10,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02025-1

評 者  市原 真
 JA北海道厚生連札幌厚生病院医長・病理診断科

　“臨床画像から病理組織像が想像で
きるような読影をしたい”
　私が初めて八木一芳先生のご講演を
拝聴した際，八木先生
が発せられた印象的な
フレーズだ。病理診断
医である私は，“分化
型と未分化型を分けるということか
な。tub2は大変だろうな”などと，の
んびり構えていた。しかし，すぐに「好
奇心の暴風」に巻き込まれた。
　今でも鮮烈に覚えている。粘膜の中
層を這う癌，乳頭顆粒状を呈する癌，
胃型粘液形質，分化度混在。それも読
むのか……それも読んでしまうのか。
八木先生が想像する組織像の詳細さ
に，私は愕然とした。
　八木先生はレーザーポインタでスク
リーンに腺管の形を書き始めた。
　“本当は構造があるけれど，腺管が
密で陰窩が浅いから表面構造は不明瞭
化しているのだと思うのです！”
　ポインタの先が踊った。私は引き込
まれた。そして，解説の病理画像を見
てまたうなった。全く八木先生のイ
メージ通り，さらには先生の読影によ
って私の頭の中に浮かんだ腺管のイ
メージ通り，腺密度の高い，丈の低い
tub1であった。
　また，別の病変の読影時に八木先生
はこうおっしゃった。
　“横這いと言えば tub2だが，tub1で
も横這いのようなスタイルはあり得る
のではないか。病変の縁では非癌の腺
窩上皮が薄皮一枚かぶっているのでは
ないかと思うのです！”
　その瞬間，ぞわぞわと鳥肌が立った。
臨床医，さらには病理医もあまり気に
していない「辺縁などで表層を非癌上
皮に覆われるタイプの tub1」。果たし
て病理像では，表層に非癌と思しき腺

窩上皮が存在した。驚愕した。八木先
生は静かに，力強く問うた。
　“病理医の先生，この表層の一枚は，

癌ですか，非癌ですか。
それが知りたいので
す！”会場には複数の
病理医がいたが，遅れ

て入ってきたために会場の隅にいた男
性がマイクを持った。彼はよく通る声
でこう言った。
　“大変難しい”
　私もそう思った。これは結論が出な
い問題であろう。ところが，彼は付け
加えた。
　“だから，Ki-67を見てみるといい。
非癌と癌とでは，増殖帯の分布がある
程度異なるはずだ”
　私は興奮した。本当だ。全くその通
りだ。振り返ってみると，その声の主
は味岡洋一先生であった。
　本書は八木・味岡両先生による「拡
大内視鏡学」の白眉であり，「臨床・
病理対比」を行う人間にとって憧れの
書である。初版の発刊直後，私はすぐ
に購入した。その後，両先生がご出席
される新潟拡大内視鏡研究会，さらに
は早期胃癌研究会で「tub2癌」「胃底
腺型胃癌」「除菌後発見胃癌」などが
相次いでトピックスとなったが，第 2

版ではこれらを新たに収載している。
初版から比べ情報量が数倍に跳ね上が
っている。「ちょっと一息」「拡大豆知
識」などのコラムは八木先生の拡大内
視鏡診断における「気付きと戦いの歴
史」が感じられ，読み物としてのクオ
リティーも非常に高い。そして，帯に
は“脳に汗をかくほど考えることによ
り，診断力がさらに増強されるだろう”
とある。まさに，八木先生と味岡先生
の声が聞こえてくる本である。

したものである。それは，日々の疑
問に対し真摯に向き合ってきた著者の
成果であり，それを支えた研究協力者
との共同作業が生んだ宝といえよう。
本書は，個々の病理病態に関する知識
の集成ではなく，実践における今後の
発展をさせる方法論の提案として重み
があると思われる。
　著者が言いたいことは，“乳腺の超
音波診断は乳腺の正常構造を把握する
ことから始まり，正常構造からの逸脱
が良性・悪性病変を示すものである”
ということに集約されている。正常構
造を把握するための，超音波検査の実
践法―「プローブ走査」は超音波検査
を実施する者には基本であり，「画質
の設定」は何を見るために何が必要か，
を提案するものである。そして，正常
乳腺組織，腺葉構造と分布，脂肪化に
よる変化を端的に表現し，“さあ，こ
れだけ理解できたら乳腺の超音波検査

をしてごらんなさい”と後押ししてく
れる。迷ったらもう一度読み返してそ
の意味するところを読み解く。そうし
た中から，著者の貴重な経験と洞察が
伝わってくるであろう。本書の記述は
簡潔であるが，深い。“実践から学ぶ
とき，私たちに無駄な検査は 1例もあ
りません”というメッセージや，“超
音波検査を行ううえで，押さえるべき
ことは，①等エコー構造を追えるよう
になること，②立体的腺葉構造読影法　
2×3のポイントの 2点”に集約され
た著者の乳房超音波検査者へのメッ
セージは心から共鳴するところである。
　乳房超音波検査に長年従事してこら
れた方には乳房超音波の原点に立ち返
るために，これから始められる方には
超音波検査マスターの基本として本書
を一読されることをお薦めしたい。

↘

外来に置いて活用してほしい
臨床現場で実践的に使える書



（8）　　2015年3月9日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3116号

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


