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伴　総合診療医のキャリアというと，
大学で教育を受けた後は大学から関連
病院や地域の病院へ，さらにその先開
業するなどのパターンが多いように思
います。ところが，ご出席の先生方の
これまでの歩みはその逆をたどり，地
域での診療を経験した後に大学へと戻
り，現在は総合診療部門で後進の育成
に尽力されています。
　ジェネラリストの素養を地域で培っ
た先生方が，大学でどのように教育に
取り組まれているか，私は大きな関心
を寄せています。初めにお聞きしたい
のは，先生方が考える総合診療医像と，
その教育の在り方についてです。
生坂　総合診療医は幅広く患者を診ら
れてこそ真骨頂を発揮するものです。
内科に限らず，整形外科，精神科，眼
科，皮膚科，耳鼻咽喉科など，一通り
の領域を適切に診断できる医師を私は
育てたいと考えています。他の専門領

域を後付けで学ぶことも強い意思があ
れば可能ですが，やはり若いころから
ジェネラルなトレーニングを受けるほ
うがバランス良く吸収できるでしょ
う。現在千葉大では，外来診療を中心
に幅広く患者を診ることを意識した教
育を行っています。
瓜田　私が学生や研修医によく言うの
は，「医師は病名で患者を振り分ける
のが仕事ではない」ということです。
病名は，あくまでも医師という人間が
決めた 1つの集合にしかすぎません。
本来医師は，症候からアプローチして
いくことが基本になりますので，真っ
白なキャンバスに絵を描くように，一
から患者さんの診断をつけていくとい
うコンセプトで教育しています。
伴　吉村先生はいかがですか？
吉村　先生方のおっしゃったように，総
合診療医は目の前の患者をしっかり診
る力を備えていることが大前提です。

その上で，自分たちの責任が及ぶ地域
住民の健康にも目配りできる医師であ
ってほしいと思います。また，医師だ
けでは医療は成り立ちませんから，多
職種の仲間を思いやりながら，組織や
地域医療全体をファシリテートできる
人材を育てていきたいと思っています。

魅力ある総合診療部門を
つくる工夫とは

伴　2017年に総合診療専門医資格が
創設されることで，大学はますます総
合診療医の育成に重要な役割を果たす
ことが求められます。とはいえ，総合
診療の対象は大学の中にとどまらず，
地域にまで広がる多様な領域です。私
はかねてより，総合診療部門が大学の
中だけで完結していては，魅力ある診
療部門としての存在意義を内外に示す
のは難しいとの考えを持っています。
　時代をさかのぼると，1990年代初
頭から各地の大学で総合診療部門が創
設されました。しかし中には，若い人
が集まらずに消滅してしまった所もあ
りました。その原因の一つに，地域の
第一線での活躍が期待されるジェネラ
リストのロールモデルとなるようなス
タッフを，大学総合診療部門に配置で
きなかったことが挙げられます。

　では，魅力ある総合診療部門をどの
ようにつくればよいか。先ほどキー
ワードに，「外来診療」を挙げた生坂
先生，いかがですか。
生坂　私が地域の開業医から大学へ赴
任する際に考えたのは，大学病院の中で
総合診療医がリスペクトされる診療部門
をつくること，学生・研修医を引きつけ
る研修の場を提供することの2点です。
伴　総合診療部門の場合，院内の他の
専門医から役割を認知してもらうこと
が必要ですね。
生坂　はい。開業医になる前，私は聖
マリアンナ医大の総合診療内科に所属
し，当時は病棟と救急も担当していま
した。そこでは，総合診療医と近接す
る領域である内科医や救急医との差異
を示すのが難しかった。かといって，
「何でもできる」をアピールすると過
労への道を一直線に進んでしまい，診
療の質も低下します。そこで，周りの
専門医の手があまり届いていない外来
診療に着目することで，総合診療医が
存在感を示す手応えを得ました。やは
り，他科，特に内科や救急科からの紹
介がほしいわけです。紹介があれば独
自の専門性を認知されたことになりま
すからね。

■［座談会］大学総合診療部門の新たな挑
戦（伴信太郎，生坂政臣，瓜田純久，吉村学）
　 1 ─ 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/金原一郎記念医
学医療振興財団 6 ─ 7面

　2017年から始まる新専門医制度では，総合診療専門医が基本領域専門医の一
つに位置付けられる。将来の総合診療の発展には，教育・研究・診療・社会的貢
献の 4つの柱を基盤とした“総合する専門医”の育成を担う大学の役割が，大い
に期待される。一方で，総合診療の対象は大学の一部門にとどまらず，地域に広
がる多様な領域でもある。では，地域の視点を取り入れた総合診療医の育成に，
大学の総合診療部門は今後どう応えていくべきか。本座談会では伴信太郎氏を
司会に，地域医療の経験を経てから大学の総合診療部門の教授に着任している
三氏と共に，大学と地域を循環する総合診療医育成の在り方について議論した。
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　その後，埼玉県本庄市での開業医を
経て，2003年に赴任した千葉大総合
診療部では，私が地域で経験したプラ
イマリ・ケアに必要な思考プロセスを
組み込んだ研修体系を，大学病院の外
来に作りました。今では紹介率が
95％を超え，他科からの紹介も受けな
がら総合診療の長所を発揮できる場を
確立しつつあります。
伴　学生や研修医の教育の場としては
何を心掛けていますか？
生坂　大学で総合診療医を育てるに
は，まずは臓器別の枠にとらわれない
プライマリ・ケア診療の魅力を，外来
で体験させることです。大病院でも地
域の診療所でも等しく必要なのは，バ
イオサイコソーシャルモデルに基づい
た幅広い診療です。その重要性は，開
業医時代，家庭医研修として研修医を
受け入れた経験から実感しています。
伴　大学では実際どのような工夫を？
生坂　総合診療医をめざす学生や研修
医は，「大学病院で扱うのは特殊な疾
患ばかりで，地域に出たら大学での経
験は実際役に立たないのでは」という
不安を持っていると思うのです。そこ
で，大学の外来だからといってまれな
疾患をいきなり鑑別するのではなく，
まず commonな病態から推論をスター
トさせます。そこから，診療所などで
は commonで終わってしまう推論を，
uncommonまで発展させるように意識
して指導します。
　結局大学の外来も uncommonより
は，非典型例ながら common disease

のほうが多いものです。このような学
習体系により，common diseaseが診ら
れるのはもちろん，大学病院ならでは
の uncommonもプラスαで経験できま
す。さらに研究や教育にも容易に手を
伸ばせる。要するに大学ならではの“い
いとこ取り”ができる部門作りに挑戦
してきました。
伴　地域で教育に当たった経験がまさ
に今生きているわけですね。
生坂　そうですね。次は，自前の診療
所研修施設を持つことを目標にしてい
ます。

症候からアプローチする力を
外来実習で養う

伴　瓜田先生は，大学に戻られて何年
経ちますか。
瓜田　ちょうど 10年です。私は卒後，消
化器内科医として病院に勤めました。
6年目が終わる直前，青森で開業して
いた父が急死したため診療所を引き継
ぎ，大学に戻るまでの 14年間にわた
って，地域での診療に携わりました。
伴　消化器内科医としてキャリアをス
タートさせた後，地域を経て大学の総
合診療部門に着任された。地域を経験
したことで，先生自身が総合診療医に
“転身”なさったわけですね。

て診療に当たるほうが合っていると思
いますし，何より患者さんが喜ぶ姿を
間近で見られることにやりがいを感じ
ていました。ところが現場で経験を重
ね，徐々に教育にも携わるようになる
につれ，「地域医療の面白さを知った
からこそ，自分と似たようなタイプの
後継者を育てなければいけない」とい
う思いが強くなりましたね。
伴　吉村先生が勤務されていた揖斐川
町の診療所には，名大の学生も 10年以
上にわたり地域医療実習で受け入れて
もらい，皆喜んで帰ってきました。これ
まで通り地域医療の現場でお手本にな
るという選択肢もあったと思いますが，
それを上回る思いがあったわけですね。
吉村　日本で医師になる学生は，大学
医学部という一本の道を通ってきま
す。しかし，医学部卒業時の目標と地
域医療の現場のニーズにはギャップが
生じている部分もある。そこを解決す
るには，卒後に現場の研修で補うので
はなく，誰かが大学で，学生がジェネ
ラルな学びに触れ合う場を用意しない
といけません。その役割を果たすため
に大学に戻ることを引き受けました。
伴　現在，大学ではどのような立場で
教育に当たっていますか。
吉村　宮崎大が指定管理者となってい
る約 40床のコミュニティホスピタル，
宮崎市立田野病院に主に在籍していま
す。当院は総合診療医が中心となって，
外来，入院，老健，訪問診療を担って
おり，ここに熱心な学生たちが自主的
に来て，初診外来の患者さんの com-
mon diseaseを一緒に診察しています。
伴　地域に近い場で教育なさっている
のですね。
吉村　はい。当院は救急車の受け入れ
や在宅も行っていますので，最近では

救急搬送された患者のファーストタッ
チや，訪問診療も学生に経験させてい
ます（写真）。
伴　「自主的に」ということは，大学
のカリキュラムには含まれていない。
吉村　現時点では県南地域（串間市民
病院やクリニック等）での 1週間の地
域医療実習がありますが，田野病院で
の実習は正式には位置付けられていま
せん。来年度から，5年生の必修科目
として 1週間の地域医療実習を開始す
る予定です。
　今後の課題ではありますが，地域で
実際の患者を診る経験を，全ての学生
に 1回は味わってもらえるカリキュラ
ムを学内で作っていきたいですね。
伴　卒前教育において，地域という観
点が浸透していない大学が多いと思い
ますが，宮崎大でもそうなのですね。
その要因はどこにありますか。
吉村　学生が，患者のケアの場を俯瞰
して見られるような場が少ないことで
しょう。例えば認知症患者の場合，初
期の診断に始まり，入院，グループホー
ム，あるいは在宅などへと移っていく
ように，さまざまなケアの場を経験す
ることになります。
　一方，学生や研修医はというと，教
育を受ける場は大学病院などごく一部
に限られ，どうしても患者の断片的な
姿しか見られません。しかし，患者が
ケアの場を移る過程では，患者につい
て離れないかかりつけ医の存在が重要
で，臨機応変に対処できるジェネラリ
ストこそが必要とされます。あらゆる
ケアの場を見せ，地域で働く医師の姿
を学生自身が志向できるようにプロデ
ュースするのが，地域を経験した私の
役割だと思っています。
瓜田　患者のニーズという観点で申し

瓜田　はい。病院の消化器内科にどっ
ぷりの 6年間から地域の医療現場に移
り，ジェネラルに患者を診たことで初
めて「自分は医師になったんだな」と
実感したものです。
　その中で，今の医療の現場には，患
者を診る上で基本となる，症候からア
プローチする方法を学ぶ機会がほとん
どないことに気付きました。しかし，
症候から診断までを比較的わかりやす
く組み立てていけるのが総合診療医で
あり，それを教えられるのが総合診療
部門のように思うのです。
伴　非常に重要なご意見ですね。では，
学生がジェネラルな診療を経験する機
会はどのように用意していますか。
瓜田　5年次に外来実習を行っていま
す。学生のうちからできるだけ多くの
患者を診てもらうため，5年ほど前か
らは 1日完結型の実習を始めました。
伴　どのような内容でしょう。
瓜田　やはり，症候からアプローチす
ることを大切にしていますので，患者
の医療面接を行って一緒に診察し，フ
ィードバックするということを繰り返
し行っています。実は，外来に特化す
るというのは生坂先生の取り組みを参
考にさせてもらいました。外来実習を
始めてから学生の評判も良くなったよ
うに思いますね。
生坂　それはよかったです。
伴　外来診療で，診断のついていない
患者さんを診る。これを大学の中で担
うのが総合診療部門であることは間違
いなさそうです。

地域の面白さを知るからこそ，
後進に学びの場を与えたい

伴　吉村先生は今年の 5月に大学に赴
任されました。これまでの地域医療の
取り組みをお話しいただけますか。
吉村　私は学生のころから総合診療
医・家庭医をめざしておりましたの
で，初期研修は自治医大に進みました。
五十嵐正紘先生が主任教授（当時）を
務める地域医療学講座で，へき地医療
などを経験しました。卒後 8年目の
1998年からは岐阜県揖斐川町にある
地域医療振興協会の無床診療所兼老健
50床の揖斐郡北西部地域医療セン
ターに勤務し，今年 5月に母校の宮崎
大に赴任するまでの約 17年間，学生
と研修医の地域医療実習なども受け入
れながら地域医療に携わりました。
伴　これまで，地域から大学をどのよ
うにご覧になっていましたか。
吉村　地域で診療に当たっていた初期
のころは，「大学は地域の対極にある
もの」としてとらえていましたね。
生坂　大学に戻ることに躊躇はなかっ
たのでしょうか。私は教授選考会から
の推薦候補にすぎませんでしたし，大
学病院でプライマリ・ケアを展開する
ことの難しさを経験していたので，再
度挑戦することには迷いがありました。
吉村　私自身は現場でプレイヤーとし

●ばん・のぶたろう氏
1979年京府医大医学部
卒。同大小児科研修を経
て，80年米国クレイトン大
家庭医学科レジデント。
83年国立長崎中央病院
にて卒後研修指導医。89
年川崎医大総合臨床医学
教室に移り，93年より同
教室助教授，98年より現

職。日本医学教育学会理事長，日本プライマリ・
ケア連合学会理事，日米医学医療交流財団理
事長など役職多数。教育，診療，研究，社会的
貢献という4つの柱を基盤とした“総合する専門
医（ジェネラリスト）”の育成に尽力している。

●うりた・よしひさ氏
1985年東邦大医学部卒。
関東労災病院消化器科，
東邦大大森病院を経て，
91年故郷の青森県に瓜
田医院を開業。人口約 1
万 4000人の町で地域医
療を担う。その後，2005
年東邦大助手，10年同
大教授，15年 7月からは

同大医療センター大森病院副院長を務める。現
在も週に 1日，地元青森で地域住民の診療に当
たっている。

●写真　左：田野病院で月に 1回開催される外来実習（通称「むちゃぶり道場」）の様子。
奥は学生にフィードバックをする吉村氏。右：訪問診療実習に同行する医学生・研修
医，看護師。地域で暮らす患者の生活の場を，直接感じながら学ぶことのできる教育
カリキュラムの構築を模索している。（写真提供：吉村氏）
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 大学と地域を循環する総合診療医育成をめざして 座談会

上げますと，患者の中には，自分たち
の地域で医療を完結したいと思ってい
る方が意外に多い。そのことを，総合
診療医をめざす学生・研修医には知っ
ておいてほしいと思います。
伴　これは大事なご指摘だと思います。
大学病院など大規模病院にいると，患
者は皆病院志向と思いがちですが，そ
うではないのですよね。地域には具体的
にどのようなニーズがあるのでしょう。
瓜田　開業した青森で医療過疎の地域
を見ていると，患者によっては自宅か
ら遠い病院で最先端の治療を受けるよ
りも，自宅の近くで“そこそこ”の医
療を受けることを望んでいる方がいる
ということです。誤解を恐れずに言え
ば，次善の治療で満足したいという
ニーズがあるということ。このような
患者の希望に応えられる選択肢を示す
のも，総合診療医の大切な役目のよう
に思うのです。
伴　患者も，職場や家族環境など人そ
れぞれ異なる社会的な背景をお持ちで
すからね。
瓜田　ええ，そうした多様なニーズや
社会背景をくみ取りながら医療を提供
できるようにならなければいけないと，
開業医時代にひしひしと感じました。
吉村　地域の実情として，提供できる
医療が必ずしも最先端ではない場合も
ありますよね。以前勤務していた診療
所がある地域では，近在の最も大きい
総合病院でも 200床ほど。医師の数や
物理的な制約などから，夜は内科医も
全科当直し，交通外傷も全て受けざる
を得ませんでした。でも「そういう役
割を担わなければいけない環境があ
る」と，学生のうちから知ることは，
実はジェネラリストの力を高めるのに
好都合な場合もあるのではないかと考
えています。

伴　地域の実情を見られる教育カリキュ
ラムを卒前にどのように導入するかが，
これからの大学総合診療部門に課せら
れたテーマなのでしょう。それこそ，地
域を経験した人，あるいは地域をよく
知っている人が学内にいなければでき
ないことです。先生方のようなキャリ
アをたどっている人が，大学のなかに教
員として入っていくことは非常に大き
なメリットになるのだとわかりました。

病院総合医と家庭医の
相互理解を生む新専門医資格

伴　さて，いよいよ 2017年の新専門医
制度から基本領域専門医の一つに総合
診療専門医が加わります。資格取得ま
での 3年間は，米国や英国とは異なり，
将来，病院で一般内科医・総合内科医
として働く人も，地域で家庭医として
働く人も一緒に研修を受けるというこ
とで構想されています。この点につい
て，今後指導医としてかかわっていく
先生方はどのようにお考えですか？
生坂　病棟から外来，さらに地域へと
患者の過ごす場が変わり，求められる
ものがキュアからケアへと移ってきて
いる中で，今まさに足りないと言われ
ているのが，その間を取り持つ地域中
小病院の病院総合医です。その点，総
合診療専門医の研修が，地域だけでな
く病棟をもカバーしたプログラムにな
っているのは意義があるのではないか
と思います。
吉村　宮崎県も中小病院の病院総合医
が圧倒的に足りません。そのような施
設に病院総合医として勤務している
と，在宅の状況をわかって指示を出さ
ないと，うまく回らない場面に直面し
ます。患者の生活背景や医療資源の状
況を踏まえて各種指示を出す必要があ

るわけです。総合診療医が将来，地域
も病院もどちらもカバーすることまで
想定すると，家庭医の仕事も病院総合
医の仕事もオーバーラップして学ぶ時
間があることは意義がありますし，
後々の相互理解の促進にもつながるは
ずです。
瓜田　臓器別にローテーションする内
科専門医のカリキュラムと比較してし
まいがちですが，総合診療専門医では，
病棟や地域の医療現場を通じて症候学
をしっかり学ぶことのできる研修が担
保されれば，その独自性や価値が出て
くるのではないでしょうか。
吉村　そのためには，両者を熟知した
指導医が，マンツーマンや 1対 2ぐら

●よしむら・まなぶ氏
1991年宮崎医大医学部
卒。自治医大地域医療学
講座で学び，群馬・栃木
の診療所勤務を経て，98
年に岐阜県揖斐川町（旧
久瀬村）に家庭医として着
任。2003年揖斐郡北西
部地域医療センター長，15
年 5月から現職。日本プラ

イマリ・ケア連合学会理事（IPE担当）。揖斐川
町では，医学生・研修医教育にも力を入れ，国内
外から1000人超を受け入れた。また理学療法学
生，看護学生と医学生・研修医を「ごちゃまぜ」
にした IPE（専門職連携教育）を実践している。

いの小規模で教えられるのが理想的で
す。同じ釜の飯を食べた総合診療医が，
ある人は地域の中核病院へ，ある人は
地域の診療所へという形で増えていく
ことが望ましいと思います。
伴　ジェネラルな基盤を臨床能力とし
て持った人がさらにその先専門性を持
って育っていくかどうかは，今後検討さ
れる“二階”の構造設計によって決まっ
てくるでしょう。まずは，総合診療専門
医をめざす 3年間が，将来は病院で働
きたい，あるいは地域に出ていきたいと
いういずれの希望者も受けることので
きる，一体化したプログラムになったと
いうのは，総合診療医のすそ野を広げ
る意味でも非常に良い点だと思います。

地域を見据えた総合診療医教育の広がりを

●いくさか・まさとみ氏
1985年鳥取大医学部卒。
89年東女医大大学院博
士課程修了。90年米国
アイオワ大家庭医療科レジ
デント（93年米国家庭医
療学専門医），93年東女
医大神経内科。97年聖マ
リアンナ医大総合診療内
科講師を経て，2002年に

生坂医院副院長，03年より現職。日本プライマリ・
ケア連合学会理事。千葉大病院副病院長，総
合医療教育研修センター長を兼務する。戦略的
診断推論を実践中。

伴　先生方のお話をうかがい，地域を
経験した総合診療医が大学の総合診療
部門において学生や研修医のロールモ
デルとなること，また地域の視点を織
り交ぜた教育プログラムを構築してい
くことの意義を確認することができま
した。今後のジェネラリスト教育や，
学生・研修医を総合診療の道へと導く
ためのお考えなどがありましたらお聞
かせください。
瓜田　私は，学生や研修医にはよくこ
んなことを言います。「心筋梗塞だけ
を診たいと思って医師になったのか。
その人が熱を出したらどうするんだ」
と。そもそも皆「病気を治したい，患
者を助けたい」という気持ちで医師を
志したはずです。それがいつしか，「こ
れは自分が担当する領域ではない」と
専門を狭めていってしまう。でも初心
に立ち返ってみると，総合診療医ほど
医師の志に叶った領域はないはずで
す。私自身，消化器内科医として一番
得意な内視鏡を置き，素手で患者に向
き合うことで医師のやりがいを実感し
ました。ですから，この気持ちをこれ
からも学生に伝え，総合診療の道へ導
いていきたいです。
伴　とても心に響く言葉ですね。
生坂　私も同感です。全ての外来患者
に対し，“丸腰”でも研鑽してきたス
キルを存分に発揮できる。そして診療
にかかわっている限り，時と場所を選
ばずに医師人生最後の 1日まで，解決
の喜びと達成感を得られる。総合診療
の醍醐味はそこにあるのだと思います

ので，学生たちには，私たちが現場で
生き生きと診療する姿を見せることに
よって興味を喚起したいですね。
伴　吉村先生は何か今後の展望はあり
ますか。
吉村　自分が地域で経験したやりがい
を，学生のうちから味わってほしいと
思っています。もちろん自分一人では
限界がありますから，県内で学生を受
け入れてくださっている地域の診療所
や病院の先生方，多職種の皆さんをも
っと教育に巻き込むなどして，ジェネ
ラリスト教育の機能を強化していかな
ければなりません。一つひとつの積み
重ねから，卒後後期研修にまでつなが
るようなジェネラリスト育成の教育パ
イプライン（educational pipeline）も構
築していきたいと思います。
伴　ありがとうございました。総合診
療医をめざす学生や研修医にとって，
ジェネラルなトレーニングを受ける初
期研修の 2年間，専門医研修の 3年間
はチャレンジの連続で，総合診療医と
してのスキルアップをあまり実感でき
ないかもしれません。それでも，卒後 10

年目以降にもなれば，専門科の人にとっ
ての専門外の領域については，「自分た
ちのほうが圧倒的に高い臨床能力を持
っている」と自信がつくでしょう。そこ
で初めて，「ジェネラリストの専門性」を
実感できると思うのです。学生や研修
医が学ぶ大学の総合診療部門が地域と
共に循環していきながら，ジェネラリ
ストの第一歩を踏み出す場となってく
れるものと私は期待しています。 （了）
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実践編 2（前編）
事例で学ぶ質向上モデルの実践

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／
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 遠藤英樹
 松戸市立病院救命救急センター医長
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こと」を目的にしたかったのですが，
癌性疼痛コントロールにまず NSAIDs

が投与されているかどうかのチェック
を全ての外来患者に行うには膨大な作
業が必要です。実現可能な範囲の目標
にしました。
　医療の質向上の目標の 6つの軸に合
致するか確認すると，有効性と安全性
に合致しそうです。NSAIDsが投与さ
れることにより癌性疼痛コントロール
を効果的に行うことができ，オピオイ
ドが最初から投与されることによる嘔
気・嘔吐などの副作用を防ぐことがで
きる可能性がありました。
　達成期間は，どのくらいかかるかは
わかりませんでしたが，研修期間中に
目的を達成するために，「1か月」と
設定しました。
2） チームをつくる 
＜組織の管理者＞
　研修医が何かをしようとした場合，
指導医の許可が必要です。あなたは外
科部長にプロジェクトの重要性を伝
え，外科内でプロジェクトを推進する
ための許可をもらいたいと考えまし
た。幸い，外科部長は研修医に対して
も気さくな方で，真剣に相談すればサ
ポートが得られそうです。しかし，外
科内での三段階除痛ラダーの遵守状況
のデータはなく，現時点ではプロジェ
クトの重要性についての説得力があり
ません。
　理想としては管理者の承認を得てか
ら行うべきなのですが，効果的なプレ
ゼンテーションができるように，先に
狭い範囲での調査・分析を行ってみる
ことにしました。調査の結果，オピオ
イド投与中の入院患者 4人のうち 2人
は NSAIDsが投与されていないことが
わかりました。そして，その投与され
ていない 2人は，オピオイド投与の開
始時に嘔気を訴えていたことがわかり
ました。
　このデータを基に外科部長にプレゼ
ンテーションを行ったところ，プロジ
ェクト実施に対して快諾を得ました。 

＜臨床的アドバイスをくれる専門家＞
　緩和ケア部長，緩和ケア認定看護師

文献
1）IHI. How to Improve. 
http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoIm
prove/default.aspx
2）Langley J, et al. The Improvement Guide　:　A 
Practical Approach to Enhancing Organizational 
Performance. 2nd ed. Jossey-Bass　;　2009.
3）IHI Open School. Improvement Capability QI 
102　:　The Model for Improvement　:　Your Engine 
for Change. Lesson 1　:　An Overview of the Model 
for Improvement. 
http://www.ihi.org/education/ihiopenschool/Pag
es/default.aspx

にお願いし，疼痛コントロールについ
てアドバイスをもらえるようにしまし
た。可能であれば，自分でもガイドラ
インやWHOの三段階除痛ラダーの根
拠となっている論文にあたり，現場の
医療従事者の間で介入に疑問が生じた
場合に答えられるようにしておくと，
より介入が広まりやすくなると考えら
れます。 

＜現場の責任者＞
　看護師長，副看護師長，緩和ケア認
定看護師をチームに入れ，施策が実行
されているかどうか管理してもらうこ
とにしました。このプロジェクトにつ
いて副看護師長とも話をしたところ，
緩和ケア認定看護師だけでなく，他の
病棟看護師たちも同じように問題を感
じていることがわかり，このプロジェ
クトの必要性をあらためて確認できま
した。 （次回につづく）

　今回は上記の事例を基に，前回紹介
した質向上モデルの実際の流れを見て
いきます。

質向上プロジェクトを
組み立てよう

　まずは，一体何が問題なのか，解決
の糸口は何かを整理してみます。
　この患者さんは外来で痛みがコント
ロールできず入院してきました。そし
て，WHOが推奨する三段階除痛ラ
ダーとは異なる処方がされていまし
た。簡単に考えられる解決策は外来医
師に NSAIDsから始める提案をするこ

とですが，外来医師は
指導医なので，研修医が
介入するには少しハード
ルが高そうです。そこで，
入院治療に着目して，院内
で疼痛コントロールを要す
る患者の治療の流れの一例を
プロセスチャートにしてみまし
た（図 1）。すると，病棟看護師，

緩和ケア認定看護師，薬剤師がかか
わるプロセスで，介入できそうな箇所
があることに気付きます。
　患者の説得に協力してくれた緩和ケ
ア認定看護師に相談してみると，オピ
オイドで疼痛コントロールが行われる
場合，緩和ケア診療加算を取るために
認定看護師に必ず連絡が入るシステム
になっており，オピオイドが投与され
る入院患者は全て把握しているとのこ
とでした。認定看護師が鍵になりそう
だと感じたあなたは，認定看護師に手
伝ってもらって質向上プロジェクトを
つくることを考えました。認定看護師
も問題を感じていたようで，ちょうど
今年の学会発表のネタに困っていたこ
ともあり，快く手伝ってくれることに
なりました。

質向上モデル

　次に，前回の質向上モデル（図 2）
を用いて，実際にプロジェクトをつく

っていきます。 

1） 目的を決める 
　プロジェクト
の目的は，「オピ
オイド（経口・貼
付剤）が投与され
ている入院患者
に，必ず NSAIDs

が投与されるよ
うにすること（禁
忌がある場合を
除き）」にしよう
と考えました。可
能であれば「WHO

の三段階除痛ラ
ダーを遵守する

　研修医 2年目のあなたは，外科で
研修をしています。病棟で仕事をし
ていると，外来中の指導医から電話
がかかってきました。「乳癌末期の患
者さんを疼痛コントロールのため
に入院させる。オピオイドを処
方したから，痛みの程度をみ
て調整して」と指示され，担
当医になることになりまし
た。
　患者さんに会ってみる
と，なんとか笑顔を見せ
ようとしてくれるもの
の，癌の皮膚浸潤によ
る疼痛が強く，日常生
活が困難になってきた
とのこと。Numerical 

Rating Scale(NRS) は 5―7/10です。
しかし指導医の処方箋を見ると，オキ
シコドン 10　mg/ 分 2 のみで，外来で
もNSAIDs が処方された形跡はありま
せん。あなたは「WHOの三段階除痛
ラダーには，NSAIDs から始めると書
いてあったような……」と疑問に思い
つつも，処方通りオキシコドンを飲ん
でもらい，レスキュー用のオキシコド
ンも処方しました。
　数時間後，病棟より患者さんが嘔吐
したとの連絡がありました。おそらく
オキシコドンの副作用です。急いで病
棟へ向かうと，患者さんはまだ気持ち
悪そうにしています。吐いたのは一回
だけとのことでしたが，最近は食事も
十分に取れていなかったことを考慮

し，点滴を確保し，吐き気止めの投与
指示を出しました。
　その後，患者さんがオキシコドンは
もう飲みたくないと訴えているという
看護師からの連絡を受け，再び患者さ
んに会うことにしました。吐き気止め
を定時内服することで，今後もオキシ
コドンで疼痛緩和するように提案しま
すが，なかなか受け入れてもらえませ
ん。結局，担当看護師が呼んできてく
れた緩和ケア認定看護師の説得で，な
んとかオキシコドンの継続内服を了承
してもらえました。
　同僚の研修医にその出来事を話す
と，その研修医も同じような経験をし
たと言います。これは大きな問題なの
ではないかと感じ始めました。 

●図 1　疼痛コントロールを要する患者の治療の流れのプロセス
チャート例
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●図 2　質向上モデル 1）
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皆さん，こんにちは。ニュージー
ランドは夏が近づいてきて，海

にそそぐ陽の光がまぶしい季節です。
今回は，私がアメリカ時代に経験した
ある菌血症の症例について，皆さんと
一緒に考えてみたいと思います。

［症例］47歳の生来健康な男性。
6日前に趣味のマウンテンバイク
で走行中に激しく転倒し，右橈尺
骨骨幹部を骨折した。また，顔面，
両上肢および下肢に多数の挫創お
よび擦過傷を負った。事故後，た
だちに病院に搬送され，整形外科
チームによる ORIF（観血的整復
固定術）が行われた。術後 2日
で退院するも，その 2日後，悪寒，
発熱，倦怠感，食欲不振を理由に
再来院した。創部感染が疑われた
が，創部に視診上は明らかな感染
徴候は認められなかった。その後，
入院時に採取された血液培養（2
セット）がグラム陰性桿菌陽性と
なり，感染症科にコンサルトされ
た。
　入院時バイタルは体温 38.4℃，
血圧 111／67　mmHg，心拍数 102／
分，呼吸数16／分，SpO 2　98％（room 
air）。診察時，患者は倦怠感を訴
えているものの，それ以外に自覚
症状はなく，toxicな印象は受け
ない。眼瞼結膜に出血はなく，口
腔内粘膜所見も正常。呼吸音・心
音ともに正常で，腹部所見も異常
なし。右上肢の創部に顕著な発赤
や膿汁排出の傾向は認めない。額
や上下肢に複数の擦過傷を認め
る。血液培養の陽性判明後，既に
ピペラシリン・タゾバクタムが開
始されている。

　皆さんはこの症例についてどう思う
でしょうか？　外傷後，整形外科的手
術を受けた患者に見られた，グラム陰

性桿菌による菌血症です。
　患者は生来健康で，既往歴から易感
染性を示唆するような免疫不全は一見
なさそうです。臨床感染症医は常に
ソース（感染源）に関心を持っていま
すが，「外傷＋感染」という文脈でま
ず思いつくのが，やはり皮膚の常在菌
による感染，すなわち，黄色ブドウ球
菌やレンサ球菌による感染です。また，
古典的な例ではクロストリジウム・
パーフリンジェンス（Clostridium per-

fringens）によるガス壊疽や筋壊死な
ども想起されますが，血液培養から検
出されたのはグラム陰性桿菌で，これ
らの細菌群とは一致しません。特定の
外傷起点，例えば，「アルコール性肝
障害の基礎疾患がある患者の海水中で
の外傷」であれば，ビブリオ・バルニ
フィカス（Vibrio vulnifi cus）といった
グラム陰性桿菌が想起されますし，「淡
水や汽水域における水中外傷」であれ
ば，第 4回の連載でもとりあげたエロ
モナス属が思い浮かびます（こういっ
た，特定の臨床的な文脈から起因物質
や診断の見当をつけるアプローチを
pattern recognitionと呼び，経験に富む
臨床家は多くのパターンを理解し，診
断に際して用いています）。しかし，
これらのパターンは今回の患者の病歴
とは一致しません。「外傷」をもう少
し広く解釈して，例えば動物咬症など
も含めて考慮すると，例えばグラム陰
性桿菌のパスツレラ属なども起因菌の
鑑別として入ってきますが，これも提
示されている病歴からは合致しないよ
うです。
　でも，ちょっと待って。まずは，患
者さんと話してみましょう。

　病室を訪れると，患者さんとその妻
が笑顔で迎えてくれました。現病歴や
既往歴などを詳細に確認後，「社会歴」
について伺ってみます。私は，臨床医
としての日々の仕事の中でこの時間が
とても好きです。その理由は，第 5回
の連載でも述べたように，「患者の社
会歴，とりわけ職業歴や食生活を含む

日々の暮らしの営み方には，診断にた
どり着くための重要な手掛かりがしば
しば隠されている」ということもあり
ますが，それ以上に，患者さんそれぞれ
の人生から，自分自身の生き方のヒン
トになるような教訓を与えられている
ように感じられることが多いからです。

「ご職業は何をされていますか？」

「獣医です」

　この瞬間，当時まだ感染症科のフェ
ローだった私の頭の中には，あるグラ
ム陰性桿菌が疾患可能性として即座に
想起されました（皆さんはどうでしょ
う？）。はやる気持ちを抑えて，質問
を続けます。

「少しエキセントリックな質問をして
しまうかもしれませんが，とても重要
なことなのでご理解ください」

「ははあ，どんな質問でしょう？」

　患者さんは少し当惑しながらも，興
味深そうな表情です。

「手術後に帰宅されてから，犬や猫な
どの動物と接触しましたか？」

「ええ，職場は自宅を兼ねていますし，
自分たちでも犬を飼っているのでね」

「その犬が，今回の事故で負った傷口
や創部をなめたりしませんでした
か？」

「（笑）。そうだねえ……。あぁ，そう
いえば，したよ！」

「（！）」

　パスツレラ属とともに，この情報か
ら想起されるべき犬の口腔内に関連し
た細菌の一つに，カプノサイトファー
ガ・カニモルサス（Capnocytophaga 

canimorsus）が挙げられます。この通
性嫌気性菌は，グラム染色では長細い
陰性桿菌として見られ，二酸化炭素を
含んだ空気中で最も効率的に培養され
るという特徴を持ちます（「カプノサ
イトファーガ」という名称には，「二
酸化炭素を食べるもの」という意味が
あります） 1）。この細菌は，顆粒球が
減少した免疫不全者をはじめ，脾摘後
の患者や，顕著な飲酒歴および肝硬変
の既往がある患者に，しばしば重篤な
敗血症を起こすことが知られています。
　さらにこの患者の社会歴を聞いてい
くと，脾摘の既往はないものの，かな
りの飲酒歴があることもわかりまし
た。やはり，血液培養から分離された
グラム陰性桿菌はカプノサイトファー
ガなのでしょうか？　それにしては，
患者の全身状態が良すぎるような印象
も受けますが，迅速に抗菌薬が開始さ
れたことが幸いしたのかもしれませ
ん。カプノサイトファーガによる感染

症例をまだ経験したことがなかった私
はとても興奮し，最終的な結果が出る
まで，暇さえあれば培養結果をコンピ
ューターで確認し，1日に何度も細菌
検査室に電話をかけるというようなこ
とを繰り返していたのを，今も覚えて
います。

＊

　それから約 48時間後，細菌室から
発表された培養結果はセラチア・マル
セセンス（Serratia marcescens）でした。
術後 2日目に見られたセラチア菌血症
は，当初十分に考慮されなかった医原
性感染の懸念を生じさせるものでした
が，そのソースは不明のまま，患者の
抗菌薬は経口のシプロフロキサシンに
変更され，その日のうちに退院してい
きました。
　懸念したカプノサイトファーガによ
る菌血症ではなかったものの，セラチ
アもまたなめてはいけない，興味深い
細菌です。院内感染の起因菌として多
くの医療施設で問題になっているこの
細菌は，1950年に，当時のアメリカ
海軍の生物兵器開発活動の一環とし
て，カリフォルニア州サンフランシス
コ沿岸の広範囲に散布されたことがあ
ります（当時は無害と考えられていた
この細菌は，培養時にプロディジオシ
ンと呼ばれるピンクの色素を出すこと
から，散布された細菌がどのようにコ
ミュニティに拡散するかを知る上で有
用だと考えられました） 2）。その後，
この細菌が院内感染の起因菌として認
識されるに至った経緯は，皆さんの多
くが知るところです 3）。
　それにしても，臨床って楽しいけど
難しいですね。

◉感染症例に際して，常にそのソースを
考慮すること。
◉診断に際し，経験に富む臨床医はしば
しば pattern recognitionを用いてい
る。
◉カプノサイトファーガ属は，暴露歴と
しての犬の口腔に関連し，脾摘後の患者
やアルコール性肝障害などの既往を持
つ者に，時として重篤な敗血症を起こす。
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DSM-5®が身につく
格好の教科書

書 評 　 新 刊 案 内

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］
永井 英司●編

B5・頁216
定価：本体12,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02103-6

評 者  山本 学
 足立共済病院院長／第5回日本内視鏡外科学会大上賞受賞

　ご存じの先生も数多くおられるとは
思うが，本書は医学書院から発売され
ている雑誌『臨床外科』で，2013―15

年にわたって連載された「必見！　完
全体腔内再建の極意」
をまとめたものであ
る。その内容は，完全
腹腔鏡下胃切除術にお
ける再建術式に焦点を
当てたもので，極めて
貴重かつ実践的なもの
である。しかも，本書
はただ掲載論文をまと
めただけでなく，新た
に実際の手術映像を収
録した DVDを加え，
まさに「完全腹腔鏡下
胃切除術」をめざす読
者にとってバイブルと
なる，唯一無二のテキ
ストである。
　本書が出版されるまでの経緯は，編
者の永井英司先生が「序」で述べてお
られるように，腹腔鏡下胃切除術を行
っている外科医の技術向上に対する熱
意が作り上げた一冊と言ってよい。
　タイトルにもある「エキスパートに
学ぶ」という言葉は，よく目にするも
のであるが，手術の上手な外科医が教
えるのもうまいとは限らない。本書に
名を連ねるエキスパートたちは，いず
れもセミナーなどで優れた教育法を実
践している方ばかりであり，その内容
は完璧とも言える。
　もちろん，外科に限らず，ある手技
を習得しようとするならば，座学のみ
では不可能である。しかし，ただ実践

あるのみ！　と手術をするだけでは，
上達への道のりは遠回りであり，何よ
りも「learning curve」という犠牲者を
出すことにもなりかねない。正しい理

論に基づいた正しい手
技を効率的に学ぶこと
は，患者の生命を守る
医師として，義務とも
言える最重要命題であ
る。プロのアスリート
が日々の練習を怠らな
いように，外科医も
日々研さんを積まねば
ならない。また，彼ら
には優れたコーチが存
在するように，外科医
もまた良いコーチが必
要である。
　本書は，必ずしも毎
日コーチがいない環境
の外科医に対してコー

チングを行ってくれるだけでなく，既
にコーチがいる者に対しても，もっと
うまくなりたい，執筆者の手技が見た
い，直接教えてほしい，などのモチベー
ションを喚起してくれる内容である。
　繰り返しになるが，手術はテキスト
やビデオを見るだけでは上達しない。
しかしながら，これら抜きでは間違っ
た手技を身につける恐れさえある。本
書を座学と実践両輪の一輪として，全
ての腹腔鏡下胃切除術を行う外科医が
活用し，安全で治療効果の高い手術を
実践していただければ，本書にかかわ
った全ての方の喜びであると信じて疑
わない。

技術向上へ導く
優れたコーチ

DSM-5®を使いこなすための
臨床精神医学テキスト
Donald W. Black，Nancy C. Andreasen●著
澤 明●監訳
阿部 浩史●訳

B5・頁464
定価：本体6,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02116-6

評 者  神庭 重信
 九大大学院教授・精神病態医学

　『DSM-5 ®を使いこなすための臨床
精神医学テキスト』（原題：Introductory 

Textbook of Psychiatry, 6th edition）には，
二つの大きな特徴があ
る。
　その一つは，米国の
教科書らしく，『DSM-
5 ®精神疾患の診断・統計マニュアル』
（以下 DSM-5）にのっとった疾患分類
に沿って章立てされ，それぞれの疾患
の解説が診断基準とともに紹介されて
いることである。読みこなすのが容易
ではない DSM-5自体に比べ，本書は
疾患の説明が簡潔にして要を得ている
ので，精神医学の初学者にとって，
DSM-5の主要な点をざっくりと理解
できる格好の教科書となっている。こ
のことが，訳者らが本書の和文タイト
ルを，『DSM-5 ®を使いこなすための
臨床精神医学テキスト』としたゆえん
であろう。この教科書は初版が 1990

年に発刊され，以来改訂を繰り返し，
今日にいたるロングセラーとなってい
る。
　第二の特徴は，この教科書がわが国
でも評価の高いアイオワ大の Nancy C. 

Andreasenと同僚の医学教育者 Donald 

W. Blackの二人の手で書かれているこ
とである。読者はきっと Andreasenが
どのような教科書を書いているのかに
興味を引かれずにはいられないだろう。
　わが国にも精神医学の教科書は数多
い。私も教科書を編集している一人な
ので，その構成には共通した特徴がみ
られることを知っている。まず総論に
多くの紙面が割かれ，精神医学史，症
候学，診断学，精神の発達，神経科学
的基盤の解説，検査，治療方法が説明
される。続いて各論に入ると，主要な
疾患により多くの説明が加えられ，あ
まり遭遇しない疾患はおざなりに済ま
せてしまいがちである。
　これに対して本書では，総論は簡潔
で，「診断と分類」「面接と評価」「精
神疾患の神経生物学と遺伝学」の 3章
のみである。各論では DSM-5の疾患

順に章が並び，それぞれの章に比較的
均等に紙面が割かれ，鑑別診断や治療
が日本の教科書に比べてかなり実践的

な内容に仕立てられて
いる。これは米国では，
医学生がベッドサイド
でかなり踏み込んだ臨

床実習を体験するためかもしれない。
また，統合失調症やうつ病（DSM-5）・
双極性障害はもとより，神経発達障害，
PTSD，性別違和，パラフィリア障害
などの記述が充実しており，米国精神
医学にその進歩の多くを負う疾患につ
いて知識を整理するのに都合が良い。
一方で，米国の精神科医がかかわらな
いてんかんや脳波の説明は，扱われて
いない。
　本書の監訳者は，意外なことに，神
経科学の世界で著明な業績を挙げてい
るジョンズ・ホプキンス大の澤明教授
である。話は横にそれるが，この意外
性について少し触れてみたい。米国の
教科書として私の印象に残っているの
が，駆け出しのころに読んだ Snyder 

SHの『最新精神医学入門』（原題：
Biological Aspects of Mental Disorder, 

1980／翻訳：松下正明，諸治隆嗣．星
和書店；1981）である。Snyder は，
DSM-III以前の精神医学すなわち精神
分析学のトレーニングを受けた精神科
医であり，当時は精神薬理学の気鋭の
学者でもあった。彼は，この教科書に
おいて心理学的見方と生物学的立場と
の統合を試みたことを，その序文に書
き残している。
　なぜこの話をするのかというと，澤
先生は，『最新精神医学入門』の訳者
の一人である松下先生に精神医学を学
び，その後に Snyderの直弟子として
神経科学の道を進まれた方だからであ
る。そして彼の関心も二人の師と同じ
く，脳科学と心理学との統合にあると
お聞きしたことがある。だから澤先生
が Andreasenの教科書に強い関心を持
ったのも納得できる。それは彼女が，
生物学的精神医学の巨塔の一人であ↗
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　金原一郎記念医学医療振興
財団（理事長＝東大名誉教授・
野々村禎昭氏）は，このほど「第
30回基礎医学医療研究助成
金」の交付対象者として 42
人（助成総額 2400万円）を
選出。2015年 9月 24日に，
医学書院（東京都文京区）に
て第 58回認定証贈呈式を開
催した。 
　開催に際して，金原優同財
団業務執行理事（医学書院代
表取締役社長）が，医学書院の創業者・金原一郎の遺志を継いで設立された本財団の概
要を紹介。選出された対象者の研究をたたえ，「この受賞を励みとして，さらに良い研究
に結び付けていってほしい」と選出された対象者を激励した。 
　認定証贈呈の後，同財団理事長で選考委員長を務める野々村氏が，324人の応募があ
った今回の選考経過について説明。申請数の増加，研究レベルの向上によって選考は非
常に難航したと話し，「基礎的な医学研究にとっては苦しい時代となりつつあるが，そう
した状況の中でも負けずに良い研究を続けてほしい」と期待を述べた。 
　続いて交付対象者を代表して久保田義顕氏（慶大教授・助成対象「硝子体血管の自発
的退縮メカニズムの解明」）があいさつに立った。これまで一貫して血管生物学に関する
研究に従事してきた氏は，自分が心から“面白い”と思える実験に取り組んできたという。
「仮説の検証ではなく，日々の観察を何よりも重視し，その積み重ねから新たな生命現象
を明らかにするよう努めてきた。今後も，明確なゴールはなくとも，ブレークスルーの
基盤となるような研究をめざして実験を続けていきたい」と抱負を語った。 

金原一郎記念医学医療振興財団
第58回認定証（第30回基礎医学医療研究助成金）贈呈式開催

糖尿病に強くなる！
療養指導のエキスパートを目指して
桝田 出●編

B5・頁224
定価：本体2,600円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02102-9

評 者  森谷 敏夫
 京大大学院教授・応用生理学

　このユニークで，しかもほぼ全ての
糖尿病療養指導に必要な項目が網羅さ
れている本を編集された桝田出先生と
は，京大病院第二内科で当時の主任教
授をされていた中尾一
和先生の下で運動療法
に関する共同研究を開
始したときからのお付
き合いである。もう，
30年近くになる。桝
田先生は心臓循環器系
のエキスパートで，そ
の手腕を買われて東京
慈恵医大から京大病院
第二内科に来られた経
緯がある。その後は民
間の JT専売病院を経
て，現在は，武田病院
健診センター所長とし
てご活躍である。基礎
研究，臨床応用，健診
業務など実に幅広い経験を持たれた先
生であり，現場のニーズを肌で感じら
れてきた。この素晴らしい本ができあ
がった背景もそこにあるだろう。執筆
を担当された先生方も京大医学部の専
門医をはじめ，糖尿病療養指導に直接
かかわっておられる先生方で構成され
ている。
　本書は，「I．糖尿病の基礎知識」「II．
糖尿病の症状と治療」「III．セルフケ
アを支援するための療養指導」そして
「IV．合併症・併存疾患とそのケア」

の 4章から成っている。どの章も一貫
して最新の知見が見やすい図表などで
説明されており，ツボを押さえたコラ
ムもちりばめられており，一口メモ

（NOTE）と相まって
絶妙なコンビネーショ
ンとなっている。糖尿
病患者が無理なく継続
的に療養生活を送れる
よう支援するためのノ
ウ・ハウが，ぎっしり
満載されている必読の
書である。
　糖尿病患者の高齢化
がますます進んでいる
現状と，糖尿病が認知
症，がん，骨粗鬆症な
どの疾患とも関連して
いる事実から，医療ス
タッフとしてこれまで
以上に幅広い知識が必

要になってくることが容易に考えられ
る。長期にわたる糖尿病患者の療養指
導が患者の QOLや認知機能維持，合
併症予防・改善に絶対不可欠な状況の
中で，本書の果たす役割は絶大である
と確信している。医師をはじめ，コメ
ディカル，糖尿病診療に従事している
全ての職種の方々の参考書として大い
に活用していただきたい。
　長年，運動生理学，運動医科学に携
わってきた専門家の一人として，この
本を 120％推薦する次第である。

療養支援のノウ・ハウが
ぎっしり満載！

りながら，米国で DSMの浅薄な用
いられ方が蔓延し，精神科医の患者理
解の劣化をもたらしたことを嘆いたこ
とでも知られるからである。
　本書は比較的楽に読みこなせるテキ
ストである。全章を読み終えたときに
は，自然と DSM-5が定義する精神疾
患の診断と治療の進め方が身につくは
ずである。これで，いわゆる DSM-5
をチェックリストとして用いてしまう
わなに陥ることはなくなるであろう。

DSM-5は，19年の時間を経て改訂さ
れ，診断の分類や診断基準の変更は，
この間の研究で明らかにされた事実が
激しく議論された上で加えられたもの
である。さらに欲を言えば，読者には，
本書を振り出しとして，DSM-IVから
DSM-5への改訂の背景にある精神医
学を探索し，DSM-5の評価できるこ
とと未だに不十分なことを吟味できる
ようになっていただきたい。

↘

内視鏡下鼻内副鼻腔手術［DVD付］
副鼻腔疾患から頭蓋底疾患まで
森山 寛，春名 眞一，鴻 信義●編

A4・頁336
定価：本体18,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02094-7

評 者  甲能 直幸
 杏林大教授・耳鼻咽喉科・頭頸科学／佼成病院院長

　このたび医学書院より，『内視鏡下
鼻内副鼻腔手術――副鼻腔疾患から頭
蓋底疾患まで』が刊行された。鼻の慈
恵と言われた伝統を受け継ぐ，東京慈
恵医大耳鼻咽喉科森山
教室の総力を挙げた鼻
の内視鏡下手術の集大
成である。鼻副鼻腔手
術で鼻外手術から鼻内
手術，そして内視鏡下
の手術へと至る，歴史
を踏まえた，内視鏡手
術の全てがわかりやす
く解説されている。
　本手術の基本概念
は，鼻腔の形態を是正
し，副鼻腔の換気と排
泄の改善を図り，副鼻
腔の空洞性治癒と洞内
粘膜の炎症の軽減をめ
ざすことであると，総
論で述べられている
（本文 p.6）。この目的を達成するため
には，①副鼻腔の単洞化，②洞内粘膜
の保存，③鼻腔形態の是正（鼻中隔弯
曲の矯正を含む），④中鼻甲介・上鼻
甲介の保存，が必要となる。本書はこ
の基本的な考え方をもとに，低侵襲で
精度および患者満足度の高い治療を求
めて術式の改良が行われた結果の書で
ある。
　内視鏡下鼻内副鼻腔手術（endoscopic 

endonasal sinus surgery　;　ESS）の普及に
は光学機器，手術関連機器，ナビゲー
ションシステムの発達が大きく貢献し
た。しかし一方で，器械が新しくなる
と，その使い方，扱い方にもいわゆる

コツが必要となる。コツを誤ると思わ
ぬ障害を引き起こすことになる。手術
手技の解説書において非常に重要な項
目は副損傷に関する記述である。本書

ではマイクロデブリッ
ダーや鼻内用高回転
バーなどの手術器具の
正しい操作（してはな
らない操作，危険な操
作），損傷時の対応が
適切にまとめられてお
り，大いに参考になる
と思われる。また，付
録 DVDにまとめられ
ている手術操作の動画
も，器具の用い方や動
かす方向など，文章で
は十分に表現しにくい
詳細な部分の理解に役
立つし，繰り返し見る
ことでイメージトレー
ニングにも有用である

（Good surgeons operate well. Great sur-
geons know how to manage their own 

complications／by Moshe Schein）。
　そして，頭蓋底疾患に対する鼻腔経
由のアプローチは，ナビゲーションシ
ステムの発達や手術器具の進歩ととも
に普及した。本書では最先端の手法に
ついて紹介されているが，この分野は
これからさらに新しい技術革新が行わ
れる可能性を秘めている。
　東京慈恵医大耳鼻咽喉科の内視鏡下
鼻内副鼻腔手術における第一線の先生
方の英知の結集とも言える本書が，日
常の医療において多くの医師に有効に
利用されることを願っている。

書籍本体とDVD（動画）により
ESSの基本から応用までが

よくわかる
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