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徳田　日常診療において，ポリファー
マシーの実態はどうでしょうか。病院
総合内科医の立場で，矢吹先生からお
話しください。
矢吹　ポリファーマシーが既にコモ
ン・プロブレムであることは間違いあ
りません。当院の内科入院患者を対象
に調査したところ，処方薬剤数は平均
5.2剤，65歳以上に限ると平均 6.5剤
でした。中には 20剤を超える例もあ
ります。単に薬剤数が多いだけではあ
りません。不適切処方が原因とみられ
る救急搬送事例や入院中の有害事象も
増えており，現状はかなり深刻である
と認識しています。
徳田　青島先生は病院勤務の薬剤師と
して，どのような場面でポリファーマ
シーの問題に直面しますか。
青島　入院時に持参薬を確認して，薬
剤部で整理するのですが，何種類もの
錠剤がバラバラの状態で袋に入ってい

て，服薬の自己管理ができているかど
うかさえわからない高齢者は多いです
ね。また，保険薬局に勤務していたこ
ろは，総合感冒薬や抗菌薬，去痰薬が
あたかも「風邪薬セット」のように処
方されていることもありました。
　文献としては，国内の在宅医療現場
における実態が今夏に報告されていま
す 5）。薬剤師へのアンケートに基づく
後ろ向き研究ですが，潜在的な不適切
処方は 48.4％に，不適切処方による有
害事象は 8.0％に認められたと報告さ
れています。
矢吹　不適切処方だけなく，薬剤有害
事象の発生状況まで調べた，国内では
貴重なデータですね。有害事象との関
連でリストアップされた抗コリン薬，
ベンゾジアゼピン系薬剤，スルピリド，
ジギタリス製剤などの薬剤について
は，特に注意が必要だということもわ
かりました。

医療者・製薬会社・患者の
要因でみる「多剤併用の構造」

徳田　北先生は病院勤務を経て今年度
から診療所勤務ですね。多剤併用や不
適切処方に至る背景をどう考えますか。
北　病院勤務のころは，診療所での不
適切処方が原因と思われる救急搬送事
例を何度も経験してきました。これに
対して，病院側から診療所に処方の再
考を促すのはなかなか難しいのが現実
です。そうなると，こうした有害事象
が処方医の耳にはなかなか入らない。
矢吹　多剤併用がさまざまな健康リス
クになるという認識がない限り，有害
事象が起こったとしてもそれが薬剤に
よるものであることに気付かないこと
は多いですよね。
北　そうですね。薬剤の副作用に対し
て別の処方がなされ，さらにその副作
用が次の処方につながるという連鎖を
「処方のカスケード」（Prescribing Cas-
cade） 6）といいますが，これもよくあ
る落とし穴です。
徳田　ポリファーマシーに対する認識
自体が医療者に不足している。重要な
論点ですね。
北　さらに診療所で働き出して気付い
たのですが，調剤薬局の薬剤師さんが
処方内容に違和感を持ったとしても，
疑義照会しづらいようです。カルテが

見られず処方の経緯がわからないとい
う理由があるほかに，診療所の医師に
対する遠慮もあるのでしょう。
青島　診療のスタイルが確立されたベ
テラン医師に対して薬局側が介入する
のは，難しいですね。それは，医療機
関同士も同じかもしれません。
北　医療機関同士の遠慮もあります
し，「自分の専門外だから」と他院に
紹介する結果として，“足し算の処方”
が積み重なる場合もあります。
青島　転院の場合も，薬剤中止より上
乗せが優先される傾向にあると感じて
います。加齢により地域の基幹病院に
通院するのが困難となり，近医を受診
した場合，前医からの処方は継続され，
新たな疾患や病態に応じて新たな薬剤
が追加されがちです。
徳田　適切なフィードバックの欠如，
それから“引き算の処方”をする医師
の不在ですね。これは卒前・卒後教育
の問題にもつながります。
青島　近年は多く発売されるようにな
った配合錠の存在も，ポリファーマ
シーを生み出しているのではないでし
ょうか。便利な反面，本来は不要な成
分まで含まれていることも多く，不適
切処方を助長する危惧があります。
矢吹　特に薬剤に関する情報源を製薬
会社の MRに依存している医師の場

■［座談会］ポリファーマシー　いかに介入
するか，あるいは介入しないのか（徳田安
春，矢吹拓，青島周一，北和也） 1 ─ 3 面
■［連載］クロストーク日英地域医療 4 面
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　自宅で転倒し大腿骨頚部骨折を受傷して入院した患者さん
の持参薬を確認すると，複数の医療機関から処方された薬剤が
10種類以上に及んだ。内服薬には，転倒リスクが高まる睡眠
薬や複数種類の降圧薬が含まれていた――。日常診療でしばし
ば遭遇する事例ではないだろうか。
　多剤併用および不適切処方に対する認識は急速に高まって
おり，ポリファーマシー（MEMO）に関する論文報告が増え
てきている。本座談会では，かねてよりこの問題に取り組んで
きた医師・薬剤師らが，ポリファーマシーの実態と背景，効果
的な介入策を探った。

徳田 安春徳田 安春氏=司会氏 =司会
地域医療機能推進機構地域医療機能推進機構　　本部顧問本部顧問

青島 周一青島 周一氏氏
徳仁会中野病院／薬剤師徳仁会中野病院／薬剤師

MEMO　ポリファーマシー（Polypharmacy）
　「多剤併用」とも呼ばれる。「何剤以上がポリファーマシー」などの明確な定義はない。複
数の慢性疾患を抱える高齢者は特にポリファーマシーが生じやすく，潜在的な不適切処方も
増える。ポリファーマシーは，薬剤有害事象や服薬アドヒアランス低下などにつながる恐れ
がある。
　潜在的な不適切処方のスクリーニングツールとして，国際的には Beersクライテリア 1）や
STOPPクライテリア 2），STARTクライテリア 3）が用いられている。本邦では，「日本版ビアー
ズ基準」 4）が今井博久氏（国立保健医療科学院）らによって発表されているほか，近く『高齢
者の安全な薬物療法ガイドライン 2015』が日本老年医学会から発表される予定だ。
　なお，新・内科専門医制度の内科研修カリキュラムにおいては，「総合内科Ⅱ（高齢者）」
にポリファーマシーの項目が加わっている。

ポリファーマシーポリファーマシー
いかに介入するか，あるいは介入しないのかいかに介入するか，あるいは介入しないのか

北北  和也和也氏氏
やわらぎクリニックやわらぎクリニック　　副院長副院長

矢吹 拓矢吹 拓氏氏
国立病院機構栃木医療センター国立病院機構栃木医療センター　　内科医長内科医長
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合，安易な処方につながる危険性は増
しますね。
徳田　ポリファーマシーを生み出す背
景として，医療者側と製薬会社側の要
因が出ました。次にお聞きしたいのは
患者側の要因です。患者さん自らが薬
を希望するケースもかなりあるのでは
ないでしょうか。
矢吹　受診するからには薬を処方して
ほしい，という患者さんの意識は根強
いですね。「午前中に風邪で他院を受
診したけど，抗菌薬を出してもらえな
かった。不安なので診てほしい」とい
う理由で受診される方もいます。
青島　抗菌薬以外にも，解熱鎮痛薬，
睡眠導入薬などは，患者さん側の要望
が強い印象を受けます。
北　地域に根付いた診療所では，長年
にわたる医師・患者関係で“あうんの
呼吸”みたいなものができます。「咳
が出るからいつもの薬ね」みたいな調
子で受診して，医師もその要望に応え
る。そうやって患者・医師双方が多剤
併用に疑問を持たない構造が，診療所
においては特に成立しやすいです。

クライテリアによる介入の限界，
減処方プロトコルの可能性

徳田　次に，ポリファーマシーへの介
入方法を議論したいと思います。どの
ような方法が考えられるでしょうか。
青島　薬剤師の立場としては，Beers

や STOPP／STARTといったクライテリ
アの周知は最低限必要でしょう。ただ
し，その実効性については議論の余地
があるところです。これらのスクリー
ニングツールを用いて薬剤師が介入を
行った RCTにおいては，不適切な薬
剤使用やコストを減らす可能性は示唆
されたものの，転倒や入院などの臨床
アウトカムを改善するかどうかは明確
ではないという結論でした 7）。
矢吹　ポリファーマシーと有害事象の
関連についてはさまざまな疫学研究が
あり，介入が必要であろうということ
は漠然とはわかります。ただ，介入に
よって実際に患者さんの予後が改善し
たことを示す，質の高いエビデンスは
現時点ではありません。2014年のコ
クランのシステマティックレビューで

ていなかったのかもしれません。
徳田　入院中に服薬管理が徹底された
ことで有害事象が起こる。このパター
ンはよくありますね。
矢吹　個別の医師―患者関係だけでは
限界があり，システムとして介入しな
ければならない。そう痛感しました。
　そこで新たな取り組みとして立ち上
げたのが，「ポリファーマシー外来」
です（次頁図）。病棟看護師・病棟薬
剤師，地域連携室の事務職員，医療安
全室職員，内科医でチームを結成し，
入院患者のスクリーニング，ポリフ
ァーマシー外来受診，必要時の適切な
薬剤介入，処方医療機関への情報提供
を行うという仕組みを構築しました。
現在は，4人の内科医が当番制で外来
を回しています。
徳田　確かにポリファーマシーは，医
療安全の重要項目としてシステマティ
ックな介入をすべきだと思います。取
り組みの成果は出ましたか。
矢吹　今年 1月から整形外科病棟で取
り組みを始めたところ，5か月間で入
院患者 22人（平均年齢 80.1歳）がポ
リファーマシー外来を受診し，介入前
後で平均薬剤数は 8.0剤から 5.1剤に
減少しました。残念ながら患者さんの
予後改善に関するデータは出ていませ
んが，院内他科からコンサルトを受け
る機会も増えており，今後は他の病棟
でもポリファーマシー外来を広めてい
く予定です。
徳田　ポリファーマシーに対する認識
が病院全体に深まったのですね。院内
での普及は，ジェネラリストの腕の見
せどころです。というのは，薬の副作
用を疑って診断に至るまでの道は，特
定の臓器のみを診ているとなかなか見
えてこない。全身を診るジェネラリス
トはこれが得意ですし，医療安全の分
野でもその力を発揮しやすいのです。
矢吹　院内はもちろん，診療所など近
隣医療機関に対しての普及・教育活動

も欠かせません。退院時診療情報提供
書には院長名義の文章を添付して，ポ
リファーマシー外来の紹介とご協力の
お願いをしています。先ほど，薬剤有
害事象を診療所が知る機会がないとい
う話がありました。まずはポリファー
マシーに対する問題意識を，近隣医療
機関に草の根レベルで広げていくこと
から始めています。
徳田　システムとして介入するには，
院長はじめ病院全体のバックアップ体
制をつくることも大切ですね。

気を付けたい
「患者の意向，処方医との関係性」

北　矢吹先生の取り組みを参考に，当
院においても「お薬相談外来」を今年
8月に本格始動したところです。全国
にこういった取り組みが広がってほし
いですし，外来枠を設けずとも，日常
診療の中で少しずつ介入していくこと
も可能ではないでしょうか。
　その際に気を付けたいのは，患者さ
んの意向はもちろんのこと，処方医・
前医との関係性も考慮することです。
問題のある処方をみつけたとしても，
患者さんの前で処方医を非難するよう
なことはしてはいけない。患者さんは
不安になるだけで，処方医との関係性
も崩れます。
矢吹　当院のポリファーマシー外来
も，強制的な介入は控えています。患
者さんによっては「介入しない」とい
う選択をすることもある。スクリーニ
ング項目を満たす対象者に説明・同意
文書を渡すのですが，そのうち 3分の
1くらいからは同意が得られません。
徳田　同意されない理由は？
矢吹　ひとつは，「体調がよいので現
状のままでいい」。患者さんとしては
別に困っていないわけです。そしても
うひとつは，主治医との関係性です。
「○○先生が出してくれているお薬を

もそのことが示されています 8）。具体
的な介入方法に関しては熟慮が必要だ
と私も考えています。
徳田　だとすると，現場の実感とこれ
までの知見を踏まえて，ポリファーマ
シー介入のためのアイデア，イノベー
ションが求められます。薬剤師として
どのような介入方法が考えられますか。
青島　潜在的な不適切処方は，クライ
テリアに該当する薬剤だけではありま
せん。ですから，別の方法もあるので
はないでしょうか。
　私自身は，近年提唱されている「減
処方プロトコル（Deprescribing）」と
いう概念に注目しています 9）。スタチ
ンや糖尿病治療薬，降圧薬などの慢性
疾患用薬を，余命も考慮した上でいつ
まで投与し続けるべきか。これはポリ
ファーマシーに介入する際に重要な論
点だと認識しています。
北　患者目線の，臨床現場にフィット
したプロトコルですよね。医学的に不
要な薬を整理するだけでは解決策とし
ては不十分であり，こうした方法を広
めていく価値は大きいと思います。
徳田　具体的には，どのように減処方
プロトコルを活用していますか。
青島　「減処方のためのキーステップ
（表）」を参照しつつ，論文情報に基づ
いた減処方の提案を行っています。例
えば降圧薬ならば，収縮期血圧が 130　
mmHg未満の状態で降圧薬を 2種類以
上服用していると，2年間で死亡リス
クが 1.78倍増加する 10）。この論文情
報に，「慢性便秘患者に対する Ca拮抗
薬投与」が STOPPクライテリアに該
当するという情報を加えて減処方提案
を行った結果，アムロジピンが中止と
なり，便秘が改善された事例がありま
す。このように，クライテリアによる
スクリーニングからもう一歩踏み込ん
だ介入方法を模索しているところです。

個別の医師―患者関係ではなく，
システムとして介入する

矢吹　当院では，3年ほど前に論文抄
読会の中でポリファーマシーという概
念が紹介され，総合内科医を中心とし
た有志でポリファーマシーの勉強会を
重ねてきました。内科医の間では徐々
に関心が高まり，内科入院患者の服用
薬に関しては，「＃　ポリファーマ
シー」というプロブレムリストを挙げ，
必要時には介入して整理できるように
なってきていました。
　そんななか，他の診療科で重篤な薬
剤有害事象が起こってしまいました。
担当医は，持参薬が多かったので処方
元に問い合わせはしたのですが，全て
継続するように言われ，入院中も 10

剤以上の投与が継続され，最終的に有
害事象となったのです。
　後で振り返ると，やはり潜在的な不
適切処方が複数見つかりました。入院
前から長期にわたって処方されていた
薬剤ですが，自宅ではきちんと服用し

●とくだ・やすはる氏
1988年琉球大医学部卒。沖縄県立中部病院，
聖路加国際病院，筑波大附属病院水戸地域医
療教育センター教授などを経て，2014年よ
り地域医療機能推進機構研修センター長（現
在，本部顧問）。過剰医療適正化の国際的キ
ャンペーン「Choosing Wisely」の日本代表
を務めている。日本プライマリ・ケア連合学
会理事。Blog「燃えるフィジカルアセスメン
ト」（http://blog.goo.ne.jp/yasuharutokuda）。

●きた・かずや氏
2006年阪医大卒。府中病院にて臨床研修修
了後，府中病院急病救急部，阪南市民病院総
合診療科，奈良県立医大感染症センター，市
立奈良病院感染制御内科・総合診療科などで
研鑽を積む。2015年 4月からは父親が院長
を務める地元奈良の診療所において，地域医
療に貢献すべく奮闘している。

●表　減処方のためのキーステップ 9）

①患者が現在使用している全ての薬剤に
ついて，その処方理由を再確認する。
②個々の患者における薬剤有害事象の全
体的なリスクを把握する（積極的な介入
をすべきかの評価）。
③各薬剤における，潜在的なリスクとベ
ネフィットを評価する。
④低リスク，高ベネフィット，退薬症状，
患者の希望等を考慮して中止薬剤の優先
順位を決める。
⑤中止レジメンを実行し，アウトカムの
改善や副作用発現を注意深く観察する。
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勝手に断ったら申し訳ない」といった
ケースですね。
青島　薬局でも似た場面を経験したこ
とがあります。「薬が多すぎてお困り
じゃないですか？　私のほうから問い
合わせしましょうか？」と意向を尋ね
ると，「いえ，結構です。先生が処方
してくださったのですから持って帰り
ます」と。
徳田　患者さんは医師に気を遣ってい
ますよね。
北　主治医が複数いることを知られた
くないがために，「お薬手帳」を複数
持っている人もいます。
矢吹　主治医との関係性が崩れて結果
的に患者さんが不利益を被るようなこ
とは，決してあってはならないと肝に
銘じています。
北　実は私自身，この春から父のクリ
ニックで診療を始めた際，一気にポリ
ファーマシーに介入しようとして失敗
したのが教訓となっています。
　当院は 30年来地域で診療を続けて
きた診療所で，父と患者さんの間には
厚い信頼関係があります。そこに私が
副院長として赴任してきて，介入を始
めました。あるとき，「副院長が薬を
出してくれなかった」という聞き覚え
のある声が，隣のブースから漏れてき
た。私に対する不満を父にぶつけてい
たわけです。

徳田　患者さんの解釈モデルや悩みの
把握，それに処方医とのコミュニケー
ションができていないなかで介入する
と，うまくいかないですね。
北　父は寛容で，私の方針に苦言を呈
することはなかったのですが，これま
で培ってきた信頼関係を崩すような急
激な変化を自分が起こしているのだと
気付かされました。
　その反省を踏まえて，当院の「健康
教室」でお薬をテーマに話をしてみま
した。大前提として薬のベネフィット
を強調した上で，リスクの説明をする
と，不要な薬を処方しない理由につい
ても理解してもらえたようです。これ
までも診察の中で十分に説明した気に
なっていたのですが，あらためてコミ
ュニケーションの大切さを学びました。

医療が直面する問題の表現形
としてのポリファーマシー

青島　ポリファーマシー介入時にもう
ひとつ気を付けたいのは，良かれと思
った減処方も実はリスクをはらんでい
ることです。個人的には，PPI中止に
よる体調悪化は複数例経験があります。
徳田　抗パーキンソン病薬の中断に伴
う悪性症候群，あるいは重症筋無力症
薬の中断に伴う呼吸抑制といった事例
は特に注意が必要ですね。

矢吹　私もポリファーマシー外来を始
めて，似たような経験があります。プ
ラセボ効果かもしれませんが，中には
エビデンスや病態生理では説明がつか
ないような効き方をしている薬剤もあ
ります。
青島　薬剤のリスク／ベネフィットと
同時に，減処方のリスク／ベネフィッ
トも熟慮する必要がありますね。
北　“Polypharmacy is a necessary evil” 11）

とも言われ，「適切なポリファーマシー」
と「問題のあるポリファーマシー」が
あるわけですね。決して「ポリファー
マシー＝悪」ではない。
　ただそうは言っても，明らかにおか
しい処方があるのも事実で，そうした
事例こそ問題意識の低い医師がかかわ
っている。ここにどう介入するかは，
なかなか悩ましい問題です。
徳田　海外では，患者向けの啓発活動
が行われていますね。中にはけっこう
大げさな表現もありますが。
矢吹　デリケートな問題ですね。過剰
医療全般に関してメディアの関心が高
まっていますが，メッセージのわかり
やすさと引き換えに，短絡的な結論に
なることを危惧しています。
青島　確かに，解釈を間違えると医療
否定につながりかねない。
徳田　明らかに不適切な処方による有
害事象は，医療事故調査制度の活用な
ど，別の切り口で対応するほうがよい
でしょうね。
矢吹　ポリファーマシー自体，医療が
直面するさまざまな問題の表現形のひ
とつなのかもしれません。中には「ポリ
ファーマシーはあるけど幸せに暮らし
ていく」という選択肢も確かにあって，
最終的には患者さんの価値観や環境な
どの要因を取り入れて個別に意思決定
していく。近年のガイドラインで言及
されることの多い Shared decision mak-
ingの考え方も踏まえて，地道に対応
していくしかないのだと思っています。
北　私自身はポリファーマシーの問題
に取り組むなかで，多くの医療者が共
通の悩みや課題を抱えていることを知
りました。例えば，マルチプロブレム
を抱える高齢者は複数医療機関を受診
する傾向があり，服薬情報の一元管理
が課題となります。ICTの活用でその
システムを構築するのが理想的です
が，そこに至るまでの橋渡しとして「お
薬手帳」も有効活用しながら，患者―

医師―薬剤師の情報共有と関係性の構
築を進めていきたいと思っています。
徳田　ポリファーマシーに対する教育
活動や研究の推進，さらには多職種や
病院―診療所間の連携を深めていくた
めの有意義な議論ができました。本日
はありがとうございました。 （了）
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薬剤関連有害事象確認

●図　  ポリファーマシー外来フローチャート
1）  入院時に病棟薬剤師が内服薬剤を全てリスト
アップ。

2）  病棟看護師が上記対象患者を抽出し，患者・
家族に説明・同意文書を渡して説明。

3）  地域連携室を介して処方医療機関に連絡。
4）内科のポリファーマシー外来を予約。
5）  内科担当医と患者・家族が面談し，内服薬の
調整が必要な場合には介入。

6）入院期間中，薬剤調整後の症状の変化を確認。
7）  退院時に，もともとの処方医療機関へ診療情
報提供。
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　連載を通して日本の地域医療の課題
を伺いましたが，英国も似た状況と言
えます。例えば，「社会の高齢化に伴
う多疾病患者」への対応です。現在，
英国でも日本同様，複数の慢性疾患や
複雑な健康問題を抱える集団にも対応
できるシステム作りとその強化が急務
となっています。まさに日本と共通の
課題にチャレンジしているわけです。
◆共通課題に英国はどう挑んでいるか
　そうした課題を前に，英国では「医
師単独」体制から「チーム」体制への
転換が図られています。各専門職の専
門性が強化され，役割は拡大しており，
GPに期待されるものも従来的な「臨
床医」としての狭義の役割から，それ
ぞれの地域に合った小規模チームの舵
取り・後方支援や，運営に責任を持つ
“コミュニティーコンサルタント”と
しての役割へと変わってきています。
私の地域でも，家庭医の専門性が求め
られていない問題に対しては，他職種
が対応するという流れが生まれていま
す。例えば，在宅医療の場における軽
度な医療的問題であれば，十分な訓練
を受けた看護師によって対応がなされ
るということが始められています。ま
た，シンプルな薬剤処方，用量調整を
必要とする患者に対し，家庭医を通さ
ずに臨床的な訓練を受けた薬剤師
（Clinical pharmacist）を受診してもら
うという試みも検討されています。
　こうした流れを支えているのが，
ツールの充実による GPと各専門職と
の連携強化と言えます。例えば，訪問
看護師による Skypeなどのビデオコー
ル（テレビ電話）を使った連携もその
一つでしょう。訪問看護師は，出先の
患者宅で何か GPに確認すべきことが
あれば，ビデオコールを用いて，診療
所にいる GPに連絡を取る。GPはモ
ニター越しに患者の様子を見て，必要
に応じて検査のオーダーや治療方針を
決定する，という取り組みも試験的に
導入されています。また，地域の専門
職らの間で電子カルテによる情報共有
も進みました。私の地域では GP，診
療所看護師，助産師，保健師，訪問看
護師，訪問理学療法士，訪問作業療法

士，「社会的処方（Social prescribing）」
の専門家（第 7回／第 3129号参照）な
どの職種だけでなく，最近ではホスピ
スともつながるようになっています。
医療・ケアにかかわる関係者が同じ情
報を共有しながら，地域住民の幅広い
問題に対応できる仕組みが整ってきて
いるのです。
　さらに，ヘルスケアとソーシャルケ
アの統合も現在，重要な課題として議
論され始めています。これは地域住民
の広義の意味での「健康」を支えてい
くためには欠かせないことでしょう。
私の地域では，介護施設，GP，病院，
地方自治体，救急車サービス，ソーシ
ャルケア，住宅行政，Age UK（第 7回／
第 3129号参照），地域の支援団体など
が一つとなり，幅広い健康の決定要因
に対応できるように「Connecting 

Care」と呼ばれるパイロット事業を始
めたところです。児童虐待のような
Safeguarding（安全保護）に関する情
報も電子カルテを介して共有されるよ
うになりました。地域住民にどのよう
なメリットをもたらすことができるの
か，今後が期待されています。
◆個の実践に優れた日本に学ぶこと
　なお，来日した際にはいくつかの医
療機関を見学しました。数は限られて
いますが，在宅医療の施設（中心とな
る実践者）として，下記 3施設が印象
に残っています。いずれも，英国の在
宅医療の現場で参考になる実践が行わ
れていました。
①ものがたり診療所（佐藤伸彦氏）
②桜新町アーバンクリニック（遠矢純一
郎氏）
③あおぞら診療所（川越氏）
　①で注目したのは，患者固有の「人
生の物語」に寄り添う姿勢です。一つ
の例としては，患者・家族・スタッフ
とのフォトブックのようなものをカル
テ内に取り込むことで，患者の自伝的
な記憶・記録を大切にされていまし
た。まるで，ろうそくの火を両手で囲

うようにして，患者の人としての尊厳
を，医療の“高度細分化”“商業化”の
力から守っているように感じられるも
のでした。②では，ITの積極的な活用
を通し，業務の効率化が図られていま
す。例えば，往診医は往診車内でボイ
スレコーダーに診療記録を吹き込み，
音声データを在宅勤務する看護師（休
職中の潜在看護師を活用）に送る。そ
の看護師が音声データを文字に起こ
し，医師が確認した上で，事務方スタ
ッフが電子カルテに転記する，という
役割分担が行われています。さらに③
では，ジェネラリストとスペシャリス
トが，ひとつ屋根の下でグループ診療
を提供しています。特定の臨床領域に
おいて，二次医療レベル以上の専門性
を持つ医師たちが親密に協働しておら
れました。日本の現場の一部を垣間見
ただけですが，英国と同様の課題を持
つ日本では，全国各地で“現場発”の
先進的な取り組みが実践されているの
だと実感できた貴重な経験でした。
　健康を完全に良好な状態とする世界
保健機関（WHO）の定義は，医学では
治らない疾患が増えている現代社会で
はもはや適切ではない――。そう感じ
るのは私だけではないと思います。さ
まざまな問題を抱えた人々が，それら
とともに自分らしく生きていくのを助
けるため，健康概念そのものの再定義，
そしてシステムの再構築が求められて
います。そうしたチャレンジングな新
しい時代を，日本と英国は一緒に迎え
ているのではないでしょうか。

　英国の GPは，患者をトータルにサ
ポートする「主治医」として，継続的
な意思決定の支援や「過度の医療化」
から患者を守ることも自らの役割だと
明瞭に認識しています。病院の医師が
治療方針の決定に苦慮する場合には，

「GPに意見を求めてくる」というエピ
ソードがその存在意義を象徴していま
す。その一方で GPは，「子どもがジ
ャンクフードばかり食べている」「一
人暮らしが寂しくて仕方がない」とい
うような住民の相談事にも関心を示
し，必要に応じてソーシャル・キャピ
タルを紹介するというような「社会的
処方」をも担っていると伺いました。
　翻って，わが国ではどうでしょうか。
症状が現れて，患者自身が受診を思い
立ち，クリニックを訪れて初めて，医師
は患者と出会うこともしばしばです。
ややもすると訴えられた症状だけに対
応したり，継続的に管理している疾病
に対して医学的に対処することに終始
している場面もあることでしょう。し
かし，英国 GPが提供する全人的アプ
ローチを，日本の開業医が提供できな
いわけでは決してありません。個人レ
ベルで見れば，日本にも優れた実践者，
かかりつけ医は多く存在します。
　人口構造の急速な変化が進行しつつ
あるわが国においては，「地域完結型
医療」への転換が急がれています。か
かりつけ医がその中心的な役割を担う
ためには，専門外の領域も含め対象者
の健康問題を丸ごと引き受け，予防や
健康増進にもかかわる。そして患者だ
けでなく，その家族や家庭背景，地域
社会との関係性にも関心を払うなど，
臨床に臨む姿勢を地域包括ケアの文脈
で再整理していく必要があります。
　「ただでさえ忙しいのに，もっと役
割を果たせとはめまいがしそうだ」と
いう声もあるかもしれません。ここで
本連載を通して学び得た，英国の診療
所像や各職種との役割分担が大いに参
考になりそうです。つまり，①診療ス
タイルや医療機関の形をニーズに応じ
て柔軟に見直すこと，②多職種間の役
割分担や協働を先例にとらわれること
なく進めていくこと，③地域における
診診，診看，病診など連携体制の構築，
が鍵になるのではないでしょうか。考
え方の基本線として，医師の負担を減
らしより専門性を要する役割に集中さ
せる，多職種が総力を挙げて「チーム」
としてさまざまな命題に対応するとい
う方向で策を講じる，地区医師会など
を基盤として医師職能団体が力を合わ
せて地域で役割を果たしていく，とい
うことになるのだと思います。
　これまでの対話を通し，多くの示唆
をいただいた澤先生に感謝いたします。

　お二人の語りは，あらためて私たちの暮らし
を持続可能な形で支える医療・医療者，患
者の在り方，それを支える仕組みや基盤とな
る哲学について，さまざまなヒントを投げ掛け
るものでした。関係者全てが「持てる力を
最大限出し切る」ことが，必ずしも患者のベ
ストインタレスト（最善の利益）につながるわ
けではありません。患者を中心とする「目標
共同体」としての信頼に基づく多主体多職
種チームと，専門職の「人間的な」働き方，
たゆまぬ対話に基づいた協働を促すガイドラ
インや制度など，イノベーションをさらに加速
させたいものです。

堀田聰子

日本と共通の課題に取り組む，
英国の実践

澤 憲明

英国GPから読み解く，
かかりつけ医がめざすべき道

川越 正平 

　本連載では，地域で活躍する医療者の視点
から，日英の医療現場の違い，そして互いの
国の強みと課題（表）を考えてきた。最終回
となった今回，川越氏，澤氏，さらに企画協
力の堀田氏にまとめとなる寄稿をいただいた。

●表　英国 GPの 8つの役割

澤氏は，英国 GPの役割を上記の 8つと提示。
本連載でもこれらを軸にして対話を進めてきた。

①身近な存在（地域基盤）
②あらゆる相談に乗る（全科診療，包括性）
③チームで対応する（多職種連携）
④患者と二人三脚（患者中心）
⑤継続的に診る（かかりつけ機関）
⑥生活を支える（介護，住まい，生活支援）
⑦地域を守る（健康増進，予防）
⑧資源の無駄を抑える（費用対効果）
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「ジェネラリストか，スペシャリスト
か」。二元論を乗り越え，“ジェネシ
ャリスト”という新概念を提唱する。

ヘルシズムの呪縛から逃れる
【第29回】
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素直に受け取る患者のほうがマジョリ
ティーなのだ。
　ぼく自身，昔はとてもおせっかいな
医者だった。「これが正しい医療」と
いうバイアスに頭がいっぱいになって
いたからだ。しかし，一意的に「正し
い医療」など，この世には存在しない。
医療の外というパースペクティブから
見ると存在していないのだ。
　そもそも，医療行為の多くは，絶対
的に突出したアウトカムを出すような
ものではない。非常に強固なエビデン
スと呼ばれるようなものですら，NNT

（number needed to treat）が 2未満にな
ることはほとんどない。つまり，その
治療からアウトカムを得ない人のほう
が多いのだ。折れた骨を接ぐ，出てい
る血を止めるという，“露骨”なアウ
トカム以上のアウトカムを，ほとんど
の現代医療はもたらしていない。

　もちろんぼくは「トンデモ医療」を
推奨したいわけではない。そして現代
医療を否定しているわけでもない。ト
ンデモ医療はありもしないデマを飛ば
す。「○○治療は意味がない」とか。
本来，「□□治療にどれくらいの意味
があるのか」という情報は，正直に提
供しなければならない。また，どのく
らいの意味があるのかは医者もちゃん
と吟味すべきだ。しかし，吟味した後
の「どれくらいの価値があるのか」を
判定するのは，一人ひとりの患者のや
ることである。そうあるべきだ。
　ヘルシズムの呪縛から逃れるには，
われわれ医療者が医療者目線を離れ，
別の世界から世界を見直してみる「鳥
の目」が必要だ。より大きな世界から
見れば，ジェネラリストと呼ばれる医
者も，医者というスペシャリストなの

康は大事だ。しかし，大事な
のは健康“だけ”ではない。
友情とか愛情とか，感動とか

美とか，快楽とか達成感とか，冒
険とか挑戦とか。とにかく人生に
は多種多様な価値が存在する。そ

のどれもが大事だ。
　「どの価値がどの価値より重要だ」
と決めるのが，価値観である。価値観
は極めて個人的なもので，一般化でき
ない。一般化すると，それは「価値観
の押し付け」となる。善良な人ほど，
自分の価値観こそが一般化可能だと信
じ込みやすい。悪意の人は自分がマイ
ノリティーであることを自覚している
ことが多いし，自分の価値観が一般化
なんてできないと知っている。

　医療者には善良な人が多い。よって，
価値観の押し付けをついつい行ってし
まう。スペシャリストの価値観は先鋭
で，狭い。自分の守備範囲の病気を治
す。これが，これだけが与えられたミ
ッションだと信じている。それだけが
価値の全てだ，と思い込んでしまいが
ちだ。目の前にいる患者は単なる病気
を抱えた人ではなく，仕事や家族やそ
の他もろもろのいろいろなものを抱え
た人だという当たり前の事実をつい忘
れてしまう。病人という属性は，その
人の属性のほんの一部にすぎないとい
うのに。
　ジェネラリストはこのような患者の
社会的背景を大切にしなさい，と教わ
る。なので，そういう側面には敏感だ
し，目配りが利いている。しかし，「健
康こそが第一の価値だ」という信念そ
のものが，“揺らいでいない”ジェネ
ラリストは多い。いや，そのような信
念が強すぎて揺らがないタイプは，む
しろジェネラリストにこそ多いような
気がする。
　「ジェネラリストはおせっかいでな
ければならない」と教えるジェネラリ
スト指導医も多い。しかし，それは本
当だろうか。ぼくはその見解にはわり
と懐疑的である。

　ぼくはファイナンシャル・プラン
ナー（以下，FP）の資格を持ってい
る（もっとも実務はやっていないが）。
金に関する相談に乗るのが FPの仕事
なわけだが，彼らの仕事ぶりを見てい
ると，実に慎み深いことに気付く。「あ
なたの財産はこのように運用すること
も可能です」とか，「こういうやり方
もあります」と，個人の閉じた世界観
について別の切り口から見解を述べ，
選択肢を提示する。問われれば，プロ
としての推奨も行う。しかし，特定の
金融商品を買えと勧めることはない。
というか，それは金融商品取引法で禁
じられている。FPが担うのは，あく
までも「世界観の説明」と「可能性（選
択肢）の提示」だけなのである。

　FPに比べると，医療者はかなりお
せっかいである。さすがに昔みたいに
「こうしなさい」と命令口調で話す医
者は少数派になった。しかし，「こう
するのが正しい」という言い方をする
医者は非常に多い。医療の世界に身を
置いていると，そのような語り口はあ
まりに普遍的なので，「皆，そんなも
んか」と思いがちだ。しかし，異なる
世界から“タコツボ”をのぞき込んで
みると――例えば FP目線でそんな医
者の言動を眺めてみると――，「えら
く押し付けがましいなあ」と感じられ
る。
　今でも「医者の言うとおりにしなけ
ればならない（少なくとも表向きは）」，
「医者に逆らったり，口答えしたりし
てはならない（少なくとも表向きは）」
と信じている日本の患者は多い。そう
いう空気がますます医者の押し付けが
ましさを正当化する。国民皆保険制度
のおかげで，医者が勧める検査や薬剤
の自己負担が相対的に少ないことも，
この雰囲気を助長する。全額自己負担
だったら，患者も「そんなに払えませ
ん」という言い方だってできるはずだ。
今後は，分子標的薬に代表されるよう
に医療が高度化・高額化していく中
で，「そんなに払えません」という患
者が増える可能性が高いけれど。

　健康が他の価値よりも高い価値であ
るという世界観を「ヘルシズム（healthism）
という。もちろん，いい意味の言葉で
はない。
　商品には商品の価値に見合った価格
が設定される。それを適正な価格だと
感じられれば，その価格はその人の主
観では「適正価格」である。高いと感
じられれば「不適正な価格」となり，
安いと感じられれば「お買い得」なの
である。
　医療においても，ある医療行為に掛
かる費用が高いか安いか，それを医療
者側が一方的に決定することは不可能
だ。患者側の主観が決めることである。
日本の患者で「この薬は飲みにくいか
ら，別のものに変えてくれ」という患
者は多い。しかし「この薬は高すぎる
からもっと安いのにしてほしい」とい
う患者は少ない。ジェネリック医薬品
を希望する患者はいるけれども，それ
も少数派であろう。処方された薬剤を

だ。そのスペシャリストが，より大き
な，よりジェネラルな観点から世界を
のぞきみる。そういうスーパー・ジェ
ネラリスト的な視点も必要なのだ。（俗
に言う）スペシャリストにも，その視
点が必要なのは言うまでもないだろう。

健健
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　地域基盤型プライマリ・ケア担当総
合診療医である家庭医は，年齢，性別
にかかわらず，さまざまな健康問題の
相談に乗り，共に問題の解決や安定化
に取り組む仕事であ
る。したがって，発熱
や下痢で来院した患者
さんで「今，授乳中な
んです」という方も，
毎日普通に診療してい
る。そうした場合は，
ウイメンズヘルスに特
に関心のある家庭医で
なければ，処方薬剤の
母乳への移行だけが気
になる程度であろう。
例えば，「薬を飲む場
合は母乳はあげないほ
うが良いでしょうか？」
という質問にしばしば
出合うが，この質問に
自信をもって答えるためには，母乳育
児に関する深い知識が必要である。実
は乳腺炎などの明らかな異常がない限
り，母乳育児に関する相談のために産
婦人科や小児科に相談に行くというこ
とは一般的ではない。また，一般の病
院や診療所に助産師が常駐していると
いう状況はほぼないので，「うまく母
乳でやれていますか？」のような質問
を家庭医が気軽にできるようになる
と，敷居の低い育児支援が可能になる
のではないか。
　本書はプライマリ・ケア医が座右に
置くと，そうした視点から非常に有用
な書籍である。この産婦人科医，助産
師，小児科医のコラボレーションによ
る労作は，生理学，病理学からコミュ
ニケーション学，教育学，医療政策ま

で，母乳育児に関連する領域が網羅さ
れており，さながら母乳育児の百科事
典である。個人的には，母乳育児に関
して，情報リテラシー，コミュニケー

ション，そして自助グ
ループ・コミュニティ
の形成が必要だという
ことに興味を持った。
特に都市部においては
孤立した育児の状況が
問題になっており，母
乳育児がそうした問題
の解決の緒になり得る
と感じた。さらに，特
別な支援が必要な乳児
と母親の章は圧巻で，
極めて専門性の高い領
域ではあるが，わかり
やすく書かれており非
専門医でも十分理解で
きる。母乳育児を継続

していくための支援に関する章には，
経験豊富な助産師のクリニカル・パー
ルがちりばめられており，あらためて
助産師の専門性が認識できる。
　母乳育児の奥深さと重要性を学ぶこ
とのできる本書は，当然助産師，産婦
人科医，小児科医にとっては，知識の
アップデートに有用であろう。そして，
本来その診療の対象から考えれば，母
親や乳児への支援が可能な立場にいる
家庭医やプライマリ・ケア医が看護師
等の専門職チームで本書を学ぶことに
よって，母乳育児支援，ひいてはそれ
を通じた地域づくりへの展開の可能性
がある。そういう視点からも，本書を
全てのプライマリ・ケア担当医療者に
推薦したい。

書 評 　 新 刊 案 内
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　B型肝炎は核酸アナログ製剤，C型
肝炎は直接作用型抗ウイルス薬（DAA）
の導入により，多くの患者で鎮静化を
図ることが可能となった。したがって，
肝炎から肝硬変へ，ま
た肝細胞癌への進展抑
制は確実に図られるこ
とになるが，現時点で
肝線維化の強い（F 3，
F 4）慢性肝疾患患者に
おいては“死に至る病”
である肝癌からの解放
が残された課題であ
る。日本肝臓学会は
2000年から「肝癌撲
滅」をスローガンに掲
げ，『肝がん白書』の
発刊や各地域で「市民
公開講座」を開催し国
民に対する啓発活動を
行うとともに，肝癌診
療に当たる医師向けには『科学的根拠
に基づく肝癌診療ガイドライン』（日
本肝臓学会編），さらには『肝癌診療
マニュアル』（日本肝臓学会編）を出
版してきた。この 2冊のテキストに『臨
床・病理 原発性肝癌取扱い規約』（日
本肝癌研究会編）を加え，肝癌診療に
おけるバイブルとして肝癌専門医のみ
ならず一般医家にとっても必携の書物
となっている。国立がん研究センター
「がん登録・統計」によれば，肝癌の
年間死亡者数は 2002年の 3万 4000人
超をピークに減少し，2014年には 3

万人弱（2014年がん統計）と改善し
ている。
　さて，『肝癌診療マニュアル』第 3

版がこのたび上梓された。本書の特徴
は肝癌について予防から診断，治療に
至るまで科学的に実証された事実を

Consensus Statementとして簡潔に冒頭
に掲げていることで，これだけを読ん
でも肝癌診療におけるわれわれの姿勢
がどうあるべきか理解できるようにア

レンジされている。そ
れぞれの Statementに
対しては第 1章から第
10章にかけてその根
拠が具体的に説明され
ている。必ずしも肝疾
患を主体に診療を行っ
ていない医師にも「第
1章　D．肝癌の疫学
とハイリスク患者の設
定」だけはぜひとも読
んでいただきたい。肝
癌の早期発見が生存率
の改善をもたらすこと
は，取りも直さずハイ
リスクの患者群を早期
発見という“まな板”

にいかに早く乗せるかであり，そこか
ら本書の各論に記載された内容が実行
されていることをご理解いただきた
い。本書の中で，必ずしもエビデンス
レベルの高くないものも記載したと断
ってあるが（p.　xv「本書の記載内容に
ついて」より），『科学的根拠に基づく
肝癌診療ガイドライン』作成に着手し
た 2002年頃は，日本からのエビデン
スレベルの高い発表論文が少ないため
欧米の論文を中心にガイドラインを作
成したことも一因である。例えば，日
本では一般的な肝癌診断におけるAFP

の意義や治療における TACEの評価
は，米国肝臓学会（AASLD）ガイド
ラインでは必ずしも高くない。
　本書のもう一つの特徴は，わが国の
肝臓病理医によって明らかにされた早
期肝癌や数 cm大の小肝癌をいかに診

断するかという極めてハイレベルな診
断技術や治療の数々がねちっこく紹介
されていることである。「第 6章　B．
肝癌診療のためのステージングシステ
ム」の項で「大型の肝癌しか発見でき
ないような欧米のシステムにおいては
CLIP scoreや BCLC stageが有効であ
るが，わが国のように小肝癌が多数検
出されるような国においては JIS score

が最も威力を発揮する」（p.　76）と記
載されているが，欧米に比べ診断や治
療のレベルの高いわが国では欧米のガ
イドラインを過大視することもない。
評者としては，日本肝臓学会の英知を
集めて上梓された本書をぜひとも英文
化し，圧倒的に肝癌患者の多いアジア
での肝癌撲滅に役立てていただくこと
を願っている。

日本肝臓学会の英知を集めた
肝癌診療のバイブル

母乳育児の
エンサイクロペディア
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安全な手技の普及を促進する
上質な手術指南書

DSM-5 ®を実臨床で
使用するにおいて必携の書

DSM-5 ®鑑別診断ハンドブック
Michael B. First●原著
髙橋 三郎●監訳
下田 和孝，大曽根 彰●訳
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評 者  渡邊 衡一郎
 杏林大医学部教授・精神神経科学

　2013年，米国精神医学会（APA）よ
り Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5th Edition（DSM-5 ®）
が発表され，翌 2014年
に日本語版が紹介され
た。しかしながら，現
状はわが国でまだ広く
浸透したとは言えず，いまだにその変
更点，利点あるいは問題点についての
特集が学術雑誌で組まれるほどである。
　それはなぜだろうか。わが国の診断
でこれまでより重んじられてきたのが
世界保健機関（WHO）による国際疾
病分類（ICD）であることも影響して
いるだろうが，それ以上に今回疾患カ
テゴリー群があまりに増えすぎてしま
い鑑別が難しい，あるいはいまだに各
カテゴリーがどのようなものか不明な
点が多いことなどが理由として挙げら
れる。またわが国の精神科医は「うつ
状態」「不安状態」など，旧来からの
状態像診断が好きなことも一因として
考えられる。
　そのような状況で上梓された本書
は，まずはパニック発作，高揚した気
分，妄想，記憶喪失など状態像から入
り，その後いくつもの鑑別を樹系図式

に行うことで適切な診断が下せ，状態
像から最終的に DSM-5 ®診断に結び
付けることが可能となっている。上述

のわが国の精神科医の
思考・判断パターンに
合致した対応が可能と
なるのである。

　評者も実際に本書でたどってみた
が，不安症の見落としに気付き，へぇ，
とうなったほどである。またそれぞれ
各疾患カテゴリーの鑑別をどうするか
がわかり，そのことによって診断ポイ
ントをあらためて学ぶことも可能とな
っている。
　DSM-5 ®には問題はまだあるもの
の，あまりに雑ぱくであった診断がこ
れまでより詳細に描写できるようにな
った。本書は研修医や若手医師にとっ
て，診療をしていく上で必要不可欠と
なる診断を適切に下す際に極めて参考
になるとともに，いまだ DSM-5 ®を
きちんと読破していない，理解しきれ
ていない医師にもぜひ薦めたい。もち
ろん，DSM-5 ®を既に使っている医師
が今一度確認のために使用するのにも
重宝するだろう。本書は，あらゆる臨
床医にとって必携の書と考える。

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  谷川 允彦
 谷川記念病院院長・理事長

　最新の腹腔鏡下胃癌手術の中でハイ
ライトと言える“体腔内再建法”をテー
マにした本書は，医学書院の雑誌『臨
床外科』の連載を土台
にして永井英司先生が
企画編集されたもので
す。わが国におけるこ
の分野の達人として評価の高い先生方
がそれぞれ得意とする領域で，その技
量を付属する DVDも通して，わかり
やすく，また，画像的にも美しく表現

されています。
　外科学の中で，日進月歩の医用工学
に最も影響され，進化しているのが内

視鏡外科学と思われま
すが，それぞれの達人
により無血の術野で展
開される新器材を利用

したエキスパート手技が，これも画期
的進化の只中の鮮明な映像で美しく表
現されています。
　1991年に始まった腹腔鏡下胃癌手

術の過去 25年間の普及は目覚ましい
もので，年間の手術症例数は 3―4年
前まで回帰関数的な増加を示してきま
した。わが国において，11―12万人
の年間胃癌罹患患者に対して（http://

ganjoho.jp/public/），National Clinical 

Database（NCD）や厚労省データベー
スによると 2011年から直近の 2014年
に か け て 1 年 間 に 5 万 1000―5 万
5000人に胃癌切除再建術式が行われ
ており，そのうちの約 30％の症例に
腹腔鏡手術が行われるようになってき
ています。その実施率が腹腔鏡下大腸
癌手術の場合よりも低いことについて
は，エビデンスが乏しいことから，最
新の胃癌治療ガイドライン（2014年）
においても限られた範囲の推奨である

ことが大きく影響していると思われま
すが，進行胃癌を対象にした第 III相比
較臨床試験が現在，複数進行している
ことから考えて，腹腔鏡手術が近い将
来にはさらに重要な地位を占めるよう
になると予想されます。
　腹腔鏡下胃癌手術は手技的に領域リ
ンパ節郭清法と再建法とに大別されま
すが，前者が標準化された感のある中
で，腹腔鏡補助下手技を含まない，よ
り進化した完全腹腔鏡下再建法に焦点
を当てた本書は，手技の安全な普及に
向けてその発刊の意義は極めて大きい
と思われます。今後のこの分野の発展
に大きく貢献する上質な手術指南書と
して，敬意を持って推薦する次第です。

　第 21回白壁賞および第 40回村上記念「胃と腸」賞の授賞式が，9月 16日に笹川
記念会館国際会議場（東京都港区）で開催された早期胃癌研究会の席上にて行われた。
第 21回白壁賞を受賞したのは，有馬美和子氏（埼玉県立がんセンター消化器内科）
ほか「日本食道学会拡大内視鏡分類と深達度――Type R血管と組織像」［胃と腸．
2014 ; 49（2） : 213-21.］。また，第 40回村上記念「胃と腸」賞は，九嶋亮治氏（滋
賀医大臨床検査医学講座）ほか「胃型腺腫の臨床病理学的特徴――内視鏡像，組織発
生，遺伝子変異と癌化」［胃と腸．2014 ; 49（13）: 1838-49.］に贈られた。 

◆希少がんで認められるとされる Type R血管の特徴を明らかに
　白壁賞は，故・白壁彦夫氏の業績をたたえ，消化管の形態・
診断学の進歩と普及に貢献した論文に贈られる。授賞式では，
選考委員を代表して八尾建史氏（福岡大筑紫病院消化器内科内
視鏡部）が選考経過を説明。有馬氏らの論文は，低分化型扁平
上皮癌などの希少ながんで認められるとされる Type R血管に
ついて報告したもの。自験の食道表在癌 316例から発見された
希少がん 45例のうち，16例（35.6％）で Type R血管を観察し，
Type R血管の出現部位，組織像，特徴を示した。受賞のあい
さつで有馬氏は，「今回受賞対象となった Type R血管は検討に
検討を重ねた末に生み出された概念。拡大内視鏡の分野にはま
だ解明されていないことも多くあるので，今回の受賞をはずみにして研鑽を積み重ね
ていきたい」と抱負を語った。
◆胃型腺腫の病理像を報告
　村上記念「胃と腸」賞は，故・村上忠重氏の業績をたたえ，
消化管疾患の病態解明に寄与した論文に贈られる。九嶋氏らの
論文は，国立がん研究センター中央病院で 1999年から 2014年
の間に，胃型腺腫（胃型管状腺腫，幽門腺腺腫）と診断された
胃粘膜内腺管形成性腫瘍 20例を対象とした研究。胃型腺腫は
偽幽門腺，すなわち胃底腺の頸部粘液細胞への分化が主体であ
り，GNASと KRASの変異が特徴的な低異型度・低悪性度の腫
瘍であると報告した。九嶋氏は，「母校には臨床画像，マクロ像，
ミクロ像を対比して検討する文化がなく，早期胃癌研究会だけ
が勉強の機会だった。同会で行われているような消化管病理を実践したいと考えてい
たところ，国立がん研究センターへの誘いを受け，同僚にも恵まれ，今回の受賞につ
ながる仕事ができた。恩師や共著者の先生方に心から感謝を伝えたい」と受賞の喜び
を語った。
　＊授賞式の模様は「胃と腸」誌（第 50巻 13号）にも掲載されます。

第21回白壁賞，
第40回村上記念「胃と腸」賞授賞式

●九嶋亮治氏

●有馬美和子氏
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