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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　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］

がんにかかわる全ての人に
とっての“悲願”

――「全国がん登録」制度実施まで，1

年を切りました。運営を委託されてい
る国立がん研究センターでは，現在ど
のような準備を進めておられますか。
堀田　今は，最高レベルの安全性を保
った登録データベースを開発すべく，
20人ほどの担当者が毎日，夜中まで
準備室に詰めています。今年度中に開
発を終え，春からは半年ほどかけテス
ト運用を行っていくことになります。
　また，全国各地で登録作業が増える
ことを見越し，「がん登録実務者」研
修も重点的に行っています。特に，各

（2面につづく）

地域での実務を牽引していけるような
人材を多く育成すべく，指導者向けの
研修に，より注力しているところです。
――1951年に宮城県で初めて，組織
的な登録制度が始まってから約 60年
です。制度化は，がん医療にかかわる
方々にとっての“悲願”とも言えるで
しょうか。
堀田　そうですね。世界的に見ると，
組織的ながん登録というのは 1940年
代初頭，米国コネティカット州や北欧，
東欧でスタートしており，時期的に日
本がそれほど遅れをとっていたわけで
はありません。ただ決定的な差があっ
て，それが“制度化されていない”こと
でした。端的に言えば“自治体の努力
目標”でしかなく，熱意や関心，もしく

は人的・物的資源の有無に左右され，
質や持続性が担保されなかったのです。
――都道府県ごとの格差も相当あった
のですか。
堀田　大阪府や愛知県のように 1960

年代からしっかり登録制度を運営して
きた自治体がある一方，東京都のよう
に長らく登録がされてこなかった自治
体もあるなど，まちまちの状況がずっ
と続いていました。2007年に「がん
対策基本法」が施行され，それに基づ
いて「がん対策推進基本計画」（現在
は第 2期）が動き出したこと，そして，
患者団体や議員連盟の方々が熱心に後
押ししてくれたこと。それらによって
ようやく，2012年までに全都道府県
で地域がん登録が開始され，全国集計
の土台が整ったわけです。

より多くのデータが，
より高い精度でそろう

――自治体ごとに半ば自主的に行われ
ていた登録が，標準化・義務化され，
データが一元管理されるということで
すね。それにより，どのようなメリッ
トが生まれるのでしょうか。
堀田　届出が義務化されるため，原則
全てのがん患者さんを登録できるよう
になりますね。登録項目も標準化され，
より正確な罹患状況の把握が可能にな
るでしょう。
　また，患者さんの“その後”の追跡
も容易になります。自治体の枠を越え
て移動を追えるようになり，重複登録
の可能性も低減するのがまず大きい。
死亡情報も，従来のように都道府県が
自主的に調査するのではなく，全国の
死因付き死亡情報（死亡者情報票）が
全国がん登録データベースに提供され
るようになります。そこで一括して照
合し，データを補完するわけです（図）。
――データの量・精度ともに格段に上
がりそうです。
堀田　ええ。現状では「がんの罹患率」
は 25都道府県のデータ，「5年生存率」

はわずか 7府県のデータから，全体を
“推計”している状況です。特に，5

年生存率を知るための予後情報には
95％以上という高い捕捉率が求められ
ますが，罹患情報自体の精度の低さに
加え，予後調査作業量の膨大さから，
これまでは多くの都道府県で生存率算
出にまで至りませんでした。それが今
後は，罹患数・生存率も全国の実測値
がわかるようになるわけですから，よ
り正確ながんの実態を把握できるよう
になるはずです。

「院内がん登録」と車の両輪で

――そうしたデータを分析していくこ
とで，がん医療へのさまざまな貢献も
期待できますね。
堀田　全国がん登録では行政が，より

　2016年 1月，これまでは都道府県による任意事業として行われてきた「地域がん登
録」が，国が主体となって実施する「全国がん登録」へと集約される。全国の病院お
よび指定診療所には，所在地の都道府県への届出義務が課され，集められたデータは，
全国がん登録データベースにて一括管理。がんの実態把握に必要な各種統計の整備に
用いられ，予防・早期発見・治療，さらにサバイバーシップなど，各種がん対策への
貢献が期待されている。
　このたび本紙では，新たな制度の運営を担う国立がん研究センターの理事長を務め
る堀田氏にインタビュー。制度化により，どのようなデータが得られ，がん対策はど
う変わるのか，そして今後，同センターが果たすべき役割についても聞いた。

interview   堀田 知光氏 に聞く

■［インタビュー］「全国がん登録」で，がん
対策が変わる（堀田知光） 1 ― 2 面
■［寄稿］タイで気付かされるリハビリテー
ションの価値（岩田研二） 3 面
■［連載］クロストーク日英地域医療 4 面
■［連載］ジェネシャリスト宣言 5 面
■MEDICAL LIBRARY/［連載］在宅医療
モノ語り 6 ― 7 面

●堀田知光氏
1969年名大医学部卒，70年同大第一内科入
局。86年同助手，90年同講師を経て，96年
東海大医学部内科学教授，2000年東海大病
院副院長，02年東海大医学部長。06年国立
病院機構名古屋医療センター院長を経て，12

年 4月から現職となり，現在 2期目。厚労省
「未承認薬使用問題検討会議」座長ほか要職
を歴任し，現在も厚労省「がん対策推進協議
会」委員などを務める。専門は血液内科。

「全国がん登録」で，がん対策が変わる「全国がん登録」で，がん対策が変わる
2016 年 1月，「全国がん登録」制度スタート2016 年 1月，「全国がん登録」制度スタート

（国立がん研究センター理事長）

●図　全国がん登録 の仕組みと特徴（文献 1より改変）
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 インタビュー　「全国がん登録」で，がん対策が変わる

（1面よりつづく）

効果的ながん対策とその評価ができる
ようになることが，なにより大きい。ある
地域にどんながん種が多いかを調べ，
それに応じた対策を個別に立て効果を
評価することで，より適切な医療資源
の配置を考えることに役立つわけです。
　さらに，全国がん登録データベース
に集まった予後情報などは，「院内が
ん登録」を行っている施設に還元され
ます。それにより，ベンチマークを設
定して自施設の診療実績を把握すると
ともに，どの治療が，どのがん種の予
後にどれほどインパクトを与えたかと
いう，治療法の有効性を全国レベルで
調べることも可能となるでしょう。
――「全国がん登録」と「院内がん登録」
は，今後も並行して運営されるのです
ね。
堀田　いわば“車の両輪”と考えてい
ただくとよいと思います。全国がん登
録が，行政的な視点からがん診療の底
上げに貢献する一方，院内がん登録で
施設ごとの診療実績や治療介入の効果
としての生存率を調べ，専門施設とし
ての機能の向上につなげるとともに，
患者さんの医療機関選びの参考にもし
てもらう。
　この両輪に，さらに専門学会などが
行う「臓器別がん登録」も加えた三本
立てで，時に広く，時に深く，日本全
体のがん医療の質の向上を図っていく
考えです（MEMO）。

認知度向上，その先には　　
データのさらなる有効活用も

――従来にない大規模な取り組みなが

ら，スムーズに進んでいる様子が伺え
ますが，現状での課題があれば教えて
ください。
堀田　喫緊の課題としては，一般の
方々への認知度が低い，ということが
あります。2014年 11月に内閣府が行
った「がん対策に関する世論調査」（有
効回収数 1799人）において，がん登
録について知っている人はわずか
17.1％という結果だったのです 2）。
――周知が進まないと，例えば「勝手
に情報を取られる」「自分の情報が漏
れるのでは」といった不安の声が上が
ることも懸念されるでしょうか。
堀田　その可能性は否定できません。
ただ一方で，登録制度そのものを「必要
だと思う」人は 76.6％（「必要」「どちら
かと言えば必要」の合計）に上っていま
す。ですからまずは，データの管理を
厳格に行い，その安全性を広く知って
もらうことが重要。またデータの研究
利用においても，第三者の諮問機関を
設置，さらに個人情報などにかかわる
場合は国の責任で判断する，という二
重の審査体制で慎重を期す予定です。
　その上で今後は，できるだけ多様な
視点からデータを活用して，健康寿命
の延伸に有用な研究がたくさん行われ
てほしいですね。その成果を社会に還
元していくことで認知度が高まり，理
解も深まっていくのではないか，と思
っています。
――データのさらなる有効活用という
点からは，ゆくゆくは他の医療データ
ベースとの連携についても，課題にな
ってきますか。
堀田　各地の地域がん登録データの結
合，あるいは死亡情報との突き合わせ
ができるだけでも，従来にないメリッ

トが生まれるのです。もし，レセプト
や DPC，検診データなど，整備が進
みつつある他の大規模データベースと
のリンクもできるようになれば，がん
の予防・治療によりいっそう有用な
データの集積が生まれるでしょう。
　医療情報はセンシティブなものなの
で，データの連結にコンセンサスを得

MEMO　3種類のがん登録の目的・収集する情報
◆地域がん登録　各都道府県が，地域住民をがんから守るため，住民に発生した全
部位・全がん種の罹患率および生存率の実態と推移を分析する。「全国がん登録」制
度下では，病院名称から患者氏名，診断情報（診断名・診断日等），治療情報（進展度・
治療法等），予後まで 26項目に絞って登録される予定。
◆院内がん登録　医療機関が，自院の病院機能を高めるために，受診患者の全部位・
全がん種の診療数や生存率の実態を分析する。全国のがん診療連携拠点病院 397施
設と，都道府県推薦がん診療病院 236施設が参加しており（2012年時点），年間登
録患者の総数は全罹患者数の約 8割を占める。登録項目は 53項目（必須 22項目），
データは各施設所在地の「地域がん登録」に拠出される。
◆臓器別がん登録　専門学会などが中心となり，全国規模でデータを集約。特定の
がん患者の特定部位・種類の生存率等を，治療情報を用いて詳細に分析し，臨床病
理学的特徴の正確な把握，治療指針の策定などに活用してがん医療の質を高める。

――全国がん登録では，国立がん研究
センターに情報が集約され，いわば“ま
とめ役”を担うことになります。存在
感が高まりそうですが，今後の立ち位
置について，どのようにお考えですか。
堀田   実は 2年前から，この先の 10年，
20年のスパンで当センターが向かう
べき方向性について，内部で相当な議
論を続けてきました。
　本センターができたのは，今から
53年前の 1962年。まだがんが日本人
の死因の第 1位になる前で，それほど
研究も進んでいないときに，世界に伍
する専門機関を作ろうという壮大な事
業だったのです。以後ずっと，日本に
おけるがん対策を担い，圧倒的な影響
力を持つ時代が続いてきました。
　やがて，がんが国民病になっていく
過程で，拠点病院も整備され，大学に
腫瘍学講座や腫瘍センターが設置され
るなど，全国各地でがんを診るための
基盤が整ってきた。これは本センター
によるプロモーションの結果でもあり
喜ばしいことなのですが，同時に「周
囲のレベルが向上してきたとき，どう
やって本センターの存在意義を見いだ
すか」という問いも浮かび上がってき
たわけです。
――その問いに対し，どのような結論
に至ったのでしょう。
堀田　日本のがん対策・研究・診療の
“先導役”でありたい，ということで
すね。センターだけで最新・最良の医
療を提供するのではなく，行政と連携
し，政策的な面での司令塔として，研
究・診療，あるいはサバイバーシップ
について大学や拠点病院と連携して国
全体の均てん化を促し，一緒に向上し
ていく。全国がん登録の責任母体とな
るのも，そうした“先導役”ならでは
の役割の一環ではないか，と考えてい
ます。
　これは実は，がんと，がん以外の疾

日本のがん対策の“先導役”となって

るのはなかなか難しいのですが，東日
本大震災を経て，「個々の人生の来し
方，行く末をまとめて記録し，集積す
る仕組み」というものへの国民の認識
もポジティブに変わってきたように感
じます。がん登録を第一歩として，医
療のデータベースも，その方向に進ん
でいけばよいですね。

患の関係を考えたときにも同じことが
言えるように思います。「がんばかり
が優先されている」という声をいただ
くことがありますが，われわれは決し
て「がんの対策だけが進めばいい」と
は思っていません。「全国がん登録」
はもちろん，「がん対策推進協議会」
への患者代表の参加（註）など，がん
領域で行われているさまざまな試みを
先駆的なモデルケースとしてとらえ，
他の疾患対策に役立ててほしいので
す。がんでうまくいけば，他でうまく
いく可能性もより高まる。われわれの
取り組みを参考に他の疾患対策もス
ムーズに進み，ひいては日本全体の医
療レベルの向上につながる，そういう
流れが生まれることを，心から望んで
います。
――ありがとうございました。 （了）

●註
「がん対策推進協議会」は，がん対策基本法
を受けて厚労省に設置された，がん対策推進
基本計画を審議する委員会。現在 20人の委
員中 5人が，患者団体など医療の“受け手側”
の立場にある。

●文献
1）国立がん研究センターがん対策情報セン
ター．いよいよ始まる全国がん登録．2014．
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/panel/pdf/cancer_

registration.pdf

2）内閣府．がん対策に関する世論調査．2015．
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-gantai

saku/gairyaku.pdf



　現在，私はタイのバンコク近郊にあ
る「Phrapradaeng Home for Disabled Pe-
ople」という障害者ホームで理学療法
士として活動している。かつて海外に
まったく興味のなかった自分が，今で
は青年海外協力隊の一員として異国で
生活しているのだから，人生とはわか
らないものだ。
　きっかけは 4年前，三重県の理学療
法士協会が主催した講演会にさかのぼ
る。途上国のリハビリテーション（以
下，リハ）について話を聞く機会があ
ったのだ。当時，理学療法士が 1000

人以下の国は 77か国に上り，100人
以下の国も少なくない，さらには理学
療法士・作業療法士養成施設すらない
国があることを知った。
　言わずもがな，日本の理学療法士の
会員数は世界一だ。ただ，「世界」の
リハについてはあまり多くを知らなか
った。卒前・卒後教育でも学ぶ機会は
少ないものだ。荘子の言葉に「

けい

蛄
こ

春
しゅん

秋
じゅう

を知らず」というものがある。夏に
生まれてきたセミは夏に死ぬため，他
の季節があることを知らず，それ故に
夏そのものを知らない。この言葉をな
ぞれば，日本のリハしか知らない療法
士は，日本のリハすら知らないのかも
しれないのである。そこで他国のリハ
を自分の目で確かめてみたい，そして
挑戦するには今しかないだろうと考
え，青年海外協力隊に応募し，現在に
至っている。

人口 1万人当たり 1.3人の
理学療法士

　タイは，総人口約 6700万人を数え
る国で，WHOの報告によれば平均寿
命は男性 71歳，女性 79歳である 1）。
タイにおけるリハの歴史はポリオの流
行によって始まり 2），1963年に理学療
法士の 1期生がマヒドン大で誕生して
いる 3）。2015年 1月時点で，理学療法
士の養成校は 4年制大学が 16校（国
立大学 12校，私立大学 4校）で，1

学年の募集定員は合計約 800―900人。
修士課程は 4校，博士課程は 1校に併
設されている。
　タイで理学療法士の有資格者は約
9000人だという。日本とタイの人口 1

万人当たりの理学療法士数を比較する
と，日本 8.7人に対し，タイでは 1.3人。
6倍以上の差があることを考えると，
タイでは理学療法士の数が決して多く
ない現状がわかる。なお，作業療法士
の養成校は 2校で有資格者は 826人，
言語聴覚士の養成校は 1校で有資格者

ス（通所・訪問）が整っていないため，
患者は家族支援を中心に生活している
現状がある。
　なお，タイでも，今後の高齢化を見
据え，地域の高齢者をどのように支援
していくかを検討している真っ最中だ
（図）。タイでは 65歳以上の人口割合
が 10％を超え 4），今後，先進国以上の
速さで高齢化が進むと予想されてい
る。日本が 1970―94年の 25年間で「高
齢化社会」から「高齢社会」に移行し
たのに対し，タイは 2001―24年の 24

年間で高齢社会に達すると見込まれ，
日本から約 30年遅れて高齢化が進行
していると言われる。ただ，先進国並
の経済発展を遂げる“前”に高齢化に
直面してしまうという点において，日
本も経験していない状況へとタイは向
かっているのである。

「○○をしたい」の感情を
引き出すのがリハ

　日本とあらゆる点で異なる状況にあ
るタイに身を置いた今，「リハの本質
的な価値は何か？」とあらためて考え
ることがある。現在，入所者 470人の
障害者ホームで活動しているが，私の
他に理学療法士の有資格者はおらず，
看護師もいない。そのため，理学療法
士としての日常生活を行う上で基本と
なる動作の改善などのタスクだけでな
く，専門外の幅広い知識も求められる。
価値観への問いは，こうした働き方の
違いから生まれるものでもあるだろう。
　ただ，それだけではない。日本であ
れば高齢化の影響もあり，「リハの対
象＝虚弱高齢者」と想像する人も多い
が，療法士が不足する国，高齢化がま
だ進んでいない国からすると，この方
程式が成立しにくい。タイにおいては，
「リハの対象＝特殊な疾患」という意

味合いがまだまだ強く，リハに求めて
いるものからして日本とは異なってい
るのである。
　私が活動開始から間もないときに気
になったのは，歩く，話す，食べるな
どの行為が達成できたとしても，「社
会保障制度やアクセシィビリティの不
十分さ」によって，最良の生活・人生
が送れていない入所者が存在している
のではないか，ということだった。し
かし，そのような中であっても，入居
者はいつも笑顔で，生活上の不自由さ
を感じさせない。そうした姿に私は感
銘を受けると同時に，リハの価値にあ
らためて気付かされる思いであった。
　つまり，どのような状況であろうと，
個人の「尊厳」の保持・向上を目標と
しながら「○○をしたい」という感情
を引き出すこと，そこにこそリハの存
在価値があるのではないだろうか。国
が変われど，まさしく日本語訳のとお
り，「全人間的復権（人間らしく生き
る権利の回復）」こそがリハの価値で
あると換言できるのだ。

註：保健省の主導により創設された医療
制度。1回の外来，または 1回の入院に
つき 30バーツ（日本円＝約 100円）で
利用できる。

●岩田研二氏
2007年藤田保衛大リハ専門学校理学療法科
卒。花の丘病院リハ科を経て，13年より青
年海外協力隊で，Phrapradaeng Home for 

Disabled Peopleにおいて理学療法士として
従事。10年日本福祉大通信教育部福祉経営
学部卒。12年藤田保衛大大学院修了（保健
学）。13年第 24回『理学療法ジャーナル』
賞奨励賞受賞。途上国のリハの現状を多く
の人に知ってもらいたい思いから，有志団
体「開発途上国リハビリレポーター」（http://

reharepo.com/）副代表，「途上国にリハビリ
道具を届けませんか？」（http://rehabili.jimdo.

com/）代表を務める。は 259人と，実は療法
士全体で数が不足して
いる現状がある 2）。
　以上の状況からタイ
では，マンパワー不足
により，リハのために
1対 1での個別対応を
行うことが難しい場面
が多い。理学療法士の
場合に限っても，人手
のかかる運動療法より
も，物理療法（温熱，
電気などの物理的手段
を治療目的に利用する
もの）が中心となって
いる。なお，タイの交
通事情を知っている人なら想像できる
と思うが，タイのリハの特徴としては，
交通事故によるリハ対象者が多いこと
も挙げておきたい。

地域間・所得間格差が拡大する
医療提供体制

　タイは，2002年から国家政策とし
てアジアの「メディカル・ハブ構想」
を掲げ，メディカルツーリズム（医療
観光）を推進している。外国人患者の
誘致を進め，これまでのところ順調に
医療産業は拡大している。その一方で，
医療の地域間格差，所得間格差が広が
ってきている，と私は感じている。
　メディカルツーリズムで利用される
主な病院は JCI（国際病院評価機構）
認証を取得した施設で，2014年末時
点でタイには 42か所ある。日本で取
得している病院が 10施設である点か
らも，タイの力の入れ具合がわかるだ
ろう。JCI認証を取得する病院の多く
は私立病院で，いずれもさながら 5つ
星ホテルのような内装であり，医療ス
タッフ数も充実している。私が見学し
たある病院では，1人の患者に対し，
理学療法士とアシスタントの 2人で歩
行の見守り練習を行っていた。最近で
は，ロボット技術を導入する病院さえ
見られるようになっている。
　こうした私立病院が都市部に増えて
きたことに伴い，医師，看護師，理学
療法士などの医療従事者も，公立病院
よりも待遇面で勝る私立病院を選択す
る傾向にある。かくして国民の約
75％が対象となり，「30バーツ制度」
（註）で利用できる公立病院では理学
療法士も確保できず，十分なリハを受
けることなく退院させられるケースが
散見されるようになっているのだ。退
院後も，日本のような在宅支援サービ

寄　稿

タイで気付かされる
　　　  リハビリテーションの価値

岩田 研二　青年海外協力隊・理学療法士

●図　  タイで構想されている，
高齢化に対する長期的なケアシステム 5）

日本のように虚弱高齢者に対し，医師・看護師・療法士が直
接的に個別のリハビリテーションに介入するのではなく，間
接的に介入することが前提になっていることが見てとれる。

＊ long term care
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川越　前回（第 3113号）から引き続き，
診療所の“外”のつながりを見たいと
思っています。
　あらゆる健康問題に対応する家庭医
（GP）といえども，自分の知識の範疇
では対処しきれない症例であったり，
患者側からより専門的な処置を求めら
れたりするケースもあるはずで，そう
した場合はしかるべき医師に対応を依
頼せねばなりません。この診療所の
GPから，他施設の医師に紹介する流
れについて教えてください。
澤　英国では GPが行う診療の範囲・
質のバラつきを抑えるため，症状や疾
患ごとのガイドラインが明確になって
います。それが NICE（National Insti-
tute for Health and Care Excellence；国
立医療技術評価機構）のガイドライン
で，世界中から信頼性の高いエビデン
スがまとめられています。例えば，「50

歳以上の年齢で医学的に説明できない
顕微鏡的血尿がある場合は，がんの疑
いありとして泌尿器科に任せる」「生
後 3か月以内の赤ちゃんで 38℃以上
の熱がある場合は小児科に相談する」
など，“レッドフラッグ”が決まって
いる。「GPが対応するのは，ここまで」
という線引きも明確になっているんで
す。
　最近ではプライマリ・ケアの情報に
特化した「NHS Clinical Knowledge 

Summaries」と呼ばれるウェブサイト
があり，診察中，私はこのサイトでの
確認もよく行います。これも NICEが
制作しているもので，例えば「妊婦に
対する吐き気止めの薬で最も適切なも
のは？」というものに加え，「高血圧
のコントロールがなかなかうまくいか
ないが，どのタイミングで二次医療に
紹介すればいいのか？」といった素朴
な疑問にも答えてくれるのですね。デ
ザインがシンプルかつ機能的なのでと
ても使いやすく，20―30秒もあれば
望む情報にアクセスできることが多い
ので，GPの間でも人気があります。
　このように一定の指標に基づいて高
次医療機関の専門医に引き継がれてい
くケースもあるわけですが，今回はプ
ライマリ・ケアの領域内で対処される
ケース，まずはそこから説明させてく
ださい。

得意分野を持つGPが
地域に存在する

澤　英国のプライマリ・ケアの特徴の
一つとも言えるのですが，地域には皮
膚科，整形，薬物乱用などの特定領域
について専門的な訓練と資格認定を受
けたGPも存在しています。彼らは「GP 

with a Special Interest」，略して GPwSI

（ジプシー）と呼ばれる職種で，プラ

イマリ・ケアの専門医であると同時
に，特定の分野において標準的な GP

を超えた専門知識を持ちます。彼らは，
ジェネラリストの GPとして従事しつ
つ，定期的に自らの専門領域に関する
医療も提供しているんです。例えば，
消化器領域の GPwSIであれば，彼ら
の診療所で週 1日，胃カメラを実施す
る。すると，近隣の他の診療所からも
患者さんたちが紹介され，その方々の
胃カメラの実施も引き受ける，という
具合です。
　もし GPが何か悩ましい症例を抱え
た場合も，二次医療につなぐ以外に，
この GPwSIに助言を求める，もしく
は患者さんを紹介するということが日
常的に行われているんです。実際に私
も，例えば発疹のある患者さんで対応
に困ることがあれば，デジタルカメラ
で発疹を撮影してデータ化し，電子カ
ルテを介して，皮膚科の GPwSIに助
言を求めたり，紹介したりということ
をしています。
川越　GPwSIからのフォローが得られ
ることで，セカンダリ・ケアに頼るこ
となく，プライマリ・ケア領域で対応
が達成されるケースもある，と。
　ちなみに GPwSIの資格取得のため
には，どのような研修を修了する必要
があるのでしょう。
澤　GPwSIの専門領域別に必要とさ
れるコンピテンシーは，英国家庭医学
会（Royal College of General Practitio-
ners）が大枠を示しています 1）。実は現
在，資格認定のルールが移行期のため，
はっきりとした情報を提供するのは難
しいですが，これまでの研修は二次医
療の専門医の下で一定期間の研修を積
み，大学院で関連領域の Diploma（修
了証明書）を取得するというケースが
多かったようですね。
川越　GPwSIはどのぐらい存在してい
るのでしょうか。

澤　GPwSIの数は各地域のニーズに
よっても異なり，私が知る限り明確な
データは公表されていません。ですか
ら一概に言うのは難しいですが，GP

がすでに大部分の健康問題に対応して
いることを考慮すると，一つの地域に
おける GPwSIの数もそこまで多くな
いと思います。ただ，「より身近な場
所で専門的な医療を提供してほしい」
という地域住民のニーズは確かに大き
いので，GPwSIは貴重な存在にはな
っていますね。
川越　地域に点在する GPwSIの専門
性を活かすことができれば，プライマ
リ・ケアの領域内で対処できる場面も
増えるでしょうし，医療の適正化にも
寄与するのだろうと想像できます。
澤　その通りです。彼らは二次医療の
スペシャリストと同等の知識・技術を
持つわけではありませんが，いわゆる
「1.5次医療レベル」の問題で対応に困
る地域の GPを助けることで，二次医
療への過度な依存を低減させる。プラ
イマリ・ケアとセカンダリ・ケアの狭
間を埋める“セミスペシャリスト的”
な役割を担っていると言えますね。

日本の開業医はGPwSI 的？

川越　「特定の専門性を持ってプライ
マリ・ケアを担う」という部分を取り
出せば，ある意味，日本の開業医は
「GPwSI的医師」とも言えませんか。
現在の日本の開業医は，専門医として
病院での勤務を経た後に，地域で開業
したという方々がほとんどですから。
　地域で開業する各科専門医の有機的
な活用可能性がある点は，日本の資源
とも言えるのかもしれません。
澤　私も日本の医療関係者から話を伺
って，その点は日本の強みになり得る
のではないかと感じていたところで
す。セカンダリ・ケアの知識・技術も

ある各科専門医が地域で開業している
のであれば，それは地域住民たちもそ
のレベルの医療にアクセスしやすいと
いう状況を意味するわけですからね。
　ただ，それはある種の“危うさ”と
裏腹な部分もあって，「患者さんを過
度の医療化から守る」という認識を，
地域の医師たちであらためて共有して
いく必要もあるのだろうとも感じまし
た。というのも，例えば出来高払い制
度の存在があります。日本は治療や検
査ごとに加算される出来高払いの診療
報酬が基本ですから，良くも悪くも健
康問題を医療化する方向にベクトルが
働く傾向にありますよね。
川越　確かに現在の日本においても，
良心の有無はともかくとして，過度の
医療化を図っている医療機関の存在は
否定できるものではありません。澤先
生の指摘は，地域を担う医師としては
当然持たなければならないと自戒して
受け止めたい部分です。
　また，英国の GPwSIと違って，日
本の開業医全てがプライマリ・ケアを
担うための体系的な研修を経たわけで
はありません。独学で地域の健康問題
に対処する知識を身につけてきたぶ
ん，力量や対応可能な領域に個人差が
あるのも事実でしょう。ですから，真
に「GPwSI的な医師」になるためには，
プライマリ・ケアを担うために体系化
された研修を積むような機会も必須な
のでしょう。
澤　そう思います。その理由としては
主に 2つあります。1つ目は，病院と
地域という環境が異なることによって
診療には本質的な違いがある点。二次
医療を担う病院と一次医療を担う地域
とでは，特に重大な疾患の有病率や発
生率が異なりますから，それによって
おのずと偽陽性，偽陰性を含む検査の
的中率も変わってくる。今まで病院内
で日常的に行ってきたアプローチが，
地域では逆に不適切になることすらあ
りますから，考え方の切り替えが求め
られます。
　2つ目は，スペシャリストならでは
の理由です。スペシャリストはその立
場上，おのずと専門細分化，還元主義
を進め，自分たちの専門領域で「ラベ
ル」を付けることを急ぐ傾向にありま
す。一方で，一次医療の領域では早期
では未分化な問題が多く，無理やり診
断を付けるよりも，重大な疾患を除外
し，不確実性に耐えることのほうが適
切な場面も多いものです。ここでもや
はりアプローチの違いを認識する必要
があるだろうと私は感じています。
川越　その通りですね。地域の医師た
ちが GPwSI的な医師になって活躍で
きるようになるとすれば，日本全体の
医療の質も飛躍的に上がるという期待
は大きいと思うのです。 （つづく）

●参考文献
1）Royal College of General Practitioners．GP with a 

Special Interest (GPwSI) accreditation. 

http://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/clinical-
resources/gp-with-a-special-interest-gpwsi-accreditation.

aspx
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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。

ジェネシャリストとコンサルテーション
その2 コンサルタントとして
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な態度が返ってくることが許容されて
いる領域もある。例えば，習い事だ。
師匠は月謝をもらい，弟子に厳しく接
する。弟子はそれを容認し，ときに期
待すらする。
　日本人は立場を大事にする。たぶん，
大事にしすぎる。問題はだ，コンサル
タントの立場とは，サービス業のそれ
か，それとも師弟関係のそれなのか，
である。しばしば，多くのコンサルタ
ントは後者だと勘違いしている。
　コミュニケーションとは他者と行う
ものである。コンサルターはコンサル
タントにとって他者である。師弟関係
はあくまでも内的なものであり，少な
くともタコツボの中でしか発動できな
いものだ。コンサルタントにとって，
コンサルターは「お客」である。たと
え診療報酬が発生しないとしても，そ
うである。

　ジェネシャリストにとって，相手の
コンサルターは「上下関係」を発生さ
せる対象ではない。たまたまその領域
だけ，自分がお役に立てるだけの存在
である。別の事例の別の問題に対して
は，コンサルターとコンサルタントの
立場は逆転する。もちろん，それはヘ
ゲモニーの逆転を意味しない。 

　繰り返すが，コンサルターにとって
コンサルタントとは自らと異なる「他
者」である。しかし，それは得意領域
が異なるというだけで，ジェネシャリ
ストにとって他者は，やはり同じ構造
を持つジェネシャリストである。「同
じでなければいけない」という同調圧
力の強い平等思考は，いくぶん幼稚だ
し息苦しい。より成熟した姿は「違っ
ているのに平等」なのである。違いに
対する寛容は，大人の度量というわけ

切なコンサルターでいるため
には，適切なコンサルタント
となり，そこから逆算して相

談するのがよいと前回（第 3113

号）で述べた。ジェネシャリスト
は適切なコンサルター，かつコン

サルタントでなければいけないのだ。
では，適切なコンサルタントとはどの
ような存在だろうか。

　実はこれも同じ話なのである。ジェ
ネシャリストであることが，適切なコ
ンサルタントとなる一番の早道なので
ある。残念なことに，不適切なコンサ
ルタントは多い。不適切なコンサルタ
ントとはどういうコンサルタントかと
いうと，端的に言うならば「イヤミな
奴」のことである。この話は耳の痛い
話で，自分自身がそうだったこともあ
るからビビッドに思い出せる。あぁ，
耳が痛い。 　
　イヤミなコンサルタントとは，自分
の専門知識や技術を使ってコンサル
ターとのラテラリティーを際立たせる
ようなコンサルタントということであ
る。有り体に言うと，「どっちが上の
立場か，はっきりさせたい」タイプの
ことである。この「どっちが上の立場
か，はっきりさせたい」人というのは
とても多い。外国でも珍しくないが，
特に立場や体面を気にする日本で多
く，特に特に立場や体面を気にする医
療界（厚労官僚含め）で多い。あぁ，
イヤダイヤダ。
　「なんでお前ごときが俺様を呼ぶ
の？」「俺様を呼んでおいて，基本的
なワークアップすらしてないの？　俺
様を呼ぶときは○○と△△の用意をし
とくくらい常識」「病室に行ってみた
ら，患者がいないじゃんか！」 。
　まあ，ここまで露骨に言う人は最近
は少なくなったが，「顔にそう書いて
ある」医者はわりと多い。

　ときに，上記コメント中にもある「常
識」がクセモノである。常識は，ある
業界のある「タコツボ」の中でだけ通
用する常識でしかなかったりする。こ
ちらの常識があちらの非常識，あるい
は了解外の難問だったりすることはま
まあることだ。
　スペシャリストのエゴとかリサーチ
マインドが，この問題をややこしくす
ることもある。「臨床的には」不要な
データなんだけど，「とりあえず見て
おきたい」という探究心である。それ
はスペシャリストの内的鍛錬にはいい
のかもしれないけれど（いや，やっぱ

りいけないことが多いな。少なくとも
患者の了解なしにやるのはよくない），
他領域の医者に要求してはいけないエ
ゴイスティックな要求だ。
　自分がコンサルタントとして要求す
る内容が本来の意味での「常識」に属
することなのか，それともタコツボ内
の常識にすぎないのか。この判断基準
もジェネシャリストにとってはさほど
困難なものではない。自分がジェネラ
リストとして，それを「常識」と感じ
取るかどうかを基準とすればよいから
だ。 

　「胸痛患者に心電図」はジェネラリ
ストにとっても「常識」であろう。「不
明熱の患者に血液培養」も「常識」だ
（常識ですよ）。しかし，「血液培養陰
性の不明熱患者にWhipple病のワーク
アップ」は常識の枠外にあろう。それ
はコンサルターに要求するものではな
く，コンサルタントがオファーすべき
ものだ。
　ジェネシャリスト足るコンサルタン
トは，自分がコンサルターとして「し
てほしくないこと」を基準に，自らの
振る舞いを規定することができる。居
丈高な態度，「どっちが上か」の執拗
なヘゲモニーの強調，いい加減な回答，
いい加減な態度，患者を診てくれない
（カルテしか見ない），転科をかたくな
に拒む，患者に余計な説明をして不安
を煽る，主治医の意に反する，患者の
意に反する……皆，自分がコンサル
ターとして，コンサルタントに「やら
れたくない」ことである。

　日本人は質の高いサービス・マイン
ドを持っており，サービス業の質は圧
倒的に世界一だ。しかし，質の高いサー
ビスは質の低い客の態度と“裏表”の
関係にある。日本の客くらい横柄な客
は，世界的には稀有なのである。要す
るに日本の客は過度に甘やかされてい
るのであり，その甘えを売ったり買っ
たりしているのだ。
　日本でも，お金を払っていても横柄

だ。
　このように，ジェネシャリストとい
う医者の在り方は，相談するコンサル
ターとしても，相談されるコンサルタ
ントとしてもとても好ましい在り方だ
と言える。チーム医療が「必然」とな
り，これまで以上にコンサルテーショ
ンが増え，また重要になっていく未来
の日本医療にとって非常にフィットし
た存在なのではないだろうか。

　本紙で紹介の書籍についてのお問い合わせは，医学書院販売部まで
☎（03）3817-5657／FAX（03）3815-7804　
　なお，ご注文につきましては，最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて
承っております。

●書籍のお問い合わせ・ご注文

適適
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重要なポイントを押さえたい
研修医，指導医必携の一冊

時代のニーズを反映した
基礎から学べるテキスト

書 評 　 新 刊 案 内

本紙紹介の書籍に関するお問い合わせは，医学書院販売部（03-3817-5657）まで
なお，ご注文は最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）へ

　現代の耳科学手術は人工内耳埋め込
み術と頭蓋底外科というモダンな先端
的手術と，60年の歴史のある鼓室形
成術からなる。前者は耳科学のエキス
パート，後者は耳科学
をめざす新世代が最初
に目標とする手術であ
る。京大の伊藤壽一教
授が他大学の参加者を
募って，1年に 2回，
側頭骨の解剖を中心と
する修練のためのコー
スを長い間開催してき
た。国立大学の教室と
して，このような全国
の耳科医に対してコー
スを開催し続けたのは
京大のみである。最近
では世界中の各地の大
学で同様のコースが企
画されているが，私も
駆け出しのころ，ロサ
ンゼルスの House Ear Instituteの側頭
骨解剖コースに 2回参加した。この
コースから学んだことはたくさんあっ
た。しかし，昨年突然閉鎖されたため，
この伝統あるコースもなくなった。私
だけでなく世界各国からの参加者はそ
の教育への熱意，臨床のシステム，研
究，そして米国の耳科学の伝統に強い
印象を受けたことと思う。日本で同様
のことができるであろうか。
　伊藤壽一教授と私は，UCLAに同時
期に研究のために留学していたことが
あり，それ以来親しい関係にある。ロ
サンゼルス留学で生まれた夢をわが国
で実現したのが京大の側頭骨解剖コー
スと思われる。本書はその成果を A4

判の大きなサイズの本に，鮮明な写真
と 3Dの still写真と 3D DVDが付録と
して付いている意欲作である。
　本書はビギナーは最初から読み進
め，エキスパートは逆に後ろから読む
と刺激されるに違いない。鼓室形成術
に必要な局所解剖がかゆいところに手
が届くように記述されている。手技上
注意の必要な点について警告している

ところがいい。エキスパートの手掛け
る人工内耳埋め込み術，頭蓋底外科の
部分は私も大いに参考になった。側頭
骨には狭いところに重要な器官が密集

している。両眼で観察
して手術するのである
が，現在の手術用顕微
鏡ではメインの術者し
か立体視ができない。
すなわち，奥行きがわ
からないのが大きな弱
点である。そのため本
書は 3D化に力を入れ
ている。すなわち立体
的に頭の中に組織解剖
を叩き込んで，初めて
より安全な手技が可能
となる。最近では乾燥
側頭骨の価格も高くな
り，まして cadaverに
なるとわが国では手に
入れることはより困難

になっている。このような時代，パー
ソナルに自分の脳を立体写真と動画で
刺激できる本書は有用である。ただし，
本書に記述している手術手技がどのよ
うな歴史的経緯で，誰によって提唱さ
れて発展してきたか，コラムとして解
説があればビギナーにとってより興味
を持って本書を読み進めることができ
るのではないかと思う。
　側頭骨の解剖のテキストは立体写真
を付録とするものがこれまでも存在す
るが，本書は耳科学のエキスパートや
初心者にとっても優れている。この本
の編者の高木明先生の読者にわからせ
ようとする執念と工夫，そして膨大な
写真データも準備整理して取り組んだ
平海晴一先生の努力の結晶である。
　手術の前にはベテランの域に入って
も解剖書を開き予習するように口を酸
っぱくして言われたのは切替一郎東大
名誉教授であった。本書はその期待に
応えることのできるテキストとして，
耳科学の術者の座右の書として利用す
ることを薦めたい。

耳科手術のための
中耳・側頭骨3D解剖マニュアル
［DVD-ROM付］
伊藤 壽一●監修
高木 明，平海 晴一●編

A4・頁176

定価：本体14,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02036-7

評 者  加我 君孝
 東大名誉教授／東京医療センター臨床研究センター名誉
 センター長／国際医療福祉大教授・言語聴覚センター長

≪標準言語聴覚障害学≫
摂食嚥下障害学
藤田 郁代●シリーズ監修
熊倉 勇美，椎名 英貴●編

B5・頁324

定価：本体5,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01516-5

評 者  植田 耕一郎
 日大歯教授・摂食機能療法学

　言語聴覚士の標準的なテキストとし
て生まれたのが本書である。特筆すべ
きは，例えば第 1編「摂食嚥下機能と
その障害」において，
摂食嚥下のメカニズム
を発達と成熟から始め
て加齢としての変化に
至る流れで提示し，また摂食嚥下障害
を小児と成人に分けてあるように，全
体が中途障害のみならず発達期（小児
疾患）に対してもその詳細が記されて
いるところである。
　第 2編の「摂食嚥下リハビリテーシ
ョンの実際」では，言語聴覚士に求め
られる必要かつ十分な評価法について
まとめられている。ここでも「小児の

治療・訓練」は成人の項と同等のペー
ジ数を占めている。「成人の治療・訓
練」の中では，脳血管障害，神経変性

疾患，器質性疾患以外
に認知症について言及
している。認知症ごと
に摂食嚥下障害として

の特徴を紹介しており，時代のニーズ
を意識したことがうかがえる構成であ
る。
　本分野に携わっている言語聴覚士の
うち成人のみを対象としているのは
83.3％，これに対して小児を対象とし
ているのは 3.3％と極端に少ない。第
3編の「摂食嚥下リハビリテーション
の現状と未来」では，少子化である

Dr.宮城×Dr.藤田
ジェネラリストのための呼吸器診療勘どころ
宮城 征四郎，藤田 次郎●著

B5・頁192

定価：本体3,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01979-8

評 者  山中 克郎
 諏訪中央病院内科

　豊穣な知識を持ちながら多くは語ら
ない。それが私の憧れる指導医像であ
る。患者さんへの慈しみと人間愛にあ
ふれ，静かに一線を守
り寡黙な風情を見せる
ほうが格好いい。
　宮城征四郎先生が司
会をされた症例検討会に参加させてい
ただいたことがある。時系列に基づい
た症状の変化と基本的身体所見の中
で，何に注目すべきかを明確に示す大
変教育的な診断推論カンファレンスで
あった。本書ではその教えが臨場感を
持って迫ってくる。決して多くの知識
を読者に与えるものではない。どの症
状や所見が診断の絞り込みに重要であ
るかという診断推論のポイントが示さ
れている。「疾患当てゲームではなく，
どう考えどうアプローチするかという
過程が重要」なのだ。
　呼吸器疾患を有した 15の教育症例
が含まれている。最初に病歴と身体所
見が担当医により発表される。「診療
の勘どころ」では宮城先生や藤田次郎
先生が，鑑別診断を絞り込む様子を見
せてくれる。例えば，喀痰の性状で起
炎菌がわかる。「鉄錆色（肺炎球菌），
イチゴゼリー状（クレブシエラ），オ
レンジ色の粘稠痰（レジオネラ）」（p2）
という情報を知っていることは臨床医
の腕の見せどころである。「呼吸数が
30／分以上となるなら病態は四つしか
ない（敗血症，低酸素血症，過換気症
候群，呼吸筋の障害）」（p101）。こん
なふうに言い切れるなんて，なんと
悠々としてすてきなことだろうか。
　さまざまな情報からどれが診断に重

要な情報であるかを見極めること，数
多く考えられる鑑別診断から可能性が
高い診断へと一気に絞り込む方法は，

実は非常に奥深い臨床
的センスがいる技術な
のである。
　藤田先生の「画像診

断のポイント」では特徴的な陰影とそ
の分布から鑑別診断が導かれる。原著
論文まで引用した「文献考察」も秀逸
である。「Hornerはスイス生まれの眼
科医で，Horner症候群の原著は 1869

年にドイツ語で報告されている」そう
だ（p154）。40歳の女性について眼瞼
下垂，縮瞳，眼球の軽度陥没，発汗低
下という詳細な臨床所見を記載し，こ
れが交感神経の異常であることまで指
摘した Hornerの洞察力に深い感銘を
受ける。疾患が見つかった歴史的背景
や科学的意味を知ることは楽しい。
　また表や図を用いた，抗真菌薬の作
用機序と各種真菌に対する効果のまと
め（p75）とガイドラインに基づいた
アスペルギルス症に対する標準治療の
解説が非常にわかりやすい。さらに喜
舎場朝雄先生をはじめ，超一流の臨床
医からのコメントも学ぶことができ
る。なるほど，そこに着目すればよい
のか。
　情報過多に陥っている研修医に必要
なのは，重要ポイントを押さえた学習
であろう。この本を手に入れて，指導
医としての人生を変えるという発想も
ありだろう。研修医だけでなく，もう
一度呼吸器疾患を学び直したいベテラ
ン医にもこの名著を推薦したい。

↗

ビギナーには最初から，
ベテランには後ろから
読み進めてほしい書
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「作業療法の核とは何か？」を
学ぶ「作業療法実践の理論」

作業療法実践の理論　原書第4版
ギャーリー・キールホフナー●著
山田 孝●監訳
石井 良和，竹原 敦，野藤 弘幸，村田 和香，山田 孝●訳

B5・頁320

定価：本体4,700円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01975-0

評 者  長谷 龍太郎
 神奈川県立保健福祉大教授・作業療法学

　本書は，作業の科学に偏重する傾向
から，作業「療法」に振り子を戻すと
いう書き出しで始まり，読者は書名が
『作業療法実践の理論』
となったゆえんを知
る。全体は 4部構成で
あり，初版から各章の
流れは受け継がれ，章をまとめた部構
成がされている。各部を単純化すると，
理論の概念，実践モデルの類型，関連
知識そして理論の利用となる。
　読者は，第 1部を読み，臨床例に共
感を覚えながら「作業には人々を変え
る可能性がある」という表現に同意を
するであろう。しかし，作業療法の知
識の構造を示されると，頭を抱えるか
もしれない。本書のポイントは，「作
業療法の理論は変化をしてきました。
作業療法の理論は，概念と焦点と価値
から構成されています。この視点で理
論の変化を知り，概念的実践モデルの
比較ができるのです」という著者の意
図をくみ取ることである。もし，知識
の構造の部分で混乱した方は，本文の
実践例と実践モデルを読み進めること
で，実践に共感できると信じている。
　第 2部は，概念的実践モデルの類型
が示されている。対象者の疾患に応じ
て使用されるモデルは異なり，読者は
親しみを感じるモデルから読み進める
ことをお勧めする。第 2部でも，著者
は概念的実践モデルが，理論，実践で
用いる資料，理論と資料を検証する研
究と根拠の 3つの構造体として示され
る。この比較手法は，著者による
1977年の「作業療法 60年」論文で使
用された，比較の手法を進化させたも
ので，作業療法士が治療理論を比較検
討する優れた手法である。読者は理論
に使われることなく，冷静に検討し実
践で利用するよう期待されている。第
4版で新たに導入されたモデルは「意

図的関係モデル」である。これは従来
から言われてきた「自己の治療的使用」
を，作業療法士と対象者との治療関係

の類型化と行動上の問
題と解決の視点に置い
たものである。いわば
作業療法場面の雰囲気

の悪化を予防し，問題を軽減し雰囲気
の修正へと展開するモデルである。読
者は臨床を振り返り，気まずくなった
場面や無気力な対象者への支援で困惑
したことを思い出し，自分がどのよう
な推論と解決を模索したかを再学習す
ることになる。在宅支援を行っている
ある作業療法士は，この記述を読み，
納得できると述べていた。
　第 3部では，医学が関連知識として
示されていることに違和感を覚えるか
もしれない。しかし，作業療法場面は，
医療機関から地域生活支援や教育場面
に拡大している。対象者と周囲の人々
そして社会との関係を扱うために，医
学や障害学が関連知識となる。第 3版
では個人内と個人間の対人交流を関連
知識としていたが，心理行動上の関連
知識として認知行動療法が導入されて
いる。
　最後の第 4部は，読者への宿題であ
る。自らの実践を支える理論と実践モ
デルを整理する資料（ポートフォリオ）
を作ること。臨床で行った作業療法上
の推論（クリニカルリーズニング）を
検討すること。対象者の作業療法に必
要な活動分析を適切に行うこと。読者
はこの三つを行うことで，作業療法の
核を身につけて，対象者の支援を続け
ながら自らの知識と技能と態度そして
判断力を高めていけるようになるだろ
う。そして，本書は 33年間に及ぶ作
業療法への貢献をしてきた Kielhofner

による最後の書物である。合掌。

↘にもかかわらず，発達期摂食嚥下障
害の需要が増加している現状に対処す
べく言語聴覚士が，全国的に皆無に等
しいことの危機感を募らせての提言を
している。咽頭期障害への対応は避け
られないが，高齢者福祉施設などでは
大半が刻み食，ミキサー食摂取である
現状を踏まえ，今後は「食の楽しみ」
を追求すべく味わいの獲得としての口
腔相障害への対応についても言語聴覚
士に期待したい。
　各章の Topicsの項には最新の情報
が網羅されており，章の終わりには
Key Pointを設けてその章の要点が質
問形式でまとめられている。時間が経
っても Key Pointを見返すことで，知
識の過不足は整理されよう。
　言語聴覚士のみならず，医師，歯科

医師，関連職種が執筆にあたり，企画
の段階から時間をかけて練り込まれた
からこそ，内容は本筋からそれること
のなく，無駄のないシンプルな組み立
てとなっている。編集者の一人である
熊倉氏は，摂食嚥下リハビリテーショ
ン学会の創設時からの理事でもあり，
学術的根拠とともに多職種協働を構築
してきた経験が生かされているように
感じられる。
　言語聴覚障害学となっているが，言
語聴覚士以外の他職種であっても何ら
違和感なく知識を整理しながら読み続
けられる。初学者にとっては基礎から
学べ，経験者にとっては新しい知見や
臨床のヒントが盛り込まれている。い
つでも取り出せるよう机上に携えてお
きたい教本である。
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翼を広げて，お茶しましょう
“鶴”と“亀”で始めた小さな診療所は，
つ～る～と翼を広げ，「つるカフェ」を
開いてきました。「顔の見える以上にお
茶する関係」を合言葉に，スイーツに
こだわりがあります。私あめちゃんは，
その常連のおもてなしでした。

在宅医療の現場にはいろいろな物語りが交錯している。患者を主人公に，同居家族や親戚，
医療・介護スタッフ，近隣住民などが脇役となり，ザイタクは劇場になる。筆者もザイタ
ク劇場の脇役のひとりだ。往診鞄の中，往診車の中，患者さんの家の中，部屋の中……在
宅医療にかかわる道具（モノ）を見つめていると，道具も何かを語っているようだ。
今回の主役は「あめ」ちゃん。さあ，何と語っているのだろうか？

翼を広げて，お茶しましょう
“鶴”と“亀”で始めた小さな診療所は，
つ～る～と翼を広げ，「つるカフェ」を
開いてきました。「顔の見える以上にお
茶する関係」を合言葉に，スイーツに
こだわりがあります。私あめちゃんは，
その常連のおもてなしでした。

講演会を聞いていて少し
咳き込んだら，急に隣

の人に話し掛けられてビッ
クりしたそうです。「あめち
ゃん，いる？」。巾着袋の中
には確かにあめらしきモノ
がありましたが，主人は恐
ろしくて手を突っ込むこと
はできず，小さな声で「あ
りがとうございます。大丈
夫です」と答えました。知
らないヒトからもらったモ
ノを食べてはいけない。そ
う信じて生きてきた主人は
驚きを隠せませんでした。
しかも，なぜ“ちゃん”付け？　
　私はある診療所に常備されているあめです。訪問診療を終
えてカルテを記載するとき，主治医の意見書や訪問看護への
指示書を作成するとき，昼ご飯を食べ損なったとき，主人は
大事そうに私を舐めます。ある夜，呼吸が苦しくて往診とな
った患者さん，心不全の増悪で救急車搬送されました。主人
は診療所に戻ってから，カルテをさかのぼって見直します。「体
重はこの時点で増えていたんだなあ」。私を舐めながら診療情
報提供書を作成し，病院へファックスしました。また別の夜
はお看取りの後，私を舐めながらあれこれと思い起こします。
「あまりに短いお付き合いだったなあ。もっと早く出会うには
どうしたらいいのだろう」。深夜なので早く寝たほうがいいの
ですが，やっぱり眠れないようです。24時間 365日営業には
私の力が必要でした。
　この診療所には毎年，近くの小学校から「職場体験実習」
として，小学 6年生グループがやってきます。主人たちが「在
宅医療とは？」をまとめた紙芝居を披露した後は，インタビ
ュータイム。「在宅医のやりがいって何ですか？」「患者さん
の人生の大事な場面に立ち会い，少しでも役に立って喜んで
もらえることです」「医療者になりたい私たちは今，何をした
らいいですか？」「身体と心を鍛えてください」「頭は？　勉
強はしなくていいですか？」「確かに勉強もしたほうがいいね」
「やっぱりなあ」。みんなで大笑いです。
　勉強はどんなオシゴトでも，一生続けなくてはいけないの
だよ。2025年には日本がどうなると予想されているかは知っ
てる？　少ない若者で多くの高齢者を支えるんだよ。日本に
は借金もたくさんあってごめんね。……そんなことは口に出
さず，「はい，あめちゃんどうぞ」と主人は小学生に私を差し
出しました。「授業中なのでもらえません」と一人の生徒が言
うと，他の子たちは「まじかよ～」と大ブーイング。
　診療所での下準備を終え，いよいよ小学生と一緒に訪問診
療に出掛けます。「なんでも聞いてちょうだい。ほら，積極的
に」。介護をされている奥さんに促され，小学生は質問します。
「毎日つらくないですか？」「何の介護が一番大変ですか？」。
落ち着いて親切に答える奥さんの姿は，介護者ではなく教育
者です。奥さんは最後に，「皆，頑張って勉強してね。はい，
コレ持って帰って」とお土産のあめちゃんまで用意されてい
ました。今度は「もらえません」という生徒はなく，気持ち
と一緒にあめちゃんを受け取ります。「ありがとうございまし
た！」。元気なごあいさつで実習は終わりました。
　主人は私を舐めながら，どっかりとパソコンの前に座り，
月 1回のペースで“想像の翼”を広げ，モノ語りを書くこと
が好きでした。在宅医療の周りだって甘いモノ語りばかりで
はありません。でも想像の翼を広げるというストレッチみた
いな行為は，主人にとっては大変貴重なあめちゃんのような
時間でした。うちの主人と一緒に翼を広げてくださいました
読者の皆さまに，心からお礼を申し上げたいと思います。小
学生を見習い大きな声で，ありがとうございました！
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