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感染症疫学ハンドブック
監修　谷口清州
編集　吉田眞紀子、堀　成美
A5　頁320　3,400円　［ISBN978-4-260-02073-2］

クリニックで診る摂食障害
切池信夫
A5　頁256　3,400円　［ISBN978-4-260-02166-1］

大人の発達障害を診るということ
診断や対応に迷う症例から考える
編集　青木省三、村上伸治
A5　頁304　3,000円　［ISBN978-4-260-02201-9］

心因性非てんかん性発作への
アプローチ
原著　Myers L
監訳　兼本浩祐
訳　谷口　豪
A5　頁212　3,400円　［ISBN978-4-260-02197-5］

末梢病変を捉える
気管支鏡“枝読み”術 
［DVD-ROM（Windows版）付］
栗本典昭、森田克彦
A4　頁184　12,000円　［ISBN978-4-260-02072-5］

〈シリーズ　まとめてみた〉
整形外科
天沢ヒロ
A5　頁210　2,800円　［ISBN978-4-260-02382-5］

〈シリーズ　まとめてみた〉
耳鼻咽喉科
天沢ヒロ
A5　頁230　2,800円　［ISBN978-4-260-02383-2］

医療政策集中講義
医療を動かす戦略と実践
東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット　編
A5　頁328　2,800円　［ISBN978-4-260-02164-7］

臨床検査技師国家試験問題集 
解答と解説 2016年版
編集　「検査と技術」編集委員会
B5　頁204　3,000円　［ISBN978-4-260-02386-3］

吸引・排痰ができる［Web動画付］
監修　虎の門病院看護教育部
著　福家幸子、山岡　麗、千﨑陽子
B5　頁120　2,000円　［ISBN978-4-260-02390-0］

導尿・浣腸・摘便ができる
［Web動画付］
監修　虎の門病院看護教育部
著　福家幸子、山岡　麗、千﨑陽子
B5　頁120　2,000円　［ISBN978-4-260-02391-7］

〈がん看護実践ガイド〉
がん治療と食事
治療中の食べるよろこびを支える援助
監修　一般社団法人日本がん看護学会
編集　狩野太郎、神田清子
B5　頁160　3,000円　［ISBN978-4-260-02208-8］

専門看護師の思考と実践
監修　井部俊子、大生定義
編集　専門看護師の臨床推論研究会
B5　頁188　3,500円　［ISBN978-4-260-02400-6］

今日の診療プレミアム Vol.25 
DVD-ROM for Windows
監修　永田　啓
DVD-ROM　価格78,000円　［JAN4580492610063］

今日の診療ベーシック Vol.25 
DVD-ROM for Windows
監修　永田　啓
DVD-ROM　価格59,000円　［JAN4580492610087］

言語聴覚研究
第12巻　第2号
編集・発行　日本言語聴覚士協会
B5　頁80　2,000円　［ISBN978-4-260-02398-6］

オープンダイアローグとは何か
著+訳　斎藤　環
A5　頁208　1,800円　［ISBN978-4-260-02403-7］
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岸本　初期研修医になるとすぐにカル
テを記載する必要が出てきます。卒前
教育では系統立った教育が行われてい
るのでしょうか？
吉本　現在は「医学教育モデル・コ
ア・カリキュラム」（註 1）のなかに
カルテに関する項目が含まれているこ
ともあって，最低限のことは教わって
いるはずです。ただ，具体的な内容に
関しては大学によってさまざまかもし
れません。
佐藤　確かに，新研修医を受け入れる
側からしても，どこまでカルテが書け
るかは大学によって千差万別という印
象があります。メモや感想程度のカル
テしか書けない新研修医もいれば，そ
れこそ筑波大卒の新研修医は優秀で，
カルテは書けるし，プレゼンテーショ
ンもできる。
岸本　それでは，筑波大においてどの
ようなカルテ教育を行っているのかを
ご紹介ください。

Ready to start residency

吉本　筑波大では，医学部 4年生の春
学期に「Pre-CC（プレ・クリニカル・
クラークシップ）」と呼ばれる実習が
あり，そこでカルテの記載方法を学び
ます。講義形式の授業を行うだけでな
く，医療面接シーンのビデオ映像をみ
てカルテを記載した上で，回診時など

臨床の場を想定したプレゼンテーショ
ンを繰り返し行うといった点が特徴に
なっています（註 2）。
岸本　医療面接とカルテ記載，プレゼ
ンテーションを別個ではなく，臨床で
患者さんを診る流れに沿って教えるわ
けですね。USMLE（米国医師国家試験）
Step2のCS（Clinical Skills）も同様です。
模擬患者を相手に診察し，診察後に病
歴や身体所見をまとめたカルテを記載
するというパターンを，10人の模擬
患者で繰り返します。
佐藤　国家試験にカルテの記載が含ま
れているのですね。
岸本　多大な労力を要しますが，基本
的臨床技能がなければレジデンシー
（初期研修）に進めないようにしてい
るわけです。
吉本　筑波大も 4年生の秋から始まる
臨床実習に進むには，先ほどの Pre-
CCに加えて，共用試験（CBT／OSCE）
に合格し，「スチューデント・ドク
ター」として認定されることを条件と
しています。
岸本　臨床実習では実際にカルテも書
くのですか？
吉本　医学生は電子カルテ上の学生用
カルテに記載し，後期研修医がチェッ
クするようにしています。
佐藤　当院も，ポリクリなどの形で見
学に来る医学生に対しては担当患者さ
んを決めて問診を行い，カルテを書い

てもらいます。学生用のカルテはない
のですが，退院時要約の 2号紙に記載
し，研修医や指導医がチェックするよ
うにしています。
岸本　医学生にとっては，フィードバ
ックを受ける貴重な機会になりますね。
佐藤　医学生は十分な時間をとって患
者さんと話ができることが強みなの
に，せっかく取った情報を自分のメモ
に残すだけでは私たち指導医も困りま
す。ですから，「必ず記録を残して診
療に役立つようにしてほしい」と見学
に来る医学生には伝えています。それ
でモチベーションが高まる人は多いで
すし，医学生の立派なカルテを読むと
研修医も刺激になるようです。
岸本　私が米国に臨床留学して驚いた
のは，メディカルスクールの最終学年
である 4年生ともなると，診療チーム
の一員としてカルテを記載し，研修医
のチェックを受ける体制が整っていた
ことです。“Ready to start residency”，
いつでもレジデンシーに進める状況で
大学を卒業させることが医学部の役割
である，とハワイ大の副医学部長が話
していたのを覚えています。

SOAP形式×RIMEモデル

岸本　研修医に対しては，どのように
カルテの記載方法を教えていますか。
佐藤　私の勤務する勤医協札幌病院は，

本院（勤医協中央病院）の関連病院と
いう位置付けとなっていて，自由選択
期間を利用して 2か月間ほど初期研修
医がローテートしてきます。毎年，最
初にレクチャーを行い，SOAP （S：
Subjective data, O：Objective data, A：
Assessment, P：Plan）形式や入院時記
録・経過記録・退院時要約といった病
棟患者に関するカルテ記載のポイント
を教えます。それから，週に 1回は研
修医の書いたカルテを全部見て，電子
カルテ上の記載を引用しながら院内
メールでフィードバックする。これを
2か月間繰り返すうちに，だんだんと
基本が身についてきます。
岸本　先ほどは大学による学習内容の
バラつきが課題として挙がりました
が，どのように対応されていますか。
佐藤　学習者が Reporter（報告者）→In-
terpreter（解釈者）→Manager（実践者）
→Educator（教育者）の順番で成長す
るという「RIMEモデル（次頁表 1）」
という考え方があります。この過程と
照らし合わせ，「まずは S・O欄の情
報を詳細に取って，指導医や他職種に
適切な報告ができるようになろう」と
強調しています。本来なら卒前教育で
習得してほしいことなのですが，初学
者の場合は目標を下げて，まずは Re-
porterの役割を求めています。

■［座談会］君のカルテを“劇的”成長の軌跡
に（岸本暢将，吉本尚，佐藤健太） 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/ＡＣＰ日本支部年
次総会2015 6 ― 7 面

　医学生時代にとりあえずカルテを書いてはみたものの，「良い
カルテ」の要件がわからないまま実習が終わってしまった。研修
医になってカルテを指導医に見せたところ，「読みづらい，伝わ
らない」などと注意されたが，具体的にどう改善すればよいかの
フィードバックはなかった……。
　カルテ記載は医師の基本業務の一つですが，卒前・卒後に系統
立てて教わる機会はあまりなく，“自己流”のカルテ記載になっ
ているのではないでしょうか。でも，「型」に沿った訓練さえ繰
り返せば，“劇的”な変化が生まれ，臨床医としての成長も速く
なります。本座談会では，業務効率を改善するだけでなく，診断
推論能力の向上や多職種連携にも生きてくる「良いカルテ」の書
き方を考えます。

岸本 暢将岸本 暢将氏=司会氏 =司会
聖路加国際病院聖路加国際病院

Immuno-Rheumatology Center 医長Immuno-Rheumatology Center 医長

君のカルテを君のカルテを““劇的劇的””成長の軌跡に成長の軌跡に

佐藤 健太佐藤 健太氏氏
勤医協札幌病院勤医協札幌病院
内科副科長内科副科長

吉本 尚吉本 尚氏氏
筑波大学附属病院筑波大学附属病院
総合診療科講師総合診療科講師
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岸本　筑波大病院は，卒前のトレーニ
ングである程度のレベルに達した新研
修医が多いと思いますが，卒後教育に
関してはいかがですか。
吉本　先ほどの RIMEモデルで言え
ば，新研修医になった段階では Inter-
preterのレベルにはまだ達していない
ように感じます。どこの研修指定病院
でも同様の課題は多かれ少なかれある
と思いますが，アセスメントして教科
書レベルの鑑別診断を挙げたものの，
そこからどう考えて重み付けをしたか
が見えてきません。
佐藤　S・Oが「事実」なら，Aは「意
見」ですよね。それなのに，A欄は指
導医の意見を転記しているだけという
カルテも散見されます。
吉本　ありますね。自身の考えが記載
されていない限り，指導医としては的
確なフィードバックができないし，結
果的に研修医の診断推論能力も向上し
ません。逆に A欄が書けるようにな
ると，それまでフォーマットを埋める
だけだった S・O欄にもメリハリが生
まれます。
岸本　プレゼンテーションにも共通し
て言えることですが，アセスメントと
プランが最も大事な部分ですよね。そ
こがノーアセスメント／ノープランで
は，臨床能力を測ることができません。
佐藤　プランに関しては「精査する」
「経過観察」などの記載にとどまって
いて，「いつ」「誰が」「何を」するの
かという具体的な介入が明確でない場
合が，かなり優秀な研修医でもありま
す。指導医としては，プランが書けて
いない研修医は「何をするのかわから
ない」ので不安になります。
岸本　研修医の立てたプランを読め
ば，患者の診療に当たるスタッフ全員
がその日の ToDoを理解できる。そこ
までできると，指導医としては「任せ
ておいても大丈夫」となり，独り立ち
に近づきますね。
佐藤　はい。当院で 2か月の研修が終
わるころに，研修初日に自分で書いた
カルテを読ませるんです。そうすると，
自分で最初に書いたカルテに対して
“ダメ出し”ができる。2か月前とは
劇的に成長していることを実感できる
のです。
岸本　“劇的”ですか。
佐藤　もう“劇的”に変わります。

がれることも多いですから，地域連携
という観点でも，とても大切なことで
はないでしょうか。
岸本　カルテ記載の中でも，経過記録
は特に軽視されていることが多いです
ね。米国では記載内容に応じて診療報
酬が決まることや訴訟対策もあって，
経過記録をしっかり書かざるを得な
い。患者 1人につき毎日 1回はカルテ
を記載し，指導医がそのカルテを確認
してサインすることが求められていま
す。
　当院は福井次矢院長のリーダーシッ
プのもとで JCI（註 4）の認証を取得
したこともあって，最近では米国式に
移行しました。研修医の書いたカルテ
に指導医もサインして，最後はコメン
トを書くことまで求められます。
吉本  教育だけでなく，患者安全やト
ラブル防止の意味もあるわけですね。
当院においても，電子カルテ上に“差
し戻し”の機能があって，不適切な記
載のカルテは差し戻しとなります。指
導医としては，研修医の教育だけなく，
医療の質向上という意味でも，研修医
のカルテをチェックすることを意識付
けしたいですね。

指導医を楽にすれば
自分が得をする

岸本　話題は変わりますが，指導医と
して日常で心掛けていることはありま
すか。
吉本　診療グループ内で最近，「よい
指導医」について議論しました。そこ
で出てきたのが「暇そうなのがよい指
導医である」と（笑）。つまり，どん
なに忙しくても手が空いているように
みせて，相談しやすい雰囲気をつくる
ことが大事だという意味です。

岸本　私の場合は，自分から研修医に
声を掛けることを意識しています。患
者さんが医師に気をつかうのと同じ
で，研修医も指導医に遠慮があります
から。
吉本　確かに，どんなに忙しくても患
者さんには声掛けしていますものね。
佐藤  その点，カルテは「気にかけて
いる」というメッセージを記録として
伝えることができて便利です。しかも，
診療の合間を縫って，こちら（指導医）
の都合のよいときにいつでも見ること
ができる。研修医には，「君たちが患
者さんをたくさん診てくれれば自分の
仕事が減るので，そのぶんの時間を使
ってカルテをみることができる」とも
伝えています。
岸本　とても大事ですね。ハワイ大で
内科レジデントだったころ，上級医と
の回診は朝 7時開始でしたが，私は 5

時ごろまでには出勤し，7時までには
回診とカルテの記載を終えるようにし
ていました。そうすると，上級医や指
導医はカルテを読んでその日のプラン
と根拠となるデータを確認するだけで
いいので，手の空いた時間に指導して
もらえるわけです。
　研修医の皆さんには，「どうやって
上級医や指導医を楽にさせよう」とい
う視点で業務を見直してみることをお
すすめしたいです。そうすれば，指導
医に“本当に暇”な時間ができますか
ら，結果的に自分が一番得をします。
吉本　それには，自分なりのアセスメ
ントとプランを臆せずカルテに記載
し，要点を絞って指導医にプレゼン
テーションすることが大切ですね。
岸本　もちろん，それが大前提になり
ます。

吉本　そういった意味では，カルテは
“成長の軌跡”を示す作品なのですね。

適切なカルテ記載を
研修医・指導医の共通認識に

吉本  これまで見たいくつかの施設で
のカルテの中には，「とりあえず SOAP

形式にのっとっているだけ」という印
象を受けるものがあります。適切なカ
ルテ記載がなぜ重要なのか。その認識
を深める必要があるのかもしれません。
岸本　SOAPはもともと，1968年に
L.Weedが提唱した POS（problem ori-
ented system；問題志向型システム）
に基づくカルテ記載方式です。1973

年に日野原重明先生（聖路加国際病院
理事長）が『POS――医療と医学教育
の革新のための新しいシステム』（医
学書院）として紹介したことで，日本
にも普及しました（註 3）。POSによ
ってカルテを論理的な構成にすること
が論理的な臨床推論や計画立案につな
がるのは前述のとおりです。また，プ
ロブレムの共有が多職種連携に貢献す
るという視点も忘れてはなりませんね。
佐藤　多職種連携という点で強調した
いのは，プロブレムを「深化」させる
ことの重要性です。例えば，発熱を理

由に入院した事例で，主治医の
頭の中ではある程度鑑別が絞ら
れているにもかかわらず，カル
テの記載は何日経っても「発熱」
のままにとどまっている。これ
では他職種の介入が遅れてしま
うので，「発熱症（◯月◯日登録）
→市中肺炎（△月△日診断）」
など，できるだけ早く病名まで
「深化」させる必要があります。
在院日数の短縮化によって退院
後も入院中の治療内容が引き継

●きしもと・みつまさ氏
1998年北里大医学部卒。沖縄県立中部病院
初期研修，在沖縄米海軍病院インターン，ハ
ワイ大内科レジデンシー，ニューヨーク大リ
ウマチ科フェローシップを経て，2006年よ
り亀田総合病院リウマチ膠原病内科。09年
より現職。米国リウマチ学会 Distinguished 

Fellow賞受賞（2006年）。米国内科専門医，
米国リウマチ膠原病科専門医。著書に『米国
式症例プレゼンテーションが劇的に上手くな
る方法』（羊土社）など。

●さとう・けんた氏
2005年東北大医学部卒。勤医協中央病院で
の初期・後期研修を経て，11年より勤医協
札幌病院内科（14年 4月より同院内科副科
長）。第 5回日本プライマリ・ケア連合学会
学術大会にて日野原賞受賞（2014年）。日本
プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門
医・指導医。著書に『「型」が身につくカルテ
の書き方』（医学書院）など。Blog「病院家
庭医を目指して」（http://blog.livedoor.jp/gp_

ken/）。

●よしもと・ひさし氏
2004年筑波大医学専門学群（現医学群医学
類）卒。勤医協中央病院初期研修，奈義ファ
ミリークリニック／津山中央病院家庭医療後
期研修を経て，09年より奈義ファミリーク
リニック副所長。11年より三重大大学院医
学系研究科家庭医療学分野助教。14年より
現職。第 3回「明日の象徴」医師部門を受賞
（2014年）。日本プライマリ・ケア連合学会
認定家庭医療専門医・指導医。編著書に『ぼ
くらのアルコール診療』（南山堂）など。

●表 1　RIMEモデルと SOAP　
　『「型」が身につくカルテの書き方』より（表 2も）

RIME 研修医の発言例
カルテ記載における

行動目標
Reporter
（報告者）

先生，吐血しています！
患者から S・Oをひきだ
し，正しく記載できる

Interpreter
（解釈者）

食道静脈瘤破裂かもしれ
ないですね……

S・Oを元に Aを考え，
根拠とともに記載できる

Manager
（実践者）

よし，ルートとりつつ消
化器内科医を呼ぼう！

Aを元に Pを考え，具体
的に記載できる

Educator
（教育者）

こういうときはね……
研修医のカルテ記載に的
確なダメ出しができる
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 君のカルテを“劇的”成長の軌跡に 座談会

「型」に沿った反復練習こそが
上達への近道

岸本　症例オーラルプレゼンテーショ
ンは医学生・初期研修医のうちに身に
つけるべき基本的臨床技能の一つで，
カルテ記載とも密接にかかわります。
ただ，使える時間や役割などが異なる
ため，カルテを読むだけでは立派なプ
レゼンにはなりません。日ごろ，どの
ように教育されていますか。
佐藤　病棟に関しては，入院患者のフ
ルプレゼンテーションを 7分で，毎朝
の回診時は「昨日あったことと，今日
やるべきこと」に絞って 30秒でプレゼ
ンテーションしてもらいます。外来に
関しては，「問診票からどう見立てて，
診察中は何をすべきか」という診察前
の 30秒プレゼンと，「どうアセスメント
したか」という診察後の 1分プレゼン
となります。入院・回診・外来と，そ
れぞれに適したプレゼンテーションの
スキルを磨いてもらうことが狙いです。
吉本　私もフルプレゼンテーションと
シンプルプレゼンテーションに分けて
指導しています。プレゼンテーション
ではアセスメントとプランが肝心なの
で，そこから逆算して「必要性の高い
Sと Oの情報」を話す。そうやって頭
のなかを整理して台本をつくることが
大事なのですが，最初はなかなかうま
くいかないですね。
岸本　私はハワイ大時代に，アラカ
ワ・ケン先生（当時ハワイ大臨床内科
教授／インターナショナルリウマチセ
ンター院長）というリウマチ診療の名
医に指導を受けました。新患の医療面
接と診察をまずは研修医が行うのです
が，その後に患者さんとアラカワ先生
の前でプレゼンをするのですね。
吉本　患者さんもいるのですか。緊張
しますね。
岸本　患者さんの前ですから，下手な
ことは言えません。しかも超多忙な外
来なので，短時間で情報収集して思考
をまとめる必要がありました。間違っ
ていると患者さんが直してくれたりも
しましたけど（笑）。
　そのときに教えられたのは，プレゼ
ンテーションの能力は，医師としての
臨床能力を反映すること。そして，プ
レゼンテーション能力を向上させるた
めには，フォーマットを覚えて繰り返

し練習することが大事だということで
す。それで，プレゼンテーションを重
点的に勉強することを決意して，『米
国式症例プレゼンテーションが劇的に
上手くなる方法』（羊土社）の執筆に
つながりました。
佐藤　全く同感です。私が『「型」が
身につくカルテの書き方』で強調した
のも，医学生や初期研修医のうちは「基
本の型」に沿って繰り返し練習するこ
とです。カルテの書き方は施設や診療
科によるバリエーションが豊富なこと
もあって“我流”になりがちですが，
焦らずに「基本の型」を大切にする研
修医のほうが，結果的には成長も早い
という実感があるのです。

書くべきこと，伝えるべきこと
を使い分ける

岸本　『「型」が身につくカルテの書き
方』でユニークなのは，「基本の型」
で SOAP形式を解説するのに加えて，
「応用の型」というセッティング別の
書き方を指南している点です。どうい
った経緯で「応用の型」を意識された
のですか。
佐藤　私自身が初期研修医のころは，
主に内科病棟で入院時記録や経過記
録，退院時要約を書くなかで，カルテ
の書き方を学んできました。しかし，
後期研修医になり外来診療や訪問診療
を担当するようになると，病棟で学ん
だ「型」だけでは対応できない現実が
ありました。
吉本　実際，病棟で書けていたカルテ
が，外来や往診では全然書けない研修
医もいますよね。時間をかけて病棟と
同じ濃度で救急外来のカルテを書いて
しまう人もいれば，メモ書き程度の訪
問診療記録になってしまう人もいる。
佐藤　そうなのです。セッティングに
よって，診療のゴールやカルテに求め
られる役割が違うことを理解するのが
第一歩ですね。
　例えば集中治療なら，プロブレムご
との記載では時間がかかりすぎて病態
の変化に追いつけませんから，By 

System（臓器別）でパラメーターや介
入状況を記載したほうがいい。逆に，
状態の安定した患者さんの継続外来で
は，前回 1か月前のカルテを短時間で
読んで大事なことをすぐに思い出せる
ことが大事なので，要点を絞った簡潔

な記載が求められます。また訪問診療
ならば，内科疾患以外にも「高齢者特
有の問題」を扱うことが多いので，よ
り包括的な問題リストを使ったほうが
うまくいきます。
　そうやって試行錯誤して，セッティ
ングに応じたカルテの書き方（表 2）
が徐々にわかってきました。その後，
指導医として後期研修医を教えるなか
で，「応用の型」がより明確になって
きた感じです。
岸本　聴き手や持ち時間によってプレ
ゼンテーションのスタイルを変えるの
と同じですね。「書くべきこと」や「伝
えるべきこと」を使い分ける感覚を持
つことが大事ですね。

＊
岸本　なぜ私を含め日本人は，一般的
にはプレゼンテーションが得意ではな
いのかと考えたことがあります。米国
人はそれこそ幼稚園のころからプレゼ
ンテーションの機会が豊富にあり，長
年にわたり訓練を積んでいるのです
ね。一方，日本人は勤勉さでは負けて
おりませんし，医師においては患者さ
んを丁寧に診ることも含め米国の医師
より優れているところがたくさんあ
る。足りないのはプレゼンの訓練だけ
なのです。これはカルテにも当てはま
るのではないでしょうか。

佐藤　ええ。練習すれば誰でも上達し
ますね。ただ，カルテの書き方を熱心
に教えてくれる指導医は少ないかもし
れません。それもあって，独学でもあ
る程度は習得できるように，症例を題
材にカルテ記載の段取りを示すなど，
書籍の中では工夫しました。
岸本　医学生・研修医の皆さんは自信
を持って，ぜひ「型」の習得に励んで
もらいたいと願っています。本日はあ
りがとうございました。 （了）

註 1：卒業するまでに医学生が最低限履修す
べき内容を定めた文科省「医学教育モデル・
コア・カリキュラム」（平成 22年度改訂版）
では，「G.臨床実習」の項において「適切に
患者の情報を収集し，POMR（問題志向型診
療記録）を作成できる」「診療経過を SOAP（主
観的所見・客観的所見・評価・計画）で記載
できる」などの到達目標が定められている。
註 2：筑波大医学類シラバス．
http://www.md.tsukuba.ac.jp/md-school/sylla

bus.html

註 3：日本財団図書館．［改訂］これからの医
療に POSをどう活用するか．
https: / /n ippon.zaidan. info/seikabutsu/

2003/00115/mokuji.htm

註 4：JCI（Joint Commission International）
は，1994年に創設された国際的な医療機能
評価機関．厳格な審査に基づく医療施設の認
定や教育・技術支援を行っている。

●表 2　各セッティングの特徴一覧

診察・カル
テ記載に使
える時間

事前情報・
問題リスト

患者の
重症度 患者の関心 他職種の関心

入
院
診
療

入院
初日

数十分～
数時間 少ない 一般に重症だが

未知
疾患の診断・治
療

多彩な病棟スタッフが介入開
始するための主病名や治療方
針を知りたい

入院翌
日以降

数分～
数十分 十分 一般に軽快傾向

だが急変あり
今の病状の良し
悪し

病棟スタッフが現在の病状や
短期的見通しを確認したい

退院
前後

数十分～
数時間 十分～過剰 安定（退院直前

や退院後）
退院後のケア内
容など

退院後関わる外来・在宅スタ
ッフが入院中の出来事や退院
後の注意点を知りたい

外
来
診
療

初診
外来

数分～
20分 少ない

一般に軽症，時
に重症者が紛れ
る

不安の解消，安
心・納得

看護師が検査・処置，次回受
診の説明に必要な情報を知り
たい

継続
外来

数分～
10分 多いが分散 一般に安定

さまざまだが一
般に順調である
ことの確認

次回診察する医師や看護師が
前回の診療内容や今回の課題
を知りたい

訪問診療 数分～
10分 多いが分散 一般に安定

さまざまだが一
般に安定してい
ることの確認

訪問看護師や介護職が方針確
認のための病状や説明内容を
知りたい

救急外来 数秒～
数分 少ない 一定の確率で重

症者が交じる
苦痛の緩和や救
命

各職種が重症度や仮病名，迅
速に間違いなく処置を行うた
めの明確な指示がほしい

集中治療 数分 多いが不十
分なことも

全例が重症～超
重症

生命の危機の離
脱

各職種が複雑で重度な病態を
把握し自律的に高度なケアを
提供するための指針がほしい
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適時性
プロセスを意識した診療，できていますか？

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

▲   診察の遅れは患者さんの臨
床アウトカムを悪化させる

▲   「プロセスチャート」を使う
ことで，指示内容や優先順
位が考えやすくなる

▲   「標準化」により適時性を
改善するためのボトルネック
を見つけやすくなる

▲   「後工程はお客様」と考え
ることで安全性も向上する
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タを CDに移行させるのに最も時間が
掛かることが予想されるため，真っ先
に診療放射線技師に連絡し，こちらの
状況を伝え，CD作製を最優先にして
もらうよう指示する必要があります。
研修医がまだ 1年目で，診療情報提供
書を書くのに不慣れで時間がかかるの
であれば，他の患者さんの診療に当た
っている 2年目の研修医に診療情報提
供書を書くようお願いすることも考え
なければなりません。急いでいると，
会計などの事務処理も忘れがちです
が，家族への説明が終わり次第，速や
かに事務処理をお願いする必要があり
ます。
　このプロセスチャートは，特に急い
でいるときに威力を発揮します。慣れ
てくれば，フロー図を思い出さなくて
も，自然と体が反応します。しかし，
最初のうちは，手元にあったほうが心
強いでしょう。例えば心筋梗塞や脳梗
塞など，緊急性の高い疾患においては，
自分なりのプロセスチャートを作る
か，もしくは既存の診療手順チャート
（ACLSのチャートなど）をまとめて，
ポケットに忍ばせておいてはどうでし
ょうか？　それぞれの緊急疾患におけ
るプロセスチャートを指導医と共に作
り，院内で共有するというのも有効な
手段です。 

プロセスチャート作成を
可能にする「標準化」

　プロセスチャートを作る上では，品
質管理の根幹を成す「標準化」という
考え方が重要です 。「標準化」とは，「実
在の問題又は起こる可能性がある問題
に関して，与えられた状況において最
適な秩序を得ることを目的として，共
通に，かつ，繰り返して使用するため
の記述事項を確立する活動」 3）のこと
です。標準化によって，診療者間の診
療手順におけるバラつきを抑えること
ができます。
　そして，標準化されたプロセスチ
ャートを基にデータを収集することに
より，「適時性」を改善するための問
題がどこにあるのかを把握しやすくな
り，対策が立てやすくなります。前述
の例のように，1年目の研修医がボト
ルネックなのであれば，「3分で書く
診療情報提供書のコツ」といったテー
マの研修医勉強会を開くことなどが対
策となるでしょう。もちろん，標準的
な診療手順から逸脱せざるを得ない患
者さんがいるのは確かですが，大多数
の診療は標準化が可能です。 

あなたが「適時性」を
改善するためにできること

　「適時性」は，救急外来ほどは時間
的制約のなさそうにみえる病棟業務で
も求められます。例えば，皆さんは，
ちゃんと定時までに検査や点滴のオー
ダーを出せていますか？　なぜこれが
重要かというと，医療は医師個人のみ
では動いていかないからです。

文献
1）Acad Emerg Med．2009 ［PMID: 19007346］
2）飯田修平，永井庸次編著．医療の TQM七つ道
具．日本規格協会；2012．
3）日本工業標準調査会．標準化及び関連活動――
一般的な用語　JIS Z 8002：2006（ISO／IEC Guide 
2：2004）．日本規格協会；2006．

　プロセスチャートを再びイメージし
てみましょう。例えば，準夜帯に点滴
指示を出されてしまうと，人手が少な
い時間帯に看護師が点滴を薬局に取り
に行かなければなりません。それは，
看護師の業務に影響を与えます。内服
薬の準備が遅れたり，ダブルチェック
の時間が短くなったり，他の患者さん
が発熱しているのに気付くのが遅れた
りするかもしれません。本連載第 2回
「安全性（2）」（第 3112号）でも述べ
ましたが，スイスチーズモデルのよう
にちょっとした穴が重なることで医療
過誤が起こる土台を作っている可能性
があるのです。 

　品質管理に重要な，「後工程はお客
様」という考え方があります。医療行
為の最終的な「お客様」は患者さんや
その家族といえます。しかし，診療プ
ロセスを考える上では，次のプロセス
の受け手，例えば指示受けする看護師
も「お客様」と考えてください。次の
プロセスの受け手が，自分たちのプロ
セスを遅滞なく，安全に施行できるよ
うに配慮することは，その前のプロセ
スを行う者の責任でもあるのです。「後
工程」の「お客様」がどうしたら仕事
をしやすくなるか，そのために自分は
何をしたらいいか，普段から意識して
診療することが，最終的には患者さん
を利することにつながります。

　品質管理というと，工場などで均質
な部品を作るためのツールだと思いが
ちです。しかし，品質管理は医療にも
有用なツールです。私個人の感想です
が，むしろ，なぜ医療で品質管理をや
っていないのかが最初は不思議でし
た。患者さんの多様性，プロセスが一
直線でないなどの違いはありますが，
「プロセスチャート」「標準化」「後工
程はお客様」といったツールや考え方
は，診療の「適時性」改善に役立ちま
す。明日からの診療に取り入れること
で，自分自身の診療がどう変わるか，
ぜひ体験してみてください。  

　新しく医師になられた方は，当直業
務や病棟業務に少し慣れてきたころで
しょうか。
　今回お話しする「適時性」のポイン
トは，待ち時間や患者さんにとって不
利益となるような診療の遅れをなくす
ことです。その実現には，医療従事者
にとってはあまりなじみのない「品質
管理」の世界でよく使われるいくつか
のツールや考え方が有用ですので，実
例を交えながら説明します。 

なぜ「適時性」が重要なの？

　救急外来での ST上昇型心筋梗塞の

再灌流，脳梗塞の t-PA投与，敗血症
の EGDTなど，「適時性」を意識する
場面は多くあります。忙しい救急外来
で働いていると，待たせている患者さ
んがどんどんたまっていき，トリアー
ジの看護師に急かされながら診療す
る場面も多く経験するでしょう。
診療の遅れにより患者さんの臨
床アウトカムが悪くなること
は，多数の研究で示されてい
ます。また，救急外来の混
雑により，米国医学研究
所（IOM）の提唱する医
療の質改善における目標
全てが損なわれること
も示されています 1）。
　それを受けて，イギ
リス，カナダ，オース
トラリアなどでは，救
急外来の来院から退室
までの時間が 4時間を
超過しないよう，病院
や地域のシステムに対
して義務付けています。

適時性改善のための
 「プロセスチャート」

　「適時性」を改善するにはど
うしたらよいのでしょうか？　そ

のために非常に有用なツールとして，
品質管理の世界でよく使われる「プロ
セスチャート（業務工程図） 2）」があり
ます。
　例えば，あなたが，土曜日の日中，
忙しい救急外来でリーダー医師として
働いていたとします。60代の男性が
救急車で，意識障害，ショックバイタ
ルの状態で運ばれてきて，精査の結果，
腹部大動脈瘤の破裂が判明しました。
輸液とカテコラミン投与によって何と
かバイタルは安定しましたが，自院に
は心臓血管外科医がおらず，加療のた
めには転院が必要です。非常に重症な
患者さんのため，転院が決定した瞬間，
最短で転院させるためのプロセスを頭
の中で描く必要があります。
　図に，スイムレーン型と呼ばれる，
各職種の役割を明確にしたプロセスチ
ャートの例を示しました。このような
フロー図を思い描くことによって，自
分が誰に，何の指示を，どのタイミン
グで出すのかを明確にできます。

　実際の医療現
場では，各プロ
セスにどれくら
いの時間がかか
るかの予測に基
づいて，指示の
細かい内容や優
先順位が変わっ
てきます。例え
ば，診療放射線
技師が，他の患
者さんの画像撮
影を多数施行し
なければいけな
い状況にあると
きには，画像デー
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●図　転院決定から出発までのプロセスチャート例
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いきなりですが，問題です。次の
うち，レジデントが最も有効に

活用していないと考えられる診断器具
はどれでしょう？（答えは後で）

1．聴診器
2．打腱器
3．眼底鏡
4．音叉
5．電話

［症例］82歳男性。主訴：顔面浮
腫。糖尿病性腎症のため透析療法
を受けている。2日前から徐々に
増悪する顔面浮腫のため来院し
た。認知症の既往があり，現在は
介護施設に在住。病歴聴取を試み
るが，意思疎通が困難である。ま
た，付き添いの職員は普段の患者
の状態をあまり把握していない様
子である。発熱および咳嗽はない
が，軽度の呼吸苦を訴えている。
胸痛なし。消化器症状なし。
　入院時のバイタルおよび身体所
見は以下の通り。体温 36.2℃，血
圧147／90　mmHg，心拍数88／分，
呼吸数 19／分，SpO 2　94％（room 
air）。顔面はやや紅潮し，非限局
性の浮腫を認める。頸部の軟部組
織にも同様に浮腫を認める。口腔
粘膜および中咽頭所見は正常で，
口唇などに特に顕著な浮腫はみら
れない。頭頸部の触診では crepi-
tusを触れない。圧痛や熱感もな
い。心音および呼吸音，腹部所見
は正常。左上肢に透析シャントあ
り。両下肢に軽度の圧痕を残す浮
腫を認める。

　82歳の透析患者にみられた顔面お
よび頸部浮腫の症例です。認知症の既
往があり，詳細な病歴聴取が困難な様
子です。現在の患者の容体は安定して
いるように見えますが，軽度の呼吸苦

を訴えており，頻呼吸気味で，かつ
SpO 2も許容できる下限に近く，警戒
を要する状態です。可能な限り早く，
また効率的に鑑別診断を挙げて，必要
なワークアップを行いたいところで
す。でも，顔面浮腫の鑑別診断って，
ちょっと難しいですね。
　アレルギー性の機序を考える方は多
いと思います。症例提示文では服薬歴
が与えられていませんが，サプリメン
トやハーブ類，食事などが要因になっ
た可能性を検討する必要がありそうで
す。また，血管浮腫（angioedema）に
該当する既往の有無なども確認したい
ところです。また，感染性の機序，例
えば顔面の蜂窩織炎や副鼻腔炎，口腔
や頸部に関連した膿瘍形成なども考慮
されますが，限局性の浮腫ではないこ
と，また圧痛や熱感を伴わないことか
ら，可能性としては低いように思えま
す。
　透析療法中の患者であることから，
最近の透析スケジュールに変更や遅延
がなかったかも確認したいところで
す。しかし，もしも患者の症状が体液
貯留に関連しているとすれば，やはり
浮腫が頭頸部に限局し，肺やその他の
部位に浮腫に合致する所見がみられな
いことは不自然に思えます。同様の理
由で，例えば甲状腺機能低下症に関連
した粘液水腫のような内分泌的疾患の
可能性も低いように思われます。
　心血管系の機序，中でも上大静脈症
候群（superior vena cava syndrome; 

SVCS）は鑑別診断に入れておきたい
です。その名の通り，外側からの圧迫
や内腔における血栓形成などにより上
大静脈が閉塞して起こる疾患です。か
つてはそのほとんどが縦隔や胸腔内の
悪性腫瘍に関連したものでしたが，近
年では血管内カテーテルの使用などに
関連した非悪性腫瘍性のものが 35％
を占めると報告されています 1）。

　当時，ニューヨークで 2年目のレジ
デントとして働いていた私は，SVCS

の症例を経験したことがなく，知識と

してこの患者の鑑別診断に挙げていた
だけでした。患者本人からの病歴聴取
が困難だったこともあり，少しでも診
断の手掛かりを探るために，介護施設
から転送されてきた資料にあった，か
かりつけ医に電話をしてみました。

「もしもし，ベス・イスラエル・メデ
ィカル・センターで内科レジデントを
しているアオヤギと申します。○○さ
んのことでお電話しているのですが，
今，よろしいでしょうか？」

「いいですよ」

「○○さんが昨晩からこちらに入院さ
れているのですが，顔面浮腫がありま
して，それから……」

「あー，また血栓ができちゃったか。
以前，透析シャントを作る前にカテー
テルを入れていたのだけど，それから
SVCSを繰り返していてねぇ。CTを
撮って確認するといいよ」

「（！）」

　あっけない展開に，とりあえず報告
をすべく，今度は指導医に電話をしま
した。

「もしもし，ユウキです。あの，○○
さんのかかりつけ医に連絡を取ってみ
たのですが，それによると……」

「あー，アタシも電話した。SVCSで
しょ。CT撮っておいて。じゃあね」

「（！！）」

　ほどなくして造影 CTが施行され，
SVCSの診断が確定しました。

＊

　電話は，医療従事者にとって極めて
重要な情報交換のためのツールであ
り，診断機器の一つとさえ言えるもの
です。かつて，日本で卒後 1年目のイ
ンターンとして働いていたときに，カ
リフォルニア大学サンフランシスコ校
の内科教授，ローレンス・ティアニー
先生に教えていただく機会があったの
ですが，その際にティアニー先生が話
してくれた印象的なエピソードがあり
ます。それは，原因不明の腹痛を訴え
る患者に関して，かつてのかかりつけ
医に電話することで，悪性黒色腫の既
往が確認され，腹腔内転移という最終
診断に至ったという症例でした。
　診断機器としての電話は，必ずしも
有効活用されているわけでもなさそう
です。私が現在働いているルワンダの
三次医療機関のレジデントたちも例外
ではなく，重症患者を転送してくる地
方病院からの書類の不備を嘆くばかり
で，暇さえあればポケットから取り出
して眺めている携帯電話の有効性にま
ったく気付いていないようです。患者
についてのより詳細な情報が欲しいな

ら，まずは紹介元に電話をかけるべき
なのに！
　また，電話は，診療にかかわる各科
の専門医と密に情報を共有したり，各
種検査結果をより多元的に理解する上
でも有効です。例えば，感染症医にと
って細菌検査室と良好なコミュニケー
ションを維持することは死活的問題で
すが，その大きな理由の一つに，信頼
できる検査技師さんとこまめに連絡を
取ることで，いち早く染色や培養結果
を知ることができ，また彼らの豊富な
経験に基づいた意見（その多くは，公
式なレポートとして残らないものであ
ったりします）を聞くことができると
いう点があります。「まだ正式な培養
結果としては報告できないが，おそら
くこの細菌は○○だろう」といったよ
うな会話のやり取りが，感染症医と細
菌検査室の間では，毎日のように行わ
れているのです。
　同様のことは，画像診断結果につい
ても言えることです。多忙な放射線診
断の専門医が丁寧に読影し，その結果
を公式なレポートにまとめるまでには
どうしてもタイムラグが生じますし，
急を要する症例の場合には，こまめに
電話で連絡を取り，場合によっては読
影室に直接足を運んで読影を優先して
もらう積極性が臨床医には求められま
す。また，「公式な読影結果としては
記載されない重要な情報が存在する」
という認識も重要で，放射線診断の専
門医と直接コミュニケーションを取る
ことで，文章化されない彼らの鑑別診
断や，経験に基づいた印象についても
知ることができます。
　多忙な彼らを煩わせることになるの
では，という危惧は無用です。私自身
は，日本でも，アメリカでも，ここル
ワンダでも，検査技師や放射線科医と
のこうしたやり取りの際に疎まれたり
したことは一度もありません。むしろ，
十分すぎるくらい丁寧に説明してもら
えることがほとんどです。それは，プ
ロフェッショナルとしての彼らの矜持
だと思いますし，そんな彼らからいつ
も多くを学ばせてもらっています。

◉レジデントにとって，電話は，有効に
活用されるべき重要な診断機器の一つ
である。
◉公式に報告される検査結果が全てで
はなく，その裏には文章化されない臨床
的に有益な情報が存在する。
◉患者のケアに当たる医療従事者間の
情報のやり取りに際しては，相手に対し
常に敬意を示し，お互いに協力を惜しま
ないこと。
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ケースベースで神経所見の視覚的ポイ
ントを示す
　書籍シリーズ『みるトレ』の神経版。
MRI時代に突入した近年において，
やはり神経疾患ほど病歴と診察が重要
な診療科は少ない。神経診察法の書籍
が多く出ている中で，
ケースベースで視覚的
ポイントを豊富な実写
真とともに提示したの
が本書である。代表的
な疾患のケースでは，
典型的な病歴と診察所
見とともに，キーとな
る高画質の画像が提示
されている。画像は，
患者の写真に加え，画
像所見のみならず，神
経病理画像も含まれて
おり，最終診断として
の病理検査所見の重要
性も理解できるように
なっている。
　それぞれの重要問題
ケースには，問題とその選択肢が並ん
でいるので，鑑別診断のトレーニング
にもなる。学習者の立場に立った配慮
がなされている。本書は「問診表のウ
ラを読む」からスタート。患者と出会
う前にすでに診断推論が始まってい
る。ここでは，パーキンソン病の小字
症など，実際に問診表に記載された筆
跡を提示し分析してくれており，ウラ
の読み方の具体例が提示されているの
はユニークだ。読者が今日から即使え
る技となるであろう。本書の中には，
「診察室」というコーナーがあり，著

者がお考えになる「理想の診察室」な
どが紹介されているのも面白い。
鑑別診断を進める際のポイントがわか
る
　姿勢や顔貌編での写真は特にお勧め
である。パーキンソン病における斜め

徴候（Pisa徴候）や半
坐位徴候。筋萎縮性側
索硬化症や筋ジストロ
フィーの「首下がり」。ま
た，仮面様顔貌（masked 

face）や膏顔（oily face），
斧状顔貌（hatched face）
のみならず，筋病性顔
貌（myopathic face）や
Wilson顔貌などの貴重
な写真を「みてトレー
ニング」することがで
きる。歩行や話し方の
異常では，具体的な観
察法や問診での具体的
な質問法と異常な返答
例が記載されているの
で，日常診療で活用し

やすい。各論では，症候別のスタイル
となっており，ベッドサイドでの利用
価値も高くなっている。しびれやめま
い，物忘れなど，コモンな症状へのア
プローチが系統的に記述されているの
で，鑑別診断を進める上で大変参考に
なる。「鑑別のポイント」で臨床上最
も重要なことがわかるようになってい
る。
クリニカル・パールと呼ぶべき数々の
エピソード
　各章の最後のまとめは，著者が実際
に経験したケースのエピソード集から

成り，これがまた興味深く，読み取れ
るパールも多い。「急に立ち上がった
時や歩き始める時に，右手足がこわば
って動けなくなる」という問診表のみ
で，“X1”と診断し，その後カルバマ
ゼピンで軽快したケース。「顔面の片
側のみひげがそりにくくなった」とい
うことで“X2”症候群を診断した例。
気管支炎後の脱力で当初は廃用症候群

が疑われたが四肢の腱反射が消失し
“X3”症候群と診断したケース。一方
で，頻回受診で「物忘れ」を訴えるも
客観的には異常がない人で後に“X4”
症候群とわかったケース。さて，これ
らのケースの回答“X1―4”が知りた
い方は今すぐこの本を注文したい衝動
を感じただろう。その衝動に従うこと
を評者はお勧めする。

　『標準組織学総論第 5版』が，2002

年第 4版から 13年を経て改訂された。
少し長くかかった感もあるがその間，
残念なことに原著者の藤田恒夫先生と
藤田尚男先生が相次い
で他界された。そのた
め，第 5版の改訂は岩
永敏彦先生に託され
た。両先生の意向を十
分に聞く時間を持てな
い中での改訂であり，
そのご苦労は察して余
りある。しかし，うれ
しいことに，改訂版で
は原著者らのご意向が
受け継がれており，さ
らにこの間に蓄積され
た情報が随所に取り入
れられ，現代の医学生
にふさわしい趣向を凝
らした本になっている。
　まず気付くことは，
扉に FUJITA，FUJITA’s Textbook of His-
tology Part Iの英語表記があること，
ソフトカバーに変更されたこと，そし
て総ページ数はほとんど同じでありな
がら約 890　gになり，約 370　gも軽く
なっていることである。すごい。全体も
よりわかりやすく再構成されている。
例えば，これまで最初にあった組織学
研究法が，最後に付録としてまとめら
れている。研究法は学習する上で必要
不可欠であるが，実際に講義をしてい
ると十分な時間を費やすことができな
い部分であり，また進歩が急であり，
多彩な部分でもある。自習の項目とし
て最後にまとめることは有効である。
　注目すべき点は，まず，組織学の基

標準組織学総論　第5版
藤田 尚男，藤田 恒夫●原著
岩永 敏彦●改訂

B5・頁344
定価：本体8,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01531-8

評 者  年森 清隆
 千葉大未来医療教育研究センター特任教授

みるトレ 神経疾患
岩崎 靖●著

B5・頁188
定価：本体3,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02132-6

評 者  徳田 安春
 地域医療機能推進機構（JCHO）本部顧問

本である“細胞”が最初に解説され，
次に 4大組織（上皮組織，結合組織，
筋組織そして神経組織）の随所に，進
展した知見が加えられている点であ

る。その一方，維持さ
れているのは，基本と
なる真の組織細胞像に
迫る美しい電顕像と光
顕像である。これは原
著者らの初版からの基
本姿勢であり，本書の
特徴である。
　さらに，北海道大学
に在学中の医学生によ
って作成された，わか
りやすい解説図画が随
所に挿入されている。
これらの図画から，次
世代を担う若い学生さ
んが組織学を理解して
いく過程を想像でき
る。私自身の経験から

も，理解力のある素晴らしい実習スケ
ッチを描く多数の学生がいた。この本
を手にする学生諸君は組織学を学ぶ自
らの成長する姿を予測し，親しみも覚
えるであろう。学習意欲も高まるので
はないだろうか。改訂された第 5版が，
これまで以上にヒト／生物を理解する
ために親しまれていくことであろう。
　本書では，国内の優れた形態学者に
より蓄積された優れた画像や参考文献
が採用されている。この基本姿勢は標
準組織学総論と各論に一貫した理念で
ある。このような本が日本から出版さ
れることは誇れることであり，いつま
でもこのように知識が世界中に継承さ
れていってほしい。

神経疾患の視覚的ポイントを
豊富な実写真とともに
ケースベースで提示

よりわかりやすく再構成され，
現代の医学生にふさわしい
趣向を凝らした一冊
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　医学教育の国際認証時代に入り，基
礎医学・臨床医学および医療行動科学
が十分に統合された医学生への教育の
提供と，それによる基本的診療能力の
パフォーマンスレベル
での質保証が必須とな
ってきた。診療参加型
実習（クリニカル・ク
ラークシップ）の充実
が強く求められている
日本で，しっかりと熟
考されたカルテ記載能
力の修得は，まさに医
学教育の集大成となる
目標の一つである。し
かし，現時点で，カル
テ記載教育は必ずしも
充実しておらず，学
生・研修医と各科指導
医の双方における日本
の課題となっている。
私は，1年次からカルテ記載について
学習することが，基礎医学，臨床医学
および医療行動科学を十分に統合して
学ぶべき医学生の目標設定となり，医
学学習のモチベーションにつながると
考えた。そして，数年前から担当して
いる 1年次通年の医療面接・臨床推論
学習に，模擬患者による医療面接
OSCEとともに，カルテ記載を取り入
れてきた経緯もあり，本テキストを楽
しみに読ませていただいた。
　本書は前半で，カルテ記載の「基本
の型」として，あらゆる診療科の基本
となるべき SOAP（S：Subjective data，
O：Objective data，A：Assessment，P：
Plan）に沿った詳細なポイントを，良
い例，悪い例を比較して提示しながら
解説している。特に，「S・O以上に書
くべき内容や記載形式が曖昧で，医師
によって書き方の違いが大きい」とさ
れ，書き方や指導に悩む医師が多い A

についても，実際の場面や S・Oと関
連付けて説明する工夫により，わかり
やすく記載されている。後半では，「応
用の型」として，実際の臨床現場にお
ける「入院時記録」から「経過記録」「退
院時要約」「初診外来」「継続外来」ま
でのみならず，「訪問診療」「救急外来」

「集中治療」にわたる各セッティング場
面におけるカルテ記載のポイントを説
明している。その際，初めのところで
「診察・カルテ記載に使える時間」「事

前情報・問題リストの
量」「患者の重症度」「患
者の関心」「他職種の
関心」などの医療行動
科学の重要な視点から
成る「各セッティング
の特徴一覧」を表で記
載し，その後の各セッ
ティングのページで，
それぞれの詳細を実際
のカルテ例，図表，Q & 

A，まとめ，column等
を豊富に使って解説し
ている。さらに，最後
の「おまけの型」では，
「病棟患者管理シート」
「診療情報提供書」に

まで言及している。
　全般を通して，著者の日々の臨床経
験や指導医としての経験から，ポイン
トや疑問点を中心にコンパクトにしっ
かりと解説されており，熱意が十分伝
わってくるテキストであると感じた。
特に，その内容の多くが，カルテ記載
や指導に悩む医師への基本的なポイン
ト指導のみならず，上記の各セッティ
ング場面ごとに，常に患者・家族や医
療者（チーム）の意識を十分考慮した
目線での記載ポイントを細やかに解説
していることに非常に感銘を受けた。
すなわち，初めに述べたように基礎や
臨床医学の能力のみならず，日本でよ
うやく重要視されてきた医療行動科学
の教育にも通じる内容が十分にちりば
められている画期的なテキストといえ
る。あらゆる場面で医療行動科学を意
識して学習・教育すべき医学生，研修
医，若手からベテランの指導医まで，
カルテ記載およびその教育に携わる全
ての医師がぜひ一読する価値の高いも
のと感じた。また，私自身，今後，本
テキストを研修医や各科指導医に推奨
するとともに，前述の 1年次の学習か
ら学年横断的に使っていきたいと考え
ている。

医療行動科学を包括した
画期的なカルテ記載テキスト

　1人の患者に対し，多数の薬剤が処方され
ている状態である「ポリファーマシー（多剤
併用）」が注目されている。ポリファーマシー
に関する明確な基準はないものの，多剤併用
を起因とする薬物有害事象や服薬管理上の問
題が指摘されており，リスクマネジメントの
観点から不適切な複数薬剤の使用は見直す必
要がある。しかし，臨床現場で生じるポリフ
ァーマシーの要因は多様であり，その対応は
容易でない。難しくしている要因のひとつに
は，1人の患者に薬剤処方を行う医療機関・
診療科が複数にわたる点が挙げられる。特に
併存疾患の多い高齢者では，地域の複数の医
療機関に通院し，各施設で薬剤処方を受けて
いる場合も多く，薬剤の種類・量共に増えて
しまうのだ。こうしたケースを防ぐには，地
域の医療機関が一体となってポリファーマシー対策に取り組むことが求められる。
　ACP（米国内科学会）日本支部年次総会 2015（会長＝聖マリアンナ医大・柴垣有
吾氏，5月 30―31日，京大百周年時計台記念館）において企画されたセッション「病
診連携再考――地域を診るために，今必要な協働は何か」（座長＝白河厚生総合病院／
白河総合診療アカデミー・東光久氏，福知山市民病院・川島篤志氏）では，「基幹病
院医師がポリファーマシーを見つけた時の対応」などをテーマに，参加者たちがグルー
プに分かれて議論。仮想事例を基に，地域で行うポリファーマシー対策について意見
を交わした。
◆診療科・医療機関を超えて，処方理由と優先順位の共有を
　仮想事例は，80歳男性で，認知症のほか，2型糖尿病，高血圧，脂質異常症，骨粗
鬆症といった複数疾患の既往を持つ高齢患者。さらに，同患者が受診する医療機関・
診療科は複数あり，計 10剤以上の内服薬が処方されているという症例だ。症例に見
られる浮腫・ふらつきの原因が薬剤によるものという前提の上で，参加者たちはどの
薬剤を中止し，その薬剤を処方している医師にはどのようにコミュニケーションをと
るべきかなどを検討した。議論を行った各グループからは，同症例のようなポリファー
マシーの状態にある患者を地域の中で減らしていくためには，診療科間，病診間での
コミュニケーションや情報共有が重要であるという声が聞かれた。
　また，同セッションでは，広島市安佐北区の原田和歌子氏（安佐市民病院）と中西
重清氏（中西内科）から，良好な病診連携によってポリファーマシー対策を進めてい
るという実践例が紹介された。「入院中が患者の健康状態を見ながら処方薬を整理で
きる絶好の機会」と述べたのは原田氏。しかし，一方で，「在院日数の短縮化に伴い，
患者の入院期間が制限されているのが現状。その中，処方薬を切ることで患者の状態
を悪化させ，退院が困難になる可能性もあることを考えると，入院中の処方薬の整理
に踏み切りづらくなる」と，現場のジレンマを明かした。そうした環境下では「入院
中に処方薬を減らし，外来でフォローする」という形でポリファーマシー対策を進め
る必要があり，そのためには「退院後の経過観察を依頼できる関係性を，地域の診療
所の医師と築くことが重要」と指摘。日常的な病診間でのコミュニケーションの大切
さを強調した。また，診療所の立場から発言した中西氏は，「入退院時・紹介時は，
薬剤の処方・中止理由や，『絶対に切ってはいけない薬剤』などの優先順位を共有し
てほしい」と提起。近隣病院から紹介を受けた患者の薬剤処方を見直す際，それらの
情報があることで，病院医師の治療方針を踏まえた上で処方薬剤の適正化が可能にな
ると述べた。
　会場の参加者を交えた総合討論においては，「自分の診療科の健康問題だけを見る
ような“近視眼”的な医療を見直す必要がある」「自信を持って処方薬の見直しを行
うには，他科医師と患者の健康問題や治療方針の共有が求められる」などの意見が挙
がった。ポリファーマシーの対策を進めるためには，医師たちが認識を同じくし，診
療科や医療機関を超えて連携する必要があると浮き彫りになったかたちだ。

●セッションの模様
仮想事例に基づいて，診療所医師，基幹
病院の内科医，整形外科医，薬剤師など
の役にメンバーを振り分け，模擬病診連
携カンファレンスを実施。架空のエピソー
ドから病診連携による処方薬の調整の方
法を探った。

ポリファーマシーは情報共有で防ぐ
ＡＣＰ日本支部年次総会2015の話題より
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