
今 週 号 の 主 な 内 容

週刊（毎週月曜日発行）
購読料1部100円（税込）1年5000円（送料、税込）
発行＝株式会社医学書院
〒113-8719　東京都文京区本郷1-28-23
　　（03）3817-5694　　 （03）3815-7850
E-mail：shinbun@igaku-shoin.co. jp
　　　〈出版者著作権管理機構　委託出版物〉

2015年7月6日
第3132号

ニングを行う契
機を探るツール
として用いられ
ているという。
氏は「評価項目
に照らすと，自
分が診ている患
者にも，思った
以上に話し合い
を開始すべき方
が多いと気付く」と発言。日本での適応
は慎重であるべきとしながらも，認知
症，COPD，心不全などを持ち，体重
減少，過去の緊急入院歴，介護必要度
の増加が見られる高齢患者は話し合い
の開始を考える必要があると考察した。
　「EOLにおける話し合いの目標は，
患者・家族の EOLに関する希望が表
現され，尊重されること」。冒頭にそ
う話した竹之内沙弥香氏（京大大学院）
からは，対話に臨む医療者に求められ
る視点が述べられた。氏は，意思決定
支援のプロセス上の重要なポイントと
して，①現状と推定される予後に関す
る説明，必要となる医療の選択肢とい
った「情報の共有」，②患者の価値観
をもとに表現される思いへの「傾聴」，
③明らかになった患者の意向に対して
てメリット・デメリットを踏まえた上
での「最善策の検討」を列挙した。
　ACPへ踏み出すための話の切り出
し方・進め方については，再び登壇し
た木澤氏が解説した。国立長寿医療研
究センターで実施されている，人生の
最終段階における医療体制整備事業
「人生の最終段階における医療にかか
る相談員の研修会」の内容を基に，具
体的なコツやフレーズを披露。「病状
のために身の回りのことができない状
態になったときの状況を，お考えにな
ったことはありますか？」など，相手
に経験を尋ね，その回答をきっかけに
話を掘り下げていくという，相手の心
理的な防御機制に応じた“非侵襲”的
な方法を紹介した。「きちんとトレー
ニングして切り出さなければ，患者の
話を引き出せない」と，氏は慎重さと
トレーニングの実施を会場に求めた。
　総合討論では，文化的背景が異なる
欧米諸国のツールに対する否定的な印
象，健康状態にある患者への ACPの
実践の困難さが共有された。

時代に合う総合診療医の姿を求めて

　第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会が，2015年 6月 13―14日 ,
前野哲博大会長（筑波大）のもと，つくば国際会議場で開催された。「人びと
の暮らしを支える医療人の育成」をテーマに開催された今学会では，疾患治療
から，予防・健康増進，医療・介護連携，生活環境の調整まで，幅広くテーマ
が設定され，歴代最多となる約 4600人の参加者を集めた。本紙では，病院総
合医に期待される役割を考察したシンポジウムと，エンド・オブ・ライフケア
に際しての意思決定支援の在り方を議論したシンポジウムの模様を紹介する。

第6回日本プライマリ・ケア連合学会開催

病院全体を支える総合診療医

　シンポジウム「ホスピタリストの役
割」（座長＝筑波メディカルセンター
病院・鈴木將玄氏，諏訪中央病院・山
中克郎氏）に最初に登壇したのは小林
裕幸氏（筑波大病院水戸地域医療教育
センター／水戸協同病院）。氏は，豊
富な教育資源を有する筑波大と，地域
に密着した診療現場を持つ水戸協同病
院とが提携した同センターの例から，
病院における総合診療医の育成につい
て紹介した。同センターでは，臓器別
専門科と連携した総合診療科が内科病
棟（180―200床）全てを担う。また，
卒後 3年目以下のレジデントは全員総
合診療科に所属し，各専門科のスタッ
フが教育を行う仕組みをとっている。
この体制がうまくいくポイントの一つ
として，氏は総合診療医と臓器別専門
医との円滑な連携を挙げる。週に一度
の「グランドカンファレンス」と，毎
日行う「朝カンファレンス」が両者の
顔の見える関係を築いているという。
さらに氏は，日本の病院総合医と米国
ホスピタリストを比較した上で，過疎
地域・中小病院に限らず大病院にも病
院総合医のニーズがあると語り，日本
の実情に応じた「日本型病院総合医」
の創出に期待を示した。
　大学病院における総合診療医の役割
とは何か。自施設の取り組みから紹介
したのは内藤俊夫氏（順天堂医院）。
同院総合診療科は，原因不明の病態を
訴え訪れる外来患者や，診断が確定し
ない入院患者への診断が日々の診療の

中心となる。一方で，HIV感染症患者
のように長期通院する患者の管理も大
学病院総合診療医の重要な役割と語っ
た。大学病院の役割の一つに研究もあ
る。氏は，総合診療科の特徴を生かし，
感染症診療や予防医療の観点から指導
を行っているという。2017年度の総
合診療専門医資格新設に向けて大学
は，臓器別専門科出身者や女性医師の
再教育，へき地医療希望者のサポート
の他，国際的な研究ができる専門医プ
ログラムを設けることが必要になると
語った。
　「医師不足・医師偏在を克服する鍵
は病院総合医にある」。川島篤志氏（市
立福知山市民病院）は，医師が不足し
疲弊した地域基幹病院では，まず臓器
別専門医が働きやすい環境が必要であ
り，それには，内科領域の救急・入院
診療を担当する総合内科医の活躍が必
須と強調。新設される総合診療専門医
資格を持つ若手医師を獲得すること
で，臓器別専門医を総合内科スタッフ
が支えられるとともに，自施設への定
着者も増えると期待を寄せた。それに
は，病院総合医を養成でき，なおかつ
臨床研究の実施やワークライフバラン
スを意識した魅力ある医療環境を提供
できる中堅・ベテラン病院総合医の役
割が重要になるとの見解を示した。

いのちの終わりを前に，
患者・家族といかに話し合うか

　生命の危機に直面したとき，患者・
家族は戸惑う状況での意思決定を迫ら
れかねず，時として患者の希望や価値

観とは食い違う医療を受けることにも
なる。このような事態を防ぐためには，
患者・家族と医療者が，将来起こり得
る病状の変化に備え，患者の医療やケ
アへの希望，代理意思決定者の選定な
どについて，対話を通じて意識の共有
を図ることが望ましい。こうしたプロ
セスであるアドバンス・ケア・プラン
ニング（advance care planning；ACP）
は，近年，エンド・オブ・ライフ（end 

of life；EOL）ケアの質を高める重要
な介入であるとも報告されている。シ
ンポジウム「生命の危機に直面した患
者・家族と“いのちの終わり”に関す
る話し合いを始める」（座長＝神戸大
大学院・木澤義之氏）では，ACPや
意思決定支援を実践するためには，ど
のように話し合いのプロセスを進めて
いくべきかが議論された。
　初めに座長の木澤氏が，EOLにお
ける意思決定支援で配慮すべきことを
概説。「医学的な最善」が「患者にと
っての最善」とは限らない点，「医学
的に無益」なことが「患者にとって無
益」とは限らない点，「患者の選好」
が「患者にとって最善の選択肢」とは
限らない点について，例を交えて解説
した。また，患者・家族が発する言葉
の解釈は，医療者間でも異なる点に言
及。「一人で決めない，一度に決めな
いがキーワード」と述べ，意思決定の
手続きでは，患者・家族，関係する医
療者たちが共に考える必要性を訴えた。
　では，どのような患者と，どんなタ
イミングで意思決定にかかわる話を進
めるべきなのか。この問いに対しては，
浜野淳氏（筑波大）が，欧米諸国で採
用される，総合診療医が EOLに関す
る対話を必要とする患者を同定するた
めの指標「Identifi cation tool」を基に
検討を試みた。英国では「Supportive 

& Palliative Care Indicators Tool」，オラ
ンダでは「RADboud Indicators PAllia-
tive Care Needs」といった指標が存在
し，患者の健康状態からケア・プラン

■第6回日本プライマリ・ケア連合学会 
 1 面
■［寄稿］臨床試験への患者・市民参画「PPI」
（武藤香織） 2 面
■［寄稿］心房細動診療のリアル・ワールド
（小川尚，赤尾昌治） 3 面
■［連載］ジェネシャリスト宣言 4 面
■［連載］還暦「レジデント」研修記/第50回
日本理学療法学術大会 5 面
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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］



 9:00～　PPIの趣旨説明
 9:15～　研究者から研究計画案のあらましを説明＆質疑応答
10:15～　筆者から被験者の責務と権利を解説＆質疑応答
10:35～　  グループ討論：テーマ 「自分が被験者になるとしたら， 

どのようなことを知りたいか＆研究計画案への意見」
11:35～　討論結果発表
12:00～　全体討論

●むとう・かおり氏
1993年慶大文学部卒。95

年同大大学院修了。98年東
大医学系研究科国際保健学
専攻博士課程単位取得満期
退学。2002年博士号（保健

学）取得。医療科学研究所研究員，米国
ブラウン大研究員，信州大講師，東大医
科研准教授を経て，13年より現職。09

年より医科研研究倫理支援室室長兼務。

解“させる”」という一方的なもので
あって，患者を研究開発のパートナー
として巻き込み，意見陳述の機会を与
える PPIとは，理念を異にしていた。
　そのような中，2014年に世界初の
iPS細胞を利用した治療の臨床研究が
開始されることになった。iPS細胞を
利用した治療の臨床研究は，極めて実
験的な段階にあり，安全性や有効性の
評価もその手法を含めて未知の部分が
多い。どのような被験者を対象とすべ
きかについても熟慮が必要である。だ
が，患者をはじめとする社会からの期
待が高く，社会全体で「治療との誤解」
が深刻化しかねない。そのため，筆者
はこれが日本で PPIを本格的に試行す
る契機になると考えた。こうした研究
では，研究計画の立案段階から患者に
も議論に参加してもらう必要があり，
未知のリスクの存在を患者と共有し，
試験の実施について議論を深めること
が必要である。
　そこで，筆者らは iPS細胞を用いた
網膜色素変性症治療の研究に取り組む
高橋政代氏（理化研），同じくスティー
ブンス・ジョンソン症候群治療の研究
に取り組む西田幸二氏（阪大）と，そ
れぞれの患者団体との対話の機会の実
現を支援した（表 1）。

患者・研究者双方に
新たな認識が生まれる

　PPIにはそれぞれ目標が設定される
が，筆者が関与した PPIは，グループ
討論から出てくる，患者の視点からみ
た意見や要望を研究者に伝え，研究者
の見解を患者に戻すことによって，臨
床研究計画に対する相互理解を深める
ことが目的である。筆者は，倫理面か
らの情報提供と進行を務めた。
　当日は，まず研究者に臨床研究計画
案のあらましを説明してもらい，質疑
応答の時間を設けた。その後，筆者が
インフォームド・コンセントや倫理審
査委員会の意義，被験者としての自覚
醸成や指示を守る義務，同意撤回の自
由といった，被験者の責務と権利につ
いて解説した。その上で，参加者はグ
ループに分かれ，「自分が被験者にな

るとしたら，ど
のようなことを
知りたいか」を
論点の皮切りにして，1時間程度，臨
床研究計画案に対する意見をグループ
内で討論・発表してもらった。参加者
から出てきた意見を表 2に示す。
　「知りたいこと」の多くは，幹細胞
治療研究に限らない，一般的な臨床試
験で患者から出る質問と共通する項目
がほとんどであった。例えば，負担や
リスク，有害事象への対応，試験期間
中の金銭面の支援など，通常の臨床試
験の説明文書にも書かれている項目で
ある。さらに，「被験者の過失で有害
事象に至らないようにする秘訣」「被
験者になるために今のうちに受けてお
いたほうがいい検査」など，被験者が
研究開発の一員として貢献するという
認識に基づいた質問も挙げられた。そ
して，臨床研究計画案に対する意見と
しては，「他の被験者の経験談を知る
機会」や「長期にわたるプレッシャー
に耐える被験者への精神的なケア」の
提供，「研究代表者と主治医との連携」
「患者が自由に意見を言える環境づく
り」といった被験者へのケアが要望と
して出るなど，研究者にとっても興味
深い意見が得られた。 

　加えて，意見交換の過程で筆者が問
題提起をした，「同意撤回をした仲間
への対応」という議論では，参加者，
研究者双方から，「少数を対象にした
臨床研究で同意撤回者がでることは十
分想定していなかった」という声が挙
がった。同意撤回の問題は，研究を成
功させたいという両者の熱い思いの狭
間で，ついないがしろにされてしまい
がちだが，研究者は同意撤回の機会を
保障できるようにすることを忘れては
ならず，患者団体には同意撤回や中断
となった被験者を温かく迎え入れる態
度が必須であると，研究者と患者の双
方で認識を新たにしてもらった。

ボトムアップ型の倫理基準を
めざして

　一方，PPIには批判も存在する。
PPIの効果を客観的・定量的に評価す

世界で広がる
臨床試験への患者・市民参画

　臨床試験の実施にあたって，患者の
意見を反映させる取り組みを PPI（pa-
tient and public involvement；患者・市
民参画）と呼ぶ（註 1）。
　PPIの実践は多様で，患者による研
究計画への意見陳述，患者からみたア
ウトカムの設定，研究者と協働した被
験候補者向け情報の発信などの大掛か
りなものから，患者からの意見を取り
入れるために講演会や成果発表会を工
夫して意見収集するといったすぐにで
も取り組めそうなことも含まれる。
　PPIの効果として，主に以下の 4つ
が報告されている。
1）  被験上，患者にとっては困難や不利
益を感じ，被験拒否の要因ともなり
得る問題点について，研究デザイン
の段階で計画の変更を促せる

2）  研究者と患者コミュニティの信頼関
係が強化され，研究開発のパートナー
として良好な関係を育める

3）  患者が「研究」と「治療」 が持つ目的
の違いを混同する「治療との誤解」
（therapeutic misconception）の防止
に寄与する

4）  PPIが積み重なることで，臨床試験に
対する社会的理解が向上する

　英国では 2000年代半ばごろから，
一部の研究を対象に，研究立案段階か
ら研究終了までの過程において，患者
の意見を反映させることが強く推奨さ
れており，米国や豪州，カナダでも同
様の動きが進んできた。

iPS細胞臨床試験において
日本での PPIを試行

　日本では，90年代後半から，患者
団体が主体になって臨床試験計画に関
与しようとする自主的な取り組み（反
対運動も含む）の記録があるが，これ
を政府による臨床試験の規制・促進の
取り組みに取り込もうという動きはみ
られていない。
　2012年に文科省・厚労省が示した
「臨床研究・治験活性化 5か年計画

2012」とそのアクションプランで，「治
験依頼者，医療機関側と国民・患者側
との双方向の対話を推進する」こと，
「製薬団体，医療機器団体，医学関連
学会等は患者会との意見交換の場を設
けることなどにより，患者の臨床研
究・治験に関する理解が進むように努
める」ことがうたわれたが，その意図
は「患者に臨床研究・治験の意義を理

る手法が，確立されていないこと，進
め方次第では患者の関与により研究が
誤った方向に誘導される可能性がある
ことなどである。時に，被験者募集の
促進につながることを期待して，やむ
なく PPIを受容してきた研究者もいる
が，2013年に実施された米国の一般
市民対象の調査 1）では，研究デザイン
の策定に患者がかかわっているかどう
かは，研究参加の意思決定には影響し
ないという結果が紹介され，研究者を
落胆させている。
　しかし，そもそも PPIは，患者が当
事者あるいは非専門家の立場から研究
に助言をすることでより良い臨床試験
を実現するためのものであり，被験者
募集の促進が目的ではない。患者の役
割を定量化しようという発想への再批
判も見られ，PPIにおける研究者や患
者・市民への研修（註 2）も議論の真
っ只中にある 2）。
　PPIは，患者を研究開発メンバーの
一員として扱うことを求めている。こ
れは，被験者への文書による事前説
明・同意取得義務付けに続く，臨床試
験倫理の改革といえるだろう。未発達
な部分を解決していくためにも，多く
の臨床試験において PPIを実施し，事
例を積み重ねることで，被験者の声を
起点とする，ボトムアップ型の倫理基
準づくりにつながることを切望する。

註 1：PPIという呼称は英国式。“patient 

engagement”，“community participa-
tion”という呼称もある。
註 2：PPI参加者研修の中には，長期に
わたって実施され，試験や単位取得も課
されるものから，一回限りのものまであ
る。
註 3：本稿で紹介した PPIは，日本医療
研究開発機構委託事業「再生医療の実現
拠点ネットワークプログラム　再生医療
の実現化ハイウェイ」による財政的な支
援を得た。

●参考文献・URL
1）Clin Transl Sci. 2015［PMID　:　26009983］
2）Trials. 2015［PMID　:　25928689］
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【臨床試験の説明文書に書かれている項目】
● 身体的負担やリスク，有害事象への対応
● 試験期間中の金銭面の支援

【臨床試験の説明文書に書かれていない項目】
● 被験者の過失で有害事象に至らないようにするために注意すべきこと
● 被験者になるために今のうちに受けておいたほうがいい検査はあるか
● 他の被験者の経験談を知る機会は提供されるのか
● 長期にわたるプレッシャーに耐える被験者への精神的なケアの方法
● 研究代表者と主治医はどのように連携してくれるのか
● 臨床試験に関するセカンド・オピニオンをもらう方法
● 患者が自由に意見を言える環境づくりはなされているのか



　心房細動（AF）は高齢者に多く見
られる不整脈疾患である。年齢ととも
に有病率は増加し，日本循環器学会の
疫学調査 1）では，有病率が 70歳代で
男性 3.4％，女性 1.1％，80歳以上で
は男性 4.4％，女性 2.2％。日本の人口
に当てはめると，わが国における AF

の有病率は約0.6％と推定されている。
近年では高齢社会への変遷とともに，
AF患者数も増加傾向にあり，将来の
人口予測を用いて計算すると，2050

年には AF患者は約 103万人で，総人
口の約 1.1％を占めると予測されてい
る。
　本稿では，われわれが行っている伏
見心房細動患者登録研究（伏見 AFレ
ジストリー） 2）のデータを紹介し，実
臨床の現場（リアル・ワールド）にお
ける AF診療の現状を概説する。

伏見区内 AF患者の全例登録を
めざした前向き観察研究

　伏見 AFレジストリーは，京都市伏
見区において 2011年 3月に登録を開
始した AF患者の前向き観察研究で，
登録基準は心電図にて AFが記録され
ていることのみ。伏見医師会所属の区
内医療機関に通院している AF患者を
可能な限り全例登録し，患者背景や治
療調査，予後追跡を行う研究である。
　伏見区は 2010年の人口統計にて人
口 28万 4085人とされ，京都市内最大
の行政区であり，登録患者総数は
2014年 7月現在 4115例。伏見区の人
口で単純に登録患者を除して計算する
と，有病率は 1.4％（男性 1.7％，女性
1.1％）となり，年齢別では 70歳代で
6.0％（男性 7.1％，女性 3.4％），80歳
以上で 7.6％（男性 10.5％，女性
6.4％）に AFが見られたことになる。
登録基準に住民票が伏見区であること
は問うていないため，伏見区外の住民
も含まれており，あくまで参考値であ
るが，この有病率は前述の日本循環器
学会の疫学調査を大きく上回っていた。
　従来のわが国のデータは，健診を受
診しその際の心電図検査で AFが指摘
された人数で有病率を推算しているた
め，発作性 AFなど実際の患者数より
少なく推算されてしまう。伏見 AFレ
ジストリーはそれらの患者も含むため
既報より患者数が多くなる。ただし頻
度がまれで発作が短い発作性 AF患者
などはわれわれのデータでは含まれな
いので，「真の」AF患者数はさらに多
い可能性が十分にある。

 高齢，低体重。血圧管理は良
好なものの併存症は多い傾向

　登録患者の患者背景について述べ
る。平均年齢は 73.7歳で，60歳以上
が 91.5％と大半を占め，80歳以上は
30.9％と高齢者が多数を占めていた。
AFのタイプは発作性 AF 48.1％，持
続性 AF 7.8％，慢性 AF 44.1％と，発
作性がほぼ半数であった。平均体重は
59.1　kgで，50　kg未満の低体重患者が
26.7％を占めている。さらに，平均
BMIは 23であった。欧米の AF患者
を対象とした大規模臨床試験や登録研
究では平均年齢 70歳前後，体重 80 kg

以上，BMI 27以上を示しており，本
邦の AF患者の特徴として圧倒的に高
齢で極めて低体重であることが指摘で
きる。また，平均収縮期血圧は 125 

mmHgで，欧米のデータがおおむね
130 mmHgであることと比較すると，
血圧のコントロールが非常に良好であ
ることも特徴的である。
　伏見 AFレジストリーの登録患者の
併存症は多い傾向を示しており，登録
時で脳卒中・TIAの既往のある患者が
20％，高血圧 61％，心不全 27％，糖
尿病 23％，冠動脈疾患 15％，末梢動
脈疾患 4％，慢性腎臓病 35％であった。
CHADS2スコアの平均値は 2.03であ
り，リスク層別分布としては低リスク
の 0点が 11.6％，中間リスク 1点が
27.3％，高リスクの 2点以上が 61.1％
であった。
　欧米を中心として世界的に AF患者
を登録し，抗凝固療法の現状などを調
査している GARFIELD-AF研究 3）の
データでは脳卒中・TIAの既往 14％，
高血圧 78％，心不全 21％，糖尿病
22％，冠動脈疾患 19％，末梢動脈疾

患 7％，慢性腎臓病 13％と報告されて
おり，それと比較しても伏見 AFレジ
ストリーの患者は高血圧が少ないもの
の，心不全と慢性腎臓病が多く，高齢
と関連する疾患が多いと思われる。
CHADS2スコアは平均1.84，0点が9％，
中間リスク 1点が 37％，2点以上が
54％であった。伏見 AFレジストリー
患者は世界的な GARFIELD-AF研究と
比較しても全体としては血栓塞栓症の
高リスクであることがみてとれる。
　GARFIELD-AF研究は 50か国が参
加し全世界的に広く AF患者を登録し
ており，国際的無作為大規模試験とは
全く異なった患者群で，世界的な AF

患者の「リアル・ワールド」を表して
いると考えられる。しかし同じ「リア
ル・ワールド」であるものの，伏見
AFレジストリー患者とは特徴を異に
しており，国や人種，生活スタイルに
よって，それぞれの多種多様な「リア
ル・ワールド」が存在するであろうこ
とが想像される。

「NOAC」以前と以後

　伏見 AFレジストリーは，2011年 3

月より登録を開始し，最初に登場した
新規抗凝固薬（NOAC）のダビガトラ
ンの使用が普及する以前からの症例が
多数登録されている。そのため心房細
動の脳卒中予防として抗凝固療法はワ
ルファリンしか選択肢がなく，一般臨
床の現場では抗凝固療法が困難な場
合，抗血小板薬のアスピリンが代替薬
として用いられていた時代であった。
　図は伏見 AFレジストリーにおける
抗凝固薬・抗血小板薬の使用頻度の変
遷を示す 4）。登録開始時点では抗凝固
療法は 53％の患者に投与されており，
抗血小板薬との併用は全体の 13％で

みられ，抗血小板薬単独療法も 17％
と多く用いられていた。CHADS2スコ
アに応じて抗凝固薬の処方率は上昇
し，3点以上の高リスク群には 64％の
患者に抗凝固薬が投与されていた。登
録開始の 1年後には抗凝固療法の頻度
は増加する傾向が認められるが，処方
率はどのスコア群においても大きく変
わってはいない。
　2011年の NOAC処方は全体のわず
か 2.0％で，52％の患者にはワルファ
リンが投与されており，抗凝固療法全
体では NOACの投与は 4％にすぎなか
った。その後の追跡では，年々ワルフ
ァリンの処方率が低下しそれ以上に
NOACの処方が増えた。現時点では抗
凝固療法全体の比率が増え，2014年
には全体の 19％にNOACが投与され，
ワルファリンは 46％まで減少した。
抗凝固療法を受けている患者の中では
3割に NOACが投与されており，急速
に普及が進んでいる。NOACの登場や
AF患者の脳卒中予防の知識が一般臨
床医に知れわたるようになったおかげ
で抗凝固療法の普及が進み，NOACが
使いやすく，その有用性や安全性が広
く認識されるようになってきている現
状がみてとれる。

ワルファリン時代における
AF患者の臨床イベント

　伏見 AFレジストリーのこのような
現状において，AF患者の 1年の追跡
を行ったところ，脳卒中・全身性塞栓
症の発症累積頻度は抗凝固薬投与群
2.7％／年，非投与群 2.8％／年と有意
差がなく，大出血の発症においても抗
凝固薬投与群 1.4％／年，非投与群
1.5％／年と統計学的有意差がみられ
なかった 4）。もちろん抗凝固薬投与群
のほうが非投与群と比べて，CHADS2

スコアが高く脳卒中発症の高リスクで
あるため単純比較はできないが，出血
に留意するあまりにワルファリンのコ
ントロールが甘めであり，脳卒中の予
防が不十分となっている状況が推察さ
れた。このデータは，実地臨床の「リ
アル・ワールド」において，ワルファ
リン時代の抗凝固療法がいかに困難で
限界があるかを示すものであるが，こ
れが NOACの普及でどのように変化
していくかに注目したい。

＊
　主に伏見 AFレジストリーにおける
最新データをもとに現状を概説した。
AF患者はわれわれの想像以上に多様
で，患者背景は複雑を極めており，「リ
アル・ワールド」と呼ばれるものは，
実は患者ごとに異なるのかもしれな
い。われわれ臨床医は日々誠実に患者
に向き合い，最善と思われる治療を患
者と共に考えていくことが最も重要で
あると信じている。本稿が日常臨床の
一助になってくれれば幸いである。
●参考文献
1）Int J Cardiol. 2009［PMID　:　18691774］
2）J Cardiol. 2013［PMID　:　23403369］
3）Am Heart J. 2012［PMID　:　22172431］
4）Circ J. 2014［PMID　:　24976391］
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心房細動診療のリアル・ワールド
伏見AFレジストリーの最新知見から

小川 尚 1），赤尾　昌治 2）　国立病院機構京都医療センター循環器内科　不整脈チーフ 1），部長 2）

●図　伏見 AFレジストリーおける抗凝固療法の変遷 （参考文献 4より改変） 
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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。

ジェネシャリスト診断学
その2 スペシャルに考える

【第25回】
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もなかなか診断がつかない熱」という
時点で，それは『ドクターG』的，診
断カンファレンスのネタになりそうな
疾患にかなり絞りこまれていることを
意味している。こうしたカンファレン
スで，やたらと「血管内リンパ腫
（IVL）」と連呼されるのはそのためだ
（超まれなのに）。
　後方の医者（スペシャリスト）は，
コストや時間のかかる検査の連打を正
当化できる。「熱」に対して行い得る
検査は山のようにあり，全ての発熱患
者にそれをやるのは無理筋だ。しかし，
「不明熱」＝前線で診断がつかなかった
熱に対して，ブルセラ症の抗体検査を
オーダーするのは，リーズナブルな判
断である（かもしれない）。繰り返すが，
「後医は名医」なのは単に現象的にそ
うなのではなく，構造的にそう振る舞
うべきなのだ。
　まれな疾患の成れの果ては，「存在
しない病気」だ。病名は現象に対して
つけた名前だ。多くの現象には，名前
がまだついていない。そうした病気を
新しい疾患概念として提唱するのも大
切な後医の仕事である。そこには，前
回述べたような研究的な要素も加味さ
れる。

　もちろん，サッカーがそうであるよ
うに，前線は前線，後衛は後衛と役割
分担を硬直的に決め付ける必要はな
い。プライマリ・ケアのセッティング
で新しい疾患概念を提唱したっていい
し，スペシャリストが先鋭的な自分の
専門外領域をカバーしたっていい。要
は患者ケアが結果的にうまくいけばよ
いのであって，システムは手段であっ
て目的ではないのである。
　このように，診断戦略は目的から逆
算し，セッティングから逆算して，帰
納的に決定される。正しい，一意的な
診断戦略は存在しないのである。診療
のセッティングが変わったとき（異動
のとき），誤診が増えるのもそのためだ。
　よって，「病歴と身体診察派」と「検
査派」のような二元論は全く無意味，
ということになる。プライマリ・ケア
のセッティングで検査を乱用するの
は，前線のフォワードが守備に走り回
るのと同じで，目的から逆算して合理
的ではない（そのような“汗かきフォ
ワード”を褒めたたえる日本のサッ

者にとって極めて重要な把握
観念は，「時間の観念」である。
時間の観念把握に優れた医者

は診断戦略に優れており，時間の
観念に鈍感な医者は有効で戦略的
な診療ができない。この話は『構

造と診断――ゼロからの診断学』（医
学書院）にまとめた。悲しいかな，多
くの医者は時間の観念に鈍感である。
その話は『1秒もムダに生きない――
時間の上手な使い方』（光文社）で詳
説した。
　宣伝ばかりしていても埒

らち

が明かない
ので，本題に入る。ジェネラリストの
多くは「前医」である。「後医は名医」
＝「前医は名医ではない」のは，結果
としてそうなっているのではない。そ
うあるべきだから，そうなのだ。フォ
ワードが全てのボールをカットしたり
しないよう，前線では「ほどほど，見
逃す」くらいがちょうどよい。そう前
回（第 3129号）で述べた。
　そのようなプラクティスの正当性を
担保しているのが，時間性である。前
医・後医という言葉の使い方がすでに
「前後」という時間性を内包している。

　多くの疾患は即座の診断を必須とし
ない。どんな慢性疾患にも必ずオンセ
ットというものがあり，全ての慢性疾
患も最初は急性疾患（発症からの時間
が短い）なのだが，オンセット直後に
慢性疾患を診断することは極めて困難
で，そしてその必要はない。最初は風
邪だと思っていたのに，実はリンパ腫
だった。最初は肩こりだと思っていた
のに，実は関節リウマチだった。最初
は単なる疲労だと思っていたのに，実
は筋萎縮性側索硬化症（ALS）だっ
た――。この「最初」の時点で，こう
した疾患全てを想起し，また精査しな
くても，後からゆっくり診断すればよ
いのである。もちろん，ゆっくり過ぎ
るのも問題で，いたずらに患者を長ら
く苦しめる必要もないから，ここでも
「時間性」は重要なのだが。
　悪性疾患のオンセットは患者本人に
も感じ取れない。もっと言えば，多く
のがん細胞は自分の免疫細胞で処理さ
れているだろうから，多くの「オンセ
ット」は「オフセット」になってチャ
ラにされてしまう。そのようなオフセ
ットにされる事象を「がんだ！」と見

つける術があったとして（ないけど），
それは無意味な作業である。がんの早
期診断＝スクリーニングが必ずしも有
効な手段とは言い切れないために，今
も前立腺がんや乳がんの検診問題はも
めにもめているわけだ。
　もちろん，最前線で見逃せない疾患
もある。“超急性疾患”で，ここで拾
い上げておかねば患者の命にかかわ
る，という場合だ。心筋梗塞然り，く
も膜下出血然り，大動脈解離然り，細
菌性髄膜炎然り，壊死性筋膜炎然り（こ
うして見ると血管の病気と感染症が多
いのに気付く）。甲状腺クリーゼや急
性白血病も見逃したくない。しかし，
こうした疾患群を初診で見逃さないた
めに必要なスキルもまた，「時間性」
を念頭に置いている。
　時間性を自家薬籠中の物とすれば，
見逃せない超急性疾患（あるいはその
疑い患者）を十分に拾い上げ，かつ「見
逃しても差し支えない」患者を戦略的
に見逃すことができる。
　超急性疾患疑い患者は，速攻で後方
のスペシャリストにパスする。「見逃
しても差し支えない」患者の場合は，
再診時に後方にパスされる（あるいは
自ら診断する）。これがチーム医療の
枠内での前線の医者の在り方だ。プラ
イマリ・ケアとはサッカーにおけるフ
ォワードみたいな存在なのだ。普通は
逆に考えられがちだが……。

　もう少しサッカーのアナロジーで言
うと，フォワードが寄せて前線からプ
レッシャーをかけていると，相手のパ
スコースは限定される。よって，たと
えフォワードがカットできなくても，
ボールの来る方向はかなり予見できる
ようになる。「開業医に診てもらって

カー評論家はなんとかしてほしい）。
後衛のスペシャリスト的アプローチが
絨毯爆撃的検査の連打になるのは，多
くの場合は当然であり，まれな疾患，
まだ名もない疾患をほじくりだすには
合理的な選択肢なのである。
　もちろん，診断は魅力的な営為であ
り，そこには“お色気”の要素がある。
「普通の高血圧」から褐色細胞腫を，「普
通の腹痛」から鉛中毒や急性間欠性ポ
ルフィリン症を拾い上げてやりたい，
という欲望を持たないプライマリ・ケ
ア医は，いかにもつまらない。なので，
時には欲望に身を任せるのも悪くな
い。もちろん，いつも欲望にカラれる
ばかりの色ボケ爺になってはダメなの
だけど。

医医



24年のブランクを経て
第
3
回

前回までのあらすじ：震災復興の一助
となるべく 24年ぶりの臨床復帰を決
意した私は，市立恵那病院（岐阜県）
で再研修を受けることになった。

　24年のブランクの後，今浦島とし
て日本の医療現場に復帰した私は，当
然のことながらその変貌の大きさに目
を見張った。驚かされた変化をいちい
ち数え上げたらそれこそ切りがないの
だが，私が最も違うと思った変化は，
外来で，CTが，まるで昔の単純写真
のようにルーティンに（「気軽に」と
言ったほうがいいかもしれない）使用
されていることだった。研修医時代に
理学所見を正確にとらえることの重要
さを厳しく叩き込まれたものだが，外
から文字通り「手探り」で得る情報の
質と量が，中を直接のぞき込む CTの
それにかなうはずもなく，CTの「答え」
と照らし合わせて自分の「やぶ」のほ
どを再認識させられる経験を繰り返す
こととなった。
　CTがルーティン化していたことは
その典型だが，私が驚かされた変化の
ほとんどが「技術的」なものであった
のとは対照的に，臨床医としての立ち
位置の取り方にはさほど戸惑うことは
なかった。患者とよく話すこと，知ら
ないことは調べること，知っていると
思うことも一度再確認したほうがよい
こと……などと，心掛けるべき原則に
変わりはなかったし，昔と違って，イ
ンターネットや UpToDate®が使える
分，調べる作業ははるかに簡単で効率
もよくなっていた。研修医や大学院の
時代はわざわざ図書館に足を運び，
Index Medicus（註 1）等で検索する作
業を経た上でいちいち文献を読んだも
のだが，いまは，恵那の「田舎」（恵
那市民の皆さんごめんなさい）にいて
も，コンピューターの前に座りさえす
れば，たちどころに何でも調べられる
のだから，便利な世の中になったもの
である。

当直が激務になる理由はどこに？

　と，今浦島として，便利な時代に戻
って来られたことは幸運であったのだ
が，赴任前に予想した通り，恵那病院
での「オン・ザ・ジョブ・トレーニン
グ」は，私にとって，肉体的に非常に
過酷なものであった。例えば，当直は
他の若い先生方と変わらぬ頻度（月に
2―3回）で当てられたのだが，ろく
に眠れないことがほとんどであった。
さらに，私の場合，当直そのものより
もつらかったのは，翌日の，外来とか

救急当番とかのデューティーであっ
た。当直でろくに眠れなかった疲れを
持ち越したまま，計 30数時間ぶっ通
しで働き続けなければならなかっただ
けに，よわい 60を超える今浦島の身
にはこたえた（当直の疲れを癒やすた
めに半日の代休を取ることが認められ
ていたが，デューティーがある日に代
休を取ることはできなかった）。
　しかも，恵那病院の当直は原則とし
て全科対応であり，整形外科であろう
と小児科であろうと，内科の私が一人
当直として全てに対応しなければなら
なかったのだから疲れは倍加した（逆
に，当直に当たった整形外科や外科の
同僚ドクターは黙々と内科患者を診て
いた）。
　さらに，内科の患者だけに限っても，
なぜか続々と重症患者がやってくるの
で，私は，「厳しいことでは定評のあ
った天理のレジデント時代より恵那の
当直のほうがはるかに激務であるのは
なぜか」と不思議に思うようになった。
そこでデータを見てみると，人口 10

万人当りの病院勤務医数の全国平均が
158人であるのに対して，恵那病院が
属する「東濃」二次医療圏は 110人（偏
差値 43）にすぎなかった。一方，天
理よろづ相談所病院が属する「東和」
二次医療圏は 215人（偏差値 59）で
あり，恵那の当直が激務となる理由の
一端が，病院勤務医の絶対的不足にあ
ることは容易に推察された（註 2）。

恵那での再研修中，
忠実に守り続けた恩師の教え

　激務となる真の理由が奈辺にあった
かはともかくとして，私の場合，当直
の疲れが取れないまま日常の業務をこ
なす日々が続く間に疲労が尾を引き，
蓄積するようになった。その症状は「慢
性の強い頭痛」として現れたが，くも
膜下出血の家族歴を有するだけに，真
剣に過労死の恐怖におびえることにな
ったのだった。
　還暦を過ぎた私が，青息吐息で辛う
じて日々の業務をこなしたのとは対照
的に，同僚の医師たちは，激務を物と
もせず，黙々と働き続けていたので私
は感嘆した。「黙々と」という言葉を
使ったが，医局が総じて静かであった
だけでなく，医師同士の会話は患者に
関する相談がほとんどであり，人事や
教授選のゴシップに花を咲かせた出身
大学系列病院との違いは鮮烈だった。
時代が違うからなのか，恵那病院運営
母体の地域医療振興協会（自治医大系
列と理解している）の文化が私の出身

大学とは決定的に違うからなのかは定
かではないが，私は強烈なカルチャー
ショックを受けたのだった。
　と，肉体的にはつらい再研修であっ
たものの，私は，研修医時代の恩師の
教えを守ることに専心した。天理よろ
づ相談所病院初代総合診療部部長・今
中孝信先生の「患者とはとことん話せ。
病室には毎日最低 2回訪れ，そのうち
1回は椅子に座ってじっくり話せ」と
する教えを，30数年経った恵那での
臨床再研修中も，忠実に守り続けたの
である。もっとも，年のせいでちょっ
と立ち続けるとつらいので，椅子に座

って話したほうが楽という理由も大き
かったのであるが……。

（この項続く）

註 1：United States National Library of Medi-
cine （米国立医学図書館）が発行した文献検
索用印刷媒体。オンライン文献検索の普及と
ともに存在価値を失い，2004年に廃刊された。
註 2：高橋泰 , 他．地域の医療提供体制の現
状と将来――都道府県別・二次医療圏別デー
タ集 （2014年度版）．日医総研ワーキングペー
パー No.323．日医総研；2014．
http://www.jmari.med.or.jp/research/working/

wr_553.html

　第 50回日本理学療法学術大会（大会長＝名大大学院・内山
靖氏）が 2015年 6月 5―7日，東京国際フォーラム（東京都
千代田区）で開催された。「理学療法 50年のあゆみと展望――
新たなる可能性への挑戦」をテーマに掲げた今回，参加者は 1

万人を超えた。約 2000の応募採択演題発表の他，日本整形外
科学会，日本医学教育学会，日本生理学会などとの合同シンポ
ジウムも開催された。本紙では大会長基調講演と，50年の歴
史と展望が語られたシンポジウムの模様を報告する。
◆次の 50年，「自律した理学療法」をめざして
　大会長基調講演に立った内山氏は，「健康寿命の延伸」という，
医療に対する国民の期待に応える方法に，「生活の場に応じた
連続する医療・福祉の提供」と，「医療の透明性と説明責任の推進」の 2つがあると
提示。これに応える専門職の役割は「研究・臨床・教育」の他に，地域支援や国際協
力などの「社会貢献」，診療・労務管理，政策提言などを担う「管理」も含まれると
位置付けた。理学療法士が誕生した 1966年から今日までの 50年は，理学療法の自
立と理学療法学の確立，高等教育の推進や国際水準への到達を目標とした歩みがあっ
たという。2015年以降は，「自律した理学療法」の実現が“新たなる挑戦”になるとし，
統合と臨床適用を行う理学療法学の体系化，大学・大学院教育の整備と国際標準の具
現化，さらには理学療法学による社会の創造や，多様なキャリアパスの開発（支援）
が重要になると訴えた。
　続いてのシンポジウム「理学療法 50年のあゆみと展望――新たなる可能性への挑
戦 わが国の理学療法の歴史と継承」（座長＝茨城県立医療大名誉教授・伊東元氏，群
馬パース大・高橋正明氏）の最初の登壇者は，九州栄養福祉大の橋元隆氏。「なぜ“リ
ハビリテーションの陽は西から昇った”と言われたのか」と問うた氏は，戦後の北九
州地区における産業の特色と労働災害の多発によってリハビリテーションの役割が認
識され，施設の整備や人材育成が進んだためと経緯を紹介した。氏は，過去 50年の
前半 25年は理学療法士の領域確保と身分保障の推進，後半 25年は理学療法の科学性
探究と職域拡大が進められたと振り返り，今後は医療職だけでなく，保健・福祉・行
政関係者など他職種との並列的な連携関係を構築することが重要と呼び掛けた。
　続いて登壇した座長の伊東氏は，「研究・臨床・教育」の 3本柱の相互関連性と独
自性から理学療法の展望を語った。氏は，研究と臨床が相互に関連することでエビデ
ンスを生み，臨床と教育の関連は双方が学び合える関係性を築く，そして教育と研究
は学問の新たな枠組みを創造するとの見解を示した。独自性ある理学療法の拡大には，
個々の理学療法士が 3領域のセンスを持ち，協会や病院・教育機関などの各組織が 3

領域の相互関連性と独自性を意識し機能させることが重要と述べた。
　「当時は 50年後のことなど想像できなかった」。こう語ったのは，日本初の理学療
法士養成校である国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院の第 1期生である
渡辺京子氏（元亀田メディカルセンター）。学生時代から今日に至る 50年の理学療法
士人生を振り返った。氏は，「50年後の予測」として，健康寿命の延伸や未病を減ら
す“病気と健康の間”への介入に，「理学療法士の役割が広がる」と期待を示した。
　木村貞治氏（信州大）は，「根拠に基づく理学療法（EBPT）」の推進を提唱した。
氏は，EBPTの実践は，臨床判断の根拠の妥当性や，患者の理解や治療への意欲を高
める他，チーム医療を展開する他職種間の理解が促されるなどの意義があると強調。
今後は，日常的に実践・経験している「暗黙知」を構造化されたフォーマットで「形
式知」に整理するとともに，それらの形式知を題材として実施した臨床研究結果を発
信するためのデータベース構築が課題と語った。
　医・工学連携について紹介したのは九州看護福祉大大学院の加藤浩氏。股関節疾患
患者の歩行分析において筋が収縮する際に発生する活動電位を定量化する表面筋電図
（EMG）を用いた従来の方法（FFT周波数解析）は，時間情報の欠陥と信号波形の定常性
の 2つの欠陥があるという。そこで工学技術の wavelet周波数解析を用いることで，困難
だった歩行動作時の筋活動評価が可能になったと紹介。本研究から開発された製品が，
経産省の「第 5回ものづくり日本大賞」で「中国経済産業局長賞」を受賞したことに触
れ，「研究のための研究にとどまってはいけない。臨床普及と臨床の質の向上が重要で，理
学療法は今後，工学や基礎医学，企業との連携も積極的に行う必要性がある」と述べた。

●内山靖大会長

第 50回日本理学療法学術大会開催
2015年7月6日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3132号　　（5）



書 評 　 新 刊 案 内

帰してはいけない小児外来患者
崎山 弘，本田 雅敬●編

A5・頁224

定価：本体3,600円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02138-8

評 者  市川 光太郎
 北九州市立八幡病院小児救急センター病院長

　長い間，小児救急医療に携わってき
たが，その多くは軽症疾患であり，重
篤な疾患はまれであることは間違いな
い。しかし，なぜか，慢心な気持ちが
湧けば湧くほど，重篤
な疾患に遭遇してしま
う皮肉な結果を嫌とい
うほど思い知らされて
きた。そこにはピット
フォールに陥りやすい
われわれ医療側の診療
姿勢が見え隠れしてい
るのだと思っている。
いかに全ての患児家族
に不安をもたらすこと
なく，的確な診断治療
に直結するスキルを自
分自身が養い，後輩た
ちに継承するかは小児
救急医（臨床医）の永
遠の課題と常々考えて
きた。
　本書を読み，この自らの問いへ答え
てくれる本に出合ったという想いに溢
れ，もっともっと救急現場に立ちたい
という気持ちになった。楽しみながら
仕事をするという本質的な部分を感じ
させる本なのかもしれないと感じ，う
れしくなった。
　Pearl caseの 40例はまさに「目から
うろこ」の症例が詳述されている。「教
訓」としての「転機」の数々が示され，
最後に「TIPS」が総括してくれ，考
察能力の幅・深さの向上を支援してく
れている。その考察プロセスの解説に
は共感するだけではなく，自分の不勉
強さを思い知らされ，すぐさま臨床で
考察の幅・深さが生まれるストーリー
が流れている。教科書ではなく，小説
のように読み流したとしても，その考

えはおのずと自分自身の身に，考え方
にフィードバックされて，まさに「深
読み」のできる臨床医になれそうであ
る。加えて，単なる common disease

と流してしまう症例に
輝石を見いだせ，救急
診療を行う楽しみが倍
増しそうである。また，
必要時は似た症例を探
すこともできるだろう
し，巻末に「ケースブ
ック診断名一覧」が掲
載されていることか
ら，繁忙な外来中でも
サッと自分の診断の
幅・深さの確認ができ
るよう工夫されてお
り，とても現場で役立
つことと思われる。
　何よりも感服したの
は，序章にあたる第 1

章である。「死の合図に該当」で表さ
れているように，診療における診断プ
ロセスの基本姿勢を，「無知は救いよ
うのない誤診を招く」「主訴を適切に
聴取しないと診断はできない」「鑑別
診断が念頭になければ，診察はできな
い」「診断に至る基本的な思考回路を
理解する」「誤診するリスク（危険性）
を過小評価するバイアス」と 5項目に
分けて，症例を引き合いに，アカデミ
ックに解説されていることが素晴らし
い。まさに，救急現場に出る前に読む
ことで，背筋が伸び，襟を正しての診
療姿勢を保てるであろう。ことさら，
「誤診するリスク（危険性）を過小評
価するバイアス」の内容における，「思
い込みがあった」「アンカリング」「必
要性」「慣れ」「稀有性」「時間的な逼迫」
「担当者の心身の健康状態」「スタッフ

の連携不足」「利害関係」「限界を超え
た多忙」の 10ポイントは，日頃より
感じて言葉や活字にしてきたことと自
分ながら異口同音だと共感を覚えた。

　まさに，経験を問わず，「子どもを
診る機会のある全ての医師」に読んで
ほしい一書であることを確信した。

呼吸器診療 ここが「分かれ道」
倉原 優●著

A5・頁260

定価：本体4,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02135-7

評 者  中島 啓
 亀田総合病院呼吸器内科医長

　日常診療は常に悩みの連続である。
呼吸器診療だけでなく，多くの診療科
で共通することかもしれないが，医学
においては，確立されたエビデンスが
存在しない領域も多々
ある。呼吸器内科専門
医であっても，臨床の
中では，「分かれ道」
に立たされることは少
なくない。呼吸器診療
における「分かれ道」
に遭遇した臨床医は，
自分の臨床経験，教科
書・文献データに基づ
き，悩みながらも「目
の前の患者の幸福につ
ながる」と信じる決断
をしていくことになる。
　本書『呼吸器診療　こ
こが「分かれ道」』は，
呼吸器内科医から総合
診療医まで，呼吸器診療に携わる者な
ら誰もが持つような設問に対して，著
者の経験，現時点での最新文献に基づ
く答えと思考過程を，わかりやすく示
してくれている。著者のブログ「呼吸
器内科医」（http://pulmonary.exblog.jp/）
は質の高い文献情報が豊富で，呼吸器
内科医なら誰もが知る人気ブログとな
っているが，本書籍も最新文献と臨床
情報を読者に提供する期待通りの内容
である。
　私が特に印象に残った設問とその答
えを下記に記す。
•   「吸入薬は pMDIと DPIのどちらを
使えばよいのか？」（p.99）
→  若い患者さんは DPI，高齢者は使い
勝手で好きなほうを。
•   「喘息発作・COPD急性増悪に対す
る全身性ステロイドは全例リンデロ
ン ®でよい？」（p.110）
→  答えはないが，プレドニン錠 ®でも
よい。
•   「呼吸器内科におけるステロイドパ
ルス療法のタイミングは？」（p.150）

→  エビデンスがないので経験則に基づ
いているのが現状である。
•   「肺がんが確定した後でも禁煙をす
すめたほうがよい？」（p.180）

→  生存期間が延長する
可能性があるので，
禁煙をすすめたほう
がよい。
•   「喀痰から緑膿菌が
ずっと検出されてい
る気管支拡張症に打
つ手はあるか？」
（p.217）
→  現時点では根本的対
策に乏しい。

　設問ごとに，最新の
文献や著者の経験に基
づく，コンパクトな解
説が掲載されている。
若手医師が確実に押さ

えておくべきところは太字で示され記
憶にも残りやすく，明日からの実臨床
に役立つ内容になっている。
　主な対象は初期研修医 2年目から後
期研修医までの若手医師と思われる
が，呼吸器内科専門医が読んでも十分
読み応えがあり，知識の整理に役立つ
と感じた。私は医師 10年目の呼吸器
内科専門医であるが，私自身も頭の中
で何となく思っていたことが，わかり
やすく整理され，シンプルな結論を導
いており感動した。また，著者の「患
者の幸福を実現したい」という思いが，
ひしひしと伝わってきた。
　本書は，呼吸器内科を志す者，そし
て，悩ましい呼吸器診療の「分かれ道」
に遭遇する若手医師にとって，進むべ
き道のりを照らす光になるであろう。
また，著者の呼吸器診療にかける熱い
思いは，呼吸器内科の面白さや魅力を
私たちに教えてくれる。呼吸器診療に
携わる若手医師にとって，必読の一冊
と言える。
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小児（救急）診療の楽しみが
倍増する一冊

呼吸器診療において進むべき
道のりを照らす暖かい光



　第26回「理学療法ジャーナル賞」
授賞式が，4月 18日，医学書院本
社にて行われた。本賞は，前年の
1年間に『理学療法ジャーナル』
誌に掲載された投稿論文の中から
優秀論文を編集委員会が顕彰し，
理学療法士の研究活動を奨励する
もの。2014年は，総投稿数 155

本のうち 8本が受賞対象となり，
下記 4論文が選ばれた。
【入賞】湯口聡，他：心臓外科手術後の 100　m歩行自立日は術前情報や手術情報から
予測可能か？（第 48巻 10号掲載，原著）
【奨励賞】北出一平，他：外傷性頸髄損傷患者の損傷直後からの下肢機能の経過分析（第
48巻 6号掲載，報告）
田村哲也，他：広範な病巣を有する小脳梗塞例の理学療法経験（第 48巻 6号掲載，
症例報告）
石田和宏，他：腰椎椎間板ヘルニア摘出術後の早期理学療法（第 48巻 8号掲載，報告）

　入賞の湯口氏らの論文は，心臓外科手術症例における術前情報・手術情報と 100 m歩
行自立日との関連項目を抽出し，その項目から歩行自立日を予測するための一次関数式
を求めた原著論文。理学療法士中心のネットワークの構築，多施設実施の臨床研究デザ
インの完成度，サンプル数の多さ，そして一定の結果を導き出した点が高く評価された。
　編集委員の斉藤秀之氏（筑波記念会リハビリテーション事業統括）は，「いずれの
受賞論文も臨床ならではの内容であり，研究計画や対象の取り込み基準などが厳格に
マネジメントされていた。根気強く，真摯に取り組んでいることが手に取るようにわ
かり，13 万人の理学療法士の見本」と講評を述べた。
　『理学療法ジャーナル』誌では本年も，掲載された投稿論文から第 27回「理学療法
ジャーナル賞」を選定する。詳細については『理学療法ジャーナル』誌投稿規定（http://

www.igaku-shoin.co.jp/mag/toukodir/rigakuj.html）を参照されたい。

第26回「理学療法ジャーナル賞」

●左から石田氏，北出氏，湯口氏，田村氏

みるトレ 感染症
笠原 敬，忽那 賢志，佐田 竜一●著

B5・頁200

定価：本体3,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02133-3

評 者  山中 克郎
 諏訪中央病院内科総合診療部

　誰もが診断に苦慮しているときに，
「視診」だけから特徴的な所見を見抜
き，鮮やかに一発診断する医師がいる。
私はこんな“かっこい
い”医師に憧れる。
　本書はそんな「視診」
力を鍛える本であり，「名医に仕上げ
る特効薬」と呼ぶべき本である。『み
るトレ』は毎月『総合診療（旧：JIM）』
誌に連載されているシリーズなので，
これを楽しみに購読を続けている読者
もきっと多いだろう。症例はクイズ形
式となっていて，提示された症状や身
体所見，CT画像から「キーワード」
を見抜き診断推論を展開しなければな
らない。キーワードを嗅ぎ分ける医師
ということは，問題点を見抜く力を持

っている医師ということでもある。解
答を見て「そうか，そうだったのか」
と納得する。

　コラムが本書全体に
品格を与え読み手の心
をわしづかみにする。

平たく言えば，ぐっとくる。忽那賢志
先生が The New England Journal of Med-
icineに症例報告をした際の苦労やコ
ツが語られていて，一流医学雑誌への
投稿意欲をかき立てられる。佐田竜一
先生の clinical picture撮影時の情報管
理を含めたアドバイスも秀逸である。
笠原敬先生の豊富な臨床経験と文献的
な考察に基づいた深い考察も素晴らし
い。頑張っているあの後輩にプレゼン
トしたい。そんなすてきな本である。

今日から使える医療統計
新谷 歩●著

A5・頁176

定価：本体2,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01954-5

評 者  小林 広幸
 東海大大学院教授・臨床薬理学／医学研究科研究科長／
 総合臨床研究センター所長

のは，評者がヴァンダービルト大学大
学院の講義でも感銘を受けたグラフ
だ。統計テストを選択する際のチェッ
クポイントとチャートは，医学研究を

進める上で今日からに
でも役立つことは間違
いない。このチャート
は，大学院入学者に必
ず配布し活用させてい
ただいている。交絡の
概念と補正法について
も臨床に携わっている
読者に自然と受け入れ
られるような例を挙
げ，見事に説明されて
いる。必要症例数とパ
ワー計算については，
ヴァンダービルト大学
で開発された無料ソフ
トの使用例も交えて統
計的有意差と臨床的有
意差の違いにも触れ，

実践的に教示してくれている。インター
アクション（交互作用）については，薬
剤の併用例を取り上げ effect modifi ca-
tionとしてとらえ，The New England 

Journal of Medicineのレポートガイド
ラインも紹介し非常にわかりやすく説
明されている。これを読み，交絡と交
互作用の違いを明確に理解できる読者
も多いだろう。また，多重検定，中間
解析，最近進歩してきた診断や予後の
予測研究の解析法，同等性・非劣性の
解析，生存解析なども要領よく極めて
理解しやすい解説が加えられている。
　著者は，生物統計学者として 20年
の豊富なキャリアの中で，臨床研究の
データがより良い医療の確立を切望す
る患者一人ひとりの思いと，データを
取得する研究者の努力・情熱に裏打ち
されていることを熟知している。だか
らこそ，それらに応えるためにも適切
な研究計画と解析法を研究者へ教育す
ることを使命とされている。行間から
新谷教授の熱き思いが伝わってくる渾
身の一書だ。臨床研究を行う研究者，
医学論文をひもとく臨床医にぜひ勧め
たい。特に医療系大学院生には全員に
読ませたい。

　“数式を使わないで直観的に学ぶ”
『今日から使える医療統計学ビデオ講
座』で，精力的にわかりやすい情報を
発信されてきた新谷歩教授の医療統計
への慧眼と熱き思い
が，単行本として結実
し上梓された。基礎お
よび臨床医学研究大国
である米国で生物統計
学者として 20年の豊
富なキャリアを重ねて
きた著者が，医療統計
の重要なテーマに関す
る極意を例題／具体例
を活用し読み物形式で
伝授してくれる。これ
まで医療統計の本に構
えてしまった読者で
も，数時間もあれば楽
しく講義を受けている
感覚で一気に読めるだ
ろう。
　本書を読み進めていくと，2003年
から 2年間ヴァンダービルト大学大学
院の臨床研究科学マスターコースで新
谷教授から医療統計の講義・演習を受
けた際の衝撃が鮮烈によみがえってき
た。グラフィックやイメージを多用し
実例を基に医療統計の概念や前提条件
を教えてくれる講義は，医療統計学に
対する見方が一変，目からうろこが落
ちる連続で，楽しみながら医療統計に
関する知識・スキルを習得することが
できた。新谷教授は，研究者としては
もちろん教育者としても一流で，その
ユニークな統計教授法には定評があ
り，ヴァンダービルト大学でベストテ
ィーチングアワードを受賞している。
　本書がめざしているのは，臨床研究
を計画・遂行しデータを解析・論文化
するのに必要な急所・要点を“できる
だけ数式を使わず”に今日から使える
知識として読み物形式で伝授すること
である。初めに統計の基礎知識につい
て，論文投稿時のチェックリストも紹
介し平易に教えてくれている。その後，
量的情報を可視化することの重要性に
触れ，グラフの作成について実践的に
解説している。ナポレオンのモスクワ
への行進に関する情報を可視化したも

2015年7月6日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3132号　　（7）

名医に仕上げる特効薬

臨床研究を行う研究者，
論文をひもとく臨床医必読！
医療統計学珠玉の指針
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