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戦略としての医療面接術
こうすればコミュニケーション能力は
確実に向上する
児玉知之
A5　頁272　3,500円　［ISBN978-4-260-02162-3］

臨床てんかん学
編集　兼本浩祐、丸　栄一、小国弘量、池田昭夫、
　　　川合謙介
B5　頁688　15,000円　［ISBN978-4-260-02119-7］

〈眼科臨床エキスパート〉
緑内障治療のアップデート
シリーズ編集　𠮷村長久、後藤　浩、谷原秀信
編集　杉山和久、谷原秀信
B5　頁424　17,000円　［ISBN978-4-260-02379-5］

組織病理カラーアトラス
（第2版）
坂本穆彦、北川昌伸、菅野　純
B5　頁400　10,000円　［ISBN978-4-260-02143-2］

理学療法　
臨床実習サポートブック
レポート作成に役立つ素材データ付
岡田慎一郎
B5　頁224　3,000円　［ISBN978-4-260-02413-6］

肝動脈化学塞栓療法（TACE）
理論と実践ストラテジー
編著　松井　修、宮山士朗、大須賀慶悟、衣袋健司
B5　頁252　10,000円　［ISBN978-4-260-02432-7］

アスリートを救え
スポーツ外傷・障害の
画像診断　完全攻略
編集　帖佐悦男
B5　頁228　8,000円　［ISBN978-4-260-02195-1］

〈眼科臨床エキスパート〉
知っておきたい眼腫瘍診療
シリーズ編集　𠮷村長久、後藤　浩、谷原秀信
編集　大島浩一、後藤　浩
B5　頁476　18,000円　［ISBN978-4-260-02394-8］

地域医療構想を
どう策定するか
松田晋哉
B5　頁120　3,500円　［ISBN978-4-260-02433-4］

出生と死をめぐる生命倫理
連続と不連続の思想
仁志田博司
A5　頁256　2,700円　［ISBN978-4-260-02401-3］

〈がん看護実践ガイド〉
患者の感情表出を促す
NURSEを用いた
コミュニケーションスキル
監修　一般社団法人 日本がん看護学会
編集　国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
看護部
B5　頁152　3,000円　［ISBN978-4-260-02427-3］

看護のための教育学
編著　中井俊樹、小林忠資
B5　頁152　2,200円　［ISBN978-4-260-02438-9］

研究指導方法論
看護基礎・卒後・継続教育への適用
舟島なをみ
B5　頁320　3,700円　［ISBN978-4-260-02203-3］
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鼎
談

斎藤　依頼の電話を受けてから 24時
間以内に治療チームを組み，危機的状
況が解消するまで患者さんや家族，関
係者たちと毎日のように対話を繰り返
す。オープンダイアローグというのは
基本的にはこれだけです。入院と薬物
治療によって統合失調症の治療に携わ
ってきた医師ほど，この治療による成
績（MEMO）に衝撃を受けるのではな
いかと思います。

閉じた“モノローグ”を
開かれた“ダイアローグ”へ

伊藤　私は非常に刺激を受けました。

患者さんや家族の語りを大切にし，対
話空間にポリフォニー（複数の声）が
満ちることそのものが，患者さんの安
心感や安全感を保障していくわけです
よね。この「非目的志向性」は，病理
の解決を目的とする医学モデル的な発
想とは対極とも言えるもので，当然，
侵襲度も少ないでしょう。こうした治
療が成果を挙げているという事実は，
地域で精神医療に取り組んでいる医療
者にとって励みになります。
斎藤　オープンダイアローグの根底に
は，閉じたモノローグをダイアローグ
へと開いていこうとする発想がありま
す。言語化されざる体験や記憶を言語

化することが，とりわけ精神分析以降
のあらゆる精神療法の根底にあります
が，オープンダイアローグというのは，
それを実現するための最も無害で洗練
された技法と言えるかもしれません。
黒木　フィンランドは以前から予防医
学や疫学研究が発達している地域とし
て注目していたので，evidence-based

での効果検証が難しいであろうオープ
ンダイアローグのような治療法が登場
したことを最初は意外に感じました。
　ですが，『オープンダイアローグと
は何か』（医学書院）で紹介されてい
た実際の症例の対話サンプルを見て，
これは急性精神病に対する介入の技法
を学ぶ上で非常に良いモデルだと感心
しました。例えば予後良好事例と不良
事例の比較がありますが（pp136-141），
こういう箇所こそ，精神科研修医に読
ませたいですね。残念ながら今の日本
では前期研修でしっかりと研修を受け
た人ほど，「どんなふうに病院を受診
したか」と，つまりこの本で予後不良
事例として書かれているようなことば
かりを聞くようトレーニングされてい
るのです（笑）。
伊藤　医師による問診はモノローグで
す。医師が問い，患者さんはそれに答
えるだけの形で診察は進みますから。
一方，ダイアローグでは誰かが発した
言葉に対して，別の人が自発的な言葉

を重ねていく。そこには内容のズレも
あるけれど，参加者全員のあらゆる発
言が許容される雰囲気が作り出されま
す。治療者は“対話を演出する存在”
として専門性が問われるわけですね。
黒木　その点で興味深いのは，治療者
同士が患者さんについて本人の目の前
で語り合う「リフレクティング（re-
fl ecting）」という設定です。通常は治
療者だけでのミーティングの場がもた
れ，そこで治療の方針などが話し合わ
れますが，オープンダイアローグでは
それを全て患者さんの前で行う。治療
方針の完全な開示ですね。患者さんに
とって，治療者は怪しい秘密めいた存
在ではないのです。
斎藤　「観察者を観察する」（リフレク
ト＝反映）わけですからね。
黒木　そういう意味でもオープンなの
です。反対に，従来の「由

よ

らしむべし，
知らしむべからず」という治療者の姿
勢では，特に急性精神病状態にあるよ
うな患者さんには警戒と猜疑心をもた
らしかねません。
斎藤　以前，大学の授業で学生にリフ
レクティングをさせてみたところ，「目
の前で自分について話されると強烈に
そこに参加したくなる」というコメン
トがあったことが非常に印象的でした。

■［鼎談］“対話”がもたらす精神医療への光
（伊藤順一郎，黒木俊秀，斎藤環） 1 ─ 3 面
■［寄稿］家族システムと早期からの緩和ケ
ア（金容壱） 4 面
■［インタビュー］医療面接は，知識や技術と
ともに両輪を成すもの（児玉知之） 5 面
■MEDICAL LIBRARY/第1回ALSO-
Japan年次集会 6 ─ 7 面

　オープンダイアローグ（開かれた対話）とは，フィンランド・西ラップラン
ド地方にあるケロプダス病院を中心に，1980年代から実践が続けられてきた
精神科の治療的介入の一手法である。できるだけ入院・薬物治療を行わず“対
話”の場を重視するという一見単純な手法が，極めて良好な治療成績を挙げて
おり，現在，世界中から注目を集めている。対話を重視することで，なぜ，こ
こまでの成果を挙げることができるのか――。本鼎談では，オープンダイア
ローグの手法から，精神医療における対話の潜在的な可能性を探った。

MEMO　オープンダイアローグによる統合失調症患者の治療成績 1）

　フィンランドの西ラップランド地方では，オープンダイアローグを導入した結果，統合失
調症患者の入院治療期間が平均で 19日間短縮された。薬物治療を含む通常の治療を受けた統
合失調症患者群との比較において，この治療では服薬を必要とした患者は全体の 35％にとど
まり，2年間の予後調査で 82％は症状の再発がないか，ごく軽微なものにとどまった（対照
群では 50％）。障害者手当を受給していたのは 23％（対照群では 57％），再発率は 24％（対
照群では 71％）に抑えられていた。

精神病への治療的介入手法「オープンダイアローグ」に学ぶ精神病への治療的介入手法「オープンダイアローグ」に学ぶ
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発話を“促す”というより“誘惑する”
という感じでしょうか。オープンダイ
アローグで技法らしい技法といえば，
このリフレクティングくらいです。

二者関係ではなく，
ネットワークに問題を拡散する

黒木　このリフレクティングも含め
て，オープンダイアローグでは病的体
験を了解的にとらえていきますよね。
これは，患者さんの精神と同じ水準ま
で治療者も退行していく中で，信頼関
係を築いていく相互退行的かかわりと
似ているかもしれません。ただ，そう
した形で治療関係をつくるのは危険な
面もあります。そこでオープンダイア
ローグでは，治療者側がチームとして
かかわっている。この点が非常に重要
な要素だと思います。
斎藤　オープンダイアローグへの理解
が深まると，個人精神療法という 1対
1での患者さんとのかかわりが，いか
に特殊で例外的なものであるかが見え
てくる気がします。チームでかかわる
ことで，患者さんから陰性感情を強く
向けられても分散して受け止めること
ができるし，転移―逆転移などの問題
も起こりにくくなる。黒木先生が言わ
れたような退行も予防できます。
伊藤　治療者側がチームであることに
加えて，患者さん側も家族だけでなく，
友人や近隣の人，本人と関係のある人
であれば誰でもミーティングの場に参
加できますよね。対話の中で本人と環
境の関係が大きく変わってくると，今
までと違った回路が開いてきて，本人
の安心感や役割が変わり，服薬も少な
くて済むかもしれない。「コミュニテ
ィーの中に精神疾患の問題を拡散す
る」という意味で，オープンダイアロー
グはネットワークの作り方が非常に優
れていると思いました。
斎藤　治療者自身がカリスマ志向だっ
たり，名人芸志向だったりすると，治
療チームも関係者のネットワークもう
まくいきません。オープンダイアロー
グの創始者であるセイックラ（Jaakko 

Seikkula）教授とお会いして非常に印
象的だったのは，良い意味でオーラが
ないところです。「ああ，こういう方
が展開している主張ならば信頼できる

が必要と考えられ，現在，統合失調症
のガイドラインでは急な断薬は早期の
再発を招くと明記されています。しか
しながら，そうした精神科治療の常識
に対して疑問を投げ掛ける実証的研究
成果も近年少しずつ蓄積されてきてい
ます。
　例えばシカゴで行われた 20年にわ
たるコホート調査では，早期に服薬を
やめることができた人のほうが，再発
も少なく，機能的な予後も良い 3）とい
うんですね。他にも，長期的な服薬に
よって脳に構造的な異常が起きてくる
という報告 4）や長期的な服薬後の断薬
によって過感受性精神病を発症しやす
くしているのではないかと考察するメ
タ解析 5）などがあります。
斎藤　統合失調症に関して言えば，薬
物治療が必須であるということが昔か
ら言われてきました。そうした考えか
ら，ことさら薬物治療に重きを置き過

ぎていた部分はあるかもしれませんね。
黒木　はい。そうなると，これまでの
統合失調症の治療原則や服薬の心理教
育なども，そろそろ見直すべき時期に
きているのかもしれません。治療者自
身が従来の常識から少し自由にならな
ければ，薬物治療に偏重する流れは変
わっていかないでしょう。
　具体的には，日々の診療においても，
減薬するかどうか，もし減薬するので
あれば安全な方法についての話題など
を，患者さんや家族との面接にもっと
積極的に取り上げてみても良いと思う
のです。中井久夫先生は，薬物治療を
「患者との共同参加，共同実験にする」 6）

ことを推奨されています。薬物治療に
関する患者さんとのオープンな対話を
大事にしていきたいですね。オープン
ダイアローグの思想は，そうした動き
につながる部分があるのではないかと
感じています。

なあ」と感じました。

薬物治療に偏重してきた
従来の治療を見直す動きを生む

黒木　ただ，オープンダイアローグは
アウトカム研究が非常に少ないという
点で批判されています 2）。これで統合
失調症が治る，発症を防げると言い切
ってしまうのは，やはり言い過ぎだと
私も思いますし，大きな誤解を招きか
ねないと危惧しています。
斎藤　おっしゃる通りで，そこを強調
し過ぎると受容されにくくなるでしょ
う。今後多様な形でエビデンスを蓄積
していく必要があると考えています。
有効性について一点付け加えるとすれ
ば，ケロプダス病院において，限られ
たスタッフが疲弊もパンクもせずに診
療を回せているという事実がありま
す。それが有効性の傍証となり得るか
もしれません。
黒木　オープンダイアローグに関する
最近の論文では，schizophrenia（統合
失調症）ではなく psychosis（精神病）
を対象としていますよね。ですから，
統合失調症に特異的な介入方法と考え
なくてもいいと思います。
斎藤　ええ。オープンダイアローグは
さまざまな疾患に適用可能なので，治
療対象を統合失調症に限定する必要は
ありません。私もパイロットスタディ
は引きこもりの事例から始めようと思
っているんです。
黒木　それはいいアイデアですね。統
合失調症に限らず，精神障害全般への
危機介入的アプローチとして大きな可
能性を秘めているかもしれません。
　オープンダイアローグの思想が私た
ちに問い掛けているのは，今日の薬物
治療の常識に対する疑問です。一般に
統合失調症の患者は生涯にわたる服薬

●さいとう・たまき氏
1986年筑波大医学専門学群
（現・医学群医学類）卒。
90年同大大学院医学研究科
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佐々木病院（現・あしたの
風クリニック），同院精神科
診療部長を務め，2013年よ
り筑波大大学院医学医療系社会精神保健学教
授。専門は思春期・青年期の精神病理学。近
著に『オープンダイアローグとは何か』（医
学書院）。

斎藤　伊藤先生が長年取り組まれてい
る「ACT（註 1）」のような，多職種
から成る専門家チームによる支援が日
本でも普及しつつあります。依頼が入
ってからすぐに治療チームが駆け付
け，必要であれば毎日訪問を行う点な
ど，ACTとオープンダイアローグを
システム的に見た場合，類似する部分
は多いです。
伊藤　確かに共通する部分もあります
が，オープンダイアローグを勉強する
ようになってから，私たちの ACTの
かかわり方も少し変わってきたように
思います。
　例えば幻聴に苦しむ人にかかわると
き，幻聴を消すためにどうするのが良
いかということに取り組む前に，まず
それを体験しているとき患者さんはど

のような気持ちでいるのか，本人から
体験を聞きながら共に考えよう，とい
った変化です。「幻聴を何とかしなけ
れば」と思っている限りは，「じゃあ，
頓服薬を飲みましょう」というほうに
流れてしまう。最近は，べてるの家（註
2）の活動なども参考にして，「これか
らどうしていくのが良いか幻聴さんと
も相談してみましょうか？」などとス
タッフが言えるようになってきている
ようです。
斎藤　オープンダイアローグを日本で
実践する際，ACTのようなアウトリー
チ型のコミュニティーケアから入って
いくのが一番スムーズなのではないか
と考えています。ACTでのかかわり
の中で，薬物治療や入院が回避できる
という手応えは感じますか。

日本での実践は地域移行とセットで
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 精神病への治療的介入手法「オープンダイアローグ」に学ぶ　鼎談
伊藤　ACTの対象は基本的には重度
の慢性期の方ですが，症状が再燃して
の急性状態でのかかわりも多くありま
す。その中で，約 2週間にわたり毎日
訪問を続けて寄り添っていると，睡眠
などを含めた患者さんの生活リズムが
整ってくる。それによって安心感を取
り戻し，入院しなくても済んだケース
はいくつもあります。
　ただ ACTの場合，今までは買い物
の手伝いなど，生活支援的なかかわり
や服薬管理が中心でした。症状が不安
定になればなるほど，患者さん個人と
チームとのかかわりに終始することが
多く，患者さんと家族，周囲の人々が
語り合う時間をつくってこられなかっ
たという反省があります。オープンダ
イアローグの中でめざしているよう
な，皆が安心して話せる場をつくりだ
すことができれば，「病気を治そう」
というよりも「今抱えている問題を皆
で解消していこう」という文脈も生ま
れやすいと思います。
斎藤　より治療的な役割が期待できる
ということでしょうか。
伊藤　はい。ファースト・エピソード
の方の寛解率は，比較的高いことが既
に言われていますね。オープンダイア
ローグは早期介入的であると同時に，
環境，つまり周囲の人々を巻き込むこ
とで，対話の中での家族の認識もかな
り変わるでしょう。環境と本人との関
係性に変化をもたらすので，家族心理
教育などと同様，効果は期待できるの
ではないかという感触は持っています。
　特に early psychosisの人にとっては，
コンタクト密度が高く，柔軟性のある
サービスを展開するアウトリーチ・
チームが動くこと，かかわりの中身自
体が安全保障感をもたらすこと，この
2つは重要です。病気というラベルを
貼られるわけでもなく，今まで語るこ
とのできなかった自分の希望などを語
れるようになる。そういう場では，本
に書かれているような予後もあり得る
だろうと思いました。
斎藤　日本でも入院患者さんが徐々に
減り，地域でのアウトリーチへの方向
にシフトする病院が増えていくことが
予想されます。
伊藤　今後，地域精神医療が本格的に
発達していく中で，オープンダイア
ローグのような治療の在り方が一つの
位置を占めるといいですね。コミュニ

ティーの中にあるクリニックやアウト
リーチ・チームでこそ，オープンダイ
アローグは実践可能であり，定着しや
すいのかもしれません。私はぜひ挑戦
してみたいです。
　ただ，導入を考えたときにどうして
も外せない要素となるのが，その地域
独自の治療文化です。治療技法を導入
しただけで何かが魔法のように変わる
わけではない。オープンダイアローグ
の下支えとなった地域精神医療の土壤
が，西ラップランド地方に育っていた
ことを忘れてはならないでしょう。 

黒木　フィンランドと日本では，精神
科医療の体制も随分と異なりますから
ね。医療制度や地域特有の文化や風土
など，治療の背景にあるものまでしっ
かりと見ていくことは重要です。
斎藤　ある種の治療文化として，オー
プンダイアローグが西ラップランドの
地域性に根差している可能性について
は，セイックラ教授たちも指摘してい
ます。現在，マサチューセッツ医科大
のマリー・オルソン教授が中心とな
り，オープンダイアローグのマニュア
ル化をめざす動きなどもありますが，
残念ながら西ラップランド以外の地域
からの実践報告はあまり出てきていま
せん。オープンダイアローグの普及の
ためには，技法としての普遍性を検証
するとともに，「リカバリー」を尊重
する治療文化を醸成する啓発活動も並
行して進める必要があります。

精神医学の原点へと
立ち返るきっかけに

斎藤　これらの課題も踏まえ，日本で
オープンダイアローグを展開するに
は，どのような方法が有効でしょうか。
黒木　コメディカルの方たちに権限を
持ってもらい，彼らを中心に運営して
いくことが一番現実的だと思います。
フィンランドの精神科医療では看護師
の権限が大きく，オープンダイアロー
グの導入を試みているイギリスでも
ソーシャルワーカーなどのコメディカ
ルに権限があります。
伊藤　トレーニングをどこで，どのよ
うに行うかもかなり重要になります
ね。本人と家族や周囲の人々，治療者
との関係性の中で物事が動くという視
点を獲得し，言葉が現実をつくるとい
うナラティブ的な発想でかかわれるよ

うになるためには，家族療法的なもの
の見方が自然にできるコメディカルが
育成される必要があるでしょう。
斎藤　現在，ケロプダス病院のスタッ
フを招いての研修コースの整備を進め
ています。オープンダイアローグに対
するコメディカルの方の関心は非常に
高く，好意的です。ただ，最終的に現
場に落とし込む段階では，精神科医が
首を縦に振らないと職場に導入される
ことはありません。従来の治療をやめ
ることが本当に患者さんの利益になる
のかという疑問や，自殺や犯罪が起こ
った場合に責任が取れるのかといった
不安から，導入に抵抗を覚える医師の
気持ちも理解はできるのですが……。
伊藤　診断に基づく医学教育を受けて
きた医師にとって，オープンダイア
ローグで展開されるような“目的のな
い会話”自体もストレスなのでしょう。
「何とか診断をつけなくては」という
気持ちが医師にはあるので，「答えを
出さない」という視点を持つことはパ
ラダイムシフトというか，コペルニク
ス的転回だと思います。
黒木　斎藤先生も本の中で書かれてい
たように，オープンダイアローグは精
神力動的な思想がベースにありますよ
ね。一般に，欧米の医学教育では基礎
教育の段階で，力動的な発達論や人間
関係を基本のモデルとして学ぶわけで
す。一方，日本では医学教育が精神力
動的な思想の影響をほとんど受けてい
ません。だからこそ抵抗を覚えるのか
もしれません。
　そもそもオープンダイアローグはア
ウトカムとか効率性とか，そうした数
値目標を意識した途端にうまくいかな
くなる可能性があるものです。詩人の
ジョン・キーツの言葉として，日本で
もよく紹介される，「negative capability

（不確実なものや未解決なものを受容
する能力）」が求められるのでしょう。
斎藤　まさにオープンダイアローグで
いうところの「不確実性への耐性」で
すね。医師にとっては大いなるパラド
ックスだと言えます。
　治療技法としての精神分析は衰退し
つつありますが，それを力動的な思想
と考えるなら，「言葉が治療のツール
になり得る」という発想自体が，アン
ナ・Oに始まる精神分析の歴史の中に
ある。ナラティブや認知行動療法もそ
の流れの中でできたものです。そこに

家族療法の中にあったシステム論的な
考えや，文学者バフチンのポリフォ
ニー論が加わって，オープンダイア
ローグの思想は構成されています。
　よく誤解されていますが，オープン
ダイアローグは薬物治療や入院を最小
限にとどめようという考えに基づいて
いるのであって，「反薬物治療」でも「反
精神医学」でもありません。“言葉”
と“関係”に着目するという点では，
むしろ精神医学の原点に立ち返るもの
と言ってもいいでしょう。この思想が，
現在の精神医療の流れを少しでも変え
るきっかけになることを願っています。
　本日はありがとうございました。（了）

註 1：ACT（Assertive Community Treat-
ment；包括型地域生活支援）は，重い精神
障害があっても地域の中で自分らしく生活で
きるよう，包括的な訪問型支援を提供するケ
アマネジメントモデルの一つ。1970年代初
頭に米国で生まれ，現在では多くの国に普及
している。日本では 2003年に千葉県市川市
で日本版 ACT（ACT-J）が開始された。
註 2：浦河べてるの家は，北海道浦河町にあ
る精神障害者のコミュニティー。「手を動か
すより口を動かせ」などのキャッチフレーズ
で知られ，精神医療に「語り」の文化を持ち
込んだと言われる。フィンランドでオープン
ダイアローグが始まったのと同じ 1984年に
設立された。
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がんと診断されたその瞬間から、患者は「がんサバイバー」になる

がんサバイバー 医学・心理・社会的アプローチでがん治療を結いなおす
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がんと診断された日を患者もその家族も忘
れることはない―「がんサバイバー」とは
がんを克服した人だけを指すのではない。
がんと診断された時から人はサバイバーと
なり、一生サバイバーであり続ける。診断・
治療時、再発監視時、完治後の各々に異な
るニーズとケアを理解し、可能な限り高い
質で生きていけるようサバイバーを支援す
るにはどうすればよいか。医療者が知って
おくべき医療・心理・社会的支援の知識を
解説。
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　「新しい体操着だから速く走れる
ね」。奇妙な理屈である。しかし，そ
の正しさを実証するかのような臨床試
験が報告されている。患者家族に対し
ても，早期から緩和的にかかわること
で，患者の生命予後が延長するという
結果が示されたのである。「体操着」
に代わり「患者家族に早くからかかわ
る」ことで，「速く走れる」ことに代
わって「患者の生命予後が改善される」
というわけだ。

「早期からの緩和ケア」の衝撃

　「診断時から緩和ケアの専門職が介
入することで，肺がん患者の生命予後
が 2.7か月延びた」。この結果が Temel

らによって発表されたのが，2010年
の米国臨床腫瘍学会だ。追って論文化
され，NEJM誌に掲載されている 1）。
あらかじめ計画されないまま予後の解
析がなされたことに批判はあるもの
の，抗がん薬治療を追加するわけでも
なく，緩和ケアを早期から行うだけで
寿命が延びるという意外さは，関連す
る学会にインパクトを与えた。
　しかし現場は困惑した。緩和ケアを
早期から始めるといって，何をすれば
よいのか？　診断時に痛みがあれば，
疼痛の治療を「緩和ケア」として行え
ばよいだろう。では，症状がなければ
挨拶するだけか？　そもそも，抗がん
薬治療を開始して良くなることの多い
診断早期の症状に，わざわざ緩和ケア
専門職が介入する意味はあるのか？　
心理・社会・霊的側面を視野に入れ，
終末が近付いた時期の複雑な身体症状
に対処するのが緩和ケアの真骨頂であ
るのだから。早期に介入するとして，
その人的リソースはどうやって確保す
るというのか？――など，臨床現場の
悩みは尽きない。
　早期に行う緩和ケアの何が有効に働
いて患者の生命予後が延長することに
なったのか，その明確な「要因」は明
らかにされていない。Temelらの研究
では，早期緩和群も通常治療群と同じ
だけ抗がん薬治療が行われていた 2）。
早期緩和群で緩和ケア専門職が行った
行為も詳細に検討されたが，家族を巻
き込んで患者の coping（註）を強化す
るケアが行われていたという事実のみ
が報告されている 3）。

浮かび上がってきた仮説は，
「家族に働き掛ける」ことの効果

　「早期からの緩和ケア」の有効性が

示唆されてから，5年経った本年 6月。
Bakitas ら の Educate, Nurture, Advice, 

Before Life Ends III（ENABLE III） 試
験の結果が公表された 4）。ここで示さ
れたのは，診断時から看護師ががん患
者の主たるケアの担い手を電話で援助
すると，3か月後から介入開始するの
と比較して，患者の 1年後生存割合が
15％上昇したとする，やはり患者の生
命予後を改善させたという結果であっ
た。
　上記 2つの研究に共通するのは，早
期から家族（主たるケアの担い手）へ
の介入が行われていること。そして，
必ずしも患者の身体症状の改善を主眼
にしているわけでない，ということだ。
これらから，「治療初期に家族に働き
掛けることで，患者の予後を改善する」
という仮説が，説得力を持って浮かび
上がってくる。

患者は，家族・友人との
関係性の中に生きている

　人はよほどのことがない限り医療機
関を訪れない。具合が悪くても，「休
んだほうがいいよ」などと身近な人に
勧められ，休養をとって回復する。落
ち込むことがあっても，友人や家族に
話を聞いてもらい，活力を取り戻す。
身近な家族・友人関係には，「癒やし／
癒やされる」機能があるのだ。
　がんに罹患すると，人は心理・社会
的な強い衝撃を受ける。告知されたと
きの衝撃は，「がんイコール死という
知識しかなかったので，頭の中は真っ
白になった」 5）と表現される。また，「自
分だけが『がん』という種類の人間に
分類されてしまったような孤独感を感
じ」 5）ることもよくある。がん患者は
告知の衝撃が治まらないうちに治療選
択を迫られ，孤独感に支配された状況
に陥り，それまでに培ってきた“人と
のつながり”で癒やされることが難し
くなると言える。
　その衝撃と話しづらさは家庭内にも
及ぶ。「家族にとって，一番大切であ
りながら一番コミュニケーションがで
きないテーマは『死』」 6）であるからだ。
そして同時に，“つながり”である家
族の構造そのものが変化してしまう。
医療費，病院への送り迎えなど，直接
医療に関係する負担が家族にかかる。
患者が家事・仕事ができなくなること
で，家族における役割も変わってくる。
こうした影響を受けて変化する構造
を，がん治療に沿うものにしていくの
は並大抵のことではない。

システム理論での介入を考える

　先述した仮説を演繹すると，患者を
含めた家族を全体としてとらえ，闘病
しやすい状況を家族と共に作り上げる
のが，早期からの緩和ケアになるだろ
う。家族を対象とし介入する臨床は，
プライマリ・ケアでの家庭医療（メデ
ィカル・ファミリーセラピー）や精神
科領域での家族療法（システムズアプ
ローチ）ですでに実践され，成果を挙
げている。これらは家族を「システム」
としてとらえ，行う臨床である。
　システムとは，かいつまんで言えば，
構成する要素がつながることによって
自律的に機能するものだ。無秩序以外
のもの全てがシステムであるとも表現
される。システムの全体像を認識する
ためには，個々がどのように考えて行
動するのかではなく，全体の機能が保
たれているのかどうか，構成要素がど
のようにつながっているのかに注目
し，評価していく必要がある。システ
ムとその機能を系統立てて説明するも
のが，システム理論に当たる。
　要素がつながって全体として機能す
るため，一部が変わるとシステム全体
に影響が及ぶ。また，システム全体の
機能が落ちるとき，その影響は構成要
素に及ぶ。こうした前提のもと，シス
テム理論による介入をしていく際は，
「家族の成員に何かが生じると家族全
体の構造が変化する」ことを念頭に置
くことになる。そして前述の通り，個
人がどう行動するのかではなく，どの
ようなつながりを持って全体として機
能しているかに注目する。
　例えば，通院に配偶者の付き添いが
欠かせなくなった患者がいるとしよ
う。患者は毎週の通院が必要で，ある
曜日だけは孫の面倒をみられない。そ
のため，共働きの子ども夫婦は毎週，
職場を早退して帰らなければならなく
なった。子ども夫婦はその環境変化に
耐えられるだろうか。また，忙しくな
った子ども夫婦を見て，患者夫婦は負
い目を感じるだろうか――。このよう
に考えを及ばせていくことになる。
　上記のケースのように「いつまで耐
えられるか」と具体的に議論するため
には，疾患に対する見通しが必要であ
るし，そのための話し合いは風通しが
よくないといけない。感情を受け止め，
いつかは悪くなる（そして死に至る）
ことを踏まえて話し合う必要があるか
らだ。それを実現するために医療者に
求められるのは，家族システムに入り

込むことだ。あたかも家族の一員であ
るがごとく，議論に参加する（“ジョ
イニング”）のである。
　なお，このような「私的な」議論を，
悪性腫瘍の診断後すぐに医療機関で行
うなど，患者側は想定してはいない。
ニードがないままに家族システムに入
り込むことになるため，早期からの緩
和ケアを行うに当たっては“洗練され
たジョイニング”が求められると言え
る。そこに難しさはあるものの，家族
システムの中で，死を連想させる言葉
にたじろがない姿勢を医療者が見せる
ことができれば，家族が過不足なく議
論することを支えられ，その結果，家
族システムの機能は取り戻される。家
族のつながりの中で患者は癒やされ，
それに伴い，生命予後が改善していく
と考えられる。

＊
　映画監督の黒澤明は撮影時に，衣装
どころか屋根瓦や薬箪笥の内側など，
カメラに映りもしない細部まで完璧に
しつらえたという。「新しい体操着を
買ってもらい，応援されて頑張れ，速
く走れる」。部分へのアプローチが，
全体に影響を与える……黒澤監督も運
動会の児童もそう考えたのかもしれな
い。少なくとも，Temelら，Bakitasら
の研究結果のエッセンスはそのあたり
にあるのだろうと考える。
　当然ながら，腫瘍だけでなく，あら
ゆる急性期疾患・慢性疾患が，家族機
能に影響を与える。備わっていた機能
を家族に取り戻させることががん患者
の生命予後を改善させるのであれば，
致死的な全ての疾患で家族を対象とし
た介入が有効だとも想定できよう。そ
れらを検証する臨床試験は待たれるわ
けだが，患者のアウトカム向上につな
がるのであれば，現時点からでも専門
医は，家庭医・家族療法家からその術
について教えを請うべきである。

註：コーピング。「対処」とも訳される。
ストレスや危機に対し適応しようと努力
するために利用する，意識的な考え・行
動のこと。
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家族システムと早期からの緩和ケア
“患者家族”への介入が，患者の生命予後延長に寄与する?
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　医療面接は卒前教育において身につけるべき項目として位置付けられており，若手
医師の中では医療者―患者間のコミュニケーションの重要性が認識されてきている。
しかし，その認識は抽象論やスローガンの域にとどまっており，実践には結びついて
いないことも多い。『戦略としての医療面接術』（医学書院）を執筆した児玉氏に，臨
床で使えるスキルとして医療面接術を学ぶことの重要性を聞いた。

――医療面接術に興味を持ったきっか
けを教えてください。
児玉　私が研修医だったとき，素晴ら
しい医療を提供しているにもかかわら
ず，コミュニケーションの問題で治療
の方針や内容を患者さんにうまく伝え
られていない上級医がいました。いく
ら医学的に高度な知識や技術を持って
いても，患者さんの理解が得られなけ
ればトラブルにつながります。研修医
のほうが患者さんと接する機会が多い
からこその気付きでしたが，研修医で
ある私から上級医に意見をすることも
できず，もったいなさともどかしさを
感じていました。そのころから，どう
すれば医療面接がうまくできるのかを
考えてきたんです。

経験を重ねるだけでは
医療面接はうまくならない

――医療面接は医師なら誰でも行うも
のです。経験を重ねれば自然とうまく
なるものではないのでしょうか。
児玉　私もかつてはそのように考えて
いました。しかし実際には，自ら意識
して医療面接を振り返り，学んでいか
なければなかなか改善されません。
　一見問題なく医療面接が終わった場
合でも，患者さんの中には不満がたま
り，後々のトラブルの原因になること
もあります。私自身，これまでの臨床
経験の中で，患者さんに医学的な方針
を理解してもらえなくてトラブルにな
りかけたり，言いたいことが十分に伝
わらず不満を持たれたりという事例を
何度も経験してきました。
――もし問題があれば，周囲から指摘
を受けませんか。
児玉　たとえ患者さんの不利益となる
ような医療面接をしている医師がいた
としても，他職種から医師に対しては
注意しにくいですし，トラブルが起き
ない限り医師同士でもなかなか指摘で
きません。研修医の間であれば上級医
に注意してもらえることもあるでしょ
う。しかし，上級医の側も限られた研
修期間内では知識や手技を教えるので
手一杯で，面接術にまでは手が回らな
いことが多いものです。
――OSCE導入以降，医療面接の能力
を評価されるようになりました。卒前
教育だけでは不十分なのでしょうか。
児玉　卒前教育に導入されたことで，
私が医学教育を受けたころと比べる

と，若い世代はコミュニケーションへ
の意識が高いことを感じます。医療面
接に興味を持っていたり，努力の必要
性に気付いていたりする段階で，「自
分は問題ない」と思っている医師より
もかなりリードしているのは確かで
す。それでも，研修医に医療面接の注
意点について尋ねると，「患者の立場に
立って愛護的にふるまう」「傾聴して
共感することが大切」という抽象論や
スローガンの域を出ないことが多い。
――臨床で使うには，もう一歩進んだ
学習が必要なのですね。
児玉　医療は，検査や治療だけでなく，
それを実行するための説明などのコミ
ュニケーションがあって成り立ちま
す。毎日行う医療面接は診療の基本と
も言えるのです。医学的知識や技術を
最大限に生かすためにも，トラブルを
回避するためにも，「臨床で使える」
面接術を身につけてほしいと思います。

モデルケースとともに
系統立って「型」を学ぼう

――では，どのように面接術を学べば
よいのでしょうか。
児玉　まずは医療面接の基本となる流
れ，「型」とも言える手順を身につけ
るとよいでしょう。欧米でも日本でも，
医療面接に関してさまざまな実験が行
われ，エビデンスと呼んでも遜色ない
研究結果が多数存在します。『戦略と
しての医療面接術』の中では，読者が
科学的に医療面接に臨むための一助と
なるよう，これらを積極的に取り入れ
ました。
――患者さんの背景やパーソナリティ
は多様です。誰にでも納得してもらえ
る方法などあるのでしょうか。
児玉　例えば外科手術でも，患者ごと
に解剖学的なバリエーションがありま
すが，それを織り込んだ上で共通の手
技・手順がありますよね。医療面接も
同じです。基本の「型」があれば，あ
る程度の個人差には対応できます。
　また，患者さんを共通した要素ごと
にパターン分けし，事前に対応策を考
えておくことも有効です。多様と言っ
ても，ほとんどの患者さんはわれわれ
と同じ文化的背景を持っていますし，
疾病は違っても心配事や不安は似通っ
た内容が多いものです。モデルケース
を把握しておけば，スムーズに対応で
きるようになります。

――医師側に大きな問題がなくてもト
ラブルになることはあると聞きます。
児玉　私は内科研修後，精神科に 6年
間勤務しました。その間，「意思疎通
がとれない患者さん」とのトラブル解
決の依頼が他科の医師から舞い込んで
くることがしばしばありましたが，紹
介されたケースの 7割は，患者―医師
間のコミュニケーションが原因でした。
――そういったことが起こるとき，具
体的にはどのようなシチュエーション
が想定されますか。
児玉　実際の面談を見てはいません
が，例えば，親身になって聴いている
ことを示すために使う「相手の言葉を
繰り返す」というスキルは広く知られ
ていますが，ただオウム返しするだけ
では軽くあしらっているような印象を
与えてしまうこともあります。真剣に
聞いていることをきちんと患者さんに
アピールするには，早口な医師の場合
は特に意識して，いつもより声のトー
ンを 1段階落として通常の口調よりも
ゆっくり話すほうがよいでしょう。
――スキルは「患者に伝わるように」
使わねば意味がないということですね。
児玉　臨床の実態に即したスキルを選
ぶことも重要です。例えば「オープン
クエスチョン」。患者さんの心情を引
き出すためには有効なスキルですが，
オープンクエスチョンばかりを使って
いては，医療面接が不必要に長引いた
り，必要な情報にたどり着けなかった
りという問題が生じます。クローズド
クエスチョンを併用しなければ，効率
的に，かつ短時間でより良い医療情報
は引き出せません。
　臨床で必要になるのは，クローズド
クエスチョンを多用した際，患者さん
がどのような不満を感じるか理解した
上で，できる限りそれを緩和させるス
キルなのです。書籍の中では，「前口
上先行法」「closed question分散法」「身
体診察並行法」を紹介しました。
　その他にも，一見すると問題はない
ようにみえる医療面接のモデルケース
を複数示し，どのように改善できるの
かを取り上げています。臨床で使える
スキルを身につけるには，象徴的なモ
デルケースとともに系統立って学ぶこ
とが近道です。

自分のコミュニケーションの
傾向を知り，対応策を考える

――スキル以外に各自で工夫できるこ
とはありますか。
児玉　自分のコミュニケーションの傾
向を知り，トラブルが起きやすい状況
を把握しておくことが大切です。
　私の場合，トラブルが起きた後に原

因を振り返ってみると，ある程度シチ
ュエーションが共通していることに気
付きました。一番多かったのは，自分
に余裕がないとき。医師は時間に追わ
れる職業です。患者さんと重要な話が
あるときでも，その後に予定が詰まっ
ていることは少なくありません。そう
いった場面で私は，無意識のうちに早
口になったり，説明を省略してしまっ
たり，つっけんどんな言い方になった
りしがちだったようです。
――事前にセルフモニタリングしてお
けば対策を取れますね。
児玉　私は対策として，時間の調節の
きく面談については次の予定まで余裕
を持つようにしたり，どうしても外せ
ない予定が入ってしまった場合は日を
改めたりするようにしました。
　問題が起きやすい状況は医師によっ
て違いますが，自分の傾向を自覚して
いれば，苦手なシチュエーションを避
けられないときでも，注意して行うこ
とができます。毎回気を付けて医療面
接を行えば徐々に苦手意識も克服され
ていくでしょう。
――最後に，面接術を学ぼうとする医
師へのメッセージをお願いします。
児玉　面接術を基に，こうすればより
よくなるのではないか，患者さんに喜
んでもらえるのではないかと日々工夫
して実践すれば医療面接はどんどんよ
くなります。
　モンスターペイシェントなどに毅然
と対応できるかどうかも，医療面接に
日頃からどれだけ注意を払えているか
が分岐点になります。医師にとって医
療面接は，知識・技術とともに両輪を
成すものです。臨床で使えるスキルを
身につけ，日々の診療に，より一層の
ゆとりや自信が持てるようになること
を期待しています。
――ありがとうございました。 （了）

児玉 知之氏（柏厚生総合病院内科）に聞く

““医療面接は，知識や技術とともに両輪を成すもの。医療面接は，知識や技術とともに両輪を成すもの。
　　　　臨床で使えるスキルを身につけてほしい　　　　臨床で使えるスキルを身につけてほしい””
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 英国G8サミット（2013）世界認知症諮問委員

　本書は，2015年 4月に開催された「世
界医学サミット（WHS）京都会合2015」
の概要，および，会長である福原俊一
氏が世界のトップリー
ダーに取材，インタビ
ューした内容，さらに
会議のトピックスをま
とめた一冊である。しかし，これは単
なる「学会の報告書」ではない。背景
に流れるのは，福原氏の理念，コア・
バリュー，彼の実践から生まれた「思
い」，そして日本の医療関係者へ伝え
たいメッセージである。
　この 10―20年で，医療を取り巻く
世界の状況は激変し，本書では，その
背景と課題がはっきりと示され，そこ
から「激変する世界，変われない日本」
の医療の中心的課題が見えてくる。そ
の意味で，本書は広く医療にかかわる
人々にとって，簡潔，明快，視野の広が
る，考えが変わる（私は，これを期待
しているのだが……）貴重な一冊であ
る。福原氏がたどってきたキャリアは，
日本の医学界，アカデミアでは「代表
的なキャリア」ではなかった。それが
彼の視点の根底にあるのではないか。
だからこそ多くの人たちに見えないも
のが，見えているのかもしれない。福
原氏が東京大学，京都大学で中心的課
題としてかかわってきた，臨床研究を
担う人材育成もここにあったのだろう。
　以下に「世界医学サミット京都会合
2015」が取り上げた主要なテーマを概
説する。
超高齢社会への挑戦
　日本は世界に先駆けて非常に速いス
ピードで超高齢社会に突入している。
高度専門医療を中心とした医療体制を
継続していけば，早くて 2025年には
破綻する。これは危機的状態と言って
よいのだが，実はこれは 21世紀の世
界的な大きな課題の一つでもある。日
本ではこの状況を「課題先進国」など
と言っている識者も多いが，その識者
たちは何をし，どんな政策を提言，導
入し，構築して，モデルとして世界に
示してきたのであろうか？
自然災害への対応と準備
　東日本大震災は，広い地域に甚大な

損害を与え，長期的な被害も継続して
いる。特に，健康被害は，急性期の被
害から慢性疾患の増加やメンタルヘル

スなど慢性期の被害に
移行している。私たち
は，この不幸な災害か
ら何を学ぶのか，学べ

るのか。未曽有の災害・事故は，日本
社会において責任あるエリートへの
「Wake Up Call」でもあったのだ。こ
れを契機に，従来なかなか成し遂げら
れなかった改革ができるのだろうか。
福島原発事故から何を学ぶのか，エネ
ルギー政策ばかりでなく，医療提供の
在り方，人材育成など，大きな変化が
見られているのだろうか？　この危機
を生かす機会として，本書にもいくつ
かの貴重なヒントが見られるだろう。
次世代リーダーシップの育成
　激変する社会のニーズに応えるため
には，医学アカデミアが新しい価値を
創造する必要がある。医学アカデミア
の潮流は，治療から予防へ，大学から
地域へと，パラダイムがシフトしてい
る。これを先取りし，医学アカデミア
を方向付ける新しいリーダーシップが
求められている。従来の自然科学だけ
に依拠した医学アカデミアから，基礎
医学，臨床医学，社会医学がバランス
良く協調するチーム型のリーダーシッ
プが求められている。そのためには新
しいリーダーとなる人材の育成も必須
である。活躍の場は国内に限らない。
世界を「場」にして活躍する人材をよ
り多く育てることは，日本にとって喫
緊の課題だ。
　わが国は，東日本大震災，福島原発
事故，超高齢化などを「外的なショッ
ク」と位置付け，近い将来の危機を見
通し，先駆けて対応する政策を計画し
実現する必要がある。医学アカデミア
には，わが国の医療システムの転換に
協力し，その政策の効果を科学的に評
価する社会的な責任がある。象牙の塔
にこもるのではなく，自然環境，社会
環境の大きな変化に対応し，将来の危
機を乗り切るレジリエンス「折れない
“力”」を持った医療システムの構築に
貢献する社会的責任がある。

「M　8 Alliance京都・福島声明」
　以上のトピックスに関する議論を経
て，健康と医学に関する国際的アカデ
ミアネットワークであるM　8 Alliance

のメンバー，京都大学，福島県立医科
大学が協力して「M　8 Alliance京都・
福島声明」 1）を作成し，世界に発信し
た。その要旨は以下の通りである。
・ 福島は，日本，そして世界の縮図で
ある。福島は，日本の中でも高齢化
が特に顕著であり，また震災以前よ
り医療資源が乏しい。このような危
機的状況は，日本および先進国の近
未来の縮図であると言える。
・ 持続可能なヘルスシステムが備える
べき 2つの要素に「対応する力（re-
sponsiveness）」と「折れない力（re-
silience）」がある。

・ 対応する力：自然災害，新興感染症
の発生など危機的状況にヘルスシス
テムが応える力
・ 折れない力：高齢化，疾病構造の変
化，経済状況の変化など，時間と共
に変化する課題に対してヘルスシス
テムが柔軟に応える力
　「世界医学サミット京都会合 2015」
は，世界の演者，パネリストと 600人
を超える参加者を迎え，大成功であっ
たことを付け加えたい。この会合と本
書が，多くの参加者の共感と，目覚め
へのきっかけになることを祈念してや
まない。

1）World Health Summit. M　8 Alliance京
都・福島声明（原文および日本語訳）．2015．
http://www.worldhealthsummit.org/

総合内科999の謎
清田 雅智，八重樫 牧人●編

A5変・頁654

定価：本体5,500円＋税　MEDSi

ISBN978-4-89592-821-2
評 者  須藤 博

 大船中央病院副院長・内科部長

　感染症，集中治療に続く「999の謎」
シリーズの第 3弾である。類書として
は「シークレット」シリーズがあるが，
本邦独自でそんな内容の本があったら
いいのにとひそかに思
っていた。そんな思い
で手にしたのが本書だ
ったが，期待をはるか
に超える内容であっ
た。本書の構成は，総
論である総合診療の章
から始まり，内分泌，
循環器，感染症，消化
器……と各専門内科の
エキスパートが考えた
設問がこれでもかと並
ぶ。各執筆者の微妙な
こだわりの違いが興味
深い。そしてこれらの
内科各論に続く，内科
コンサルト，健診，老
年医学，精神科の章が
非常に充実していることが本書の特徴
である。そもそも「総合内科」として
どこまで含むかということに関しては
異論があるかもしれない。その命題に
対しての，編者の先生方の考え（とい
うか総合内科医としての矜持のような
もの）が反映されているように評者は
感じる。通読して，これは『内科 999

の謎』としてもよいのではないかと思
う。なぜなら本来，内科は「総合的」
に決まっているのだから。そのような
気持ちをおそらく編者の清田雅智・八
重樫牧人両先生も込められているよう
に思うのは評者だけであろうか。
　設問はそれぞれ，A．誰もが知って
いなければならない質問，B．専門医
向け，C．トリビア的な内容の質問の 3

つにランク付けされている。もちろん
Aランクだけを拾い読みしていけば，
内科全般についての基本を押さえるこ
とができるのだが，評者は Cランク

の質問につい惹かれてしまう。カリウ
ムを英語では potassiumと呼ぶのはな
ぜか？　炭酸水素ナトリウムをなぜ
「重曹」と呼ぶのか？　思わず「へえ

～っ！」となるような
内容がてんこ盛りで本
当に飽きない。あらた
めて，内科という分野
の広さと深さを思い知
らされ「いやあ……やっ
ぱり内科は面白い！」
と何度も感じさせられ
た。さらに全ての設問
にきっちり付記された
参考文献が充実してい
る。執筆者・編者の先
生方の本書の質にかけ
る執念と，かかったで
あろう労力には本当に
頭が下がる。
　序文で編者の清田先
生はこう書かれてい

る。「この本に書かれている内容が普
通に理解できている医師であれば，立
派な総合内科医と名乗ってよいのでは
ないかとひそかに思っている。ぜひ，
将来を背負う若い医師には，この内容
を当然の知識として身につけていただ
くことを希望したい。そうすれば，日
本の総合内科は安泰であろう」（下線
は評者）。いやいや，これはなかなか
高いハードルである。本書の内容を全
てマスターしていれば，世界のどこに
行っても通用するレベルの内科医であ
る。それこそ「ドクターG」ならぬ内
科医の最終兵器「ドクターZ」かもし
れない。皆さんも楽しみながら，その
レベルをめざそうではありませんか。
こんな素晴らしい本を出してくれた編
者・執筆者の先生方にあらためて感
謝。内科を学ぶ全ての先生にお薦め，
この内容でこのお値段はバーゲン・プ
ライスである。

本書の内容をマスターすれば
立派な総合内科医と
名乗ってよい
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これからの地域医療を考える
礎としての情報が網羅

執筆陣の「日本の感染症
診療をよくしたい」思い，
心意気が伝わる

地域医療構想をどう策定するか
松田 晋哉●著

B5・頁120

定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02433-4

評 者  伏見 清秀
 東医歯大教授・医療政策情報学

　地域医療構想策定が 2015年度から
始まっている。本書は，その第一人者
である著者が，わが国の医療提供体制
の課題，改革の方向性
と理念，具体的な手法
と考え方を詳細に解説
した地域医療構想ガイ
ドブックである。この地域医療構想は
従来の医療計画と何が違うのか，どこ
まで実効性があるのか，私たちの地域
医療にどのように影響するのか，私た
ちはどのように対応したらよいのかな
ど多くの方が持つ疑問に対する丁寧な
回答が本書には記されている。
　特に本書の「第 III章 地域医療構想
の考え方」に収載されている「地域医

療構想策定のための模擬調整会議」は，
具体的事例に基づく検討が臨場感いっ
ぱいに記されていて，まさに調整会議

に陪席しているようで
ある。おそらく，全国
各地でこのような形で
地域医療構想の調整会

議が進められていくのだろうと期待さ
れる。
　この第 III章には，これ以外にも，
地域医療構想とガイドラインの理念と
背景，構想区域の考え方，地域医療構
想立案手順などが具体的に書かれてい
る。また，やや，センセーショナルに
報道されている地域別病床数の適正化
についても，もっと正確に情報を読み

市中感染症診療の考え方と進め方 第2集
IDATEN感染症セミナー実況中継
IDATENセミナーテキスト編集委員会●編

B5・頁364

定価：本体5,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02056-5

評 者  松村 正巳
 自治医大教授・地域医療学センター総合診療部門

　IDATEN（Infectious Disease Associa-
tion for Teaching and Education in Nip-
pon；日本感染症教育研究会）から『市
中感染症診療の考え方
と進め方 第 2集』が
出版された。「IDATEN

感染症セミナー実況中
継」と副題が付いてい
る。IDATENにより夏と冬に行われ，
受講希望者の多い感染症セミナーの
2013年サマーセミナーにおけるレク
チャーを基にした内容である。「系統
的に感染症を学ぶために受講したい」
と思いつつ未受講の身にとっては，朗
報である。
　プライマリ・ケア医の診療におい
て，感染症の占める範囲は広い。それ
故，市中感染症診療の知識と経験は極
めて重要である。本書は市中感染症診
療の課題に対し，良きアドバイスとな
るであろう項目立てとなっている。い
くつか挙げてみると，「小児の発熱へ
のアプローチ」「予防接種入門」「『風邪』
の診かた」「肺炎のマネジメント」「尿
路感染症のマネジメント」「PID・STI

のマネジメント」「非専門医のための
HIV感染症のマネジメント」となる。
われわれが日々遭遇する具体例の提示

の後に，おのおのへの
対応が記述され読みや
すい。
　今まで経験的に「こ
うであろう」と考えて

いたことも，理論的に説明され，ふに
落ちる。「『風邪』の診かた」は，“風
邪（急性上気道炎）の定義”，“「3症
状チェック」のコツと注意事項”など，
多くの方に読んでもらいたい内容であ
る。「PID・STIのマネジメント」での
“sexual historyのとり方”は，経験を
重ねた医師にも参考になる。もちろん
病院総合医にとっても感染症の良き指
南書である。
　本書の執筆陣が「自分の病院の，地
域の，ひいては日本の感染症診療をよ
くしたい」（「序」より）と思い執筆し
た心意気がよく伝わる書である。医学
生，若手医師，プライマリ・ケア医に
推薦したい。本書が感染症を患う人の
守護神
4 4 4

になることを願っている。

込み，冷静に対処していくべきことが
記されていて，関係者が地に足の着い
た丁寧な議論を進めるための礎となる
ような重要な情報のエッセンスとなっ
ている。
　その他の本書の構成として，第 I章
には，人口構造の高齢化に伴う疾病構
造の劇的な変化とその地域差が豊富な
図表とともに解説されている。資料編
にも人口の将来推計ツール（AJAPA）
が紹介されているので，読者それぞれ
の地域の実態を知ることができる。第
II章では従来の医療計画のレビューと
その課題がわかりやすくまとめられ，
今回の地域医療構想の違いと，それへ

の大きな期待が記されている。第 IV

章では，さらに幅広く地域包括ケアや
財政問題とのかかわりまで紹介されて
いて，広い視点からの問題のとらえ方
を知ることができる。
　本書は，このように，今まさに進行
している地域医療構想の全てをカバー
しているといっても過言ではないだろ
う。地域の医療と介護を担う医療機
関・介護事業関係者，地域医療構想策
定のかじ取りを期待される地域行政担
当者，現場で働く関係者，地域医療を
研究する専門家など多くの人々にとっ
て，これからの地域医療を考える上で
の必携の書と言えよう。

　第 1回 ALSO-Japan 年次集会が 9月 26―27日，
新井隆成会長（恵寿総合病院）のもと金沢都ホテ
ル（金沢市）にて開催された。
　ALSO（Advanced Life Support in Obstetrics／略
称：オルソー）とは，周産期救急に効果的に対処
できる知識や能力を発展・維持するための教育
コース。1990年代に米国で開発され，現在は米国
のほとんどの分娩施設において，分娩に携わる医
療プロバイダーの ALSO受講が義務付けられてい
る。また，ALS Oコースは世界的に普及活動が行わ
れており，日本では現在，NPO法人周生期医療支
援機構が ALSO-Japanとして運営している。
◆ ALSO導入施設の全国ネットワークを構築，
　さらなる連携の強化に向けて
　記念すべき第 1回年次集会のテーマは「ALSO

をいかに臨床に生かすか？」。シンポジウム「助産師が ALSOを受講する意味――助
産師の ALSO受講が実践をどう変えたのか」や特別講演 4題が企画されたほか，一般
演題は 52題が採択され，周産期医療に携わる多職種約 200人が一堂に会しての熱い
議論が交わされた。
 　学術集会長講演「ALSOをいかに臨床に生かすか――これまで，そして今後の戦略」
の冒頭では，ALSO受講者数の推移を新井氏が報告。2008年のコース導入以後，国
内の ALSOプロバイダーコース受講者数は 4497人（2015年 8月 1日時点）に達し，
産婦人科医，初期研修医，医学生，救急医，プライマリ・ケア医（内訳は順に 25％，
11％，8％，5％，4％）のほか，近年では助産師（41％）の受講が急増している。また，
医療安全の推進に成果を挙げてきたフレームワーク「チーム STEPPS」が 12年に導
入されたことにより，チームトレーニングに対する産婦人科医の認識が向上。多職種
から成る産科医療チーム体制の構築が進展したことを成果に挙げた。今後は，「全国
のお産を安全に守る」という使命のもとに，ALSO導入施設の全国ネットワークの構
築，病院や地域を超えた連携の強化などの戦略を実行していきたいと抱負を語った。
　特別講演「PCOG（Primary Care OB-GYN）の今後の活動について」では，日本プ
ライマリ・ケア連合学会 PCOGプロジェクト代表の伊藤雄二氏（地域医療振興協会
総合診療産婦人科養成センター）が登壇した。プライマリ・ケア医の産婦人科研修と
実践の普及を目的に，今年 4月より活動を開始した同プロジェクトの概要を説明。へ
き地・離島など地域のお産を守るために，ALSO-Japanや産婦人科施設との連携を図
るなど，今後の見通しを明らかにした。

「全国のお産を安全に守る」ために多職種が集結
第1回ALSO-Japan 年次集会開催

●新井隆成会長
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