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　EBM（Evidence Based Medicine） の 提 唱
（JAMA. 1992 ［PMID: 1404801］）から 20 年
以上が経過し，日本においてもその概念は広
く普及した。しかしながら，その実践が現場
に根付いたかと言えば，欧米と日本ではまだ
ギャップがあり，さらには国内の医療機関の
間でも温度差があるようだ。
　どうやったらわが国の忙しい臨床現場でEBM
を実践できるのだろうか？　また，EBMの
情報ソースに当たる上で留意すべき点はなん
だろうか？　「学ぶ」EBMから「使う」EBM
へ――。そのカベを打ち破るのはズバリ研修
医だ！

■［座談会］EBMを研修医の武器に（香坂
俊，大橋博樹，谷口俊文） 1 ― 3 面
■［連載］臨床倫理4分割カンファレンス 
 4 面
■［連載］診断推論キーワードからの攻略 
 5 面
■MEDICAL LIBRARY 6 ― 7 面

指導医の模倣からの脱却，
標準治療とのギャップの解消

香坂　まずお二人のバックグランドを
ご紹介ください。最初に大橋先生から
お願いいたします。EBMとの出会い
はいつごろでしたか。
大橋　武蔵野赤十字病院での初期研修
時代です。教育熱心な指導医のもとで
恵まれた研修環境でした。その一方，
経験豊かな指導医に教わった通りに診
療しているだけのような気もして，「こ
のままでいいのだろうか」という疑問
を持つようになったのですね。
　ちょうどそんなときに EBMをテー
マとした講習会の話を聞き，同じ病院
の一年後輩だった谷口先生と一緒に参
加したのがきっかけです。
谷口　私たちが研修医のころは EBM

という概念が日本に広まり始めたばか
りでしたね。その具体的な手法につい
ては，まだ普及していなかったように
記憶しています。
香坂　実際にそうした講習会を受講し
てみていかがでしたか。
大橋　講義内容は，臨床的疑問の定式
化，情報収集と批判的吟味，実際の患

者さんへの適用という EBMのステッ
プを，症例を通じて学ぶ形式でした。
想像していたほど敷居は高くなかった
というのが第一印象です。
　そして特に感銘を受けたのは，演者
の名郷直樹先生（現・武蔵国分寺公園
クリニック院長）の話でした。「この
論文に基づいて治療方針を変えるかど
うかは，患者さんの利益を第一に考え
て皆さん自身で決めてください」とい
った内容で，結論は出さないのですね。
指導医に教わった通りに診療していた
当時の私にとって，エビデンスに基づ
き自らが意思決定するという EBMは
とても魅力的なものでした。
香坂　一方の谷口先生はどのような動
機でその講習会を受講されたのですか。
谷口　EBMの手法自体に特別な関心
があったというよりは，標準治療が普
及していないことに対する問題意識の
ほうが強かったです。
　一例を挙げると，急性心房細動症例
の脳梗塞リスクを評価して抗凝固療法
の適応を検討することは，当時の日本
ではまだ徹底されていなかったように
思います。一方，論文や海外のマニュ
アルを読むと，抗凝固療法が既に推奨
されていました。そうしたギャップを

アに見いだすことができました。
香坂　谷口先生は米国での内科研修を
選択されたわけですが，どうでしたか。
谷口　あらゆる臨床実践において，エ
ビデンスに基づく標準治療がベースに
なっていました。指導医による回診に
おいては，標準治療の根拠となるエビ
デンスに基づいて議論が行われます。
そうやって，一つひとつの医療行為に
対して裏付けを取る姿勢が研修医のう
ちから身につくことがわかりました。
香坂　内科研修の後，感染症科フェ
ローに進み，本格的に臨床研究を行う
ようになりますよね。そこで EBMに
対する考え方は変わりましたか。
谷口　生物統計学の講義を受けたり，
実際に論文を執筆したりするようにな
って，論文の読み方が変わりました。
批判的吟味の奥深さを知ったとも言え
ます。
香坂　私が渡米したのは谷口先生の少
し前の 90年代後半でしたが，当時は
景気がよかったこともあって，大規模
RCT（Randomized Controlled Trial；ラ
ンダム化比較試験）のエビデンスがど
んどん出てきていました。そのころは，

座
談
会EBMを研修医の武器にEBMを研修医の武器に

知ることで，エビデンスに基づく標準
治療に対する認識が日本の医療に欠け
ていることを痛感し，自然と EBMに
行き着きました。
香坂　似たような経験があります。私
の専門の循環器に関して言えば，1990

年代後半ごろですが，慢性心不全や虚
血性心疾患に対するβ遮断薬投与など
も，日本と米国のアプローチが異なる
時期でした。そのときは研修医の立場
で海外のガイドラインを持ち出して
は，指導医になだめられたりしていま
したね。

一つひとつの医療行為に対し
ての裏付けを取る

香坂　初期研修後，大橋先生は総合診
療・家庭医療の道に進まれましたが，
そうした場での診療はいかがでしたか。
大橋　「common diseaseは誰でも治療
できる」という風潮があったせいか，
経験則に基づく誤った医療も含めて，
本当にバラエティがありました。そこ
で武器になったのが EBMです。風邪，
副鼻腔炎など，探せばいくらでもエビ
デンスが出てくる。EBMによって，
学問としての楽しみをプライマリ・ケ
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 座談会 EBMを研修医の武器に

（1面よりつづく）

言ってみれば，こうした RCTの結果
さえ知っていれば EBMになった時代
かと思います。　
　そしてその後，RCTの結果を臨床
に応用することに対する難しさが提示
されるようになった。谷口先生が渡米
したのは，そうやって「EBMの中興期」
に差し掛かった時期ではないでしょう
か。
谷口  そうですね。実際の臨床現場に
即した前向き研究を行っていこうとい
うことで，オバマ政権初年度（2009

年度）には CER（註 1）という分野に
膨大な予算が下りるようになりました。
大橋　CERは，エビデンス構築におい
て RCT以上の評価を得ているのです
か。
谷口　いえ，現時点では RCTがゴー
ルドスタンダードであることに変わり
はないです。専門家の間でも CERの
位置付けは明確ではありません。
香坂　確かにアウトカムにつながって
いるものはまだ少ないですね。
谷口　ただ，今後はこのたぐいの論文
が増えていくことは間違いないでしょ
う。ですから，論文の批判的吟味の方
法も，より進化していく必要がありま
す。

質の高い情報を日本語で発信
していく必要性

香坂　大橋先生は現在開業されていま
すが，日常診療で EBMをどのように
実践されていますか。
大橋　時間が限られているので，なる
べく労力をかけずにエビデンスを活用
することを心掛けています。日々の診
療における疑問については，まず Up-

ToDate®や Dynamedなどの二次媒体を
活用し，満足な答えが得られないとき
は PubMedで検索して原著論文に当た
るパターンが多いですね。
　ガイドラインも，幅広い診療範囲の
知識をアップデートするには有効な
ツールです。ただ，ガイドライン自体
の質が千差万別なので，裏付けとなる
エビデンスには注意しています。
香坂　開業医・勤務医を問わず，大橋
先生のように蓄積されたエビデンスを
重視されている医師もいれば，そこに
あまりウェイトを置かない医師もいら
っしゃいます。その是非はさておき，
こうしたスタンスの違いはどこから生
まれるのでしょうか。
大橋　知識をアップデートするための
情報源をよくよく聞いてみると，メー
カーさんから聞いた話やパンフレット
だったりする医師も多いのですね。彼
ら自身も，バイアスがあることは気付
いている。ただ，反論できるツールを
持ち得ていないのです。
香坂　誰だって臨床的疑問が生じる
し，最新の研究成果を知りたいという
気持ちを持っていますよね。ただ，そ
の手段として手っ取り早くメーカーさ
んに聞くのか，自分で文献を調べるの
か。その違いでしょうか。もし後者を
志すとなると，どういうやり方が日本
に合っているでしょうか。
大橋　文献を調べる上でネックとなる
のは，UpToDate®などは高額なことも
あって二次媒体へのアクセスが経済的
に難しいということ，そして英語の問
題です。
谷口　その場合は日本語の商業誌や書
籍に頼ることになりますね。ただ残念
なことに，質のばらつきを感じること
が多々あります。すべての医療者が原
著論文を批判的に吟味する必要はあり
ませんが，少なくともガイドラインの
作成にかかわったり商業誌に寄稿した

りする人は，そうい
ったトレーニングを
受けるべきではない
でしょうか。
香坂　日本では，病
気のメカニズムを詳
細に追ってきた方が
臨床のオーソリティ
となる場合が多いと
思います。しかし，
そのメカニズム解明
後の臨床応用に当た
って，データの批判

的吟味の部分がデッドスポットになっ
ているように感じます。メーカーさん
からの情報がそのギャップを埋めてい
るのかもしれませんが，そこには利益
相反が絡んでしまう。
大橋　商業誌においては執筆のトレー
ニングも必要でしょうね。執筆者のエ
キスパート・オピニオンなのか，根拠
となる論文があるのか，はっきりしな
いものも見受けられます。
谷口　批判的吟味ができる各領域のエ
キスパートが，質の高い二次媒体に通
じる情報を日本語で発信していく必要
がありますね。
香坂　その思いが谷口先生が帰国後，
書籍（『内科診療　ストロング・エビ
デンス』）を出版するに至った動機に
なったのでしょうか。
谷口　ええ，その思いは研修医時代か
ら，まったく変わっていません。現在
は日本で一般内科医として診療してい
ますが，エビデンスに基づく標準治療
が最も普及すべきである common dis-

easeにおいて，残念な実例を時々目に
しています。一般医や研修医が効率よ
く標準治療を学べる環境を整えなけれ
ばならないし，今回の書籍がその一助
になればと思っています。

EBM実践のカベを打ち破るの
は研修医！

香坂　EBMの実践においては，医学
生や研修医などへの教育がやはり重要
です。そうした時期に少なくとも統計
学の基本だけでも勉強しておいたほう
がよいと私は思っています。それに加
えて，論文の批判的吟味などはどの程
度まで学ぶ必要があるでしょうか。
谷口　医学生が形式的に EBMのステ
ップを学ぶのはよいことだと思いま
す。ただ，診ている患者数が少なく臨
床的疑問が出てこないうちは，それほ
ど身につかないのではないでしょうか。
香坂　なるほど。
谷口　医学生のうちは病態生理の勉強
をメインにして，研修医になると実際
に自分が責任を持って患者さんを診療
するので，その段階で本格的に EBM

教育を実施する必要があります。
香坂　ただそこで問題となるのは，
EBMのトレーニングを受けた医師が
国内には限られていることです。その
ため，施設によるバラつきがすごく大

きい。
大橋　さまざまな施設の医学生・研修
医を指導していてまさに痛感するとこ
ろです。教育に定評のある施設の研修
医であっても，メーカーさんのプレゼ
ンを鵜呑みにするような場面を少なか
らず見ています。
谷口　非常に難しい問題ですが，まず
は指導医に対する EBM教育は必要で
す。また，医学生や研修医に影響力の
ある人たちが彼らにメッセージを送り
続けることも，大切なのではないでし
ょうか。その世代が指導的立場になっ
たときに変わってくるはずです。
香坂　私は医学生や研修医に対して，
「EBMが若手医師にとっての強い武器
になる」とよく話しています。
　経験のない研修医がチームに貢献す
るには，2つしか方法がありません。
ひとつはフットワーク。ベッドサイド
に足を運び，患者さんの情報を収集す
ることです。そしてもうひとつが EBM。
新しい文献にアンテナを張って，上級
医の知識を補完する。この二つはどん
な研修医でもすぐにできることです。
大橋　谷口先生は，研修医のときにそ
れをやって，指導医によく怒られてい
ました（笑）。
谷口　「余計なことを言うな」と（笑）。
香坂　学生や研修医は「余計なこと」
を言う資格があるのです。もちろん，
中には的外れな論文を持ち出してくる
こともありますが，ずっと黙っていて
耳学問だけでローテーションが終わる
よりもはるかに応用力はつくはずです。
谷口　一つひとつの診療行為に対し
て，裏付けとなるエビデンスをディス
カッションできるような文化に変えて
いかなければいけないですね。
大橋　そうなると楽しい！
香坂　「お互いに喧嘩したくない」と
いう風潮を改めないと，EBMは根付
かないように思います。あとは，それ
をわかってくれる仲間をみつけること
ですね。
　私が日本で研修していたころは，ガ
イドラインなどで推奨されている標準
治療と自施設の診療が異なった場合，
年の近い仲間を集めて「次のプレゼン，
このサプライズ（論文）を仕込もう」
と相談していました。谷口先生が試み
ていたように論文を指導医に投げてみ
て駄目だった場合，ひとりだと帰宅し
て悶々とするだけです。でも同志がい
れば，そこで一人砕けても骨は誰かが
拾ってくれる（笑）。自分が間違って
いるときもひとりで悩むより客観的に
反省できるし，同志を募るのはお勧め
です。

病態生理学派と EBM派は
なぜ対立するのか

香坂　臨床医のファンダメンタルズ
（基礎）としては，病態生理学と EBM

が両輪となります。ただ，日本の場合
は病態生理学が非常に強くて，それが
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 論文を携えてベッドサイドへ出よう！ 座談会
EBMに対する抵抗感を助長している
ようにも感じます。若手の医師はそこ
から脱却しつつあるのでしょうか。
大橋　卒前教育では，病態生理学に基
づいた医療を学びます。そこで臨床疫
学や EBMの基本を学ばないうちに実
臨床に入ると，臨床研究のデータをみ
てもお手上げ状態になるのではないで
しょうか。
　例えば，有名な CAST study（註 2）
についても，「なぜそのような結果が
起きたのか，病態生理的に教えてほし
い」という病因論になってしまって，
そこで納得できないと前に進めなくな
る。もしかすると，研究デザインに欠
陥があると考えてしまうかもしれませ
ん。
香坂　そこに大きな問題が隠されてい
て，臨床現場でもよくぶち当たります。
臨床試験の結果を示した際，「なぜそ
うなったのか，説明がつくまではやり
方を変えない」という反論がけっこう
多いですね。
大橋　私もそういった対立の現場に立
ち会ったことがあります。「細菌性髄
膜炎が否定できないうちは抗菌薬を大
量投与する」という治療方針に対して，
エビデンスがないことを理由に反対し
て経過観察を選択する。結果的に，そ
の患者さんが急変したとします。そう
すると，「やはり抗菌薬を投与すべき
だった」と非難される。でも EBMを
重視する立場からすれば，確率論とし
てそういう結果が生じ得ると反論す
る。そうなると，まったく相いれない
対立が起きてしまうわけです。
谷口　「あえて治療しない」という選
択肢に対する恐怖感，逆に言えば「何
かやっておけば自分を守ることができ
る」という安心感でしょうか。
香坂　それが逆に医療者の首を絞めて
いますよね。例えば，安定狭心症に対
する PCIには生命予後改善効果がな
いというエビデンスがあります
（COURAGE Trial: N Engl J Med. 2007 

［PMID: 17387127］）。ただ落とし穴も
あって，2割くらいの方は PCIを施行
してもしなくても，どちらにせよ急性
心筋梗塞などのイベントを起こしてし
まいます。
　つまり，医療者がどんなに頑張って
も病気が快方に向かわないことはある
し，人は死に得る。医療は不完全なも
のであると謙虚に認めることが，

EBMを実践する上での第一歩だと思
うのです。

情報源のヒエラルキーを意識，
「浴びるように」論文を読む

香坂　論文の具体的な読み方について
は，研修医にアドバイスはありますか。
谷口　EBMのステップにおいては，
PICO（Patient／Intervention／Compari-

son／Outcome）の手順で臨床的疑問
を定式化することを学びます。これは
確かに大事なことですが，最初からこ
の手順どおりに PubMedなどで検索し
て批判的吟味を行うのは，時間がかか
りすぎて実践的ではありません。
EBMの情報源のヒエラルキー（図）
を意識しながら，批判的吟味の済んだ
二次媒体をうまく活用するとよいので
はないでしょうか。
大橋　確かに，初期研修レベルで出て
くる疑問のほとんどは，UpToDate®な
どの二次媒体に答えが書いてあります
ね。ただ一方で，二次媒体に載ってい
ないことは何もわからないような医師
になっても困ります。
谷口　医学生，初期研修医とタイミン
グを見計らって，臨床的な疑問が生じ
た場合に EBMのステップに基づいて
批判的吟味を行う練習はしておくべき
でしょうね。
香坂　OSCEもそうなのですが，日本
は「型」へのこだわりが強すぎるのか
もしれません。教える側からすると，
PICOから入ったほうが確かに教えや
すい。でも PICOで大事なのは Pと O

であって，4つ平等に定式化すると
RCTばかりになってしまいます。
大橋　EBMのステップは，自動車の
マニュアル免許のようなものですね。
実際にはみんなオートマ車に乗るけ
ど，免許はマニュアルで取って使える
ようにしておいたほうがいい。ただ，
その使い分けも最初は難しいので，
PubMedを使って原著に当たるべき疑
問かどうかは指導医が示唆を与える必
要があります。
香坂　「最初はあまり難しく考えすぎ
ずに，浴びるように論文を読む。よく
わからなくなったら PICOで整理して
みる」という考え方でもよいのではな
いでしょうか。
大橋　 「浴びるように読む」というの
は，私も大事だと思います。

谷口　ただ，読むべき論文が何なのか
も初学者にはわかりません。導入とし
ては，「標準的な治療を身につけるこ
と」を目標に，NEJM誌，Lancet誌，
Annals of Internal Medicine 誌 の In the 

Clinicシリーズなどのナラティブ・レ
ビュー（註 3）に目を通すところから
始めることをお勧めします。その上で，
レビューに掲載されている重要論文は
できるかぎり読むことです。
香坂　そうですね。私の初期研修医時
代は，ほとんど NEJM誌の断片しか
読んでいませんでした。それでも過去
10年分をさかのぼれば，主要な疾患
のレビューはだいたい網羅できるはず
です。
谷口　そして後期研修医の段階では，
一次媒体の批判的吟味を数多くこなす
ことが大事です。標準治療とその背景
となる研究の理解は当然として，専門
分野のエビデンスが確立していないト
ピックについても，論文の批判的吟味
による clinical decision makingを行え
るようになるのが目標となります。
大橋　後期研修医になれば，EBMの
限界も踏まえた上で，二次媒体やガイ
ドラインも批判的に吟味できるように
なりたいですね。
谷口　確かに，UpToDate®などはトピ
ックが増えたことで電子教科書のよう
な存在になって，批判的吟味の質が低
下していることは否めません。
大橋　あえてエビデンスに逆行した選
択をする際の考え方を指導するのもこ
の時期ですね。

＊
香坂　今日はお二人の EBMに対する
アプローチや根源的な思いを伺うこと

ができ，楽しい時間を過ごさせていた
だきました。今は，エビデンスがそれ
こそ“アタリマエ”のように存在し，
そしてそれが経験の浅い若手医師の味
方になってくれている。ある意味，非
常に“民主的な”医療が成り立つ時代
になったわけです。ぜひ，この座談会
を読まれた方々には，こうした EBM 

20年の成果を広く活用していただき
たいと思います。

註 1）CER（Comparative Effectiveness Re-

search）：疾病の予防・診断・治療や医療シ
ステム改善など，さまざまな方法の利害を比
較し，エビデンスを生成する研究手法。消費
者・臨床家・政策立案者らへの情報提供によ
って意思決定を支援して，個人や集団の健康
を改善することが目的である（Ann Intern 

Med. 2009 ［PMID: 19567618］）。EBM にお
いては RCTのエビデンスレベルが最も高い
とされるが，近年ではこのような臨床試験か
ら得られる結果を effi cacy（効能）と呼び，
臨床現場の effectiveness（効果）とは異なる
ことが指摘されている。実際の臨床現場に近
い状況で，治療などの医療介入における効果
を研究するのが CERの特徴。
註 2）CAST study（N Engl J Med. 1991

［PMID: 1900101］）：心筋梗塞回復期の心室
期外収縮が致死的になるため，抗不整脈薬の
予防投与による生命予後の改善が期待された
研究。プラセボ群と比較して，抗不整脈薬投
与群の不整脈は減少したが，予想に反して死
亡率は増加。以後の臨床実践や新薬開発に多
大な影響を与えた。「代用のアウトカム」（こ
の例では不整脈）と「真のアウトカム」（突
然死）を区別する重要性を示唆している。
註 3）ナラティブ・レビュー：EBMのプロ
セスに沿って行う「システマティック・レビ
ュー」，研究結果を統計解析により統合した
「メタアナリシス」以外の一般のレビュー。

Summaries
（サマリー）

ACP Smart Medicine （ACP）, Clinical Evidence 
（BMJ）, UpToDateⓇ , Dynamed

Synopses of Syntheses
（統合体のまとめ）

ACP Journal ClubⓇ（ACP）, Evidence-Based 
Medicine（BMJ）

Syntheses
（統合体）

Cochrane Library, ACP JournalWiseⓇ , 
EvidenceUpdates（BMJ）

Synopses of Studies
（研究のまとめ）

ACP JournalWise, EvidenceUpdates（BMJ），
Journal Watch（NEJM）

Studies
（各研究）

PubMed, Google Scholar

ACP：American College of Physicians, BMJ：British Medical Journal，NEJM：New 
England Journal of Medicine

●図  EBMの情報源の検索すべきヒエラルキー（『内科診療　スト
ロング・エビデンス』６頁より）



大徳先生モヤ先生

川口 篤也 勤医協中央病院
総合診療センター
副センター長

生活背景も考え方も異なる，さまざまな人ざまな人異なる， 人の
意向が交錯する臨床 ・家族・患者・家床現場。患 ・医
療者が足並みをそろ められず療を進めろろえて治療 ず
“なんとなくモヤモヤする”こともしばしばしばしばこともしモヤする”こヤする”こ
です。そんなとき役立つのがが役立つのが，，「臨床倫理倫理臨床 」」の
考え方。この連載では初期研修1年目の「モは初期
ヤ先生」，総合診療科の指導医「大徳先生」
とともに「臨床倫理 4分割法」というツール
を活用し，モヤモヤ解消のヒントを学びます。

がんの化学療法を
続けるべきか？

▶第2回
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　第 1回では初期研修医モヤ先生が，担
当の肺がん患者，Sさんに今後化学療法
を続けるべきか悩み，総合診療科の大徳
先生に相談。呼吸器病棟にて「臨床倫理
4分割法」を用いた多職種カンファレンス
を開催することを提案された。モヤ先生
は情報収集にまい進，いよいよカンファレ
ンス当日を迎えた。

①医学的適応

（司会）では，カンファレンスを
始めます。参加者の皆さんには，

持っている情報を事前に書き込んでもら
っています。
　まずはモヤ先生，Ｓさんの状況を説明
してください。

はい。Sさんは，今回 3コース目
の化学療法を目的に入院されてき

ました。本来なら 4コースまで同じレジ
メンの化学療法を続ける予定でしたが，
入院後のX線撮影で腫瘍の大きさはほと
んど変わっておらず，あまり効果が出て
いないと思われます。また，以前に比べ
て臥床がちで元気がない状態で，現在の
Performance Status（PS）も 3 まで
低下しています。

（呼吸器科指導医）PS低下の原因
は，一つには化学療法の嘔気，嘔

吐の副作用であまり食べられなかった期
間が長いこと，徐々に貧血が進行してい
ることが考えられますね。

（薬剤師）服薬指導のとき，何度も，
吐き気がおさまる薬はないかと聞

かれました。副作用は相当つらそうです。

さらに，両側副腎転移による副腎
不全も原因として示唆されます

が，これはステロイド投与によって改善
の可能性があるかもしれません。

（看護師）S さんもつらそうです
し，私は化学療法はもう続けるべ

きではないと思うんですけど。

でも，本人の希望もあるので……。

先生も，Sさんの表情を見てたら
わかるでしょう！
えーと，「医学的適応」で話し合
うのは客観的な「事実」にとどめ

てくださいね。（ポイント❶）
ポイント❶……「医学的適応」ではしば
しば治療の是非まで議論してしまいがち
になりますが，あくまで「事実」のみを
挙げていくように心掛けてください。な
お医師間では「医学的適応」について事
前にある程度話し合い，事実認識を共有
しておくとよいでしょう。
　また，カンファレンスをスムーズに進め
るポイントは，各々が持っている情報を共
有し，多職種で同じ方向を向いて話し合
うこと。誰かを責めるような発言は控え，
温かい雰囲気を保って積極的に意見を出
すことが重要です。

②患者の意向

S さんは「今まで仕事が忙しく
妻に苦労ばかりかけていた。今年

やっと少し楽な部署に移れた矢先，こん
なことになってしまった」という思いが
強いみたいです。

奥さんに対して申し訳ないと思う
気持ちがあるのかな。ほかに，S

さんの意向を聞いている人はいますか？
「俺が頑張っている姿を見せない
と，妻が希望を失ってしまうから，

つらい治療にも耐える」とおっしゃって
ました。（ポイント❷）

（もしかしたら Sさんは，「奥さ
んに闘っている姿勢を見せたい」

とか「何もしないでいると奥さんが耐え
られないのではないか」という思いから，
治療を望んでいるのかも……）
ポイント❷……特に日ごろ患者と接する時
間の多い看護師から，患者の隠れた本音

が聞けることもあります。

③周囲の状況

治療を続けるに当たって，費用が
重荷になっていたり，ということ

はないんですよね。（ポイント❸）
（MSW）その点は入院時に確認
していて，心配なさそうです。
Sさんの奥さんは，治療の話を
されるとき，どんな感じでした？
涙ながらに「自分からやめようと
は言えない」と話していました。
（奥さんも，絶対に治療を続けて
ほしいわけじゃないのか）

ポイント❸……経済的に困っていて治療を
拒否する人もいるため「周囲の状況」で，
患者の経済面について考慮することを忘
れないようにしましょう。

④QOL

では残りの数か月，最期までSさ
んにQOLを保って過ごしてもら

うには，どうすればよいでしょう。
PS 3 であれば，基本的に化学療
法の適応はありませんし，現在の

化学療法のレジメンも副作用が強く出て
います。副腎不全に対するステロイド投
与で，PSが改善してレジメンを変更し
ても，セカンドラインの化学療法への期
待は薄く，副作用で再度 PSが落ちる可
能性がありますね。

（治療を続けると，奥さんの“元
気なうちに一緒に過ごしたい”と

いう希望をかなえられないみたい。どう
したら……）まずはステロイドで PSを
改善させて，ご夫婦がともに希望されて
いるお墓参りに行ってもらうというのは
どうでしょうか……？

そこに目標を置くというのは，い
いアイディアですね！
（看護主任）その後の治療方針に
ついて，Sさんの本音が聞ける場

も作れるといいですね。
そうですね。その結果によっては
化学療法をせず，残された時間を

家でゆっくり過ごすことが，Sさんと奥
さん双方のQOL向上につながるかもし

れません（ポイント❹）。
ポイント❹……患者本人はもちろん，奥さ
んや周囲の人のQOLを保ち，残された
時間を充実したものにするには？　という
視点で考えてみましょう。

Next Step

では，ステロイドは早急に使用し
て，倦怠感・食欲不振の改善に努

めます。その上で本人，妻，母親に，現
在の病状と今後予想されることを正確に
説明する場を設けます。

看護師も同席し，今後の療養の仕
方について，心残りのないようサ

ポートしたいと思います。
本人やご家族も僕のようにいろい
ろ迷うと思うのですが，まずはお

墓参りを勧めてみたいと思います！
時間をかけ，本音で今後の方針を
相談できるよう，日程の調整をよ

ろしくお願いします。

　話し合いを経て，Sさんの QOL向
上のために「本人，家族に正確に病状を
把握してもらい，場合によっては化学療
法をしない可能性も考慮する」「本人と
奥さんが希望する“お墓参り”ができる
よう PSを改善させる」という結論に
至りました。そのための「Next Step」
として①ステロイドの使用，②Sさん，
奥さん，Sさんの母親と今後の方針を相
談する場を設けること，が決まりまし
た。モヤ先生のモヤモヤも晴れ，治療
方針に疑問を抱いていた看護師とも，
同じ方向を向くことができたようです。

モヤ先生のつぶやき
家族がお互いを思いやるあまり，
本音を言えないこともあるん
だ。悔しいけど，あの看護師さ

んが本人と奥さんの本音を聞き出してい
たから，やっぱり多職種でかかわるのが大
事なんだな……。

　一つ大切なことに気付いたモヤ先生
ですが，次回は“胃ろう”について，
新たなモヤモヤに直面します。

～カンファレンスの前に～
・ホワイトボードなどを4つに区切り，情報や意見を書き込む場所を作る
・あらかじめ参加者各自が手持ちの情報を書き込んでおき，時間を節約！

モヤ
モヤ

Q
：モヤ先生　 ：大徳先生（司会）　

：呼吸器科指導医　 ：看護主任　 ：看護師　

：薬剤師　 ：MSW

カンファレンス
参加者

①医学的適応　善行と無危害の原則
＃1 非小細胞肺癌（扁平上皮癌）stageIV　カルボプラチン（CBDCA） ＋ゲ
ムシタビン（GEM）2コース終了…SD（stable disease）
＃2 多発骨転移（L2，L3椎体）…神経症状なし，痛みはNSAIDｓでコントロール
＃3 両側副腎転移
＃4 副腎不全疑い
＃5 PS1 →３に低下…「身の回りのことはできるが軽労働はできず，日中の
50％以上は就床している」状態
予後 数か月…診断時点で骨転移も認め，2コースの化学療法もあまり効果をあ
げていない

Next Step

②患者の意向　自律性尊重の原則　
・「病気に負けるわけにはいかない。今まで苦労を掛けた妻のため頑張りたい」
・「頑張っている姿を見せないと，妻が希望を失ってしまう。だからつらい治療
に耐える」
・「死んだ父親の墓参りに行きたい」

カンフ レンスの前に

③周囲の状況　忠実義務と公正の原則
・妻と2人暮らしで，子どもはいない。
・父親は昨年他界。母親（80歳代）は市内在住で「息子の苦しむ姿を見てい
るのはつらいが，治療方針は夫婦に任せる」とのこと。妹は遠い県に住んでいる。
・妻は「治らないのであればつらい思いはしてほしくない。ただし，本人が化
学療法をすることで気持ちを保っているので自分からやめようとは言えない。
元気なうちに家でゆっくり過ごしたい」とのこと。

肺がん患者Sさん（55歳・男性）に
化学療法を継続するか？

④QOL　善行と無危害と自律性尊重の原則
①②③を踏まえ，患者のQOLを最大限向上させるには？

④の実現のため，“誰が”“いつまでに”“何を”するか？
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　診断が非常に難しいケースだ。これ
まで普通に働いていた 30歳の男性が，
2週間前の頭痛をきっかけに精神症状
まで起こしているという。一体，原因
は何なのだろうか？
　患者の様子を見ると精神疾患を疑い
たくなる。しかし，器質的疾患が精神
症状の原因となるケースも少なくな
い。亜急性に意識レベルの変動が見ら
れる場合は，まずは器質的疾患の除外
が大切である。なかでも，完全に意識
を正常化することのできる治療可能な
認知症の除外が重要になる。この時点
では，「治療可能な認知症」というキー
ワードから表 1の疾患を想起したい。
　では，キーワードから展開した疾患
の可能性を考えてみよう。表 1の①―
⑦については，冒頭に記載した検査所
見から否定的だろう。⑧のうつ病の除
外には 2質問法（１か月以上続く，抑
うつ気分と興味の喪失の確認）を行い，
⑨⑩の除外には性活動歴やアルコー
ル，違法薬剤使用歴についてたずねる。
なお，この患者では家族の話から⑧⑨
⑩の可能性は低いと考えられた。⑪を

含めた脳炎・髄膜炎の除外のために
は，ルンバール（腰椎穿刺）や頭部
MRIを繰り返すことが重要である。
　また，現病歴で確認した，2週間前
にあったという「突然のひどい頭痛」
の発症様式についてはしっかりと確認
しておきたい。「１分以内に最強となる
頭痛（雷鳴様頭痛）」ととらえれば，表
2の疾患を想起しなければならないだ
ろう。
　ここまでで想起した鑑別診断名は多
い。ここから本症例の診断を絞ってい
くためには，神経学的異常所見に目を
向ける必要がありそうだ。麻痺，視野
異常，眼球運動障害，構音障害，嚥下
障害，頭蓋内圧の亢進を示唆する身体
所見はあるのだろうか。このあたりを
確認したい。

最終診断と＋αの学び

　本症例は両眼の外転障害を認めた
が，他の神経学的検査では異常を認め
なかった。また，眼底にうっ血乳頭が
みられた。さらに緊急脳波検査にて徐
波を認め，器質的疾患が疑われた。
　うっ血乳頭と外転障害から頭部内圧
の上昇が考えられたことから，脳静脈

Take Home Messageキーワードの発見
▶▶キーワードからの展開

表1　「治療可能な認知症」から導くべき鑑別診断リスト
①ビタミンB 1 欠乏症…… Wernicke 脳症の 3徴は「錯乱」「運動失調」「眼筋麻痺」だが，ほ

とんどは軽い精神状態の変化だけが認められる
②ビタミンB 12 欠乏症……貧血を伴わないことがある
③甲状腺機能低下症……症状だけではわからないことも多い。疑ったらTSHを調べる
④慢性硬膜下血腫……転倒の可能性がある高齢男性に多い
⑤正常圧水頭症……「歩行障害」「尿失禁」「認知症」が3徴
⑥肝性脳症
⑦腎不全
⑧うつ病…… 他人に指摘される記憶力低下は認知症を，患者が自ら記憶力低下を訴える場合はう

つ病が示唆される
⑨神経梅毒……初感染から数十年経過して症状が出ることがある
⑩アルコール /薬物依存症
⑪ヘルペス脳炎…………救命のためには早期診断と治療が重要
⑫高齢者てんかん…… 側頭葉てんかんでは，数日間ボーっとして認知症が進行したように見えるこ

とがある。少量の抗けいれん薬投与が有効

表2　「1分以内に最強となる頭痛（雷鳴様頭痛）」から導くべき鑑別診断リスト
①くも膜下出血……緊急度が高いため最重要
②内頸／椎骨動脈解離
③下垂体卒中……下垂体腫瘍内の出血により急激な視力障害，副腎不全を起こす
④脳静脈洞血栓症
⑤可逆性脳血管攣縮症侯群（RCVS）…… 多数の脳動脈に可逆性の攣縮が起こる。妊娠や薬剤

が原因となる
⑥可逆性後白質脳症症侯群（PRES）…… 後頭葉白質に可逆性の病変を起こす。高血圧，腎障害，

子癇，薬剤が原因となる

・亜急性に進行する精神症状では，ま
　ずは「器質的疾患の除外」から
・突然発症のひどい頭痛の原因に，脳
　静脈洞血栓症も（まれに！）あるこ
　とを覚えておこう

洞血栓症を疑い，頭部MRIをもう一
度見直した。すると，左錐体骨洞炎と
左横静脈洞―上矢状静脈洞の血栓症を
発見。つまり，本症例は，脳静脈洞血
栓症によって，精神症状（異常行動）
を起こしていたのだ！　左錐体骨洞の
炎症が静脈血栓を引き起こしたと考え
られよう。
　なお，脳浮腫改善のためにグリセ
オール ®を投与し，ヘパリンによる抗
凝固療法を開始すると，急速に精神状
態は改善した。
［最終診断］
脳静脈洞血栓症
◆頻度は低いが，知ってはおきたい
　脳静脈洞血栓症の特徴を表 3に示
す。出合う機会は多くないかもしれな
いが，診断が難しいため見逃される可
能性も高い。救急の現場にはこうした
患者が確実に存在することを再認識す
る，学び深い症例だ。

表 3　脳静脈洞血栓症 1）

【好発年齢】50歳以下に多い
【病変部位】横静脈洞と上矢状静脈洞の血栓が最も多い 2）

【症状】血栓の部位と進行速度による
・頭痛（90％）……多くは数日かけて徐々に進行（時に雷鳴様頭痛）
・複視，ぼやけて見える……「頭痛＋複視」or「頭痛＋乳頭浮腫」なら脳静脈洞血栓症を疑う
・意識障害（昏迷，行動異常，昏睡）
・けいれん (40％ )
・ 片麻痺……両側S状静脈洞病変では不全対麻痺，脳深部静脈血栓では両側視床が障害され，
麻痺を伴わない意識レベルの変動が起こる
・発熱
・嘔気 /嘔吐
【危険因子】感染症（中耳炎，副鼻腔炎），凝固異常，外傷，手術，妊娠，ピル，SLE
【診断】
・造影CT……empty delta sign；矢状静脈洞後方部に生じた血栓の周囲が高吸収域を示す
・頭部MRI……脳浮腫，脳出血，脳梗塞，静脈洞内の血栓
・確定診断には，CT静脈造影 (CTV)，磁気共鳴静脈造影 (MRV) が必要なことがある
【治療】抗凝固薬（ヘパリン，ワルファリン），抗菌薬（感染がある場合）

●参考文献
1）Cerebral venous thrombosis（CVT）. DynaMed
http://www.ebsco.co.jp/medical/dynamed/
⇒ 脳静脈洞血栓症に関する情報。DynaMedでは代
表的な疾患について重要点が箇条書きとなってい
る。短時間で最新の知見を得るときに重宝する。
2）Saposnik G, et al．American Heart Associa-
tion Stroke Council and the Council on Epidemi-
ology and Prevention. Diagnosis and manage-
ment of cerebral venous thrombosis: a statement 
for healthcare professionals from the American 
Heart Association/American Stroke Association. 
Stroke. 2011；42（4）：1158-92．
⇒ 脳静脈洞血栓症の診断と治療について，多数の論
文から導かれるエビデンスをまとめている。

……………｛可能性の高い鑑別診断は何だろうか？｝……………

広く，奥深い診断推論の世界。
臨床現場で光る「キーワード」を
活かすことができるか，否か。
それが診断における分かれ道。

診 推断 論 キーワードからの攻略
第2回……落ち着きがない男

症例
30歳，男性。頭痛を主訴に，家族に連れられ
walk in で救急室を受診。患者は両眼奥の痛み
と嘔気を訴えており，目の焦点が定まらず，落ち

着きなく待合室を歩き回っている。
　家族からの聞き取りによれば，これまで普通に働いてい
たが，2週間前に突然発症のひどい頭痛があり，救急病院
を受診。9日前から昨日まで，都内の病院で入院し精査

を受けた。頭部CT/MRI，髄液検査を受けたが，「髄液
圧が高い」と言われた以外に異常はなかった。その後，
次第に歩けなくなり，よだれを垂らして暴言を吐くことが
あった。5日前からは言葉も出にくくなったという。
　頭痛が継続し，上記の病院にて精神科の受診を勧めら
れたため，東京から実家（名古屋）に戻ってきた。頭痛
がひどくなり救急室を受診した。

【既往歴】気管支喘息，アトピー性皮膚炎
【来院時バイタルサイン】体温36.7℃，血圧126/86　mmHg，
心拍数86回 /分，呼吸数10回 /分
【その他】意識：JCS 1―2（名前は言えるが失見当識，
傾眠傾向あり），身体所見：大きな異常なし
【検査所見】肝機能・腎機能・甲状腺機能・血清ビタミン
B 1/B 12・頭部CT/MRI：異常なし

山中 克郎
藤田保健衛生大学 救急総合内科教授
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エビデンスが明確で
わかりやすい診療マニュアル

はじめの一歩を踏み出すための
勇気を与えてくれる本

糖尿病診療のあらゆる場面が
網羅された良書

書 評 ・ 新 刊 案 内

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆
中村 好一●著

A5・頁240
定価：本体2,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01797-8

評 者  渡辺 晃紀
 栃木県県北健康福祉センター・地域保健部長補佐

　保健医療では地域保健という分野が
ある。全国の地方自治体に勤務する保
健師 3万 2124人（常勤，2012年）を
はじめ，多くの職種が
携わり，地域住民の疾
病予防や健康増進のた
めと称し，啓発，教育，
健診など日々介入の努力をしている。
ところが実際に地域保健活動に取り掛
かると，エビデンスや効率などが重視
される昨今，「うちの地域でもこの方
法で良いのか」とか「この点を明らか
にしないと次の施策に進めない」など，
たちまち疑問や課題に包まれ，評者も
含め従事者の悩みは尽きない。
　「この地域や集団の実態をまとめた
い，自分でもエビデンスを作りたい，
そして保健活動を進めたい」と考えて
いる人は多いと思う。この本は，その
ような人が調査や研究の成果を「世に
出す」はじめの一歩を踏み出すための
勇気を与えてくれる本である。調査や
研究を「まとめたい」「発表してみたい」
と思っている人，あるいは「発表する
ことになってしまった！」という人は，
ポスターやスライド，論文の該当する
章から読み進めれば，すぐに実践的な
アドバイスが得られるだろう。
　またこの本には，系統立てて聞く機

会が少なく，何となく済ませてしまっ
ているが実は重要なことも数多く書か
れている。例として，「そもそも研究

や発表とは」（1，4，
10，22章），「まず日
本語から」（2章），「申
し込みの段階から既に

始まっている」（5，19章），「発表本
番でしくじらないために」（8，9章），
「論文投稿後も抜かりなく」（20，21章）
など。本書は実用書として使ってもよ
いし，折に触れて通して読んでみると
襟を正す思いがするであろう。調査や
発表の意義（22章）については励ま
される思いで読むことができる。これ
らのほか，これは著者と接する者だけ
が味わえる思いなのだが，言文一致ぶ
りが素晴しい。まるで教室，教授室，
講演会場，移動の車内，酒の席などあ
らゆる場で聞こえる著者の声がそのま
ま活字になっている。例を挙げれば，
著者が「広辞苑にこう書いてある」と
言って相手を黙らせようとしている場
面（2章）を，私は何度か目撃したこ
とがある。
　こうした実用的な，教育愛あふれる
内容は，一朝一夕にまとめられるもの
ではない。著者の勤務先がある栃木県
では，地域で保健活動に取り組むグ

糖尿病外来診療　困ったときの“次の一手”
𠮷岡 成人●著

B5・頁176
定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01857-9

評 者  赤井 裕輝
 東北労災病院副院長／糖尿病代謝センター長

　𠮷岡成人先生は日本糖尿病学会誌
「糖尿病」編集長，医学書院専門誌「糖
尿病診療マスター」編集委員などの仕
事を常時こなされる多
忙な先生である。加え
て今春札幌市で開催さ
れる日本糖尿病学会主
催の postgraduate course「第 48回糖尿
病学の進歩」世話人として準備に当た
っておられる。このように最も忙しい
糖尿病専門医であるが，日々実によく
勉強しておられる。まさにスマートに
仕事をこなす達人であり，出張先でも
ジョギングを欠かさない。だから𠮷岡
先生は当代きっての臨床糖尿病学の論
客なのである。その理詰めな考え方，
アプローチ法は「糖尿病診療マスター」
誌の毎回の編集会議で評者はよく知っ
ている。
　その𠮷岡先生が北大病院，NTT東
日本札幌病院で，かかりつけ医や院内
他科から紹介された症例を一例一例大
事にして，最も新しい考え方で診断す
るとどうなるのか，そのプロセスが示
され，その診断に基づく治療の流れを，
他科のドクターにもわかるように書か
れた記録をまとめたのが本書である。

内科医にとってはまたとない懇切丁寧
な実習書となるであろう。
　さて目次を見てみよう。第一線の臨

床医が遭遇する糖尿病
診療のあらゆる場面が
網羅されている。本書
はどこから読んでも構

わないし面白い。その患者の背景が，
𠮷岡先生の驚くべき知識量に裏打ちさ
れた洞察力で分析され，奥深い考察と
なってまとめられている。ありきたり
の症例のように見えても，一例読む度
にそうだったのか，読んでよかった，
儲け儲けとなるのである。私はコラム
にこそ𠮷岡先生らしさが出ているなと
思った。イングリッド・バーグマン主
演の映画「カサブランカ」のセリフ「A 

lot of water under the bridge.」は鴨長明
の「ゆく川のながれは絶えずして，し
かももとの水にあらず。……世の中に
ある人とすみかと，またかくの如し」
とまさに同じ表現であると喝破してお
られる。西洋にも無常の表現があると
は……！　医学書としてはまれな味わ
い深い余韻に浸ることができる素晴ら
しい良書である。

↗

がん診療レジデントマニュアル
第6版
国立がん研究センター内科レジデント●編

B6変型・頁528
定価：本体4,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01842-5

評 者  小松 嘉人
 北大病院診療教授・化学療法部長・
 腫瘍センター副センター長

　このたび，『がん診療レジデントマ
ニュアル 第 6版』に対する書評を書
くようにご依頼をいただいた。おそら
く，私は実はがん診療レジデントマニ
ュアルの第 1版の著者
の一人であるので，先
輩として後輩たちの作
った第 6版を厳しく評
価せよ（笑）というこ
とであろうと思われる
ので，お引き受けした。
　世の中には，たくさ
んのがんの本が出版さ
れ，どれを選んで良い
のか，迷う先生方も多
いのではないだろう
か？　最近は随分減っ
てきたが，私がマニュ
アル作りに携わったこ
ろには，がんのテキス
ト本でも，著者の私見
ばかりで，しっかりとしたエビデンス
の記載のないものがたくさんあった。
やはり記載された文書には，その考え，
解説に至ったエビデンスの出典がしっ
かり記載されたテキスト本を選ぶべき
である。そういう点から，本書を読む
と，まさにその通りで事細かに，適切
なエビデンスが選ばれており，著者の
記載が適切であることが保証されてい
るわけである。われわれが，抗がん剤
という毒性の強い薬を患者に用いると
きに，EBMの裏付けのない治療を施
行することは絶対に避けねばならない
が，本書を選択すればその心配はほぼ
ないものと思われる。しかも，そのエ
ビデンスも重要度が★によってわかり
やすく格付けがなされ，その推奨度が
一目でわかるようになっている。
　さらに本書は，治療のみならず，疫
学から必要な検査，病理所見から治療

成績の結果，実際の投与量までが，簡
潔明瞭にまとめられている。したがっ
て，がん診療を始められたばかりの研
修医やレジデントの先生は，これを一

冊持ち歩くだけで，患
者に必要な検査のオー
ダーから，確定診断を
し，治療方針を立て，
必要な化学療法を選択
することが可能とな
り，大変有意義な書で
あると思われる。また，
それだけの重要なEBM

が記載してある割に
は，レジデントが中心
にまとめているため
に，難解な事項をわか
りやすく，かみ砕いて
平易な文書で記載して
あり，医師のみならず，
看護師や薬剤師などの

medical staffや，学生にでもわかりや
すい本となっている。またほとんどの
各種がんを網羅しており，さまざまな
がん腫を診なくてはいけない腫瘍内科
にとって大変有用であり，セカンドオ
ピニオンをするときに，自身の専門外
の腫瘍のエビデンスの確認用としても
最適な本であることは間違いない。指
導医クラスの医師にとっても，日々忙
しく，なかなか新しい論文を読めない
ような方には，エビデンスブックとし
て利用いただくのもよろしいかと思わ
れる。
　OBであるがゆえに辛辣な批評をせね
ばならないところであろうが，残念な
がら文句のつけ所はあまりない。願わ
くば，学生や貧乏なレジデントのため
に価格が下がれば言うことはないので
はと思われるが，まさにがんと戦うす
べての仲間のための必携の書といえる。
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本屋大賞第一位に当たる
医学版の解剖図譜事典

エビデンス・プラクティス・
ギャップへの果敢な挑戦状

図解 解剖学事典
第3版
Heinz Feneis ●原著
山田 英智●監訳
石川 春律，廣澤 一成，坂井 建雄●訳

A5・頁608
定価：本体3,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-00006-2

評 者  河田 光博
 京府医大大学院教授・解剖学／生体構造科学

　本書は，ドイツ人 Heinz Feneis氏著
のオリジナル図譜教科書を，同じくド
イツ人 Wolfgang Dauber 氏が新たに
Bild─ Lexikon（図解事典）として出
版した日本語版であ
る。訳は山田英智先生
監訳による日本解剖学
会の名だたる方々によ
るものであり，日本語
に加えて，英語，ラテ
ン語，さらに 1―2行
程度で解説を加えたイ
ラスト事典である。ア
メリカ系の局所解剖を
中心とした教科書が多
い中で，いわば伝統的
な事典である。
　本書の第一の特徴
は，コンパクトなサイ
ズでありながら，その
内容が大変充実してお
り，見開きになって左のページに解剖
学名が日本語，英語，ラテン語と解説
文，右のページにその番号にしたがっ
たイラストが記載されており，とても
見やすいことである。カラー刷りの大
著なものと違い，どこでもいつでも手
にとって見ることのできる，しかも品
格のある本である。
　第二の特徴として，配列が系統的で
ある。近年の解剖書にみられる神経，
血管，筋，骨が一緒になった図とは異
なり，骨から始まり，関節，筋，各器
官系の臓器の順に用語と図がならび，

最後は神経系，皮膚で終わる。局所解
剖時に，あの骨はどうだったか，血管
全体はどうだったかと思うことがしば
しばあるが，それに応えてくれる頭の

「交通整理官」である。
　第三の特徴は，今ど
きラテン語と思われる
かもしれないが，ヨー
ロッパ系の教科書は，
英語であってもラテン
語に忠実であることで
ある。私たち日本人に
必要とされる正確な日
本語名と，英語名，さ
らに，小さなフォント
でラテン語名が記載さ
れている解剖学図譜は
この本をおいて他に類
を見ない。加えて，そ
れらが巻末にきちんと，
日本語の索引，英語の

索引，ラテン語の索引と別々に分類さ
れているのも，読みやすさを助けてい
る。
　もちろん，本書一冊では複雑な人体
の解剖の指南書とはならないが，日本
人に特徴的な系統的に物事を考えよう
とする気質に合致した本であり，補助
アトラスというだけにとどまらない良
書である。解体新書もターヘルアナト
ミアの図譜を中心とした訳本であった
が，本書は，直木賞，芥川賞ではない
本屋大賞第一位に当たる医学版の解剖
図譜事典ではないだろうか。

内科診療　ストロング・エビデンス
谷口 俊文●著

A5・頁340
定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01779-4

評 者  八重樫 牧人
 亀田総合病院総合診療・感染症科部長

　日本の医療はガラパゴス化してい
る。専門分野以外は十分な卒後教育を
受けることなく診療していることが一
因である。2004年に卒後臨床研修が
必修となり改善はされ
ているが，内科ジェネ
ラリストとしてのト
レーニングは依然不十
分なままである。その
結果，世界各国でエビ
デンスが不十分である
とされる薬（例えばシ
ベレスタット）に巨額
の医療費が投入され，
一方で必要な治療・予
防が提供されていない
ことも多い。後者の一
例としては，65歳以
上人口の肺炎球菌ワク
チン接種率はいまだ
15％程度である。
　エビデンスのある治療が患者さんに
届いていない状態を「エビデンス・プ
ラクティス・ギャップ」という。この
ギャップに果敢に挑戦したのが本書で
ある。著者の谷口俊文先生は，コロン
ビア大学の関連病院である St. Luke’s-
Roosevelt病院での内科研修を経て，
『ワシントンマニュアル』で知られる
ワシントン大学で感染症の専門研修を
修了し帰国した。留学中から，よき内
科系サブスペシャリストになるために
は総合内科の確固たる知識・臨床能力
が必要であることを理解しており，『週
刊医学界新聞』に「レジデントのため
の Evidence Based Clinical Practice」を
連載していた。その内容をグレードア
ップしたのが本書である。連載も素晴
らしかったが，今回の書籍化では格段
の進化を遂げている。
　これだけの分量を単独執筆するのは
至難であったと推察するが，おかげで
全体を通じての一貫性があり，通読し
やすい。幅広い内科分野で最新の知見
を取り入れ，エビデンスに基づいた治
療を目の前の患者さんに届けるにはど
うしたらよいか。そのために必要な知
識がコンパクトにまとめられている。
心房細動の AFFIRM研究，周術期β
遮断薬の POISE研究，集中治療室で
の血糖コントロールに関する NICE-
SUGAR研究等，押さえるべきランド
マーク研究に関しても解説した上で，
実際の診療におけるアプローチが明示
されている。臓器別ではなく米国の総
合内科医のトレーニングを経ただけ

で，ここまでエビデンスを吟味して診
療に役立てられるようになるという良
いお手本である。
　切れ味も最高に鋭い！　「c-statistics

を提示していない，そ
の妥当性を評価してい
ない診断基準やリス
ク・スコアは使用を推
奨しない」（29頁），
「UpToDate ® や総説の
引用にはご注意」（82

頁）等々。後輩のため
に，ここまで明確な発
言ができる勇気に敬意
を表したい。初学者の
心にも響き，行動変容
につながるであろう。
また，「ベネトリン ® 2　
mL（10　mg）＝喘息 1

回使用量の 4倍」（194

頁），「海外の教科書や
文献にみられる高張食塩水（3％）は，
生理食塩水（0.9％）400　mLに 10％ 

NaCl（20　mL）を 6アンプル追加する
ことにより作ることができる」（208

頁）等々，病棟でのコツも随所に散り
ばめられていて，研修医には至れり尽
くせりである。
　米国の書籍や翻訳では触れられてい
ない日本独自のデータについても言及
されている。アスピリンによる脳梗塞
の予防効果を示すことができなかった
JAST研究，アジア人においてシロス
タゾール（プレタール ®）がアスピリ
ンと比較して非劣性を示した CSPS2

研究，日本人糖尿病患者に対するアス
ピリンの一次予防効果をみた JPAD研
究等々。EBMを日本において実践す
る際にはこうしたデータも必要であ
り，抜かりがない。日本と米国の両方
で研鑽した著者ならではある。
　本書は，米国指導医による回診（At-

tending round）で議論される内容を参
考に執筆している。こうした教育機会
を得るために米国臨床留学をめざす医
師にとっては，値千金の価値があるだ
ろう。逆に国内で研鑽を積む医師は，
米国臨床留学の気分でそのエッセンス
を味わってみてはどうだろうか。「出
る杭は打たれる」ではなく「出る杭は
伸ばしてもらえる」米国で研修を受け
た著者による会心の一冊であり，病
棟・外来で成人の患者を主治医・担当
医として診療するすべての医師にぜひ
読んでいただきたい。

ループを対象とした調査研究支援研
修が行われている。著者は教室を挙げ
て十数年にわたって指導に取り組まれ
ているし，あらゆる相談や指導の要請
を，多忙な中先着順で受けている（ら
しい）。そうした著者の姿勢と実績が

具体化したようなものであり，今まで
「口伝」や「秘伝」だったものが「経典」
になったような本である。さあ皆さん，
心して読もう。そして読んだ後は「知
の共有」に力を合わせよう（22章）。

↘
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