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った本ですが，読み終えて何かに取り
つかれたように「医者になろう！」と
思ったことを，今でも鮮明に覚えてい
ます。その数か月後，これも偶然，自
治医科大学が第 1期生を募集している
ことを新聞紙上で知り，「地域医療」
という言葉が将来について悩む心の琴
線に触れたのでしょう。自治医科大学
を第一志望と決めました。
渡邊　学生時代はどのように過ごされ
ていたのですか。
尾身　私は大学入学時，既に周りの学
生に比べ年を取っていたので，大学の
先生方も大人として扱ってくれまし
た。そのため，自由におおらかに過ご
すことができました。勉強はほどほど
で，夜になると医局に行き，先生たち
にお酒をごちそうになりながら，いろ
いろな話を聞く毎日でした。また，大
学内の書店の社長さんの家はまさに
“学外教養学部”となっており，徹夜

悩み，失敗して“個性”を獲得する医
師の道を歩んでほしい
～感染症との闘いを経て，君たちへのメッセージ～

悩み，失敗して“個性”を獲得する医
師の道を歩んでほしい
～感染症との闘いを経て，君たちへのメッセージ～

●おみ　しげる　　慶大法学部中退後，1978年
自治医大卒。都立病院，伊豆諸島を中心に地域医
療に 9年間従事した後，90年WHO西太平洋地
域事務局に入る。98―2008年同事務局長。09年
より現職。09年の新型インフルエンザ大流行の
際には，政府対策本部専門家諮問委員会委員長を
務める。WHO執行理事，厚生労働省参与，外務
省参与。近著に『WHOをゆく――感染症との闘
いを超えて』（医学書院）。

　WHOアジア地域における小児麻痺（ポ
リオ）の根絶を達成し，2003 年の
SARS対策では陣頭指揮をとるなど，世
界の保健医療の発展に貢献してきた尾身
茂氏。氏の天職とも言える感染症対策や
公衆衛生との出合いに至る背景には，自
分探しに明け暮れた“彷徨の青春時代”
と“自己との格闘の日々”がありました。
　「悩む」ことは若者の特権とも語る氏
が，感染症との闘いを経た今だから伝え
たいメッセージ。自分を知り，自分の個
性を確立するためにはどうすればよいの
か。悩める医学生・研修医に贈ります。

渡邊　約 20年間WHOに勤務された
なかで，最も印象的なことは何ですか。
尾身　いろいろな経験をしましたが，
あえて挙げるとすればアジアにおける
ポリオの根絶とSARS対策の2つです。
　1990年にWHOに着任してからの 7

年間は，休日も休まずポリオ根絶に夢
中になった時期でした。体力が最もあ
った 40代でのことです。多くの関係
者の懸命な努力の甲斐あって，97年
を最後に新規のポリオ患者は発生せ
ず，3年後の 2000年にアジアでの根
絶が証明されました。
　一方，WHO西太平洋地域事務局長
という立場で対応に当たった SARS対
策は，わずか 6か月間の出来事でした
が，組織のトップとしての責任もあり
緊張の連続でした。WHOの判断，一
挙手一頭足が世界の人々の生死にかか
わるため，当時は毎日がつま先立って
歩いている気分でした。
渡邊　長期にわたって感染症との闘い
を続けられた先生のモチベーションと
は，何だったのでしょうか。
尾身　人にはそれぞれ異なる好みがあ
ると思いますが，私にとってはたまた
ま公衆衛生や感染症対策が性に合い，
結果的に長く続いたということです。
　ポリオ根絶に至る過程ではたくさん
の障害に遭遇しましたが，その多くは

医学の問題だけではなく，政治的，社
会的，経済的な要素が複雑に絡んだも
のです。こういう障害を乗り越えるた
めには，細部への注意も大切ですが，
全体を考えることも重要です。公衆衛
生は対象が多岐にわたる領域ですが，
私はこの手の仕事が好きだったので，
夢中になれたのだと思います。
渡邊　公衆衛生への興味は，自治医大
での学生時代から持たれていたのです
か。
尾身　大学時代には特に将来のことは
考えていませんでした。ただ，子ども
のころから人とわいわい交わることが
好きでしたし，中・高校時代は生徒会
などでまとめ役をすることも多く，そ
ういう意味でも公衆衛生という幅の広
い領域と，何となく相性が良かったの
かもしれません。

「医者になろう！」

渡邊　先生は，なぜ医師になろうと思
われたのですか。
尾身　実は，高校時代には医師という
職業を考えたことは全くありませんで
した。当時はいわゆる文科系人間で，
将来は商社マンか外交官もしくはジ

ャーナリストになりたいと考えていま
した。
　人生にはさまざまな転機があります
が，私の場合，高校 3年時の 1年間の
米国留学でした。当時の彼我の国力の
差は明らかで，大きな芝生の庭や各家
庭に 2台の自家用車といった豊かな生
活は鮮烈でした。それまでの日本にお
ける 18年間の思い出はいわば白黒写
真ですが，その 1年だけは「天然色」
として記憶に残っています。しかし留
学後，日本に帰ってみると待っていた
のは大学紛争真最中の灰色の世界でし
た。慶應義塾大学法学部に進んだので
すが，商社マンや外交官のような職に
就くことは“人民の敵”と見なされる
時代です。将来どうしたらいいかわか
らなくなり，答えを見つけるため通学
途中の渋谷の本屋で哲学書，人生論，
宗教関係など，さまざまな本を立ち読
みするようになりました。
　医師になろうと思ったきっかけは，
大学 2年が終わるころ，クリスチャン
として名高い内村鑑三さんの息子の内
村祐之さんによる『わが歩みし精神医
学の道』（みすず書房）との偶然の出
合いでした。これは医学書ではなく，
内村さんの医師としての生涯を振り返

尾身　茂氏に聞く
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聞き手
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東京医科歯科大学
医学部4年生

（2面につづく）

■［シリーズ］ この先生に会いたい！！（尾身
茂，渡邊稔之） 1 ― 2 面
■［ＦＡＱ］血液透析患者のマネジメント（門
川俊明） 3 面
■［連載］航海術/医学教育/ER/検査/心電
図/膠原病/ホスピタリスト
■MEDICAL LIBRARY/金原一郎記念医
学医療振興財団贈呈式 12 ― 15 面

●〈左〉米国留学時，クロスカントリークラブの試合の帰りに。左から二人目が尾身氏。
〈右〉SARS発生時，WHO西太平洋地域事務局内に設置された緊急対策本部。
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〈精神科臨床エキスパート〉
認知症診療の実践テクニック
患者・家族にどう向き合うか
シリーズ編集　野村総一郎、中村　純、青木省三、朝田　隆、
　　　　　　　水野雅文
編集　朝田　隆
B5　頁196　定価6,090円
［ISBN978-4-260-01422-9］

〈精神科臨床エキスパート〉
多様化したうつ病をどう診るか
シリーズ編集　野村総一郎、中村　純、青木省三、朝田　隆、
　　　　　　　水野雅文
編集　野村総一郎
B5　頁192　定価6,090円
［ISBN978-4-260-01423-6］

小腸内視鏡所見から
診断へのアプローチ
編集　松井敏幸、松本主之、青柳邦彦
B5　頁192　定価12,600円
［ISBN978-4-260-01446-5］

肝臓の外科解剖
門脈segmentationに基づく
新たな肝区域の考え方
（第2版）
編著　竜　崇正
A4　頁240　定価12,600円
［ISBN978-4-260-01421-2］

遺伝性婦人科癌
リスク・予防・マネジメント
監訳　青木大輔
B5　頁288　定価12,600円
［ISBN978-4-260-01414-4］

WHOをゆく
感染症との闘いを超えて
尾身　茂
A5　頁176　定価2,940円
［ISBN978-4-260-01427-4］

言語聴覚研究
第8巻　第3号
編集　日本言語聴覚士協会
B5　頁64　定価2,100円
［ISBN978-4-260-01499-1］

〈JJNスペシャル〉
アセスメント力を高める！
バイタルサイン
徳田安春
AB判　頁136　定価2,520円
［ISBN978-4-260-01310-9］

〈看護ワンテーマBOOK〉
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった
73の食事レシピ
川口美喜子、青山広美
B5変型　頁128　定価1,890円
［ISBN978-4-260-01477-9］

進め方と方法がはっきりわかる
看護のための認知行動療法
岡田佳詠
A5　頁256　定価2,310円
［ISBN978-4-260-01482-3］

幻聴妄想かるた
解説冊子+CD『市原悦子の読み札音声』+DVD
『幻聴妄想かるたが生まれた場所』付
編著　ハーモニー
B6　頁308　定価2,415円
［ISBN978-4-260-01485-4］

親子保健24のエッセンス
平岩幹男
A5　頁232　定価2,520円
［ISBN978-4-260-01445-8］

ベナー　ナースを育てる
著　Benner P., et al
訳　早野ZITO真佐子
A5　頁384　定価4,200円
［ISBN978-4-260-01429-8］

文化人類学［カレッジ版］ 
（第3版）
編集　波平恵美子
B5　頁240　定価2,205円
［ISBN978-4-260-01317-8］
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でマージャンをしたり，人生論を語り
合うサロンのような感じでした。今で
も懐かしく思い出します。
渡邊　医学にとどまらない教養を，学
生時代に身につけられたのですね。卒
業後，WHOで働くことになったのは
どのような理由からですか。
尾身　卒業後 9年間は，都立病院と伊
豆諸島で地域医療に従事しました。大
学卒業当時は現在のような多科ロー
テーション研修システムがあったわけ
ではなく，1期生のため先輩もいない
ので，研修のルールも決まっていませ
んでした。1人で伊豆の離島に行くこ
とはわかっていたので，東京都の衛生
行政部門との交渉を通じて，都立病院
で麻酔科，小児科，外科など救急を中
心に研修を受けることができました。
幸運だったのは，こうした経験により
都の衛生行政部門の人たちとつながり
ができたことです。彼らとさまざまな
交流をするなかで，公衆衛生という世
界があることを知りました。
　この地域医療への従事の後，当時
UNICEFに勤めている友人が勧めてく
れたという偶然と，かつて外交官を志
望したように潜在的に国際舞台への興
味があったという必然が重なり，WHO

への選抜試験を受けることになりまし
た。

「個性」は自分自身と格闘して
獲得するしかない

渡邊　医師の仕事には，基礎研究や臨
床，公衆衛生などさまざまなものがあ
りますが，私は今医学部に通うなかで，
どのような仕事が自分に向いているか
わからず悩んでいます。先生は，公衆
衛生に向いているという自分の個性を
どうやって見つけることができたので
しょうか。
尾身　私はいい加減な人間で（笑），
医師になるのも遠回りをしましたし，
しょうもない失敗や今から考えると反
省すべき点もたくさんありました。た
だ，人生のそれぞれの時期に自分なり
に正直に精一杯生きたという感覚だけ
はあります。そうした経験を通じて自
分が一体何をしたいのかが少しずつわ

まう部分はあります。
尾身　私たちは人生を成功に導く公式
をすぐ求めたくなりますが，現実には
そんなものはありません。自分自身の
進むべき道を決断する際は，自分の好
み，能力，性質，経験などを多角的・
総合的に判断して，最後は自らの責任
で行うしかないのです。自分に与えら
れた条件を最大限に活かし，恐れずに
希望する道に挑戦することが重要でし
ょう。失敗しても若いうちなら取り返
しがつきます。
　人生における選択には，確かに賭け
の要素が付きまといます。しかし，失敗
して初めてわかることもあるのです。
自分と向き合い，正面から格闘しなけ
れば本当の自分には出会えません。
渡邊　失敗を恐れず，覚悟を持って本
物の自分に出会うことが大切なのです
ね。
尾身　ええ。覚悟が必要です。失敗の
ない人生などありません。仮に，全く
失敗のない人生があれば，簡単すぎて
面白くないでしょう（笑）。

医師という職業の素晴らしさを
理解してほしい

尾身　医学生の皆さんが今，身につけ
なくてはならないことは 2つあると私
は考えています。1つは，医学生とし
て学ばなくてはならない医学の知識の
修得です。そしてもう 1つは，現在の
医療には解決できていない課題がたく
さんあると知ることです。
渡邊　高齢化や医療費高騰などで，現
在の医療は多くの難しい課題を抱えて
いるように感じます。
尾身　ええ。医療費の高騰があり，ま
た国の財政状況も大変厳しい。その一
方で医療技術は発展し続けているた
め，国民の医療への期待は高い。こう
いうときにどうすればよいかという答
えはまだないのが現実です。
　今後はおそらく，日本だけでなく世
界も答えのない時代に入っていくでし
ょう。このような時代の最大のリスク
は，何もリスクを取らないことです。
平穏時なら無理にリスクを取る必要は
ないでしょう。しかし，3.11以降，ま
すます流動化する社会のなかでは，今
までと同じことを漫然と行っても新し
い時代のニーズに応えることはできま
せん。
　今，渡邊さんと同年代の人のなかに
は，大学卒業後に働きたくても仕事が
見つからない方も多くいます。一方医
師の場合は，一生懸命学び患者さんの
ために働けば，少なくとも生活はでき

るし，さらに患者さんからも喜ばれま
す。医師になれた背景にはもちろん，
皆さんの努力がありますが，しっかり
とした教育を受けられる環境にあった
という側面もあります。だからこそ医
師という職業の素晴らしさを，医学生
の皆さんにはよく理解してほしいと思
います。
　私は，こんなに素晴らしい医師とい
う職業に就いた人たちには，社会に恩
返しする責務があると考えています。
恵まれた環境にいる人は自分のことだ
けを考えるのではなく，社会や他の
人々に役立つことを考える必要がある
のです。
渡邊　そして，その医師としての専門
は，それぞれの個性に合ったものを選
べばよいのですね。
尾身　職業の中に多様性があること
も，医師という職業の素晴らしさの 1

つです。研究が好きな人は医学の進歩
への貢献，臨床が好きな人は病む人へ
の献身，公衆衛生が好きな人は新たな
社会の在り方の提言など，活躍のス
テージには多くの選択肢があります。
　“得手に帆を揚げよ”という言葉が
あります。これは，研究であれ臨床で
あれ公衆衛生であれ，自分が好きで，
自分の個性にあった専門を選び，人々
の役に立つよい仕事をしてほしいとい
うことです。今後は，これらの医師の
仕事すべてが社会においてより重要と
なってくるでしょう。
　この答えのない時代のなかで，日本
は現在世界の動きから取り残されつつ
あり，厳しい状況に置かれています。
資源の乏しい日本にとっては，われわ
れ日本人の“質”をさらに高めること
が国際社会で生きる道です。この質に
は，知的な側面だけでなく，人間性も
入ります。学生時代に勉強，クラブ活
動，ボランティアなどに真正面から取
り組むことにより，自分はいったい何
が好きなのか，何をしたいのか，自分
はいったい何者なのかを探してほし
い。学生時代とは大いに学び，遊び，
悩み，格闘する時だと思います。皆さ
んの健闘を祈っています。 （了）

かってきたような気がします。
　「個性」は一人ひとり違い，何を面
白く感じるかも人それぞれ異なりま
す。それは遺伝子で単純に規定されて
いるようなものではなく，自分に与え
られた現実と格闘しながら自分自身で
見つけるしかありません。これは単な
る知的作業ではないので，誰かに話を
聞いたり，本を読んだだけでは発見で
きません。だからこそ，例えば臨床研
修を行う際には，苦手な診療科も一生
懸命回って自分自身を知ることが大切
です。つまずいたり，失敗したり，怒
られたりすることもあるでしょう。そ
れでも真剣に取り組んでいると，自然
に自分は何が好きなのかがわかってく
ると思います。
　悩むのは若者の特権なので，たくさ
ん悩み，またたくさん失敗して自分の
可能性に挑戦していってください。
渡邊　実は私も工学部卒業後の医学部
再入学です。医師になるからには臨床
もやりたいし，いろいろ経験したいの
ですが，同級生よりも年を取っている
ことに不安を感じています。
尾身　私も，WHOに入ったのは 40歳
になるころですから，焦る必要はあり
ません。医師の仕事にはさまざまなも
のがありますが，1つ言えることは，
将来何を専門にするにしても，若いこ
ろにいろいろ経験しておくことが，後
で役立つということです。
　これとは別にもう 1つ，「人格」や「人
間性」について若い皆さんに伝えたい
と思います。半導体研究で世界的に有
名な西澤潤一さん（元東北大学総長）
が司馬遼太郎さんとの対談の中で，「司
馬さんは“公が大事だ”とおっしゃる。
私は“人格が大事だ”と言っているの
です。というのは，研究者もどんな人
格を持っているかが最後の決め手にな
ると思うからです。私が教える若い研
究者の論文を 1ページ見るだけで彼が
何を考えているか大体わかる。それく
らい仕事というものには人格が現れ
る」［司馬遼太郎『八人との対談』（文
春文庫）より抜粋］と述べています。
　もちろん医学を学んだり，医療技術
を深めることは医師にとって最も重要
なことです。しかし，人生に対する“考
え”や仕事に対する“思い”を持たな
ければ，つまり“人格”を鍛えなけれ
ば，本当の仕事はできないと当代一流
の研究者である西澤さんは言っている
のです。このことは，医師としての修
練に忙しい医学生・研修医の皆さんに
とっても時々思い出すべきことだと考
えています。

失敗のない人生なんてない

尾身　若いうちは，何に取り組むにして
も結果をすぐ求める傾向にあります。
私もそうでしたが，少し試して結果が
駄目だとすぐ諦めてしまう。また，「ど
ちらが得か」「どの分野に進めば早く
一人前になれるか」などと短絡的に考
えますが，これではうまくいきません。
渡邊　確かに，すぐに結果を求めてし

（1面よりつづく）

誰もが憧れるWHOという舞台でご活躍された尾身先生は，大らかで優
しい先生でした。計画通りではなかったとおっしゃるご経歴は，偶然と

必然とが重なった上で，何よりも先生の強い「思い」で切り開いてこられたものにほかな
らないと実感しました。その「思い」の大本は，自分の個性に忠実であることであり，個
性は悩みながら自身と格闘しなければ見つからないものだと再認識し，お言葉の一つひと
つに励まされる気持ちでした。私も，これから幾度となく人生の分岐点に直面すると思い
ますが，いただいたお言葉を胸に歩んでいきたいと思います。このような生き方と実直な
お人柄とが，先生のリーダーシップの源なのではないかと感じたインタビューとなりまし
た。 （渡邊稔之）

インタビュー
を終えて



大好評を博した日常救急診療の実践書、待望の改訂版！

第2版問題解決型救急初期診療 第2版

救急患者の診断からマネジメントまで、フ
ローチャートなどを用いて優先順位をつけ、
考えること・すべきことの流れを理解し、
初期診療につなげる。特に基本的症候への
アプローチに重点を置き、単に手順を示す
のではなく、真に理解しながら学べるよう
問題解決のプロセスに焦点を当てた。最新
のエビデンスとガイドラインに基づいた内
容を盛り込み、マイナー系救急の内容も加
わり、ますます充実した研修医必携書の待
望の改訂版。

田中和豊
福岡県済生会福岡総合病院・臨床教育部部長

B6変型　頁608　2011年 定価5,040円（本体4,800円＋税5％） [ISBN978-4-260-01391-8]

今回のテーマ

患者や医療者の FAQ（Frequently Asked 
Questions；頻繁に尋ねられる質問）に，
その領域のエキスパートが答えます。

今回の
回答者 門川俊明

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター講師
Profi le／1991年慶大医学部卒。同大内科学教室入局。
同大医学研究科博士課程修了。米国ワシントン大腎臓
内科に留学。2010年より現職。医学教育を専門とする
とともに，腎臓再生の研究，腎臓内科，血液透析の臨
床を行っている。『レジデントのための血液透析患者
マネジメント』（医学書院），『研究留学術』（医歯薬出版）
など，編著者多数。研究留学ネット（http://www.ken
kyuu.net/）を主宰。

血液透析患者の
マネジメント
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　透析患者数は年々増えており，透析に
かかわらない診療科をローテーションし
ていても，透析患者を受け持つ機会は多
くなっています。レジデントは，自分で
血液透析ができなくとも，血液透析患者
を診る力，マネジメントする力は必要な
のです。今回は，血液透析患者を受け持
っているとよく遭遇するプロブレムのマ
ネジメントについて解説します。

FAQ

1
維持血液透析患者が造影剤を使っ
た検査を受けた場合は，次回の血
液透析まで待たず，直ちに透析を

行うべきでしょうか。
◉“原則的”には，「造影剤を抜くため
の血液透析」は必要なし
　以前は，維持血液透析患者が造影
CTや心臓カテーテル検査などの造影
剤を使用した検査を受けた場合，造影
剤を除去するため，検査直後に血液透
析を施行することがよくありました。
これは，高浸透圧性造影剤が主流であ
った時代に，造影剤使用後に見られた
うっ血性心不全の発症を防ぐために施
行していたものが習慣化したのだと考
えられます。しかし，現在は低浸透圧
性造影剤が使用されるようになってい
ます。また，造影剤も少量で済むよう
になりました。以上のことから，「造
影剤使用後に行う造影剤を抜くための
血液透析」は原則的には必要ないと考
えられます。
　ここで「原則的」としたのは，原病
や造影剤の使用量によっては，まれに
透析が必要になることもあるからで
す。では，どれぐらいの量の造影剤を
使用したときに「多い」と判断し，緊
急透析を実施すればよいのでしょう
か？　Younathanら 1）は，225　mLまで
の造影剤使用量では，緊急透析を必要
とした患者はいなかったと報告してい
ます。このことからも冠動脈インター

ベンションを除けば，ほとんどの検査
では透析が不要となります。造影剤の
使用量が多いケース（目安は 200　mL

以上）では，心不全の出現，悪心嘔吐
の有無によって，緊急透析の実施が必
要かを考えるとよいでしょう。なお，
冠動脈インターベンション実施直後は
不整脈や低血圧などが出現することが
ありますし，また血液透析の実施自体
が合併症を誘発する原因になり得ま
す。リスクとベネフィットを踏まえて
判断しなければなりません。
  Answer…「造影剤使用後に行う
造影剤を抜くための血液透析」は，原則
的には必要ありません。しかし，原病や
造影剤の使用量によっては緊急透析が必
要になる場合があります。

FAQ

2
血液透析患者に対する糖尿病のマ
ネジメントについて教えてくださ
い。

◉低血糖の出現に注意する
　腎機能障害の進行に伴い，腎臓の糖
新生障害，インスリンの代謝排泄の低
下が起き，血糖のコントロールが良く
なることが一般的です。ですから，腎
機能障害者では，むしろ低血糖の出現
に注意が必要です。
　血液透析患者においては，HbA1cが
血糖コントロールの状態を正確に反映
しません。血液透析患者では，エリス
ロポエチン製剤の投与による，幼若赤
血球の割合の増加および赤血球寿命の
短縮や，透析療法で生じる残血による
失血の影響で，HbA1cの値が低くな
る傾向があります。したがって，
HbA1cが低いと思って安心していて
も，実は糖尿病そのものの状態は決し
て良くないということがあります。
　そこで，HbA1cの代わりになる中
長期的な血糖コントロールの指標とし
て，過去 2週間の血糖コントロールを
反映する GA（グリコアルブミン）を

お勧めします。GAは赤血球寿命短縮
の影響を受けないため，HbA1cより
優れています。血液透析患者における
血糖の管理目標として，GAをどのく
らいの値に設定すべきかはガイドライ
ンではまだ示されていませんが，耐糖
能正常者の GAの基準値 11―16％を
参考にするとよいでしょう。
　血液透析患者の中等度以上の糖尿病
では，インスリンの使用が原則です。
しかし，視力障害や高齢者の一人暮ら
しなど，身体的・社会的な理由でイン
スリン治療が行えない患者もおり，そ
の場合は経口糖尿病治療薬を使用する
ことになります。
　血液透析患者の経口糖尿病治療薬の
適応を表 1にまとめました。SU系，
ビグアナイド系，チアゾリジン誘導体
は禁忌で，α-グルコシダーゼ阻害薬
が慎重投与で使用可能です。また，即
効型インスリン分泌促進薬と DPP-4
阻害薬には，一部使用できる薬剤があ
ります。しかし，使用が可能な薬剤で
あっても，十分な臨床例での安全性が
確立しているわけではありません。低
血糖に十分注意して使用することが大
切です。
  Answer…血液透析患者の糖尿病
のマネジメントでは，まず低血糖に注意。
経口糖尿病治療薬を投与する際は，適応
を理解する必要があります。

FAQ

3
血液透析患者へのMRSA治療の
ための抗菌薬の投与方法について
教えてください。

◉薬剤の特性を理解した上で，投与量・
間隔を調整する
　免疫力の低下している血液透析患者
では，MRSA感染症の頻度は高く，
重要な問題です。しかし，MRSAの
治療に使われる抗菌薬は，血液透析患
者に投与する際には，PK（Pharmacoki-

netics）／PD（Pharmacodynamics）理論的

な観点から投与量や投与間隔を調整す
る必要があり，難しいものです。
　MRSAに対して使用される抗菌薬
には，バンコマイシン塩酸塩（VCM，
塩酸バンコマイシン ®），テイコプラニ
ン（TEIC，タゴシッド ®），リネゾリ
ド（LZD，ザイボックス ®）などがあ
ります。VCM，TEICは腎排泄性薬剤
なので，投与量の大幅な減量調整を行
う必要がありますが，LZDは腎排泄
性薬剤ではない（広範な組織での非酵
素的酸化反応という特殊な代謝を受け
る薬）ので，減量は不要です。
　また，VCMと TEICはよく似たグ
リコペプチド系の抗菌薬ですが，透析
性が異なります。VCMは透析膜の種
類によって透析性が変わり，ハイパフ
ォーマンス膜では 50％程度が除去さ
れますが，標準のダイアライザ膜では
透析性は低くなります。一方，TEIC

はハイパフォーマンス膜でもほとんど
除去されません。さらに，VCMと
TEICは，治療域と中毒域が近接して
いるので，血中濃度をモニターしなが
ら使用することが勧められます。
　VCMと TEICの血液透析患者への
投与方法は表 2にまとめましたので，
ご参照ください。
  Answer…薬剤の特性を理解し，
PK／PD理論的な観点から投与量・投与
間隔を調整しましょう。

もう
一言

　血液透析患者へ投薬する場合
には，その薬剤の「代謝排泄経
路を考える」「透析性」「血液透

析患者特有の副作用の有無」の 3つを
考えることが大切です。

参考文献
1）Younathan CM, et al. Dialysis is not indicated im-

mediately after administration of nonionic contrast 

agents in patients with end―stage renal disease treated 

by maintenance dialysis. AJR Am J Roentgenol. 1994　;　
163　:　969-71.

●表 2　VCM・TEICの血液透析患者への投与方法

バンコマイシン塩酸塩（VCM）

初回は透析終了時に 1　g を投与。2 回目以降の投
与は約 1週間に 1 度 0.5　g 投与となるが，血中濃
度をモニターしながら投与時期を決める。トラフ
値 10―15　μg／mL にコントロールする。

テイコプラニン（TEIC）

1日目400　mg×2，2日目400　mg，3日目400　mg，
以降，3 日に 1 度のペースで 1 回 400　mg 投与と
いうのが透析患者への標準の投与方法。血中濃度
をモニターしながら投与を行う。至適トラフ値は
10―20　μg／mL。

●表 1　血液透析患者の経口糖尿病治療薬の適応

経口糖尿病治療薬の種類 血液透析患者への適応
スルホニル尿素（SU）系 禁忌
ビグアナイド系 禁忌
チアゾリジン誘導体 禁忌
α―グルコシダーゼ阻害薬 慎重投与

即効型インスリン分泌促進薬
ナテグリニド（スターシス ®）は禁忌だが，
ミチグリニド（グルファスト ®）とレパグリ
ニド（シュアポスト ®）は慎重投与。

DPP―4 阻害薬

シタグリプチン（ジャヌビア ®）は禁忌だが，
ビルダグリプチン（エクア ®）とアログリプ
チン（ネシーナ ®）は慎重投与。リナグリプ
チン（トラゼンタ ®）は使用可能。



田中和豊
済生会福岡総合病院臨床教育部部長

臨床医学は疾風怒濤の海。この大海原を
安全に航海するためには卓越した航海術が必要となる。

本連載では，この臨床医学航海術の土台となる
｢人間としての基礎的技能｣ を示すことにする。
もっとも，これらの技能は，臨床医学に限らず

人生という大海原の航海術なのかもしれないが……。

臨 床 医 学 航 海 術
第70回

心
表．人間としての基礎的技能

①読解力―読む　②記述力―書く
③視覚認識力―みる　④聴覚理解力―きく
⑤言語発表力―話す，プレゼンテーション力
⑥英語力―外国語力
⑦論理的思考能力―考える
⑧芸術的感性―感じる　⑨気力と体力
⑩生活力　⑪ IT力　⑫心
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　前回は人間としての基礎的技能の第
11番目である「IT力」について考えた。
今回は引き続き，人間としての基礎的
技能の最後となる第 12番目の「心」
について考える。
　人間には，物と違って「心」がある。
当たり前のことだろう。しかし，われ
われは，「人間には『心』がある」こ
とを本当に当たり前のものとしてとら
え，生活を送ることができているのだ
ろうか？

心の存在

　われわれは医師として毎日診療を行
っている。診療では，患者の主訴を聞
き，病歴をとり，身体診察をし，検査・
診断を行い，治療をする。日々，この
ような診療行為を行っていると，つい
つい患者を“診療対象”とだけ扱って
しまい，患者も人間であることを忘れ
てしまいがちだ。
　例えば，今，患者に採血や点滴を行
うとする。患者の腕に針を刺そうと試
みるが，残念ながら失敗してしまう。
やり直してみるが再び失敗。こうなる
と，針を刺す場所を変えたり，実施者
を変えたりと最終的に成功するまで続
ける。最終的に成功すればよいのだが，
挙句の果てには失敗で終わることだっ
てある。
　針を刺す医師が患者の痛みを考え過
ぎてしまうと，かえって針先を血管に
貫通させられず，失敗することがある。
だから針を刺す際には，患者の痛みを
あまり考えてはいけない側面はある。
しかし，かといってまったく無頓着で
もいけない。いくら治療に必要なこと
だろうと，何度も針を刺されることに
いらだちを感じる患者は少なくない。
その間，何度も針刺しの苦痛に耐えな
ければならないのだ。針を刺すことに
だけ集中してしまうと，患者にも「心」

があることを忘れてしまう。

人の心

　人の「心」を理解するのは簡単なこ
とだろうか？　ここまで人の「心」と
一つのものとして述べてきたが，「心」
にも，「自分の心」と「他人の心」の
2種類がある。
　われわれは「自分の心」を理解して
いるだろうか。自分のことなのだから
当然だと考えるかもしれない。しかし，
精神分析医ジグムント・フロイトが指
摘するには，人間は意識よりも無意識
に支配されており，実はわれわれの意
識は，幼少期からの経験が作り上げて
きた自分の無意識に影響を受けている
という。つまり，われわれは「自分の
心」すらも理解できていないことにな
るのだ。「自分の心」さえも理解でき
ていないのだから，当然「他人の心」
も理解できるはずはないだろう。
　では，「自分の心」と「他人の心」
を理解するために，われわれは一体ど
うすればよいのだろうか？　最も効果
的な方法は，心理学を学ぶことだと筆
者は考えている。自然科学といった
「物」の法則があるように，「心」にも
法則があるはずであり，それを研究す
るのが心理学だろう。「読心術」まで
できるようになるかといえば，それは
もちろん無理だが，人間の心の法則を
知れば，自分や他人の心に関する理解
は多少なりとも進むのではないだろう
か。

量子生物学
　ところで，「物」の理論と「心」の
理論はまったくの別物なのか，それと
も関係するものなのだろうか。かつて
筆者は，それらには関連があり，「物」
の理論を極めれば，「心」も自然と理
解できると思い込んでいた。なぜこん

な思い込みに陥って
しまったのかと自問
自答してみると，そ
の理由には，おそら
くワトソンとクリッ
クの DNAの螺旋構
造発見の逸話がある
ように感じる。
　20世紀における
物理学の二大進歩と
して相対性理論と量
子力学がある。ニ
ュートンの古典力学
が通常の速度の物体
の運動を取り扱った
のに対して，光速に

近い速度の運動を扱う物理学の理論が
前者の相対性理論。また，ニュートン
力学がマクロの世界の物理学なのに対
して，ミクロの原子や分子の運動を扱
う物理学の理論が後者の量子力学だ。
　量子力学には，2つの表記方法があ
る。一つはシュレーディンガーによる
波動力学で，もう一つはハイゼンベル
クによる行列力学であり，これらの表
記方法は，数学的には同値であること
も証明されている。簡潔に言えば，シ
ュレーディンガーの波動力学はアナロ
グ表示で，ハイゼンベルクの行列力学
はデジタル表示と理解してよいだろう。
　波動力学を確立したシュレーディン
ガーは，後に『生命とは何か』 1）を著
している。彼はその中で「人間は物質
から構成されているので，遺伝子のよ
うな生命現象も物質である以上，分子
や原子を支配する法則である量子力学
で説明されるはずである」という趣旨
のことを述べており，以後，世界では
生命現象を量子力学によって説明しよ
うとする「量子生物学」が誕生した。
本書を読んで感銘を受けたのがワトソ
ンとクリックであり，彼らが 1953年
に DNAの螺旋構造を発見するに至っ
たのはあまりにも有名な話であろう。
　かつての筆者は，この逸話を知り，
遺伝子が量子力学で説明できるのであ
れば，その延長として，最終的には精
神も量子力学で説明できるようになる
と思い込んだのだ。精神は脳に存在し
ており，精神活動は脳を構成する分子
や原子の物理化学・生物学的反応によ
って行われる。つまり，精神活動は物
理化学・生物学的反応によるものであ
るのだから，それを突き詰めていけば
量子力学で精神活動そのものを説明で
きると考えたわけである。
　しかし，今になって冷静に考えれば，
「精神活動は物理化学・生物学的反応
によるものである」という命題と「物
理化学・生物学的反応を突き詰めれば
精神活動も説明できる」という命題は
何の関係もなければ，論理的に同値で
もない。物理学をいかに極めようと人
の心は理解できないとわかる。したが
って，物質が精神を決定するという，
哲学で言うところの唯物論にはどうし
ても賛成できず，物質と精神は別々の
ものであるという二元論を認めざるを
得ないのである。

心理学

　人の心を説明するものは心理学であ
り，決して物理学ではない。社会に出
るとさまざまな人と接触する機会が多

いことを考えると，物理学より心理学
を学んだほうが有益ではないかとすら
思う。人は相対性理論や量子力学など
知らなくても生きていけるが，人との
かかわりの中で人の心を理解しないで
生きていくことは困難だろう。そう考
えると，中学・高校教育の中で心理学
が教えられない現状には疑問を感じる
ほどだ。
　大学教育においても，専攻でもして
いない限り，心理学は一般教養の人文
科学分野の選択科目として学ぶことが
できる程度の扱いだろう。医学部教育
も，他学部と同様で，心理学は一つの
選択科目でしかない。自主的に選択す
る学生がごく少数であることを考える
と，大部分の医学生は心理学について
まったく知らないということになる。
これは非常に危険なことではないだろ
うか。というのも，医学生は心の生理
学である「心理学」も知らずに，心の
病理学である「精神科学」を学んでい
ることになるからだ。それは生理学も
知らずに病理学や臨床医学を学んでい
るのと同じようなものなのだ。
　「そもそも心理学は『一般教養』な
のだから，独自に勉強している人が多
いのではないか」と思う方もいるかも
しれない。では，近くの研修医や医学
生に「ジグムント・フロイトって知っ
てる？」と聞いてみてほしい。聞くと
「何ですか，それ？」と問い返される
ことがあるのだ（決して，「誰ですか，
それ？」ではない）。もし「知っている」
と言われた場合も，さらに「何をした
人物であるか」までぜひ尋ねてもらい
たい。それに対する返答のなんと少な
いことか……。

参考文献
1）E.シュレーディンガー著．岡小天ほか訳．生
命とは何か――物理的にみた生細胞．岩波文庫；
2008．
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　今回からは，シリーズ「ワーク・ラ
イフ・バランス」のまとめとして，こ
の問題に関係する今後の医学教育や医
療を取り巻く社会の在り方を検討しま
す。特に，多様なワーク・ライフ・バ
ランスを可能にするための考え方や方
策，またそれに伴う課題などを取り上
げ議論していきます。

＊＊＊

大滝　実態が変化しているにもかかわ
らず制度がすぐには対応できない状況
は，社会のさまざまな場面でみられま
すが，ワーク・ライフ・バランスも同
様の問題だと思います。
　女性の社会進出，核家族化，老親の
介護，少子化，職業上のストレスの増
加，生涯学習の必要性の増加，医師の
キャリアの多様化など，ワーク・ライ
フ・バランスを取り巻く状況は大きく
変化し，医学生・医師の仕事や生活に
関する価値観および志向も以前とは変
わってきています。そのようななかで，
妊娠・出産・育児などで職場を離れる
女性医師に対し，これまで日本で行わ
れてきた主な対応は，非常勤やアルバ
イトといった正職員以外の形での「職
場復帰」や「離職の食い止め」を図る
ことに比較的限定されていました。
　これまでのノエル先生との議論を通
じて，以前とは異なる「新たなキャリ
アの形」が医師に必要となってきてい
ることは明らかだと思います。この点
について，これまでの議論を振り返り
ながら，コメントをお願いします。

最大の変化は上の世代の理解

ノエル　1970年当時，米国の医学部入
学者における女子学生の割合はわずか
15％でした。その当時は，医師であれ
ば性別に関係なくほぼ全員がフルタイ
ムで勤務していましたが，女性医師の
場合は家庭を持った最初の数年間を
パートタイムで働く人もいました。そ
の後人口の増加と高齢化を見据えて医
師増員の要求が生じ，医学部の卒業者
数は 1980年までに 8000人から 1万

6000人に倍増しました。また，人種，
宗教や性別による差別を撤廃し，教育
と雇用の機会を均等に与えることを求
める新しい法律が制定されました（本
連載第 9回参照）。こうした 2つの変
化に伴い，将来的に仕事と家庭の両方
を持つと予想される女性の大学・職業
学校卒業者は急増しました。そして今
日，女性の大卒者数は男性を上回り，
修士・博士号取得者も女性が多くなっ
ています。
　1980年代までは夫が妻と家事を分
担することは一般的ではなく，家庭に
多くの時間を費やす男性のロールモデ
ルはほとんどいませんでした（上司や
父親の世代は，家のことを全くしませ
んでした）。それから 30年，つまり一
世代分が過ぎ，さまざまな職業分野で
変化が生じてきました。小さな子ども
を持つ女性の半分以上が外で働くよう
になり，働く女性に不利な扱いをした
企業は訴訟を起こされ重い罰金の支払
いを余儀なくされました。職場では，
女性だけでなく男性も上の世代が行っ
てきたような働き方をすることは，も
はやなくなりました。
　オレゴン健康科学大学でも，研修医
や勤務医の大部分は夫婦共働きです。
附属病院は，医師や看護師の不足に対
応して，職員の子どもたちのための保
育室を開設しています。これを受け，
保育士やベビーシッターの雇用は大き
く拡大しました。医師夫婦の多くは夫
も妻もパートタイム勤務に変え，片方
が仕事を行う間，もう片方が子どもの
世話をみるよう働き方を変えました。
　こうした変化にはおよそ 30年かか
りました。医学の分野における最大の
変化は，若い世代の医師が従来と異な
るキャリアを追求することを教授たち
が受け入れたことです。

キャリアトラックからの
逸脱者をサポートする米国社会

大滝　多様なワーク・ライフ・バラン
スを可能にする必要があるのは，女性
医師の増加に対応するためだけではな

いことも，この連載で明らかになって
きましたね。
　家族の介護，自身の健康問題，研究
や臨床研修を目的とした留学，医療過
疎地域や途上国での医療支援など，さ
まざまな理由で「通常のキャリアトラ
ック」から外れなければならない人が，
私が知る医師の中にも少なからずいま
す。米国でも，このような状況は少な
くないと思います。
ノエル　はい。そういった既存の形態
と異なる働き方を生むさまざまな理由
は，米国でも生じています。個性を尊
重するのが米国の特徴ですし，臨床医
であれ大学教員であれ，さまざまなキ
ャリアを米国の人々はサポートします。
　米国社会は多種多様です。外国から
の移民や，異なる宗教的信条を持つさ
まざまな人々で成り立っています。社
会的・生物学的進化を通じて多様性を
保持することは，変化する外的環境へ
の適応に不可欠なのです。
　外科医や内科医になるには，それぞ
れに決まったカリキュラムや訓練期間
が要求されますが，医学部入学以前，
そして臨床研修後にたどる道筋は人に
よって異なるはずですし，キャリアパ
スも容易に変えられるはずです。教授
職や医局での終身雇用への期待だけを
持って働く人はもはや誰もいません。
しかしながら，公私の両面で最も得る
ものが大きい職場を求める争奪戦は，
若手からベテランまで，すべての医師
の間で絶えず続いているのです。

キャリアの多様性が
進歩を促す

大滝　日本では，「通常のキャリアト
ラック」から外れた場合，その組織の
中では昇進を望めなくなることが多い
のが現状です。以前，米国では非常勤
でも昇進できる制度があると教えてい
ただきましたが，そのような制度は広
く定着しているのでしょうか。
ノエル　研修病院は絶えず優秀な医師
を探し求めています。個人の業績や優
れた技術は教員を探す上で重要な要素
ですが，どの大学も教員が他の研修病
院に移るのは自由とされているため，
多くの医師が実際に異動しており，空
いているポストはよくあります。米国
は医師を一つの大学や医局に長く所属
させ育成することに，日本ほど重点を
置いていません。むしろ，外部から新
しい人材を取り入れて大学の教授陣を

絶えず向上させることに主眼を置いて
います。オレゴン健康科学大学では，
学生や研修医が他大学の優れた研修プ
ログラムに進むことを決めたら，彼ら
を最大限支援します。そして新しい知
識や経験をわれわれの教育に取り入れ
るため，彼らが研修を終えたら戻って
きてくれるよう努力します。これは社
会の発展の一例であり，新しいアイデ
アや方法を探し求めることで，進歩を
遂げられることを示しています。
　例として私のこれまでの経歴を振り
返ります。私はハーバード大学で英文
学を専攻した後，コロンビア大学医学
部に進みました。インターンのマッチ
ングではシカゴ大学に採用され，そこ
で初期研修を受けました。その後，専
門分化されていない総合医の訓練を受
けたいと思い，ハーバードとコロンビ
アの研修に応募し，両方から受け入れ
許可をもらいました。コロンビアで研
修とフェローシップを受け，教員に加
わりました。私がキャリアを積み始め
たころ，4つの医科大学から誘いがあ
り，新設医大で内科の卒前教育プログ
ラムの構築を任されることになり，コ
ロンビアを離れることを決めました。
この異動のとき，講師から准教授に昇
進し報酬も上がりました。それから
12年たち，やりたいことはすべてや
ったという気持ちになったころ，スタ
ンフォード大学とダートマス大学から
新たなポストのオファーがありまし
た。結局ダートマスに移り，教授とし
て新規のプログラムをスタートさせる
ことになりました。3年後，内科のチ
ェアマンのポストの誘いがあり，オレ
ゴン健康科学大学に異動しました。
　私の経歴は，研修修了時には予想も
つかなかった道をたどりましたが，こ
れは米国では珍しくないことです。
松村　日本でも，少しずつ時代は変わ
ってきていると感じます。社会全体を
見ても，以前のように一度就職したら，
当然のように同じ組織に生涯勤務し続
けるのではなく，自分のキャリアやラ
イフスタイルに合わせ転職するように
なってきています。そして，社会のさ
まざまな分野に能力のある女性が進出
してきています。ですから，医師の間
にそのような社会環境の動きに応じた
変化が起こるのは自然なことです。む
しろ，その変化を押しとどめようとし
た場合，新たに生まれつつある困難に
対応できない，ということだと思いま
す。 （つづく）

脳科学の進歩によってスピリチュアリティは解明できるか

脳科学とスピリチュアリティ
Neuroscience,　Psychology,　and　Religion;　Illusions,　Delusions,　and　Realities　about　Human　Nature

著者らは、スピリチュアリティの問題が神
経細胞や脳の活動に「すぎない」とされる
のか否かを、脳科学や進化心理学の進歩も
踏まえて解明する。最先端の研究に加え、
脳と心をめぐる過去の哲学や現在の神学に
も言及。人間本性やスピリチュアルペイン
も、脳イメージング技術が示す脳の特定の
部位の活動であろうか。本書は、現代医療
の基礎に潜む科学的人間観への一つの挑戦
である。

著 Malcolm　Jeeves
　 Warren　S.　Brown
訳 杉岡良彦
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旭川医科大学医学部・講師



これほどまでに美麗かつ多彩な小腸内視鏡像はない

小腸内視鏡所見から診断へのアプローチ
本邦でトップクラスの小腸疾患症例数を誇
る編者らのグループによりまとめられた本
書は、内視鏡所見を提示し、その後に疾患
（症例）の解説をするところに特徴がある。
内視鏡所見からみた鑑別診断のポイントを
はじめ、診断にあたって必要な分類などの
基礎知識に関しても解説されている。馴染
みの浅かった小腸領域だが、ダブルバルー
ン内視鏡やカプセル内視鏡などの登場で多
種多様な内視鏡所見を捉えられるようにな
った。美麗かつ多彩な小腸内視鏡像が数多
く掲載された本書から、診断へと結びつけ
るための、「所見のよみ方・捉え方」も習
得できる。

編集 松井敏幸
福岡大学筑紫病院消化器内科・教授

　　 松本主之

　　 青柳邦彦
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九州大学大学院病態機能内科学・講師

福岡大学病院消化器内科・診療教授

難解な神経眼科学をやさしく解説した名著、待望の改訂第3版

第3版神経眼科 第3版

臨床のために
好評を博した故藤野貞による名著を、藤野
の薫陶を受けた著者らが全面改訂した第3
版。難解な神経眼科学をわかりやすく実践
的に解説するという前版までの執筆スタイ
ルを踏襲しながら、大規模臨床スタディな
どの新たなエビデンスも盛り込み、内容を
全面updateした。前版同様、簡易検査器
具の付録つき。眼科医はもちろん、神経内
科医、脳外科医、眼科コメディカル必携の
書。

江本博文
東京医科歯科大学眼科

清澤源弘
東京医科歯科大学眼科臨床教授／
清澤眼科医院・理事長

藤野　貞
元・東京医科歯科大学非常勤講師
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そ れ で 大 丈 夫 ?

ERに潜む落とし穴

志賀 隆 東京ベイ・浦安市川医療セ
ンター 救急部長

　わが国の救急医学はめざましい発展を遂げ
てきました。しかし ,まだ完全な状態には至っ
ていません。救急車の受け入れの問題や受診
行動の変容，病院勤務医の減少などから ERで
働く救急医が注目されています。また，臨床
研修とともに救急部における臨床教育の必要
性も認識されています。一見初期研修医が独
立して診療可能にもみえる夜間外来にも患者
の安全を脅かすさまざまな落とし穴がありま
す。本連載では，奥深い ERで注意すべき症例
を紹介します。

タコツボ心筋症

第19回
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　病院の体制にもよるが，心臓カテーテル検査に患者を送る前にカテーテル室
にてどのような問題が起こり得るかを考慮し，最悪の事態を未然に防ぐための
準備が必要である。すべての医師が呼吸不全に対し十分に対応できるわけでは
ないし，常に人的資源が十分に確保されているわけでもない。熟練した救急医
による安全な気道確保が可能であれば，気胸による COPD増悪が原因で呼吸
不全を来している症例には自発呼吸を残し，愛護的に気管内挿管をして胸腔ド
レーンを挿入することも一つのアプローチとして考慮できる。

W a t c h  O u t !

　研修医2年目も半年が過ぎた。「後
期研修医に向けて準備はばっちりか
な」と振り返るあなたに電話が――。
「72歳男性高血圧，糖尿病，肺気腫。
呼吸困難主訴で救急車要請。現在リ
ザーバーマスク 10L で SpO291％」
「重症ですね！　挿管準備，静脈路確
保，モニター，ポータブル X線，心
電図を準備して，人も集めておきま
す！」と看護師。「頼もしい！　どう
ぞよろしくお願いします」

Case
　72歳男性。既往に高血圧，糖尿病，
肺気腫。30分前からの呼吸困難を主訴
に来院。現在リザーバーマスク 10L／分
で SpO2 91％，血圧 120／80mmHg，脈拍
数 105／分，呼吸数 30／分，体温 37.0℃。
胸部にて握雪感を認めず，右の呼吸
音がやや弱いが，両側ともに喘鳴が
聞こえてはっきりしない。四肢の腫
脹はなし。
　「本当に重症だ。指導医の先生はま
だかな」。重症を想定して早めに指導
医に連絡したあなたは，初期のアセ
スメントをしながら指導医の到着を
待つ。

Question
Q1  呼吸不全の原因は何か？
 A  感染，心不全・急性冠症候群との
合併，気胸など。

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）の既往
のある患者の増悪には多くの原因が

ある。中でも急速に悪化した場合には，
気胸を鑑別の上位に挙げる必要があ
る。難しいのは，肺の癒着があるため，
ポータブル X線検査のみでは診断が
つかない場合があること。呼吸音が減
弱している場合，胸部 X線画像で気
胸が疑われる場合などは，呼吸状態が
許せば胸部 CT検査を行い，気胸の除
外と胸腔ドレーンを入れるべき位置の
確認を行うことが必要な場合がある。
　通常の治療である酸素投与，ネブラ
イザー，ステロイド薬投与，抗菌薬投
与等にて改善が見られない場合や反応
が乏しい場合には，他の因子を考え直
さなければならない。
　本症例では右側の呼吸音がやや減弱
していたが，頻呼吸と両側の喘鳴があ
り，判断は難しかった。また単純胸部
X線画像（図 1）で気胸を疑わせる
Deep Sulcus Signを認めた。

Q2  気管内挿管，胸腔ドレーン挿入の
どちらを選択すればよいか？
 A  状況によって判断する。

　もし緊張性気胸があるならば，第二
肋間鎖骨中線肋骨上縁に14―16Gの針
を刺すことによって解除する必要があ
る。しかしながら本症例では緊張性気
胸にはなっていない。そのような場合
には，酸素化と後の換気能力により判
断する。もし外傷症例で「GCS（Glasgow 

Coma Scale）＜8」などの意識障害が
メインで挿管が必要となり，合併して
気胸があるならば，胸腔ドレーン挿入
が先となる。陽圧換気によって気胸が
悪化し，緊張性気胸を生じる危険性が

あるからである。しかし本症例では，
リザーバー10L投与下でも辛うじて酸
素化が保たれるかどうかである。この
ような状況下では，愛護的に意識下挿
管を行い，Flow Infl ating Bag（ジャク
ソンリース回路など）を使用して陽圧
換気を最小限にし，酸素濃度を保つの
も一つの選択肢である。

Q3  CT 検査を行う理由は何か？
 A  安全に胸腔ドレーンを入れるため。

　COPDに合併する気胸では，しばし
ば胸膜の胸壁への癒着がみられる。そ
れを確認せずに胸腔ドレーンを挿入す
ると，大きなエアリークを作り出して
しまう危険性がある。患者の予後を左
右するため，慎重な計画が望ましい。

＊
　先ほどの看護師が心電図（図 2）を
持って駆け寄ってくる。「先生，この
患者さん，ST が II，III，aVF でばっ
ちり上がっています！　急性心筋梗塞
ですよ。それで呼吸状態が悪いのでは
ないでしょうか？」

Q4  心臓カテーテル，胸腔ドレーンの
どちらを選択するか？
 A  胸腔ドレーンを優先する。

　ジャクソンリース回路などで自発換
気を優先して陽圧換気を最小限にする
ように試みても，心臓カテーテル中に
気胸が悪化する可能性はある。循環器
内科医に引き継いで心臓カテーテルを
一刻も早く行う必要性はあるが，引き
継ぐ以上，循環器内科医が普段行わな
い胸腔ドレーン挿入を行って，ABC

のうち ABを落ち着けた上で引き継ぐ
ほうが患者にとって安全と言える。

Q5  心電図所見から何を予測するか？
 A  タコツボ心筋症。

　本症例は COPD増悪の患者で胸痛
は訴えていない。心筋梗塞によって呼
吸状態が悪化した可能性もあるが，ス
トレスにより，タコツボ心筋症を合併
している可能性を疑う。もちろんその
前に，ST上昇型の急性心筋梗塞を心
臓カテーテル検査によって除外する必
要がある。

Disposition
　CT室より帰室後，呼吸器外科医と
ともに癒着を避けて胸腔ドレーンを挿
入する部位を決定し，胸腔ドレーンを
留置。その後速やかにカテーテル室へ。
冠動脈造影検査と左室造影にて，予想
通りタコツボ心筋症との診断となり，
ICUへ入室となった。翌日抜管可能と
なり，胸膜癒着術が施行された。

Further reading
1）Kurisu S, et al. Tako-tsubo-like left ventricular 

dysfunction with ST-segment elevation: a novel 

cardiac syndrome mimicking acute myocardial 

infarction. Am Heart J. 2002; 143 （3） : 448-55.

　 ↑日本発のタコツボ心筋症の最初期の報告。
2）Girod JP, et al. Images in cardiovascular medi-

cine. Tako-tsubo--like transient left ventricular 

dysfunction. Circulation. 2003; 107 （18） : e120-

1.

　 ↑外国発のタコツボ心筋症についての報告。
3）Matsuoka K, et al. Evaluation of the arrhythmo-

genecity of stress-induced “Takotsubo cardio-

myopathy” from the time course of the 12-lead 

surface electrocardiogram. Am J Cardiol. 2003; 

92 （2） : 230-3.

　 ↑タコツボ心筋症発症後の不整脈や突然死，
心電図変化を追跡した研究。

＊本症例につき許勝栄先生（相澤病院），船
越拓先生（千葉大）にお世話になりました。
御礼申し上げます。

II，III，aVFにて ST上昇，I，aVL，V2―V6にて著明な陰性 T波を認める。 

●図 2　本症例における心電図

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

aVR

aVF

aVL

V1

V2

V3

V4

V6

V5

●図 1  左：左室造影拡張期像，右：左室造影収縮期像 
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大好評の『臨床検査データブック』本体か
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いつでもどこでも必要になる検査を中心に、
205項目をセレクト掲載！　ポケットに入
る判型で、病棟、外来、実習など、常に携
帯可能。本体と共に読者の臨床をサポート
します。
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血液の線溶（線維素溶解現象）には，一般的な“二次線溶”と特殊な“一
次線溶”があります。血液が凝固してできたフィブリン（線維素）が，
凝固の活性化と同時に起きる線溶の活性化によって生成されるプラ

スミン（Pl）により溶解する現象を二次線溶と呼び，凝固の活性化なしに線
溶のみが活性化され，凝固前のフィブリノゲン（線維素原）が溶解する現象
を一次線溶と呼びます。すなわち，二次線溶で生成されるのがフィブリン分
解産物，一次線溶で生成されるのがフィブリノゲン分解産物であり，その総
称がフィブリン／フィブリノゲン分解産物（FDP）です。

本文中で「通常，凝固系の活性化と同時に線溶の活性化が起きる」と記載した。
これは，凝固の内因系と線溶の内因系が両方とも第 XII因子の活性化により

始まるからである。外因系のスタートは，凝固では組織トロンボプラスチン，線
溶では TPAであり，これらも血管壁の損傷が起きると血中に出てくる。
　通常の止血では，このように凝固と線溶が同時に活性化されるが，血管壁の修
復を待って血栓が溶け出すのは，XIIIaとα 2 PIが正常に働いているからである。
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●図　安定化フィブリンのプラスミン分解の過程（二次線溶）（文献 1より転載）

●参考文献
1）新井盛大．第 5章　3）フィブリン分解産
物（FDP）．金井正光編．臨床検査法提要（第
32版）．金原出版；2005．pp　447―51．

線溶系の基礎的知識
　FDP，Dダイマーともに，線溶酵素
プラスミン（Pl）によって生成される
物質であることをまず理解してくださ
い。Plは蛋白質であれば何でも分解
してしまう酵素です。前回（2948号）
述べた凝固関連酵素トロンビンが，そ
の基質をフィブリノゲンや第 V，VIII，
XIII因子と限定しているのに比べ，Pl

はリジンの C末端側を非特異的に切
断する酵素です。よってリジンを持つ
蛋白質はすべて分解されます。血中に
存在する Plはフィブリンやフィブリ
ノゲンと親和性が高く，線維素溶解酵
素としての役割が中心となります。
　そして，この Plに速効性に働く生
理的インヒビターが α 2-プラスミンイ
ンヒビター（α 2 PI）です。正常な凝固
過程では，α 2 PIはトロンビンによっ
て活性化された第 XIII因子（＝XIIIa）
によりフィブリンに強く結合し，凝固
したばかりのフィブリンが血管の損傷
部位に内皮を再生させるまでの間，Pl

による分解を受けないようにしていま
す。それ以外に，凝固反応と同時に生
成されてくる Plが，必要のないとこ
ろで血中蛋白（流血中では主にフィブ
リノゲン）を分解しないよう，α 2 PIは
流血中でも即効的に Plを失活させ，
PIC（プラスミンプラスミンインヒビ
ターコンプレックス）となることで代
謝されます。

Dダイマーの生成過程
　Dダイマーは FDPの構成要素の一

つです 1）。フィブリノゲンは通常，中
央の N末の Eドメインを中心とした
二量体構造を取っています。これが凝
固するとき重合化してフィブリンとな
り，フィブリンが安定化される際に
XIIIaの作用でフィブリンモノマー同
士がイソペプチド結合によりダイマー
構造となり，さらにこれがつながって
大きなポリマーとなります。そうやっ
て安定化されたフィブリンが Plによ
る分解を受けたときに，Dダイマーが
生成されます（図）。
　安定化される前のフィブリンやフィ
ブリノゲンが Pl分解を受けても Dモ
ノマー（これも FDPの一種）しか生
成されないので，Dダイマーを検出す
ると生体内で凝固と線溶の両方が起き
ていることがわかります。

症例 強い上腹部痛を主訴に来院した
34歳，男性。2，3日前より黒色便が
出ている。臨床検査所見：赤血球数
280×10 4／μL，Hb 9.2　g／dL，Ht 
26.1％，白血球数7600／μL，血小板
数23×10 4／μL，CRP 0.2　mg／dL，
AST 32　U／L，ALT 28　U／L，γGTP 
25　U／L，LDH 180　U／L，アミラーゼ
98　U／L，BUN 68　mg／dL，血清クレ
アチニン0.75　mg／dL，尿酸5.8　mg／
dL，PT 11.3 秒，APTT 32.4秒，フィ
ブリノゲン250　mg／dL，FDP 25　μ
g／mL，尿所見正常，糞便中ヒトヘモグ
ロビン陰性。

　症例は赤血球所見と BUN，FDPに
異常を認め，肝胆膵系の酵素異常はな
く，腎機能検査も BUN以外は正常で，
止血機能検査も FDP以外は正常と言
えます。赤血球恒数を計算すると正球
性正色素性であり，腹痛と黒色便から
急性の上部消化管出血による貧血が疑
われました。胃内視鏡検査で潰瘍性病
変が認められたため，内科的治療が開
始されました。
　血小板数，フィブリノゲンの減少は
なく，APTT，PTともに正常で DIC（播
種性血管内凝固症候群）などの血管内
の凝固・線溶は考えられません。この
場合の FDPの上昇は，上部消化管内
に出た血液が凝固し，それが Plで分
解されることで FDPが生成され，さ
らにこれが小腸から血中に吸収される
ことで生じたものです。BUNも消化
管から吸収され血中で増加する一方，
血清クレアチニンが正常であることが
これを裏付けています。

なぜ基準値は 0でないのか
　FDPと Dダイマーは基本的には同
時に異常値を呈します。基準値が 0で
ない理由は，生体内では常に微細な血
管損傷イベントがあり，微量の出血と
その止血のための血栓形成は常に起き
ているからです。
　FDPが高値を呈しているのに Dダ

イマーが基準範囲内という病態は，一
次線溶のみが起きていることを意味し
ます。これは，落雷などの感電により
全身の血管壁から TPA（組織プラス
ミノゲンアクチベータ）が放出され，
血栓形成なしに Plが活性化される場
合など，非常にまれな病態です。
　FDPや Dダイマーが高値を示すと
き，同時にフィブリノゲンや血小板の
減少が認められる場合は DICが疑わ
れます。

まとめ
　FDPの測定が可能になった当初は，
数ある FDP分画のうちのどれに対し
て抗体を使っているかが試薬メーカー
ごとに異なっており，測定値のバラツ
キの原因となっていました。FDPのD-
D分画に対するモノクローナル抗体の
作製が成功し，Dダイマーが直接測定
できるようになったことで二次線溶を
確実にとらえられるようになった今日
でも，FDP，Dダイマーともにまだ用
いられている検査です。なお，臨床的
にはどちらの検査も特に優劣はありま
せん。

止血機能検査・2
第9回

FDP
（フィブリン／フィブ
リノゲン分解産物）

◆
Dダイマー

（D-Dダイマー）

佐守 友博佐佐佐守佐守守守 守 友友友博友博博博博博
本医学臨床検査研究所・統日本本医学本医学臨床臨床検検査研研究所究所・統統統
括所長括所括所長
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心電図 で

循環器疾患に切っても切れないのが心電図。でも，実際の波形は教科書とは違うものばかりで，何がなんだかわからない。
そこで本連載では，知っておきたい心電図の“ナマの知識”をお届けいたします。あなたも心電図を入り口に循環器疾患の世界に飛び込んでみませんか？

香坂 俊 慶應義塾大学医学部循環器内科

第19回 QT延長で学ぶ微分積分（前編）
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参考文献
1）Hurst JW. Naming of the waves in the ECG, 

with a brief account of their genesis. Circulation. 

1998　;　98（18）　:　1937-42.

2）Viskin S, et al. Inaccurate electrocardiographic 

interpretation of long QT　:　the majority of physi-

cians cannot recognize a long QT when they see 

one. Heart Rhythm. 2005　;　2（6）　:　569-74.

　大学受験の勉強をしていたはるか遠
いむかし，

「数学が実生活で役に立つ日が
来るのだろうか？」

と厭世的に思っていましたが（誰でも
一度は考えると思います），どうやら
ついに役に立つ日が訪れたようです。

それはデカルトから始まった

　「我思う，ゆえに我あり」という言
葉で有名なフランスの哲学者ルネ・デ
カルトですが，彼は優れた数学者でも
ありました。

ax 2＋bx＋c＝0

といった数式の表記で，a, b, cを定数
に，x, y, zを未知数に当てることを決
めたのはこのデカルトです。
　さて，数学においてデカルトが残し
た最大の功績が，中学数学で習う座標
平面です。実はこれ，「デカルト平面」
と呼ばれるものらしいですが，筆者も
心電図を学び始めてから初めて知りま
した。そのデカルトが曲線を表記する
ために，円の中心を O（オー）として，
円周上の点をしばしばそこから P，Q，
R，……と当てていきました。そのた
めに心電図の最初の波の名前は P波
となり，そこから Q，R，S，Tと続くよ
うになったようです（文献 1）。心電図
を発明したアイントーベンには数学的
な素養があったみたいですね。
　余談ですが，デカルトはこの方法で
すべての曲線を規定しようと試みまし
たが，個人的にかなり苦行じみたやり

方だと思います。興味のある方“だけ”
図 1を参照ください。なお，本文の内
容とは全く関係ありません。

閑話休題

　心電図の波形の名前に数学が使われ
ていたというだけで本稿の話は終わり
ません。心電図の曲線そのものにも現
代数学のエトスを当てはめることはで
きます。その代表格が，「QT延長を
どこで測るのか」ということになると
思います。ここから順番にみていきま
しょう。

人はなぜQTを “測る ”のか？

　それは「そこに QTがあるから」と
いうような，叙情的かつ格調高い理由
があるからではありません。散文的か
つ極めて現実的に，“QTの長さ”は
ヒトの目を欺きやすいからです。文献
データからみても，一般の医師が QT

間隔を正しく判断できる確率は 40％
以下，循環器内科医ですら QT延長を
正しく判断できる確率は 50％以下と
言われています（ただし，不整脈を専
門としている場合は 80％程度まで上
がります，文献 2）。これは，まず第 1

にどこで QTが終わるのかがわかりに
くい，そして第 2に脈拍数によってそ
のカットオフ値が変化する，というこ
とによります。
　QTの終わりは T波の終わりと言う
と，極めてアタリマエのように聞こえ
ますが，これが意外と曲者です。QT

間隔の測定を単に目測で行うと，実際
に QTが延長していれば過小評価し，
延長していなければ過大評価してしま
うことが知られています。そこで，正
しい QT間隔を求めるため，接線法と
呼ばれる方法（図 2）が広く用いられ
ます。この接線法は，まさに微分のコ
ンセプトにほかなりません。
　また，QT間隔は脈拍数に応じて伸
び縮みするので，計測された値は下記
の Bazettの式で補正します。 

この式は覚えなくても結構ですが，こ
の補正 QT間隔（QTc）の正常値は
430（男性）―450　ms（女性）程度です。
　いかがでしょうか？　循環器内科で
もないのにこんなことやってられる
か，と思われる方もいるかと思われま
すが，循環器内科でもこんなことやっ
てられません（本音）。しかし，先ほ
どから述べているように QTの計測に

QTQTc(Bazett)
RR

 

関しては誤差，ともすればミスが循環
器内科の中でも多いので，患者のケア
にかかわっているすべての科の医師は
この計測法を知っておいたほうがよい
かと思います。例えば，薬剤性の QT

延長（図 3）は抗精神病薬でも，抗菌
薬でも，胃腸薬でもみられ，すべての
薬剤をリストアップすると 2011年 10

月現在で 30系統 200品目以上ありま
す（http://www.qtdrugs.orgs）。
　ちなみに，上記ルールの簡略版とし
て

「QT間隔が RR間隔の半分を超えると
QTが延長している可能性が高い」

というパールもありますが，頻脈や極
度の徐脈のときは使えないので，ご注
意ください。
　このほか，本連載第 11回（2919号）
でも取り上げたコンピューターを用い
た計測法があり，現在ほとんどの心電
図の器械はこの QTcを自動的に計算
してくれます。ですが，そのやり方は
接線を引くという愛嬌あるものではな
く，T波の頂点付近を一次微分して，
その波の形をパターン認識した上で計
算するというものです。第 11回でも
記載した通り，おおむね信頼できる計
算値をコンピューターははじき出して

は来るのですが，弱点は二相性や二峰
性の T波の場合，そして U波が存在
する場合などです。繰り返しになりま
すが，QT延長は見落としが許されな
い症候ですので，やはりしっかりとし
た確認が必要です。

＊

　今回は数式と図が多く，QT間隔の
計測法の話題だけで紙面が尽きてしま
いました。次回は疾患としての QT延
長症候群とその考え方を扱います。

ポケットに、その場で役立つ専門知識と安心感を―緩和ケア領域の好著、待望の改訂版！

第2版緩和ケアエッセンシャルドラッグ 第2版

緩和ケアに必須の薬剤・諸症状のマネジメ
ントについて、著者の経験・知識に基づい
た貴重なノウハウと情報が満載の1冊。今
改訂では、最新情報へのアップデートはも
ちろんのこと、解説薬剤も増加し一段と内
容が充実。また、コンパクトサイズながら、
より見やすく使いやすい紙面に。緩和ケア
に携わる医師・看護師・薬剤師必携のベス
トセラー書、待望の改訂版完成。

恒藤　暁
大阪大学大学院教授・医学系研究科緩和医療学

岡本禎晃
市立芦屋病院・薬剤科長
大阪大学大学院非常勤講師・薬学研究科

三五変型　頁328　2011年 定価2,310円（本体2,200円＋税5％） [ISBN978-4-260-01409-0]

静脈系からみた新たな肝区域の提唱。「肝門板」の視点と腹腔鏡下肝切除を加え大改訂!

第2版肝臓の外科解剖 第2版

門脈segmentationに基づく新たな肝区域の考え方
肝臓の手術に不可欠な区域解剖において、
従来のCouinaudの肝区域に替わり、門脈
など静脈系に着目した新たな考え方を呈示。
2004年の初版以後の、最新の立体画像構
築による新知見とともに、「肝門板」の新
たな視点を提唱。腹腔鏡下肝切除術式も加
えて、手術書としても大幅リニューアル。

編著 竜　崇正
千葉県がんセンター前センター長

A4　頁240　2011年 定価12,600円（本体12,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-01421-2]

POINTPPPOOOOIIINNNTTT

●PQRSTという波形の名前の付け
方はデカルトに敬意を払ったもの。
●QTを測るのは難しいし，ミスも
多い。
●接線法は微分の知識が循環器内科
に活かされる数少ない機会だが，
フルに活用したい。

●図 2　接線法による QT間隔の計測
T波の下降部分に沿った接線を引き，その接線が基線と交わったところを QT部
分の終点として QT間隔を計測します。なお，RR間隔の補正はその直前の拍で
行うことに注意しましょう。QT間隔に影響を与えているのはその再分極の直前
の心拍です。

RR間隔

基線

R

P

Q

S

T
U

接線

QT間隔

●図 3  バイパス手術後にみられた抗真菌薬フルコナゾールによる QT延長（QT 380　
ms／QTc 460　ms）

期外収縮が T波上に見られ（矢印），R on T現象から Torsades de Pointへと移行しています。

延長したQT

●図 1  デカルトの曲線の規定方法
例えば Oから Cへの曲線を規定しようとす
るときに，X軸上の任意の点 Pを中心とする
円を描き，その曲線に接するような Pを算
出します（図では Cと Eが交点として存在
しますが，これが一点になるような P点を
探します）。この方法では，ある程度単純な
曲線なら規定できるのですが，らせんや指数
関数などで規定される複雑な曲線の記述はな
かなかうまくいきません。
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すぐに使える！　ポケットサイズで実践的な研修医のサバイバルガイド

総合診療・感染症科マニュアル
研修施設としての評価も名高い亀田総合病
院のスタッフの総力を結集して纏め上げた
1冊。多忙な研修医には必携のサバイバル
ガイドがここに完成した。ポケットに収ま
るサイズながら、必要最低限のスキルや情
報を凝縮。薬の投与量なども具体的におさ
え、また箇条書きなので、ぱっと見てすぐ
使える簡便さも兼ね備えている。しかし、
中身はあくまで実践的なので、すぐにでも
診療に役立ててもらえる1冊になることと
思われる。

監修 八重樫牧人
亀田総合病院総合診療・感染症科部長

　　 岩田健太郎
神戸大学教授・感染症内科

編集 亀田総合病院

三五変型　頁464　2011年 定価2,625円（本体2,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-00661-3]

物語能力を用いた臨床実践の原典

ナラティブ・メディスン 物語能力が医療を変える

Narrative　Medicine
Honoring　the　Stories　of　Illness

著 Rita　Charon
訳 斎藤清二

富山大学保健管理センター・教授

　 岸本寛史
京都大学医学部附属病院
地域ネットワーク医療部・准教授

　 宮田靖志
北海道大学病院地域医療指導医支援センター／
卒後臨床研修センター・特任准教授

　 山本和利
札幌医科大学地域医療総合医学・教授

A5　頁400　2011年 定価3,675円（本体3,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-01333-8]

ナラティブ・メディスンとは、病いの物語
を認識し、吸収し、解釈し、それに心動か
されて行動する「物語能力」を用いて実践
される医療である。内科医であるとともに、
文学博士であり倫理学者でもあるリタ・シ
ャロンが、文学と医学、プライマリ・ケア、
物語論、医師患者関係の研究成果をもとに、
物語能力の概念、理論背景、その教育法と
実践法を豊富な臨床事例を通して解き明か
す、ナラティブ・メディスンの原典、待望
の完訳。

　膠原病は希少疾患ですが，病態はさまざまな臓器におよび，多くの患者で鑑別疾患に挙がります。
また，内科でありながらその症候は特殊で，多くは実際の診療を通してでなければ身につけにくいで
す。本連載では，膠原病を疑ったとき，膠原病患者を診るとき，臨床医が知っておくべきポイントを
紹介し，膠原病専門診療施設での実習・研修でしか得られない学習機会を提供します。

高田和生
東京医科歯科大学 医歯学融合教育支援センター 准教授

Pearls
Myth

s
Myth

s
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もう膠原病は
怖くない！
臨床医が知っておくべき膠原病診療のポイント

その6 SLEの診断・治療
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多くは初発時から腎／脳などの
臓器障害を伴っている？

　SLEでは，自己抗体を中心とした自
己免疫病態が長い経過中にさまざまな
形で多くの組織・臓器を攻撃し，障害
を来します（表）。しかし，初発時は関
節痛・関節炎，皮疹（特に頬部紅斑），
倦怠感，発熱などが主体で，腎／脳な
どの臓器障害を初発時より合併するこ
とはまれです。一方，初発症状出現の
数年前より既に自己抗体が産生され，
エピトープ拡大により徐々にその種類
も増えていきます（図 1）。

SLEの分類基準は発症早期では
有用性が低い

　SLEには臨床研究のために作成され
た分類基準（米国リウマチ学会，1997）
があり，臨床現場ではこれを参考に診
断されます。しかしながら，同基準は
発症後で疾患像が確立した患者データ
を基に，他の疾患と区別すべく作られ
たものであり，実際に SLE症例が同基
準における 4項目を満たすには，初発
症状出現後ある程度時間を要します。
したがって，特に発症早期の患者にお
いては，その適用に限界があります。

SLEの関節炎は間欠性で
骨破壊はまれ

　関節痛・関節炎は初発時に 62―
67％で見られ，経過中 83―95％が来
します。罹患関節は関節リウマチ（RA）
の場合と同じく手首や手指 PIP関節を
中心に全身に及び，朝のこわばりも伴
い，滑膜組織像も差を認めません。し
かし，以下の点で RAと異なります。
□ 一過性で，寛解・再燃を繰り返す場
合が多い

□ 同時に罹患する関節数は多くて数個
□ 変形（手指の尺側偏位やスワンネッ
ク変形など）を来すが，徒手整復可能
（支持軟部組織脆弱化による亜脱臼
によるもので，Jaccoud関節炎という）

□ 骨びらんはまれ（骨びらんを呈する
症例の多くは抗 CCP抗体陽性で，
SLEと RAのオーバーラップと考え
られ，2つの名前を合わせて“Rhu-

pus”と呼ばれることもある）

光線過敏は
SLE初発時から見られる？

　光線過敏とは，分類基準上「日光曝
露に対する皮膚の異常反応として出現
する皮疹で，患者報告・医師の直接観
察の如何を問わない」と定義され，初
発時に 29％，全経過では 41―60％で
見られます。実際，日光曝露直後の発
赤は健常人より長く持続し，後に急
性・亜急性ループス疹が出現すること

も少なくありません（曝露後 2週間ほ
どして出現することもある）。
　また，日光曝露後に，皮疹だけでな
く全身性の病勢増悪（曝露後 2―3か
月を経て出現することもある）を来す
こともあります。紫外線は角化細胞の
アポトーシスを誘発しますが，SLE患
者はアポトーシスに陥った細胞の処理
に異常があり，結果，細胞内のさまざ
まな自己抗原が流出します。一方，
SLE患者では健常皮膚でも表皮真皮境
界部に自己抗体が沈着しており，流出
した自己抗原と免疫複合体を形成し炎
症を起こすと考えられています。

SLEの治療も，リリーバーと
コントローラーの組み合わせ

　SLEは，初発時こそ関節や皮膚が主
体ですが，経過中に腎臓（34―73％），
中枢神経（25―75％），血液系（血小
板減少症 20％，溶血性貧血 10％）な
どさまざまな臓器を冒し，寛解・再燃
を繰り返します。SLEの治療も，RA

と同じく，即効性のあるリリーバーと，
長期的に自己免疫病態を制御するコン
トローラーとに分類されますが，病態
の緊急性・重篤性が RAと比較して高
いため，リリーバーは中～高用量ステ
ロイド，ステロイドパルス療法，γグ
ロブリン大量静注療法，血漿交換療法
などが適宜用いられ，コントローラー
も罹患臓器や重篤性に基づき，アザチ
オプリン，メトトレキサート，シクロ
スポリン，タクロリムス，ミコフェノー

ル酸モフェチル，シ
クロホスファミドな
どが用いられます
（図 2）。
　さらに，ループス
腎炎や中枢神経ルー
プスなど，強力な寛
解導入および地固め
（寛解または安定維
持）治療を要する場
合には，有効性／安
全性バランスを高め
るために，治療開始
時は強力なコント
ローラーを，寛解導
入または安定後は比

較的安全性の高いコントローラーを用
いる（2段階アプローチ）ことが多い
です。また SLEでは，RAと異なりリ
リーバーであるステロイド薬がなかな
か終了できず，低用量のステロイドが
コントローラーとして使われることも
多くあります。

SLEの新規治療法候補の標的は
Bリンパ球

　TNFα阻害薬は RAの治療を大きく
改善しましたが，SLEでは，腎臓や皮
膚病変などで TNFαの発現亢進があ
るものの，以下の理由で開発は進めら
れていません。
□  RAなどで投与患者に抗核抗体や抗

DNA抗体が高頻度で出現し，実際に
少数例で軽症 SLE様病態が出現した
□ 投与患者に抗リン脂質抗体の出現が
見られた
□  SLEの動物モデルに TNFαを投与
した際，疾患の減弱効果が見られた

　SLEでは自己抗体が引き起こす病態
が主であり，Bリンパ球を除去，また
はその活動性を制御する治療法の開発
が進められています。Bリンパ球除去
治療薬であるリツキシマブ（抗 CD20

モノクローナル抗体）はプラセボに比
して優越性が示されませんでしたが，
他の除去抗体の開発が進められていま
す。一方，Bリンパ球活動性制御治療
薬であるベリムマブ［刺激因子（BLyS）
に対するモノクローナル抗体］が
2011年に米国で承認されました。

抗二本鎖DNA抗体は
病勢変動に先行して力価が変動する

　抗二本鎖DNA抗体と抗 Sm抗体は，
SLEにおける感度はそれぞれ 70％，
30％ですが，特異度はいずれも 95％
以上と高く，診断の補助になります。
また前者は，腎病変において DNAと
の免疫複合体を形成するなど，病態形
成にも関与しています。そして多くの
場合，病勢変動に先行して力価が変動
します。しかし，力価上昇後も 10％
以上で病勢変動がないことから，治療
増強判断は同抗体力価だけでなく，臨
床所見を加味して行う必要があります。

　今回は，全身性エリテマトー
デス（SLE）の診療を概略的に
紹介し，ポイントを学びます。

●表  SLEの主要症候 /病態の頻度（％）
（初発時および全経過）

SLE初発時 全経過
倦怠感 50 74―100

発熱 36 40―80

関節痛または関節炎 62―67 83―95

皮 

疹

頬部（蝶形）紅斑 28―30 48―54

円盤状紅斑 10 15

光線過敏 29 41―60

腎炎 16―38 34―73

胸膜炎 17 30―45

心外膜炎 8 8―48

中枢神経 12―21 25―75

急性ループス肺炎 まれ 9

（慢性）間質性肺炎 まれ 6

（Postgrad Med. 1995［PMID: 7716094］より改変）

●図 2　SLEの病態ごとの治療パターン

代表的な治療パターン 概説 主に適用となるSLEの病態
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石山貴章
St. Mary’s Health Center, Hospital 
Medicine Department ／ホスピタリスト

「本物のホスピタリスト」を　　　　　　　めざし米国で研鑽を積む筆者が，その役割や実際の業務を紹介します。
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How did you learn English so well?

（どうやって，英語の勉強した
の？）
We didn’t have medical textbooks other 

than English in India.

（インドでは，医学のテキストは英語
以外手に入らないんだ。）

　今回の Real Hospitalist，テーマは「英
語」である。今まであえて避けていた
テーマ。しかし，インターネットが浸
透し，国と国との距離が縮まった「国
際化」のこの時代，日本にいようが渡
米しようが，避けては通れない話題が
コレだろう。深呼吸をしつつ，始めて
みたい。

◉

まずは，英語の重要性について。
多くの人が声をそろえて重要性

を説く。私自身，そういった声にあお
られて英語を勉強し，そして留学を志
したクチである。しかしちまたで言わ
れるほど，本当に重要なのだろうか。
また重要だとしても，それは誰にとっ
て，何のために重要なのか。その観点
が，抜け落ちていはいないだろうか。
　本連載の読者は研修医と，若い臨床
医の先生方であろう。（少なくとも医
学界のこの読者層にとっては）日本で
仕事に取り組む限り，現時点で「どう

しても」必要とされる英語の能力は限
られるだろう。英語論文を読めること
は重要だが，翻訳された良書が手に入
る日本にいる限り，バイタルなことで
はないと思う（ただし，ここまでイン
ターネットが発達して各国間の距離が
縮まったボーダーレス社会，近い将来
において，この前提が変わる可能性は，
大いにある）。そしてまた，日本の医
師免許を取得できるだけの教育を受け
た先生方であれば，すでにある程度の
読み書きは，できるのではないだろう
か。
　10年前，漠然と英語の勉強を始め
た自分の立場から今振り返ると，少な
くとも「強迫観念に駆られてまで」勉
強する必要はないなと，正直思う。た
だ一方で，使えないと「もったいない」
と思うのも事実である。英語を使うこ
とで獲得できるもの，それは「多国籍
の人々との意思の疎通」であり，「英
語圏からの良質な情報」であり，そし
て「ネイティブスピーカーの作り出す，
あるいは英語原文の醸し出す，生の感
動」である。

◉

私はここで，「使う」と表現した。
つまるところ英語はツールであ

り，その習得のポイントは「習うより
慣れろ」である。「勉強」や「教科」

では決してない。そして，使わないと
「もったいない」。英語を学ぶことそれ
自体を，目的化させる必要はないと思
う。
　さて，次にあくまで経験則であるが，
英語を「使う」ためのポイントを 3つ，
挙げてみたい。それは，
❶英語をとにかく聴くこと
❷英英辞典を使うこと
❸日本語で意味を考えないこと

の 3点である。特に❸は重要だ。日本
語の意味を考えず，とにかく聴き続け
る。その際，意味はわからなくて構わ
ない。そして，言葉の意味も英語で調
べ，英語で覚える。耳と脳とを「チュー
ニング」するイメージである。英語の
脳細胞を「仕込む」ことが大切だ。
　ではここで，英語習得に関するお薦
めの著書と，聴き続けるのにお薦めの
英語講演をひとつずつ紹介したい。
❶『英語は絶対，勉強するな！』（サ
ンマーク出版）
❷ Steve Jobsによる Stanford University

の卒業式での講演（YouTubeからアク
セス可能）

　特に❷は，ぜひ英語で味わうことを
お勧めする。これがまさに，先ほど挙
げた「ネイティブスピーカーの作り出
す生の感動」のひとつである。講演を
聴いて背筋が震えたのは，私自身初め
ての経験だった。この感動は，生の英
語でないと決して味わえないと思う。

◉

I want to learn Japanese.

（日本語を学びたいの。）
Why?

（何でまた？）
I LOVE Japanese Manga!!

（日本のマンガ，大好きなの‼）

　病院に勤める，ケアパートナー（介
護職）の女の子との会話である。こち
らのアニメファンやマンガファンは，
そのためだけに日本語を学びたがって
いる。マンガを用いた日本語の教科書
まである。つまるところ，こういった
単純なインセンティブが，一番大切か
と思う。先ほど挙げた Steve Jobsの講
演は，その意味でも絶対のお薦めであ

る。これを英語で理解することを，ぜ
ひ目標のひとつにしていただきたい。

◉

以上，英語の習得は，実は（少な
くとも医学界において）それほ

ど切羽詰まったものではないという前
提で，ここまで述べてきた。ただ，一
方で臨床留学を経験した身としてひと
つ。
　本文最初の会話のように，インドか
らの臨床留学生は多い。教科書の翻訳
が手に入らないインドで，彼らは英語
での臨床教育を受けてきており，また，
英語が完全に第二母国語となってい
る。そしてまた，あれだけの人口を持
ち，身分制度のある国から渡米してく
る人たちというのは，身分の点でも，
能力の点でも，選ばれた人たちなのだ
ろう。私の同僚，レジデント時代の仲
間，そして当時のアテンディング。イ
ンド出身のドクターたちは，皆そろっ
て優秀であった。そして，こういった
人たちが，将来のインドを支えるのだ
と思われる。
　アメリカのシステムが何でも優れて
いるとは思わない。しかし，少なくと
も現在の経済，科学，そして医学の中
心がアメリカである限り，やはり学ぶ
ことは多いだろう。そして，国家のレ
ベルや長期のスパンで見たとき，語学
の壁が大きい日本の現状は，やはり深
刻だと言わざるを得ない。最初に述べ
た前提とやや矛盾するようであるが，
これもまた，現在の正直な感想なので
ある。

Real Hospitalist 虎の巻

英語習得，そのポイントは？
英語は「ツール」であり，使えない
と「もったいない」。ポイントは，
とにかく聴くこと，英英辞典を使う
こと，そして，日本語で考えないこ
と。長期的なスパン，国としてのレ
ベルでは，やはり日本の英語教育の
現状は深刻だと思える。

追記：この原稿を編集室に送ったその 2日後
の 10月 5日，Steve Jobs死去のニュースが
入りました。いち Macファンとして，また
本文中述べたとおり，彼の講演に何度も励ま
された身として，心よりご冥福をお祈りしま
す。

今回は久々，わが St. Mary’s Health Centerの診療風景
から 2枚。写真左は ICUにて，私と仲の良い集中治療
医が，レスピレーターのセッティングで悩んでいるら
しいところをパチリ。写真上は，病棟の美人（！）看
護師 3人組。ディスカッションの途中をこれまたパチ
リ。英語ができると，彼女たちともお話ができます（笑）。
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書評・新刊案内

上肢運動器疾患の診かた・考えかた
関節機能解剖学的リハビリテーション・アプローチ
中図 健●編

B5・頁280

定価4,830円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01198-3

評 者  福井 勉
 文京学院大教授・理学療法学

　本書は作業療法士である中図健先生
をはじめとした 5名の執筆者が上肢運
動器疾患に絞って，治療概念を披露さ
れた意気軒昂な良書である。
　頚椎，肩関節，肘関
節，前腕，手関節，指
関節の 6章から成り，
おのおのの章は「基本
構造」「おさえておくべき疾患」「臨床
症状の診かた・考えかた」「治療方法
とそのポイント」「ケーススタディ」
の 5項目から。「基本構造」は解剖学
と運動学であり，多くの図を駆使した
わかりやすいレビューで構成されてい
る。「おさえておくべき疾患」では臨
床上，頻繁にみる症例を中心に疾患の
定義・成因・好発年齢・予後，および
整形外科的な診断基準や臨床症状，通
常よく行われる治療方法について述べ
られている。
　しかし恐らく，本書の最も特筆すべ
き内容は，各章における「臨床症状の
診かた・考えかた」「治療方法とその
ポイント」にあると思われる。筆者の
症状のとらえかたは臨床経験のある読
者が最も興味をひかれる部分であろ
う。疼痛や可動域の解釈，可動域拡大
を考える際の留意点，浮腫の解釈，
thinking pointと称する筆者のクリニカ
ルリーズニングのポイントがさまざま

な個所で見られる。読んでいて最も納
得させられるのは，筆者の丁寧な観察
眼とあくまでも機能解剖に則するとい
う観点である。理論的飛躍をしないよ

うな決意が感じられ
る。そして「あきらめ
ないぞ」というような
強い意思やチャレンジ

精神も感じられた。本書の思考回路で
臨床を実践することにより，取りこぼ
しの少ない，確実に臨床結果につなが
るような経験を積むことができるであ
ろう。
　また本書は少人数の勉強会にも適し
ていると思われる。疾患の基本的内容
を把握する上で，まずは本書をテキス
トとして完全に消化して，お互いに人
前で説明をしてみたら理解が深まると
思う。また症例に対する自分のクリニ
カルリーズニングの思考回路のガイド
として本書を用いて実践したらいかが
だろう。そういう経験を積み重ねるこ
とができれば，最後の「治療方法」に
ぜひ挑んでほしい。筆者も恐らく多く
の経験値から自らの考えかたを築いて
いったのではないだろうか。
　「このような思考方法を積み重ねて
いけば，新しい知見を得ることができ
る」，そのような想起をさせてくれる
本はほかにあまりないように思われる。

プロメテウス解剖学アトラス 
解剖学総論／運動器系
第2版
坂井 建雄，松村 讓兒●監訳

A4変・頁616

定価12,600円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01068-9

評 者  熊木 克治
 新潟大名誉教授

　G. Thieme社といえば，古くからの
ドイツの名著，解剖学教科書『Rauber／
Kopsch』を出版している。一方，図と説
明が見開きとなった新様式の『Taschenat-

las der Anatomie』も発
行し，伝統と革新を兼
ね備えた信頼できる出
版社である。
　本書の，LernAtlas der Anatomie（物
事を知る，考える）という冠をつけて，
的確なたくさんの説明がある点と，そ
の努力と工夫を高く評価したい。書物
を読まなくなった今の学生にも将来必
ずや大きな糧になると確信している。
このたび刊行となった第 2版では，大
きな改訂として臨床的重要テーマ（関
節に関する疾患と画像診断，末梢神経
障害とブロック，筋肉の作用と障害な
ど）をいち早く追加した点は特筆に値
する。
　“プロメテウス”解剖学アトラスと
いう神秘的で重々しい書名も，読者の

誇りとやる気を起こさせるものだ。プ
ロメテウスが造り出してくれた“人”
はその形だけではなく，火を手に入れ
て新しい知恵を創造していく素晴らし

い能力を授かって進歩
してきた。解剖学がた
くさんの人体の名前を
覚えるだけの暗記の学

問ではなく，人体の神秘を発生学，比
較解剖学，局所臨床解剖学などを通し
て，考える科学であることを象徴した
ものとしてピッタリである。名前だけ
でなく，それにふさわしい新しい創造
の部分を備えた内容に，教えられるこ
とが多い。
　つい最近，芸術解剖学の巨匠 R. B. 

Haleが人体の描き方のコツを説明す
る最終講義のビデオ解説を観る機会が
あった。足の描き方を説明するとき，
ankle systemと heal systemという 2つ
のねじれを分析している。このアトラ
スでも，科学的に分析するという基↗

丁寧な観察眼と機能解剖に
則してまとめられた良書

伝統と革新を兼ね備えた
解剖学アトラス

専門医をめざす人の精神医学　第3版
山内 俊雄，小島 卓也，倉知 正佳，鹿島 晴雄●編
加藤 敏，朝田 隆，染矢 俊幸，平安 良雄●編集協力

B5・頁848

定価18,900円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-00867-9

評 者  融 道男
 東医歯大名誉教授／メンタルクリニックおぎくぼ院長

　専門医制度は提唱以来約半世紀を経
て，ようやく軌道に乗ってきている。
第3版は半数以上の章で筆者が交代し，
全体的に書き直された。増ページを含
めた大幅な改訂がなさ
れ，一層充実した新し
い教科書を読んだ。最
新の情報に感銘を受け
たページが多々あった。
私は，その中から，若
い精神科医に読んでい
ただきたい項目として
3か所を選んだ。
　まず，新井康允によ
る『性機能』（92―99

ページ）では，男女の
性差から始める。『精
巣と卵巣の分化』につ
いて，図 1-37に性腺
原基の性分化を基礎的
によくわかるように解説している。「思
春期発動に最も重要な役割を果たすの
は，視床下部にあるゴナドトロピン放
出ホルモン（GnRH）を産生し放出す
る GnRHニューロンの働きである」。
と図 1-38で下垂体系を含めた Gn分
泌調節の働きが性機能調節にフィード
バック作用で重要な役割を果たしてい
ることを示している。
　『月経周期の内分泌』について，卵
巣ホルモン（エストロゲン，プロゲス
テロン）と下垂体前葉ホルモン（LH，
FSH）を図 1-41に適切に図解してい
る。『更年期』は「卵巣機能（エスト
ロゲン）の衰退である。女性の多くの
臓器・組織にエストロゲン受容体が存
在しているので」「臓器・組織に急性，
慢性のさまざまな障害をもたらす」。
また，サルの実験を引用し「アカゲザ
ルの妊娠中の母親にアンドロゲンを注
射」すると，「生まれた雌の子ザルの
遊びパターンが雄の子ザルのパターン
を示すようになる」。「幼児期の遊びの
パターンの性分化に胎児期のアンドロ
ゲンが鍵を握っていることを示してい
る」。おわりに，「空間認知能力の発達
に胎児期のアンドロゲンが重要な鍵を
握っている可能性を示している」。性
機能について，新所見を含めて興味深
い章である。
　次に，臺弘が書いた『精神医学の基
本』（122―125ページ）を読んだ。専
門医制度は日本精神神経学会の長崎総
会（1968年）で臺理事長が発議した
ことから始まっている。また臺弘の『精

神科治療の 3本柱』は，「薬物療法と
精神療法と生活療法」である。「生活
療法」を提議して，「百姓・二宮尊徳
をその開祖として注目した」。「二宮は

道徳を説くとともに生
活の基礎の経済要件を
整えた」。また，「不時
の必要や飢饉に備える
長期的展望も心得てい
た」尊徳は，多くの町
村を復興させた。患者
さんについては，「精
神障害者の苦労は〈暮
し下手〉と〈生き辛さ〉
といわれる」。
　「若い精神科医」に
ついても書いている。
「先輩や同僚からの貴
重な手本に学ぶ」が「手
痛い失敗を悔む場合も

あろう。同時に当人は患者が誰にも勝
る先生であることを悟るに違いない」。
また，「治療の現場で自分の〈心〉と〈体〉
が相手の〈心〉と〈体〉に協応して作
りあげる構えこそが，臨床医の生活場
面となる」。私にとっても，これは，
臨床精神科医として大いにためになる
文章である。
　最後に，牛島定信による『対象によ
る諸問題』（261―267ページ）につい
ては，精神療法の中で『3）統合失調症』
を選んだ。ここには専門医をめざす若
き精神科医が常に心掛けておくべき心
得がよく示されている。「ひと口に精
神療法といってもさまざまである」。
「統合失調症の精神療法を行うときに
重要なことは，神経症と違って現実検
討能力がないという認識である。した
がって，内的な不安や葛藤を暴いたり，
年齢相応の社会的役割を強いたりする
ことの危険については，十分に承知し
ておかねばならない」。また，「社会の
しくみに十分に対応できる自我の状態
にないために，薬物療法や個人療法は
もちろんのこと，体系的な社会療法を
準備しておく必要がある」。「すべてが
悪意をもった人間であるという恐怖に
包まれているので，いわゆる常識的な
かかわり方では不安，恐怖を招きやす
い」。そして，「自我が弱体化している
ので，周囲が守ってやるような治療構
造が求められる」。牛島の，『1）神経症
性障害』『2）パーソナリティ（人格）
障害』『4）気分障害』の精神療法も短
くても深い内容で参考にすべきである。

最新の精神医学の
情報に感銘

がんの苦しみをどう緩和するか、EBMに基づいた対処法を解説。

婦人科がんの緩和ケア
Palliative　Care　Consultations　in　Gynaeoncology(Palliative　Care　Consultations　Series)

定価3,675円（本体3,500円＋税5％） [ISBN978-4-260-01120-4]

監訳 後明郁男
彩都友紘会病院副院長・緩和ケア科部長

　　 中村 文
川崎医科大学教授・産婦人科

沈沢欣恵
彩都友紘会病院・緩和ケア科副部長

婦人科がんの進行によって生ずる諸問題
に対し、緩和ケアの視点から、EBMに
基づいた対処法を丁寧に解説。がん患
者の苦しみを緩和する方策が学べる好
書。オクスフォードPalliative　Care　
Consultations　Seriesの1冊。

編集 Sara　Booth／Eduardo　Bruera

翻訳

A5　頁228　2011年

子どもの心、育児不安、発達障害…。新しい問題への解説も追加した改訂版。

第4版乳幼児健診マニュアル 第4版

編集 福岡地区小児科医会
　　 乳幼児保健委員会

B5　頁164　2011年 定価3,360円（本体3,200円＋税5％） [ISBN978-4-260-00877-8]

高い水準と活発な活動で全国的に有名な、
福岡地区小児科医会による好著の改訂版。
本書1冊でひととおりの健診を実施できる
内容となっている。今版では子どもの心の
問題、育児不安、発達障害に関する解説も
追加。随所に配されたコラムでは乳幼児を
とりまく最近の話題もわかりやすく述べら
れている。
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イラストレイテッド泌尿器科手術 第2集
図脳で学ぶ手術の秘訣
加藤 晴朗●著

A4・頁352

定価15,750円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01103-7

評 者  筧 善行
 香川大教授・泌尿器科学

　これは通常の手術書とは全く異な
る，加藤晴朗先生の歴戦記ともいえる
書である。
　昨今は腹腔鏡手術の頻度が増え，手
術前後の予習・復習は
自分やほかの術者の動
画を利用される先生方
が多いと思う。加藤先
生自身も動画による予
習・復習の効果を大い
に認めておられる。一
方，本書はすべて開放
手術に関する加藤先生
の豊富なイメージ図に
より構成されている。
もちろん動画とは全く
異なる教材であるが，
手術がいくつかの場面
に切り分けられ，設計
図を見ているような心
持ちにさせられる。
　加藤先生は，術者は
手順に沿った場面ごとのイメージ図を
徹底的に暗記して手術に臨むべきだと
述べておられる。このような考え方は，
漫然と開放手術をしていた時代より
も，腹腔鏡手術の時代になってむしろ
意識されるようになったコンセプトで
はないだろうか。要するに一つ一つの
作業にけりをつけて前へ進むやり方で
ある。
　多くの手術書は標準的な解剖学的事
項に基づいた，最もスムーズに進行し
た手術を想定したイラストと記述で構
成されている。個々の症例でのバリ
エーションや障害は各自が臨機応変な
対処を行いなさい，といういわば総論
を提示し各論は読者にお任せするスタ
ンスである。本書はそれとは全く逆の
切り口になっていて，全編これ各論，
という編集スタイルである。これを単
なる症例の記録ではないかと批判され
る方もおられるかもしれない。しかし，
私はそうは思わない。ある程度の経験
を積んだ指導医クラスの先生方にも読

み応えがあり，刺激的な手術書である。
開放手術に対してあらためて意欲をか
き立てられる内容といえる。一つ一つ
のイメージ図はプロの画家に依頼され

た妙にリアルなものと
は異なり，どこか Dr. 

Blandyの手術書に通
じる線描画である。各
臓器にはもともと輪郭
はないのであるが，加
藤先生の経験と自信に
裏付けされた線で区切
りや仕分けがなされて
いる。
　もともと前作が発刊
されたときには第 2集
は予定されていなかっ
たため，初回本では第
1集とは命名されてい
なかった。あまりに評
判が高く，なおかつ加
藤先生の飽くなき挑戦

心と職人魂により次々とイメージ図が
集積され，とうとう今回の第 2集の発
刊に至ったようである。第 1集と膀胱
全摘や前立腺全摘などのテーマは重複
しているが，中身は少しずつ異なって
いて，加藤先生自身の経験の蓄積も垣
間見られる。また，第 2集では腎部分
切除術にかなりのページ数が充てられ
ており，大変参考になる記述が満載で
ある。折しも腎癌における部分切除の
適応拡大が叫ばれているなか，第 2集
の目玉ともいえる部分である。それら
以外にも膀胱腟瘻や尿道断裂の手術な
ど各術者がそれほど多く経験できない
困難手術にも紙面が割かれていて大変
参考になる。
　困難な手術を終えられた直後に，一
心不乱になって手術を回想し，一つ一
つ記録にとどめてこられた加藤先生の
姿勢には脱帽するほかない。伊能忠敬
の日本全土の地図作成に匹敵する根気
と「図脳」力である。第 3集，第 4集
が待望される。

本が貫かれている点がノミナの羅列
ではない大きな可能性を示している。
　理学療法士の友人の一人が，膝関節
の腫脹について大腿四頭筋と神経支配
様式を解析してその原因の手掛かりを
探っている。その解剖学的研究にも，
また患者さんへの治療や説明の現場で
も，この“プロメテウス”が大いに役
立ち，信頼されているという。
　上肢を局所解剖学的に示す図を見た
とき，そのユニークなアングルに驚か
され，なるほどと膝を打つ思いだった。
すなわち，上腕，前腕，手を通して観
察するとき，屈側または伸側で示す解
剖学的肢位を脱却し，前腕は内側にね
じった回内位の自然の状態に配置して

局所解剖学的に，骨，筋，神経などを
連続的，総合的に説明している点が実
に画期的で新鮮である。
　このアトラスは『頸部／胸部／腹
部・骨盤部』『頭部／神経解剖』『解剖
学コアアトラス』『コンパクト版』も
訳本が出版されており，シリーズとし
ていっそう充実したものになってい
る。また，監訳者はわが国でも有数の
解剖学者であり，誠に人を得た翻訳で
ある。
　最後に，質問点もないではないが，
伝統あるドイツの解剖学者，錚々たる
日本の解剖学者，そして多くの読者が
議論を練り上げてより充実したものに
発展することを願うものである。

↘

図解 腰痛学級　第5版
川上 俊文●著

B5・頁328

定価3,990円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01237-9

評 者  山下　敏彦
 札幌医大教授・整形外科学

　本書の初版が発刊されたのは 1986年
である。筆者は初版以降，改訂のたび
に本書を買い替えており，もう 20年以
上も愛読していることになる。当時ま
だ研修医だった筆者に
とって，図が多くコン
パクトに腰痛を解説し
た本書は，非常に魅力
的だった。初版から 4

版は，各項目が基本的に見開き 2ペー
ジ（左が図，右に解説文）にまとまっ
ており，日常の腰痛診療で疑問に思う
こと，より詳しく知りたいことに明解
に答えてくれた。筆者の患者への説明
（ムンテラ）は，ほとんど本書の内容を
基にしていた。したがって，川上俊文
先生は，筆者にとっての腰痛診療の先
生であるといっても過言ではない。
　今回の改訂で，本書は思い切った
バージョン・アップを遂げている。筆
者が気に入っていた見開き 2ページの
形式が廃止されたのはやや残念だが，
図と写真が多用されている特長は変わ
らないし，2色刷りで読みやすく工夫
されている。そして，何より内容がよ
り広範かつ多角的なものとなりボリ
ュームも大幅にアップしている。もは
や，これまでの一般向けの解説書とい
うイメージはなく，腰痛に関する立派
な「成書」であるといってよい。疼痛
の神経学的・薬理学的メカニズムから
脊柱のカイネティクスまで，最新の知
見が取り入れられており，川上先生の
up-to-dateな文献・情報の収集力，分
析力には感服する。しかし，初版以来
貫かれてきた，語りかけるような平易
な記述は健在である。布団の硬さから
タバコや性生活の可否に至るまで，外
来で患者から訊かれて答えに窮するよ

うな質問も，Q & A形式にして随所に
まとめて掲載されている。このような，
どの教科書を捲っても書いていないこ
とこそ，実は患者や一般臨床医が知り

たいことなのである。
　本書のもう一つの特
長は，川上先生ご自身
が実際に行われた臨床
研究のデータや，さら

には先生ご自身が経験された数度の腰
痛体験が随所に提示されていることで
ある。すなわち，本書は実際の臨床で
先生が獲得されたエビデンスに基づく
「生きた」知見・情報に満ちており，
従来の紋切り型の記述や定説の復唱に
とどまる教科書の対極にあるものだと
いえる。エビデンスといえば，欧米の
腰痛ガイドラインが思い浮かぶが，先
生はそれらをそのまま受け入れるので
はなく，ご自身の臨床経験に照らし合
わせ，日本の現状により適合した治療
体系を提唱しておられる。
　このたびの，装いも内容もグレード
アップした『図解 腰痛学級 第 5版』
は，まさに川上先生の腰痛診療・研究
の集大成といえるものである。本書は，
一見すると患者・一般向け実用書とも
とれるが，実際には，医師が患者に腰
痛を説明するため，いやむしろ医師自
身が腰痛を理解するための本である。
もちろん腰痛治療にかかわるコメディ
カル・スタッフにとっても大いに役立
つだろう。本書は，これから腰痛を勉
強しようとしている研修医には「入門
書」として，日常の腰痛診療で壁にぶ
つかった専門医には「手引書」として，
そしてすべての人にとって面白く読め
る腰痛の「読み物」として，迷わず推
薦できる一冊である。

患者さんが知りたい，医師が
知りたい「腰痛の“？

ギモン

”の答え」
がここにある

切り分けられた手術場面の
豊富なイメージで困難手術にも
対処できる刺激的な手術書

血算のどこに注目して読めばよいか、本当にわかっていますか？

誰も教えてくれなかった

血算の読み方・考え方
最低限の病歴と血算から、可能性の高い疾
患を「一発診断する」力を身につけるため
の本。血算は、すべての臨床検査の中で最
も基本的で頻用される検査。臨床現場では
簡単な病歴と血算を中心とした情報だけで、
診断を推定しなければならない場面は多く、
また実際かなりの疾患の推定ができる。誰
も教えてくれなかった血算の読み方・考え
方が学べる本書は、研修医、若手血液内科
医はもちろん、すべての臨床医、検査技師
にも役立つはず。

岡田　定
聖路加国際病院・内科統括部長・血液内科部長

B5　頁200　2011年 定価4,200円（本体4,000円＋税5％） [ISBN978-4-260-01325-3]
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書評・新刊案内

レジデントのための
血液透析患者マネジメント
門川 俊明●著

A5・頁200

定価2,940円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01387-1

評 者  柏原 直樹
 川崎医大主任教授・腎臓・高血圧内科学／
 川崎医大レジデント教育委員会 委員長

　いまや血液透析療法は専門医の手に
委ねるべき特殊なものではない。透析
患者の数は増加の一途をたどってお
り，専門性のいかんにかかわらず，レ
ジデントはさまざまな
診療現場で血液透析患
者の診療に携わること
を避けては通れない。
主病が別であっても受
け持った患者が透析中
であったり，重症化し
た際に血液浄化療法を
余儀なくされることも
しばしばである。
　透析患者を受け持っ
た途端に，具体的な透
析スケジュール，食事
内容，合併する貧血の
管理などに直面するこ
とになる。不幸にして
透析療法の実際は，学
生時代にはほとんど教えられていな
い。さあ，どうするか。取るべき方法
は，①専門医・指導医の指導を仰ぐ，
②書物を読む，のいずれかである。し
かし，身近に専門医を見つけることが
できないことも多く，また自ら基本が
わかっていないと，適切な指導を受け
ることすらままならない。書店に並ぶ
血液透析の本は専門医を対象に書かれ
たものが大半であり大部に過ぎる。間
に合わない。
　このように，血液透析療法が普遍的
な治療手段であるにもかかわらず，適
切なテキストがないため，レジデント
は困惑を余儀なくされていたのであ
る。血液透析患者のマネジメント力を
身につけることは，例えば「抗菌薬の
使用法」「胸部 X線写真の読影法」を
修得するのと同様に必須である。一方
であまりに細部，専門的な知識や技能

の修得は不要である。
　本書はレジデントの目線に立って書
かれた待望の書である。著者は腎臓内
科をローテートしてくる新人レジデン

トを相手にして，この
領域の指導を 10年近
く行っており，そのエ
ッセンスが凝縮されて
いる。この領域の知識
をまったく持っていな
いレジデントを想定し
て，「血液透析の原理」
から説き起こし，マネ
ジメントにおいて必要
な具体的事項に至るま
で，必要な知識が過不
足なく簡潔にまとめら
れている。
　記述は極めて平易で
あり，無駄がない。予
備知識を持たない初心

者レジデントを相手にして，理解度を
確かめながら，理路整然と解説をする
著者の姿が思い浮かぶ。読者を置き去
りにすることがない。平易であると同
時に，本書は心優しいテキストと言え
る。
　血液透析に関して，まったく何も知
らなくても，本書を通読することで，
レジデントに必要なこの領域のほぼす
べてを理解することができる。忙しい
レジデントも，余暇を使って 3―4時
間もあれば十分に通読可能である。
　著者は先端的な研究業績を有する優
れた scientistでもある。またインター
ネットを介した医療情報の利用法にも
精通している。本書が経験則に偏せず，
最新の臨床研究，正確な理論に基づい
ているのは，physician scientistとして
の著者の面目躍如たるところである。
本書は極めて「わかりやすく」書かれ

ているが，これは卓越した知的能力の
発露なのである。
　このような指導医を身近に持てるレ
ジデントは幸福である。指導する立場
の医師であってもレジデントをいかに
指導するかを学ぶことができよう。本

書をレジデント，研修医のみならず，
血液透析療法を指導する立場の医師，
コメディカルスタッフなど，およそ血
液透析にかかわる医療者すべてに，必
読の入門書として強く推薦したい。快
著であり，名著である。

消化管造影ベスト・テクニック　第2版
齋田 幸久，角田 博子●著

A5・頁128

定価5,040円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01188-4

評 者  森山 紀之
 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長

　『消化管造影ベスト・テクニック』
は 1991年に初版が刊行され 20年にわ
たって広く愛読された良書であり，今
回改訂され，新たに第 2版が出版され
ることとなった。著者
の齋田幸久先生，角田
博子先生は放射線学会
でもこの方面での著名
な方々であり，齋田先
生はライフワークとし
て消化管の X線診断
に長年携わってきたこ
の領域の第一人者であ
る。
　近年，CT，MRI，PET

などの新しいコンピ
ューター技術を駆使し
た新しい診断法の進歩
には著しいものがあ
り，消化管 X線診断
を第一に志す者は減少
傾向にある。さらに，この領域の検査
としては内視鏡の有用性が高くなり，
この領域の主力の検査となりつつあ
る。しかしながら，消化管疾患の数の
多さと比較すると，訓練された内視鏡
医の数は十分ではなく，医師 1人当た
りの検査可能な人数も限られたもので
ある。このため，検診の場など，多く
の人数の検査を行う場合には X線検
査が主力となっている場合が多い。
　消化管 X線診断学については，白
壁彦夫先生，市川平三郎先生をはじめ
として多くの諸先輩達が築き上げてき
た世界に誇る二重造影法とその読影哲
学がある。齋田先生と私も若いころに
これら先人諸先生の教えを共に受け，
大きな影響を受けた。空気とバリウム
を用いて行われる二重造影法によって
得られた画像上に描出されている所見
については，すべてがどのような現象
によって描出されているのかを説明す
ることが可能であり，このことは，ほ

かの多くの画像診断とは異なる画像上
の特性と考えられる。二重造影画像に
おける読影では，まず第一歩として，
得られた画像上の所見をどれだけ多く

拾い上げることができ
るかが問題となる。次
に，これらの個々の所
見がどのような病態，
形態を反映しているの
かを考え，組み立てる
ことになる。これらの
所見は消化管の前壁，
後壁の位置によって異
なり，folds，隆起，陥
凹が X線の照射方向
と粘膜面でのバリウム
の厚さ，量によってど
のように描出されてい
るかを正しく理解する
ことが要求される。こ
れらの画像上の所見を

拾い上げ，正しい診断を行うためには，
多くの所見を含んだ優れた画像が必要
となる。
　消化管 X線診断が CTや MRIと大
きく異なる点は，術者が自分の判断と
技術によって画像を作るという部分が
非常に大きな比率を占めていることで
ある。このため，撮影者はできるだけ
多くの画像情報を含む画像を要領よく
撮影する技術を身につける必要があ
る。具体的には各消化管の立体的な解
剖を熟知し，バリウムの特性と画像と
の関係，体位による画像の変化などを
考えながら画像を作ることとなる。本
書は，著者らの長年の経験に基づき，
どのように消化管 X線撮影を行うか
を多くの図，写真を用いてわかりやす
く，初心者から中級，上級の医師，技
師に，その技術に応じて対応できる内
容となっている。本書が読者諸氏の日
常の消化管撮影，診断の向上に大きく
貢献することを確信する。

レジデントの立場に立って
書かれた心優しい必読の入門書

日常の消化管撮影，診断の
向上に貢献する良書
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　金原一郎記念医学医
療振興財団（理事長＝
理化研脳科学総合研究
センター特別顧問・伊藤
正男氏）は，このほど「第
26回基礎医学医療研究
助成金」の交付対象者
として 38名（助成総額
1700万円）を選出。10

月 17日に，医学書院（東
京都文京区）にて第 50

回認定証贈呈式を開催した。 

　開会に際して挨拶に立った金原優同財団常任理事（医学書院代表取締役社長）
は，医学書院の創業者・金原一郎の遺志を継いで設立された本財団の概要を紹
介。選出された対象者の研究をたたえ，「さらに良い研究に結びつけてほしい」
と激励した。 

　認定証贈呈の後，同財団理事で選考委員長の野々村禎昭氏（東大名誉教授）
が祝辞を述べた。氏は，東日本大震災により甚大な被害を受けた日本の現状に
ついて触れ，「学問研究を進めることを通じて，復興への貢献を果たしてほしい」
と期待を語った。
　続いて，受賞者を代表して川崎善博氏（東大分子細胞研・助成対象「癌発症
における幹細胞マーカーLgr5の機能解析」）が挨拶に立った。氏が研究の対象
とした Lgr5は，G蛋白質共役型受容体（GPCR）のひとつだ。現在，臨床現
場で使用される薬剤の半数以上が GPCRを標的としていながらも，Lgr5を含
めた多くのGPCRの機能やリガンドはまだ解明されていないという。氏は，「本
研究は，新たな創薬ターゲットの提示につながる重要なもの。受賞を励みに，
今後も精一杯研究にまい進したい」と意気込んだ。

金原一郎記念医学医療振興財団
第50回認定証（第26 回基礎医学医療研究助成金）贈呈式開催

成人の高機能広汎性発達障害と
アスペルガー症候群
社会に生きる彼らの精神行動特性
広沢 正孝●著

B5・頁192

定価3,570円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01100-6

評 者  青木 省三
 川崎医大教授・精神科学

　最近の成人の精神科臨床は，予想外
の展開をすることがある。幻覚妄想状
態にある患者さんが，一瞬にして，あ
るいは短期間の経過で幻覚妄想が消え
ることがある。同時にあるいは後に，
高機能広汎性発達障害
やアスペルガー症候群
がはっきりと姿を現し
てくることがある。統
合失調症との鑑別や合
併などの判断が難しい
が，実際，統合失調症
ではない例もまれなら
ずある。抑うつ状態や
躁状態が改善したと
き，同様に発達障害と
診断せざるを得ない例
がある。それだけでな
く，強迫性障害，摂食
障害，パーソナリテ
ィー障害などさまざま
な従来診断がつけられ
る精神病像の背景に，高機能広汎性発
達障害やアスペルガー症候群を認める
ことが決してまれならずある。成人期
の臨床は，高機能広汎性発達障害やア
スペルガー症候群を絶えず念頭に置い
て行わざるを得なくなったのが現状で
ある。本書は，このような臨床の，時
代の，必然的な要請に応えるべく記さ
れたものであり，これまでの研究から
出発し著者オリジナルの地平を切り開
く画期的なものである。
　本書の特徴の一つは，著者が，自分
で治療を担当し，長期間，経過を追っ
た症例を記していることである。著者
が細やかに正確に観察すると同時に，
精神療法的に関与を粘り強く行ってい
るのがよくわかり，その中で患者さん
が変化し，安定した状態や生活を取り
戻していくのがわかる。読者はそれぞ
れの症例記述から多くの治療的な示唆
を得るであろう。もう一つの特徴は，
著者は広汎性発達障害と統合失調症に
ついてのこれまでの論文と著書を丁寧
に読み込み，症例をいかに理解するか
について記している。また，随所に挿

入されているキーワードの解説は，重
要な概念について簡潔的確にまとめら
れており，読者が混乱に陥るのを防い
でくれる。
　しかしそれだけではない。本書の最

大の特徴は，丁寧な症
例記述とこれまでの精
神病理学や心理学など
を正確な紹介を踏まえ
た上で，独自の世界に
陥らないように細心の
注意を払いながら思索
を展開し，著者独自の
発見，PDD型自己に
至るところにある。格
子状の構造をしたタッ
チパネルでウインドウ
を開いていくような，
PDD型自己という在
り方を，高機能広汎性
発達障害・アスペル
ガー症候群の自己とし

てとらえる著者の論は説得力がある。
というか，著者の述べる PDD型自己
を通して見たときに，今まで断片的で
まとまらなかった現象が，意味を持っ
た流れとしてとらえられることがわか
る。一つのウインドウを開くと，幻覚
や妄想を持つ人物が現れ，そして何か
の機会にウインドウを閉じられると瞬
間的に消えていく。一つのウインドウ
の中のある人物像が現れ，次の瞬間，
別のウインドウの別の人物像が現れて
くる。それは解離や抑圧などの既存の
防衛機制で説明することのできない現
象である。
　目の前の患者さんをとらえ理解しよ
うとしたとき，この PDD型自己とい
う概念は有用である。というかこれ以
上に説得力を持つ自己概念はないであ
ろう。何よりも患者さん自身がこのよ
うに自己の在り方を語るし，このよう
な自己という概念を持ったとき，初め
て目の前の不思議な現象に説明がつき
納得がいく。
　読みながら私は，近年のテレビ・
ゲームやコンピュータやケータイとい

う機器に囲まれた環境の中で，遊び，
コミュニケーションをし，育ってきた
世代は，オン・オフが明瞭で，次の画
面に切り替わることを繰り返してきた
わけであり，考えてみれば，進化した
機器に対応するような，タッチパネル
型，PDD型自己を，大なり小なり発
展させているのかもしれない。そのよ
うな PDD型自己に負荷がかかったと
き，思わぬウインドウが開かれるとい
うのが，現実という時代ではないかと
思う。そう，突然，思わぬウインドウ
までもが開かれるのが現代ではない
か，と想像したりする。
　最後に，本書を読むと，著者の臨床
姿勢がぼんやりと，時にははっきりと
見えてくる。精神症状をきめ細かく観
察し把握する，個人の生物学的特質・
特性を把握する，患者さんを取り巻く
環境を理解する，患者さんの心理をで
きる限り理解しようとする，患者さん
との接点を探り丁寧に粘り強く精神療
法的アプローチを試みる，必要に応じ
て薬物療法を行う，社会資源につない

だり利用したりする……，そこに見え
てくるのは，bio―psycho―socio―spiritual

という多面に働きかけるという，極め
て完成度の高い，一人の専門性を持っ
た，職人としての精神科医である。若
い精神科医には精神科医のモデルとも
なるものである。その誠実な臨床姿勢
には本当に敬服する。
　本書は考え抜かれた一文一文から成
り立っている。著者は計り知れない時
間と渾身のエネルギーを注ぎ込んだに
違いない。だからこそ，強い説得力を
持つものとなっている。本書は，成人
期の高機能広汎性発達障害・アスペル
ガー症候群についての，その混迷を切
り開く，記念碑的な著作である。傍ら
において，じっくりと読み込んでいた
だきたい。

混迷を切り開く
記念碑的な著作
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