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第 104回医師国家試験合格者発表
2年連続の合格率上昇に歯止め，89.2％
●第104回医師国家試験学校別合格者状況
学校名

総　　　　数 新　　　　卒 既　　　　卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率

（ 国 立 ）
北 大
旭 川 医 大
弘 前 大
秋 田 大
東 北 大
山 形 大
筑 波 大
群 馬 大
防 衛 医 大
千 葉 大
東 大
東京医歯大
新 潟 大
富 山 大
金 沢 大
福 井 大
山 梨 大
信 州 大
岐 阜 大
浜 松 医 大
名 大
三 重 大
滋 賀 医 大
京 大
阪 大
神 戸 大
鳥 取 大
島 根 大
岡 山 大
広 島 大
山 口 大
徳 島 大
香 川 大
愛 媛 大
高 知 大
九 大
佐 賀 大
長 崎 大
熊 本 大
大 分 大
宮 崎 大
鹿 児 島 大
琉 球 大
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国 立 計 4,467 4,059 90.9 4,117 3,871 94.0 350 188 53.7

学校名
総　　　　数 新　　　　卒 既　　　　卒

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
（ 公 立 ）
札 幌 医 大
福 島 医 大
横 浜 市 大
名 市 大
京 府 医 大
阪 市 大
奈 良 医 大
和歌山医大
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公 立 計 672 629 93.6 634 604 95.3 38 25 65.8

（ 私 立 ）
岩 手 医 大
自 治 医 大
獨 協 医 大
埼 玉 医 大
順 大
慶 大
日 大
帝 京 大
日 医 大
昭 和 大
東 医 大
慈 恵 医 大
女 子 医 大
東 邦 大
杏 林 大
北 里 大
聖マリアンナ医大
東 海 大
金 沢 医 大
愛 知 医 大
藤田保衛大
阪 医 大
近 畿 大
関 西 医 大
兵 庫 医 大
川 崎 医 大
福 岡 大
久 留 米 大
産 業 医 大
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95.0

93.2

91.4

93.1

87.8

85.3

95.7

91.7

81.1

83.3

90.8

89.9
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7
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0.0

75.0

50.0

66.7

50.0

80.0

42.3

38.5

62.5

45.5

50.0

30.0

87.5

61.5

44.4

42.9
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66.7
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55.0

23.1
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50.0

0.0

83.3

58.3

37.5

71.4

私 立 計 3,250 2,831 87.1 2,917 2,656 91.1 333 175 52.6

認定および
予 備 試 験 58 19 32.8 33 16 48.5 25 3 12.0

そ の 他 計 58 19 32.8 33 16 48.5 25 3 12.0

総 合 計 8,447 7,538 89.2 7,701 7,147 92.8 746 391 52.4

新刊のご案内 ●本紙で紹介の和書のご注文・お問い合わせは、お近くの医書専門店または医学書院販売部へ ☎03-3817-5657 ☎03-3817-5650（書店様担当）
●医学書院ホームページ〈http://www.igaku-shoin.co.jp〉もご覧ください。

上記価格は、本体価格に税 5％を加算した定価表示です。消費税率変更の場合、税率の差額分変更になります。
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20105
婦人科病理診断トレーニング
What is your diagnosis?
編集　清水道生
B5　頁364　定価12,600円
［ISBN978-4-260-00734-4］

アトラス　細胞診と病理診断
編集　亀井敏昭、谷山清己
A4　頁200　定価10,500円
［ISBN978-4-260-00941-6］

〈神経心理学コレクション〉
視覚性認知の神経心理学
著　鈴木匡子
シリーズ編集　山鳥　重、彦坂興秀、河村　満、田邉敬貴
A5　頁184　定価2,940円
［ISBN978-4-260-00829-7］

神経伝導検査と筋電図を学ぶ
人のために［DVD-ROM付］
（第2版）
木村　淳、幸原伸夫
B5　頁436　定価9,450円
［ISBN978-4-260-00895-2］

芸術的才能と脳の不思議
神経心理学からの考察
著　Dahila W. Zaidal
監訳　河内十郎
A5　頁324　定価3,990円
［ISBN978-4-260-01000-9］

早期精神病の診断と治療
編集　Jackson HJ、McGorry PD
監訳　水野雅文、鈴木道雄、岩田仲生
B5　頁432　定価9,450円
［ISBN978-4-260-01059-7］

標準皮膚科学
（第9版）
監修　瀧川雅浩
編集　富田　靖、橋本　隆、岩月啓氏
B5　頁768　定価8,400円
［ISBN978-4-260-00796-2］

イラストレイテッド外科手術
膜の解剖からみた術式のポイント
（第3版）
篠原　尚、水野惠文、牧野尚彦
A4　頁500　定価10,500円
［ISBN978-4-260-01023-8］

高次脳機能障害の
リハビリテーション
実践的アプローチ
（第2版）
編集　本田哲三
B5　頁272　定価4,200円
［ISBN978-4-260-01024-5］

解剖を実践に生かす
図解　泌尿器科手術
影山幸雄
A4　頁312　定価12,600円
［ISBN978-4-260-01021-4］

看護師の実践力と課題解決力を
実現する！
ポートフォリオとプロジェクト学習
鈴木敏恵
B5　頁308　定価3,675円
［ISBN978-4-260-00730-6］

日本腎不全看護学会誌
第12巻第1号
編集　日本腎不全看護学会
A4　頁68　定価2,520円
［ISBN978-4-260-01060-3］



（2）　　2010年5月10日（月曜日） 週刊　医学界新聞 （第三種郵便物認可）　　第2878号

　さる 3月 29日，厚労省より第 104

回医師国家試験（2月 13－15日実施）
の合格者が発表された。受験者数
8447名に対し，7538名が合格（前回
に比べて 130名減）。合格率は 89.2％
となり，現行制度化での過去最高を示
した第 103回試験に比べて 2.2％低下
した。合格率が 90％を割り込んだの
は，第 101回以来で，3年ぶりのこと。

合格率の低下は
試験問題の難易度とは無関係

　全国の医学部医学科の総定員が
2010年度から 360人増えて 8846人と
なるなど，医師不足の対策が進められ
る中で迎えた注目の試験であった。結
果として，新卒・既卒および，男女共
に合格率は低下することになった。
　合格発表後，試験関係者は，｢試験
内容，採点基準に大きな変更点はなか
った｣ と記者団に述べ，合格者の減少

と試験の難易度の関係性は小さいとの
見解を示した。なお，新卒で最も高い
合格率を示したのは名古屋市立大と滋
賀医大で，それぞれ 100％であった。
また，最高齢合格者は 63歳の男性で
あった。

出題傾向と合格基準

　試験内容に関しては，心電図波形な
どの画像が選択肢として挙げられ，適
切なものを選択させる問題が増え，検
査重視，臨床重視の傾向が強まってい
ることがうかがわれる。これについて
会場で話を聞くと，「暗記だけでは解
答できないため，苦戦した」と話す受
験生がみられた。分野別では，救急や
麻酔科，産科，整形外科に関する問題
が増加した一方，内分泌・代謝，婦人
科についての出題が減少した。
　禁忌肢問題選択数は前回から 1問増
えて，3問以下とされた。なお，問題
内容が不適切であるなどの理由によ
り，採点除外とされた問題は 19問で
あり，前回に比べて 7問増加した。

●友人 5人がそろって合格。喜びを分か
ち合っていた。

●第 104回医師国家試験　合格基準
　一般問題を 1問 1点，臨床実地問
題を 1問 3点としたとき
①必修問題については，160点以上
　ただし，必修問題の一部を採点か
ら除外された受験者は，必修問題総
点数の 80％以上とする。
②必修問題を除いた一般問題および
臨床実地問題については，
　一般問題は，123点以上
　臨床実地問題は，378点以上
③禁忌肢問題選択数は，3問以下

第104回医師国家試験合格者発表

●厚生労働省関連の国家試験合格状況
職種名 受験者数 合格者数 合格者率

第 104回医師 8,447人 7,538人 　89.2％
第 103回歯科医師 3,465 2,408 69.5

第 96回保健師 13,048 11,295 86.6

第 93回助産師 1,901 1,579 83.1

第 99回看護師 52,883 47,340 89.5

第 62回診療放射線技師 2,460 1,969 80.0

第 56回臨床検査技師 4,060 2,753 67.8

第 45回理学療法士 9,835 9,112 92.6

第 45回作業療法士 6,469 5,317 82.2

第 40回視能訓練士 685 585 85.4

第 23回臨床工学技士 1,911 1,555 81.4

第 23回義肢装具士 159 139 87.4

第 19回歯科衛生士 5,929 5,761 97.2

第 33回救急救命士 2,538 2,131 84.0

第 18回あん摩マッサージ指圧師 1,839 1,563 85.0

第 18回はり師 5,283 3,990 75.5

第 18回きゅう師 5,262 3,939 74.9

第 18回柔道整復師 7,156 5,570 77.8

第 12回言語聴覚士 2,498 1,619 64.8

第 95回薬剤師 6,720 3,787 56.4

第 22回社会福祉士 43,631 11,989 27.5

第 22回介護福祉士 153,811 77,251 50.2

第 12回精神保健福祉士 7,085 4,488 63.3

●医師国家試験の回数別合格者数の推移
回数 施行年月日 受験者数 合格者数 合格率
95 2001年 3月 17―19日 9,266人 8,374人 90.4％
96 02年 3月 16―18日 8,719 7,881 90.4

97 03年 3月 15―17日 8,551 7,721 90.3

98 04年 3月 20―22日 8,439 7,457 88.4

99 05年 2月 19―21日 8,495 7,568 89.1

100 06年 2月 18―20日 8,602 7,742 90.0

101 07年 2月 17―19日 8,573 7,535 87.9

102 08年 2月 16―18日 8,535 7,733 90.6

103 09年 2月 14―16日 8,428 7,668 91.0

104 10年 2月 13―15日 8,447 7,538 89.2

累計（95回―104回） 86,055 77,217 89.7

●医師国家試験男女別合格者数等の推移 男女別合格率

回数 総数 男 女 男 女

100

受験者数
（％） 　8,602人 　5,892人

（68.5）
　2,710人
（31.5）

　88.5％ 　93.3％
合格者数
（％） 7,742

5,213

（67.3）
2,529

（32.7）

101

受験者数
（％） 8,573

5,811

（67.8）
2,762

（32.2）
86.4 91.0

合格者数
（％） 7,535

5,022

（66.6）
2,513

（33.4）

102

受験者数
（％） 8,535

5,679

（66.5）
2,856

（33.5）
89.2 93.3

合格者数
（％） 7,733

5,067

（65.5）
2,666

（34.5）

103

受験者数
（％） 8,428

5,638

（66.9）
2,790

（33.1）
89.5 94.0

合格者数
（％） 7,668

5,046

（65.8）
2,622

（34.2）

104

受験者数
（％） 8,447

5,711

（67.6）
2,736

（32.4）
88.2 91.3

合格者数
（％） 7,538

5,039

（66.8）
2,499

（33.2）
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田中和豊（済生会福岡総合病院臨床教育部部長）

連
載

　臨床医学は大きな海に例えることができる。その海を航海することは至難の業で
ある。吹きすさぶ嵐，荒れ狂う波，轟く雷……その航路は決して穏やかではない。そし
てさらに現在この大海原には大きな変革が起こっている。この連載では，現在この大
海原に起こっている変革を解説し，それに対して医学生や研修医はどのような準備
をすれば，より安全に臨床医学の大海を航海できるのかを示したい。

第52回　医学生へのアドバイス（36）
　前回，前々回と，筆者が聞いた話を
もとに，｢人の話を聞きすぎると，よ
くない結果になることもある｣ ことに
ついて述べた。今回もその続きで筆者
が言われた話をご紹介する。

聴覚理解力―きく⑦

事例 5　原稿執筆依頼
　あるとき病院に，見ず知らずの出版
社の方から突然お電話をいただいたこ
とがあった。何かと思ったが，「本を
書いてくれませんか？」とのことであ
った。またあるとき，これまた見知ら
ぬ出版社の方からお電話をいただい
た。お話を聞くと，「雑誌に連載をお
願いします。連載のタイトルはこれこ
れなどが考えられると思います」との
ことであった。
　どちらのお話も丁重にお断りさせて
いただいた。私は病院で現役で働いて
いる医師である。肩書が「臨床教育部」
だというと，何か教育だけして診療は
していない，時間に余裕のある医師と
誤解されるのかもしれない。しかし，
実際はほとんど総合診療外来で患者を
診療しているし，救急当直もしている。
　執筆活動は行ってはいるが，それは
本職ではなく勤務時間以外の貴重な

4 4 4

時
間を見つけて行っている。私は残念な
がら作家ではないので，無理して執筆
する理由はないのである。確かに執筆
することは自分の勉強になるし，原稿
料も支払われる。しかし，私はもう十
分著作を執筆しているし，これからの
執筆予定もある。しかも，一生懸命に
原稿を書いたとしても，原稿料は雀の
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ほどである。
　原稿締め切りの期日まで指定されて
著作や原稿の執筆の依頼が来ることも
ある。これもまた丁寧に辞退させてい
ただいている。締め切り期限が何か月
か先ならまだわかるが，期限が間近に
迫った原稿依頼や執筆依頼を突然受け
ることもある。
　以前ある作家が，こういった出版社
が泣きついてきたような原稿依頼をあ
えて受けて書くのがプロの作家だとい
うようなことを書いていた。しかし，
そういう出版社を救うような英雄的な
執筆をするのはプロの作家であり，本
職がほかにあるアマチュア作家のする
ことではない。隠居しているわけでは
ないので，私のスケジュールは患者診
療や病院の各種委員会の業務などです
でに目いっぱいである。そう考える
と，「小生は貴社の専属ライターでは
ございませんので……」とも言いたく
なる。
　それならば，締め切り期限が遠い原
稿依頼ならばよいであろうと思うかも
しれない。しかし，締め切り期限が遠
くてもその期限はなぜか知らぬうちに
すぐ来てしまう。お話を受けた時点で
締め切り期限の辺りに何の予定も入っ
ていなくても，その期日が近づくとい
つの間にか予定はたくさん入ってしま
うのである。したがって，後からゆっ
くり原稿を書けるだろうという浅はか
な期待を抱いても，結局は締め切り期
限ギリギリで原稿を書く羽目になる。
　また，締め切り原稿を一つでも持つ
というのは健康によくない。自分では
締め切り日を意識していないつもりな

のだが，知らず知らずのうちに心拍数
は上がり，交感神経が緊張する。こう
してストレスが動脈硬化を増悪させる
のかと思う。
　見ず知らずの出版社がわざわざ書籍
の執筆を依頼してくるのは，どうやら
毎年確実に売れるヒット商品がほしい
かららしい。これも売れっ子の作家な
らば，複数の出版社に 1冊ずつ書籍を
執筆するということもあるかもしれな
い。しかし，残念ながら私の本職は作
家ではないし，たとえ著作が何冊かあ
るにしても売れっ子の作家ではない。
ベストセラーが喉から手が出るほど欲
しい出版社の気持ちはわからないでは
ないが，それは私が無理してすること
ではない。
事例 6　講演依頼
　以上のような原稿執筆依頼のほか
に，講演依頼もお受けする。
　あるとき講演依頼を受けた。どのよ
うな講演をすればよいのかと尋ねる
と，「救急当直で研修医が経験するで
あろう救急初期診療を 1時間で余すと
ころなく，かつ十分深く研修医に教え
てほしい」とのことであった。このよ
うな内容の講演依頼を複数お受けした
ことがある。
　新医師臨床研修制度が始まって，ど
の病院でも救急全般についての研修医
教育に悩んでいるのはよくわかる。し
かし，救急当直で経験する疾病は，内
因性から外因性，軽症から重症まで多
岐にわたる。その疾病への対処方法を
1時間で研修医に漏れなく教えてほし
いというのである。Mission impossible

である！　そんなことが 1時間で研修
医に教えられれば，誰も苦労しないは
ずである。
　このような講演依頼も丁重にお断り
申し上げている。まず，筆者も自分の

病院の研修医に救急初期診療を教えて
いるが，それが十分に浸透していると
は思えない。また，診療体制も完全で
はない。その上，自分が本職で 1週間
連続してまともに休暇も取れず，学会
にも出席できずに専門医の更新が危う
い状況で，わざわざ人様の研修病院に
講演に行くような状況ではないからで
ある。
　そして，講演依頼があった病院を見
学させていただくと，自分の勤務する
病院よりもはるかに
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研修制度が整って
いて，逆にこちらが恥ずかしくなるこ
とがしばしばある。こんな素晴らしい
病院で私のような者が僭越にも講演な
どしてよいものなのかと思ってしまう。
　筆者は，仕事を 1つでも断るとその
後の仕事がなくなって生活に困りかね
ない「お笑い芸人」ではないので，や
はりこのような講演依頼も辞退させて
いただいている。
　事例 5・6の依頼についてはともに
依頼先の困窮した状況はよく理解でき
る。ただし，ここでやはり注意しなけ
ればならないのは，依頼先の困窮した
状況を聞いて理解するのはよいが，す
ぐさまその依頼を受諾してはならない
ということである。最終的に受諾する
かどうかは，依頼先の困窮した状況を
理解するだけでなく，その依頼を受け
た自分自身
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の状況も冷静に考慮してか
ら決定すべきである。そうしないで安
易に依頼を受諾すると，確かに受諾し
た依頼先の相手は喜び，かつ，自分の
評判もよくなるかもしれない。しかし，
最終的にしわ寄せが来るのは，安易に
依頼を受諾してしまった自分自身
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であ
る。
　というような事情で，現在は原稿執
筆依頼も講演依頼もすべてお断り申し
上げている。

イラストレーション：高野美奈
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――研修医 Advanced OSCE大会の目的を研修医同士，指導医
同士，または研修医，指導医の交流と，臨床能力評価方法の確
立とされていますね。
安井　交流については，スーパーローテート式臨床研修制度の
開始以来，各臨床研修病院が取り組んでいる効果的な研修プロ
グラム・指導法づくりのノウハウを共有し合うことがねらいで
す。今回の大会では，全国の 7府県，20施設以上から研修医，
指導医の先生方が参加してくださいました。そして，Ad-
vanced OSCE，懇親会等を通じて中身の濃い交流をしていた
だいたと思っています。
　臨床能力評価については，研修医の臨床能力の評価法を確立することをめざしてい
ます。今回の大会でも，さまざまなヒントを得ることができました。ただ現状では，
Advanced OSCEは試行錯誤の段階にあると思います。各ステーションでの試験の内
容は担当の先生にお任せしていましたが，難易度設定，評価基準などに多少のばらつ
きがありました。研修医が備えておくべき能力の基準を検討・共有し，研修医の達成
状況をいかにして評価するかは，今後の課題です。
――医学生・研修医へのメッセージをお願いいたします。
安井　医師として，臨床能力や手技を磨くことはとても大切なことです。私たち指導
医は，医学生・研修医に，どの水準まで，どのようにして実技を教育すべきか，検討
し，示していく必要があります。そして，医学生・研修医の皆さんにも臨床能力の向
上に向けて努力してほしいと思います。
　しかし，ある一定の基準の臨床能力を身に付けたならば，その後に大事になってく
るのは，医療者との横のつながりを持つことだと私は思います。どんな医師も，すべ
ての疾患に万能に対応することはできません。自分で対応できない患者さんを助ける
ためには，患者さんの疾患分野を判断できる知識と，適切な医療者に紹介できるよう
なネットワークを持つことが必要です。そのためにも，医療者同士の交流を大切にし
てほしいと思います。このネットワーク作りも，研修医 Advanced OSCE大会の目的
の一つなのです。
　そして，もう一つ大切なことは，患者さんのニーズを汲みとる感受性です。当たり
前のことかもしれませんが，都市部と山間部では，そこに暮らす人たちの医療や生活
ニーズは異なります。例えば，都市部から山間部へ転勤したとしても，患者さんの健
康を支えられる臨床手技と知識，ネットワーク，患者さんのニーズを受け止める感受
性を持っている医師こそが，スーパードクターであると私は思います。 （了）

臨床能力と横のつながりを持つ医師になろう！
安井 浩樹氏（名古屋大学大学院地域医療教育学講座准教授）に聞く

臨床能力評価と交流をめざして
第2回研修医Advanced OSCE大会開催
　第 2回研修医 Advanced OSCE大会が 3月 20―21日，安井浩樹氏（名古屋大）
らの指導のもと，テルモメディカルプラネックス（神奈川県足柄上郡中井町）
で開催された。第 2回となる今回も，全国各地から参加者が集まり，活気ある
研修が展開された。

◆外科手技
症例：左下腿に長さ 7cm，深さ 1.5cmの創。破傷
風予防ワクチン接種歴は不明。
課題：①創の縫合手技。②縫合前の手指衛生，個
人防護服の着方。③自己紹介と本人確認。④破傷
風予防注射の必要性の判断。など。
◆病状説明
症例：糖尿病と診断された直後の 39歳男性会社
員。母も糖尿病。会社は休みにくい。
課題：①治療方針をわかりやすく説明する。②超
速効型インスリン注射開始のための 5日間の教
育入院の必要性を説明する（3日間の短期間入院
も可能だと提案できる）。
◆救急画像診断
症例：59歳女性。1時間前に腹痛で救急搬送。
課題：腹部 CTの読影により，疾患を診断し，処
置を指示する。
解答：上行結腸腫瘍で緊急手術。感染症対策も必要。
◆訪問診療
症例：72歳男性。4年前の喉頭癌の手術を機に
寝たきり。誤嚥性肺炎を繰り返している。喉頭癌
の再発で再入院したが，肺転移が見つかり，在宅
療養。余命３か月。往診日には微熱があり，元気
がない。72歳の妻と同居。
課題：①診察をしつつ，介護をしている奥さんと
コミュニケーションをとり，情報を得る。②嚥下

障害に備え，粘性の低い料理などを食べるよう
指導する。③お酒を飲みたいという患者の気持
ちを察しながら対応する。など。
◆ Reversed C.P.C
症例：皮膚の掻痒感を訴える 62歳女性。「知人
に目が黄色いと言われた｣。
課題：①身体診察，病歴から，鑑別に必要な検
査項目を答える。②あらかじめ用意されていた
検査数値を見て，疾患を推測する。③確定診断
に必要な追加検査項目を答える。
解答：原発性胆汁性肝硬変症。
◆救急外傷診療
症例：50代男性。飲酒運転による交通事故で救
急搬送。頭部に外傷，酩酊による意識障害あり。
（所見をとっていくと，緊張性気胸とわかる）
課題：①頭部外傷，意識障害等の一見してわか
る異常に気をとられずに，交通事故の初期評価
を行う（手順は ABCDアプローチに従う）。②気
胸の応急処置としての胸腔穿刺。
◆胸部 X線
課題：気胸，結節影（肺門部），両側肺門リンパ節
腫張など 10種の所見が，おのおの少なくとも 1
例はあると事前説明の後，X線写真 10枚の読影。
疾患を推測する。
◆心電図
課題：心電図波形5枚の系統的分析。疾患の推測。

●表　第 2回研修医 Advanced OSCE大会　各ステーションの概要

●安井浩樹氏

●救急外傷診療（左）と外科手技（右）のようす。

　研修医 Advanced OSCE大会とは，
共用試験で医学生に課される OSCEに
なぞらえて，臨床現場における研修医
の臨床能力をみる試験で，安井氏らに
より考案された。研修医が自身の臨床
能力を把握すること，指導医の研修医
への指導・評価能力の向上，地域を越
えた交流の促進がねらいだ。受験者は
一年目の初期研修医で，OSCEに比べ
てより臨床現場に即した内容が多いの
が特徴となっている。また，より実践
的な試験内容を実現するため，病院同
様の設備やシミュレーション機器を備
えた施設を利用していることも特徴の
一つだ。

研修医と指導医，どちらも真剣

　1日目，オリエンテーションの後に
さっそく Advanced OSCEが実施され
た。今回の大会の試験項目は外科手技，
病状説明，救急画像診断，訪問診療，
Reversed C.P.C，救急外傷診療，胸部
X線 ･ 心電図の 7つ（表）。各試験場
は「ステーション」と呼ばれ，試験時
間はそれぞれ 15分で行われた。
　試験会場では，指導医，研修医が共
に全力を尽くしていた。救急外傷診療
のステーションでは，人型シミュレー
タが「苦しいよ！」と叫び，バイタル
サインの悪化を知らせる警報音が鳴り
響く中で，研修医が冷静に対応しよう
と奮闘。治療の指示をすべて求められ
て混乱してしまった研修医は「多くの
人が能動的に動くことで医療が成り立
っていることをあらためて知った。指

示をすべて出せるように把握するの
は，たいへん難しいことだと実感した」
と振り返った。
　研修医の奮闘は，治療の手技だけに
止まらない。病状説明のステーション
では，糖尿病患者への説明中に使った
一つひとつの言葉が持つ力の大きさを
実感。研修医が発した「おわかりかと
思うのですが」という言葉について，
指導医は「患者の質問・心配事を発言
するチャンスを奪ってしまう言葉」と
指摘。研修医は「はっ」とした表情で，
指導医の言葉に耳を傾けていた。
　一方の指導医も緊張の連続だ。自分
たちで作成した Advanced OSCEがし
っかり機能しているか，問題の不備によ
る混乱は起きていないかなどを確かめ
ながら，解答に詰まる研修医にアドバ
イスを出す場面も見られた。Advanced 

OSCEの目的は研修医の評価ではな
く，優れた指導法の確立と研修医の成
長へのヒントを見いだすことだという
姿勢が象徴的に現れた場面であった。
　2日目は，指導医が初日の課題をデ
モンストレーションした。適切な指導
医の手技に研修医が感激する場面もあ
れば，「段取りが悪くてすみませんで
した」と指導医側が苦笑いで告白し，
会場が笑いに包まれた場面もあった。
続く閉会式では，成績上位の 3名など
への表彰が行われた。1位に輝いたの
は中川侑子氏（聖マリアンナ医大病院）
で，2位に三澤寛子氏（聖マリアンナ
医大病院），3位に滝澤知世子氏（川
崎市立多摩病院）が続いた。
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さて，何度も繰り返しになりま
すが，アレルギー治療で最も
大切なことは何でしょうか。

抗ヒスタミン薬の使い方？　ステロイ
ド薬の使い方？　いえ，アレルゲンを
避けることではないでしょうか。理論
的には，アレルゲンに曝されなければ
アレルギーは起こりません。
　本連載を通じて強調してきたアレル
ギー治療の考え方を図にまとめまし
た。アレルギー疾患の治療では，“ア
レルゲン回避”を基盤にドンと据え，
その上に“ゆっくり炎症を抑える薬”，
さらにその上に“すばやく症状を抑え
る薬”を置いて考えます。
　“ゆっくり炎症を抑える薬”は，ア
レルギーの本態である炎症を抑制する
ステロイド薬，ロイコトリエン阻害薬
などです。特に，局所ステロイド薬は
鼻炎・喘息・アトピー性皮膚炎におい
て，有効性と安全性から第一選択とす
べき薬剤です。“すばやく症状を抑え
る薬”は，抗ヒスタミン薬，気管支拡
張薬，交感神経作動薬などです。
　薬剤治療より重要とも言えるアレル
ゲン回避のためには，代表的なアレル
ゲンについての知識が役立ちます。季
節性アレルゲンについては本連載第 5

回（本紙 2841号）で述べたので，今
回は，まだ取り上げていない通年性の
吸入アレルゲンについて取り上げます。

ネコ

　カナダのある島ではネコが駆除さ
れ，1974年以降ネコは 1匹もいない
にもかかわらず，その約 20年後に全
住民に皮膚テストを施行したところ，
その 20.1％がネコ抗原に陽性であった
ことが報告されています 1）。ネコがい
なくなって 20年経っても，まだネコ
のアレルギーが存在するのです。これ
は，まだ島内に存在しているネコアレ
ルゲン，または外部から持ち込まれる
ネコアレルゲンによる寄与が考えられ
ています。
　ネコ抗原は髪に付着しても運ばれる
といわれ，ネコを飼っている家の子ど
もと，そうでない子どもでネコに対す
る皮膚テストの陽性率に有意差がなか
ったという報告もありますし，一度も
ネコの持ち込まれたことのないスペー
スシャトルにネコ抗原が見つかったと
いう話もあります。ネコ抗原はあまり
にどこにでも存在するため，「うちは
ネコを飼っていないので，ネコアレル
ギーはありません」とは言えないので
す。ネコへの感作があると，喘息が重
症となる危険性が高くなるので，この
点からもネコには注意が必要です。

イヌ

　イヌは，アレルギー的観点から見れ
ばネコより良性です。アレルゲンも，
ネコほど普遍的に存在するわけではあ
りません。幼少時にイヌが周囲にいた
環境で育った場合には，アレルギー疾
患の発病を抑制させる効果があるとい

う見方が主流です 2）。これは，農場で
育った子供たちにアレルギー疾患が少
ないことと似た機序，つまり排泄物な
どに接する機会が多くなることで，
Th1が活性化されることが関与してい
るかもしれません。一方，ネコについ
てはこれが当てはまらず，アレルギー
疾患の発病リスクを高めるという報告
が多いようです。

　ペットアレルギーではペットを除去
することが原則ですが，これは現実的
ではなく，医師のアドバイスに従う患
者は少ないことが知られています。ペ
ットを飼っている方ならその気持ちは
理解できると思います。手放せないな
ら，できるだけ家の中に入れない，そ
れが無理なら寝室に入れない，という
ようにするべきでしょう。また，空気
清浄機は，空気中のアレルゲンを減少
させて，小児の喘息を有意に改善した
という報告 3）があり，使用を勧めるの
もよいかもしれません。

ダニ

　ここでいうダニとはハウスダストに
含まれる塵ダニで，100種類以上存在
しますが，アレルゲンとしてはヤケヒ
ョウダニ，コナヒョウヒダニが代表的
です。属名を Dermatophagoidesと言い
ますが，語源は「dermato（皮膚）＋
phagoides（食）」です。皮膚を食べる
とは言っても，塵ダニは直接，人を噛
んだりはせずに，ホコリの中のフケや
アカを食べています。米国では，最も

頻繁に感作されているアレル
ゲンとされ，その重要性は言
うまでもありません。
　ダニは水を飲まず，体表か
ら水分を吸収するため，空気
中の湿気が必要です。私が以
前住んでいたコロラド州デン
バーは標高 1600mのところに
あり，湿度が低く，ダニの生
息に必要な 50％を超すことが
ほとんどないため，通常ダニ
は屋内で生存できません 4）。こ
のデンバーの医療機関で皮膚
検査をした患者さんがダニに

対して陽性だと，ほかの都市に住んで
いたことがわかったりします。ダニア
レルゲンを避けるには高地居住が理想
的と言えそうですが，それは難しいの
で現実的に考えます。
　ダニは吸入抗原ですが，大きく重い
ため，空中に舞うというより，寝具や
カーペットに付着しています。このた
め，空気清浄機の効果は低く，寝具の
頻繁な洗濯，掃除機をかける，布団乾
燥機を使うほうが効果的です。また，
ダニが高密度に見られるカーペットや
ぬいぐるみなどを除去することも効果
的でしょう。

カビ（真菌）　

　カビに感作されていると，喘息の重
症度が高くなる傾向にあります。例え
ば，屋内の黒カビは大抵クラトスポリ
ウムですが，このカビへの感作がある
と，持続性喘息のリスクは 5倍になる
と言われます 5）。アスペルギルスに対
するアレルギーは，喘息発作，好酸球
増多，中枢性気管支拡張，肺浸潤影な
どを特徴とするアレルギー性気管支肺
アスペルギルス症（Allergic Broncho-

pulmonary Aspergillosis；ABPA）の原
因としても知られています。
　ダニがいない地域はあっても，人が
住んでいてカビが存在しない地域はあ
りません。カビを環境中からゼロにす
ることは不可能に近いのですが，家中
の目に見えるカビを薬品で除去し，湿
気を低くすることで，喘息・鼻炎の症
状が改善したという報告があります 6）。

　以上，代表的な通年性アレルゲンに
ついてお話ししました。効果的だと考
えられるいくつかの方法を挙げました
が，その曝露を完全に避けるのは不可
能に近く，通年性アレルゲンはアレル
ギー医の悩みのタネです。
　しかし，アレルゲンの特性を考えて
対処するという姿勢は大切です。アレ
ルギー疾患を考える上では，各種アレ
ルゲンについての知識はとても役立ち
ます。その勉強を続けていく上での楽
しみの一つが，今回取り上げた吸入ア
レルゲンをはじめとした，生物を相手
にできることです。私だけでなく，生
物や自然の好きな方は多くおられると
思います。生物の勉強を考えれば，よ
りアレルギーを考えることが楽しくな
ると思います。

＊
　さて，「知って上達！　アレルギー」
も今回が最終回となります。拙いお話
にお付き合いいただき，どうもありが
とうございました。計 14回の連載を
通して，雑学的な視点からのアレル
ギーの紹介，限られた時間でできる質
の高い診療の方法の提案などをさせて
いただきました。何か一つでも皆様の
知識として残り，お役に立てたとした
ら，大変うれしく思います。
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アレルゲンを避ける

すばやく
症状を抑える薬
（発作治療薬）

ゆっくり炎症を抑える薬
（長期管理薬）

●図　アレルギー治療の考え方 



僕の名は
イマイチ，25 歳
独身。地元の国立大学医学部
を卒業し，県立病院で初期臨床研修2年目
を迎えた。病態の理解には自信があるが，患者・家族
とのコミュニケーションはちょっと苦手。救急外来で
救急車が続くときに，特に軽症の夜間外来患者を診る
とイライラしてしまうことがある。
学生時代に医療面接は勉強したが，実際に患者さんを
診るとどうも勝手が違う。そこで，研修2年目に入っ
た今，地域医療研修を利用して何とかコミュニケーシ
ョン能力を高めたいと考えている。今回は地域医療研
修と選択研修を合わせて，5週間の予定で○×クリ
ニックにやってきた。
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　本田学さん（仮名）は 56歳男性，1

週間前から続く発熱と咽頭痛，下腹部
不快感で受診。イマイチ先生が予診を
とるため，診察室に入りました。

本田さん，はじめまして。今日は
どうされたのですか？
1週間前から熱があり，のどが痛
く，下腹も何かおかしいのです。
最近，ウイルスが流行っています
からね。熱は何度まで上がりまし

たか？　のどはいつから痛いのですか？　
下腹のようすは？　下痢は？

……（間）……，血液検査をしても
らえますか？
ええ？　別にいいですが……。（何
か変だなと思いながら）じゃあ，

まずは院長先生を呼んできます。
　　　　　　＊＊＊＊＊

はじめまして，本田さん。1週間
前から熱があって，のどが痛く，

下腹も何かおかしいのですね？
そうなんです。

では，1週間前にさかのぼって，
こういった症状がどのように始ま

り，どんな経過をたどって今日に至った
か，もう少し詳しく教えてください。

実は 1週間前に親友が急死したん
です。

（？？？）

お友達が亡くなったんですか？

ええ。悪性リンパ腫で，治療が手
遅れになったそうで，最初はかぜ

と間違えられたそうなんです……。
そうですか，それはお気の毒でし
たね……本当に……。
友人の葬式の直後からのどが痛く
なり，まさか自分も同じ病気では

ないかと急に心配になったんです。下腹
も痛くなってきて，なんだか熱っぽいし。

なるほど。ご友人と同じように，
自分も何か悪い病気になったので

はないかと，とても心配になって来られ
たのですね？

そうなんですよ，わかってくれま
したか！
わかりました。では，あなたの症
状について詳しくうかがう前に，

そのご友人がどんな症状で始まって，最
終的にどのように亡くなられたのかを少
し教えていただけますか？

はい。友人は……（略）……。

（なぜ，こんなことを聞いている
のだろうか？）
ではご友人は，始めはのどの痛み
と首のリンパ節の腫れ，そして

徐々に体がだるくなり，微熱と腹水で最
終診断がつき，治療を始めたものの約 2

か月で亡くなってしまったんですね。
ええ。本当に残念で仕方ありませ
ん。こんなに急に亡くなるなんて。
本当に，びっくりして悲しいと同
時に，病気というものがとても恐

ろしく感じますよね。
そうなんです。今日受診したのも，
最初はかぜだと思ったのですが，

だんだん自信がなくなって，何か検査で
もしてもらったほうがいいのかなぁと……。

わかりました。では，心配してい
る病気ではないかどうかを注意深

く診察してみようと思いますが，もう少
し詳しく症状を教えてください。

熱は 37.4℃までの微熱が 1週間続
いています，……（略）……。
（なるほど，患者さんの不安と診
察がこんなふうにつながるのか！）

「患者中心の医療」とは

　今回は「患者中心の医療」について
お話しします。病院・診療所を訪れる

患者は何らかの症状
を持っていますが，
医師が医学的に聞き
たい情報と患者が語りたいストーリー
は食い違うことがあります。この食い
違いを医療のなかで解決するに当たっ
て，カナダの Stewartらによって開発
された「患者中心の医療」 1, 2）モデルを
用いることができます。
　この医療モデルは，有能な家庭医が
どのように患者とやり取りし，より有
効な医療を提供しているかを観察・研
究するなかから生み出されました。良
好な患者・医師関係を築くための医療
面接や，行動変容を促すための患者教
育の方法などを網羅し，家庭医に限ら
ず利用可能なものです。
　一般的に，医師は患者の語るストー
リーよりも患者の「現病歴」に興味を
示し，病気の原因を突き止め診断・治
療に結び付けることにエネルギーを注
ぎます。しかしながら，患者はある症
状を通して一つの「病い」を経験し，
医学的に正しいか否かにかかわらず，
患者なりの「病い」の解釈モデル（原
因・診断・治療・予後に関する考え）
を抱き，患者なりの「病い」に対する
不安や恐れ，そして生活への影響を経
験していると言われています。
　この食い違いが，医学的に正しい行
為にもかかわらず，「まったく話を聞
いてもらえなかった」という患者側の
不満足につながるのではないかと考え
られます。「患者中心の医療」は表に
示す 6つの要素によって成り立ってい
ます。それぞれの要素は図のように互
いに関連しています。

強固な患者・医師関係を構築する

　今回の症例を図，表の医療モデルに
照らし合わせて考えてみましょう。
◆「疾患」と「病い体験」の両方を探る
　「血液検査をしてもらえますか？」
や「1週間前に親友が急死したんです」
といった患者のサインをイマイチ先生
は見逃してしまいましたが，医師とし
て患者の「病い体験」に耳を傾けるチ
ャンスを得たところから「患者中心の
医療」は始まります。一問一答でない
開かれた質問で患者のストーリーを引
き出し，同時に患者の解釈モデルを把
握します。そこから患者の感情（悲し
みと恐怖）が理解でき，その感情のも
たらす生活への影響（自分の体に対す

る自信喪失）と，医療機関への期待（検
査をして悪い病気でないことを証明し
てほしい）がはっきりします。詳細な
症状は後半に詰めることができるの
で，前半になるべくストーリーを語っ
てもらうことがポイントです。
◆患者・医師関係を強化する
　院長先生が「本当に，びっくりして
悲しいと同時に，病気というものがと
ても恐ろしく感じますよね」と言うと，
本田さんは「そうなんです」と了解を
示しました。医師が患者の感情を自ら
の言葉で言語化して，感情面も理解す
ることがより強固な患者・医師関係を
構築し，診断・治療に関する共通基盤
をつくる上で重要な因子となります。
◆全人的に理解する
　亡くなった友人の話に一度それるこ
とで，この患者を全人的に理解するプ
ロセスが進んだと思われます。ここに
家族背景や仕事に関する情報も加わる
と，さらに全人的に患者を理解するこ
とがより容易になると思われます。

＊
　一連のプロセスでより強固な患者・
医師関係を構築し，新たな問題に対し
て容易に共通基盤をつくりやすくなり
ます。Stewartらは，患者中心の医療
が診療へ及ぼす効果として，患者の苦
痛・心配の軽減と，検査数・紹介数の
低下を挙げ，患者の健康状態改善と同
時に診療の効率化を報告しています 3）。

ポイント
❶　「疾患と病い体験の両方を探る（医
療面接）」プロセスが最も重要。2
つの円を行き来するイメージ。
❷　感情への対応は「患者・医師関係
の強化」にも有用。

参考文献
1）山本和利監訳．患者中心の医療．診断と治療社，
2002．
2）Stewart M, et al. Patient-Centered Medicine　:　
Transforming the clinical method. 2nd ed. Radicliffe 

Medical Press, 2003.

3）Stewart M, et al. The impact of Patient-Centered 

Care on outcomes. J Fam Pract. 2000　;　49（9）　:　796-
804.

●図　患者中心の臨床技法――6つの要素の関連図 1,2）

１．疾患と病い体験の両方を探る
　　患者のサインと医師の促し

病歴
診察 
検査

感情
  考え
  機能
期待

３．共通基盤を
　　見いだす

2人で意思決定

４．予防と健康増進を組み込む ６．現実的になる

５．患者・医師関係を強化する

２．全人的に理解する

近くの背景因子（家族）

遠くの背景因子（地域）

問題
目標
役割

疾患 「人」

病い

一見診療と関係ないような話のなかに
患者さんと共通基盤を築くヒントが隠
れているのか。何だか患者さんの話を
聴くのが楽しみになってきたぞ。

今日のつぶやき

1．「疾患」と「病い体験」の両方を探る
　1）病歴，身体診察，検査
　2） 病いの側面（感じ方，考え，日常

機能への影響，医療への期待）
2．全人的に理解する
　1） その「人」（生活歴，個人の問題，

ライフサイクル上の問題）
　2） 近くの背景因子（家族，仕事，社

会的支援）
　3） 遠くの背景因子（文化，地域，生

態環境）
3．共通基盤を見いだす
　1）問題点と優先順位
　2）治療／健康管理の目標
　3）患者と医師の役割

●表　患者中心の臨床技法：6つの関連し合う要素 1, 2）

4．予防と健康増進を組み込む
　1）健康増進
　2）危険因子回避
　3）危険因子軽減
　4）早期発見
　5）合併症の予防
5．患者・医師関係を強化する
　1）共感
　2）力関係
　3）癒し
　4）自己認識
　5）転移と逆転移
6．現実的になる
　1）時間とタイミング
　2）チームの構築とチームワーク
　3）資源の有効活用



そ れ で 大 丈 夫 ?

ERに潜む落とし穴

志賀 隆
Instructor of Surgery 
Harvard Medical 
School/MGH救急部

　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休日外来や夜間外
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。

眼科：
網膜剥離
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　直像眼底鏡のみでは網膜剥離を診断することは難しく，操作に習熟すれば比
較的診断が容易となる超音波検査が勧められる。しかしながら，身体所見上視
野欠損があれば，やはり眼科医にコンサルトするほうがいいだろう。
　視力，瞳孔，外眼筋運動，視野，角膜異物などの基本的な診察に習熟するこ
とで，すべてのケースで眼科医を呼ばずに救急医も眼科領域の患者の対応が可
能となる。前述したような系統だった診察とツールに習熟することが望ましい。

W a t c h  O u t !

　今日は土曜日の日直。朝，病棟回診
を早めに終えたあなたの前には，外傷
の症例のカルテがたくさん。捻挫を数
例診て自信がついてきたあなたの次の
カルテの予診票には，「転倒後，もの
が見えにくい」とある。眼科領域の外
傷は大丈夫？

Case
　46歳男性。既往なし。工事現場で
転倒し顔面を強打。意識消失や裂創，
麻痺やしびれはなかった。翌朝，右眼
の右上の視野がぼんやりしはじめた。
眼鏡は使用していない。普段の視力は
覚えていない。血圧 130／80　mmHg，
心拍数 70／分，呼吸数 12／分，SpO2　
98％（RA）。裸眼視力左 1.5，右 1.0。
対光反射は両側正常。眼球運動異常な
し。瞳孔径は左右差なく両側 4　mm。
しかし，右眼の右上部が見にくい。
　うーん。あとは何をすればいいのだ
ろう。やっぱり……。

Question
Q1 眼科領域におけるバイタルサイン
は何か？
 A  視力。

　救急外来には，視力検査表が常備さ
れていることが望ましい。また，“Tarascon 

Adult Emergency Pocketbook”や“Max-

well Quick Medical Reference”などのポ
ケットブックには，簡易に視力を測定す
ることのできるチャートが付属している。
　角膜損傷，前房出血，硝子体出血，
黄班部に及ぶ網膜のダメージなどによ
り，裸眼視力，矯正視力ともに低下す
ることがある。しかし，裸眼視力のみ
が低下し矯正視力は十分な値が出る患
者の場合，外傷による裸眼視力低下で
はなく，元来患者が有していた屈折異
常によるものだと理解できる。視力の
検査時には，ピンホール・レンズを加
えると，外傷性散瞳による視力低下を
最小限に制御できる。

Q2 眼科外傷への系統的アプローチは？
 A  解剖学を考えつつ，鑑別診断に即
して診察を行う。

　眼球への診察に入る前に，斑状出
血・腫脹・左右非対称があるかどう
か，顔全体をよく視診する。さらに，
眼窩や頬骨弓を触診し，段差や圧痛が
ないかを確認する。
□角膜　角膜損傷についてはQ3で述べる。
□瞳孔　対光反射を調べることは，視
神経と動眼神経をみるために非常に重
要である。それに加え，瞳孔の形状に
気を付けることも大事である。外傷性
虹彩炎では，虹彩の損傷によって形状
が不整になることがある。前房出血を
伴う場合は視力・眼圧などのフォロー
が必要であるため，眼科医への紹介が
必須である。また，前房出血のみを起
こす症例にも注意が必要である。出血
は，座位などの姿勢をとることにより，
重力で下方に蓄積する。急性期の手術
を行うことはまれだが，血球成分が隅

角の房水流出部に詰まって眼圧が上が
ることがあるので，やはり眼科医への
紹介は必須である。
□外眼筋運動　よく EOMI（Extra-ocu-

lar movement intact）と略される外眼筋
運動は，眼窩底骨折，眼窩側壁骨折な
どにより障害が起きるため，眼科領域
の外傷で大事な診察ポイントになる。

Q3 角膜損傷を疑ったらどうするか？
 A  角膜の染色を行う。

　角膜損傷を疑った場合，病歴聴取で
は ,どのような異物の可能性があるの
か，コンタクトレンズを使用している
かどうかが大事なポイントとなる。ま
た，角膜への外傷直後に涙が出た，と
いう病歴には注意が必要である（角膜
穿孔で房水流出の可能性がある）。患
者が「草刈り機を使用中に石が飛んで
きた」と言った場合は，草刈り機の刃
の鉄片による穿孔外傷の可能性もある。
　診察では，異物の存在を念頭に，下
眼瞼の裏の観察後，上眼瞼を反転して
さらに詳細に観察，一度少し患者から
離れて明らかな金属片（特に鉄）がな
いかを確認する。その後，細隙灯顕微
鏡を使用した観察が望まれる（ERで
眼科外傷を診る救急医は，細隙灯顕微
鏡の基本的な使用をマスターしている
ことが望ましい）。細隙灯が救急外来に
ない場合，皮膚領域で使用されている
Woods Lampで紫外線を当て，蛍光染
色による角膜染色の有無を確認できる。
　米国でも，角膜損傷があった場合に
は点眼の抗菌薬を処方することが多
い。緑膿菌を考慮した点眼薬（キノロ
ン系）などを出すこと，コンタクトレ
ンズの使用を控えることが帰宅時指示
に含まれていることが望ましい。

Q4 眼底鏡の使用にコツはあるか？
 A  ある。

　私も含めて，眼底鏡の使用に自信の
ある医師は多くはない。一番単純な克
服方法は，散瞳させずに通常の 5倍の
眼底を観察できる PanOpticTM を使用す

ることである。
　PanOpticTM がない場合には，以下の
点に留意して眼底鏡を使用するとよい。
□　 部屋の照明を暗くする。
□　 眼鏡によって屈折が矯正された状
態のほうが見やすいため，自身や患者
の眼鏡はそのままでよい。例えば，近
視で視力 0.2の患者を視力 1.0の医師
が見る場合は，赤いダイヤルを－1に
することで，ある程度屈折矯正ができ
る。あらかじめ患者のベースの視力を
知って眼底鏡のダイヤル調整をしてお
くほうがいい。ダイヤルを 1以上回す
と，屈折矯正は難しい。
□　 医師が患者の右眼を診察するとき
は，患者には（患者側から見た）部屋
の左側の隅を見てもらう。視神経乳頭
はやや内側（鼻側）に位置するため，
患者が（患者側から見た）左側に眼球
を回旋させると，医師側から見て視神
経乳頭を観察しやすくなる。

□　 いきなり観察する眼に近づくので
はなく，眼底鏡を通して網膜がしっか
り赤く見えることを確認する。

Q5 眼科領域の小道具とは？
 A  細隙灯顕微鏡，Woods Lamp，
Morgan Lens（角膜異物や角膜洗浄
に使う点滴に接続可能なレンズ），
Tono-penⓇ（緑内障を疑ったときに
眼圧を測る），PanOpticTM。

　米国の救急医学の研修医は，上記の
機器の使用を研修終了時までにマス
ターする。患者の安全と眼科医を呼ぶ
バランスを両立するのが救急医の腕の
見せどころである。そのためには，眼
科領域に対応できるような小道具に慣
れていることが大切である。日本でも，
各施設において取り決め事項やトレー
ニングプログラムなどを検討し，すべ
ての症例において眼科オンコール医を
呼ばないで済むシステムの検討の必要
があると思われる。

Q6 眼外傷時に必要なのは，どのよう
な画像検査か？
 A  CT と超音波検査。

　眼科領域の外傷で大事なのは，CT

と超音波検査である。CTは，主に眼
窩部の骨折・視神経管骨折とそれによ
る外眼筋のエントラップメント，超音
波検査は網膜剥離，水晶体脱臼などに
威力を発揮する（J Emerg Med. 2009

［PMID:19625159］）。ゲインを十分に
上げていないと診断ができない場合も
ある。

Disposition
　眼科医にコンサルト。網膜剥離と診
断され，再来にて手術となり帰宅。

Further reading
1）http://www.nodamika.com/D_intern/index.html

↑眼科外傷の CT読影が素晴らしい。
2） Roberes, James R, Hedges, Jerris R. Clinical 

Procedures in Emergency Medicine. 4th ed. W B 

Saunders Co : 2003.

↑救急医学の手技の教科書。球後出血での
外眼角切開術は，救急医が視力を救うため
に考慮すべき手技で，米国の救急レジデン
トは検体を使って研修する。

3） Hasegawa K, et al. Images in emergency medi-

cine. Acute orbital compartment syndrome. Ann 

Emerg Med. 2008　;　51（6）:　790-7.

↑ハーバード大の救急レジデンシーである
長谷川耕平先生の論文。球後出血によるコ
ンパートメント症侯群の写真が典型的。

＊このたびこの文章を書くに当たり，武居敦英先
生，亀井千夏先生に大変お世話になりました。こ
こにて御礼申し上げます。

●図　右眼の超音波画像（Dr. Dana Sajedのご
厚意による）

高周波超音波検査によって網膜剥離が線状に高エ
コーに写っていることがわかる。
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心不全へのアプローチ（前編）
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　心疾患の中でも入院が多く，マネジメントが複雑化しやすい心不全に対するアプローチ
を学びます。盛んに研究が行われ，多くのエビデンスがそろってきている分野ですが，治療の
原則はあまり変わらず，基本を押さえるべきです。今回は急性期の診断とマネジメントを学び
ます。循環器科医のもとで治療を受けることが多いのですが，ジェネラリストとして最低限の
治療の流れを知る必要があります。

Case

　76 歳の男性。既往歴に高血圧，脂質異常症がある。高血圧のコントロールは不良であ
り，時々近医に服薬を勧められるも高血圧の薬を飲んだり，飲まなかったりという状態であっ
た。夕方ごろより呼吸が苦しくなり，自分でも喘鳴を聞くことができる。胸痛はない。心配した
家族が救急車を要請。救急外来到着時，血圧 200／120 mmHg，心拍数 120 回／分，呼吸
数 28 回／分，酸素飽和度 88％であった。胸部X線写真は肺うっ血像を認める。
 

Clinical Discussion
　臨床上合致しない所見があるが，こ
ういった患者を診たときに除外しなけ
ればいけないのは急性心筋梗塞であ
る。心電図や心筋マーカーを含む血液
検査の提出を考えなければならない。
緊急の心エコーを行うことが望まし
い。検査の結果，心筋梗塞が否定的で
あったとしよう。急性肺水腫を呈した
呼吸苦の原因としては何が考えられる
だろうか？　心不全が原因である急性
肺水腫の症例は多い。その他の疾患と
どのように鑑別していけばよいのだろ
うか？　心不全による急性肺水腫の場
合，どのようなマネジメントが必要だ
ろうか？

マネジメントの基本
急性肺水腫（Acute Pulmonary Edema）の
アプローチ
　急性肺水腫を呈して入院する心不全
が多いが，呼吸器疾患などとの鑑別が
難しい症例が少なくない。急性肺水腫

は心原性肺水腫と非心原性肺水腫に分け
て考えるとわかりやすい（文献❶）。
　S 3（Ⅲ音）ギャロップの聴取は左室
不全の身体所見のひとつであり，特異
度が 90―97％であるが，感度が 9―
51％とされており医師の技量による。
なるべくシンプルで客観的な指標を使
用できればそれに越したことはない。
そのためか，BNP（脳性ナトリウム利
尿ペプチド）に関する研究は幅広く行
われている。
　心筋梗塞や COPDの既往があるか，
浮腫の有無など，シンプルかつ重要な
病歴・身体所見は絶対に見落とさな
い。診断に苦慮するのは心筋梗塞の既
往があり，糖尿病，高血圧，脂質異常
症，COPDを合併するヘビースモー
カーの患者だったりする。
　基本は外さないという意味で表のア
ルゴリズムは参考になる。ただし，例
えば心エコーは収縮機能不全や弁機能
不全の診断に非常に有用であるが，左
室駆出率が正常だからといって拡張機
能不全による心不全という病態がある
ため，心原性肺水腫は否定できない

（ドプラ法を使用した場合に拡張機能
不全なども診断できるが，詳細は各自
で調べること）。他の因子も診断を決
定づけるものではないことに注意する
必要がある。なお，アルゴリズムにお
ける肺動脈閉塞圧の測定は必要である
というわけではなく，心エコーまで行
ってもやはり診断がつかない場合など
に考慮する，という程度に考えていた
だきたい。

心不全診断における BNP

　BNP（もしくは NT-proBNP〔脳性
ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N端
フラグメント〕）は心不全が疑われ，
呼吸困難を来している場合には計測す
べきである。BNP（Breathing Not Prop-

erly）Study（N Engl J Med. 2002［PMID : 

12124404］）では，BNPのカットオフ
値 50 pg／mL で 96％，100 pg／mL で
83.4％の精度で心不全を除外できた。
現在よく使用されるカットオフ値は
「BNPが 100 pg／mL以下で心不全を除
外，500 pg／mL以上で心不全が呼吸苦
の原因である」とするものである。
100―500 pg／mLの間だと BNPはあま
り役に立たないとされるが，実際には
この値に入る患者が多い（Congest 

Heart Fail. 2004［PMID : 15604859］）。
　NT-proBNPの正常値は BNP値と似
ている（約 10 pg／mL）が，左心機能
不全ではBNPよりも4―5倍上昇する。
年齢を＜50歳，50～75歳，＞75歳の
3グループに分けた場合，心不全診断
のカットオフ値はそれぞれ 450，900，
1800 pg／mLとした。300 pg／mLを心不
全除外のカットオフ値として陰性的
中率 98％であった（Eur Heart J. 2006

［PMID : 16293638］）。
　BNPも NT-proBNPもあくまで診断
の補助に使用されるべきであり，他の
因子と合わせて解釈する。両値とも高
齢に伴い値が上昇する。また腎不全で
も値が上昇するが，NT-proBNPは特
に腎代謝なので上昇しやすく，解釈に
注意する。肥満は両方の値を低下させ
る。

急性心不全（AHFS : Acute Heart Failure 

Syndrome）の管理
　収縮期血圧（sBP）をベースにした
治療戦略（図）の選択が病態生理学的
にも理にかなっている（文献❷）。

　CS 1の患者では左室駆出率が保た
れており，後負荷の増大が左心負荷の
原因となる。こうした場合は利尿薬よ
りも血管拡張薬（ニトログリセリン，
硝酸イソソルビド，カルペリチド），
そして ACE阻害薬の早期投与が治療
の主体となる。CS 3はさらに 2つの
タイプ（①明白な低灌流もしくは心原
性ショック，②低灌流もしくは心原性
ショックがみられない）に分けること
ができる。CS 3の多くの患者は末期の
心不全のことが多い。
　以前，心不全の治療の基本であった
ドブタミンやミルリノンなど強心薬は
ADHERE（J Am Coll Cardiol. 2005

［PMID : 15992636］）で示されたよう
に，もはや一般的には第一選択となら
ない。心原性ショックを示すタイプの
CS 3の患者や，CS 2や CS 4の限られ
た患者にて適応がある。CS 2や CS 5

の患者で慢性的に全身性体液が増加し
ている場合はラシックスⓇなど利尿薬
が第一選択になる。しかしながら急性
心不全の患者の多くは CS 1であるこ
とがわかってきており，心不全だから
といってルーチンで利尿薬を投与して
はならない。

診療のポイント
●急性肺水腫の診断は病歴，身体所見，
検査所見など総合的に判断する。
●BNP（NT-proBNP）は極めて有用
な検査だが，この検査だけで心不全
を診断しない。

●急性心不全の治療は収縮期血圧／病
態による分類を考えながら戦略を練
る。

この症例に対するアプローチ
　この患者は図 2でいう CS 1に分類
される。急性期の治療としてニトログ
リセリンなど血管拡張薬を主体とす
る。容量負荷が見られる場合は利尿薬
（ラシックスⓇ）を使用してもよいが，
短期間でやめることができるはずであ
る。ニトログリセリン開始後に血圧が
30―40 mmHg程度低下すれば，たい
ていの患者の症状は改善し利尿薬を使
用しなくてもよいかもしれない。症例
の患者では救急外来でラシックスⓇ 

40 mg静注されたが，病棟（CCU）入
院後は利尿薬を使用せず。ニトログリ
セリンの使用で症状，血圧が改善され
た（その後のマネジメントは次回へ）。

Further Reading
❶Ware LB, Matthay MA. Clinical prac-

tice. Acute pulmonary edema. N Engl J 

Med. 2005 ; 353（26）: 2788-96. ［PMID : 

16382065］
❷Mebazaa A, et al. Practical recommen-

dations for prehospital and early in-hospi-

tal management of patients presenting 

with acute heart failure syndromes. Crit 

Care Med. 2008 ; 36（1 Supp l）: S129-39. 

［PMID : 18158472］

病歴，
身体所見，
ルーチンの
検査所見

心筋梗塞,心不全の病歴
Ⅲ音の聴取
浮腫，頸静脈怒張
心筋マーカーの上昇
BNP > 500 pg/mL

心原性肺水腫 非心原性肺水腫

心陰影拡大
VPW > 70 mm
中心性浸潤影
Kerley’s B Line

心室の拡大
左室機能の低下

肺動脈閉塞圧 > 18 

肺感染症，非肺感染症，誤嚥の病歴
高心拍出量状態
高白血球数
膵炎・腹膜炎の存在
BNP < 100 pg/mL

正常心陰影
VPW < 70 mm
末梢性浸潤影
Kerley’s B Lineがない

心室のサイズ正常
左室機能正常

肺動脈閉塞圧 < 18 mmHg 

胸部
X線
写真

心エコー

肺動脈
カテーテル mmHg

VPW（vascular-pedicle width：大動脈弓 - 左鎖骨下動脈分岐部から奇静脈レベルの
上大動脈までの距離）

●表  心原性肺水腫と非心原性肺水腫の鑑別アルゴリ
ズムの一例

非侵襲的モニタリング *
酸素吸入

非侵襲的換気療法（NIV）
身体診察

ルーティンの検査所見
心不全の診断が不明瞭の場合BNP

心電図
胸部X線写真

CS1
(sBP>140mmHg)

NIVと硝酸薬。
容量負荷がある
場合を除き， 利尿
薬の適応はほと
んどない。

CS3
(sBP>100mmHg)

体液貯留所見なけれ
ば容量負荷を試み
る。強心薬。改善なけ
ればPAC。血圧改善
なく低灌流所見あれ
ば血管収縮薬。

CS4
(ACS： 急性冠症候群)

NIV， 硝酸薬， 心カテ。
急性冠症候群のガイ
ドラインに従う。
IABP。

CS5
(RVF：右心不全)

容量負荷は避ける。
sBP>90と慢性全
身体液貯留あれば
利尿薬を考慮。
sBP<90で強心
薬。sBP改善なけれ
ば血管収縮薬。

CS2
(sBP100-140mmHg)

NIVと硝酸薬。
慢性全身体液貯留
がある場合は利尿薬
を使用。

CS：clinical scenario
NIV：noninvasive ventilation
PAC：pulmonary artery catheter（肺動脈カテーテル）
IABP：intraaortic balloon pumping（大動脈内バルーンパンピング法）

硝酸薬：ニトログリセリンや硝酸イソソルビドなど。
強心薬：ドブタミン，ミルリノンなど。
血管収縮薬：ノルアドレナリンなど。

*SaO2や血圧 , 体温などのモニタリング

●図　急性心不全の治療アルゴリズムの一例（文献❷参照）
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心電図 で

循環器疾患に切ってもきれないのが心電図。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1回 病態生理に全く触れないST低下の話
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　もし，心電図に華があるとすれば，そ
れは「ST変化」ではないでしょうか？　
STが下がっている，いや実は別の誘
導で微妙に上がっている，といった話
題は循環器病棟では日常茶飯事です
し，今日も全国各地の病棟回診では「な
ぜこの ST変化を見逃したのか？」と
いったサディスティック（？）な議論
が繰り広げられているものと思います。

「ST低下」を評価する

　そこで第 1回目は，この「STが下
がる」ということを取り上げようと思
います。なお，本連載では臨床現場に
即したことを書く予定なので，「なぜ
STが下がるのか」というような電気
生理学的ギミックの解説は省略しま
す。STが下がっている心電図を見る
ことで何を考えなくてはならないのか
を，ブラックボックスの中身をみるこ
となく，極めて短絡的に考えていきた
いと思います。
　ではまず，図 1の運動負荷心電図を
見てください。
　V4-6のみの心電図を提示しました
が，STが低下しています。典型的な
horizontal（水平型）depressionで納得
していただけますか？　もう少し細か
く言うならば「QRS波から ST Seg-

mentにかけての変曲点（J-point）か
ら 2ハコ分の 80　msec離れたところで
1.5　mm下がっている ST低下」という
ことになります。

　何はともあれ，STは下がっている
わけです。この運動負荷心電図検査の
判定は以下の通りでした。

判定はPositive です

　この患者さんは，進行胃癌の手術前
にスクリーニング目的で運動負荷試験
を受けた方でしたが，「結果は陽性」
で果たして大丈夫でしょうか？　ST

低下≒心内膜下虚血という病態生理で
すから，たいそう危険な香りがします。

神は細部に宿る

　ただ，実はこの方の「判定が Posi-

tive」というのは，ST低下が「陽性基
準を満たした」ということです。もし
かしたら冠動脈疾患があるかもしれま
せんが，決して“危険だから手術がで
きない”や“明日にも心筋梗塞になる
かもしれない”といったことを示して
いるわけではないのです。
　ここまで ST変化の話で引っ張って
おいて申し訳ないのですが，運動負荷
心電図検査の真髄は心電図変化にある
わけではありません。“The Truth is in 

the Details”（神は細部に宿る）という
言葉がありますが，運動負荷心電図検
査の場合も細かいところまで見ていく
必要があります。
　表のレポートを見ると，この患者さ
んは 10分 16秒運動を続けることがで
きたわけですが，これは 13 METSに
相当します。13　METSとは重い荷物
を持って階段を上がる程度の運動で，
それ相応の負荷です（日常の労作は 4　
METS程度）。さらに，胸痛や呼吸苦
といった狭心症状がなかったことも大
事な情報です。つまり，STは低下し
ていても結構な運動を行うことがで
き，具体的な症状も出ていない，とい
うことになります。こうした ST変化
と負荷や症状のバランスはどのように
考えたらよいのでしょうか？
　現実にはほかにもバイタル，既往歴，

ST変化のリカバリーや回復期 PVCな
どもリスク評価に使いますが，総合評
価の大ざっぱな指標としてよく用いら
れるのが Duke Treadmill Score （DTS）
です。この DTSは米国 Duke大学が編
み出した計算式ですが，以下のように
表記されます。

DTS＝運動時間［分］－5×（最大 ST下降
［mm］）－4×（Chest Pain Index）

※ Chest Pain Index：胸痛なし 0，胸痛
あり 1，胸痛で運動中止 2

　DTSは診断ツールとして使うこと
もできますが，それよりもその患者さ
んの“長期予後”を評価する際に威力
を発揮することで知られています。一
般的にこのスコアが 5以上であればリ
スクは低く，将来的に心臓突然死や心
筋梗塞などを起こす可能性は 0.5％以
下とされています。

DTSによって規定される1年当たりの心
筋梗塞などの心血管イベント発生率
●－11以下（高リスク）　年間リスク5％以上
●－10 ― 4  （中リスク）　年間リスク5―0.5％
●　　5以上（低リスク）　年間リスク0.5％未満

　簡単な算数で求められる DTSです
が，米国の循環器内科医はよくここか
ら逆算し，「10分」を運動負荷の一つ
の目安にしています。これは Bruce法
で 10分間運動することができれば，
たとえ心電図上で ST変化が 1mmあ
ったとしても低リスクに分類されるこ
とに拠っているわけです。さらに，こ
の DTSを問診・身体所見あるいは心
電図変化による冠動脈疾患診断能と比
較した研究（文献 1）があります。図

2は診断精度を表
した ROC曲線で
すが，これはざっ
くり考えて左上に
近づくほどその検
査の診断精度が高
くなると考えて見
てください。する
と，診断の精度が
高いのは①＞②＞
③＞④という順番
になります。ちな
みに，全く使えな
い検査（運まかせ）

は一番下の緑線のようになり，最高に
精度が高い検査は一番上の緑色の破線
のようになります。
　一番下の④は単なる問診・身体所見
による診断能です。③がそれに ST変
化を加味したもので，いずれもそれほ
ど精度は高くありません。一方，②は
DTS，①は DTSに問診・身体所見の
情報を加味したものです。その差は明
らかであり，DTSは重大な冠動脈疾
患の診断と予後の評価に多大な威力を
発揮します。

患者全体を把握しよう

　再びこの外科の患者さんに戻りまし
ょう。この方の DTSは 5以上で，冠
動脈疾患があったとしてもそのリスク
は低いと考えられます。つまり，運動
負荷時の心電図変化は目立ちますが，
その患者さんの予後そのものは良好と
考えられるのです。
　心電図の華である ST低下は虚血の
決め手になる変化です。心筋虚血を早
期かつ簡便に，しかも迅速に検出する
手段としては，今のところ心電図が最
良の手段といえるでしょう。ただ，そ
の診断能力には限界があることや，目
立つ変化に引っ張られて「木を見て森
を見ない」ことのないように気を付け
てください。DTSを計算する習慣は，
意外と全体像の把握に役立ちます。

●こう さかしゅん／1997年慶大卒。99年に渡米し，
マンハッタンとテキサスの病院で勤務していたが 08
年に米国の食生活に耐えきれず帰国。専門は循環
器内科の集中治療。現在は学生教育と臨床研究
の構築に執念を燃やす。

参考文献
1）Shaw LJ, et al. Use of a prognostic treadmill 

score in identifying diagnostic coronary disease sub-

groups. Circulation. 1998　;　98 （16）　:　1622-30.

●図 1  とある運動負荷心電図 ●図 2  冠動脈疾患診断能を比較した ROC曲線（文献 1より）

メモ
●運動負荷時の STの読みの細かい基準は
いろいろとありますが，とりあえず
QRSにベタっとくっついたところでは
なく，「少し」（60-80　msec）離れたと
ころで読みます。
●どのくらい STが低下していれば有意と
とるか，について私が個人的に使ってい
るのは 1.0　mmです。上昇型の場合は
1.5-2.0　mmといったところですが，こ
のぐらいの判断基準が最も感度が高いと
言われています。

POINT

意外と全体像の把握に役立ちます。

PPPOOOOIIINNNNTTTT

●運動負荷試験の判定は心電図だけ
では限界がある。
●むしろ，試験全体の判断が重要だ
が，その際にDTSが役に立つ。
●結果は○か×か（陽性か陰性か）
ではなく，総合的に低／中／高リ
スクで考える。

●表　運動負荷試験のレポート

Stage Time HR BP ST Deviation Angina

Rest ―  81 110／69 mmHg ― ―
Bruce 2  6分 00秒 101 161／82 mmHg なし なし
Bruce 3  9分 00秒 138 ―  － 1 mm なし
Bruce 4 10分 16秒 153 258／62 mmHg － 1.5 mm なし
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非盲検試験で信頼性の高い結果を得るには14
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　前回は，臨床研究のなかには二重盲
検が必須の“effi cacy評価型”の臨床
試験と，必ずしも二重盲検でなくても
よい，あるいは二重盲検の実施が不可
能な“effectiveness 評価型”試験や研
究があり，それぞれが患者へ治療を提
供する，という目的において必要な研
究であることをお話ししました。どち
らに属すかはっきり分けられない試験
もありますが，試験をデザインすると
きに大切なのは，effi cacyと effective-

nessのどちらが目的なのか，何をアウ
トカムとして評価するのか，介入およ
び対照となる治療は何か，その試験で
は盲検化が可能か，あるいは必要なの
かを考察することだと思います。
　また，非盲検であればどのような形
でバイアスを除去すればよいのかを考
える必要があります。日本の学会では，
しばしばこのあたりが混乱している研
究を散見します。よくあるのは，研究
の背景から考えると effi cacyを評価す
る研究をすべきなのに，デザインは完
全な effectiveness評価型になっている
研究です。また逆に，effectivenessを
評価しようとしているのに，研究計画
はどこかの治験の計画書のコピー&

ペーストである場合もあります。
　研究は，何を，何のために知りたい
のかをはっきりさせてから計画すべき
ですが，残念ながら，日本には臨床研
究を学ぶ確立されたカリキュラムがあ
りません。新薬の治験手法は，薬効
（effi cacy）を厳密かつ安全に評価する
ための規制，試験デザインやデータ管
理，統計解析などが医師よりもむしろ
生物統計学者の関与により研究され，
進歩してきました。そのため，診療の
現場での疑問を解決するような，医師
が積極的に主導すべき effectiveness評

価型研究に関しては，疫学研究以外に
方法論も確立しているとは言えない
し，研究を主導すべき臨床医に対し，
この領域に関するトレーニングを提供
できるところもあまりないのです
（図）。琉球大学では，毎年春と夏に臨
床研究に関するワークショップを開催
して臨床研究ができる医師を育成しよ
うとしています。興味のある方はご連
絡ください（http://www.med.u-ryukyu.

ac.jp/material/1270704952_16479.pdf）。

ストレプトマイシン研究に
おけるバイアスの除去

　今回は，まず非盲検試験でもきちん
と実施すれば信頼性の高い結果を得ら
れるという例を挙げてみます。前回，
盲検化は長い歴史を有することをお話
ししましたが，ランダム化割り付けは
1948年のMRC（Medical Research Coun-

cil）ストレプトマイシン研究が最初で
す 1）。この研究は，「ベッド上安静群」
と「ストレプトマイシン投与＋ベッド
上安静群」の比較だったのですが，盲
検化は行われませんでした。ストレプ
トマイシンの有効性を評価する初めて
の試験であり，プラセボを用いたほう
がよかったかもしれません。しかし，
研究者たちは対照群の患者にプラセボ
の注射を行うのは非倫理的と考え（こ
れは一つの見識だと思います），オー
プン試験でありながら信頼性の高い
データを得るための研究計画を作成し
ました。
　まず割り付け方法ですが，中央管理
での封筒法を用いています。封筒法は
原始的なランダム化割り付けの方法で
ご存じの方も多いと思いますが，うま
くいかないことがあります。なぜなら，
中央で管理しない限り，封筒を破棄し
て割り付け内容を見る，患者の状態に
合わせて割り付けられた治療を拒否
（どうしてもストレプトマイシンを投
与したい場合，「ベッド上安静」と記
載されていても「ストレプトマイシン」
のカードを引くまで破棄！）するなど，
選択バイアスが生じて交絡因子の混入
が避けられないためです。
　前回お話ししたように，このように
allocation concealment（割り付けの隠
匿）が不可能になれば，結果に影響を
及ぼします。例えば，日本で行われた
九州脂質治療研究（KLIS）では，ラ
ンダム化割り付けは「研究に参加した
医師により neglectされた」と記載さ
れているように，ルールが守られませ
んでした 2）。そのため，コレステロー

ル値は「医師の選択」
によりプラバスタチ
ン群で高値となり，
対照群との比較が困
難となりました。
　同様に，カプトプ
リルとこれまでの降
圧治療を比較した
CAPPP研究（Capto-

pril Prevention Proj-

ect）では，封筒法
によるランダム化の
失敗でカプトプリル群の血圧が高く，
脳卒中リスクなどに関する評価が困難
だと思われます。封筒法，特に参加施
設で開封する方法はできれば避けたほ
うがよいのですが，ストレプトマイシ
ン研究では中央ランダム割り付け（中
央の事務局で開封）によってこれを克
服しています。割り付けは，各施設で
6人分を乱数表により決定したのです
が，この詳細も研究者には隠匿されて
いました。オープン試験でありながら，
このような用心深い方法で allocation 

concealmentを確実にしたことにより，
試験結果の信頼性を高めたと言えます。

適切なエンドポイントの
評価法とは

　もう一つ，ストレプトマイシン研究に
は重要な点があります。それは評価項
目の客観性です。以前述べたことがあ
りますが，オープン試験の方法の一つに
PROBE（Prospective Randomised Open 

Blinded Endpoint）法があります 3）。非
盲検のランダム化比較試験のエンドポ
イント判定を，割り付け治療を知らさ
れていない第三者が判定するというも
のですが，これまでの降圧薬と比較的
新しい降圧薬を比較した臨床試験であ
る STOP - 2研究（Swedish Trial in Old Pa-

tients with Hypertension）において初め
て使用されたと言われています。
　しかし，この STOP - 2研究の 45年前，
このストレプトマイシン研究におい
て，実は PROBE法は採用されていた
のです。当時は，現在のように試験開
始前に主要および副次的評価項目を宣
言するということは行われていなかっ
たようですが，抄録を読むと，ストレ
プトマイシン研究では，死亡および胸
部 X線の所見を主要な評価項目にし
ていたようです。
　表にストレプトマイシン研究の結果
を示します。結核での死亡率が高い時
代背景を反映しているとも言えます
が，前回お話ししたように ,「死亡」

は非盲検であることの影響を受けにく
いのです。胸部 X線の所見は割り付
け治療を含む試験の内容をまったく知
らない複数の専門医により読影されま
した。もちろん胸部 X線の撮影は ,決
められた予定通りに行われています。
X線での病状の把握は客観性に問題が
ないわけではありませんが，このよう
な形をとることで問題を明らかに少な
くしたわけです。
　また，「死亡」という客観性の高い
評価項目による結果と胸部 X線とい
う，言わばサロゲートマーカーの結果
に，ストレプトマイシンの効果に関す
る一貫性があることも重要です。客観
性に問題があっても，それが真のエン
ドポイント（死亡や心筋梗塞など）を
予測できるものであれば評価する意義
はありますし，次の試験やより短期間
で薬効を評価したいときに役立ちます。
　例えば，本連載にしばしば登場する
JIKEI HEART STUDYでバルサルタン
の効果があるとされた「狭心症での入
院」はそれを示していません。ストレ
プトマイシン研究では，そのほかにも
検査などの予定もあらかじめ定められ
ていること，診療録のほかにCRF（Case 

report form；症例報告書）が作成され，
今で言うモニタリングを実施している
こと，既に CRC（臨床研究コーディ
ネーター）による試験支援実施が行わ
れていることなど，試験の質を上げる
ためのさまざまな努力がなされていま
す。このあたりの工夫をぜひ読み取る
べきです。

ストレプトマイシン群では，安静のみの群と比較して死亡リスクが低く，
また半数の患者で胸部 X線所見の著明改善が見られた。

●表　MRCストレプトマイシン研究の結果（文献 1より改変）

●図　医師主導型臨床研究の曖昧な位置付け
　（原図＝京大医学教育推進センター・森本剛講師）

疫学研究
公衆衛生学の領域で実施

MD, MPH
疫学のトレーニング

臨床研究
臨床医が主体的に
関与（すべき）
教育方法は

確立されていない

治験
主としてPhDが関与
研究計画の段階で

臨床医の関与は少ない
GCPのよる規制
製薬会社，治験CRC
が対象の教育

医師主導型臨床研究の
あまりにも曖昧な位置付け

臨床上の疑問を解くためには，臨床医が主体的に関与
すべき研究が多いが，その確立した教育プログラムは
ない。治験スタイルのガチガチプロトコルを無理やり
当てはめて失敗したり，あまりにアバウトなプロトコ
ルで失敗することも多い。資金が豊富ならプロトコル
作成，データ管理にも準ずる“丸投げ”も行われている。

胸部X線　
著明改善

ストレプト
マイシン
（n=55）

コント
ロール
（n=52）

ストレプト
マイシン
（n=55）

コント
ロール
（n=52）

ストレプト
マイシン
（n=55）

コント
ロール
（n=52）

２か月 ４か月 ６か月

胸部X線
中等度から
軽度の改善

死亡

8（14）

34（62）

0（0）

0（0）

3（6）

2（4）

0（0）

11（21）

10（19）

25（45）

18（33）

0（0）

28（51）

10（18）

4（7）

4（8）

13（25）

14（27）
人（%）



ICU／CCUでの鎮静・鎮痛は非常に重要で，鎮静・鎮痛を十分にコントロールで
きるかで医師の力量が問われます。第2回ではまず鎮静について取り上げます。

鎮静薬の使い方と鎮静アセスメント第2回
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クリティカルケアでの鎮静と鎮痛
　鎮静薬と鎮痛薬は似て非なるもので
す。まずはその確認をしましょう。

大原則その 1　鎮静薬には鎮痛効果がな
い！
大原則その 2　鎮痛薬には鎮静効果があ
るが健忘効果はない！

　クリティカルケアでは，十分な鎮痛
が行われているかどうかを確認した上
で，健忘効果のある鎮静薬を使用する
と効果的です。

鎮静は患者に何をもたらすか？
　健忘を伴う鎮静により，患者にとっ
ても負担の少ない ICUでの治療が可
能となります。これは，疾患自体の痛
み・苦しみはもちろんのこと，毎日の
採血や手技（気管内挿管，胸腔穿刺，
IABPなど）といった診断・治療でも，
常に侵襲にさらされていることを考慮
してのことです。
　適切な鎮静により，
＊不安とせん妄の治療で血行動態が安定
＊治療期間・コスト面でのメリット
＊健忘による人道的な対応
＊外傷後ストレス障害の頻度低下
などのメリットが考えられます。
　その一方で，過剰な鎮静による合併
症には，
＊人工呼吸器の長期化，ICU滞在期間延長
＊血圧低下や徐脈などの循環抑制
＊意識レベル，中枢神経障害の評価困難
＊安静臥床長期化による廃用障害
があります。そのため，評価をしっか

り行った上で適切に鎮静薬を使用する
必要があります。

ICUでの鎮静評価・せん妄評価
　鎮静評価にはラムゼイスケール，鎮
静・鎮痛スケール（SAS），リッチモ
ンド興奮・鎮静スケール（RASS）な
どがあります。ここでは RASSスコア
を紹介します（表 1）。
　せん妄の評価には，感度・特異度と
もに優れる CAM-ICUがあります。
CAM-ICUによるせん妄評価は2段階。
まずステップ 1として RASSスコアで
意識状態を評価し，ステップ 2として
せん妄を評価します。評価は，①精神
状態変化の急性発症または変動する精
神状態，②注意力の欠如，③意識レベ
ルの変化，④思考が無秩序の状態，に
ついて行いせん妄を診断します。
　ICUでせん妄・興奮状態となった患
者へのアプローチを以下に示しまし
た。ポイントは，鎮痛の評価，適切な
鎮痛薬の使用後に鎮静薬を使うという
順番を守ることにあります。
せん妄・興奮状態へのアプローチ
ステップ1　緊急事態の評価，原疾患の
増悪・治療不十分の評価
□ バイタルサイン（心拍数，体温，血圧，
呼吸数，SpO2）と血糖チェック
□  ABC（気道，呼吸，循環）チェック，酸
素投与，モニター心電図チェック

ステップ2　疼痛の評価
□ 疼痛を尋ね，拮抗性麻薬（ブプレノルフ
ィン），麻薬（フェンタニル）を使用
ステップ3　不安の評価
□ 恐怖と不安について質問し，ミダゾラム，

プロポフォール，デクスメデトミジンを使用
ステップ 4　せん妄・興奮の評価
□ ハロペリドール使用
※ベンゾジアゼピンを単独でせん妄に使用する

と効果が乏しく，混乱を助長する可能性がある

ICUでよく使われる鎮静薬
　ここでは ICUでよく使われる鎮静
薬を取り上げます（表 2）。
1．ベンゾジアゼピン（ミダゾラムなど）
　大脳皮質・脳幹 GABA受容体に働
き鎮静効果を発揮します。鎮痛作用は
ないこと，作用発現が早く持続時間も
短いが数時間以上の投与で中止後も鎮
静効果が遷延することに注意が必要で
す。副作用には，低血圧，呼吸抑制，
過鎮静，ベンゾジアゼピン離脱症候群
（不安，不穏，発熱，頻脈，幻覚，痙
攣など）があり，また薬物相互作用に
も注意が必要です。拮抗薬としてフル
マゼニルがあります。

ベンゾジアゼピンの重要な薬物相互作用
ベンゾジアゼピンの作用増強
 Ca拮抗薬，H2ブロッカー，プロトンポン
プ阻害薬
ベンゾジアゼピンの作用減弱
 テオフィリンで作用拮抗
※ テオフィリン投与でベンゾジアゼピンの
鎮静からの覚醒を促進

2．プロポフォール
　大脳皮質・脳幹 GABA受容体に働
きますが，鎮痛作用はありません。長
時間投与しても中止後短時間（10―15

分）で覚醒することもポイントです。
副作用には，低血圧，高脂血症，汚染
による敗血症，横紋筋融解症があり，
まれにプロポフォール注入症候群（心
不全，徐脈，乳酸アシドーシス，高脂

血症）があるため，長期使用では血液
検査で CPK，コレステロール，中性
脂肪のモニタリングが必要になります。
3．デクスメデトミジン
　脳幹青斑核に作用し鎮静，脊髄後角
に作用し鎮痛を起こすとされます。鎮
静作用は弱く，適宜ハロペリドール，
プロポフォール，ミダゾラムを追加静
注する必要があります。呼吸抑制・せ
ん妄が少ないことがメリットで，最近
の自発呼吸を温存した人工呼吸器管理
では頻用されています。副作用には低
血圧，徐脈がありますが，ローディン
グしなければ問題とはなりません。
4．ハロペリドール
　中枢神経系ドパミン受容体を遮断す
ることで鎮静・抗精神病効果をもたら
します。静注後 10―20分で鎮静効果
が発現しますが，せん妄が強くない早
期に投与するのがポイントです。呼吸
抑制作用がなく，血圧低下も起こりに
くいため ICUでのせん妄の第一選択
です。副作用として，悪性症候群，薬
剤性パーキンソン症候群，QT延長症
候群があり，ICUでは特に QT延長症
候群に注意する必要があります。

Take  Home Message

❶  鎮静薬の使い方について理解する
❷  不穏状態のアプローチを理解する
❸  鎮静の評価，せん妄の評価につ
いて理解する

参考文献
1）Jacobi J, et al. Clinical practice guidelines for the 
sustained use of sedatives and analgesics in the 
critically ill adult. Crit Care Med. 2002　;　30（1）　:　119-
41.

2）Riker RR, et al. Dexmedetomidine vs midazolam 
for sedation of critically ill patients　:　a randomized tri-
al. JAMA. 2009　;　301（5）　:　489-99.

●表 1　RASSスコア

スコア 状態 臨床症状
＋4 闘争的，好戦的 明らかに好戦的，医療スタッフに対する差し迫った危険が

ある
＋3 非常に興奮した，過度の不穏状態 攻撃的，チューブ類またはカテーテル類を自己抜去する
＋2 興奮した，不穏状態 頻繁に非意図的な体動があり，人工呼吸器に抵抗性を示し

ファイティングが起こる
＋1 落ち着きのない，不安状態 不安で絶えずそわそわしている，しかし動きは攻撃的でも

活発でもない
　0 覚醒，静穏状態 意識清明で落ち着いている
－1 傾眠状態 完全に清明ではないが，呼びかけに 10 秒以上の開眼およ

びアイコンタクトで応答する
－2 軽い鎮静状態 呼びかけに開眼し 10秒未満のアイコンタクトで応答する
－3 中等度鎮静状態 呼びかけに体動または開眼で応答するが，アイコンタクト

なし
－4 深い鎮静状態 呼びかけに無反応，しかし身体刺激で体動または開眼する
－5 昏睡 呼びかけにも身体刺激にも無反応

1．患者を観察する（0―＋4の判定）
・30秒間，患者を観察，視診のみで 0から＋4のスコアを判定
2．呼びかけ刺激を与える（－1―－3の判定）
・大声で名前を呼ぶか，開眼を指示する
・話し相手を見るように指示し，10 秒以上アイコンタクトできなければ繰り返す
・呼びかけ刺激に対する反応のみで－1から－3のスコアを判定
3．身体刺激を与える（－4，－5の判定）
・呼びかけ反応が見られなければ，肩を揺するか胸骨を摩擦
・身体刺激に対する反応から，スコア－4，－5を判定
※RASSが－4または－5の場合，評価を中止し後で再評価する
※RASS≧－3の場合，せん妄評価（CAM-ICU）を行う

●表 2　鎮静薬の特徴

初回投与量 持続静注量 作用発現 持続時間
ミダゾラム 0.05―0.1 mg／kg 0.01―0.1 mg／kg／時 0.5―2 分 1―3時間
プロポフォール 0.2―2 mg／kg 0.5―3 mg／kg／時 1 分以内 10―20 分
デクスメデトミジン 1 μg／kg（10 分かけて） 0.2―0.7 μg／kg／時 15 分 2時間

Case1　S状結腸穿孔による腹膜炎で緊急手術となった 76歳男性。術後挿管され
人工呼吸器管理。鎮静でミダゾラム，鎮痛ではフェンタニルを持続静注。3病日昼に
抜管予定とし，当日未明からプロポフォール原液持続静注に変更。当日朝にプロポフ
ォールを中止し，アミノフィリン点滴・フルマゼニル静注を行い，午前 11時に無事抜管。
Case2　急性心筋梗塞にて緊急入院となった81歳男性。1病日に緊急 PCIを行い，
ICU入室。2病日未明に帰宅後，朝なので散歩するといって立ち上がろうとする。バイ
タル血圧 140／70mmHg，体温 37.2℃，心拍数 110/分，呼吸数 20/分。自分の名
前は言えるが，「ここは息子の家だから自宅に戻りたい」という。不安で眠れないわけで
もない。ハロペリドール静注し徐々に穏やかな状態となった。
Case3　重症肺炎による敗血症性ショック，急性呼吸促迫症候群（ARDS）合併で
気管内挿管，人工呼吸器管理となった 75歳男性。プロポフォールを使用していたが
何度となくファイティングが発生。酸素化は悪くないがそわそわしており，適宜プロポフォー
ルフラッシュしては血圧不安定の状態を繰り返した。主治医・ナースによる声かけで安
心感を与えるとともに，デクスメデトミジンに鎮静を変更し，鎮痛としてブプレノルフィン適
宜静注を使用したところ，ファイティングをしなくなった。

C A S E
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ノエル　ハリソン先生，前回は医学生
のとき，もしくは研修中に出産した女
性医師がどのように仕事と家庭を両立
しているかを伺いましたが，今回はそ
の具体的な“やりくり”の方法につい
てお聞かせください。

仕事と家庭の両立をめざして

ハリソン　仕事と家庭の両立のために
米国で行われている施策を表に示しま
した。今や米国では，研修病院やメデ
ィカルスクールだけでなく診療所まで
もが，出産後や養子を迎えた後の医師
たちが子どもと一緒に過ごす時間を持
てるように，産休や育児休暇制度を整
備しています。実際には，女性は 90

日間，男性は 2週間の育児休暇を取得
することが多いようです（90日まで
取得する男性医師もいます）。その間に
家族に病人が出た場合は，「Family and 

Medical Leave Act」（家族介護休暇法）

により休暇を延長することもできます。
　また，小さな子どものいる医学生や
研修医は，さまざまな託児制度を利用
しています。主に病院附属の保育施設
や地域の保育園を利用するのですが，
どちらの場合も利用費が発生します
（註 1）。家で子どもを育てたいと考え
る医師たちもいて，そのような方たち
はベビーシッターや住み込みのお手伝
いさんを頼んでいるようです。自宅保
育にかかる費用にはかなりの差があ
り，保育施設よりも高額になることも
しばしばありますが，子どもが 2人以
上の場合は比較的割安になることもあ
るようです。
ノエル　育児や家事の分担は，男女間
でどのようになっているのでしょうか。
ハリソン　育児をしながら働く女性医
師は，夫婦やパートナーの間で育児を
平等に分担したいと考えたり，それを
期待したりしています。また，女性医
師が外で働き男性パートナーにはその

間，「主夫」となって
育児・家事を行うカッ
プルもいます。女性の
医学生や研修医，教員
にとって恵まれたケー
スは，両親などの家族
が近くに住んでいて子
育てを支援してもらえ
る場合ですね。また，
学齢期に達した子供の
場合，多くの学校には
始業前や放課後の学童
保育プログラムが有料
で用意されています。
ただ，一般的な共働き
家庭では，ヘルパーを
雇って掃除をお願いし
たり，秘書を雇ってス
ケジュール調整や料金
支払いなどの管理的な
日常業務を任せたりす
る家庭が多いようです。

　有能な女性医師がキャリアの途中で
仕事を辞めないようにするには，柔軟
な勤務形態を許容することが重要で
す。医学生の場合は，卒業までの期間
を 1年以上延期することもあります。
研修医でもやはり研修期間を延長した
り，一つの研修枠を 2人で分け合うこ
とで，期間の延長を行ったりすること
もあります。女性医療者（医師，看護
師など）の間では，パートタイムの仕
事や融通の利く柔軟な勤労形態（在宅
での事務・パソコン作業など）の人気
がますます高まっています。2005年
の調査研究では米国人医療者の 13％
がパートタイムで働いており，特に民
間機関である健康維持機構（ Health 

Maintenance Organization；HMO）で働
く医療者では 22％と施設別で最も高
い比率でした。一方，大学病院の勤務
医では，いまだパートタイムは 11％
以下なのが現状です（註 2）。
　このようにまだまだ不十分ではあり
ますが，女性医師の増加とともに働く
環境が整ってきています。

註 1　米国で保育所に 1日子供を預ける場合
の平均月額は子ども 1人当たり 600―1000

ドルで市町村により異なる。Bureau of Labor 

Statistics（http://www.bls.gov/oco/cg/cgs032.

htm#conditions）より。
註 2　McMurray JE, et al. Part-time medical 

practice : Where is it headed? Am J Med. 

2005 ; 118（1）: 87-92.

　ショート・ディスカッション
　サラ・バース医師は，バージニア大学を卒業後，オレゴン健康科学大学で臨床研
修を行い研修中はチーフレジデントを務めました。現在は関連研修病院の総合診療
科でホスピタリストとして働きながら，第二子の出産を予定しています。バース氏
は仕事と家庭の両立の現状を次のように語っています。
　「医師としての私が，母親でもあることから生じる葛藤をどう言い表せばよいので
しょう。私の人生のあらゆる決断に子どもがこれほど影響するとは想像もしません
でした。娘が生まれてから，私と夫のキャリアについての決め事はことごとく娘中
心に行われ，子どもがいない時にはしなかった決断を私はしてきました。それはフ
ェローシップに進むかどうかや，医師としてのキャリアを選択する時に Specialistに
ならないと決めたことなどです。
　娘は私が研修医の時に生まれました。研修を終えたとき，私は月に 10―12日勤務
する交替制の仕事を選びました（ホスピタリストの仕事はフルタイムの場合，1日
12時間，月 15日です）。勤務以外の日に娘と過ごしながら，自分は娘にとって不可
欠な存在だと実感し，研修医としてフルタイムで働いていたときよりもずっと密に
娘と接していました。こうしたキャリアを選択したおかげで私は多くの時間を娘と
過ごすことができましたが，これが完璧な選択だったわけではありません。今後，
大学で昇進するキャリアは望めないでしょうし，論文などを発表することもおそら
くないでしょう。私が，医学を志した一番の理由であるプライマリ・ケア医になる
ことをあきらめたのはなぜなのか。それに対する現時点での答えは，子どもを公園
に連れて行き，お風呂に入れ，夕食をつくり，寝かしつけようとするたびにポケベ
ルで呼び出されることが想像できないから，なのです。
　私たち夫婦の場合，どちらの両親からも離れて暮らしているので，娘の世話はよ
り難しいものとなっています。私も夫も仕事を離れられない場合，娘の面倒を見て
もらうために，そのわずか数時間前に両親に連絡して飛行機で来てもらうことも時
にはあります。というのは，ベビーシッターを雇って自分たちのプライバシーを損
なうことはしたくはないのです。こうした選択は難しいものです。
　もう一つ考えなくてはならないことは，収入と養育費用のバランスをどう取るか
です。私の収入は夫よりもかなり多いので，夫がパートタイム勤務になるほうが確
かに理にかなっています。しかし，今（月に 10―12日間）よりも娘と過ごせなくな
ることは私には耐え難く，夫がもっと自宅にいるようになったら彼のキャリアにも
響くでしょう。おわかりのように，夫と過ごす時間を持つことや休暇を取ることも，
子どもがいるとより難しくなります。母親業をしながら医師を続けることは，この
ような複雑な生活を行うだけの価値があります。ただ，それはこれまで経験したど
のような仕事や課題よりも大変なのです」

●表　米国における育児方針，家庭と仕事の両立の現状

多くの米国の組織で導入されている標準的労務管理施策
1） 女性の労働者が出産または養子を迎えた場合は，90 日間の育
児休暇を付与する

2） 男性の労働者に子どもが生まれた場合や養子を迎えた場合は，
2週間の育児休暇を付与する

3） 連邦法「Family and Medical Leave Act」（家族介護休暇法）
に基づき，被雇用者に対して，病気の家族の介護や医療のた
めの休暇期間の延長を許可する

病院・診療所，家庭における育児支援策
1）病院や医学部併設の託児施設
2） 人的支援を雇う（ヘルパー，ベビーシッター，24 時間住み込
みヘルパー）

3）配偶者との育児の平等な分担
4）どちらか一方の配偶者が家にとどまる
5）両親や親戚の支援
6）学童保育，延長保育など，教育機関による育児支援プログラム
7）掃除，洗濯，買い物などを外注する「アウトソーシング」
勤務形態の調整
1）勤務時間の短縮，あるいはパートタイムで働く
2）フレックスタイム制や在宅勤務
3）他の医師や研修医とのワークシェアリング
4）研修期間の延長

●「女性医師の問題」シリーズ終了
にあたって（大滝純司，松村真司）

　女性医師の問題には，性差医療・患者
が希望する担当医の性別・キャリア教育
などさまざまな論点があるが，最近の日
本では，医師不足の問題と関連して取り
上げられることが多い。特に，卒後研修
前後の女性は出産・育児などが行われる
時期にも当たるため，医師のマンパワー
確保の面からの取り組みが各地で行われ
始めている。しかし，この対策は女性医
師のためという意味以上のものを持って
いる。すなわち，ハリソン先生が指摘し
ているように，家族を犠牲にして「医師
という仕事に人生のすべてを捧げること」
が，健康を守る仕事である医師にとって
本当に望ましい姿なのか，という問題提
起に対し，これからのわが国の医学界が
どう向き合っていくかである。女性医師
が医師として充実した生活を送ることが
できるように支援することは，すべての
医師が直面する問題の解決にもつながる
と考えている。

※本連載は，今回を持ちましていったん休載とな
ります。これまでのご愛読ありがとうございま
した。
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栄養塾
症例で学ぶクリニカルパール
大村　健二●編集

A5・頁280
定価2,940円（税5％込） 医学書院
ISBN978-4-260-01014-6

評 者  片多　史明
 亀田総合病院卒後研修センター長／神経内科部長代理

　どの診療科が専門であっても臨床医
として修得しておかなければならない
基本的事項がいくつかある。栄養管理
は，感染症の診断・治療や水分電解質
管理と並ぶ，患者マ
ネジメントの基本で
あり，臨床医必須の
知識・技術である。
しかし，栄養管理
法・臨床栄養学につ
いて卒前に十分な教
育を実施している大
学はまだまだ少な
い。卒後教育におい
ても各種疾患の診
断・治療に重きが置
かれる中で，栄養管
理が長い間軽視され
てきたことは否めな
い。専門学会を中心
とした臨床栄養の卒
後教育の取り組みが実を結び，各施設
でも栄養管理についての教育に目が向
けられるようになったのは，まだつい
最近のことである。
　研修医に臨床栄養の講義をしている
と，「栄養について勉強するのに何か
良い本はありますか？」という質問を
受けることが多い。この質問を受ける
たびに私は困っていた。分厚い臨床栄
養学の専門書は確かにある。しかし，
この分野の専門家をめざすわけではな
い医師の，限られた研修時間を費やす
には効率が悪く，またよほどの心構え
がない限り通読は困難である。内科学
の教科書にも栄養管理の項目はある。
だが全体のページ数のごく一部であ
り，そのほとんどが総論的事項である。
2―3日で通読できて，臨床栄養学の
全体を俯瞰することができ，なおかつ
実践的な内容の本は……と考えると，
答えに窮してしまうことが多かった。

　このたび，大村健二先生編集の『栄
養塾　症例で学ぶクリニカルパール』
が発刊された。編者の大村先生は，優れ
た外科医であり，外科代謝学，臨床栄

養学の専門家である。
　本書の内容は，生
化学から最新の臨床
栄養学の知見，臨床
で陥りがちなピット
フォールまで，多岐
にわたる。大村先生
自らが執筆した生化
学の章では，学生時
代にはその意義が十
分に理解できなかっ
た生化学の知識が，
臨床的な視点からの
スポットライトを浴
び，活き活きと輝い
ている。
　臨床栄養の基本事

項を概観した基礎編，病態ごとの栄養
管理のポイントをまとめた応用編で
は，現在の日本の臨床栄養学をリード
する豪華な顔ぶれが“塾講師”として
筆を執っている。各項とも，具体的な
症例を通じて，時々刻々と変化する病
態に応じた臨床栄養のダイナミズムを
追体験できるよう工夫されており，要
所に配置された「塾長のひと言」はま
るで栄養を専門とする指導医にじかに
指導を受けているかのようである。
   「栄養について勉強するのに何か良
い本はありますか？」という質問を受
け，私が答えに窮することは今後ない
だろう。本書は，自身の栄養管理の次
元をひとつ高めたいと考えているすべ
ての医師にとって，進化のきっかけに
なる一冊である。研修医のみならず，
上級医の口伝と独学で栄養管理を学ば
ざるを得なかった世代の医師にも，ぜ
ひ“入塾”を薦めたい。

プルキンエ不整脈
野上　昭彦，小林　義典●著

B5・頁244
定価8,400円（税5％込）　医学書院
ISBN978-4-260-00831-0

評 者  井上　博
 富山大大学院教授・内科学第二

　驚くべきタイトルの単行本が上梓さ
れたものである。2009年 7月に京都
で開催された日本心電学会と日本不整
脈学会の合同学術集会の書籍展示で，
最大部数を売り上げた
ようである。不整脈全
体を網羅するものばか
りでなく，個々の不整
脈を扱った単行本はこれまでにも上梓
されている。例えば心房細動，WPW

症候群，Brugada症候群などである。
これらの不整脈はそれなりにまとまっ
た疾患として認識されており，単行本
としても違和感はない。
　「プルキンエ不整脈」という疾患概
念はなじみがうすい。左脚後枝に起源
を持つ Verapamil感受性心室頻拍をま
ず思い浮かべるが，その他の心室性不
整脈については言われてみればなるほ
どプルキンエ線維が関係しているもの
もありそうに思われる。本書は，この
ような古い頭に一撃を加えるほどのイ
ンパクトを持っている。著者の野上昭
彦先生，小林義典先生は心臓電気生理
の臨床でこれまで多くの業績を挙げて
こられたが，特にプルキンエ線維が関
連した心室頻拍や心室細動の研究に関
しては第一人者である。
　本書では，第Ⅰ部としてまず馴染み
の深い Verapamil感受性特発性心室頻
拍から始まり，Focal Purkinje心室頻拍，
特発性心室細動が続き，Brugada症候
群・QT延長症候群が記載されている。
第Ⅱ部では，器質性心疾患に伴う心室
性不整脈として，脚（枝）間リエント
リーや心筋梗塞，虚血性心疾患，炎症
性心疾患，心筋症に伴う心室頻拍とプ
ルキンエ線維とのかかわりがまとめら
れている。第Ⅲ部では，Q&A形式で
プルキンエ線維にかかわる歴史や基礎
的研究が紹介されている。古くは田原
淳先生によるプルキンエ線維網の記載
から近年まで，日本人が明らかにした

さまざまな事象がまとめられていて，
読み物としても楽しめる。
　多くの心電図，心内電位図，CARTO

マッピングのカラー図版や組織所見
（カラー図版も多数あ
り）などが豊富に掲載
されており，難解な電
気生理現象も理解しや

すいように工夫が凝らされている。具
体的な症例が提示されており，所々欄
外に参照すべき Q&Aの項目が明示さ
れているのは，読者の便を考えた上で
の工夫であろう。
　世界でもこのような単行本は存在し
ない（大江透名誉教授の推薦序文にも
そのようにある），しかもお二人の共
著で記述が一貫している。いっそのこ
と英語で出版すればよかったのにと思
わなくもない（裏を返せば，日本語で
このような本を読めるのはありがたい
ことである）。医学関係の書籍が氾濫
する中にあって，本書が刊行された事
実に喜びたい。わが国の医学書籍出版
業界も捨てたものではないと。「プル
キンエ不整脈」に着目した野上先生，
小林先生の慧眼に，またこのような本
をあえて出版した医学書院に賛辞を送
りたい。
　現在，特発性心室頻拍はアブレーシ
ョンで根治できる。電気生理学をよく
は知らなくてもアブレーションで頻拍
が根治できれば患者さんは満足かもし
れない。しかし，このような治療が可
能になったのは，先人が積み重ねてき
た知識があった上でのことである。本
書を，不整脈を専門とする方々に，こ
とにアブレーションに携わる若い諸君
に，推薦したい。目から鱗が落ちる思
いをするであろう。また本書の中で，
詳細は不明である，今後の検討が必要
であるとされた事項に，若い諸君はチ
ャレンジしてみてはいかが？

古い頭に一撃

「栄養の勉強に良い本はあります
か？」と研修医に聞かれたら

　本紙で紹介の書籍についてのお問い合わせは，医学書院販売部まで
　　☎（03）3817-5657／FAX（03）3815-7804　
　なお，ご注文につきましては，最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて
承っております。

●書籍のお問い合わせ・ご注文
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下垂体腫瘍のすべて
寺本　明，長村　義之●編

A4・頁472
定価21,000円（税5％込）医学書院
ISBN978-4-260-00830-3

評 者  森　昌朋
 群馬大大学院教授・内科学

microadenomaを含めた際の PRL腫瘍
の女性での発見率は 25％以上の頻度
であるという報告がなされており，日
常の一般臨床を行う上でも，下垂体疾

患は大変身近な存在で
あると言える。
　さらに，わが国にお
いて最近，間脳下垂体

腫瘍に基づく下垂体機能障害は特定疾
患医療給付の対象疾患として認定され
た。このことは，下垂体疾患に悩む患
者さんにとっては朗報であり，診療現
場に携わる医師にとっては治療が行い
やすくなった利点がある。その反面，
医師は下垂体疾患に関する updateを
常に把握して臨床にあたる責任も課せ
られている。
　上記に述べた事柄が背景としてあり
ながら，下垂体腫瘍に関しての，病理
から始まる総括的な病態と疾患の臨床
的鑑別と治療を updateに網羅した本
はわが国ではこれまでになかった。こ
のたび，日本医科大学・寺本明先生，
東海大学・長村義之先生の編集により
上梓された本書は，65項目，472ペー
ジ，執筆者 85名に上る大著となった
が，その記述は下垂体腫瘍の基礎から
臨床までを網羅する，まさにわが国に
おける下垂体腫瘍の決定版ともいうべ
きものである。本書は，下垂体疾患の
臨床を行う上でも，また下垂体研究に
携わる上でも非常に有益な書となるこ
とは間違いない。

　脳腫瘍患者ではその占拠性病巣のた
めに，脳細胞障害による種々の脳機能
低下が生じる。一方，下垂体腫瘍は脳
腫瘍に属するが，下垂体には種々の内
分泌ホルモン産生細胞
が局在する特徴を有す
ることより，下垂体腫
瘍患者では下垂体由来
のホルモン過剰分泌による下垂体機能
亢進症を呈することが多い。また，逆
に非機能性下垂体腫瘍の増大により下
垂体に局在するホルモン産生細胞が圧
迫障害され，下垂体機能低下症で発見
される患者も存在する。
　下垂体細胞由来のホルモンとしてプ
ロラクチン（PRL），ACTH，GH，LH，FSH，
TSH，Oxytocin，ADHなどが挙げられ，
下垂体から分泌されたこれらのホルモ
ンは末梢血中に放出されて，全身に分
布する標的臓器に達して生理作用を発
揮する。また，これらの下垂体ホルモ
ンは視床下部に存在する視床下部ホル
モンによって，合成と分泌が制御され
ている。下垂体ホルモンのなかで生命
維持に必要なホルモンは ACTHと
TSHであるが，他のホルモンも日常
の恒常的機能維持には必須であり，下
垂体ホルモン分泌の過剰や低下により
種々の症状や臨床所見が生ずる。
　また，下垂体機能亢進症を惹起する
最も頻度の高い腫瘍は PRL産生腫瘍
である。剖検時に下垂体検索を行った
報告によると，腫瘍径が 1 cm未満の

わが国における
下垂体腫瘍の決定版

人工膝関節置換術
手技と論点
松野　誠夫，龍　順之助，勝呂　徹，秋月　章，星野　明穂，王寺　享弘●編
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定価18,900円（税5％込）医学書院
ISBN978-4-260-00842-6

評 者  津村　弘
 大分大教授・整形外科学

　まず，大変面白い本である。
　ここ 10年ほど，人工膝関節置換術
をめぐっては，基礎研究，臨床研究，
新機種の発表など話題に事欠かない。
人工膝関節置換術の進
歩に対して，日本の整
形外科医が大きく貢献
しているのは周知の事
実である。本書は，同じ編集者たちで
作成された『人工膝関節置換術――基
礎と臨床』（文光堂）と対をなすもの
であり，主として手術手技に焦点を当
てたものである。人工膝関節置換術の
手術手技においては，現在はまさに百
家争鳴の時代であり，多くの学会でデ
ィベートやクロスファイヤが企画さ
れ，呼び物となっている。このような
ディベートを書物にしたものが本書で
ある。
　本書の章立てを見ると，「皮膚切開」
「関節展開法」「Soft tissue balancingと

Bone cut」「脛骨コンポーネント」「髄

内ガイドと髄外ガイド」「人工膝関節
のデザイン（PS型とCR型）」「Minimum 

invasive surgery（MIS）」「CASの有用性」
「膝蓋骨の置換」「コンポーネントの固

定法の選択」「骨欠損
への対策」「両側同時
手術の是非」「麻酔法」
「DVT，PEの予防」「手

術法のオプション」の 15章からなっ
ており，人工膝関節置換術の開始から
終了までのそれぞれの段階で，論点と
なっている部分を事細かに解説してい
る。いかにも，人工膝関節置換術を知
り尽くした編集者たちが企画した本で
ある。
　それぞれの章は，「論点の整理」と
いう比較的公平に書かれた総括があ
り，その後に異なる主張の解説が書か
れている。それぞれの著者も，最もふ
さわしい分野を担当している。各解説
の独立性のため，重複する図や説明は
あるものの，煩わしいものではなく，

百家争鳴の
知識の迷宮でさまよう

戻って参照する手間が省けて読みやす
い。なお，「麻酔法」や「DVT，PEの
予防」などの一部の章では，対立する
意見ではなく，詳細な解説となってい
る。
　初心者は，「論点の整理」だけを読
んでも勉強になる。既に手術を行って
いる者は，自分の手技の部分だけを読
んでも，知識と手技の確認ができる。
さらに興味のある者は，対立する意見
を読み，熟考し，知識の迷宮をさまよ

うと良い。対立する方針や手技が，臨
床成績の明確な差を生んでいないこと
が混乱の理由であり，本書の存在理由
であり，われわれの努力のモチベーシ
ョンである。次世代のエビデンスづく
りへの道筋も見えてくるだろう。
　人工膝関節置換術に関するディベー
トのネタがばれることが，唯一の心配
事ではある。人工膝関節置換術を扱う
学会の会長にとっては，迷惑な本かも
しれない。

● LPC国際フォーラム 2010のご案内
高齢者医療における緩和ケア　
　　――脆弱高齢者に対する質の高い医療の実現へ向けて
◆本セミナー
出演：Nathan Goldstein氏（Mount Sinai School of Medicine），Mary Therese Ersek氏（Uni-

versity of Pennsylvania School of Nursing），大内尉義氏（東大大学院），松本佐知子氏（寿泉
堂綜合病院），日野原重明氏（ライフ・プランニング ･センター（LPC）理事長），道場信孝氏
（LPC最高顧問）
日時：2010年 7月 17―18日
参加費：LPC会員は 10000円，非会員は 15000円　（定員＝ 240名）
◆ナースのためのオプションプログラム
講師：Mary Therese Ersek氏（University of Pennsylvania School of Nursing）
日時：2010年 7月 18日
参加費：4000円（本セミナーとの同時受講の場合は 2000円）　（定員＝ 150名）
会場：女性と仕事の未来館（東京都港区）　※両イベント共に。
問合せ： ライフ・プランニング ･センター　電話：03-3265-1907　FAX：03-3265-1909

　「iPhone」のシェア拡大を受け，大手キャリ
アが相次いでスマートフォンを発表。日本では
立ち遅れていたスマートフォン市場が活性化し
てきた。iPhoneの医療系アプリは現在 2000を
超えており，医療現場での活用においても注目
されている。アップルストア銀座店（東京都中
央区）では「iPhone in Medicine：診療現場に
iPhoneを」と題するセミナーを 4月 10日に開
催。立ち見も出るほどの盛況となった。
   最初に登壇した杉本真樹氏（神戸大）は，日
本の医療において解決すべき課題として指導リソースの不足，医療従事者の QOL向
上，業務効率の改善などを提示。これら課題を解決するツールとしてスマートフォ
ンが注目されていると述べた。また，ログイン用パスコードの強化や暗号化通信な
どにより，医療者の業務用途に耐えうるセキュリティが担保されるようになったと
報告した。
　その後はアプリの開発者や医療者が製品の紹介や活用例を報告。既に人気商品と
なっている薬剤添付文書アプリや訪問診療におけるスマートフォンの活用例などの
ほか，研修医によるスライド投稿プラットフォーム，遠隔画像閲覧システムを用い
た急性期脳卒中診療アプリなど今後発売予定のアプリの開発状況も披露され，スマー
トフォンのポテンシャルを感じさせた。その一方，米国などに比べ日本では院内で
の携帯電話使用の制限が大きいことが，診療現場におけるスマートフォン活用の課
題として指摘された。今後は無線 LANエリアの設置のほか，院内での携帯電話使用
についても議論を深めていく必要がありそうだ。5月末にはタブレット型端末「iPad」
の日本発売も予定されており，ITを活用した医療現場の革新に目が離せない。

診療現場にスマートフォンを

●会場は通路まで人であふれ，医療
関係者の関心の高さが伺えた。
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