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■［対談］ロボットスーツHAL®は医療をどう
変えるのか（中島孝，川口有美子） 1 ― 3 面

■［寄稿］肺炎診療における喀痰グラム染色
の価値を考える（福山一） 4 面

■［寄稿］地域肯定感が生まれる仕組みづく
り（安成英文） 5 面

■［連載］在宅医療モノ語り/MEDICAL LI-
BRARY 6 ― 7 面

（2面につづく）

川口  先日，国立病院機構新潟病院へ
伺い，難病患者さんたちが HALを着
用して歩いている様子をようやく見る
ことができました。印象的だったのが，
患者さんたちの楽しそうな雰囲気で
す。「HALは患者さんの QOLを高め
るものになるに違いない！」って直感
しました。
中島　ご覧になったのは HAL下肢用
の HAL-FL05でしたね。おっしゃると
おり，HALを装着して歩行プログラ
ムに成功した患者さんは皆，笑顔にな
るんです。治験（MEMO）において
は医療機器としての治療効果ととも

に，その笑顔になる患者さんの主観の
部分にもフォーカスした評価研究を進
めてきました。
川口　今日はそのあたりもぜひ伺いた
いと思っています。

「操作する／される」とは異なる，
身体と機器の協働を実現

川口　まず，HALが一体どういうも
のであるのか。そこから共有させてく
ださい。
中島　HALは四肢に装着する外骨格
型の装着型ロボットで，人間の身体機

能を改善・補助・拡張することのでき
る世界初のサイボーグ型ロボットで
す。筑波大大学院教授であり，サイバー
ダイン社 CEOの山海嘉之氏が 1991年
から研究に着手し，発明に至りました。
川口　Cybernetics（サイバネティク
ス），Mechatronics（メカトロニクス），
Infomatics（インフォマティクス）を
融合した「Cybernics（サイバニクス）」
という概念を基に作り上げたものであ
るとお聞きしました。
中島　Cybernicsはまさに HALの基本
的な原理に当たると思います。人が機
械を操作するサイバネティクスと異な
り，HALには機器を操作する操縦棹
やボタン，キーボードはありません。
機器を装着し，電線で直接結ばれるこ
とによって，人と機器との情報交換を
リアルタイムに行えるようになる。す
ると，その人の意思通りに，機器と身
体を動かすことができるようになるの
です。
　「人が機器を操作する」「機器が人を
動かす」とも違い，「人と機器が協働
する」というニュアンスで理解してい
ただくことがふさわしいと言える技術
です。

一体感を生む，HALの 3機能

川口　機器を使うわけでもなく，機器
に使われるわけでもない――。まさに
人と機器の融合が可能になっている，
と。具体的にはどのような機能により，
それが実現できているのですか。
中島　①「サイバニック随意制御（Cy-
bernic Voluntary Control）」，②「サイバ
ニック自律制御（Cybernic Autonomous 

Control）」，③「サイバニックインピー
ダンス制御（Cybernic Impedance Con-
trol）」，以上 3つの基本機能によって，
装着者が機器との一体感を得られるよ
うになっています。
　はじめに，①サイバニック随意制御
について説明しましょう。人が身体を
動かすとき，まず脳で「歩く」という
指令が作られます。その指令は脊髄運
動ニューロンを通って身体に伝わって
いく。筋骨格系はその指令に反応し，
当該の部位を必要なぶんだけ動かすこ
とができます。
　実は脳から神経を通じて筋骨格系に

　世界をリードする日本のロボット技術。その粋を集めたロボッ
トスーツ HAL®（Hybrid Assistive Limb®，以下 HAL）を，医療機
器として利用する未来が見えてきた。
　本紙では，神経・筋疾患患者を対象に「HAL-HN01（医療用
HAL）」を利用した治療の医学的効果の検証を試みる中島孝氏と，
難病である筋萎縮性側索硬化症（ALS）をテーマとした著書『逝
かない身体』を持つ川口有美子氏との対談を企画。HALとは何か，
HALを用いた治療ではどのような医学的効果が期待できるのか。
中島氏が研究代表者を務めた治験の内容を足掛かりに，HALを用
いた治療によって患者にどのような福音がもたらされるかに迫っ
た。中島 孝中島 孝氏氏
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談ロボットスーツHALロボットスーツHAL®® はは
       医療をどう変えるのか       医療をどう変えるのか

MEMO　「希少性神経・筋難病疾患の進行抑制治療効果を得るための新たな医療機
器，生体電位等で随意コントロールされた下肢装着型補助ロボット（HAL-HN01）に
関する医師主導治験――短期効果としての歩行改善効果に対する無作為化比較対照ク
ロスオーバー試験（NCY-3001試験）」（治験調整医師：中島孝）
●対象疾患：脊髄性筋萎縮症，球脊髄性筋萎縮症，下肢症状が緩徐進行性の ALSなど，運動
ニューロンより下位病変（詳細は，2面表＊を参照）
●2群で合計 30例。主要評価項目：2分間歩行テスト，副次評価項目：10　m歩行テスト・患
者自身による主観的歩行評価など。その他に安全性評価
※2014年 9月に追加治験として，｢HTLV-1関連脊髄症（HAM）等の痙性対麻痺症による歩行
不安定症に対する短期の歩行改善効果についての多施設共同無作為化比較対照並行群間治験
（NCY-2001試験）」（治験調整医師：中島孝）を開始。脊髄運動ニューロンより上位病変の疾
患群である HAMなどの痙性対麻痺症に対する HAL-HN01を使った歩行プログラムの改善効果
の検証を開始している。
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 対談 ロボットスーツ HAL®は医療をどう変えるのか
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＜出席者＞
●中島孝氏
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果を得るための新たな医療機器，生体電位等で
随意コントロールされた下肢装型補助ロボット
（HAL-HN01）に関する医師主導治験の実施
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1995年，母が ALS（筋萎縮性側索硬化症）
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※『末期を超えて』には中島氏との対談「QOL

と緩和ケアの奪還」も掲載。

送られる「どの部位をどれだけ動かす」
という指令は，運動単位電位（Motor 

Unit Potential）となり「生体電位信号」
として，皮膚表面から漏れ出てきてい
ます。HALは，皮膚から出る生体電
位信号をセンサから読み取り，装着者
の運動意図を解釈する。そして認識し
た情報に即してパワーユニットをコン
トロールし，装着者の運動をアシスト
するわけです。この機能が①サイバニ
ック随意制御に当たります。
川口　では，②「サイバニック自律制
御」はどのような機能ですか。
中島　こちらは，HAL内部にあらか
じめプログラムされた「起立」「歩行」
などの動作パターンを参照し，HAL

が運動を遂行させる機能です。この機
能があることで，装着者に随意運動障
害がある場合でも HALがナビゲート
するので，目的とする運動を成功させ
ることができるわけです。
　装着時，各関節に HALの重量がか
かるのではないかとも思われますよ
ね？　そこで機能しているのが③サイ
バニックインピーダンス制御で，運動
時に質量と慣性モーメントに対する補
正を行います。そのため，装着者は
HALの荷重を意識せず，むしろ自分
の身体であるかのような感覚を持って
運動動作を行うことが可能になります。
川口　なるほど。それらの 3機能が連
動することで，難病患者さんであって
もスムーズで安定した足の運びができ
ていたわけですね。

神経筋の可塑性を促進し，
「歩く力」を再獲得する

川口　すでに国内の医療・福祉施設で
も，HALの下肢用は「福祉用」とし
てレンタルが行われ，神経・筋疾患以
外の患者を対象にした歩行訓練には活
用されていると聞きます。しかし，中
島先生は，この HAL下肢用を「医療
機器」として用いるための検証を進め
てこられてきたのですよね。
中島　ええ。現在，HAL福祉用の位
置付けは「福祉用具」です。そこで医
療機器として扱うことができるよう，
神経・筋疾患患者でも動作する医療モ
デルの HAL-HN01を作ってもらい，
2013年 3月より治験（NCY-3001試験）
をスタートさせました。15年 2月に
治験総括報告書をまとめ，これをもっ
てサイバーダイン社が薬事申請するこ
とになります。なお，すでに 14年 12

月末に「希少疾病用医療機器」に指定
されており，HAL医療用が優先審査
などの支援措置を受けられることまで
決まっているんです。
川口　ということは，HALが医療機
器として使われるようになる日も，決
して遠くはないことになりますね。
　ただ，義足や補装具としての用途は
イメージしやすいのですが，医療機器
というとピンとこない患者さんも周囲
には多いです。「どのような治療効果
があるのか」という点が，いまいちわ
かりづらいのかもしれません。
中島　HALを使用することで期待さ
れる治療効果を一言で表すと，疾患に
よって起きる歩行不安定症（Neurologic 

Ambulation Disorder，表）の改善と歩
行機能の再獲得に対する治療効果，そ
して各種疾患症状の進行抑制効果です。
川口　どんなメカニズムによってそう
した効果は期待できるのでしょう。
中島　歩行不安定症を来す疾患は多種
多様にありますが，麻痺が高度でなけ
れば，シナプスネットワークの再構築
が回復の手立てとなります。そのため
の手段としては，運動意図と，意図さ
れた運動現象の対応を繰り返し反復さ
せる実践的な練習プログラムが有効と
考えられています。

　脳は，身体を動かしたとき，「どの
ような信号を発信し，どのように動作
したのか」を確認しています。HAL

にアシストされながらの歩行動作であ
っても同様で，「歩けた」という感覚
が感覚神経，脊髄を通して脳へとフ
ィードバックされる。このように脳か
ら運動神経を通り HALへ，HALから
感覚神経，脊髄を通して脳へというイ
ンタラクティブなバイオフィードバッ
クを正確な運動現象とともに繰り返す
と，歩行の改善に向けた脳・神経・筋
の可塑性を促進すると考えられている
のです。
　さらに神経・筋難病患者が HALを
一定時間，定期的・間欠的に装着し，
適切に筋収縮を助けられることで，病
的筋繊維の過疲労を軽減し，神経原性
筋萎縮と筋力低下の進行抑制がなされ
るとも期待しています。
川口　それは HALを用いるからこそ
可能な治療になるのですか。
中島　そう思います。人間の運動動作
は単純なように見えますが，実は非常
に複雑です。今，川口さんが目の前の
コーヒーを口に運ぶまでの動作一つと
っても，脳はとても複雑な動きをコン
トロールしている。
川口　肩・ひじ・手首……。いろいろ
な関節が複合的に動いています。
中島　歩行も同様で，左右の股関節，
膝関節の複雑な多関節運動を連動し，
複合的に動きます。この複雑な運動現
象全体を再現し，失敗することなく反
復させるためには，やはり徒手的な介
入では難しく，HALのような機器が
必要不可欠なのです。
　もちろん「HAL単独治療」として
のみ展望しているわけではありませ
ん。将来的には抗体医薬，核酸医薬，
幹細胞／iPS細胞を用いた治療と組み
合わせた複合療法により，有効性をさ
らに高めていこうと考えています。
川口　海外ではすでに HALの医療用
を実際の医療に取り入れている国もあ
るのだとか。
中島　早期からHALを用いた歩行プロ
グラムを実施することで，歩行動作が
改善されるという効果は国際的にも認
められています。医療機器に関する品
質マネジメントの規格である ISO13485

は取得済みですし，それに基づいて製
造された同様のモデルは，EUの医療
機器に貼付が義務付けられる基準適合
マークであるCEマークを13年 8月に
得ています。ドイツにおいては公的な
労災保険に適用されているんです。
川口　すごい。HALの技術は国内を
飛び越え，そこまで進んでいるんだ。
中島　14年 11月にはサイバーダイン
社は，HALを医療用として米国食品
医薬品局（FDA）へ販売承認の申請を
行いました。医療機器の大市場である
米国で承認が得られることになれば，
いよいよ医療ロボットが世の医療現場
へ浸透していく段階に入っていくこと
になるでしょう。日本でも医療応用の
実現化に向け，期待が高まります。

HAL・サイバニクス技術の
発展にも期待が大きい

川口　実物を拝見させてもらって一番
感動したのが，実は HALの技術を発
展させたという「サイバニックスイッ
チ」でした。手指でスイッチが押せな
くなった ALS患者さんの腕から運動
意図を拾い上げ，パソコンへの文字入
力を可能にしたというのは驚きです。
中島　その技術は，HALの持つ生体
電位信号から随意運動を検出する機能
を独立させたデバイス「サイバニック
インターフェース」が基になっていま
す。それを応用したのが「サイバニッ
クスイッチ」で，ALS，脊髄性筋萎縮
症，筋ジストロフィー，脊髄損傷など
四肢麻痺患者用の意思伝達装置に接続
するための機器として開発に至りまし
た。
川口　感度の高いスイッチを用いるこ
とで，身体を動かすことはできないほ
どの微弱な信号であっても，意思伝達
装置を動かすことは可能になる。この
技術は ALS患者さんたちにとって福
音です。全身性麻痺が進行する彼らに
とっては，意思伝達の手段を最期まで
確保できるかもしれないのですから。
中島　以前，試作機を用いて，患者さ
んが文章を打つ様子もご覧になってい
ただきましたが，川口さんにはどのよ
うに映りました？
川口　念じるだけで物を動かすことが
できる……。まるで『スターウォーズ』
に出てくるフォースみたいだな，と
（笑）。文字の打ち出しが早いので，コ
ミュニケーションという面からのスト
レスも少ないと思います。
　また，患者さんにかかる負担が少な
いのも大事なポイントですね。従来の
メカニカルスイッチでは身体のわずか
な動きと力を出せる部位で操作しても
らっていたわけですが，どうしても疲
労の蓄積は免れなかった。1日のうち
に何度もセンサを違う部位へ取り付け
直し，微妙な位置合わせを行う必要が
ありました。でもサイバニックスイッ
チは筋肉を疲労させず，念じるだけで
す。当の患者さんも「ずっと付けてい

●表　歩行不安定症を起こす疾患群と HAL医療用の臨床的有用性（想定）

疾患群・病態 代表される疾患 疾患の
レベル

HALの臨床的
有用性（想定）

神経・筋疾患＊
脊髄性筋萎縮症，筋萎縮性側索硬化症，球脊髄性筋萎
縮症，筋ジストロフィー，遠位型ミオパチー，シャル
コー・マリー・トゥース病など 運動ニューロン

より下位の病変 有用
感染症 1 ポリオ
免疫神経疾患 1 ギラン・バレー症候群，慢性炎症性脱髄性多発神経炎
免疫神経疾患 2 多発性硬化症，視神経脊髄炎

運動ニューロン
より上位の病変 非常に有用

神経変性疾患 パーキンソン病関連疾患，脊髄小脳変性症，遺伝性痙
性対麻痺

脳血管障害 脳梗塞，脳内出血，くも膜下出血
感染症 2 脳炎後遺症，HTLV-1関連脊髄症
周産期障害・
先天性代謝異常症 脳性麻痺，ウィルソン病，ポンペ病

その他の脳疾患 脳腫瘍，脳挫傷，正常圧水頭症
脊髄障害 脊髄損傷，脊髄腫瘍，脊髄血管障害，HAM

＊ NCY-3001試験に対応
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  対談
ても疲れないから不思議」と言ってい
たほどです。
　早急に実用化をと思ってしまうので
すが，こちらはまだ時間がかかりそう
ですか。
中島　まだ製品化に向けて準備を進め
てもらっている段階です。製品化され
た上で，定期的・間欠的に利用するこ
とで，ALSをはじめとした疾患の進
行抑制が期待できるかどうかも検証し
たいと思っています。

HALによる臨床的効果を
患者の主観で評価

川口　治験では，副次評価項目に「患
者自身による主観的歩行評価」を取り
入れられていますね。患者さんの思い
を評価し，その変化に着目している点
はユニークだなと感じていたんです。
中島　HALを用いた治療プログラム
を通し，患者さんがいかに疾患・障害
を持つ生活に適応できるようになった
のかを計量的に評価したいという思い
から，患者さんの報告するアウトカム
（Patient Reported Outcome；PRO）を副
次評価項目に入れました。
　ただ，医療者にも誤解されがちなの
ですが，そもそも QOLは PROのひと
つであって，患者の心の中に作られる
知覚・意味といった「構成概念」です。
その内容の改善こそが QOLの改善を
意味するわけですから，本来ならばあ
らゆる治療介入の最終目標に PROを
据えるべきなのです。
川口　今回，PROとして難病・障害患
者さんの QOL評価を行ったのは，適
切に QOLを評価できるからというこ
とですね。
中島　ええ。PROとしての QOLの評
価は，難病などで治癒をめざせず，進
行性に悪化する患者に対する介入・ケ
アの効果を評価する場合には特に有効
です。他の評価法と比較しても，より
適切な評価が可能だと思います。
川口　しかし，どうして他の評価法で
は不十分なのでしょうか。
中島　医療現場でよく見掛ける評価尺
度として，WHOの健康概念に基づい
た健康関連 QOL評価法，例えば Euro-
QoL（EQ-5D）や The Medical Outcome 

Study 36-Item Short Form Health Survey

（SF-36）があります。しかし，これら
の評価尺度で難病患者・家族の QOL

の改善効果を評価するのは難しい。と
いうのも，それらはWHO憲章前文が
定義した「健康」の概念が前提となっ
ており，その文言は「complete physi-
cal，mental and social well-being」，つ
まり身体的，心理的，社会的に完全に
良い状態こそが「健康である」として
いるからです。
川口　確かにそれが「健康」の基準に
なってしまうと，治癒を望めない難病
や障害を持つ方，または身体機能が加
齢とともに落ちる高齢者は，「健康」
になり得なくなってしまいます。

中島　そうなのです。WHOの言う「健
康」の定義に向かって改善し得ない彼
らは，健康関連 QOL評価法によって
は，QOLの改善を適切に評価するこ
とができない。評価する生活領域が固
定されていることを考えると，むしろ
現状の患者・家族にとって無関係とな
ってしまった生活領域を，解決できな
い問題としていたずらに顕在化させる
ことすらある。これでは難病の患者・
家族に，「疾患により起きる問題」だ
けでなく，「文化的・社会的文脈に内
在する健康志向的価値観に由来する自
己否定感」という二重の困難を与えて
しまいます。
　また，治療・ケアに当たる医療従事
者を無力感で苦しませる可能性もあり
ますし，「治癒できない，健康に戻れ
ない患者」として，「支援すべき患者」
を否定してしまう事態まで起こりかね
ません。
川口　実際に難病患者・家族と接すれ
ばわかることですが，皆さん，いわゆ
る「残存している機能」を活かすこと
で，QOLを高めていくことができて
いますよね。そこは医療者の方々には
誤解してほしくない部分です。
　中島先生は今回の治験で PROを導
入するに当たり，具体的にはどのよう
な方法を採用されたのでしょうか。
中島　SEIQoLという方法です。SEIQoL

は，評価項目の構成を対象となる患者
自身に任せます。つまり患者自身の人
生において，大切に思っていることが
うまくいったり，満足したりすること
を QOLの向上と定義し，QOLの項目
として本人にとって大切な生活分野を
5つ構成してもらって調査がスタート
する（註）。こうすると個人別の QOL

評価が可能になるわけです。
　細かな方法論は割愛しますが，経時
的に生活領域が変化していっても適用
可能であり，計量心理学的にも正しい
方法として評価が可能です。

価値観，意味の再構成により，
人は難病・障害を克服できる

川口　患者さんの主観を評価するとな
ると「いい加減だ」「科学的でない」
と思われてしまう面もあるのではない
ですか。本来，そのいい加減さこそが
患者さんの，人間としての実像である
にもかかわらず，ですけれど。
中島　これまで PROの研究が進んで
こなかったのも，やはり患者の主観が
「いい加減で，扱いづらいもの」とし
て見られていた面があったからなので
しょう。
　実際に主観的評価を採用してみる
と，やはり人は時間経過によって，評
価尺度自体を変える「recalibration」，
価値判断の優先順位を変える「repriori-
tization」や，言葉の意味や内容を変え
る「reframe」を起こし，同じ事象に
対しても評価を変えるレスポンスシフ
ト（response shift）現象を起こしてい

註：SEIQoL（The Schedule for Evaluation 

of Individual QoL）。半構造化面接法によっ
て，患者自身が自分にとって大切と考え
ている生活の領域を 5つ引き出し，患者
自身にその内容を定義し，名付けてもら
う。そして，それぞれの生活領域がどの
程度うまくいっているのか，満足してい
るのかを視覚アナログスケールにより評
価。さらに 5つの領域がその人の生活に
おいてどのような重みで意識されている
のかを計測する。重みを計測するために
は判断分析法という多変量解析を利用す
る。重み付けすることで，一元的な QOL

（SEIQoL-indexスコア）が算出できる。
臨床場面では，より簡易な方法として
SEIQoL-DWが利用されることが多い。
日本語版 SEQoLウェブサイト
http://seiqol.jp
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者対象のロボットスーツのほうが，安
全性も含めて高度な技術が求められそ
うですものね。
中島　さらに言えば，現在進めている
HALの研究は，高齢者への適用も射
程に入れています。患者数の少ない難
病に対する研究として日本から始まっ
たものではありますが，高齢者医療に
おける治療法開発という国際的な共通
課題に立ち向かう研究とも言えるわけ
です。そういう意味でも，HALの研
究に叡智を結集する意義は大きいと考
えています。
　日本においてこの技術の進化を進め
ていくことができれば，それは国境を
越え，世界の人々をも助けるものにな
る。それは日本の国際的な信頼獲得に
つながるでしょうし，今後，経済的な
好影響も伴うはずです。
川口　根治困難な疾患・障害を対象と
した日本の研究が，科学技術，さらに
社会の進展の原動力になるということ
になりますね。いずれ難病研究が“ジ
ャパニーズ・クール”なものとして世
界から注目されるのかもしれません。
　その貴重な第一歩として，HALの
医療現場への活用を期待したいと思い
ます。ありがとうございました。

（了）

ることがわかっています。ですから主
観により臨床効果を評価する上では，
そうした現象を理解し，考慮する必要
があるのは間違いありません。
　ただ，川口さんのご指摘のとおりで，
これは人間にとって当然の現象です。
レスポンスシフトは単に患者の記憶が
あいまいで，いい加減だから起こるも
のではない。患者が事象に対する構成
概念を書き換える，つまり，その人の
心の中に，これまでとは異なった価値
観・意味が再構成されることで起こっ
ているものなのです。
　確かにとらえづらく，評価の難しさ
はありますが，その中には治癒し得な
い難病という問題に適応し，自ら管理
しようと蘇ってくる患者さんの力があ
る。PROはそれを見ることに対応し
ていると言えます。
川口　人はどんな状況にあっても，考
え方，価値観を変化させ，自分の生き
やすいストーリーに作り変えていくポ
テンシャルを持っていますよね。
中島　そう。だから，医療者は治療や
ケアにより身体的な状態が良くなった
かどうかだけではなく，治療によって
患者にどのようなレスポンスシフトが
起きたのかをきちんと評価すべきであ
ると，私は考えているんです。
　事象に対する構成概念を書き換えて
いく能力，それは難病・障害を克服す
る力にもなります。この力の在りよう
を見て，減弱していれば，きちんと支
援を行う。時に医薬品・医療機器を使
いながら，患者さんの心と身体を蘇ら
せ，生きることを支援する。それこそ
が医療の真の姿なのですから。
川口　冒頭，HALを使うと患者さん
が笑顔になることに触れました。これ
は HALが心と身体を支え，患者さん
の構成概念の書き換えに何らかの好影
響を与えているからなのでしょうね。
中島　そう考えています。ですから今
回の HALの治験でも，治療プログラ
ムを経て，患者さんが主観をどのよう
に変遷させてきたのかを経時的に追っ
てみようとしています。うまくいくか
はわかりませんが，真に患者さんのた
めになる治療モデルを作る試みと言え
るのかもしれません。

難病研究が
技術革新の最前線を担う

中島　歴史を振り返ると，技術革新は
戦争という極限状態によってもたらさ
れたと言われることがありますよね。
しかし，現代社会において技術革新の
最前線を担うのは難病研究である，と
いうのが私の考えです。だってそうで
しょう？　ALSや筋ジストロフィー
患者さんが利用できるロボットスーツ
を作り上げたとしたら，それは軍事目
的で作られるロボットよりも高性能に
違いありません。
川口　屈強な兵士を対象としたものよ
り，多様なサポートを必要する難病患
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寄　稿

肺炎診療における喀痰グラム染色の価値を考える
 　福山　一　沖縄県立八重山病院内科

　喀痰グラム染色は，肺炎など下気道
感染症における微生物学的検査であ
る。デンマークの細菌学者・医師であ
る Hans Christian Joachim Gramにより
発見され，1884年に初めて論文とし
て報告されたが，以来 100年以上経っ
た今でも臨床の現場で用いられている。
しかしグラム染色の有用性に関しては
賛否さまざまあり，実臨床にどの程度
活用しているかは地域・施設・個人ご
とで大きな差がある。これほど評価が
分かれる検査は他にないかもしれない。
　本稿ではグラム染色の有用性と限
界，診療に用いる際の考え方について
述べたいと思う。

グラム染色の有用性を示す
エビデンスは多くない

　市中肺炎における有用性を検討した
研究は，主に肺炎球菌とインフルエン
ザ桿菌を対象としている。肺炎球菌性
肺炎における診断精度は，感度 15―
100％，特異度 11―100％ 1），と研究ご
とに非常にばらつきが大きい。これは
各研究デザインの違いが一因であり，
判定者，グラム染色所見の定義，起炎
菌の判定基準，などに統一性がないの
である。これでは感度や特異度にばら
つきがあるのは当然と言える。ただし，
良質な喀痰が得られた場合は，高い診
断精度を持つことが報告されている。
グラム染色が予後などの臨床的アウト
カムへ与える影響については，ほとん
ど検討されていないのが実情である。
　一方，院内肺炎では，主に人工呼吸
器関連肺炎の診断における有用性につ
いて検討されている。O’Horoらによ
るメタ解析では，感度 79％，特異度
75％であり，グラム染色陽性をもって
抗菌薬のカバーを狭めるべきではない
と結論付けている 2）。ただし，検体の
種類（気管内吸引痰，気管支肺胞洗浄
液，検体保護ブラシ）や起炎菌の判定
基準が各研究で異なっていることに注
意しなければならない。気管内吸引痰

のグラム染色は感度が高く，陰性であ
れば肺炎の可能性は低いと判断するこ
とができる。
　グラム染色は，検査の特性上，さま
ざまな因子の影響で結果が左右されや
すい。したがって，どのような条件で
検査を実施するかが大事なポイントと
なる。

グラム染色を活用するための
4つの前提条件

　米国感染症学会と米国胸部学会の合
同ガイドラインには，グラム染色は治
療開始前に良質の検体を採取でき，検
体の採取，輸送および処理の質が一定
の基準を満たす場合にのみ実施するべ
きである，と記載されている 3）。
　グラム染色を活用するにはいくつか
の前提条件があり，下記①―④の条件
がそろわなければ，信頼性は低下して
しまう。
①良質な喀痰検体を得る
　患者が喀痰の喀出ができない場合
や，喀痰が得られても不良検体である
場合は評価ができない。市中肺炎にお
いて良質な喀痰検体が得られる割合は
少ないとの報告もあり 4），これはグラ
ム染色の大きな限界である。誤嚥性肺
炎の場合は唾液が混入しやすく，複数
菌の所見（polymicrobial pattern）で起
炎菌が推定できないことが多くなる 5）。
②抗菌薬投与前に検体を採取する
　抗菌薬が投与された後の喀痰検体は
評価が難しく，診断精度は落ちてしま

う 4，5）。また抗菌薬が投与されて時間
が経過するほどに検出率が低くなる 6）。
③速やかに検体の処理を行う
　検体処理の遅れは診断精度の低下に
つながり 7），そして迅速性というグラ
ム染色の大きな利点を生かすことがで
きなくなる。
④検査に熟練した者が行う
　大事なのは，できるだけ唾液が混じ
らないように標本を作製することで，
これが結果を大きく左右する。また標
本の評価や菌の推定を行うためには，
ある程度の習熟が必要である。

　沖縄県立中部病院では，古くから卒
後臨床研修の一環としてグラム染色の
トレーニングが行われている。医師は
グラム染色の手技や解釈に熟練し，ま
たすぐに染色することができる環境が
あるため，感染症診療において積極的
に活用している。筆者らは，このよう
な施設においてグラム染色の有用性を
検討したので紹介する 5）。

条件がそろえば
高い特異度を有する

　研究対象は，2010年 8月から 2012

年 7月までの 2年間に沖縄県立中部病
院で入院加療を行った市中肺炎および
医療ケア関連肺炎患者とし，前向き観
察研究を行った。抗菌薬治療開始前に
喀痰もしくは気管内吸引痰が得られた
場合，速やかに初期研修医がグラム染
色を行った。そして検体の質を評価し，
6菌種（肺炎球菌，インフルエンザ桿
菌，モラキセラ・カタラーリス，クレ
ブシエラ，緑膿菌，黄色ブドウ球菌）
の診断精度を解析した。またグラム染
色所見に基づいた標的治療とエンピリ
ック治療の比較を行った。
　全 670例のうち，市中肺炎は 328例，
医療ケア関連肺炎は 342例であった。
検体が得られたのは 591例（88.2％），
良質検体は 478例（71.3％），有意な
菌が確認されたのは 271例（40.4％）
であった。感度は菌種ごとにばらつき
があり高くはなかったが，特異度はい

ずれの菌種においても高かった（表）。
これまであまり検討されていなかった
モラキセラ・カタラーリス，クレブシ
エラ，緑膿菌についても，高い特異度
を有することがわかった。つまりグラ
ム染色で有意な菌が確認されれば，そ
れが起炎菌である可能性が高いと判断
できる。そしてグラム染色に基づいた
標的治療は，エンピリック治療と比較
して，予後を悪化させることなく副作
用を減らすことができる可能性が示唆
された（ただしランダム化比較試験で
はないため，さらなる検証が必要であ
る）。

より高いレベルの肺炎診療を
実現するために

　グラム染色を行わない場合，原因と
なり得る菌をカバーしてエンピリック
治療を行うことになる。実際のところ，
多くの症例はそれで治療できる。しか
しながら治療を開始する時点で起炎菌
の情報を得ること，場合によっては推
定できることのメリットは大きい。不
要な広域抗菌薬の使用制限につなが
り，耐性菌出現の抑制に寄与すること
ができる。例えば沖縄県立中部病院で
は，市中肺炎もしくは医療・介護関連
肺炎に対してカルバペネム系抗菌薬は
ほとんど使われることがない 8）。逆に
グラム染色で黄色ブドウ球菌や緑膿菌
が見えれば，抗菌スペクトラムを広げ
ることもできる。
　また後日判明する喀痰培養結果の解
釈にも役割を果たす。喀痰培養で分離
される菌は必ずしも原因菌ではなく，
定着菌や汚染菌であることもしばしば
ある。喀痰培養の結果は，グラム染色
所見と臨床経過と合わせて慎重に判断
する必要がある。
　グラム染色は熟練を要する検査であ
り，できる設備がどこにでもあるわけ
ではない。よって全ての施設や医師に
推奨するものではない。しかし，グラ
ム染色をうまく活用することができれ
ば ，より高いレベルの肺炎診療ができ
ることは間違いない。

●表　市中肺炎および医療ケア関連肺炎におけるグラム染色の診断精度（文献 5より）

感度（％）特異度（％）陽性的中率（％）陰性的中率（％）
肺炎球菌 62.5 91.5 69.3 88.9

インフルエンザ桿菌 60.9 95.1 78.8 89.1

モラキセラ・カタラーリス 68.2 96.1 63.8 96.8

クレブシエラ 39.5 98.2 65.2 94.9

緑膿菌 22.2 99.8 85.7 95.5

黄色ブドウ球菌 9.1 100 100 97.9

●福山一氏
2004年九大医学部卒。倉
敷中央病院で初期研修，
同院呼吸器内科で後期研
修を行う。10年から沖縄
県立中部病院呼吸器内科，
14年から現職。内科全般
の臨床を行いながら，呼

吸器感染症の臨床研究にも取り組んでいる。

●参考文献
1）West J Med.　1996［PMID:　8987424］
2）Clin Infect Dis.　2012［PMID:　22677711］
3）Clin Infect Dis.　2007［PMID:　17278083］
4）Arch Intern Med.　2004［PMID:　15364677］
5）BMC Infect Dis.　2014［PMID:　25326650］
6）Clin Infect Dis.　2004［PMID:　15307023］ 
7）Chest. 2002［PMID:　12006433］ 
8）J Infect Chemother.　2013［PMID:　23354936］
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　2001年夏，父の突然の逝去により
開業医生活が始まりました。人口
5700人の町の，乳児からお年寄りま
でが来る診療所で，卒後 7年目の筆者
は一般診療の知識もほとんどなく，医
学書片手に開業医となりました。
　患者さんの求めに応じ，診察を終え
た昼からは保育園や学校健診，予防接
種や役場の会議などに加えて往診，訪
問診療を始めました。当初，町内には
無床診療所 2施設のみで介護施設もな
かったため，在宅での看取りも行って
いました。死因は慢性心不全や肝硬変，
肺癌や老衰と多様でしたが，訪問看護
師の方の助けを借りつつ，年間 5―6

人をご自宅で看取る状況でした。

終末期の対応に戸惑う
患者家族と介護職を前に

　死亡の原因疾患こそ病棟とは異なれ
ど，終末期における患者家族への対応
内容に違いはありません。しかし，ケ
アマネジャーやヘルパーなどケア担当
者の方々は不安を持ちながら家族対応
に当たっていました。これは同時に，
医師への相談が倍増することを意味し
ます。つまり「だんだん食事が入らな
くなってきたけれど，大丈夫でしょう
か？」といった質問について，家族と
ケア担当者，それぞれに説明する必要
があるのです。さらに，患者さんが亡
くなってケアを担ったチームが解散す
ると，次に組むチームとまた同じやり
とりを繰り返さねばなりません。その
ことに正直煩わしさも感じましたが，
何も策を見いだせないでいました。
　転機は 2005年に訪れました。「玉名
終末期医療を考える会」（現在は休止
中）を主宰する医師の誘いで同会に参
加するようになり，活動の一環として，
多職種で地域の課題を抽出しようと座
談会を開いたときのことです。ある看
護師さんに，看取りの時に患者家族に
渡す冊子が学会などから発行されてい
ることを教わりました。より使い勝手
の良いものを「いっそのこと自分たち
で作っちゃおうか？」ということで，
2年かけて，地域の医療職・介護職の
経験を結集して編集。終末期を迎えた
患者の家族に渡すようにしました（「た
まな在宅ネットワーク」ウェブサイト
よりダウンロード可能）。
　さらに 2007年，縁あって市原美穂
氏（NPO法人ホームホスピス宮崎）に，
一般住宅を改修し，ホスピス機能を持
たせた有料老人ホーム「かあさんの家」
での看取りのお話を伺い，関係者皆で
視察に行きました。そこで市原氏から

「看取りをすれば介護は伸びる」と声
を掛けていただいたことで，ある考え
が浮かんだのです。

独自に「デスカンファレス」
を開始

　在宅ケア関係者が，看取りをした経
験を共有して振り返ることで，“次”
の機会に役立てられないか。ホスピス
病棟で行われている「デスカンファレ
ンス」が有効であるように思えました。
ただ，ホスピス病棟より多職種がかか
わる在宅医療の場合，介護福祉関係者
から医療関係者への“畏怖”に近い遠
慮の感情があり，フラットな状態での
運営は困難とも懸念されました。
　近隣のケアマネジャー有志が行って
いる研修を見学し，対人援助職のメジ
ャーな研修手法である「奥川式スー
パービジョン」を知りました。ただこ
の手法は，“No blame culture”（批判を
しない意見を募る）の具現化には良さ
そうでしたが，異職種間の気付きを促
すには少し物足りないように感じまし
た。もし医師である筆者がスーパーバ
イザーになると，従来の縦の階層構造
を打破できないと予想したのです。元
来，医師が全ての決定を担う構造に疑
問を感じていたこともあり，独自の方
法で始めることにしました。
　亡くなった症例の中から遺族に承諾
を得たケースを選定し，各ケア担当者
からケア記録を集め，スライドを作成
しました。町内外のケアマネジャー，
訪問看護師，ホームヘルパー，社会福
祉士，社会福祉協議会，地域包括支援
センター職員，医療機器業者，福祉用
具事業者などに声を掛け，「玉東町デ
スカンファレンス」を発足しました。

参加者“全員”が
意見を書き，発表する

　各担当者が，死に至る経過を時系列
で説明し，その後“批判しない”意見
を募る形式で，約 3か月に一度開催。
参加者は毎回 50人を超え好評を得ま

したが，どうしても批判的な発言や「自
分には無理」といった消極的な感想が
出たり，一方でそうした発言を抑制す
ると発言者が固定してしまったり，と
いった課題も生じました。
　課題を解決すべく，会議手法を検討
する中でヒントになったのが『すごい
会議』（大橋禅太郎著．大和書房；
2005，p112）です。同書を参考に，症
例の担当者がケア記録を発表した後，
参加者“全員”が意見を記述する時間
を取り，それを発表する方式に変更し
ました。記載内容は「かかわりにおい
て良かった点の指摘」と「改善事項の
提案」に絞り，批判的にならないよう
工夫。担当者は参加者の意見を聞きな
がら「もう一度この症例に出合うなら
どうするか」を記載し，最後に発表し
て拍手でカンファレンスを締めます。
　第 8回（2010年 1月）よりこの方
式を始めました。当初，全員が発表す
ることに参加者の戸惑いがあったもの
の，早くも当日から，個々人の多様な
意見や感性の発現を目の当たりにでき
ました。回を重ねるうちに，多職種間，
あるいは異なる事業所の同職種同士が
意見・情報を交換している光景もよく
見られるようになりました。
　参加者の反応を見ているうちに，地
域包括支援センターの必須事業である
「包括的・継続的ケアマネジメント支援
業務」の一翼を担えるのではないかと
思うようになり，玉東町地域包括支援
センターに協力を依頼，快諾を得て，2011

年 9月，第 13回の開催準備時から事
務局を同センターに移管しました。現
在は保健師を中心に，町内社会福祉協
議会を含む福祉医療関連事業所から成
る運営委員会が運営を担っています。
　参加資格は制限せず，町の広報でも
告知し，年間 4回ほどの開催で毎回町
内外から 50人前後の参加があります

（写真）。2014年 9月現在，22回の開
催で延べ 1213人が参加，内訳は図の
通り非常に多様です。また，看取りの
場所は自宅 12例，特別養護老人ホー
ム 4例，グループホーム・有料老人
ホーム 4例，病院 3例と，バランスを
保てるよう意図的に選択しています。

地域で働く医療・介護職の
士気を上げる取り組みとして

　カンファレンスに参加すると，ケア
担当者各自がどのように患者さんと向
き合っているのかがわかります。反省
点も見えますが，自分が知らない間に
担当者同士が連携を取り合い助け合っ
ていたといううれしい発見も，時には
あります。
　従前は，一部のベテラン参加者以外
からの意見を自発的に引き出すことに
苦心していました。しかし「すごい会
議」方式では，経験の浅い方や，時に
は見学の学生から新鮮な切り口の意見
が出てくることがあります。意見がな
かったのではなく，意見を出す機会が
なかっただけだったのです。一方で，
ベテランのケアマネジャーが声を震わ
せながら，思いの丈を吐露することも
あります。元来，同業者でも事業所が
違うと，どのような思いを持ってそれ
ぞれが仕事に当たっているかを知る機
会は少ないため，この作業により事業
所間やケア担当者間に刺激を与え合う
関係が生まれ，相互理解に役立ってい
るように感じています。
　実は参加者全員にあらかじめ意見を
書いてもらい，それを発表するルール
は，時間短縮効果を狙ったものでした。
参加者が多いこともあり，結果的に時
間はかかっていますが，その分ケア担
当者たちに多様な視点をもたらし，豊
かな財産となっていると思っています。
　今は，診療所は当院のみとなり，限ら
れた医療資源下に置かれた地域ではあ
りますが，このような試みで，地域で働
く仲間の士気を上げ「ここでこの仕事
にかかわれてよかった」と“地域肯定感”
を持ってもらえるようになったのが，
望外の喜びです。今後も多様な視点を
求めていますので，デスカンファレン
スの見学希望の方は玉東町地域包括支
援センター：houkatsu@g-houkatsu.com

までお問い合わせください。

●安成英文氏
1995年福岡大医学部卒。
同大筑紫病院外科を経て，
2001年より熊本県玉名
郡玉東町にて安成医院を
継承開業。在宅医療の業
務補完と多職種連携の有
機的システム「たまな在

宅ネットワーク」（http://tama7-wagaya.net/）
代表を務める。

地域肯定感が生まれる仕組みづくり
「すごい会議」方式，全員参加の在宅デスカンファレンス
 安成 英文　 安成医院（熊本県玉名郡玉東町）

寄　稿

●写真　カンファレンスの模様

介護保険関係者：グループホーム・老人福祉施設
職員，訪問介護員，障害福祉関係者，訪問入浴介
護事業者，福祉用具貸与事業者など／自治体関係
者：県庁職員，保健所職員，自治体保健師／医療
関係者：医療機器業者，臨床心理士，管理栄養士，
理学療法士，作業療法士など／その他：家族，僧
侶，学生，大学・専門学校職員，地域住民，報道

●図　  カンファレンス参加者（n＝1213）
の内訳

16

●参考文献
安成英文．すごいデスカンファレンス――会
議手法の工夫．日本プライマリ・ケア連合学
会誌．2014；37（3）：285-8．
https://www.jstage.jst.go.jp/article/generalist/

37/3/37_285/_pdf
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書 評 ・ 新 刊 案 内

解剖と正常像がわかる！
エコーの撮り方　完全マスター
種村 正●編

AB判・頁272

定価：本体5,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02018-3

評 者  遠田 栄一
 三井記念病院検査部部長

　超音波検査の第一人者である種村正
先生の熱き思いが伝わる教科書が誕生
しました。読み進めていくうちに，い
やはや驚きました。初学者の入門書の
かくあるべき姿がここ
にあったからです。
　超音波検査は非侵襲
的かつ短時間で多くの
情報を得ることができ
るため，日常診療では
必須の検査法となって
います。しかし，本法
は全く臓器の見えない
体表からプローブを当
てて，ある目印を頼り
に検査担当者が自らの
手で異常を探すという
技術を必要とする検査
法です。この技術をマ
スターするためには解
剖学や病態生理学はも
ちろん，プローブの当て方，装置の調
整法などを系統立てて覚えていくこと
が必要となりますが，指導者のいない
施設では難しいと言わざるを得ません。
　本書はこうした方を対象に「見たら
わかる。読めばもっとわかる」をコン
セプトに多くの写真とわかりやすいシ
ェーマを駆使し，初心者でも超音波の
撮り方が学べるように配慮された教科
書です。第 I 章の総論ではプローブの
種類と持ち方，装置の調整法などを実
際の写真と超音波画像を並べて，装置
に触れたことがない方でも簡単に理解
できるように解説しています。第 II章
からの各論では多くの初心者が難しい
と感じる断面設定法（撮り方）を，プ

ローブを当てている写真，解剖図，超
音波の画像とそのシェーマの 4点をセ
ットにし，超音波のビーム方向と臓器
の位置関係が一目でわかるように工夫

しています。この点が
本書の最大の特徴であ
り，その試みには友人
としてエールを送りた
いと思います。
　本書のもう一つの特
徴は，全ての筆者が各
分野の第一人者である
ということです。経験
に裏打ちされた撮り方
のコツや知っておくべ
きポイントを，簡潔明
瞭な文章と「ワンポイ
ントアドバイス」「ピ
ットフォール」などで
惜しげもなく伝授して
いるため，ページをめ

くるのが楽しくなること請け合いで
す。また，各分野の最後に掲載されて
いる日常でよく遭遇する症例の写真や
所見，観察のポイントは実践書として
も使えるため，初心者にとってはうれ
しい限りです。
　本書は全領域の超音波検査の撮り方
をマスターするのに必要な基礎知識や
実践的な技術，検査の進め方などが網
羅されたビジュアル入門書です。臨床
現場の初心者のみならず，学生の実習
テキストとしても大いに活用できると
思います。
　正しい超音波検査の技術習得をめざ
している皆様に，ぜひとも推薦したい
撮り方の教科書です。

正しい膜構造の理解からとらえなおす
ヘルニア手術のエッセンス
加納 宣康●監修
三毛 牧夫●著

A4・頁212

定価：本体9,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01927-9

評 者  三澤 健之
 慈恵医大准教授・外科学／慈恵医大附属柏病院
 外科副部長・手術部長

　著者のヘルニア診療に対する信念と
情熱までもが伝わってくる圧巻の一冊
である。本書は，長年，第一線で実地
臨床と若手教育に携わってきた外科医
師による入魂の書であ
るといえよう。本書に
はヘルニアに関する言
葉の定義から，分類，
歴史，発生学，解剖，
診断，治療に至るまで，
ヘルニア学のおよそ全
てが収められている。
しかも各項における著
者の理論展開は合計
475編という膨大な量
の参考文献の精読に基
づいているため，若手
外科医のみならずベテ
ラン外科医にとっても
ヘルニアに関するあら
ゆるエビデンスを知る
ことができる内容となっている。近年，
へルニア修復用の類似のデバイスが相
次いで登場し，それに踊らされるよう
に安易に治療方針を変更する向きがあ
る中で，本書のような体系的な成書を
通じてヘルニア学の奥の深さをあらた
めて認識することはことさら重要であ
ろう。また，本書の特色としてもう一
つ忘れてはならないのが，著者の知人
の筆によるシェーマの美しさと精密さ
にある。ここにも著者の強いこだわり
がうかがえる。
　本書は，基礎編と応用編に分かれる。
　基礎編はヘルニアを扱う上で，しば
しば誤解されやすい言葉の定義や使い
方についての解説から始まる。また，
腹腔内の内ヘルニアを理解する上で欠
かせない発生学や腹壁の膜構造，腸管
回転と腸間膜との関係についても明快

なシェーマとともに実に簡潔・明快な
解説がなされている。さらにヘルニア
の結果として引き起こされる腸閉塞症
にまで言及し，そこにあるわが国と欧

米との考え方の相違点
を指摘するとともに，
今後，わが国の外科学
を海外に向けて発信す
るためには言葉の定義
を世界標準に適合させ
る必要があることも強
調している。
　応用編では鼠径ヘル
ニア，大腿ヘルニア，
腹壁ヘルニアに加えて
傍ストーマヘルニア，
骨盤壁ヘルニア，腹腔
内内ヘルニアといっ
た，頻繁ではないが，
日常診療で遭遇した際
に診断・治療の deci-

sion makingに迷う疾患も取り上げて
いる。鼠径ヘルニアの項では本書の 3

分の 1以上の頁を割いて，精緻な解説
が展開されている。特に解剖用語の定
義に関する考察は著者の真骨頂といえ
る。また，術式の詳細は step by step

で注意点とともに緻密に解説されてお
り，読み応えがある。さらに，本書で
は Side Memoと称して 17個の興味あ
るトピックスが差し込まれており，大
いに耳学問的勉強になったと個人的に
感謝している。
　なお，鼠径部ヘルニアの分類に関し
ては，数多ある中から，European Her-
nia Society（EHS）分類を重視している。
国内外を問わず，他施設間でヘルニア
の治療成績をディスカッションする上
で，共通の指標がなくては議論になら
ない。したがって，ヘルニアに関する

分類（個別化）は必須のものと考えら
れる。そして，それは著者の指摘のと
おりよりシンプルなほうが良い。これ
らの考え方を十分踏まえた上で，最近，
日本ヘルニア学会が独自のヘルニア分
類（JHS分類）を考案し，現在，国内
で広く用いられるに至った。本書でも
JHS分類の紹介とそれに関する考察が
あればさらに良かったのではないだろ
うか。

　『ヘルニア手術のエッセンス』と題
した本書ではあるが，実際の内容はエ
ッセンスどころか，ヘルニアを学問と
して幅広くそして緻密に分析してい
る。その研究姿勢はまさに科学者その
ものである。本書はヘルニア学を学ぶ
ための臨床医必携の教科書であるのみ
ならず，外科医は自然科学者であると
いう，つい忘れがちな事実をあらため
て再認識させてくれる真の良書である。

ヘルニア診療に対する信念と
情熱が伝わってくる良書

技術習得に必要な知識を網羅
超音波検査ビジュアル入門書
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キーストンのトラベル・メディシン
岩田 健太郎●監訳

A4変型・頁624

定価：本体16,000円＋税　MEDSi

http://www.medsi.co.jp/

評 者  徳田 安春
 地域医療機能推進機構（JCHO）本部顧問

　トラベル・メディシンのバイブルで
ある「キーストン」が岩田健太郎氏監
訳で，ついに日本上陸を果たした。「ト
ラベル」は日常化し，われわれの周り
の人々やわれわれ自身
は普通に国境を越えて
地球上を移動してお
り，帰国者や渡航予定
者，そして外国人を診
察する機会は増えてき
ている。一方で，トラ
ベルに関連する臨床医
学には，予防接種や旅
行者下痢症，マラリア
などの感染症関連分野
だけでなく，生理学
的・病理学的・機械物
理的・精神医学的機序
によるさまざまな病気
も含まれている。これ
らはプライマリケア医
がカバーすべき分野であり，いまやト
ラベル・メディシンはエキスパート・
プライマリケア医にとって必須の分野
となってきている。
　2014年 10月，米国テキサス州ダラ
スにおいて，米国内で初のエボラ出血
熱を発症した男性は，入院の 2日前に
病院救急室を訪れたが，風邪と診断さ
れ帰宅しており，その後入院し，最終
的に死亡した。このケースでは，救急
室の初療医は渡航歴を確認していなか
ったらしい。一方，わが国は，地球温
暖化の健康影響を懸念する評者の以前
からの予想が不幸にも当たり，デング
熱発症地域となった。新興・再興感染
症の知識はジェネラリストにとり重要
となり，この「キーストン」が必須の
テキストとなるであろう。
　実践的な予防，診断，治療の知識や
指針が豊富な「キーストン」は，科学
的なエビデンスの範囲をきちんと示し
ており，関連する文献も網羅したスタ
ンダードなテキストの特徴を備えてい
る。旅行者との面接法やトラベルクリ
ニックの立ち上げやメンテナンスなど
も有用だ。それでいて，読み進めてい
くと，リベラルアーツ的な社会科学や
自然科学のブロードな分野の英知を動

員していることにも気付く。特に，「特
別なニーズをもつ旅行者」や「特殊な
旅程の旅行者」「環境面からみたトラ
ベル・メディシン」「旅行中の健康問

題」などの章では，さ
まざまな学問分野の知
識がインテグレートし
た形で記載されてお
り，実践力もつけなが
ら教養も身につくとい
うぜいたくなテキスト
となっている。
　このような内容のう
ち評者が特に興味深い
と感じた内容をほんの
少しだけ下記に列挙す
る。
● 旅行中の死亡原因で
多いのは交通事故，
心臓突然死，溺死
● 感染症で死亡するリ
スクは意外に小さい

● ホテルのランクが高ければ高いほど
下痢症の予防処置が十分というわけ
ではない

● 旅行者の 10％が新たなセックス・
パートナーを得，約半数は無防備性
交

● 高官保護医学（dignitary protection 

medicine）では VIP高官旅行団のト
ラベル・ミッションやアジェンダも
考慮して臨床判断を行う

● 国際養子縁組の小児患者では栄養評
価と精神心理的サポートが重要

●  VFR（visiting friends and relatives）
旅行者は感染リスクが高い

● メディカル・ツーリズムで術後合併
症が起きると問題がかなり複雑化す
る

● 機内キャビン環境での呼吸器系病原
体の感染リスクはそれほど高くない

　さらには，個人的にとても役に立っ
たのは第 51章の「個人の安全と犯罪
の回避」。現地でのホテルやバー，街
路での行動などの科学的アドバイスが
有用。最後に，岩田氏の本領である「脚
注」とオヤジギャグを含めた「はじめ
に」は，いつもながら楽しめた。すご
いテキストが上陸したものだ。

鶴
岡
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往診鞄に余裕を作ります
ひと昔前まで往診鞄に入れていた薬剤
の書籍1100gは，今や私の130gの中に
1冊まるごと入っています。地図や電
卓，予定表に住所録……私がどれだけ
往診鞄の中にスペースを作り，軽量化
に貢献したのか。それは計り知れません。

在宅医療の現場にはいろいろな物語りが交錯している。患者を主人公に，同居家族や親戚，
医療・介護スタッフ，近隣住民などが脇役となり，ザイタクは劇場になる。筆者もザイタ
ク劇場の脇役のひとりだ。往診鞄の中，往診車の中，患者さんの家の中，部屋の中……在
宅医療にかかわる道具（モノ）を見つめていると，道具も何かを語っているようだ。
今回の主役は「スマートフォン」さん。さあ，何と語っているのだろうか？

往診鞄に余裕を作ります
ひと昔前まで往診鞄に入れていた薬剤
の書籍1100gは，今や私の130gの中に
1冊まるごと入っています。地図や電
卓，予定表に住所録……私がどれだけ
往診鞄の中にスペースを作り，軽量化
に貢献したのか。それは計り知れません。

電車の中でも，レストラ
ンの中でも，寸暇を惜

しんで小窓を覗く人をよく
見掛けるようになりました。
指の激しい動き，そのスピー
ド感から頭の中の回転もす
ごいのだろうと推測して目
が回ります。ブルーライト
がいけないとか，依存症が
多くて心配とか言われます
が，確かにその便利さから
私に熱狂的になる人は多い
ようですね。
　私はある在宅医にやっと
使われるようになったス
マートフォンです。一応，携帯電話として位置付けられていま
すが，どちらかといえば小さなコンピューターに電話機能も
付いているくらいに考えていただいたほうがリアルです。イ
ンターネットにつながり，私の小窓から多くの情報を引っ張
ってくることができます。お薬の適応，用法，副作用の情報
から，近隣病院の外来担当医表，介護保険の事業所や検査会社
の電話番号まで，全て一瞬にしてこの小窓に表示できるのです。
　往診の最中でも，柔らかいアラーム音でお知らせがきます。
「そろそろ介護認定審査会のために役場へ行かなくてはいけな
い時間ですよ」。はいはいと，主治医は時計代わりの私を見て，患
者さんの家を出ます。栃木では車での移動がほとんどですので
車のナビが使われていますが，都会だったら私の地図アプリと
GPS機能を使ったナビも重宝されるのかもしれませんね。ち
なみに今回の役場への道のりは主人にとっては“いつもの道”
なので，私から音楽なんかを流しながらの楽しいドライブです。
　会場に到着すると，開始まであと数分あることがわかりま
した。さて，皆さんはどうやって過ごすのかな？　と周囲を
見渡すと，やはり一斉にそれぞれの小窓を覗いていらっしゃ
います。私の主人もメールのチェックに入りました。朝出し
たメールの返事が来ていました。添付ファイルも見ることが
できます。うーんと，お返事はどうなるのかな？　診療所に
帰ってからパソコンで返事を書いたほうがよさそう，と判断
されたようで保留となり，他のメールのチェックに入ります。
　おっと，地域医療連携で使うソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）にもメッセージが来ていました。まずは訪問看
護師から「Sさん，発熱 38.3度。呼吸器症状はなく，バックの中
の尿は混濁しています。1週間早いですが，尿カテの交換をし
てよいですか？　手持ちの抗生剤はどうしましょう？」。そんな
内容だったので，主人は手短に返事しました。別の看護師から
もメッセージが入ります。「Tさん，発熱。お孫さんがインフルエ
ンザだそうです」。これに主人は会議の帰りがけに訪問すると
書き込みました。うれしい報告も入ってきます。「Hさん，念願
の入浴ができました。極楽極楽との言葉をもらいました」。了解
とにっこりマークを入れると，自然と主人も笑顔になります。
さらに別件。「がん末期の患者，近々退院なのですが……」と，在
宅医療開始の相談です。これは電話で話したほうがよさそうと
判断され，今日中に病院へ電話しますと返事を書いたようです。
　在宅医療の現場では，1人の患者に 1つのチームができて
います。登場人物が本人と主治医だけというほうが少なく，
家族，訪問看護師，ケアマネジャー，ヘルパー，介護事業所
職員，行政職員など，状況に合わせたチーム編成になってい
るのです。かつては患者さんのお宅に 1冊の連絡用ノートを
作り，それぞれが書き込みましたが，これが大変役に立ちま
した。それが今ではSNSという形となって私の中に入り込み，
皆がそのノートを持ち歩いて，リアルタイムに読んで書き込
む時代になってきたようです。おや，もう会議が始まるみた
いなので，いったん小窓を閉めますね。
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実践力を付けながら
教養も身につくテキスト
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