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コアカリ準拠
Dr.ミカミの動画で学ぶ基礎医学
生命科学編
三上貴浩
B5　頁496　定価：7,150円[本体6,500+税10%]
［ISBN978-4-260-04305-2］

標準泌尿器科学　（第10版）
監修　並木幹夫
編集　市川智彦、久米春喜
B5　頁352　定価：6,930円[本体6,300+税10%]
［ISBN978-4-260-04353-3］

THE総合内科ドリル　［WEB版付］
編集　岡崎仁昭
B5　頁468　定価：7,920円[本体7,200+税10%]
［ISBN978-4-260-04228-4］

総合内科マニュアル　（第2版）
監修　八重樫牧人、佐藤暁幸
編集　亀田総合病院
三五変型　頁520　定価：3,080円[本体2,800+税10%]
［ISBN978-4-260-03658-0］

小児科レジデントマニュアル　（第4版）
監修　安次嶺馨、我那覇仁
編集　小濱守安、中矢代真美
編集協力　源川隆一、真喜屋智子、藤原直樹、大川哲平
B6変型　頁674　定価：4,950円[本体4,500+税10%]
［ISBN978-4-260-03962-8］

帰してはいけない外来患者　（第2版）
編集　前野哲博、松村真司
A5　頁320　定価：4,180円[本体3,800+税10%]
［ISBN978-4-260-04479-0］

連合野ハンドブック　完全版
神経科学×神経心理学で理解する大脳機能局在
編集　河村　満
B5　頁314　定価：9,900円[本体9,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04343-4］

百症例式　早期胃癌・早期食道癌　
内視鏡拾い上げ徹底トレーニング
吉永繁高
B5　頁258　定価：6,930円[本体6,300+税10%]
［ISBN978-4-260-04328-1］

がん薬物療法副作用管理マニュアル　
（第2版）

監修　吉村知哲
B6変型　頁368　定価：4,180円[本体3,800+税10%]
［ISBN978-4-260-04478-3］

薬剤師レジデントマニュアル　（第3版）
編集　橋田　亨
B6変型　頁400　定価：3,850円[本体3,500+税10%]
［ISBN978-4-260-04578-0］

〈標準言語聴覚障害学〉
摂食嚥下障害学　（第2版）
シリーズ監修　藤田郁代
編集　椎名英貴、倉智雅子
B5　頁384　定価：5,500円[本体5,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04310-6］

〈標準言語聴覚障害学〉
言語発達障害学　（第3版）
シリーズ監修　藤田郁代
編集　深浦順一、藤野　博、石坂郁代
B5　頁304　定価：5,500円[本体5,000+税10%]
［ISBN978-4-260-04342-7］

リフレクションを可視化する
ティーチング・ポートフォリオ・
チャート作成講座【Web解説動画付】
栗田佳代子、吉田　塁
B5　頁112　定価：2,860円[本体2,600+税10%]
［ISBN978-4-260-04477-6］

まんが　やってみたくなる
オープンダイアローグ
斎藤　環、水谷　緑
A5　頁176　定価：1,980円[本体1,800+税10%]
［ISBN978-4-260-04677-0］

WHO推奨
ポジティブな出産体験のための
分娩期ケア
原著　WHO
訳　  飯村ブレット、古宇田千恵、笹川恵美、新福洋子、杉本敬子、 

髙橋優子、ドーリング景子、春山　怜、日隈ふみ子、福澤利江子
翻訳協力　永井真理
B5　頁264　定価：3,520円[本体3,200+税10%]
［ISBN978-4-260-04197-3］

看護医学電子辞書15
製造元　カシオ計算機株式会社
販売　株式会社医学書院販売・PR部
電子辞書　価格：61,050円[本体55,500+税10%]
［JAN4580492610520］
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森野　災害時，被災者への支援は一つ
の領域だけでは完結しません。発災直
後の救命を目的とした支援だけではな
く，災害後の生活を見据えた中長期的
な支援を実現するには，災害コーディ
ネーターの支援の下，医療・保健・福
祉の 3領域が一体となったセーフティ
ネットの構築が不可欠です。本座談会
では，災害医療領域から DMAT（Di-
saster Medical Assistance Team：災害派
遣医療チーム）事務局長の小井土先生，
災害保健・福祉領域から川崎市健康福
祉局医務監の坂元先生にご参画いただ
きました。東日本大震災から 10年，
この間 3領域の一体化はどのように進
んだのか，話し合いたいと思います。

浮き彫りになった 
医療・保健・福祉の連携不足

森野　まずは東日本大震災当時の状況
を振り返ります。東日本大震災の時点
では災害医療・保健・福祉の一体化は
進んでおらず，各領域で体制が整えら
れている段階でした。その中で最も早
くから整備されたのが災害医療です。
東日本大震災において災害医療がどの
ような状況だったのか，小井土先生か
らお話しください。
小井土　東日本大震災は，1995年の阪
神・淡路大震災から 16年間掛けて作
り上げられた日本の災害医療体制が試
される出来事でした。阪神・淡路大震
災では，急性期から活動する医療チー
ムの不在によって初動が遅れた結果，
平時の救急医療が提供されていれば救
命できたはずの「PDD（preventable di-
saster death：防ぎ得た災害死）」が発
生したのです。1人でも多くの命を助
けるべく，課題解決のための議論が重
ねられました。そして阪神・淡路大震
災から 10年目の 2005年には，発災直
後から 48～72時間の超急性期から活
動する DMATが創設されました。東
日本大震災では，DMATは 383チーム，
1852人の隊員が出動し 1），医療活動に

従事しました（写真 1）。
森野　阪神・淡路大震災の教訓が生き
た大きな進歩と言えますね。一方，東
日本大震災で新たに見えてきた課題は
何でしょうか。
小井土　2点あります。1つ目は医療
ニーズの正確な把握ができなかったこ
と。これまで DMATは，阪神・淡路

大震災の経験を踏まえて外傷患者の救
命に注力してきました。しかし東日本大
震災では被災者の死因の 9割が津波に
よる溺死であり 2），救命治療を必要とす
る負傷者が少ない状況でした（表）3, 4）。
そのため外傷よりも災害急性期以降に

　大規模災害の発生時には，医療・保健・福祉の 3領域からの迅速な支援が求
められる。その障壁となるのが各領域を司る機関や専門職が異なることによる
「縦割り」だ。実際に 2011年 3月 11日の東日本大震災では「被災者の命を助
ける」災害医療と，「被災者の生活を守る」災害保健・福祉の連携面において
深刻な課題が顕在化した。以降，医療・保健・福祉の一体化に向けた議論が活
発化し，それを反省材料として 16年の熊本地震や 18年の西日本豪雨では連携
強化がなされてきた。
　東日本大震災から 10年，災害時における医療・保健・福祉の状況はどう変
化したのか。3領域全体を調整する災害医療コーディネーターとして活動しな
がら，全国で災害医療を担う人材育成研修を実施する森野氏を司会に，来る災
害に備えて 3領域の連携を見据えた議論が交わされた。

東日本大震災から10年，あらためて考えたい

災害支援に必要な連携とは
座
談
会

森野 一真氏＝司会
山形県立中央病院 副院長／

救命救急センター長

小井土 雄一氏
国立病院機構本部DMAT事務局長／

厚労省DMAT事務局長

坂元 昇氏
川崎市健康福祉局 医務監／
川崎市立看護短期大学長

■［座談会］災害支援に必要な連携とは（森
野一真，小井土雄一，坂元昇）/［視点］災害時
の障害者に対する福祉的支援の在り方
（北村弥生） 1 ― 3 面

■［寄稿］災害医療支援者に向けたメンタ
ルヘルス支援をどう行うか（池田美樹，河嶌
讓） 4 面

■［寄稿］5G×VRで見る未来の災害医療
（清住哲郎） 5 面

■MEDICAL LIBRARY 6 ― 7 面

●写真 1　花巻空港 SCU（航空搬送拠点
臨時医療施設）で災害医療活動を行う
DMAT（DMAT事務局提供）

　 沿岸地域で救出した患者をヘリコプターな
どで花巻空港に搬送し，そこから各病院へ
の割り振りを行った。

阪神・淡路大震災 東日本大震災
死者数 6434人 1万 9729人
死因 8割が建物倒壊などによる圧死 9割が津波による溺死
負傷者数 約 4万 3800人＊ 6233人

震災による
医療ニーズ
の特徴

 ●  外傷傷病者に対する急性期医療に高い
ニーズがあった

 ●  津波災害による死者・行方不明者が
多数であったものの，負傷者は阪神・
淡路大震災と比較し少数

 ●  急性期医療の救命医療ニーズは低か
った

 ●  慢性疾患を持つ被災者に対する医療
ニーズが高い状態が続いた

浮上
した課題

災害
医療

 ●  急性期から活動する医療チームの不在
 ●  急性期に救護所などが未整備
 ●  救出現場でのトリアージがほとんど実
　施されず，医療機関に患者が殺到

 ●  医療ニーズを正しく把握できなかった
 ●  シームレスな医療支援の不足
 ●  保健・福祉的観点の不足

災害
保健

 ●  保健師などの派遣が主体で行われた
が，公衆衛生的支援のマネジメントや
課題の集約的な分析は不十分

 ●  行政機能が麻痺し，避難所における
生活環境や衛生環境などの公衆衛生
的な整備に時間を要した

災害
福祉

 ●  避難所での福祉支援の在り方が未確立
 ●  福祉と保健，医療の連携体制の未構築

 ●  福祉避難所を適切に活用できず，災
害弱者への福祉的サポートが遅れた

●表　  阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較（文献 3，4をもとに作成）

＊実際の負傷者数は，把握されている数字を遥かに上回るとされている。
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おける慢性疾患の増悪や循環器系疾
患，感染症，低体温症などの内因性疾
患への対策に多くのニーズが生じまし
た。これは災害医療に保健や福祉の視
点が不足していたために起こった課題
です。
　2つ目は時間的・空間的な医療提供
に空白が生じたことです。東日本大震
災では被害地域が広大であり，また交
通網も寸断されました。そのため，急
性期医療を担う DMATがその後の医
療を担う一般医療救護班へとシームレ
スに引き継げなかったのです。
森野　この 10年間で災害医療は大き
く前進した一方で，新たな課題も明ら
かになりました。
　医務監として長く保健医療福祉行政
に携わってきた坂元先生は，東日本大
震災における保健・福祉活動をどう分
析していますか。
坂元　「被災者の命を助け，生活を守
る」災害医療・保健・福祉支援の連携
体制の不十分さがあらわになりまし
た。特に被災地で起こっている保健・
福祉に関する的確な情報が県対策本部
に伝わらず，現場との認識に齟齬が生
じたのです。その結果，避難所の居住

環境や食事など，公衆衛生への支援が
行き届かず，避難生活に伴う既往症の
悪化や生活不活発病からの PDDが発
生しました。
森野　阪神・淡路大震災でも少なから
ず同様の反省がなされていたと思いま
す。なぜ支援体制は整備されてこなか
ったのでしょうか。
坂元　災害医療は国が主導して DMAT
などの制度整備を進めてきましたが，
災害保健・福祉は「国ではなく自治体
が提供する活動」として認識されてい
るからだと私は考えます。また，被災
者の保護などを目的とする災害救助法
の指揮権限が，医療のみ都道府県知事
にあることも影響していると思います。
　自治体が提供する活動である以上，
災害が発生して自治体の行政機能が麻
痺すると，保健・福祉活動は滞ります。
東日本大震災では津波によって保健所
や市町村の機能が大幅に低下し，こう
した課題が顕在化しました。

ターニングポイントは 
2016年の熊本地震

森野　ここまで，東日本大震災当時に
おける医療・保健・福祉の連携状況を
振り返ってきました。現場レベルでは
災害時に 3領域を一体化してマネジメ
ントすることの重要性を痛いほど理解
しています。しかし国レベルでは，東
日本大震災を経ても制度の整備が追い

 座談会　東日本大震災から 10年，あらためて考えたい

つかない状況が長らく続いてきました。
小井土　そうした状況にメスを入れる
ターニングポイントとなったのが，
2016年の熊本地震です。熊本地震で
は，DMAT の活動を引き継ぐ形で
ADRO（Aso Disaster Recovery Organi-
zation：阿蘇地区災害保健医療復興連
絡会議）（写真 2）が設置されました。
地元の保健医療職や消防・警察・自衛
隊らが連携を取り，急性期後の医療・
保健救護体制の復興に当たったのです。
　これを受け，17年には大規模災害
時に派遣される医療・保健スタッフを
一体としてマネジメントする体制構築
を求める通達 5）が厚労省から発出され
ています。流れは変わり始めました。
森野　18年の西日本豪雨でも，岡山
県倉敷市に医療と保健を調整する会議
が設置されました。医療・保健の支援
関係機関や団体の情報集約・調整を担
うなど，3領域が一体化する機運が高
まってきましたね。
坂元　ええ。その他にも，被災した行
政のマネジメント業務を支援する
DHEAT（Disaster Health Emergency As-
sistance Team：災害時健康危機管理支
援チーム）は，18年に厚労省から活
動要領が発出されました。東日本大震
災以降に整備が進められてきた
DHEATは，公衆衛生医師，保健師，
事務職員などを基本としたチームで活
動します。同年 7月の西日本豪雨では
倉敷市などに初めて派遣され，医療活
動と保健活動の架け橋を担いました。
　一方，DHEATの制度構築はまだ道
半ばです。DHEATは今後，派遣先で
行政のマネジメント業務を幅広く支援
することが期待されています。その役
割を十分果たすには，厚労省など行政
機関の中枢部に事務局を設置する必要
があるでしょう。
森野　福祉領域では，避難所などで福
祉サービスの提供や連絡調整を担う
DWAT（Disaster Welfare Assistance 
Team：災害派遣福祉チーム）が自治
体単位で発足しています。DWATは介

護福祉士，社会福祉士などの福祉専門
職から構成されます。先述の倉敷市の
会議では DWATも支援に参加して避
難者からの聞き取り調査を実施し，医
療チームや保健チームと情報を共有し
ました。
　とは言え，医療と保健の連携が進み
つつある一方，福祉活動の多くはいま
だに自治体や民間に委ねられていま
す。熊本地震以降，医療・保健・福祉
の一体化の流れは加速しているもの
の，シームレスな連携体制の構築には
まだ時間が掛かるでしょう。

「易しい標準化」に基づいた 
災害医療コーディネート体制

森野　続いて議論したいのは，都道府
県から任命され，災害時に医療・保
健・福祉の多職種連携や情報集約など
を支援する災害医療コーディネーター
の在り方です。災害医療コーディネー
ターは阪神・淡路大震災を受けて
1996年に兵庫県で制度化され，その
後各地で導入が進められました。そし
て熊本地震以降の医療・保健・福祉一
体化の中で，より効果的な運営を行う
ために災害医療コーディネーターの活
動要領が 2019年に厚労省より発出さ
れています 6）。災害医療コーディネー
ターには，平時から都道府県の医療提
供体制に精通していること，災害対応
を担う機関と連携を構築していること
が求められます。
　災害時には災害医療コーディネー
ターによる人的・物的資源の調整が大
切になります。支援物資を効果的に現
場に配分するためには，マネジメント
に長じた災害医療コーディネーターが
取りまとめる必要があるからです。そ
こで私は，災害医療コーディネート体
制として，市区町村層，二次医療圏層・
指定都市層，都道府県層の三層構造モ
デル（図）を提示しています。熊本地
震では災害医療コーディネーターが情
報の分析や適切な資源分配を担い，三

●写真 2　阿蘇医療センターにて多職種
で会議を行うADRO （2016年4月24日，
熊本県阿蘇市）（DMAT事務局提供）

　 ADROでは医師や保健師，薬剤師，リハビ
リテーション専門職，保健所，警察消防，
自衛隊などが連携を取った。被災地の保健
医療ニーズなどの情報収集や保健医療支援
資源の分配調整などの活動を行い，被災者
の二次的健康被害の防止に努めた。
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センターに入職。12年より現職。東日本大震
災では石巻圏合同救護チーム支援などを行っ
た。12年より災害医療 ACT研究所を設立し，
全国で災害医療コーディネート研修を実施して
いる。
●こいど・ゆういち氏
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●図　  災害医療コーディネートの三層構造モデル（森野氏作成）
　 市区町村が必要とする資源を補給するには，不足する資源や被災状況を都道府
県が把握する必要がある。しかし被災した市区町村が広範囲にわたる場合は都
道府県のみで被災状況の把握が難しい。そのため二次医療圏や指定都市ごとの
集約を経て，都道府県が情報収集を行う。その際，各階層の災害医療コーディ
ネーターが相互に連絡を取り合い，情報集約や資源配分を支援する。
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層構造がうまく機能しました。
小井土　現在の災害医療コーディネー
ト体制は，ほぼこの三層構造モデルに
基づいて効率的に運用されています。
しかしこの体制の実施が完全には標準
化できていない状況です。二次医療圏
では保健所管轄地域や学校区などさま
ざまな区分けが混在し，支援時に重複
や空白が生じます。二次医療圏や市区
町村など細かい区分になるほど地域ご
との特性も異なる。個別化と標準化を
どう両立させればよいのでしょうか？
森野　現実的には厳密な標準化は難し
く，ある程度の幅が必要でしょう。私
は「易しい標準化」がポイントになる
と見ています。そもそも標準化の基礎
となる二次医療圏は，医療提供体制や
交通事情，人口や面積などさまざまな
要因を勘案した流動的な位置付けで
す。そこで鍵を握るのが，災害医療コー
ディネーターとなる医師です。災害医
療コーディネーターは二次医療圏単位

  災害支援に必要な連携とは　座談会 

の厳密な標準化ではなく，災害で得た
実践知の共有をめざすべきです。具体
的には，災害医療コーディネート体制
のイロハを自治体の災害担当者に知っ
てもらう「易しい標準化」の研修実施
が挙げられます。
坂元　自治体の定期的な人事異動で，
継続性を必要とする災害担当者の実践
的な知識の担保が難しい中，災害医療
コーディネーターは地域の災害支援に
おいて大きな存在感を持ちますね。災
害時には行政機能が大幅に低下し，自
治体のみで医療・保健・福祉の広範な
領域をマネジメントすることは困難に
なります。そのため，自治体の災害担
当者は災害などの法制度の運用につい
て専門知識を備えておくこと，その上
で災害医療コーディネーターが情報収
集や各種チームのマネジメントを担い
自治体を支援すること。この 2点が災
害医療コーディネート体制を構築する
上で大切です。

森野　現状，災害医療・保健・福祉の
調整は災害医療コーディネーターが担
っています。保健・福祉領域でのコー
ディネート体制はまだ整備されていな
いためです。しかし全体を俯瞰して調
整する，よりよいマネジメントを実現
するためには，災害保健・福祉それぞ
れにおいてコーディネート体制を整備
することや，3領域をまとめてマネジ
メントする体制構築が必要だと私は考
えています。
小井土　同感です。そして広範な 3領
域のマネジメントで重要なことは，平
時における地域の BCP（Business Con-
tinuity Plan：事業継続計画）策定だと
思います。BCPは医療機関単体では
なく，地域全体で策定することが必要
です。災害のような有事に備えるには，
平時からの地域における連携が不可欠
だからです。
　連携には，平時のシステムとして構
築が進められている地域包括ケアシス
テムをベースに，有事に医療・保健・
福祉を切れ目なく提供する「地域包括
BCP」を策定することが望ましいでし
ょう。2018年 7月の西日本豪雨で大
きな被害が出た岡山県倉敷市で検討が
進められている，倉敷市地域包括
BCPは好事例です。
　災害時に一つの医療機関で BCPが
機能しているからといって，膨大な負
荷が集中すればすぐに機能は麻痺しま
す。患者の搬送や診療場所の確保など
は困難になるでしょう。災害医療コー
ディネーターは地域包括 BCPの考え
方を念頭に置いて，自治体に対して災
害時に取るべき行動が提言できるよう
備えたいですね。
坂元　私も地域包括ケアシステムに災
害の観点を持ち込むことは今後重要だ
と考えており，自治体にとって喫緊の
課題です。さらに言えば，行政が地域

包括ケアシステムを構築するのに合わ
せ，われわれ保健医療者側も地域包括
ケアシステムに BCPのマインドを備
えることが不可欠です。
小井土　災害に備えて地域包括 BCP
を策定し，医療・保健・福祉の 3領域
が連携を強化することで，地域全体の
復興や回復――いわばレジリエンス向
上につながります。医療・保健・福祉
関係者が「自分たちの地域を自分たち
で守る」意識を持つことも大切です。
森野　災害に立ち向かう上で，国が主
導する制度構築が必要なのは言うまで
もありません。しかし災害大国日本で
は，平時からの地域における医療・保
健・福祉の連携強化がそれ以上に重要
でしょう。
　東日本大震災から 10年間で 3領域
の連携は進みつつあります。しかし今
回議論してきたように課題はまだ残っ
ています。災害時に一人でも多くの命
を救い，その後の生活支援へとつなげ
るために，災害医療・保健・福祉の一
体化をさらに進めていきたいですね。 
 （了）

地域包括 BCPを策定し，災害に立ち向かう
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災害時の障害者に対する
福祉的支援の在り方

北村 弥生　�国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害福祉研究部 �
社会適応システム開発室長

　障害者にとっての災害時避難の課題
には，危険や警報を感知しにくいこと，
移動しにくいこと，変化に適応しにく
いことが挙げられる。また多様な理由
により防災マニュアルを読めないこと
や防災訓練に参加できないことが障害
者の災害準備を妨げている 1）。
◆障害者はどのような避難所生活の課題
　を抱えているのか
　障害者における避難所生活の課題は
阪神・淡路大震災で注目された。例え
ば，車いす利用者は避難所となる体育
館の入口の段差で自由に出入りでき
ず，体育館内では通路幅が確保できな
いため身動きできない。小学校には車
いすで使用できるトイレが少ない。聴
覚障害者はアナウンスを聞き取れず，
声掛けに応じにくく他の避難者から誤
解を受けることがある。視覚障害者は
掲示が読めず毎日変化する環境を認知
しにくい。知的障害者と精神障害者は
雑踏が苦手なために避難所に入れず独
特の言動により疎外感を味わう。
　福祉施設や特別支援学校に環境の整
った福祉避難所を開設する意味はあ
る。しかし特に初動では，一般の避難
所や在宅避難での困難を減らす環境へ
の配慮の整備を共生社会としてめざし
たい。そのために図 2, 3）に挙げた物品
が役立つ。また障害者自身も災害ボラ
ンティアに登録し，避難所の設営と運
営の準備にかかわることを勧めたい。
◆ 支援者が対応可能な災害時の
　障害者支援　
　医療・福祉機関や医薬品メーカーが
災害時に通常のサービスができない場
合の対策については，医療者・福祉職
者等の支援者から障害者に対する情報
提供が重要である。加えて支援者自身
が災害準備を進めることで，経験に基
づく助言や支援を行えるようになる。
支援者は障害者に対して以下のように
準備を促してもらいたい。
　第 1に，医薬品の 2週間分の備蓄。
阪神・淡路大震災や東日本大震災では
特にオストメイトなどの特殊な医薬品
の供給には 2週間ほど要した。また外
出中の被災も考えてお薬手帳のコピー
と 3日分ほどの薬は常時携帯が望まし
い。なお精神科領域など余分の処方が
難しい場合は医療側が医薬品提供に備
え，災害時に患者へ迅速に伝達するこ
とが期待される。
　第 2に，主治医に代わる受診先や，
医薬品入手先住所，連絡情報の確認。
障害者が提示するこれら医療情報のメ
モは，主治医等の確認を得ておくと安
心である。障害者の災害に対する準備
状況を障害者と主治医が把握しておく
ことで，両者ともに災害時の優先事項

を考えられるようになるだろう。
　第 3に，ライフラインが停止した場
合の生活方法の確認。医療面では電気
や水を必要とする医療機器が使えない
場合の代替方法や，冷蔵保存を要する
医薬品の保管方法の確認が挙げられ
る。生活面では一般に公開されている防
災マニュアルの紹介も有効である 4， 5）。
エアコンが使えない場合の体温保持，
エレベーターが使えない場合の移動方
法，ガスが使えない場合の調理方法・
入浴方法，通信機器が使えない場合の
連絡方法，福祉サービス事業所や公共
交通機関が停止した場合の代替方法な
どが事前に準備されていれば，災害時
における障害者の困難は軽減される。
もし，具体的な避難先・移動方法・経
費・避難先での支援者の準備があれ
ば，重篤な疾患を持つ障害者は被災地
から離れた安全な地域でライフライン
復旧までの広域避難も現実的である。
　支援者はこの 3点を促して相談支援
員やケアマネジャーにつなぐことで，
障害者の個人避難計画の作成に貢献す
ることができる。

●きたむら・やよい氏／1990年東大大学院医
学系研究科修了。博士（医学）。米ハーバー
ド大比較動物学博物館，自治医大を経て現職。
国立障害者リハビリテーションセンター個人
ページ：  
shi/kitamura/
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①キャンプ用ベッド
　と携帯エアマット

②エアーベッド ③介護用トイレ
　とテント

④洋式便座
　据置型

⑤携帯型テント

●図　  避難所に用意すると障害者に役立
つ物品（文献 2，3より改変）

　 ③：入口にカーテンなどを追加することで
プライバシーを保てる。④和式便座から洋
式便座に切り替えることで使用しやすい。
⑤：小型に折りたためる。
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　昨今，緊急事態および災害時におけ
る「支援者支援」の重要性が謳われて
います。本稿では，地震や風水害等の
自然災害，そして新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）下においても，
最前線で支援活動を行っている災害医
療支援者に対するメンタルヘルスの問
題に焦点を当てていきます。

災害医療支援者はどのような
ストレスを受けやすいのか

　従来「災害医療支援者は強くあるべ
き」という風潮から，災害医療支援者
は自身の心身の不調について声を上げ
にくい状況がありました。しかし，
1995年の阪神・淡路大震災以降，災
害医療支援者が業務を通じて体験する
強い精神的ショックによる「惨事スト
レス」の問題が注目されるようになり，
災害医療支援者であっても強いストレ
ス反応を生じることが知られるように
なってきました。
　災害医療支援者の中でも，DMAT
（Disaster Medical Assistance Team：災
害派遣医療チーム），および DPAT（Di-
saster Psychiatric Assistance Team：災害
派遣精神医療チーム）は，有事の直後
からおおむね 48時間以内に現場へ急
行し，医療活動に従事することを任務
としています（写真）。活動に際して，
隊員が自身の安全を確保することは原
則です。しかし，いわゆる「惨事スト
レス」に当たる，自身もしくは仲間の
命の危険が脅かされるような場面に直
面することや，不眠不休で活動を続け
るといった過酷な労働環境になること
もまれではなく，メンタルヘルス支援
を要することもあります。

DMAT・DPAT隊員への 
調査結果から見えた傾向

　以下に， 筆者らが DMAT隊員，お

よび DPAT隊員に研究協力を依頼して
実施した調査結果 1, 2）をご紹介します。
◆東日本大震災時の調査結果
　本研究調査では，2011年 4月に東
日本大震災の被災地に駆け付けて支援
活動に従事した DMAT隊員 1816人に
協力を依頼し，254人中 188人（回収
率 74％）から得られたデータを分析
しました。その結果，普段の仕事や家
庭などにおける派遣前のストレスが，
派遣 4年後の「燃え尽き状態」と統計
的に有意に関連することが明らかにな
りました（p＜0.05)。また，派遣直後
の無力感や罪責感などの「精神的苦痛
（PDI得点）」（註）は，派遣 4年後の

PTSD症状や燃え尽き状態にも関連し
ました 1）（いずれも p＜0.01）。 
◆ COVID︲19対応時の調査結果
　2020 年 2 月から 3 月にかけて，
DMAT・DPAT隊員は COVID-19にか
かわる救援活動に従事しました。2月
3日に横浜に到着したクルーズ船「ダ
イヤモンド・プリンセス号」において，
DMAT隊員は COVID-19感染者の検
疫・治療，DPAT隊員はメンタルヘル
スケアニーズへの対応を含む救援活動
を行いました。一方で，派遣活動後に
は，感染防御対策のために自身の所属

病院で働けない期間が生じるなどの問
題が起こり，一部の隊員は職場や家庭
等で誹謗・中傷を受けることもありま
した。
　このような現状を反映するように，
DMAT・DPAT 隊 員 331 人（回 答 率
41.0％）の PTSD症状との関連要因を
調査した結果，「感染の不安を感じた」
「身体的・精神的に疲れ果てていた」
「心理的苦痛（PDI得点）」に有意な関連
が認められました（いずれもp＜0.001）。
そして「派遣後に家庭で問題があった」
「派遣後に救援活動について話を聞い
てもらえなかった」ことも，統計的に
有意な傾向が認められました 2）（いず
れも p＜0.1）。

災害医療支援者の心理的苦痛を
回避する重要性

　災害等の急性期に DMAT・DPAT隊
員として現場入りした災害医療支援者
は，帰還後は自組織（職場）や地域医
療活動の担い手でもあります。したが
って災害医療支援者のメンタルヘルス
問題は，先の調査結果に見られるよう
に地域医療に中長期的な影響を及ぼす
のです。これはひいては休職や離職に
発展し，職場や地域医療資源の低下に
つながる可能性があります。また休職
や離職の問題は，当然のことながら災
害医療支援者の家族にとっても，深刻
な影響を与えることになります。

メンタルヘルス支援の在り方を
どう考える？

　派遣前のストレスを把握すること
や，活動直後の精神的苦痛を回避する
ことが，災害医療支援者の精神健康増
進や離職・休職の予防につながる可能
性があります。これからの災害医療支
援者に対するメンタルヘルス支援の在
り方として，①活動に伴う安全対策，

②派遣中・派遣後の疲労に配慮した業
務体制，③支援体験を語ることのでき
る機会，④派遣活動に対する職場や家
族の理解，協力が得られるような働き
掛けなどを，組織的に構築していくこ
とが望まれます。

寄 稿　

災害医療支援者に向けた
メンタルヘルス支援をどう行うか

●いけだ・みき 氏
1993年早大大学院人間科学研
究科健康科学専攻修士課程修
了。2015年同大大学院人間科
学研究科博士課程単位取得満
期退学。武蔵野赤十字病院精
神科臨床心理係長などを経て
19年より現職。日本赤十字社こころのケア
指導者や DPATインストラクターも務め，東
日本大震災や熊本地震災害などの災害医療支
援者への心理・社会的支援に従事。

●かわしま・ゆずる氏
2005年日医大卒。博士（医学）。
07年同大精神神経科に勤務。
国立病院機構災害医療セン
ター救急救命科などを経て 14
年より現職。半蔵門のびすこ
こどもクリニック副院長，日
本赤十字社医療センターメンタルヘルス科非
常勤医師を務める。DMAT・DPATとして多
数の災害支援活動に従事。

●参考文献
1）Disaster Med Public Health Prep. 2016
［PMID：27188495］
2）Psychiatry Clin Neurosci. 2020［PMID：
32691955］ 
3）Gen Hosp Psychiatry. 2009［PMID：
19134513］

◆ PDIの 13項目
1）無力感に襲われ，為す術を失った
2）とてもつらく，悲しかった
3）くやしくて，腹が立った
4）我が身の安全を思い，怖くなった
5）そこまでしかできなかったことに，
　 罪悪感を持った
6）感情的になった自分を，恥じた
7）他の人が無事かどうかを心配した
8）感情的に取り乱しそうになった
9）失禁しそうだった
10）この出来事に本当にぞっとした
11）汗をかいたり，震えたり，心臓がど
　　きどきしたりといった身体の反応が
　　あった
12）気を失うかもしれないと思った
13）死ぬかもしれないと思った

註：PDI（the Peritraumatic Distress In-
ventory）とは，以下の 13項目からなる
トラウマティックな体験直後の心理的苦
痛を測定する尺度を指す 3）。

●写真　奈良消防団主催で行われた消
防・DMAT・DPATなどの合同訓練の
様子（2017年 2月 5日，奈良県奈良市）

　 災害初動から時系列で，医療やこころのケ
ア支援を多職種で連携して提供することを
想定した訓練。

池田 美樹 1），河嶌 讓 2）

1）桜美林大学リベラルアーツ学群 准教授，2）国立病院機構本部 DMAT 事務局員／DPAT 事務局次長



●きよずみ・てつろう氏
1992年防衛医大医学科卒。
博士（医学）。海上自衛隊医
官。全国の部隊・自衛隊病
院などの勤務を経て，2017
年より現職。救急科専門医・
指導医，社会医学系専門医・
指導医，医学教育専門家。「い
つでも」「どこでも」「何度でも」＆「誰でも」「コ
スパよく」をめざし，救急・災害・防衛医学領
域へのVR活用に取り組んでいる。

　5G技術が進展し，VRと連携させ
たさまざまな取り組みが医療界でも進
められている。そこで本稿では，時間
と空間を超越できる「5G×VR」の災
害医療への活用について紹介する。な
お 5Gは 5Generation（第 5世代移動通
信システム），VRは Virtual reality（仮
想現実）を指す。

すぐそこまでやってきた 
災害医療の「未来」

　―プルルル。ホットラインが鳴る。
「はい，明西医大救命センターです」
「鷺

さぎ

郷
さと

消防指令課です。南町の倉庫で
崩落事故，傷病者多数，詳細確認中で
す。受け入れいかがでしょうか？」
「わかりました，重症は 2名まで，中
等症以下は応相談，続報お願いします」
「了解， 今から VCPを立ち上げますの
で入室お願いします」
　VCP（Virtual Command Post）とは，
医療・消防・警察・自衛隊などの関係
者が，それぞれの場所に居ながらヘッ
ドマウントディスプレイ（HMD）を
装着することで VR空間内の「指揮所」
に集合して連携・情報共有し，現場と
双方向にやり取りをしながら活動を指
揮・支援できるシステム，「バーチャ
ル指揮所」である。私はスタッフに多
数傷病者の受け入れ準備を一通り指示
し，HMDを装着した（写真 1）。眼前
に 360°の高精細ライブ映像が広がり，
崩落現場の状況が一瞬で把握できる。
落下物の下敷きで動けない傷病者がい
るようだ。VCPでは消防職員のアバ
ターが傷病者一覧を見ながら現場とや
り取りをしている。
「明西救命，清原です。遅くなりました。
重傷者は？」
「11時の方向，救急隊長が対応中です，
助言お願いします」
　高精細映像は，傷病者の顔貌，創部
の状況を克明に伝える。私は救急隊長
と意見交換して処置を指示し，傷病者
一覧で当院への搬送患者を確認してか
ら，HMDを外す。遠くから救急車の
音が近づいてきた……。

状況把握と多機関連携の課題を 
解決するバーチャル指揮所

　以上は 2019年に筆者が所属する防
衛医科大学校が KDDI株式会社，株式
会社 Synamonと実証実験 1）を行った
際の様子の一部である（発災や施設名，
個人名などは全て架空，註）。
　災害医療では現場の状況把握と多機
関の連携が不可欠だ。通常は合同指揮

所や調整所などを現場や官庁に開設
し，医療・消防・警察・自衛隊・行政
等の関係機関で情報共有を図る。しか
し特に医療機関にとって，限りある人
員を診療業務に加えて指揮所に派遣す
るには限界がある。また現場の状況把
握には，音声・静止画・動画などさま
ざまな取り組みが従来行われてきたも
のの，即時性や双方向性の担保，必要
な映像情報が必要な精度で得られない
などの課題が存在した。
　本実験では，5Gを通じて 4K映像
をリアルタイムに「VRコラボレーシ
ョンサービス『NEUTRANS BIZ』」 2）に
伝送することで，VR空間内に災害現
場の 360°映像をリアルタイムに投影
した。参加者はあたかも災害現場にい
るような状況下で，アバターを通して
相互にコミュニケーションを取ること
ができる。追加の情報は VR空間内の
モニターで共有し現場の隊員をリアル
タイムに指揮・支援することで，VCP
が実用レベルで活用できる可能性を確
認した。現状では 5Gが使用できるエ
リアは限定されているなど，VCPの
実装にはいまだ課題はあるものの，未
来は確かにすぐそこまでやってきてい
る。

災害医療への備えとして 
VRを活用する

　VCPのようなシステムは，チーム
ビルディングにも応用が可能であろ
う。例えば，大規模震災時には DMAT
（Disaster Medical Assistance Team：災
害派遣医療チーム）が自衛隊の艦艇で
洋上医療を実施する計画がある。ここ

では慣れない艦艇の中で初対面の医療
チームが連携するという，難しい任務
遂行が求められる。事前の打ち合わせ
や訓練が十分にできるのが理想である
が，必ずしもそうとは限らない。そこ
で VRを活用し，艦艇内の 360°映像
を背景として VR空間内で打ち合わせ
を行えば，乗艦前に艦艇内部の情報を
得た上でチーム同士・チーム内での連
携を確認する「チームビルディング」
を実施することができる。
　VRは平時の人材育成にも活用可能
だ。災害医療を実際に体験して学ぶ機
会は限られるため，通常は災害対応を
模して教育訓練を実施する。しかしリ
アルな訓練をめざすほど準備に手間が
かかり，頻回の実施は困難となる。
VRを活用すれば，例えば多数傷病者
に対するトリアージの訓練を簡単に，
かつ繰り返し実施できる。また実際の
災害現場や災害訓練現場の 360°映像
を素材として VR教材を作成すれば，
臨場感のある体験を「いつでも」「ど
こでも」「何度でも」繰り返せる。今
や VR教材の作成に映像や 3Dゲーム
作成などの専門的な知識は必ずしも必
要ではなく，教育に携わる者が必要な
教材を自分で作成できる環境が整いつ
つある（図）。

コロナ禍で明らかになった 
VR教育の新たなニーズ

　これまで筆者らは，あくまで VR教
育は「普段体験しがたい事象において
有用」と考え，災害対応や事態対処に
力点を置いてきた。しかし新型コロナ
ウイルス感染症対策の観点から，従来

であれば実際に体験したり，集まって
実施したりしていた「学び」の代替が
必要となった。これを VR教育の新た
なニーズとしてとらえている。現在ま
でに，「360°映像が選択肢によってシ
ナリオ分岐する教材」による処置判断
トレーニングや，VRコラボレーショ
ンサービスと模擬モニターを活用した
VR空間内でのシナリオ演習などを試
作。臨床実習や off-the-jobの蘇生教
育コースを補完する「バーチャル・シ
ミュレーションラボ」として，学生実
習の一部等に取り入れている（写真2）。
　VRは災害や新たな環境の変化に対
し，実際の対応と教育という両面で大
きな可能性を秘めている。すでに実装
可能な技術も多く，さまざまな工夫に
より，現場に還元することができる。
あらゆる事象を VR化するには莫大な
予算と高度なテクノロジーが必要であ
るが，必要な要素をコスパよく VR化
することで，未来を少し先取りできる。
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清住 哲郎　防衛医科大学校防衛医学講座 教授
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●図　  筆者が教材用に「手作り」した多
数傷病者の 3Dモデル

　 多数傷病者に対するトリアージの訓練を想
定し，教材用に災害現場を作成した。

●写真 2　  学生実習におけるバーチャル・
シミュレーション

　 密集や密接を避け，VR空間の中で救急蘇
生の訓練を実施している。

註：実証実験の様子は YouTube　
（右記QRコード）より確認できる。

5G×VRで見る未来の災害医療
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●写真 1　  実証実験で行われた模擬崩落現場での VCPによる指揮・支援の様子
　 ❶❷：VCP内で現場の状況を把握しながら情報共有し，現場の救急隊員を指揮支援す
る消防職員（❶）と医師（❷）。現場の状況（❸）は，5Gを通じた 4K高精細映像で
遅延なく確認できる。両手のコントローラーを用いて，情報の取り出しや一覧が可能。
❸：現場で VCPを通じて医師からの指示を受け，傷病者の確認をする救急隊員。

●❶

●❷

●❸
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レジデントのための感染症診療マニュアル
第4版
青木 眞●著

A5・頁1730
定価：13,200円（本体12,000円＋税10％）　医学書院
ISBN978-4-260-03930-7

評 者  志水 太郎
 獨協医大主任教授・総合診療医学

　青木眞先生の本書に出会ったのは今
から約20年前，医学部2年生のときで，
偶然，初版が発行されてからすぐのこ
とでした。大学生協書店で立ち読みし
ていた USMLE関連の
本の横に並んでいたこ
と，特別講義で感染症
の授業があった直後だ
ったこともあり手に取
ったのです。
　医学部低学年でもす
ごい本はわかるもので
す。衝撃を受けたのは，
今もその形をとどめ，
さらにデザインも洗練
された第 1章の「感染
症診療の基本原則」で
した。ページをめくる
たび臨床のリアルがそ
こに展開され，興奮し
ました。学年が進むに
つれ，初版序の記載を地で行く“無数
の感染症治療薬に窒息しかかってい
た”自分に，先に進む光を与えてくれ
た感動を昨日のように思い出します。
　医師になった後は本書の“名所”の
一つである感染症フローチャート
（p.7）に倣い，自分は初期研修医時代
の紙製の温度板にマニュアルの指示通
りこれでもかというくらいびっしり重
要な情報を書き込み，温度板を見ただ
けで全てのことが一目瞭然に明快にわ
かるように整理しました。青木先生が
“内科は整理の学問だ”とおっしゃる
通り，この温度板の習慣が症例を頭の
中で俯瞰して整理する能力を鍛えてく
れたと感じています。
　『ハリソン内科学』と同様に，総論
部分は本書の価値の中核を成していま
す。本書は約 1700ページの大著です
が，ページ数に圧倒される必要もなく，
積読にする必要もありません。時間が
なければ各論は必要時に参照するとし
て，まず購入日のうちにでも確実にお
読みいただきたいのは第 1章です。わ
ずか 38ページですが，濃密な 38ペー
ジでもあります。全てのページが重要
ですが，「重症度を理解する」（p.2），「各
論的に考えよう」（p.2），「やるとなっ
たら治療は徹底的に」（p.4），「回復の
ペース，パターンを予測する」（p.5），
「経時的な変化を追う」（p.6），「基礎
疾患と起因菌」（p.13），「グラム染色に
対しての否定的な意見」（p.19），「治療
効果は何と何で判定するか？」（p.35），

「細菌感染症は悪化か改善あるのみ」
（p.37）などは遅くとも初期研修修了ま
でに体感として骨の髄まで染み込ませ
る必要があると思います。そして現場

に出て発熱患者に途方
にくれないためにも，
次に読み込み制覇すべ
き章は，第 6章の「A　
不明熱」の（pp.441-59）
の 19ページです。こ
こまでの領域が頭の中
でクリアに整理されて
いれば，少なくともベ
ッドサイドでコモンな
感染症や熱・不明熱の
ケースに対峙する準備
は整ったといえると思
います。
　本書が第 4版を迎え
ても「マニュアル」の
名前を変えない理由は

なぜでしょうか？　それは，マニュアル
として指針を示すが，盲従するわけで
はなく，原則に則った上での個別化を
考えよ，というメッセージと想像しま
す。“青木マニュアルにこう書かれてい
るからそうすべき”というより，“マニュ
アルにはこう書かれている。その上で，
この患者さんの場合は○○という条件
もあるから，今回は△△の根拠と理由
でこうするべきだと思う”が，本書が
期待する臨床医の姿勢だと思います。
仮にその上でベストの方針を採用して
も，患者さんはさまざまな状況性のも
と臨床上難しい経過をたどることもあ
ります。そんなときに生きるのが総論
で強調された原則をもとにした，解剖，
生理，生化学といった biomedicalの力，
psychological，social medicineを多面的
に考慮してゼロベースで考える，総合
的な思考力や応用力だと思います。
　「師匠は優れた弟子の数で偉大さが
わかる」というのは，本書の推薦の言
葉の Lawrence M. Tierney Jr.先生の数
あるパール（名言）の一つです。初版
の単著から幾星霜，初版からのファン
であったことが想像に難くない弟子・
盟友の先生方が今度は著者側となり，
本書をさらに充実させています。共著
者が多数になっても論調が単著のよう
に一貫し続けているのは，執筆のプリ
ンシプルやロジックが著者陣に十分に
共有されているからと思います。この
事実自体が，先生が日本の医療界に与
えられてきた歴史とインパクトを証明

みんなの研究倫理入門
臨床研究になぜこんな面倒な手続きが必要なのか
田代 志門●著

四六判・頁306
定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）　医学書院
ISBN978-4-260-04269-7

評 者  藤原 康弘
 医薬品医療機器総合機構理事長

　史上最高の研究倫理に関する入門書
である。一読して，まずそう思った。
なにも著者の田代志門先生が，小生が
国立がん研究センター時代に長らくお
世話になった先生だか
らお世辞を言っている
わけではない。研究倫
理，特に臨床研究を巡
る倫理の勘所をこんな
にわかりやすく解説し
てくれた本に，小生は
出合ったことがない。
　中身は，臨床研究倫
理を巡っての 4つの大
きなポイント①研究と
診療の区別，②インフ
ォームド・コンセン
ト，③リスク・ベネフ
ィット評価，④研究対
象者の公正な選択につ
いて，各々2話形式で，
適宜イラストと簡潔にまとまった図表
が配置される中，仮想の 3人の登場人
物，湾岸大医学部講師で内科医の火浦
先生，同大病院倫理審査委員会事務局
CRC・看護師の水野さん，そしてアフ
ロヘアが印象的な同大医学部生命倫理
学准教授の土田先生の会話を通じて解
説されている。
　私が田代先生に最初に出会ったの
は，あとがきにも触れられているが，
2012年度厚生科研「臨床研究に関す
る国内の指針と諸外国の制度との比
較」の班長をしていた時である。法学
者，生命倫理研究者（田代先生はご自
分のことを社会学者と呼ばれるほうが
しっくりとこられるようではあるが），
生物統計家，臨床医，CRCたちで英
米仏の規制当局，大学病院，地域研究
倫理審査委員会などを回って臨床研究
を各国がどのように規制しているのか
を調査した。当時，昭和大病院にいら

っしゃった田代先生と話して，われわ
れ理系人間がまねのできない見事な思
考回路で研究倫理の本質を語る姿に私
はひとめぼれした。彼の真骨頂，「難

解な研究倫理の命題を
誰もが理解しやすい言
葉で，現場目線で解
説・解決する」を具現
しているのが本書籍で
ある。
　第 1，2話では，「手
段」として未確立な研
究と確立した診療，「目
的」として一般化可能
な知識を得るための研
究と個別ケア目的の診
療という 2×2マトリ
ックスで，研究と診療
の区別を語るところが
印象深い。また第 3，
4話のインフォーム

ド・コンセントの項では，まず「倫理
審査委員会は内輪の委員会ではなく，
社会に開かれた公共的な場所であるべ
き」とのフレーズ，そして「治療との
誤解」に思わずうなってしまった。第
5，6話では，リスク・ベネフィット
の評価の流れを「多様なリスクと利益
の同定」，「リスクの最小化」，「リスク
と利益の比較考量」に分解してとらえ
てくれてありがたかった。最後の第 7，
8話は，弱者対象研究におけるインフ
ォームド・コンセントを同意能力と自
発性の観点で論じてくれていて頭の体
操に最適である。
　2021年 1月，現行の臨床研究法や
運用の見直しの必要性等も含めた検討
が厚生科学審議会臨床研究部会で始ま
っている。初学者のみならず，ベテラ
ンにとっても「何のためにルールがあ
るのか」を考え直す必読の書として推
奨したい。

していると感じます。また，初版にし
てすでにベストセラーだった本書の改
訂を，先生が単著ではなく共著者を入
れられていること（前版より）も，教
育者である先生の懐の大きさを感じま
す。もちろん，特に第 2版の時など文
字通り「命を削って」この本を書かれ
ていた先生のお姿を身近で知る自分と
しては，このような継承で本書が改訂
を続けられていることは，弟子として
安心し，またうれしく感じています。
　最後に一つ，提案としてこの書評を
ご覧の先生方にお願いがあります。秘
書さんなどにお伝えいただき，本書評
を医局のポットの近くなど，よく目に
つくところに貼っていただきたいので
す。本書評を読む機会のない先生方に
お読みいただきたいからです。臨床医
である以上，感染症を診察しない医師

はいないと思います。感染症を診る奥
義ともいうべき基本の考え方や共通言
語が，まず本書の総論部分と不明熱の
章に明示されています。そのため，こ
の章は全ての医師にお読みいただいた
ほうが良いと思います。さらに臓器別
科の先生方であれば追加で担当臓器の
章を，総合診療医や救急・集中治療の
先生方であれば全ての章を，お読みい
ただくと良いと思います。つまり全て
のベッドサイドの医師にとって，本書
は必読となる一冊と思います。
　本書を通して，COVID-19の騒動で
あらためて明らかになった医師のダー
クサイド，つまり感染症に対する思考
停止の常態化の連鎖と悪夢を断ち切
り，日本の臨床感染症のレベルを向上
させるのは，今が絶好のタイミングだ
と思います。

本書が全医師にとって
必読である理由

理系人間にはおそらく書けない，
研究倫理の入門書
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疼痛医学
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評 者  菊地 臣一
 脳神経疾患研究所常任顧問／
 福島県健康医療対策監

　今という時代，疼痛の診療や研究が，
少し前と比較しても，劇的に変化して
きている。その変化は，従来われわれ
が認識していた以上に大きい。今や，
疼痛は専門家だけがか
かわっていれば良い時
代ではなくなってい
る。また，先進諸国で
は，疼痛対策が政府の
主要な政策目標の一つ
になっている。
　評者が大学卒業後間
もない 1970年代初頭，
腰痛の患者が受診する
と，問診と身体所見の
評価の後に，必ず単純
X線写真を撮影した。
当然，脊椎には変性所
見が認められるので，
「骨棘が痛みを起こし
ています。歳のせいで
すね」と説明するのが一般的であった。
治療は，安静，けん引を含む理学療法，
そして薬物療法が主体であった。腰痛
を生涯の研究主題としてきた評者にと
っては，当時，疼痛診療の最前線が今
のような変貌を遂げるとは想像もでき
なかった。
　ここで疼痛の今を俯瞰してみる。
　疼痛は，従来の「局所」の問題から，
生物学的（解剖学的）因子のみならず，
心理的，そして社会的因子も病態に深
くかかわっているととらえるように変
化した。疼痛を考えるには，原因か結
果は別にして，脳の機能も含めて考え
る必要があることも認識されてきた。
治療効果の判定は，従来の「客観的評
価」から「主観的評価」へ，「一元的
評価」から「多元的評価」へと変わっ
た。このような時代の変化に伴い，現
代の疼痛診療が多面的・集学的アプ
ローチとなるのは，必然である。
　人口の高齢化と社会構造の複雑化に
伴って，先進諸国における疼痛に関す
る医療費は，莫

ばく

大
だい

な額に達して，社会的
な課題となっている。その原因は，医療
技術の進歩である。しかも，治療成績の
改善は得られていない。この問題の深
刻さは，近年，「腰痛の危機」という特集

が一流誌に掲載されるほどである 1～3）。
　研究の進歩は，慢性疼痛が活動障害
のみならず，人々の健康に深くかかわ
っていることをも明らかにした。すな

わち，寿命，生活習慣
病，小児期での虐待，
睡眠障害，あるいは認
知機能などが慢性疼痛
と深くかかわっている
のである。
　疼痛を含む健康は，
個人の問題ではなく，
個人と社会の総和で成
り立っている。この事
実は，教科書に昔から
載っている常識であ
る。東日本大震災に伴
う原発事故は，この普
遍的事実をあらためて
立証した。
　疼痛を巡って大きく

社会が動いている今という時機で，本
書が発刊された。真に，時代が要請し
た結果としての発刊である。
　「序」に記されているように，本書
はわが国で最初の「疼痛医学」の教科
書である。執筆陣は，現在，わが国の
疼痛診療や研究の第一線で活躍中の
人々である。基礎から臨床まで，疼痛
の全てが網羅されている。本書の内容
の重厚さ，多様性から，教科書という
よりは良質な百科事典の趣がある。
　本書は，疼痛それ自体の全てを詳述
している。評者が本書に期待するのは，
疼痛に関する診療や研究を次の次元の
高みに上昇させる人たちが，執筆者や
本書の読者の中から将来輩出されるこ
とである。その次元では，民族や文化，
あるいは人間にとっての疼痛の根源的
な意味もより明らかにされているに違
いない。
　本書の価格は，若い人々にとって安く
はない。それでも，健康に関心を持って
いる人なら本書を買って後悔しない。

●参考文献
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3）Lancet．2018［PMID：29573871］

マークス臨床生化学
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評 者  鈴木 敬一郎
 兵庫医大主任教授・生化学

エネルギーは「細胞生体エネルギー
論：ATPと O 2」，電子伝達系は「酸化
的リン酸化とミトコンドリアの機能」
にわかりやすくまとめられている。複

合体の記載も過剰では
なく必要十分である。
その一方，構造式につ
いては図表やサイドカ
ラムで丁寧に記載さ
れ，構造から機能を類
推する楽しさも味わえ
る。Web 付録には演
習問題と詳しい解説が
あるのがうれしい。基
礎的知識を押さえなが
ら学修意欲を刺激され
る。
　最後に，ある意味最
も特筆すべきは横溝岳
彦先生お一人が翻訳さ
れたことである。私も

経験があるが，翻訳教科書は分担がほ
とんどで，訳がこなれていない場合も
あった。本書は横溝教授単訳でわかり
やすく読みやすい。横溝教授は研究も
卓越しており，尊敬する友人であるが，
よく時間があったなと驚

きょうがく

愕し頭が下が
る思いである。今回の本書翻訳は自分
が受けてきた教育をそのまま下の世代
に押し付けるのではなく，現在の学生
のニーズをよく理解されているからこ
その選択と決断であろう。
　私も生化学教科書を編さんした経験
があるが，能力があればこのような本
を書いてみたかったと羨

せん

望
ぼう

を禁じ得な
い。学生の大半は臨床医になるが，臨
床の現場では糖尿病，脂質異常症など
代謝性疾患が溢れ，まれに珍しい代謝
異常も隠れている。臨床の合間に学生
時代に学んだ本書を書架から時々取り
出して読み返すような臨床家に育って
いただきたいと願っている。

　医学生にとって生化学は嫌われ科目
である。化学構造式を見ただけで意欲
がそがれる学生もいる。古典的な有名
教科書は見向きもされない。しかし本
書を拝読し，学生諸君
にこの本を読んでもら
いたい，これを指定し
て授業をしたいという
想いに駆られた。
　これまでの Medical 
Biochemistryと銘打っ
た教科書は各項目の終
わりで臨床とのつなが
りを記載するものが大
半であった。本書では
「待合室」というコラ
ムで最初に臨床的課題
が示され，何のために
この項目を学ぶのかを
理解して学習できる。
臨床ノートやメソッド
ノートなども魅力的で，優秀な学生の
知的好奇心も十分満足させられる。ま
た消化吸収など生理学・栄養学的内容
も記載されているのも素晴らしい。
　次に強調したいのは原著タイトルの
「Basic」が示すように「基本的」とい
う点である。まず目次がシンプルでエ
ネルギー代謝に重点が置かれ，多岐に
わたる臨床的内容も栄養素ごとの代謝
にまとめられている。がん，免疫，神
経，情報伝達など章立てが多い成書も
少なくないが，医学教育における生化
学は第一義的にエネルギー代謝であ
る。生理学，病理学，免疫学などでも
それぞれの専門教科書が指定され，学
生は生化学の教科書を買っても 3分の
1しか使わない場合も多い。本書は生
化学の科目の中で全てを使えるのであ
る。原書の一部を訳出されなかったの
は，まさしく英断である。そして内容
も基本的なことから丁寧に記載されわ
かりやすい。例えば学生が苦手な自由

基礎から臨床まで，
疼痛の全てが網羅された書

面白い！　
生化学の学びが変わる
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