私の意見

私たちの会の半世紀
「実地医家のための会」が発足して５０余年，世の中や医療の変
貌は隔世の感がある。貧しかったが気楽に生きていた時代の自
分自身と比べてみて，今の若い医師たちは真面目で仕事に追わ
れ技術を覚えるのに大変である。
私自身あちこち迷いながら今日があるのだが，医の道は限り
なく先が開拓され，はるかに遠く続いているので，いくら長生
きしても及ぶところではない。
このような私が生意気なことを言うのも僭越だが，本会の今

松

坂

勲

までの活動を振り返り，プライマリ・ケアの立場から研修し学
んできたテーマを拾いながら将来のことも一緒に考えてみたい。
◆日常病は各地域で培ってきた経験を持ちより，仲間の胸を
貸し合って主体的に学ぶ
◆実地医家としての誇りと謙虚さを持ち，
為すべきことを為す
◆医療倫理観を養い社会が求める医師像を磨く
◆地域や在宅のニーズに合わせて医療関係職種とも協働して
いく
◆プライマリ・ケアの現場で立ち働き，現場のデータを大事
にする（共同調査など）
◆日本プライマリ・ケア連合学会との一体的活動を進める
◆医療水準をわきまえ専門医と疎通をはかり，病人のために
コーディネートする役割を担う
◆IT（デジタル）の知識だけでなく，生きているぬくもりの
ある言葉や文化を大事にする
◆若い会員の参加を促し，次世代と交流し，プライマリ・ケ
アの遺産を受け渡す
◆一般医としての自分たちの立場や役割を謳い，さらには総
合医にかかわる問題にも対応していく
私はこれまで自分は何をしてきて何を育て得たか，確たるも
のを持ち合わせていない。しかし我々の会の行方に希望を託し
ている。この会が今日まで有り得たのも創設以来の熱い理念が
受け継がれ，日本の医学界や医療界に何かを創りだす基盤と可
能性があったからだと思う。
まつざか
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代表世話人挨拶
代表世話人
今年の診療報酬改訂は極めて大きな変更が

石

橋

幸

滋

います。

ありました。 ４ 月の例会で講師の寺﨑仁先生

しかし，学会に参加する医師は病院の若い

より詳しくご解説いただきましたが，病院区

医師が中心で，実地医家は２０％以下になって

分の変更により高度急性期病院となる病院は

います。地域の第一線でコツコツと診療を積

在宅復帰率７５％という極めて高いハードルを

み重ね， 地域を支え， プライマリ・ ケアを

設定されたり，地域支援病院の定義が厳格化

引っ張ってこられた先生が，学会を去られる

されたりと，病院から在宅への早期退院，病

姿を見ると，実地医家のための会の会員減少

院外来の受診抑制政策などが取り入れられま

に相通じるものがあり，悲しい限りです。

した。また，実際にどれくらいの病院や診療

このような状況を変えていくためにも，実

所が活用するかは分かりませんが，地域包括

地医家のための会は新たな道を歩む必要があ

診療料の新設や連携診療料の充実など，実地

ります。地域のプライマリ・ケア実践の柱と

医家の役割がさらに重要視されています。

して，多職種協働を進め，若手を育成してい

加えて，医療と介護の一体化法案等様々な

くことが，私たちに課せられた重要な役割で

施策を通して地域包括ケアが進んでくれば，

あり，これを成し遂げることが実地医家のた

さらにプライマリ・ケアの現場で働く実地医

めの会の会員増にも繋がっていくと思います。

家が果たす役割が大きくなることは間違いあ

そのために，学会の地域包括ケア委員会や薬

りません。

剤師の委員会，多職種協働委員会，若手の多

一方，日本の専門医制度は日本専門医機構

職種間教育委員会などとコラボレーションし

の創設により新たなステージが始まり， 総

ながら，例会を企画していきたいと考えてお

合診療科の２０１７年創設に向け着々と準備を

ります。

進められています。これに呼応するように，

今後ともできるだけ多くの会員の皆様に例

日本プライマリ・ ケア連合学会は， 会員が

会にご参加いただきたくお願いいたします。

１ 万 ２ 千人を超えさらに大きくなろうとして
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投 稿 規 定 （ 2007 ．10 改訂 ）
１ ．投稿資格 「実地医家のための会」会員および投稿依頼者に限ります。
２ ．投稿内容

医学原著，短報，症例報告，評論，提言，随筆，小説，詩，俳句，短歌，読

後感想，書評，思索，会員に知らせたいことなど，幅広い分野の投稿をお待ちしています。
３ ．原稿枚数
◦私の意見

４００字詰原稿用紙 ２ 枚

◦例会記事・例会講演

上半身写真 １ 枚（モノクロ）

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １ 点

を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦研究と臨床・症例報告

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １

点を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦随想・随筆

４００字詰原稿用紙 6 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 枚を原稿用紙 １

枚に換算）
◦思いつくままに

４００字詰原稿用紙 ４ 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 点を原稿用

紙 １ 枚に換算）
◦ほんのひとなで ４００字詰原稿用紙 ２ 枚以内（書籍・雑誌名・著者（訳者）名，出版社
名，定価を明記）
４ ．文献の表記
（研究と臨床症例報告については，なるべく文献を記載してください）
◦雑

誌

著者名：論文名．誌名

巻；頁（初頁～終頁），発行年（西暦）。

◦書

籍

著者名：論文名．（編集・監修者名：）書名．頁（初頁～終頁），出版社名，発

行地，発行年（西暦）。
◦文献数は必要なもの ５ 件以内とします。
５ ．文体は，例会記事・研究と臨床は，である調（体言どめ可）で，それ以外は自由です。
６ ．校正は，例会記事・研究と臨床のみ著者校正とします。
７ ．例会記事・研究と臨床は，別刷を １ 部３００円で作製しますが，申し込みは５０部以上，１０
部単位でお願いします。
８ ．控としてコピーを １ 部おとりおきください（問い合わせなどのため）。
９ ．原稿
（図・表・写真などを含む）は返却いたしません。もし，図・写真などでどうしても
返却希望のばあいは，その旨明記してください。
投稿先

〒１０５─8320

東京都港区虎ノ門 1 ─1０─ ５
☎０３─6838─9220

日土地虎ノ門ビル 3 Ｆ

FAX０３─6838─9222

e-mail：jittiika@kk-kyowa.co.jp
㈱協和企画内「実地医家のための会」事務局内
編集部
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第５５４回「実地医家のための会」 ９ 月例会

地域包括ケアⅢ

多職種連携で地域をつくる

つるカフェというこころみ�������鶴岡

拡張を続ける長崎住宅Dr. ネット
〜最先端地域医療連携モデルの歩み〜���������������������白髭

優子
（前号に掲載）
豊

自由交見

日

時：平成２５年 ９ 月 ８ 日（日）午後 2 時〜 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：地域包括ケアⅢ
司

会：鈴木

央

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会，地域包括ケア委員会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５４回（ ９ 月）例会「地域包括ケアⅢ」

拡張を続ける長崎在宅Dr.ネット
〜最先端地域医療連携モデルの歩み〜
白

髭

豊

Ⅰ．はじめに
２００３年， 診診連携を推進する組織として
「長崎在宅Dr.ネット」
（以下，Dr.ネット）が
発足した。これは，都市部における診療所連
携を推進する組織として， 医師の負担感を
軽減しつつ確実な実績をあげている。２００８
年より ３ 年間， 緩和ケア普及のための地域
プロジェクト（OPTIMプロジェクト）を長崎
で行ったことで，病院より在宅移行する症例，
自宅死率の上昇を認め，地域連携は大きな前

らず自宅死率が低い都市として，病床数の多

進を認めた。これらに加え，Dr.ネットの強

さ，坂道・階段の多い地理的要因はともかく，

化型在宅療養支援診療所への対応を述べる。

担当する医師がいないという理由で自宅療養

そして，自宅死率の推移から考える今後の在

を断念することがないようにと考えた組織だ。

宅医療の方向性，長崎で発達してきた多職種

具体的には，自宅療養を希望する入院患者の

連携のネットワークを解説する。

主治医が見つからぬ場合に，事務局が窓口と

Ⅱ．長崎在宅Dr.ネット
１ ．設立，仕組み

なり病院側・患者側に在宅主治医，副主治医
を紹介する（図 1 ）。そのために，市内を ５ 地
区に分けてコーディネーターを配置し，事務

在宅療養支援診療所を含めた診療所が無理

局から情報を伝達する。 その後， コーディ

なく在宅医療を請け負うためには，相互の連

ネーターから，個人情報を考慮して疾患，居

携による負担軽減が不可欠である。２００３年，

住地等の情報をメーリングリストでメンバー

診診連携を推進する組織としてDr.ネットが

に周知し，手上げ方式で主治医，副主治医を

発足した。これは，医師数が多いにもかかわ

決定する。特徴は，ひとりの在宅患者に対し
て，主治医と副主治医の複数の担当医師を決

しらひげ

ゆたか

医療法人 白髭内科医院 院長
認定NPO法人 長崎在宅Dr.ネット 事務局長
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めることである。副主治医は，主治医よりあ
らかじめ診療情報を提供され，万が一の支援
に備える。副主治医が日常的に往診・訪問診
7

図１

療することはない。あくまで主治医不在の際

「連携医」７６名，眼科・皮膚科など専門性の高

のバックアップであるので，副主治医になる

い医師等と遠隔地から当ネットの趣旨に賛同

ことで負担を感じることは少なく，また副主

して参加する「協力医」４９名，「病院・施設医

治医のなり手に困ることもない。２４時間対応

師」５１名）。２００３年 ３ 月に１３人の開業医で発足

の実現はもとより，主治医・副主治医で異な

したDr. ネットは，２００８年にNPO法人化し，

る専門分野をカバーできる利点もある。２００９

２０１０年には認定NPO法人に認定された。

年１２月実施のアンケート調査では，「連携医

２ ．これまでの実績

のパートナーが決まっている」医師は，回答

２０１２年１２月までで，病院側から事務局に主

のあった連携医５５名中１９名（３５％）だった。連

治医の斡旋を依頼された症例は６２８例に及ん

携医５５名の内， １ 年間で実際に副主治医に往

だ。主治医決定までに要した時間は平均０.７７

診を依頼したことがある医師は１４名（２５％）に

日と短時間で４８時間以内が８６％だった。追跡

過ぎず，看取りを依頼した連携医はわずか ２

調査できた４８９例中４１３例が死亡していたが，

名であった。その一方，Dr.ネットが役立っ

そのうち在宅死は２１４例で全死亡の５２％だっ

ている点を聞いたところ，「不在時の副主治

た。

医への依頼による安心感」をあげた者が５２％
と半数を占めていた。すなわち，実際の往診
は少ないものの，副主治医の存在による安心
感が大きいことが明らかになった。

Ⅲ．緩 和 ケ ア 普 及 の た め の 地 域 プ ロ
ジェクト
（OPTIMプロジェクト）

２００８年 ４ 月より ３ 年間，緩和ケア普及のた

２０１３年 ７ 月現在，計１７６名の医師が参加し

めの地域プロジェクト（OPTIMプロジェク

ている（主治医，副主治医として往診を行う

ト）が実施された。鶴岡地域, 柏地域, 浜松地

8
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域，長崎地域の ４ 地域を対象とした地域介入

長崎市では，長崎市医師会を中心としてプ

による前後比較研究である。対象疾患は悪性

ロジェクトに取り組んだ。他の ３ つの地域が

腫瘍であった。主要評価項目は，quality of

病院からプロジェクトを行ったが，長崎は地

care， 専門緩和ケアサービスの利用数， 自

区医師会として在宅医療の現場に近い立場か

宅死亡率である。地域に対する介入として，

らのアプローチを行い成果を挙げた。医師会

①緩和ケアの知識・ 技術の向上， ②がん患

に設置した「長崎がん相談支援センター」を中

者・家族に対する適切な情報の提供，③地域

心に，緩和ケアの市民への啓発と医療従事者

の緩和ケアの包括的なコーディネーションと

への研修会・講演会の実施，総合相談窓口と

連携の促進（地域の相談窓口の設置，退院支

しての機能と関係機関との連絡調整，早期退

援・調整プログラムの導入，地域多職種連携

院支援，地域連携促進を行ってきた。また，

カンファレンス）
，④緩和ケア専門家による

プロジェクトに関与する看護師，診療所医師

診療・ケアの提供を柱とする複合介入が行わ

が，市内 ３ つのがん診療連携拠点病院の緩和

れた。

ケアカンファレンスに定期的に出席した。そ

制度や体制の組織的な変更を伴わない包括

こで在宅側から在宅で可能な医療手技，地域

的な地域緩和ケアプログラムによって生じる

で利用可能な医療資源等を明示して患者の受

最も大きい変化は地域ネットワークの構築で

け入れの可能性を示すことで，退院支援へ数

あり，医療福祉従事者の知識を改善して困難

多くつながった。さらに，長崎大学地域医療

感を軽減するのみならず，患者が希望する場

連携センターは，がんに限らず入院時に行わ

所，多くは自宅での生活を可能にし，かつ，

れるリスク・スクリーニングで「ハイリスク」

患者・遺族の緩和ケアの質評価やquality of

と判定された症例のうち在宅移行に課題のあ

lifeも間接的に改善しうることが示唆された。

る症例を検討する「ハイリスク・カンファラ

この変化をもたらした主たる介入のひとつは，

ンス」を開催したが，ここで，病院と在宅の

多職種連携カンファレンスをきっかけとして

スタッフが討議しスムーズな在宅移行に向け

各介入地域でさまざまなレベルで行われたカ

た具体的検討を行った。これにより，多くの

ンファレンスなどのコミュニケーション機

退院支援に結びついた。長崎市内のがん診療

会，緩和ケア専門家を中心に実施された緩和

連携拠点病院から退院して訪問診療または往

ケアセミナー，緩和ケア専門家からのサポー

診を導入した症例数を２００３年より経年的に集

ト， 退院支援・ 調整プログラムの導入であ

計したところ，２００８年より急激な増加が明

る。退院支援・調整プログラムによって，特

らかとなった（図 2 ）。在宅移行した患者数

に病院の医師・看護師の在宅の視点が増えた。

の増加比が多い病院では,「がんでも希望す

これらの変化は医師・ 看護師の困難感の改

れば最期まで在宅で過ごせると思うように

善として観察された。OPTIMで実践された

なった」
「自宅で過ごしたいか自分から尋ね

多職種連携カンファレンスの取り組みは，既

るようにしていた」
「容態が変わった時の対

に，在宅医療連携拠点事業に取り入れられて

応や連絡方法をあらかじめ決めるようになっ

いる。今後，緩和ケアや在宅医療の普及推進

た」
「投薬など, 患者・家族が自宅でもできる

を行なっていく際に大きな示唆を与える取り

ように入院中からシンプルにするようになっ

組みと思われる。

た」などの在宅の視点に関する質問に対して

Vol.49

No.2（通巻 ２４8 号）


9

図２

「そう思う」
と回答した頻度が有意に多かった。

急往診と看取りの実績を有する医療機関の評

在宅と病院医療者の交流を促進することに

価の引き上げを行った。また，複数の医療機

よって，病院医療者の在宅療養の認識を改善

関が連携してこの要件を満たすことも可とさ

し，結果的に在宅移行症例の増加につながっ

れている。Dr.ネットの会員が，２０１２年 ４ 月

たものと考えられた（文献 １ ）。

より始まった強化型の在宅療養支援診療所

また， 長崎市の自宅死率は， これまで県

に如何に対応しているかを明らかにするた

下 で 最 低 で あ っ た が，Dr.ネ ッ ト 設 立 以 来

め，２０１２年 ６ 月，長崎県内のDr.ネット会員

徐々に増加し，２００７年には県の平均を上回り，

で訪問診療を行なっている医師９３名（連携医，

２０１１年には県内で上位に位置している（図 3 ）

協力医の一部）に対しアンケート調査を行っ

（文献 ２ ）
。 長崎市での自宅死亡率， 病院か

た。有効回答は５０名（回答率５４％）だった。そ

ら在宅移行する症例の増加には， 長崎在宅

の結果，強化型の届出は２０名（４０％）で， ９ グ

Dr.ネットによる診療所連携とOPTIM（緩和

ループあった。これらはすべて連携型であっ

ケア普及のための地域プロジェクト）の効果

た。一方，従来型は，２４名（４８％）と多く，支

が大きく関与していると考えられる。

援診を届け出ていない者も ６ 名（１２％）だった。

Ⅳ．Dr.ネットの強化型在宅療養支援
診療所への対応

２０１２年 ４ 月に発足した強化型在宅療養支援

強化型の連携相手は，有床診と無床診の組み
合わせが９０％（１８名）で，２００床未満の病院と
無床診が ５ ％（ １ 名），すべて有床診が ５ ％
（ １ 名）， 無床診のみ ０ ％であった。 連携人

診療所は，２４時間の対応，緊急時の対応を充

数は ３ 〜 ９ 名であった（ ３ 名１５％， ４ 名 ５ ％，

実させる観点から，複数の医師が在籍し，緊

５ 名５０％， ６ 名 ５ ％， ８ 名２０％， ９ 名 ５ ％）。

10

人間の医学

図３

従来型の２４名のうち，今後強化型を目指すと

新規に参入するのは困難を伴うだろうと思わ

答えた者はわずか ４ 名で，２０名が目指さない

れる。

と答えた。その理由として，「強化型」にする

今後の在宅医療の普及のためには，強化型

とすべての患者に適応しなければならず，結

の推進よりむしろ，一般診療所または従来型

果的に患者の自己負担が増える，連携医が ３

の在宅支援診療所が，いかに無理なく訪問診

人以上必要でミーティングや情報共有がハー

療に参入できるようにするかが鍵となる。そ

ドルになる，代表連絡先が必要で連絡を受け

のためには，開業医向け在宅医療導入研修プ

る医療機関の負担が増える，地域的に連携可

ログラム（東大柏プロジェクトや日本医師会

能な医療機関が少ない，などが挙げられた。

在宅医リーダー研修会）を用いた診療所医師

Dr.ネットの中で，従来の主治医，副主治

の啓発が大切になる。さらに，都市部・町村

医制を活用してスムーズに強化型に移行した

部別にどう連携すべきかを考える必要があり，

会員がいたものの，その割合は全体の４０％に

町村部での医療連携の実践として，緩和ケア

過ぎなかった。そして，従来型の２４名中２０名

ネットワーク大田（島根）の事例共有や，都市

（８３％）
の会員が，強化型への移行に対し否定

部での連携の実践として，緩やかな診診連携

的な見解を示した。すなわち，強化型の制度

ネットワークの長崎在宅Dr.ネットの事例共

は，これまで在宅を頑張ってきた診療所や在

有等が良い参考になると思われる。

宅特化型診療所のインセンティブにはなった
と思われるが，その一方，上記問題等により，

Ⅴ．自宅死率を左右する要因

これから在宅医療を始めようとする診療所や

人口１０万対一般病床数と都道府県別自宅死

従来型の在宅医療要支援診療所が，強化型へ

率をプロットすると負の相関があることが分
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奈良
東京
神奈川

京都
全国
沖縄

埼玉
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長崎
宮崎
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鹿児島
福岡

熊本

北海道
大分

図４

資料：厚生労働省HP

平成23年人口動態統計、医師・歯科医師・薬剤師調査

統計表
（平成22年）

奈良

神奈川

自宅死亡率
（％）

千葉

埼玉

茨城

東京

兵庫
大阪

滋賀

静岡

三重
岐阜
福島

長野
沖縄
山梨
愛媛
栃木
全国
広島
新潟
愛知
宮城
群馬
福井
山形
山口
青森
富山
秋田
岩手
鹿児島
北海道 宮崎

和歌山
鳥取
香川
島根

京都

岡山

徳島
高知
石川
長崎
熊本
福岡
大分
佐賀

人口10万対医師数

図５

かる
（図 4 ）
。すなわち，病床数が少ない都道

プロットすると，殆んど相関がないことが分

府県ほど自宅死率が多い傾向がある。一方，

かる（図 5 ）。ところが，都道府県別高齢者千

人口１０万対の医師数と都道府県別自宅死率を

人あたり訪問看護利用数と自宅死率を見てみ

12

人間の医学

高齢者人口千人当たりの訪問看護利用実人数（人）

長野県
滋賀県
兵庫県
東京都
京都府

和歌山県
鳥取県

福島県
大阪府
青森県
神奈川県
岐阜県
広島県
宮城県
山形県
島根県 全国
岩手県
岡山県 山梨県
静岡県
新潟県
鹿児島県 石川県
北海道
三重県
愛媛県
茨城県
大分県
山口県
徳島県
愛知県
長崎県
千葉県
埼玉県
熊本県
群馬県
福岡県
富山県 秋田県
栃木県
沖縄県
宮崎県
高知県
佐賀県
香川県
福井県

奈良県

図６

図７

ると，正の相関があることがわかった（図 6 ）
。

変化を郡部と市部に分けてみると，市部は全

すなわち，高齢者で訪問看護の利用が多けれ

国平均とほぼ同様で横這いだが，郡部の自宅

ば自宅死は多くなる。更に，自宅死率の経年

死率は漸減しているのが分かる（図 7 ）。
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自宅死を増やすカギは訪問看護の充実にか

主導で相談支援業務を行いつつ，緩和ケアや

かっているということが分かる。これからの

在宅医療等に関する啓発業務，在宅医療提供

高齢多死の時代を支えるためには，訪問看護

機関等との連携を行うところは全国にも例が

の充実と郡部での自宅死の伸びを如何に推進

なく今後の成果を注目したい。

するかにかかっている。

２００８年以降， 長崎の病院での早期退院支

そして，全国の，在宅死を増やすには，自

援・ 調整， 地域連携ネットワークの熟成は

宅死の増加は限りがあるので，施設死を増や

大きく進んだ。 すなわち， 医師（長崎在宅

して，高齢者の訪問看護師利用者を増やして，

Dr.ネット）， 栄養士（ながさき栄養ケアス

特に郡部の在宅死を増やすべきと考える。

テーション），薬剤師（ながさき薬剤師在宅医

Ⅵ．多 職種連携，あじさいネットと長
崎市包括ケアまちんなかラウンジ

療研究会「P ネット」）
，訪問看護ステーショ
ン（ナースネット長崎），地域連携室（ながさ
き地域医療連携部門連絡協議会），歯科医（長

あじさいネットはインターネットを経由

崎県在宅デンタルネット）等の職種内のネッ

して患者同意のもと病院の診療情報を閲覧

トワークが次々と広がって，地域医療の連携

できるサービスである。２００４年長崎県大村

に寄与している。

市で発足し，２０１３年 ７ 月１５日現在で， 全登
録数２８,４９９名，会員数 ３２９名，情報閲覧施設
数１９７施設，情報提供病院数２１施設の巨大な
ネットワークとなっている。今後在宅医療の
分野など幅広い応用が期待されている。

Ⅶ．ホ スピス・在宅ケアの今後の目指
すべき方向性
高齢多死の時代が目前である。病院死には
限りがあるので，自宅や施設での看取りを増

OPTIM終了後の２０１１年 ４ 月，長崎市は，

やしていく必要がある。そのためには，医療

病気や障害を余儀なくされた患者やその家族

者への啓発が必要で，病院医師，病院看護師

が，安心して療養の場所を選択し生活ができ

に在宅の視点を持っていただくこと，まだ在

るよう，長崎がん相談支援センターが行って

宅医療を手がけていない診療所の先生に一人

きた
「医療支援機能」をがんに限定しないこと

でも多くの在宅患者を担っていただくことを

とし，介護・福祉の相談等の「包括的支援機

強力に推し進める必要がある。そして，高齢

能」
を併せ持つ総合相談窓口として「長崎市包

者人口千人当たり訪問看護利用者数と自宅死

括ケアまちんなかラウンジ」を設置するとと

率を都道府県別に見ると正の相関があること

もに，市民等に緩和ケアや在宅医療に関する

からも，訪問看護の利用を促進していくこと

普及・ 啓発等の事業を実施し， その運営を

が最も大きなカギを握っている。在宅療養支

長崎市医師会に委託することとなった。 現

援診療所に倣って，「強化型訪問看護ステー

在，①がん等に関する相談への医療支援と介

ション」など，単独で機能を強化した訪問看

護・福祉に関する相談とを合わせて行うワン

護ステーションや複数が連携することで同等

ストップ機能を備えた総合相談支援，②緩和

の評価を与える（連携型）のような制度改革が

ケアや在宅医療等に関する啓発業務，③在宅

望まれる。

医療提供機関等との連携，を事業の ３ つの柱
として業務を行っている。このように，行政
14

医療側の啓発に加えて，市民（患者・家族）
への情報発信が必要である。１９７６年に病院死
人間の医学

率が自宅死率を越して以来，在宅医療ができ

ない。

る，家で最期を迎えるということが脳裏に浮
かばないような状況が一般的になっているよ
うだ。病院で死が囲い込まれてきた時代の潮
流があるのかもしれない。このような状況を
打破するためには，看取り体験者の講話，児
童・学生に対するいのちの授業，在宅医療に
関する市民公開講座など地道な取り組みが必
要だろう。看取り文化の再構築に向けて注力
し，死を日常に取り戻していかなければなら

（参考文献）
１ ）白 髭 豊， 野 田 剛 稔， 北 條 美 能 留 ほ か：
OPTIMプ ロ ジ ェ ク ト 前 後 で の 病 院 か ら
在宅診療への移行率と病院医師・ 看護師
の 在 宅 の 視 点 の 変 化．Palliat Care Res

２０１２；７（２）： ３８９-９４
２ ）白髭 豊：長崎県における在宅医療の現状
と今後の方向性．長崎県医師会報 ８０３：３２
-４，２０１２

「あなたには買えない」
「産経新聞」
平成２５年 ８ 月１１日掲載記事です。
米国の人気司会者で大富豪の黒人女性のオプラ・ウィンフリーさん
（５９）が， ７ 月下旬に
友人の大物歌手ティナ・ターナーさん（７３）の結婚式に出席するため友人の住むスイスを訪
問した。オプラ・ウィンフリーさんがスイス・チューリッヒのブティックで高級バッグを
見せて貰おうとしたところ，店員から「あなたには買えない」と拒否された。
米ABCテレビによると彼女がワニ皮の高級バッグ（約３７０万円）を見せるように言ったと
ころ店員に「いいえ。これは高過ぎます」と断られた。再度頼んだが，「あなたの感情を傷付
けたくありません」と言われたため「多分私には買うお金がないのね」と店を出たという。メ
ディアで大活躍の彼女の昨年度の推定年収は７４億円。資産も２,７００億円という。バッグを購
入できない身分ではない。店側は「誤解があった。人種差別ではない」と釈明。しかし，ア
フリカ系米国人の彼女は，移民問題などを抱えるスイスに「（黒人差別）が存在する」と米テ
レビ番組で報道したことから，チューリッヒ観光局が謝罪する事態に発展した。
一報道記事を短くまとめました。教訓を含む記事と思いました。
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自

由

第５５４回自由交見

交

見

崎市医師会理事もメンバーに加わっています。
現在，医師会から年間 ３ 万円の活動費をいた

白髭豊先生の発表に際して

だいております。

高嶌恒男：東京都練馬区の薬局で地域の連携

足立大樹：有料老人ホームを含む高齢者施設

を模索しています。東京のような大学病院の

において，ホームの方針を理由に，ホームで

派閥や様々な思惑が絡む大都市で多職種連携

の看取りを行えない事例がありますが，地域

によるネットワークを作って高齢者対策を進

連携にこのような施設を巻き込む方策はあり

めるための良い方法はありますでしょうか。

ますでしょうか。

白髭： ネットワーク作りの難しいことは理

白髭：特別養護老人ホームは，法的な変更が

解できます。 まず訪問看護師やケアマネー

必要です。有料老人ホームについては，ほん

ジャーを含めた多職種の連携から始めるのも

とうにむずかしいですね。

手ではないかと思います。なお，地域包括ケ

鈴木

アを進めていくには，やはり医師会にしっか

件だけ有料老人ホームに素晴らしい管理者が

りしてもらうことが重要だと思います。

いらして，ホームでの在宅死を希望されたご

村田由佳：長崎市は有床診療所が都市部に比

家族と本人には私を紹介してくださいます。

べて多いてすね。東京では激減しています。

癌の方，認知症で癌の方がホームでお看取り

有床診療所は長崎在宅Dr.ネットの中でどの

をすることが多くなっています。

ように活用されていますか。

永井友二郎：白髭先生のご活動，有意義な地

白髭：レスパイトとして，在宅の方に一時的

域医療のネットワークに感銘を受けました。

に入院していただいています。また，病院か

この活動は地域における診療水準を上げるだ

ら紹介を受けて，退院したものの在宅に戻り

けでなく医療事故を減らす働きがあると考え

にくい事情を抱えた方の一時的な受け皿とし

られます。医療事故についてネットワークの

て活用されています。

ない地域と比べた調査などをされたことはあ

土橋正彦：千葉県市川市で開業しております。

りますか。

長崎在宅Dr.ネットは，医師会の外部組織と

白髭：Dr.ネットで医療事故に向き合ったこ

してスタートしたとお聞きしましたが，事業

とはありませんが，医師会の中には医療事故

の開始時には有効な対応だったと思います。

に対する担当が，正面から向き合っています。

医師会会員全員が在宅医療を行っているわけ

永井：医療事故は医療全体の中で悲しいこと

ではなく，思い通りのシステムを立ち上げる

で，あってはならない，ほしくないことであ

には，まずは地域グループを中心に行うのが

りますが，間違いを起こすこともあります。

良い方法と思いましたが，いかがでしょうか。

３０年前ですが，私どもが ２ 回ほど共同調査し

白髭：当Dr.ネットは，当初，医師会外の自

た医療事故の実態（ほとんどのドクターは １

発グループとして始めましたが，現在は，長

件は経験していました。）と併せてご検討いた

崎市医師会の部会として活動しています。長

だければと思います。

16
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第５５５回「実地医家のための会」１０月例会

総合診療専門医を考える

新しい総合診療専門医制度の動向とそのインパクト�����������������������前野

哲博

自由交見

日

時：平成２５年１０月１３日（日）午後 2 時〜 5 時

場

所：東京医科歯科大学

３ 号館 ３ 階

医学科講義室 2

テーマ：総合診療専門医を考える
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５５回（１０月）例会「総合診療専門医を考える」

新しい総合診療専門医制度の動向と
そのインパクト
前
１

野

哲

博

はじめに
最近，プライマリ・ケアで活躍する総合診

療医の存在が大きくクローズアップされるよ
うになり，２０１７年度からは総合診療専門医制
度が新しく導入されます。その目指す医師像
は，おそらく
「実地医家のための会」のコンセ
プトと大きく違わないのではないかと思いま
すが，どうしてそれが最近になって急に注目
を集めるようになったのか。そして，その医
師養成プログラムを体系化するために，今ど
のような動きが起こっているのか。私は現在，
日本プライマリ・ケア連合学会で専門医制度
に関する仕事にも関わっておりますので，そ
の最新情報も含めましてお話ししたいと思い
ます。

２

総合診療とは
総合診療科というと，よく「幅広く何でも

診る」
とか
「初診患者の診断をつけて該当する
専門医に振り分ける」という印象を持たれる
ことが多いのですが，私は，総合診療医の最
終目標は
「場を診る」
「まるごと診る」
「ずっと
診る」の ３ つであり，「幅広く何でも診る」能

まえの

てつひろ

筑波大学附属病院総合診療科，日本プライマ
リ・ケア連合学会副理事長
18
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図 １ 「場」
を診る

力は，そのための手段に過ぎないと考えてい

もらうことができます。医師がこのような役

ます。

割を務めるためには，やはり総合診療能力が

図 1 をご覧ください。地域という「場」には，

必要になります。

このようなさまざまな臓器の問題，医療だけ

そして，「ずっと診る」という視点につい

ではなく予防や心理社会的問題が生じていま

てです。たとえば近くに住む家族から，「先

すし，対象者も子供から寝たきりの高齢者ま

生，私たちが何か病気になったら診てもらえ

でさまざまです。決して，「心臓病だけの街」

ますか」と聞かれた時，「うーん，○○の病気

や
「子供だけの街」
があるわけではありません。

だったら診てあげるけどねえ…」では，主治

そうすると，たとえば「○○町△△地区に住

医とは言えないわけです。そこで医師が「え

む人びとの健康を守る」というような「場」を

え，困ったことがあったら何でも言ってくだ

診る医療を行うなら，総合診療医としての能

さい」と答えられるとすれば，それは総合診

力が必要になります。

療能力を持っているからに他なりません。

次に
「まるごと診る」について考えてみたい

つまり，総合診療能力は，それを修得する

と思います。図 2 の女性は，膝痛，咳，胸痛，

こと自体が目的なのではなく，ここまで述べ

めまいという問題を抱えています。これを臓

てきた医師像である「場を診る」
「まるごと診

器専門医のみで対応すると上の図になるわけ

る」
「ずっと診る」医療を実現するために必要

です。これでは，たとえばこの女性が腹痛を

な手段であると思っています。ちなみにこの

自覚したら，また別の診療科にかからなけれ

医師像は，患者の視点に置き換えると「近く

ばならなくなってしまいます。そこで下の図

で」
「どんなことも」
「いつでも」診てくれる医

のように，患者が自分の抱える健康問題につ

師です。これはまさに地域医療で求められる

いてどんなことでも信頼して相談できる医師

医師像であり，このことが「地域医療の核と

がいれば，新たな問題が起こっても対応して

なる存在」として総合診療医が期待されてい

もらえますし，必要があれば適切に紹介して

る理由であると考えております。
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図２

３

総合診療医への期待
最近，総合診療医の存在については，もの

まるごと診る

まざまなサービスがあって，患者の状態に合
わせてそれを組み合わせて利用するシステム
が一般的になっています。

すごい勢いで注目が集まっております。その

このような複雑なシステムを効果的に運用

背景として一番大きいのは，超高齢社会の到

していくには，全体的な視点からこれをマネ

来と，生活習慣病に代表される慢性疾患の増

ジメントできる人材が必要であることはいう

加です。近年，複数の健康問題を抱えた高齢

までもありません。先に述べた「地域を診る

者が，医療や介護などのさまざまなサポート

医師」である総合診療医はまさに適任であり，

を受けながら，地域で家族とともに長く生活

これが総合診療医への大きな期待につながっ

していくケースが増えてきました。また同時

ているわけです。

に医療機関も，急性期・回復期・慢性期と機

ちなみに，地域医療と総合診療の話をする

能分化し，さらに訪問診療や介護施設などさ

と，よく総合診療医の仕事は診療所だけです

20
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表１

総合診療専門医が備えるべき臨床能力の例示
（一人の専門医が，以下のすべての項目を実践できること）

◦外来で
─健診で初めて高血圧を指摘された患者について，疾患の説明，二次性高血圧
の除外，食事運動指導，自宅血圧管理指導，禁煙指導ができる
─不眠と頭痛で受診した患者について，うつ病を的確に診断し，自殺念慮を確
認して精神科に適切にコンサルトできる
─動悸，全身倦怠で受診した患者について，適切な鑑別診断を行ってバセドウ
病と診断し，抗甲状腺薬による治療を開始できる
─女性の月経前症候群や更年期障害の診断と治療を行い，必要に応じて専門科
にコンサルテーションできる。
─小児の予防接種について，母親に正確に説明し，適切に実施できる
◦救急当直で
─気管支喘息中発作で受診した小児患者にガイドラインに準拠した治療を行っ
て，翌日の小児科外来受診を指示できる
─テニスのプレー中に転倒して足首痛を訴える患者について，適切な初期評価・
治療，および必要に応じて固定まで行い，整形外科受診を指示できる。
─胸背部痛で受診した患者について，大動脈解離と診断して循環器外科医に適
切にコンサルトできる。
─鼻出血で受診した患者について，止血処置を含めた適切な初期対応ができる
─食欲不振，ADL低下で受診した高齢患者について，肺炎と診断して入院の判
断ができる。
◦病棟で
─脳梗塞後遺症，認知症，糖尿病があり，誤嚥性肺炎で入院した高齢患者の全
体のマネジメントができる
─様々な症状緩和や倫理面の配慮を含めた癌・非癌患者の緩和医療ができる
─熱中症で入院した独居老人について，脱水の補正を行い，全身状態の改善を
図るとともに，退院後のケアプランの調整ができる。
─不明熱で入院した患者について全身精査を行い，悪性リンパ腫を疑って血液
内科専門医にコンサルトできる。
─外科の依頼を受けて，糖尿病患者の周術期の血糖コントロールができる
◦地域で
─寝たきりで褥瘡を作った患者の訪問診療を行い，褥瘡の治療を行うとともに，
ケアマネージャーや介護職と相談して，ケアプランを見直すことができる
─COPDで在宅酸素療法を受けている患者の医学的管理を行うとともに，訪問
看護師，理学療法士と協力して，ADLの維持に努めることができる
─学校医として，小学生の健康管理と学校への適切な助言ができる
─地域住民を対象として，禁煙教室を開催できる
─地方自治体の担当者と協力して，子宮頚癌ワクチンの導入に関する協議に参
画できる

かという質問をいただくことがありますが，

などは，地域医療の事情を十分理解している

決してそんなことはありません。たとえば，

総合診療医が病院に勤務していなければ難し

高血圧や風邪であれば診療所で良いかもしれ

いと思います。つまり，地域医療を支えるに

ませんが，肺炎や虫垂炎だったら入院が必要

は，診療所にも病院にも総合診療医が必要な

ですし，在宅患者の誤嚥性肺炎の入院管理や，

のです。

その後在宅に戻るときのケアプランの見直し
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図３

４

研修プログラムの一例

総合診療専門医制度の導入

が提示している「総合診療専門医が備えるべ
き臨床能力の例示」を表に示します。ここで

総合診療医をめぐる最大のトピックは，な

重要なことは，「一人の専門医が，提示した

んと言っても総合診療専門医制度の導入で

すべての項目を実践できる」ことです。それ

しょう。最初に，専門医制度改革の大まかな

ぞれの診療場面自体の難易度は，当該診療科

流れについてお話ししておきたいと思います

にとってそれほど高いわけではありませんが，

が，これまでの専門医制度の問題として，そ

ここに例示したすべての場面に対応できる能

れぞれの学会主導で作られていたために，制

力を修得するには，周到に計画された研修プ

度によって基準もまちまちであり，その認定

ログラムの下で体系的なトレーニングを受け

も，ともすれば質の担保よりも現状追認に流

る必要があることは明らかです。

れがちな部分があることが指摘されていまし

新制度の導入は２０１７年度で，まだ公式な研

た。そのため今回の制度改革では，中立的な

修プログラムは決まっていませんが，日本プ

第三者機関が，プログラム，研修施設，指導

ライマリ・ケア連合学会では，それに先駆け

医，試験などをきちんと認定して標準化と質

て，これまでの家庭医療専門医制度を見直し

の担保を図っていくことになりました。また，

た学会独自の新しい専門医制度を２０１４年度か

専門医の構成を見直して，基本領域とサブス

らスタートさせることになりました。これは，

ペシャルティ領域の ２ 段階構造にしたこと，

これまでの総合診療専門医を巡るさまざまな

そして基本領域の専門医の一つとして新たに

議論を踏まえ，現在予想しうる新制度下の総

総合診療専門医制度を導入することなどが提

合診療専門医の養成プログラムに可能な限り

唱されています。

近づけたものとなっておりますので，参考に

総合診療専門医の持つ「専門性」については，

していただければと思います（図 3 ）。

手術や検査手技などのわかりやすい専門技術

このなかで，総合診療専門研修は１８カ月以

がないので，なかなかわかりにくい部分があ

上とされ，診療所・小病院，病院総合診療部

ります。そこで，プライマリ・ケア連合学会

門の両方を少なくとも半年以上ずつ経験する

22
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気に広がります。何より，総合診療に興味の
ある学生・研修医はたくさんいても，進路と
して選択しない人が多い最大の理由は将来の
キャリアに対する不安でしたから，そのイン
パクトは非常に大きいと思います。それから，
もうしばらくすると地域枠で入学した医学生
が卒業の時期を迎えますが，その人数は年間
１４００人以上，つまり医学生の ７ 人に １ 人とい
う数に上ります。彼らの中には基本領域の専
門医として「地域医療の核となる存在」である
ことが必須となっています。また，必修の領

総合診療専門医を選ぶ人が多いことが予想さ

域別研修として，内科 ６ カ月，小児科 ３ カ月，

れますから，その意味でも総合診療医を目指

救急 ３ カ月が設定されています。

す人は急速に増えていくと思います。

５

総合診療専門医のゆくえ

このような動きを控え，研修プログラムを
量的にも質的にも充実させることが急務と

今回の総合診療専門医制度の導入は，これ

なっています。我々の学会でももちろん努力

からの若手医師のキャリア選択において非常

はしますが，実際に地域医療に真摯に取り組

に大きなインパクトを与えることになると思

んでおられる実地医家の先生方のご協力なく

います。基本領域に位置づけられたことで制

しては実現できないと思っております。これ

度の整備も急速に進むでしょうし，総合診療

からも，プライマリ・ケアの充実のため，ご

医からサブスペシャルティ領域に進むプログ

理解とご支援をいただきますよう，よろしく

ラムが明確になれば，キャリアの多様性も一

お願い申し上げます。
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自

由

第５５５回自由交見

交

見

家のための会が推進してきた道以外にない。
ぜひこれを国全体の方向，医療教育の方向と

前野哲博先生の発表に際して

していきたい」といわれ励まされたことがあ

佐藤順子：家庭医療専門医の資格を持ってい

りました。今日のお話はこの方向が医療行政

ますが，それを維持するための小児診療の場

の中でも進みつつある実態であろうと思うの

がなかなか得られないことが悩みです。どの

ですが，そう理解してよいでしょうか。

ように探したらよいか，また，日本プライマ

前野：社会の民度は高まっているのに対して

リ・ケア連合学会
（以下，プ・ケ学会）として

医療者（大学）は十分に認識していないもどか

小児科の医療機関に働きかけてはいただけな

しさを感じています。しかし，そういう声が

いでしょうか。

大きくなってきて，ターニングポイントが訪

前野：今は，専門医の小児科領域の更新は ５

れるのではないかと思います。

年間で １ 例か ２ 例診ればできるので，休日診

高玉真光：私にはプ・ケ学会のシニアレジデ

療所で働くなどでも維持はできるでしょう。

ントの小児科研修に困難な点がありますので，

プライマリ・ケア診療を行っている地域の小

近くの病院の小児科にお願いしたいと思って

児科の情報を共有できるようにすることも必

おりますが，いかがでしょうか。

要だと思います。

前野：小児科の研修期間は ３ カ月で，外来，

石橋幸滋：PCMFネットに相談をしてみたり，

病棟を経験する必要があります。総合診療専

地域の小児科を標榜している施設に勉強させ

門研修Ⅰでは，小学生までを含めて小児科診

てほしい旨を相談したりすると道が開けるか

療を ５ ％以上行っている施設や，同一地域の

もしれません。プ・ケ学会としても，こうし

小児患者を診ている先生の所に研修に行くこ

た悩みに対応するシステムづくりが課題です。

とも可能です。

遠藤

敏： １ ）総合診療専門医の研修期間の

向平

淳：プ・ケ学会の総合診療専門医への

３ 年間に初期研修の ２ 年間は含まれますか。

スケジュールを伺い，たいへん心強い印象を

２ ）総合診療専門医の研修施設には指導医が

持ちました。プ・ケ学会が他学会に先駆けて

いることが必須ですか。

具体的な成果を早く実現されることを願いま

前野： １ ）初期研修 ２ 年のあとに ３ 年間の後

す。個人的には，内科小児科の開業医として

期研修期間が必要です。

両方の専門医である後継の娘に，不足部分を

２ ）総合診療専門医の研修施設には指導医

補うべく総合医療専門医の資格も取らせたい

がいなければなりません。また，経験豊かな

と考えました。

プ・ケ学会の認定医が講習を受けて試験に受

松坂

かると指導医として認められます。

５０年になります。これからは若い人たちの養

永井友二郎： ７ ～ ８ 年前，当時厚生労働省事

成を普及させることが一番重要だと思います

務次官だった辻哲夫氏から「日本のこれから

が，政界や財界の人々でも医療界で臨床に携

の医療の柱・方向は，永井先生たちの実地医

わる人でも総合診療専門医への認識が薄いよ
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勲：内科，小児科もまんべんなく診て
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うに思います。国としての財政的支援あるい

間学といったような哲学的な議論が必要であ

は認定医になるためのインセンティブ的メ

ると考えています。

リットを獲得するような意図はあるのでしょ

２ ）実地医家のための会の永井友二郎先生

うか。

の戦場での死の体験から始まる医療観は非常

前野：その辺についてはこれから議論されて

に大事であると考えています。

いくと思いますが，私は資格を取ることの義

３ ）大学教育では診断し，治療（処方）した

務付けはすべきではないと考えます。総合診

あと，責任をもって経過を追うというかかわ

療専門医という看板を掲げた人はどんな研修

りが少し足りないのではないか，その過程の

を受けてどんな医療を行う能力を持っている

中にすべてがあると考えています。

かを示すことが現実的な落とし所と思ってい

前野： １ ）先ほどのスライドは対立ではなく

ます。

両方を幅広く診るという広がりを示しました。

松坂：むしろプ・ケ学会として将来に向けて

そこにアイデンティティがあり専門性がある

プライマリ・ケアのシステムの充実発展を実

という意味を説明させていただきました。

現すれば良いのではないかと思います。

３ ）大学が経過を診ないのは，国の医療政

前野：学生，研修医にゴール（資格）を目指す

策が大学病院をそのように位置づけているた

ことを示すことが大切だと思っています。

めです。特定機能病院では，外科の先生が手

鈴木荘一：私は開業５０年の内科医です。近く

術をしたらさっさと返す，そして次の患者を

に小児科医がおりますので，患者さんは選別

入れる，術後経過は地域で診てくださいとい

して受診しております。

うことです。私は大学でしか教育しないこと

私が旧日本プライマリ・ケア学会内の専門

がいけないのだと考えます。こうした大学教

医試験にかかわった折に，オスキー面接試験

育だけで完結したらバランスが悪いので，一

に効果を認めました。老人，小児，妊産婦ら

人の医学生が卒業までに，さまざまなそのあ

との面接を評価するものです。医師には知識

との経過を診ることをきっちり学べる仕組み

とともに情熱，意欲が大切であり，総合診療

をつくっていかなくてはいけないと思います。

専門医にはペーパーテストだけでなく，ぜひ

うちの大学では学外実習期間を充実させて，

受験者の人間的な評価ができる面接テストを

そこに指導医を派遣しています。

導入してほしいと思います。受験者が多いと

石橋幸滋：マインドの部分を教育して評価し

物理的に大変でしょうが。

ていくのはとても難しいように思いますが。

前野：専門医試験ではオスキーを取り入れて

前野：態度領域の教育が一番難しいと思いま

います。受験者が多い認定医では，実際難し

す。態度領域は仕組まれたものがないところ

いのですが，取り入れるように考えていきた

で学ぶ部分が大きいので，良い態度を体系的

いと思います。

に教育するのが非常に難しい。一ついえるこ

大平常元： 仙台でメンタルクリニックを開

とは，先生の背中を「見る」
「感じる」機会を

業しています。 １ ）先ほどのスライドにあっ

用意する，経験をきちんと学びにつなげる機

たいくつかの対立概念（患者と医師，地域と

会（ディスカッション）や，プログラムの途中

病院，総合と専門，在宅と病院など）の中で，

途中で振り返る機会をつくることだと思いま

それらをまとめる上位概念として，例えば人

す。出口である試験だけでなく，そのプロセ
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スもしっかりチェックする仕掛けをつくって

つ患者さんよりも，例えば高血圧などをかか

いくことだと思います。

えて，定期的に総合診療医にかかる患者さん

松村真司： １ ）内科が総合診療専門医を受け

のほうが多いのです。そういう患者さんが骨

入れないのではないか。２０１７年の総合診療専

盤を骨折した場合も，専門医で治療したあと

門医制度導入後の内科と総合診療の関係性の

に総合診療医に戻ってきますから，患者さん

見直しについては。

が減ることはないと思います。

２ ）総合診療専門医というが，総合診療医
（ジェネラル）
と専門医（スペシャル）とは対立
する概念ではないか。
３ ）国民からのニーズがないのではないか。

村松： ２ ）私がアメリカにいたのは十数年前
ですが，プライマリ・ケアを担当する家庭医，
内科医，小児科医などの専門医は，収入がほ
とんどありません。手技のある消化器科医や

自分の子供が病気になったときに，そういう

外科医のほうが収入は非常に高く，プライマ

医者には診てもらいたくないと，ある医者も

リ・ケア医はあまりもうからないことになっ

語っていました。

ています。その代わりに看護職や，医師の中

前野： １ ）総合診療専門医制度導入後は，現

でもアメリカ出身でない外国人の医師が担当

在とは異なるものになると思われますが，少

することが多いと聞いています。

なくとも臓器別内科とは対立しなくなると思
います。

日本では逆で，プライマリ・ケア医のほう
が病院の勤務医よりも，収入は非常に良いで

２ ）総合診療と専門という概念は使用して

す。国が財政的な面で一所懸命，総合診療医

いくにつれて定着すると思います。総合診療

をサポートしてくれていますが，今後，それ

がどれだけ広がるかにかかっていますが。

が変わる可能性はあると，私は思います。一

３ ）国民からのニーズは「ある」か「ない」か

番起こり得るのは，さきほどの国民のニーズ

のオール・オア・ナッシングではありません。

の話と関連しますが，「それは医者の仕事で

国民
（患者）
が望む医師とのかかわり方はいろ

はないのでは」
「医者よりもきちんとできる

いろあり，地域によっても異なります。一定

人がいるのでは」などという議論になったと

数の国民からは求める声はあるはずだし，そ

きに，どうなるのかなと少し考えています。

れに応えるべきであると考えます。

石橋：いわゆるナース・プラクティショナー

佐藤安正： １ ）総合診療専門医のメリットを

のようなナースがもっと独立して活動する時

お尋ねします。例えば急性腹症の患者を胃穿

代が来るかもしれません。そうなったときに

孔と診断したら消化器専門医に，重症の骨盤

総合診療医はどうなるか。アメリカのように

骨折なども整形外科専門医に送ることになり，

専門医にかかる前に必ず通らないといけない

総合診療だけでは患者を継続して診られず経

ところとして収入を確保する時代が来るかど

営が大変になるのでは。

うかですね。不安な部分はありますが，専門

２ ）プライマリ・ケアの大先輩であるアメ

医とて不安な部分はいくらでもあります。今

リカのプライマリ・ケア専門医はどういう形

の専門医の数がそのまま残るのはおそらく無

で経営を克服しているかを，松村先生のお考

理で，総合診療医も同じです。今の医学部の

えも併せてお聞かせください。

定員数をこのまま続けていけば，医者が医者

前野： １ ）専門医が必要となる健康問題を持

でなくなる時代が来てもおかしくないような
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気がします。そういう中で自分たちがどう生

修プログラム例は，診療所に来るのが ２ 年目

き残っていくかということだと思います。

となっていますが，私は １ 年目にそれを経験

永井：実地医家のための会を長年やっていま

させたほうが良いのかと思います。私はデン

した間に東京慈恵会医科大学の学長だった阿

マークとイギリスとオランダの家庭医を調べ

部正和先生が私たちに「大学では先端医学と

ていますが，デンマークでは １ 年目に（診療

先端技術，学理などは教えることができるが，

所を）探すとことをしておりました。

ほんとうのいい医療あるべき医療というもの

２ ）イギリス，オランダ，デンマークでは

は教えることができないから，君たちが毎日

家庭医が専門医として扱われており，先ほど

やっておられるいい医療の実態を学生たちに

の話に出ました総合医と専門医の矛盾はない

見せてやってほしい。ついては，学生に家庭

と思っています。イギリスではブレアの改革

医実習をさせたいからお願いしたい」といわ

により家庭医の人気がどんどん上がり，あら

れ，以後２０年以上，これが続いています。今

ゆる職業の中で最も尊敬される職業になった

日の総合診療の問題の核心もここにあると思

と，イギリスでただ一人の日本人で家庭医を

います。

されている先生が仰っていました。

そして，この私たち医療の中心は「医師と

３ ）医学教育ではケアのことをあまりにも

患者さんとの間のことばの取り交わし」にあ

教えていないので，特に認知症ケアもよく教

ることがたいへん大事なことで，総合医療に

えていただきたいなと思いました。また，精

おける
「ことば」
の問題はいっそう大きく大事

神科の教育が精神病院という特殊な所で行わ

に扱い，育てていく必要があると考えます。

れていますが，どうも問題が起きているとい

前野：仰るとおりだと思います。医療はもと

うことで，東大の笠井清登教授らが精神科の

もと国民のためにあります。皆さんに安心し

教育ができるような診療所をつくっておられ

てできるだけ健康に暮らしていただくために

る最中です。精神科の研修のところは注意深

あるわけですから。そういうニーズの高まり

くしていただけたらと思います。

に我々はもっと敏感になり，それを大事にす

４ ）予防接種にかかわれば小児科医の経験

るべきだと思います。 大学の医学教育も変

にカウントするというお話がありましたが，

わっていかなければならないし，地域の先生

少なくとも子宮頸癌ワクチンは，予防すると

方も医学生を教えるのは大学の仕事と思わず，

いうエビデンスがまだ出ていないのにもかか

自分たちでいい地域，明るい社会を育てる努

わらず一般的に勧められています。

力をしていただきたい，ミッションを共有し

総合診療専門医の一般への喧伝について話

て協力していただくしかないと思います。

を戻しますと，私はまずメディアを通して国

石橋：総合診療専門医は患者さんからいかに

民に伝えることだと思います。朝日新聞や毎

信頼されるかにかかっていると思います。そ

日新聞などの記者に集まってもらって，今日

こで，総合診療専門医を一般向けにどう喧伝

のようなレクチャーをしていただくこと。何

していくかが次のステップです。その辺につ

よりもここにこんな素敵な総合医がいらっ

いて大熊さん一言アドバイスを。

しゃるという見本を人間味豊かに描いてもら

大熊由紀子：その前に，ここまで話を伺って

うと良いのではないでしょうか。

感じたことをお話しします。 １ ）先ほどの研

石橋：「総合診療医は地域を診る」ということ
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は，治療だけでなく，地域を元気にするとい

前野：河北サテライトクリニックでプログラ

うことが入ってこなくてはいけないと思いま

ムを ４ 年にすることは自由にできます。ただ，

す。そのほうが一般の方にはわかりやすい。

後期研修医が ３ 年というのは専門医制度であ

地域を元気にするということは病気にならな

り，なかなか動かしづらいところです。あと

いようにする，病気になっても人生を楽しめ

は，初期研修の中で内科を長くやってきた人

るようにする，そういうところを一般の人た

と短くやってきた人で後期研修のバランスを

ちに強調していただきたい。もう一つは，家

変えるなどの工夫をすることはできます。

で安心して死ねることを手助けするのが総合

石橋：内科の研修を ３ 年にしたら内科を診る

診療医ですね。いい終わりをつくってあげる

ことができるようになるかというと，はっき

ことだと思います。そのためにはいろんなこ

りいって外来を診るのは難しいです。総合診

とがかかわってきて，予防医療も介護も全部

療医の働きとして地域を想定するのなら， ３

入ってくる。それを行う医師が，またそうい

年の研修が終わったところからきっちりやっ

う医師を育てるのが総合診療医だということ

ていく体制をつくることです。これは何かと

を伝えていただきたいと思います。

いうと，私はグループ診療だと思います。ア

専門医というのは入口です。専門医の資格

メリカなどでは開業医がそういうシステムを

を取って総合診療医の第一歩を踏み出した若

取っている所が結構あります。これがいいの

い人たちには，地域に出て地域の先生方とと

は，教えてもらえることです。１０年くらいで

もに地域を良くすることにかかわってもらう

医師が循環し， １ 人がやめると，また新しい

ことだと思います。そこには専門医や総合診

方が入ってくる。そういうグループで診なが

療や，いろんな職種の方がいます。そういう

ら教え，教えてもらいながら育っていくとい

方々と一緒に地域医療をしていく出発点なの

う体制があるかと思います。

だということを強調し，皆さんと一緒にやっ

永 井： 私 は 今 の 総 合 医 療 と い う 言 葉 は，

ていきましょうと訴えると，総合診療医って

ちょっと新しい言葉であって，多少なじみに

こういう人たちということが，一般の人たち

くいと感じます。総合医療という言葉を，先

にはわかりやすいかと思います。

ほどお話ししました阿部正和先生が，私たち

吉津みさき： われわれ河北サテライトクリ

に家庭医実習をぜひ頼みたいと仰ったときの

ニックでも研修医が毎年 ２ 人から ３ 人入って

「ほんとうの医療」とか「あるべき医療」という

きます。今困っているのは，初期研修 ２ 年か

言葉と置き換えて，少なくともカッコして，

ら後期研修 ３ 年
（家庭医療専門医プログラム）

今後ぜひ国を挙げて使ってほしいとつくづく

を始める場合，初期医療での内科研修の期間

思います。それが，国民に対する総合医療を

が短く，内科臨床研修を後期研修の中で十分

よく浸透させ理解させる力になると思います。

に行うことが難しいことです。こちらで専門

前野：江戸時代までは総合診療医しかいませ

医を取って出た研修医も，やはり ３ 年では足

んでした。その形，暮らしに密着したスタン

りないというので，ほかのところでさらに研

スの医療が，今求められていると思います。

修するということがあります。
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第５５６回「実地医家のための会」１１月例会

第 ７ 回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー

WS１６「ベテランから若手へ診療のコツ伝授」
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■第 ７ 回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー

WS１６「ベテランから若手へ診療のコツ伝
授」に参加して
水

野

融

おりしも，近くの神社で神農祭の準備がな
されていた。神農さんはお薬の神様である。
今回の企画は小児から高齢者まで患者の心を
つかむ技というテーマで，多職種参加により
活発な質疑応答が行われた。
１ ．思春期の悩みとその対応
（今本内科医院

今本千衣子先生）

今本先生はお医者さまで，かつ臨床心理士
でもある。患者として来院しているのに機嫌
悪そうで，反抗的に見える思春期・青年期の
人たちに，心を開かせる技の伝授である。
子供扱いしない，さりげなく体調を尋ねる，
親が同席しない状態で聞いてみる，わかった
おとし

ふりをしない，他人を貶めるようなことはし
ないなどで，アプローチしていくとよい。彼
らのヘルプコールと隠れたニーズを読み取る，
これはなかなか難しい。家族背景を知ってい
るのはプライマリ・ケア医の強みであるし，
それぞれの専門家＝保健師・児童相談員・小

は大いなる誤解である。人間の子供は勝手に

児科医・婦人科医・精神科医・スクールカウ

は育たないのである。

ンセラーに，繋ぐ橋渡しができる。また，問

２ ． 健診・ 検診の場におけるコミュニケー

診票の工夫なども教えていただいた。終わり

ションの‘こつ’成年から高齢者まで

に，
「それぞれの人が思春期に花の咲く育児

（川西市医師会メディカルセンター

をいたしましょう，子育ては何よりも大切な

梶山泰

男先生）

大仕事」と述べられた。実際最近では，子育

診療は外科から内科まで， サイクリング

てはついでの事のように思われがちで，それ

ディレクター １ 級，食，栄養学，と幅広い活

みずの

躍をされている梶山先生からは， 現代の健

とおる

京都府京都市・岡田医院
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診・検診の重要性と，診察の要点，もう一度
人間の医学

来る気にさせる技の伝授である。実際せっか
く健診を受けても結果を放置してしまう，見
ずに捨てる人もある。
初対面の受診者への親切な接し方，細やか
な指導，楽しい指導，また，具体的な指導に
より，無関心期にある受診者を引きこみ，結
果を聴きに来られたり，保健指導を受けに来
られる環境をつくることが重要と述べられた。
筆者水野は健診は専門ではない。特定健診は
受託しているけれども，無関心期にある方は
実に難しい。また，ありとあらゆる相談をし
かけてくる長い長い話の受診者に辟易するな
ど，うまくできない。正しい保健指導をする

（北里大学公衆衛生学助教・所沢市瀬戸病院
産婦人科

太田寛先生）

妊娠前にしておくこと。子宮頸癌検診・葉
酸サプリ接種・風疹ワクチン‼

こと， １ 分間禁煙指導，血圧測定の手順，食

妊娠と同時に子宮頸癌が発見されることに

事指導，運動指導など相手の心に届く保健指

よる苦しみは大変なものである。葉酸不足に

導について，教えていただいた。

よる無脳児は葉酸を忘れず接種することで防

３ ．小児救急のピットフォール

止できる。先天性風疹児症候群は風疹ワクチ

（わざクリニック

和座一弘先生，松戸市立

病院小児医療センター

平本龍吾先生）

化膿性髄膜炎・腸重積症・急性虫垂炎・急

ンを接種し，また周辺で流行させないことで
防止できるのである。
妊娠中の処方薬についての注意，２８週以降

性陰嚢症・急性喉頭蓋炎・絞扼性イレウスなど，

はNSAIDs禁忌である。胎児の早期動脈管閉

小児は物言わないため診断が難しい。グルー

鎖をおこす。授乳中は必要最低限は使用し，

プワークで小児救急の疾患について検討し，

抗がん剤・チガソン以外は授乳は継続可。ス

各疾患についての講義を受けた。吸気喘鳴は

トップさせると乳腺炎になる可能性。等々，

急性喉頭蓋炎も考える，ガス像のない腹部膨

多くのことを教えていただいた。

満に注意などとても親切な御講義であった。

先天性風疹児症候群を巡る復讐劇をアガ

４ ． 妊婦・ 妊娠する予定のある女性の診療

サ・クリスティが書いている。興味ある方は

安心して妊娠子育てできるように

御一読を。映画化もされております。
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■第 ７ 回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー

WS１６「ベテランから若手へ診療のコツ伝授
～小児から高齢者まで患者の心をつかむ技〜」
企画責任者の立場から
外

山

学

３ 学会合併後，大阪でプライマリ・ケア連
合学会の秋季生涯教育セミナーが開催される
のが恒例となり，そこで実地医家のための会
が企画を担当するのも，今回で ３ 回目を迎え
ることとなった。過去 ２ 回は，永井友二郎先
生をはじめ，本会会員を中心としたベテラン
開業医の体験に基づくアドバイスが主体の内
容であったが，今回は，趣向を変えることと
なった。すなわち，半分の時間を， ４ 月の例
会で好評であった，プライマリ・ケア連合学
会の「子育てメールワーキンググループ」に

も不十分で浅いものにしかならない，もう少

よる乳幼児のケアに関するワークショップ

し絞ったものにしたいと考え，普段の勉強会

（WS）に充て，同ワーキンググループ代表の

等では扱われにくいテーマとして「コミュニ

和座一弘先生のご担当のもと，平本龍吾先生

ケーションの取りにくい層」に焦点をあてる

（松戸市立病院小児科），太田寛先生（慈桜会

こととした。後半が密度の濃いＷＳとなるの

瀬戸病院 産婦人科/北里大学医学部公衆衛生

で，前半は気軽に参加できるよう，ミニレク

学）に講師をお願いし，残り半分の時間の担

チャーと質疑応答の構成とした。

当と全体の企画責任者を私が務めることと
なった。

具体的には，まずひとつめに，思春期の世
代に注目した。多くの実地医家にとって，高

限られた時間で，本会らしい特色をどうす

校生を中心とした年代は，そもそも病気にか

れば出すことができるか考えた結果，先ず，

かりにくく，風邪くらいでしか受診しないた

小児から高齢者まで，幅広い年齢層をカバー

め， どんな健康問題を抱えているのか， イ

することを思いついた。さらに，成人や高齢

メージをつかみにくい。その上，男子の場合

者については，生活習慣病指導や緩和ケアな

は，恥ずかしがって上手に症状や考えを表現

ど，コモンで大きなテーマについては，時間

できなかったり，女子の場合は（特に男性医
師に対して）反抗的だったり，あまりよい表

とやま

まなぶ

大阪府門真市・益田診療所
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現ではないが，一言で言えば“扱いにくい”患
者となり得る。実際，
「別に…」
「どうでも…」
人間の医学

という返答に，とまどった経験のある先生も
おられるのではないだろうか。そのようなこ
とから，実地に即して，どのような健康問題
を抱えているか，接し方やコミュニケーショ
ンのとりかたのコツなどについて講演してい
ただきたいと考えた。最終的に，本会会員で
臨床心理士の資格をお持ちの，今本千衣子先
生（今本内科医院/旭川市）に引き受けていた
だくことができた。
また，もうひとつの設定として，成人・高
齢者世代における健診での結果説明の場面を

かったところもあって反省しているが，若い

考えた。病気を治したいと思っている人，医

医師からベテランまで，また，診療所医師か

師の説明を聞きたいと思っている人，アドバ

ら大学教授まで幅広い層の方に参加いただき，

イスを取り入れる気持ちのある人など，行動

総合医の関わりのあり方という視点にも議論

変容ステージが準備期より上の段階であれば，

が広がったことは，たいへん嬉しかった。

通り一遍の医学的な説明でも，一定の効果を

参加者アンケートの結果では，さまざまな

上げられる可能性がある。しかし，そうでは

テーマを詰め込みすぎとの指摘もあったが，

なく，極端な場合，職場からの指示でしぶし

思春期の扱いにくい子が来院した後に，健診

ぶ健診を受けたような人に，何かを届かせよ

を受ける人が来て，その後に腹痛の小児が受

うとしたときに，どういうアプローチが効果

診することが日常なのがプライマリ・ケア医

的なのか，学びたいと考えた。こちらのほう

であり，まさに実地医家の診療に即した企画

は，地元ということで，学会の大阪地区勉強

との見方もできよう。

会
（プライマリ・ケアを語ろう・おおさか）代

華々しく取り上げられる専門医に関する動

表世話人で，本会の懇親会にも何度も参加さ

きの陰には，地域で黙々と誠実に診療に勤し

れたことのある梶山泰男先生（大阪市中央区

む実地医家が存在する。そういった先生が疎

東医師会 産業医/川西市医師会メディカルセ

外感を感じることのないよう，診療や地域貢

ンター）
に講師を願いした。

献についての意欲を持ち続けられるように，

また，WSの前日（セミナー １ 日目）の夜に

今後も，実地医家のための会の企画を行って

は，昨年及び一昨年同様，本会の懇親会を企

いきたい。関東以北の先生にとっては，遠方

画した。梶山泰男先生の手配により，これも

の行事となるが，懇親会も継続していきたい

恒例となった，セミナー会場から徒歩圏内に

と考えているので，是非，旅行がてらの「大

ある
「美々卯本店」
で，本店限定の河内鴨を加

阪例会」へのご参加をお願いしたい。

えたうどんすきと鯛の押し寿司，さらに凍結

最後に，今本先生をはじめ，講師を引き受

酒で，参加者一同，舌鼓を打ちつつ，話も大

けて下さった先生，スーパーバイザーの石橋

いにはずんだ。

幸滋代表，そして，当日，参加して下さった

当日は，私の進行の不手際で，後半，時間

会員の先生に，心から御礼申し上げる。

が押してしまい， 当初の計画通りにいかな
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第５５７回「実地医家のための会」１２月例会

第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会

在宅緩和ケアの実際���������������������������������������������������鈴木

央

第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会を終えて���石橋

幸滋
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日

時：平成２６年１２月 ８ 日（日）

場

所：東京医科歯科大学

人間の医学

■第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会

在宅緩和ケアの実際

鈴

木

央

緩和ケアとは， 病気に関わらず， 死を前
にした患者とその家族の全人的疼痛（身体的，
精神的，社会的，スピリチュアル）を病気の
早期から特定し，治療と支援を行っていくこ
とである。当然，痛みの治療のみならず，死
を前に出現する様々な思い，揺れる治療や療
養の場所の選択への支援などを内包する。
緩和ケアの現場では医療用麻薬が症状緩和
の中心的薬剤となる。医療用麻薬には用量に
よって，発言する効果が異なってくる。モル
ヒネの場合，最も低用量で出現する効果が便

生の意味，家族の存在をともに考えることが

秘，さらに用量が増えると嘔気が出現する。

大きなカギになる。人間は，現在過去未来が

鎮痛効果発言のためには，より高用量が必要

あり始めて安定しているが，疾病によって未

と考えられている。したがってモルヒネを使

来がないということになると，現在だけでな

用して患者の痛みを和らげるためには，便秘

く，その過去も意味がなかったように感じて

対策，嘔気対策が必須となる。この部分が医

しまう。これを時間存在におけるスピリチュ

療用麻薬を使用するうえでの最大のポイント

アルペインと呼ぶが，筆者はしばしば以下の

である。

ような対応を行っている。

また近年では，神経が障害された疼痛に対

患者に語りかける。
「あなたはこのような

しては， 医療用麻薬だけでは痛みがコント

病気に苦しみ，幸福とは言えないかもしれま

ロールしきれないことがわかっている。この

せんね」。さらに続ける，「でも自宅で家族か

ため，神経障害性疼痛に対応した投薬が必要

ら暖かい世話を受けているあなたを見ている

といわれており，プレガバリンやデュロキセ

と，あなたは少なくとも不幸ではないと思え

チンが現場ではしばしば使用されてきている。

るのです」。ここでほとんどの患者は「そう

またスピリチュアルペインへの対応は，人

言われれば，そうかもしれない…」と答える。
さらに続ける「もし人生の最期を不幸でなく

すずき

ひろし
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東京都大田区・鈴木内科医院

過ごせるのであれば，あなたの人生はどんな
副院長

ものであったのでしょうね」。この先は，答
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ところが大きいと考えられる。
近年，緩和ケアは医療用麻薬の使用の観点
から，専門家が行うべきことと考えられてき
た。しかし，もはやそうではない。これから
日本が迎える高齢社会は，多死社会でもある。
ある統計では，２０４０年ごろには現在の約１.５
倍の死亡者となると予測している。日本では
８０％以上の人々が病院で最期を迎えているが，
病床が大幅に不足することになると考えられ
ている。自宅，あるいは介護施設での看取り
えは患者自身が出すものである。しかし，現

が増えなければ，「看取り難民」が発生すると

状を
「不幸ではない」と肯定したのちに，過去

さえ言われている。したがって，自宅や介護

を振り返ることは，今までの人生の幸せを認

施設を訪問し，家族や本人を支援し苦痛を緩

識しやすくなることが多い。

和しながら看取りを行う医師がより多く必要

さらに，自らの死によって周囲との関係は

になる。これは緩和ケアの担い手を専門医か

途絶えてしまうが，死にゆく自分は既にお荷

らプライマリ・ケア医にシフトするべき時期

物であり，生きている意味がないと感じてし

に来ているということであろう。

まう苦痛を関係存在のスピリチュアルペイン

自分の診療所に通院している患者ががんと

と呼ぶ。このスピリチュアルペインについて

なり，病院に入院，もし治療にこれ以上の効

は，在宅ではあまり出現しないといわれてい

果がないと判断され，自宅での看取りを望む

る。その理由は，病院では職場や家族から切

のであれば，その人がどのような人生を送り，

り離されてしまった状況となるが，自宅では

どのように生きたかを知っているプライマ

家族の中での居場所が生まれ，このような痛

リ・ケア医が緩和ケアを行いながら看取るこ

みが生じにくいといわれている。在宅緩和ケ

とには大きな意味が生じる。この現場により

アの中では痛みや苦痛が軽快することが少な

多くのプライマリ・ケア医の参加を期待して

くないといわれているのは，この部分による

やまない。
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■第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会

第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会
関東甲信越ブロック地方会を終えて
代表世話人

石

橋

幸

滋

平成２５年１２月 ８ 日（日曜日），東京医科歯科
大学M&Dタワー及び ３ 号館において，第 ２
回日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越
ブロック地方会が開催された。地方会のテー
マは
「つなぐ」
で，ベテランと若手，病院と診
療所，多職種間の連携などを考えることを目
的に，シンポジウムやワークショップが行わ
れた。
当日は晴天に恵まれ， 関東甲信越各地か
ら多くの先生が参加された。 参加職種は医
師（１２４名）
，歯科医師（ ３ 名），薬剤師（３８名），

先生も多数参加されていた他，事務局も水沼

栄養士（１６名）
，医学生（ ５ 名）
，ケアマネー

さんをはじめとして例会をお手伝いいただい

ジャーなど多岐に渡り，参加者数はシンポジ

ている皆様に，受付等のお手伝をいいただい

ストや講師を含め２１８名，それに指導医講習

た（写真上）。

会参加者８０名を加えて計約３００名の参加者が

表が当日のプログラムであるが，プログラ

あった。また，実地医家のための会の会員の

ム １「地域における糖尿病のケア」は，病院

表

プログラム １
プログラム ２
プログラム ３
プログラム ４
プログラム ５
プログラム ６
プログラム ７
プログラム ８
プログラム ９
いしばし

地方会のプログラム

地域における糖尿病のケア
在宅緩和ケアの実際
認知症の地域ケア
乳児ケアの実際〜事故予防からワクチンまで
ジェネラリストの未来 あなたの街で明日から実践‼
“地域”
でつなぐワールドカフェ 〜Past, Present, Future〜
医療機関・薬局・栄養ケアステーションの連携のためのワークショップ
リハビリテーション栄養・サルコペニアワークショップ
専門職連携教育IPE，専門職連携活動IPWワークショップ
地域包括ケアと多職種連携ワークショップ

こうじ
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（貴田岡正史先生）
，診療所（片山隆司先生）の

ライマリ・ケア連合学会子育て支援プロジェ

医師と栄養士
（西村一弘先生）をシンポジスト

クトチームは，日本外来小児科学会と共同で

として迎え，糖尿病における病診連携と多職

携帯に自動的に育児支援のアドバイスを定期

種連携について西東京糖尿病研究会の活動を

的に送る子育てきずなメールを制作中であり，

紹介していただくとともに，糖尿病をどう地

来年度より全国に配信する予定である。

域でケアしていくかを医師や栄養士の立場で

プログラム ５ の「ジェネラリストの未来 あ

分かりやすくかつ詳細にお話しされた（写真

なたの街で明日から実践‼

"地域"でつなぐ

左）
。

ワールドカフェ 〜Past, Present, Future〜」

プログラム ２ では，日本プライマリ・ケア

は，ベテランと若手，医師と他職種を結ぶた

連合学会の地域包括ケア委員会の委員長でも

めの企画で，コーヒーを飲みながらグルーク

ある鈴木央先生が，在宅緩和ケアの実際につ

ワークを通して参加者が交流を深めた素晴ら

いて詳しくかつわかりやすくお話しいただい

しい企画であった。このワークショップを主

た。ここまでの話を聞く機会はなかなかない

導した東京医療センター宇井睦人先生，川崎

ので， 大変勉強になったという参加者が多

セツルメント診療所遠井敬大先生， 亀田メ

かった。

ディカルセンター濱井綾乃先生がたの活躍に

プログラム ３ は
「認知症の地域ケア」という

より大変盛り上がったセッションだった。

テーマで，認知症疾患医療センターでもある

プログラム ６ は，薬剤師の坂口真弓先生が

埼玉精神神経センターの丸木雄一先生と，長

コーディネーターとなり「医療機関・薬局・

年東京都多摩地区で認知症ケアのシステムづ

栄養ケアステーションの連携のためのワーク

くりに関わってきた新田國夫先生が講演され

ショップ」が行われた。ここでは医師と薬剤

た。お二人とも大変話が上手で，参加者も話

師，栄養士が地域で協働してくためにはどう

に引き込まれていた（写真右）
。

すればよいかを具体的に考えるワークショッ

プログラム ４ は全く毛色の変わった「乳児

プで，日本栄養士会の迫専務理事もコーディ

ケアの実際〜事故予防からワクチンまで」と

ネーターとして参加され，これからの多職種

いうテーマで， あかちゃんとこどものクリ

協働について活発な意見交換が行われた。

ニックの田中秀朋先生，吉永小児科医院の吉

プログラム ７ は，近年プライマリ・ケア領

永陽一郎先生がお話しをされた。現在日本プ

域で注目されている「リハビリテーション栄

38
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養・サルコペニア」のワークショップであっ
たが，歯科の小玉剛先生がコーディネーター
となり，歯科の立場からのミニレクチャーも
含め，参加された医師にとって新鮮かつ有意
義なワークショップとなった。
プログラム ８ は， 揖斐地域医療センター
吉村学先生による「専門職連携教育IPE，専
門職連携活動IPWワークショップ」であるが，
この分野では経験豊富や吉村先生のワーク
ショップであり，全員が楽しんで参加してい
た姿が印象的であった（写真右）
。
プログラム ９ は，学会のグループ診療ワー

の川越正平先生らしい楽しくためになるワー
クショップであった。

キンググループが主催のワークショップで，

これらのプログラムに加え指導医講習会が

地域包括ケアを進めるためのノウハウを「サ

行われたため，３００人を超える人が会場に集

ザエさんの家庭」をモデルとしてグループ

まったが，大講堂が５００人収容のためいささ

ワークを進めていく手法は，あおぞら診療所

か寂しく思えたのは残念であった。

小林平八郎の血
元禄１５年１２月１４日，赤穂浪士が本所松坂町へ降り積もる雪を蹴散らして吉良邸に討ち入った。討
ち入った当夜，浪士と闘って斬死した吉良家の武士は１６人，その中で上杉家の付き人が小林平八郎，
上杉家雇用武士に清水一角が含まれている。
討ち入りの当夜，物音に飛び起きた小林は ５ 歳になる娘を起こし，吉良邸の門前にあった幕府御
用鏡師

中島伊勢の門を叩き娘を投げ入れると，
「母もござらぬその娘，我が亡きあとは誰一人養

育いたしくれる者もござらぬ。最後のお願い。何卒不憫を加えて御養育下さるようお願い申す」と，
言って吉良邸に引き返し，討死したという。
—小林平八郎は米沢の上杉家に仕えた武士であったが，松の廊下事件の後藩命で江戸の吉良邸へ
出仕することになった。一説によれば江戸へ向かう旅の途中で妻が亡くなり，一人娘と二人で江戸
に着いたという。
中島伊勢はこの娘を大切に養育した。成長後跡継ぎのなかった伊勢はこの娘に養子を迎えて鏡師
の稼業を伝えて家督とした。この娘は９０余歳の長寿を保った。平八郎の娘に男子が生まれなかった
ので又婿養子を迎えた。その中島家の娘が生んだ男の子が葛飾北斎となった。小林平八郎の曾孫に
当たる。
葛飾北斎も晩年
「小林平八郎の娘の孫娘が母である。」と語っている。
林

美一著

江戸の枕絵師，河出文庫
（神保勝一）
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第５５８回「実地医家のための会」 １ 月例会

災害医療を考える

災害時のPTSD，サイバーギルトなど����������������������大平
東久留米市における医師会を中心とした災害時医療活動�����五十嵐

常元
（次号掲載予定）
博

自由交見

日

時：平成２６年 １ 月１２日（日）午後 2 時〜 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：災害医療を考える
司

会：石橋

記

録：事務局

幸滋

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５8回（ １ 月）例会「災害医療を考える」

東久留米市における医師会を中心とした
災害時医療活動
五十嵐

博

［はじめに］
平成２３年 ３ 月１１日に起こった東日本大震災
は，津波と原発事故による未曾有の被害をも
たらし，日本中を震撼させた。今回の震災は，
津波と原発事故という阪神・淡路大震災や新
潟県中越地震とは全く異なる衝撃をもたらし，
全国で災害時の活動の見直しが行われている。

［過去の震災から］

これは，大規模な災害により多くの傷病者が
発生し，医療の需要が拡大すること，病院自
身も被災し，ライフラインの途絶および医療

災害対策を考える上で，過去の震災の経験

従事者の確保困難などにより供給能力が低下

から学ぶところは大きい。以下に，阪神・淡

すること， 災害医療体制の整備が不十分で

路大震災，新潟県中越地震，東日本大震災に

あったことが原因と考えられる。

おける教訓をまとめる。
１ ．阪神・淡路大震災

神戸市医師会による検証では，課題として，
１ ）医療情報ネットワークの構築（被災地/非

阪神・淡路大震災（平成 ７ 年 １ 月１７日）の特

被災地間の情報伝達，調整）， ２ ）災害医療の

徴としては，都市直下型の地震であり，死者

取り組み（災害対応マニュアルの作成，行政

６４３３人のうち建物倒壊による圧死が８３.３％と

等関係機関との訓練，被災傷病者の流れを作

最多で，負傷者は死者の約 ７ 倍にのぼったこ

ること〔トリアージ，被災地/非被災地間の搬

と，圧挫症候群をはじめ，外傷傷病者に対す

送〕，被災地現場の医療〔救護所での医療，病

る超急性期医療のニーズが高かったこと，及

院への支援体制，診療再開，災害対策本部と

び複数箇所で発生した火災が挙げられる。

医師会の連携，検死〕）， ３ ）災害時患者搬送

また，通常の医療を施せば一命を取り留め
たはずの「避けられた災害死」が約５００人にの
ぼり，災害医療における大きな課題となった。

システムの構築， ４ ）心のケア（PTSD，アル
コール依存症，孤独死），が挙げられている。
阪神・淡路大震災を受け，今日につながる
災害医療体制の整備が行われた。 具体的に

いがらし

ひろし

東京都東久留米市・石橋クリニック
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は，災害が発生すると直ちに現場に駆けつけ，
重傷者の治療にあたるDMAT（災害医療派遣
41

派遣を調整する体制が不十分だったこと，慢
性疾患を持つ被災者に対する医療支援ニーズ
が高い状態が長期に渡り持続したこと，県外
避難者が多く，対策が不十分だったこと，原
発事故による避難生活の長期化により，福島
県で直接死を上回る震災関連死（平成２５年１１
月３０日現在で１６０５人）が生じたことなどが挙
チーム）の創設，自衛隊の輸送機や自治体の
ヘリコプターなどを使って重傷者を被災地外
の医療機関に搬送する患者の広域搬送体制の
整備， 重傷者に対する高度な救命医療を行

げられる。

［東日本大震災後の東京都における災害
対策の見直し］

う災害拠点病院（基幹災害拠点病院，地域災

東日本大震災を受けて，「首都直下地震等

害拠点病院）の整備，コンピューターネット

における東京の被害想定」と災害対策が全面

ワークにより情報共有を行う救急医療情報シ

的に見直され，東京湾北部地震（M７.３）では

ステムが挙げられる。

約９７００人，新たに想定に加わった立川断層帯

２ ．新潟県中越地震

地震（M７.４）でも，多摩地区を中心に東京都

新潟県中越地震
（平成１６年１０月２３日）は，農

全体で約２６００人の死者が想定されている。

村山間部の非人口密集地域で発生したため，

東京都では災害対策協議会が設置され，

死者４６人と， 地震の規模の割に被害が少な

フェーズ区分の細分化，二次保健医療圏ごと

かったことが特徴である。

の地域災害医療コーディネーターを中心とし

避難生活には農村の生活に根付いた地域の

た医療対策拠点の設置，災害拠点病院，災害

人と人とのつながりが活かされたが，エコノ

拠点連携病院，災害医療支援病院といった医

ミークラス症候群などによる災害関連死が課

療機関の役割分担の明確化，区市町村災害医

題となった。また，新潟県中越地震の教訓か

療コーディネーターの設置と情報連絡体制の

ら，JMAT（日本医師会災害医療チーム）が生

構築といった災害医療体制のあり方が提起さ

まれた。

れた。

３ ．東日本大震災
東日本大震災（平成２３年 ３ 月１１日）の特徴
としては， 沿岸部の津波による壊滅的な被

［東日本大震災以降の東久留米市におけ
る取り組み］

害，津波による死者，行方不明者が多く（死

東久留米市でも地域防災計画の見直しが行

者１５８８２人のうち溺死が９２.５％），重症，中等

われており，災害時要援護者避難支援計画な

症の負傷者が比較的少なかったこと，福島第

どが既に策定されている。東久留米市医師会

一原子力発電所の被災に伴う放射能漏洩が挙

でも，災害対策委員会を新たに設置し，これ

げられる。

までの災害対策を見直して，医師会独自の災

得られた教訓としては，通信手段の途絶に

害時行動マニュアルを策定した。

より超急性期， 外傷傷病者への救命医療の
ニーズ把握が困難だったこと，医療チームの
42
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図１

［東久留米市災害時行動マニュアル］

東久留米市内には ４ カ所の医療救護所を設
置し（図 2 参照），地域の病院（滝山病院，前

災害時の医療活動は発災から ６ 時間までの

田病院）へは病院支援班を派遣する。病院で

発災直後，７２時間までの超急性期， １ 週間程

病院支援班がトリアージを行い，軽症者を近

度までの急性期， １ カ月程度までの亜急性期，

隣の医療救護所へ誘導する。

３ カ月程度までの慢性期， ３ カ月程度以降の

超急性期における課題としては，医療救護

中長期の ６ つのフェーズに区分される。超急

所の設置，医療救護所のチーム編成と役割分

性期においてはライフラインや交通機関が途

担，DMAT到着前の災害現場における救助

絶し，被災地外からの人的・物的支援はまだ

活動（救助活動チーム），災害時要援護者の安

まだ少ない状況であるが， 急性期からは人

否確認（安否確認チーム），救護所での医療活

的・物的支援の受入れ体制が確立されてくる

動（トリアージ，治療），医療救護所の地区対

ことが想定される。

策本部体制の構築（介護や住民との連携），が

以下に，東久留米市災害時行動マニュアル
におけるフェーズ区分ごとの活動について述
べる。

［超急性期の対応］
発災直後から７２時間までの超急性期（図 1

挙げられる。

［急性期の対応］
発災７２時間から １ 週間までの急性期（図 3
参照）には，医療救護所単位の医療チームに
よる医療が中心となる。医師会は医師会災害

参照）には，医師会員はまず自分の安全を確

対策本部を独自に設置し，DMAT，JMAT，

保し，医師会対策本部に状況を報告する。医

日本赤十字社などの外部医療支援チームの活

療機関で診療可能であれば診療を継続し，診

動調整を行う。また，医師会の推薦を受けた

療不可能な場合は医療救護所や地域の病院の

市災害医療コーディネーターが市の災害対策

支援に赴くことになっている。

本部に常駐し，災害時の医療担当課である健
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図２

図３

康課と調整を図りながら，個人として市外か

医療避難所（図 4 参照）という言葉は一般的

ら支援に来た医療ボランティアをチームとし

には使用されないが，当医師会では医療避難

て編成し，各医療救護所，医療避難所，病院

所を以下のように定義し，災害支援活動にお

等に派遣する。そして，医師会の医療チーム

いて重要な施設の一つとして位置づけている。

と，市外から来た医療支援チーム・医療ボラ

医療避難所とは，非常時の病院に入院する

ンティアが，一次避難所（一般市民対象）の健

までもなく，簡単な医療処置を受ければ数日

康管理を行うとともに，二次避難所（災害時

以内に元の生活に戻れる患者を対象に，点滴

要援護者対象）への巡回診療と健康管理，自

などの簡単な医療ケアを提供する施設である。

宅に取り残された災害時要援護者への訪問診

災害時には，病院は外来や入院患者で混雑す

療，医療避難所での診療などを行う。

る。
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図４

図５

一方，一次避難所などで発生した感染症や

ジ，柔道整復師との連携），災害時要援護者

脱水の患者は，一時的な医療処置や隔離が必

対策（外国人，妊産婦，在宅療養者，精神障

要となる。そこでショートステイベースの医

害者など），心のケアが挙げられる。

療避難所を設置し，地域の病院や一次避難所，
二次避難所，在宅療養者の訪問でピックアッ
プされた患者の隔離と治療を行うことが極め
て有効となる。

［亜急性期の対応］
発災 １ 週間から １ カ月までの亜急性期（図
5 参照）には，JMATや日赤などの外部医療

急性期における課題としては， 救護所で

支援チームの参入に伴い，医師会員は自院の

の医療活動（トリアージ，治療），一次避難

診療の復旧へとシフトする。そこで，亜急性

所・二次避難所の巡回診療，医療避難所の運

期には市の災害対策本部，医師会災害対策本

営，エコノミー症候群対策（体操，マッサー

部， 市災害医療コーディネーターが一体と
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センターや訪問看護師が中心となって全戸訪
問事業を行い，避難状況を把握する。
医師会の役割としては，超急性期や急性期
には，医師会対策本部が，医師会会員及び東
久留米市歯科医師会，東久留米市薬剤師会，
市内訪問看護ステーションの看護師などを中
心とした訪問診療チームを医療救護所単位に
編成し，二次避難所の巡回診療や在宅訪問診
療にあたるとともに，JMATや日赤などの外
なって，医療チームの編成と派遣を行う。
亜急性期における課題としては，避難所及

部医療支援チームの派遣，調整，スケジュー
ル管理を行う。

び在宅療養者の栄養ケア（救援物資の適正な

そして，医療ボランテイアが数多く入って

配布，栄養士との連携）
，避難所および在宅

来ると思われる亜急性期以降は，市災害医療

療養者の口腔ケア（歯磨き，環境整備，歯科

コーディネーターが中心となって，多職種の

との連携）
，メンタルケア（心のケアチームと

医療ボランティアによる訪問診療班や二次避

の連携，心の健康サポーター〔東久留米市〕と

難所の医療支援チームの編成・ 調整・ スケ

の連携）
，医療支援チーム・医療ボランティ

ジュール管理を行うことで，効率的かつ支援

アと協働しながらの診療，自院の診療再開の

が行き届かない要援護者をなくすことが可能

準備等が挙げられる。

となる。

［災害時要援護者対策］
大災害時には，健康な人でさえ逃げまどい，

［医療救護所単位のこれまでの取り組み］
東久留米市では，市内に ４ カ所の医療救護

極めて悲惨な状況が起こる。そのような時に

所を設置し，救護所ごとに，医師，歯科医師，

弱者である要援護者（要介護者，障害者，高

薬剤師，柔道整復師，市職員（健康課）からな

齢者，妊産婦，外国人など）に対しては，特

る多職種のチームを編成して災害時の医療活

別な支援を行う必要があり，各市町村では要

動にあたることになっている。

介護者支援計画を立案している。東久留米市

医療救護所単位の取り組みとしては，これ

でも災害時要援護者対策として，災害時要介

までに，各医療救護所の班編成，班メンバー

護者避難支援計画
（全体計画及び個別計画）を

の顔合わせ，班の各会（医師会，歯科医師会，

立案しているが，実際の行動計画はまだ作ら

薬剤師会，柔道接骨師会）からの代表者の選

れていない。

出を行った。また，班代表者会議を・災害状

そこで，東久留米市医師会の行動マニュア

況イメージトレーニングツール（目黒巻）を活

ルでは，市と医師会の役割分担を明確にした。

用して活動の方向性を検討するとともに，班

まず，市が事前に災害時要援護者リストを

ごとに心肺蘇生処置，トリアージの講習会を

作成し，発災７２時間以内の超急性期には，
「東

開催した。

久留米市災害時要援護者避難支援計画」に基
づいて避難を支援する。また，地域包括支援
46
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［今後の課題］
今後の課題としては，市全体の課題として，
医療救護所・医療避難所の整備，災害時要援
護者対策の具体化，住民のメンタルサポート
体制の構築，住民のメールを使用した災害情
報提供，災害用医療カルテや災害時要援護者
リストの遠隔アクセスが挙げられる。

期待できるからである。

地区単位の課題としては，医療救護所単位

１ ）地区医師会が災害医療支援対策活動を

の地区防災協議会の設置・運営と，地域の顔

行うことで，医師会会員相互のつなが

の見える関係づくりが挙げられるが，医療従

りが強化され，地区医師会の活性化に

事者としては介護や住民，地域包括支援セン

つながる

ターとの連携が重要となる。また，地区ごと

２ ）医療救護所単位の災害医療活動によっ

に防災訓練を開催して，日頃から地域の災害

て保健・医療・福祉・介護の連携が強

対応能力を高めていく必要がある。

化され，関連職種間のつながりが強化

［まとめ−
地区医師会が行う災害対策活動の意義］
以上のように，東久留米市では医師会が中
心となって災害医療支援対策の計画づくりと

される
３ ）住民を巻き込むことで，地域全体のつ
ながりの強化，地域づくりにつながり，
ひいては地域の健康度や幸福度が向上
する

その推進を行っているが，なぜ地区医師会が

つまり，医師会，地区組織，住民を含めた

このような手間のかかることを主導している

地域全体で顔の見える関係ができて，連携の

のであろうか。

強化と住民の健康と幸せにつながることが，

それは，単に医師会の役目というのではな
く，この活動が以下のことにつながることが
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地区医師会が行う災害対策活動の最大の意義
と考えている。
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生がトリアージ班として出て，病院に入れる
か医療救護所に送るかを判断します。もちろ

五十嵐博先生の発表に際して

ん地域の人たちには，なるべく病院ではなく

田所直子：船橋市の防災の日には必ず，学校

医療救護所にまず行くように伝えます。 た

にその地区で歯科医師さんなどが集まって救

だ，ほうほうの体で避難所に行く人もいるで

護活動の訓練を行いますが，救護所と呼べる

しょうから，避難所でもある程度医療を提供

のかなという疑問があります。発電機があり

しなくてはならない状況は起こります。それ

ませんし，お薬の管理はどうするのか。また，

には基本は巡回で対応する，それからJMAT

実際に連携を取るにも，場所的な要素が都会

（日本医師会災害医療チーム）や，各医療チー

と違います。トリアージで送りたくても道が

ム，ボランティアチームが入ってきたときに

狭いところでは送ることもできません。

は，そこに簡単な医療を提供する場所を設置

１）
医療救護所は誰が統括するのか， ２ ）ど

することは可能であると，薬などは市内にス

の程度の医薬品や備品があるのか， ３ ）救護

トックする場所をつくり，そこから持ってい

所よりも病院に人は集まらないか，について

く形を想定しています。

伺います。

もう １ つは，先ほど五十嵐先生からお話の

石橋幸滋：学校ごとにあるのは避難所だと思

あった医療避難所（４５頁・図 4 ）と呼ぶ場所を，

います。東久留米市にも避難所が ９ つありま

わくわく健康プラザというところに設けて，

す。そこには，少し大きめの背負えるくらい

そこでは短期間の入院・治療，点滴などを行

の量の医療用キットのようなものが ３ つある

うことを想定しております。それから，二次

だけです。本来なら医療を行える病院がたく

避難所という，要介護者，高齢者，障害者な

さんあって，そこがきちっと診ればいいので

どの人たちが行く場所があります。そこには

すが，そういう病院が１１万人都市の東久留米

巡回診療班が回るか， 非常に医療度が高く

市には ３ つしかありません。精神科 １ つに５０

なってくれば，医療チームが常駐する形を今

床程度の病院が ２ つです。そこに被災患者さ

は想定しています。

んが集まると困るので，医療の初期対応がで

神保勝一：東久留米市１１万人の市長はこのこ

きる，医療器具を置く場所として，医療救護

とに非常に熱心ですか，不熱心ですか？

所をつくることになりました。統括するのは

石橋：市長は１２月に新たに代わって，この状

市で，市がいろいろな物品を用意し整理しま

況は全く知りません。

すが，診療するための簡単なベッドや発電機

神保：阪神・淡路大震災のときには，県知事

も含めて何が必要かというのは，医師会，歯

も市長さんも全く無知だった，地震が起こっ

科医師会，薬剤師会，柔道接骨師会が入って

て数時間以内に， 阪大， 京大が中心となっ

助言します。患者さんには，この ４ カ所の医

て救護班をつくり，県庁に問い合わせると，

療救護所
（４４頁・図 2 ）になるべく集まってい

「来るな」という。そんなわけはないだろうと，

ただきます。病院の入口の前には医師会の先

神戸市に問い合わせると，また「来るな。そ
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んなことしてくれなくても大丈夫です」とい

ることを通して住民との顔の見える関係をつ

う返事で，あんな災害になっちゃった。です

くっていきたいということです。

から，責任者がこの図面のように動いてくれ

神保：市の責任者（市長）が本気でないとこの

ることと，消防が介入をしてくれることが一

計画は無駄になると思います。実際には医師

番のキーポイントになると思います。

は動けないと思いますので，市民を巻き込ん

先生のところは直下地震の被害想定の第

で常に訓練することが大切です。

２ 番目の候補地で， １ 番目の候補は品川（東

西林茂祐：阪神・淡路大震災の被災者は，こ

京湾北部地震）です。問題は火事で，移動手

の中で僕だけだろうと思います。直接被害を

段がなくなることです。 私どもの江戸川区

受けました。まず地震が起こったとたんに電

では消防， 警察， 医療班とともに， 年に １

気が切れました。それで水道管が破裂しまし

回， １ 万人規模で訓練をしておりますが，こ

た。ガス管も中くらいの直径２０cm足らずの

こで火事が起こったら行けないねという場所

が千切れて火が使えない。それから水はない，

が多すぎて，訓練通りにはできないだろうと

明りはない，何にもないのです。

いう想定で，燃えたら燃えるにまかそうとい

どこかに行こうにも町はガラスの破片や瓦

うような具合です。ですから，ここに集まり

礫だらけですから，先生方の靴でしたら，す

ましょう，ここでトリアージをしましょうと

ぐ底が抜けちゃいます。だから靴は硬いやつ

いっても，たぶん無理です。火事でそこに行

を買ってください。それから，家の電話は不

けない。自分の家もひっくり返っちゃうし，

通になりますから，携帯電話は常にフル充電

まず家族を守るのが大事だから。

しておいてください。

先生方の東久留米市では，市が中心になっ

水がとても大事です。まず今日からしてい

て年に何回くらいこの図面どおりの訓練をし

ただきたいのは，お風呂は最後に入った人が

ているか教えていただけますか。

洗って，水を張っておくことです。雑用水は

石橋：この図面はまだ公開されていません。

それでちょっと間に合います。お風呂いっぱ

今，一所懸命つくっているところです。

いで，だいたい２００Lありますから。

うちに一番影響を及ぼしそうなのが立川断

給水車がなんとか来ますけど，２０Lのポリ

層帯地震で，それを想定していますが，先生

タンクでは重くてとても運べません。１０Lの

方のところと東久留米市では条件が違い，東

ポリタンクをたくさん買ってください。片手

京湾北部地震が起ころうが多摩直下型が起こ

に１０Lずつでしたら，年寄の私でも持てます。

ろうが，あまり被害は受けないという場所で

それを常にいっぱいにしておいて，余ったら

す。幸い家と家の間が比較的離れていますし，

庭にまいて新しくする。

団地の立替えも進んできています。
それよりも，今，一所懸命考えている一番
の大きな目的は，これをもとに防災活動を通

ミネラルウォーターのペットボトルは長持
ちしますので１０本くらい置いといては古いの
から使ってください。

した地域づくりをしていきたい，この ４ つの

寒いときに案外役に立つのが綿入りの防災

医療救護所ごとに医師会だけでなく，いろん

頭巾，戦争中でいう防空頭巾です。頭の保護

な組織をまとめていますが，介護やいろいろ

になるし，首の保温にもなり，非常に体が温

な職種を混ぜるのは，地域の中で防災を考え

まりますから，だいぶ寒さ対策になります。
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発電機は大きいほどいいですが， テレビが

医療救護所が ４ つありますが，そこに集まっ

時々見られて，ラジオをつけっ放しで聴ける

た人数でもう一度チームを再編して，優先度

ことも必要だと思います。これらは被災者の

の高いところ，すなわちそこに来た患者さん

アドバイスです。

の診療が第一になります。その次が訪問や巡

大平：先生のところはお湯が出たのはいつ頃

回になります。 夜間は先ほど述べた ９ つの

でしたか。僕のところ（仙台市）は １ カ月目に

避難所に人員を配置することは不可能です

お湯が出て，お湯に入りまして，これは幸せ

が， ４ カ所だったら ５ 人ずつくらい行けるか

だと，幸福とはこういうものだと思いました。

もしれない。被害を受けて医者が半分減って

女性は困ったんじゃないかと。

しまったら，かなり厳しい状況になるのかと

西林：僕のところは西宮で最後にガスが通っ

思います。それでも動ける人たちを集約して，

たのです。 １ カ月半くらいかかりました。深

なんとかしようというのが，医療救護所を ４

夜電力の電気ボイラーを手配したら， 幸い

つにしている理由の一つです。外から人が来

キャンセルで帰ってきたやつがあり，水道屋

てくれれば，各避難所，一次避難所，二次避

につけてもらいました。それでもお湯が出だ

難所に医療チームが固定することも十分考え

したのは１０日目くらいでした。お風呂に入っ

られますが，最初は無理かと思っています。

たのは １ カ月半くらいあとでした。一番困っ

外山：多職種のかかわりの中で，柔道整復師

たのは，僕は便所でしたね。

さんが入っていましたが。

外山

学：うちは門真市といって，大阪市の

石橋：私が２０年前に東久留米市に来たときか

北東隣ですが，なかなか行政の計画も医師会

ら，市の避難訓練には必ず柔道整復師がいま

の活動も気運が上がらない。その大きな理由

した。接骨院を開いているような方々で，ど

の一つは門真市には門真市の医者が ３ 割くら

ういう経緯かはよく知りません。日本柔道接

いしか住んでいない。市の職員は ２ 割かそれ

骨師会の東久留米支部がありますが，実際に

以下ということです。結局， ３ 分の ２ くらい

はそこに入っていない方も多いと聞いていま

の時間帯は，計画を立てても発災したときに

す。避難訓練にずっといた方たちですので，

遂行する人がいない状況で，残っている人で

お声をかけたということです。

頑張るしかないという無茶苦茶な感じです。

大平：今回の震災までDMAT（災害医療派遣

東久留米市でいかがでしょうか。

チーム）とかJMATを全く知らなかったんで

石橋：東久留米市では市内に住んでいる医師

す。震災後 １ カ月くらいして，医師会から教

はだいたい半数ですが，その半分は７０歳を超

わりました。なかなかいいシステムだと思い

えている方ですので，動ける若い先生が非常

ました。それまではボランティアとして夜間

に少ない。ただ市内に住んでいてほかのとこ

巡回を行いました。毎日 ６ 時頃から， １ カ月

ろに通っている先生を動員すると，少しいけ

くらい事務長（女房）と ２ 人で ４ カ所の避難所

るのではないかという話は出ています。市の

を回りました。問題は ２ ， ３ を除いて全くあ

職員も約半数ですが，命があればなるべくか

りませんでしたが，電話なども受け，心の支

けつけるという制度をつくっているそうです

えになったと思っています。

ので，夜間や休日に起こった場合にどうする

石橋：阪神・淡路大震災のときに，助けられ

かということになります。

る人たちを助けられなかったことから， 国
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がDMATをつくりました。東日本大震災前

います。全国からチームが駆けつけるまでの

には全国で２８０くらいのDMATがあり，今は

間をいかに自分たちがしっかりできるかが勝

３００，４００になっていると思います。いざ発災

負だと思います。もう １ つは，心のケアなど，

のときにはDMATが消防や自衛隊の力を借

我々の地域の医師がすべき事は，きちっと地

りて早急に現場に入ることになっています。

域の医師で賄う。それと同時に先生方は自分

DMATは医師，看護師，事務の ３ 人で構成

の診療所を復旧しなければなりませんから，

さ れ ま す。 我 々 の 北 多 摩 地 区 に はDMAT

そういうサポートも医師会がしていく，これ

が １ チーム， 公立昭和病院にあります。 救

らを今考えながらつくっています。完成まで

急センターを持っていますが， ここは北多

には最低 ４ ～ ５ 年はかかるでしょう。その間

摩地区の災害医療の中心地になりますので，

に起こらないようにと願っています。

我々のところが被災しても来てくれません。

角

DMATの数からして，他所から東久留米市
にDMATが来ることもあり得ない，自分た
ちの診療班が巡回するしかないだろうと想定
しています。
JMATは新潟県中越地震後，日本医師会が

泰人： １ ）医療救護所の取り組みとして

「目黒巻」というのがありましたが，何でしょ
うか。
２ ）災害対策本部は市と医師会とで ２ つ設
置されるのですか。両者はどのように機能す
るのですか。

各都道府県医師会に声をかけてつくっていま

石橋： １ ）目黒巻は東京大学の目黒先生がつ

す。 災害が起こると都道府県医師会が各地

くったツールで，インターネットからダウン

区医師に声をかけてJMATチームが編成され

ロードできます。発災したときに，その１０分

ます。DMATは発災後７２時間以内の活動を

後，３０分後，自分はどう動くかを書き込んで

中心に行い，それ以降をJMATが行うという

考えるものです。グループワークで使いまし

役割です。これからのJMATは医師，看護師，

た。

薬剤師，事務の ４ 人編成が標準になります。

２ ）市の災害対策本部はどこでも必ず １ カ

そのために日本医師会と日本薬剤師会が協

所，市役所内に設けられます。医師会の災害

力してチームを組んでJMATを出すとことに

対策本部は，別なところに設けて，JMATや，

なっています。そのほかに日本赤十字社，徳

いろいろな方々が入って来るときの連絡や，

洲会，国立病院機構とかがすでに医療チーム

会員の状況の把握，会員がどう動くかを調整

を組んでいますので，被災の場合は，そうい

します。市の災害対策本部には市の災害医療

うチームが数日のうちに駆けつけるという体

コーディネーターが行って，市全体を見なが

制が整っています。

ら統括します。医師会の災害対策本部は，主

東久留米市にどのチームが来てくださるか

に各団体と協力しながら，医療系のことをま

はわかりませんが，彼らにお願いしたいこと

とめて動かしていくためのものです。両方に

を医師会で調整して，医療活動を効率的に行

１ 人ずつ責任者を置いて，双方が常に連絡を

えるようにしたい。 一方， ボランティアの

取り合いながら，災害時の医療を行うことを

方々は市で統括をしてチームに編成し直して

想定しています（４３頁・図 1 ）。

各地域で活躍をしていただくことを想定して
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第５５9回「実地医家のための会」 ２ 月例会

糖尿病の地域ケア

熊本宣言２０１３を臨床に生かす
〜新旧血糖降下薬の実践的な活用術とこれからの地域医療・チーム医療のあり方〜
�������������������������������������������������������������������片山

隆司

自由交見

日

時：平成２６年 ２ 月 ９ 日（日）午後 2 時〜 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：糖尿病の地域ケア
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：武田薬品工業株式会社，日本プライマリ・ケア連合学会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５５９回（ ２ 月）例会「糖尿病の地域ケア」

熊本宣言２０１３を臨床に生かす
〜新旧血糖降下薬の実践的な活用術と
これからの地域医療・チーム医療のあり方〜
片

山

隆

司

現在， 糖尿病人口は予備軍も合わせると
２０５０万人に達し，うち予備軍を除く９５０万人
という数は，飽食の時代といわれる近年５０年
間で４０倍増えた事を示している。もともと日
本人は膵β細胞のインスリン分泌能が欧米人
の ２ 分の １ 程度といわれているが，５０年間で
その病態が変化したわけではなく，むしろ膵
を疲弊させる食生活の欧米化・モータリゼー
ションの普及・高齢化・ストレス等が増加の
主因と考えられる。
特定健診のスタートと共にメタボという概
念は普及したが，現状として糖尿病をはじめ
とする生活習慣病は減少には向かっておらず，

る。
糖尿病治療の目標は健常人と変わらぬ寿

特に若年者の受診率の低下と糖尿病診断後の

命 とQOLの 確 保 で あ り， そ の た め に は 合

治療中断の多さが大きな課題となっている。

併症を出さない厳格な血糖管理が要求され

一方で我が国の高齢化率は２５.１％に達してお

る。これまでの“優（HbA１c ６.２％未満），良

り，既に超高齢社会の様相を呈している。高

（HbA１c ６.２〜６.８％）”を目指す管理が推奨

齢者糖尿病は活動量の低さから高血糖をきた

されてきた。 一方， 昨年 ５ 月に発表された

しやすく，低血糖が非典型的で見逃されやす

熊本宣言２０１３では， その年齢や病歴， 臓器

い。シックディに陥りやすく，身体的・心理

障害の程度， 低血糖のリスク・ サポート体

的・経済的ハンディキャップを持つケースも

制等に応じ， 個別に ６ ％未満・ ７ ％未満・

多い上，個人差・多様性も臨床的問題となる。

８ ％未満とゴールを設定することが推奨され

従って若年者・高齢者それぞれに合うコント

た。これは患者中心主義（Patient Centered

ロール目標と介入が時代のニーズとなってい

Approach）という概念に基づく変革である。
では，それをふまえて質の高い血糖管理をい

かたやま

たかし

東京都狛江市・医療法人社団慈翔会かたやま
内科クリニック 院長・理事長
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かに実現するか。 低血糖を防ぎ， 体重を増
やさず， 膵疲弊を招かず， 血糖日内変動を
是正し，QOLアドヒアランスを維持し，更
53

に高齢者にも優しい糖尿病管理の為に今や

一方，αGIは糖質の吸収を遅らせ食後血

DPP-４阻害薬は不可欠である。 発売 ４ 年間

糖を改善する薬剤である。小腸下部を利用さ

にしてDPP-４阻害薬は既に３５０万例に使用さ

せることで上部Ｋ細胞のGIPシグナルを遮断

れてきたが，いくつかの弱点も見えてきた。

し，下部L細胞のGLP-１活性を引き上げ，減

特に
“２４週現象”
といわれる効果の減弱・反跳

量と血糖改善を両立させるインクレチン関連

はHbA１c ７ ％未満を目指す上で臨床上もっ

薬として注目されている。

とも重要な問題であり，その原因としては病

近日発表されるSGLT-２阻害薬は体内で利

歴の長さ，２４週の間の体重増加，生活習慣ス

用しきれない糖を尿で排出する新薬である。

コアの乱れ，αGIからの切り替えの ４ 因子

血糖のみならず，血圧・脂質・尿酸等も低下

が考えられている。 肥満者ではDPP-４値が

させ，体重減少をもたらす点で期待が大きい

高く，DPP-４値が高いほどDPP-４阻害薬は

が，一方で脱水・感染・るい痩・ケトーシス

効果が落ちる為，実地医家には減量を目指す

等のリスクも考慮する必要がある。

生活への介入・行動変容指導等が求められる。

治療目標値を ８ ％未満に設定する虚弱高齢

一方，減量をサポートする併用薬選びとして

者に対しては，寿命を延ばし，老化を防ぐ治

BG剤・αGI，更に今後はSGLT-２阻害薬等

療が最優先される。特に第 ７ の合併症といわ

の活用も重要である。

れる認知症は糖尿病患者にとって人生最後の

BG剤は肝での糖新生を抑え血糖を下げる

関門である。現在認知症人口は予備軍である

薬剤であり，胃でのグレリン抑制等体重減少

MCIも含めると人口の ７ ％（約８００万人）とい

の機序も明らかとなっている。肥満者の多い

われているが， 糖尿病では非糖尿病に比べ

欧米のコンセンサスアルゴニズムでは糖尿病

２ 〜 ３ 倍発症頻度が高く，人生で５０％近い人

治療のファーストチョイスと指定されており，

に発症が認められるといわれている。その原

本邦でも近年メタボ型糖尿病の増加に伴い再

因は重症低血糖と血糖日内変動， 脳内のイ

評価されている。 更に最近では，GLP-１活

ンスリン抵抗性が大きく関与している為，低

性を高める機序も解明され， インクレチン

血糖を起こしにくく， 日内変動幅を是正す

関連薬としてDPP-４阻害薬のベストパート

るDPP-４阻害薬と抵抗性改善薬であるTZD

ナーと位置づけられている。
54

（チアゾリジン）の併用は今後の高齢者糖尿病
人間の医学

医療における有用なパートナーと考えられて

が出るまでのしばらくは実地研究での多くの

いる。

業績の積み重ねが重要な道標になるはずであ

罹病期間が短く， 合併症のない自己管理
能力のある若年者はHbA１c ６ ％未満の厳格

る。
我が国の平均寿命は年々延びており，糖尿

な管理を目指すべきである。DCCT〜EDIC，

病例も例外ではない。しかし，糖尿病の健康

UKPDS，STENO-２等のEBMでも早期から

寿命は生命寿命に比べ１５年短いといわれてお

の厳格な管理が有用であることが示されてお

り，人生の晩年１５年は要介護・支援・寝たき

り
“レガシーエフェクト（遺産効果）”と呼ばれ

り等のリスクを有している。そのためには，

ている。一方で，ACCORD試験のように厳

厳格でかつフレキシブルな質の高い管理を行

格を目指すあまり，ある事が示された。現在

う必要があり，専門医のみならず，実地医家

我が国ではJ-DOIT３研究が進行中であるが，

の治療参加・円滑な医療連携が不可欠となる。

DPP-４阻害薬を中心としたきめ細かい管理

医師個人のエンパワーメントはもちろんだ

がなされている中で２０１６年の最終報告が期待

が，地域・他科の連携強化，コメディカルの

される所である。

育成からチーム医療の構築等課題は多い。世

以上， どのカテゴリーに属す糖尿病例に

界糖尿病デーのスローガンであるUnite for

お い て も 今 やDPP-４ 阻 害 薬 は 多 く の ベ ネ

Diabetes（団結して糖尿病に立ち向かう）と

フィットをもたらすはずだが，一方で，長期

いう理念のもと，地域全体の糖尿病医療のレ

安全性やEBM等，アンメットニーズも存在

ベルアップこそが糖尿病患者の未来を守るこ

する。真に求めるのは，日本人での長期安全

とにつながると考える。

性・有用性を示すEBMであるが，その効果
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下がることが十分にあり得ます。その点，高
齢者については注意を要しますが，若者では，

片山隆司先生の発表に際して

少量からスタートしている限り低血糖はまず

遠藤

起こらないと考えてよいと思います。

浩：DPP-４阻害薬の使い分けについ

てですが，結局，トラゼンタを使っていれば

石橋幸滋： DPP-４阻害薬は，糖尿病治療ガ

いいのかなという気がしますが。

イドライン等ではインスリン分泌促進薬に分

片山：一部のオピニオンの方たちのなかには，

類されていますが，SU薬と同様に考えてよ

DPP-４阻害薬の効果はほぼ差がないという

いのですか。

意見もあります。ただ，絶対に違いがあるの

片山： 確かにDPP-４阻害薬はインスリン分

は代謝系です。トラゼンタやテネリアに関し

泌促進作用がありますが，それは血糖値依存

ては安全性の点から腎障害に対し投与量調整

性で，血糖値が高い時にインスリン分泌を促

の必要がなく，有利なところが多いと考えま

進します。そのためSU薬のように低血糖を

す。一方でトラゼンタは腎臓障害例には確か

起こしにくいのが特徴です。 またDPP-４阻

にいいですが，半減期が１０５時間ということ

害薬はインスリン耐性改善などの作用もある

を考えたときに，長く蓄積するものが本当に

ので，分類としてSU薬と同じところに入れ

安全といえるのかということは，まだ立証さ

るべきではないかもしれません。

れていません。また，効果発現が緩やかで早

石橋：食事の面で，糖質制限が世の中で評判

期には効果が弱いと考える方もいます。

になっていますが，どう考えたらよいですか。

遠藤： トラゼンタもそうですが，DPP-４阻

片山：日本人での低糖質ダイエットのエビデ

害薬を単独で使った場合，低血糖が起こるこ

ンスは，健常者も糖尿病患者もありません。

とが少ないと聞いていますが。低血糖が起こ

唯一あるのは，イスラエル人の健常者のエビ

ることもあるのでしょうか。

デンスです。これは低糖質にした人と，地中

片山：全くないとはいえませんが，少ないこ

海食にした人と低脂肪食にした人の ３ つグ

とは事実です。この薬の特徴はグルコース濃

ループでどれが一番やせたかというエビデン

度依存性なので，高いときにはきちんと下げ

スです。糖尿病の診療にそれが反映されると

て，低いときにはあまり効かないように作用

は思えませんが，一番早くやせたのは，低糖

します。そのなかで大事なのは，低血糖を起

質ダイエットでした。ですから，単独に体重

こしたときに低血糖を予防するグルカゴンの

を短期的に落としたいのであれば低糖質ダイ

働きです。DPP-４阻害薬はグルカゴンの作

エットはお勧めです。ただ，長期観察中に一

用を調整するということを考えると，そうい

番ドロップアウトしたのも低糖質ダイエット

う意味でも低血糖に関してはリスクは少ない

のグループでした。ということは非常に不確

と考えてよいでしょう。

かなダイエットということになります。お米

低血糖については，特に腎臓が悪い人だと

好きパン好きの日本人の肥満者の女子にとっ

薬物の蓄積効果が出てしまうので，遷延性に

ては，低糖質ダイエットに耐えられない可能
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性があると考えます。ですから，糖尿病患者

に飲みたくなることと，辛い物，脂っこい物，

を診るときには，低糖質ダイエットは今のと

カロリーが多いものがビールのおつまみのベ

ころ勧めるべきではないというのが，日本糖

ストの組み合わせになりがちなので，そうい

尿病学会の指標です。

うところを考えると，ビールは不利といわざ

私が出した本に『夜だけゆる糖質オフダイ

るを得ないという気がします。

エット』というのがあります。なぜ夜だけ糖

石橋：甘い物が好きな人は，間食に食べたい

質オフかというと，肥満者のライフスタイル

と思いますが，食べるのなら食後すぐに食べ

を考えると，夕食に白米とかパスタなどをド

るほうがよいともいわれています。その辺は

カ食いするパターンが多いので，それをなる

いかがでしょうか。

べく朝に持っていく。朝・昼・夜を ３ ・ ４ ・

片山：私も甘い物や果物は食事の直後に食べ

３ のバランスで食べるように指導します。糖

ましょうと話します。ただし，果物でも甘い

質制限は夜だけにし，ただしゼロにすると特

物でも炭水化物なので，そのぶん主食を減ら

に強い薬を飲んでいる人は低血糖になってし

しましょうといいます。特に，食後下げるよ

まうので，朝まで持つような最低限の糖質を

うなαGIやグリニドを飲んでいる人は，お

とらせながらというのが一番理にかなった低

やつは食直後に食べてくれれば，薬のインス

糖質の指導ではないかなと思っています。

リン血糖値依存性や，食後 １ 時間， ２ 時間を

石橋：お酒はいかがでしょうか。晩酌は欠か

下げるという特性により効果が出ます。しか

せないという人もいらっしゃいますが。

しそれが全く効いてない時間に間食をとれば

片山：お酒を絶対飲んではいけないとはいい

薬の作用は期待できないから，次の食前血糖

ません。しかし，糖尿病が悪くなる要素は，

は上がってしまいます。そのことを説明する

膵臓，肝臓にありますので，膵臓を労わる，

と患者さんは納得してくれて，食べ方を工夫

肝臓に負担をかけないという意味で，お酒を

しなさいといえば，だいたい守ってくれると

休む日が当然あったほうがよく， ２ 日飲んだ

思います。

ら １ 日空けるくらいを勧めています。

石橋：全くお薬は飲んでない，いわゆる糖尿

SU薬を飲んでいる人は，たくさんお酒を

病予備軍と呼ばれるような方や， ちょっと

飲むと短時間的には血糖値はすごく上がりま

太っている方には，食後の高血糖が悪いとい

すが，SU薬が効いているので，お酒が覚め

われますが，それよりも，だらだらと高いほ

るのと同時に血糖値がどんと落ちて遷延性低

うがよっぽど悪いと考えてよいですか？

血糖を引き起こすこともあります。SU薬を

片山：血管のイベントとして考えれば，グル

飲んでいる人には過度のアルコール摂取は絶

コーススパイク，すごく上がったり下がった

対にしないようにと常に話しています。

りというのはよくありませんが，β細胞を過

また，ビールはだめだけどウーロンハイ，

剰に働かせて膵臓をへばらせるという意味で

焼酎はいいよねと思っている人がたくさんい

は， １ 日中だらだらと食べることは当然悪い

ますが，中ジョッキのビールとウーロンハイ

もので，より糖尿病に近づけてしまうと思い

のカロリーはほぼ一緒です。ビールがだめな

ます。

のは，焼酎や日本酒，ワインは，ある程度チ

滝寺康雄：すべての経口糖尿病薬の添付文書

ビチビと飲みますが，ビールは短時間に大量

において，「低血糖が起こることがあるので
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高所作業，自動車の運転」が重要な基本的注

髙瀬義昌：インスリンを常用している患者さ

意に，記載されましたが，服薬指導上，注意

んが病院から，寝たきりなどの理由で在宅医

することをお聞かせください。

療に紹介された場合の注意点・コツなどがあ

片山：確かに低血糖はどのお薬においても，

りましたらご教示ください。特に独居の認知

引き起こしてはいけない一番のリスク（事故

症患者さんが多くて困っています。

的なことも含めて）です。DPP-４阻害薬は，

片山：答はなく，私たちも日々悩んいます。

登場以来 ４ 年間，糖尿病診療においてSU薬

よい薬が出て効果が持続するようになったと

の適正使用の見直しについても貢献してきま

いっても，一定の割合の人は常にインスリン

した。その代わり低血糖がクローズアップさ

に頼らざるを得ないと思います。そうすると

れてしまい，どの薬も低血糖注意ということ

インスリンをいかに上手に使うかが問題とな

になっています。低血糖が出やすい薬，出に

ります。そこでインスリンのトレシーバとい

くい薬，出るシチュエーションがありますか

うお薬を外来で導入する裏ワザがあります。

ら，薬がリコメンテーションどおりに使われ

トレシーバは２４時間以上の効果といわれてい

ているか，また，患者さんの状況などを考慮

ますが，本来は４６時間効きます。そうすると，

した指導を心がけることが一番重要なところ

２ 日に １ 回でも， ３ 日に １ 回でもある程度効

かと思います。

果が持続し， 外国ではそういう使われ方が

矢澤一博：糖尿病の生活指導で，食事のとき

されています。 あとはさきほど出たDPP-４

に野菜を最初に食べるようにとよくいいます

阻害薬とかグリニド・αGIのようなお薬で，

が，何をどのくらいの量どのようにとういう

食後血糖のばらつきを抑えるというようなや

点が抽象的で，自己判断で行っている患者さ

り方が，特に在宅を行っている方には理にか

んが多いと思います。その点をご教示くださ

なった治療になってくるかもしれません。 ２

い。

日に １ 日で済めば，日曜日に病院が休みでも，

片山：繊維を何グラムと指導しても，たいて

月木土だけ来てもらうことができ，実際にそ

いのメタボ型糖尿病の男性の患者さんは，わ

こだけ注射をしてコントロールを行っている

からないです。現実的にできることをまずお

患者さんもいます。

聞きして，外食のときにサラダを １ 品つけて，

この先，自己管理ができなくなってしまう

それを最初に食べなさいとか，自宅の冷蔵庫

ような患者さんのためにトレシーバとリラグ

に手をかけずに食べられる野菜を常備してく

ルチドの合剤などの開発が行われています。

ださいとかの指導をしています。そういう患

進んだ糖尿病の人にGLP-１アナログが効く

者さんの多くは働き盛りで帰りが遅く，コン

かどうかは別ですが，ビデュリオンという １

ピニで何かを買って帰ってくるような生活を

週間に １ 回投与のGLP-１製剤が出ています。

していますから，冷蔵庫に野菜があることで

高齢化社会のなかで新しく開発されるお薬は

繊維がとれるかどうかの差が出ます。包丁を

シンプルさが重要です。デバイスの開発と共

使わずに千切って食べられるようなレタスな

に糖尿病の治療薬はだんだん高齢者の治療を

どを置いてもらい，遅く帰っても最初の １ 品

目指したものに変わってきています。

として，食べてもらうようにしています。そ

石橋：たいへん貴重なお話を有り難うござい

れでも血糖改善には十分有効だと思います。

ます。もともとトレシーバは， ３ 日に １ 回使
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う治験をしていましたが， ３ 日に １ 回だと

ロビンとの関係は，ご存じかもしれませんが，

ちょっと弱いかなというので， 今は毎日と

空腹時血糖値割る２０がHbA１C値（ JDS値）で

なっていますね。トレシーバは，ちょっと時

す。ですから血糖値１５０の場合，ざっくりで

間が長いので，低血糖の心配はありませんか。

すが，２０で割ると７.５， 逆に８.０だったら１６０

片山：定常状態になっている状態が長いので，

です。 今は＋０.４％のNGSP値で評価するこ

世の中でいうランタスでもトレシーバでも，

とになりますが，空腹時血糖値を見ただけで

よいコントロールを目指すなら，朝の血糖値

も，その人のHbA１C値はだいたいわかりま

は１１０以下というのがいいのですが，高齢者

す。

では無理して下げようとせず，１５０でも１６０で

石橋：先ほど，脂質は下げれば下げるほどよ

も，HbA１Cが ８ ％前後でも十分ということ

いというデータをいただきましたが，日本人

を考えて使用するなら，それほど怖い思いは

のデータで，最近，正常人の高齢者に関して

しないと思います。

は，逆に下げないほうがいいのではないかと

石橋：実は患者さんに中心静脈栄養にインス

いうデータが出ているようですが，糖尿病だ

リンを２５単位レギュラーで入れていましたが，

から違うと考えてよろしいですか。

入れるのが大変なので，皮下注射なら家族が

片山：“ the lower the better”に対し否定

慣れているというので，トレシーバを皮下注

的な論文が出ると，患者さん（国民，マスコ

射にしました。インスリン２５単位をなかから

ミも含めて）に質問されるケースが多いです。

入れるので，トレシーバを少し多くしても大

あまり下げすぎてはいけないというデータが

丈夫かと思って， ３ 日くらい見とけばと入れ

出たら，いや下げたほうがいいというデータ

ましたが，６００超が１００まで下がってしまい，

が出て，これは追いかけっこで，はっきりわ

反省しています。中心静脈栄養をしていれば，

からない部分もあると思います。ただ一言い

低血糖は起こらないのかと思うのですが，ど

えるのは，だいたい下げすぎてはいけないで

のくらいがいいのですか。

すというデータは，すべて「後ろ向き断片的

片山：老人の食欲は一定ではなく，気候やお

調査」で，すごく下がったからリスクが増え

なかの動きなどによって， 食べたり食べな

たのではなく，癌があった，肝臓が悪かった，

かったり時間がずれたりするので，変な時間

腎臓が悪かったなど，すごく下がるような基

に落ちることが十分あり得ますが，中心静脈

礎疾患を持っていた人のデータをあとから解

栄養であれば，それほど怖い思いはしないか

析したら，やっぱりだめだったという読み違

もしれません。各食前値で１５０～２００くらいで

いが多いことも，冷静に考えていかないとい

良いと思います。空腹時血糖とグリコヘモグ

けないと私は思います。
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第５６０回「実地医家のための会」 ３ 月例会

地域で支える認知症対策─困難事例にどう立ち向かうのか─

認知症の治療とケア〜事件は現場で起きている〜�������������������������髙瀬

義昌

自由交見

日

時：平成２６年 ３ 月 ９ 日（日）午後 2 時〜 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：地域で支える認知症対策─困難事例にどう立ち向かうのか─
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：エーザイ株式会社，日本プライマリ・ケア連合学会，
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
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■第５６０回（ ３ 月）例会「地域で支える認知症対策─困難事例にどう立ち向かうのか─」

認知症の治療とケア
〜事件は現場で起きている〜
髙
歴史ある
「実地医家のための会」に登壇させ

瀬

義

昌

て，日々試行錯誤しております。

て頂き，大変光栄に思います。今回は「認知

あるとき，私のところで在宅医療を受けて

症の治療とケア」という幅広い内容でしたの

いる患者が，粗相をしてしまい，奥様と私が

で，諸先輩先生方を前に「釈迦に説法」となら

汚れた絨毯を片付けたことがありました。翌

ぬよう，在宅医療現場での実体験のご紹介を

日，奥様から電話があり，「先生大変！うち

通じて，日常所感やよくある診療上の留意事

の絨毯が盗まれました」と言ってこられまし

項などをお話しさせて頂きます。

た。 それを聞いて， 介護している奥様にも

私は２００４年に東京都大田区で在宅診療を中

認知症の疑いがあることに気が付きました。

心とした診療所を開設し，今日まで１０年間，

「認認介護」という言葉はこの時生まれました。

認知症患者の在宅療養支援に従事してきまし

これは，認知症の介護をしている人も認知症

た。その中で，高齢者患者の ８ 割以上に何ら

を患っている状態を指します。２００８年には朝

かの認知機能障害が確認できました。２０１３年

日新聞の一面で掲載され，今日では珍しくな

１２月の新聞に掲載された九州大学による統

い事例と言えます。

計では，認知症の推計人数が５５０万人，MCI

ここで，私なりの在宅医療のミッション・

（軽度認知障害）が３１０万人で，ここ２０年で ６

ビジョン・ゴールを定義致します。Ⅰ．在宅

倍に跳ね上がったとのことです。この数字は

医療のミッションとは，多様な終末期のすご

決して大げさではなく，もっと多いのではな

し方について患者・家族のサポーターとなる

いかとの実感があり，少なくとも高齢者の約

こと。Ⅱ．在宅医療のヴィジョンとは“よく

３ 分の １ が，認知症もしくはそのとば口にい

ある病気”を生活の場でみつけ，患者本人・

ると考えております。そして，これからの高

家族をサポートし，必要に応じ専門医療機関

齢化が東京・神奈川・埼玉・千葉などで特に

を紹介する。そして，専門医の診断・治療の

深刻化する
（図 1 参照）ことから，認知症対策

目途がつけば，在宅療養支援を再開すること。

は都市部とその周辺において，特に重要な課

Ⅲ．在宅医療のゴールとは“生の重さ”
“死の

題となりますので，その一端を担う立場とし

重さ”を考えながら，感じながら「医療と介護
のフロント・ライン」に立っているという意

たかせ

よしまさ

東京都大田区・医療法人社団至髙会たかせク
リニック 理事長
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識を患者･家族と共有すること。以下は，Ⅱ
の病診連携に関連する実際の症例です。行政
と保健所からの依頼で，一人暮らしの７７歳男
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禁複製

図１

性を往診しました。電気代が法外に高く，不

してもらうことになりました。 その後も当

審に思った区の職員が訪ねると，真夏なので

該患者を多職種のケアチーム（医師，ケアマ

エアコンが「強」
。ところがコタツも「強」に

ネージャー，薬剤師，訪問看護師，行政担当

なっており
「これはおかしい」と当方に連絡が

者）でサポートし，杖をついて一人で歩行で

ありました。訪問すると， １ 日１０本６０年以上

きるまでに症状の改善がみられました。医師

のヘビースモーカー。 軽度認知機能低下の

は，単なる医療技術だけではなく，患者をさ

他，両下肢の足背動脈が触知しにくく，足先

さえる医療・介護システムや，患者の病状や

に軽度チアノーゼを認めました。下肢冷感の

社会状況にふさわしい医療・介護の“ネット

ためコタツは
「強」
であると考えられ，先ず閉

ワーク”について習熟している必要がありま

塞性動脈硬化症を疑いました。歩行が困難で

す。認知症の対応時に，病識がない本人に対

ろれつ障害もあったので，脳梗塞・血管性認

する状況を把握し，同時にタイミングを計り

知症の存在も疑われました。そこで，近隣の

ながら，病院における鑑別診断の必要性など

最適だと思われる専門医を紹介し，上記の診

について理解を得るための説得と，多職種に

断を含めた鑑別診断をして頂きました。専門

おけるチームモニタリングの体制づくりが重

医によると，もう少しで下肢の切断を余儀な

要です。また，患者家族がいる場合は，一人

くされる状態だったとのことであり，脳梗塞

一人の異なる意見をまとめあげていく能力を

にもなりかかっていたので，同時進行で治療

もつ必要があります（医療倫理と合意形成〜
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療養現場での意思決定支援）
。患者・家族の

匂いがわからなくなったり，部屋が急に散ら

身体面だけではなく心理的・社会的背景を少

かりだす，といった例があります。また，介

しずつ理解していかなければならず，「社会

護してくれる方がお金や大事なものを取った

的ソリューション」を意識しなければなりま

と疑うのも多い症状です。ある患者は， ２ つ

せん。

の医療機関で鑑別診断を受け，一方では正常

認知症を引き起こす病気は，およそ７０種類

圧水頭症，もう一方ではアルツハイマー型認

もあると言われておりますが，治る認知症と

知症と診断されました。前者であれば治る可

治らない認知症の主たる症例を大別すると，

能性があるので，患者の意向からVPシャン

以下が上げられます。治る認知症としては，

トを施術してもらったところ，歩行障害，認

一部の良性の脳腫瘍，一部の正常圧水頭症，

知症症状，尿失禁などに驚くほどの改善が見

甲状腺機能低下症，ビタミン欠乏症などがあ

られたことがあります。 治る認知症に対し

ります。治らない認知症にはアルツハイマー

て，恒久的な機能不全に陥る前の適切な処置

型認知症，レビー小体型認知症，前頭側頭型

がいかに大事かを改めて感じさせる症例でし

認知症， 血管性認知症があります。 日本で

た。レビー小体型認知症は意外と専門医が見

もっとも多いのがアルツハイマー型認知症で，

逃しやすい症例です。ありありとした幻視が

血管性認知症とのブレンドを含むと約６０％に

最初に出てくることが多く，夢遊病のように，

のぼります。初期によく見られる症状として，

動き回ったのに翌日全く覚えていないといっ
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図２
（アルツハイマー型認知症の場合）

た，レム睡眠行動障害が起こることもありま

るような便秘や脱水，発熱などでも誘発され

す。自律神経障害も出やすいので，症状が多

やすいのが特徴です。せん妄には活動性と非

岐に渡り，何か変だと思ったらレビー小体型

活動性があって，活動性は自ら点滴の管を抜

認知症の可能性を疑います。前頭側頭型認知

いてベッドの上に仁王立ちになり，抜いた管

症の特異な症状として，万引きなどの軽犯罪

を振り回すなど，興奮状態に陥り，介入や指

を犯してしまう点があります。物事に非常に

導必須となります。夜間に出現しやすいのが

強いこだわりを見せることも多く，どんな天

特徴です。非活動性のせん妄では，急にしゃ

気でも毎朝決まった時間に近所のお寺へお参

べらなくなったり，食事がとれなくなること

りに行ったり，いつも同じテーブル，同じ椅

が多く見受けられます。いずれにしても突然

子に座らないと気が済まず，座る角度が少し

に起こるので，在宅医療はせん妄との戦いで

でもずれると癇癪を起してしまう患者さんも

もあります。

いました。

在宅医療において， ネットワークがキー

認知症患者に必ず出てくる症状を中核症状

ワードになることは前述した通りです。大田

といいます（図 2 参照）。記憶障害から始ま

区では，区民の認知症の早期発見と早期治療

り，上から順番に症状が出てきます。その周

により，認知症進行例を減らすことを目的と

りにあるのが周辺症状（BPSD）で，これらは

し，認知症連携パスを運用しています。認知

大体 ３ カ月から ２ 年の周期で出たり消えたり

症連携パスは，もの忘れの状況にあてはまる

します。せん妄に関しては日内変動があり，

挿し絵付きの項目にチェックを入れていく方

ぼーっとするなどの意識混濁や注意散漫，認

式で作成し，紹介状の代わりに用いることが

知や知覚の変化が現れます。せん妄は潜在的

できます。長谷川式スケールなどを実施する

な身体疾患による場合よく知られていますが，

必要がなくなり，診療の効率化を図ることが

ごく一般の高齢者にも日常茶飯事に起こりう

できます。
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今後も在宅医療を続けていく上で，一つの

減って １ 日 ４ 〜 ５ 錠で済むため，年間３０万円

目標にしているのが「多剤服用からの脱却」で

近い薬代の節約になりました。効いているの

す。朝昼晩， １ 日 ３ 回３０種類もの薬を飲んで

かどうかわからない薬を出し続けるのではな

いた方の睡眠障害を調整する為に，ベンゾジ

く，副作用をできるだけ減らし，医療費の増

アゼピン系の薬剤をミアンセリン塩酸塩錠

大を抑える為にも「多剤服用からの脱却」は大

（テトラミド）
に変え，極少量のリスペリドン

きな課題です。薬を減らした方が調子が良く

口腔内崩壊錠
（リスパダール）とメマンチン塩

なるのは，医師として身を持って体験してお

酸塩製剤
（メマリー）にして， １ 日 １ 回の処方

りますし，症例検討・研究を重ねて何かの形

にしたら， その日から劇的に眠れるように

でお伝えしたいと考えております。

なった事例があります。 しかも， 薬の量も
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自

由

第５６０回自由交見

交

見

のおじさんと間違えられないように，必ず目
を見るようにしています。それから，ぱっと

髙瀬義昌先生の発表に際して

会ったときの表情で調子の良し悪しを感じ取

村田洋二：私も今年８９歳になる要介護 ５ の母

ることが大事かと思います。そのときにおか

を自宅介護しています。母は「食事を無理に

しかったら，ご家族にどうだったと聞くと，

食べさせた」
と怒ったり，「夜中に犬や知らな

こうこう大変だったという話がでてきますか

い人が家に入ってきた」といったりで，けっ

ら，「大変だったね」と返してあげています。

こう大変で，自宅で介護されている方々の介

これらのことに日頃から気をつけています。

護うつなどの問題をとても痛感しております。

石橋幸滋：各市町村では認知症を支える家族

高瀬先生は認知症の患者を介護している家族

の会を開くことを率先して行っているところ

の方々への配慮はどうされていますか。

もあるし，訪問看護師が主催している家族の

髙瀬：自宅で介護されている家族にもストレ

会もありますので，そういうものを探して相

スがたまりにたまっています。こうしたスト

談されるといいかと思います。

レスが半分くらいになるように，在宅診療で

髙瀬：最近ブームとなっている認知症カフェ

すと ２ 週間に １ 回か ２ 回，外来診療ですと，

というのもあり，大牟田市では地域ぐるみで

家族が来られたときに必ずねぎらいの言葉を，

積極的に教育活動を行っています。

こちらからかけています。それを楽しみにし

石橋：認知症の患者さんと話してあげるとい

て待っていてくださる家族も多いものですか

うのは大切ですね。

ら。
「大変でしたね」と一言いってあげるだけ

髙瀬：NHKの取材中に，昔民謡を習ってい

でも，ずいぶん助けになると思います。また，

たおじいちゃんに「民謡を歌ってみて」と誘い

介護者が孤立しないように，何か重要な決定

水を向けたら，「佐渡おけさ」を ３ 番まで歌わ

事項， 案件を説明するときには， 親戚も集

れて，そのあと尺八まで吹いていました。患

まってもらうように話します。

者さんには，昔何をしていて何が得意で何が

少し話がそれますが，介護うつのになると

好きだったかを必ず聞くようにして，調子が

きには，よく眠れないとか，途中で目が覚め

いいときには，誘い水をかけてみます。それ

ると訴えます。うつの前駆と一緒ですが，注

が認知症のリハビリにもなっていると思いま

意しています。

す。

一方， 患者さんには， 忙しいときでも，

石橋：デイサービスやショートステイに行き

ちゃんと目を見て，アイ・コンタクトを行う

たがらない方がいると思いますが，そういう

ようにしています。特に認知症の患者さんに

場合の工夫はありますか。

はタッチングを，患者さんは体で感じること

髙瀬：デイサービスの拒否などは本当に多い

が多いので，必ず握手をしています。そうす

ですね。どちらかというと，少しうつ状態の

ると，こいつは医者なんだとわかってくれま

傾向があり，本人は自分の尊厳が侵されるよ

す。僕は普段着なものですから，通りすがり

うな気がしてピリピリしている状況にありま
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す。カウンセリングをまず行い，うまくいか

ない認知症の方でも， ちゃんと飲めばよく

ない場合は，少量ですがデパケンとかドグマ

なりますね。
「血圧がよくなってよかったね。

チールを処方します。ドグマチールは多くて

顔色も違うし」と言葉をかけ，で必ずタッチ

も１０mmgとか２５mmgくらいに抑えて処方す

ングして，動脈を触知すると，血圧が１５０～

ると，食欲がなくて，あれもこれも拒否して

１６０あるときは非常に血管の緊張が強いので

いた人が意外に雪解けして食事ができるよう

すが，それが１２０～１３０になると，血管の緊張

になることがあります。ただドグマチールは

が当然のことながら和らいできます。
「血管

教科書通りに処方すると １ 日１５０mgというこ

も若返っちゃってまだまだいけるよ」とかい

とになりますが，その量を続けると ３ カ月で

う話をしたりして，努めてポジティブ・スト

必ずパーキンソン症状が起きるから絶対だめ

ロークをかけています。今までドクター方は，

だよと一瀬邦弘先生にいわれました。

どちらかというと， ついつい上から目線で

焦燥・せん妄，暴言・暴力，介護拒否を訴

「ちゃんと食事で糖尿病コントロールしない

える方にはリスパダールを少量短期間使った

とだめじゃないか」などとネガティブ・スト

り，あるいは睡眠障害があって昼夜逆転して

ロークになりがちですが，特に認知症の方に

いる場合は，テトラミドとかレスリンを，量

は，ポジティブ・ストロークはすごく効果が

を調節しながら処方したりすると， 睡眠が

あると思います。どうしてもきちんといわな

ちゃんととれるようになります。認知症の治

くてはならないときも，ままありますが。

療は総合芸術。いろんな知識と感性を組み合

山村博子：高度認知症患者に対するアリセプ

わせていかないといけないと思います。

ト１０ｍgの投与は，なるべく早いほうがよい

永井友二郎：認知症の方をほめてあげること

と聞きますが，副作用なども考慮した適正投

は有効と思いますが，よい言葉がけの仕方が

与について先生のお考えを教えてください。

ありましたら実例などをお教えください。

髙瀬：ご家族が期待するのは，記憶障害や意

私自身の実感からいいますと，私も９５歳に

識障害のコントロールよりもBPSDのコント

なり，家内が死んじゃったものですから， １

ロールです。それがある程度落ち着いたら，

日 １ 度，嫁が夜のおかずをつくって運んでく

一番理想的なのは，アリセプト１０mmgとメ

れる。 そのときに， お父さんはいつまでも

マリー２０mmgですが，メマリーも多すぎる

はっきりしっかりしてらして立派ですねなど

と，あまりうまくいかないときがあって，実

と，お世辞みたいなことをいってくれるので

際はアリセプト ５ mmgとメマリー１０mmgく

すが，お世辞だと思いながら，そういわれる

らいで，認知機能はずっと定常的にいくよう

と悪い気はしなくて，まだ自分で大丈夫かな

で，現状では理想的だと思います。アリセプ

と確認できているような，嬉しいような気持

トもメマリーも １ 日 １ 回の服用ですので便利

ちになるものです。認知症の患者さんという

です。

のは，やはり誇りを傷つけられるのが一番い

リバスチグミン貼付剤は，どうしても肌に

けないそうですから，その反対のお世辞は，

合わない人が多いようです。保湿剤やステロ

いい効果があるのではないかなと思っていま

イドのローション剤を使い，皮膚の状態をコ

す。

ントロールする方法があります。それでもな

髙瀬：例えば，今まで血圧の薬が毎日飲めて

かなか美的なところで，患者さん自身もご家
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族も気にして，なかなか継続が難しいことが

方は検査を嫌がります。 古いMRIの器械で

あります。認知機能がちょうどグライダーの

すと３０～４０分かかってしまうので，とてもそ

ようにずっと終生保たれるような印象がある

んなにじっとしていられないということがあ

のですが，なかなかそういうビューティフル

ります。アルツハイマーの方にはエピソード

な症例ばかりでもなく，在宅療養支援の現場

記憶の障害と被害妄想，あるいは嫉妬妄想が

では，いちおうアリセプトとメマリーがあれ

あり，「このお父さん，一番しそうでないあ

ばいいのかなと思います。

のおばさんと浮気しているのよ」とう発言が

大平常元：老人施設を何カ所かお手伝いして

あると，やっぱりアルツハイマーかなと思っ

いますが，老人ホーム，デイケア，ショート

たりしますが，アルツハイマーとばかり考え

ステイなどとの関係で，在宅医療の限界を感

るのは確かに反省しなければいけないところ

じます。 どのようにオーガナイズして話し

で，僕らも気をつけるべきだと思います。

合っていったらよいですか。

大平：町内会との関係，隣近所・民生委員と

髙瀬：老人施設などとの連携は，ある程度回

の関係も重要と思っていますが， プライバ

数を重ねていろんな施設を回らせていただい

シーの問題が絡んで立ち入れないこともあり，

ている間に築かれています。施設には文化の

悩んでいます。

ようなものがあり，スタッフにも得意不得意

髙瀬：結局，アルツハイマーの方を今後どう

があるため，患者さんの症状を診ながら，こ

するかというと，経済的な問題が，けっこう

ちらの方はこちらの施設にお願いしようとか，

大事です。何とかの沙汰も金次第ということ

処遇困難事例は担当者と連携してとか考えな

で経済的な問題がネックとなって成年後見人

がら行っています。東京はどこの施設もいっ

制度も見直しがなされていて，行政のほうで

ぱいで，こちらで選べないことが多いようで

もある程度の経済的な側面で切り込めるよう

す。私の場合は，重い患者さんを預かること

になりつつあるようです。

が多いので，どちらかというと，大熊由紀子

町内会や民生委員の方は，本当に大平先生

先生には叱られてしまいますが，精神病院に

の仰るとおりですが，回数を重ねて顔見知り

お願いせざるを得ないこともままあります。

になってくると， こうこうこういう症状が

その辺は顔の見える連携を積極的にねばり強

あったよなんていうお話を聞きながら，ある

く行っていくというのが，私の答えです。

程度その場の判断にはなりますが，個人情報

大平：アルツハイマー型の認知症と脳血管性

保護の視点と現状の問題を解決する視点を

の障害との関連はどうでしょうか。私は大部

持って粘り強くアプローチしなければならな

分が脳血管性によるものではないかと思って

いと思います。

いるのですが。アルツハイマー型の診断につ

石橋：最近，地域が介入して，地域の中で見

いてお伺いします。

守っていくという制度なども国が推奨しなが

髙瀬：アルツハイマーの診断が多すぎるとい

ら市町村で行っているのと，地域包括支援セ

うのは， まさにそのとおりです。 本来なら

ンターが地域の中に入りながら，サポートし

MRIをきちんと撮って， 海馬の萎縮などは

ていくという体制，それを自治会と一緒につ

どうか，VS-RADのレベルかどうかを確認

くっているところが増えていると思います。

して診断したいのですが，アルツハイマーの

介護福祉士と社会福祉協議会などと地域包括
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とがつながっていて，患者宅に入っていきや

地域包括に置こうという形で，今，国が予算

すくなっていると思います。もちろん個人の

をつけて， １ 人当たり７００万円を出すという

プライバシーに無理やり押し込むことはでき

話になっています。それから，認知症疾患医

ませんが，少しずつ地域の中で進んできてい

療センターが各二次医療圏に指定され，活動

る見守り体制を活用するといいのかなと思い

するようになってきています。そこの訪問支

ます。

援（アウトリーチ）チームとして，医師や社会

高玉真光：今，厚生労働省もオレンジプラン

福祉士がチームを組んで，認知症にあまりか

のなかから初期認知症対策チームをつくり，

かっていない，ちょっと危なそうな人たちの

全国で１４カ所ほどのモデルケースがスタート

ところへ伺うという制度を全国で構築して，

しております。地域包括支援センターと市町

予算をつけでいますので，徐々にできあがっ

村が一緒になって，訪問しながら診ているの

てくるかと思います。 今まで医療や介護が

ですが，介護と医療というチームで，訪問し

入っていないような方のところにもお伺いす

ながらご承諾を得て，認知症の初期を，何と

るというシステムです。東京都は今 ８ カ所く

か介護保険につなげる，あるいは予防につな

らいしかなく，まだまだですが，全国的にだ

げようとしています。来年度からは各市町村

んだん広がってくると思います。

で地域包括ケアがスタートすると思いますの

髙瀬：その予算は，実は全国よりも東京都が

で，市町村や地域包括ケアセンターとご相談

多くて４４億円ほどつけるといっています。東

いただければと思います。よろしくお願いし

京都が本当に真正面にぶつかっています。オ

ます。

レンジプランとアウトリーチチームは，注目

石橋：認知症コーディネーターを各市町村で，

しておいていただきたいと思います。
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採録・書下ろし
東京内科医会の３０周年記念大会にて，永井友二郎先生が「内科ということ」という演題でご
講演をされました。ご講演内容の一部をお書き直しいただき，ご寄稿いただきました。

内科ということ─医学の本道─
永
はじめに
私は太平洋戦争で，海軍軍医として多くの
海戦に加わり，九死に一生を得て戦後を迎え，

井

友二郎

はこのことを目指す科であるため，ほかの全
ての各科の中心であり，医療の根本を担う科
であるのです」ということでした。
教授の第二の教えは次のような内科におけ

千葉大学医学部第二内科で堂野前維摩郷教授

る基本としての数理統計学に対する考えでし

の教えをうけました。

た。

以後，今日まで内科ひとすじに生きてきま

私はたまたま， 太平洋戦争中， 南洋のト

したので，この
「内科ということ」について私

ラック島に来ていた東京大学・物療内科の髙

の足どりを述べたいと思います。

橋晄正医師から，当時昭和１８年頃，わが国に

私は本稿に出てくる多くの優れた先人の教

導入されたばかりの新しい数理統計学1），少

えに導かれ，ひたすら「内科ひとすじ」に歩ん

数例でも使える統計学を数回，仲間の軍医と

できたと考えています。

ともに学習する機会があり，昔の統計学と違

先人たちの教え

うユニークな学問的方法に大きい興味を持っ
ていました。

私は太平洋戦争後，医師としての学習のた

私が堂野前教授にこのことを話したのに対

め千葉大学医学部第二内科の堂野前維摩郷教

し，教授は大変喜ばれ，それでは君にこの新

授の教室に入り，教授から次の教えを受けま

しい統計学を深く学んできてほしい。そして

した。

君の研究だけでなく，教室の多くの研究の計

その第一は，内科ということについての基
本的考え方で，次のようでありました。
「君たちがこれから学ぼうとしている内科

画と，データ処理とに役立ってほしい，と東
大・物療内科の増山元三郎理博のところへ学
習にゆくことを命じてくださいました。

というものは，病人のからだを頭の先から足

私はこのことのおかげで，古い多数例の統

の先まで，丁寧によく診るだけでなく，その

計学でなく，少数例でも客観性のある結論を

病人の生い立ち，今の生活，そしてその人の

導き得る新しい統計学を身につけることがで

考え，希望など，その病人を人間全体として

き，各種の調査や実験を計画し，これらの結

よく理解して診療することが大事です。内科

果を処理できるようになりました。
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このことは，私が今日まで，医学上の各種
の問題に対し，調査し，集計する意欲をもち，
これを実践してきた原点と考えています。
私は堂野前教授からこの二つの大きなこと
を教えていただいた，と考えています。
私の琴線に触れた教えをいただいた第二の
先生は千葉大学・細菌学の川喜田愛郎教授で
2）
した。川喜田教授はその名著『医学概論』
で

次のことを述べています。

である」
そして最後に，私が「実地医家のための会」
を立ち上げたとき，この会が目指すものにつ
いて，東京大学内科の冲中重雄教授を訪れ，
ご理解いただきたい旨，申し上げたときの冲
中教授のことばが私には大きな指針となりま
した。
それは，次のようでありました。
「いろい
ろお話を伺って，お考えはよくわかりました。

「医療ははじめに病人があって生れた。医

そして，そのご趣旨には賛成です。ただ，医

学がどのように進歩したとしても，医師は病

学の進歩には，専門化・細分化は必要なこと

人を医学の型紙にあわせて裁断したり，病院

で，これからも一層進んでいくと思います。

や医師の都合に従わせて診療してはならな

ただ，科学のなかで，医学では専門化・細分

い」
と。

化したものを総合することが大変大切で，こ

また，
『医学への招待』3）という論文にお

の総合のための大きい努力が期待され，低い

いては，
「医学は今日，完成したものでなく，

次元での総合では不満足で，髙い次元の総合

発達途中にあり，どぎつい表現をすれば，医

を目指す必要があります」と言って下さいま

者はいつも病人に欠陷商品を売りつづけてい

した。

る。しかも医者はこのことをやめるわけにい

私は今日までの足どりを顧みて，ここに述

かず，それを売りつづける義務さえある」と。

べた ４ 人の先覚者の教えが，私を強く導いて

私はこの川喜田教授のするどい教えを深く心

くれたと考え，堂野前維摩郷，川喜田愛郎，

に留めました。

砂原茂一，冲中重雄の ４ 先生に心からお礼を

そして私がまた大きく心に留めたものは，
砂原茂一先生
（もと国立東京療養所長）の次の
ことば4）でした。
「医師はいつも，自分に何ができ，何をす

申し上げたいと思います。

実地医家のための会の設立
私は太平洋戦争から帰り，その年の終り，

べきか考えている必要がある。病人に対して，

昭和２０年１２月，千葉大学医学部堂野前内科に

有害なことや無駄なことは何もせず，いつも

入局しました。海軍軍医からしっかりした内

最大の利益にあった治療をしている，そうい

科医に生れかわりたいと勉強しました。

う自信をもてる臨床家は果たしているだろう
か。
スモンやサリドマイドの歴史が示すように，
医学はあくまでも不完全な知識の体系である。

そして学位論文の研究も終え，成田赤十字
病院内科医長を経て，昭和３２年１１月，東京の
自宅で内科の小医院を開業しました。
私がはじめて開業した当時，わが国の開業

医師はこの視点に立ち，先端医学の進歩だけ

医には研究会も学会もなく，医師会幹部の懇

を追うのでなく，人間のもつ自然治癒力を大

親会があるだけでした。

切に考え，同時に病人の人間というものをか

当時私はまだ４０歳，かけ出しの開業医でし

んがえる。そういう良い医療を基本とすべき

たが，診療してみると病院勤務時代と様子が
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大きく違うことを知らされました。
大病院の時代とくらべ， 病気の種類が違

医の本質に基づいた反省の活動でもありまし
た。

う，日常病が多いだけでなく，重い病気でも，

医療はその誕生の歴史が示すように，病気

たった今始まったばかりの往診を依頼される。

や怪我のとき，病人のために生れたもの，
「病

また多くの相談をもちこまれる。

人中心」という本質をもっています。

私はここで，新しい疾病構造の世界をみせ

科学としての医学が大きく進歩し，その恩

られました。大学病院や赤十字病院時代の経

恵の大きさに誰しも異論はありませんが，こ

験・知識では通用しない世界でした。

の医学の進歩が大学・大病院中心で進むあい

そしてその当時，わが国の開業医に独自の
研究会も学会もなかったことを，大変残念に

だに，いつか医療の本質，「病人のために」，
「病人中心」が失われていました。
私たちはわが国伝統の町医者として， 診

思いました。
私はなんとか，この開業医の医学を育てた

療を続けるなかで，知らず知らず，「病気中

い， 話し合う場をつくりたいと， 手はじめ

心」の医療を実践し，育てていました。そし

に自分の拙い体験集をまとめ，『内科臨床メ

て，自分たちの医療についての研究会「実地

モ』5）という小冊子を中外医学社から出版し

医家のための会」をもったことによって，「病

てみたり，日本医師会雑誌に『疾病初期の医

人中心の医学建設」への道が開かれ，その５０

学を育てよう』 などと小文を書いたりしま

年の実績のなかで，今日の「プライマリ・ケ

した。

ア医学」
「総合の医学」の輪郭が見えてきまし

6）

しかしこれらの試みは実を結ばず，浅学非

た。そしてそれは先人たちが「内科」と呼んで

才をかえりみず，全国の開業医に研究会，ひ

いたものと内容の大変近いものでありました。

いては学会をつくろうと，日本医事新報で呼

また一方で，これは社会的に大変大きい事

びかけることとなりました 。
7）

そして昭和３８年 ２ 月，第 １ 回の会合を開き，
今後，毎月例会を開いてゆくことを決め，こ

柄ですが，厚生労働省，すなわち国が，わが
国のこれからの医療行政，医学教育行政の方
向転換として，これまでの臓器別医学でなく，

のことに大きく賛同して下さった日本医事新

「実地医家のための会」が目指してきた，地域

報社の梅沢彦太郎社長から，会の名称「実地

の総合医療を目指したことが注目されます。

医家のための会」をいただきました。この趣

その具体的な形は，平成１９年の厚生白書に

旨を説明にうかがった当時の日本医師会長・

「開業医の役割を重視する方向」を提言し，日

武見太郎先生も大きく賛同して下さいました。

本学術会議が「新しい専門医制度としてプラ

「実地医家のための会」は以上の経緯で誕生

イマリ・ケアの専門医を重視する」要望書を

しましたが，この会の目指すものは「病人を

出したことに表れています。

生物としてでなく人間として，社会生活をし

そして，さらに現実的な形として，平成１９

ている人間として診ていくための，総合的な

年 １ 月，私が当時の厚生労働次官・辻哲夫氏

人間の医学を建設しよう」ということでした。

に招かれ，今後の医療行政転換にあたり，そ

このことは，世界の医学が血液循環の発見，

の範を「実地医家のための会」の過去４０余年の

いろいろな細菌の発見，など科学としての医

実績にとりたい，と次官室での会談が実現し

学の前進をひたすら求めてきたことに対する

たことがあります。
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そして
「実地医家のための会」を母体とした

からだに対して行われること，そして医療は

「日本プライマリ・ケア学会」は平成２２年，関

すべてことばで始まり，ことばで終わること

連の ２ 学会と大合同をはたし，「日本プライ

から，医師たるものはこの医療の原点として，

マリ・ケア連合学会」として発足，日本医学

十分丁寧な，それこそ命をがけのことばの使

会はこれを分科会として加盟を認めました。

い方が必要であることを知らされました。

現在，日本プライマリ・ケア連合学会は会員
数が １ 万人をこえています。

内科，総合医学の基本
私たちが
「実地医家のための会」を昭和３８年

つぎに，内科，総合医療の大切な要件の １
つとして，医事法学の示す「説明と承諾」を十
分行い，病人と対話することが大切であるこ
とを知りました。
私は昭和４８年，厚生省の「医事紛争研究班」

に発足させたとき，これからの開業医の医学

の ８ 名の委員の １ 人となり，法学者や役人た

の最大の基本として「医療におけることば」に

ちと討論する機会がありました。

ついて平井信義先生（お茶の水大学教授）から

当時法学者たちは，「医療は病人の身体に

カウンセリングの技法によることばの使い方

たいする侵襲的行為であり，そのままでは刑

について連続講義をうけました。

法の傷害に該当する。これが医師に許される

その概略は，第一に，病人のわずらいはそ

ためには， １ ）診療という目的があり， ２ ）診

れぞれの病人の生い立ちと毎日の生活に基づ

療内容が当時の医療水準に適合したものであ

いている。したがって，その病人が何に困り，

り， ３ ）病人に対して診療の目的，内容，予

何を求めているかは一人ひとりその内容がち

想される結果，代替手段などについて十分説

がうのが普通で，医師は単なる病名診断にと

明され，患者本人の合意があった場合のみ許

どまることなく，病人の求めていることを理

されるとし，医師がどんなに善意で行い，ど

解し，対応することが大切である，というも

んなに首尾よくなされた場合でも，患者の承

のでした。

諾を得ないでなされた医療行為は違法であ

そしてその具体的方法として，当時新しく
行われ始めたカウンセリングの技法にならい，

る」としていました。
私ははじめ，この法学者たちの議論になじ

ことばが不完全なものであるとの認識から次

めませんでしたが，委員会で ３ 年間，法学者

の要点を学びました。

たちの緻密な議論を聞いていて，次第に医療

第一は医療では話をする場合，医師が優位
となり勝ちであるが，これを対等とすること。
第二は忙しい診療のなかでも，病人との対
話，病人の話はゆっくり聞くこと。
この基本を実践するなかで，医師と患者と
の間の安心して何でも話し合える関係が生ま

における法の必要性，特に「説明と承諾」の重
要性を理解するようになりました。
そして同時に，私は「法学者たちの基本の
方法論が徹底したきめこまかい，ことばの使
い方」であることを知りました。
われわれ医師と同じように，法学者もこと

れ，このなかで病人の人間理解を深めていく，

ばを最重要の方法論としていることを知った

現在の問題についても認識を深めていく，と

ことは，大きな収穫でありました。

いうものでした。
医療が，病人のかけがえのない，いのちと
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そしてさらに，わが国の医学・医療の中に，
同じ昭和３０年代に，医療における人間復活の
人間の医学

「実地医家のための会」と，医療における人権

中心としたよい診診連携，病診連携を育てる

回復の医事法学が期せず誕生した偶然を思い

こと，そのための各地域における医師会活動

ました。私はこれを歴史の必然として大きく

を重視し，医学の進歩を吸収していくこと。

受けとっています。すなわち，本来あるべき

以上の三本の柱，そしてそのなかで，これ

ものが生れるべくして生れた，歴史の力の産

までの科学としての医学育成にかけたエネル

物として，現在進行中の総合医学への大転換

ギー以上の，より大きい国をあげての努力が

が生まれたと考えています。

求められていると考えています。

内科，総合ということの核心

おわりに

以上のごとく，私たちが病人中心の人間の
医学，総合医学を目指して５０年，国の方針も，
日本医学会の認識も総合医学を重視するよう
になりました。
ここで，この総合という事柄を支える柱，
核心は何かについてみてみたいと思います。

私たち「実地医家のための会」が過去５０年余
り求め続けてきたもの，それは本稿に述べた
「内科ということ」であり，医学の本道です。
そしてこのものは今，国をあげて求められて
おり，その具体的な内容を明らかにする必要
があり，本稿を書きました。

ことに，冲中教授から示された「髙いレベ
ルでの総合とは」にも答え得るものをみてみ
たいと思います。
私はいま，その答えは以上述べてきたこと
から次の三本の柱であると考えています。
医療における「総合」の第一の柱は，「医療
におけることば」と病人中心の人間の医学で
あり，第二の柱は医療はかけがえのないいの
ちとからだに対する侵襲であるための，病人
の人権に対する
「説明と承諾」を十分尽すこと
である。
そして第三の柱は，医療の場をよりよく設
定するための，地域におけるかかりつけ医を
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随

想
連載第 ９ 回

『偶感』⑨
兵庫県西宮市
西林医院

【売国奴】
戦時中には，
「売国奴」とか，「非国民」とか
の言葉がよく使われた。

西

林

茂

祐

死刑になるところである。
戦後の日本人は変わったと言われるが，金
のためには何でもするように変わってしまっ
た。

戦後， そんな言葉は消えてなくなったと

パスツールの，「科学には国境はない。し

思っていたが，どうしてもこの言葉を思い出

かし，科学者には祖国がある」と，言った言

さざるを得ない事件があった。

葉を思い出している。

２０１４年 ３ 月１３日の日本経済新聞に，
「東芝
の半導体メモリーに関する研究データが，韓

【一週間】

国企業に洩れていた問題で警視庁捜査 ２ 課は

今も私は一週間は日曜日に始まると思い込

１３日， 東芝の業務提携先である半導体メー

んでいる。勿論，日本のカレンダーは日曜始

カー
「サンディスク」の元技術者，杉田吉隆容

まりである。

疑者
（５２）
＝北九州市＝を不正競争防止法違反

イギリスもドイツも同様である。机の傍に

（営業秘密侵害）
容疑で逮捕した」と，あった。

ベーリンガーのカレンダーが掛かっているが，

彼は会社から派遣され，東芝に勤務してい
たときに，東芝の秘密を盗み出して韓国のハ
イニックスに売ったとされている。
私の患者Kさんがその業界で仕事をしてい

それもSonntagから始まる。
フランスは月曜始まりである。昔，ドイツ
と仲が悪かったからではないだろう。
アメリカは土曜日を休むようになってから，

たが，昔，
「週 ５ 日制はいけません。金曜日

月曜始まりが，次第に多くなったとのことで

に会社から下関へ直行して韓国へ渡り，土日

ある。

に会社の秘密を韓国で教えて金を貰い，月曜

日本もやがてはそうなるだろう。既に私の

日には何食わぬ顔をして出勤しています」と，

使っている能率手帳は月曜日が一番上に来て

嘆いていた。

いる。

企業の財産である情報を商売敵に売って，

私の開業した昭和３０年代初めの頃は，医師

その金を自分の懐に入れているのだから，モ

の数が足りず,日曜日にも，みんな午前中は

ラルもなにもあったものではない。金あって

診察していた。

祖国なしである。
若しこれが戦争中で，軍事機密だったら，
76

そこで，医師会で一斉に日曜日を休診にす
ることに決めた。
人間の医学

当時は救急車も直ぐには来ない時代だったの
で，要あらば夜中でも開業医が往診していた。
このようにして。世の中は次第に変わってい
くのだろう。

【福

祉】

「昔，軍隊。今，福祉」
と，言う。福祉をお題目に揚げると，予算
が取りやすいことを指す。
叱られるのを覚悟で言えば，福祉とは，他
者の負担で助けて貰う点において，生活保護
と同質である。
他の負担に依るものだから，そこには自ず
からなる制限がなければならない。
生活保護を受けて楽に生活している者があ

【税を払う者，食う者】
英語にTaxpayerと言う単語がある。勿論
納税者という意味である。
税を払う者がいなければ，警察も消防も維
持できないし，道路も管理できない。
一方，Tax eaterと言いたい人もいる。税
の使いかたについては，日本人は無関心過ぎ
る。その一つに，毎年，年度末に道路工事が
一斉に始まるのを見れば判る。もっと計画的
に同じペースで進めるべきである。
一人当たりで最も税金を使うのは議員であ
ろう。果たしてそれだけの人数が要るのか，
また，金額が妥当かを考えなければならない。
何故，大金を投じ，違反までして議員にな

る一方，毎日働いていても，その日暮らしが

りたいのか？

違憲判決が出ても，定数改正

やっとと言う人もいる。NHKが放送してい

は一向に進まないのも不思議だ。
人口が日本の約 ３ 倍のアメリカ上院議員は，

た。
北欧では，福祉が進んでいるから，高齢者

日本の衆議院議員のほぼ半数である。日本の

も安心して暮らせる。しかし，税負担の高さ

議員は多すぎはしないか。又は，能力がアメ

は日本の比ではない。結局，自分名義の銀行

リカの議員の ６ 分の １ でしかないのか。

預金か，政府が管理しているかの違いのよう
なものらしい。
勿論，不幸にして働こうにも働けない人も
ある。そんな人には手厚い保護が必要なこと
は言うまでもない。
社会正義に反する不正受給者を摘発し,厳
罰に処することを望みたい。

議員が議会を欠席したら，歳費をカットす
る。議会を長引かせるための長い演説や，投
票を引き延ばす「牛歩戦術」には，登院停止の
処分をすべきだ。
与党も，明日は我が身と考えるのか，厳し
い態度には出ない。
ローマ法王を決めるコンクラーベは，開か

生物学者の観察によれば，働き蟻の群れに

れたら，決定するまで続ける。初めは御馳走

は必ず何もしない蟻がいる。その怠け蟻を取

が出るが，次第に食事が粗末になるしくみで

り除くと，今まで働いていた蟻から怠け蟻が

ある。

出て来るとのことである。しかも，怠け蟻の
率はほぼ一定だと言う。
人間社会も或いはそれに似ているのかもし
れない。しかし，教育と賞罰で是正出来るの
が人間社会である。

そのように，予定の議案の審議が終わるま
では，休憩時間を次第に短くするとか，結論
が出るまで閉会にしないとか，何とか工夫し
て欲しい。
何しろ議会を一日開催すると １ 億円もの費
用が掛かるのだから。
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「診療にも推敲を」
島根県益田市
松本医院

「今日は時間がないので長い手紙を書きま

松

本

祐

二

できるようになったのです。

す」
。ある講演会にて演者の方がこう話され

手紙やはがきが電子メールに移行して手書

た時，
「んっ？」
と我が耳を疑いました。しか

きが減り始め，自分の気持ちをホームページ

し，話を聞いていくうちに「なるほど，納得，

などに書き始めたのは２１世紀になる数年前か

納得」。時間があればきちんと推敲できて簡

らでした。好き勝手に自分のホームページに

潔で明瞭な文章を仕上げることできるが，時

書いているうちに地元の新聞社から原稿依頼

間がない時には思いついたことや気がついた

が舞い込みました。字数との戦いが始まりま

ことも整理できないままに，だらだらと書い

した。

てしまうので，散漫な書き方になり長い文章
を書かざるを得ないという話しでした。

気ままに書いていた時と異なり，字数で区
切られた文章を書くというのは至難の業です。

作文が苦手だった小中学生の時には「いか

先ず書きたいことや気にかかることを話の大

にマス目を埋めるか」だけしか考えたことが

筋にしたがってパソコン上にタイプして，そ

なく，内容や表現よりも字数を埋めることだ

れをあちこちにコピーやペーストして文章に

けに熱心？

だったような覚えがあります。

まとめる。パソコンの良さは １ 文字あるいは

加えて，自分ではきちんと書いたつもりでも

数文字，時には数行の挿入や削除が容易で，

他人には読めないという，機密保持に適した

全体の書き直しの必要がないことで，原稿用

書字能力を獲得したために，文字を並べる作

紙を使う場合との大きな差でした。そして，

業は極力避けるような行動パターンで，自分

文字をタイプすることで文章を作ることが苦

の字の汚さを隠すために最大限の努力をして

痛でない自分を見つけました。

いたようでした。

字数制限があってもコラムなどは数百字を

転機が訪れたのはワープロとパソコンの時

超える量ですから推敲はそこそこにしても何

代の到来でした。昭和５０年代にパーソナルコ

とかなるものでした。 ある日， 校正の過程

ンピューターが普及し始めると，すぐに飛び

でいかに文を短くするかを思案している時

つきました。徐々に字を書く作業がタイピン

に，俳句や短歌での推敲に想いが到達しまし

グという作業に変わり，提出する書類も自分

た。全体の文字数だけでなく五七五あるいは

で文字を書くという行為が減り始めたのでし

五七五七七と細かく言葉の数を設定されたう

た。機械が文字を印字してくれるので誰にで

えで想いを伝える技ですから，これは大変な

も読める字になり，想いを文字に託すことが

作業なのだということに気がついたのです。

78

人間の医学

俳句や短歌の世界を語るだけの知識や教養は
持ち合わせておりませんから表面的な印象だ
けで書かせてもらうと，「俳句や短歌の世界」
は
「引き算」
の極みという印象があります。日
本を代表するといわれる「侘びや寂びの世界」
も引き算の世界ではないかと考えています。
このあたりが日本文化の根本的なところでは
ないかとも考える訳です。余分なところを引
いて，無駄なところを取り除けば真髄だけが
残ってくるという日本独特の世界観に通じる
のではないかと考えています。
翻って医療の世界を見てみると内科医の自
分の医療は
「足し算」の世界です。患者の訴え
る症状に対症療法的に薬をどんどん増やして
いる自分がいます。原因を探して薬を使わず
に一般療法で先ず対応をと考えてはみるもの
の，患者さんのほうは薬が出ないと治療して
もらっているという感覚がほとんど持てず，
１ カ月後や ３ カ月後の来院を約束してもなか

日本の侘びと寂びの文化の一つである茶室の床の間
（島根県の一畑薬師の茶室，日本では ３ か所しかな
い広い茶室です）

なか受診してくれません。医師と患者の間を
聴診器や信頼関係で結びたいと思っていても，

の向上につながっているのか？

患者さんのほうは診察だけなら話をしている

の割には自分の苦痛は取れていないのでは？

だけで
「時間の無駄」とばかりに受診をやめて

と感じる現実です。

しまう現実を前にして，これでもかというほ
どの薬を出してしまいます。

検査の苦痛

日常診療が多忙だといいながら，「診療の
推敲」を怠り，足し算の診療を繰り返してい

検査も同じで，除外診断のために多くの検

る自分は「今日は時間がないので沢山の検査

査をどんどん加えてしまいます。正しい診断

と沢山の薬を出します」というメッセージを

をするために必要な検査をと思って実施して

患者さんに送っているのではないでしょう

いますが，患者さんの側からすれば，QOL

か？
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私のなかのアンビヴァレンス
山形県鶴岡市
黒羽根整形外科

黒羽根

洋

司

イギリスの元首相・チャーチルの言葉に，

であった。同期の海兵３２期には後年，大将に

「２５歳のときリベラルでない者は情熱が足り

なった者が ４ 名いた。その一人が山本五十六

ない。３５歳のときコンサーバティブ（保守主

である。祖父は戦艦対馬の艦長を務めた後，

義）
でない者は知恵が足りない」というのがあ

大佐で軍役を退き，間もなく鬼籍に入った。

るらしい。だが，そんなに明確には割り切れ

４ 人の男子には忠節信義のとおりに名をつけ

ないのが人の生き方だろう。たとえば私の場

るのだが，同じ名を持つ印象の悪い人が近く

合，いわゆる
“耳順”の坂も半分を過ぎたとい

にいたのか，末子だけは素雄とした。

うのに，現れては消える二つの顔に戸惑うこ

次男の節雄が私の父である。父は祖父と同

とが，かえって多くなった。血気あふれる２５

じ海軍兵学校を目指したが叶わず，医専に入

歳の青年がけしかけたり，分別を備えた３５歳

り軍医の道を選んだ。

の壮年が鎮めたり，情熱と知恵とが私の中で
せめぎ合っている。

長男の忠雄はどのような経緯かは定かでな
いが，父と同じ医学を学びながらも，軍人に

昨今の政治や社会状況がこの現象を加速さ

ならないばかりか，まったく反対の左翼活動

せているのも事実だが，内在する血や遠い先

へと走った。二人の兄弟は，当時の青年たち

祖から受け継いだ生得的なDNAが，私の思

を酔わせた愛国主義かマルキシズムか，とい

考傾向をつくっているような気がする。それ

う二つの大きなうねりの中に身を投じていっ

を改めて裏付けさせたのが，とある会席での

たのである。

思わぬ出会いであった。

ところで，戦前，特別高等警察という，思

私が在学していた高校でかつて国語教師を

想犯罪に対処するために生まれた旧内務省直

していたその人，Ｉさんの口から出たのは，

轄の組織があった。社会運動の弾圧に当たっ

穏やかな風貌からは予測できないような言葉

たいわゆる“特高”たちは，「特高月報」と呼ば

であった。
「治安維持法犠牲者を掘り起こし

れる内部機関誌でお互いの情報交換をしてい

ていまして，あなたの身内にも…」
。ホラ話

た。これは秘密文書であり，敗戦と同時にほ

のたぐいとしか聞いていなかった，伯父への

とんどが焼却されたが，アメリカ進駐軍に一

遠い記憶が蘇り，やがて得心した。やはり，

部が押収された。山形大学図書館にある復刊

そうだったのだ。

されたものを探し当てたＩさんは，昭和 ８ 年
版の中に私の伯父の名を見つけたのである。

私の祖父は海軍兵学校を卒業した職業軍人
80

黒羽根忠雄（鶴岡市田川地区），東京医専 ４
人間の医学

年，２５歳。─赤旗（せっき）読者，共産党支

算が同居し， 哲学的な言葉を吐く不思議な

持のため，淀橋警察署に検挙される─と記

人」であった。この二人が持つそれぞれの資

されていたという。

質と性格が，「自分」というものを造っている

旧制中学で兄が落第したため， 同級生と

ようだ。規律と作法，躾を大切にするモラリ

なった二人は，昭和 ９ 年に東京医学専門学校

ストの糸と，不正を許せず，権力に立ち向か

を無事卒業し医師となる。小林多喜二が特高

いたくなる反骨の糸が私を織り成している。

に検挙され，拷問死した翌年である。戦争へ

かつて燎原の火のように盛り上がった大学

ひた走り，思想統制を強める暗い時代であっ

改革の渦中でも，一方で激しく権威を否定す

た。

る自分がいて，もう一方に酔えない観照者の

戦後まもなく，父は故郷で，伯父は縁あっ

自分がいた。だが，伯父の若い頃の行跡を確

て群馬県伊勢崎市で開業医となる。不思議な

かめることができた今，自分のなかに根つく

ことに，彼ら二人の学生時代や青年医師時代

“アンビヴァレンス”を否定しまいと思えるよ

の伝承は，私の記憶の中から欠落している。

うになった。むしろ両義性を持つ確信犯とし

伯父から聞く片言は，まだ物心つかない私に

て，熱く醒めながら，これからも正確に時代

は遠いことであった。
「転向」などという言葉

を読んでいきたい。

を知り始めた生意気盛り大学生には，むしろ

伯父を陥れた治安維持法にも似た特別秘密

胡散臭く，いつもの武勇伝くらいとしか思え

保護法の強行採決，父が体験した戦争の復活

ないでいた。

につながる集団的自衛権など， いわゆる逆

だが，従姉によれば，町医者になってから

コースへの策動に立ち向かうには，情熱と知

も，前進座が公演に来た時には自宅を開放し

恵のバランスがますます必要とされる。成熟

宿として提供していたという。戦後とはいえ，

した白頭の老人には，血気盛んな２０代の青年

まだまだアカという言葉がまかり通った時代

にも，悩み多き３０代の壮年にもない透徹した

である。差別や偏見が残る地方都市では勇気

眼がある。

ある行動であった。さらに嬉しいのは，ウィ
キペデアの人物評に，「貧しい人からは診療
料金を取らない事でしられ，通称は“赤ひげ
先生”
であった」
という一節を見つけたことで
ある。理想と行動の矛盾を抱えつつ，彼なり
のやり方で地域の医療を支えてきたのだ。
別の従兄は私の父の印象を「軍人あがりで

人間がほんとうに

歴史からなにかを学ん

でいるなら，
一度やった失敗は

二度と繰り返さないは

ずよ。
（井上ひさし『それからのブンとフン』）
それからの忠雄と節雄のあとを受けた私は，

毅然として，いつも叱られそうで怖かった」

自分のなかのアンビヴァレンスを武器に，失

と云う。私が伯父を語るとすれば「豪放と計

敗を決して繰り返すまいと心に決めている。
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虚構の国に生きて
東京都練馬区
佐々木医院

実地医家のための会にお世話になって，も
うかれこれ四十年はたつでしょうか？

私

はこの数年，例会に参加することもまれで，

佐々木

明

野官房長官が「ベント」をすると言い出した時
に溶融は起きている，これですべては終わっ
たと判断しました。

何も言う資格はないのですが，
『人間の医

家族を九州に逃がし，自分は東京にいよう

学』に原稿をとの話が，実地医家の句会の席

と決意し，家族に話しましたが，誰も理解し

（2014.4.1， 東京医科歯科大学内のレストラ

てくれませんでした。無理もないと思います。

ン「あるめいだ」
）であり，昨今の私の思いを

結局，皆政府に騙され，たいしたことはない

書かせていただくことにしました。

と思い，知らぬが仏で東京の人などは何もな

私は毎日の生活が，ある日から全く変わっ
てしまいました。そのある日とは，かの福島

かったかのごとくそのまま暮らしていたので
すから。

原発事故の日なのです。多くの日本人は福島

私はガイガー・ミュラー計測器で放射線量

の原発事故と言うより，東日本大震災として

を測定しながら，政府の嘘を追いかけていま

記憶されているのでしょう。しかし私にとっ

した。旅行先にも持参し，何処も線量の高い

ては，地震・津波，とりわけ津波は，確かに

ことを確認しました。

多くの映像であのすさまじい破壊力を驚愕の

多くの人は，後にマスコミなどを通じて，

目を持って見，今でも脳裏に焼きついていま

外国人などは蜘蛛の子を散らすように日本か

すが，しかし，私にとってはその津波の恐ろ

ら離れたということを知り，多少自分が逃げ

しさをも忘れさせてしまったのが原発事故で

なかったことに心配になったりしただけなの

した。

ですから。

当初からテレビの映像で流れる東電や政府

そして今でも，怖がって逃げた外国人なん

の，特に枝野官房長官の話にごまかしがある

て馬鹿ね，それが証拠にまた戻ってきている

ことに気づき，政府は隠蔽するとわかりまし

じゃないのと思っているわけです。

た。
インターネットの情報を主として参考にし，

でも馬鹿なのはどっちか，これからじわじ
わと私達日本人は厳粛な事実を突きつけられ

テレビの情報は，テレビがそういっているな

ていくのだと思います（参考図書：山口

ら事実はそうでなく，むしろこうなのだろう

著『原子野のバッハ

と推測して考えました。

日』勉誠出版）。

そして炉心溶融もごまかされましたが，枝
82

泉

被曝地・東京の三三〇

どうなるのか，私の近未来の日本の姿は，
人間の医学

まず，既に増加している小児の甲状腺がんに

ほとんどの医師も何も言いません。放射線障

見られるように，国民の遺伝子が傷つけられ

害に対して，日本医師会として積極的に取り

続けているわけですから，悪性腫瘍は愚か，

組むという姿勢も全く見られません。

あらゆる疾患が増加していくことは，チェル

最後に一つはYouTubeの動画像「3.11

ノブイリの経験などから明らかであろうと思

周年特別企画

います（参考図書：星川

るか

淳監訳『調査報告

チェルノブイリ被害の全貌』岩波書店）。
その結果，このたび政府の発表にも見られ
たように人口が減り始めるでしょう。今年の

3

事故の教訓は生かされてい

日本記者クラブ討論会」，もう一つは，

私たちと同じ開業医の先生のインターネット
サイト「院長の独り言」
（ http://onodekita.
sblo.jp/）をご紹介します。

元日の新聞に日本の人口予測が報道され，人

私は最初にご紹介した山口泉氏の言葉，
“偽

口減少が予想されていました。誰もが，ああ

りの「希望」を棄てよ”に強く惹かれます。そ

そうかと，お屠蘇気分で読み流したのだと思

して，責任を取れない官僚社会，それに支配

います。確かに若い人以外にとっては三十年，

された原子力村の住人たち，朽ち果てたマス

四十年後の日本の人口が減ろうが増えようが

コミ，何も知らない国民は，まず完膚なきま

あまり関係ないことでしょう。自分の子供，

でに「絶望」することが復興の第一条件だと思

孫が大変かなとチラッと思うだけで，すぐに

うものです。

忘れてしまうでしょう。この政府の人口減少

心の底から反省し，新しい自らの頭で考え

の発表に福島が原因であるなどとは，もちろ

られる自立した日本人として，その絶望の底

ん一言も書かれていません。しかし，これか

から這い上がっていくのでなければ，愚かに

らの日本の人口減少に明らかに福島による放

も，再び来た道を歩み，滅亡していくのだと

射能汚染が原因の死亡が加わるでしょう。政

思わざるを得ません。

府はとぼけるでしょう。政府が言わなければ

特定秘密保護法案がその先駆けであり，イ

皆さんは騙されるだけで分かりません（参考

ンターネット規制法案がそれを補完します。

サイト：NAVER
「日本人口減少が凄まじい」）。

日米原子力協定が基礎にあり，原子力基本法

悲しいかなわが国の医療系の学会も政府の

がある限り， 原子力村は決して消えないで

方針に従い， 国民に分かりやすく説明をし

しょう。十二分な予算が湯水のごとく電源三

ていません（ホームページ：日本小児科学会，

法を通じて電力業界，原発立地県に流される

日本産婦人科学会）。

からです。

これでは，日本は段々と沈んでいくでしょ

このことをきちんと指摘しているのは，国

う。どうしてこのようなことになってしまっ

会議員の中では山本太郎議員のみです。その

たのか？

山本太郎氏をどうのこうのと嫌う愚かな日本

ほとんどの国民は静かで，何もなかったか
のように既に福島も忘れ， ６ 年後にはオリン
ピックと，期待しているわけです。
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何時になったら， 国民は目が覚めるので
しょう。
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随

想
連載第 １ 回

IT雑感①
パソコンとの出合いと格闘
栃木県栃木市
藤岡診療所

はじめに

天

野

一

夫

病で日本人がかかる程度でしたが，いちおう
９ 時から１２時。 ２ 時から ５ 時まではそこに居

神保勝一編集長から「何でも良いから書く

なくてはなりません。現地の医者とは英語で

ように」と依頼されました。私は実地医家の

意思疎通をはかり， 必要な時にはタイプラ

ための会の例会で過去 ４ 回ほどコンピュータ

イター（当時はまだパソコンは出現していな

に関連した企画を立てたことがあります。そ

かった）で書面を作り，K. Amanoと自筆で

こで， これらの話も含めてITに対する思い

サインをしていました。時間は余りすぎるほ

を雑感というスタイルで述べてみたいと思い

どあったのでブラインドタッチの練習をして

ます。

時間をつぶしていました。このために，ブラ

私 が 開 業 し て か ら の ３０ 年 近 く は， コ ン

インドタッチは結構身についたと思います。

ピュータといかに付きあうかを考え続けた３０

日本に帰ってから，地方の総合病院の外科部

年と言って良いと思います。とはいうものの

長として出張しました。この時の部下が新し

パソコンのメカや，ソフトのプログラミング

い物好き。一緒にパソコンを始めたのがパソ

など専門的な知識は持ち合わせていないので，

コンへの道につながりました。

行き当たりばったりで試行錯誤の３０年でした。

出張から帰ると医局では過去の医局デー

最新のクラウドとかSNSなどは使っておら

タを登録しようということでdBaseⅡという

ず，旧態依然としたXPで仕事をしています。

データベースソフトが使われ始めていました。

今はXPのサポート期間が終わり，さてどう

当時のコンピュータは貴重品です。医局に一

しようかと頭を悩ませているところです。こ

台しかないパソコンを助教授と取り合いしな

んなパソコン保守派の雑感です。新しいこと

がら使っていたのも今となっては懐かしい思

にはついていけなくなったが，いまだにパソ

い出です。当然のことながらスピードも扱え

コンをいじっているのは，根が好きだからで

る情報量も少なく，フロッピー １ 枚が １ MB

しょう。

という容量で，使い勝手としては，ワープロ

３０歳の頃インドネシアに １ 年間出張しまし

機としてまあ使えるという程度であったと思

た。そこには現地のインドネシア人医師が １

います。大きな ８ インチのフロッピーディス

人そして現地のスタッフと日本人ナースが １

クを入れて作業すると，いかにも漢字変換中

人いました。主に日本人を診る医師として医

ですという感じで「カッチン，カッチン」と音

局から派遣されたのです。たまに風邪とか性

がしたものです。当時はその容量と，速度の
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問題からパソコンで画像を扱うことなど考え

た。外資系の企業は利潤が上がらなければす

てもみませんでした。当時はまだパソコンの

ぐ撤退するのと異なり，日本企業の良さだと

黎明期，コンピュータを使うとは言ってもま

思います。しかし，こんな経営で管理工学研

だまだ牧歌的な雰囲気がただよっていました。

究所はちゃんとやっていけているのであろう

コンピュータを診察室に

か，人事ながら心配です。もうだいぶ前のこ
とですが，六本木の街を歩いていたら，管理

開業するにあたり，医療の本質とは何かと

工学研究所の看板を見つけ，旧友にあったよ

青臭いことを考えました。診察とは患者さん

うな懐かしい気持ちになったものです。
「元

の症状を聞き出し，おなかを触って所見を調

気でやっていてくれよ」，心の中で祈りなが

べ，必要ならばさらにレントゲンなどの検査

らその建物と別れたものでした。

をする。これらの行為は情報を集める作業に

さて，医療で扱われるデータは数字データ

異なりません。ならば町医者でもパソコンを

のほかに，文字データ，画像データがありま

診察室に持ち込むべきではないかと考えまし

す。数字の次には文字データを扱うシステム

た。 誰でも思いつくことでしょうが， コン

を作ることにしました。日本語データベース

ピュータを仕事に使う場合，まずは検査デー

でしたので，確かに日本語のデータは扱いや

タ
（数字データ）
から入ることが多いのではな

すかったと思います。私が目指しているのは

いでしょうか。数字データはパソコンと相性

診療をお助けするサーバントシステムいわば

が良く馴染みやすいのです。はじめは検査セ

医療秘書代わりのツールを作ることです。普

ンターから戻ってきた数字を一つひとつ手入

通に紙カルテで診療して，時々パソコンを開

力していました。 １ 日に１０例程ですから，手

いて患者データが即座に得られれば良いので

入力は可能でした。次にはこれをグラフ化す

す。データベースの構造は項目と，その中に

ることを工夫して，患者さんに糖尿病の血糖，

入る数字や文字のデータからなります。例え

HbA１cのグラフを示して，一人悦に入って

ばEKGという項目を作り，“CRBBB”のよう

いました。

にデータを入力していくだけです。 さらに

当初はdBaseⅡを使っていましたが，説明

「１９９３-０２-２２」のように日付もつけておくと，

書は英語
（だったように思う）で使い勝手も悪

いつ検査して，その時の所見はどうであった

いものでした。医院を開設した翌年の昭和６１

かが，一目瞭然です。これにより診療の戦略

年に出たのが日本語データベースシステム

が立てやすくなります。

と銘打った「桐」でした。調べてみると日本

データの集まりがデータベースであり，こ

のデータベース学会の重鎮たちが名を連ね

れを検索することは容易なはずです。ところ

ている管理工学研究所の製品とのこと。IT

が事はそう単純ではありません。 以前， 胃

企業は紆余曲折が多く， かなりの数のソフ

癌の患者さんは何名いたか調べてみたこと

トが廃れてゆく中にあってこのソフトはMS-

があります。病名の項目には“ MK”と記載

DOS→ウィンドウズMe→XP→ ７ そして ８

されていたのは１２８例，“ GASTRIC CA”１６

へとバージョンが変化していく中にあっても

名，“ GASTRIC CANCER”１ 名。計１４５名

きちんと対応しています。また，バージョン

でした。あるいは他の名前で入力されたもの

アップには多くの場合無償で対応していまし

もあったかもしれません。その時々に頭に浮
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かんだ病名で入力しているからこうなるので

作成するようになりました。紹介状は６,７００

す。医療の情報化の第一歩は病名さらには症

件ほどありました。医師会病院への画像検査

状や所見などの医学用語の統一化（標準化）で

依頼も結構多かった（１,７００件ほど）のですが，

す。 昔， 山梨県立中央病院に出張していた

この場合の紹介状はワンパターンの文面をコ

時，我々の医局（女子医大）では，MKと表記

ピーして少し手を加えるだけです。いろいろ

していたのに，順天堂からきていたドクター

な場面で， コンピュータの得意なコピー＆

たちはカルテに胃（Ⅰ）と書いていた（ちなみ

ペースト機能は大変役に立ちます。

に（Ⅱ）は潰瘍）のを思い出します。所変われ

このように，電子カルテもどきを少しずつ

ば病名変わるではデータとしての扱いが大変

工夫しながら改良を加えてきたある日，突然

難しくなるのです。コンピュータに入力する

雷が落ちてデータが破壊されてしまいました。

時， 頭の中に浮かんでくるものをそのまま

この時には日々の診療に即支障を来しました。

使った方が使い勝手としては良い，しかしこ

このシステムは本当に役に立っているのだと

れではデータとしての扱いは格段に悪くなる

その時実感しました。しかし，これを復旧す

のです。昔からいろいろな臓器の癌取り扱い

るのに丸々一週間を費やしました。診療しな

規約があり，定期的に改訂されています。面

がらの作業でしたが，診療は上の空で心はほ

倒臭くて最近は見てもいませんが，第一線の

とんどパソコンに向いたままでした。それで

研究者や病院の専門医にとっては，癌をデー

も完全にデータは復旧できていないと思いま

タとして扱うために必要な共通言語というこ

す。ほぼ ９ 割ほどのデータが復旧できたと思

とでしょう。国は病名マスターを広めようと

いますが，これはまだこのシステムの初期の

しているようですが，これも同じ目的のため

出来事でデータ量が多くはなかったことが幸

でしょう。しかし，いちいち規定された病名

いしていたと思います。データが増えてくれ

を探して入れるのは煩雑です。コンピュータ

ば増えてくるほど貴重なものとなり，これを

はあいまいさを許さない世界であり，不確実

なくしたくなくなるのが心情でしょう。変な

（あるいは，あいまい）な部分のある医療の世

話ですが，はじめてお金持ちの気持ちが分か

界にコンピュータを持ち込むのは必然的に軋
轢が生ずることになります。
以上述べたように，項目を立ててその中に

るような気がしたものです。

院内のネットワーク作り

データを入れてゆくのがデータベースです

私はレセプトコンピュータ（レセコン）には

が，限られた項目に入り切らない記載が必ず

ほとんどタッチしていません。事務でできる

と言って良いほど発生します。 このために

ことは事務に任せるべきではないか。何で事

「その他」
の項目を作っておくことが柔軟にシ

務員でできることを医者がやらなければいけ

ステムを運用する時のポイントだと思います。

ないのという頭があるからです。生来の面倒

コンピュータを使って仕事をする時，使い勝

臭がり屋なのです。当初は検査センターから

手の良さは大きな問題です。あくまで，人が

来たデータを自家製のデータベースに自分で

使うツールであり，人がコンピュータに振り

入力していたのですが，そのうちに，従業員

回されるようでは困るのです。

が複数いるのになぜ自分一人でこんなことを

そのうちに，紹介状もこのシステムの中で
86

しなければならないのかと思うようになりま
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した。何とか従業員を使いたい。そのうちに

まいます。そこで「シ」は「SHI」と入力させる

ウィンドウズでネットワークを作ることがで

ように教育するところから始めました。IT

きるらしいと知りました。

をネットワークで使ってゆく場合， 教育か

丁度その頃，医院を新しく作り直すことを

ら始まるわけです。ところで“ ISHIKAWA

考えていました。そこでネットワークにも充

KIYOKO”さんは， ５ 名いました。 複数同

分対応できるよう，天井裏にケーブルを敷き

姓同名が入る場合はいちいち番号を振って

詰める形で設計してもらいました。全部の部

“ ISHIKAWA KIYOKO ４”のように入力さ

屋には設置しなかったのですが，その後も必

せています。

要があって，配線を追加したりしました。本

また，ネットワークでつながったパソコン

格的なIT医療をめざすならば最初から全部

に，患者さんの病歴を入力させたりもしてい

の部屋をネットワークでつなげるようにして

ます。ところで車両保険の自賠責の診断書と

おくべきであったと後悔しています。

いうものがあります。別の月に同じような文

ネットワーク作りはまさに試行錯誤，うま

面で提出する場合，また最初から同じような

くつながらないことの連続でした。ゴールデ

ことを手で書かないといけません。もしこれ

ンウィークを，まるまる潰して結局ダメだっ

をコンピュータで扱うことができれば，最初

た時は本当にがっかりしました。コンピュー

のものをコピーして貼り付けたものに一部手

タのない世界に行きたいと思うのはこんな時

直しするだけで完成です。なんとかこれをコ

です。結局自力ではネットワーク作成はでき

ンピュータ化できないかと考えましたが，こ

ませんでした。その後，レセコン関係で入っ

の診断書は細かな説明書きがあります。非常

ていた業者の知り合いにお願いしてつないで

に複雑に作られた様式でこれを作るのは難し

もらいました。餅は餅屋です。ところが，ど

いと考えておりましたが，事務の子がワード

うしてもうまくつながらなくなったことも

で寸分違わずこの文書を作ったのには舌を巻

あった。その時，彼はどうしたかというと，

きました。今の若い人は，ワードやエクセル

何とネットワークのハブの電源コードを引き

を結構使いこなしています。彼らの能力を使

抜いたのです。データがいろいろと衝突して

わない手はありません。そのためにも院内が

うまくいかなくなることもある。一旦電源を

ネットワークでつながることが必要です。

落として（この場合機器のスイッチをオフに

今は， ４ つの部屋のパソコン ５ 台。それに

するのではなく，電源から引き抜いて）
，い

レントゲンのパソコン ２ 台，レセコン ２ 台を

わば初期の状態にするのが解決策だと彼は説

含めると ９ 台がネットワークでつながった形

明しました。プロも意外と原始的な手を使う

になっています。

ものです。
ネットワークを作ることにより，従業員の

医療機器のデジタル化

パソコンから検査データを入力させることが

医療のIT化は， コンピュータを診察室に

できるようになりました。患者名はローマ字

持ち込むほかに医療機器自身のデジタル化に

で入力しています。したがって石川さんは，

よっても進みます。昔はデジタル医療機器な

ISHIKAWA で も，ISIKAWA で も 同 じ だ

どはありませんでした。そこで眼底写真や，

が，コンピュータではこれは別人になってし

X線フィルムなどもデジタルカメラで撮影し
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て，コンピュータに取り込んで，これがデジ

仕方が違うのかもしれません」とのこと。同

タル化だとほくそ笑んでいたものです。近く

じウィンドウズでフォーマットさせているの

のＫ先生はレントゲンフィルムを大判のス

だから，そんなはずはないと思っていたので

キャナで取り込んでデジタル化を目指してい

すが，MOをエコー用と内視鏡用に分けてか

たそうです。人は皆同じようなことを考える

らはこのトラブルは起こっていないから，業

ものです。しかし，Ｘ線フィルムをデジタル

者の言うとおりなのでしょう。少しばかり知

化した画像など，読めたものではありません。

識がある者がメカを扱うのが一番ヤバイのか

顕微鏡の軸に合わせてデジタルカメラをセッ

もしれません。 全くの素人であれば， メー

トして，顕微鏡写真のデジタル化をはかった

カーの言うとおりに使って変に手を加えない

こともありました。しかし微妙な手加減が必

から，安全運転できるわけです。

要であり，最初からのデジタル化された顕微

ところで，今使っている内視鏡も故障が多

鏡には及びもつかないものしか撮影できない

くなり，新しいものに変える時期になってき

と思っています。

ました。現在の光源もそのまま使えるのです

記憶は定かではありませんが，内視鏡とエ

が，その保障期間もそろそろ終わりであると

コーでは，エコーの方がデジタル化されたの

業者は言い始めました。 こうなると， 業者

は速かったようにと思います。内視鏡検査は

の言いなりにならざるをえません。 今度の

昔のファイバースコープから電子内視鏡へと

システムは記憶媒体は慣れ親しんだMOでは

変化し， 格段に画像が良くなりました。 内

なく，USBスティックとのこと。 Ｏ社の内

視鏡は最初はＯ社のセットでしたが， その

視鏡システムの記録媒体を調べてみると２０００

後，電子内視鏡に変えた時にF社に変えまし

年にはMO（光磁気ディスク），２００５年には

た。しかし，その後さらに光源を変える時に，

DVD，そして今度のはUSB，およそ ５ 年周

またＯ社に変更しました。F社のものは丸い

期程度で変わっています。そういえば，先日

画像，Ｏ社のものは四角い画像であり，パソ

MOディスクを購入に行ったらどこを探して

コンのディスプレイに並べて表示する時に座

もありませんでした。このように記憶媒体一

りが良いと考えたのです。診療環境を整える

つとってもどんどん変化してきています。普

時，まずはパソコンを中心にして考えるよう

通の診療を行なっているプライマリ・ケア医

になっておりました。

としては，記憶媒体だけではなく，パソコン

エコーも，内視鏡もMOに記録させる機種

のシステムも，医療機械も今の程度で充分と

でした。そこで同じMOにエコーも内視鏡も

思っています。しかし，機械の進歩は診療の

記録していました。 １ 枚のMOにエコーも内

進歩につながるということも実感しています

視鏡も入るのだから賢いやり方だと悦にいっ

から，お金や面倒臭さ（新しいシステムに移

ていました。ところが内視鏡の画像をスイッ

行する時いろいろとトラブルが生じたり，馴

チを押して記録させる時，作動しないことが

れるまで時間がかかる等）との兼ね合いを考

時々ありました。なぜだか分からないままに，

えながらも， 変えていかざるを得ないので

「今日はうまくいきますように」と心の中で念

しょう。

じながら検査していました。先日メーカーが

心電図をデジタル化したのは１０年前頃のこ

来て言うには，
「それぞれのフォーマットの

とであったでしょうか。これもネットワーク
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でつないでいるから，診察室のディスプレイ

いう発想ですから，F社の考えとは相容れま

で見られます。メーカーであるF社の解析シ

せん。ダイレクトメールが時々送られてきて

ステムが作動して快適に使っています。また

いたデジタルレントゲンのナオミに連絡した

CAVI（動脈硬化の検査）やスパイロとも連動

ところ，F社のものとは異なり一週間貸し出

できます。もともとこのシステムで，スパイ

すとのことでした。実際に使ってみてこちら

ロもパソコンに取り込めるということで導入

の要望する，紙でのプリントアウト，JPEG

したものです。スパイロをパソコンと連動さ

画像への変換などスムースに作業できること

せる時はRS２３２Cというコネクタでの接続で

が納得できました。以前のフィルムの時には，

したが， メーカーの専門家が来てパソコン

現像機の調子が悪くてきちんと写真が撮れて

ショップで細々としたものを取りそろえてど

いないことが時にありました。こういうこと

うにか接続できたという代物でした。何とか

が重なると，写真を撮ること自身が怖くなる

ネットワークにつながってはいますが，パソ

ものです。当初，撮影条件をいろいろと試行

コンの本体部分の接続部分が浅くて非常に不

錯誤はしましたが，今ではデジタルレントゲ

安定な感じなのが気になります。担当者もま

ンはデジカメと同じ感覚で，安心して使用で

だやったことがなく，はじめての経験だとの

きています。また，複数の写真を並べて提示

ことでした。あまり，「はしり」にとびつくの

することも簡単にでき，過去のレントゲンと

は考えものかもしれません。一通り出回って

の比較も容易です。 今までは昔の倉庫から

問題点が解決された後のものを使うのが賢い

フィルムを選び出させていましたが，その時

消費者というものでしょう。

間や手間もいらなくなりました。まさに馬鹿

さて，最大の問題はレントゲンのデジタル

チョンカメラの感覚で利用しています。

化でした。F社がデジタルXPシステムをの

以上のように画像データも院内のネット

せたバスを運んできて，その中でデモしてく

ワークを介して診察室のパソコンで見られる

れました。結構良いなと思いましたが，画像

ようになっており，いちおう数字，文字，画

データを取り出してこちらの意向通りに画像

像のデータがすべて診察室のパソコンの上で

を扱うのは困難でF社のシステムの中だけで

扱える形となっております。

動くというものでした。こちらは，レントゲ

（つづく）

ンもいろいろのデータや画像データの一つと
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●ほんのひとなで●

神保勝一

の後， トラック島から呉海軍工廠にえい

『総員起シ』

航された。 約 １ 年 ２ カ月間工廠内で徹底
吉村

昭

文春文庫

著

１９７２年発行
〈新装版 ２０１４年１月〉

的な修理工事を受け， 昭和１９年 ５ 月末日，
工場から連合艦隊に引き渡された。
しかし，「伊号第３３潜水艦」は，それか
ら僅かに半月後に事故を起こし沈没した。

平成２６年 ４ 月１２日

東京医科歯科大学

その事故の正式記録はなく， ただ事故の

あるめいだで開催されました俳句の会の

概略が残っている。

時，永井友二郎先生が参加者に『総員起こ

昭和１９年 ６ 月１３日

伊予灘由利島付近

評判堂

……而ルニ○○， 急遽潜航ノ際右舷機械

製の「雷おこし」を配られました。ありが

室給気筒ヨリ浸水セシタメ沈没セリ。 司

たく頂戴して帰り，
「総員起こし」を調べま

令塔ニイタル者ノウチ十名が艦橋ハッチ

した。 この言葉をタイトルにした， 吉村

ヨリ脱出セシガ， 救助セラルタル者僅カ

昭氏の作品を見つけました。 以下に， 概

ニ二名，艦長以下一○二名殉職。

し』と名付けられた浅草・仲見世

略を記述致します。
吉村昭氏は「救助セラルタル者僅カニ二
昭和１７年 ６ 月１０日，
「伊号第３３潜水艦」が，

名」の一人，小西愛明氏にあった。

神戸三菱造船所で竣工された。 基準排水
量 ２,１９８ ト ン， 全 長 １０８.７ メ ー ト ル， 速 力

「伊号第３３号潜水艦」は昭和１９年 ５ 月３１

２３.６ノットの一等潜水艦であった。完成後，

日第 ６ 艦隊題１１潜水戦隊編入され， 和田

第六艦隊第一潜水戦隊に編入され， 単独

艦長以下１０４名が乗り込んだ。 ６ 月 １ 日か

訓練の後， ８ 月１５日， 司令潜水艦として

ら ２ 週間にわたって訓練のため呉工廠を

ソロモン諸島の作戦に従事した。 その後，

離れた。 訓練海面は伊予灘であった。 急

整備・補給のためトラック島泊地に入った。

速潜航の訓練であった。 ６ 月１２日午後「伊

９ 月２６日， 艦尾に注水している最中後部

号第３３潜水艦」は愛媛県松山市に近い群中

甲板のハッチから海水が入り， 仰角約３０

港に入港， 投錨した。 訓練は明日の午前

度の傾斜で ２ 分後に沈没した。 航海長以

中で終了し， 潜水戦隊司令官の査察を受

下３３名が殉職した。 海軍省は連合艦隊司

け， 第１１潜水戦隊への正式編入と戦列に

令長官山本五十六海軍大将を通じて「伊

参加することになっていた。

号第３３潜水艦」の引き揚げを命じた。遺体
を収容後，１２月１９日艦の浮揚が開始され

明けて ６ 月１３日，「総員起こし」の号令

た。 第一回目の作業は失敗した。 第二回

で午前 ６ 時起床。午前 ７ 時，「伊号第３３潜

目の作業は昭和１８年 １ 月２９日に開始され

水艦」は錨を揚げて，群中港を離れた。艦

た。 艦は完全浮揚し， 清掃， 消毒が完了

は伊予灘を西方に進路を取った。 右手に
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由利島， 左手に青島が近づいてきた。 午

場常夫が「伊号第３３潜水艦」引き揚げの許

前 ７ 時４５分， 試験潜航をすることになっ

可権を入手しこの海域にやってきた。 潜

た。 出港して間もなく伊号第３３潜水艦は

水艦沈没の位置を知ることから始めた又

沈没する。 事故の知らせは小西少尉が松

場は苦心惨憺の末， ６ 月２０日午前 ８ 時，

山航空隊に入れた電話であった。 この通

潜水艦の浮上を見た。

知はただちに呉鎮守府， 第 ６ 艦隊， 第１１

艦首一番デッキが開けられ， 報道カメ

潜水艦隊の知るところとなり， 松山航空

ラマンが艦内に入った。 驚いたことに遺

隊から救難機が飛び立ったが潜水艦の沈

体は白骨化せず残っているという。 記者

没位置確認ができないという。 翌日午後

たちは， 内部に入った作業員に遺体の状

になって潜水艦の沈没位置が確認された。

況を聞いた。

沈没から２４時間が経過していた。 潜水艦

「そうだね。総員起シの命令をかければ

を発見したものの時局我に利あらず， 引

飛び起きそうな感じだな。 眠っているみ

き揚げが可能な水深６０mにあると確認され

たいだよ」そして， 艦内から数々の遺書

たが引き揚げは断念された。

が出てきた。 此処から先は誌面が滲んで，
読み返さなければ読めなかった。

昭和２８年 ２ 月， 呉のサルベージ会社又
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ざいました。
◆近況
 報告は熊手が記しましたが、誤りがありましたらお許しくだ
さい。
◎近況報告
◆今本「北国も春の気配。長男に続き、次男も卒業・独立した今春
は感慨深く、心身も元気になったように思われる」西林「今月、

人くらい診察している。感染免疫

（木の実

記）

◎次回第五十八回句会は、七月十二日
（土）『あるめいだ』の予定です。

かった」 

療養から７カ月ぶりに復帰した三津五郎への拍手が鳴り止まな

ローリングストーンズ、先週行った新開場１周年の歌舞伎座では、

平等』を受講することにした」木の実「遊んでばかりいる。２月は

世界的に広がっているオンライン公開講座で『日本中世の自由と

いる。集まりによって人は活性化するから」向平「趣味三昧に加え、

イ堂の隣の坂道だった」永井「作ろう会のおかげで、楽しくやって

例会の帰りに神保先生に連れて行ってもらったら、なんとニコラ

まれたお化け坂に興味ありと書いたら、地図まで頂いた。その後、

すようになり、やめたくなった」天野「メール句会で永井宗匠が詠

月からの診療報酬変更で、在宅の訪問診療は１家屋を１回とみな

薬も服用してないが元気です」佐々木「ゆるゆるとやっている。４

が落ちたのか、胃腸炎になり２キロ痩せた」松根「血圧も知らず、

ている」松坂
「今も週に１回、

ここに来た。専門医制度が変わって以来、学会への出席者が減っ

が、よろしくお願いします」神保
「今日は日本内科学会を中座して

頑張りたい」中村「横浜在住で、趣味はテニス。初めて尽くしです

歳の誕生日を迎える。この会には永井先生がおられるので、私も

８７
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６０

同好会 だ よ り

「俳句をつくろう会」報告
松坂

神保

松根

飛鳥路に木の芽一斉天をさす

木の芽あえ供えしあとの独り膳

落椿無人の家にもどりけり☆☆

木の芽風頬なでてゆく夕まぐれ☆

天地の讃アンダルシアの八重椿

琴の音の絶えて椿の落ちにけり

神保

向平

小林

永井

永井

木の実

天野

点

④向平

点

佐々木

③天野

何故に心乱るか木の芽時

点

点

木の実

⑥松根

②小林

行きかふは人にも地にも木の芽時

点

点

天野
①今本

せせらぎに蠢くいのち木の芽時☆

風はらみ桜前線北上中

◎選句「地・人」
（☆は複数選ばれた数）
		
		

		

		

		

		

		

		

第五十 七 回

今本 天野

		

佐々木
西林 熊手木の実

句 小林幹子

ゲスト・中村みゆき

向平

席 永井

◎平成二十六年四月十二日
（土） 午後五時
「あるめいだ」
◎出

◎投
須藤和子

題 「椿一切」 神保勝一先生出題

◎総合得点

⑤永井

松根

今本

のことでしたが、大いに関心を持たれ、今後は会員としての参加

◆第 回句会は、西林先生よりご紹介の中村みゆきさんをゲストに
迎えて行われました。薬剤師の中村さんは俳句も句会も初体験と

◎あとがき

同
<点の場合、本会では三光（天・地・人）の多い方を上位とします >

１９

		

西林

２０

◎清記係
◎兼
「木の芽」 西林茂祐先生出題
当季雑一句
風もなく音なく椿落ちにけり

◎選句
「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）
永井選
向平・木の実選
看取りの日さくらまだかと旅立ちぬ☆
		
天野・今本選

１４ ２２

が決定。よき春句会となりました。

神保選

松坂選

		
松根選

苔寺や庭に落ちたる赤椿

万物の息吹き返す木の芽どき☆☆

花の雨地下は人出の日本橋☆☆

一期一会花見のなかに我が生
（よ）かな

酒に酔ひ句に酔ひあそぶ春の宵☆☆

小林

今本

今本

天野

松坂

向平

あしらわれた店頭には出ていないレアな商品とか…ありがとうご

◆永井宗匠からは全員に美味しいプレゼント。浅草・評判堂のおこ
し、その名も海軍にちなんだ「総員おこし」です。包装に海軍旗が

◆優勝は今本先生。三句すべてが「天」を獲得という快挙です。投句
で参加なされた小林先生と大接戦でした。小林先生、ご出席お待

中村選

空の色を透きとほらせて柿若葉☆

ちしております。

西林選

明日会へるしだれ桜のあの場所で☆☆
		
佐々木・須藤選

１８ ２２
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て淋しい正月になったなぁとあらためて思った」神保「古典を読
ん で い て 面 白 く 麗 し い 夫 婦 愛 の 話 を 見 つ け た。 夫 は 大 酒 飲 み の
大阪の豪商で辞世の歌『われ死なば備前の土になしてたべ徳利と
なりて永くさかえん』を墓碑とした。 その妻の返歌は『望みなら
墓 前 の 土 に な し も せ ん も し 擂 鉢 に な っ た と き』
（も し あ な た が 擂
鉢 に な っ た な ら、 あ な た の 埋 ま っ て い る 墓 所 の 土 を も う 一 度 焼
名が集

いて徳利を作って差し上げましょう）
」西林「正月は年始に来る親
族 を ホ テ ル に 招 い て 賑 や か な 元 旦 を 過 ご し た。 今 年 は

人 が 集 い、 て ん て こ 舞 い

（木の実

記）

兼題は
「椿一切」
（神保先生出題）
、
「木の芽」
（西林先生出題）です。

◎次回第五十七回句会は、四月十二日
（土）
・会場
『あるめいだ』

月用の買い置きを控えるようになった」 

ている」木の実「年始でも開店しているスーパーが多くなり、 正

ようかと思うこともあるが、
【非日常をつくる】
という姿勢でやっ

挑戦なさっておられることに深く感じ入った」天野「俳句をやめ

した」との返信をいただき、百歳近くになってまた新たなことに

もらった。日野原重明先生からは「私も３年前から俳句を始めま

送ったところ「いい記録をありがとう」と添え書きのある賀状を

て俳人・ 金子兜太氏（元海軍主計中尉でトラック島にも従軍）に

井「昨年末に作った句集『海の声』に私自身の「戦争の記録」を付し

を改名しようかと一時思案したがこのままでいくことにした」永

だった」向平「亡父の墓には本人作の短歌を彫った。俳号（俗根）

に 出 席 出 来 て よ か っ た。 正 月 は 一 族

る」今本「北海道は積雪量が多く、 今日は飛行機が飛んで初句会

ま っ た。 年 賀 状 は そ ろ そ ろ 欠 礼 と さ せ て も ら う こ と を 考 え て い
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１３

同好会 だ よ り

永井 今本
向平

天野

松根

天野一夫先生出題

		
		
		
		
		
		

点

先達の旅の別れや牡丹焚く

胸の火をいつも赤くと千鳥鳴く☆

マスクして今日患者らにわれ優し

春を待つ鹿の目やさし奈良の町☆

今本

向平

永井

西林

永井

木の実

ちょっとだけ心の武装マスクかな

天野

聖橋くぐりていざや初句会☆

外面の良き稚児らしき初座敷

佐々木

向平

年毎にやり残し増え大掃除

点

春待つや梢（うれ）に日を溜め伊豆の山

④木の実

◎あとがき

点

西林

③松根

寒紅の濃き唇のよく動く☆

松根

◆初句会となった第 回「ための会句会」は『あるめいだ』にて９名が
出席。向平先生による詩吟「松竹梅」で粛々と幕を開けました。

点

天野選

能舞台稚児の足ぶみ春を待つ☆

神保

②西林

向平選

神楽殿笙の稽古や春を待つ☆☆

木の実

西林

		
		
		
◎総合得点
①神保

松坂選

マスクせぬ顔拝みたし歯科医かな

神保

点

須藤選

マスク取り乙女うつむき紅をさす☆

松坂

⑤永井

松根選

元朝の仏に燈明絵蝋燭

今本

松坂

あるめいだ

「俳句をつくろう会」報告

第五十 六 回

句 佐々木

熊手木の実

席 神保

◎平成二十六年一月十一日
（土） 午後五時
◎出
◎投
須藤和子

題 「マスク」

◎清記係
◎兼
「春を待つ」 永井宗匠出題
当季雑一句

神保選

雪の丈今日も測りて春を待つ☆

西林

句
「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

西林選

車椅子畳まれてあり春を待つ

松根

◎選

木の実選

あやされて笑みし童児もお正月

◆優勝は「カサブランカ」は季語かと惑わせた（？）神保先生。続く西
林先生、松根さんは投句三句全てが天地人に入るという快調な滑

り出しで、新年らしい目出度い一夕でした。

◆近況報告は熊手が記しましたが、誤りがありましたらご容赦下さ
い。
◎近況報告

胸飾りカサブランカとは豪勢な

松根

神保

た」松坂「あっという間に年末年始は過ぎ、 簡素化され昔に比べ

９ 名 中 ６ 人 の 方 が 天 に 取 っ て 下 さ っ た の は、 嬉 し い 出 来 事 だ っ

松根「年末のメール句会で拙句『冬ざれの海に真向かふ墓二つ』を
マスクして目力極まる男の子

句
「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

今本選

		

		

◎選

天野

１６

電線に雀一列春を待つ

１６

永井選

１６
５６
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１４ ２０

アレレ…。巨人がヨーイ・ドンで仰のけに転

編集室より

倒しました。まさかの広島が独走です。広島
ファンは鯉のぼりまで，と言っていますが。

いろいろなことがありました

無駄を削り落とした妙訳
松坂

勲

神保勝一

私の手元に岩波文庫『井伏鱒二全詩集』があ

まず，消費税の増税が導入されました。僅

る。私は仕事で疲れたとき，ぱらぱらとペー

幾ら追

ジをめくっては何度でも楽しんでいる。この

加？」が面倒なことになりました。 １ 円 ２ 円

「厄除け詩集」の半分は詩訳である。著者は早

１０円切手のシールを買いました。１０円切手の

稲田を中退する前後の頃は，翻訳の仕事をし

デザインはタンポポの上にゲジゲジかと思い

たり画家を夢見たりして，左翼の誘惑にも乗

ました。 ２ 円切手はウサギでかわゆいのです

らず貧乏な文学青年窶れの姿だった。しかし

が，
「このやろう」
とつぶやきながら貼ってい

類は友を呼ぶが如く荻窪，阿佐ヶ谷など中央

ます。これは負の影響です。良かったことは，

線沿いの同人雑誌仲間との交流を深めながら

秋葉原のヨドバシカメラが空いたこと。暮れ

文筆活動に励んだ。その間に学べたものは将

から正月は満員電車に揺られるような雑踏で

棋と酒と釣りだったという。文壇にデビュー

人に酔いました。今や普段日は人にぶつから

してからは数々の名作（小説，随筆）を生み出

ず歩けます。

した。自分の生き様と同じく常に庶民の中に

かに ３ ％とは申すものの「切手代

船が転覆し大勢が犠牲になりました。詳細

身を沈めつつ活写している。数々の文学賞に

が分かってくるにしたがって人災と分かりま

輝き， 文化勲章も受賞した。 太宰治の師匠

した。この事故を対岸の火事にすることなく

だったことは夙に有名だ。

日本も注意しなければなりません。

この詩集の漢詩訳の中でよく知られている

子供の野球が始まりました。 ４ 月は区大会

のが下記の五言絶句である。唐代の詩人千武

ですが， ５ 月には都大会へと進みます。 ２ 位

陵が作った『歓酒』だが，原文と対比して読む

にまで勝ち進むと全国大会へ出られます。グ

と面白い。

ランドの出入りには全員整列し礼をしていま

勧君金屈巵 コノサカヅキヲ受ケテクレ

す。試合時には高校野球のように ２ 列に並ん

満酌不須辞 ドウゾナミナミツガシテオクレ

で相手チームにお辞儀をして「お願いします」

花溌多風雨 ハナニアラシノタトエモアルゾ

と言い合っています。双方やる気満々です。

人生足別離 サヨナラダケガ人生ダ

７ 回または ５ 回，大量点差でコールドもあり

平易で威勢のいい文の一篇の詩と読み捨て

ます。私ごとですが， ３ 回コールド負けをし

るのは軽率であろう。
「生者必滅」
「一期一会」

たことがあります。バッティグ・チャンスは

のように生きる上で持たざるを得ない諦観が

一回きりでしたが，ずっと守っていたように

謳われている。

思います。上野球場での出来事で通行中のヤ
ジに怒鳴られました。その球場の地に上野音

酒のみでも横綱級だったという，悠揚迫ら
ぬ文士の風貌とも重なり合う。

楽堂が建っています。
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◆ １ 月は「災害医療を考える」があり，東久留米
◆２４８号をお届け致します。今号は第５５４回平成

２５年 ９ 月例会，第５５５回平成２５年１０月例会，第
５５８回平成２６年 １ 月例会，第５５９回平成２６年 ２

月例会，第５６０回平成２６年 ３ 月例会の記録を掲
載致しました。なお，第５５６回平成２５年１１月例
会は第 ７ 回日本プライマリ・ケア連合学会秋

季生涯教育セミナーに，第５５７回平成２５年１２月

市における医師会を中心とした災害時医療活

動を伺いました。近づいていると考えられる

関東直下型大地震，南海・東南海大地震と津
波被害，富士山の噴火，大型台風の襲来など
考えるだけでも恐ろしいことが起こりそうで

す。これらの対策を当局任せにせずに地域を
守りたいと行動することは大変に重要なこと
と思われました。

例会は第 ２ 回日本プライマリ・ケア連合学会

◆ ２ 月は「糖尿病の地域ケア」をテーマに「熊本宣

ました。都合 ７ カ月の例会と振替の例会記録

に １ 人，２０００万人を超えました。草臥れた日

関東甲信越ブロツク地方会に振り替えとなり
を収載致しました。

◆ ９ 月例会は「地域包括ケア」の演題で「長崎在宅

Dr.ネット」を伺いました。１０月は「総合診療専

言２０１３」を伺いました。糖尿病は日本人の ５ 人

本人の膵臓をどうするか。食事と運動が大切
です。寝たきりをさせないように早期の介入
が必要のようです。

門医」が演題で，総合診療医について伺いまし

◆ ３ 月は「認知症」
。高齢化人口の極端な増加は

内科医がその役目を担っていたかと思ってい

た家族が戻ってきた話を報道で取り上げてい

た。医学が細分化，専門化する前は開業医・
ます。しかし，総合診療医の役割は外来診療，
救急医療，在宅・介護などとさらに幅が広く
深まり，連携の重要性が増しました。

◆１１月は「ベテランから若手へ診察のコツ伝授」
がありました。１２月は「在宅緩和ケア」を演題
に鈴木央先生が日本プライマリ・ケア連合学
会関東甲信越ブロツク地方会で講演をされま
した。
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国の問題でもあります。１０何年振りに失踪し

ました。最早他人事ではなくなりました。先

生方の外来でも「痴呆症」
「徘徊」などをきっ
と診察されていると思います。ますます医師
間の相互協力のみならず多くの地域他業種の
人々との連携が大切になりました。

これからも先生方のご自愛とご活躍をお祈

り申し上げます。

（神保勝一）
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