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躍進し続けるACP日本支部

くはなく、日本支部の学術集会にも ACP Representative としてご

参加いただきました。余談ですが、今年の英国消化器病学会で RCP

（Royal College of Physicians）の女性 President が講演されていま

したが、500 年の RCP の歴史で初めての女性 President だそうで、

少々驚きました。それに比べれば日本支部での女性の活躍は顕著

で、理事、委員長などの役員として活躍されている女性が少なくな

いことは、他の日本の学会とは一線を画しています。米国と社会環

境の違う日本で、女性医師が本業以外に時間と労力を費やすのは

困難を伴います。それでも女性医師が無理なく参加でき、豊富な

ACP のリソースを享受し、そして活躍できるような環境を作るこ

とが，ACP 日本支部の責務と考えています。

　ACP で学ぶメリットは今だけではありません。明日のために、

今、ACP ！

○支部長挨拶

支部長

上野 文昭

　今回もまた，素晴らしい Newsletter をお届けいたします。内容も

充実していますが、一目見て惹きつけられるレイアウトやデザイ

ンにお気づきになられたと思います。安藤聡一郎委員長をはじめ

とした PRC 委員の皆さま、そして広報顧問の辰巳明久教授のご尽

力に深謝いたします。

　その内容をよく読んでみましょう。活躍しているのは PRC だけ

ではありません。今回の Newsletter にも他のいくつかの委員会か

ら報告があります。会員個人からの寄稿もたくさんいただきまし

た．ここには登場していない委員会や個人レベルの活動も多すぎ

て、1 回の Newsletter にはとても収載しきれません。発足して 10

年少々の、形のある利益（履修単位など）を得にくい学会が、ここま

で活性化していることに、私自身やや驚いています。純粋な学びの

場を求める健全な医師・医学生が多いことを実感できます。開設

当初から優秀な人材が数多く参加し、また優秀な人材との輪（和）

を求めて、さらに仲間が増えつつあります。この 1 年で、若手内科

医、研修医、そして医学生などの若い会員が着実に増え、益々活気

づいています。これはもちろん喜ばしいことですが、ACP は決して

若い人たちだけを対象にしているわけではありません。すでに確

立した診療をされている内科専門医の方々にも十分満足していた

だける企画も検討中です。さらに今年はアフィリエイト会員のカ

テゴリーを設立しましたので、日本中の多くの優秀な医師にも入

会の道を開きました。皆様の周囲の内科専門医、研修医、医学生だ

けでなく、内科各分野の専門医や他科の専門医といった方々も、ぜ

ひお誘いいただくようお願いいたします。

　毎年 ACP Internal Medicine Meeting や支部長会議に出席してい

ますと、少し日本と異なる点に気づきました。米国内では女性の数

が多く、ほぼ半数ではないでしょうか。女性 President もめずらし
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遠位型活動性潰瘍性大腸炎に対してアセチルサリチル酸の直腸内投与は
経口投与と比較して早期寛解をもたらす：システマティク・レビュー

1 剤は早期的な効果を発揮する治療薬ともう 1 剤は、安定的な状

態をもたらす治療薬の組み合わせはそれぞれの単剤より、治療効

果をもたらすのではないか、ということです。今後、この一般化し

たアイディアを臨床研究やシステマティク・レビューで検証した

いと思います。

　この試みを一般化して言えば、独創することの自由と、独創する

中にある規律的形式や必要性との間の弁証法的な歩みです。規律

的形式や必要性なき独創は何ものにも通用しないという理由でそ

もそも無能ですが、独創を生まない規律的形式や必要性も文字通

りの意味で不毛である、と信じています。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Student 部門受賞

信州大学医学部  ６年

森  博隆

　この度は光栄ある賞をいただき誠に身に余る思いです。

本番は緊張のあまり、英語で質問されても一言も聞き取れず、黒川

先生に通訳していただきまして、この場をお借りして先生には深

く陳謝したいと存じます。

この研究のアイディアは直感的で背景は現実的な問題でした。

・理想的に遠位型活動性潰瘍性大腸炎に対する標準療法は、アセチ

ルサリチル酸の経口と直腸内投与の併用療法です。

・一方現実では、直腸内投与はその手間から好まれず、中断された

りして実際のところ経口単剤の傾向があります。

・そして先行研究では経口単剤と直腸内投与単剤では 6 週間から

8 週間目での寛解に差はなく直腸内投与を継続する理由がありま

せんでした。

・しかし今回の研究のアイディアは炎症部位に直接的に作用する

直腸内投与の方が経口投与よりも早期に寛解をもたらすのではな

いか、という直感的なものでした。

・直腸内投与の早期寛解の時期がある程度明確になれば、直腸内投

与の継続にもなる可能性も示唆します。

・現実的な問題を明確にするには過去の流れを総括するシステマ

ティク・レビューが最適でした。

・一定の基準の基、文献検索の結果、3 件の研究が条件に合致しま

した。このことは、理想的には併用療法であるが、潰瘍性大腸炎の

現実的な問題を意識して行われている研究の数を意味していま

す。

・アウトカムの経時的効果をレビューしたところ、2 週間以内では

直腸内投与は経口投与に比較して、有意に寛解を導入できること

がわかりました。

　優れている臨床研究のチェックポイントとして、福原俊一先生

はポイントとなる英語の頭文字を取って FIRM2NESS を提案され

て い ま す。私 は 恐 れ 多 く も、そ こ に、一 般 化 を 意 味 す る

Generalization の頭文字 G を付け加えさせていただきたいと直感

的に存じます。今回の研究を例にとれば、潰瘍性大腸炎だけでなく、

他の分野の疾患で、効果的な併用療法の組み合わせを考案される際、
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○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Student 部門受賞ポスター／森  博隆
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2016 年度  ACP 日本支部  Best Abstract Award を受賞して

ていただくことができました。その際に、指導医の先生から、糖尿

病内科医が救急外来に行くのであれば、受診時血糖値とその患者

の予後を検討してくるように言われたのが、本検討の始まりでし

た。　　　　

約 2 年にわたる症例での検討をさせていただきましたが、情報管

理室・検査室の方々に膨大なデータを提供いただき、どこから手

を付ければいいのかわからない状態の中、指導医の先生にデータ

の取り扱い・統計処理について多大なるサポートおよびご指導い

ただいたおかげで、なんとか発表にこぎつくことができました。

今回、ACP 日本支部 年次総会には、初めて参加させていただきま

したが、事前に聞いていた以上に刺激を受ける学会でした。特に、

学生さんが積極的に参加していること、専攻医でセッションを行

う側として参加されている先生がいることに衝撃を受けました。

ACP 学会に入ることなく今回は参加させていただきましたが、入

会し来年も是非とも参加させていただきたいと考えています。

　最後になりましたが、今回の貴重な経験を与えてくださいまし

た ACP 日本支部の役員の皆様、時間を惜しむことなく指導をいた

だきました安友佳朗先生、原賢太先生、荒井隆志先生、様々な形で

協力いただいた院内の先生、情報管理部・検査室の皆様に感謝の

言葉をのべさせていただき締めさせていただきたく思います。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Young Physician 部門受賞

北播磨総合医療センター
糖尿病・内分泌内科専攻医

高吉  倫史

　この度、2016 年度 ACP 日本支部年次総会 Best Abstract Award 

をいただき誠にありがとうございました。ACP 日本支部年次総会

の凄さは Facebook を通じて知り、参加されている指導医の先生か

ら“とてもためになる”と勧められたため、演題を出させていただく

ことになりました。抄録を英語で書くという経験は初めてであり、

当初の演題登録締め切りには間に合わず、延長された締め切り日

に 4 時間にわたり指導医の先生から添削を受けての、抄録の提出

となりました。

　抄録作成を終え、残る英語での作業はポスターを作るのみと考

えておりましたが、Best Abstract Award をいただき、予期せぬ英

語での発表の機会をいただくこととなりました。英語での学会発

表は行ったことも聞いたこともなかったため、準備にはとても苦

労しました。指導医の先生に、原稿作成から英語の発音記号まで含

めた読み方の御指導をいただきなんとか発表にこぎつくことがで

きました。うまくいったとは言いがたいですが、大きな会場での発

表は貴重な経験となりました。

　発表のテーマは、ストレス高血糖と 30 日死亡についてでした

が、このテーマで発表できたのは当院での環境のおかげと考えて

おります。現在、研修させていただいている北播磨総合医療セン

ターは、神戸市から車で 1 時間弱の兵庫県小野市にあり、三木市民

病院・小野市民病院が合併し、2013 年 10 月に開院された 450 床

規模の病院です。現在、研修医を含め 130 人の医師が働いていま

すが、科の垣根がとても低く、そのおかげで、糖尿病・内分泌内科

を専攻している身ですが、救急部でも 2 ヶ月にわたり研修をさせ
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○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Young Physician 部門受賞ポスター／高吉  倫史



7

ACP 日本支部年次総会 2016 Best Abstract Award を受賞して

　

　実施にあたって最も気をつけたのは、参加者の方々に楽しく参

加していただくことです。どうしても実験色が出てしまうので、お

一人お一人に企画の目的について十分説明し、ご理解いただける

よう配慮しました。また、調理教室にあたっては、先端医療セン

ター栄養管理課　内田雅子先生、三浦由美子先生、白河厚生総合病

院栄養課 山田さゆり先生に管理栄養士の視点からご協力いただき

ました。企画のデザイン、解析にあたっては、福島県立医科大学臨

床研究イノベーションセンター 佐々木彰先生、京都大学医療疫学

分野 福間真悟先生、山本洋介先生、福原俊一先生にご指導いただき

ました。そして何よりも JA しらかわ担い手支援課の皆様、白河厚

生総合病院総務課の皆様に企画運営について多大なるご協力をい

ただきました。この企画は多くの方々のご協力なくして成り立ち

ませんでした。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

　本企画では、２ヶ月間という短期間では有意な結果を得ること

ができましたが、より長期的に減塩を継続できるかが重要と考え

ています。今後も地域の健康増進に貢献できるよう継続的な活動

を行っていく所存です。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Senior Physician 部門受賞

福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー
京都大学社会健康医学系専攻 医療疫学分野

高田  俊彦

■ランダム化比較試験を実施して

■今後の展望

　この度は、Best Abstract Award をいただき、誠にありがとうご

ざいます。地域の健康に何か貢献することはできないかと、たくさ

んの方々にご支援いただきながら実施した本研究がこのような形

で評価いただけたことを心より嬉しく思います。

　

　私の所属する福島県立医科大学 白河総合診療アカデミーは、福

島県立医科大学と JA 福島厚生連が設置した寄付講座で、診療と研

究の実践の場は白河厚生総合病院です。白河厚生総合病院では、JA

福島 白河支部（以下、JA しらかわ）と連携して、組合員を対象とし

た健康教室を毎年実施しています。そのご縁があって、組合員の

方々を対象とした健康のための共同企画についてご提案いただき

ました。

　テーマは、白河に赴任してからその重要性を感じていた、減塩を

選択しました。縁あって、神戸女子短期大学 食物栄養学科 准教授 

今本美幸先生に企画にご協力いただき、減塩の調理教室を行うこ

とになりました。健康に関する企画は様々なものが行われていま

すが、その効果まで検証されているものは少ないのが実情です。本

企画では、企画自体の効果および参加者個人レベルでの効果を科

学的に測定し、フィードバックすることを重視しました。減塩調理

教室の参加者およびご家族の方々への影響を検証するために、ラ

ンダム化比較試験をデザインしました。

 

■着想のきっかけ
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○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Best Abstract Award Senior Physician 部門受賞ポスター／高田  俊彦
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ACP 日本支部年次総会に参加して

した。理想の医師像を考えるきっかけとなりました。

　その他にも多くのセッションがあり、私が参加できたのはごく

一部です。しかし今回の総会への参加を通じて、多くの学びを得ら

れました。また来年も是非参加したいと思います。そして内科を志

望する多くの後輩に、このすばらしい総会を薦めたいと思います。

　ACP 日本支部学生委員会で、医学教育についてのセッションを

開催することが決定したのは総会の半年以上前のことでした。私

達はそれから、学生という立場から医学教育を考える際に、どのよ

うなアプローチが良いのか長い間悩んでいました。医学部のカリ

キュラムへの言及では、各々の学生の個人レベルで行動変容を起

こすことができないのではないかと考えたからです。そこで私達

は、モチベーションの高く Active learning を実践している学生が

集まる勉強会グループに着目し、その活動目的や内容から良い医

師になるための学習内容や学習方法とは何かを考えていくことに

しました。結果、臨床推論や感染症など、医学的知識を学んでいる

勉強会団体「PRIME」と、社会問題についての勉強会やフィールド

ワークを行っている 「WiNG」という 2 つの団体に登壇して頂くこ

とになりました。

　セッションの最初に、皆様に「もっと学びたいと考えていること

は？」について考えて頂きました。会場からは症例をベースとして

基礎医学を学びたい、臨床推論や病棟管理業務を学びたい等、臨床

で実際に必要とされる医学的知識やノウハウを学びたいとのご意

見が挙がりました。また、コミュニケーション学を学びたい、社会

常識を学びたいといった人との関わりや社会を学びたいとのご意

見も挙がりました。臨床で働くことを見据えて必要とされると思

われるものを、自分で考えながら又は経験しながら学びたいとい

う方が多かったように思います。大学の講義では知識のみが与え

られる形式が依然として多く、それに不満を持たれている方が多

い印象でした。

　次に PRIME の代表の和田周平君（名古屋大学 6 年）に活動内容

をプレゼンして頂きました。臨床推論は実際の症例を、ディスカッ

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集

ACP 日本支部 学生委員長
藤田保健衛生大学 医学部 6 年

福岡  翔

　6 月 4、5 日に、ACP 日本支部年次総会に参加致しました。今年の

総会のテーマは「ジェネラリスト内科を醸成する」でした。様々な

プロブレムを抱える高齢者が益々増えていく日本社会において、

特定の臓器にとらわれず多角的な視点から患者さんを診られる能

力は、どの診療科においてもより重要になるのではないかと思い

ます。総合診療科を志している私にとって、今回の総会に参加でき

とても幸いでした。総会のご感想、および学生委員会企画セッショ

ン開催のご感想を皆様にお伝え致します。

　私が参加した 1 つ目のセッションは「システマティックレ

ビューと診療ガイドライン作成のためのグローバルスタンダー

ド」です。ガイドラインが正しく作成されているかの判断をどのよ

うにすれば良いのかを知ることができました。2 つ目に参加した

セッションは、「『身体診察教育』という古くて新しい風」です。症例

を通じて、身体診察がコミュニケーションとしても重要であると

いう気付きが得られました。3 つ目には「すぐに外来・病棟で実践

できる エビデンスに基づく成人の予防医療」に参加しました。疾患

ばかりでなく病気を予防する観点の重要性、そして各々のエビデ

ンスに基づいた適切な健診方法を学べました。4 つ目に参加した

セッションは、「日本の健康格差 : 医療者は何をすべきか」です。日

本においても個々の社会的背景の差異から健康格差が存在してい

ることを学べました。そして医療者として何をしていけばよいの

か考えるきっかけになりました。最後に、「ホスピタリストのため

の人工呼吸器セミナー in ACP Japan」に参加しました。人工呼吸器

の設定方法を、実際の臨床の場面から実践的・理論的に理解する

ことが出来ました。

　「ドクターズジレンマ」では、研修医の先生方の知識とユーモア

を競い合うお姿を拝見しました。会場にいる私もスマートフォン

からクイズに回答出来、楽しみながら医学的知識を深めることが

出来ました。

　プレナリーセッションである「Generalism を考える」では、様々

な診療科で活躍されていいる先生方が「ジェネラルとは何か」、「ど

のような内科医を育てるべきか」をディスカッションされていま

■学生委員会企画セッション「全国の勉強会活動から考える
医学教育」開催の感想

■ACP 日本支部年次総会への参加
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社会背景や患者さんの価値観の差異により、医学的に最も正しい

選択肢が、その患者さんに最も良い結果をもたらすとも限りませ

ん。社会を学ぶことにより、患者さんの背景をより深く理解し共感

できるだけでなく、他の医療者と円滑に連携した上で、その患者さ

んによりよい治療法の選択や退院後の方針の選択ができるように

なるのではないかと思いました。

　知識、技能、コミュニケーション能力、リーダーシップ等、医師に

なるにあたって求められる能力は多岐にわたり、医学部の講義で

与えられるだけではそれぞれ十分に学べず、また真にそれらがな

ぜ必要か理解し辛いというのが現状であるように思います。アー

リー・クラークシップや臨床実習等での実際の経験を通じて、何

をどのように学べばよいのか、つまり学生の私達が自ら医師に必

要な能力とは何かを考え、それをモチベーションある仲間と実践

していくことは、まさに昨今教育で重要視されている Active 

learning の体現です。そのような活動をされている 2 団体の方の

発表を通じて、私達が何をどのように学んでいけばよいのか、多く

の気付きが得られたのではないかと思います。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ ACP 日本支部年次総会に参加して／福岡  翔

ションを通して学ぶことで効率よく診断学を学ぶことができるに

も関わらず、最近人数減少に悩んでいるとのことでした。そこで会

場で、「どんな勉強会なら楽しいか」、「どんな勉強会なら参加した

いか」、「どんな勉強会なら続けられるか」について会場の皆様に

ディスカッションして頂きました。具体的な方法としては、広報を

広くかつ内容を具体的に知らせること、ゲーム性を高め参加者が

多く発言できるようにすること、プレゼンターに負担がかかりす

ぎないようにすること（プレゼンを分担する）等のご意見が挙がり

ました。また、そもそも人数の減少にあまり問題はなく、継続性を

考えるのは手段の目的化であるとのご意見も挙がりました。そも

そも勉強とは自分の学習のために行うものであるので、その通り

であると思います。私としては、勉強会団体は Active learning をモ

チベーションある仲間たちと実践していく場であり、教え教えら

れ共に学んでいく場と考えています。またプレゼンターとして勉

強会を主催する際に、どのような内容が求められているか、参加者

の方の学びが多い勉強会とは何か等を考えなければいけません。

そのため自分だけでなく他の参加者がどのような方であるのかを

考え、また多くの方が参加しやすい勉強会とは何かを考えること

はやはり重要なことではないかと思います。それにあたって、会場

からのご意見のように多方面に具体的な内容で広報を行い、初参

加の方が参加しやすくかつ発言しやすい雰囲気であり、また全て

の参加者に学びがあること等の工夫を重ねていくことが必要で

す。それでも参加者が増えなければ仕方がないこととですが、例え

少人数で細々と続けるだけでも参加者の方にとって意味のあるも

のであれば、継続することは有用であるはずではないかと思いま

す。

　最後に WiNG の永石さん（横浜市立大学 2 年）にプレゼンして頂

きました。WiNG の活動では、学部の垣根を超え社会問題等につい

てディスカッション、フィールドワークをして社会を学び、それを

団体内で共有されています。永石さんからは「なぜ医学生が社会を

学ぶことが必要か」というディスカッションテーマが会場に投げ

かけられました。臨床実習の間でしか臨床に関わったことのない

学生にとって、具体的に考えることは難しいディスカッション

テーマでしたが、やはり患者さんを初めとしてご家族、さらに院内

の医療者間のみならず地域の医療施設の方とのコミュニケーショ

ン能力、患者背景の理解力を涵養するために、社会を学ぶことは重

要であるかと思います。例えば、近藤克則先生の著書「『健康格差社

会』を生き抜く」には所得や学歴、職業階層などの社会経済的地位

によって、いのちや健康にも格差があることが記されています。そ

のような社会的背景による健康への影響を知らなければ、その背

景をもつ患者さんに共感することが難しいかもしれません。また
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全国の学生勉強会活動から考える医学教育

るか分からなくなって苦しく感じるといわれていました。参加人

数が減ってきたり、個人の負担が増えてきて続けるのがつらくな

るのは、勉強会に限らずグループ活動にはつきものです。会の継続

が目的化してしまうこともあるのではという指摘もありました。

私は個人的には、無理をせず、自分の学びになっていると感じるの

であれば続けたらよいし、義務感のほうが大きいようなら発展的

解消もありではと考えています。情熱をもって楽しく取り組んで

いるからこそ、伝わるものがあるからです。一方で、運営で悩んだ

り苦労するものかけがえのない経験であり、学びの機会であるこ

ともお伝えしておきたいと思います。参加者が集まらず運営がう

まくいっていないと思える場面に耐えている自分を眺めて、頑

張ってるなぁと褒めてあげてほしいです。どんな工夫をしたか、ど

う決断したかは、リーダーとしての力を得る貴重な体験となるで

しょう。苦労したからこそ理解できるようになることもあります。

セッションでは、悩みながら勉強会を続けている発表者のお二人

の体験に、参加された学生の皆さんは大きな力を得て帰られたと

感じました。

　このセッションの準備のために、学生委員会では半年も前から

定期的にスカイプ会議を重ねてきました。午後９時に始まった会

議が午前零時に及ぶこともありました。21 名の参加者一人一人に

とって得るものの多いセッションとなったのも、そうした努力の

成果です。準備の最初からセッションの終了まで伴走させて頂き、

皆さんのディスカッションから私もたくさん学ばせて頂きまし

た。ありがとうございました。学生委員会の皆さんの今後のご活躍

をお祈りするとともに、ACP 日本支部の活動が学生の皆さんの力

でより充実し発展することを願っています。

　 

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／学生委員会

 〝今の医学教育に足りないものは何か？“という問いかけから、グ

ループディスカッションが始まりました。何を学びたいか率直な

意見で聞かれたのは、「臨床の事例から解剖学や生理学を学びた

い」、「フィードバックをもらいたい」など、コンテンツよりも如何

に学びたいかということでした。効果的な学習法として確立され

ている Case-based learning や、学習者の成長を促すのに不可欠な

フィードバックなど、あたり前に提供されているはずのものが、医

学生にはまだまだ届いていないという現実に、教育を担当する立

場の者として多くの課題を示された思いでした。

　このセッションでは、主に、勉強会を主催する学生の皆さんの悩

みや不安が共有されました。〝「知識」と「医術」がなければ始まら

ない″という指導医の言葉は、学生の皆さんには学業以外のこと

をやっていてよいのかという不安を生じさせたようです。確かに、

知識と技術は基本です。愛想がいいだけの藪医者は困ります。しか

し、知識（とある程度の技術）は医学部に在籍している間、待ってい

ても降るように与えられます。一方、暗記にとどまらない臨床推論

の考え方や医療と社会の関わりは、発表グループが実践している

ように意識して取り組まなければ学べません。また、知識と技術が

あっても、患者さんの生活背景や病の受け止め方を想像できなけ

れば的確な情報収集はできず、その方に適した治療を提供できま

せん。

　The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada では、

CanMEDS 2015 という医師に求められるコンピテンシーのリス

トを作成し、世界の 100 以上の医学会が採用しています。それに

よると医学のエキスパートとしての重要な要素のなかで、知識や

技術はその一部にすぎません。リーダーシップや多職種・患者家

族ともコラボレートできる力、患者やコミュニティの必要を代弁

できる advocate としての役割など、その多くは教室の中だけでは

学べません。また、健康の社会的決定要因 (Social determinants of 

health) に関する WHO のレポートでは、“Why treat people 

without changing what makes them sick…” と呼びかけています。

学生時代に、教科書では学べないことを体験する意義は計り知れ

ません。

　勉強会を主催する側の学生が、継続できるか、継続する意義があ

ACP 日本支部副支部長
順天堂大学医学部医学教育研究室 教授

武田  裕子
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Dr’s Dilemma を終えて

出し合いながら正答を重ねることができ、結果としては優勝チー

ムとしてアメリカでの本戦の出場権を頂くことができました。

　身に余る光栄ではありますが、このような結果を頂けたのも、普

段日常臨床でご指導頂いている先生方のおかげであると実感して

おり、心より感謝致しております。また、来年 3 月のサンディエゴ

での本戦では、医学的知識のみならず、語学力も必要であり、自分

達がどこまでできるのかはわかりませんが、普段ご指導頂いてお

り今回 Dr’s Dilemma に応募して下さった傍島先生はじめ、応援し

て下さっている先生方や、本戦出場に向けて調整して下さってい

るスタッフの方々の期待に少しでも応えられるよう、頑張りたい

と思います。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Dr’s Dilemma 優勝

 　この度、6 月 4 日 5 日に京都大学で行われました ACP 日本支部

年次総会 2016 の Dr’ s Dilemma に参加させて頂きました。出場に

あたっては、病院対抗のクイズ大会と伺っており、自分が参加して

よいのか疑問にも思いましたが、上級医の先生方の後押しを頂き、

恐れ多くも同期の長縄先生とともに参加させて頂くこととしまし

た。

　当日会場に着き、午前午後と様々なセッションが開かれており、

とても勉強になる内容ばかりでした。Dr’ s Dilemma は夜の開始と

なっており、大変緊張したのを覚えております。時間となり、ス

テージに上がり、映し出されるスクリーンの出題を見て解答する

のですが、他の病院の先生方の解答には、その知識の深さに驚嘆す

るばかりでした。しかし偶然にも、チームで相談しそれぞれ意見を

 

松波総合病院　総合内科

杉野  正晃
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施設対抗クイズ大会 (Dr’s Dilemma) に参加して

め、診断の過程から治療にかけて多種多様な疾患を経験すること

ができます。本大会の後半は症例ベースの問題が中心であったため

日々の診療を活かすことで終盤の追い上げにつながり、優勝する

ことができました。これもひとえに、初期研修時より内科の考え方

を日々指導して下さいました村山正憲先生、世界標準を意識し常

に向上心を持って学び続けるよう指導して下さいました国枝武重

先生のお陰です。深く感謝いたします。

　最後に、このような貴重な体験をする機会を与えて下さいまし

た黒川清先生、小林祥泰先生、上野文昭先生をはじめ ACP 日本支

部の先生方に心より感謝申し上げます。また、ACP 日本支部年次総

会 2016 の Dr’s Dilemma に参加することができましたのは、開催

に御尽力された志水英明先生、吉野俊平先生をはじめサポートし

て下さいました先生方のお陰です。この場をかりて、お礼申し上げ

ます。

○ACP 日本支部年次総会 2016 特集／ Dr’s Dilemma 優勝

 　2016 年６月に開催された ACP 日本支部年次総会 2016 の施設

対抗クイズ大会 (Dr’ s Dilemma) に参加いたしました。多数の有名

病院も参加する中で、幸運にも優勝することができました。2017

年サン・ディエゴ大会への出場権を得ることができ、とても嬉し

く感じています。

　当院では、内科系の入院患者は、循環器内科や消化器内科の専門

的介入が必要な症例を除き、総合内科医が主治医で担当します。そ

のため、総合内科医には患者の病態生理を見抜く高い能力が求め

られます。当科では、総合プロブレム方式を実践する村山正憲先生

の指導の下、日々内科診療の研鑽を積んでいます。具体的には、患

者の病歴・身体所見・検査所見を元にプロブレムリストを作成し、

主治医としてプロブレムリストを管理し、各プロブレムの事態を

解剖生理学的に理解し、炎症や腫瘍など性質に関する考察をし、診

断・治療を行います。必要に応じて、専門科の診断的検査手技や治

療介入があるものの、当科が内科の中心科として機能しているた

 

松波総合病院 総合内科  後期研修医

長縄  達明
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Internal Medicine 2016 (Washington DC) レポート

などについて教えてくださいました。次に心内膜炎予防（2010 年

の AHA ガイドライン）についても話されました。

　米国で最も多い慢性肝疾患は？との問いから始まり、「非アル

コール性脂肪性肝臓病（NAFLD）」について種々の統計的資料の紹

介、治療（食餌・運動療法、外科的治療、薬物治療）について話され

ました。薬物については Orlistat や Pioglitazone（賛否両論あり：

なおこれまで言われてきた膀胱がんのリスクについては正当では

ないらしいとのことでした）、Metformin、ビタミン E（注：400IU/

日を越えると前立腺がんのリスクが高まる）、Pentoxyfylline、スタ

チン類（ただし効果は限度あり）などが紹介されていました。続い

て C 型肝炎についての知見が披露されました。最近の抗 C 型肝炎

薬の使い方についてですが（詳細は省略します）、その前に薬剤間

の interaction を起こす可能性のある薬物（抗不整脈剤、PPI、ある

種のハーブ、抗 HIV ウィルス薬、腎排泄型薬物等々）についての

チェックが重要とのお話でした。次いで B 型肝炎の治療について

も話されました（詳細は省略します）。

　基調講演は米国保健福祉省長官 US Secretary of Health and 

Human Services (HHS) の Sylvia Mathews Burwell さんでした。

　最近の ACP のガイドラインの紹介です。まずジェネリック薬に

関するガイドラインについて Barry 先生が話されました。アメリ

カのジェネリック薬は日本とは事情が異なるのでしょうが、多く

はブランド・ドラッグと効果に差が無い（インドからの報告で緑

内障の治療薬でやや効果が劣るという報告あり）ということです。し

かしアメリカの内科医の２５％は自分の家族にジェネリック薬を使

わないという統計があるそうです。（日本ならもっと高いかも？）

○Internal Medicine 2016 特集

 　今年の Internal Medicine 2016 はワシントンＤＣでの開催で

した。1997 年以来 20 回の出席の中でワシントンでの開催は二度

目となります。

　今回も私が個人的に出席した講義のメモを簡単にまとめたもの

をお見せします。まだ参加されたことのない方のご参考になれば

幸いです。

 

　手術前後の予防抗菌療法について、４つの「Ｄ」が大事（Right 

Drug, Right Dose, Right Delivery, Right Duration）というお話が分

かりやすかったです。例えば心臓手術の場合は Cefazolin か

Cefuroxime が「Right Drug」で、Right Dose は Cefazolin なら 2g、

Right Delivery（タイミング）は術前が一番リスクが少なく、Right 

Duration は心臓手術の場合は 48 時間（それ以外の通常の手術で

は 24 時間）という具体的なお話が聞けました。次に鼻腔内常在の

黄色ブドウ球菌の術後創傷感染を防ぐための decolonization のお

話（通常 Mupirocin 外用が使われる）、常在菌が MRSA の場合

decolonization（decolonization + Vancomycin が使われる）のため

に手術を遅らせるべきか否か（移植手術なら延期、緊急心臓手術で

は延期せずに手術）、鼻腔以外（皮膚など）の decolonization のお話

前田内科医院
日本支部 Secretary

前田  賢司

■ 5 月 5 日（木）
（１）Antibiotics Prophylaxis and Screening for Infections 
         ‒ Current Concept and an Evidence-based Approach
（講師はジョンス・ホプキンスの Trish M. Perl, MD, FACP 先生） 

（２）Evolving Paradigms in Chronic Hepatitis
（講師は国立ウォルター・リード米軍医療センターの Dawn 
 McDowell Torres, MD 先生）

（３）Opening Ceremony

（４）News You Can Use: Current Clinical Guidelines
（モデレーターは Amir Qaseem, MD, PhD, MHA, FACP 先生、
パネリストはMichael J. Barry, MD, MACP 先生、Nick Fitterman, 
MD, FACP, SFHM先生、Devan L. Kansagara, MD, MCR, FACP先生）
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欠乏、急性腎不全、Cl.Difficile 腸炎、市中肺炎、なお、認知症について

は疑問符が残る）、HIV 予防に関する話題、ワーファリン投与中の

手術時にヘパリン・ブリッジが必要か否か（ヘパリン・ブリッジ

した群としなかった群で差が無かった、ただし弁置換術は含まれ

ておらず NOAC についても不明）、腰背部痛の治療等々話題は豊富

でした。

　心房細動（AFib または AF）に関する講義です。まず AF 由来の脳

卒中は「bad stroke」であり、障害が大きく命にも関わる場合が多い

（非 AF 性より生存率が低い）という話から始まり、症例をあげて

CHA2DS2-VASc でスコア 2 以上なら経口抗凝固薬・・と新しい

抗凝固ガイドラインを説明されました。各 NOAC の臨床試験を紹

介し、Watchman という経カテーテル的に左心耳に留置して血栓

の流失を防ぐ装置についても話されました。（抗凝固療法では

NOAC がおそらくベストだが人工弁やリウマチ性弁疾患には使え

ない、Watchman とワーファリンの選択は患者の好みによるが

CHA2DS2-VASc が高スコアなら Watchman がよい・・・）その後

また症例に戻り、レート・コントロールかリズム・コントロール

かというトピックが提供されました。固定 AF の場合（LVEF>40 で

無症状か症状が少なければ）、レート目標は <80 とするより <110

の方が良いそうです（ACCF/AHA/HRS のガイドライン参照）。その

後リズム・コントロールがどのような場合必要か（レートが落ち

着いていても自覚症状がある場合、心不全惹起、若年者等々）やカ

テーテル・アブレーションなどについても話されました。

三つの話題を中心とした Clinical Triad のシリーズ、今回は食道と

膵臓と大腸のがん検診の話題です。最初は膵臓がんの話題です。膵

臓がんの疫学（85％が腺癌、最近の 5 生率はリンパ節転移なけれ

ば 25-30%；転移あれば 10％、5-10% は遺伝要因あり）から始まり、

検診を受けるべき対象（30 歳以上の Peutz-Jeghers 症候群・家族

歴があり 55 歳以上または近親膵臓癌発症年齢より 10 歳若い年

齢で・遺伝的素因があり 50 歳以上または近親者発症より 10 歳

若い年齢で）、膵嚢胞（半数以上が腫瘍性、CEA が高くアミラーゼが

低ければ MCN: ムチン産生嚢胞性新生物、両方高ければ MCN また

は IPMN: 管内乳頭性ムチン産生新生物を疑う等々）について述べ
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次に Fitterman 先生が肺塞栓のガイドラインについて話されまし

た。肺塞栓の診断について：CTPA（CT による肺動脈血管造影）が

よく使われるようなったがコストがかかる、D-dimer は特異的な

検査ではなく年齢により adjust する必要がある（50 歳以上で 10x

年齢以上なら高値）、Wells Prediction Rule というスコアがあり（7

以上で確率高い、０～１で低く、２～６は中等度）スコアを使って

検査前予測を行うとの説明でした。このスコアで確率が高ければ

CTPA などのイメージング、逆に確率が低くしかも「除外基準」（50

歳以下、心拍数 <100、酸素飽和度 >94%、片足腫大なし、喀血なし、

4W 以内に手術／外傷なし、静脈血栓既往なし、エストロゲン使用

なしのすべてが０なら確率 <1%）を満たしていれば D-dimer もイ

メージングも行うべきではないとのことでした。この後

Kansagara 先生が不眠症のガイドラインについて話されました。

（詳細は略します）[ これらの ACP ガイドラインは ACP 本部のホー

ムページに掲載されています。]

まずは脂質に関する話題です。最初に 2013 年の AHA ガイドライ

ンに触れられた後、スタチン＋エゼチミブとスタチン＋プラセボ

の比較試験で LDL-C はエゼチミブ使用群でより低下しているのに

死亡率は両群に差が無かったという臨床試験の結果をお示しにな

り「LDL-C を下げることが良い」のか「スタチンを使うことが良い」

のかという疑問を投げかけられ、そろそろガイドラインの見直し

が必要な時期だろうと言っておられました。続いて D. アイゼンハ

ワー元大統領の持病の話題やフランクリン・ルーズベルト元大統

領の高血圧の話題を絡めて高血圧症のお話が続きました。SPRINT

試験という、非糖尿病者を強化療法群（SBP<120）と普通療法群

（SBP<140）に分けた試験では前者の方が全死亡が少なかったとい

う結果を受けて高血圧症の治療には個別化が必要であること、そ

して糖尿病がなく比較的若い人では目標値を SBP<120 とすると

良いと話されていました。さらに、治療抵抗性の高血圧症には

（ACE/ARB、Ca チャンネル拮抗薬、降圧利尿薬を）最大量使用中の

方を対象にしたクロスオーバー試験の結果、スピロノラクトンが

一番成績が良かったということでした。次に VTE の話題が取り上

げられました。PE 発症後 6 か月で抗凝固療法を中止した群とさら

に続けた群（18 か月間）とを比較すると前者で PE 再発が多かった

ということから 6 か月以上継続した方が良いということと、中止

後半年間が再発が起こりやすく、18 か月間の抗凝固剤投与で PE

防御に関する NNT は８だったことなどが示されました。

　その他、PPI の副作用（骨粗鬆症、低マグネシウム血症、Vit.B12

■ 5 月 6 日（金）

（５）Update in General Internal Medicine
（モデレーターは Robert K. Cato, MD, FACP 先生、コーモデ
レーターはMatthew H. Rusk, MD, FACP 先生）

（１）AFib ‒ Latest Choices
（講師は Jordan M. Prutkin, MD, MHS 先生）

（２）Clinical Triad: Screening for GI Malignancies-Esophagus,
 Pancreas, and Colon
（モデレーターは Brooks D Cash, MD, FACP 先生、パネリストは
Vinay Chandrasekhara, MD 先生、Joel E. Richter, MD, FACP 先生） 
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で有名なジェーン・アッシャー（ポール・マッカートニーの元恋人）

とピーター・アッシャー（ピーターとゴードンのピーター）という

ことで、ビートルズの写真が映し出され会場にはビートルズの音

楽が鳴り響きました。（Scrase 先生はきっとこれがやりたくてこの

症例を出したのではないかと邪推いたします。）３例目は 68 歳女

性、前～側頭部痛、外眼筋麻痺の例で最終的にはトロサ・ハント症

候群（Tolosa-Hunt syndrome、 THS) ということでした。

　今回も勉強になる泥棒市場でした。

　エボラ熱の実際を現地で活動された先生が多くのスライドを

使って供覧してくださいました。ややもすると遠い地域の問題と

して捉えがちですが、実際の現地の医療施設や患者、医療スタッフ

の防御服姿などを目にすると現実の問題という感を強くします。

エボラ・ウィルスは粘膜から侵入し、好中球数減少～免疫低下を

来すもので、ギニア・シエラレオネ・リベリアの 3 国で流行中です。

発熱、頭痛、倦怠感、眩暈などの感染症特有の症状から始まり消化

器症状などが出て、進行すると出血症状が出てウィルス量が多い

場合は死に至ることがあることはご存知の通りです。幼児や老人

で特に死亡率が高いようです。治療は対症療法がメインですが、新

薬 の開 発 もあ る程度 進 んで きて い ます。新薬 に は Mapp 

Biopharma 社の” ZMapp”や日本の富山が開発した” Favipiravir” な

ど 有 望 な も の が あ り ま す が、TKM-10082(Tekmira) や

Brincidofovir のように開発途中でストップしてしまったものもあ

るようです。
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られた後、福岡での 2012 年ガイドラインやその後の AGA のガイ

ドライン（2015）（詳細は略）について述べられました。

　二つ目の話題は食道がんについてです。米国では扁平上皮がん

が減少するのと反比例して腺癌が年々増えているということで

す。つまりバレット食道由来の食道がんが増えているいうことで

すから、バレット食道の検診が意味を持つことになります。今のと

ころ AGA や ACG など主要学会では一般大衆向けには推薦せず、

AGA では複数の危険因子（50 歳以上、慢性 GERD・裂孔ヘルニア・

肥満の白人男性）を持つ人が対象としています。比較的バレット食

道の頻度の少ない日本とは事情が異なりますので、詳細は省略し

ます。

　三つ目の話題は大腸がん検診です。大腸がんは年齢と共に増え

る（50 歳を超えてから急に増加していく）傾向があり、一定年齢以

上の方の検診が望ましいと思われます。米国では日本の方式とは

少し違う便潜血試験（FOBT）が使われますが、最近は便の DNA を

調べる方法（Cologuard）が出て来て、これと従来の便潜血検査を組

み合わせることで癌や進行腺腫の検知能力が向上するとのことで

す。ポリペクトミー後の対処（何年後に検査すべきか）についても

ガイドラインが作られていて、初回で見つかった 10mm を越えな

い低リスクの腺腫では 5 ～ 10 年後、高リスクの場合や多発性の

場合 3 年後、二回目以降の検査で低リスクなら 10 年後、前に高リ

スクだったが二回目以降で高リスクでなかった場合 5 年後、癌が

あった場合は 1 年後と 3 年後と 5 年後と以後 5 年ごとに検査を

受けるのがよいとされています。

　症例のヒントを少しずつ出しながら病名を当てる会場参加型の

セッションで、途中でユーモラスな設問があったり、いきなりロッ

ク音楽がかかったりする、楽しんで勉強できる人気セッションで

す。先に病名を大声で言い当てた人が表彰（と言っても写真を撮ら

れるだけですが）なので「病名をかっさらう」という意味で「泥棒市

場」と名付けられています。

　最初の症例は 69 歳女性、asterixis（羽ばたき振戦）、精神症状を

伴う症例ですが答えは「オルニチン・トランスカルバミラーゼ

(OTC) 欠損症」（Ornithine transcarbamylase(OTC) deficiency）とい

う稀な疾患でした。２番目の症例は 28 歳女性、左瞳孔散大、発熱…

という難しい症例でしたが会場から色々と意見が出るうちに発熱

は詐熱と判明、結局はミュンヒハウゼン症候群（Munchausen’ s 

synd）ということでした。驚いたのですが、このミュンヒハウゼン

症候群を最初に記載したのは英国の内科医リチャード・アッ

シャーという人だそうですが、この人のこどもが英国ポップス界

（３）Thieves’ Market
（講師はDavid R. Scrase, MD, FACP 先生）

（４）Clinical Care and Research During the West African 
Ebola Outbreak
( モデレーターは Robert Fowler, MD, MDCM, MSc 先生、
パネリストは David Brett-Major, MD, MPH, FACP, FRCP
 (Edin) 先生 )
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では ACS と USPSTF のガイドラインを紹介、議論になっている検

診開始年齢の問題（ACS は 45 歳から、USPSTF は 50 歳から２年毎

を推奨）、検診の間隔、検診中止の条件（余命 10 年以内は中止）、乳

がんの危険因子などについてお話しくださいました。前立腺がん

検診についてはこれまで議論されてきた PSA 検診の問題点や各大

規模臨床試験の結果の概略を説明され、ACP の最近のガイドライ

ン（50 ～ 69 歳で検診希望の方には検診のメリットとデメリット

を話して決めること、希望しない人に無理に勧めない、50 歳未満

や 69 歳以上の方や余命が 10 ～ 15 年以内の方には検診しない）

や AUA の最近のガイドライン（40 歳以下・70 歳以上・余命 10

～ 15 年以内の人は検査しない、40 ～ 54 歳にも PSA 検診を勧め

ない、55 ～ 69 歳では 10 年間で 1000 人に一人の死亡が防げる；

話し合って PSA 検診を受けるかどうか決める、検診を受けたら 2

年毎の検診を勧める）も紹介されました。検診を受けるかどうかの

決定には CRICO Decision Support Tool も参考になるとのことで

した。

　肺がん検診のセクションでは低容量 CT 検診（LDCT）の対象者

（USPSTF は 55 歳～ 80 歳の方で 30 pack-year の喫煙歴のある方

や現在の喫煙者、および禁煙 15 年以内の方としている）や逆に受

けてはいけない人（低リスク者、５年以内に肺がん既往歴、低肺機

能や他の疾患で手術に耐えられない、持続的酸素吸入が必要、一年

以内に原因不明の１５ポンド＝6.8Kg 以上の体重減少、最近の喀

血、一年以内の胸部 CT 検査、急性呼吸器感染症 [→症状軽快後１か

月してからに ]）を紹介、さらに「疑陽性」の割合が増えることに関

して「疑陽性で死ぬことはないが、その評価ではあり得る」として

NLST 研究では観血的検査を受けた人の中で６０日間に１６名が

死亡している（うち癌は１０名）と注意を促していました。

　老年医学のアップデイト講座です。まず最初はオメガ３製剤や他

のサプリメントが認知機能改善に役立つかどうかですが、AREDS2

試験では「効果が無かった」という結論でした。また、中等度の身体

活動単独では認知機能改善に効果は見られなかったそうですが

（LIFE 試験）、ダイエットや運動、認知機能訓練などを組み合わせる

と多少の効果があった（FINGER 試験）というお話もありました。し

かし後者でも記銘力には効果が無く、認知症の予防にはならないそ

うです。続いて、２型糖尿病患者の死亡率を高めるリスクは何かを

見る観察研究の紹介がありました。年齢が若い方がリスクが高く、

さらにグリセミック・コントロールが悪かったり腎臓合併症が重

症になるほど死亡のリスクが高まるとのことでした。高齢者では

腎機能正常で、糖化ヘモグロビン上昇がマイルドなら糖尿病を
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　３つの分野からの幾つかの話題を提供するセッション、今回は

消化器、精神科、骨粗鬆症の話題です。まずは消化器内科の分野か

ら非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）をどうやって見つけるか

（メタボ、肝腫大、非大酒家、エコーで bright liver、seronagative な

慢性肝炎等で疑う→肝生検がゴールド・スタンダードだが賛否両

論ある→”Bad” NASHは線維化が決め手）、NASHの治療（生活改善、

ピオグリタゾン、ビタミン E、Obeticholic acid 「OCA」、減量手術

等々）などについてのお話でした。精神科からは、妊婦や産褥期女

性の鬱と抗鬱剤についての話題や ADHD の話題、認知症治療薬に

ついての話題が、骨粗鬆症の分野からはビタミン D 製剤投与の対

象者や骨粗鬆症検診（USPSTF は 65 歳以上の女性にグレード B の

推奨）、ビスフォスフォネート製剤の「ホリデイ」（一時的投薬中止）

についての話題が取り上げられました。

　局所限局なら 5 生率 90％以上というデータから始まり、大腸ポ

リープの疫学等諸知識もためになりました（ポリープの大きさは

6mm 未満を diminutive, 6~9mm を small, 1cm 以上を large と呼

ぶ。無茎性鋸歯状腺腫 SSA は右側に , 伝統的鋸歯状腺腫 TSA は左

側に多い。）米国では絨毛腺腫、1cm 以上の腺腫、高度異形成、多発

性腺腫、1cm 以上の無茎性腺腫等を腺癌も含めて advanced 

adenoma と呼ぶということも教わりました。便の潜血反応に関し

ては米国ではグアヤック試験による FOBT と糞便免疫化学試験

（FIT）が使われますが FIT の方が感度が高く値段も安いとのこと

でした。最近は糞便 DNA 検査も注目されていますが、便がある程

度の大量が必要な事と一回 500 ドルと高コストなのがネックの

ようで、３年毎の検査を勧めていました。

　昨日も聴講した３つの話題を取り上げるシリーズ、この日は乳

がん検診、前立腺がん検診、肺がん検診の話題です。まず乳がん検診

（５）Multiple Small Feedings of the Mind: Gastroenterology,
 Psychiatry, and Osteoporosis
（モデレーターは Sabina M.Lee, MD, FACP先生、パネリストは
Manal F. Abdelmalek, MD, MPH, FACP先生、Jeffrey M. Levine,
 MD, FACP 先生、Thomas J. Weber, MD 先生）

（３）Update in Geriatric Medicine
（講師は David B. Reuben, MD, FACP 先生）

■ 5 月 7 日（土）
（１）Colorectal Cancer Screening: Current Standards of Care
（講師は Joseph C. Anderson, MD 先生）

（２）Clinical Triad: The Top Three ‒ What the Internist Needs
 to Know About Breast, Prostate, and Lung Cancer Screening
（モデレーターは Peter W. Marks, MD, PhD, FACP 先生、パネ
リストはMarc B. Garnick, MD, FACP 先生、David E. Midthun, 
MD, FACP 先生、Kevin Oeffinger, MD 先生）
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GCA の治療（プレドニン、メソトレキセート、TNF アルファ遮断剤、

アスピリン）についてもお話しくださいました。

　外来での糖尿病管理の講義ですが、まず糖尿病検診の話題（ADA

は 45 歳以上、特に BMI25 以上の人に 3 年毎の検診を勧めている

が USPSTF は検診にはエビデンス不足としている）から始まり、治

療（ACP のガイドライン：初期治療はメトフォルミンの単独治療

を勧めている）についての概説、HbA1c の目標はどこに置くべきか

（EPIC study では 7 を超えると冠動脈のリスクが高まる）、SGLT2 

inhibitor に つ い て（長 期 に わ た る 安 全 性 は ま だ 未 確 立、

empagliflozin= ジャディアンス ® を使った EMPA-REG 試験で心

血管系死亡減少）、GLP1-RA について、インスリン療法（0.5 単位／

体重[Kg]として一日量TDDを決める、その半分は基礎インスリン、

残りを摂食時インスリンに。濃縮インスリン・グラルギン製剤の

話も）・・と実際的な内容でした。

　AKI の定義（Kidney Disease: Improving Global Outcomes=KDIGO

のガイドライン）、リスクファクターとAKIと CKDの関係、AKIの原

因分類、院内発生のものより市中発生のAKIに腎前性の原因のもの

が多い、AKIを予防する一般的措置（GFR低下者には薬剤量減量、血

管内血液量低下を予防、NSAIDS使用を避ける、RAAS遮断系と利尿

剤関連リスクに注意）、その他 NSAID の使用注意や造影剤使用時の

注意などを例を挙げながら説明してくださいました。

　最後のまとめとドクターズ・ジレンマ（研修医対抗の医学クイ

ズ）決勝戦ですが、用事があり一部席をはずしました。ドクターズ・

ジレンマは今年初めて日本からも挑戦（詳細は他の方のレポート

をお読みください）、残念ながら決勝までは進めませんでしたが、

こんなに早い時期に日本のチームが挑戦できるとは正直に言って

思っていませんでしたので驚きました。大健闘だと思います。これ

からのドクターズ・ジレンマから目が離せません。

　　　　　　　　　　　　　　　

○Internal Medicine 2016 特集／ Internal Medicine 2016 (Washington DC) レポート／前田  賢司

アグレッシブに治療する必要はないと仰っていました。次に血圧

は強く抑えた方が良いか（<120）、通常の治療（<140）で良いかを見

た SPRINT 試験の話題が続きました。７５歳以上の方では強く抑

えた群の方が MI, ACS、脳卒中、心不全悪化、心血管系死亡が３３％

減ったという結論でした。

　その他膝関節炎の治療として「膝関節全置換術（TKR）」を受けた

方が良いか（非観血的治療より効果良かったが合併症に注意）、腰

部の脊柱管狭窄症に手術が良いか理学療法が良いか（両者に差が

無かった、手術を受けた者の２５％に合併症が起きた）、NOAC で

消化管出血の割合はワーファリンと比べて多いか（ダビガトラン、

リバロキサバン内服者で７６歳以上では出血がワーファリンに比

べて多かったが、統計学的には重大では無かった）、生命予後に限

りがある症例でスタチン療法を中止する際の安全性と利益（生命

予後が一年以内の場合、スタチンは安全に中止できる）、高齢者で

降圧剤を中止すると認知機能に影響は？（DANTE 研究、やめても

改善しない）、高齢者のテストステロン療法（高齢者の性機能を改

善してどうするんだ、というジョークも出ていました）、等々の話

題が提供され、最後に転倒事故を防ぐのにゲームとバランス訓練

を組み合わせて（exergaming）行うと効果が良いというお話もあり

ました。

　関節痛の診かた（運動痛か他動時痛かなどの疼痛のタイプ、性別

や年齢などのホストの情報、関節外症状、などを勘案）から始まり

単関節炎の症例（７５歳女性の心不全患者が訴えた膝の単関節痛）

が提示されました。急性炎症性の単関節炎の原因としてよくある

ものを挙げられ（結晶由来の関節炎、敗血症性関節炎、外傷性～血

関節症、全身性炎症性関節炎の初期症状）、評価に必要な物として

滑液分析、血液検査、Ｘ線撮影、超音波検査、CT/MRI, Duel-energy 

CT を挙げておられました。次に多発性関節炎の例を提示され、多

関節炎の診かたのポイント（対称性や遊走性などのパターン、持続

期間、ホストの情報、随伴症状、血液検査）を挙げて、さらに関節リ

ウマチの話題に話が進みました。（1987 年の ACR 分類、2010 年の

ACR/EULAR分類、RAの治療）その後RAと PMRの鑑別、CPPD ( カ

ルシウムピロリン酸沈着症 ) と PMR の鑑別、さらに GCA（巨細胞

性動脈炎、昔の側頭動脈炎）に話が進みました。GCA の診断に動脈

生検が役立つことがありますが、ステロイドを既に使用した場合

影響はあるのか、という問いには「影響ない」ということでした。つ

まり診断に影響があってはいけないと思ってステロイド導入が遅

くなってはいけない、必要なら早く使うべきということのようです。

（５）Outpatient Diabetes Management
（講師は Joseph A. Aloi, MD, FACP, FACE 先生）

（４）Thumbnail Rheumatology: Overview of Monoarthritis, 
 Polyarthritis, Polymyalgia, and Giant Cell Arteritis
（講師は Antoine G. Sreih, MD 先生）

（６）Reducing Risk of Acute Kidney Injury in High-Risk 
 Patients
（講師は Joseph A. Vassalotti, MD 先生）

（７）Internal Medicine Meeting 2016 Highlights: Key
 Messages You’ll  Want to Take Home and Doctor’s 
Dilemma: The Finals

来年2017年はサンディエゴで開催さ

れます。多くの方が参加されますよう

周囲の方々にお声がけをお願いします。



19

ライフワークとしての総合医教育

○Internal Medicine 2016 特集

　聖マリアンナ医科大学救急医学の藤谷茂樹と申します。この度、
2016 年 5 月 4 日の ACP 学会が、ワシントン DC にて開催され、
FACP の Convocation Ceremony に参加して、FACP の称号をいた
だきました。まずは簡単な自己紹介をさせていただき、私の、ACP
との関わりについてまず説明をさせていただきます。

　1990 年に自治医大医科大学卒業後、出身県の島根での地域医療
に 9 年間従事した後に、2000 年より、米国で総合内科プログラム、
集中治療フェローシッププログラム、感染症フェローシッププロ
グラム研修を卒業しました。2007 年に日本に帰国しました。ACP
への入会は、2000 年に遡ります。当時ハワイ大学で、ACP chapter 
in Hawaiiに参加して、ACPは総合内科医を育成、知識のアップデー
トを提供している学会であったことを鮮明に覚えています。日本
に戻り、救急集中治療医、そして、総合医育成を下記に示すような
経緯で行ってきましたが、２０１６年の５月の FACP のタイトル
をいただいたことは、非常に光栄でもあり、今後若手の見本になら
なければならないとい責務を負う、いい意味での緊張感を持って
指導にあたれるようになりました。

　２００７年に帰国後、聖マリアンナ医科大学救急医学で、内科・
感染症・集中治療の臨床と研修医教育に力を入れてきました。そ
んな折に、関東で米国式の教育病院を開院するので、手伝って欲し
いという話が舞い込んで来ました。それが、なんと偶然にも公益社
団法人地域医療振興協会であり、私の母校である自治医科大学の
卒業生が中心となり運営している組織であったのです。米国での
臨床経験プラス海外留学支援をしている野口医学研究所で米国臨
床留学のサポートもしていましたので、その条件なども考慮して
いただき、幸運にも２０１２年、東京ベイ・浦安市川医療センター

（東京ベイ）のセンター長（院長）に拝命されました。東京ベイでは、
臨床教育に力を入れている仲間を海外、日本全国から募り、多くの
海外留学経験者を指導者として集めることが出来ました。
　私自身、従来の研修医教育に少し疑問を抱いておりましたので、
米国と同様に内科系の入院患者は、全て総合内科入院、ICU は、
closed で管理、ER は北米式で行いました。総合内科入院は、年間
4500 名、超専門医の当直なし（循環器内科、消化器内科、脳外科、心

公益社団法人地域医療振興協会  シニアアドバイザー
聖マリアンナ医科大学救急医学集中治療部  教授

藤谷  茂樹

臓血管外科）、ER は、週 40 時間勤務（応需率 97％）と、今までの日
本では経営、運営が不可能とされてきた運営をしてきました。3 年
で、日経ビジネス病院経営力ランキング 2015 で 19 位にランクさ
れました。 
　ここまでの状況に築きあげるには、幾つもの障壁がありました
が、この障壁の後に、プログラムの方向性もみえてくるようになり
ました。しっかりとした、入院患者の受け入れができる体制を総合
内科後期研修医（卒後 3－5 年）で行い、その後の超専門医教育は、
米国と同様、より超専門医に必要な手技や知識を集中して学ばせ
る機会を提供することができました。　
　総合内科のバックグランドのある医師を育成することで、超専
門医は入院患者の管理を総合内科医に任せ、コンサルタントとし
て総合内科医に教育指導をすることができます。超専門医は、時間
を効率的に使うことができ、より専門性の高い業務に従事するこ
とができるようになるのです。この流れを具体的に示すことがで
きるようになると、超専門医になる前に総合内科教育を受けたい、
そして、この仕組の中で勤務すれば、総合内科後期研修を終了すれ
ば、その後でも十分超専門医としてやっていける、むしろ総合内科
の研修を受けていることで医師としてより全人的に患者の管理が
できることができる超専門医になることができるという内容によ
り信憑性をもたせることが出来ます。
　東京ベイでのプログラムは、今までに国内で組織だって取り組
んだ例は数えるしかなく、今後の更なる成長が楽しみです。時期を
同じくして、同様なプログラムを練馬光が丘病院でも導入してき
ました。総合内科は、3 年の研修期間で 9 ヶ月の地域病院研修を、
ER は４年の研修期間で 9 ヶ月を組み入れています。新専門医制度
のコンセプトである地域医療の強化を既に先取りして導入してき
ました。地域医療での研修を、自分の弱点を見直し、リソースの限
られた環境で、実際に現場レベルでの臨床を学ばせるいい機会に
してきました。この地域研修を組み入れることで、大病院だけでな
く、地域の実情もわかってもらうことができる理想的なプログラ
ムになっていると個人的に思っています。

　平成 28 年 6 月に聖マリアンナ医科大学救急医学に異動いたしま
したが、一般病院で検証することが出来たこの“前例“を、大学病院に
則した形で、総合医の育成に力を注いでいこうと考えています。

■はじめに

■帰国後の活動

■最後に

■自己紹介と ACP との関わり



20

American Collage of Physician meeting 2016 in Washington D.C. に参加して

○Internal Medicine 2016 特集

 　みなさん，こんにちは。信州大学医学部内科学第二，消化器内科

の城下　智（じょうした　さとる）と申します。MACP の石橋大海

先生と FACP の石田文宏先生から推薦状をいただき，2015 年に

FACP に昇格いたしました。その後，2016 年 5 月の連休中には，ワ

シントン DC で開催された American Collage of Physician（ACP） 

meeting 2016 に参加し，Convocation セレモニー（写真①）で

fellow の称号，FACP を受けて参りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACP については，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師 8 年目ころ（日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内科学会総合内科専門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医になったころ）に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門科は異なりますが ,

                                                                    当時医局のだいぶ先輩

であった前述の石田先生から伺っていました。信州のように，周り

が 3000m 級の山々に囲まれた標高の高い盆地では，例え新幹線で

東京までが 1 時間程度と至近であっても，こういう情報はなかな

か伝わってきません。さらに，10 年目くらいの内科医にとっては，

地域医療，サブスペシャリティーの領域の専門研修，人によっては

大学院という「寄り道」などで，個々人の時間や目標が異なるため，

ACP について情報を得てもそのままスルーということもあると思

われます。僕自身も，いつの間にかすっかり記憶から遠のき，忘れ

た存在になりかけていました。そんな折，ちょうど別件で

Curriculum Vitae を書く必要があり，良いひな型はないだろうか

と調べていたら，ACP の web ページにたどり着きました。これが

ちょっとした契機となり，FACP への昇格を目指した地道な活動を

始めることにしました。その結果，5年の歳月をかけ，あれこれとコ

ツコツとやった成果が認められ，FACPへの昇格が認められました。

　今回，ワシントンDC滞在中は，現在NIHに留学中の同教室の同期

の長屋匡信（ながや　たたのぶ）先生（写真②）宅に泊めてもらい，3

日間みっちりお話しすることができました。ワシントン DC を訪れ

たのは2回目でしたので，今回は街の観光ではなく，NIHを見たり，

ワシントン DC 近郊の人たちの生活を見たりしました。1 回目の訪

問時と比べてだいぶワシントンDCの印象が変わりました。そして，

その勢いで長屋先生を ACP meeting 2016 に連れて行ってみまし

信州大学医学部内科学第二 ・消化器内科

城下  智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内科学会総合内科専門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

た。いわゆる勧誘活動というやつです。きっと近い将来，ACP へ入

会してくれるものと思われます。

　

    ACP meeting の Convocation Ceremony では，米国内，州ごとに

new FACP が集結し，州ごとにその数は異なっていました。州の人

口や大学の規模とも関連するのでしょうか。new FACP がたくさん

いる州と少ない州といろいろでした。僕が所属する種々の日本の

学会では，このように新専門医が認定された年に一同に会する

チャンスはありませんから，とても新鮮な感じもしたし，何だか

ちょっといいなと思いました。あの雰囲気は行ってみた者だけが

わかるのではないかと思います。FACP を目指す先生方，昇格され

たら是非行って感じていただけるとよいと思います。

　ACP meeting 2016 から帰国して数日後，学内の敷地で，本学医

学部医学教育センター清水　郁夫（しみず　いくお）先生に偶然会

いました。清水先生が，「先生，FACP に昇格されたのですね。僕も今

年度状況が許せば昇格の申請をしたいと思います。」と言っていま

した。松本のような高い山に囲まれた，東京まで特急では 3 時間も

かかる超田舎にも，時にはいるんだなぁと思った瞬間でした。ぜひ

昇格の申請をしていただいて，来年は ACP meeting 2017 に一緒

に参加できればいいなと思います。

　今回の昇格を機に，ACP の良いところや魅力を伝え，信州の田舎

にも一人でも二人でも仲間が増え，少しでも楽しい日々が送れる

ことを夢見て，宣伝活動を続けていこうと思います。

　今後もよろしくお願いいたします。
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新たなる挑戦

勢の観客の前で行われます。
我々 Team Japan にとって英語が母国語でないこと、時差ぼけな
どかなりのハンデですしたが、予選ラウンド前に我々は作戦会議
を行いました。
　Doctor's Dilemma のルールは以下のようになっていました。
　コンピュータシステムがランダムにカテゴリーを選びます。ま
ず司会者が問題を読み上げます、この際に画面には問題文は表示
されません、問題が読み上げ終了と同時に各チームがボタンを押

　予選ラウンドは５月５日　15:00 より Room 207A と 207B で
沢山の観客の前で行われました。各部屋で　２５チームが５チー
ムごとに分かれ予選通過を競いました。Team Japan は４戦目に参
戦し対戦チームは Southern CA II, Indiana, Louisiana , Ontario 
team でした。多くの日本支部の方々が会場訪れ応援をして頂きま
した。読み上げ問題と画像問題があり、読み上げ問題は内容的には
それほど難しくはないのですが、早口の英語で読み上げられると
すぐに理解するのが困難で英文が画面に表示される頃にはすでに
他のチームが解答ボタンを押しています。我々のセッションでは
読み上げ問題の比率が高く、奮闘したのですが予選を通過するこ
とができませんでした。
　他の予選ラウンドでは画像問題が多く、我々が解答できるもの
ばかりで予選通過の可能性も十分有りそうでした。
　Team Japan の初めての参加は緊張しながらも楽しむことがで

○Internal Medicine 2016 特集

■Doctor's Dilemma 本戦の様子

　
　ACP Doctor's Dilemma は ACP 年次総会で開催される人気の
セッションで、全米から内科研修医 3 名１チームで約５０チーム
が集まり全米１位を競います。今年 (2016) は５月～７日に年次総
会がワシントン DC において開催され ACP Doctor's Dilemma　に
日本代表チームが初めて参加しました。本稿ではこれまでの経緯
と本戦初参加の様子を報告します。

　日本での Doctor's Dilemma は 2015 年からはじまりました。
ACP 日本支部の会員増加を図るための 2015 年日本支部年次総会
でプログラムを検討した際、年次総会会長である柴垣有吾先生よ
り ACP 入会のメリットをアピールするセッションとして Doctor's 
Dilemma　の日本支部での開催についての提案があり、クイズ大
会の準備を開始しました。同時に 2015 年米国 ACP 年次総会（ボ
ストン）で柴垣先生が ACP 本部と交渉し翌 2016 年ワシントン
DC での Doctor's Dilemma に日本代表チーム参加の了承を得まし
た。
　その２ヶ月後の日本支部年次総会で日本の臨床研修５病院から
初期・後期研修医２名１チームとして参加し日本支部初の
Doctor's Dilemma が開催されました。　米国 ACP が提供している 
Medical Knowledge Self-assessment Program(MKSAP)、Annals of 
Internal Medicine や DynaMed Plus を利用した問題や、オリジナ
ルの問題から出題されました。第１会場（百年記念ホール）は熱気
に包まれ大いに盛り上がりました。　優勝チームは白川総合病院、
準優勝は麻生飯塚病院でした。アメリカの本戦では３名１チーム
であるため優勝チームから２名（白川総合病院：添野祥子先生、武
田大樹先生）、準優勝チームから１名（麻生飯塚病院：木村真大先
生）の３名で Team Japan が構成されました。内科研修システムが
米国と日本で多少異なるため私たちは Membership Programs 
Administrator for ACP である Kelly Lott と交渉しました。彼女は
とても親切で日本との違いに理解を示してくれました。最終的に
日本代表の要件として５年目までとなりました。

　Doctor's Dilemma は総会中に予選・準決勝・決勝と３日に分け
て開催され、決勝戦は最終日の最後にメイン・ボールルームで大

■ACP Doctor's Dilemma 本戦に初参加

■これまでの経緯

ACP 日本支部 Scientific Program Committee
ACP 日本臓器 Resident Fellow Committee アドバイザー

大同病院　腎臓内科

志水  英明

した後になります。問題の難易
度に応じてポイントがあり、正
解すると加算され、ボタンを押
して時間内に解答しなかった
場合や不正解では減点されま
す。不正解が続くと「ー２００
点」のようなスコアになりま
す。この解答システムは我々
Team Japan にとても困難なも
のでした。最終問題はポイント
がプラスのチームのみが参加
でき、自分の持っているポイン
トを賭けて解答します。

Team Japan のメンバーと上野支部長
予選会場前にて

熱気に包まれる予選会場前
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きとても良い経験になりました。来年の Doctor's Dilemma 本戦で
は予選通過も夢ではないと考えます。　黒川清先生から「まずは参
加してみること、実体験に勝るものなし」と励ましのお言葉をいた
だきました。
　Team Japan の健闘を称えるとともに、ご支援いただいた ACP
日本支部の皆様に感謝いたします。

　今年は全国から 10 チーム (1 チーム 2 名 ) が参加しました。（国
立病院機構東京医療センター、手稲渓仁会病院、大阪警察病院 ER・
総合診療センター、 岡山大学病院、中部ろうさい病院、松波総合病
院 、東京ベイ・浦安市川医療センター、飯塚病院、 天理よろず病院、
白河総合病院）。今年は新たに Doctor's Dilemma 委員（宇都宮 先
生、吉野先生）や今年発足した Resident Fellow Committee メン
バーの協力で問題数も増え昨年以上の熱い戦いが行われました。
　大接戦の末、優勝松波総合病院（長縄達明先生・杉野正晃先生）、
準優勝東京ベイ・浦安市川医療センター（高崎 哲郎先生・松尾 裕
一郎先生）の結果となりました。

　
　
レセプションでは日本支部会長上野先生と Riley 先生より 2017 
年サンディエゴ大会へのチケットの授与がおこなわれました。　　
　2017 年のサンディエゴ大会での予選通過と日本支部総会 
Doctor's Dilemma に向けさらなる挑戦をしたいと考えています。
　今後とも会員の皆様温かいご支援を宜しくお願いいたします。

予選ラウンドで奮闘する Team Japan

ランダムに選ばれた５つのカテゴリー まずは Ontario Teamが10ポイント獲得

■2016 年 ACP 日本支部Doctor's Dilemma の様子

サンディエゴへのチケットを手にする勝者　レセプション会場にて

白熱する日本支部 Doctor's Dilemma

いつかは Team Japan が優勝を

Doctor's Dilemma 委員：    志水英明、宇都宮 雅子、吉野 俊平
Doctor's Dilemma 協力者： 濱田卓也、寺下 真帆 
Resident Fellow Committee
　　　　　　              上月友寛、花本明子、多賀谷知輝、
             鵜木友都、添野祥子

Reference 
1) Doctor's Dilemma
http://ddm.acponline.org/dilemma

2)Elimination Round math-ups and schedule The 2016 
ACP Doctor's Dilemma Competition
https://www.acponline.org/system/files/documents/membership/residents/
competitions-awards/doctors-dilemma/doctors_dilemma_bracket_im16.pdf

3)Doctor’ s dilemma in ACPJ 2016.
http://acp2016.org/pdf/program/Doctors_Dilemma_c.pdf

SM

http://ddm.acponline.org/dilemma
https://www.acponline.org/system/files/documents/membership/residents/competitions-awards/doctors-dilemma/doctors_dilemma_bracket_im16.pdf
http://acp2016.org/pdf/program/Doctors_Dilemma_c.pdf
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立ち上がれ！熊本！

突然の地響きと共に “起震車” に乗っているかのような尋常ではな

い揺れを自覚。子供たちは深い眠りから覚醒し、一転恐怖に陥り、

泣きながら目の前で今起きていることを理解しようと必死になっ

ていました。子供たちを布団の中で静止させつつ、マンションの 8

階に住んでいる我々は食器棚や冷蔵庫、ピアノまでが大きく揺れ

単振動し、家の中は割れた食器や壊れた家具、散乱した荷物であふ

れていました。家から外に放り出されるのではないか、マンション

の耐久性は大丈夫か、今後どうなるのか、、、止め処もない不安感に

襲われつつ地震の後片付けをはじめ、情報収集に努めました。水

道・ガスは止まり、電気は一時的な停電を認めましたがまもなく

復旧しました。窓の外ではけたたましい緊急車両のサイレンが鳴

り響いていました。

　一方、病院にはスタッフが 350 名ほど集合し、災害本部の立ち

上げと災害モードに切り替えがなされました。翌日国立病院機構

の現地災害対策本部が当院に設置され国立病院機構九州グループ

が統括し、多方面から医療班が駆けつけてきました。我々スタッフ

も会議室に召集され現状報告と今後の勤務体系について何度も討

議がなされました。新参者で院内認知度も低く、その上、電子カル

テの使用方法も完全でない私はただ言われるがまま業務に当た

り、震災で家を失った患者様や、入院しているものの帰宅する家が

なくなった患者様の対応等に追われました。

　4 月 16 日、病院業務に追われ遅く帰宅した私は、平穏に一日の

出来事を妻と話しつつ、夜中近くに食事をしていました。この平和

が継続することを祈っていました。しかし、午前 1 時 25 分。また

地響きと共に平和をかき乱すかのような大きな揺れと食器が割れ

る音、あちこちで家具が壁に当たる音、デジャヴかと思わせるほど

の大きな地震に子供たちも飛び起き、再び恐怖に怯えていました。

避難する時間すら許されない容赦無い大地震に我々はただただ怒

りを覚え、平和を思う気持ちも消え、“いい加減にしてくれ！”と叫

びながら揺れに耐えつつ、被害拡大を防ぐしか方法はありません

でした。そして水道・ガスの停止。停電。窓の外ではけたたましい

緊急車両のサイレンと、空には多くのヘリコプターが飛来してい

ました。即座に尋常ならぬ被害があることを推測しました。家族で

○ACP 日本支部会員より

 　かつて東京のがん研究所で研究に没頭していた頃、2011 年 3

月 11 日午後 2 時 46 分、東日本大震災に遭遇しました。窓の外で

研究所の隣に位置するホテルはまるで消しゴムのごとく大きく揺

れ、後ろの工事現場からは黒煙が上がっていました。まるで雲の子

を散らすような人々の群れが国際展示場駅に殺到するも、門前払

いされている光景がありました。

　私はラジオから聞こえてくる情報に聞き入り、研究所のある国

際展示場から杉並区の自宅まで離れていたこともありましたが、

連絡の取れない家族の状況、次々に耳に入る家屋倒壊や心肺停止

患者の情報が私の胸に突き刺さり、気が付けば帰宅難民となって

歩き続けていました。国際展示場の橋から見る東京の空はすでに

夕方のような様相で黒煙が上がっているところもあり、厚く広が

る雲のせいで異様な影を落としていました。

　家族は無事なのか、、、。ただ、そのことばかりが頭を占めていま

した。地面を踏みしめる私の足の重さが疲労と共に足かせのよう

に感じられ、気持ちだけが焦っていたことを思い出します。道すが

ら、いろいろな人々の人生模様が目に映りながら 8 時間ほどの徒

歩を経てようやく自宅に到達しました。幸い、家族は皆無事で、築

47年目の自宅の窓は3割ほど砕け散り、靴を履いたままで上がり、

掃除をしなくてはいけませんでした。幸い地震対策をしていたこ

ともあり、その被害は小さく、精神的な恐怖心は簡単に拭い去れた

ものだと思っていました、、、。

　埼玉を後に、新天地を求めて熊本に来たのは2016年3月24日。

週末に引っ越し荷物を紐解きつつ、家族で小粋な店に赴いては、心

からおいしいと言える熊本の食材に舌鼓を打ちながら、16 年間の

関東での生活を話のネタに思い出話に花が咲いていました。本当

に幸せな人生を送っていると心の底から感じていました。4 月に

入り、熊本医療センターでの業務を開始。呼吸器内科医長としての

職務を前に、病院に慣れることに奔走していました。医科歯科大を

医局とする私を温かく迎え入れてくれた病院の風土に安堵しつ

つ、緊張感は薄れていきました。

　そして、4 月 14 日。家の窓からは美しく光に包まれる凛と立つ

熊本城が見えていました。すでに布団に入っている子供たちを横

目に、一日の業務について妻とお酒を片手に話していたときでし

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター呼吸器内科医長

小野  宏
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を据え耐え忍んでいるように見えます。その姿は、かつての雄姿を

知る県民の感想として “みすぼらしく” さえ見えてしまうようです

が、その“みすぼらしさ”に目を向けるのではなく、現在“熊本城とし

て認識できる姿でそこにある” ことが大切であろうと思います。周

囲を取り囲む石垣はその 3 割程度が破壊され、今後一つ一つの形

状を科学的に評価し、“復元“を行っていかなくてはならないという

途方もない宿題が残されました。今後の完全なる復元には数十年

の歳月が必要と言われ、熊本県民の中には、自分の人生でその雄姿

を拝むことができないのではと、危惧する声すら聞こえます。そし

て熊本城は今、その天守閣の修復に取り掛かる予定となりました。

　医療従事者の前に一人の被災者として、一日も早い復興を心よ

り願うと共に、熊本県民をはじめ、これまで地震に被災した多くの

方々の光として、歩むその道を照らす存在であってほしいと思い

ます。素晴らしい未来につながるその道に。

　再び光の中に浮かぶ熊本城を見つめながら。

○ACP 日本支部会員より／立ち上がれ！熊本！／小野  宏

真夜中の肌冷えを覚えながら近くの小学校に避難し、ゴミ捨て場

にあった段ボールを敷いては暖を確保。繰り返す地響きに怒りを

覚えつつ、他の避難者と情報共有しながら今後の熊本での生活を

思いやっていました。その後、家族を比較的震災被害を免れた自宅

に避難させ、私は病院に赴き業務にあたりました。翌日のテレビに

映る熊本城は無残にもその姿を変え、もはや雄姿ではありません

でした。

全国からのDMATのご協力もあり、院内医療には目立った混乱は

ないものの、全スタッフが地震の恐怖と闘いながら、自分の家族は

もとより、自分自身をも思いやる時間すらもなく働き続けていま

した。心身の疲労もピークをゆうに超え、救急外来には 50 台以上

の救急車と数え切れぬwalk in の患者様が訪れ、まさに火の車でし

た。常勤医師も 3 交代制で救急外来を回すシフト組がなされまし

た。院内には職員家族の避難場所も設置され、中には車中泊をして

いるスタッフも大勢いました。それでもそんな様相を一切見せず

に患者様に笑顔で接するスタッフを見てプロフェッショナリズム

の神髄を見たように思います。そして、近隣の大きな病院の倒壊

や、後方病院機能不全に伴う入退院の滞り等、急性期病院である当

院にとって大きな痛手となる中、“我々が最後の砦、希望なので

す！”という、院長の言葉に皆が突き動かされました。

　数え切れないほどの余震に麻痺する感覚があることも事実です

が、いつまた同じような大地震が来るのか、心のどこかで恐怖を抱

えていることも事実です。救急外来に訪れる心を病む患者様、地震

を契機に喫煙を再開してしまった患者様、お酒におぼれる患者様、

自害を試みる患者様、、、今でも完全な癒しに至らぬ現状で誰もが

未来に希望を持ちたいと徐々に立ち上がり、活気ある熊本を取り

戻しつつあります。

　多くの瓦や飾り瓦を落とし、今や崩れんとする熊本城は、2回の

震度７という未曾有の地震と最大震度 6 強とする数多の余震にも

関わらず、自然の猛威にその体を崩しつつも、現在もしっかりと腰
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米国内科学会 ACP 日本支部国際交流プログラム委員会

　年間最大 12 名の受け入れが可能です。臨床見学の希望は随時受

け付けております。希望者は国際交流プログラム委員会事務局へ

ご連絡をお願いいたします。当委員会では、希望者が渡航できるよ

うに最大限、サポートさせていただいております。

　2012-16 年の４年間に合計 13 名の派遣実績があります。2016

年 6 月 4-5 日に開催されました ACP 日本支部年次総会で、体験者

による体験報告会・臨床見学の説明会が開催されました。

体験者の体験報告のサイト

http://www.acpjapan.org/info/20160525_146/

　 

  

○委員会報告

　 国際交流プログラム委員会は、ad hoc committee ( 特別暫定委

員会 ) として 2011 年秋に発足し、2012 年から臨床見学のための

交換プログラムを開始いたしました。臨床見学先は、前委員長、兼

　前日本支部長の小林祥泰先生のご尽力で、カリフォルニア州立

大学ロスアンジェルス校の教育病院であるオリーブヴュー・メ

ディカルセンターです。ACP member/associate member の会員医

師（応募時に会員申請可能）を派遣しております。

募集サイト

http://www.acpjapan.org/info/20160525_145/

 

国際交流プログラム委員会 委員長
筑波大学

矢野（五味）晴美

  

2012-16 年の派遣者リスト 14 名（1名は 2016 年 11 月予定）

臨床見学プログラム
Olive View UCLA Medical Center, Los Angeles, USA
受け入れ責任者 Dr. Soma Wali
Professor, Director
Department of Medicine Olive View Medical Center, 
University of California,Los Angels, USA

＊次ページで、2016 年 5 月の派遣者である

   石飛奈津子先生の体験報告をご覧ください。

http://www.acpjapan.org/info/20160525_145/
http://www.acpjapan.org/info/20160525_146/
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Break Through!

利が確立されているということや多文化社会であり人生観なども

多様である影響なのだと思いますが、電話で 24 時間 365 日

20 ヶ国語以上の医療通訳が入手可能であるというアクセスのよ

さには驚きましたし、Bioethics consult という機能も興味深いもの

でした。Bioethics consult は、日本でいう倫理委員会のようなもの

のようですが、患者本人の意思決定が困難なケースで患者尊厳や

医学的妥当性と患者代理人の意志が相反する場合に調整機関とし

て機能するようです。しかし、少なくとも当院の倫理委員会よりは

はるかに垣根が低く、比較的容易に consult を受け活動しているよ

うでした。当院でも日本語が流暢でない患者さんの来院は少なか

らずありますし、自己決定が難しい患者さんの終末期医療が社会

的にも問題になりつつあります。患者と医療者がお互いに納得し

た上で医療を提供するために備えておくべきものについて改めて

考えさせられました。

  OVMC は、公立病院であり、低所得であったり無保険であったり

する患者の受診が多く、金銭的な問題や社会的な問題から身体的

な問題に至っているケースも多々あるようでした。複雑に絡み合

う問題に対しても医師のみならずそれぞれの職業におけるプロ意

識と互いを尊敬尊重しあいながら診療を行っている様子に感銘を

受けました。職種が異なっても年代が異なっても、お互いに意見し

尊重しあえる雰囲気はよりよい患者のゴールを目指す上でも重要

であると思います。

○国際交流プログラム参加報告

 　「10 年目の憂鬱」、そんな言葉をこの研修中にある本で目にしま

した。社会人 10 年目、それなりに仕事はできるが今後どう生きる

かということに迷いを感じる頃だという意味なのだそうです。

　私がこのプログラムを知ったのは、先の言葉がぴったりな医師

10 年目を目前とした秋でした。私の日常は、救命センターで救急

と集中治療を中心として walk-in の患者から重症患者まで診療す

る中で、高齢化率日本一の島根県ですので様々な並存疾患のマネ

ジメントや退院までの社会的マネジメントも行っている日々で

す。いつの間にか後期研修終了から数年経ち、診療も独立して任さ

れ、研修医教育を任され、家庭を持ち、その一方で慌ただしく職場

と家庭を往復するだけの毎日で、このままでよいのだろうかとい

う将来に対してのジレンマを抱えていました。そんなある日、とあ

る救急系メーリングリストで 1 通のメールが目に留まりました。

「これだ！今応募するしかない！」…それが今回のプログラムでし

た。読んだ瞬間に参加を決意していました。 

　上司からは拍子抜けするほどあっさりと二つ返事で参加の了解

を得ました。主人の理解もすんなり得られたものの、共働き核家族

の我が家にとって私が 1 ヶ月不在にするということは前代未聞の

一大事であり、調整に苦心しました。どうやって 4 歳と 2 歳の 2

人の子供の面倒を見るのか、主人と何度も話し合いました。幼い子

供を置いてまで、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。し

かしそれでも今の参加でなければならない理由と強い気持ちが私

にはありました。結果として主人の職場の上司、保育所の先生方に

もご理解とご協力をいただき、子供達も無事に 1 ヶ月を乗り切る

ことができました。

　申し込みが受理されてからの半年は多忙な日常に追われながら

過ぎ、渡米の日はあっという間にやってきました。こうして 2016

年 5 月 5 日から 6 月 3 日の 1 ヶ月間の Olive View UCLA-Medical 

Center（以下、OVMC）での研修が始まりました。

　今回の研修で私が目標としたことは、1. 患者に対しての医療的、

社会的マネジメントに取り入れられる点を見つけること、2. 教育

で取り入れられる点を見つけること、3. 英語コンプレックスを少

しでもなんとかすること、でした。

　アメリカでは患者が自分の身体について知りたいことを知る権

島根県立中央病院  救命救急科

石飛  奈津子



○国際交流プログラム参加報告／ Break Through! ／石飛  奈津子

　OVMC は、公立病院であり、低所得であったり無保険であったり

する患者の受診が多く、金銭的な問題や社会的な問題から身体的

な問題に至っているケースも多々あるようでした。複雑に絡み合

う問題に対しても医師のみならずそれぞれの職業におけるプロ意

識と互いを尊敬尊重しあいながら診療を行っている様子に感銘を

受けました。職種が異なっても年代が異なっても、お互いに意見し

尊重しあえる雰囲気はよりよい患者のゴールを目指す上でも重要

であると思います。

　日本ではどうしても年功序列となってしまうこともあり、研修

医から上級医に意見しにくい雰囲気が残っていることも多いと思

いますが、上級医となった今、私がまず後輩からも他職種からも意

見をもらいやすい人間にならねばならないと思いました。

  後輩への教育においては、自惚れることなく他者に対して常に尊

敬と尊重を忘れないという人間性を育てていくことも上級医の重

要な責務であると感じました。また、「What's your decision?」と上

級医が intern へ度々尋ねていたことも印象的で、自らの意見を述

べ主体的に診療できるように育てるためには上級医が正解を与え

るのではなく「どう考えるのか、なぜそう思うのか」と積極的に意

見を求める姿勢が必要であると思いました。

 　英語に関しては、日本の家族と Skype で会話する以外ほぼ全て

英語漬けの生活であったので、技術的には多少なりとも改善はさ

れた…と自分では思っていますが、1 ヶ月で一番大きく変わった

のは英語学習に対するモチベーションととにかく喋るしかないと

いう気持ちでした。最初は私なりになんとか頑張って話そうと決

意して挑んだものの、聴き取れない、伝えられない、ということに

本当に憂鬱になりました。しかし、皆優しく温かい方々に囲まれた

ことと、このプログラムのアラムナイの先生方に励ましをいただ

いたことで、研修 3 週目頃から良い意味で開き直ることができ、積

極的に話すようになれました。帰国後、人生で初めて英語での夢を

見た翌朝は恥ずかしながら自分で自分に感動してしまいました。

　そして今回の 3 つの目標以外にも、Dr. Wali をはじめとして女

性も男性もプライベートもキャリアも大事にしながらいきいきと

働いている、笑顔で生活を楽しんでいる姿が私にとっては大変印

象的でした。この 1 ヶ月間、家族には大変な思いをさせたとは思い

ます。しかし、それも含めて、今の環境に残ったままではできな

かった貴重な勉強と経験をさせていただいたと思いますし、私そ

して主人と子供達にとっても新たな挑戦となった 1 ヶ月でした。

家族皆、新たな世界を発見できました。仕事だけでなくプライベー

トにおいても今回の研修で得たモチベーションと経験をどう現実

に生かし続けるか、どう後輩たちに伝えるかということが今後の

私の課題です。

　最後になりましたが、今回の研修で多大なるご支援をいただき

ました ACP 日本支部の矢野晴美先生、牧石徹也先生をはじめとす

るアラムナイの先生方、Olive View Medical Center の Dr. Soma 

Wali、Mr. Norman Belisle、そして快く送り出してくれた上司、同僚

そして主人と子供達に心から感謝致します。
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○新たに FACP になられた先生のご紹介

新たに FACP になられた先生をご紹介します。ひとこと抱負もいただきました。おめでとうございます。

2016 年１月１日付

私は大学卒業以来，一度も大学医局に属したことがありません。つまり，独自のスタイルで内科学の研鑽に努めて

きたわけですが，勤務先の上司や学会で知り合った先生方のご指導・ご鞭撻があったからこそ，今の自分があると

思っています。報恩感謝の心を胸に，これからも臨床・研究・教育に邁進していく所存です。

医療法人芙蓉会 村上病院　消化器内科

梶原  祐策

私は、現在、病院の検査部門での仕事が主ですが、血栓止血関係の診療も行っています。2008 -13 年にかけて、旧

Committee for Associate and Medical Student Enrichment（CAMSE）委員会で活動させていただき、若い会員の

方々からたいへんな刺激をいただきました。少し間があきましたが、これを機に、何らかの貢献ができればと思っ

ていますので、よろしくお願いします。

東京大学医学部附属病院 検査部

矢冨  裕

大学卒業後、呼吸器内科、老年医学等を専門として参りました。このたび FACP 昇格致しました。この 20 年余りで

多くのエビデンスが確立し、新しい医療やその可能性が生まれました。現職では、医療を取り巻く社会が環境因子

として重要だという認識に至りました。これから社会も医学も更に発展していくことでしょう。この職業は一生

勉強と思っております。じっくりと学び、考えていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。

順天堂大学大学院医学研究科  公衆衛生学講座  准教授

和田  裕雄

1996 年名古屋大学卒。2008 年よりクリーブランドクリニック留学。帰国後 2015 年より現職。血液疾患（主に骨

髄腫瘍）の遺伝子異常について、臨床の先生方に情報提供して参ります。

京都大学腫瘍生物学講座  講師

牧島  秀樹
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ていればさらに難しくもなることでしょう。しかし、自分が得たい

ものがあると思えば、思い切って飛び込む勇気が必要であること、

そして、粘り強く周囲の理解を得て、思い切ってやってしまえばな

んとかなることを石飛先生が示してくれました。彼女の勇気ある

決断に敬意を表するとともに、これから参加を希望する方たちの

大いなる希望となること期待します。

　一方、熊本地震で被災された小野先生からも家族と病院医師の

責務のはざまでの葛藤が報告され、医師という仕事の責務を感じ

ました。前田先生からは毎年恒例となった Internal Medicine の

セッション報告をいただきました。これを読むだけでも知識の

アップデートになります。若手医師の情熱とベテランの医師の

リーダーシップが融合した今回のニュースレター、是非皆さんで

シェアして下さい。

                          （Public Relations Committee 委員長、安藤聡一郎）

○編集後記

　今回も無事ニュースレターを発行することができました。お忙

しい中原稿をお寄せくださった皆様、誠にありがとうございまし

た。

　今、リオデジャネイロオリンピックの真っ最中で、日本代表たち

の活躍のニュースに沸いています。彼らの多くは、よりレベルの高

いものを求めて海外に渡り、世界を体で感じ、自身を鍛え、それが

今回の大躍進につながっていると思います。今回のニュースレ

ターに執筆された若手の先生方の原稿を拝読しますと、オリン

ピックアスリートにも通じる熱いスピリットを感じます。

　今号には、ACP 日本支部が常時募集している Exchange Program

に参加された、二児の母である石飛先生の手記が掲載されていま

す。単身渡米するには相当な決意と周囲のご理解が必要だったこ

とと思います。このようなプログラムに参加したいと思っても、ま

ず、職場に”穴を開ける”のではないかという不安が先立ち、職場の

上司、同僚、スタッフの理解を得るのが大変でしょう。  家庭を持っ

ACP 日本支部 Public   Relations  Committee

委員長：安藤聡一郎（安藤医院）、副委員長：大島康雄（ノバルティス ファーマ株式会社  開発本部安全性情報部）、

委員：荒牧昌信（あらまき内科クリニック）、井上直紀（Dana-Farber Cancer Institute）、小野広一（力田病院  内科）、

川田秀一（川田内科医院）、川名正敏（東京女子医科大学 総合診療科）、鈴木克典（産業医科大学病院  感染制御部）、

中田壮一（市立豊中病院  内科）、西村光滋（西伊豆健育会病院  内科）、原眞純（帝京大学医学部附属溝口病院  第四内科）、

板東浩（きたじま田岡病院／徳島大学）、平野昌也（平野内科クリニック）、宮地真由美（まみ内科クリニック）、

森島祐子（筑波大学医学医療系 呼吸器内科）

http://www.acpjapan.org



