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研修医のうちにやっておけば良かった

探索し，次への課題を見いだして行動を変化させるべ

と反省／後悔していることはあります

きです．研修が過去のものになっている私の経験では

か？（研修６ヵ月）

なく，研修医として今を生きる皆さんの感情に目を向
けて，
是非それを省察に結びつけて頂きたいと思います．

要領の悪い私は，研修医生活というと，準

ちなみに私が省察について学んだのは後期研修医に

備不足から処置が上手くいかなかったり，病

なってからですから，初期研修医の頃は知りませんで

歴聴取の不十分さから何度も患者さんの元を

した．だからこそ過去の失敗から学ぶことが出来なか

訪ねたり，疲れを持ち越して翌朝のカンファレンスに

ったのかもしれません．私は，省察することでモヤモ

遅刻したり，と反省ばかりだったと記憶しています．

ヤとした感情が昇華され，学びが大きくなる実感をも

ただ不思議なことに，やり残して後悔したこと，とな

っています．そう考えると「初期研修医の頃から省察

ると何度考えても思い浮かばないのです．その理由は

をしてこなかった」ことが，後悔といえるかもしれま

単に時が過ぎて忘れただけかもしれませんし，
「研修生

せん．

活に後悔などない」と思いたいだけかもしれません．
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表題の質問には「反省／後悔」という言葉が用いら
れています．
両者にはニュアンスの違いはありますが，

（名古屋大学大学院医学系研究科 総合診療医学

共通点に，過去に行った自分の行為を振り返っている

高橋徳幸）

ことが挙げられます．これは省察 reflection の一部と
考えることができます1)．この省察は，近年，専門職

個人的には「後悔していることはありませ

である医師にとって重要な行為と認識されています．

んｰ」．なぜなら，学生時代のクリニカルクラ

なぜなら医師のとるべき行動が，師弟関係のなかで師

ークシップ（クリクラ）の１年半および初期

の技術をまねて学ぶものから，個別性が高く複雑な患

臨床研修の２年間は決して長くなく，非常に限られた

者の問題に対応するために，自らの行動や考え方を振

時間です．医学的知識のみならず臨床業務の基礎を習

り返り，その後の行動を柔軟に変えていく「省察的実

得して実践（練習）するうちに，あっという間に終わ

践」に変化してきているからです2,3)．

ってしまいます．将来の志望を見据えてその間を全力

その省察的実践を行える医師を育成するために，効

で頑張ったならば，もし将来「あれもしておけば…」

果的な学習方略をはじめとした様々な知見が既に蓄積

という項目があったとしても「時間的制約で仕方なか

されています

った」と納得がいくと思うのです．

．しかしこれらは，省察の「種」とな

1,3)

る皆さん自身の感情，
すなわち日々の研修のなかで
「本

私は岡山大学病院での２年間の初期研修を全力でや

当にこれでよかったのだろうか」もしくは「何だか凄

り遂げ，無駄は無かったとの自負（満足？）がありま

く嬉しかった」などの感情が生じていることが前提で

す．必修・選択に関わらず将来外科医として必要とさ

ある，といっても過言ではありません．表題の質問を

れる分野を中心に研修し，そこでの知識や経験を現在

して下さった方は，ご自身にも後悔をした経験がある

も日々の臨床で生かしています．したがって，初期研

からこそ，この質問を思いついたのではないでしょう

修で「やっておけばよかった」と後悔する内容はすぐ

か．もしそうならば，その感情が生じた要因や背景を

に思い付きません（一方で「やってて良かった」と実
147

感していることは数多くありますが）
．もちろん後期研

（SS），詳細な神経学的診察による臨床診断へのアプ

修中に「初期研修中に知っておいても良かったかも」

ローチである tertiary survey（TS）と系統立てて行い

と感じた内容もありますが，それは後期研修で十分に

ます．PS ではＡ（気道），Ｂ（呼吸），Ｃ（循環），Ｄ

カバーできるはずです．

（disability of CNS），Ｅ（exposure and environmental）

重要なのは，将来の志望する診療科・専門を見据え

を評価し，異常があれば直ちに安定化します．呼吸や

て研修プログラムや研修内容を設定することだと思い

循環の異常で意識障害を来している傷病者も多く，

ます．闇雲に多分野に手を出しても，それこそ将来「時

ABC の評価と安定化をまず行うべきです．Ｄの評価で

間を無駄にした」と後悔することになるでしょう．学

は，意識レベル，瞳孔径，対光反射，麻痺などを評価

生時代からクリクラを通して各診療科の特徴
（面白さ，

し，脳ヘルニア徴候の有無を判断します．脳ヘルニア

困難さ）を感じ取っておき，将来の志望分野候補を早

徴候とは，① GCS８点以下，② GCS が２点以上急激

期に挙げておくべきです．特に岡山大学では学生（ス

に低下する，③傾眠異常の意識障害でかつ瞳孔不同，

チューデント・ドクター）が積極的に診療に参加する

片麻痺，クッシング現象（徐脈を伴う高血圧）を合併

臨床実習を行っており，かつての初期研修医と同じよ

している場合です．この場合，ABC の安定化を確認

うに各科の醍醐味を経験できるはずです．また，研修

し，直ちに専門医をコールし，SS の最初に CT 等の画

を通じて多くの医師と知り合い，自分のロールモデル

像検査を行います．低血糖や高血糖，高体温や低体温

となりうる医師と巡り合うことも大切です．その医師

でも意識障害を呈しますから，血糖測定や体温管理も

に具体的な研修指針について実際に相談してもよいで

重要です．脳ヘルニア徴候がない場合は，SS の最初に

しょう．外科志望であれば，岡山大学外科マネージメ

病歴聴取（AMPLE）を行い，脳卒中が疑われる場合

ントセンターでの充実した指導プログラムもあります．

は，詳細な神経学的所見として，NIH Stroke Scale

なお本件の問いは，専攻する診療科・分野が違えば

（NIHSS）を評価します．これは，意識，最良の注視，

回答となりうる内容はおのずと変わるはずですので，

Primary Survey (PS)

具体的な各論の言及は控えます．

第一印象：大まかな重症度判定

もし初期研修期間にもっと時間があったなら（敢え

↓

て反省点を挙げるなら）
，基礎医学の勉強・復習をもっ

ABCの評価と蘇生；呼吸・循環障害を対象

としておくべきだったと痛切に思います．解剖学，生

↓

理学，病理学などの知識を臨床の視点から捉え直すこ

Ｄの評価；主に脳ヘルニアを対象

とで，よりその重要性を痛感しました．
（広島市立広島市民病院 呼吸器外科

2

↓

岡田真典）

けいれん重積・体温異常・代謝異常の蘇生

救急外来で，意識障害のある患者に，
迅速に取るべき神経学的診察（評価項

Secondary Survey (SS)

目）を教えてください．（どういう順番

PSで脳ヘルニア徴候あればCT優先
↓

で神経診察していますか？）（研修６ヵ月）

身体/神経所見の取得と諸検査

救急外来では，生命を脅かすあるいは脳神

↓

経系にダメージを来し得る病態を迅速に判断

危険な疾患の鑑別

し対応することが重要です．外傷や心肺停止
時の初療のアルゴリズムのように確立されているとは

Tertiary Survey (TS)

言えませんが，意識障害初期診療の標準化が試みられ

臓器別見落としチェック

ていますので，
それに沿った診療手順を示します
（図）．

↓

観 察・処 置 を，生 理 学 的 異 常 の 評 価 と 蘇 生 を 行 う

各科専門医への情報提供・引き継ぎ

primary survey（PS），系統的全身検索による意識障
害を呈する危険な疾患の鑑別を行う secondary survey

図
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ACECアルゴリズム

視野，顔面神経麻痺，上肢の運動，下肢の運動，四肢

患者さんは妄想にさいなまれることで，様々な感情

失調，感覚，最良の言語，構音障害，および消去現象

を抱えています．そこで，不安や抑うつなどの感情面

の11項目からなります．NIHSS の詳細は成書を参照く

に焦点を当て，「そのように考えておられるとは，ずい

ださい．虚血性脳卒中では，一般的に発症4.5時間以内

ぶんつらいですね」
「不安になりますよね」といった声

で血栓溶解療法を行うためには，必須の検査です．ま

掛けをするのも有効です．

た ICU での簡易な神経学的検査として，経時変化を見

妄想の改善には薬物療法と精神療法の両方が重要で

る の に も 有 用 と さ れ て い ま す．病 院 前 救 護 等 で は

す．薬物の効果で妄想における確信の度合いが少しず

CPSS（Cincinnati Prehospital Stroke Scale）が評価に

つ和らいでゆき，行動面への影響が減ってきます．そ

使用されています．これは，顔面神経麻痺，上肢の片

して，患者さんに病気に対しての認識が出てきたタイ

麻痺，構音障害を評価し，このうち１項目が陽性であ

ミングで，妄想の内容に触れてみます．例として，「以

れば，脳卒中の可能性は72％といわれています．有用

前は××のように言われていましたが，今振り返って

とされる全ての神経学的評価項目を挙げることは難し

どう思いますか？」などと尋ねてみるのがよいでしょ

いですが，TS では上記の観察，アルゴリズムや病歴

う．

情報等から得た所見を整理し，臨床診断への方向付け

最終的な目標が「患者さんが自身の妄想に気づき，

を行います．意識障害の原因は非常に幅広く，ワイド

自身で否定できるレベルまで病勢が落ち着くこと」と

トリアージが要求されます．意識レベルや，瞳孔所見，

は限りません．医師は「妄想はなくすべきもの」と考

麻痺，CPSS，NIHSS といった評価を行い，救急外来

えてしまいがちですが，妄想がなかなか消失しないこ

での初療を積み重ねることが重要と思います．

ともありますし，妄想が患者さんにとってある種の 支

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救急医学

え
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になっていることもあります．まずもって，妄想

が日常生活への大きな妨げにならないようにすること
を目標にしましょう．

精神科の教科書では「妄想は否定しな

（岡山大学病院 精神科神経科

い」と習いましたが，最終的な目標は
患者さんが自身の妄想に気づき，自身

で否定できるレベルまで病勢が落ち着くことだと思い
ます．妄想を否定すべき時やタイミングはどのように
見極めればよいのですか？（研修６ヵ月）
妄想とは，
「周りからの否定や訂正が困難
で，現実にはありえない誤った思考内容」の
ことです．妄想はうつ病，認知症，ステロイ
ド精神病，アルコール依存症など幅広い疾患にみられ
ますが，ここでは代表的なものとして統合失調症にみ
られる妄想をとりあげます．
統合失調症の患者さんによくみられる妄想は，
「盗聴
器をしかけられている」
「周りが自分の悪口を言ってい
る」などの被害妄想と呼ばれるものです．統合失調症
の急性期には，このような妄想が活発になることがあ
ります．この時期に「そんなことはないですよ」と妄
想を否定しても，ほとんどの場合訂正は困難です．そ
のような声掛けで患者さんは「この人はわかってくれ
ない」と感じ，心を閉ざしてしまうかも知れません．
ではどのような声掛けをするのがよいでしょうか？
149
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