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知識を経験に落とし込め！
極意を実践した
臨床研究って

8 人のストーリー

て 不安を
地獄のRevise 医師30年目にし
初の論文 抱くのは当然 NEJMに3編

綺麗事？ n=20で論文化？ エビデンスの脆弱性 一発屋で終わらない 通したモンスター

Case

緒言
先生、こんにちは。編者の原 正彦と申します。
このたびは本書を手に取っていただき誠にありがとうございます。
タイトルからもわかる通り、本書は先日出版した
『すべての臨床医に捧ぐ超現場重視型の臨床研究指南書
臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意』
いわゆる「極意本」の続編です。
したがって、本書の対象者は極意本の読者で、かつ座学だけでは満足
できない

次のステージに進みたい

と考えている先生方です。

まだ「極意本」を読まれていない先生は、まずそちらに目を通してか
ら本書をお読みになられることを推奨します。
極意本を読んでいただいた先生にはすでに理解していただいていると
思いますが、知識は経験を伴うことによってはじめて能力として身に付
きます。臨床研究における立ち位置で言うと、極意本は知識の部分を補
填するための教科書でした。
しかし臨床研究系の知識を経験に落とし込むための書籍というのは実
はほとんどないのではないかと考えています。
そこで本書は極意本の「実践対談編」として、実際に極意を実践して、
私の指導のもと論文を発表した 8 名の先生と、ほぼ同じコンセプトで論
文を大量生産している先生 1 名の、合計 9 名の先生との対談を通して、
臨床研究を行って英語論文を発表するまでの過程を疑似体験していただ
くためにまとめました。
臨床研究は良いメンターのもと、On the Job Training を受けること
ができれば学習環境としては理想的ではありますが、年間 3 編以上の臨
床研究関連の原著論文を執筆しているような優れたメンターは現実問題
として日本にほとんど存在しないというのも事実です。
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本書はまさに知識を経験に落とし込むための、実際に指導を受けたよ
うな気持ちになることができる体験本になると考えています。また、臨
床研究を指導する立場の先生にとっては、指導者としての経験を疑似体
験できるコンテンツになるのではないでしょうか。
対談をしていただいた先生方の専門領域は、私の専門とする循環器内
科をはじめ、呼吸器内科、腎臓内科、血液内科、救急科、整形外科と多
岐にわたります。つまり、臨床研究や論文作成に必要な学術的ロジック
というのは診療科に関わらず普遍的なスキルになるということです。
対談者の学年も卒後 7 年目〜 30 年目までと、非常に幅広い世代の先
生方との対談内容を掲載しています。
対談は、実際に私の指導を受けた先生方に事前アンケートに記入いた
だき、それを元に約 1 時間程度お話を聞くというスタイルを取っていま
す。
事前アンケートでは、臨床研究の指導を受けて原著論文を発表して、
思っていた通りだった点、思っていたことと違った点、そして最後に、
まさに今、本書を手に取っていただいている先生のためにメッセージを
いただいております。また、本書内では対談の内容が、極意本のどの極
意に該当するのか適宜参照できるようにしています。
自分と同世代の先生や後輩、先輩に当たる先生方がどのような視点で
悩み、苦しみ、それを乗り越えてきたのか、その生きた経験を、先生の
血肉と、成功の糧として下さい。
それではいよいよ新しい挑戦への始まりです。
新たなステージへの扉を開いて一歩を踏み出しましょう。
きっと先生の臨床医としての世界が広がっていくと思います。
2018 年 3 月 21 日
日本臨床研究学会 代表理事

原 正彦
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Case

臨床研究って綺麗事？

1

不信感を抱いていた臨床研究
その真の意義に気付くまで
荒谷 紗絵（あらたに・さえ）
現在の所属 日本医科大学腎臓内科
経歴

2009 年名古屋市立大学卒業

研究開始時医師 7 年目

研究開始時点での英字論文経験 原著論文 0 編、症例報告 1 編、
Correspondence 1 編
（2016）
：2.289］
今回の掲載雑誌 BMC Nephrology［Impact Factor
論文詳細 Aratani S, Hara M, Nagahama M, Taki F, Futatsuyama M,
Tsuruoka S, Komatsu Y. A low initial serum sodium level is
associated with an increased risk of overcorrection in
patients with chronic profound hyponatremia: a
retrospective cohort analysis. BMC Nephrology.
2017;18:316.

論文受理までの経過

直属の上司に相談し
返事待ち
2015年12月20日
メルマガ登録
編者へメール

11

12

2015

1

2016年3月
独自に論文作成

2

3

4

5

8月5日
支援を正式に依頼

6

7

8

9

10

2016
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低ナトリウム血症は日常的によく遭遇する電解質異常の 1 つだが、ナ

内容

トリウム値の補正が不十分でも過剰でも予後不良となりコントロール
が難しい。特にナトリウム値を過剰に補正すると不可逆的な浸透圧性
脱髄症候群を引き起こすことがある。このため昨今はより慎重な治療
が望まれ、急性期の 24 時間と 48 時間の各時点で、補正値の上限が提
唱されるようになっている。
著者らは低ナトリウム血症に対して独自の治療プロトコールを作成し
て管理を行っていた。今回の研究では、その治療プロトコールを適応
した患者 56 名を対象に、ナトリウム値の過剰補正の予測因子を探索
した。
研究の結果、来院時のナトリウム値が低値であればあるほど過剰補正
に陥りやすいことが明らかになった。また、過剰補正が生じた患者で
は、入院初期にナトリウム値が急激に上昇していたことが明らかにな
った。入院によって外的ストレス因子から解放されることで、ナトリ
ウム値が自然に改善されるという病態がその背景にあると推定できる
研究結果であり、臨床現場に注意喚起ができる研究結果となった。
BMC Nephrology
［Impact Factor
（2016）
：2.289］

Nephrology Dialysis Transplantation
［Impact Factor
（2016）
：4.470］

2017年5月30日 投稿
6月29日 1st Decision：
Major Revision
8月10日 1回目再投稿
9月28日 2nd Decision：
Accept with
minor revision
9月28日 2回目再投稿
9月30日 論文受理

2017年4月22日 投稿
5月14日 Reject

American Journal of Nephrology
［Impact Factor
（2016）
：2.542］
2017年5月23日 投稿
5月23日 Rapid Rejection

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017
First Submission！

Accept

!

11

main̲grid̲12-22.indd 11

2018/03/29 14:45

Case

1

臨床研究って綺麗事？

原

荒谷先生は、現在、日本医科大学の腎臓内科の大学院生
ということですが、簡単に自己紹介をお願いします。

荒谷

2009 年に名古屋市立大学医学部を卒業しました。もと
もと東京で生まれ育ち、就職時にまた東京に戻り、初期
研修を 2 年間、後期研修を 4 年間都内の病院で行いまし
た。
2 年間の初期研修が終わった段階で腎臓内科を専門にし
たいという気持ちが強く固まっていたのですが、幅広く
内科を見たいと思い 4 年間の後期研修に進みました。後
期研修では電解質異常に興味の軸足を置きつつ臨床を行
っていたのですが、そのなかで重要な腎臓の病理に若干
苦手意識があったため、あえて腎病理に強い日本医科大
学腎臓内科の大学院に進学して現在に至ります。

原

なるほど、前病院では電解質異常にしっかり取り組んで
いたのですね。この対談のちょうど 1 週間前に、BMC

Impact Factor
雑誌を評価する際に最
も一般的に用いられる
指標。雑誌に掲載され
た論文の被引用回数を
用いて雑誌の影響度を
数値化している。
単施設後ろ向き観察
研究
研究対象の施設が単一
で、研究対象に対して
介入せず観察のみを行
い、データを過去に遡
って取得していく後ろ
向 き（Retrospective）
な研究のこと。

Nephrology という Impact Factor（2016）が 2.3 点ほどの
雑誌に 56 例のデータの単施設後ろ向き観察研究の論文
が受理されました。荒谷先生、おめでとうございます！
荒谷

ありがとうございます。

論文について
低ナトリウム血症の過剰補正の予測因子は？
原

どのような論文なのか、簡単に説明して下さい。

荒谷

腎臓内科のなかで電解質異常は非常に重要なのですが、
マニアックな分野でもあります。電解質異常のなかで最
も多く遭遇する低ナトリウム血症の安全な治療法につい
ては、ガイドラインが発表されているもののまだ議論が
あり、きちんと確立されていないという状況です。
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低ナトリウム血症は治療しすぎてもダメだし、治療しな

Case

さすぎてもダメです。特に、治療しすぎた場合には、皆

1

さんもよくご存じのように、浸透圧性脱髄症候群（Osmotic Demyelination Syndrome : ODS）と呼ばれる不可
逆的な合併症を起こしやすいんです。
前病院では治療プロトコールを独自に作り低ナトリウム
血症の治療を行っていました。その治療プロトコールを
使った患者さんを対象にして「どういう状況で治療のし
すぎが起こりやすいのか」というリスクを後ろ向きに観
察、評価する研究を行いました。
原

どのような結果が得られたのですか？

荒谷

来院したときの患者さんのナトリウム値が低ければ低い
ほど、臨床では過剰にナトリウム値を補正しすぎてしま
うということがわかりました。

原

なるほど。数日前に、ある有名総合病院の腎臓内科の副
部長の先生と荒谷先生の論文が通ったお祝いも兼ねて飲
み会をしました。
そのとき、現場で患者さんが低ナトリウム値で来ると
「早く補正しなければいけない」という気持ちと「補正し
すぎたらダメだけども」という気持ちのバランスが非常
に難しいという話になりました。
その先生には「来院時のナトリウム値が低いほど、入院
により外的ストレス要因から解放されてそれだけで一気
にナトリウム値が上昇してしまうので、実は特に何もせ
ずそのままにしておくだけでナトリウム値が良くなるの
ではないかという Clinical Implication があって、すごく
臨床に即していますね」と興味を持ってもらいましたよ
ね。

Clinical Implication
臨床的な意義。これが
高い研究とは、現場の
プラクティスが変わる
可能性のある研究のこ
とである。
☞極意本 39 頁
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Case

1

臨床研究って綺麗事？

荒谷

そうですね。

原

今回は、単施設の 56 例のデータの研究なのですが、
Impact Factor（2016）が 2 点ほどの雑誌に載りました。
研究結果の Clinical Implication が高く、私も支援してい
てとても面白い結果だなと思いました。

臨床研究に取り組んだ理由
臨床研究は綺麗事に過ぎない？
原

この対談では臨床研究について色々とお聞きしていきま
すが、まず初めに、荒谷先生はなぜ臨床研究に興味を持
って取り組もうと思ったのですか？

荒谷

う〜ん……。ずっと現場で臨床を行っていて、最初の頃
は「臨床研究って何か綺麗事みたい」と思っていたので
すが……。

原

ははは（笑）。へぇ。

荒谷 （笑）。というのは、今回サポートを受ける前、色々な所
で臨床研究の勉強をしていたときに、医学統計の扱いに
混乱していたのですね。色々な方法で統計解析を行うご
とに解析結果が違って出てきて、自分が欲しい解析結果
に近くなってくると統計解析を終了していることもあり
うるのではないかと疑ってしまい……。世に発表されて
いる臨床研究は本当に正しいのかな、と少し不信感を持
っていたのですね（苦笑）
。
先日出版した本
『すべての臨床医に捧
ぐ超現場重視型の臨床
研究指南書 臨床研究
立ち上げから英語論文
発表まで最速最短で行
う た め の 極 意』
（2017
年発行）。
通称「極意本」。

原

この話は、むちゃくちゃ面白いですね（爆笑）
。
先日出版した本に書いているのですが、日本の先生はデ
ータに有意差が出ないとダメだと思ったりとか、自分の
予想通りの結果が出るように自分にとって不都合な症例
を省いて解析してしまったりする人が多いんですよ。つ
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まり、
「データをありのままに解釈する、探索的に仕上げ
る▶」ということがとても苦手なんですよね。

Case
▶

極意七の四

☞極意本 82 頁

荒谷

1

そうなんですね。特に現場で研究をしていて、これが怪
しいと思う因子があり、その因子に有意差が出なかった
場合には、有意差が出るまで何回も統計解析をやり直す
こともありうるのかもしれないと思うと、「この変数を
使って多変量解析を行いました。我々の予測通りの結果
となりました」という発表を信じていいのかわからなく
なってしまいます。

原

はいはい。ありがち、ありがち（笑）
。

荒谷

最初の頃はかなり不信感を持っていたことは事実です
（笑）。

原

いや、すごい。そういう感覚をちゃんと持っていること
が大事で、ズルをしている人が多いですよね（苦笑）
。

荒谷

そうなんですよ（苦笑）。

データをありのままに解釈する
原

私は色々な先生の発表を見ていますが、発表の 5 割以上
はそのような行為をした結果だと思います。データをあ
りのままに解釈している人は極めて少ない。臨床研究の
本を読むと「だいたいこうなるだろうと結果を想定しな
がら研究を進めましょう」といったことがよく書いてあ
りますよね。あれが良くない。

荒谷 そうですよね。ただ一方で、じゃあ「自分たちが行って
いる治療が本当に正しいのか」ということを実は全く検
証していないのですね。もちろん「臨床的に無益な治療
をしよう」という気持ちは絶対にありませんが、
「臨床的
に有益な治療をしているはずだ」という自己満足感のみ
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Case

1

臨床研究って綺麗事？

で治療を行っているのではと思うことが多くありました。
そこでやはり「臨床研究で自分たちが行っている治療を
検証するという研究マインドを本当は持っていなくては
いけない。しかし、研究をするのであれば、正しい方法
で取り組みたい」という気持ちが出てきて、臨床研究を
きちんと教えてくれる、一緒に研究に取り組んでくれる
方がいないかなと思ったのが、臨床研究に興味を持った
そもそものきっかけです。
原

とても深い話ですね。発表や周りが行っている研究は、
自己満足というか、最初から結論ありきの恣意的なもの
ではないかと荒谷先生は大いに疑問を持っていた。実は
研究自体も、その恣意的な研究ですらほとんどされてお
らず、データを集めて検証するということが全く現場で
行われてない。

荒谷

そうです。

原

実は日本の多くの医師は、色々と深い部分まで考えて臨
床を行っています。しかし、そこに科学的な根拠はなく
「臨床的に有益だろう」という前提で行っていることも
多く、
「自分たちの臨床はすごいだろう！！」といった話
だけしか聞こえてこない。「本当にそれが臨床的に有益
なのか」ということを検証していないことが多いですよ
ね。

臨床研究の面白さ
原

臨床研究でとても面白いのは、有益だと思っていたこと
が実は、全く有益に作用していなかったりすることです
ね（笑）。一方、データで検証することで、逆に「え？
これがこんなに予後を改善させているの？」ということ
もありますよね。
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荒谷 そうなんです。本当にそのことを私も今回強く感じまし
た。
原

Case

1

今回の研究では、ナトリウム値が過剰補正になってしま
うほど一気に改善してしまう患者群に関しては、入院と
いう外的ストレス因子の解放による自然改善だけでいい
のではないか、と推定できるような結果が得られました
よね。
具体的に言うと、来院時にナトリウム値が 110 mEq/L
ぐらいの患者さんの場合は、生理食塩水の負荷をしなく
てもいいかもしれないという結果になったということで
す。
ですから、臨床研究を行うとそういった驚きもあり、自
分の期待を裏切られるようなこともあるのだけれども、
そのことがとてもワクワクして面白いですよね。

荒谷 はい。今回、この研究に取り組み論文を仕上げてみて、
本当にこのことを言葉で言うだけではなくて、ようやく
実感しました。臨床研究を行ってみると皆さん、この感
覚がわかると思います。
原

臨床研究を行ってみるとわかるという発言がありました
が、もう少し正確に言うと、正しい作法で研究を行わな
いとダメです。単に臨床研究をするだけではわからない。
自己流ではなくて、きちんとした指導者の下で取り組ま
ないとそのことは実感できないと思います。

荒谷 そうですね（笑）。
原

荒谷先生がそのように感じていたということは、本当に
素晴らしいですね。例えば、先生が臨床研究に対する不
信感を抱いたときに、
「それを言ったらダメでしょう」と
いった雰囲気があるじゃないですか。
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Case

1

臨床研究って綺麗事？

荒谷

あります、あります。周囲がそのような雰囲気だと、た
だ単に途方に暮れちゃうだけで……。

原

そうそう。ですから日本臨床研究学会で研究を支援して
いる先生方も、途方に暮れている先生ばかりです（笑）
。
特に、現場で一生懸命に臨床をして、本当に患者さんを
良くしたいと考えている先生は、荒谷先生のように「こ
れでいいのか」と思っている部分がたくさんあります。
例えば、皆が恣意的な発表しかしていないのではないか
という疑問もそうだし、自分の臨床を検証すらせずに自
己満足で終わっているという人もいるのではないかとい
う疑問も……。
それは臨床家として正しい気持ちで、そういう気持ちを
持っていることは大変素晴らしいことだと思います。
本来は、そのような気持ちをどんどん表に出してお互い
に議論し合えるようになるといいと思うのですけどね。

荒谷

そうですね。

原

わかりました。ですから、臨床研究をきちんと教えてく
れる人が周囲にいなかったため、私にコンタクトを取っ
てくれたんですね。

支援のきっかけ
行動力の重要性
メールマガジン
「臨床研究の立ち上げ
から英語論文発表まで
を最速最短で行うため
の 極 意」
。URL は 本 頁
下部。

原

確か、荒谷先生は私の発行しているメールマガジンの読
者でしたよね？

荒谷

はい、メルマガで内容を拝見して、臨床医でありながら
研究を進めて論文を多数発表している先生にご指導いた
だけたらいいなと思い、メールを送り原先生にコンタク
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トを取らせていただきました。

Case

原

ちなみにあのメルマガはどのように探したのですか？

1

荒谷

Yahoo! や Google で「臨床研究」や「論文」などいくつ
かのキーワードを入れて検索したらヒットしました。

原

偉いなぁ（笑）。荒谷先生は能動的に情報を取りにいっ
ているんですね。メルマガにも書いているのですが、臨
床研究を成功させるためには、行動力、特に能動的に情
報を取りにいく能力が極めて重要なのですよね▶。

▶

極意二の六

☞極意本 18 頁

荒谷先生が私にメールを送ってくれたのは、全講義が終
わってからですか？
荒谷

終わってからではなくて、初回の講義を読んですぐメー
ルをしました。

原

早いな（笑）。

荒谷

ふふふ（笑）。原先生のご対応はもっと早くて「ありがと
うございます」という返事と同時に、メルマガは週 1 回
の定期配信と思いますが、「やる気があるみたいなので、
全部の回を一気に送ります」と、1 週間ごとに送るはず
の講義を一気に最終回まで送って下さいました。

原

そうでした？（笑）

荒谷

そうなんです（笑）。原先生が「熱意もあるし、1 週間ご
とだとちょっと待ち遠しいと思いますので……」とメッ
セージを添えて全部一気に送って下さり、メルマガとい
うより本のようになって、私も一気にバーッと読み、
「こ
の内容は本当に私が知りたかったことだし、モヤモヤし
ていた私の思いを代弁しているな」と思いました。

原

はいはい。
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Case
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