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内科の各専門領域は日進月歩であり，概念や治療体系が過去 20年で大きく変化して来て

います．内科診療を実践する実地医家は，万年研修医と自認するのであればそれらを生涯学

習により学ぶ必要があります．しかし，それぞれの専門領域においての非専門医に対する到

達目標を専門医自身が作成すると，それは到達できないような高いものになってしまうよう

に思います．専門医にとってはルーチンの検査・治療であっても，非専門医にとってはルー

チンの検査・治療ではないことは多いのです．

2019年，循環器診療に対して，到達可能な「到達目標」を明確にした万年研修医を対象と

した本を循環器専門医である私が発刊しました．しかし，私は生涯研修のためには，非専門

医自身が到達可能な目標を掲げて専門診療を論じるべきであると思い，それを発信してきま

した．非専門医である私がその目標を作成し，それを実践していることで，読者である非専

門医にとってもそれは到達可能な目標となるのではと思います．もちろん，開業医であれば

その地域の医療事情や患者さんからのニーズや勤務医であれば勤務している病院での診療体

制は様々ですので，一概に特定の到達目標を設定するのが困難なことは理解しています．

私の卒後５年間における内科ローテート研修内容は，各専門診療科の入院患者をケアする

ことでした．そして，研修終了後に進んだ循環器内科では，病院の性格上，循環器疾患以外

の患者を外来で経過観察することはできませんでした．

開業した 19年前から，内科専門医やTFCなどのメーリングリストで自分自身が経験した

非専門領域の症例を積極的に呈示し専門医からコメントしてもらうことで，自分なりに非専

門領域に対する外来での到達目標が明確になってきました．

この本の甲状腺疾患の共著である山守育雄先生は，TFCメーリングリストでの甲状腺疾患

における私の師であり，糖尿病の共著の奈良県立医大の毛利貴子先生は，天理よろづ相談所

病院で２年間一緒に勤務し，現在では糖尿病の全人的診療を実践しておられる方です．

この本では，非専門医（万年研修医）である私が自分自身の外来症例を呈示し万年研修医

としての診療上の疑問含めて，症例に対する議論を専門医にコメントしてもらうような体裁

にしています．お二人の先生方と議論してから追加した検査もあります．

万年研修医と考える実地医家のみなさん，専門内科に分かれていない小規模病院の内科医

のみなさん，外来をするようになった後期研修医のみなさん．今回提示した症例を皆様が主

治医ならどうされますか？

この本を万年研修医の生涯研修のツールとして活用してもらえれば幸甚です．

2020年 7月

伊賀幹二
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01
６ヵ月のMMI治療にもかかわらず
甲状腺機能が正常化しなかった
バセドウ病の26歳女性

初診での考察とその後
病歴と診察からは，２週間持続する非特異的症状と頻脈以外には異常所見は何

もありませんでした．吐き気もあるので妊娠の可能性も考慮して腹部超音波を施行

しましたが，胎嚢はなく小腸の水分が多いのみでした．対症療法として整腸剤を処

症例

・病院事務で独身

・かぜに罹患後，2週間くらいどことなく調子が悪かったので受診

・朝起きにくく午前のみ吐き気があるが，動悸や息切れはなし

・軽度の熱感や軽度の体重の減少を自覚

・病院勤務でのストレスは結構あったが，仕事のない土日でも同じ状態で調
子が不良

診察所見
・身長157cm　体重56kg　元気そうな印象

・血圧110/80mmHg，心拍数110/分

・甲状腺触知せず，手指振戦なし，心音・肺音は正常

・腹部に異常所見なし

症例提示

4
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方し，スクリーニングとしての一般採血に甲状腺機能亢進症を否定したかったので

TSHを加えて，４日後の再診を指示しました．結果は，TSHが高度に抑制されてい

たので残余血清でのFT4，TSHレセプター抗体の検査を追加しました（ 表１）．

本例は甲状腺機能亢進症であり，症状はそれにより説明できると考えました．

あらためて便の性状を尋ねると，柔らかめの便で少し回数が多いとのことでした．

TSHレセプター抗体の結果が判定するまで，β遮断薬を投与し，４日後には起

床しやすくなったとのことでした．TSHレセプター抗体が高値であったので，甲

状腺機能亢進症の原因はバセドウ病と診断しました．高度の痩せなどの機能亢進

症症状は強くなく妊娠の可能性はなく結婚の予定も当分はないので，当院でも治

療可能との私の説明を了解され，MMI 15 mg/日から治療開始しました．38度以上

の高熱が出たら薬中止して翌日来てもらうように説明し，１週間後に，CBCと甲

状腺機能を測定しました．

白血球数の低下はなく，甲状腺機能は少し抑制されており，頻回に受診できな

いとのことで１ヵ月ごとの経過観察としました．

MMI 15 mg/日投与２ヵ月でFT4が 1 .0 ng/dLと下降し，TSHが 0 .01以下から

0 .05μ/mLと上昇してきたため 12 .5 mg/日に減量しました．その後 1. 5ヵ月投与

にもかかわらずFT4が上昇したので，15 mg/日に増量しましたが１ヵ月後にTSH

は 0 .02μIU/mであり，コントロール不良と結婚も将来あり得る女性であるので

治療開始 8 ヵ月で専門病院へ紹介しました（ 図１）．

表１  初診時採血検査
2017/06/08

白血球数（↓3.4）：好中球（↓37.3），好酸球（1.8），好塩基球（0.7），リンパ球（↑48.1），
単球（↑12.1），赤血球数（432），血色素量（12.9），ヘマトクリット（41.8），血小板数
（14.7）

AST（GOT）（22），ALT（GPT）（26），ALP（152），コリンエステラ―ゼ（379），γ-GT
（18），LAP（46），LD（LDH）（181），CK（CPK）（46），総ビリルビン（0.6），総蛋白
（↓5.7），アルブミン（↓3.5），A/G比（1.59）

中性脂肪（58），総コレステロ―ル（↓118），HDLコレステロ―ル（46），尿素窒素（14），
尿酸（3.9），クレアチニン（↓0.44），ナトリウム（145），カリウム（4.3），カルシウム
（9.6），クロ―ル（105），血糖（84），CRP（0.02 未満），CRP判定（（－））

TSH（↓0.01 未満），FT4（↑7.7 以上），TSHレセプター抗体（↑10.0）

5
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Q1
甲状腺中毒症状も強くなく，妊娠の可能性や結婚の予定はないとのことから，

患者さんが了解されれば非専門医がMMI 15 mgから治療開始することは妥当で

しょうか？

A1
同意します．初診時には診断を決め打ちすべきではないので，甲状腺に特異的な

病歴だけでなく幅広く聴取すべきことは当然ですね．バセドウ病の微熱は37.2～
37.3度までと言われています．37. 5度以上の場合は単純なバセドウ病だけではな

いと考えて下さい．脱線しますが，バセドウ病の時の便通は一日２～３行程度の
軟便止まりです．これは消化管の運動亢進で腸内通過時間が短縮するためです．

時々誤解されていることがありますがいわゆる ｢下痢｣ にはなりません．

図１  甲状腺機能の経時的変化
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Q2
MMIの治療を始めたら，高熱が出たら薬中止して，翌日来てもらうように説明

しましたがそれでよいでしょうか？　MMI投与後の初めての採血は１週間後でよ

いでしょうか？　その後の採血については，とても忙しい患者であっても，添付

文書通りに２ヵ月まで２週間に１回が必要でしょうか？

A2
「高熱が出たら薬中止して，翌日来てもらうように説明し」ではなく原則は即日受
診です．一刻も早い白血球分画の確認と無菌室への収容が求められます．基幹病

院の救急外来受診を指示するのが推奨されます．因みに「38度以上の熱が出たら｣

と患者さんにはお伝えしています．私自身は好中球数が 1,000 /μLを切ったら休

薬，500/μLを切ったら即日入院としています．インフルエンザワクチンも積極勧

奨しています．罹患時の発熱が軽度であれば，無顆粒球症との鑑別に悩むことが

少なくて済むだろう，という考えです．

平日の日勤帯なら基幹病院の内分泌内科あるいは血液内科の医師にまず電話で

ご連絡下さい．受け入れ体制を確保した上で患者に受診の指示をし，紹介状を持

たせるかFaxしていただくと良いと思います．夜間や休日なら救急外来へご紹介

いただきます．具体的な手順は予め当該の診療科と打ち合わせておくことをお勧

めします．地域の基幹病院がどのような受け入れ態勢であるかを知っておいてい

ただくことが大切です．

Q3
妊娠・出産に関連した機能亢進症では，ホルモン評価が難しいので当院では治療

に責任がもてないので専門病院に紹介するように説明しています．それ以外で，当

院で治療を開始して３ヵ月で薬減量できなければ，特に若い女性では専門医に紹介

するべきと思っていますが，それに対しての専門医の意見はどうでしょうか？

　
7
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01
間食の増加とともに血糖と
HbA1c値が徐々に
上昇してきた80歳女性

症例

糖尿病そ の 2

生活背景
・軽度の認知症の夫と２人暮らしで，それに対するストレスあり

・間食も含め食事量は多く，運動量は少ない

・糖尿病の家族歴はなし

・身長152cm　体重64kg　BMI 27.7

病歴
・64歳にて軽度高血圧にて当院初診，当時のHbA1cは5.9%

・71歳から空腹時血糖，HbA1c値が徐々に上昇（ 図1 ）

・認知症の夫のことで，いらいらすると間食がより増量

・72歳からグルコバイにて治療開始

・徐々に薬剤を追加し，現在はエクメットHD２Tとグルコバイ300mg　

・過去にSU薬の使用はなし

・直近３ヵ月の空腹時血糖255～ 280mg/dL，HbA1c 11～ 12%となお上
昇傾向

・直近２ヵ月は以前より易疲労感，全身倦怠感を自覚

・夜間尿は１～２回　　・神経因性膀胱に合併した過活動性膀胱あり

・眼科受診では眼底に網膜症なし　・尿蛋白陰性，尿ケトン陰性

・ 表1 が 図1 における最終データ（空腹時）

・血清Crは0.8mg/dL，CRP２＋（膀胱炎によると考察）

症例提示

80
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経過
糖毒性による全身倦怠感と考え，糖尿病専門医への紹介受診を説明しましたが，

「初めての医者は嫌で，どうしても当院で診てほしい」という希望がありました．

そのため，私は，「一生にわたるインスリン治療ではなく，状況が改善したら経口

糖尿病薬に変更できますよ」と説明し，私が使用経験のある持効型溶解インスリ

ンであるランタス６単位くらいから始めることを勧めましたが，「インスリン注射

は怖いのでいや」とのことでした．

81

図1  治療薬，体重，HbA1cなどの経時的変化
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家庭環境も含めてなかなか間食をやめられないという前提では，インスリンを

使うべきではないのか？　もしくは，食欲の低下をも期待できる新しいGLP-1受

容体作働薬を選択すべきなのでしょうか．肥満で過食ぎみなのでSGLT2阻害薬は

使用可能ではないかと考えました．

82

表1  最近の採血検査（空腹時）
2019/02/12

白血球数（6.6）：好中球（64.0），好酸球（1.0），好塩基球（0.0），リンパ球（31.0），単球（4.0），
赤血球数（452），血色素量（14.3），ヘマトクリット（44.0） 血小板数（20.6）

 AST（GOT）（21），ALT（GPT）（20），ALP（170），コリンエステラ―ゼ（382），γ-GT（16），
LAP（40），LD（LDH）（158），CK（CPK）（68），総ビリルビン（0.7），総蛋白（7.3），アルブミ
ン（4.1），A/G比（↓1.28）

中性脂肪（86），総コレステロ―ル（146），HDL コレステロ―ル（59），尿素窒素（11.9），尿酸
（4.2），クレアチニン（↓0.43）， eGFRcreat（102.6），ナトリウム（137），カリウム（↑5.1），カ
ルシウム（8.6），クロ―ル（99），血糖（↑275），HbA1c（NGSP）（↑12.0），CRP（↑1.95），
CRP判定（（2+）），LDL-ch 計算（70） 

Q1
この時点で非専門医が経過観察しなければならないとすれば，どういう治療計

画を立てればよいでしょうか？

A1
医学的には，高血糖以外の倦怠感の原因検索やCRP上昇の原因検索，抗GAD抗

体の確認，甲状腺機能等の確認は必要になるかと思います．体調不良時は必ず再

診していただいて，自覚が少ないまま脱水が進行した場合に備えて，メトホルミ

ンは中止し，エクアのみに変更の上，再来時には，尿ケトン検査を行う必要があ

ると思います．薬の変更を要する場合に備えて，合剤での処方が不向きな患者さ

んの見極めも必要かもしれません．

それらの急性合併症のリスクを除外しながら，患者さんに日頃の水分摂取励行

を指導しながら，夫の認知症介護のサポーターを作る手助けが必要になってくる

と考えます．つまり，認知症の介護に必要な介護保険等の利用の仕方を説明する，

１人で背負わないようアドバイスする，ご本人の気持ちを受診時に表現してもら
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う，などです．通常は悪くなってもHbA1 cは８％前後ですが，HbA1 cが 11～
12％になるには，それなりに上昇する理由があると考えます．癌や感染症などの

合併でなければ，おそらく夫の介護のサポーター不足のSOSで，介護のストレス

から間食行動が止められないのではないか，と考えます．相当に我慢強い患者さ

んと推察します．この症例の場合，医学的には，インスリンを使えるのであれば，

現時点で使用された方がよいと考えます．CRP上昇から，急性合併症への進展の

リスクが否定できないためでもあります．GLP-1受容体作動薬の使用は，インス

リンと併用の方が今は安全に思います．

Q2
直近２ヵ月前からの易疲労感，全身倦怠感の原因が高血糖かどうかについては

血糖値を下降させないと判断できないでしょうか？

A2
易疲労感，全身倦怠感の原因が何であるかは，様々な疾患の除外が必要で，「高

血糖も一因となっている可能性がある，易疲労感はおそらく高血糖のために出現

して当然なレベルと考える」と考えられていいと思います．

介護のための不眠の関与なども推察されます．その理由を探しつつ対処しなが

ら，外来であれば頻回受診の約束は必要になるかと思います．

Q3
専門医への紹介を受諾されればどのような治療戦略を考えるのでしょうか？

A3
CRP上昇を伴い，HbA1ｃが 10％以上であるので，GLP-1受容体作動薬でなく，
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あとがき

伊賀幹二先生とは総合内科専門医のメーリングリスト（ML）や故・田坂佳千先生
が始められたTFCMLで知り合い，時々，症例のご相談をいただいていました．そ
の伊賀先生とやりとりした症例が本書の下敷きとなりました．実は初めから書籍に
まとめることを念頭にご質問いただいていたのだと，後になって思い至りました．
最初に伊賀先生から書籍化のご提案があった時，自分にそれだけの時間とエネル
ギーがあるか自信がなく，ためらっていたのが実際でしたが，伊賀先生の熱意に押
される形でお引き受けすることにしました．実際，当初の締め切りを延ばしていた
だくことになり，伊賀先生，毛利先生と編集者の方をお待たせしてしまったことを
申し訳なく思っております．

甲状腺疾患はコモン・ディジーズであるにもかかわらず，使われる薬剤が極めて
安価なせいか講演会なども少なく，非専門医が体系的に学ぶことができにくいとい
う問題があります．日本甲状腺学会からは『バセドウ病治療ガイドライン 2019』が
刊行されており，この中の「基礎的重要検討課題」に基本的なことがまとめられて
いますので，是非お手にとっていただくことをお勧めしますが，この本がガイドラ
インだけでは分からない，「ニュアンスを伝える」本になっていることを望みます．
ただその分，エビデンス・ベーストではありながら筆者の主観に基づく部分が多く
なってしまったことは本書の限界かもしれないと感じています．その点を踏まえて
お読みいただければと思います．

甲状腺機能低下症については補充療法の適応，さじ加減について述べました．結
節性病変については最も頻度の多い腺腫様甲状腺腫を中心に筆者の考えを記してい
ます．腺腫様甲状腺腫は非常に頻度の高い病変ですが，治療を必要としないことか
ら成書では簡単な記述にとどまり，非専門医が詳細を学ぶ機会は少ないと思われま
す．また甲状腺癌の９割を占める乳頭癌も，治療を要するものは一部に限られてい
ますが，こうしたことは非専門医にはあまり知られていません．甲状腺の場合は癌
を見逃さないことだけを考えるのでは足りないことも，この本でご理解いただきた
いことの１つでした．治療を要する病変をいかに効率よく拾い上げるか，そのため
に甲状腺専門医が何を考え，非専門医に何を期待しているかを伝えられる本になっ
ていることを祈ります．

最後にこうした場を提供していただいた伊賀先生と金芳堂に感謝いたします．正
直な話，伊賀先生から筆者に投げかけられる質問はどれも非常にレベルが高く，非
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専門医のレベルを超えるものがたくさんありました．本をまとめるにあたり，伊賀
先生から多くの注文があり，なるべく多くの読者に分かりやすいことを意識しなが
ら加筆させていただきました．こうした狙いが果たされているかどうかは読者の皆
様のご判断を待ちたいと思います．ご意見をいただくことで筆者自身も学ばせてい
ただけることを切に願っております．

山守育雄　

約 20年ぶりに思わぬ形で伊賀先生よりご連絡をいただくことになりました．
天理よろづ相談所病院の初期研修医の時にお世話になった以前の指導医に対し

て，診療のアドバイスなどとんでもないと随分及び腰でしたが，声をかけていただ
いた理由が，内科学会専門医部会の全人的医療ワーキンググループのメンバーだか
らと言われてお引き受けすることになりました．

現状の仕事をこなしきれていない上に，伊賀先生からの質問の質も高く，私の処
理能力を超えていました．しかも，何かしらずっともやもやしたものがつきまとっ
ていました．結果として，まったく筆は進まず，伊賀先生や山守先生，出版社の方々
には随分ご迷惑をおかけしてしまいました．心からお詫び申し上げると共に，この
場をお借りし皆様の温かい見守りに厚くお礼申し上げます．

何にもやもやしていたのか，何となくやっとわかりかけてきたころ，少しずつ筆
が進み始めました．ちょうど，参考図書となるガイドラインが次々に改訂され，フ
レッシュな知識を参考にすることができたことだけは救いでした．私が何に，もや
もやしていたのか，それは，伊賀先生のあとがきにあることそのものでした．「非専
門医の最低到達目標は誰がどのように決めるものなのだろうか」当初から私の心の
どこかで感じていた疑問でずっとくすぶっていたようでした．どこかで封印してい
たのでしょう．伊賀先生との症例のやり取りは，私のネガティブ・ケイパビリティ

（どうにも答えの出ない，どうにも対処しようのない事態に耐える能力）の訓練のよ
うでした．私に，糖尿病診療を教えてくれた，多くの患者さんやスタッフとのやり
取りが，大いに力を発揮してくれたことは間違いありません．

医師の仕事は，今も昔も診断と治療であることには変わりないですが，残念なが
ら現時点では糖尿病には治るという言葉はありません．しかも，同じ肺炎でも糖尿
病の患者さんが罹患すると治癒が遅れたり重症化したりすることも多くあります．
その上，他の疾患と違って，必要な情報を患者さんが教えてくれなければ，適切な

165

MKI-naka.indd   165MKI-naka.indd   165 2020/07/27   16:252020/07/27   16:25



治療にすら結びつかず，患者さんご自身で生活を調整しなければ薬の効果が上手く
発揮出来ないことも多くあります．糖尿病に対する非専門医の先生方の苦手意識が
あるとしたら，その理由の一つはそこにあるのかもしれません．しかし，専門医だ
からといって，出来ることが増えるという訳ではありません．もし，何か違いがあ
るとしたら，患者さんの糖尿病について自分が知らないことが多いということを
知っている，糖尿病を患者さんに手渡す作業をするしかなく，その過程に寄り添い
続けるということが大切であるということが分かっている，ということかもしれま
せん．患者さん自身についての専門家は患者さんで，今，生活の中において何が出
来るかは患者さんしか分からないが，それをし続けるためには見守る人が必要であ
るということが分かっている，という意味です．教科書もエビデンスもガイドライ
ンも大切ですが，医療が発展したとはいえ，医療者は目の前の患者さんから学ぶ謙
虚な姿勢を忘れずにいたいと思います．今の自分にとっては，目の前の患者さんが
最高の先生なのです．そこから逃げることなく，医師も患者も共に問題を共有しそ
れに取り組む姿勢がさらに育っていくこと，従来の方法や枠組みを変える必要があ
るとき，怖れや不安に打ち勝つ力を共につけること，さらには，そのようにできる
環境が整うことで，糖尿病をもちながら生きることをプラスにできる患者さんが増
えることを心から願っています．

最後になりましたが，未熟な私に辛抱強く付き合い，様々なことを教えてくだ
さった多くの患者の方々，これまでご指導いただいた多くの先生方，特に，石井　
均教授を始めとする奈良県立医科大学糖尿病センター関係者の皆様，コミュニケー
ションの観点から常々アドバイスをいただいている同大学公衆衛生学講座の岡本左
和子先生，日本糖尿病医療学学会・全人的医療ワーキンググループの関係者，そし
て家族に感謝したいと思います．本当にたくさんのお力添えをいただきました．心
より感謝申し上げます．

毛利貴子

私が内科ローテート研修をしていた卒後３～５年目における各専門診療科にお
ける指導医は臓器別専門医でした． 様々なことを教えていただきましたが，その内
容の多くは将来その専門領域を目指さない医師に対するものではなかったように思
います．その科の研修が終了し専門診療科を離れたら，多分もう使わない知識のよ
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うに思いました． 卒後６年目から循環器内科のスタッフとなったあとも，専門医が
書かれた非専門医を対象とした本を拝読することは多くありましたが，やはりその
到達目標は非専門医にとっては高すぎるように感じました．臨床現場で実践してい
る非専門医の視点で，到達目標を定めた本を出版すべきとずっと思っていました．
そして今回，私のライフワークの一つであった非専門内科医による専門領域の本
を，卒後 40年以上経って「私の外来症例についての専門診療医との対話」という形
でやっと世に出すことができました．

執筆をお願いしたお二人の専門医の先生方と，この本で提示した以外の症例も含
めて私の疑問点や検査・治療方針を議論するうち，当初私が考えていた非専門内科
医としての到達目標が高くなってしまったことを体感しています．

10年単位でみると診断・治療法が大きく変化する時代です．そして，それらはガ
イドラインに反映されます．逆に言えば，10年前に習得した知識は間違っている可
能性さえあるわけです．

ガイドラインで推奨されるような新しい薬剤が出現した時，私は添付文書や，そ
の薬についての特集記事のみを参考にして使用することには躊躇があります．その
薬剤に関連した講演会に出席し，実際にそれを使用している個人的なつながりのあ
る専門医に使用感覚をお聞きし，その薬剤の使用を考える私の症例を具体的に提示
し，使用することが妥当かどうかを相談してから始めています．

このように，臨床を実践する内科医であり続けるなら，webも含む種々のカン
ファランスを利用して，知識をブラッシュアップすることが必須であると思いま
す．加えて，特定の専門医と相談できる複数の環境を構築してそれを維持し，専門
医からのアドバイスを理解できる能力をもつことの重要性を感じています．

臨床医であり続けるなら，万年研修医として生涯教育を受けることが前提である
ということを理解した上での個別目標として

甲状腺疾患なら
・病歴や一般検査所見を参考にして甲状腺機能異常を診断することができる
・ヨードの過剰摂取が甲状腺機能低下症の原因の一つであることを理解する
・甲状腺を触知できなくとも，想定する甲状腺疾患を否定も肯定もできないこと

を理解する
・甲状腺中毒症の原因，および甲状腺機能低下症の原因を鑑別できる
・甲状腺機能低下症に対して，チラーヂンSによる補充療法を行うことができる
・甲状腺中毒症に対して，（専門医受診までの間に）β-遮断薬を投与できる
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・甲状腺中毒症状が強くないバセドウ病に対して，患者が非専門医での治療を希望
すれば，主にMMIで治療を開始し，副作用に注意し経過観察することができる

・甲状腺機能亢進が薬剤で正常化したのち，定期的な採血をしないで漫然と抗甲
状腺剤の治療を続行しない

糖尿病なら
・空腹時血糖およびHbA1 cの値から糖尿病の診断を行い，食事量，体重の変化

などから原因としてインスリン抵抗性かインスリン分泌不足かを推定できる
・患者の背景，希望，嗜好を理解するように努めたうえで，薬物療法以外の運動，

食事療法を患者に理解させることができる
・定期的な血糖，HbA1cや体重の変化から，食事・運動療法の良かった点や悪

かった点を患者に気づかせることができる
・定期的な眼科受診を促すことができる
・第Ｉ選択の薬剤として，病態に応じたSU薬以外の薬剤を処方できる
・高齢者においてSU薬投与でHbA1cが６％台なら，低血糖の存在の可能性を考

え，薬剤の変更を考えることができる
・糖尿病患者が，発熱，嘔吐，全身倦怠感を訴えれば糖尿病性ケトアシドーシス

の可能性を考慮して診断することができる
・糖尿病以外の，高血圧，高脂血症，喫煙，肥満などの生活習慣病危険因子を軽

減する必要性を患者に納得させ，自身で治療することができる
・認知症が進行した患者に対して，その家族に治療変更をすすめることができる

今回の執筆作業は，私自身への質の高い生涯教育でもありました．このような個
人指導をしていただいた山守先生，毛利先生に感謝します．加えて，非専門医によ
る執筆というこの新しい試みに対して，途中断念も考えた私を発刊まで励まし続け
ていただいた金芳堂の藤森さんにも感謝します．

伊賀幹二
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