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今日のテーマ
１）医師は、どうやって患者の病気を診断しているのでしょう？
２）医師は、診察で何をしていて、何がわかるのでしょう？
３）診断の1例：初めての恋愛で罹る病気（時間があれば）

結構、今日の話は難しい



診断
デジタル大辞泉

1. 医者が患者を診察して、健
康状態、病気の種類や病状な
どを判断すること。「診断を
下す」「インフルエンザと診
断する」「健康診断」

2. 物事の実情を調べて、その
適正や欠陥の有無などを判断
すること。「経営診断」

百科事典マイペディア

医師が患者を診察，検査して，
疾患名を決定すること。



病気の診断（Wikipedia）
• 診断は、診察や検査を行い、

そこで得られた諸情報を用い
て医師などの専門家が、患者
の健康状態や病気の状態を判
断することである。

• 医学的診断（英: medical 
diagnosis、Dx）は、人の症
状や徴候がどの疾患や病態で
説明できるかを判断する過程
である。医学的文脈を暗に含
めて診断と呼ばれることも多
い。診断に必要な情報は、通
常、医療を求める人の病歴と
身体所見から収集される。多
くの場合、その過程で医学的
検査などの1つ以上の診断手
順も行われる。



なぜ、診断が必要なのか？
• 病気毎に、適切な治療が異なるため
• ある病気Aに対して標準的に行う治療が、病気Aと症状がよく似

た病気Bに対しては悪化させてしまうことがある
• 「誤診」は不幸を招く



診断の手順
１）医療面接（問診）

⇓

どんな病気かを考える ⇒ 診断
⇓

２）身体診察
⇓

どこに病気があるかを確認する
どんな病気かを考える ⇒ 診断

⇓

３）検査（尿・血液・画像）
⇓

結果の解釈 ⇒ 診断

• 医療面接だけで診断できる場
合も結構ある

• 診断するには、患者の話を
しっかり聴くことが最も大切



あなたも診断に挑戦してみよう １
• 17歳の男性 • 医師

「今日はどうしました？」「今朝から39℃の熱があって、
喉がとても痛いんです」



パターン認識による直観的診断
• いわゆる「一発診断」
• 臨床経験が大きくものを言う
• ベテラン医師ほど、これが増えて速く診断できる
• 思い込みによる誤診の原因にもなる

１）問診

２）診察

３）検査 あくまでも診断の確認目的

パターン認識

パターン認識

特定のキーワード

特徴的な所見

診断

診断



あなたも診断に挑戦してみよう ２
• 16歳の女性
「時々頭が痛くなるんです」

• 医師



町田市医師会HP

小児の頭痛

機能性頭痛
• 慢性頭痛のほとんどが『機能性頭痛』

利根中央病院HP 入江病院HP



問診によるパターン認識の例
• 今朝起きた時に、右腕と右脚が動かしにくくいことに気付づいた。

力が入らず、歩けない。1年前の健康診断で心房細動という不整脈が
あるから治療が必要と言われていたが、そのままにしておいた
⇒ 脳梗塞（心原性脳塞栓症）

• 今朝から心窩部痛（みぞおちの痛み）があったが、次第に痛みが強
くなってきて、右下腹部に痛みが移動してきた。歩く、特に階段を
右脚から降りる時に痛みが強くなる
⇒ 急性虫垂炎

• 腰痛があり非ステロイド系解熱鎮痛薬を繰り返し内服していたら、
急に嘔気と心窩部痛があり吐血した
⇒ 急性胃粘膜病変（AGML）



医療面接で医師は患者に何を聴いている？
【主訴】一番困っていること
【現病歴】心身の異常に気づいて
から今日までの心身の変化

いつから（発症日時）
発症から現在までの経過
発作性の時はその頻度
具体的な症状の内容と場所
増悪因子・軽快因子
最近の健康診断の結果
他の医療機関での検査結果
他の医療機関での治療の効果

【併存症】今どんな病気があるか、
どのような治療を受けているか
【既往歴】過去に受けた手術、外
傷、肺炎など入院するような病気
【家族歴】両親、子、祖父母、兄
弟、孫の病気（既往歴を含む）
【生活歴】喫煙、飲酒、食欲、睡
眠、排便回数、排尿回数、常用薬



診断には医療面接が最も重要

医療面接
76%

身体診察
13%

検査
11%

医療面接
79%

身体診察
8%

検査
13%

Peterson MC et al. West J Med. 
1992;56:163

未診断の新患80名に対して、内科医数名が
正確な診断に至る過程を調査研究

Roshan M, Rao AP. J Assoc Physicians 
India. 2000;48:771.



医療面接の間に医師は必死に考えている
• 患者の体に、どこで何が起こった？、もしくは起こっている？
• 医療面接が勝負の決め手
• 全く診断ができない（病気が浮かばない）と、必ず難航
• 医師は、患者の年齢、性、肥満度によって、どんな病気になり

易いかを大まかに頭に入れている
• 高齢者に多い病気、女性に多い病気、太っている人に多い病気
• 若年者に多い病気、男性に多い病気、痩せている人に多い病気
• 発症の仕方とその後の経過に特に注目
• どんな病気分類（VINDICATE+P）が考えられるだろう？



VINDICATE+Pと発症・経過
英語分類 日本語分類 発症 発症後経過
Vascular 血管疾患 突然 発作的～持続的
Infection 感染症 急～徐々 悪化してから改善
Neoplasm 腫瘍 急～徐々 悪化
Degenerative 変性疾患 徐々・高齢 悪化
Intoxication 中毒 急～徐々 悪化
Congenital 先天性 徐々・若年 発作的～持続的
Autoimmune 自己免疫疾患 急～徐々 悪化
Trauma 外傷 突然 そのまま
Endocrine 内分泌疾患 急～徐々 悪化
Psychogenic 精神疾患 急～徐々 発作的～持続的



発症と経過から病気を限定できる
• Vascular（血管疾患）

• Infection（感染症）

受診



突然起こる病気
• 外傷

• 骨折
• 気胸

• 血管疾患
• 脳出血・くも膜下出血（破れる）
• 脳梗塞（詰まる）
• 動脈解離（裂ける）
• 卵巣茎捻転（捻じれる）
• 冠攣縮性狭心症（血管の痙攣）

• 消化管疾患
• 十二指腸潰瘍穿孔（破れる）
• 腸閉塞（詰まる）
• 腸ねん転（捻じれる）
• 食道痙攣
• 腸重積

• 不整脈
• てんかん（失神や痙攣を起こ

す病気）



診察をして
何が分かる
のか

１）全身状態・・・・・・・・・・・・バイタルサイン

２）病変の部位と広がり・・・・・・・肺雑音とその範囲

３）病変の性質・・・・・・・・・・・リンパ節の硬さや圧痛

４）臓器の大きさ・・・・・・・・・・甲状腺・肝・脾・心・肺

５）臓器内の異常・・・・・・・・・・心・肺・血管雑音

６）腫瘤の検知・・・・・・・・・・・甲状腺結節、腹部腫瘤

７）腔水の貯留・・・・・・・・・・・胸水・腹水

８）機能・・・・・・・・・・・・・・次のスライド



診察だけで診断がつくことがある
＝診察によるパターン認識
• 医療面接と診察での診断は最安価
• 診察は、短時間で全身を診ることができる
• 診察の中には、機能を診ているものがある（意識、血圧、脈拍、

チアノーゼ、腸・血管雑音、腱反射、筋力、感覚など）
• これらはCTなどの画像診断では描出できない
• 体表にある皮膚病変もCTでは描出できない
• 診察でしか診断できない病気がある（皮膚疾患、神経疾患、精

神疾患など）
• 腹部触診や叩打診は、炎症部位の特定に有用



診察の種類
１）視診
２）聴診
３）打診
４）触診
５）神経診察

• 最も重要なものは？
• １）視診、次に２）聴診

• 理由：ヒトは視覚からの情報
が最も多い

• ２）～４）は画像診断で代用
可能



あなたも診断に挑戦してみよう ３
• 55歳、男性
• 3日前から徐々に左側腹部が

ヒリヒリと痛くなった
• だんだん痛みが強くなってき

ている



診察の種類
１）視診
２）聴診
３）打診
４）触診
５）神経診察



聴診器



聴診器のイヤーピースの向き

鼓膜は外耳孔より前側にある頭部CT

右 左

前

後

外耳



聴診器で心音を聴いてみる
• Ⅰ音
• Ⅱ音
• Ⅱ音の分裂

Ⅰ Ⅱ           Ⅰ Ⅱ Ⅰ     Ⅱ

収縮期 拡張期



大動脈弁閉鎖不全症

II音直後から始まる漸減性高調雑音



大動脈弁狭窄症
• 大動脈弁がしっかり開かなく

なる病気
• 高齢者に多く、息切れの原因
• 大きな収縮期雑音



聴診器で肺音を聴いてみる １

正常肺胞音
肺全体に聴こえる
吸気＞呼気

水泡音（ポコポコ）
肺炎の場所に聴こえる
吸気＞呼気



聴診器で肺音を聴いてみる ２

笛音（ヒュー ウー）
気管支喘息
吸気＜呼気

捻髪音（パリパリ）
間質性肺炎
吸気のみ



26歳 女性
【主訴】発熱
【現病歴】X-2年11月に発熱と
高CRP血症のためA病院に入院。
成人Still病と診断され、プレド
ニゾロン40mgでの治療が開始。
発熱や高CRP血症は改善したが、
プレドニゾロンを減量すると発
熱するためX年8月当科に入院

【身体所見】



診察の種類
１）視診
２）聴診
３）打診
４）触診
５）神経診察



肺の打診

左中指DIP関節を
肋間に密着させ、
他の指は皮膚から
浮かせる

右中指DIP関節と
PIP関節をそれぞれ
135°に固定

右中指先端を左中指
DIPに向かって、手
関節を支点に叩く



肺の正常打診音は清音
気胸： 清音 → 鼓音
胸水： 清音 → 濁音



診察の種類
１）視診
２）聴診
３）打診
４）触診
５）神経診察



診断に至る3パターン

医療面接
身体診察

①パターン認識

仮説演繹法

③疾患想起不能

仮説の検証 診断②疾患想起可能

未診断

複数の手
法を駆使

直観的



総合診療医による在宅診療
• 家には医療機器はない
• 医療機器で持ち込めるのはエ

コー（超音波）検査機器のみ
• 医療面接と診察が大切
• 医学知識の他に、コミュニケー

ション力と臨床推論力が重要
• 患者の意向や家族を含めた社会

状況を勘案した治療選択が必要
で、ベストの治療がベストでな
いことが頻繁にある
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