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医師に普遍的に求められる最も重要な能力 

臨床推論の能力 

診断に至るプロセス 
Clinical Reasoning 



教育と現場のgap 
学生が教わる医療面接 

–  バイアスのない質問をす
ること 

–  患者の症状を徹底的に洗
い出すこと 

を重視 
 
! 「定性的」な羅列 
 

どのように可能性の高い
診断が最初に考えられ、
可能性の低い診断が除
外されるか 

どのように診断的価値の
高い検査を行うか 

! 「定量的」な評価 
 



臨床推論の脳と心 

どのように臨床推論を行っているのか 

エキスパートと未熟な医師は何が違うのか 

医師はどのように間違えるのか 



臨床推論の過程 
1.  診断仮説がうまれる 

2.  診断仮説をくり返し見直す 

3.  検査を使う 

"  Bayes’ Theorem 

4.  因果推論を使う 

5.  診断を検証する 

6.  エビデンスの吟味 

この過程をどのように 
認知しているのか？ 

Kassirer	  JP	  et	  al.	  Learning	  Clinical	  Reasoning.	  Lippinco(	  Williams	  &	  Wilkins	  	  2009	



1. 診断仮説がうまれる 

症状などの情報 
短期記憶の中に 

仮説（4コ程度）が想起
される 

# ヒューリスティック (heuristic) 

# 疾患の有病率など確率データ 

いくつか（せいぜい４こ程度）の 
コンテクスト (context)ができる 



ヒューリスティック Heuristic 
\hyu�-ˈris-tik\ 
using experience to learn and improve 

http://www.merriam-webster.com/ 

経験則、ショートカット 
representative heuristic：代表的、典型的 
　ex. 「咳、喀血、大量喫煙歴」→肺癌 

available heuristic：印象的 
　ex.  「若い女性、ジスキネジア、脳炎」→抗NMDA受容体脳炎 

Kahneman	  D	  et	  al.	  Judgement	  under	  Uncertainty:	  HeurisNcs	  and	  Biases.	  
New	  York:	  Cambridge	  University	  Press;	  1982	



コンテクスト Context 
\ˈkän-ˌtekst\ 
the situation in which something happens : the group 

of conditions that exist where and when something 
happens 

http://www.merriam-webster.com/ 

 
≒フレームワーク、問題空間(“problem space”) 
疾患群、症候群など 

コンテクストが定まることで、その先のプロセス
（追加の問診、検査）を引き出すことができる 

Keren	  G.	  On	  the	  importance	  of	  ienNfying	  the	  correct	  “problem	  space.”	  CogniNon.	  1984;16:121-‐128	



The magic number 7±2 

人間が認知して処理・記憶できる、短期記憶の量には限界が
ある	  
	  
７不思議、７つの海、７つの大罪、プレイアデスの７姉妹、人生
の７段階（シェイクスピア	  ”お気に召すまま”)、地獄の７層（ダン
テ	  “神曲”）、７原色、７音/音階、７日/週	  
	  
…人間が短期記憶で扱えるのも７つまでなのかもしれない。	  

Psychol	  Rev.	  1956;63(2):81-‐97.	  
Available	  in	  h(p://www.musanim.com/miller1956/	

George	  A	  Miller	  （1920-‐2012）認知心理学者	  

Behav	  Brain	  Sci.	  2001	  Feb;24(1):87-‐114	  
The	  magical	  number	  4	  in	  short-‐term	  memory:	  a	  reconsideraNon	  of	  mental	  storage	  capacity.	  
Cowan	  N.	  

(1) 情報量が多いと刺激（入力）を制限する	  	  
(2) 他の作業が刺激（入力）を記録することを邪魔をする	  
(3) 作業が容量制限によって中断される	  	  
(4) その他いろいろな容量制限の間接的な影響	

同時に扱える診断仮説は	



2. 診断仮説をくり返し見直す 

コンテクストの特徴 

蓄積された知識 

何がらしくて (confirmation strategy) 
何がらしくないか (elimination strategy) 
ある程度絞り込んでから、 
識別していく (discrimination strategy) 

# ヒューリスティック (heuristic) 

# 疾患の有病率など確率データ 

アクセス	



知識の蓄積のかたち 

ルール　 スクリプト 

physical	  symbol	  system	  hypothesis	  
＝情報は記号(symbol)として蓄積される	  
	

蓄積された 
知識 

Norman	  G	  et	  al.	  Non-‐analyNcal	  models	  of	  clinical	  reasoning:	  The	  role	  of	  experience.	  
	  Med	  Educ.	  2007;41:1140-‐1145	

“if～, then…” 
 

ex. 呼吸困難ならば
左心不全を考える 

経験したことの 
詳細な叙述 

過去の似たような 
症例と比べる 

ex. 8ベッドのSさん
→CCUに移ったKさん  



症例スクリプト 
仮説診断の見直しの過程で 

– 疾患が成り立つコンテクスト 
– 臨床像 
– 機能不全の説明 
– 疾患のもたらしうる結果 

を比べ、このスクリプトでよいのか確認する 

典型的な例(prototype)の場合もあれば 
特別な例(exemplar)の場合もある 

Norman	  G	  et	  al.	  Non-‐analyNcal	  models	  of	  clinical	  reasoning:	  The	  role	  of	  experience.	  
	  Med	  Educ.	  2007;41:1140-‐1145	
Bordage	  G.	  Prototypes	  and	  semanNc	  qualifiers:	  From	  past	  to	  present.	  
Med	  Educ.	  2007;41:1117-‐1121	



熟練度によってパターン認識の仕方はちょっと違う 

Michelene	  T.H.	  Chi	  et	  al.	  CategorizaNon	  and	  representaNon	  of	  physics	  problems	  by	  experts	  and	  novices.	  
Cogn	  Sci.	  1981;5:87-‐177	  

状況から、解決策のパターンを適応する 
ことで問題を描写する 

“斜台に関する力学の問題”	

“エネルギー保存則の問題”	

初心者 

エキスパート 



しかし、エキスパートのパターン認識も正しいという保証はない 

いろいろ経験を積んできたし、訓練もしてきたが、 
どんなに訓練を積んでいても、 
ミスは避けられないという実感を抱いている。 

羽生善治『決断力』 



症例スクリプト	

コンテクスト	

病態生理学	

経験 

エキスパートは自分の中にある 
スクリプトがうまく合致しない
ときに、 
コンテクストや病態生理学 
を用いる 

疾患や症候群の特徴をより多く
知っている	  
多様性も知っている・体験がある	

Kuipers	  B	  et	  al.	  Causal	  reasoning	  in	  medicine:	  Analysis	  of	  a	  protocol.	  
CogniNve	  Science.	  1984;8:363-‐385.	

長期記憶（エピソード記憶）	  
取り出すのに時間はかかる	

Tulving,	  E.	  Episodic	  and	  semanNc	  memory.	  	  In	  Tulving,	  E.,	  &	  Donaldson,	  W.	  (Eds.)	  (1972).	  
	  OrganizaNon	  of	  Memory.	  New	  York:	  Academic	  Press.	  
Available	  in:	  h(p://alicekim.ca/tulving/	
	



3. 検査を使う 
確率論的アプローチ 

– 確率は個人が現象に対してもつ主観的な確信
の度合い（主観確率） 

– 観測するたびに変更することができる 
（ベイズの更新） 

 

“データから現象の原因を探す統計学” 
ベイズ理論 



Thomas Bayes 
数学者・牧師 (1702-1761) 
Bayes’ theoremは死後、 
友人のRichard Priceによって発表 “Essay” 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London 53 (1763), 370–418. 



確率の復習 1 
条件付き確率 
Ａが起こったという条件のもとでＢが起き
るという事象を　　　　で表すと 
条件ＡのもとでのＢの起きる確率は　　　　　　　　　　　　 
 
 
乗法の定理から以下の式が成り立つ 
 

€ 

B A

€ 

€ 

P B A( ) =
P(A∩ B)
P(A)

€ 

P(A∩ B) = P(A) × P(B A) = P(B) × P(AB)



確率の復習　2 
全確率の定理 
　　は互いに交わりを持たない事象である
とし、　　　　とすると、 

任意の事象　　について以下が成り立つ 
€ 

Ai

  

€ 

A = ∪
i=1

∞

Ai

€ 

B

  

€ 

P(B) = P(B∩ ∪
i=1

n
Ai)

= P(∪
i=1

n
(B∩ Ai)) = P(B∩ Ai)

i=1

n

∑

= P(B Ai)P(Ai)
i=1

n

∑



ベイズの定理 
互いに背反な事象　　　　　　　に対し、 

€ 

A1,A2,...,An

€ 

P(Ak B) =
P(Ak ∩ B)
P(B)

=
P(Ak )P(B Ak )
P(Ai)P(B Ai)i=1

n
∑ 定数 

事前確率 
情報の出方（尤度） 

事後確率 



例１ 

1.  3回連続で出ているからもう出ない 
2. 何回連続で出ても1/6 
3.  3回連続で出ているから次も1/6より高い
確率で出る 

さいころを3回投げたところ、3回全部
1が出ました。 
4回目に投げた時に、1が出る確率は？ 



例２ 

1.  3人連続男の子だったので、次は女の子 
2. 何人目だろうと確率0.5 
3.  3人連続男の子だったので、次も男の子 

注：この例題に登場する家族は架空の家族です 

S夫妻には3人子供がいますが、3人全員男の子
です。 
さて、4人目の子供が男の子である確率は？ 



ベイズの定理を用いてみる 
1人1人の誕生は独立なベルヌーイ試行で、 
男の子が生まれる事象θは母数(α, β)のβ分布に従う
として 
尤度関数 
事前確率（同様のβ分布として） 

 
比例定数は　　　　　　でよいとして 
 

€ 

p(zθ) = θ xi∑ (1−θ )n− xi∑

€ 

w(θ)∝θα−1(1−θ )β −1

€ 

w(θ )dθ =1
0

1
∫

€ 

B(α,β) = uα−1(1−θ )β −1du
0

1
∫



ベイズの定理 

は以下のようになる 

事前分布のα, βにおける確率変数θの分布の
期待値は 

€ 

w'(θ z)∝ w(θ ) × p(zθ)

€ 

w'(θ z)∝θ $ α −1(1−θ ) $ β −1

€ 

" α = α + xi,  " β = β+ n − xi∑∑

€ 

E(θ) =
α

α + β



例２のベイズ的解答 

1.  3人連続男の子だったので、次は女の子 
2.  何人目だろうと確率0.5 
3.  3人連続男の子だったので、次も男の子 
 

注：この例題に登場する家族は架空の家族です € 

" E (θ) =
" α 

" α + " β 
事後分布の期待値 

€ 

" α = 4, " β =1の の場合が答え。 

S夫妻には3人子供がいますが、3人全員男の子
です。 
さて、4人目の子供が男の子である確率は？ 



例2からわかるベイズの特徴 
事前確率を使う 

– 同様に確からしくない現実世界で使える 

多くの試行（所見・検査結果）に基づいて
確率を更新していく 

 
– 事後確率が次の事前確率になる 



ベイズの使い方 
臨床に応用→症状／検査の尤度 

仮説（疫学） 

問診 

仮説の見直し 

検査からの情報 

仮説の見直し 

事前分布 

感度・特異度 

事後分布 

感度・特異度 

事後分布 

事前Odds 

尤度比 

事後Odds 

尤度比 

事後Odds 



ベイズによる検査結果の解釈 
検査が陽性だったとき 

€ 

pretest Odds =
a + c
b + d

posttest  Odds =
a
b

=
a + c
b + d

×
a(b + d)
(a + c)b

= pretest  Odds × sensitivity
1− specificity

= pretest  Odds × positive  likelihood  ratio

疾患あり 疾患なし 
検査陽性 a b 
検査陰性 c d 



例：脳外開頭術後、発熱あり。 
髄膜炎だろうか？ 

髄液検査を行うこととした。 

開頭術後髄膜炎の発症率は1%～8% 
Clinical Infectious Diseases 2007; 45:55–9 

約５%として、 

€ 

Odds =
p

1− p
=

0.05
1− 0.05

= 0.052検査前 

※簡略化のために発熱の事後確率は省略	



JAMA.	  2006;296(16):2012-‐2022	  

髄液検査を行ったところ、WBCが750 /uL だった 

€ 

Odds =
p

1− p
× positiveLR = 0.052 ×15 = 0.79検査後 

検査後確率 

€ 

=
posttest  Odds

1+ posttest  Odds
= 0.44



感度・特異度・尤度は調べる 
第3版になって 
ICUでの身体診察の章が登場！ 





複数の所見や検査結果を使う 

€ 

log(
p

1− p
) = β0 + β1xage + β2xmale + β3xweight

€ 

p
1− p

= exp(β0 + β1xage + β2xmale + β3xweight )

€ 

p(Y =1xage = i +1)
1− p(Y =1xage = i +1)

p(Y =1xage = i)
1− p(Y =1xage = i)

=
exp β0 + β1(i +1) + β2xmale + β3xweight[ ]
exp β0 + β1i + β2xmale + β3xweight[ ]

= exp(β1)

ロジスティック回帰モデルの係数が表していること 

オッズ 

年齢が１上昇することのオッズ比＝ 係数の指数をとったもの 

現実には同時に 



ベイズを臨床で使うということ 
事前確率を使う 同様に確からしくない現実世界

（疫学）を反映 
和集合Uを計算 判断材料の乏しいケースではあま

り役に立たない 
背反事象が前提 同じ情報を２回以上数えないよう

に注意 
確率は更新される 多くの所見や検査結果に基づいて

確率が上がったり下がったりする 
疾患の段階によって所見の有無は
変化することを反映できない 



4. 因果推論を使う 

!  診断仮説が因果関係において理にかなって一貫しているか？ 

!  患者の所見が、疑われている疾患の既知の病態生理学的な所
見に合致しているか？ 

!  所見やイベントが予測を超えていた場合は、新たな情報収集
や解釈を要するコンテクストを生み出す。 

因果 
Hume	  	
“先行する事象がなければ存在し得ない事象が、	  
経時的に後に続くこと“	  

Susser 

CausaNon.	  J.	  Philos	  1970:	  556-‐67	

“あらゆる要素、出来事、特徴など定義できるもので、	  
健康状態を改善するか悪化させるか、	  
いずれかの変化をもたらすものは『原因』となりうる“	  
Causal	  Thinking	  in	  the	  Health	  Sciences:	  Concepts	  and	  Strategies	  of	  Epidemiology.	  
	  New	  York;	  Oxford	  University	  Press,	  1973	



Hill’s criteria (1897-1991) 
1)  再現の一貫性 
2)  関連の強さ 
3)  関連の特異性 
4)  用量反応関係 
5)  直接的な時間的前後関係   
6)  生物学的妥当性 
7)  過去の経験や知識との一致 
8)  実験的証拠 
9)  類似性 

Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58 (1965), 295-300. 

疫学研究でよく用いられる因果関係の9つの基準 



5. 診断を検証する 
Parsimony: 節約の原理（Ockham’s razor） 

– すべての所見を説明する最もシンプルな説明
か？ 

Falsification: 反証 
– 仮説とは合致しない所見はないか？ 



臨床推論の過程 
1.  診断仮説がうまれる 

2.  診断仮説をくり返し見直す 

3.  検査を使う（選択と解釈） 

"  Bayes’ Theorem 

4.  因果推論を使う 

5.  診断を検証する 

6.  エビデンスの吟味 

ヒューリスティック・スクリプト的
アプローチと確率論的アプローチ 



脳はparallelなcomputer 

Connectionism 
Parallel distributed processing 

Pessoa L et al. Top-Down Mechanisms for Working Memory and Attentional Processes. 
In: The Cognitive Neurosciences. 3rd ed. MIT Press; 2004:919-930	

HeurisNcな仮説
の生成	

膨大なScriptの照会	

€ 

P(Ak B) =
P(Ak ∩ B)
P(B)

=
P(Ak )P(B Ak )
P(Ai)P(B Ai)i=1

n
∑

ベイジアンでの事後確率	



臨床推論の過程（実際） 

診断仮説がうまれる	

診断仮説をくり返し
見直す	

検査を使う	

因果推論を使う	

診断を検証する	

解決策がみつかる 



適切な解決策 
を模索するとき 

Goal-directed strategy 
–  今ある情報が少ないとき　ex. 急患入室時 
–  仮説から得られる期待をもとに、データを集める方法 
（仮説演繹法） 

–  問題を小さく分割し、小さな問題から解決していく 
–  多くの人の問題解決方法 
（コンピュータなどの多くの人工知能プログラムが取る方法） 

Data-driven strategy 
–  すでにデータがたくさん集まっているとき　ex. Day1以降 
–  すべての入手したデータを説明するシンプルな構造を探す 
–  エキスパートのとる方法 

Kassirer	  JP	  et	  al.	  Learning	  Clinical	  Reasoning.	  Lippinco(	  Williams	  &	  Wilkins	  	  2009	



十分な検証が行われない 
•  Premature closure（早期閉鎖） 

–  データが出そろうにつれて確率論的な検証が必要 
–  エキスパートほど早期閉鎖 
–  診断をつけたときが、早期閉鎖を犯すとき 

•  過信バイアス 
–  自分の診断の正しさに自信を持ちすぎている 

•  保守主義 
–  確率モデルによる診断結果を自分の思うように上げ下げする 

•  確認バイアス 
–  除外診断を行わずに確認検査を行う 

•  解釈の間違い 
–  データに必要以上に重きをおいたり、陰性所見を無視する 

•  事前確率の無視 
–  事前確率が高かったり低かったりすると問題になる 



十分な検証が行われない 
•  Premature closure（早期閉鎖） 

–  データが出そろうにつれて確率論的な検証が必要 
–  専門家ほど早期閉鎖 
–  診断をつけたときが、早期閉鎖を犯すとき 

•  過信バイアス 
–  自分の診断の正しさに自信を持ちすぎている 

•  保守主義 
–  確率モデルによる診断結果を自分の思うように上げ下げする 

•  確認バイアス 
–  除外診断を行わずに確認検査に走る 

•  解釈の間違い 
–  データに必要以上に重きをおいたり、陰性所見を無視すること 

•  事前確率の無視 
–  事前確率が高かったり低かったりすると問題になる 

30を超えるバイアス 
 

理屈だけで 
判断していない 
（心理的なミス） 

Croskerry	  P.	  The	  importance	  of	  cogniNve	  errors	  in	  diagnosis	  and	  strategies	  to	  minimize	  them.	  Acad	  Med.	  2003;78:775-‐780	



まとめ 
•  臨床推論は医師の普遍的な仕事 
•  ヒューリスティックや確率論的アプローチを無意識に並
行して使っている 

•  エキスパートのスクリプトを用いたヒューリスティック
は、効率的でたいてい正しいが、間違えることもある 

•  確率論的アプローチで仮説の検証が必要 

•  確率論的アプローチを用いるには、データを知っている
／調べることが必須 

•  因果推論は診断の検証の段階で有用 

•  臨床推論を間違えるとき、認知面でも心理面でもエラー
を犯す 



おもうこと 
•  どこでなぜ間違えたのか、臨床推論のプ
ロセスを解析することが、診断精度の向
上につながるかはわからない 

•  ただ、推論の何を間違えていたのか、自
分のミスを蓄積していかないと、経験に
ならない 

•  経験・勉強不足による認知面のミスは積
み重ねにより改善できることを信じたい 

おしまい 


