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①

務医の年収は︑一般内科医の１

由でしき弓ざっとですが︑勤

は人露職籾ですが︑高収入も理

外科系の専門医はアメリカで

て考えてみます℃

外科系の専門医のあり方につい

題も目につま畢等詔その一つ︑

場を経験すると︑日本医綴の問

ですが︑日米両国の第一線の現

りゅうなど血管病の治綴が専門

どの手術をしています○大動脈

世界値か国で︑年間４００件ほ

ヨークにある大学病院を中心に

アメリカに来てⅡ年︑ニュー

瀞

大木隆生
アルバートアインシュタイン医大血管外科教授

は４５００万円といったところ

医なら５０００万円︑脳外科医

・０００万円に対して︑心臓外科

わずか１０００余りで医師ひと

ます瀬︑外科研修医のポストは

約３万人の新しい医師が誕生し

ば外科医にはな︑毒せん︒毎年

いきま奇も

の試験に合格し専門医になって

の経験を秘んだ後︑筆配と口述

研修中に︑各専門分野で数百件

テムでは︑専門医全員が鯉れた

の常識からすれ嘆日本のシス

な経験瀬必要﹂というアメリカ

﹁技術を身につけるには十分

く︑勤務医は診療科によらず低

日本では︑開業暖の収入が高

に上限篭設けているためです︒

以上に保つ狙いで︑専門医の数

り当たりの手術件数を一定水遡

篭からこそ︑﹁外科専門医﹂と

断されれば振り落とされ学穿詔

ック瀬繰り返され︑不向きと判

研修中も︑テストや実技チェ

開勤務しましたが︑回ってくる

私も︑日本の大学病院で８年

技術を身につけるのは難しい︑

です︒

めで竃例え建大学病院教授

この制度唾え︑米国の外科医は

ないと思い︑血管外科先遭国の

いか︒これでは技術は身につか

血管の手術は月に１件あるかな

と言わざるを得ません○

の年収ですら︑１０００万円前

少数精鋭・高収入︑米の専門医

アメリカに向かいました︒

います齢︑人数制限も競争もな

一日本にも艇秀な外科医は大勢

いため︑心もとない外科隠餓少

えばほ
︑ ほぼ
ぼ僧頼
できます○
少霧に萱厚い雲維言言養
妻

一方︑日本は専門医数に上限

後で竜
アメリカでは優遇されている

せん︒アメリカの医擬も綴々な

なからずいることも否定できま

問題を抱えていますが︑専門医

め︑開給バランスが崩れていま

す︒日本には６０００人の脳外

の育成制麗には学ぶべきところ

がなく︑専門を自由に選べるた

科専門医がいますが︑人口当た

があります○

だけに︑競争を勝ち砿か趣けれ

りの数は米国の約５倍で︑世界

︵毎月第２月晒に掴戦します︶

１位です︒外科医１人当たりの

経臓は乏しくなります○

２００６年(平成１８年)３月１３日
(露三稲郵便物露可〕
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②

す可能性のある病気でした︒重

灘擢蛎騨卯

専属医師が︑疑問のある医療行

公費で運営され︑約２００人の

たいとのことです○委属︽悪蝿

患者Ｙさんに関し て 事 情 を 聞 き

紙が届きました︒私餓治療した

視委員会︵ＯＰＭＣ︶﹂から手

ニューヨーク州の﹁医療行為監

１９９９年のある日︑自宅に

噌

大木隆生
アルパートアインシュタイン医大血管外科教授

を用いて血管を広げる新しい方

開せずに金属性の筒︵ステント︶

い心臓病も患っていたので︑切

医師免許証が剥奪されていま

ヨーク州だけで︑毎年約釦人の

で実名が公表されます︒ニュー

れ︑無罪以外はインターネット

逮捕されました︒

業務上過失致死の疑いで鰯察に

亡させた︑として産婦人科医が

切開による大脳出血で患者を死

つながりにくい上︑医療の委縮

とっては理不尽で︑再発防止に

調べるというあり方は︑医師に

ん︒しかし︑逮捕して犯罪性を

私の審査を担当したのは︑同

の医擬行為に欝察が介入し︑刑

を奪ったのならともかく︑通常

しき弓犯罪かどうか︑ではな

医擬行為をする医師はいないで

初めから患者を雷する目的で

を招幸星穿毛

法で治療しましたが︑Ｙさんは

す○

亡くなりました︒この治療法は

じ専門の引退した血管外科医で

事圃により結果函任を問う国

殺意や傷害の慰図を持って命

不幸にして数日後に心筋梗塞で

米国で初めての試みでしたの

したので︑いい加減な言い訳は

する強権力を持った中立の組織

プロの目できちんと調べ︑裁断

く︑医療として適切かどうか︑

で︑院内の誰かが内部告発した

医 療 の適否犯罪性で見る日本

が日本にも必要です︒

が︑医療に﹁１００％﹂がない

通用しない手強さがありました

察や検察が調べに当たり︑犯罪

しかも︑医療のプロではない欝

は︑先進国では日本だけです︒

す︒公正な審査がなされるとい

機関に調査を依頼できるので

患者は疑問を持ったら︑専門

ＯＰＭＣでは専属の医師が疑

事や︑もともと患者が重度の心

う憲味で︑たとえ最善を尽くし

と推察されます︒

念をもたれた医師から事傭を聞

か否かを間っのです︒

ても︑ある臼突然﹁犯罪者﹂と

臓病を抱えていたことなどを理

日本の医療の現場でも︑﹁犯

されかねない医師にも朗報とな

き︑白黒を判定します︒調査は

罪﹂と言えないまでも︑専門家

るでしょ一毛

解してくれましたので︑無罪と

の目で見た時に︑不適切な医療

なりました︒

日本では︑どっでしょうか○

行為はもっとあるかもしれませ

︵次回は４月７日です︶

先日︑福島の県立病院で︑帝王

主に内部告発か︑患者からの依
順塞鑑︾︾脈純誇醍埼淵柵鵬︾唖

無罪放免までの５段階に分か

鴬０雌

ない﹂と裏て拳ったのでァ

戻毒心霊⁝ル

議蕊轟

動脈癌﹂と診断されました︒舛

雲死塗る墨シ

蕊蕊︾

２０○６年(平成１８年)４月ワ日
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奇もいつ破れるかと心配で︑外も︑心臓の狭心症治療では同梯普及し︑米国で毎年行われる６

出も怖くなり︑自宅でおそるおの方法が盛んですが︑大動脈治万件を超える腹部大動脈癌手術

そる生活する状態でした︒療には厚生労働省から承認を受の半数︑当院では８割以上はこ

見かねた謹族が︑ニュー〒けたステントがないことから︑の方法で重日本に亀開腹手術

クにある当院で︑おなかを切ら禰極的には行われていませ〃稲が難しい患者さんはたくさんい

ずに治せることをインターネッ米国密はⅢ年ほど前には︑手ますが︑米国で認可されて８年

トで知り︑２００１年に米国に作りのステントで治療していまたった現在も︑日本ではメーカ

来ました︒治療彊約６００万円した瀞︑１９９９年から米国食−製の勤脈癌ステントは認可さ

世界標準の治療承認遅い口Ｈ本

は自己負担でしだが︑局所麻酔品医薬品局の認可を受けたメーれていません○

で行った治擦は成功し︑手術後カー製のもの繭市販される巻っどっしてこんなことになって

４日目に笑顔で帰国しました︒になり︑Ａさんが采られた時は︑しまったのでしょうが○日本は︑

で︑臨床賦験には保険が利がず

当一懸噂米国で初めて︑お芯か欧米でば標準的な治綴として定器具の認可を得る手綿き瀞榎雑
を切らずに腹部大動脈癌を治畷題していま研騨恰

審査員の数は米国の腫分の１以

下です︒

欧米で先行認可さねその後

扇でないと分かった医療器具

や薬の乱用が未然に防がれたこ

で安全性と有効性を躍麗する憲

ともあり︑日本独自に臨床試験

謡はありま琴毛だからと言って︑

世界の標準治霞を受けるのに何

年もかかるのでは︑日本の患者

さんはかわいそうです︒

世界中で使えて日本でだけ使

用できない医癖器具や薬は︑ほ

かにもたくさんあります︒医療

器具と医薬品の承認も︑国際的

な評価を見定めた上で︑グロー

バリゼーションが必頭です︒

︵次回は四日です︶

管外科敦授兼務になりました︶

︵鑑者は今月か買慈患医大血

け根から︑ステントという筒を本を除くすべての先進国で薬事所にも十分なスタッフがいない

する方法を行いました○足の付動脈掴のステント治療昏蝿日コストがかかる上︑企業にも役

差し入れて治療します︒日本で承認さ恥︑保険医畷として広くからです︒医療器具を霧査する

２００６年(平成１８年)４月２１日
〔鯛三1誼郵便物露可）

謹雛職剛力かﾆ

います︒

物質の３割は日本で消貿されて

有効な薬タミフルの７割︑抗生

ほかにも︑インフルエンザに

ことが分かります︒

ですから︑極端に集中している

日本の人口は世界の約別分の１

が︑３割以上は日本にあります︒

器は世界中に普及しています

の一つです︒この高価な検査機

圃は現代医擬に欠かせない道具

︵コンピュー タ Ｉ 断 層 搬 影 ︶ 裟

体の内部が瞬時にわかるＣＴ

漉劃一＃

もつ米国には５０００軒しかあ

日本の倍以上あり広大な国土を

上の病院がありますが︑人口が

また︑日本には９０００軒以

に占める医療費の割合は先進国

医療費や︑国内総生産︵ＧＤＰ︶

の支払いも含めた１人あたりの

ょう︒ところ湖︑健康保険から

質は高いと思っていることでし

務医の２倍以上の収入を得てい

数字とは言え開業医は平均で勤

イメージで奇も経賀も含まれた

もしれませんが︑主に開業医の

医師は裕福と思われているか

ことではありません︒

医療スタッフにもけっして良い

エンザや風邪をこじらせる患者

少ないからといって︑インフル

もありませんし︑薬の使用通が

なくて不便を感じたことは一度

Ⅱ年外科医をしていて数が足り

米国にあるＣＴの数は日本の

りません○人口当たりの痛院ベ

７か国中最低です︒

して多くはないのです○それに

日本で使われる医療篭はけっ

ます︒勤務医の収入は︑それほ

が多いこともありません︒

わずか側分の１ですが︑米国で

ッド数は︑米国の３倍です︒

高齢化に伴い︑近年日本の医
療賀が高瞳していることが問題

米国の医療質は日本の７倍も

ある上︑検査機器や薬に無駄な

お金を使わずに︑勤務医や看謹

師などスタッフの待遇に配感を

％以上が法で定められた週珊時

翌日の通常勤務などがあり︑帥

その上︑勤務は過酷で︑当直

ません○日本でも︑医療の無駄

の手当は不十分と言わざるを得

り︑先進医療を支えるスタッフ

に低い医療霞が︑検査や薬に回

しています○日本では︑相対的

間を大きく超える過璽労働をし

善を考えるべきです◎

を省き︑病院の勤務者の待遇改

︵次回は５月胞臼︶

ています○日本の看霞師も米国

ても献身的に働いています︒

に比べて厳しい労働条件の中と

ど多いわけではありません︒

日本の医療費検査と薬に偏重
視され︑政府も医療賀の削減にもかかわらず︑病院が多く︑高
向けて動き出しています︒患者額な検査機器や薬をふんだんに

る原因にもなってきました○

二頁皆さんはきっと日本の医療病院にいる勤務医や看謹師など

自己負担が増えていますかこうした日本医療の樹造は︑

減しました︒一．

支払われる診擦報酬を大胆に削﹁検査潤け﹂﹁薬潤け﹂と批判され

濡蕊増悪罷龍鐸鰭露譲脈順

ｱﾙパｰﾄアインシュタイン医大血管外科教授大木隆生

２００６年(平;成１８年)ら月１２日
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ｱﾙバｰﾄアインシュタイン医大血管外科教授大木隆生

すが︑英語力がお粗末でした︒

麻酔科はしばらく不人気だった

で医師の待遇が決まるのです︒

原理が働き幸雰も開給バランス

ない上︑経済的動機付けがあり

おり︑需給バランスが反映され

年度など﹁年功﹂で決められて

現在日本でこうした状況にあ

る︑という悪循環に陥るので琴路

得が減少ｌ志望者もさらに減

一一丁

加えて︑医擬後進国で学んだの

るのが産婦人科︑麻酔科︑小児

きない診擬科です︒一方︑脳外

ません︒さらに︑大病院では医

科や心臓外科は医師も施霞も過

ので︑麻酔専門医の供給︵通と

所得が低くなるという不思議な

で︑最新の薬や麻酔法に関する

米国では国内の医学部卒業生

痩得のため給与を上げました︒

現象繭超こります○

科で︑いず卿も欠かすことので

１万８千人に加えて約９千人の

その結果︑麻酔科医の平均給与

限が設定されているので︑実力

ムに申し込みますが︑︑人数に上

門医になるために修練プログラ

医不足ば解消し︑当院での手術

することなく自然と麻酔科専門

療科となりました︒行政が介入

米国医学生の間で一踊人気の診

少なくて忙しい診綴科の医師

実です○ところが︑医師の数が

棚騨綴騨画賊馴維肌

先の給与が低いため︑週末や夜

気であったために︑実力の劣る

限り基本的に医師の給与は診擬

一毒日本では勤務医である

人手不足になると︑忙しいｌ所

いのです︒従って︑いったん︑

よ二毛︵次回は︑記臼です︶

不足の解消の一助にもなるでし

癌澱鰐瀕に鵬編濡

ある程度反映されるシステムが

需給バランスや実鯛が︑待遇に

プラスの面もありま玄医師の

とには反発もあるようですが︑

医療に市場原理を持ち込むこ

には限界があるでしょ二名

たが︑こうした統制経済的手法

省は一部の診擬報酬を上げまし

剰で奇毛これに対し︑厚生労働

〃外人部隊〃が毎年医師として

は約釦％上昇し︑待遇に敏感な

の無い者は希望通りの進路に進

も随分しやすくなりました○

外国人医師瀬流入したのです○
Ｆ米国では医師の通路にも市場

科簿実繍噛間わ琵主に卒業

は︑アルバイトの時間がとれな

めません︒当晴麻酔科は不人

医師の進路にも市場原理

大学痢院などの勤務医は勤務

のトレーニングを始めます○専

師航不足している診療科ほど︑

ｉ
｡
質︶が減り︑各病院が麻酔科医

鱈

知織もおぼつきません︒

｛

２００６年(平成１８年)５月２６
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犯歳の女性は ニ ュ 筆 １ ク の
当院で胸腹部大動脈癌の手術

悲劇を招くことがあります︒

加入しています︒そのこと瀬︑

会社などボ運営する民間保険に

高齢者に限られ︑約６割は株式

上います︒公的保険は障雷者や

には無保険者が４０００万人以

日本の大変優詞た点です○米国

ることができる皆保険制度は︑

全員が公的な保険で医療を受け

うべきこともありますが︑国民

米国の医療には︑日本が見習

ﾀ
ﾄ
１
ﾐ
ﾐ
医
の

ｱﾙバｰﾄアインシュタイン医大血管外科教授大木隆生

す︒保険会社から︑上限を超えし↑袷父親は要と家を同時に失

数に上限が設けてあったそうでの医療質を使った末に他界しま

国民に広く薄く負担をもとめ

のです︒

を受けました︒大動脈が膨れ︑

額に上限を設けた高額療蕊費制

る国民皆保険制度や︑自己負担

を謂求され︑今後はすべて自費院してしまいました︒何気なく

自宅を売却するよう指示されま利潤追求が目的の株式会社に

ず︑自宅を売らざるを得なくな

けていて︑その費用が払いきれ

す︒日本では︑通常の医療を受

した︒契約雷を探し出し弁謹士健康保険を任せるとこうい︾ヨ﹂

そして︑費用が払えないならまった一家の悲劇でした︒

度は世界に誇る医療保険制度で

たのでその分の費用４００万円ったショックから綱神病院に入
計蹴霊需雪垂罷浄︾蹄剛諦棚埜
ので︑５時間に及びました︒

大手術に靭丞高齢と持病の肺

るようなことは起こりません︒

国会で審識中の医療改革法案

には︑高齢者の負担率を現役並

もに︑小さな文字でこのことが

に見せると︑母親のサインとと

契約社会と言われますが︑それ

とも起こ︒つるのです︒米国は

で︑不満を持つ人も多いでしよ

担が増える流れが進んでいるの

ことなどが盛り込まれ︑患者負

みの所得があれば３割に上げる

週間に及び︑介甑が必要でした

には︑ルールにのっとっている

さなど機々な問題はあります︒

蜜かれていましたので︑どっし

しかし︑日本の医療制度の骨格

ので介遡施設に移りました︒そ

く︑うっかりしていた者は愚か

は守っていきたいものだと思い

︸弓また︑現行制度にも効率の悪

とされる面があります︒この保

ます︒︵次回は︑６月９日︶

の後︑肺炎や床ずれのため何度

却し︑老いた父親を引き取り︑

険会社の社長の給与は８億円で

限りうまく立ち回った人が偉

母親の医願費を工面しましたが

したぷ︑その出所は︑医療賀な

ようもありません︒

電話をしてきました︒母親が加

母親は手術から４か月後︑高額

結局︑娘さんは両親の家を売

入していたのは民間保険で︑年

ある日︑娘さんが涙ながらに

間の入院臼麺介誕施設滞在日

か入退院を繰り返しました︒

健 康 保 険会社が﹁家を売れ﹂

病で︑回復は遅れ入院期間は５

手術はうまくいきましたが︑

になると通知されたのです︒老夫婦がサインした謹類から始

放置すればやがて破裂し︑死に

イ

２００６年(平成18年)６月９日
（銅三麺翻9厘物鐸可〕

⑦

脳性まひの幼児を出廷させ︑陪

出すので︑原告側の弁謹士は︑

陪審員が賠償額も含めた評決を

米国で健一股から選ばれた

す︒・

賠償金を支払えという評決で

スのためとして︑２００億円の

ずに自然分娩を強行した医寒へヘ

たのは産科崖が帝王切開をせ

赤ちゃんが脳性まひで生まれ

衝躍的な判決が下されました︒

最近ニュー雲Ｉクの裁判所で

アメリカから

審員の気持ちをゆさぶりまし

くは常に︑﹁裁判になったら﹂性まひの発症率がこの別年間全

はありません︒米国の医師の多えても︑ニューヨーク市での脳

訴蝕社会の弊害はそれだけでました︒帝王切開がこんなに増

を求通るといつのではなく割伺

えて蓋議したが︑単に椴雷賠徽

いま瀞や雫日本でも医擬訴訟徹増

通り損雷賠償擢戒める胞納に行

ＩＩＩＨＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩｌｌＩｌｌｌｌｌｌ

米国は世界に冠たる訴訟大国

と言うことを念頭に瞳きながらく変わっていませんから︑出産

に訴訟腫欝簿ケー認餓多いと震

淑あったか明らがにするため﹂

た︒その結果︑この主つな巨額

で︑弁識士は日本の別倍もいま

診療をしています︒そのため︑形態と脳性まひには因果関係は

賠償となりました︒

す︒医師は︑そのための備えが

不要な帝王切開が横行しているありませ鞄しかし︑医師とし

仕阻為鮒あれば︑︽蕊楠ば変わっ

よ毒にきぢんと行域拠徽遼下す

われています︒日本にも米国の

大変です○血管外科医である私

のもひとつの例です︒ては︑訴えられる危険はできる

ニューヨーク市での帝王切開だけ避けたいと考えます○

は︑毎年約７００万円の損害賠

償の保険頚用を負担していま

てくるのかもしれません○

また︑医撫被害者がきちっと

率は１９７０年代には全出産の訴訟は︑紛争の解決方法とし

が救済される無過失保障制度の

過失の有無にかかわらず被害者

賠 償額捌億円の弊害

５％でした畑︑２０００年代にて︑もちろん有恵謡なものです

砺立や医療過娯を専門とする裁

救済されるためにも︑医療者の

す︒これが日本では︑わずか６

は釦％を超えました︒働く女性が︑医療訴訟をめぐる米国の現
倍の２００兆円にのぼります画

餓多く︑帝王切開だと予定が組状は行き過ぎで竃

争解決の手段を整え︑医擦訴訟

た日本なりの医療事故や医事紛

判官の育成瀬急務です︒そうし

︵次回は︑路白です︶

師としたいところで章

については︑アメリカを反面教

−ぬ︾亀痛くないといったことも米国には︑患者や家族が医縦

が調査をし︑問題があれ嘆行

での脳性まひが訴訟になってきす○ですから︑民事訴訟は文字

過去恥年間に度々︑自然分娩政処分を下す仕組みがありま

影響もあります○

考えてみれば︑医師の損雷保険

唖岸需︾棒︾︾謹葬︾圭謹舞喧

の賠侭金なども︑医瀕賀から捻

﹃雷に挙げら制ます鮒︑訴訟の内容に疑問を持った時︑専門家

米国の総医擦彊は興国本の７

万円ですみます︒

掌責房米雷電

椿

ｱﾙパｰﾄｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ医大血管外科教授大木隆生

２００６年(平成１８年)６月２ＳＥ

(回皿）２版

数え洲

アメリカから

⑧

予防的な手術か︑全身状態が手

も﹁頚動脈内峨滴除術﹂という．

危険があるので︑疲状が趣くて

間５％の脳率で脳梗塞を起こす

即％以上狭瀬しているルベ年

つです︒

し↑倫脳梗認の主な原因のひと

なる頚勤獅峨痢淀と判明しま

序．愚●臼︒０．

すると︑助脈硬化で血管が狭く

紹介されました血超音波検査を

の血管雑音を掴摘され︑当院に

は︑かかりつけ摩で櫛の頚肋脈

ニューヨークの髄歳の男性

瀞
大木隆生
アルバートアインシュタイン医大血管外科教授

術など血衝澗治擬は︑圧倒的に

性動脈硬化症な混一︲一があり︑主に

だり︑壊遁に零つなりする閑悪

︒ｇやぐ

術に耐えられない濁合は切らず

米国優位と嵩えるでしょう︒

Ｐぞ

に︑血管に金網状の筒を入れる

︐担稔約１時間の手術で首を約

この男性は︑手術を選択しま

％の２０００件に嗣涯ないので

いるのに対し︑日本ではその１

米園で年間約加万件も行われて

て行うカテーテル治擬などで脚

パス手術や︑切らずに胃を入れ

さい︒別の血宵を移植するバイ

年のせいとあきらめないで下

高齢者の鮒気です︒

４錨切開して血管を開室︑内側

す℃砿卒中は両国において死亡

や開臓の症状は諭すことが可能

例え︾滝この頚動脈の手術峰唖

にたまったコレステロｉルのか

原因の第３位なので︑治癖が必

ステント術献検討されます○

たまりを取り除竜ました︒

ちから︑私は梁京懲悪医大血管

医師を育てたい﹂︒そんな気持

です⑪大動脈網は︑米掴ではⅢ

に当たりま寺殆米園で学んだ良

要な患者数にこれほどの蕊があ

血管の専門医日本で育成
こうした動脈硬化に勝つ血管

すぷ︑日本ではまだ厚生労側省

拠点を東京に移し︑診掘や教育

そのほかの血管鯛には︑血管

いところを日本で粟現していく

外科教授の職に就き︑来月から

が膨れ︑破裂して死に至る大励

の承認を得た器具がありませ

のが︑これからの私の仕副です︒

年期から胸やおなかを切らずに
が︑私の廊門である血衝外科で

脈溌︑碍臓の血管が細くなり

ん︒

治綴するステント術が一般的で
す︒米国で外科医として働いて

高血圧や関不全の原因となり桐

るシ海蛤響えません︑

Ⅱ年になりますが︑日米を比べ

偶の手術とステント術を行っの

ると︑消化器や呼吸器洞の手術

る関幽脈狭窄雲嬉脚の血管が詰

に血雷外科があります︒一方︑

墜固で終わります︶

二外科医の目アメリカから﹂
は︑口本の方がレベルが高いよ

まり歩行時にふくらは麓が箱ん

米国では︑ほぼすべての蝿院
うに見えます・一方︑ステント

