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(Day 1)  Tuesday, June 8, 2004 page
Morning Honolulu International Airport (arrivals at various times)
10:00 am  Seminar Check-in and Packet Pick-up
  “Hospitality Room,” 4th fl oor of Kona Tower, Ala Moana Hotel
11:30 am  Welcome Luncheon, Plantation Cafe, Ala Moana Hotel
 Greetings: Gordon Greene, PhD, Overview: Mitsuaki Suzuki, MD
 1:00 pm  “Medical Students”: Gordon Greene, PhD ..................................................................4
 2:30 pm  “Clinical Training”: Gwen Naguwa, MD ....................................................................6
 4:00 pm  “Immunization”: Mitsuaki Suzuki, MD ......................................................................8
 5:00 pm  Pau Hana (adjourn)
 6:00 pm  Welcome Reception, Residence of Itsuko and Mitsuaki Suzukil

(Day 2)  Wednesday, June 9, 2004
 8:00 am  Refreshments
 8:30 am  “Emergency Medicine”: Alson Inaba, MD ................................................................10
10:00 am  “Evidence-Based Medicine”: Richard Kasuya, MD, MSEd ....................................12
11:30 am  Luncheon, Plantation Cafe
 " 日本における小児プライマリケア教育”：橋本剛太郎 ...................................................................... 14

12:30 pm  “Problem-Based Learning (PBL)”: Nakaya Saito, MD ...........................................16
 1:30 pm  “Medical Expenses”: Bernard Ho, MBA ...................................................................18
 3:00 pm   “Life of Doctor-in-training”: Nobuaki Inoue, MD; Akira Fujiyoshi, MD ................20
 4:00 pm “Breast Cancer”: Keijiro Yazawa, MD ......................................................................22
 5:00 pm.  Pau Hana (adjourn), Evening Free

(Day 3)  Thursday, June 10, 2004
  8:00 am  Refreshments
  8:30 am  “American Hospitals”: Art Gladstone, BSN, MBA ...................................................24
10:00 am   “Lure Students to Pediatrics”: Mari Uehara, MD ....................................................26
11:30 am  Luncheon, Plantation Cafe
12:30 pm  “Telemedicine”: Joshua Jacobs, MD ..........................................................................28
 2:00 pm  “Medical Liability”: James Pietsch, JD .....................................................................30
 3:30 pm   “Patient-Centered Medicine”: Seiji Yamada, MD ....................................................32
 5:00 pm  Pau Hana (adjourn)
 6:30 pm  Aloha Dinner, Willows Restaurant

(Day 4)  Friday, June 11, 2004 (King Kamehameha Day)
 8:00 am  Minibus departs Ala Moana Hotel for Kapiolani Medical Center (KMC)
 8:15 am  Kapiolani Medical Center ("Spina bifi da” Vijaya Reddy, MD)
 8:45am   Tour Kapiolani Medical Center ................................................................................34
10:15 am  Visit Shriners Hospital for Children ........................................................................35

 ” このセミナーの経緯”　橋本剛太郎 ...........................................................................................................2

 ” アロハセミナー印象記”　武谷　茂 ........................................................................................................ 36

 ” セミナーに同行して”　奥様達のハワイ ............................................................................................... 38

Learning from the Differences

Seminar on Medical Care in US and Japan
June 8-11, 2004  Ala Moana Hotel, Honolulu, Hawaii USA
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そもそもの始まり
　話は２年前にさかのぼります。「ホ

ームケア・ガイド」の中国語訳が出版されたの
を契機に、2002 年に作成委員会のメンバーが
台湾を訪問し、小児科開業医のようすを見学し
て来ました。短時間の訪問ながら学ぶところは
多く、なにごとも現地へ足を運んでみるものだ、
という思いを強くしました。
　その後ＵＣＳＦから高山一郎先生が来日され
てこの教育検討会でも何度か講演をしていただ
いたり、直接お話をうかがったりしました。そ
のたびに米国での小児プライマリ・ケア教育の
実状を見てみたいものだという思いはつのるば
かりでした。

昨年ホノルルへ
　昨年（2003 年）、私が仙台での年次集会

でシンポジストに指名されたので、その準備の
意味からも、アメリカの小児科開業医を尋ねて
みようと思い立ちました。久留米大学の吉田一
郎教授にご紹介をお願いしたところ、旧知のハ
ワイ大学医学教育部門、Greene 先生に連絡して
下さり、さらに Greene 先生から小児科開業医
の鈴木光明先生を紹介していただきました。鈴
木先生と何度か連絡を交わし、６月上旬に４日
間休診にしてホノルルへ飛びました。

実り多き訪問
　鈴木先生は私の短い滞在期間の間にでき

る限り多くの人々から学べるようにと、綿密な
スケジュールをたてて下さいました。ときには
レクチャーあり、ときにはフリー・トーキング
あり、医院の見学、小児病院の見学と、息つく
まもなく、たくさんの人々とたくさんの施設を
体験させていただきました。
　やはり現地に足を運んでみるものですね。驚
くことばかりで、頭の中がはちきれそうになり
ました。私は以前に２年間アメリカに留学して
いましたし、その後も本などでアメリカの事情
はある程度知っているつもりでいたのですが、

「開業医・教育」という視点で現場を見ると、私
は何も知らなかった、と天を仰いでしまいまし
た。
　鈴木先生のおかげでたくさんの fruitful な体
験をしましたが、これらの果物はどうもまだ消

化不良で、帰国してからも次々にもっと知りた
い欲求がわいてきました。でも、もう一度足を
運ぶのは開業医の身には難しいなあ、きっとこ
れっきりなんだろうな、とあきらめておりまし
た。

セミナーをやりましょう！
　鈴木先生は私の訪問のす

ぐあとに、６０歳でスッパリと医院を閉じ、こ
れからは日米医学の交流に尽力したいと言って
おられました。その後はハワイ大学医学教育部
門のボランティア・スタッフとしてお仕事をさ
れておりましたが、今年、2004 年の３月に一
通のメールを私あてに送って下さいました。「ハ
ワイ大学主催のセミナーを日本の医師むけに企
画している。日米の医療事情や医学教育のちが
いをテーマにしたい。参加者を募ってほしい。」

すぐに反応した男たち

　消えかかっていた灯がまた明るくな
ったような気持ちで教育検討委員会のメンバー
にお知らせしたところ、すぐに我も我もの返事
が届きました。開業医が６月に何日も自院をあ
けるのはつらいはずですが、この熱い連中はど
うしたものでしょう。９名の参加者が決まりま
した。
熊谷直樹　（兵庫県）くまがいこどもクリニック
関口進一郎（東京都）　慶応義塾大学小児科
武谷　茂　（福岡県）　たけや小児科
田原卓浩　（山口県）　たはらクリニック
永井幸夫　（宮城県）　永井小児科医院
橋本剛太郎（福井県）はしもと小児科クリニッ
ク
藤田　位　（兵庫県）　藤田小児科
藤本　保　（大分県）　大分こども病院
森田　潤　（福岡県）　こどもクリニックもりた
このうち４名は奥様同伴です。「私は勉強、妻は
ホリディ」という孝行ぶり。熱さとやさしさを
併せもつ益荒男たちであります。

ホノルルへ
　６月８日（火）夜、東京・

大阪・福岡からそれぞれ出発し、同日朝にホノ
ルル着。観光なんぞのヒマはなく昼からただち
にセミナーが始まりました。セミナーには私た

このセミナーの経緯
橋本 剛太郎
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ち９名の他に日本各地から小児科医２名、内科
医２名、耳鼻科医１名、研修医１名が参加して
いました（総計１５名）。

セミナーの会場へ行ってまず驚いたのは、参
加者ひとりひとりに名前入りの分厚いバインダ
ーとトートバッグを渡されたこと。【図】バイ
ンダーの中味は全レクチャーのハンドアウトを
まとめたもので、これだけの綿密な準備をして
くれていることに目を丸くしてしまいました。
州立大学が有料で（900 ドルでした）、しかし
料金以上に価値のあるセミナーを提供する、と
いう姿勢はいかにもアメリカですねえ。セミナ
ーのスケジュールは表紙のとおりです。

通訳つき
　またこのセミナーの初の試みとし

て、鈴木先生と、留学中の斉藤中也先生による
通訳がつきました。通訳というより解説という
面もあって、英語だけでは今ひとつわかりにく
かったところがスッキリ理解できたり、自分が
まちがって聞き取っていたところに気付かされ
たりして、とても有難いと思いました。このよ
うな通訳つきのセミナーというのは、通訳する
人はたいへんですし時間もかかりますが、理解
を確実にするためには良い方法だと思います。
　また留学中の日本人医師によるレクチャーも
あり、これは当然日本語ですから、緊張がほぐ
れて頭がやわらかくなり、心がなごみます。「バ
カの壁」より「言葉の壁」がどんなにシンドイ
ものか、いつものことながら思い知らされます。

意見の交換
　レクチャーはどれも濃密で、新し

い発見がたくさんありました。いつでも質問自
由というアメリカン・スタイルなので、皆さん
いろいろと発言して活発なやりとりがありま
した。またセミナーのテーマは「日米の違いに
学ぶ」ということなので、私たちも少し準備し
て日本の実状を伝えようということになりまし
た。森田先生は予防接種の料金について発言し
ましたし、武谷先生からは診療費について、藤
本先生からは病院経営などについてなど、みな
さん活発に発言しました。でもスケジュールが
きつかったので十分に討論する時間がなく、「違
いに学ぶ」ところまで行けなかったは残念でし
た。私からは、昼食の時間を２０分ほど割いて
もらって、教育検討委員会のこれまでの取り組
みをプレゼンテーションしました。このとき武
谷先生からは虎の巻・龍の巻がハワイ大学にプ
レゼントされ、交流の第一歩が印されました。

夜の部
　夜は自由な時間ですが、第一夜は歓迎パ

ーティー、第三夜はお別れパーティーと、盛り
だくさんでした。

　歓迎パーティーは鈴木先生のご自宅にお招き
いただきました。広くてすばらしいお住まいで
の歓談はまことに楽しく、奥様手作りのお料理
に舌鼓をうちました。ホームパーティーという
のは、その方の暮らしぶりがほのぼのとにおっ
て、外国訪問のときには何ものにもまさるおも
てなしだと思うのです。

第二夜はガイライショウニカ軍団御一行様が
ハワイ最高のレストランで世界一のシャンパン
と全米一のワインを味わい、ダイヤモンドヘッ
ドを眺めながら夕食をとりました。・・・詳細
は略。

第三夜はもうお別れパーティー。講師たちと
の楽しい談笑や、しっとりと哀愁をおびたフラ
を鑑賞したあと、ひとりひとりに「セミナー終
了認定書」が手渡されました。アメリカの医師
の部屋には必ずいくつか飾ってある、あの訳の
わからぬ字の賞状が初めて自分のものになった
と思うと、うむ、悪い気はしない。あとはもう
無礼講で、武谷先生のハーモニカが涙をさそい、
藤田先生、熊谷先生の「六甲おろし」もこれま
た涙、ああ、年をとると涙腺がこわれるんです
なあ。

お土産

　かくして、抱えきれないほどの収穫をい
っぱい背負って帰国いたしました。私なんぞ、
さらにワインを６本もエッチラ持って帰ったも
ので、やれ重かったこと。参加者の脳の中に、
レクチャーの数々がグルグルと回っています。
まだ整理しきれている人など一人もいないと思
うのですが、熱の冷めぬうち、涙のかわかぬう
ち、みんなで分担して、とりあえずのまとめ、
とりあえずの報告をしようよ、ということにな
りました。どうぞ味わって下さい。

図：分厚いバインダーの表紙
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　グリーン先生は医学教育部門の東アジア地
区担当ディレクターで、日本をはじめアジア諸
国を何度も訪問しておられます。とてもフレン
ドリーなおじさんで、禅にも造詣が深いとうか
がいました。このセミナーではトップバッター
としてハワイ大学における医学教育がめざし
ているものを概説していただきました。

臨床医を育成する

　米国では一度大学〔文科、理科を
問わず〕を卒業してから医学部（４年間）に
入学するので、ハワイ大学の入学時平均年齢は
２３歳だそうです。すでに一般教養やさまざま
な専門知識を身につけた人たちですから、入学
後すぐに臨床教育が始まり、いわば「患者を診
る職人」を育て上げるような感覚で極めて厳し
く鍛え上げられるようです。

PBLが特色

　ハワイ大学医学部の特色は１年次
から PBL（Problem Based Learning）を導入
していることにあります。学生は患者からもっ
ともよく学ぶことができる、という考えのもと
に、いきなり患者プロフィールが与えられ、医
学の医の字も知らない学生が、わからないこと

（だらけ）をひとつずつ必死に調べて発表しま
す。この PBL はハワイ大学が全米に先駆けて
開発し、いまも指導的な位置にあるようです。

（PBL については後に詳しいレクチャーがあり
ますので参照して下さい。）

Gordon M. Greene, PhD.
University of Hawaii John 

A. Burns School of Medicine 
(JABSOM)

Director, Program for Medical 
Education in East Asia

 

Medical Students
How to earn a Hawaii MD 

An overview of the goals of medical education

　ハワイ大学医学部における教育
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到達目標・・・exit objectives

　卒業するまでに学生が到達すべき
目標（exit objectives）として大きく４つ挙げ
られます。

　１．医師としての一生を通して学び続ける
姿勢と方法を身につける。

 ＊臨床に必要な知識（自分は何を知
らないか）を絞り込む能力

 ＊コンピュータを使って情報が収集
できる

 ＊論文の臨床的価値を判断・評価で
きる

　２．指導医のもとで患者を診断し治療する
ことができる。

 ＊患者の信条や文化、経済状態など
に配慮できる

 ＊病歴や理学所見がしっかりとれる

 ＊科学的思考に基づいた診断と治療
ができる

 ＊問題点の列挙と鑑別診断ができる

 ＊患者に検査の目的や方法、意義な
どを説明できる

 ＊できるだけ少ない苦痛で処置がで
きる

 ＊問題解決のための思考法が身に付
いている

 （一部省略）

　３．患者およびその家族と良いコミュニケ
ーションが保てる。

 ＊温かく、注意深く、心を込めて、
トラブルの解決、

 ＊学生を教え、助ける、仕事仲間へ
の助言、

　４．医師としての職業倫理を身につける。

 ＊利他精神、高潔、誠実、守秘、プ
ロフェッショナリズム、仕事と家庭、
社会的責任、地域での役割。

感じたこと

　日本の医学教育が講義中心なのとは対
照的に、ハワイ大学では PBL という技法によ
るチュートリアル教育でプロフェッショナル
な臨床医を育て上げている。学生は目に隈が
できるくらい勉強する（せざるを得ない）そ
うだ。卒業時には日本なら研修を終えた以上
の能力を身につけているのだろう。このよう
に教育目標を明確に設定して、合目的的な大
胆な技法を導入するという、いかにもアメリ
カ的なプラグマティズムには、日本も学ぶと
ころが多い。

また、グリーン先生もそうだが、PhD が医学
教育の中核を担うというのは一見奇異に思え
るが、よく考えてみるとそれが当然なんでし
ょうね。日本のようにＭＤ（医学の玄人、教
育の素人）のみが教育しているほうがオカシ
イのではないかと思えてきました。

（橋本剛太郎）
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1 合衆国とハワイ大学 John A. Burns 
School of Medicine (JABSOM) の小児
科教育

アメリカ合衆国の医学教育はおよそ 20 年間にわ
たって標準化されてきた．合衆国 128 校とカナダ 3
校の medical schools のメンバーが集まり，毎年カ
リキュラムに関する討議が行われる．

JABSOM では教育プログラムに関する会議が毎月
行われる．小児科の臨床教育は医学部 3 年生に集中
している．知識，技能，専門職としての行動と態度，
の３つの領域を中心に置いている．

2 小児科の教育カリキュラム
　国の機関である，小児科の学生教育審議会

（the Council on Medical Student Education in 
Pediatrics）が，合衆国とカナダの小児科教育のガ
イドラインを作成している．年に一度会合があり，
カリキュラムを新しくしたり，クラークシップの問
題点に関して討議したりする．4 年間の教育カリキ

ュラムのなかで，小児科教育は 3 年生のクラークシ
ップ 7 週間に重きを置いている．
　カリキュラムには、確立した目標（objectives：
学生が知識・技能・態度において何を修得すること
が望まれるか）と能力（competencies：上記の目標
を実際に応用する能力）が示されている。

3 JABSOM での教育方法
1 患者ケア

外来・救急研修 2 週間（経験症例は約 40 例），
病棟研修 4 週間（20 ～ 25 例），新生児 1 週間

（5 ～ 10 例）．経験した患者の記録をつけさせ
て，研修目標を満たしているかどうかチェック
して，研修の調和を図る．

2 プリセプターシップ（指導医制）

学生に 1 対 1 で指導医が割り当てられる．
学生とよく会い，研修が進んでいることを確
かめ，欠点があればそれに取り組む．7 週間
の進歩を評価する．

Gwen S. Naguwa, MD
University of Hawaii John A. Burns 

School of Medicine (JABSOM)
Associate Professor in the 
Department of Pediatrics

Faculty Member in the Offi ce of 
Medical Education. 

アメリカ合衆国の小児科教育

Clinical Training
Pediatric Education in the US
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教育目標

知識領域
（16項目）

健康管理，成長，発達，行動，栄養，疾病と事故の予防，思春期特有の問題，
新生児特有の問題，遺伝学と先天奇形，一般的な小児の疾患，治療学，水・
電解質管理，中毒の予防と治療，小児救急，身体的・性的虐待，アド
ボカシー

技能領域（4項目） 医療面接，身体診察，コミュニケーション技能，臨床的問題解決

専門職としての行
動・態度の領域
（5項目）

臨床的アプローチに適応すること，患者や家族に影響を与える文化的・
倫理的・社会経済的要因に敏感になること，明快かつ慎重にコミュニ
ケーションをとること，倫理的問題，知的好奇心・継続的な自己開発
と生涯学習

3 講義（lectures）／セミナー（colloquia）

週 2 回（火・水曜の午後）．経験した症例
に関することのほか，研修中にはあまり出会
わないような問題についても扱う．たいてい
対話形式で行われ，学生がスピーカーになる
こともある．

4 個別の学習

学生が自分でトピック（learning issues）
を決める．週に半日程度の時間が与えられる．

4 小児科教育の評価方法
1 筆記試験

研修目標に基づいた内容．中間試験（合格
率 60％）と期末（総括的）試験がある．臨床
判断や患者の治療・管理に関する内容を含む．
2 口頭試問

教員が書いた症例に基づく試験．学生一人
に対して試験官は二人．最低 4 症例．
3 観察試験

病歴聴取と身体診察に関して，評価表を用
いて評点をつける．

4 評点と記述評価
評価表はあらかじめ学生に渡される．学生

とともに働くすべての人々が記入する．総括
的・形成的コメントが記される．最終的な評
価としてまとめられる．

“Student Evaluation Form” には，
1. General knowledge and clinical judgement, 
2. Patient evaluation and management
3. Professionalism and work habits

のそれぞれに 6 ～ 13 の評価する項目があ
り，3 段階に評価されるようになっている．
さらにそれぞれコメントを記す欄がある．

5 OSCE（Objective structured clinical 
exam.）：客観的臨床技能試験

3 つのステーションを作り，カウンセリン
グや，退院のオーダーを書き患者に説明する
場面が試験される．ローテーションの最後に
行われる。

（関口進一郎）
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Immunization
Mitsuaki Suzuki, MD PhD, FAAP

University of Hawaii John A. Burns 
School of Medicine (JABSOM)

Advisor, Offi ce of Medical Education,
Clinical Faculty in Pediatrics

予防接種

今回のセミナーのコーディネイターをして下さった鈴木先生の講演である。アメリカと日
本の予防接種に対する、行政（国）、医師、そして国民の考え方や認識の違いについて述べ、

さらに日本は麻疹（はしか）のみならず、風疹と流行性耳下腺炎の輸出国でもあると言及され
た。そして、麻疹予防接種率を高めるためのアイデアと、日本の将来のワクチン対策への要望
についても話された。
日本語での講演なので、要約は省き、特に見ていただきたいシラバスを供覧したい。先生の思
いが読みとれることでしょう。
なお、この場を借りて、鈴木先生のセミナー開催への多大なる御尽力に深く感謝したい。

（永井幸夫）

Different Attitude toward
immunization: 

U.S.A
1. Important prevention, vaccines are much safer 

than contracting the infections.
2. Cost effective, $1. spent for vaccine will 

save $10. by prevention.
3. Give as many multiple vaccines per visit
4. Try not to waive vaccination in case of mild 

illness.

Different Attitude toward
immunization: 

Japan
1. Recommend but not force it, duty by effort.  
 Well educated people know its benefi ts.
2. No attention to cost effectiveness.
3. To some extent, happy to live with infection
4. Never administer vaccines to mildly sick 

people
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Different society, people and 
history: U.S. and Japan

 • Heterogeneous Population

 • Can't accept chance

 • Most of side effects 
unpredictable, provide 
victims enough fund

 • Take every chance to 
vaccinate, even in ER

 • Government must protect 
people

 • Homogeneous population

 • Cope with nature

 • Scrutiny vaccines to avoid 
side effects

 • Can't accept aggressive 
approach

 • Government lost suit to 
vaccine victimes in 1995

Reason for Japan's 
Low Immunization Rate

• Inadequate promotion of immunization
• Incomplete surveilance of infections
• Widely sparse visits of well baby check
• No re-introducion of safe MMR
• "Duty by effort" is regarded as "optional"
• Delay of vaccines to midly ill recipients

What happens if a tourist breaks out 
viral illness?

• Pt will seek medical care.

• Doctor suspect the viral illness, then report it to 
DOH. Antibody titer will confirm the disease.

• Pt is asked to stay in the hotel room only to see 
Hawaii thru the window.

• If pt is still in contagious period when the departure 
day comes, pt is forced to delay it.

• No insurance cover the lost time, expense of buying 
the return ticket, loss of working days....

Imported Measles in Hawaii
Michelle Nakata DOH Hawaii
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Future steps for Japan
• Increase measles vaccine from once to 

twice
• Switch from OPV to IPV
• Intoduce conjugated Haemophiles Inf. - type 

B vaccine
• Introduce conjugated Pneumococcal vaccine 

to infants
• Introduce Hepatitis B vaccine to infants

Grass Root Campaign: Measles
nation-wide through community service 

organizations, such as Rotary Club
• Created a short five minutes videotapes on the 

Measles issue to show at club meetings
• Club members take it to schools and job sites to show
• School children paticipate in essay writings and poster 

contests
• Selected essays and posters are read and displayed in 

highly visible places
• Voters outcry will force politicians to act
• Ask W.H.O. to appeal to Japan Government
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Dr.Inaba は、小児救急専門医としての資格
を持ち、ハワイ大学の関連病院であり、し

かもハワイ州唯一の小児病院でもある Kapiolani 
Medical Center for Women & Children (KMCWC)
で１２年間勤務している。彼はハワイ州ホノルル
生まれの日系４世で、２人の息子は彼の母校の高
校生である。彼は小児救急医として診療にあたり、
また大学准教授として教育、研究を行い、さらに
管理面での仕事も持っている。彼の自己紹介と仕
事ぶりから、アメリカの救急医療の一端が伺われ
た。

教育とトレーニング
1979 年　Iolani 高校卒業
1983 年　Creighton 大学（生物学と哲学を専攻）

を卒業後 Tufts 大学医学部に入学
1987 年　同大学医学部卒業
1987 ～ 1990 年　Oakland 小児病院にて小児科の

研修医とレジデント
1990 ～ 1992 年　Oakland 小児病院で小児救急部

門のフェローシップ

現在の立場
 1992 年から KMCWC で小児救急専門医として

診療に携わる。この間 1992 年から 98 年ま
で教育部門の長を勤める。

 1997 年からハワイ大学医学部小児科の准教授
 現 在、PALS-NF (Pediatric Advanced Life 

Support National Faculty) のハワイ州および
太平洋の島々（グアム、サイパンなど）の
代表者として活躍

 Queen's 医療センターで行われる PALS の講習
のディレクターであり、指導者でもある。

　Dr.Inaba からは、このような詳しい自己紹介が
あったが、小児救急専門医としてのプライドと自
信が見てとれた。

Emergency Medicine
Alson S. Inaba MD, FAAP, PALS-NF

University of Hawaii John A. Burns 
School of Medicine (JABSOM)

Associate Professor of Pediatrics
Pediatric Emergency Medicine 

Attending Physician at KMCWC
PALS National Faculty for AHA

アメリカと日本の救急医療
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彼のホノルルでの小児救急医
としての生活は、
•  1 チームが 6.5 常勤医で編成され

ている

•  1 週間の診療時間が 30 ～ 36 時間

（私の友人である日本の救命救急セ
ンターを持つ病院の小児科医は、2
日間で 36 時間勤務という過酷な
現状であるのに対して）
上記の拘束時間以外は、予定はフ
レキシビリティであり、家族との時間を十分に
持てる。（息子さんの卒業式など学校行事へも参
加している）

 • 医学生やレジデントの指導
 • 教職としての責務
 • 病院の管理運営面での責務
 • 委員会活動

週 30 ～ 36 時間の診療時間外にいろいろ活動は多
岐に渡るが、プライベートな時間も十分に確保し
て生活をエンジョイしているように思われた。

セミナー 3 日目の夜にホノルルの有名なレスト
ランでさよならパーティーが開かれたが、そ

の席上、ぼくのクリニックの診療状況（外来での
1.5 次医療）をお話ししたら、君のクリニックは
ER のようだと言っていた。来年あたり遊びに来て
くれるかもしれない。
ところで Dr.Inaba は、1976 年 16 才の時、帝国ホ
テルで行われたマジックの大会に出場した時しか
訪日したことがないそうである。
最後に日本の救急医療の発展のためにまとめてく
れた提言と彼の名刺を供覧し、責務を果たしたい。

( 永井幸夫 )

Developing EM Programs in Japan
• Initially recruit US EM graduates to cover 

EDs in Japan hospitals & to train Japan's 
physicians in EM

• Develop an affi liation with US EM residency 
training program

• Encourage EM as a career for Japanese 
medical students
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Kasuya 先生は、このセミナーを主催した OME 全体の director です。た
いへん多忙な方ですが、私達のために EBM についての詳細なレクチャ

ーをしてくださいました。このレクチャーの要約はつぎの２枚のスライドに
表されています。

Evidence-Based Medicine
Using EBM - A review for clinicians - 

Richard T. Kasuya, MD, MS Ed
University of Hawaii John A. Burns School 

of Medicine (JABSOM)
Director, Offi ce of Medical Education

Summary

■　Our challenge as clinicians is changing in 
this era of information overload.

■　Evidence-based medicine is a tool that 
adds an understanding of the medical 
literature to experience and judgment in 
making good medical decisions.

■　EBM can be a part of our practice in the 
hospitals and clinics.

The goal of using 
EBM is to improve 
your clinical 
practice.

University of Hawaii John A. Burns School 
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EBMの意義
　EBM が登場した頃は、全く新しい方法論として持ち上げられ、エビデンスに基づい
て医学的な判断（治療方針の決定など）をすることが重要である、といわれた。しか
し現在では、EBM は tool の一つとして、医師がこれまで培った知識や経験の手助け
に利用すべきもの、と考えられるようになった。

EBM実践の例
　EBM に対するスタンスを上記のように示したあと、実際に EBM を臨床場面に適用
する方法について詳細な説明がありました。事例を示しての検討と説明でしたが、ス
ペースが足りないので省略します。

EBM resources
日本語の EBM website としては下記が勧められる、とのことです。

ちと難しいレクチャーでしたが、さいとうなかや先生の翻訳（とい
うより解説）がすばらしく、彼の頭脳の明晰さに、ただただ感心する
ばかりでした。

（橋本剛太郎）

Japanese language resources
• Nihon University School of Medicine EBM website

  http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/public_health/ebm

• Univerisity of Kyoto School of Medicine EBM website

  http://www.ebmedu.umin.jp/
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日本における小児プライマリ・ケア教育

橋本 剛太郎

■　このセミナーに出席した１５名のう
ち１１名は小児科医で、そのうち９名が
日本外来小児科学会・教育検討委員会の
メンバーです。私共はこれまで小児プラ
イマリ・ケアの教育について活動してき
ました。このセミナーのテーマは「日米
の違いに学ぶ」ですので、日本の医学教
育の現状や問題点について小児プライマ
リ・ケアの立場から簡単にご紹介したい
と思います。

■　日本の医学教育は講義中心で実習の

期間が短く、その実習も主に大学病院
（高次機能病院）のベッドサイドで行わ
れるので、プライマリ・ケアの教育が不
十分となりがちでした。小児の common 
disease をほとんど体験せずに卒業して
しまう、という状態が長く続いてきまし
た。

■　そこで私共の委員会では、1999 年
から、「医学生のための小児プライマリ・
ケア実習」というプログラムを始めまし
た。夏休みに医学生が全国の開業小児科

Gotaro Hashimoto, MD
Hashimoto Syonika Clinic
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医（一部病院）のもとで実習するこの
企画は好評を博し、今では多くの医学
部がカリキュラムの中に小児プライマ
リ・ケア実習をとり入れるようになっ
てきました。

■　この実習を「教育」の名に値する
ものにするためには指導要領（教育ガ
イドライン）が必要ですが、私共の委
員会でこれを作成し、医学書院から２
冊の本として出版されました。

■　小児科開業医が医学生、さらには
研修医を教育して行くにあたって、現
在２つの問題に悩んでいます。ひとつ
は多忙な業務の中でいかに十分な教育
をするか、という問題。もうひとつは、
医学生や研修医に子どもの診察や処置
をさせることに、お母さんがたの心理
的な負担や抵抗感が予想される、とい
う問題です。

■　日本とアメリカの小児科開業医の
間には、文化や歴史の違いによる機能
的な差異があると思うので、そのあた
りも討論しながら、このセミナーを通
じて私共の「悩み」にヒントが得られ
れば幸いです。

（他、スライド計４２枚使用）
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　１人の指導者に対して多人数の学生が対峙する
「講義」とは対照的に、１人の指導者に対する学生
は５～６人と小グループに分かれておこなう教育手
法の一つで、わが国では” tutorial” と呼ばれるこ
とが多い。小グループであるために教育（指導）技
能だけでなく学習行動の良し悪しが浮き彫りにされ
やすくなる。評価のポイントは、学生同士が討議と
連携のバランスのもとに問題点の核心に迫る “過程”
を経て、将来医師として備えるべき知識・技能・姿
勢を習得することができるかという点にある。

PBL の組み立て
　Step　０　オリエンテーション・実施方法の紹

介（実演）

　Step　１　Problem の設定

 主訴（病態）のリストアップ・仮説の
提示・入手すべき情報の確認

　Step　２　情報収集　（homework として）

 情報源：専門家・URI・教科書・雑誌

 報告書作成（学習した項目毎に）

　Step　３　意見の提示・討議

 情報整理と仮説の検証・症例要約と総
括

　Step　４　評価・フィードバック

　Step　５　試験

Nakaya Saito, MD
University of Hawaii John A. Burns 

School of Medicine (JABSOM)
Visiting Fellow

Assistant Professor in the 
Department of Nephrology, Hachioji 

Medical Center, Tokyo Medical 
University, Tokyo, Japan. 

PBL とは

PBL (Problem-Based Learning)
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ハワイ大学における PBL
1 グループ構成

 学生５~ ６名＋指導者 -tutor- １名

2 週２回（各３時間）

3 症例（文章のみ）

 １年生 (MS1)　３５症例

 ２年生 (MS2)　４８症例

4 “ルール”

 「遅刻をしない」「ホワイトボードの使用」

 「考え（意見）を言う」

5 “tutor” 医師（ボランティアとして）

 ４年生（希望者のみ）

 Active tutor !（日本では silent tutor を演ず
ることが多い。）

２年間（MS1 ＆ MS2）でのユニット分類

ユニット１: 健康と病気に関する概論

ユニット２: 心血管系・呼吸器系・腎疾患

ユニット３: 消化器系・内分泌・血液疾患

ユニット４: 神経系・運動器系・行動発達系
疾患 

ユニット５　ライフサイクル（生殖・小児・
老人）にかかわる疾患

＜各ユニット：１２～１４週間＞

＜指導＞　基礎医学系　１名

 臨床系　１名

４年間のユニットの組み立て

MS1 ユニット１ ユニット２

 ユニット３

MS2 ユニット４ ユニット５

MS3 ユニット６B (6 Separate 
clerkship)

 ユニット６L (Longitudinal 
clerkship)

MS4　　　ユニット７（選択＆救急医学）

＊ Tutor の management ＜質問＞

 （「頭痛」成人例に対して）

1 頭痛の原因は？

2 頭痛の機序は？

3 喫煙と症状との関連性は？

４ （医師のとる所見に対して）それ
ぞれの所見の有無がなぜ必要なの
か？

５ 高血圧の診断法と原因

６ 血圧の調節因子

７ 乳頭浮腫とは？

     など

まとめ
1 PBL は “教えながら学ぶ” ことを習得す

るために必要とされる対人技能の中で最
も有用なものの一つと考えられている。

2 ハワイ大学のカリキュラムでは PBL に
力を注いできており、過去１５年間にわ
たり大きな成果を挙げている。

（田原卓浩）



page    18

現況
　近年の医療技術の進歩にともない、

医療にかかる費用は増大の一途をたどっており国
にとっても個人にとっても深刻な問題となってい
る。2001年の先進国の医療費の対GDP比較では、
アメリカ合衆国・スイス・フランス・オーストラ
リアに次いで日本は第５位であるものの、1991
年から 2000 年までの１０年間の平均伸び率で
は、対 GDP 比第８位の韓国が年８％とダントツ
の一位を占めている。しかしながら、この１０年
間の推移から予想される日本の伸び率は現在の年
４％から加速度的に増大すると見込まれており、
ささやかれている国民皆保険制度の破綻も現実味
を帯びつつあるといって過言ではない。

アメリカ合衆国における医療環境の実態

　１）医師不足と教育現場への影響

　１９８０年以降アメリカ合衆国の人口は２４
％増加したにもかかわらず、医師の数は毎年
15,000~16,000 人の医師が誕生するペースを守

り続けており、必然的に医師の不足が社会問題と
なっている。その一方で、医師は仕事と家庭のバ
ランスを第一に考える風潮があり、中にはパート
タイムとして仕事を選ぶ者もいる。また、外国人
医師の資格取得には政情不安の影響から近年厳し
い制限がかけられているため不足分を補うには至
っていない。

医師が不足することにより医師の雇用と引き止め
が難しくなるだけでなく、臨床実習を含めた医学
教育の質の維持が困難になる。大都市に集中し、
過疎地域に不足する構図は日本と同様である。

　２）個人負担の大きい医療費と医療機関の経
営努力

ハワイで検査あるいは治療を受けた場合の費用
は、

 MRI $1,200

 Day care $3,500

 頭部外傷治療 $50,000

 心臓バイパス手術 $124,500

Bernard Ho, MBA
Executive Vice President of the 

Hawaii Medical Service Association 
(HMSA), a Blue Cross and Blue 

Shield affi liate, in Honolulu, Hawaii

高騰し続ける医療費

Medical Expenses
The Rising Cost of Health Care
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と高額であり、この保障のために医療保険に加入す
る必要が生じる。

医療サービスを提供する医療機関は、治療成績を公
開することにより、できるだけ多くの患者さんに利
用してもらえるように企業努力する。より高い評価
を受け続けるために、優秀な人材（医師）を集めて
生き残りをかけることになる。と同時に、医療事故
を減らし、医療にかかるコストを下げなければなら
ない。

　医療機関の経営面の特徴は、人件費が６０％超（大
分こども病院も同様と紹介された）で、薬剤にかか
る費用が増大傾向にあるためジェネリック医薬品の
占める割合が増えつつあること。さらに、医療機関
の手許に残る利益は1.5%未満と減少し続けており、
この少ない利益から医療レベルを維持するための設
備投資などの費用を工面することになる。

アメリカ合衆国の医療保険会社の戦略

　前述のように増大する医療費は当然のこと
ながら医療保険会社の経営も圧迫することになるた
め、保険料の受け取りと医療費の支払いだけに守備
範囲を固定しているだけでは拉致があかないという
危機感から、ヘルス・プロモーションならびにセイ
フティー・プロモーションにも投資し始めている。
例えば、“食べ過ぎないように注意しましょう” “救
急外来の受診は必要な時だけにしましょう” などの
標語を使用したキャンペーンを展開し、国民の理解
と意識の向上に努めている。

今回の presentator の所属する会社の活動内容は 
www.HMSA.com で見ることができる。

（田原卓浩）
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Life of Doctor-in-Training

Nobuaki Inoue, MD
Resident (PGY II), University of Hawaii 

Integrated Pediatric

Akira Fujiyoshi, MD
Resident (PGY II), University of Hawaii 

Internal Medicine

井上先生は奈良県立医大と天理よろづ病院
にて６年間勤務の後、現在ハワイ大学

にて小児科研修を受けている。将来は小児救急医
（Emergency Medicine の頁を参照）を目指してい
る。

小児科研修の目標（The goal）
1. General Pediatrician の養成
2. ACGME (Accreditation Council for Graduate 

Medical Education) によって規定された研修内
容を達成すること。

　目標ははっきりとしており ACGME の力は絶大で
ある。レジデント，インターン（１年目），医学生、
指導医のチームがカッチリと組織され、さらに各専
門科医へのコンサルトがいつでも遠慮なく行うこと
ができる。２年目にはカンファランスでの司会がま
かされ（日本では病棟医長の仕事）、基本に忠実に
おのおのの患者にディスカッションと指導がくりか
えし行われている。

米国小児科研修の実際
　大きな研修の項目内容は日本と変わりがないが、
思春期医学と行動・発達医学が組み込まれており、
この分野の専門性が確保されている。かかりつけ医
の病棟医との連携も印象的であった。入院患者は
privateと non-private patients（3-4割）に分けられ、
private patient では入院後もかかりつけ医に治療方
針が相談される。

 日米の相違
余裕のある指導と教育は、豊富で細分化さ
れた専門スタッフ量と制限された患者数（１
年目；４人，２年目以上；６人／３時間、こ
れ以上の患者を診てはいけない！）によって
保証されている。臨床検査，採血，救急のト
リアージ，呼吸器の設定までもが専門家（技
師や専門資格を持ったナース等）によって仕
事を分担されている（彼は点滴がうまいとの
評判で時として頼まれるとのこと）。その背
景には環太平洋地域をカバーする広域医療
があり、豊富な症例がある（入院数 3,800，
分娩数 over 6,000 ／年）。

Dr. Fujiyoshi は 1992 年岡山大卒で徳州会
岸和田病院に勤務後ハワイ大で内科研

修を受けている。講演の基調は井上先生と同様だが、
彼は相互評価／フィードバックシステムについて強
調した。
研修医は担当教官によって、ローテーションの学
生は研修医によって、指導医は研修医によって常
に Feedback / Evaluation を受ける。それぞれの
Evaluation Form により 1-5 段階評価がある。
彼の次の意見は、いまさらながら自らの姿勢を正す
必要があると考えさせられた。
" Resident / Medical School Student are expectied 
to Learn Medicine, not to be a Cheap Labor."

米国研修の実際
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日米の研修を実際に経験している２人の意見は当を得ており、説得
力があった。彼ら個人の医師としての方向性だけでなく、これ

からの卒後教育の進む道筋がはっきりと示されていた。
彼らが日本に帰って来たときに、我々はどのような活躍の場を与えること
ができるであろうか。燃え尽きたり、医療以外の環境調整のためにいらぬ
努力をしなくてもよいようにしておく必要がある。彼らは日本の次の医師
を育てる指導者として必要な教育を、現在の研修中に受けている、と感じ
た。最後に彼の「やる気のでる臨床研修」を紹介する。

1. 相互フィードバックがあること
2. 目標が設定されていること、あるいはロールモデルの存在
3. やらなきゃ状況
4. 人間としての基本的生活

（Dr. Inoue は我々の帰国後さっそく「米国小児救急医療セミナー」の企画
を呼びかけてきた。）

（森田　潤）

米国での研修医生活
 •  週 80 時間以上労働の禁止

 •  30 時間以上連続労働の禁止

 •  週に１回は 24 時間以上休むこと

 •  年間４週間の有給休暇

Some Features in US Residency, not 
seen in my residency in Japan

■　The ACGME regulations are strictly 
being complied.

■　Clear-cut On / Off working time. 
“Sign-out” system

■　More emphasis on Case 
presentations and Didactic sessions

■　Mutual evaluation system
■　Knowledge / Concept-oriented

Dr. Inoue

Dr. Fujiyoshi
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　矢沢先生はホノルルで３０年間産婦人科医院を経営してこられ、ハワイ
大学産婦人科の臨床教授を勤めておられます。

　乳癌や子宮癌というテーマは私ども小児科医にはなじみがうすいので、
レクチャーの前は正直なところあまり興味がなかったのですが、いざお話
が始まりますと、形容し難い迫力のようなものが感じられてきて、聞き入
ってしまいました。

Breast Cancer

乳癌検診・米国の場合
子宮頚部癌検診

Keijiro Yazawa, MD
Clinical Professor at the Department 

of Obstetrics and Gynecology at the 
University of Hawaii Medical School

乳癌発生率（米国）

　■　乳癌発生率　女性癌のNo. 1
 年間２０万人
　■　癌による死因のNo. 2
 年間４万人
 No. 1 の死因は肺癌
　■　８０歳まで生存の場合、罹患率は

１２．５％

スクリーニングガイド

　■　マンモグラフィー
　■　４０－４９歳 １－２年に一度
　■　５０歳以上 毎年
    　＋ＣＢＥ
スクリーニング開始年齢 ５０→４０歳
　　１万人につき１４人の乳癌死亡減少
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　アメリカ女性の胸が豊かなことと関係があるのでしょうか、乳癌の発生率はずい分高いようで、ス
クリーニングの必要性が理解できます。マンモグラフィーと触診によるスクリーニングの偽陽性、偽
陰性の問題についてアメリカでは厳しい検証が続けられてきたことを知りました。これは第一に、日
本のように受身の集団検診ではなく、アメリカでは個人の主体的な意志で検査を受ける（保険が適応
され、安い）ことと、第二に、スクリーニングで陰性とされたのに癌であった場合は訴訟になりかね
ない社会なので検査の精度が常に問われてきた、という背景があるからでしょう。

　乳癌や子宮頚部癌に限らず、あらゆる臨床行為について科学的有効性を常に厳しく検討し続けるこ
との大切さを改めて思いました。

　矢沢先生の誠実なお人柄と、科学的な正確さを求める姿勢が、お話からひしひしと伝わってきて、
聞く者の胸を打ちました。

（橋本剛太郎）

マンモグラフィーの有効性

　■　３５－７４歳 280,000 人
　■　５年後の結果
　　　触診・視診のみ 　　　８．７％
　　　マンモグラフィーのみ ４１．６％
　　　マンモグラフィー＋触診 ４７．３％
   次へつづく

マンモグラフィーの有効性

　  続
　■　１cm以下の浸潤癌のうち
 ５２．６％は、
　　マンモグラフィーのみにより発見可能
　■　4,240 人の乳癌例で
 １０年生存率は７９％
 　　Br Ca Detection Project, 1982

乳房自己検診

　■　医師に行く回数 増加
　■　生検  増加
　■　不安・心配・うつ 増加
　■　乳癌死亡率の減少なし
　■　Canadian Task Force on Preventive  
 Health Care 
 －　自己検診が有効という証明はない。
 －　有害という証拠もない　CMAJ 2001

Recommendation

　■　スクリーニングマンモグラフィーを
　■　４０歳から
　■　毎年
　■　利益対害の比率にもとづく

US Preventive Services Task 
Force Amarican Cancer Society
ACOG

OME staff 
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American Hospitals
Challenges and responses

Art Gladstone, BSN, MBA
Chief Operating Offi cer, Kapiolani 

Medical Center at Pail Momi
Chief Nurse Executive for Hawaii 

Pacifi c Health. In

　Art Gladstone さんはこの日の最初のスピーカーで、朝
早くから部屋に来られて終始ニコニコと談笑しておられ
た。ああ、いいお話がきけそうだな、と思わせる和やかな
お顔だった。こういう「無目的な」笑顔が日本人には足り
ないなあ、と気付かされたのが最初の収穫。

　Gladstone さんはもと看護士として働いていたそうだ
が、ビジネス経済学の修士号（ＭＢＡ）をとって、今では
ホノルルの４つの病院の経営マネージメントと看護士の人
事を受け持っている。医師以外の人が病院の経営に携わる
のはアメリカではむしろ普通のことで、日本の病院長医師
が経営に頭を悩ませるのとはずいぶん異なっている。医療
の現場を知らない人に経営は任せられない、という考えも
あろうが、Gladstone さんのように看護士出身でＭＢＡな
ら適役かもしれない。

米国における病院経営
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アメリカの病院の問題点を５つ。

　１つめはコストがかさむ、２つめは人が足
りない、３つめは患者の注文が多くなった。いず
れも日米同じ悩みである。４つめがアメリカ独特
の問題で、同業者間の激しい競争である。外来小
手術のみをするクリニックができたり、ＣＴなど
の映像検査専門の「お店」がショッピング・モー
ルの中に出現した、という話を聞くとアメリカの
とことんさにあきれてしまうが、日本も２０年後
はそうなるのかも知れない。

これに対する解決策としてはＩＴによる省力化
と安全性の向上（医療過誤の防止）、外注化、雇用
面の合理化などがあげられていた。

感想

このレクチャーは病院経営がテーマだっ
たので、参加者の中で唯一の病院長である藤本保
先生が活発な質問や意見を出された。しかし講師
が巨大な病院のマネージャーだからか、話がどう
しても大病院レベル、州レベル、国家レベルの方
に向かってしまうようだった。つまり私どもは医
院・病院というミクロ経済学の視点で思考しがち

なのに対して、講師はマクロ経済学で説明する、
というところがあった。

例えば、病院経営の合理化のために食事部門や
ランドリー部門を外注化する、というくだりでも、
Gladstone さんの病院で具体的にどのように外注化
してどの程度合理化されたか、外注に伴う不都合、
職員の不満はなかったのだろうか、というお話は
なかった。私たちはどうしてもナマナマしい話を
欲してしまう。お話が経済学の講義のようになる
と、上の瞼が重くなる、という悪いクセがでてし
まう。

また収入の面に関しても、これはあとで気が
付いたことだが、アメリカの病院には多額の寄付
があって、それが経営に相当な貢献をしているは
ず・・・翌日訪問した Shriners 病院は全額寄付で
まかなわれ、患者はすべてタダ、という驚異的な
病院だったが・・・・・この、寄付が病院収入に
占める割合については Gladstone さんは触れてお
られなかった。病院に対する寄付、というテーマ
は日米の大きな相違点だと思うので、いずれ学び
たいものだ。

（橋本剛太郎）

Issues

　■　Increasing Costs
　■　Scarce Labor
　■　More Demanding Consumers
　■　Competition Eroding Profits
　■　Limited Access to Capital

Responses

■　Proliferation of new benefits models
■　Redirection of medical management 

efforts
■　Emphasis on organizational efforts 

and institutional governance
■　Community approaches to new 

biological threats
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　はじめに 2003-2004 年の USA における小児科
レジデントのマッチングデータを示し、次いで小
児科学教育の歴史と展望について、最後に小児科
医を増やすための方策について話された。

2004年 の National Resident Matching 
Program (NRMP)のデータを見る

と、

1) 最近 10 年間では小児科医の募集人数は確
実に増加しており、2004 年は 2,384 名
であり、94 年に比べると 15% 増加して
いる。

2) 充足率は90%であった2000年を除けば、
94 - 99％程度を維持して いる。

3) 他科の充足率をみると、家庭医 78.8%、内
科 95.0%、産婦人科 93.3% であり小児科は
遜色ない。

2000年 の Pediatrics に 発 表 さ れ た
Nat ional  Future of  Pediatr ic 

Education Ⅱ (FOPE Ⅱ ) では、疾患だけではなく、
健康教育、地域医療まで幅広く修得するようなプ
ログラムを組んでいる。
　振り返って 22 年前の 1978 年には、発達、心
理学や社会的な問題についてもっと関心を持つべ
きで、生命医学や思春期医学に関しても学ぶよう、
またチーム医療として健康教育に関わるよう勧告
していた。

Lure Students to Pediatrics
THE US CHALLENGE TO INCREASE ITS PEDIATRIC 

WORKFORCE

Mari Uehara, MD
University of Hawaii John A. Burns 

School of Medicine (JABSOM)
Assistant Professor of Developmental 

Behavioral Pediatrics 

　講師の Mari Uehara 医師は 1989 年に佐賀医
科大学を卒業後、国立病院医療センター（現国
立国際医療センター）小児科を経て '97 年から
Hawaii 大学で臨床研修をされた小児科医であ
り、１児の母親でもある。



page    27

さらに 2004 年には貧困、人種差別、家族の
問題などさらに社会問題にも目を向け、子

どもの代弁者として活動するよう求めていると
のことである。

小児科医を増やすための方策であるが、たと
えば AAP は以下に述べるいくつかの理由か

ら小児科はすばらしい職業であると強調してい
る。

1) 小児科レジデントとして働いた医師の96%
が今後小児科医になると答えている。

2) 小児科の研修を終えた医師は、多くのいろ
いろな勤務先がある。

3) 他の科に比べてパートタイムの仕事が多く
あり、時間的余裕が持てる。地方あるいは
都会でのグループ診療など多様な勤務形態
がある。

4) 興味次第で、学校保健や母乳育児推進など
様々な分野で活躍できる。

5) 教育や研究者、公衆衛生の分野に対しても
道が開けている。

　はじめに示したように、数の上では小児科医
は何とか充足しているように見えるが、実際は
USA の 6,102 の地域保健医療圏のうち、48% の
医療圏で小児科医がいない。

他の方策としては、医学生が小児科に関心を
持つような場を提供することである。たと

えば医学生が地域の保健センターや研究室、あ
るいは開業医を訪れ、そこで良い小児科の指導
者に出会うことによって小児科医を目指すよう
になる。また病院の小児科病棟でのボランティ
ア活動をすることによって小児科医としての喜
びを感じるようになるなどである。

以上が要旨であるが、日本の現状はどうで
あろうか。小児人口１０万人当たりの

比率は全国平均７８で全米平均の 48.6 を上回
る。一方１病院当たりの小児科医数は全国平均
で２．４人である。このように、１病院当たりの
小児科医が少ないことが、わが国小児医療構造
の特徴であり、この少なさが若手小児科医の研
修効率を妨げ、過酷な勤務状態を招いている（松
尾宣武氏）。
　その結果「小児科はきつい」との風評が広まり、
小児科を志望する学生が減少してきた。しかし
数年前から当学会が始めた「小児科病院クリニ
ック実習」は着実にその成果をあげ、「楽しく明
るい小児科」へと学生のイメージを一新するこ
とに成功した（自画自賛）。
　小児科医に関する数値、教育目標や小児科医
増員方策などは、話を聞いているだけでは、日
本とそう違わないと感じた。要はその中味であ
ろう。セミナー終了後、開業医の生活や病院小
児科医の実情も見聞したが、百聞は一見にしか
ず、彼我の差をつくづく思い知らされた次第で
ある。

（熊谷直樹）
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地元 Oahu 島出身の彼は、日本人の奥様と
二人の子を持つ、お刺身、天ぷらも大好

きという日本びいきの好青年である。医師とし
ての専門は内科であるが、現在は週に一度の外
来診療にあたる傍ら、IT 関連のリサーチに携
わっている。Lecture はそろそろ英語が耳に馴
染んできたセミナー 3 日目、午後の最初に行
われた。要旨は以下の通りである。

Telemedicine とは聞き慣れない言葉である
が、要するに医学情報がネットワークを通

じて医師からあるいは医師へと遠くに伝えられ
ることである。また患者さんに対して時間や場
所を問わずに実施される医療のことでもある。
さらに言えば医療だけではなく健康に関するい
ろいろなサービスが他の地域の患者さんに届け
られることも含まれる。

USA ではほぼ全州で network system が出来
上がっているが、特にハワイは多くの島か

ら成り立っており、また環太平洋の島々や国の
中心的存在であることからその必要性が高く、
早い時期から Telemedicine の充実に力を注い
できた。
　

Telemedicine には、患者さんに対する医療、
医師に対する consultation、医学教育それ

に地域住民に対する健康管理などの役割があ
る。患者さんに対する医療として、月に一度定
期的に遠隔地の患者さんに、電話で直接病気の
care をする、あるいは来月まで待てるか、診
察のために町まで出てくるのがいいか、すぐに
近くの病院へ行くのがいいか、など triage の
ための consultation を行う。また僻地の医師
に対しての consultation として、画像診断は
もちろんのこと、必要に応じて皮膚科や精神科
など他科医師を依頼することもある。実際、こ
こ数年来 3000 例ものハイリスク妊娠を遠隔モ
ニターで相談に応じ、多大な成果をあげている。

Telemedicine
WHAT, WHY, HOW

Joshua Jacobs, MD
University of Hawaii John A. Burns 

School of Medicine (JABSOM)
Offi ce of Medical Education (OME) 
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また医学教育の面では、症例検討会やカン
ファランスに参加することができるし、

各地で僻地医療に従事しているレジデントに
対し、それぞれの画面を使っての基本的な講
義も可能である。
　このように Telemedicine は便利で有用な面
ばかりが強調されるが、血圧計や耳鏡などと
同じで、医療のための道具のひとつに過ぎな
いことを銘記すべきである。時と場合、状況
に応じて使いこなす技術が求められる。

今後は、医療面でカバーしなければならな
い地域が広がること、移動時間が節約で

きること、情報を得る手段が増加することか
ら、ネットワークがもっと密に構築されるで
あろう。しかしその問題点として、安くなり
つつあるとはいえ多額の費用を要すること、
個人情報をいかに守るかという点、ネットワ
ークを作ったりそれを操作したりする人材の
養成と確保などが挙げられる。
　

以上、時おりジョークを交えながら、ゆっ
くりしたソフトな語り口で、わが国でも

最近広く用いられるようになってきた遠隔医
療についての lecture であった。わが国の定義
は「映像を含む患者情報の伝達に基づいて遠
隔地から診断、指示などの医療行為及び医療
に関連した行為を行うこと」とされている（平
成 8 年厚生省、遠隔医療に関する研究総括班
報告書）。
　このうち、医師と医師とのやりとりで画像
診断や病理診断のために意見を交わしたりは
問題ないとされるが、患者から送られてくる

情報をもとに診療を行う場合は、患者の面前
に医師がいないという点で、医師法第 20 条
の「無診療治療の禁止」に抵触するのではな
いかとの問題があった。その後一定の条件を
みたす場合には、患者さんとの遠隔診療を行
っても医師法には違反しないとの厚生省の見
解が出され、平成 15 年には、患者さんの要
請に基づくことが前提で、遠隔医療の利用に
より療養環境の向上が見込まれることを条件
としてさらに緩和された。
　いかにも日本らしい官僚的な文章と解釈で
あり、Hawaii とは大きく異なるなぁ。似て非
なるものである。Dr. Joshua Jacobs に伝える
ときっとこう答えるであろう。「What?  Why?  
How?」

Farewell Party でたまたま彼の隣に座った
が、面白いものを見せてもらった。一見携

帯電話らしきものをポケットから取り出し、
タッチペンでピッ、ピッ、ピッ、と操作すると、
喘息治療のガイドライン、薬用量の一覧から
予防接種のスケジュール表まで、救急を含む
外来医療に必要な医学情報が数 cm 四方の液
晶画面にわんさと出てくるのである。へーっ、
こりゃ便利だ、こんなのがあるんだ。「すごい
ね、これ、なんて言うの？」と聞いたら、「Just 
Telephone!」だって。これも Telemedicine だ。

（熊谷　直樹）
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Medical Liability
Medical Malpractice in the USA

James H. Pietsch, JD
Professor of Law at the William S. 

Richardson School of Law
University of Hawaii John A. Burns 

School of Medicine (JABSOM)
Adjunct Professor of Geriatric Medicine 

Director of the University of Hawaii 
Elder Law Program 

医療過誤は、医師が正しい診断や医療行為
を行わなかった時に発生する。不注意な

医療や、医療行為をなさないことが患者に新た
な障害をきたすし、さらに悪化させることにも
なる。またインフォームドコンセントが得られ
ないまま治療や外科処置を行った時にも医療過
誤が生じる。

医療過誤の歴史
1970年代（第１次医療過誤危機）
良い医薬品ができ、良い外科手術も開発さ

れてきたことで、患者はつねに最新の治
療を受けられるといった、医療に対して
過度の期待が寄せられていた。麻酔が医
療過誤の焦点となっていた。

1980年代（第２次医療過誤危機）
ＨＭＯが参入
産科医が医療過誤の焦点となった。

1990年代
訴訟を避けるため過剰医療ともよべる保身

医療が出現し、医療費を圧迫し始めてき
た。ヘルスケアが政策上の大きな問題と

なってきた時代。

現在 ( 第３次医療過誤危機？ )
HMO, FFS, MCO, PPS など多数のヘスルケア

モデルが存在している。
患者は賠償訴訟を起こす権利を持っている

ことを知っている。
診断のミス、遅れが医療過誤の焦点となっ

ている。
不法行為改革案の要求、損失の予防、早期

解決が求められている。

訴訟が増えてきた理由
従来の訴訟は、医師により不適当な医療

が施された時に起きていた。今では、すべ
ての人が最新の医療を施してもらっている
という非現実的な期待があり、その期待が
揺るいだときに訴訟となっている。

また、侵害されたら保険金を受け取るべ
き権利をもつという哲学が背景にある。
  医師と患者の間の関係が崩壊していること
も大きな理由である。すなわち今日の医師
は絶対的な権威を持ってはいないのである。

米国における医療過誤
医師は弁護士と友達になれるか？
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医療過誤危機
　医療過誤危機とは医師や病院が保険会社の撤退
のせいで医療過誤保険にアクセスできなくなった
り、保険料の高騰で過誤保険を購入できなくなっ
たりすることから生じる医療危機をいう。

１）テキサス、ネバダ、ペンシルバニア州から
医師は撤退している。賠償訴訟の危険性か
ら避けるため、保険料の高いこれらの州で
の医療活動を中止し、保険料の安いカリフ
ォルニア州へ引越しした。外傷患者、妊婦、
小児は危険度が高いため特に制限されるよ
うになった。

２）教育病院では高騰化する保険料に対処する
ため、サービスの削減、ハイリスク病棟の
閉鎖、教職員たちの削減を行っていた。

危機への対応として、
１）カリフォルニア州の MICRA 法では賠償金

額に上限をもうけ、弁護士報酬の割合の削
減、賠償金の分割払いなどを決め、医療を
守ることで病院へのアクセスを保障した。

２）最近ネバダ州では非経済的損害の補償額を
35 万ドルとしたり、告訴期限の短縮化など
の改革が行われている。

実際に起きたケース
１．インフォームドコンセントを欠いた代替療

法で 60 万ドルの賠償金　
２．退院後血清ビリルビン測定を定期的に行わ

なかったため核黄疸を起こし、重症の脳性
まひを起こした 5 歳の男児に 790 万ドル
の賠償

３．妊娠 6 か月時に腹痛、嘔吐をおこしたが、
その時受診した産科医が虫垂炎の診断を告
げなかったため次回の受診が遅れ破裂をき
たし、結果として未熟児出産となり多くの
障害を赤ちゃんにきたしたケースに、300
万ドルの賠償

４．不注意にも診断のための検査を怠り、硬膜
上のう胞の診断が遅れたため脊髄の麻痺が
残ったケースに 100 万ドル（300 万ドルの
判決であるが、バージニア州の法律で上限

規定）
５．プルーンの種を食道に詰まらせ、2 日間連

続して受診したが、レントゲンも撮らず緊
急状態をみのがしたため手術となったケー
スでは、746 万ドルの賠償

など。

日米の医療過誤問題の相違 ( 私案 )
１．日本の医療過誤の質は低い ( リスクマネー

ジメントの不在 )
　米国と違って、日本では患者に重大な結果が

生じてはじめて間違いに気づかれるといっ
た、リスクマネージメントがあれば防げた
ものが多い。

２．社会に医療の質を保証する制度がない。
　 米 国 で は JCAHO ( Joint Commission on 

Accreditation of Health Organization ) が
公的医療機関を選定する権限を持ってお
り、医療の質を社会に保証している。リス
クマネージメントの取り組みをその評価項
目に加えているが、わが国ではまだ不十分
である。

３．インフォームドコンセントが未熟
　米国ではインフォームドコンセントとは「医

師と患者が治療の目標を共有し、共同で治
療プランを作成するプロセス」と考えられ
ているが、わが国では「訴訟逃れの書式」
となっている。日本における医療過誤問題
が「医師がインフォームドコンセントのル
ールを守らずに治療を行った結果の損害」
して争われているのが大きな理由である。

４．国家的対応の欠如
　データを集積して誤りから教訓を学ぶといっ

た姿勢がわが国にはない。
５．事故の責任はどこに帰すべきか

　　医療事故で大切なのは同じ事故を繰り返さな
いことで、犯人探しは大きな問題ではない。
わが国では刑事事件となることもまれでな
い。犯人探しは再発防止には寄与しない。

今後日本でも医療訴訟が増えてくることが予想さ
れ、国家レベルでの対応が急がれる。

（藤田　位）
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Patient-Centered Medicine
Seiji Yamada, MD, MPH

University of Hawaii John A. Burns School of 
Medicine (JABSOM)

Clinical Associate Professor in Family Practice
Director of Research and Development for the 

Hawaii Statewide AHEC Program
Faculty in the Offi ce of Medical Education

Adjunct Faculty in Ecology and Health

家庭医療を生業とする医師が患者に好かれる
理由は、患者中心医療を実践しているから

である。小児科医もまた、子どもや親の信頼を得
ようと常に努めており、患者中心医療をすでに実
践しているといえる。小児科医は患者中心という
ことをどのように学んだのであろうか。それは医
学部の授業や教科書からではなく、患者の診療の
中で試行錯誤することによって、あるいは role 
model（理想の師）の存在によって学んだのであ
ろう。

Western Ontario 大学家庭医療科の医師たち
は、患者中心医療に必要な技能を成文化し、

扱えるようにした。医師が行う作業を段階的な部
分に分解して示した。こうして患者中心医療は教
育できるものになった。

患者中心医療は６つの構成要素からなる。
1 疾 患（disease） と 病 の 経 験（ illness 

experience）の両方をよく調べる
2 患者の全体を理解する
3 患者と共通の土台を探す
4 予防と健康増進を組み入れる
5 患者医師関係をよくする
6 現実的に考える

ただし（1）のステップを行うにも慣れるのに
時間がかかる。疾患と病について簡単に示す。疾
患（disease）とは、医師が診断し、ICD に基づい
て記録されるような病名、教科書の項目に挙がる
病名である。一方、病（illness）とは、患者や家
族がその疾患をどのように経験するか、その個人
特有な方法のことである。
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　では、患者の個人的な経験をどのように知る
ことができるだろうか。患者による病の経験を
たずねるのに、４つの項目を質問するとよい。

 Feeling（どのように感じているのか）

 Ideas　（どのように考えているのか）

 effect on Function
   （患者の日常生活にどのような影響が及

んでいるのか）

 Expectations for treatment 
  （患者は治療に何を求めているのか）

これらの頭文字をとって” FIFE（ファイフ）”
と呼ばれる。患者や家族の視点をより詳しく
知ろうとするとき、” FIFE the patient”（患者
を FIFE する）と言うこともある。このように、
患者中心医療は、単に患者にやさしい医療であ
るのではなく、きちんとした方法がある。伝統
的な生物医学的モデルでは、生物医学的に何が
起こっているかがもっとも重要とされる。そこ
では疾患は、医者の診断しようとする努力や患
者の知ろうとする努力とは独立して存在してお
り、適切な診断法によって発見されなければな
らない。

患者 中 心 の 観 点 で は、Katherine 
Montgomery Hunter いわく、「医療は科

学ではない。それは、病んでいる人のケアのた
めに行われる、理性的な、科学を用いた、相互
的な、解釈的活動である。」
この視点における医療の中心的な責務は、

1 患者によって語られる、病の経験の物語
をよく聴く

2 物語を患者の社会的な背景のなかに置く
3 患者がよりよい物

語で終われるよう
助ける

ことである。
すべての病のエピソードは、はじめは患者によ
る物語として知らされる。そして患者による病
の経験は、医療システムとのかかわりのなかで
形作られる。患者中心医療においては、生物医
学的視点よりも医師の責任は重く、医師には、
患者の物語のなかに登場する道徳的な人物とし
ての役割だけでなく、物語の筋を決定づける役
割もある。
このように、患者の物語を聴くことが重要であ
るとすると、われわれはよい聴き手でなければ
ならない。そこでは人間性が重要である。文学
作品を読み映画を見ることは、登場人物が直面
する自己の現実的存在に関する問題や道徳的・
倫理的な問題を考えることを通して、われわれ
は医師としてもつべき技能を磨く機会になって
いるだろう。

たしかに患者中心医療を行うことは医療の
心であり魂であると思うが、われわれは

このような人間的なやりかたで医療を実践する
ことのみが道徳的な義務である、と思うように
なりはしないかと注意すべきである。患者中心
医療の教科書では、経済面は医療において末梢
の問題とされている。医療を受けられる患者に
とっては、経済面は些細な問題かもしれない。
しかしながら世界中には貧困のために医療も受
けられない人々がたくさんいることを忘れては
ならない。彼らにとって経済問題は重要である。

（関口進一郎）
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Kpiolani Medical Center for 
Women and Children

24-hr Emergency Department: 20,000 visits per year
Outpatient Pediatrics: 18,000 visits per year

Outpatient OB/Gyn; 15,000 visits per year
Inpatient Pediatrics: 4,000 ward admissions per year

Pediatric Intensive Care: 300 admissions per year
Pediatric Surgery: 2,000 cases per year

Neonatal Intensive Care: 350 admissions per year
Deliveries: 6,000 per year, C-Sections: 1,100 per year

Gyn Surgery: 3,200 cases per year

Kapiolani Medical Center は、226 床（80 産婦人，88 小児，47 新生児）の
24 時間体制の救急センターを持つ病院である。その規模は上記の数値をみ

て理解できる。訪問そうそう朝食を取りながら "Spina bifi da" の講義が Vijaya Reddy, MD か
ら行われた。その後 Dr. Inoue の案内で院内を見学した。写真を見ながら雰囲気を感じても
らえば幸いである。

（森田　潤）

　 救 急 外 来 の 入 院 率
は 10 ％ と 日 本 同 様 低
い。しかし、ここには
救急専門ナースと小児
救急医がいる（廊下に
名が張り出してある；
Board of Certifi cation for 
Emergency Nursing）。

カンファランスルーム、階段
式でプレゼンテーションのた
めに造られている。Mac と
Red Book が。

病棟には広いプレ
ールームがあり（写
真の３倍）、専属
のお姉さんがいる。
また、山のような
ビデオと TV ゲー
ムも。

ミニマクドナルドハウス
Family Room
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LDR ルーム。入院費用は３日で $9,919.70 と高額だ
が個室シャワーとトイレ、枕もとを開けると写真のとお

り。足下には各部屋にツイン対応のインファントウォーマ
ーが隠されている。

Shriners Hospitals for 
Children, Honolulu

Shriners は、40 床の整形外科疾患に特化した病院である。そ
のきわだった特色は、全世界に拡がる 22 の病院が、保険を

持っている子どもでも無料で治療を行うことである。寄付によ
って 80 年以上も前から（since 1922）運営されている。しかし
１日の費用は 22 病院で $1.6 million に達しており、いつまで
いまの無料化が続けられるか不安でもあるらしい。以下の HP
からは寄付もできるようになっている。

www.shrinershq.org/shc/honolulu

病院全体がトロピカルリゾートの雰囲気で、待合いはヤシ
の木風の柱に、受付も船型。プレイルームには青年用の部
屋があり、ビリヤード台が２つあった。

世界中から患者が来院してい
る。日本からも。廊下には
お礼のキモノがかざってあっ

た。離島にも定期的
に訪問診療している
とのこと。

カラフルな
ギブスに子
どもへの配
慮がうかが
える。
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■ハワイを楽しみながら勉強するツアー

　夢の楽園・ハワイ！　開業医が患者さん
に「ハワイに行くので休診にします」とい
って、一週間ほどクリニックを空けるには
勇気がいります。それでも「めったにない
チャンス、診療をやめても、人生にこうい
う冒険があってもいいじゃあ～りません
か」という橋本先生のひと声に、私だけで
なく仲間も心を動かされたようです。ふり
返って、関口先生（慶応大小児科）と８人
の開業小児科医の英断というか、遊び心と
いうか、この決断がこれからのプライマ
リ・ケア教育活動を大きく変えるにちがい
ありません。ここで得たものは教育検討委
員会・海外研修チ―ムの記念すべき宝物で
す。セミナーの企画・運営は最高でした。
Dr. Greene，Dr. Suzuki、その他の皆さんに
は大変お世話になりました。

■私は三つのことに興味がありました。

その 1 は、教育における開業医のマン
パワーを知ることでした。ハワイ大学は
各クラスに約 70 名の学生がいて、教育の
ために 120 名の開業医が登録され、その
約半数がボランティアであると聞き（Dr. 
Greene）、ハワイの教育ボランティアはす
ごいと思いました。さらに、小児科学教育
では１２名の開業医が協力しているそうで

す（Dr. Naguwa）。平均 100 名クラスの日
本では、もっと多くの開業医が教育に参加
しなければ医学教育全体がよくならないで
しょう。日米で事情は違い、米国の開業医
は午前中クリニックで診療し、午後は病院
に出かけて患者を診たり後輩を指導すると
いいますが、日本でもそのようなシステム
が日常化するよう願っています。

その２は、救急医療の教育要領で新発見
はないか？です。日本では救急医療の話に
なると、辛く厳しい面が多いため、医学生
も研修医も嫌な気分になってしまいます。
指導者の姿勢や教え方によるものかもしれ
ませんが、議論を重ねるほど落ち込みがひ
どくなってゆきます。いつも私は「救急医
療」をもっと明るく効率よく伝えるべきだ
と思っていましたが、Dr. Inaba はレクチャ
ーでそれを見事に示してくれました。あの
マジックを使った救急医療の指導は楽しい
時間でしたし、また彼の自作である救急医
必携カ―ド” Dr. AI’ s Clinical Pearls” は簡
便で憶えやすく、いいお土産になりました。
救急が厳しい分野であるだけに彼のパフォ
ーマンスはすごく輝いてみえました。

その３は、医学生に対する小児科への勧
誘（Dr. Uehara）で、その秘策を知りたい
と期待していました。ハワイでも日本と同
じように小児科医の確保にかなり力を入れ
ているようです。米国小児科学会の合言葉

アロハ・セミナー印象記

武谷　茂 
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は “Pediatricians have very high career 
satisfaction” です。小児科の魅力を学生
にどのように伝えるかがカギになります
が、日本式大学中心教育ではなく、学生
を大学の外に出すこと、実際には、内容
が充実したクリニック実習をはじめ、保
育園のプレスクールプログラムや母親教
室、ショッピングセンターの相談室で学
生に指導役をさせる、などの体験も参考
にしながら、学生に小児科の魅力を感じ
自分の適性を考えたうえで卒業後の進路
をきめるチャンスを与えています。とく
に女性が半数以上占める小児科では、小
児科医としての女性の生き方を明るい展

望として個別に提案しています。強引な
入局勧誘でないことは確かです。

■いちばん印象に残ったことは、情報や
科学技術が発展した現在も “人間味ある
医療を重視する教育の徹底” が再確認で
きたことです、「学生に EBM が全てだ
と思わせない指導を心掛けている」（Dr. 
Kasuya）、「医療は科学ではなく、病んで
いる人間のケアである」（Dr. Yamada）と
いった言葉にも共感できました。私は学
生たちに「検証済みの経験を多く積み重
ねながら “聴診器一本で診られる医者” に
なろう」と話す自信がつきました。
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橋本先生からハワイセミナ
ー案内の第一報ファッ

クスを頂いた時、ハワイの三文字が
鮮烈に脳裏に刻まれ、「いいなあ！」
と思わず、呟いていました。開業三
年半、まだまだ借金返済の身である
ため、長期休診には不安もありまし
たが、主人の「参加する」の一言で
あっさり決まってしまいました。ク
リニックの案内表示には “学会出席
のため休診” と記しました（ハワイ
=バカンスの印象が強いので、ハワ
イセミナー参加のためとは記すこと
は出来ませんでした…）。同行に際
しもう二点問題がありました。一つ
は娘の事、もう一つはペットの世話。
中学の娘に「一緒に行こう」と誘い
ましたが、「私は行かないよ」とあ
っさり言われ、実家よりの遠距離通
学。ペットの世話は友人が快く引き
受けてくれ、無事問題解決（娘と友
人と実家に感謝）。

鈴木先生宅でのWelcome 
Party（一日目）
　緑溢れる大自然の中に建って
いる広くて、素敵なお宅（調度
品もすばらしい）でのおもてな
し。奥様の手料理に舌鼓をうち
ながらの歓談。みんなで合唱し
た Greene 先生への Birthday’ s 
Song。出張サービスのお寿司も
とても新鮮で美味でした。ハワ
イでの実生活を垣間見ることが
でき、貴重な体験でした。準備や片
付けなど大変だった事とお察しいた
します。心より御礼申し上げます、
ありがとうございました。奥様の
パートナーとして支える姿（内助の

功）、陽気で気さくな、バイタリテ
ィ溢れるお人柄は印象的で、人生の
先輩として大いに見習うべきだと思
いました。

外来小児科学会ご一行夕食会
（二日目）
ハレクラニホテル “オーキッド” に
て、外来小児科学会からの参加者の
全員での夕食会。遠くにダイヤモン
ドヘッドを眺め、心地よい潮風を感
じながらの Sunset Dinner。世界一
のシャンパンで乾杯し、米国一のワ
インを片手にみんなで「ワイワイ、
ガヤガヤ」の談笑。このような場を
セッティングして頂いた橋本先生に
感謝を込めて乾杯！

The Willows での Farewell 
Dinner（三日目）
 セミナー終了証書授与を兼ねた
ハワイアンバイキングの Farewell 
Dinner。初めて口にする食べ物もあ

セミナーに同行して
奥様達のハワイ
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武谷 マツ子
田原 厚子
藤田 文代
森田 稔子＊
（＊書き手）

りましたが、どれも美味しくいただきました。「講
師の方々を各テーブルに一人ずつ」の言葉に、英語
の苦手な私は最初緊張しましたが、同席の Pietsch
ご夫妻の温厚でユーモアたっぷりのお人柄に触れ、
和やかな雰囲気に包まれ、笑いの絶えないテーブル
に変わりました。哀愁漂うフラの踊り、熊谷・藤田
両先生による “六甲おろし”、武谷先生のハーモニ
カ演奏などがあり楽しい夜が過ぎました。

病院見学 Kapiolani Medical Center, 
Shreiner  Hospital（四日目）
Kapiolani Medical Center では個室分娩の設備の良
さ（分娩費はかなり高額とのこと）が印象に残りま
した。Shreiner  Hospital は系列病院の財源がすべ
て寄附により賄われていて、患者様の自己負担なし
です。日本の現状とは全く異なり、スケールの大き
さにも驚きました。プライベートの尊重、広いプレ
イルーム、日本同様ディズニーグッズは必需品のよ
うです。

番外編その 1：ハワイの休日
四組は奥様同伴でした。主人たちがセミナーで勉強
中、私たち奥様組はオアフ島の観光やショッピング，
ハワイアンエステやスパに興じ、ハワイの休日を十
分満喫しておりました（内心主人たちには申し訳な
く感じつつ…）。最終日の夜はサンセットディナー
クルーズへ出かけました。多くの新婚さんに囲まれ、
若き日を思い出しながら…？もし次回このような機
会があれば、奥様同士事前に連絡を取り合って色々
企画をしても楽しいでしょう。仕事と時間に追われ
る日常業務や家庭から解放され、大いに楽しませて
頂いた至福なひと時。リフレッシュ効果大。時差ボ
ケも疲れもなく、自分のタフさに感心しながら私の
ハワイの休日は終わりました。

番外編その 2：お土産
夫婦同伴での参加なので、スタッフ等へのお土産は
必須。事前に海外お土産サービスを利用し荷物にな
る物（チョコやコーヒー等）は手配済みでしたが、
ハワイオリジナルのお土産探しが大変でした。

最後に、たくさんの方と知り合いになれた事は
大きな収穫でした。語学力が堪能であればも

っと違った楽しみも体験できた事でしょう、このよ
うな機会を与えていただきました鈴木先生ご夫妻、
OMEスタッフの方々、講師の皆様、そして一番の
功労者の橋本先生に敬意を評しこの場をおかりして
御礼申し上げます。「お世話になりました。そして、
ありがとうございました。」末筆ながら主人にも一
言「ありがとう！」。
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Seminar Leaders:
•  Mitsuaki "Skip" Suzuki, MD, workshop leader
•  Ryuichi Kuromaru, MD, workshop consultant
•  Gordon Greene, PhD, director, Program for Medical 

Education in East Asia
•  Nakaya Saito, MD, Visiting Fellow

Seminar Faculty (list in program order) :
•  Gwen Naguwa, MD
•  Alson Inaba, MD
•  Richard Kasuya, MD, MsEd
•  Bernard Ho, MBA
•  Nobuaki Inoue, MD
•  Akira Fujiyoshi, MD
•  Keijiro Yazawa, MD
•  Art Gladstone, BSN, MBA
•  Mari Uehara, MD
•  Joshua Jacobs, MD
•  James Pietsch, JD
•  Seiji Yamada, MD

Seminar Staff:
• Raymond Tabata, MA, Educational Program Specialist
• Robyn Izumi, Program Associate
• Matthew Rogers, Student Assistant

http://ome.hawaii.edu/

日本外来小児科学会；教育検討委員会

藤本　保：Fujimoto Tamotsu
 fujimoto@oita-kodomo.jp
藤田　位：Fujita Takashi
 tff ujita@silver.ocn.ne.jp
橋本剛太郎：Hashimoto Gotaro
 gotaro@mint.ocn.ne.jp
熊谷直樹：Kumagai Naoki
 DZF04443@nifty.com
森田　潤：Morita Jun
 jun@clinic-morita.com
永井幸夫：Nagai Yukio
 yuknagai@rr.iij4u.or.jp
関口進一郎：Sekiguchi Shinichiro
 kiyosekko@nippon.email.ne.jp
田原卓浩：Tahara Takahiro
 drtak@juno.ocn.ne.jp
武谷　茂：Takeya Shigeru
 stakeya@vesta.ocn.ne.jp

　日本で最も多忙な医師たちが１ヶ月
でまとめたセミナー報告書です。小児
科を中心とした医学教育の essence が
ここにあります。どこかの頁にあなた
の探している地図が示されていること
でしょう。森田


