﹁人は何のために生き︑死ん

プラウダ創刊
新聞プラウダとイズベスチヤの違いは何か？

イズベスチヤにプラウダ︵真実︶はない﹂とい

プラウダにイズベスチヤ︵ニュース︶はなく︑

ソビエト連邦共産党の機関紙プラウダは︑最

った︒政府機関紙のイズベスチヤとともに党・

なれば病院へ入院し︑病院で天

と︑年を取ってどこか体が悪く

うような小話︵アネクドート︶
も生まれた︒
︵志︶

盛期には発行部数一千万部を超え︑世界一を誇

政府のプロパガンダ紙だったため﹁ソ連の二大

最善の医療も 人それぞれ
いまし た ︒ し か し ︑ 小 川 島 で

寿を全うするのが当然と思って

でいくのか﹂
幼いころ︑祖父の死をきっか

ながら︑ない頭をひねることが

その後悪くなっていないだろう
ん︒

ことも一度や二度ではありませ

現代で︑患者さんを相手

思っておられる方が多いように

どく︑入院して治療を受けなけ

診に行った時のこと︒肺炎がひ

先日︑八十代の女性の家に往

思います︒

す︒
本人の強い希望で︑島で治療を

れば危険な状態でした︒結局︑

かされたこともいくつかありま
まず一つは︑患者さんの話を

日その方は亡くなりました︒と

続けることになりましたが︑翌

よく聞くことが︑非常に大切だ
が痛いといって来られた方も︑
をかなえられた﹂と非常に感謝

ころが︑ご家族は﹁本人の希望

ということです︒頭が痛い︑腰

にか痛まなくなった﹂と言われ

病気だけをみれば︑正しい治

してくださいました︒

じっくり話を伺うと﹁いつの間

﹁病気ではなく患者を診る﹂

る方が少なからずおられます︒

ないかと悩みもしました︒が︑

療を行ったとは言えないのでは
同時に患者さんの満足する治療

とはよく言ったもので︑こうし
んの話や訴えを聞くことの重要

れる経験だったと思います︒

の大切さ︑難しさを考えさせら

た経験を重ねることで︑患者さ

なりました︒

性を︑より一層認識するように

最初の疑問に対する答えには
まだ至りませんが︑少なくとも
ること﹂が︑その答えの一つで

﹁小川島の方々の人生にかかわ

最期 は島で⁝

もう一つは︑人生もそれぞれ

︵次回予定は香川県︶

はないかと思っています︒

違うように︑最善の医療も人に
よってそれぞれ異なるものだと
いうことです︒
総合病院で研修をしている

学生以外の医師が研修 は開始される見通しだ︒ ーでは独自に開発したブ
学生は五︑六年生が対 タ専用の集中治療室︵Ｉ
ィネーターが個々の状況 象︒同大では卒業後︑へ ＣＵ︶で一定期間︑経過

を受ける場合は︑コーデ

成する︒科を越えた連携 め︑専門外でも最低限の

四月二十七日午前︑同

に応じてプログラムを作 き 地 で 診 療 に 携 わ る た の観察も行う︒
による指導も行われる︒ 外科の経験が求められて センターで学生四人が実

ピッグセンターの研修 米国の最新鋭シミュレー いる︒国内にあるほかの 習 し た ︒ 腹 ︑ 胸 部 の 切

術がどんどん導入される た﹂と話す︒

は︑最期の時も島で迎えたいと

けにし て そ ん な こ と を 考 え 始
症状を訴えられる方はむしろ少
か︒何か見落としはなかったの

つようになりました︒

め︑医師という仕事に興味を持
多かったようです︒

自治医大は︑実験医学センターに医療技術トレ

しかし︑小川島に来て︑気付

ます︒自分一人でウンウン言い

なく︑できる検査も限られてい
か﹂と夜︑不安で眠れなかった

佐賀県立病院での二年間の研
﹁今日診察した患者さんが︑

修では︑患者さんのところに︑
とや他の先生方と夜遅く飲みに

検査室にと院内を走り回ったこ

初期研修を終え三年目からは︑

出掛けた記憶しかありません︒

となりました︒

現在勤務している小川島へ赴任

話を聞く大切さ

３世代で暮らすおばあちゃんを往診。声を掛けながら血圧を測定する
にして医師が腕を磨く時 は︑同大の学生だけでな ションで学んでから︑ブ 研修トレーニング室では 開︑縫合︑心臓マッサー

ションだけでは感覚が養 に対して提供されること

得に動物を使った研修は この研修システムを通じ

われない︒外科技術の習 が大きな特徴だ︒医師は

タによる研修が世界から 習得を目指すことができ

必要不可欠で︑生きたブ て︑常により高い技術の
再注目されるようになっ る︒

生きたブタを使って実習する学生︵自治医大実
験医学センター﹁ピッグセンター﹂︶

学生から専門医にまで提供

せたい﹂と話している︒

システムを全国に普及さ

とにつながる︒この研修

全︑安心な医療を生むこ

れる︒この好循環が安

技術がまた研修に生かさ

技術を向上させる︒その

秀な医師を育て︑臨床の

小林教授は﹁研修が優

かけになるという︒

しての責任を感じるきっ

高めるとともに︑医師と

ことで︑外科への興味を

患者と同様の経験をする

きたブタを使って人間の

が減少傾向にあるが︑生

い︒外科を希望する学生

術の習得ばかりではな

学生へのメリットは技

しながら指導した︒

術で起き得る事態も想定

か？﹂などと︑実際の手

停止したらどうする

﹁ここで︑患者さんが心

になってきたシミュレー さまざまなレベルの医師 レーニング法もこの夏に されるが︑ピッグセンタ っ て い た ︒ 小 林 教 授 は

代ではない︒最近︑盛ん く︑研修医︑専門医など タの実習に入るというト 動物は通常︑すぐに処分 ジ︑臓器の摘出などを行

ピッグセンター設立

ーニング部門︵通称﹁ピッグセンター﹂︶を設立
した︒生きたブタを使った外科技術の研修を︑学
生や専門医などさまざまなレベルの医師に提供す
る︒こうした研修システムは世界にも例がなく︑
︵斎藤美和子︶

医師の技術の向上が安全で安心な医療につながる
と︑注目されている︒

年は徐々に減少し︑県内

頭を使用していたが︑近

自自治治医医大大
臓器移植や再生医療の

犬の使用は打ち切られ

では二〇〇四年度に譲渡

前臨床研究を大きな柱と
外科手術の研修も実施す

するピッグセンターで︑

一方︑ブタは家畜とし

た︒

に動物実験で使用される

ての歴史が長く︑世界的

造が人間に近いためだ︒

るのは︑ブタの内臓の構

は︑動物福祉の観点か

の使用はブタの用途を広

傾向にある︒動物実験で

また︑ブタを使用するの

されているという世界的

ら︑犬の動物実験が見直

にもつながる︒これまで

げ︑養豚業へのメリット

わなかったが︑篤志家の

は金銭的な面で体制が整

従来︑動物実験は犬が

な背景もある︒

大でも保健所からの﹁譲

センター長を務める小

寄付などで実現した︒
林英司教授は﹁新しい技

【私の勤務地】呼子港から６．
５ 沖の玄界灘に浮
かぶ周囲４ 、人口５
５人の小さな島。 か つ て 、 玄 界
３
灘の一番の捕鯨基地として栄華を誇っていた。
現在は、
呼子の名物となっているイカの一本釣りを主体とした
漁業が行われている。小川島のイカは「どっちの料理
ショー」に取り上げられたこともある。
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唐津市小川島診療所

赴任当初は戸惑いの連続︒正
直つらいと感じることが多かっ

27期生 2004年卒

山内 康平

中心に使われてきた︒同

から学生実習を実施︒実

渡犬﹂を使って三十年前
験も含めて年間四︑五百

!
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