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此の度医学部を退 くに当たり,私 が医学

部に学生 として入った頃か らの様々のこと

が思い起 こされます.そ の中で,確 かにそ

うだった,あ るいはそうだと言って頂けそ

うな先生方 とそうだったのか と言われそう

な先生方を頭に思い浮かべながら,私 の心

に残ったことなどを書き留めて任 を果たし

たいと思います.

先ず,自 分が教授 として行ってきたここ

数年の講義 に比べ,40余 年前に学生 として

受けたその頃の教授の方々の講義が何 とユ

ニー クであったことか.

昼過 ぎか ら始 まった講義が夜の9時,10

時 まで続き,学 生側は トイレ休憩,ス ナ ッ

ク休憩を勝手にとって も,そ れさえなくて

滔々と続け られた陣内教授の外科学の臨床

講義.疾 病を浮 き彫 りに表現 された一言一

句が忘れられない浜本教授の小児科学.水

原教授の生化学の講義は哲学その ものであ

り,山 岡教授の内科学は倫理学その もので

あった.ま た,ド イツ語のテキス トを用い

た小坂教授の内科学の講義では,難 解な ド

イツ語の病名 もその特徴的な発音とともに,

いつ までも頭に残 っている.

学生側 もこのような講義 を必死でノー ト

に書 き取った.私 は,学 生時代,器 械体操

を部活動 として行 っていたので,時 に講義

を抜けなければならないことがあった.そ

の時,友 達にカーボンコピーのノー トを取

ってもらったことがあるが,こ れが現在の

学生の講義の受け方に悪い癖 をつけた始 ま

りではなかったかと反省 している.コ ピー

マシンが活躍している今,黒 板にかかれる

講義 を書 き写 さなくとも,講 義の内容はプ

リン トして配られ,ま た,速 記の出来る学

生が取ったノー トが コピーされて,皆 の手

に渡る.極 論すれば,講 義に出るのは学生

1人 でもよいことになる.現 実に講義時間

の最初か ら講義 に出る学生の数は驚 くほ ど

少ない.学 生に とって,問 題は出欠を取 ら

れることであるが,出 席を取 られる前後に

講義室に現れ,そ れが終われば再び外に出

る学生 も珍 しくない.中 に留 まっている学

生 も開いている本は,そ の講義のテキス ト

ではなく,漫 画であった り,レ ジャーのガ

イ ドであったり,中 には目を覆いた くなる

の もある.私 語 も多 く,講 義 を受けている

と言うより,缶 ジュースでも飲みなが らテ

レビを見ている感覚だ.

このことの問題点は学生側にあるだけで

はな く,医 学教育のシステム,あ るいは医

学教育その ものにあるようである.あ る時,

学生が公衆衛生の講義の時間に他の科 目の

教科書 を開いていた.そ れを閉 じるように

言 ったところ,二 つの科 目を同時にやって

いるのだか ら放 っておいて くれ と言って他

の教科書を閉じなかった学生が居たことが

ある.そ の学生は確かに公衆衛生の講義 も

聞いているらしく,時 々教官の方を向いて

メモをノー トに書 き込んでいた.学 生の中

には,医 学部は最初か ら4年 間で十分,国

家試験はそれで受か ると言い切 った学生 も

いる.

どうも学生に とって医学部の教育は国家
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試験のためにだけあるようである.国 家試

験は診療を行 うに当たっての最低限の知識

を問っているので,優 秀な成績で入学 して

きた医学部の学生にとってはあまり苦にな

らないのであろう.沢 山の参考書が揃って

いるし,こ の種 の試験は何度 も乗 り越えて

来ているので,お よその様子は分かってい

る.こ のように今の学生は自分が定めた目

的のために何が重要であるかは実に 目敏 く

捉えて対応 している.私 が抗菌薬の使い方

について講義を行った時,次 の講義は実際

の臨床の場 で大切だから必ず出てよく聞い

てお くように と言ったら,国 家試験にそれ

ばか りが出るわけではないし,臨 床に行 っ

てか ら勉強すればそれで十分間に合 うと言

うことで,出 席者が少なかったのを覚えて

いる.

現在の学生は障害物競走には長けている

と言える.目 の前に障害物 を置けば見事そ

れを乗 り越える.そ れは,そ のように訓練

され,そ れを軽 く乗 り越えられる者のみが

選ばれて大学に来ていることを考 えると当

然か もしれない.し か し,障 害物を越える

と言 う目標がなければ,ど ちらに向いて走

ってよいのか分からない学生が多いのでは

なかろうか.目 標のない広い所に立たされ

て も,自 分 でそれを見つけ,そ の様な遠い

先の大 きな 目標に向かって走 り続け る学生

も居て欲 しいものである.

この ような国家試験重視の原因の一つに

は医療における診療 システムその ものに も

問題がある.す なわち,一 度医師国家試験

をパスして医師になれば,後 は皆ほぼ一律

であり,診 療における能力の差を評価する

方法がないか らである.診 療報酬における

出来高梯いがそれである.逆 にまるめ制度

その ものが,そ のままこの目的に当て嵌 ま

るとは思わないが,定 額制になれば廻 り道

をした診療は許されなくなる.

医学の研究面において も昔 と様変わ りし

た一面がある.検 査,研 究用試薬のキッ ト

化がそれである.昔 だ と基礎医学の教室に

籍 を長 くおき,厳 しい試練 を経て自分 で試

薬 を作 らなければ出来なか ったような実験

が,今 ではキットさえ買い揃えれば診療の

合間にでもそれなりに出来ないこともない.

病歴のはっきりと分かった患者の検体が手

に入 るだけ,臨 床の方が医学研究には有利

であ り,い くら基礎振興 を図っても実 らな

い理由はその辺 りに もあ りそうだ.私 が大

学院生の頃,外 来の診療は検尿,検 便に明

け暮れ,そ の間に患者 さんの血清 トランス

ア ミナーゼを測定するため 自分で試薬まで

作っていたことなど当の本人でさえ信 じら

れない時代になって しまった.一 定の基準

でキット化され るのは精度管理の面 では利

点 も多いが逆のマイナス面 も出て来る.私

が開発 した肝細胞癌の早期診断試薬 で検出

出来るα-フェ トプロテインの肝細胞癌特異

グライコ・フォームであるAFP-L3お よび

AFP-P4は 二つ組み合 わせで初めて診断的

価値 を有するものであるが,医 療費の抑制

か らAFP-L3し か保険診療に採用されなか

った.厚 生省の担当官 との直接の話 し合い

でも学問的な有用性は現在の医療経済理論

に根差 している行政官からは全 く見向きも

されず,そ の結果,試 薬メーカー もAFP-

P4の キットを作 らな くなってしまった.市

場原理で総てが動いている現代社会に学問

では歯が立たない無念さを実感させ られた.

AFP-P4を 測定 しな くてAFP-L3に のみ

頼 るために早期の肝細胞癌 を見逃せば,AFP
-L3の 一人歩 きは罪に もな り兼ねない.私

に,も う少し自由に研究出来る期間が与え

られれば,コ ス トのかか らない一つのキッ

トのみで早期の肝細胞癌の診断が出来る試

薬 くらい作れ るのではないか と,退 官の時

期が急に押 し寄せて来た今,残 念に思って

いる.

これ らは,世 の中の動 く仕組 自体が変わ

って来ているので誰の責任 にす るわけにも

行かない.エ イズだって,全 国民に一斉に
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HIVの 検査を行 えば,明 日の 日にでも撲滅

は可能であるが,そ れが出来ない時代にな

ってから出て来た病 であるので,腸 管出血

性大腸菌O157も 含めて,こ れらを私は社

会病 と呼んでいる.特 定個人のプライバシ
ーが重ん じられるために,多 くの者の健康

が失われている.公 衆衛生の道を歩む者に

とってこれは大 きな問題である.し かし,

長年かかって築かれた人権やそれに まつわ

るプライバシーが後退する筈はない.こ の

ような社会の現実 を見つめながら,医 学 ・

医療に取 り組む ことが,こ れからの若い世

代の医師,医 学生に課せ られた使命ではな

いか と思 う.

最後に残す言葉が 自分以外に対 して何だ

か厳しす ぎ申し訳ありませ ん.こ れは自分

が出来なかったことへの自戒の念も含めて

のことですので何卒御容赦戴 きたい.

稿 を終えるに当 り,教 育 ・研究 ・臨床の

初歩から終始御懇篤な御指導を賜った恩師

小坂淳夫名誉教授,社 会医学への道 を開い

て下さった恩師緒方正名名誉教授をはじめ,

関係の諸先生方に厚 く御礼 申し上げます と

ともに,岡 山医学会の益々の御発展 をお祈

り致 します.


