Lohas Medical Dialogue
Lohas Medical Dialogue

内田 樹×小松秀樹

医療崩壊の
文化論

ームドコンセントはいいこと

責任回避の構造

すっかり日本の医療現場に定着した感のあるインフ
ォームドコンセント︒今回の対談は︑インフォームド
コンセントへの異議から始まります︒
第3回

内田 医療に関心を持つよう
になったのはですね︑医学書
院の﹃看護学雑誌﹄というと
ころから︑インフォームドコ
ンセントについて原稿を書い
てほしいと頼まれたのがきっ
かけなんですよ︒

だということになっているん

だけれど︑どうも違うような

気がする︒ただ︑そのロジッ

クが組み立てられないので︑

先生に考えてほしい﹂と︒で︑

インフォームドコンセントに

関して書かれたもの︑たいて

いは素晴らしいって書いてあ

送ってきたので︑読んでみて︑

アホだと思いましたね︒
中でも特にアホだと思った

のが︑患者は医療者と対等の

立場で情報を集めて正しい治

療法を選択しなければならな

いと書いてあるものでね︑心

身ともボロボロになっている

人に︑普段でさえやっていな

いような勉強をして︑医師と

うのを防ぐという側面がある

のは間違いないです︒
それと一方で︑何かあった

時︑うまくいかなかった時に

後から文句を言う人が多いん

ですよ︒だから医者側の自己

防御というのもあります︒

内田 それって保険の約款の
ようなものですよね︒小さい
文字でいっぱい書いてあって︑
理解していようがいまいが︑
読んだことにしておいてくだ
さいって︒私がインフォーム
ドコンセント受けた時も︑本
当に保険会社の営業トークと
同じで︑機械的にやっている
んですよ︒なぜこんなことす
るんですか︒後でガタガタ言
いませんから︑先生のいいと

対等に交渉して自己決定せよ

なんて無茶な話ですよ︒
ただ︑その時にふっと思い

出したことがあって︑ 歳の

て言いましたけどね︒

時からアメリカに住んでいる
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なんで私に頼むのかと聞い
たら︑その若い編集者がです
るんですけど︑それを色々と

にする社会ならインフォーム

ドコンセントは意味がありま

すよ︒でも︑最適の選択にな

るとは限りませんよね︒

小松 私は︑インフォームド

コンセントは評価しています︒

医師と患者が情報を共有して

信頼関係を高めようとするも

のだ思ってます︒それと︑日

本では︑医者が勝手に無理な

治療方針を立てちゃうことも

多かったんですよ︒外科だと

手術したがるとか︒

内田 やっぱり︑そういうも

んですか︒

小松 それはアメリカも一緒

ですけどね︒アメリカの場合

だと︑お金がほしいから手術
したがるんで︑もっと悪いか

……………………

らない︒手術するのも︑放射

どの治療がいいかなんて分か

とえば前立腺がんなんかだと︑

小松 そうは言われても︑た

………………………

ね︑
﹁医 療 界 で は︑イ ン フォ

甥がいるんです︒彼がオート
バイレースで肩を骨折しまし
て︑その時に﹁樹さん︑生ま
れてからこんなに勉強したこ
うれ

とないよ﹂と︑嬉しそうに言

……………………………………………

思う方法を選んでくださいっ

内田樹
小松秀樹

うんです︒図書館で肩のこと

……………………………………………………………………………………………

もしれない︒だから︑そうい
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や治療法をあれこれ調べて︑
これがいいと思った治療法を
医師に示して︑それでやって
もらったんだって︑とっても
嬉しそうなんです︒
ああ︑この人は治療法を自
己決定したことで自己肯定感
が高まっているんだな︑と思
いました︒治療効果あります
よね︒極端なことを言えば︑
たとえ間違った治療法を選択
したんだとしても︑彼は非常
に達成感を感じるはずなんで

……………………………………………

自己決定社会でないのに
インフォームドコンセント
礼賛するのはアホ︒︵内田︶

す︒そういう自己決定を大事

……………………………………………………………………………………………

線当てるのも︑ホルモン注射
するのも︑実は無治療という
のも正当な医療で︑どれが一
番優れているのかを明確に示
すデータがないのだけれど︑
その辺をきちんと説明してな
い医師も多いんですよ︒
内田 でも︑それを患者に決
められますか?
小松 だから何カ月かかって
もいいから︑じっくり考えて
くださいと言います︒
内田 そうは言われても︒
小松 今の紛争で敗訴する最
大の理由が︑選択肢を全部示
さなかったという説明義務違
反なんですよ︒だから仕方な
い︒
内田 でも患者には医学的知
識がないわけですから︑何を
根拠に決めていいのか分かり
ませんよね︒
小松 手術と無治療のどちら
かを選ぶとなると︑根拠にな

治らないから︑それは言って

おかないといけない︒それと︑

治療法を医師が決めても︑悪

い結果が出ることはあるし︑

後で文句言われることを考え

たら仕方ないんですよ︒

内田 なぜここにこだわるか

というと︑私︑実は医者の友

達が多いんですよ︒それで自

分の体に何かあった時は︑そ

の普段の私を知っているお医

者さんの推薦してくれるお医

者さんの所へ行くようにして

いるんです︒お医者さんなら︑

どの領域ではどのお医者さん

に行ったらいいか知っていま

すでしょう︒
病気になってからどこかの

病院に転がり込んで︑初対面

に近い医者にベストな治療を

してくれっていうのが︑そも

そも無茶な話なんでね︒本来

は健康な時に︑自分の人的ネ

ットワークの中に信頼できる

医師とコネクションを作って

おくべきだと思うんですよ︒

生活習慣も既往も知っている

います︒インフォームドコン

セントもその一つですけど︑

リスクのある診療を引き受け

ない︑最終的な判断を示さな

い︒
患者が来たら︑いっぱい検

査して︑それで異常があった

ら専門家に回す︒判断と責任

を一切引き受けないんです︒

内田 自分の手に負えない人

を専門家に回すのは︑誠実と

いえば誠実ですよね︒

小松 いや手に負えても︑で

すよ︒たとえば僕らのところ

によく来るのは︑尿潜血反応

が出た人︒開業の先生がいっ

ぱい送ってくるんですけど︑

はっきり言って迷惑なんです
よ︒

選択肢を全部説明しないと
敗訴する︒
だから仕方ない︒︵小松︶
ようなお医者さんに紹介して

もらうなら︑あまり考えずに

お任せしても大丈夫じゃない

ですか︒
ほとんどの人はそれを考え

ずに︑調子が悪くなっていき

なり飛び込んでいって︑最適

の治療してくれといっても︑

それは無理ですよ︒

小松 生活習慣とか既往の関

係ない病気も多いから︑一般

化は難しいような気もします

が︑プロフェッショナルがプ

ロフェッショナルを知ってい

るというのは間違いないです

ね︒

内田 自分が健康な時に︑自

分の足と時間とを使って︑医

者とのコネクションを作る︒

イザという時のために︑自分

内田 ひょっとすると重篤な

疾患の可能性がある︑と︒

小松 ほとんどないです︒尿

潜血だけだったら︑健康な人

と変わらないです︒

内田 でも︑平気ですよとい

うと後で責任問われるかもし

れないから︒
小松 ええ︒
内田 それは特に開業医の話
ですか︒
小松 開業医の中にも︑田舎
などで︑大きな役割を引き受
けておられる方がいるのは間
違いありません︒でも︑都市
あつ

部で最近開業しているのは軋
れき

轢に疲れきった人たちが多い
ですから︑可能な限り責任を
引き受けないようにするのは
仕方ないことです︒無茶な責
任追及がある限り︑正当な行
動とも言えます︒
厚生労働省が︑開業の先生
を夜も働くように診療報酬で
誘導しようとしているんです
が︑あれは無理だと思ってま

の時間を投資する感覚ですね︒

小松 医師がどれだけの人と

付き合えるか︑その総量から

見れば︑すべての人が医師と

コネクションは持てません︒

特に︑救急医療はそんなわけ

にいかないです︒救急医療が

崩壊しているのは︑要するに

すぐ治ると思っていて︑もと

もと助けようのなかったもの

まで︑どうしてくれるんだ責

任取れと︑ものすごくトラブ

ルが多いんです︒

内田 それでガタガタ文句を

言っていたら︑本当に医療崩

壊しちゃいますよね︒

小松 そんな人ばかりじゃな

いんだけれど︑そういうトラ

ブルを 回経験するとイヤに

す︒そもそも責任を引き受け

なっちゃう︒
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るものは︑本人の好みと人生
に対する態度しかありません︒
治らないものはどうやっても

要求すればするほど
供給が減少する
小松 医師不足って言われま
すけど︑実は医者の数が今の
ままでもやれないことはない
と個人的には思ってるんです︒
僕らが見て何もしてないなっ
ていう医者が今の半分になっ
たら︑たぶんそれで十分だと
思います︒でも︑今のような
無茶な責任追及がある限り︑
医者を増やすしかないと思い
ます︒
内田 何もしてない︑っての
は︒
小松 勤務医でも開業医でも︑
とにかく責任回避するという
のが行動原理の一つになって

健康なうちに時間使って
医師とコネクション
作っておくべき︒︵内田︶

………………………………………………………………………………………………

が第一だと思いますよ︒

るのを逃さないようにするの

線のキツイところで働いてい

てもどうせ辞めるから︑第一

ままだったら︑経路を増やし

ますよ︒でも今の責任追及の

小松 多様化はできると思い

んですか︒

医師育成の複線化はできない

っていうのも難しいですよね︒

内田 今からマインド変えろ

小松 難しいです︒

るのは難しいでしょう︒

内田 そういう医師を働かせ

小松 多いですね︒

すか︒

てない医者はかなり多いんで

内田 先生から見て︑何もし

すよ︒

り︑やらない人はやらないで

の責任追及のやり方がある限

のは︑ほとんど無理です︒今

患者さんの高い要求に応える

業医の設備や人を考えたら︑

たくない人たちなんだし︑開

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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