内田 樹×小松秀樹

医療崩壊の
文化論
この対談もいよいよ最終回︒これからどうした
らよいのか︑その問いかけは︑読者の皆さんに
も向けられています︒

内田 どこからそんな知恵が

すけれど︒

けないということだと思いま

っているんだと伝えなきゃい

小松 相手のことを大切に思

なったんですか︒

たけど︒なんであんなことに

ていただきたいって聞きまし

て規則守らないし︑何とかし

えて︑病院の中の秩序が乱れ

﹃患者様﹄
の憂鬱

第5回

内田 香川県の看護学校に講
演に行った時に﹁患者様と呼
びましょう﹂という張り紙を
見てビックリしたんですけど︑
患者様って言えって︑あれは
厚生労働省ですか︒それから︑
個人情報保護で病室に名前を
貼っちゃいけないですか︒そ
ういう患者の人権を守らなき
ゃいけないということになっ
出てきたんでしょう︒

す︒そんなの現場で守れるわ

けがないのに指示だけはする

から︑困るんです︒

内田 ところで︑これだけ医

者が足りないって言われてる

のに︑日本は医学部の定員︑

たしか文科省が減らしちゃっ

たんですよね︒なぜ︑そんな

︶
ことしたんですか ︵※︒

小松 たぶんあれも厚労省の

意向だと思いますが︑医者の

数がいると︑医者はその分の

売り上げを病院から要求され

るから︑医療費が余計にかか

るという論理だったと思いま

す︒

内田 医療費が高すぎる︑も

っと下げろと︒

小松 厚労省の役人の所に来
るのは︑かなり極端な意見の
人が多いので︒
厚労省って調査しないんで
すよ︒患者の実態とか病院の
実態とか︑実際にそこで働い
ている人がどう思っているか
とか︒プロダクトとしての数
値とかは熱心に取るんですけ

ど︒だから︑そういう極端な

意見が政策に反映されるんで

す︒厚労省の役人と話をして

いるとしょっちゅう腹が立つ

のは︑その部分が大きいです

ね︒なんで現場のことを見な

いの︑と︒

内田 あれ︑実はサボってる

んじゃないんだと思うんです

よ︒構造的に︑現場から目を

っちゃというんですが︑お年

寄りが増えて医療費がかかる
ねんしゅつ

分︑その分どこからか捻出し

て来なくっちゃと思うのが普

通ですよね︒

内田 なんで下げろっていう

のか︒たぶん医者は高給で金

持ちだって︑すごく神話化さ
れているからじゃないですか︒
実態知らないんじゃないです
かね︑勤務医なんかの︒
小松 とにかく医療費が高い
のがいけないというのが︑そ
のまま通っちゃって︒でも実
は日本って︑税金と社会保障
費の収入の占める割合の﹃国
民負担率﹄がむちゃくちゃ低
いんですよね︒財務省のホー
ムページを見るとすぐ出てき
割 で︑

小松秀樹

そらさなければならない︑上
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業。同大学病院を含む都内8
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がってきた統計数値とか数と

かに対しては非常に熱心だけ

れど︑その数がどのように出

てきたかとか︑その数の元に

なっている現場のシステムが

どう動いているかというのは

見たくない︑見ちゃいけない

と思っている︒
また養老孟司先生の受け売

りになりますけど︑現代の人

たちは︑徹底的にナマモノを

避けていて︑とにかく自然物

に触れない人︑自分の手足を

動かさない人が一番偉いこと

になってませんか︒それって

情報化社会の通弊・病態だと

思うんですよね︒

小松 行政は文句言われすぎ

日本より低いのは カ国しか

見ちゃいけないと
構造的に思わされてる︒︵内田︶

厚労省は現場を見ずに
不可能な指示だけする︒︵小松︶

けれど︑収入の少ない人だけ

けているって言われるんです

国民健康保険が破たんしか

ら︑その分キツくなる︒

しい人が多いんですよ︒だか

だいたい病気になる人って貧

本って一番大きいんですよね︒

払わせるので︑窓口負担は日

取らない分を︑窓口で個人に

少ない分︑社会保険料として

もう一つは︑安くて予算が

思うんですよね︒

になっているということだと

給はあるという︑それが無理

ですよ︒負担してないのに支

支給はもうちょっと大きいん

字国債を発行しているから︑

が安いんですよね︒でも︑赤

スイスと韓国︒もの凄く税金

ない︒アメリカとメキシコと

4

てから︑威張り散らす人が増

のところもあるけれど︑彼ら
がリアリズムと外れたところ
にいることも間違いないです︒
大問題になっている医療安全
のことで言うと︑医者の経験
がほとんどない︑医療安全の
専門家といえるような経歴も
一切ない︑そういう人が医療
安全の一番要のポジションに
いて︑現場の人がどう医療安
全と取り組んでいるか︑患者
がどう考えていて︑どんな交
渉をしてるか︑そういう調査
なんか一切したことがない︒
それでこんな重要なこと決め
るなんて︑あんたに資格ない
んじゃないかと言ったら︑仕
事ですから︑と︒開き直りで

小松 1983年に︑医療費

ま す よ︒ 合 わ せ て

………………………………………………………………………………………

内田 樹
OECDの先進 カ国の中で

4

すよね︒

亡国論とか医療費効率逓減論
とか 頁くらいの論文が﹃社
会保険旬報﹄とかいう雑誌に
出て︑吉村仁さんという厚生
省の保険局長だった人が書い
たんです︒それが今でも無批
判に完全に受け入れられてい
ます︒お年寄りが増えるから︑
医療費が増えるから下げなく

27

内田 厚労省も気の毒だと思
うんですよね︒たたかれすぎ
てパニックになっている︒こ
れ以上失点を重ねたらいけな
いということで︑医療行政を
指導するなんてできないので
は︒
小松 いや指導はしたがるん
です︒完璧なルールを作りま

うちだ・たつる●神戸女学院
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まれ。東京大学文学部卒。東
京都立大助手を経て神戸女学
院大へ。専門はフランス現代
思想、映画論、武道論。著書
極めて多数。07年、
『私家版・
ユダヤ文化論』
（文春新書）
で小林秀雄賞を受賞。
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※この対談は2月に行いました。その後6月に閣議決定が見直され、医師養成数は増やされることになりました。

集めてるから保険になってな
いんですよ︒そのうえに︑お
金払えなくて保険ない人がど
んどん増えている︒企業なん
かだけが固まって保険やるの
はインチキですよ︒企業だけ
で国が成立しているわけじゃ
ないのに︒
内田 無保険者って診療を受
けられないんですか︒
小松 いや︑行けば受けられ
るんですよ︒日本の病院はそ
あこぎ

こまで阿漕なことできないの
で︒
内田 医療受けるだけ受けて︑
お金を払わずに帰っちゃうの
ですか︒それ追いかけて取る
ということはしてないのです
か︒
小松 強くやり過ぎると非難
を受けるから︑恐ろしくちょ
っとしかやってないですね︒
内田 すると給食費払わない
親じゃないですけれど︑払わ
なくても別に追いかけてこな
いなら︑じゃあ払わないでい
ようか︑と︒実際に聞いたん

家族が︑完全にファクトリ
ーになっている︒家族一丸と
なって非常に優秀な製品を出
しました︒それを世間の人に
評価していただきたい︑って
なもんで︑ビジネスコンテス
トで賞をとった工場長がピー
スみたいな感じで︑お父さん︑
お母さんがにこやかに写真に
写っている︒
こんな考え方がいつから日
本の常識になったんだろう︑
と思ってね︒家はファクトリ
ーじゃない︑家は小さな社会︒
その中で︑ある問題について
俺はこう思う︑しかしあの人
はそうは思わない︒家の中で
多様な価値観がぶつかりあっ
て︑その中でどうやって合意
形成していくかを通じて社会
性を獲得していった︒そこの

ですけれどね︒入院して何カ

月も払わない人がいるって︒

病院が気の毒になっちゃうん

ですけどね︒どうして︑こん

な人に病院がこれだけのサー

ビスしなくちゃいけないのっ

て︒

小松 そうなんですよ︒その

手の話はたくさんあって︑一

切お金を払わずに︑救急車で

来て無理やり入院を強要して︑

いったん入ったら一切出てい

かないでわがままばかり言っ

ているっていうの︑そこら中

にあるんですよ︒

さあ
エンカレッジしよう

内田 医療の抱える問題と教

育の抱える問題って︑本当に

似ていると思うんです︒
医療も教育も惰性の強い制

度で︑医師にしても教師にし

ても︑担い手たちのメンタリ

ティは︑そんなに昔と変わっ

てないと思うんです︒でもそ

こへ来る人たちのメンタリテ

部分がスコーンとなくなっち

ゃって︑非常に均質で単一の

マニュアルで運営されるファ

クトリーになってしまってい

る︒
だから合意形成が早いし︑

何か不具合が起きた時には︑

うちにも問題があるんじゃな

いかというのは出てこなくて︑

だって我々は一丸となってい
きょうざつぶつ

て︑夾雑物を含んでいないシ

ステムなのだから︑その不調

は外から来ているに違いない︒

もし家の中に不調の原因があ

った場合は︑それを外部に排

除していく︒

小松 外から見ていても︑公

立の小中学校の教員が一番理
不尽な攻撃にさらされている
ように見えますね︒その理不
尽な攻撃に同調する内部の人

医療費下げろというのは
実態を知らないから︒︵内田︶

う︒
じゅう た ん

内田 公立の小学校︑

中学校の教師は︑絨毯

爆撃的にいじめられて

います︒能力がないか

らこんな風になったん

だ︑と︒そんなわけないじゃ
ないですか︒社会自体がこん
な風に変わったんですよ︒
教師は攻撃されて︑どんど
んうつ病とかになっているわ
けです︒お医者さんたちと同
じですよね︒人に文句言われ
て︑翌日から元気いっぱい働
く人なんていませんからね︒
だから元気よく働いてもらお
うと思ったら︑どうやってエ
ンカレッジするか考えなけれ
ばいけないのに︑誰もエンカ
レッジしてこなかった︒メデ

がバラけていて︑悪いのはこ

日本の
﹃国民負担率﹄
先進国で下から5番目︒︵小松︶
ィが市場主義の洗礼を受けて

大きく変わってしまって︑そ

の温度差が限界を超えている

んだと思います︒
教師たちの声を聞くと︑と

にかく親たちに手がつけられ

ないというんですね︒昔は父

親が怒鳴り込んで来る時には

母親がなだめ役で付いてくる︑

母親が怒っている時には父親

が止めるという風になってい

たんだそうですが︑今のクレ

ーマーは夫婦で価値観が全く
つ

同じで︑場合によっては祖母

も︑とても多いでしょ

庭の中でも︑ある程度価値観

出てこないんですね︒昔は家

で合意が形成されないと外に

実はクレームって︑家庭内

るし上げるそうです︒

まで登場して 人で教師を吊
3

医療と教育︑
抱える問題が似ている︒
元気よく働いてもらうため励まさないと︒︵内田︶
医師には教師を守れと言っている︒
その代わりに死生観を教えてほしい︒︵小松︶

ィアがひどかったですよね︒

気色悪さに仰天しました︒

しているんですよ︒あまりの

校に入れたかという自慢話を

皆で一致団結して子供を志望

が出てきて︑どうやって家族

んです︒中身を見ると︑父親

語る雑誌がとても売れている

ネスのワーディングで教育を

内田 そうなんですよ︒ビジ

ですか︒

小松 ほー︑そんなのあるん

ズプラス﹄とか︒

ファミ リー﹄と か﹃日 経 キッ

一番よい例が︑
﹃プレジデント

化が急速に進んでいるんです︒

されて家庭内の価値観の均一

よ︒ところが市場原理が導入

できにくかったと思うんです

いつだという形で合意形成が

……………………………………………………………………………………………

ます︒

いるので︑それがとても困り

本当に皆︑死なないと思って

を教えてほしいと思います︒

には︑ぜひ子供たちに死生観

その代わり︑教育者の方々

っています︒

かに世の中のためになると言

なんだかんだ言うより︑はる

あげなさい︑その方が医療に

員でもやって︑教師を守って

いから孫の学校のPTAの役

たがたは地方の名士に違いな

地方の医師会の方々に︑あん

小松 最近は講演をする時︑

ほしいですね︒

うのは︑いい加減に退場して

て︒あの手の教育評論家とい

罵倒していればいいと思って

ばとう

特にテレビ︒教育現場の人を
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