内田 樹×小松秀樹

医療崩壊の
文化論

小松 医局っていうのは︑割

ですか︒

内田 医局のアウトサイダー

くなります︒

イムのキツイところからいな

場をいったん離れるとフルタ

なるし︑出産なんかを機に現

なんかすると医局と関係なく

ウトサイダーなんです︒結婚

で︑女医さんは︑医局のア

なぜ医師不足なのか

女子大の教授である内田氏にとって身近で気になる
話から︑今回の対談は幕を開けます︒
第4回

内田 医療現場が苦しくなっ
た原因として女性医師が増え
たのがあるって︑誰か書いて
ましたけど︑それはどういう
ことですか︒
小松 女医さんは辞めるんで
すよ︒地方の公立病院で特に
医師が足りなくなっているの
は︑医局の勢力が衰えてきて︑
派遣するだけの数の医師がい

質のない学問を重要だってい

う幻想の上に成り立っていた

と思うんです︒実際︑大半の

臨床系医局で行われてきた基

礎的研究は︑学問の進歩に貢

献していませんから︒
たぶん差別されてきたせい

もあると思うんですが︑女性

医師は︑そういう幻想ではな

く実質を見る傾向が強くて︑

行動が極めてドライなんです︒

シフト制にできるかってい

うと︑患者側の要求も︑昼間

診てくれた人がいて主治医だ

っていう時に︑シフトだから

今はこの人ですって言っても︑

満足するかといったら今の日

本人ではちょっと無理ですね︒

﹁ムラ﹂としての医局の運営

に関心を示さないという人が

多いです︒女性医師が増える

と︑医局の前近代性を打ち破

れるんじゃないかと︑友人と

期待していました︒

部へ進学したのが 人いるん
だそうですよ︒

適性でいった時にね︑医者に

内田 ねえ異常ですよねえ︒

よ︒

人が行くところじゃないです

小松 医学部はお嬢様学校の
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に合わない空疎な地位や︑実

げたのを見たことがあるので︑

女性だからっていうのは違う

かもしれません︒
ただ︑そもそも︑今の医療

現場の負荷が異常でキツ過ぎ

るだけだという意見は当然あ

ると思いますし︑結婚や育児

…………………………
………………………………

ないってことなんですね︒

それと︑これも後天的に文
化的に植え付けられたものか
もしれないんですが︑外科系
だとものすごくキツイ場面の
続くことがあるんですけれど︑
そういう時に現場放ったらか
して逃げちゃう人がいるんで

医者も自分勝手な人が多いか
ら︑シフト制にしても意思決
定がたぶんうまくいかないと
思います︒

医学部人気と
医師の資質
内田 医療現場が大変だとこ
れだけ言われている一方で︑
相変わらず医学部受
験がものすごく盛ん
ですよね︒ある女子
の進学校では 学年
140人のうち医学
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をサポートするシステムが病

院にほとんどないのも事実で

す︒アメリカなんかだとシフ

ト制になっていて︑看護師さ

んと同じで日勤︑準夜︑深夜

と⁝⁝︒

内田 厳しいなあ︒

小松 厳しくないですよ︒日

本の医者は 時間ですから︒

いつでも呼び出されるんです

から︒常に自分の居場所を明
らかにして︑呼び出しが来た
ら行かないといけないことに
なってますしね︒

内田 樹
小松秀樹

すよ︒ことわっておきますが︑
大半の女性医師は頑張ってい
ます︒もっとも頑張って自殺
するよりは逃げる方がいいと
は思いますけどね︒
内田 手術室から逃げちゃう
んですか︒
小松 手術室から逃げちゃう
っていうより︑患者さんの世
話をずっとしてて︑トラブル
があったり危ない時で泊まり
込みが続くような時︑いなく
なっちゃう︒女医さんでは何
人か見ましたね︒男も 人逃
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女医の増加が
医局の幻想を暴く︒
でも医師不足になる︒︵小松︶
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向いている人なんて140人
いた時にせいぜい 人とか
人とかでしょ︒
小松 医者に向いているか向
いてないかというのは⁝⁝︒
内田 使命感ですか︒
小松 使命感なんて︑どうだ
っていいんですよ︒使命感を
持っている高校生がいたらア
ホですよ︒
内田 言っておきます︒
小松 高校生で医者になる使
命感を持っているなんて︑訳
分からないものを信じ込む能
力があるってことじゃないで
すか︒
内田 そうですね︒でも 人
っておかしいと思いませんか︒
小松 それはみんなが︑それ
がいいって言っているからで
しょう︒
内田 要するに英語と数学が
できて偏差値高いと教師も親
も塾の先生も医者を勧めるん
です︒受験エリートがどんど
ん医師になっていくことにな
ると︑基本的にその人たちは

けに手厚く貧乏人に対しては
チャンスが少ないことによっ
て︑このような職業に就いて
いるっていう人たちが構造的
に初等教育の担い手だったわ
けです︒
これってね︑一つの装置と
してはよくできていると思う
んですよ︒子供たちに何を教
えるかっていうと︑世の中は
フェア じゃな い ぞって︑君 た
ち現実はよろしくないので頑
張って理想的な社会をつくっ
てくれというメッセージを出
さざるを得ない︒
受験エリートみたいな勝ち
残った人々が初等教育の担い
手となった場合には︑一所懸
命努力して︑その努力の成果
として今教壇に立っていると

弱肉強食で優れた人たちが勝

ち残って弱者・敗者は脱落し

ていくっていうような価値観

を内面化しちゃった人たちだ

と思うんですよね︒やっぱり

マズイと思うんですよね︒
医者に学力なんか関係ない

と思うんですけど︒

小松 いやあ︑私は関係ある

と思いますね︒やっぱり能力

ない人はないですよ︒学力な

い人が︑今のアップトゥーデ

ートなところでやっていくの

は結構難しいですね︒基本的

に英語だって斜め読みできる

ようになっておかないと第一

線は無理ですよ︒
医者見てて思うのに︑高校

生ぐらいの時に使命感を持っ

てやっている人よりは︑普通

に勉強できただけで何となく

なっちゃったっていう人の方

がいいんですよ︒

内田 ︵落語の︶﹃あくび指南﹄

と一緒ですね︒
﹁お連れさんの

方がお上手です﹂っていう︑

あれ︒自発的にやったわけじ

いう人たちは︑その努力をし

て勝ち残った人間に対してち

ゃんと成果を与えるフェアな

社会であるという風に言わざ

るを得ないじゃないですか︒

小松 努力と成果との間に相

関なんかないでしょう︒でき

る人はたまたまできるんだし︑

できない人も努力してないわ

けじゃない︒
じ

内田 たまたまと思うのは地
あたま

頭のよほどいい人たちで︑そ

れより下の人たちは︑自分た

ちは努力したと思っています

よ︒競争が厳しく︑勝ち残る

のが難しくなってくると︑強

者が多くの報酬を得て弱者は

報酬を得ないっていうシンプ
ルな価値観を内面化した人が
増えてきます︒そういう自己

偏差値高いと医師に︒
受験エリートの弊害
大きいのでないか︒︵内田︶
ゃなくて︑ものの弾みでやっ

た仕事って意外とパフォーマ

ンス高いんですよね︒
ただ︑受験エリートの弊害

はあるんじゃないかと思うん

です︒というのが︑教育界で

も似たようなことがあって︑

教師になるのが難しくなった

時代が長いんですよね︒そう

すると︑
﹃でもしか教師﹄の時

代は比較的教育がうまくいっ

ていたのに︑教師になるのが

非常に難しい時代になって︑

その人たちが教壇に立ってみ

たところで︑非常に教育力の

低い人たちであったことが分

かってきてしまった︑と︒

小松 それ︑本当にそれ以外

の因果関係はありませんか︒

内田 もちろん色々あります

利益の追求っていうのを非常

に優先するマインドの人たち

が︑医療の現場や教育の現場

に増えてしまうと︑うまくな

いですよね︒

小松 日本の教育現場で自己

利益の追求なんて︑ほとんど

できるような格好になってな
いですよね︒カリスマみたい
な教師が受験英語の教科書を
書くとかなら割と儲かるかも
しれないけれど︑普通にやっ
てても何もないですよね︒
内田 そうです︒教師には努
力と報酬の関係ってないんで
す︒だから努力と報酬の関係
でずっと頑張ってきた人間は
モチベーションがなくなっち
ゃうんです︒努力しても何も
報われないってね︒
受験勉強って努力と報酬︑
基本的に相関しますでしょ︒
でもそれ以外の仕事︑医者も
たぶんそうだと思いますが︑
現場の仕事って努力と報酬は
相関しないから︑その状態で
労働のモチベーションを持続

けれど︑そのうちの一つでは

あると思うんです︒というの

が︑基本的な問題として戦前

の日本の初等教育を担ってい

たのは師範学校を出た人たち

で︑うちの父親もそうなんで

すけれど︑師範学校って貧乏

な家の秀才︑旧制中学校に行

けない子供たちがやむなく選

択するところなんですよ︒教

員の免状を取って︑ 歳くら

するのが難しいんですよ︒合

世の中のシステムが金持ちだ

しかるべき職業に就けたのに︑

ろが違っていれば︑もう少し

て︑自分だって生まれるとこ

じゃな い︑フェア じゃな くっ

す︒要するに世の中はフェア

る種のパターンにあるわけで

メンタリティって︑完全にあ

いから教える︒この人たちの
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名誉とやせ我慢はセット︒
報酬は関係ないという
医師も多い︒︵小松︶

………………………………………………………………………………………………

ゃないですか︒

っていうのが普通だったんじ

名誉には﹁やせ我慢﹂を伴う

と逆になります︒日本では︑

の金額は︑医師としての地位

に一定年齢以上の医師の給料

の昔に崩壊してるんで︒一般

そ れ じゃな かった ら︑とっく

酬をあまり求めてないですよ︒

ころで働いている人って︑報

んですよね︒大きいキツイと

小松 医者の場合︑結構いる

そうはいかない︒

ですよ︒でも︑市場主義では

内田 本来はそうだと思うん

言われていますよね︒

ない仕組みをつくってきたと

名誉が一つのところに集中し

戸時代を通じて︑権力︑財力︑

特徴だと思うんですけど︒江

度が報酬に結びつかないのが

ちゃんとした職業では︑貢献

がずっと培われてきていて︑

努力と報酬が一切関係ないの

小松 日本的なエリートって︑

理的に動いていた人はね︒

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