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【Columbia University Medical Center 

及び NewYork-Presbyterian Hospital について】 

 コロンビア大学はニューヨークのマンハッタンに位置する私立大学で、

植民地時代に King’s College として設立されたアイビー・リーグのうちの１校

であり、全米でも５番目の古さを誇る歴史ある大学である。ノーベル賞受賞者

を 101 名輩出、現米国大統領のバラク・オバマの出身校である事など、全米で

の著名度が伺える。 

 NewYork-Presbyterian Hospital は Columbia 大学と同じくニューヨ

ークに位置する Cornell 大学が共同で設立した大学病院で、病床数は約 2,500

床ある巨大な病院である。今回手術を見学させていただいたり、回診に同行さ

せて頂いたりしたのはこの Presbyterian Hospital 内であった。AMAZING 

THINGS ARE HAPPENING HERE.のキャッチコピー通り、各診療科で最先端

の治療が為されており、そのキャッチコピーシリーズ CM の第１号となったの

が今回実習でお世話になった加藤友朗先生が行った 7 歳の女児の腹部動脈に絡

まりついた腫瘍の ex-vivo 摘出の症例であった。 

 

【Tomoaki Kato, MD & Yoshifumi Naka, MD, PhD】 

 今回実習を受け入れて下さった加藤先生、および中先生についてここ

で紹介したい。 

 加藤先生は現在 Chief, Division of Abdominal Organ Transplantation, 

NewYork-Presbyterian 兼 Columbia Surgical Director, Liver and 

Gastrointestinal Transplantation であり、腹部臓器（主に肝臓・小腸）の移植

を手がける先生である。大阪大学医学部を卒業後、市立伊丹病院にて研修医と

して勤務後、渡米、マイアミ大学の医学部にて准教授、教授となり 2007 年にコ

ロンビア大学外科教授となった。自己肝温存生体部分肝移植術の実用化に加え、

2008 年に血管に複雑に絡みついた腫瘍を切除する過程で 6 臓器を摘出・再移植

する ex-vivo 手術に始めて成功し、全米から注目が集まった。『移植病棟２４時』



や『「NO」から始めない生き方~先端医療で働く外科医の発想』などの著書も執

筆しており、NHK のプロフェッショナル仕事の流儀「最後の希望 覚悟の手術 

～移植外科医・加藤友朗～」にも取り上げられるなど本邦での注目も高い。 

 

 中先生は現在 Director, Cardiac Transplantation Program, 

NewYork-Presbyterian 兼 Columbia 

Director, Mechanical Circulatory Support Program であり、心臓移植や LVAD

（左室補助装置：Left Ventricular Assist Device）を用いた心不全治療を手がけ

ている先生である。中先生は大阪大学医学部を卒業後、大阪大学附属病院で研

修医として勤務した後、1993 年に研究フェローとして渡米、研究機関終了後に

臨床フェローとしてのポストを勝ち取り、1998 年からコロンビア大学の臨床フ

ェローとして勤務し、現在心臓外科の教授である。Craig Smith 教授とともに

元米国大統領クリントン氏のバイパス手術を行ったことは大変有名である。 

 

 

 

 

【実習中のスケジュール】 

 Division of Abdominal Organ Transplantation 

基本的には、 

7:00〜 各種カンファ 

10:00〜 移植後患者回診見学 

13:00〜 小児患者回診見学 

(16:00〜 セレクションカンファ等) ※月曜・木曜のみ 

だったが、加藤先生のスケジュールによって時間は前後する。これら以外

に外来患者の診察が回診後に組まれている時や、移植手術や通常手術が組

まれていることがあり、スケジュールは変則的だった。また、加藤先生が

移植 On-call の週は毎日の回診などに加え、臓器提供ドナーが現れた場合は

ドナーの病院にフェローの先生方と同行し、臓器摘出後、コロンビア大学

に戻り移植手術を行ったりしたので、深夜に呼び出されることも何度かあ

った。 
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基本的には、 

7:00〜 各種カンファ 

8:00〜 ICU 回診 

10:00〜 手術１件目見学 

15:00〜 手術２件目見学 

であったが、手術時間は当日のスケジュール、１件目の手術時間によって

左右されたので、こちらも変則的であった。 

 

【今回の実習の目的】 

1. アメリカで働く外科医の先生らと日々を共にすることで、医療制度や文化

の違いによる日本の外科医との違いを学び、両者の長所短所を理解する。 

2. アメリカの実際の臨床現場で用いられている医学英語に触れ、専門用語や

略語がどのように使われているか理解し、医師−患者間、医師−コメディカ

ル間、医師−医師間のコミュニケーションを学ぶ。 

3. 日本で見学する機会が少ない脳死ドナーの臓器移植を見学し、どのような

手技で移植されているのか理解する。 

4. アメリカで Attending / Fellow Surgeon として働いている日本人の話を聞

き、なぜアメリカで働くに至ったのか、アメリカで働いて感じたことなど

を教えて頂く。 

 

【実習内容】 

1. 各種カンファレンスへの参加（移植検討セレクションカンファレンス、

Morbidity and mortality カンファレンス、小児移植カンファレンス、

Radiology カンファレンス、LVAD カンファレンス、心移植カンファレンス） 

2. 各種手術の見学 

3. 外来診察見学 

4. プロキュアメントへの参加（脳死ドナーから臓器を摘出する手術） 

 

 

 

【実習の成果】 

 Division of Abdominal Organ Transplantation 



 肝移植手術 プロキュアメントから移植まで 

腹部移植外科での実習で最も印象に残ったのは、プロキュアメントに

参加後、加藤先生の移植手術を見学したことである。プロキュアメントに

は合計２回同行し、加藤先生による移植手術は合計３回見学させていただ

いた。ここで見学して学んだことについてプロキュアメント・移植手術の

手順に沿って説明したいと思う。 

ある地区で脳死臓器提供ドナーがあらわれた時、臓器移植ネットワー

クに登録されているその地区や近隣の移植待ち患者リストの１番目の患者

の施設に連絡がいき、提供ドナーの情報を担当の Attending Surgeon が確

認し、移植を受けると決まった場合にプロキュアメントチームが招集され

る。臓器摘出手術は、提供ドナーの病院の手術スケジュールに影響を与え

ないよう、決まって深夜に行われることが多く、夜間に臓器摘出を行い、

コロンビア大学に朝方帰り、朝から Attending Surgeon が移植手術を行う

というケースが最も多いらしい。実際、プロキュアメントには 2 回同行し

たが、１度目は深夜の 12:15 集合、２度目は 15 時集合であった。 

プロキュアメントチームは病院から専用の緊急車両に乗り、近くの病

院の場合はその緊急車両で、遠くの病院の場合は最寄りの飛行場へ向かい、

そこから小型ジェットに乗り換え移動する。今回は１度目がシカゴまで小

型ジェットで行き、２度目はブルックリンまで緊急車両で行った。 

プロキュアメントは脳死患者からの臓器摘出であり、アメリカの医科

学生資格を持たない私でも清潔処理が許され、臓器移植を実際に手伝う事

ができた。 

 １度目のプロキュアメントでは、12:15 に集合後、約 2 時間小型ジェッ

トに乗り、シカゴの病院に 2 時過ぎに到着。遺族の最後の別れを待って臓

器摘出を開始。胸骨正中切開、腹腔正中切開にて心臓・肝臓を目視。肝臓

は固く、表面はごつごつしていて線維化しているのがわかった。すぐチー

ムの Fellow Surgeon が肝臓の写真を撮って、コロンビアの Attending にコ

ンサル、肝移植は不可能と判断され、研究用の資料収集に移った。腹腔動

脈をクランプし、下大静脈にハサミをいれることで脱血し、臓器保存のた

め氷を腹腔内に詰めて操作を行った。資料収集は各種リンパ節、心臓、大

腸、小腸、十二指腸、左下肺、肝臓などの組織を収集した。 

２度目のプロキュアメントは、ブルックリンの病院の臓器提供ドナー



で、15 時に集合し、緊急車両で向かって前回と同様の処置にて、肝臓の状

態を確認した。今回は肝臓の性状は軟・辺縁平滑で状態良好。担当の

Attending である加藤先生に確認したところ、移植に使用可能との判断で、

肝臓の摘出が決まった。臓器を摘出後、21 時から加藤先生による移植手術

が始まり、下大静脈・門脈・肝動脈の順で血管縫合し、丁寧に止血して終

了となった。 

プロキュアメントでは、実際に手術に清潔で入り、操作を行ったので

腹部臓器の解剖学的な勉強や、手術器具の取扱い等について、Fellow の先

生に教えて頂きながら操作を進めたので、大変勉強になった。また、加藤

先生の移植手術では、血管縫合の手技(レシピエント側下大静脈−ドナー側肝

静脈の piggyback 縫合や門脈縫合時、門脈が血液再灌流後拡張することを

見越して緩めに縫合する技術など)だけでなく、肝硬変患者の肝臓周囲は門

脈圧が亢進し、無数の微小側副血管があることから、最後まで丁寧に止血

を行うことが大変重要であることを学んだ。加藤先生の手術は、著書にも

書かれている通り、丁寧で無駄のない、しつこく止血する手術だった。 

 外来および回診の見学 

加藤先生の外来診療は、過去に手術した患者さんの１年後フォローや、

初診の患者さんの手術検討のために行われていた。術後のフォローは、退

院後基本的には手術後その患者さんの近くの Hepatologist や Family 

Doctor が行うそうなのだが、１年後等、節目の時に加藤先生を再訪して、

フォローを行っているようだった。 

初診の患者さんらは、基本的に他の病院で外科医に手術は無理だから

化学療法や放射線療法をやってはどうかと言われたが、手術を受ける希望

を持つ患者さんらで、加藤先生は CT や MRI 画像をもとに本当に手術がで

きないのか、するとすればどのような準備がいるのか、時間をかけて入念

に考えておられた。 

日本の外来診療と全く異なる点は、診察時間の違いである。日本では、

一人の医師が１日に何十人もの患者さんを診察するため、診察時間が 5 分

や 10 分であることが多いが、アメリカでの外来診療は１人の診察時間が１

時間以上に及ぶことが多々有り、医師患者関係が非常に良好であるように

感じられた。今回見学した病院が大変高度な医療を行っており、各症例も

複雑であることも影響していると思うが、それでもやはり医師と患者の関



係がより親密であるように思われた。 
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心臓外科には、今回実習を受け入れて下さった Professor の中先生以外にも、

2 人の Attending と 1 人の Fellow、1 人の Resident の日本人が所属していた。

心臓外科での実習は朝 7 時からカンファレンスに出席し、その後２件ほど手術

を見学することだったが、それ以外に前述した日本人の先生らからアメリカで

働く医師の現状を聞くことができたことは大変大きな成果だったのではないか

と思う。 

アメリアで働くためには、もちろん国家試験である USMLE Step１〜３に

合格しなければならないが、その合格時の成績が Resident として申し込むこと

ができる施設のランクに直接関わってくる。日本での研修医制度は、マッチン

グシステムといって国家試験の成績が直接関わることがないが、アメリカでは

よりよい施設で研修を受けるため、この USMLE を１点でも多く取りたいとい

う意識がある。特に、外国人研修医はこのような全米ランクの高いプログラム

には採用されにくく、採用されるためにはかなりの高得点が必要とのことだっ

た。実際 Resident として Columbia で働いている日本人の先生は、USMLE を

高順位で通過していた。この理由から、他の先生らは日本で研修を積んだ後に

渡米し、非正規 Fellow として雇ってもらい、正規 Fellow や Attending の座を

勝ち取っている人たちであった。 

ではなぜそこまで過酷な道に挑戦してまでアメリカで臨床留学をするのか。

やはりそれはアメリカと日本の心臓外科症例数の差であり、また、アメリカの

若い医師を育成する文化にあるのだと思った。コロンビア大学心臓外科には、

15 人程度の Attending が在籍しているが、その人数で年間約 3,000 例もの心臓

手術が行われている。月曜日から金曜日まで、毎日 2〜3 件は必ず心臓手術が組

まれていたので、Fellow は毎日少なくとも 1-2 件の手術に入ることになる。ま

た、Attending は各 Fellow プログラムの責任者であり、Fellow を育成する責任

があるため、手術を補助している Fellow に大事な部分をやらせてみたり、フォ

ローしたりして若手の育成にも熱心だったように思う。 

 

【今後の抱負】 



私は外科医志望であるが、やはり外科医として、一度海外で臨床留学

したいという思いが今回の実習でますます強くなった。今回抱いたこのモチベ

ーションを持続させ、USMLE の勉強を進めることでいつかアメリカで臨床留

学することができたら、と思う。その点で今回の海外実習は大変有意義だった。 

実際の実習では、手術室で見学を行う機会が多かったが、その際に看

護師や医師と話をする機会もあり、かなり英語力が試された。日常会話では難

なく話せるレベルにはなっていたが、医療英語になった途端、略語が多かった

り、専門用語が覚えられていなかったりして、太刀打ちができないことが多々 

あった。カンファレンスでは、ニューヨーカーのスピードで医学的な討論を行

うのでなおさらだった。学生生活も残り１年となり、国家試験の勉強に追われ

ることになると思うが、今回の実習で感じたこの悔しさを忘れずに医学英語の

勉強も怠りのないようにしたい。 

 

 最後になりましたが、今回私がコロンビア大学で実習を行うにあたり、

岸本忠三先生および岸本国際奨学基金関係者の方々には大変なご援助を頂き、

ここに感謝の意を表します。また医学科教育センターの和佐勝史先生、河盛段

先生、コロンビア大学の加藤友朗先生、中好文先生その他多くの関係者の方々

に数々のご支援を頂戴し、今回の素晴らしい体験ができたことに心より感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

  


