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外科医と院長　　「当たり前」をこなす日々

20時間に及ぶ手術
「少し長かったね」……

2 3

 「世界の幕内」と呼ばれて久しい。東京大学卒業後、一貫して肝臓外科を専門とし、肝切除術の分野では国内は
もとより、世界的にもその業績は広く認められている。肝切除の術中に用いる超音波診断機の開発、肝臓の系
統的区域切除術の開発、常にクリエイティブな発想で独自の道を切り拓いてきた。「目の前の患者さんのために、
やれることをやってきただけ」。振り返ってみれば 30 数年、2000 人近くの命をつないできた。日本赤十字社医
療センター院長に就任にして約 1 年、これまでとは違った視点を要求される院長職をこなしながら、臨床を束ね
る日々について、近況を伺った。

健康法はなし
長時間手術には気力で耐える

日本赤十字社医療センター院長
東京大学名誉教授

幕内 雅敏 まくうち  まさとし

1946 年 8 月生まれ。東京大学医学部卒業。国

立がんセンター手術部長、信州大学医学部教

授、東京大学大学院医学系研究科教授などを

経て、07 年 4 月より日本赤十字社医療センター

院長。信州大学時代に国内 3 例目の生体肝移

植を行い、成人生体肝移植に世界で初めて成

功。以降、生体肝移植の症例数は 500 を超え

ている。肝臓を血管の支配領域ごとに 8 つの

区域に分け、最小限の部分だけを切除する「系

統的区域切除術」を開発。また、肝臓外科に

超音波診断を導入したパイオニアでもある。

←

若い医局員たちと患者の検査画像をめぐって意見を交換する。医局員たちの遠慮のない発言ぶりから、幕内先生との日ごろの連携のよさがうかがえる
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プロとして、手術シーン、
術後シーンはいつもイメージ

外科医の父の術中にはまった？
幕内三兄弟は皆、外科医

外科学会会員半減が物語る
この国の医療経済システムの矛盾

若い医師を指導しながら、重要な場面では自ら（左から４人目）が執刀

この手が 500 例を超える生体肝移植をこなしてきた

院長になって実感した
「当たり前のこと」の大切さ
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医療の将来への不安を抱えつつ
24時間、365日、医師であれ——

ベストドクターズ日本コールセンターからのごあいさつ

次号では、患者様からコールセンターにお電話をいただいた後、どのような流れで
患者様が受診に至るか、その全体の流れについて詳しくご説明させていただきます。

コールセンターより

コールセンターが橋渡し
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ベストドクターズ社日本代理店 
〒104-8104   東京都中央区銀座１- 10 -１Tel.03(3562)7645

　 ベ ス ト ド ク タ ー ズ で は、 以 下 の し く み で Best 

Doctors を選出しています。

　前回の調査で Best Doctors になられている先生に、

同じご専門または関連分野でご活躍されている他の先

生方について「先生ご自身またはご家族の治療を自分

以外の誰に委ねるか」という観点から推薦・評価をお

願いし、この集計などから Best Doctors を決定します。

医師ご本人はもちろん、病院などの団体より金銭と引

き換えに特定の医師を Best Doctors にしたり、その候

補として推薦したりすることはお受けしておりません。

　

　ベストドクターズでは 1991 年を皮切りに、現在

30 カ国で本調査を行っています。日本では 1999 年

より開始いたしました。現在は米国の約 41000 名を

はじめ、世界で 50000 名以上を選出しています。毎

ベストドクターズ社（Best Doctors, Inc）は、1989 年にハーバード大学所属の
2 名の臨床医によって設立されました。今日では、世界 30 カ国、1000 万人以
上の方々に、おもに生命保険会社、損害保険会社、企業等を通じてご加入いた
だいております。

Best Doctors、star-in-cross ロゴ、ベストドクターズは米国およびその他の国
における Best Doctors, Inc. の商標または登録商標です。

Best Doctors 選出のしくみ（ピアレビュー調査）
ベストドクターズについて

回多くの先生方よりご協力があり、2007 年の調査で

は 200 万件近くにもおよぶ評価をご返送いただきま

した。現在日本では、3082 名の Best Doctors がいらっ

しゃいます。

　

　ベストドクターズの調査は、手術件数などの自己申

告をベースにした他社や雑誌の類似調査・ランキング

等とは一線を画しています。また、「同じ専門分野の

医師同士による評価」であり「医師のみによる評価」

である点も、他に類のない調査である所以です。

 

　ベストドクターズでは、こうして選出した先生方の

ご協力のもと、30 カ国において 260 以上の保険会社

や企業などの団体（会員数 1000 万名以上）にサービ

スを提供させていただいていおります。

ピアレビュー調査開始のお知らせ
　上記に概要がございますピアレビュー調査を 6 月より開
始する予定です。これまでの調査におきましても多くの先
生方にご協力を賜り、日本では今回で 8 回目を迎える運び
となりました。過去にご助力賜りました先生方におかれま
しては、貴重なお時間ならびにご高見をいただきましたこ
とを、ここにあらためて深謝申し上げます。
　本年度は昨年調査書をご送付しなかった先生方に、ご協
力のお願いをさせていただきたいと考えております。大変
ご多用の中、突然私どもからの調査依頼がお手元に届き、
驚かれる先生も多々いらっしゃると存じますが、ご助力を
賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
　国や文化の違いを超え、病気を患う人の気持ちは「診
断に間違いはないだろうか」「今の治療法は適切だろうか」
といったことで共通すると言えます。
　ベストドクターズでは、本調査において選出された先生

方のお力をお借りし、病気を患う方々が、正しい診断を受
け、適切な治療法を探るお手伝いをさせていただいて参り
ました。
　
　ベストドクターズが取り扱ったケースにおいて、以下の
ような数字があります。

診 断 の 変 更 ：22%
治療法の変更：61%

　今こうして本誌をお読みいただいている先生方と同じ形
の調査で選ばれた先生方により、5 名に 1 名の患者が診断
の誤りを正すことができ、5 名に 3 名がより適切な治療法
を見つけることができております。
　是非、調査にご協力いただきたく、重ねてお願い申し上
げます。
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