
病弱な田舎の子の一生
少年よ、大志を抱け！

亀田総合病院外科 加納宣康（副院長）

2015.05.09. 鴨川義塾講演会

医師になった患者

学問的業績も収益も考えつつ外科修行



1970年３月、慶應大学文学部に入学手
続き、３ヶ月後に退学手続き

単に国立大学の滑り止めに使っただけと
いう負い目、申し訳なさ

しかし、いつも慶應を応援している
（入学者としての愛校心がある）

私と慶應義塾との関係、因縁

鴨川義塾へ出席しにくい負い目



臨床外科医の育て方：
厳しいほど若者は喜ぶ

加納宣康の長年の方針

忙しいほど、幸せだと思え

24時間、365日、休みがあったら損と思え

この方針に同意できなければ、亀田総合病院へ
は来るな！



若手医師への私からのメッセージ

医師は上になればなるほど、苦しくなる

自分で患者（症例）を集めてくる覚悟をせよ

大志を抱き続けよ：自分こそ、日本のリーダーに

忙しいほど、幸せだと思え（24時間、365日、休みが
あったら損と思え）

一般病院にいても、大学人に負けない業績をあげよ
売り上げと学問的業績の両立を意識せよ



挫折から学べ

挫折があってこそ、成長できる

挫折の中から、立ち上がれ

諦めるな：さすれば、道は開ける



天は私を医師にするために、多く
の病気、試練を与えた

今の時点で振り返って見ると



もともと病弱だった子が、脳膜炎に

6歳時、幼稚園は入った直後、毎日、頭痛で泣きなが
ら帰宅

母親が、不審に思って、「項部硬直」を発見

診療所の医師に連絡：「田舎のド素人おばさんにそん
なことが分かるわけがない」と相手にされず。

食い下がる母親に手を焼いて往診。医師がびっくり：
ほんとに脳膜炎だ。緊急入院



あの子は脳膜炎！

幼稚園で挫折、脱落

学校嫌いだった私

いつも、ひとりぼっち

私以外の子は皆、友達同士



あの子は脳膜炎！

「ちゃんとお帽子をかぶりなさい」

担任のS先生だけが頼りだった寂しい子

そのS先生（女性教師）が夜逃げ！

突然、児童の前から姿を消した先生



疑うことを知らない子ども

何が起きたのかまったく知らず
寂しい半年間
代用教員の交替の連続

1956.11.07.（入学後7ヶ月）

笠原小学校へY先生赴任



担任教師の決定
Y先生に救われた私

寂しがり屋の私の心も安定へ

やさしく、格好良かったY先生

野球が上手な先生、スポーツ万能



憧れのS先生はどこに？

実は、駆け落ちだった

（1956年に教師が駆け落ち！）

→先生に捨てられた！

一生の心の傷
→この傷はもう治りません

（安房で知り合ったKS先生）



野球への目覚め

他人のグローブを借りて練習→自分は野球が上
手いと自信を得る（小学校２年）

川上哲治時代から長島茂雄時代へ

昭和33年 長島が巨人入団

小学校３年生 ６月、グローブを買ってくれた父



野球と長島への憧れとともに

野球を通じて生まれた自信

自分も周囲も「勉強」を意識する者なし

俺はプロ野球選手になるぞ！長島の跡取りは
俺だ！

しかし、いつも病気が邪魔をした
扁桃腺手術、アデノイド手術、腎炎で無塩食、
猩紅熱、蓄膿症、鼻ポリープ、貧血などなど



茶碗屋の長男は中卒後、
茶碗屋の小僧に行くのだ
いや、自分はプロ野球の選手になるんや

おまえは確かに野球はうまい。
しかし、その病弱で小さな体では無理
だ。
もっと頭を使う職業があるだろう。

→？ 俺が一番上手いのに！
本人には意味不明



1961年 野球少年 中学入学

期待と妬みで酷使→肘を痛めて顔も洗えず

冬期の練習で走り込み→苦手の長距離走が得
意種目に変化

一方で、病気との戦い：耳鼻科関係の手術が
続く、中1、中2の夏に手術：副鼻腔炎はすぐに
再発、鼻で息ができず



中3 東京オリンピックが転機

15年間の人生最高のバラ色の１年。

1500m走、東濃地区大会２位 4分42秒3

野球以外でも自信、生徒会運営も順調

アベベと円谷、大松博文氏が新たな英雄に

→根性ものに憧れ（これが後の失敗に）

「俺はもう病弱ではないぞ」と過信（これが数ヶ月後
の大失敗、地獄へ堕ちる原因に）。



高校一年生：バラ色から暗黒へ

1.自信満々のスタート：陸上選手として期待さ
れ入学

2. 入学式翌日に虫垂切除術

3. アベベに負けないぞ、と無理を続ける

4. やがて過労と原因不明の腹痛

5. 原因不明の腹痛と腰痛で走れず

周囲の人には明るく見えても、
真っ暗な心の中



走れず、暗い日々
病院ではハッキリ分からず
ますます暗い日々

一年が経過して、走るのを諦めざるをえない
心境でいたある日、病院待合室で、まわりの
患者さん方の顔を見ているうちに、

「あっ、自分が医師になればいいのか」と
ふと思う。



それでもまだ陸上競技に未練

中途半端な気持ちで送った高校二
年生時代

3年生になって腹痛も軽快し、開き直り

両方やればいいのだ！



やっと悟ったと思ったのに

勉強をする気になったのに、毎日激しい頭痛

原因は放置してある副鼻腔炎と分かっている

しかし、手術時のあの激痛に耐えられるのか

→手術時の激痛に耐えた方がまだましだ



翌日、病院を受診して手術申し込み

・耐えられない頭痛だから、すぐに手術してください。

・子どもが一人で来てそんこと言ってもできない。

・僕は子どもではなくて、もう高校生ですよ。耐えられ
ない頭痛ですから明日にでも手術をお願いします。

→執拗に繰り下がる子どもに医師と看護師も根負け

特別に１週間後に手術



裏目、裏目と出る僕の人生

今度手術をすれば、必ずよくなるはずだったが、

術後、鼻閉、排膿は持続。毎日、通院。

昼前後に学校を抜けて通院（耳鼻科医の好意）。その前
に手術のために長期欠席している。卒業できるのか？

５時間目の授業は最後の５分だけ出席。

終盤は一日中、下級生と体育の授業



医学部が他学部より難しいことを
知らなかった無知な子

親戚中で大学へ進んだのはただ一人のみ

その他は、中卒または高卒で就職していた

病院通いで終わった高校時代

→当然のように浪人へ



浪人時代の苦悩
父親の言葉：田舎の茶碗屋の息子が医師になる、などと
大言壮語を発するな。世間の人がバカにするから、口に
するな。

高校時代の恩師の言葉：医学部以外なら国立でもほとん
ど入れるぞ。だが、医学部は別だ。かといって、おまえの
父ちゃんの財力では私立医大は不可能だろう→もとより
そんな気はない。

自分には国立大学医学部へ行く力があるはずだ。東大
の他学部で妥協はしない。



浪人時代に学んだこと

・ちょっと勉強しただけで、河合塾のコンピューターが
「東大理ＩＩＩほぼ確実」と言ってもいい気になるな。

・世の中の受験生は、子どもの時から大学へ行くつも
りで勉強してきたのだ。

・オマエは普通の人よりも、少し頭が要領良くまわって
いるだけで、地道な勉強を積み重ねてきた人には勝
てない。もっと謙虚になれ。



23歳まで、毎日耳鼻科通院

鼻処置を受けないと、鼻で息ができない

浪人中も毎日通院。２－３時間はかかる

23歳になって、はじめて通院なしで鼻呼吸が可能
となる日を経験。風邪を引くと通院を要する。

小さいときから、ほとんど年中風邪を引いているよ
うな子→結局、頻回に通院



病気ばかりでも、
いつも「少年よ、大志を抱け！」

海外旅行ができる学生は希な時代：1ドル、360円

奨学金を狙え！ NHKラジオで英語勉強：はじめ
てnative speakerの英語を聴いた（20歳）

名古屋放送海外派遣学生試験合格：

100％補助ではじめての海外旅行。はじめて飛行機
に乗ったぞ！ 留年せずに短期留学



岐阜大学第一外科（当時）
入局
（主任教授：稲田 潔先生）

1976年 医師になった



日本の血管外科のパイオニア
「外科は知識じゃ」

外科医として、学者として
一流のレベルを示された

退官後は病理学の
大学院生に

岐阜大学第一外科（当時）

主任教授：稲田 潔先生



ここからが加納宣康の医師人生

不運を栄養に成長

若くしてチームの中心に

若くても、恥ずかしいかもと思っても、
どんどん発表



俺こそ、エリート医師になるぞ！

名古屋放送海外派遣学生になり、一段と海外へ
目が向くようになった

卒後、２－３年で臨床医として米国留学しよう

資格試験ECFMGも合格

→しかし、予想外のベトナム戦争終結の影響：

外国人に外科レジデントの職はあげられません



それなら日本で修行するからいいよ！

卒後2年目の9月、郡上中央病院（小さな地方病院、92
床、医師数5人）へ赴任

米国人レジデントに負けてはならじ

患者さんを絶対断らない。どの科でも全部診ます：岐阜
市へ送らないで、まず郡上中央病院へ

病院から出ない毎日。手術数は初月から３倍増



卒後２年目で、外科を動かす

日中も夜も手術倍増以上

病棟も事務も倍以上の忙しさ

職員は疲弊しながらも、

喜んで協力、応援してくれた

（今も友人関係）

心中：今に見ていろ、国際的に通用する外
科医になってみせるぞ



休みがあったら損

臨床医は一所懸命やれば、それだけ患者さん
が喜んでくださる、自分の進歩に繋がる

仕事を通じて患者さんと接するのがうれしい

ただし、苦しみも多い

休みがあったら損だ



郡上中央病院から突然、大学病院へ

1980年９月 突然、大学病院へ

この人事には特別な理由があった！

やっかいな研究だが、やらせる人間がいない

→加納を呼べ、アイツならできるだろう



卒後２年目にして、
郡上中央病院の再建に成功

その後も、再建屋としての仕事が続くことに

心の中は「Boys, Be Ambitious!」

病院を繁栄させ、手術を増やすことが、
自分の進歩に繋がる



どんなに良い手術、治療をしても、
いつも心配
予想外の結果が出ることもある。

苦しい、苦しい！

外科医をやめて、救急専門医になった方がよいか。

元気なガン患者に大きな手術をして

心配するよりは遙かに気楽



私の臨床医としての目標

・沢山の手術をして患者さんに喜んでいただく

・ 同時に、学問的業績もあげる.

・ それで自分の名が上がり、

病院も業績があがり、win-win

一方では、患者さんのことがいつも心配で、

辛い、苦しい。現状から逃避したくなる。



1981年６月：突然、国立東静病院へ
研究を論文にする時間を与えられず赴任

これにも人事上の背景があった

大学間の抗争

麻酔科医長の代わりもできる便利な医師

抗争を続ける大学派遣の医師の間でバラン
スをとるやっかいな仕事



逆境を利用して進歩

唯一の麻酔医としての毎日、病院全体をコン
トロール：他科の手術を観察

半年後に外科併任辞令

博士論文の完成：一般病院での仕事をしつつ
の仕事、大変であった



実力の向上と証明
国立東静病院(1981.6.-1985.3):高度手術を多数
経験。外科医としての自信を得る。自分の手術方
法を若くして発表: PDにおける膵空腸吻合法

一般病院にいながら、大学人以上の論文数

症例報告論文こそ、臨床医の勲章

（患者さんとの思い出作り）



高田忠敬先生との出会い
腹部救急診療研究会
肝胆膵外科勉強会

安田秀喜先生に感謝

国立東静病院時代



腹部救急、肝胆膵外科
へのお導き

やる気のある全国の
若者に声をかける

高田忠敬先生
帝京大学医学部外科学講座 名誉教授

一般社団法人日本肝胆膵外科学会 名誉創立者・名誉理事長

日本腹部救急医学会 名誉理事長

FOUNDER PRESIDENT OF THE ASIAN-PACIFIC HEPATO-PANCREAT-

BILIARY ASSOCIATION (A-PHPBA)



偉人：高田忠敬先生の
元で、外科医として活躍

若い時から、加納宣康の
メンター的存在

感謝、感謝！！

帝京平成大学地域医療学部長

安田秀喜先生







肝臓外科に興味を持ち、

1983年、厚生省計画研修で、
国立がんセンターへ（２ヶ月）

国立東静病院での最初の２例は、幕内先生
の前立ちで施行：オマエはよく手が動くか
ら、あとはオレなしでやっていいよ！

幕内雅敏先生との出会い



1985年４月、大学へ帰る

自信を持っての帰局（岐阜大学第一外科）

同僚医師からも看護師からも手術を高く評価さ
れ、良い仕事ができた

若くして中心的役割ができた

→このまま定年まで大学でやるぞ



1986年４月、羽島市民病院外科部長

突然の人事には背景があった

・業績の悪い病院の再建

・評判の悪い外科の改革、再建

→手術ができる万能選手が必要（市議会）

→こんなやっかいな仕事には加納しかいない

（稲田 潔教授と医学部長）



1年で羽島市民病院再建

手術数、３倍化

病院の経営を黒字化

学会発表、論文発表急速に増加

後に後藤明彦院長が自治体病院学会賞受賞



羽島市民病院時代

一般病院から、日本消化器外科学会評議員にな
るぞ！（10年間の業績を点数化して、上位300人
を評議員とする制度）：学問的にも認められよう

「病院再建屋」としての評価を不動のものに

自治体病院の問題点を把握



1987年10月、
松波総合病院 統括外科部長

日本で最初のインテリジェント・ホスピタル構想

松波英一院長の壮大な構想

「私はこの日本一の病院を作るために110億の借金を
負った」（開院式での挨拶 1988年４月）

全館コンピューター化したPAPERLESS HOSPITAL

構想：国がついてこれず



医局人事の影で苦悩
加納宣康の移動を巡って、親友だった羽島市民病
院長と松波英一院長が犬猿の仲に

“加納を取った、取られた”

二人とも尊敬する大先輩

動かされた私の苦悩

“医局（大学）の指示で動いただけです”



死にものぐるいの松波総合病院時代
過労死と紙一重の毎日

・日本一の病院を目指して

・トップレベルの手術をする

・一方で重すぎる借金（110億）

・少ない医師数で、膨大な収益



松波総合病院時代（3年10ヶ月）

外科医としての業績確立

（多数の手術をビデオ発表、

1990年、日本消化器外科学会評議員）

病院経営にも大きく貢献

日本の医療制度の矛盾を理解

大学医局を超えた人事を経験（近畿大学、福井医大）

一方で、自分の健康は蝕まれていった



M循環器内科部長の言葉

今のペースで働き続けたら、

加納先生は、40歳代に心筋梗塞で
死ぬことを保証します

（結局は53歳で重体に）



ますます重くなる責任

上になればなるほど、責任が重く、苦しくなる

病院の評判を上げようとすれば、ますます苦しくなる。

一般病院で大学に負けない業績を上げようとすれば、

孤軍奮闘

しかし、自分の進歩と松波英一院長の夢の
実現のため、やらねばならぬ



日本で最初のインテリジェント・ホスピタル構想

「私はこの日本一の病院を作るために
110億の借金を負った」
（開院式での挨拶 1988年４月）

全館コンピューター化した
PAPERLESS HOSPITAL構想：

国がついてこれず

自分の進歩と松波英一院長の

夢の実現のため、

やらねばならぬ

松波総合病院名誉院長



一般病院にいながら、大学に
負けない学問的業績

新しいことにも挑戦

時代の流れを読み、

腹腔鏡下胆嚢摘出術の導入を計画

手術器具の入手が困難な時代

1991年２月15日 成功



第１回アジア肝胆膵外科学会（会
長：高田忠敬、バンコク 1991.1）

山川達郎先生との出会い:

人生の大きな転機



縁のない大学の要職への転職

無関係の大学への転職は異例の時代

1991年５月、東海地方を離れて関東へ

良い仕事があるから行く

実は家庭の事情はまったく考慮せず



開腹手術のみならず
腹腔鏡下手術の
業績が蓄積できた

I AM 

PROF. YAMAKAWA’S

STUDENT.

山川達郎先生のお陰で、インドを
はじめ、諸外国との縁ができた。



1991年5月 帝京大学溝口病院へ

腹腔鏡下手術の時代

山川達郎先生のもと、パイオニア的存在の同院
で多大な業績

1993年 AMERICAN COLLEGE OF 

SURGEONS（米国外科学会）の
INTERNATIONAL GUEST SCHOLARに

（世界で７人の一人に） （推薦人：山川先生、櫻井健司先
生）

日本人では初めての栄誉だよ（櫻井先生）



加納君、おめでとう。

日本人では
初めての
栄誉だよ

櫻井健司先生
PAST SECRETORY GENERAL

OF ACS JAPAN CHAPTER



加納君、おめでとう。

日本人では
初めての
栄誉だよ

櫻井健司先生
PAST SECRETORY GENERAL

OF ACS JAPAN CHAPTER



1993 INTERNATIONAL GUEST 

SCHOLAR OF ACS



AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS

INTERNATIONAL GUEST SCHOLARSHIP

若き日に逃した米国留学の無念を晴らす
に十分な栄誉。

自分は米国でも高い評価を得たぞ！

外国人にも自信を持って対応



山川達郎先生のもと、帝京大学溝口病院
外科での外国人達との出会い

多くの外国人医師が見学･実習に来ていた

1991年末にはインドへ手術デモに出張

皆、私の手術を高く評価してくれた

その後も頻繁にインドへ指導・講演に出張



1996年 亀田総合病院からのお誘い

帝京大学医学部附属溝口病院に満足している
が、さらに自由で、大きな舞台はないか？

力を自由に発揮できる亀田総合病院の魅力

こんな田舎に大病院、どんな魅力があるのか

新しいもの見たさと、さらに大きな夢
の実現に向けて、鴨川へ



KAMEDA BROTHERS とともに、
夢の医療機関建設へ

（理事長：亀田俊忠→亀田隆明）

亀田信介院長 亀田省吾院長



思えば遠くへ来たもんだ

新幹線の沿線からはじめて外れた

人間至る所青山あり

房総半島の南端から世界をみる

外国人医師も鴨川へ勉強に来る



東京から特急で2時間



K棟（全館個室）

A棟（共同部屋）

クリニック（外来）

海岸



K棟（全館個室）

A棟（共同部屋）

クリニック

B棟

救命救急
センター

海岸



好事魔多し
苦労の末、亀田総合病院での仕事が軌道
に乗ったと思ったところ

2003年5月23日、心筋梗塞で倒れる（右冠
動脈が根部で途絶）

生き延びたと思ったら、４ヶ月後にインドで
脳腫瘍で倒れる



結局、どこまでいっても自分は
病弱な子

・50歳を過ぎて、鼻で息ができるようになった

→こんなに幸せになって良いのか。

→また落とし穴が待っているのではないか

→やっぱりあった：重症心筋梗塞と脳腫瘍のおま
け付き。60歳で腎機能増悪 GFR 35



脳腫瘍の治療：ガンマナイフ
（東京女子医科大学、林先生）

高崎 健先生のお世話になりました。

羽生富士夫先生：

びっくりした顔をして、

「オマエは加納か！！」
オマエは心筋梗塞で死んだはずだろう！

びっくりした～～。加納の幽霊かと思ったぞ。



反省
・根性物語の主役になろうとして、結
局、それが命取りになっている

・それでもまだ未練がある

2008年、若潮マラソン（10Kmコース）へ

ただし、もう競争はしないから



医師である限り、苦悩は続く

患者さんのことが毎日気になる

予想外のことがいつでも起こり得る

土日も回診に来るのが日常

めずらしく休もうとすると、予想外のことが起こる



休んで家にいても患者さんのことが心配

小学生の息子（当時）の言葉:「父ちゃん、やるべきこ
とはしてあるんだから、少し、休みなよ」

・家で心配するより、病院で患者さんの
そばにいた方がよい

・医師は患者さんといっしょにいてこそ、
心が安まる



論文数

一般病院を中心にした人生であったが、筆頭
ネーム分だけで270編の論文・著書を著した。

和文論文が中心であるが、これは自慢してよいものと
自負している。

これからも若い人には、日本語の症例報告でも良い
から論文を書くように薦めていきたい（患者さんとの思
い出作り）。



・加納宣康の論文第一号は卒後8年目

・それまではひたすら手術症例を増やす
ことに奔走していた

・国立東静病院時代（卒後６－９年目）に
手術に自信を深めて論文を書き出した

忘れないでほしいこと



臨床外科医として学問的にも栄誉を得た

日本消化器外科学会評議員

米国外科学会 International Guest Scholar, FACS

マハトマ・ガンジー・メモリアル医科大学名誉客員教授

帝京大学医学部外科学客員教授

（自らは教授職へのオファーを辞退し、後輩を推薦）

インド内視鏡外科学会名誉会員など

日本臨床外科学会賞受賞



夫、父としては問題あり

次女を早死にさせた私

（無理な手術を受けさせ、術中死亡）

家庭を顧みず

子どもの教育も、妻にすべて任せきり

引っ越しは妻と引っ越し屋さんがするもの



浜ひるがお 病院前海岸



大山千枚田 鴨川市



ベテラン外科医の仕事
＝弟子の教育

亀田総合病院式（加納宣康式）

外科医トレーニングシステムの完成



「臨床外科」 68巻10号
（医学書院, 2013）

特集“次代の外科専門医をめざした
トレーニングシステム”

各施設における外科研修プログラム

③亀田総合病院：少数精鋭主義で、
厳しさを求める若者の期待に応える

著者：亀田総合病院外科 加納宣康



SURGICAL ENDOSCOPY

VOLUME 24 NUMBER 12 

(PUBLISHED ONLINE: 29 JULY 2010 )
2010

Current surgical training: simultaneous 

training in open and laparoscopic 

surgery 

Nobuyasu Kano, Akihiko Takeshi,    

Hiroshi Kusanagi, Yu Watarai, Makio Mike, 

David Gremillion et al.

Kameda Medical Center



手術書：「正しい膜構造の理解からとらえなおす
ヘルニア手術のエッセンス」（加納宣康監修 三
毛牧夫著、2014.7.1.医学書院）

手術書「腹腔鏡下大腸癌手術」（加納宣康監修、
三毛牧夫著、医学書院、2012.05．01）

手術書「消化器内視鏡下手術シリーズ～標準手
術を学ぶ 基本手術手技」（加納宣康編著、へる
す出版、2008. 8.）

単行本６編



手術書「腹腔鏡下手術 これは困ったぞ、
どうしよう！」（加納宣康編著、中外医学
社, 2004.7.）

手術書「腹腔鏡下手術テクニックマニュ
アル」（加納宣康編著、南江堂,

2001.11.）

問題集：「外科専門医受験のための演習
問題と解説」（加納宣康監修、本多通孝
編集、医学書院 2013.1.1.）もありま
す。お目通しいただければ幸いです。

・



エッセイ集「いい患者さん、困った患者
さん」（加納宣康著、新潮社、2002. 

2.）

エッセイ集「医は仁なり いまだ健在」
（加納宣康著、幻冬舎ルネッサンス, 

2007. 6.）、

エッセイ集も発刊



・内視鏡下手術と従来手術との
並行教育の効果

・術者としてのearly exposure

・厳しいトレーニング

外科後期研修の内容が重要

「ど田舎になぜ外科志望者が集まるか？」



・厚生労働省の新基準
８床あたり研修医１人(大学病院など）

研修の密度 ∝ 経験症例数

初期研修医の採用枠

・亀田メディカルセンター（病床数：925）

毎年 18人（２年合わせて最高36人）

安房地域医療センター(149床)と合わせて21人

（亀田メディカルセンターに換算すると115人

→研修密度が低くなるのではないかと心配）



研修の密度 ∝ 経験症例数

外科後期研修医の採用
少数精鋭主義

激選して毎年１－２人のみ



・亀田で後期研修ができてよかったと思います。

・加納先生も他の先生方も
非常に手術がうまかったです。

・ある程度手術はして見なければわからない
ことが一杯あると思います。

・日本の多くの病院で、こういった外科研修ができると
ころが増えてくれればなぁ、と思います。

4年間を振り返っての某卒業生の感想
（他施設を見ての感想メール）



・ほんとうに仲のよいチームですね。

・入門希望者が多くて羨ましいです。

・加納先生が断られた人をうちへ紹介してください。

・加納先生のところで修行した人なら高給優遇し
ますから、紹介してください（某院長）。

亀田メディカルセンターの外科

しかし、ここまでの道程はいろいろ大変だった

・内戦状態の人間関係、 ・知名度の低い外科

・人間としてのレベル、 ・医師、外科医としての能力



亀田メディカルセンターの研修医

頭脳明晰

野心的かつ温厚な性格

柔軟な思考力

将来の指導者としての才能

大切に育てたい自慢の息子と娘

加納宣康：僕は幸せだなーー！



・大学教授職へのオファーを辞退し
て、亀田総合病院に残る

・よりEXCITINGな仕事をしよう

・自分でさらに亀田の価値を高める

亀田総合病院の価値



亀田総合病院外科
加納宣康体制18年（1996~2014）

時代は流れる

そろそろ新しい空気が必要

これにて厳しさを売りにした加納時代は終わり

新体制で臨む



2014年には65歳

亀田メディカルセンターだけよくして満足し
て良いのか？

日本全体の医療のために何をなすべき
か。

亀田で18年目：他の医療機関のお手伝い
もすべきではないか。



18年間を振り返っての反省、心配

手術は教えられたが、人間教育は十分であったか（大学
医局に負けていないか）

組織人とのしての自覚が欠落していないか

患者さんに優しく、親切に接しているか

患者さんから人間として評価され、頼られているか

後を託す指導者の院内、院外での評価はどうか



恵まれすぎた亀田総合病院の
若手医師、外科後期研修医の欠点

1.自分で症例を集める努力が不必要

2.他院を上から目線で見る

3.中小病院の医療従事者の苦労が実
感できない



外科医として充実していたが、やり過ぎて倒れる

53歳にして、心筋梗塞と脳腫瘍で2度倒れる
（病弱な子はやはり病弱であった。奢る事勿れ）

かなりのやり過ぎを反省

皆様、健康にはご注意を！

過労死と紙一重の医師生活の連続



弟子への期待、夢

・日本消化器外科学会評議員になれるだけ
の実績を作らせたい

・American College of Surgeonsの
International Guest Scholarを出したい

・大志を抱け：Be Ambitious!

・君たちが活躍する舞台は世界中にある

・日本臨床外科学会賞も夢として意識せよ



加納宣康が作りあげた
“外科志望者が最も多く集まる”亀田
総合病院の外科は、

永遠に不滅である！
（「臨床外科」 2013.10.）

指導者が代わっても



神様は、自分を医師にするた
めに、子ども時代から、様々
な試練をお与えになったのだ。

天命に感謝、感謝。

天から与えられた使命



いっしょに仕事をしてくださった同僚職員
に感謝

日本臨床外科学会はじめ、各種学会の
皆様に感謝

私を見捨てなかった妻に感謝

私に手術をさせてくださり、

教えてくださった患者さんに感謝



ご

清
聴

に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。











日本の血管外科のパイオニア
「外科は知識じゃ」

外科医として、学者として
一流のレベルを示された

退官後は病理学の
大学院生に

岐阜大学第一外科（当時）

主任教授：稲田 潔先生



手術ビデオ

腹腔鏡下直腸低位前方切除術

術者：後期研修１年目の終盤

前立ち指導：加納宣康



人間不信社会とミーイズムが
医療崩壊と国の破壊を招く

・医療者と患者を対立軸におく報道姿勢

（医療者も患者であることを忘れている）

・医療の不確実性を理解しない国民

・病院にいても死亡することはある事実を理解しな

い国民



人間不信社会とミーイズムが
医療崩壊と国の破壊を招く

・それらを煽って稼ごうとするマスメディア

・何でも他人の所為にしたがる国民性

・理不尽な責めを負いたくない医療者の

委縮医療傾向と医療現場からの逃避

・日本の医療の優秀さが理解できない国民

・医療を荒廃させる低医療費政策



房日新聞社との出会い

忍足利彦氏との会話中、エッセイを書くことに

・原稿料は要りませんが、その代わり、言いた
いことを言わせていただきます

・目的：医師と患者さんとの間の相互理解を深
めたい

・著作権は主張しないでください



私からのメッセージ

医師は上になればなるほど、苦しくなる

自分で患者（症例）を集めてくる覚悟をせよ

大志を抱き続けよ：自分こそ、日本のリーダーに

忙しいほど、幸せだと思え（24時間、365日、休みがあったら損と思え）

一般病院にいても、大学人に負けない業績をあげよ



挫折から学べ

挫折があってこそ、成長できる

挫折の中から、立ち上がれ

諦めるな：さすれば、道は開ける



ご

清
聴

に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。


