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[日本滞在日程]

1996年11月 4日来日

1997年 5月 4日 帰 国

(1) 国立国際医療センター脳神経外科における脳神経外科診療のシステムの

把握と顕微鏡下での脳神経外科手術の見学及びその器具の取扱の実習。

我が国の脳神経外科の診療システムは、一般に患者が来院して神経学的検

査や神経放射線学的検査などで診断される過程から、さらに手術や化学療法な

どの治療をうけ、退院後の経過観察に至るまで非常にいくつもの過程を脳神経

外科医が責任をもって行う診療システムであり、どうしても Qualityが重ん

じられる所で有ります。またこれが科学的な医学を推進する大きな要素となる

ものであります。中国では大きな病院の数が少なく、患者がーヶ所に集中し、

ある意味では診療は能率的に行われますがどうしてもベルトコンベア一式とな

り Qualityよりも Quantityを重んじる所となりますロそこで、杜先生には

当院で我々が神経学的診察を経て、 CT、MRI、血管撮影を行って診断を深

めていく過程をよく理解してもらい、さらに顕微鏡下の手術をみて、折にふれ

我々と診断、治療における問題点等を討議して、これらから Qualityの必要

f生を認識してもらいました。

また彼の為に、古い手術用顕微鏡を用いてその器具の操作の実習を行って

もらいマイクロサージャリーの操作を身につけてもらいました(彼の所属する

病院では顕微鏡下の脳手術は行っていない)。

(2) 脳腫蕩に対する放射線照射の治療効果の観察(神経放射線学的観察と脳

腫蕩組織の観察の実習)

当初より当科で開発した脳腫痕に対する術前照射療法の研修が大きな目的

でありました。 2例についてこの治療法の一部始終をこの研修期聞に見学する

事ができ、その効果を確認できました。そして同時に脳腫蕩の病理組織学的観

察という実習を十分に行う事ができ、それによる診断の技術の向上をはかるこ

ともできました。また、放射線による腫壌の病理学的変化を十分に理解するこ

とができました。帰国後にこの治療法を実施する技術と知識を身につけること

ができたと理解します。
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