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し合わせて想像する程度であるとすれば，それは果
たして「留学」と言ってよいのか．さらに，その自
分の中での勝手な想像，空想の要素が強い「見学」
の内容を，日本の同僚にあたかも事実のように「ド
イツでは……．」などと紹介してよいのか，はなは
だ疑問であった．また，期間限定で日本から順番に
派遣されて，自分が派遣されたタイミングに派遣先
でたまたま行われていた研究に一員として参加する
だけの「研究留学」ではなく，自分にしかできない
経験をしてみたいという希望もあった．また，「自
分が知っている麻酔方法を世界のそれと比較，検証
してみたい．」という目的を達成するためには，現
地の臨床現場に身を置くほかにない（「現地就職」）と
いう結論に達した．しかし，ドイツの臨床現場で患
者に触れるためには，ドイツの医師免許が必要であ
ることは言うまでもない．また，家族を養うために
はどうにかして給料を調達する必要があり，そのた
めにも，まずは，ドイツの医師免許を取得すること

Einleitung（アインライトゥング）：序章

　私は2004年3月の昭和大学卒業と同時に，地元
である新潟県へ戻り，新潟大学病院研修医（現行の
医師臨床研修制度の最初の年である）を経て，2006
年から新潟大学麻酔科学教室で，一般的な麻酔管理，
成人心臓麻酔，小児心臓麻酔を基礎からご指導いた
だいた．しかし，「自分が知っている麻酔法は新潟
大学麻酔科の文化（方言？）でしかなく，他の世界，
文化圏で行われている麻酔法と比較してどうなのだ
ろうか．」という疑問が次第に湧いてきた．それま
でも，大学一年生で1年間だけ教わったドイツ語を
細々と独学で勉強しており，何度かドイツへ旅行し
た経験があったため，ドイツで生活してみたいとい
う漠然とした希望を抱いていた．
　これはあくまで私見であるが，言葉もわからな 
い環境に，ほんの数日間から数週間身を置いただけ
で，目の前で起きていることを自分の経験と照ら 
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ustauschdienst）のような奨学金制度はあるが，臨
床現場で働きたいというケースは残念ながら対象外
である．

Ⅰ　ドイツの臨床現場に身を置くための必要条件

　そこでまず，ドイツの医師免許を取得するための
条件を調査することから始めたのだが，当時はまだ
ドイツに知り合いもおらず，新潟大学麻酔科を含め
た日本国内にもその疑問に答えてくれる当てもなか
った．インターネットで調べてみると，どうやら「医
師活動労働許可」なるものを取得する必要がありそ
うなことまではわかったので，とりあえず，首都で
あるベルリンの医師会にメールで問い合わせてみた
ものの，返事が来ることすらなかった．ドイツ語に
自信がなかったため，英語でメールを書いたのもい
けなかったのかもしれない．当時は知らなかったの
だが，「医師活動労働許可」はベルリンの医師会が
統括しているのではなく，居住地域の医師会が発行
するのである．後ほど説明するドイツ医師免許も同
様に地域の医師会が発行するのだが，ドイツ全土で
有効である．
　「医師活動労働許可」の申請のために，2012年当
時私が用意した書類を以下に列挙する．
1． ドイツ語能力証明書
2． 日本の医師免許証：公認のドイツ語翻訳業者に
より翻訳．その後，在日ドイツ領事館で認証ス
タンプ．

3． 日本での在職経歴証明書：日本語で作成したも
のを，公認のドイツ語翻訳業者により翻訳．そ
の後，在日ドイツ領事館で認証スタンプ．

4． パスポートの写し：在日ドイツ領事館でコピー，
認証スタンプ．

5． アポスティーユ付き戸籍謄本：公認のドイツ語
翻訳業者により翻訳．その後，在日ドイツ領事
館で認証スタンプ．（アポスティーユが何なのか

いまだに理解していないのだが，これを付けな
いと申請が有効にならないことがあるらしい．）

6． 無犯罪証明書（英語版でよい）：新潟県警鑑識課
へ申請．日本語と英語で書かれているらしいが，
開封すると無効になるので，中身を見たことは
ない．

7． 医師として行政処分を受けていない証明書（英語
版でよい）：厚生労働省へ申請．

8． 医学部成績証明書（英語版でよい）：出身大学へ
申請．

9． 医学部卒業証明書（英語版でよい）：出身大学へ
申請．

10． 履歴書（ドイツ語）：自分で作成したもので可．
11． 健康診断書：ドイツの就職先の産業医により作
成．

12． 滞在目的を証明する書類：ドイツの就職先から
の招聘状，契約書など．

13． 滞在許可証（ビザ）：居住都市，もしくは居住地
域を管轄する外国人局へ申請．

　このように列挙しただけでも，多方面にわたる書
類が多数必要となるが，これらの書類は，時間的余
裕をもって申請すれば揃えられる．しかし，申請だ
けでは揃えられない書類が一つだけある．それが最
初に挙げた「ドイツ語能力証明書」である．ここで
いう「ドイツ語能力証明書」とは，要するに「ドイ
ツ語試験合格証」である．ドイツ語試験のレベルは，
下から順にA1（アー・アインツ），A2（アー・ツヴ
ァイ），B1（ベー・アインツ），B2（ベー・ツヴァイ），
C1（ツェー・アインツ），C2（ツェー・ツヴァイ）の
六段階あるのだが，「医師活動労働許可」の申請に
必要なレベルは 2012年当時B2レベルであった．こ
の六段階で表現すると，B2は「中級の上」程度の
ように感じてしまうかもしれないが，ドイツ語学校
がない新潟において独学でドイツ語をB2レベルま
でもっていくのは，決して簡単な話ではない．ドイ
ツ語学校がある大都市であっても，いくら麻酔科医
といえども，語学学校へ定期的に通うほどの時間の
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確保は容易ではないと思われる．B2試験の内容は，
「読み取り試験」，「筆記試験」，「聞き取り試験」，そ
して「面接」の4種目であり，4種目の合計で6割
以上得点できれば合格となる．読み取り試験は，短
い文章を読んで，その内容に合う選択肢を選ぶ形式
であり，また，筆記試験は，文章の内容や文法につ
いての穴埋め問題形式であるので，勉強すればなん
とか対応できるようにはなる．面接試験も，何かし
らしゃべって，自分が言いたいことを一生懸命伝え
ようとすればクリアできる．しかし，聞き取り試験
が大問題なのである．B2レベルの聞き取り試験は，
5～10分ほどのラジオやテレビ，ニュースが休憩な
く流れてくる間に，それの内容を聞き取りながら，
10題の問題を読み，合致する選択肢をそれぞれ選
択するという形式である．

　図1は私の実際の合格証であるが，合計点が 7割
弱と低いのはさておき（合格は合格である），実際，聞
き取りテストにあっては5割しか得点できていない．
また，この試験はどの語学学校の試験でもよいわけ
ではなく，Goethe-Institut（ゲーテ・インスティトゥ
ート　https://www.goethe.de/ins/jp/ja/index.html）
のような，公認の語学学校である必要がある．この
Goethe-Institutは，日本では東京，大阪，京都にし
かなく，それぞれ数カ月に一度の頻度で試験を行っ
ている．図1の合格証は，2012年2月の大阪Goethe-
Institutでの試験である．このB2合格証も含めて，
ドイツでの「医師活動労働許可」を取得するのに必
要とされるすべての書類を準備して，いよいよ2012
年3月にドイツへ渡った．

Ⅱ　�ドイツでの生活準備：�
日本とドイツの常識・非常識

　「医師活動労働許可」の取得のみならず，家族と
生活するための準備をする必要があったので，まず
は単身で渡独し，病院の当直室棟の一室を借りての
生活が始まった．日本ではちょうど麻酔科専門医を
取得した学年であり，一般的な麻酔手技は一通りで
きるようになってからのドイツ挑戦ではあったが，
まったく新しい環境での麻酔に慣れる必要があった
ため，ドイツへ渡った数日後から病院へ行き始めた．
「医師活動労働許可」の申請に必要な書類のうち，
滞在許可証の申請や健康診断書など現地で調達する
必要がある書類の準備を並行して行った．まだ患者
に触れることはできない身分であったため，麻酔科
の同僚に付いて麻酔管理に入り，ライン確保などを
手伝う（もちろんオフレコで）程度しかできない日々
であった．一緒に麻酔を担当しているドイツ人麻酔
科医はすぐにコーヒー休憩に行ってしまうので，部
屋にいる麻酔科医（？）は自分一人という状況が少な
くなかった．日本でもそうであるように，術者や看
護師が世間話をしながら手術は進んでいくのだが，
「患者の調子はどう？」などと急に麻酔科医に話を

図1　B2ドイツ語試験合格証
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のめされた．不動産屋へ行っても，明らかに空返事
されていて，まったく相手にされていないのがわか
るのである．いくら日本では医師になって8年ほど
が経っていようが，ドイツでの実績がまったくない
得体の知れないアジア人にすぎないのである．どの
不動産屋を後にするときも，「良い物件があったら
連絡します．」などと社交辞令を言われるが，連絡
は一回たりとも来なかった．そんなある日，アパー
ト探しサイトを覗いていたときにちょうどよさそう
な物件を見つけた．いつものようにダメもとでメー
ルをしてみたところ，奇跡的に返事が来た．「2日
後の 17時にお待ちしています．」との内容であった
ので，指定された時刻にアパートの前へ行ってみた
ところ，他にも3組ほど来ていた．日本の場合，ア
パートの契約は早い者勝ちが当たり前であるが，ド
イツの場合は，アパートの大家がそれぞれの候補者
と面談して，大家が最終的に誰と契約するかを決定
することを，この時に初めて知った．この大家自身
が外国人（ドイツ人男性が夫であった未亡人）である
こともあってか，運よく私を選んでくれ，アパート
を契約することができた．

Ⅲ　ドイツ医師免許の取得

　このように，ドイツでの生活準備と「医師活動労
働許可」申請の双方が順調に進んでいるかに思えた
ので，5月上旬に家族を迎えに行くため，家族 4人
分の片道航空券と，自分の往復航空券を購入した数
日後，思いもよらない返事がケルン政府から来た．
なんと，2012年4月から新制度になっており，「医
師活動労働許可」制度はなくなり，ドイツ人と同じ
医師免許証（Approbation：アプロバツィオン）を取
得しなければならなくなったとのことであった．そ
のために，ケルン政府で追加の語学試験が課せられ
ることとなり，その追加試験を5月下旬に行うとい
う通知であった．2012年3月中旬に渡独して，現地
調達が必要な書類を集め，申請書類を提出したのが
4月3日であったため，すでに新制度の適応対象と

振られたときにも，そのことすらわからないような
状況であった．要するに，B2レベルの語学試験に
合格はしていても，実際の生活ではまったく役に立
たないドイツ語レベルであった．そのようなドイツ
語力であったため，術者に話しかけられていてもま
ったくの無視であり，しばらくの微妙な沈黙や雰囲
気でようやく，「もしかしていま話しかけられた？」
と気が付く程度であった．そのため，麻酔看護師（後
述）が通訳代わりにお目付け役としてべったりマン
ツーマンで付いていた．
　また，生活準備においても，日本との相違にただ
ただ戸惑うばかりであった．例えば，生活準備でま
ずするべきことは，銀行口座の開設である．渡独直
後でドイツ語力が非常に乏しい状態であるため，銀
行口座の開設すら非常に苦労した記憶がある．口座
開設時に説明された通り，キャッシュカードは後日
郵送されてきたのだが，日本の場合には口座開設申
し込み時に希望四桁の数字で申請するはずの暗証番
号を決めたという大事な記憶がない．口座開設時に
銀行員とコミュニケーションをとるだけで精いっぱ
いだったので暗証番号を申請したやり取りを覚えて
いないだけであろうと考え，さっそくキャッシュカ
ードが使えるかどうかを試すために最寄りの支店へ
向かった．ATMにキャッシュカードを入れ，心当
たりがある暗証番号候補を試してみたが，不正解．
別の可能性がある暗証番号を入力しても，またもや
不正解．あっという間に 3回不正解した時点で，カ
ードがATMに吸い込まれてしまった．近くにいた
銀行員に慌てて問い合わせたところ，「暗証番号は
別に後日届くと説明を受けなかったのか？」とのこ
とであった．口座開設した際，暗証番号が後日別ル
ートから郵送されてくることは，ドイツではあまり
に当たり前のこと過ぎて，銀行員は説明してくれな
かったのかもしれないし，ただ単に聞き逃しただけ
なのかもしれないが，カードと暗証番号の再発行手
続きをする運びとなった．
　アパート探しでも，日本とのあまりの違いに打ち
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なっており，なんと私がドイツ全土でその追加試験
の最初の受験者となったのである．その試験に合格
しない限り，医師免許証は与えられず，いつまでた
っても患者に触れることができない，結果的に，無
給状態が続くことになるのである．家族を迎えに行
く航空券も購入（自分の希望で渡独しているだけな
ので，もちろんすべて実費）して，アパートも契約し，
自動車の購入契約もした矢先の出来事であったの
で，何が何でも合格するほかに道が残されていない．
追加試験は，Ärzteblatt：エアツテブラット（医師
会報）の見開き 1ページを渡され，30分でその内容
を把握して，その後，その内容についてインタビュ
ーされるというものであった．図2にÄrzteblattの
例を示すが，B2をぎりぎり合格した程度のドイツ
語力しかない当時では非常に難しい試験であった．

そうは言っても，試験する側（ケルン政府）もされる
側（私）も初めてのことであり，勝手がわからないこ
ともあってか，とりあえず的に（？）試験は不合格と
なり，再試験が 3週間後に予定された．ドイツで新
しく生活を立ち上げるために，ほぼ全財産を使い切
ってしまった上に，家族もドイツに来てしまってお
り，にもかかわらず，試験に合格しない限り無給状
態が続くという状況に絶望感すら感じた．3週間後
の再試験に合格できなければ，生活費も底をつき，
ましてや，すでに日本へ一家で引き返す航空券を買
えるだけの貯金もなくなっていたため，デュッセル
ドルフにある日本大使館へ逃げ込んで，日本へ強制
送還してもらうことを本気で考えた．再試験は運よ
く合格することができ，念願のドイツの医師免許証
を手にすることができた（図3）．

Ⅳ　ドイツの臨床現場で悪戦苦闘

　ようやく勤務先の病院とも麻酔科医として雇用契

図2　Ärzteblattの例（実際の試験は見開き1ページ）

図3　ドイツの医師免許証
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と同じ音なのだが，出てみると「緊急帝王切開．す
ぐに産科病棟手術室へ来てください．」という機械
のアナウンス（男性の低い声で，ゆっくりしゃべる，
一回聞いたら耳に残る独特のアナウンス）が流れる．
急いで飛び起きて当直室から出ると，向かいの部屋
で仮眠をとっていた麻酔看護師もちょうど出てきた
ところであった．産科病棟手術室へ駆けつけてみる
と，妊婦はすでに手術台の上に移されていた．産科
病棟手術室の麻酔器は常に電源が入った状態になっ
ており，始業前点検は毎朝麻酔看護師が行っている．
また，挿管セットや薬剤（産科病棟手術室内の金庫
に常備保存されている麻薬はフェンタニルのみであ
った）も準備されており，隣の部屋にはクベースが
一台常備されており，いつでも緊急帝王切開に対応
できるようになっている．麻酔科医はすぐさま妊婦
に酸素をかがせ，麻酔看護師はすでに準備されてい
る挿管セットと薬剤を引き出しから取り出し，隣の
部屋にNICU医師が到着していれば準備完了であ
る．こちらの準備と同時に，産科医が妊婦のお腹を
消毒し，清潔ドレープがかかったら，麻酔薬投与の
ゴーサイン．相手はドイツ人の妊婦なので，体重は
70～80kg超えは当たり前，100kgを超えることも少
なくないのだが，麻酔導入薬はチアミラール500mg，
ケタミン50mg（ドイツでは麻薬扱いではない），サ
クシニルコリン 100mgである．気管内挿管と同時
に執刀開始となり，赤ちゃんが生まれたら，セボフ
ルランとフェンタニルを投与するのだが，さすが体
格が大きいドイツ人だけのことはあり（？），フェン
タニル500μgを投与した程度では10分もすれば自
発呼吸が出てきてしまい，フェンタニルの追加投与
が必要な症例がほとんどであった．そのため，後々，
私の提案が採用され，レミフェンタニルも産科病棟
手術室内の金庫に常備してもらうようになった．そ
れまで何度か予定帝王切開の麻酔を担当しているは
ずではあったのだが，この最初の緊急帝王切開が終
了したときに，執刀産科医から「あなたはよくやり
ました．」と褒められたのである．そのやり取りを

約を結ぶことができたが，契約はAssistenzarzt：
アシステンツアルツトゥ（レジデント）としての契約
であった．それでも晴れて一麻酔科医として勤務し
て，月給生活を送ることができるようになった．半
面，一麻酔科医として，他のドイツ人麻酔科医の同
僚と同様に，必然的に当直業務や麻酔説明外来も担
当しなければならなくなった．私の中での当初の勝
手な予定では，ドイツの医師免許証さえ取得してし
まえば，他科医師や同僚麻酔科医とは英語でコミュ
ニケーションをとればなんとかなるだろうという淡
い期待を抱いていたが，小児病院であり対象患者が
小児であること，日本でもそうであるように，患者
の親や同僚がドイツ語しか通じないことが少なくな
いことなどがあり，結局はこちらのドイツ語の上達
が必須であった．麻酔説明外来当番のときは，自分
の院内PHSの他に，緊急手術申し込みや緊急帝王
切開，院内コードブルーやECMOアラームなどに
もすぐさま対応できるように麻酔科当番PHS，さ
らに，麻酔説明外来の固定電話と，3つの電話に対
応しなければならない．また，問診票に書いている
内容や病名，患者が普段内服している薬などもすべ
てドイツ語であり，初めのうちは非常に苦労したし，
自分の麻酔説明に患者があまり納得していなさそう
な雰囲気を感じてしまうことが幾度かあった．また，
麻酔科当直は月に 4～ 5回ほど回ってくるのだが，
初めの頃は，術後鎮痛剤の使用などについての病棟
看護師からの問い合わせでさえもうまく聞き取れな
いため，その都度病棟へ足を運んで状況確認をした
上で対応していたし，いつPHSが鳴るかもしれな
いと，手に汗を握って当直室のベッドにもぐりこん
でいたものである．
　忘れられないエピソードがある．一番最初の当直
でいきなり緊急帝王切開アラームが鳴ったのであ
る．緊急帝王切開アラームは，産科病棟が500番を
ダイヤルすると，麻酔科医PHS，麻酔看護師PHS，
NICU医師PHS，器械出し看護師PHSが一斉に鳴
るシステムになっている．PHSの呼び鈴はいつも



406 日臨麻会誌 Vol .39 No.4/Jul. 2019

見ていた器械出し看護師が，「Tomoは若く見える
けど日本では専門医だよ．」と産科医に教えてくれ，
それを聞いた産科医は「あら，若く見えたもんだか
ら．ごめんね．」とのことであった．「予定帝王切開
のときのように妊婦と会話をしなくて済んだから，
緊急帝王切開でよかったよ．」という私のリアクシ
ョンを聞いて，一同大笑いしたのである．

Fazit（ファツィット）：結語

　今回紹介したように，私にとって，ドイツの医師
免許証を取得することは，ドイツでの臨床のみなら
ず，ドイツで生きていくための「出発点」でしかな
かった．その「出発点」に立つことができて，よう
やく初めて，“若く見えるし言葉も怪しいアジア人”
がドイツの医療現場で戦うことが許されるのであ
る．海外挑戦するタイミングも大きな疑問であると
思うが，私の個人的な意見としては，日本で専門医
を取得してからのほうが良いと考える．なぜかとい
うと，“若く見えるし言葉も怪しい”というマイナ
スポイントからの出発を余儀なくされることが事実
である以上，そのような周りの見る目を覆して，さ
らに信頼を勝ち取るためには，現地の麻酔科医より
もできることを見せるしかないからである．幸い日
本での専門医資格を持っていた私は，渡独後1年半

でドイツの麻酔科専門医試験を受験することが許さ
れたが，そうでない場合には，日本と同様，経験症
例を一から集め直す必要があり，勤務する病院によ
っては集められる経験症例に偏りがある場合も考え
られる．ドイツは日本では想像できないくらいの肩
書社会であるので，提供している医療が同じである
にもかかわらず，「レジデント」よりは「麻酔科専
門医」というだけで患者受けは良いし，「上級医」
というだけでとてもありがたがられるし，当然なが
ら給料も良い．まったく医学的な問題ではないのだ
が，残念ながら，それが現実であることは，この三
つの階級それぞれを経験したからこそ実感できたこ
とである．昔ながらの骨董品的な医療しか提供でき
なくても「上級医」は「上級医」であり，エコーガ
イド下穿刺など新しい技術を習得していても「レジ
デント」は「レジデント」なのである．たとえ，そ
れらの新しい医療技術をレジデントが，骨董品上級
医の代わりに提供していたとしても，患者からあり
がたがられるのは上級医であり，給料が高いのも上
級医なのであり，それが現実である．

　今回は，文字数の関係で，ドイツの臨床現場で「出
発点」に立つための必要条件を中心に紹介するに留
まったが，自分で勝手にドイツへ飛び込んだ私が，

図4　手術室へは「お姫様抱っこ」で入室する
図5　 小児麻酔の研修に来たドイツ人麻酔科医の指導

中風景
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体験エピソードなどについて，月刊誌LiSA内の連
載コラム「Tomochen風独記」として，2014年1月
号から2015年12月号，2017年1月号から現在進行
形で紹介している．ご興味があれば，新潟大学病院
麻酔科での見学，研修も常時大歓迎である．

ドイツの臨床現場でどのように戦って，何を見て，
何を経験してきたのか（例えば，麻酔導入は麻酔導
入室で行い，その後手術室へ「お姫様抱っこ」で入
室する：図4，他院からの麻酔科医が小児麻酔の研
修に来た際にどのように指導していたか：図5）な
ど，臨床エピソードやドイツでの日常での不思議な
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