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アメリカの先進医療を視察
（1987年）

父親とアメリカへ

　全米で最も優れた医
療機関のひとつに数え
られているミネソタ州
ロチェスター市に本部
を 置 く 財 団 の メ イ
ヨ ー・ ク リ ニ ッ ク は
ウィリアム・メイヨー
と チ ャ ー ル ズ・ メ イ
ヨー兄弟により創設さ
れ ま し た。 そ の 伝 記

『メイヨーの医師たち』
を偶然読み、強く印象
付けられました。一度訪ねてみたいと思っていたら、そ
の機会が巡ってきました。北海道から小倉記念病院へ研
修に来ていた阿部先生が、研修を終えて札幌に帰る前に
当院の留守番を約２週間務めてくれる事になりました。
お蔭で事務長と一緒に弥次喜多道中、双方生まれて初め
てアメリカ大陸へ旅立ちました。
　まるで咸臨丸で太平洋を横断するかの思いを想像して

成田空港を離陸。太平
洋、カナダの雪原を越
え、ニューヨークのJF
ケネディー国際空港に
着陸直前、眼下に見下
ろす郊外住宅は綺麗で
整然とゆとりをもって
建ち並んでいました。
ふと横を見れば息を呑
みつつ食い入る様に
じっと窓を見つめる親
父の横顔が印象的でし
た。自分も正に同じ感

動を持って異国を見つめていました。何とも言い難い瞬
間でした。

はじめてのニューヨーク

　「ここがアメリカ！」ケネディー国際空港は独特の雰
囲気で強烈な匂いを感じました。約束通り日系タクシー
会社「日の丸リムジン」が玄関に横付けされ、ホッとし
て乗り込み一路マンハッタン島へ。空から見た美しい郊
外住宅を走り抜け、映画でよく見る橋を渡る頃には摩天
楼に明かりが輝き始め、高層ビルの谷間にリムジンは吸
い込まれて行きました。
　せめて初日は贅沢なホテルをと旅行社が「ウォルドル
フ・アストリア」を勧めてくれました。大統領が宿泊す
る超一流ホテルであることを後で知りました。宿泊した
部屋の風呂は総大理石で、部屋が３～４もあり、田舎者
には戸惑いました。
　ホテルの対応は紳士的で人種差別を感じませんでし
た。馬鹿にされまいと、スーツ・ネクタイは持参してい
ましたが、物騒な都市と聞いていたので色々考えて二人
ともジーンズ姿でホテルロビーに行ったところ、周辺を
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見渡せば正装の紳士・淑女ばかりでとても恥ずかしい思
いをしました。
　翌日は同郷の知人の芦刈さんにニューヨーク市内を案
内してもらい、エンパイヤステートビルディングの最上
階にも上り市内を一望しました。またジョン・レノンが
暗殺されたアパート前にも行きました。不思議な夢のよ
うな一日がこうして過ぎました。

クリーブランドクリニックへ

　マンハッタン島を後に国内線空港「ラグァーディア」
に向かい、オハイオ州クリーブランドに飛び立ちまし
た。時差は１時間、機内のアナウンスで腕時計を１時間
遅らせます。アメリカには４つのオフィシャル・タイム

（公式時間）があるので、時刻を合わせ間違うと大変で
す。
　クリーブランド市は五大湖の一つ、エリー湖の畔にあ

る大都会です。飛行場に着いて早速イエロー・キャブに
乗りこみ宿舎のハワード・ジョンソン・ホテルに向かい
ました。タクシーは相当古く、後部座席では車軸の振動
がゴロゴロと伝わり、車が分解するのではと心配になり
ました。ドライバーは大柄な黒人。変な所に連れて行か
れるのではと不安になり、慣れない英語で「たった今、
ニューヨークから来たんだ…」うんぬんと話しかけなが
ら小さくなっていました。無事、ホテルに辿りつきまし
たが、ニューヨークのホテルとは落差が激しく少々戸惑
いましたが、部屋に荷物を置き一息ついてから腹ごしら
えにホテルの食堂へ行きました。エリー湖が目の前に広
がる席でメニューを見ると料理の中身が想像できないも
のばかり。取り敢えずシュリンプと書いてあったので日
本のエビと思って注文しましたが、父の口に合わなかっ
たようでした。洋食が度重なると行く先々で日本料理店
を探すようになりました。

　クリーブランドクリニックはDr.ソーンズを生んだ循
環器部門で世界的に有名な医療機関です。外来棟と入院
棟が分かれて両者が地上２階の長い回廊で結ばれ、その
中間あたりに患者、家族の宿泊所である「クリーブラン
ド・イン」があります。米国は入院費用が日本と異なっ
て非常に高価なので、恐らく通院患者や患者家族が滞在
して、可能な限り外来での医療を受けているのでしょ
う。入院棟のロビーはゆったりと設計されており、広が
りのある癒しの空間に米国大手病院のスケールの大きさ
を感じました。一方、外来棟に行くと様相が一変し、ス
タッフが忙しそうに動き回り、患者がひしめき合ってい
て、日本の病院を思い出しました。
　病院の見学を終えホテルに戻り、エリー湖のシュリン
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プに拒絶反応を示す親父の為に、日本食を求めてタク
シーで郊外の日本レストランに行きました。寂れた印象
だけで、注文した日本食にも記憶がありません。とにか
くホテルの食事は避ける必要がありました。
　前夜のニューヨークとは大違いのビジネスホテルで一
夜を明かし、早朝ロビーにいた係りの黒人青年にタク
シーの手配を依頼。聞けば４年制の大卒で黒人故にホテ
ルの雑用をしている様子。差別的待遇を知って気の毒に
なりました。間も無くタクシーが到着。今度は大柄の白
人ドライバーの小ぎれいなイエロー・キャブで、気分良
くクリーブランド空港に戻りました。

ミルウォーキーのDr.ドロス（延吉先生の
友人）を訪ねて

　前日、飛行機会社に予約確認していましたが、本当に
出発するか心配でした。空港に着いてみると運航便は
キャンセルされ、共同運航便への乗り換え案内が流れて
来ました。何とかその便に間に合い、ミシガン湖を越え
てDr.ドロスを訪ねてビールの町ミルウォーキーに到着
しました。
　さっそくタクシーに乗り込み車窓の景色を楽しみなが
ら彼のオフィス（診療所）があるSt.Luke病院に着きま
した。病院の規模は全容を掴めずに、ただぶらぶらと外
来玄関部門とロビー内を見学しながら約束の時間まで過
ごしました。壁には教育用のポスターが張られ、近くの
棚には患者向けのパンフレットが所狭しと並べられてお
り思い付くまま手に取り興味深く読み、一部を日本に持
ち帰りました。Dr.ドロスは、病院に隣接して建てられ
たScience Building（地元の命名に従って）の一角を借

りて、米国各地から訪ねて
くる患者に対応し、検査日
とPTCA（ 冠 動 脈 形 成 術 ）
の日取りを決めていました。
Dr.ドロスによると隣室のオ
フィスでも名高い心臓外科
医が同様にして、心臓の手
術を希望する患者に対応し
ていると聞きました。
　このビルの医師らは、検
査や手術をSt.Luke病院の
設備を利用して行い、技術料のみが自分の取り分（給
料）となるそうです。実力派の医師は多くの患者を持
ち、優先的に希望の手術室と時間帯を占有出来ると聞い
てアメリカらしいと思いました。
　Dr.ドロスのオフィスに入ると受付カウンターでス
タッフ数名が談笑していました。我々を見つけると、ブ
ロンドの綺麗な一人が笑顔で近づき迎えてくれました。
Dr.ドロスは日本びいきのようで、日本の浮世絵や扇子
の飾り物が待合室の壁にあちこちと掛けられていまし
た。その日はDr.ドロスの誕生日で、終始笑顔でご機嫌
でした。家族・スタッフが誕生パーティーをしてくれる
ということなので、早々にオフィスを後にしました。結
局St.Luke病院のカテーテル検査室は見ることができま
せんでした。
　予約していた町の中心部にあるホテルは、高級ではあ
りませんでしたが独特の雰囲気を持っていました。ミル
ウォーキーはミシガン湖の中東部湖岸に位置します。日
本人は少ない様子で、ホテルの内外ですれ違う白人から
チラチラと振り向かれました。日本が遠く小さい国に思
えて淋しくなる一方で日本人である事を意識し、我々は

「外人」なのだと実感しました。公共建築物には全ての屋
上に星条旗が掲揚されていたのが印象的でした。
　夕方、ホテルロビーで白人ホテルマンが我々に対応
中、今まで見た事ない程真っ黒な肌をした貧相な身なり
の黒人がホテルに入って来ました。ホテルマンは急に怖
い顔して「May I help you!!」と語気を荒げてその黒人
に威嚇するように言い放ちました。すると、彼はゆっく
りと無言で出て行きました。恐らく日常的に繰り返され
る出来事なのだろうと思いました。「いらっしゃいませ」
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とも訳せる優しい言葉が「なにしに来た！サッサと出て
いけ」と感じられ、耳に残りました。
　チェックインを済ませて部屋に通されると、ほっとす
る間も無く、父はまた備え付けのインフォメーション・
ブックで日本料理店を探し始めるのでした。

ミネアポリス・セントポールについて

　翌朝、ミルウォーキーからミネソタ大学で有名なミネ
アポリスへ飛びました。この都市は訪米前から地理的位
置関係もほぼ知っていましたが、いざ来てみるとセント
ポールと言う大きな町が隣接していました。大きな河を
挟んで双子の様に存在するため米国ではTwin Cityと呼
ばれ、規模は全く違いますが、中津市と豊前市が山国川
を挟んでいるのとよく似ています。

　適当にタクシーを捕まえてミニ市内観光を依頼したと
ころ気さくに応じてくれ一緒に楽しい時間を過ごしまし
た。当時はイチローもまだ日本にいて、MLB（メジャー
リーグベースボール）に特に関心はありませんでした
が、タクシーから馬鹿でかいドームが見え、ミネソタツ
インズの本拠地ドーム球場だと教えてくれたのを覚えて
います。
　ミネソタは地震が少なく、地学的に安定した土地柄
で、市街地の高層ビルの外壁にはガラス素材が多く使用
されていたのが印象的でした。緑色の光を反射してキラ
キラと眩しく日本ではあまり見かけない光景でした。ま
た、この地は冬が寒くて凍結するため、要所のビル同士

が広い道路を挟み２階の通路で連結されています。通路
の壁はガラスで造られ市民の往来が透けて見えます。
　宿舎のホテルに荷物を置いて市内散策に出ると、中部
アメリカは５月とは言えまだ寒く、空気は冷たくてそれ
がかえって心地良かったです。例の如く日本レストラン
を訪ねて夕食を取ることにしました。ある建物の一角に
あった店は熊本出身のオーナーで、すき焼きをはじめ懐
かしい日本食を食べさせてくれました。親父は「すき焼
き鍋」を注文しましたが、出てきた料理は、出来合いの
スープを流し込み肉・野菜をぶっこみで食べるものでし
た。店内を見ると、少し先のテーブルにいる白人客がお
茶碗に盛られた白米に醤油をかけ食べ始めました。つい
驚きの目で見ましたが、日本でもやる人がいるかもと一
方で思いました。醤油はMade in USAのキッコーマン
でした。日本では野菜からの煮汁と共に頂く牛肉に慣れ
ており、親父は米国式の「すき焼き」を美味いとは言い
ませんでした。しかし、兎にも角にもエリー湖のエビよ
りはるかにマシだったようです。

シャトルバスでメイヨー・クリニックへ

　翌朝早々、バスターミナルに向かい100マイル南東に
位置するメイヨー・クリニック（Mayo Clinic）のある
町ロチェスターに向けて出発しました。遠いなと思いま
したがフリーウエイから見る車窓の景色は美しく緑に映
え、退屈しませんでした。もともとロチェスターの町は
小さく、人口１万５千人程だったと聞いていたが、IBM
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の工場が創られ
てから７～８万
人 に 膨 れ て 上
がったそうです。
　メイヨー・ク
リニックは世界
に 名 が 知 ら れ、
日本人も多く留
学し研究と臨床
に携わっていま
した。ここが今
回の旅の目的地

で、緑豊かな広々した郊外は牧歌的でした。クリニック
とは無床（Bed Free）を意味しており、メイヨーはとて
も大きな外来棟を持ち、全米から患者が集まって来ます。
　１階ロビーからエレベーターで３階に昇り循環器疾患
の患者待合室にてDr.ホルムスに面会を求めました。彼
の著書『PTCA （Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty ／経皮的冠動脈形成術）』を読んでその名
前を知り、日本から直接彼にE-mailでアポ（約束）を
取りましたが、実際会えるか不安でした。吹き抜けの大
きな待合室で暫く待っていると受付嬢が「Dr.マツナ
ガ」と私の名前を大声で呼び案内してくれました。緊張
しながらスタッフの仕事場を通りすぎ、彼の専用診察室
に通されました。初めて肉眼で見た米国の臨床現場は、
さほど大きくはない閉鎖空間で、確実に外部から音も遮
断され、患者のプライバシーが守られていました。機能
性の高そうな診察台を含めて血圧計、眼底検査等の検査
機器が整然と配置され、内科一般診察手順を含めて心臓
疾患を診断している様子でした。
　彼によると入院治療はクリニックからおよそ１マイル

離れたSt.Mary病院にて行われているそうです。Dr.ホ
ルムスは、わざわざ日本から見学に来た事を重く受け止
めて下さったのか、「もし緊急PTCA（経皮的冠動脈形
成術）が見たければ直ぐ連絡するからあなたの宿泊ホテ
ルを教えてくれ」と言われました。しかし、これは大変
な御迷惑になると直感し、彼のこころ使いに感謝一杯で
丁重にお断り
してその場を
後にしました。
　メイヨー財
団 はPlunmar
ビルをはじめ、
幾つもの研究
所を配してお
互いに地下道
で結ばれてい
ま し た。 地 下
道の一角には
靴屋もあり、個々の患者に対し医師の処方に基づきデザ
インされた靴（オーダーメイドの医療）が職人芸によっ
て作られていました。
　クリニックの玄関からさほど遠くない、道の反対側に
メイヨーの図書館がありました。興味深く入ってみる
と、左手のスペースに奇妙な遠心分離機器のような器械
が展示されていました。解説文を見ると日本のゼロ戦闘
機と戦う訓練機材でG（重力）に耐えて意識を保つ訓練
に使われていたものでした。医学・科学的に身体能力を
高めてグラマン戦闘機を操縦すれば、ゼロ戦パイロット
は苦戦したことだろうと思いました。
　更に進むと右手に不思議な陳列ケースがありました。
日本の食堂入り口にあるオムライス、カレー、うどん等
のプラスチック模型の様に、虫垂切除術の手順について
模型を使って解説したものだとわかり驚きました。更に
奥まったところに、通常見かける図書館がありました。
いつまでも名残尽きないロチェスターでしたが、１泊の
予定を中止しミネアポリスに戻り同じホテルに連泊しま
した。
　ミネソタに別れを告げてロサンゼルスに向かいました
が、途中大切なアメリカン・エクスプレスのカードを部
屋に置き忘れた事に気が付いて冷汗が出て来ました。後
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戻りは許されず西海岸のロサンゼルスに着いてから、電
話を使って英語を喋った経験が無くとても不安でした
が、思い切って前のホテルに電話してみました。しばら
くしてから電話の向こうで男性スタッフが「アメリカ
ン・エクスプレス・カードが見つかった」と教えてく
れ、「やったー」と心の中で叫びました。翌日はメキシ
コに行くので、戻ってきたら宿泊する予定のサンフラン
シスコのホテルにカードを転送をするよう依頼したら了
解してくれました。後日確かにフェデラル・エクスプレ
スでカードが手元に戻りました。アジアから来て、再会
もまず無い一元客に対して、忘れ物など無視されても仕
方がない状況でしたが、ホテルマンとはいえ、その親切
がとても嬉しく「アメリカも日本もいい人はいい、同じ
だ」と確信して素直に感動しました。そして少し英会話
に慣れ自信が持てるようになりました。

ロサンゼルスのCedars-Sinai病院

　ミネアポリスからロサンゼルスに着いてCedars-Sinai
病院を訪ねました。小倉記念病院の心臓血管外科部長を
していた宮本先生（元佐賀医大心臓外科教授）の紹介状
を持参してスワン・ガンツカテーテルの考案者として名
高い心臓外科医Dr.スワンにお会いしました。まずは心
臓カテーテル検査室を案内してくれました。東芝製最新
式血管造影装置を見せてくれると言うのです。靴にビ
ニールカバーを付けて、広々としたカテーテル検査室を
見学して回りました。院内を案内してくれたのはイスラ
エルから来ているレジデント（研修医）でした。廊下を
歩いているとふと立ち止まり、通路で談話する小柄な白
衣の老紳士を指さし「あれが有名なDr.ガンツだよ」と

教えてくれまし
た。
　18床 のCCU 

（Coronary Care 
Unit ／冠疾患集
中治療室）の設
備がとても印象
的 で し た。 床 に
配線や突出物は
なく、清潔で感染
防御に配慮し、ト
イ レ も 壁 に 収 ま
り、あたかもバス
の補助席を倒すよ
うに必要に応じて
取り出し便座に腰
掛けることが出来
ます。スタッフの
誰もが生き生きと仕事をし、活気に溢れていました。
Dr.スワンはCedars-Sinai病院の院長で、カリフォルニ
ア大学の教授を兼任していました。JFケネディー国際
空港に降り立って１週間、毎日英語に触れて喋る生活を
過ごし慣れたのか、我ながら自然に会話が弾み「本当に
米国は初めてか？留学経験が無いのか？」と聞かれ教授
は私の英語力を褒めて下さいました。別れ際に先生の著
作小冊子を頂き病院を後にしました。
　その夜はホテル・ニューオオタニに泊まりました。ホ
テル周辺を親父と歩いてみましたが、後で考えるとそれ
はかなり危険な行為でした。道は広く安全と思いました
が、歩いているうちに目つきの鋭い黒人がウロウロして
いて、こちらに視線を向けているのに気づきました。ヤ
バイと感じて足早に明るい方角へ移動しました。後で、
同ホテルのエレベーターで日本人観光客がバッグを取ら
れまいと抵抗して殺された話を聞いてぞっとしました。

メキシコシティーを訪ねて

　翌日、未知の国メキシコに行くため、赤いシンボルの
大アーチでお馴染のロサンゼルス国際空港に向かい、予
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定のフライトで離陸しました。男性パーサーからの機内
アナウンスのスペイン語が、淀みなく音楽を聴くように
心地良かったです。よく聞くとメキシコでなく「メヒ
コ」と繰り返し、初めて耳にした心地よい生のスペイン
語でした。目的地メキシコシティーは2,000メートルの
高地にあり、盆地のため飛行機から見れば町の上空はス
モッグに汚れてどんよりとしていました。
　空港からホテルまでのタクシーはカブトムシ、つまり
フォルクスワーゲンの改造車で、客の乗り降りを助ける
ために助手席を取り外していました。動けばマフラーが
壊れているのかと思うばかりにバリバリと騒音をまき散
らします。運転が荒く交差点で何度も他車に当たりそう

で怖い目に遭いました。ホテルは小奇麗で気持ちが良
く、部屋も気に入りました。この町は高度2,000メート
ルにあるためか、ホテルの部屋に案内されホッとしてソ
ファーに腰掛けると、足の浮腫みに気付きました。親父
も同じで驚いていました。
　その後、観光に出ました。エジプト程大きくありませ
んが、古墳遺跡のピラミッドを訪ねて石段を上ると、直
ぐに息が切れて空気が薄い事を体感しました。
　遺跡近くの売店でバックパックの男女の若者達に遭遇
して、「どこから？」と聞いたところ「ドイツから」と
楽しそうに笑っていました。その夜は、宿舎のホテルに
て小倉記念病院の宮本外科部長の妹さん御夫妻にお逢い
しました。方角は全く分からず、導かれるまま地下１階
にある日本レストランに赴き、寿司料理を御馳走になり
ました。そこでネタに野菜のレタスとカルフォルニア産
の寿司米を円錐形にノリで巻いた「カルフォルニア巻」
を初めて頂きました。不思議な寿司料理の店を出て、階

段を上っていると後ろから誰かが呼び止める声がして振
り向きました。それは給仕をしてくれたボーイで、チッ
プを請求されました。一瞬戸惑いましたが、手持ちの何
某かを渡したら笑顔で戻って行きました。アメリカでは
一度も無かった経験でした。申し訳ないと感じつつも
チップが大切な収入になっているお国柄かなとも思いま
した。
　当時、メキシコシティーの市内には、まだ大地震の爪
痕があちこちに残っており、その被害の大きさに改めて
驚きました。また日本では考えられない事ですが、銀行
の前にはなんとカービン銃を持ったガードマンがいるの
です。市庁舎、駅、教会広場などの公共施設をはじめ、
あちこちの路上で「物乞い」も多く、貧富の差が激しい
のか、生活も苦しそうでした。ホテル内のサービスとし
ても果物が豊富に置かれていました。路上では陽光を
いっぱい浴びたオレンジが売られていて、目の前で搾っ
て濃厚なジュースを飲ませてくれます。色取りは悪いが
味は良かったです。
　親父と共に私もいよいよ遠く異国の地に来たものだと
思いました。そして米国に戻る日、空港でハプニングが
起こりました。入国時にパスポートにホッチキス留めさ
れているはずの入国カードの半切れが見当たらないので
出国できないと言うのです。通関係員にやられたと思い
ましたが時すでに遅く、空港管理局に行って責任者に会
えと言うのです。サンフランシスコに向かう便の時間が
迫っており、乗り損ねたら次の旅行計画に多大な支障を
きたすと思うと頭の中が白くなり、事務所までの廊下が
やたらと長く感じられました。担当官の顔は忘れました
が、でたらめに長たらしいサインを次から次へと公文書

アメリカ視察
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に書きなぐっていました。私の英語が通じたのかどうか
分かりませんが、「兎に角、急いで欲しい。どうしても
予定便に乗りサンフランシスコに戻りたい！」と懇願し
ました。結局、出国の手続きは辛うじて間に合い、予定
通り無事アメリカに戻りました。

思い出のサンフランシスコ

　この町はあまりにも有名で、サンフランシスコに着く
や、親父の希望で真っ先にゴールデン・ゲート・ブリッ
ジ（金門橋）を目指しました。タクシーで橋のふもとに
着くと大きな公園があり、日本庭園もあしらっていまし
た。そこにたまたま日本からの団体観光客がぞろぞろと
バスから降りて来るのに出くわしました。気が付けば、
いつの間にか親父は見知らぬ日本人観光客と何やら会話
していました。日本が懐かしかったのでしょう。金門橋
を歩いて対岸の公園まで散歩を父に勧めましたが、長旅
の疲れが出たのか断られました。結局、私は一人でぶら
ぶらとかなりの距離を歩きました。この橋は自殺の名所
で、飛び降りたらその高さと冷たい海流のため助からな
いと言われています。右手の眼下には映画で馴染みのあ
る軍艦に似た島が見えます。かつて受刑者収容施設とし
て使われた有名なアルカトラズ島です。その昔、ヨット
で太平洋を単独横断した堀江青年が、この海峡を通過し
てサンフランシスコへ入港しました。石原裕次郎が堀江
青年を演じた映画「太平洋一人ぼっち」を思い出し、ど
んな思いでこの橋をくぐり抜けたのだろうかと思いを巡
らせました。市内に戻って分かった事ですが、堀江さん
のヨットはサンフランシスコの坂道を走る有名な路面電
車のターミナル駅（フィッシャーマンズ・ワーフ）の近
くに建造された海洋博物館で記念展示され、当時の写真
と共に見る事が出来ました。
　映画やテレビでお馴染みのケーブルカーに乗って、
かっこをつけて電車のステップに立ち、取っ手のパイプ
にしがみ付き長い坂を上り、繁華街を抜け市庁舎前の公
園広場に着きました。多くの市民が集っていて、そこで
暫く大道芸を見物しました。当時、この町はゲイが多
かった様で、それらしき人々がすれ違う町を抜けて日本
人街を訪ねました。チャイナタウンに比べるとスケール

が小さく、映画のセットみたいで拍子抜けするものでし
た。暫くの間、日本を思いながら喫茶店で過ごし、ダウ
ンタウンのホテルへ戻りました。そこにはミネアポリス
で失ったアメリカン・エクスプレスのカードが無事届い
ており、本当に嬉しかったです。明日はいよいよ旅の最
後、シアトルからワシントン州のポートランドを訪ねま
す。この町には中津で知り合った英会話教師のRichard 
Payneの実家があります。

古きポートランドの街並み

　サンフランシスコから飛行機でシアトル空港に降り立
ち、続けて定員15~16名ほどの小型ジェット機に乗り
換えポートランドに向かいました。空からみたセント・
へレンズ山は、噴火ですっかりその姿を変えてしまった
と後で聞きました。ポートランドの町は静かで、至る所
に大きな樹木がみられ、公園内ではあちこちに人懐こい
リスがいます。ピョンピョン飛び跳ねては木に登り又地
上に降りて遊ぶ姿は見ていると心が和みます。宿舎のホ
テルに入ると、今までのホテルと違い地産の材木を利用
した歴史を感じさせる伝統ある木造で、天井の高い廊下
を歩いて部屋に案内されました。自分が小さくなった感
じがして又別のアメリカを再発見した気分でした。
　一歩郊外に出ると道は広く、日本には無い形の電柱と
送電線に沿って車は進み、映画でよく見るような整然と
建ち並んだ住宅街の一角にあるRichardの家に着きまし
た。アメリカは土地が広く、田舎の土地は安くて只みた
いなものだが、建物に価値があり、借金の形に家屋ごと
レッカー移動される事もあるそうです。
　近くの行きつけのレストランで親父と共に御馳走にな
りました。紹介された彼の弟は郵便局員でゴルフを愛
し、シーズンともなれば毎朝のように９ホールをラウン
ドして仕事へ行き、夕方また９ホール楽しんで帰宅する
ことが多いとの事でした。翌日、彼に同行して行きつけ
のパブリックコースをラウンドしてみました。スタート
室は小さな小屋で、受付の女性に挨拶してチェックイン
してから個々にゴルフバッグを一人用カートに乗せて
引っ張ります。ハーフが５ドルと安い！コース内には年
輩の方も多く、休みながらゴルフを楽しみ、後ろから追
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いつくとパスさせてくれます。ゆったりと日々が過ぎて
行くように見えました。
　Richardの車で近くをドライブすると、サケも遡上し
てくる大きな河が見えて来ました。日本の川と違ってス
ケールが大きく、雪解け水を集め滔々と流れています。
この辺りは雨も多く両岸の木々は大きく育ち、とろろ昆
布に似た植物が古びたマフラーの様に大きな樹木に垂れ
下がり、その地面は厚い苔で覆われています。それから
足を延ばして海岸まで走り、これまた日本と雰囲気が異
なる、長くて広い砂地が何処までも続く太平洋の海岸に
たどり着きました。「海の向こうに日本がある」と、旅
の合間にちょくちょく経済大国「小さな日本」を想い出
しました。
　さてポートランドに戻り、Richardの弟が知り合いの
循環器科ドクターを紹介してくれ、勤務先の病院を訪ね
PTCAを見せて頂きました。カテーテル検査室の鉛ガラ
ス越しにその手技を見ていましたが、話によれば通常治
療後１泊した翌日に退院するか、施行当日にも帰宅させ
ると聞いてビックリしました。おそらく病院近くのホテ
ルに泊まるのでしょうが、医療制度の違いで入院を極力
避けていると思われます。
　米国の医療は、我が国の国民皆保険と違ってコスト・
アクセス・クオリティーの内２つしか取れない制度とも
言えます。ここポートランドの市役所には、実際垂れ幕
に明記されていた事があったそうです。日本では教授が
診察しても、研修医上りの医師が診察してもコスト（診
察料金）は同じです。この国はそうではありません。経
験と実績を伴う医師に診て貰うには紹介状とお金を要し
ます。いずれも一長一短があると思います。
　またこの地を訪ねてみたいと思いながらシアトル空港

に戻り、帰国する国際線ロビーに暫くいました。イチ
ローはこの時にはまだマリナーズに所属していません。
空港売店でアメリカ風の赤いネクタイを１本買いまし
た。その折り、ある白人の母子連れの視線を感じ振り返
ると、僕を指さし「あれが日本人よ！」と教えているよ
うに聞こえました。「JAP」とは言ってなかったようで
すが、何と無く不愉快でした。成田を出発して実に広大
なアメリカを見聞し感じた２週間、親父との珍道中をふ
り返りながら帰国の飛行機に乗り込みました。

懐かしい日本、成田空港に戻って

　帰国して、成田空港は狭く感じました。メインロビー
を普通に歩くと人に触れそうで思わず横になって避けて
しまいます。アメリカの地方空港より手狭の印象は拭え
ませんでした。同日の福岡への最終便に乗り継ぐ間を利
用して、懐かしい本場の日本食を食べたくて、親父と相
談の結果、ある寿司屋に入りました。その寿司と赤だし
は実に美味しかったです。無事戻れた安堵感に包まれ、
２週間のアメリカとメキシコ旅行はとてつもなく長く感
じられました。そして、生涯記憶に深く刻まれる想い出
の旅となりました。

アメリカ視察


