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昨年、お陰様で国際交流センター
機関誌、「関西医大 国際交流」を
発刊することができました。ご協力
いただいた皆様に心から御礼申
し上げます。初刊でもあり、国際交
流センターの活動全体を知っても
らうために多方面にわたる豊富な
記事を掲載させていただきました。
第 2 刊では、年間を通じて行われ
ているさまざまな活動の他に、海
外臨床実習で学生を受け入れて
いただいている施設の一つを取り
上げ紹介することにしました。
さて、今日いろいろなところでグロー
バル化（globalization）という言
葉が使われています。それまでは
国 際 化（internationalization）
という言葉が一般的でしたが、前
者にふさわしい対訳語はみつか
りません。しいていえば「全 地 球
の」、「地球規模の」とか「包括的
な」といった意 味で使われてい
るようです。つまりglobe の意味
する「地球」という観点でとらえら
れているようです。そこで地球を意
味する単 語にはearth とglobe
とworldとterrestrialが あ り ま
す。earthは天体としての地球を
意味し、globeは地球が球形であ
ることを強調する語として、world
は人間とその活動のすべてにつ
いての地 球、terrestrialは地 球
の住民（生物）、人間を意味しま

す。人類が地球上を横行していた
時代から、人工衛星を打ち上げ、
宇宙時代に入って地球を宇宙か
ら見たとき、地球は丸い、一つの
星とする宇宙観からグローバルと
いう言葉が使われだしたように思
われます。つまりグローバルには、
国とか民族とか言語などを超越し
て、それらが一つになった地球規
模の世界観を意味するように思
います。
グローバル化の代表例が、地球
温暖化問題です。国家間のレベ
ルではなく、地球規模で何らかの
対策をしないと宇宙の法則から地
球は逸脱し崩れてしまうことになる
のでしょう。私達、地球人の一人
ひとりがもっともっと広い視野に
立ってこの地球を守ることがすな
わち真 の globalization（グロー
バル化）ではないでしょうか。その
ためになすべきことは地球の人々
と心をひとつにすることではないで
しょうか。

Director of Center for International Exchange
Koichi Tomoda

Hearts with the people of the Earth one

国際交流センター長

ご挨拶 MESSAGE

友 田  幸 一

「地球の人々と心をひとつに」
 " Hearts with the people of the Earth one "

 We were able to publish the 

first of our journal “ 関西医大 

国際交流 (Kansai Medical 

University International 

Exchange)” last year.  It is all 

thanks your cooperation.  In 

the first of our journal, we 

placed the wide range of 

articles to let you know the 

whole activity of the Center for 

International Exchange.  In 

second of our journal, we are 

introducing the article of the 

overseas clinical training in 

addition to place verity of the 

annual activity.  

  Nowadays, we are using 

word of “globalization” under 

various conditions.  Generally, 

we had ever been used word 

of “internationalization”. But 

we can’t find another 

translation.  To stretch a point, 

we might be using by meaning 

of “the whole earth” “global” 

“comprehensive”.  In a word, 

we seem to comprehend 

“globalization” in terms of “ 地

球 (Chikyū)” which means “the 

globe”.  “ 地球 (Chikyū)” in 

Japanese has meaning of “the 

earth” “globe” “world” 

“terrestrial” in English.  “The 

earth” means the lamps of 

heaven.  “Global”, this word 

emphasizes that the earth is a 

spherical object.  “World” 

means all mankind and all the 

activity of them.  “Terrestrial” 

means all of the living species.

  We have ever lived on the 

earth for a long time.  By the 

developed technology in 

recent years, we became able 

to watch the earth from the 

outer space.  At that time, we 

might be using the words, 

“global” for the first time.

  In a word, we think that 

“global” means the world view 

of whole earth beyond the 

country, a race, a language 

and so on.  

  The typical example of the 

globalization is Global 

Warming issues.  We have to 

take some steps about this 

issues to not the level of 

cross- national but the global 

scale.  Otherwise, the earth 

will deviate from the law of the 

universe, and it will collapse 

someday.  It is just the true 

globalization that we protect 

the earth with having a wide 

perspective more.  What have 

to be done will be that our 

hearts of the people of the 

Earth are one.

A message : “Bring together all the peoples’ hearts of the Earth” 
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第2回国際交流フォーラム報告

第2回 国 際 交 流フォーラムが、
2013 年 12月17日（火）に、関
西医科大学附属枚方病院レスト
ランの「のぞみ」にて開催されまし
た。
昨年開催した第 1 回の国際交流
フォーラムは守口のホテルで開催
しましたが、学舎が枚方に統合さ
れたことから、第 2 回の国際交流
フォーラムは附属枚方病院最上
階にあるレストラン「のぞみ」での
開催になりました。
国際交流フォーラムは、留学生に
よる研究や母国についての発表、
留学研究賞の授与、本学教職員
による海外での活動や留学につ
いての発表、本学学生の海外臨
床実習など海外における体験に
ついての発表の4部構成からな
り、発表は、原則として英語で行わ
れます。
友田幸一副学長の開会の挨拶
で、今回のフォーラムが始まりました。
第1部の留学生の発表は、出席
者はまだ緊張した面持ちでした
が、中邨智之国際交流センター
委員のユーモア溢れる進行で、和

やかな雰囲気になり、公衆衛生学
と内科学講座に所属する大学院
生と研究員の3名の留学生の発
表がありました。発表後には、熱心
な質疑応答がありました。
第 2 部の本学教職員の海外での
活動や留学についての発表は、
米虫敦委員の進行で行われ、看
護師によるリハビリ計画について
の発表と、欧州留学をした医師の
発表がありました。「関西医科大
学高度医療人育成制度」を利用
した欧州留学については、充実し
た研修内容が丁寧に報告され、こ
の育成制度がさらに発展すること
が期待されます。本学職員の活躍

や、高度医療人育成制度の充実
ぶりに、ずいぶん勇気づけられまし
た。
第3部 の 本 学 学 生 による発 表
は、木下洋医学教育センター長
の進行で、スタンフォード大学で
実施されたVIA MED Program
の参 加 報 告、本 学 眼 科の EYE 
CAMP の参加報告、スタンフォー
ド大学の Sleep Surgeryについ
ての報告がありました。
今回のフォーラムでは、残念なが
ら留学研究賞の受賞者はなかっ
たのですが、予想を超えた出席者
があり、会場の席が足らなくなるほ
どでした。このフォーラムでは夕食
が準備されます。開催日がクリス
マス時期であり、本学施設内で開
催されたため、学生たちが、会場
をクリスマスのデコレーションで飾
り、雰囲気は一段と盛り上がりまし
た。国際交流フォーラムがこのよう
に成功裡に終えることができまし
たのは、発表していただいた皆様
のご尽力によるものです。この場
を借りてお礼申し上げます。

国際交流センター 副センター長　中川　淳
第2回 国際交流フォーラム　プログラム

　　　日　　時：平成25年12月17日（火）午後6時 ～ 8時（受付：午後5時30分）

　　　会　　場：附属枚方病院13階　レストラン「のぞみ」

　

　　　　　　　　　　　　　　　   総合司会：中川　淳 教授（英語、国際交流センター副センター長）

　　　１）開会の挨拶　18：00～18：05（5分）

　　　　　・友田　幸一 副学長（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、国際交流センター長、教授）

　

　　　２）海外からの留学生の声　18：05～18：20（1人5分、計15分）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   司　会：中邨　智之 教授（薬理学、国際交流センター委員）

　　　　　・DAMBAJAMTS ENKH-UNDRAA さん（公衆衛生学　大学院1年）

　　　　　・PHAN THI XUAN VIEN さん（内科学1　大学院1年）

　　　　　・ANDREW WALELUMA DARCY さん（公衆衛生学　研究員）

　　　３）留学研究賞の授与　

　　　　　  平成25年度留学研究賞の受賞者は、該当者がありませんでした。

　　～～～～～～～～～～～  ブレイクタイム　18：20 ～ 18：50 （30分間）～～～～～～～～～～～

　　　　　　　　　　　　  〈〈〈　記念撮影をおこないます　〉〉〉

　　　４）教職員の海外での活動　18：50～19：00（1人5分、計10分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  司　会：米虫 敦 助教（放射線科学）

　　　　　・松見 望 さん（看護部・４N病棟）「熱傷患児への患児主体のリハビリ計画の重要性」

　　　　　・　 賢一 さん（整形外科学講座 助教）「関西医科大学高度医療人育成制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（臨床留学支援）～欧州留学帰朝報告～」

　　　５）医学生の海外留学、ほか　19：00～19：15（1人5分、計15分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司　会：木下 洋 特命教授（医学教育センター長）

　　　　　・塚原 玲奈 さん　山崎 春香 さん（4年生）：「The report of via med program」

　　　　　・島田 紗也葵 さん（4年生）：「EArTH TATOPANI MEDICAL EYE CAMP 2012」

　　　　　・西野 直矢 さん（4年生）：「Sleep Surgery at Stanford Hospital」

　　

　　～～～～～～～～～～～  ブレイクタイム　19：15 ～ 19：50 （35分間）～～～～～～～～～～～

　　　６）閉会の挨拶　19：50～19：55（5分）

　　　　　・国際交流センター副センター長　中川 淳 教授

　　　７）フォーラム終了　20：00

高
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第3回 国際交流フォーラム　プログラム

　　　日　　時：平成26年12月17日（水）午後6時 ～ 8時（受付：午後5時30分）

　　　会　　場：附属枚方病院13階　レストラン「のぞみ」

　

　　　　　　　　　　　　　　　   総合司会：中川　淳 教授（英語、国際交流センター副センター長）

　　　１）開会の挨拶・乾杯　18：00～18：05（5分）

　　　　　・友田　幸一 教授（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、副学長・国際交流センター長）

　

　　　２）海外からの留学生の声　18：10～18：25（1人5分、計15分）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   司　会：中邨　智之 教授（薬理学）

　　　　　・CAO THI THU HA さん（健康科学　大学院2年）

　　　　　・姚　　錦　春 さん　　　（微生物学　大学院1年）

　　　　　・ANDHARIA NAAZ さん（生理学第1　大学院1年）

　　～～～～～～～～～～～  ブレイクタイム　18：25～ 18：50 （25分間）～～～～～～～～～～～

　　　３）留学研究賞の授与　18：50～19：00（10分）　

　　　　　 平成26年度留学研究賞の受賞者　　

　　　　　 PRISCILLA VALENTIN NOTODIHARJO さん（形成外科学　研究員）

　　　４）教職員の海外での活動　19：00～19：10（1人5分、計10分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  司　会：木村　穣 教授（健康科学）

　　　　　・福原貴太郎 さん（生命医学研究所分子遺伝学部門）　

　　　　　　「 ギリシャでの消化器内視鏡セミナーに招聘されて 」　

　　　　　・佐久間博子 さん（附属枚方病院 がん専門看護師）　

　　　　　　「 7-University Joint Project Training Plan for Oncology Professionals Training 

　　　　　　   Report Tomas Jefferson University Kimmel Cancer in Philadelphia」

　　

　　～～～～～～～～～～～  ブレイクタイム　19：10～ 19：40（30分間）～～～～～～～～～～～

　　　　　　　　　　　　  〈〈〈　記念撮影をおこないます　〉〉〉

　　　５）医学生の海外留学、ほか　19：40～19：50（1人5分、計10分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司　会：木下 洋 特命教授（医学教育センター長）

　　　　　・藤岡真央さん（4年生）「 スタンフォード大学VIAプログラムに参加して 」

　　　　　・長井美樹さん（5年生）「 イタリアの大学での研修について 」

　　　６）閉会の挨拶　19：55～20：00（5分）

　　　　　・友田 幸一 教授

　　　７）フォーラム終了　20：00

第3回国際交流フォーラムが、
2014年 12月17日（水）に、昨
年と同様に関西医科大学附属枚
方病院のレストラン「のぞみ」にて
開催されました。
国際交流フォーラムの構成は、留
学生による発表、留学研究賞の
授与、本学教職員の発表、本学
学生による発表の4部構成は同
じです。
友田幸一副学長の開会の挨拶と
乾杯でフォーラムが始まりました。
今回は、開始早々から、食事をとり
ながらの進行であったので、前回
よりも和やかな雰囲気に包まれま
した。
第1部では、健康科学、微生物
学、生理学第一の留学生が発表
しましたが、それぞれの発表後に、
担当講座の教員からユーモア溢
れるコメントがあり、ますます楽しい
雰囲気になりました。
第2部の留学研究賞の授与で
は、今年度は形成外科学のプリシ

ラ・ワレンティン・ノトディハルジ
ョさんが受賞されました。賞状と記
念品が授与された後、担当講座
主任からのコメントもあり、出席者
から祝福を受けました。
第3部の本学教職員の海外での
活動や留学についての発表は、
ギリシャでのセミナーと米国でのト
レーニングについて発表があり、
出席者からコメントだけでなく、司
会の木村穣委員から質問があり
ました。
第4部の学生による発表は、イタ
リアの大学での研修を報告した

学生にイタリア語について尋ねる
など、司会の木下洋医学教育セ
ンター長の楽しいトークで、雰囲気
が一段と盛り上がりました。
クリスマスのため、会場はキャンド
ルが灯され、楽しい時間でしたが、
友田国際交流センター長の閉会
宣言で、今年度の国際交流フォ
ーラムは終了しました。
発表された皆様、コメントをされた
皆様を始め、多数出席いただき、
国際交流フォーラムは成功裡に
終えることができました。皆様に感
謝いたします。

第3回国際交流フォーラム報告
国際交流センター 副センター長　中川　淳
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A report on the 2nd and 3rd International Exchange Forum

   The 2nd International 

Exchange Forum was held at 

the restaurant Nozomi in KMU 

Hirakata Hospital on 

December 17, 2013. 

      The International 

Exchange Forum consists of 

the following four parts: voices 

of international students, the 

International Research Award 

Ceremony, reports by the 

faculty members and staff, 

and reports from medical 

students. In principle, all the 

presentations are in English.

   This year’s Forum was 

started with an opening 

address by the Vice President, 

Prof. Koichi TOMODA.

   During the first part, the 

participants were still nervous. 

However, they gradually got 

relaxed thanks to the 

humorous remarks by the 

moderator Prof. Tomoyuki 

NAKAMURA. Three 

international students made 

presentations. After the 

presentations was a lively 

question-and-answer session.

   The moderator of the 

second part was Dr. Atsushi 

KOMEMUSHI. There were two 

reports; one was by a nurse 

on rehabilitation planning, and 

the other was by a physician 

on studying in Europe using 

the KMU Medical 

Professionals Training 

System.

   The third part was 

moderated by Prof. You 

KINOSHITA. There were three 

reports.

   This year, unfortunately, 

there was no winner of the 

International Research Award. 

There were, however, more 

participants than expected. In 

this Forum, supper was 

served. Since it was the 

Christmas season, the 

students put up Christmas 

decorations, which provided 

an even better atmosphere. 

We appreciate all the 

presenters and people 

involved for their contribution 

to the successful completion 

of the Forum.      　 

   Just as last year, the 3rd 

International Exchange Forum 

was held at the restaurant 

Nozomi in KMU Hirakata 

Hospital on December 17, 

2014.

   This year’s Forum also 

consisted of the following four 

parts: voices of international 

students, the International 

Research Award Ceremony, 

reports from the faculty 

members and staff, and 

reports from medical students. 

Each part was moderated by 

the same persons as last year.

   The Forum was started with 

an opening address by the 

Vice President, Prof. Koichi 

TOMODA. This year, supper 

was served from the 

beginning, which provided a 

more relaxed atmosphere than 

last year.

   In the first part, there were 

presentations from three 

international students 

majoring in health sciences, 

microbiology, and physiology 

respectively. After each 

presentation, teachers in that 

specialty made a humorous 

comment, which enhanced an 

even more enjoyable 

atmosphere.

   In the second part, Ms. 

Priscilla Valentin Notodiharjo 

majoring in plastic and 

reconstructive surgery won 

the International Research 

Award. After presenting her a 

certificate of merit and a 

commemorative, the head 

teacher in charge of the 

course gave a comment. All 

the participants congratulated 

her.

   In the third part, there were 

two presentations on a 

seminar in Greece, and on a 

training plan in the United 

States respectively. Each 

presentation was followed by 

questions from the moderator 

Prof. Yuzuru KIMURA as well 

as comments by some 

participants. 

   In the fourth part, the 

moderator Prof. You 

KINOSHITA asked a question 

about Italian of the student 

who reported on the training at 

a university in Italy. Thanks to 

his delightful talk, the Forum 

was warmed up even further.

   Since it was the Christmas 

season, candles were lit in the 

restaurant and we had a very 

good time. The Forum was 

closed with a closing address 

by Prof. TOMODA.

   We appreciate all the 

presenters and people 

involved for their contribution 

to the successful completion 

of the Forum.  

JUN NAKAGAWA
Vice Director of Center for International Exchange
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留学生歓迎会報告

　国際交流センター主催の留学
生 歓 迎 会が 2014 年 5月12日

（月）午 後 6 時から、枚 方 学 舎 4
階カフェテリアにおいて、参加者
39 名（留 学 生 9 名、教 職 員 15
名、学 生 15 名）で開 催されまし
た。
　友 田 幸 一 国 際 交 流センター
長による開会挨拶のあと、ベトナ
ム、中国、ラオス、インド等各国の
留学生及び参加学生による英語
での自己紹介が行われるなど、和
やかな雰囲気のなか親睦を深め
ました。
　今年度の新しい留学生（大学
院 生）は、ANDHARIA NAAZ さ
ん（生 理 学 第 1 講 座・イ ン
ド）、NGUYEN THANH HUAN 
さん（内 科 学 第 2 講 座・ベト
ナ ム）、NGUYEN THI HONG 
CHUYEN さん（皮膚科学講座・
ベトナム）、姚錦春 さん（微生物
学講座・中国）の 4 名ですので、
皆様仲良くしてあげてください。

  The welcome party for 

International students by the 

Center for International 

Exchange was held at 

"Cafeteria" on the 4th floor in 

the Kansai Medical University, 

on May 12, 2014.  The 

participants were 39 persons 

(9 international students, 15 

educational and administration 

staffs and 15 students).  After 

the opening remarks by 

director TOMODA, 

Participants introduced 

themselves by English and 

they were able to deepen their 

friendship.
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this year are Ms. ANDHARIA 

NAAZ (Microbiology (India)), 

Mr. NGUYEN THANH HUAN 

(Internal Medicine 2 

(Vietnam)), Ms. NGUYEN THI 

HONG CHUYEN (Dermatology 

(Vietnam)), Ms. YAO JINCHUN 

(Microbiology (China)).

A report on the welcome party for International Students in 2014
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学の現況報告、将来のミッション
についての理解を求めることであ
る。これまでに関西医大から派遣
した医学生は9 人、また2013 年
にはバーモント大学からの 2 名の
学生を受け入れている。
　最初にバーモント大学総長の
Thomas Sullivan 氏を訪 問し、
両大学の歴史的背景、現状、将
来展望などについて語り合った。
バ ーモント 大 学 医 学 部 長 の
Frederick Morin 氏とは、3 年前
に関西医大を訪れ協定書を交わ
した時の話題や、学部学生の双
方向の交流が実現できたこと、そ
して今後は教職員の教育、研究
面での交流をも可能にするため、
プログラムの充実について熱心
に討議された。
　また、木田先生の直属の上司で
ある病 理 学 主 任 教 授の Debra 
Leonard 氏 や、副 医 学 部 長 の
William Jeffries 氏の他、医学教
育関係者との会議が行われ、現在
行っている医学生交換プログラム
の問題点や改善点を検討し、今後
の新しいミッションについて双方の
意見を出し合った。バーモント大学
が進めている発展途上国への教
育支援、医療活動に関西医大も
できる限り協力することを約束し
た。会 談 の 合 間 には附 属 病 院

（Fletcher Allen Health Care）
の見学も行った。2010 年に新しく
建て替えられ562 床のベッドを有
し、内装は明るく各部署が機能的
に配置されていて、教職員の皆さ
んも愛想よく迎えてくれた。
　最終日には、Morin 医学部長
主催の晩さん会が行われ、John 
Brumsted 病院長夫妻も出席さ
れ、シャンプラン湖畔のShelburne 

Farmsにて、沈む夕日を眺めなが
らのカクテル、そして夕食と懇親を
深めることができた。この 時 期
バーモントは一年で最も美しい季
節で、黄や赤に染まる山々の美し
さは格別で、日本のそれとは一味
違うバーモントの秋を満喫すること
ができた。今後、両大学の交流が
さらに発展することを祈願する。

　初 秋 の 2014 年 9月28日 ～
10月2日までの 5日間の日程で、
米国バーモント大学の視察と学
長他の表敬訪問を行った。2010
年に両大学の協定調印を行って
以来、これまで医学部 6 年生の海
外臨床実習で双方向の交流を深
めてきた。その経緯は、バーモント
大学病理学の木田正俊教授と私
との金沢時代からの友好関係か
ら始まっている。
　バーモント大学は、1791 年に
創立され、ニューイングランドでは
5 番目に古い歴史のある大学であ
る。バーモント州都であるバーリン
トン市に位置する。バーモントはラ
テン語で「緑豊かな山」という意味
を持つとおり、周辺には美しい緑
が繁茂し、アディロンダック山地や
グリーン山脈などに囲まれた大学

といえる。キャンパスには築 200
年以上の建物が複数現存してお
り、オールド・ミル・ビルディング
などその多くが米国歴史遺産登
録リストに掲載されている。こうし
た歴史情緒あふれる学舎や周辺
のロケーションを高く評価する声も
多く、元ニューヨーク・タイムズ編
集 者 で 大 学 評 論 が 有 名 な
Edward B Fiskeは、そ の 著 作

『Fiske Guide to  Col leges 
2015』の中で「バーリントン市は
素 晴らしい学 園 都 市で（中 略）
バーリントン大学は全米から学生
を惹きつけている」と評した。そん
なバーモント大学は8つの学部と
90 以上の専攻課程という多彩な
カリキュラムを用意し、州立大学
にし て は 比 較 的 少 な い 約
12,000 名の学 生 数もあいまっ

て、キャンパス内はリベラル・アー
ツ・カレッジのような雰囲気を持っ
ている。平和活動家でノーベル平
和賞受賞者ジョディ・ウィリアム
ズや、教育学者で哲学者のジョ
ン・デューイ、ピューリッツァー賞
も受賞した小説家 E・アニー・ブ
ルーなど、この大学から巣立った
著名人も多く、勉学だけでなく人
格的な成長にも適した大学といえ
るだろう。
　今回の訪問は、山下敏夫理事
長・学長、教務委員会臨床実習
小委員会委員長の野村昌作教
授と副学長・教務部長・国際交
流センター長の私の 3 名で、その
目的は、2010 年に両大学の学
術交流協定を結び 3 年を経過し
ていることから、協定内容の再確
認、更新を行うことと、さらに両大

副学長・教務部長・国際交流センター長　友田 幸一
バーモント大学視察ならびに学長表敬訪問報告

バーモント大学本部の前で
左から友田教授、山下理事長。学長、野村教授

A report on the inspection of the University of Vermont and
　　　　　　　　　　　　 a courtesy call on president
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　バーリントン市（人口約 4 万人；
周辺地域を含めると約 15 万人）
はバーモント州第一の都市です。
バーモント州はアメリカ合衆国北
東部に位置するニューイングラン
ド地方 6 州の一つで（他はメイン
州、ニューハンプシャー州、コネチ
カット州、マサチューセッツ州、ロー
ドアイランド州）1971 年に建国
13 州についで合衆国 14 番目の
州となりました。同年にバーモント
大学がハーバード、エール、ダート

マス、ブラウンに次いでニューイン
グランドで5 番目の大学として設
立されました。
　現在バーモント大学には7 学
部に100 の専攻課程、46 の修
士課程、21 の博士課程と医学部
があり、9,958 名の教養学部生、
1,371 名の大学院生、465 名の
医学部生と1,034 名の聴講生が
在籍しています。全米 50 州のうち
の 48 州から学生が集まり、それに
加え約 65 の国から554 名の留

学生も在籍しています。教養学部
では1,098 名の常勤教員と266
名の非常勤教員が 1,896 の課
程を教えており、学生：教員の比
率は16：1となっています。
　バーモント大学医学部は1822
年に全米で7 番目の医学部とし
て設立されました（7 番目ではなく
8 番目という説もありますが、バー
モント大学関係者は7 番目に誇り
を持っており、これを固く信じてい
ます）。現 在 467 名 の 医 学 生と
120 名の大学院生が 39 名の常
勤教員と1,207 名の非常勤教員
の下で学んでいます。2013 年 8
月入学のクラスは114 名の学生
が約 6,000 名の入学希望者の
中から選ばれました。バーモント大
学医学部は医学教育の早い段階
での臨床経験とプライマリーケ
アーの分野での研修で全米に広
く知られています。
　バーモント大学医学部の主要

Pathology Internationalプログラム委員長　木田 正俊

バーモント大学紹介 研修病院は医学部キャンパス内
にあるUVMメディカルセンター

（旧名：フレッチャー・アレン　
ヘ ル ス ケ ア）で、そ の 歴 史 は
1879 年のメリー・フレッチャー病
院の開院に始まります。以来、幾
度かの合 併、改 名を経て1995
年に三つの組織（バーモントメディ
カルセンター（1967 年にメリー・
フレッチャー病院から改名）、ファ
ニー・アレン 病 院（1894 年 設
立）、ユニバーシティー・ヘルスセ
ンター（1971 年設立）の統合に
より、その前身であるフレッチャー・
アレン　ヘルスケアが設立され、
2005 年 に は 外 来 セ ン タ ー

（Ambulatory Care Center）が
オ ー プ ンし、2014 年 11月 に
UVMメディカルセンターと改名さ
れました。現在 562 ベッドを有し、
約 800 名の医師（うち580 名が
バーモント大 学 医 学 部 教 官）、
300 名の研修医（16 の卒後研
修課程と23 のフェロー課程）と
1,750 名の看護師で、バーモント
州と北部ニューヨーク州に住む約
100 万人の医療・健康を担って
います。
　学 生 交 換 留 学 の Pathology 
Internationalプ ロ グ ラ ム は
2001 年に始まり、以 来 100 名
以上の 5 年生又は6 年生の医学
部生がバーモントを訪れ、2 週間
から4 週間の滞在中に米国北部
ニューイングランド地方の医療の
実際を体験しています。当初は金
沢医科大学から始まりましたが、そ
の後、鳥取大学、川崎医科大学、
関西医科大学の学生を受け入れ
ています。関西医科大学の学生
は、2010 年が 藤 原 敦 子、佐々
木 優、2011 年が岡村 英里、中Fletcher Allen Health Care

島 伸 彦、2012 年が 江 崎 麻 衣
子、藤 井 裕 子、2013 年が竹内 
由起、2014 年が大 石 峻 裕、岡
本葉留子の 9 名で、一方 2013
年にはMr. Eli Morey, Ms. Mairin 
Jerome の 2 名の学生を受け入
れていただきました。
　昨年、山下敏夫理事長・学長、
友田幸一副学長、野村昌作教授
が表敬訪問され、引き続きこのプ
ログラムが継続されることになりま
した。両大学の交流がますます深
まることを願っています。

バーモント大学病理学教授

A report of the facilities of the University of Vermont
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国外臨床実習生一覧（平成15年～平成26年）

【平成15年（2003年）　3名】

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　石井啓介　（SARSにより中止）

　　イギリス・バーミンガム大学（外科）　　　　　　　　米田祥子、難波奈々　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （世界情勢により中止）

【平成16年（2004年）　3名】

　　アメリカ・ニューヨーク医科大学（泌尿器科）　　　　大澤　学　

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　前田七瀬、三宅真紀　　

【平成17年（2005年）　2名】

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　岩田亮一、船木孝則　

【平成18年（2006年）　4名】

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　笹岡佳美、長澤朋子　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　澤田重信、八木理絵　

【平成19年（2007年）　4名】

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　徳永幸史、藤田洋子　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　坂　路子、中川　桂　

【平成20年（2008年）　4名】

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　伊賀朋子、猪瀬涼子　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　杉山輝明、徳山錦蘭　

【平成21年（2009年）　4名】

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　澤井未央、田本麻美子　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　金下峻也、神田　綾　

【平成22年（2010年）　9名】

　　アメリカ・コロンビア大学　　　　　　　　　　　　　平　雄一郎　

　　アメリカ・バーモント大学　　　　　　　　　　　　　藤原敦子、佐々木優　

　　アメリカ・スタンフォード大学　　　　　　　　　　　田中真沙美、吉岡晶子　

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　三好祐史、佐藤良美　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　池田亜貴子、園田夏子　

 

A list of the overseas clinical training (From 2003 to 2014)
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【平成23年（2011年）　11名】

　　アメリカ・コロンビア大学　　　　　　　　　　　　　佐々木俊治　

　　アメリカ・バーモント大学　　　　　　　　　　　　　岡村英里、中島伸彦　

　　アメリカ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校　　大道和佳子、山本優美　

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　寺沢貴美子、藤代定志　

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　大野　瑞、康村博宣　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　岸本憲明、中村康宏　

【平成24年（2012年）　9名】

　　アメリカ・コロンビア大学　　　　　　　　　　　　　橋本泰昌　

　　アメリカ・バーモント大学　　　　　　　　　　　　　江崎麻衣子、藤井裕子　

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　上田千裕、大庭慎平　

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　上田温子、山本　慧　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　鳥山紗由子、奈佐悠太郎　

【平成25年（2013年）　8名】

　　アメリカ・バーモント大学　　　　　　　　　　　　　竹内由起　

　　アメリカ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校　　山中美佳、岩井祐介　

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　神谷亮雄　

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　荻野朋子、小野泰之　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　泉　侑希、加藤　恵　

【平成26年（2014年）　11名】

　　アメリカ・コロンビア大学　　　　　　　　　　　　　東　長佳　

　　アメリカ・バーモント大学　　　　　　　　　　　　　大石峻裕、岡本葉留子　

　　アメリカ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校　　石河　恵、森本孝子　

　　カナダ・トロント小児病院　　　　　　　　　　　　　岡野　舞、西本華子　

　　ドイツ・レバークーゼン総合病院　　　　　　　　　　平井千惠、山形光慶　

　　マレーシア・国立循環器病センター　　　　　　　　　宮田真友子、吉田知紘　
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　今回はコロンビア大学の循環
器で臨床実習に参加させていた
だきました。実習内容としては毎日
の朝と昼のカンファレンスに参加
し、1 週目を循環器コンサルティン
グチーム、2 週目を不整脈チーム
に、3 週目からCCUを2 週 間 見
学させていただきました。
　カンファレンスは朝の 7 時から
と昼の 12 時からそれぞれ1 時間
ずつあり、内容は症例発表やエコ
ー、心電図の読み方、研究成果
の発表でした。カンファレンス中に
朝ご飯や昼ご飯を食べ、時間を有
効に活用していました。
　循環器のコンサルティングチー
ムでは、他科や循環器内科内の
別のチームから診断がなかなかつ
かない患者さんを紹介してもらい、
病態の解明、診断、治療内容を
考えていきます。エビデンスを調べ
るため毎日たくさんの論文を読み、
内容の要点を担当の先生に報告
しました。
　不整脈チームでは、ペースメー
カー植え込み術、その患者さんの
フォローを見学させていただきまし
た。ペースメーカー植え込み術の
見学では、実際のペースメーカー
を見せて頂いたり、電極をどこに
差し込んでいくかなど、細かく教え

てもらえたりします。心電図を読む
機会も多く、大変勉強になりまし
た。
　CCUにて重症患者の管理に
ついて、実際の患者さんをフォロ
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を追って朝の CCU 回診の時に
発表します。CCUでの回診が終
わるとfellowが研修医向けに講
義をするのでそれに参加しました。
　実習中に感じたことは、向こう
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良い刺激になりました。この実習
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実 習 先：アメリカ合衆国　コロンビア大学循環器
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr. Shunichi Homma
実 習 内 容：

国外臨床実習報告
東　長佳（6学年）

カンファレンス
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【Summary】

  I joined an observership in 

Columbia University Medical 

Center for a month.  

  As observership in Columbia 

University Medical Center, 

1st week I participate in 

Consultation team, and 2nd 

week in Arrhythmia team, and 

final 2 weeks in CCU.  There 

were conferences in morning 

and noon.  Also I was able to 

observe heart transplant and 

Transcatheter Aortic Valve 

Replacement. They were very 

interesting.  

  I had really nice experiences 

in Columbia University Medical 

Center.  

  Finally, I would like to thank all 

people who helped me with this 

observership program.  

Dr. Homma と

コロンビア大学
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国外臨床実習報告
岡本　葉留子（6学年）

もしばしばありました。
　女性医師の様子ですが、とにか
く女性の管理職が多いことを目の
当たりにしました。外科の総部長
や病理の総部長などトップに女性
がいるのは、アメリカではごく自然
であり、日本の医療現場は、逆に
キャリアアップを目指す女性には
厳しいのが現状です。しかも全員
は家庭を持ち、仕事と家事の両立
が当たり前でした。アメリカではキ
ャリアを持つ女性はモテるようで
す。日本ではキャリアを持つ女性
はきつく思われているのは寂しい
ことですね。
　あと、行って感じたことですが、
アメリカでは研究が多いという現
状です。行く前は医療現場のこと
ばかり想像していましたが、研究
現場では、その充実さは日本と比
較できない程大きいものでした。そ

の理由として、研究への重要視は
高く、患者さんのデータが集めや
すい環境だからと思いました。アメ
リカでは研究に協力すると医療費
が下がったりするなど、患者さんの
同意を得られやすく、大学でも研
究の設備はとてもとても充実して
いました。
　実習を振り返って、学ぶことは
たくさんあり、会話が聞き取れなか
ったり、話をうまく伝えられなかっ
たりと困難もいろいろとありました
が、参加できたことで、将来、役立
つ経験を得られ、視野が広がり、
医学知識および語学力習得に対
するモチベーションを高めることが
できました。将来また機会があれ
ば、国際交流をさらにしていきたい
です。
　最後になりましたが、今回お世
話になった木田先生ご夫妻、友

田教授、Ms Brenda 並びに金沢
医科大学の研修医の先生達には
大変お世話になりました。ありがと
うございます。特に木田先生ご夫
妻には生活面でもサポートしてい
ただきました。毎日、先生とおいし
いコーヒーを飲みながらたくさんの
ことをお話できたことがとても楽し
かったです。
後輩への助言：渡米前はポリク
リやマッチングの準備に追われ、
初海外長期滞在という不安でい
っぱいでしたが、学生という比較
的時間にもゆとりのある間に世
界水準の医療を見ることができ、
必ずいい経験になります。英語で
の失敗も成功も楽しんで過ごし
てください。

　今回、私はバーモント州にある
バーモント大学の付属病院であ
るフレッチャーアレン病院へ実習
に行かせていただきました。実習
内容としては病理だけでなく、自
分が将来、内科に進みたいとい
う希望に合わせていただき、主に
内科実習をまわらせていただきま
した。その 4 週間のスケジュール
の概要として、4/7-11 循環器内
科、4/14 放射線科、4/15 消化
器外科での手術見学、4/16 消
化器外科外来見学、4/17 外科
病 理、4/18Lab 実 習、4/21ER
実 習、4/22microbiology、
4/23 消 化 器 外 科 手 術 見 学、
4/24Autpusy( 検 死 )、4/25
消化器内視鏡、4/28ER 実習、
4/29 Family Medicine( 家 庭
医 )、NewYork へ移動、5/2コロ
ンビア大学循環器見学、日本大
使館医務官との面談などがありま
した。
　以上のように、バーモント大学
は多岐にわたる実習内容をもって
いるため、毎日新鮮な気持ちでの
ぞむことができ、いい緊張を持てま
した。そして、毎日が実習の楽しさ
でいっぱいで、毎日考えさせられる
ことが多くありました。ここでは私
が海外実習での目的として挙げ、
特に印象に残った3 つのことを述
べさせていただきます。その内容
ですが、アメリカでは医者がどのよ

うに患者さんに接するか、医療制
度はどうなっているか、女性医師
の様子を実際に見て感じたことで
す。
　医者が患者さんにどうやって接
しているかですが、その様子を実
際見て、このことが一番感銘を受
けたことでした。なぜなら医者と患
者さんの会話はとても親しみやす
く、友達のような関係で会話をし
ていたからです。私が外来に参加
させてもらったDr.Hyman( 消化
管の外科医 )は、診察室に入っ
たときに患者さんとハグや握手を
し、時折ジョークもはさんで、必要
な情報を聞き、時間をかけて患者
さんとの会話を大切に扱っていま
した。日本では静かで淡々とした会
話をしているイメージですが、この
ような先生は日本で見かけないで
すし、大きく日本とは違うことです。
　また、2 つ目の医療制度はどう
違うかですが、このことも大変印
象に残りました。保険については
日本（国民全員が公的健康保険
制度）、アメリカ（健康保険の加
入義務はなく、公的なまたは民間
の健康保険への加入を個人の意
思で加入する）ということはもちろ
ん周知の事実ですが、実際に見
て、医師は外来や病棟で患者さん
と治療について話し合うときは必
ず医療費のことも考えていました
し、さらに入院の様子で患者さん

の食事は、ご飯は自分が食べたい
時に注文して好きなように食べる
というルームサービスのようなシス
テムがあり、すごく驚きました。両
方において、医療に関わるお金は
すべて患者さんの選択次第とい
うことです。このことから多様性や
個人性を重視した制度になって
おり、日本ではあまり見られない状
況です。またさらに、アメリカではチ
ーム医療が当たり前ということが
特徴だと思います。看護師、ソー
シャルワーカーなど職種に関係な
く、患者や医師に対して自分の考
えを伝え、患者さんへの医療をみ
んなで提供していく。しかもその種
類は多く、Patient  Asisstant、
Pathogical Asisstant など日本
では存在しない職種も多く、全員
で患者さんのサポートを細かい役
割分担で行うというシステムでし
た。みんな、自分の意見ははっきり
と言うという国民性が、医療現場
ではお互いの意見を聞き、活気に
つながっていると感じました。あと
余談ですが、アメリカの国民性に
おいて、患者さんにもその特色は
ありました。「注射が痛いから痛み
止めは打ちたくない」という人や、
腎不全で緊急を要する状態なの
に「お腹すいたから何か食べさし
てくれ。コーラもほしい」とリクエス
トする人などアメリカならではの患
者像に日本では信じられないこと

実 習 先：アメリカ合衆国　バーモント大学　病理科
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：木田 正俊 教授

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training
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　あと、行って感じたことですが、
アメリカでは研究が多いという現
状です。行く前は医療現場のこと
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現場では、その充実さは日本と比
較できない程大きいものでした。そ
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高く、患者さんのデータが集めや
すい環境だからと思いました。アメ
リカでは研究に協力すると医療費
が下がったりするなど、患者さんの
同意を得られやすく、大学でも研
究の設備はとてもとても充実して
いました。
　実習を振り返って、学ぶことは
たくさんあり、会話が聞き取れなか
ったり、話をうまく伝えられなかっ
たりと困難もいろいろとありました
が、参加できたことで、将来、役立
つ経験を得られ、視野が広がり、
医学知識および語学力習得に対
するモチベーションを高めることが
できました。将来また機会があれ
ば、国際交流をさらにしていきたい
です。
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話になった木田先生ご夫妻、友
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っぱいでしたが、学生という比較
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の失敗も成功も楽しんで過ごし
てください。
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outpatient clinic, scope, 
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Electric microscopy, FISH, 

Simulation lob, ER, Family 

Medicine clinic, Visit to hospital 

attached to Columbia University, 

Cardiology department of 
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国外臨床実習報告
大石　峻裕（6学年）

【Summary】

  I had many great experiences 

and enjoyed American life in 

Vermont.  

  I was able to organize the 

program as I would like to and I 

studied many kinds of medical 

departments in this program.  

  Many doctors and medical 

students really inspired me, so 

I thought that I have to make 

more efforts to make the best 

of these experiences and to be 

a good doctor.  

  Finally I’d like to appreciate 

to Prof. Kida and Prof. Tomoda 

giving us such a great chance.  

Thank you very much. 

　私は1 ヶ月間バーモント大学で
実習をさせて頂き多くの経験をさ
してもらいました。
　まずバーモントでの実習で驚い
たのが外来診療の違いでした。
　日本では患者さんが動くのに対
して、アメリカでは医師がそれぞれ
の診察室に行き診療を行うこと、
カルテもディクテーションによって
記載されることなど日本のシステ
ムとは大きく異なりました。そして
何よりも外来の時間が 1 人当た
り30 分程度あり、医師の患者さ
んとの接し方も日本と大きく異なる
ように感じました。患者さんに心か
ら寄り添い、共にがんばろうと励ま
し、患者さんもとても先生の事を信
頼していて将来私もこのような診
療をしたいと思いました。
　次に医学生の意識の違いにつ
いてです。
　アメリカの医学生は日本の医
学生よりも目的意識がはっきりし
ている学生が多く、勉強熱心な学
生が多いと感じました。実習の仕
方も医療チームの一員として病棟
での役割がしっかりと与えられ、一
日に何度もラウンドしており患者さ
んのことをよく理解していると思い
ました。医学生が病院での実習を

“study”ではなく“work”と言っ

ていた事には感銘を受けました。
アメリカの医学生は私に多くの刺
激を与えてくれ、実習をもっと積極
的に行わなくてはならないと思い
ました。
　バーモントの実習は多くの診
療 科を回ることができ、また自
分の行きたい診 療 科を重 点 的
に 回ることができるため、日本
とアメリカの医 療の違いをはじ
め、多くの事を学ぶことができ、
とても有 意 義な実 習ができまし
た。autopsy や microbiology・
electric microscopy・FISH
などは日本であまり学ばなかった
領域なので、とても興味深いもの
でした。また将来自分がなってみた
い医師像を考える上で、いろいろ
な医師と出会うことで取り入れて
みたいことを多く発見することがで
きとてもいい経験になりました。
　またバーモントの実習で一番
困ったのが、やはり言語の壁でし
た。相手の言っていることが理解
できないことも多々あり、もっと喋
れたらもっと多くの事を先生や医
学生と議論できて楽しいだろうな
と、1 ヶ月ずっと思っていました。英
語の重要性を改めて感じた1 ヶ
月であり、もっと英語を勉強しよう
と思う日々でした。今回のバーモン

トでの実習をよりよいものとするた
めに、今後も勉学に励んでいきた
いと思いました。
　最後に今回お世話になりました
友田教授、木田教授、バーモント
大学の先生方、関西医科大学の
学務課の皆様に心よりお礼申し
上げます。ありがとうございました。

大学への希望：
　バーモント大学の学生と交流で
きるよう、もっと関西医大がバーモ
ントの実習生を引き受けてほしい。

後輩への助言：
　多くの事を経験できる1カ月な
ので、ぜひバーモントに行って刺
激を受けてきてほしい。

conference, surgical pathology, autopsy, general surgery, ER, radiology, gynecology, 
Milton Family practice, microbiology・electric microscopy・FISH, simulation laboratory, 
Columbia University, consulate general of JAPAN

実 習 先：アメリカ合衆国　バーモント大学　病理科
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：木田 正俊 教授
実 習 内 容：

外科の Borrozzo 先生と記念撮影

実習修了後、木田教授より修了証書をいただく

Reports on the overseas clinical training
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国外臨床実習報告
宮田　真友子（6学年）

PICU にて

　外来での診察から、検査、手術
など、一ヶ月間しっかりと循環器に
ついてだけを考え、勉強し、沢山
の実習の機会を頂いたことで、循
環器疾患に関する知識や理解が
より深いものになり、また実習に
則した知識が得られたことで、とて
も勉強になった一ヶ月でした。
マレーシアでの生活は多民族多
宗教国家で、日本にはない環境
で、医学のことのみならず、文化
についての勉強になり、マレーシ
アを選んで本当によかったと思っ
ています。

大学への希望：
　胸部心臓血管外科の岡田先
生にサポートして頂き、出発前か
ら帰国まで、何かに困るような事
はありませんでした。このような機
会を頂き、本当にありがとうござい
ました。

後輩への助言：
　日本ではなかなかみる事のでき
ないような、珍しい症例も沢山経
験する事ができるので、循環器に
興味がある方には本当におすす

めです。
　実習前には、循環器に関する
知識を復習し、英単語を覚えてい
くのはもちろんですが、一つの症
状に関して、循環器だけではなく、
他の疾患も全て含めて鑑別疾患
をあげて考えるという系統的な診
断の仕方を勉強しておくといいと
思います。さらに、その診断の過
程を全て英語で説明できるよう
に、一緒に実習に行く人と一緒
に練習したらいいと思います。
　また、患者さんは色んな国籍の
方がいて、宗教背景が多彩なの
で、少し宗教について勉強してい
けばよかったなと思いました。最初
は診察させていただく時に、何が
無礼な行為にあたるのかが分か
らず戸惑いました。

【Summary】

  I had really fantastic 

experience in IJN for 1 month.  

  I learned many things about 

cardiovascular system.  For 

example, medical examination, 

perioperative management, 

reading of echography, and so on.  

  One of my deeply impressive 

experience is the operation of 

TOF repair.  

Mr. Sivakumar explained about 

anatomy and techniques of 

TOF repair in easy English, so 

I could understand about that 

well.  There were many patients 

with heart disease that was rare 

in Japan.  

  And I did presentation about 

VSD Clinical Pathway on the last 

day of program. I researched 

achievement rate of Clinical 

Pathway, and presented how to 

make use of the result for better 

medical treatment in the future.  

  Every doctors, nurses, and 

co-medical staffs are very kind 

and taught us many things in 

plain English, so it was easy for 

me to ask them my questions 

and tell what I want to do.  

I’m deeply grateful to all people 

who helped us in IJN, especially 

Dr. Sivakumar Sivalingam.  And 

I also would like to express my 

gratitude to Prof. Tomoda, Prof. 

Kinoshita, Prof. Minato, and Dr. 

Okada for giving me this kind of 

opportunity. 

　私は先天性心疾患に興味が
あり、先輩方の経験談を参考に
マレーシアを実習先として選びま
した。IJNでの一ヶ月は、自分が
想像していた以上に充実したも
ので、非常に有意義な実習を行
う事が出来ました。最初の１週間
は、自身の英語力不足や、マレー
シアの独特な英語など、実習内
容以前のコミュニケーションの段
階で何度か挫折し、落ち込みまし
たが、IJN の先生や看護師の方
を含め、スタッフの皆さんは、拙い
英語も理解しようとしてくださり、２
週目以降は英語に関する悩みは
なくなりました。

　IJN のスタッフの方は全員、と
ても教育熱心で、スケジュールに
組み込まれているミニレクチャー
はもちろんの事、それ以外の時間
でも自由に見学の場を設けてく
ださり、その都度レクチャーをして
頂きました。最初はなかなか積極
的に実習に参加する事ができま
せんでしたが、先生方やスタッフ
の方が熱心に教えてくださったお
かげで、段々何をしたいか、どうい
う症例を見たいかなど伝える事が
できました。スケジュールの空いて
いる時間は、自由に病棟に行くこ
とができ、保護者の方に挨拶をし
て、聴診させて頂いたり、先生方

に所見を教えて頂いたりしました。
　担 当の Dr.Sivakumarは IJN
で唯一の小児心臓外科医で、毎
日少なくとも２件は手術があった
ため、関西医大での実習では見
学出来なかった先天性心疾患の
手術も見学する事が出来ました。
手術中も、何をしているのかその
都度説明して頂き、解剖や手術
法をしっかりと理解する事ができ
ました。
　また実 習の最 終日には、プレ
ゼンテーションの時 間を設けて
いただき、それに向けて１ヶ月か
けて準備をしました。私はIJN の
clinical pathway に つ い て 勉
強し、心 室 中 隔 欠 損 の 患 者さ
んのうち、何 % の 方が clinical 
pathway に基づいてスムーズに
退院できたのかなどを調査し考察
しました。英語でプレゼンテーシ
ョンを行うのは初めての経験で、
その経験をさせて頂いただけで
も勉強になりましたが、clinical 
pathway について勉 強する中
で、マレーシアの医療システムに
ついても触れる機会があり、日本
の医療と比較して考えることが出
来ました。

循環器疾患に関する基本的な知識の習得、採血実習、英語での問診と診察、診断に関する
指導医とのディスカッション、先天性心疾患・虚血性心疾患・周術期管理・麻酔などに関
するレクチャー、外来見学、手術見学(先天性心疾患、冠動脈バイパス術など)、清潔で手
術に参加、ECMOについての勉強会、clinical pathwayについてのプレゼンテーション

実 習 先：マレーシア国立循環器病センター(IJN)
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam
実 習 内 容：

Mr. Sivakumarと
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実 習 先：マレーシア国立循環器病センター(IJN)
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr.Sivakumar Sivalingam
実 習 内 容：

Mr. Sivakumarと
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きました。小さな心臓を扱う小児の
手術はとても繊細で大変興味深
く、教科書で聞いたことのある手
術を目の当たりにできたことには
感動を覚えました。　
　実習最終日には、医師や看護
師の方々に向けてのプレゼンテー
ションも行いました。私のプレゼン
テーマは、IQIC ( International
　Qual i ty Improvement for 
Congenital Heart Disease ) 
でした。IQICとは、全世界におけ
る先天性心疾患の術後合併症
や死亡を減少させるためにボスト
ンこども病院が中心となってデー
タ収集を行っているもので、IJNも
その研究に参加しています。私は
過去 3 ヶ月の IJN における先天
性心疾患の手術と合併症につい
てのデータをグラフ化し、IQIC へ
の参加が IJN にもたらす利益に
ついて発表しました。このプレゼン
テーション作成にあたっては、リサ
ーチ業務を担当している看護師さ
んに面倒をみていただきました。　
　このように、IJNでは医師だけ
でなく多くのコメディカルの方々に
も大変お世話になりました。どこ

へ行っても誰もが優しく私たちを
迎え、熱心に指導してくださいまし
た。IJNに留学して得た一番の思
い出は、多くの素晴らしい出会い
です。前述の通りマレーシアは多
民族国家であり、英語の通じない
患者さんも少なくありません。また、
スタッフにおいても英語が第一言
語でない場合もあります。そのた
め、時にコミュニケーションが難し
い場面もありました。言葉の壁に
最初は戸惑いましたが、慣れてし
まえば問題ありません。この温か
い環境で1 ヶ月学んだことは、楽
しい思い出であるとともに私の財
産となると思います。　
　もちろん、最初から最後までお
世話になりっぱなしだった指導医
の Siva 先生との出会いは、私に
とって大きなものです。Siva 先生
は、医師としても、人間的にもとて
も魅力的な方です。常に前に向
かって突き進んで行くエネルギー
に溢れる方であり、Siva 先生から
は多くを学ぶことができます。それ
でいて気さくな先生なので、後輩
の皆さんもきっと出会えば Siva
先生のファンになってしまうので

はないでしょうか。今、国外実習へ
の参加を考えている皆さんにも、
ぜひ IJNで民族や宗教の壁も超
えて、素敵な経験を積んでほしい
です。
　最後になりましたが、私たちの
留学にあたり、岡田隆之先生をは
じめ、多くの先生方にご尽力いた
だきました。国外臨床実習に関わ
ってくださったすべての皆様に心
から感謝申し上げます。このような
素晴らしい機会を与えてくださり、
本当にありがとうございました。

　今回、私は国外臨床実習に参
加し、2014 年 4月の 1 ヶ月間を
マレーシア国立循環器病センター
(IJN)で過ごしました。私が実習先
にマレーシアを選んだのは、実際
に患者さんと話をしたり、手技を経
験する機会が多く期待できると聞
いていたからです。　
　マレーシアは日本から飛行機で
6 時間あまりの距離にある常夏の
多民族国家です。マレーシアに住
む人々にとって食事が占める割合
はとても大きいようで、マレー料理
はもちろん、アラビア料理やメキ
シコ料理など、低価格で様々な民
族の食べ物を楽しむことができま
す。さらにその食事はかなりスパイ
スが効いているものや、塩分・油
分の多いものが中心であるため、
その影響もあってか、マレーシアで
は循環器疾患が多くみられます。
IJNは循環器に特化した病院で
あり、循環器内科・外科・小児
科、麻酔科、放射線科から成りま
す。施設も充実しているためマレ
ーシア全土から患者さんが多く集
まり、年間 4,000 件もの心臓手
術を行っています。この数は、アジ
アで第 3 位にあたります。私たち
がお世話になったのは、IJNで唯
一の常勤小児心臓外科医である
Siva 先生でした。平日には1日平

均 3 件、休日にも1 ～ 2 件の手
術をこなしておられるためとても多
忙な先生ですが、私たちのことを
常に気にかけてくださいました。　
　IJNでの実習は、基本的には
Siva 先生が事前に用意してくだ
さったプログラムに沿って行いまし
たが、私たちの希望も随時聞いて
くださいました。外来や手術見学、
各科の先生方からのレクチャー
だけではなく、多くの経験をさせて
いただけたのが、私にとって一番
の収穫でした。実際に患者さんと
ふれあう機会も多く、外来で患者
さんの心音をたくさん聴いたり、病
棟では入院患者さんの問診や身
体診察をさせていただくこともでき
ました。これらは貴重な経験でした
が、自分たちで患者さんを診察す
る機会はそれまで滅多になかった
ため、1 年間の病院実習を終えて
から留学したはずなのに戸惑って
しまいました。診察の後にはSiva
先生によるフィードバックもあった
のですが、そこで診察における考
え方を教わり、大変勉強になった
と同時に、自分の不勉強を改めて
思い知らされました。これからマレ
ーシアに留学する後輩の皆さん
には、問診と身体診察の仕方をし
っかり勉強してから臨まれることを
強くお勧めします。教科書で学ん

だ通りにいかないことの方が多い
かもしれませんが、最低限の知識
がなければ、せっかくのチャンスも
患者さんの好意も活かすことがで
きません。後輩の皆さんには、この
貴重な機会をさらに有意義なもの
にしてほしいと思います。
　それ以外にも、私たちは実際に

患者さんから採血をさせていただ
くこともできました。毎回採血が終
わるたびにアドバイス頂きながら
学ぶことができました。
また、心臓手術をたくさん見られた
のもマレーシアならではの貴重な
経験でした。見学の際には希望し
て手洗いもさせていただき、日本
では見学することができなかった
小児心臓手術にも入ることがで

実 習 先：マレーシア国立循環器病センター
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr. Sivakumar Sivalingam
実 習 内 容：

国外臨床実習報告
吉田　知紘（6学年）

With Dr. Siva  in his room at IJN

Farewell party with doctors

外来・手術見学、病棟実習、放射線検査の見学、患者さんへの問診・診察、
採血実習、エコー実習、カンファレンス、プレゼンテーション　など
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【Summary】

　From April 7th to May 2nd, 

I joined the clinical internship 

program at IJN, Malaysia for 1 

month.

　For this program, I had 

many lectures from various 

departments. And also 

I had training for history 

taking, physical examination, 

auscultation, taking blood and 

so on.

　Seeing patients by myself 

was a very valuable and tough 

experience for me.  In the 

operating theatre, I saw some 

rare operations which I couldn’t 

see in Japan. Thanks to all the 

staff in IJN, I learned so much 

and enjoyed the precious time.  

  Finally, I wish to express my 

appreciation to Dr. Siva, Dr. 

Okada and all people who gave 

me this awesome experiences 

and memories.
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　この 4月、私たちは1 ヶ月間カ
リフォルニア大学サンフランシスコ
校、SFGH の整形外科で臨床実
習をさせていただきました。SFGH
はサンフランシスコの市民病院で
あり、独自の保険システムを持っ
ているので、地域の貧しい方々を
多数受け入れており、外来は朝
から満員でした。また、全米でも有
数の外傷センターであるために、
交通外傷など様々な外傷患者が
毎日ERに運ばれてきていました。
SFGHで働くレジデントの方々は
2 つのチームに分かれており、そ
れぞれGOLDチームとBLUEチ
ームと呼ばれていました。私たちは
それぞれ1 人ずつチームに分か
れ、2 週間ずつ交代でお世話に
なりました。私はまず、自分の興味
のある手外科を担当しているチー
ムの見学をさせていただきました。
外来は、日本と全く違ったもので、
患者さんが個室で待機しており、
医師があらかじめカルテや問診票
などをチェックしてから診察を行う
というスタイルでした。どんどん置
かれて行くカルテをチェックし、自
分の見てみたい患者の外来を担
当する先生に声をかけ、たくさん
の先生方に診察現場を見せてい
ただきました。先生方は本当に優
秀で、患者さんの話を聞き素早く
対応して行く姿や、ほとんどの人

が英語以外にスペイン語や中国
語などを話せてすごいなと思いま
した。また、卒業間近の学生がレ
ジデントと同じように1 人で診察を
行い、上級医と相談し、簡単な手
技であれば 1 人で行っていたこと
に驚きました。手術の現場は日本
と似たようなものが多く、使う道具
や機械も見てわかるものが多か
ったように思います。でも、わから
ないものがあるときには、周りのレ
ジデントやナース、器具の業者の
方々に声をかけてたくさんのことを
教えていただきました。手術の合
間などは、みんなで和気あいあい
と映画や旅行などの話をしており、
特にナースは陽気な方が多く、一
緒にいて楽しかったです。
　私たちが実習を行っていた期
間中に、Trauma course と呼ば
れるUCSF 主催の学会のような
ものが開催され、参加させてもらい
ました。英語で新しいことを学ぶの
はとても難しいことですが、辞書を
片手に様々な先生方の発表を聞
くのはとても有意義な機会になり
ました。また自分で体験するような
時間もあり、たまたま隣にいた先
生が使い方を教えてくださったり、
自分で試行錯誤して骨折を治す
体験ができ大変楽しかったです。
前夜祭のようなものや、初日には
レセプションなどもあり、SFGHで

普段関わっている以外の人たち
とも様々な話をすることができまし
た。日本からも参加されている先
生方がおられ、私たちは2 週間に
1 度の英語でのスライド発表を、
その先生たちの前で行う機会を
いただきました。準備はとても大変
で、頭が痛かったのですが、やり終
えてみると、とても貴重な時間だっ
たなと思いました。
　来年も、留学と開催時期が重
なっているらしいので、参加される
方はできるだけたくさんの人と関わ
ったり、多くの行事に参加した方
が楽しいと思います。
　今回の留学では、長尾先生に
は大変よくしていただきました。ま
た、国外臨床実習に向けてお世話
になりました。菅先生、友田先生、
木下先生、中川先生と関係者の
方々には厚くお礼申し上げます。

カンファレンス、外来、処置見学、手術見学、ER見学、症例発表など

実 習 先：アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：長尾 正人 先生、菅 俊光 先生
実 習 内 容：

国外臨床実習報告
石河　恵（6学年）

【Summary】

  We went to Sanfrancisco 
for observership program in 
April.  
  I  was able to experience 
various things.  And I found 
many differences between 
J a pane s e  a n d  Ame r i c a n  
hosp i t a l .   Res i den t s  a r e  
very cool and took care of 
us very kindly.   We joined 
T r a u m a  c o u r s e  d u r i n g  
the  t ra in ing .   I t  i s  a  ve ry  
exciting, to learn there were 
many. It was really good to 
spend such a wonderful one 
month.  
  F i n a l l y ,  t h a n k  y o u  f o r  
every th ing Dr .Nagao,  and 
everyone who was involved 
in me.

大学への希望：
　国 外 臨 床 実 習に行った人に
も、国内での外病院実習をするチ
ャンスが欲しかったです。

後輩への助言：
　会話は伝わるまで話せばなんと
かなると思います。でも、まず話し
かけなければ何も起こらないので、
できるだけたくさんの人と関わる意
気込みがこの実習を1 番有意義
にします。1 ヶ月ずっと整形外科づ
けなので、整形に興味のある人は
より楽しめると思います。

Trauna course にいらっしゃった
日本の医師の方 と々一緒に

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training
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　この 4月、私たちは1 ヶ月間カ
リフォルニア大学サンフランシスコ
校、SFGH の整形外科で臨床実
習をさせていただきました。SFGH
はサンフランシスコの市民病院で
あり、独自の保険システムを持っ
ているので、地域の貧しい方々を
多数受け入れており、外来は朝
から満員でした。また、全米でも有
数の外傷センターであるために、
交通外傷など様々な外傷患者が
毎日ERに運ばれてきていました。
SFGHで働くレジデントの方々は
2 つのチームに分かれており、そ
れぞれGOLDチームとBLUEチ
ームと呼ばれていました。私たちは
それぞれ1 人ずつチームに分か
れ、2 週間ずつ交代でお世話に
なりました。私はまず、自分の興味
のある手外科を担当しているチー
ムの見学をさせていただきました。
外来は、日本と全く違ったもので、
患者さんが個室で待機しており、
医師があらかじめカルテや問診票
などをチェックしてから診察を行う
というスタイルでした。どんどん置
かれて行くカルテをチェックし、自
分の見てみたい患者の外来を担
当する先生に声をかけ、たくさん
の先生方に診察現場を見せてい
ただきました。先生方は本当に優
秀で、患者さんの話を聞き素早く
対応して行く姿や、ほとんどの人

が英語以外にスペイン語や中国
語などを話せてすごいなと思いま
した。また、卒業間近の学生がレ
ジデントと同じように1 人で診察を
行い、上級医と相談し、簡単な手
技であれば 1 人で行っていたこと
に驚きました。手術の現場は日本
と似たようなものが多く、使う道具
や機械も見てわかるものが多か
ったように思います。でも、わから
ないものがあるときには、周りのレ
ジデントやナース、器具の業者の
方々に声をかけてたくさんのことを
教えていただきました。手術の合
間などは、みんなで和気あいあい
と映画や旅行などの話をしており、
特にナースは陽気な方が多く、一
緒にいて楽しかったです。
　私たちが実習を行っていた期
間中に、Trauma course と呼ば
れるUCSF 主催の学会のような
ものが開催され、参加させてもらい
ました。英語で新しいことを学ぶの
はとても難しいことですが、辞書を
片手に様々な先生方の発表を聞
くのはとても有意義な機会になり
ました。また自分で体験するような
時間もあり、たまたま隣にいた先
生が使い方を教えてくださったり、
自分で試行錯誤して骨折を治す
体験ができ大変楽しかったです。
前夜祭のようなものや、初日には
レセプションなどもあり、SFGHで

普段関わっている以外の人たち
とも様々な話をすることができまし
た。日本からも参加されている先
生方がおられ、私たちは2 週間に
1 度の英語でのスライド発表を、
その先生たちの前で行う機会を
いただきました。準備はとても大変
で、頭が痛かったのですが、やり終
えてみると、とても貴重な時間だっ
たなと思いました。
　来年も、留学と開催時期が重
なっているらしいので、参加される
方はできるだけたくさんの人と関わ
ったり、多くの行事に参加した方
が楽しいと思います。
　今回の留学では、長尾先生に
は大変よくしていただきました。ま
た、国外臨床実習に向けてお世話
になりました。菅先生、友田先生、
木下先生、中川先生と関係者の
方々には厚くお礼申し上げます。

【Summary】

  We went to Sanfrancisco 
for observership program in 
April.  
  I  was able to experience 
various things.  And I found 
many differences between 
J a pane s e  a n d  Ame r i c a n  
hosp i t a l .   Res i den t s  a r e  
very cool and took care of 
us very kindly.   We joined 
T r a u m a  c o u r s e  d u r i n g  
the  t ra in ing .   I t  i s  a  ve ry  
exciting, to learn there were 
many. It was really good to 
spend such a wonderful one 
month.  
  F i n a l l y ,  t h a n k  y o u  f o r  
every th ing Dr .Nagao,  and 
everyone who was involved 
in me.

大学への希望：
　国 外 臨 床 実 習に行った人に
も、国内での外病院実習をするチ
ャンスが欲しかったです。

後輩への助言：
　会話は伝わるまで話せばなんと
かなると思います。でも、まず話し
かけなければ何も起こらないので、
できるだけたくさんの人と関わる意
気込みがこの実習を1 番有意義
にします。1 ヶ月ずっと整形外科づ
けなので、整形に興味のある人は
より楽しめると思います。 ある日の朝食

Blue team リーダーと
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　私は今 回 、U C S F の S F G H
(San  F r a n c i s c o  Gene r a l  
Hospital)で1 ヶ月間実習させて
頂きました。実習は主に、脊椎や
下肢メインの Blue teamと手や
上肢メインの Gold teamに分か
れて、2 週間ずつでの交代で行
いました。2チームとも、月曜日か
ら金曜日まで基本的に毎朝カン
ファレンスから始まり、その後は外
来もしくは手術といった流れでし
た。ただし、水曜日だけは、午前中
は Parnassus に あ るUCSF 本
校にて、症例検討会や若手の先
生方への講義があり、午後は再
び SFGHに戻ってそれぞれのチ
ームに参加するといったものでし
た。日本とは何もかもが異なり、毎
日が驚きの連続でした。まず外来
では、日本とは真逆でドクター自ら
が患者さんの所に出向くといった
スタイルでした。また、日本と違って
色々な国籍の患者さんが来られる
ため、問診の記入用紙も非常に
多岐に渡っており、また診察時に
は各言語の通訳が待機しており、
電話を通して同時通訳での診察
が行われていました。さらに、全て
において役割が非常に細分化さ
れており、受付担当、採血担当、
患者さんの診察室振り分け担当
などに分かれていて、非常に効率
的だと思いました。実習期間中、

各チームで経験した症例を一人
一症例ずつ発表するという機会
があり、Blue・Goldと2 回発表
したのですが、全て英語でのプレ
ゼンでした。日本ですら、ほとんど
人前でプレゼンをしたことのなか
った私にとって、いきなり専門的
な分野での、それも英語でのプレ
ゼンは非常に大変な事ではありま
したが、連日空いた時間を使って
様々な英語の文献を読み作成し、
無事に発表を終えたときには、得
たものの大きさを身にしみて感じ
ることが出来ました。また、運良く、
現地での UCSF 主催の Trauma 
Courseと呼ばれる外傷学会にも
参加することが出来ました。学会
は、専門的な知識のない私にとっ

て、内容は難しいものではありまし
たが、他国から参加されているドク
ターの先生方とたくさん交流する
ことができました。

大学への希望：
　国外実習へ参加しても、国内
の学内実習に参加できるようなプ
ログラムにしてほしかったと思いま
した。

後輩への助言：
　とにかくサンフランシスコは、最
高の街です。カリフォルニアは、本
当に気候も良く、食べ物も本当に
おいしくて、何より人がみんな親切
です。また、先生に紹介して頂い
たホテルもFinancial Districtと
いう金融街にあり、治安も非常に
良く、交通の便も良く、とても暮ら
しやすかったです。
　アメリカは、自分から積極的に
学びにいく人には非常にウェルカ
ムな国です。逆に、自分から行かな
いと何も学ぶことはできません。少
しでも分からないと思ったりしたこ
とがあれば、ためらわずにどんな事
でもどんどん自分から話しかけてい
って下さい。

外来・処置見学、手術見学、ER見学、カンファレンス、症例発表、外傷学会など

実 習 先：アメリカ合衆国 カリフォルニア大学サンフランシスコ校
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：長尾 正人 先生
実 習 内 容：

国外臨床実習報告
森本　孝子（6学年）

【Summary】

  I joined observership at UCSF 

from April 7th to May 2nd.  I 

worked at the orthopedic 

department Dr. Nagao.  In the 

observership, I found many 

differences between Japanese 

and American medical system.  

  People who worked at the 

hospital were so kind that I 

could have good relationship.  

They told me a lot of things not 

only orthopedic but also other 

things like life in America.  I 

really enjoyed the time during 

our stay in San Francisco.  I 

truly appreciate everyone who 

gave me such an amazing 

opportunity.

UCSF orthopedic institute にて
Dr. Michelau、長尾先生

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training
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　私は今 回 、U C S F の S F G H
(San  F r a n c i s c o  Gene r a l  
Hospital)で1 ヶ月間実習させて
頂きました。実習は主に、脊椎や
下肢メインの Blue teamと手や
上肢メインの Gold teamに分か
れて、2 週間ずつでの交代で行
いました。2チームとも、月曜日か
ら金曜日まで基本的に毎朝カン
ファレンスから始まり、その後は外
来もしくは手術といった流れでし
た。ただし、水曜日だけは、午前中
は Parnassus に あ るUCSF 本
校にて、症例検討会や若手の先
生方への講義があり、午後は再
び SFGHに戻ってそれぞれのチ
ームに参加するといったものでし
た。日本とは何もかもが異なり、毎
日が驚きの連続でした。まず外来
では、日本とは真逆でドクター自ら
が患者さんの所に出向くといった
スタイルでした。また、日本と違って
色々な国籍の患者さんが来られる
ため、問診の記入用紙も非常に
多岐に渡っており、また診察時に
は各言語の通訳が待機しており、
電話を通して同時通訳での診察
が行われていました。さらに、全て
において役割が非常に細分化さ
れており、受付担当、採血担当、
患者さんの診察室振り分け担当
などに分かれていて、非常に効率
的だと思いました。実習期間中、

各チームで経験した症例を一人
一症例ずつ発表するという機会
があり、Blue・Goldと2 回発表
したのですが、全て英語でのプレ
ゼンでした。日本ですら、ほとんど
人前でプレゼンをしたことのなか
った私にとって、いきなり専門的
な分野での、それも英語でのプレ
ゼンは非常に大変な事ではありま
したが、連日空いた時間を使って
様々な英語の文献を読み作成し、
無事に発表を終えたときには、得
たものの大きさを身にしみて感じ
ることが出来ました。また、運良く、
現地での UCSF 主催の Trauma 
Courseと呼ばれる外傷学会にも
参加することが出来ました。学会
は、専門的な知識のない私にとっ

て、内容は難しいものではありまし
たが、他国から参加されているドク
ターの先生方とたくさん交流する
ことができました。

大学への希望：
　国外実習へ参加しても、国内
の学内実習に参加できるようなプ
ログラムにしてほしかったと思いま
した。

後輩への助言：
　とにかくサンフランシスコは、最
高の街です。カリフォルニアは、本
当に気候も良く、食べ物も本当に
おいしくて、何より人がみんな親切
です。また、先生に紹介して頂い
たホテルもFinancial Districtと
いう金融街にあり、治安も非常に
良く、交通の便も良く、とても暮ら
しやすかったです。
　アメリカは、自分から積極的に
学びにいく人には非常にウェルカ
ムな国です。逆に、自分から行かな
いと何も学ぶことはできません。少
しでも分からないと思ったりしたこ
とがあれば、ためらわずにどんな事
でもどんどん自分から話しかけてい
って下さい。

【Summary】

  I joined observership at UCSF 

from April 7th to May 2nd.  I 

worked at the orthopedic 

department Dr. Nagao.  In the 

observership, I found many 

differences between Japanese 

and American medical system.  

  People who worked at the 

hospital were so kind that I 

could have good relationship.  

They told me a lot of things not 

only orthopedic but also other 

things like life in America.  I 

really enjoyed the time during 

our stay in San Francisco.  I 

truly appreciate everyone who 

gave me such an amazing 

opportunity.

レセプションにて Dr. Mckee、Dr. Michelau と
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　今回はカナダのトロント小児病
院で実習させていただきました。ト
ロント小児病院は世界的に有名
な病院であり、世界中から子供達
はもちろん、優秀な先生方が集ま
ってきます。小児科だけの大学病
院のような施設です。その中で、
本校を卒業された越智先生のもと
で、小児神経科のてんかんに関す
る研究部門で実習しました。
　私の最終的な研究目的は音楽
セラピーがてんかん患者さんの予
後を良くするのではないかというも
のでした。この研究の始まりの段
階であったため、まず小児の睡眠
の脳波とはどういうものかを調べる
ことからスタートしました。
　具 体 的 な 内 容 は 2013 年
に 脳 波をとった 約 250 人 中、
生まれて１ヶ月以 内に脳 波をと
った 約 80 人をピックアップし
ました。その 患 者さんの 基 本デ
ータ( 妊 娠 期 間、性 別、脳 波を
取った 時 間、てんかん 歴、HIE
歴、低 体 温 療 法 歴 )を 調 べ、
aEEG (amplitude-integrated 
electroencephalogram)を読み
ました。aEEG にsleep-wake の
サイクルがあるかどうか、そしてサ
イクルの有無と患者さんのてんか
ん歴、HIE 歴、低 体 温 療 法 歴が
関係あるかどうかを調べていきま
した。そして、てんかん歴のある患
者さんはSleep-wakeサイクル

がない割合が多く、また低酸素性
虚血性脳症の既往歴のある子
はSleep-wakeサイクルのない
割合が多いことがわかりました。
Sleep-wakeサイクルによって小
児の状態を測れることがわかりま
した。一か月では音楽セラピーとの
関わりの結果はでていませんが、
論文を読む機会が多く、論文に慣
れていなかった私にとって良い勉
強になりました。
　研究以外には、脳波の読み方
をclinical fellow の方と一緒に
学び、クリニカルラウンド、カンファ
レンスに参加しました。もちろん英
語で行われており、専門用語でわ
からないことだらけですが、根気よ
く毎日聞いていくと内容をつかむこ
とができるようになりました。
　また、日本ではあまり経験できま
せんが、てんかんを手術で治され
ており、その OPEを見学すること
ができました。

感想：
　小児専門の病院であるだけに、
ものすごく分野が細分化されてお
り、その分野のエキスパートがおら
れました。総合的な医療ができる
ことも大切ですが、分野の第一人
者になれる医者は魅力的で、必要
な存在だと感じました。
　また世界中からfellowの方が
勉強しに来られており、自分の可
能性を広げるためには英語は必須
だと感じました。また、越智先生の
研究室には日本からも４人の小児
科、脳神経外科の先生方が留学さ
れており、将来また本格的に留学
したいと思うきっかけとなりました。

後輩への助言：
　有名なてんかんの知識と、その
英語のワードを勉強してから留学
することをお薦めします。

実 習 先：カナダ　トロント小児病院
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：越智 文子先生

国外臨床実習報告
岡野　舞（6学年）

This is aEEG.  Blue waves mean 

left brain.  Red waves mean 

right brain.  This wave has thick 

parts and thin parts.  The thick 

parts mean Quiet sleep.  The 

thin parts mean Active sleep.

【Summary】

  I had a great experience in 

Toronto.  I learned about the 

relationships between epilepcy 

and music therapy.  I read many 

aEEG and I participated in 

many conferences and surgery.  

There are a lot of clinical 

fellows who come to learn 

specific skills from all over the 

world and there are 4 doctors 

as research fellows from Japan.  

I talked and enjoyed Toronto’s 

life with them.  Dr. Ochi is very 

kind and a powerful woman.  

She graduated from KMU and 

she moved to Toronto about 7 

years ago.  She is a specialist 

on epilepcy and teaches how 

to read EEG to many fellows.  I 

enjoyed her concert (she can 

play the piano very well) on 

weekends.  I’m deeply grateful 

to all the doctors who helped 

me to have this wonderful 

experience.  

  

We had dinner with Dr. Ochi

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training
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　今回はカナダのトロント小児病
院で実習させていただきました。ト
ロント小児病院は世界的に有名
な病院であり、世界中から子供達
はもちろん、優秀な先生方が集ま
ってきます。小児科だけの大学病
院のような施設です。その中で、
本校を卒業された越智先生のもと
で、小児神経科のてんかんに関す
る研究部門で実習しました。
　私の最終的な研究目的は音楽
セラピーがてんかん患者さんの予
後を良くするのではないかというも
のでした。この研究の始まりの段
階であったため、まず小児の睡眠
の脳波とはどういうものかを調べる
ことからスタートしました。
　具 体 的 な 内 容 は 2013 年
に 脳 波をとった 約 250 人 中、
生まれて１ヶ月以 内に脳 波をと
った 約 80 人をピックアップし
ました。その 患 者さんの 基 本デ
ータ( 妊 娠 期 間、性 別、脳 波を
取った 時 間、てんかん 歴、HIE
歴、低 体 温 療 法 歴 )を 調 べ、
aEEG (amplitude-integrated 
electroencephalogram)を読み
ました。aEEG にsleep-wake の
サイクルがあるかどうか、そしてサ
イクルの有無と患者さんのてんか
ん歴、HIE 歴、低 体 温 療 法 歴が
関係あるかどうかを調べていきま
した。そして、てんかん歴のある患
者さんはSleep-wakeサイクル

がない割合が多く、また低酸素性
虚血性脳症の既往歴のある子
はSleep-wakeサイクルのない
割合が多いことがわかりました。
Sleep-wakeサイクルによって小
児の状態を測れることがわかりま
した。一か月では音楽セラピーとの
関わりの結果はでていませんが、
論文を読む機会が多く、論文に慣
れていなかった私にとって良い勉
強になりました。
　研究以外には、脳波の読み方
をclinical fellow の方と一緒に
学び、クリニカルラウンド、カンファ
レンスに参加しました。もちろん英
語で行われており、専門用語でわ
からないことだらけですが、根気よ
く毎日聞いていくと内容をつかむこ
とができるようになりました。
　また、日本ではあまり経験できま
せんが、てんかんを手術で治され
ており、その OPEを見学すること
ができました。

感想：
　小児専門の病院であるだけに、
ものすごく分野が細分化されてお
り、その分野のエキスパートがおら
れました。総合的な医療ができる
ことも大切ですが、分野の第一人
者になれる医者は魅力的で、必要
な存在だと感じました。
　また世界中からfellowの方が
勉強しに来られており、自分の可
能性を広げるためには英語は必須
だと感じました。また、越智先生の
研究室には日本からも４人の小児
科、脳神経外科の先生方が留学さ
れており、将来また本格的に留学
したいと思うきっかけとなりました。

後輩への助言：
　有名なてんかんの知識と、その
英語のワードを勉強してから留学
することをお薦めします。

This is aEEG.  Blue waves mean 

left brain.  Red waves mean 

right brain.  This wave has thick 

parts and thin parts.  The thick 

parts mean Quiet sleep.  The 

thin parts mean Active sleep.

【Summary】

  I had a great experience in 

Toronto.  I learned about the 

relationships between epilepcy 

and music therapy.  I read many 

aEEG and I participated in 

many conferences and surgery.  

There are a lot of clinical 

fellows who come to learn 

specific skills from all over the 

world and there are 4 doctors 

as research fellows from Japan.  

I talked and enjoyed Toronto’s 

life with them.  Dr. Ochi is very 

kind and a powerful woman.  

She graduated from KMU and 

she moved to Toronto about 7 

years ago.  She is a specialist 

on epilepcy and teaches how 

to read EEG to many fellows.  I 

enjoyed her concert (she can 

play the piano very well) on 

weekends.  I’m deeply grateful 

to all the doctors who helped 

me to have this wonderful 

experience.  

  

Niagara fall
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　私 は4 週 間 の 実 習 期 間 で、
West 症候群に関する研究に携
わらせていただきました。West 症
候群の点頭てんかんで脳梁離断
術を施行された患児の術前・術
後脳波を解析し、傾向をつかむこ
とで、術前脳波から術後脳波を予
想したり、発作焦点を定めたりす
ることができるのではないか、また、
その傾向をもとに、脳梁離断術を
行う前に、その患児にとっての治
療効果や術後経過を予想できる
のではないだろうか、という仮定の
下で始まった研究です。始まった
ばかりで、実際に解析するまでの
試料集めの段階までしかお手伝
いできませんでしたが、この研究
に関する論文を多く読んだり、こ
の研究の結果について予想した
りする中で、West 症候群や脳梁
離断術に関する理解を深めるこ
とができました。これまで臨床研究
がどのようなものかを全く知らず、
あまり興味も持っていませんでした
が、この実習を通して研究の面白
さを知り、是非医師になってからも
研究に関わりたいと思うようにな
りました。週に2～3 回は、他大学
や外国から招待された専門家の
講演会に参加させていただき、英
語で専門的な講演を聴くことで英
語のトレーニングになるだけではな
く、日本とは違う活発な質疑応答

の様子に刺激を受けました。また、
トロント小児病院という世界に名
立たる小児病院で、日々子どもた
ちのために働くスタッフの方々の
熱意に触れたことで、私も常に患
者さんのために全力を尽くさなけ
れば、という気持ちを改めて確認し
ました。

大学への希望：
　実習では関西医大ご卒業の越
智文子先生に大変お世話にな
り、本当に充実した4 週間を過ご
すことができました。研究室の先
生方も本当に親切で、研究のお
手伝いも本格的に参加させて下
さりました。金子先生をはじめ、国
際教育センターの先生方に心よ
り感謝申し上げます。日本のカナ

ダ大使館が閉鎖してマニラに移
転しているため、健康診断を受け
るための手続きが非常に煩雑に
なっています。ビザを取得すること
と実質的に同じ手続きが必要に
なるので、代理店と契約して、何
とか出発するまでに手続きを終え
ることができました。この手続きに
追われた時間がとても長かったた
め、代理店の紹介や斡旋などの
サポートがあれば、もう少し実習前
の事前学習ができたと思いますの
でご考慮願います。

後輩への助言：
　私ははじめ、6 回 生で研 究 実
習をすることに意味があるのだろ
うかと思っていました。しかし、3 回
生の分属実習で臨床研究を選

国外臨床実習報告
西本　華子（6学年）

【Summary】

  I studied neurophysiology at 

Hospital For Sick Children in 

Toronto, Canada.  The hospital 

is called Sickkids in short and 

it is one most famous hospital 

for children in the world.  At the 

division of neurology, Japanese 

neurophysiologists and many 

clinical fellows from all over the 

world have been working to 

cure children who are suffering 

with epilepsy.  I was involved 

in a research team of West 

Syndrome.  West Syndrome 

is a disabling, age-related 

epileptic encephalopathy that 

is characterized by 3 factors.  

First, patients have infantile 

spasms clinically.  Second, their 

EEGs show very characteristic 

type, which is called 

hypsarrythmia.  Hypsarrythmia 

is very chaotic and unusual 

waves.  Third, children affected 

by WS have high risks of 

development delay.  In our 

research, we have been trying 

to make out the mechanism of 

Corpus Callosotomy, which is 

one of the surgical treatments 

for West Syndrome.  The way 

of Corpus Callosotomy is to 

cut the place called corpus 

callosum and to separate 

the both sides of the brain 

hemisphere.  It is so mysterious 

that some children, who have 

just been cut the connection 

of both hemispheres, have 

no epileptic discharge after 

surgery.  We are analyzing 

EEGs (electroencephalogram) 

of patients who have underwent 

Corpus Callosotomy, so that we 

can know what is happening 

between the both brain 

hemisphere, and moreover, it is 

useful to predict how much is 

this surgery effective for each 

patient.  This research has 

been still going on after I came 

back to Japan.  

  Toronto is a very good place 

to stay, because it is pretty 

safe, clean and people are so 

friendly.  You can enjoy many 

interesting culture including 

food, art or music because it is 

a multinational and multicultural 

city.  

  Finally, I am really appreciated 

for all the people who gave me 

such a great chance and helped 

us a lot.  Thank you very much.

ばなかった場合は特に、トロント小
児病院での研究というものは、大
変貴重な経験になるということを
お伝えしたいです。トロント小児病
院では、研究部門だけでもおよそ
2,000 人ものスタッフが働いてお
り、このような活発な研究活動が
あってこそ、子どもたちの病気に
対して診断や治療ができるのだと
いうことを肌で感じられます。将来
臨床医になるイメージしかしていな
い方にこそ、トロントに行っていた
だきたいです。配属される神経生
理部門では主に脳波を扱う研究
が行われているため、事前学習と
して関西医大病院のてんかん外
来を見学したり、脳波に関して簡
単に説明されている文献を先生
に伺って、基本事項を学んだりす
ることをお勧めしたいと思います。

実 習 先：カナダ　トロント小児病院
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：越智 文子 先生
実 習 内 容：トロント小児病院神経生理部門にて臨床研究実習を行う。

Sickkids はこどものための病院ですが、広さもスタッフの数も非常に大規模です

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training
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　私は4週間の実習期間で、
West症候群に関する研究に携
わらせていただきました。West症
候群の点頭てんかんで脳梁離断
術を施行された患児の術前・術
後脳波を解析し、傾向をつかむこ
とで、術前脳波から術後脳波を予
想したり、発作焦点を定めたりす
ることができるのではないか、また、
その傾向をもとに、脳梁離断術を
行う前に、その患児にとっての治
療効果や術後経過を予想できる
のではないだろうか、という仮定の
下で始まった研究です。始まった
ばかりで、実際に解析するまでの
試料集めの段階までしかお手伝
いできませんでしたが、この研究
に関する論文を多く読んだり、こ
の研究の結果について予想した
りする中で、West症候群や脳梁
離断術に関する理解を深めるこ
とができました。これまで臨床研究
がどのようなものかを全く知らず、
あまり興味も持っていませんでした
が、この実習を通して研究の面白
さを知り、是非医師になってからも
研究に関わりたいと思うようにな
りました。週に2～3回は、他大学
や外国から招待された専門家の
講演会に参加させていただき、英
語で専門的な講演を聴くことで英
語のトレーニングになるだけではな
く、日本とは違う活発な質疑応答

の様子に刺激を受けました。また、
トロント小児病院という世界に名
立たる小児病院で、日々子どもた
ちのために働くスタッフの方々の
熱意に触れたことで、私も常に患
者さんのために全力を尽くさなけ
れば、という気持ちを改めて確認し
ました。

大学への希望：
　実習では関西医大ご卒業の越
智文子先生に大変お世話にな
り、本当に充実した4週間を過ご
すことができました。研究室の先
生方も本当に親切で、研究のお
手伝いも本格的に参加させて下
さりました。金子先生をはじめ、国
際教育センターの先生方に心よ
り感謝申し上げます。日本のカナ

ダ大使館が閉鎖してマニラに移
転しているため、健康診断を受け
るための手続きが非常に煩雑に
なっています。ビザを取得すること
と実質的に同じ手続きが必要に
なるので、代理店と契約して、何
とか出発するまでに手続きを終え
ることができました。この手続きに
追われた時間がとても長かったた
め、代理店の紹介や斡旋などの
サポートがあれば、もう少し実習前
の事前学習ができたと思いますの
でご考慮願います。

後輩への助言：
　私ははじめ、6回生で研究実
習をすることに意味があるのだろ
うかと思っていました。しかし、3回
生の分属実習で臨床研究を選

【Summary】

  I studied neurophysiology at 

Hospital For Sick Children in 

Toronto, Canada.  The hospital 

is called Sickkids in short and 

it is one most famous hospital 

for children in the world.  At the 

division of neurology, Japanese 

neurophysiologists and many 

clinical fellows from all over the 

world have been working to 

cure children who are suffering 

with epilepsy.  I was involved 

in a research team of West 

Syndrome.  West Syndrome 

is a disabling, age-related 

epileptic encephalopathy that 

is characterized by 3 factors.  

First, patients have infantile 

spasms clinically.  Second, their 

EEGs show very characteristic 

type, which is called 

hypsarrythmia.  Hypsarrythmia 

is very chaotic and unusual 

waves.  Third, children affected 

by WS have high risks of 

development delay.  In our 

research, we have been trying 

to make out the mechanism of 

Corpus Callosotomy, which is 

one of the surgical treatments 

for West Syndrome.  The way 

of Corpus Callosotomy is to 

cut the place called corpus 

callosum and to separate 

the both sides of the brain 

hemisphere.  It is so mysterious 

that some children, who have 

just been cut the connection 

of both hemispheres, have 

no epileptic discharge after 

surgery.  We are analyzing 

EEGs (electroencephalogram) 

of patients who have underwent 

Corpus Callosotomy, so that we 

can know what is happening 

between the both brain 

hemisphere, and moreover, it is 

useful to predict how much is 

this surgery effective for each 

patient.  This research has 

been still going on after I came 

back to Japan.  

  Toronto is a very good place 

to stay, because it is pretty 

safe, clean and people are so 

friendly.  You can enjoy many 

interesting culture including 

food, art or music because it is 

a multinational and multicultural 

city.  

  Finally, I am really appreciated 

for all the people who gave me 

such a great chance and helped 

us a lot.  Thank you very much.

ばなかった場合は特に、トロント小
児病院での研究というものは、大
変貴重な経験になるということを
お伝えしたいです。トロント小児病
院では、研究部門だけでもおよそ
2,000人ものスタッフが働いてお
り、このような活発な研究活動が
あってこそ、子どもたちの病気に
対して診断や治療ができるのだと
いうことを肌で感じられます。将来
臨床医になるイメージしかしていな
い方にこそ、トロントに行っていた
だきたいです。配属される神経生
理部門では主に脳波を扱う研究
が行われているため、事前学習と
して関西医大病院のてんかん外
来を見学したり、脳波に関して簡
単に説明されている文献を先生
に伺って、基本事項を学んだりす
ることをお勧めしたいと思います。

 トロントの観光地 Casa Loma にて。
遠くに見えるのはトロントのシンボルである CN Tower です
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国外臨床実習報告
山形　光慶（6学年）

　レバークーゼン総合病院の一
般外科で約一ヶ月間にわたり臨
床実習を行いました。そこでは主
に消化器疾患を扱っていますが、
肛門、呼吸器疾患、甲状腺の手
術も行っています。日本よりも細
分化されておらず、一般外科で多
くの種類の手術を経験することが
できました。一日の実習の流れと
して、朝にカンファレンス、その後
夕方まで手術に参加し、夕方のカ
ンファレンスに参加します。手術
では、鼠径ヘルニア、腹壁ヘルニ
ア、結腸癌、直腸癌、胃癌などの
消化器疾患から、痔瘻、痔核など
の肛門病変、甲状腺腫瘍、肺腫
瘍、さらには肝臓癌、胆石症といっ
た多くの手術に参加しました。参
加することで、その手術を最初か
ら最後まで経験でき、近くで術野
を見ることができるので、解剖はと
ても勉強になりました。また様々な

術式で行われており、なぜ今回は
この術式なのか、解剖学的に重
要な構造はどこなのかなど疑問に
思ったことがあっても、質問すれば
親切に教えてくれるので疾患に対
する知識も深まりました。また実習
先の病院には、若い先生やドイツ
の医学生もいるのでとてもいい刺
激になりました。

大学への希望：
　海外で実習に参加している間
の大学での予定、提出物、説明
会など、前々から分かっている情
報であれば先に伝えてほしかった。

後輩への助言：
　行くまでは不安なことも多いと
は思いますが、行けば必ずいい経
験ができるので、機会を得られる
のであれば是非行ってほしいと思
います。ドイツですが、先生方は英

語もできるので、英語でいろいろ
教えてくれます。

【Summary】

  I went to Leverkusen General 

Hospital in Germany for a 

month.  I wanted to know about 

difference between Japan 

and Germany.  In fact, many 

points were different. In this 

general surgery department, 

they operate so many kinds of 

diseases and I experienced 

many as one of assistants.  

Even if we were medical 

students, we were staffs of 

team there.  Docters always 

taught me about operations.  

  I was able to have a good time 

and experience so many things 

in this clerkship.  

  Finally, We’re thankful to 

Prof.Tomoda, Prof Kinoshita 

and Dr.Satoi. And I would 

like to thank to all of staffs in 

surgery department, especially 

Prof.Vestweber, Dr.Lelly and 

Dr.Kaldowski. 

実 習 先：ドイツ　レバークーゼン総合病院
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr. Antonio Lelli

お世話していただいた Dr. とケルン大聖堂前にて

Reports on the overseas clinical trainingsReports on the overseas clinical training



37 38

【Summary】

  Leverkusen is close to the big 

city Cologne whose name we 

usually call ‘Koln’ in Japan.  

Leverkusen is placed 12 km 

away from Koln. Leverkusen, 

the city is placed in a suburb.  

It’s not a huge city, but there 

is a famous medicine company 

it called Bayer.  The hospital 

is also placed far from the city 

and is also in the quiet place.  

  They have as many 

departments as we do, 

Internal medicine, General 

surgery (gastrointestinal 

surgery), Cardiovascular 

surgery, Urology, Gynecology, 

Orthopedics, Pediatrics, 

Emergency. Among them we 

were mainly in the general 

surgery department during this 

program.  

  These are lists of the operation 

we’ve observed there during 

the program.  

pancreaticoduodenectomy for 

pancreas cancer

liver resection for hepatic cell 

carcinoma 

hemicolectomy for colon cancer

repairment of inguinal hernia 

and other kinds of hernia

These are just some examples, 

we could see many more 

kinds of operations including 

laparoscopic operations.  

  This department operates 

almost all organs.  I think you 

concern about why it makes 

possible.  The answer is that he 

makes it possible. He is prof. 

Dr. vestweber who is the boss 

of the surgery department.  He 

is very famous surgeon not in 

Germany but also in the world.  

So we could have a chance to 

see world level surgery.  

  These precious experiences 

made my will ‘I want to be a 

surgeon’ stronger. 

　レバークーゼン総合病院は、ケ
ルン郊外のレバークーゼン市内
の静かで広大な敷地内に、メイン
病棟の他にプール設備・リハビ
リテーション専門病棟・ホスピス
なども備えた非常に大きな病院で
した。日本の多くの大病院と同様
に、内科をはじめ一般外科（主に
消化器外科）、心臓血管外科、泌
尿器科、婦人科、整形外科、小児
科、救急科など多くの科がありまし
たが、実習期間中、私たちは主に
一般外科で過ごしました。
毎日平均 5 件の手術を見学する
ことができたので、非常に多くの
種類の手術を見学できました。さら
に毎日約一回は清潔で手術に参
加させて頂くことができ、手術中は
英語で解剖や手技についてなど
説明して頂きました。手術中の医
師・看護師・麻酔科医などのコ
ミュニケーションはすべてドイツ語
でされるため、内容などは理解でき
ませんでしたが、手術の一連の流
れや手術器具の種類などは日本
での手術とほぼ同じでした。
　日本では外科は色々なスペシ
ャリティーに分かれて診療科が存
在しており、手術の領域も細分化
されていますが、今回実習させて
頂いたレバークーゼン総合病院で
は、外科の先生方は脳外科・心
血管外科・腎泌尿器科・産婦
人科領域以外の外科手術、具体

的には消化器・頭頸部・胸部・
形成外科領域の手術を執刀され
ていました。尋ねると、細分化され
ている日本の方が珍しいそうです。
　Vestweber 教 授をはじめ、医
師の先生方はみなさん英語に堪
能で、ドイツ語がまったく話せない
私たちに大変親切にして頂きまし
た。自分の英語能力の低さを思い
知り、そして今後医学に携わる者
として更なる英語学習の重要性を
実感する機会となりました。また、
この国外臨床実習で海外の外科
手術に数多く触れることができ、
外科医になりたいという意志がさ
らに強くなりました。

実 習 先：ドイツ　レバークーゼン総合病院
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr. Antonio Lelli

国外臨床実習報告
平井　千惠（6学年）

外科の先生方と　with surgeons of Klinikum Leverkusen

Vestweber 教授と　with Prof. Dr. Vestweber

Reports on the overseas clinical training
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【Summary】
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知り、そして今後医学に携わる者
として更なる英語学習の重要性を
実感する機会となりました。また、
この国外臨床実習で海外の外科
手術に数多く触れることができ、
外科医になりたいという意志がさ
らに強くなりました。

実 習 先：ドイツ　レバークーゼン総合病院
実 習 期 間：2014年4月7日～5月2日
指導教官名：Dr. Antonio Lelli
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2014年国外臨床実習成果報国告会アンケート集計結果（抜粋）

コロンビア バーモント カリフォルニア トロント マレーシア

人数 56 34 29 25 18

順位
行ってみたい
実習先（国）

人数 全体比 順位
行ってみたい
実習先（国）

人数 全体比

%7.01ーェウルノ%0.9224スリギイ1

%7.01アシロ%8.47ツイド

%7.01国中%8.47ダナカ

%7.01ーギルベ%1.46アシーレマ4

%7.01コルト%4.35カリメア

%7.01国のカリフア%4.35アリラトスーオ

%7.01ンチンゼルア%4.35パッローヨ

%7.01国韓%4.35スンラフ

%7.01アジボンカ%8.24スイス

シンガポール 4 2.8% バングラデシュ 1 0.7%

%7.1171答回無%8.24欧北

スウェーデン 4 2.8%

イタリア 3 2.1%

ハワイ 3 2.1%

インド 2 1.4%

スペイン 2 1.4%

デンマーク 2 1.4%

東南アジア 2 1.4%

ニュージーランド 2 1.4%

発展途上国 2 1.4%

ハーバード大学 2 1.4%

・1年の頃は、Oral ｃommunication等で英語で触れる機会があったが、学年が上に上がると専門性が強くなり、なか
なか英語で医学を勉強する余裕がなくなる。海外実習（配属実習3年生、6年生）があるのは、すごく良い。できれば
普段もっと、留学生、院生と触れ合いたい。

・英語について、座学だけでなく、speakingを鍛える為の教育が必要だと考える。

・学ぶ側が自分の学びたい分野を自由に学ぶことのできる環境があればもっと良くなると考えている。

・医学英語を教えるということは非常に重要だと考える。しかしながら、日本語の医学用語をたくさん知らない状態
でいきなり医学英語を教えるのはあまりよくない気がする（基本的な臓器に関して英語を初めから使って説明する
のには賛成）。

・国によって様々な教育方針があり、それを一緒に共有するのはすごく良いことだと思った。

・国内だけでなく国外の大学との交流は、様々な技術や知識、また文化を共有できるという点で有用だと思う。

・基礎研究において国外実習できる機会を設けて頂きたいです。

・他の大学より充実していると思います。（5）

・様々な実習先や環境などで知識だけでなく実践的なことを多く学びたい。（3）

・海外実習はとても良い経験になると思いました。（2）

・臨床実習の機会を増やしてほしい。（2）

・座学以上に実習が大切だと思う。（2）

少
数
回
答

・実践経験のある教授がいるので、大学での医学教育はより実用的なものになっていると考える。

・研究者になるにしても、臨床医になるにしても、海外で実習を経験することは大切だと思う。なので、医学単語を知
る機会を多くつくることは大学での教育で大切になってくると考える。また、医学知識をなんでも講義で教えるのでは
なく、学生が自分で知っていこうとさせることも大学での教育では重要になってくると考える。

・どこに行っても困らないように医学英語を使えるようにする教育が大切だと考えます。

・学生のうちから医師として必要な素養や振舞いを身につけるためにも患者さんと触れ合うことができたり、実際の
医療現場で起こった話を講義の中で拝聴することができるといった医学科特有の医学教育は非常に意義深いもの
だと思います。

13

15

3．大学における医学教育に関してあなたはどう考えますか？

複
数
回
答

・英語が重要視されていいと思いました。（16）

・もっと外国に行く機会が増えればうれしいです。（8）

・国外での臨床実習をする機会を与えてもらえて素晴らしいと思う。（7）

・関西医大は1回生の頃から英語教育に力を入れているので将来役立つと思います。（6）

・英語教育は重要だと考えます。（5）

1．発表された実習先でどこに行ってみたいですか？

2．その他行ってみたい実習先（国）はありますか？

22

2

5

9

はい いいえ 無回答

人数 30 101 2

「はい」と答えた人の具体的勉強内容

順位 自主学習 人数 数人位順

1 TOEIC 13 1

2 英会話 10 1

3 MESS 4 1

4 臨床英語 3 1
クリクラで出てきた英語を重
点的に勉強 2 1

TOEFL　 2 1

Television, Movies 2 1

④利用したことが無い ③年に1回 ⑤その他 ②月に1回 ①週に1回

人数 120 5 3 2 1

はい いいえ 無回答

人数 119 12 2

7．その他感想を自由に書いてください。（出来れば英語で記述）

少
数
回
答

・英語ができると将来の道がさらに広がると思いました。

・中には難しいのもありましたが、分かりやすい説明が多くて、また、当たり前ですが、みなさん英語がお
上手だったので、とても聞きやすかったです。自分も海外研修に興味があるので、みなさんのお話が聞け
てよかったです。恥ずかしがらずに、英語を話そうと思いました。

・Today's reports gave me more interest in clinical training, so I'm eager to learn medicine abroad
someday.  Also, I think I have to learn English more.

・If I can afford to study abroad, I would like to learn the advanced techniques of surgery there.

・Among these foreign universities, I'd like to study at one in malaysia, because I want to study basic
clinical medicine rather than up-to-date technology.

・I hope to have a chance to study abroad and in the future contribute to the global reputation of KMU.

News

無回答

5．学舎1階に学内外の留学情報や英語学習の情報を集めた国際交流センターがありますが、どのくらい
の頻度で利用していますか？

6．報告会に参加してあなたのモチベーションは上がりましたか

複
数
回
答

・After listening to the presentations, I thought I could study many things from different angles if I could go to
foreign countries.（28）

・I was very surprised at the fluency of the speakers. I thought in order to study abroad, I would have to study
English a lot.（15）

・Everybody was good at English! I want to be like that.（13）

・I heard many speeches as to studying overseas.These speeches included a lot of interesting information. I want
to study overseas too. This was a good opportunity.Thank you.（8）

4．現在大学での授業の他に英語の自学自習をしていますか？

自主学習

8

留学生と話す

ラジオ英会話

海外のゲームやサイトを見る勉強

USMLE

5

Podcast

The results of the questionnaires about the meeting on the accomplishment
　　　　　　　　　　　　　reports of the overseas clinical training in 2014
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2014年国外臨床実習成果報国告会アンケート集計結果（抜粋）
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・1年の頃は、Oral ｃommunication等で英語で触れる機会があったが、学年が上に上がると専門性が強くなり、なか
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普段もっと、留学生、院生と触れ合いたい。

・英語について、座学だけでなく、speakingを鍛える為の教育が必要だと考える。

・学ぶ側が自分の学びたい分野を自由に学ぶことのできる環境があればもっと良くなると考えている。

・医学英語を教えるということは非常に重要だと考える。しかしながら、日本語の医学用語をたくさん知らない状態
でいきなり医学英語を教えるのはあまりよくない気がする（基本的な臓器に関して英語を初めから使って説明する
のには賛成）。

・国によって様々な教育方針があり、それを一緒に共有するのはすごく良いことだと思った。

・国内だけでなく国外の大学との交流は、様々な技術や知識、また文化を共有できるという点で有用だと思う。

・基礎研究において国外実習できる機会を設けて頂きたいです。
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・海外実習はとても良い経験になると思いました。（2）

・臨床実習の機会を増やしてほしい。（2）

・座学以上に実習が大切だと思う。（2）

少
数
回
答

・実践経験のある教授がいるので、大学での医学教育はより実用的なものになっていると考える。

・研究者になるにしても、臨床医になるにしても、海外で実習を経験することは大切だと思う。なので、医学単語を知
る機会を多くつくることは大学での教育で大切になってくると考える。また、医学知識をなんでも講義で教えるのでは
なく、学生が自分で知っていこうとさせることも大学での教育では重要になってくると考える。

・どこに行っても困らないように医学英語を使えるようにする教育が大切だと考えます。
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医療現場で起こった話を講義の中で拝聴することができるといった医学科特有の医学教育は非常に意義深いもの
だと思います。
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・英語が重要視されていいと思いました。（16）
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・国外での臨床実習をする機会を与えてもらえて素晴らしいと思う。（7）

・関西医大は1回生の頃から英語教育に力を入れているので将来役立つと思います。（6）

・英語教育は重要だと考えます。（5）
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someday.  Also, I think I have to learn English more.

・If I can afford to study abroad, I would like to learn the advanced techniques of surgery there.

・Among these foreign universities, I'd like to study at one in malaysia, because I want to study basic
clinical medicine rather than up-to-date technology.

・I hope to have a chance to study abroad and in the future contribute to the global reputation of KMU.
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5．学舎1階に学内外の留学情報や英語学習の情報を集めた国際交流センターがありますが、どのくらい
の頻度で利用していますか？

6．報告会に参加してあなたのモチベーションは上がりましたか
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・After listening to the presentations, I thought I could study many things from different angles if I could go to
foreign countries.（28）

・I was very surprised at the fluency of the speakers. I thought in order to study abroad, I would have to study
English a lot.（15）

・Everybody was good at English! I want to be like that.（13）

・I heard many speeches as to studying overseas.These speeches included a lot of interesting information. I want
to study overseas too. This was a good opportunity.Thank you.（8）
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  I graduated “Orkhon” 

University in Mongolia and my 

major is Japanese teacher.  I 

used to work for Mongolia 

Education University as a 

Japanese teacher.  In 2006, I 

have published one dictionary, 

the title is “Japanese-Mongo-

lian Opposite Word”.  

  In 2010, I moved  to Japan for 

my master course at the Himeji 

Dokkyo Universtity.  When I was 

second year of master degree, I 

enrolled in Kansai Medical 

University as a research student 

to study about the medical 

professional words.  During my 

study, I translated 5,000 medical 

words from japanese to mongo-

lian.  For example, medical 

newspapers “Medical 

Tribune”, the questionnaire 

form which doctor use to ask 

patient in the hospital.  In the 

future, I will continue to trans-

late more medical words than I 

have.  That dictionary use use 

for Mongolian students and 

among patients who come to 

Japan for medical service.  

  Now, I am interested in 

studying on the air pollution.  

While I am here in japan, I feel 

the air condation is very nice 

and fresh comparing with my 

country.  In Mongolia, the air 

pollution is serious problem for 

public health concern, especial-

ly in the capital city Ulaan-

baatar.  Now, the air become 

polluted in Mongolia and many 

people affecting by air pollution 

comparing with those in Japan 

in 50 years ago.  

  So, I decided to learn about 

that topic.  Because I would to 

know the cause of respiratory 

disease that affected among the 

people who live along the main 

road in capital city.  Recently, 

minisrty of health reported that 

   DAMBAJAMTS ENKH-UNDRAA (Mongolia)

Department of Public Health, Graduate Student 2nd years

a high prevalence of respiratory 

cases particularly in children 

and the trend of this disease will 

increase in the future.  

  The main causes of air 

pollution are the Ger (Mongolian 

Traditional House) district’s 

burning coal and from automo-

bile exhaust.  There are several 

research about the air pollution 

from coal of Ger district, but lack 

of study about automobile 

exhaust.  In Mongolia, more 

than 70% of second hand car 

imported from Japan and have 

been use more than 10 years.  

According to my studying I 

measure the concentration of 

air pollutants and to study on 

the relationship with residents 

respiratory symptoms and air 

pollution in Ulaanbaatar city.  

  During my interpretation time 

at hospital, I found that the 

communication between doctor 

and patients is very nice and 

good relationship taking with 

each other.  When I saw that I 

am very impressed with their 

behaviors.  

  In addition, japanese welfare 

service is another notable thing, 

especially the support of the 

cheapest housing for low 

income residents.  Now, I live 

with my daughter in Japan.  She 

is a student of high school.  At 

her school is good taking care 

for foriegn students and good 

support them to learning 

japanese and japanese culture.  

At the KMU there are some 

budget to support international 

student as me.  In particularly in 

the department of Public heath 

they give me a chance to study 

here and help me when I am in 

difficult situation.  Moreover, I 

would say Japan is safe country 

to live.  

  Since, I have been in Japan, I 

can’t describe all of things that I 

have experienced in here.  I 

have a lot of chances to travel 

many places such as Tokyo, 

Kyoto, Hiroshima, Sapporo, 

Tokushima, Kanazawa, Fukui 

and Osaka.  I really like it.  One 

more thing, I am very impressed 

the Awaodori dancing festival in 

Tokushima.  On that time, I 

attended in the festival and 

danced with Japanese people 

for almost two hours.  It was 

very wonderful time and 

unforgetable memory.

着物着付けの体験 阿波踊りに参加

留学生の声

Voices from the international students
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  I graduated “Orkhon” 

University in Mongolia and my 

major is Japanese teacher.  I 

used to work for Mongolia 

Education University as a 

Japanese teacher.  In 2006, I 
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words from japanese to mongo-

lian.  For example, medical 

newspapers “Medical 

Tribune”, the questionnaire 

form which doctor use to ask 

patient in the hospital.  In the 

future, I will continue to trans-

late more medical words than I 

have.  That dictionary use use 

for Mongolian students and 

among patients who come to 

Japan for medical service.  

  Now, I am interested in 

studying on the air pollution.  

While I am here in japan, I feel 

the air condation is very nice 

and fresh comparing with my 

country.  In Mongolia, the air 

pollution is serious problem for 

public health concern, especial-

ly in the capital city Ulaan-

baatar.  Now, the air become 

polluted in Mongolia and many 

people affecting by air pollution 

comparing with those in Japan 

in 50 years ago.  

  So, I decided to learn about 

that topic.  Because I would to 

know the cause of respiratory 

disease that affected among the 

people who live along the main 

road in capital city.  Recently, 

minisrty of health reported that 
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a high prevalence of respiratory 
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　I work for Department of Adult 

Nutrition Counseling from the 

National Institute of Nutrition, 

Vietnam, as a nutritional 

medical doctor from 2012. This 

working position requires me 

not only to conduct researches 

about nutritious problems but 

also to train for the younger 

specialists in nutrition field in my 

country. In this matter, I am 

interested in effects of calcium 

and vitamin D, fortified micronu-

trient like rice fortified iron on 

health of Human Beings. I have 

involved in some researches - 

including house-hold diet as 

well as situation of pesticide of 

residence - as a data collector.  

These activities are important 

for me to build up my skills in 

doing research in Vietnam. 

However, to boost my knowl-

edge in nutritious science and 

scientific methodology needs a 

long term studying course. And 

I think the PhD course offered 

by the Graduate School of 

Medicine of the Kansai Medical 

University will certainly broaden 

my horizons. 

　In February 2013 I received 

the opportunity to come Kansai 

Medical University to continue 

my study, then it will be a great 

opportunity for me to improve 

quality in doing experiments as 

well as in qualifying educational 

tutor for younger dietary staff in 

my country. I had to postpone 

my course because some 

personal reasons. One year 

later, I came to Japan and start 

my study by learning Japanese.

Now I belong to Health Science 

Centre and my research is 

Evaluation of Amino acid intake 

for the study of skeletal muscle 

metabolism - Application to the 

treatment of obesity and 

sarcopenia. Recently, muscle 

cells revealed a metabolic 

endocrine functions similarly to 

adipocytes. Skeletal muscle 

decreases (atrophy) is called as 

sarcopenia and it is an import-

ant prognostic factor for age, 

obesity and heart failure.                       

　Proteins are important in 

muscle synthesis. Amino acids 

leucine and its metabolite HMB 

(β-hydroxy β-methylbutyrate) 

have been found not only as a 

raw material of protein synthesis 

but also stimulator of muscle 

synthesis for itself. Further, in 

skeletal muscle metabolism, not 

only the nutritional components, 

muscle exercise is also import-

ant. However the relationship of 
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nutrition and exercise are not 

well understood yet. 

     In this study, protein and 

amino acid will be studied as 

muscle metabolite and the 

relationship between physical 

activity and the amount of 

amino acid intake also will be 

studied and these results will be 

applied in the treatment and 

prevention of obesity and 

sarcopenia.

     The subject is patient who 

visits the Kansai Medical 

University Health Science 

Center with obesity or sarcope-

nia. 

Final object of the present study 

is to clarify the adequate 

amount of protein and amino 

acid intake as nutrition for the 

ideal skeletal muscle metabo-

lism.

     Now my research is at the 

first step to prepare my Japa-

nese to communicate with 

patients and be familiar with 

Japanese software to calculate 

energy and acid amin intake, 

etc.

　The final part, I am going to 

talk about my family life in 

Japan. Thank to the effective 

help from the staff of Center for 

International Exchange, I had 

brought my family to Japan just 

2 weeks after the course 

started. Now my husband go to 

part-time job and a Japanese 

class also because he want to 

have a good job in Japanese 

company when we come back 

Vietnam. My son is in the 

waiting list in kindergarten now. 

And my father have coming 

over for several months to help 

take care grandchild and visit 

some places in Japan. But 

when my father come back, my 

husband agree to stay at home, 

take care child and learning 

Japanese. My cute boy is 1 

year-old  now. And he usually 

imitate how the crow said, and 

the sound of the traffic signals. I 

hope that when he grow up, he 

will be bilingual.

At pottery villages in Hanoi-Vietnam
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  Hi, I am Jinchun Yao, 3 years 

ago came from CHINA.  My 

husband works for Japanese 

company, and my son also 

studies in Japanese junior high 

school, I have never thought 

that I will be here before, and 

now as time goes on I begin-

ning to love here.  

  During our first days, we can 

not speak any Japanese, I am 

very grateful that like all 

foreigner, we study Japanese 

for free both in international 

centre and my son's school, the 

government and the teachers 

are very friendly, soon we can 

simple communication with 

Japanese.  It really does help.  

  We travelled around the 

Kansai area.  Here are fresh air, 

It's amazing that there are many 

historical and cultural heritage 

preserved very well.  People 

can live in harmony with nature.  

We can see at least five 

different speed train on the 

same railway, and they are 

always on time.  Even in 

emergencies, everyone keep 

peaceful and help each other.  

When you forgot something in 

somewhere, you can get it back 

always.  At the same time I felt 

efficient management 

anywhere.  

  Fortunately one year later 

Kansai Medical University can 

accept me as a PhD student, It 

seems a dream, in Japan I start 

my science life and became to 

love it, It opens a new world to 

me.  

  There was a famous paper in 

Nature in 2013, <APOBEC3B is 

an enzymatic source of muta-

tion in breast cancer>.  After 

that many scientists focus on 

A3B with many different cancer, 

so far many kinds of cancer has 

Already been implicated with 

the upregulation of A3B 

expression.  The research trend 

in my field is to investigate if 

A3B has anything related with 

HTLV-1 virus （human T-cell 

lymphotropic virus） it is a kind 

of retrovirus that are known to 

cause a type of cancer called 

adult T-cell leukemia/lymphoma 

and a demyelinating disease 

called HTLV-1 associated 

myelopathy/tropical spastic 

paraparesis (HAM/TSP).  In 

vitro of cell lines, I got a group 

of positive data, and then we 

also think about humanization 

animal model in vivo experi-

ment, it is hard and long way.  

  I hope that I can get my PhD 

three days later, I will refuel for 

myself. 

   姚  錦 春  (China)

Life and research in Japan

Department of Microbiology, Graduate Student 1st years
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  My name is Nguyen Thanh 

Huan.  I come from Vietnam.  I 

am a clinical cardiologist at Cho 

Ray Hospital in Ho Chi Minh 

city.  My daily work was treating 

patients with many severe heart 

diseases.  I have not had 

opportunities to do research in 

my country.  So I always want 

to develop my level in doing 

research, that the reason why I 

want to go abroad for studying.  

  Japan is always an ideal 

country for everyone who wants 

to experience a new life.  I have 

a friend, who has studied at 

Kansai Medical University since 

April 2013.  Her name is Phan 

Thi Xuan Vien, a graduated 

student at Department of 

Internal Medicine 1.  She gave 

me a lot of useful information 

about good learning environ-

ment at this university.  So I 

decided to apply for studying 

here.  

  My new life in Japan has been 

so wonderful.  My family has 

come to Japan since April 2014.  

In the early days, we have had 

a lot of difficulties to set up our 

new life because of differences 

in language and culture.  But I 

have received many kind helps 

from all of university staffs and 

expecially from my Professors 

at Department of Internal 

Medicine 2.  Currently, my daily 

life in Japan has become such a 

wonderful experiences.  My 

family has enjoyed cherry 

blossom and tried to practice 

Ikebana in the first spring in 

Japan.  They were really 

beautiful memories that never 

be forgotten.  

  I have received a whole 

hearted teaching from my 

Professor, Tsukaguchi Sensei.  

He is a genetic expert, so I have 

a good chance to start my own 

research project aimed to 

identify the genes responsible 

for familial intractable cardiac 

failure and arrhythmia by using 

the state-of-art-technology on 

the next generation sequences.  

  In conclusion, I greatly 

appreciate kindness of Grant, 

Professors and all of staffs at 

KMU who have supported my 

family a lot during last time.  

There is a long journey ahead, 

but I believe that my dream is 

true since the day I have come 

to Japan. 

   NGUYEN THANH HUAN (Vietnam)

REPORT OF RESEARCH AND LIFE IN JAPAN
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  My name is Nguyen Thi Hong 

Chuyen.  I am a clinical derma-

tologist in Ho Chi Minh city, Viet 

Nam. Long time ago, I have 

dreamed to come to Japan.  I 

love Japanese food and cherry 

blossom very much.  The day 

that I have received admission 

letter from Kansai Medical 

University was an unforgettable 

moment in my life.  Interestingly, 

my husband has passed the 

examination at KMU too and 

our family has moved to Japan 

together.  Such a wonderful 

beginning for all of us!  

  In Viet Nam, I have already 

done two researches on 

psoriasis, a common disease in 

dermatology that chiefly effects 

on skin and joints.  I could not 

do deep research due to lack of 

good equipments.  So when I 

came here, I hope to develop 

my skill in doing research 

because Japan is a perfect 

environment for researchers.  

  Despite of many differences in 

language and culture, we have 

begun our new life in Japan 

since April 2014.  Depend on 

the university staffs and 

especially my Professor at 

Department of Dermatology for 

help, I have adapted myself to 

new surroundings very quickly.  

All of Japanese are so kind and 

friendly.  They helped us a lot 

not only on studying but also on 

our life.  My twins who have just 

turned 3 years olds have had 

exciting experiences with many 

friends and teachers at nursery 

school.  I try to learn Japanese 

and cook Japanese food every 

day for our family.  We have 

enjoyed Japanese life together 

and it is such an amazing life!  

  My first research is to deter-

mine the properties of CD14+ 

CD16+ monocytes cells infiltrat-

ing into the psoriatic skin 

tissues.  These cells are 

evaluated by immunostaining of 

skin cryo-sections.  I hope to 

find out the high density 

presentation of these cells in 

psoriatic skin and correlation 

between the number of these 

cells and severity of disease.  

These findings will provide us 

some useful data about the 

important role of CD14+ CD16+ 

monocytes cells in immuno-

pathogenesis of psoriasis.  

  Currently, I know that I have 

plenty of work to do, but I 

always believe that everything 
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will be fine.  I have given a lucky 

chance to write my new chapter 

of my life in Japan.  I really like 

this sentence: “The past is 

history, the future is a mystery, 

and today is a gift, that why we 

call it the present”.  So I think 

that I should be strong and 

concentrate my efforts on my 

life every day.  

  Finally, I express my gratitude 

to Professors and all of staffs at 

KMU who have always been so 

kind to support me and my 

family since the day I came 

here.  They make me think that 

Japan has become my second 

home to my family.

Voices from the international students
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our educational experience in 

Japan, I was astonished at the 

level of organization and 

generosity of all the medical 

students and faculty.  Even 

though the customs were new 

to me, I instantly felt welcome 

and comfortable.  The Japa-

nese are rigorously punctual (a 

characteristic I think more 

Americans should adopt), and 

sometimes shy, but always 

good conversationalists.  I was 

pleasantly surprised to meet so 

many English-speaking profes-

sors, with skills so developed 

that they were able to teach 

medical information directly to 

our educational level.  And each 

night and weekend, some of the 

English-speaking students 

invited us to restaurants and 

sightseeing.  Although not the 

main focus of our trip, this 

cultural aspect was very 

educational as well, allowing us 

to better understand how 

ancient customs can affect the 

administration of health care 

today.  

  Days in the hospital and 

research centers were packed 

with experiences to enrich our 

medical education and give us 

exposure to a different health-

care system.  I was fascinated 

to see a mostly empty emergen-

cy department, one that is used 

primarily for emergencies 

(unlike in the United States, 

where primary care complaints 

are addressed all too often in 

the emergency room).  We were 

given a tour of the medical 

laboratory by Professor Hakuo 

Takahashi and learned that not 

only do the Japanese enjoy 

eating sushi off the conveyor 

belt, they also send their blood 

samples by conveyor!  Japan is 

clearly at the forefront of 

medical technology, innovating 

new solutions in lab automation, 

in vivo microscopy, and radio-

logical imaging.  The outpatient 

psychosomatic and internal 

medicine departments gave me 

an opportunity to observe the 

similarities in methods of patient 

interview, physical exam, and 

diagnostic testing with Profes-

sors Mikihiko Fukunaga and 

Keiko Koumoto.  We spent an 

afternoon in the Molecular 

Imaging Center of Disease, 

where we saw how using 

embryo-installed immunostains 

allows the in vivo study of 

mouse dorsal horn neurons.  

We also spent time on the 

obstetrics and gynecology 

service, observing a Caesarian 
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section and rounding with 

Professor Hideharu Kanzaki 

and his entourage of medical 

students and nurses.  Though 

the pace was fast, we were able 

to see several unique gyneco-

logical diseases that are 

relatively uncommon in our 

country.  I was impressed with 

Professor Kanzaki’s bedside 

manner, how he sat on the 

edge of the patient’s bed and 

made a personal connection.  I 

admired the rapport between 

the patient and nursing staff, 

and smiled as I witnessed 

several optimistic and lightheart-

ed exchanges.  Of course, 

having a background in public 

health, I was thrilled to see an 

integrated preventive health 

department in a hospital, filled 

with patients eager to take 

control of their health!  

  It is impossible to describe the 

depth and quality of my experi-

ence at Kansai Medical Univer-

sity, but it was an incredibly 

educational international trip.  

The things I saw and experi-

enced in Japan prompted me to 

critically evaluate the way we 

practice medicine in the United 

States, from the cost of radiolo-

gy image interpretation to the 

temperature of the operating 

room.  After all, the goals of 

international exchange 

programs are to encourage 

mutual understanding and 

appreciation, to facilitate 

introspection, to promote 

sharing of ideas, and to inspire 

change for the better.  The 

experience enriched my 

personal development as well, 

because experiencing the 

customs of the Japanese 

people helped me better value 

the ideas of punctuality, 

respect, patience, work ethic, 

and of course, culinary ingenui-

ty.  Thank you all, especially 

Drs. Tomoda and Koumoto, 

Hideki Kimura, and medical 

student hosts for the warm 

welcome, perfect organization, 

endless teaching, exciting food 

and karaoke, new ideas, and 

great friendships.  I am thankful 

to have been your guest.  

　I’m Eli Morey, a medical 

student in my final year at the 

University of Vermont in the 

northeastern United States.  I 

am originally from Denver, 

Colorado, but have enjoyed 

living in Burlington, Vermont as 

a student.  I have a wife and 

three small children, and our 

family enjoys spending time 

together outdoors.  Vermont is 

the largest producer of maple 

syrup in the United States and 

is known for its pleasant 

summers and the stunning 

colors of sugar maple trees in 

autumn.  As part of a year-long 

pathology fellowship during 

medical school, Mairin Jerome 

and I were invited to rotate in 

the Hirakata Hospital for a 

period of two weeks.  The 

invitation was extended by Dr. 

Koichi Tomoda of the Kansai 

Medical University Center for 

International Exchange.  

  Minutes after landing in Tokyo, 

my preceptor, Dr. Masatoshi 

Kida of the University of 

Vermont, led my classmate and 

me into a sushi restaurant and 

ordered a variety of dishes for 

us to eat.  After snatching a few 

plates of salmon and tuna off 

the conveyor belt, I became 

brave enough to try the smoked 

eel nigiri sushi, which had a 

sweet flavor and a unique 

texture.  What an experience!  

This was my very first taste of 

sushi, and I couldn’t wait to 

experience the culture and meet 

the people that are represented 

by what Americans consider the 

finest of cuisines.  

  In the morning we took the 

Shinkansen to Hirakata to settle 

in at our destination and get 

oriented.  While meeting with 

the individuals who orchestrated 
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our educational experience in 

Japan, I was astonished at the 

level of organization and 

generosity of all the medical 

students and faculty.  Even 

though the customs were new 

to me, I instantly felt welcome 

and comfortable.  The Japa-

nese are rigorously punctual (a 

characteristic I think more 

Americans should adopt), and 

sometimes shy, but always 

good conversationalists.  I was 

pleasantly surprised to meet so 

many English-speaking profes-

sors, with skills so developed 

that they were able to teach 

medical information directly to 

our educational level.  And each 

night and weekend, some of the 

English-speaking students 

invited us to restaurants and 

sightseeing.  Although not the 

main focus of our trip, this 

cultural aspect was very 

educational as well, allowing us 

to better understand how 

ancient customs can affect the 

administration of health care 

today.  

  Days in the hospital and 

research centers were packed 

with experiences to enrich our 

medical education and give us 

exposure to a different health-

care system.  I was fascinated 

to see a mostly empty emergen-

cy department, one that is used 

primarily for emergencies 

(unlike in the United States, 

where primary care complaints 

are addressed all too often in 

the emergency room).  We were 

given a tour of the medical 

laboratory by Professor Hakuo 

Takahashi and learned that not 

only do the Japanese enjoy 

eating sushi off the conveyor 

belt, they also send their blood 

samples by conveyor!  Japan is 

clearly at the forefront of 

medical technology, innovating 

new solutions in lab automation, 

in vivo microscopy, and radio-

logical imaging.  The outpatient 

psychosomatic and internal 

medicine departments gave me 

an opportunity to observe the 

similarities in methods of patient 

interview, physical exam, and 

diagnostic testing with Profes-

sors Mikihiko Fukunaga and 

Keiko Koumoto.  We spent an 

afternoon in the Molecular 

Imaging Center of Disease, 

where we saw how using 

embryo-installed immunostains 

allows the in vivo study of 

mouse dorsal horn neurons.  

We also spent time on the 

obstetrics and gynecology 

service, observing a Caesarian 

section and rounding with 

Professor Hideharu Kanzaki 

and his entourage of medical 

students and nurses.  Though 

the pace was fast, we were able 

to see several unique gyneco-

logical diseases that are 

relatively uncommon in our 

country.  I was impressed with 

Professor Kanzaki’s bedside 

manner, how he sat on the 

edge of the patient’s bed and 

made a personal connection.  I 

admired the rapport between 

the patient and nursing staff, 

and smiled as I witnessed 

several optimistic and lightheart-

ed exchanges.  Of course, 

having a background in public 

health, I was thrilled to see an 

integrated preventive health 

department in a hospital, filled 

with patients eager to take 

control of their health!  

  It is impossible to describe the 

depth and quality of my experi-

ence at Kansai Medical Univer-

sity, but it was an incredibly 

educational international trip.  

The things I saw and experi-

enced in Japan prompted me to 

critically evaluate the way we 

practice medicine in the United 

States, from the cost of radiolo-

gy image interpretation to the 

temperature of the operating 

room.  After all, the goals of 

international exchange 

programs are to encourage 

mutual understanding and 

appreciation, to facilitate 

introspection, to promote 

sharing of ideas, and to inspire 

change for the better.  The 

experience enriched my 

personal development as well, 

because experiencing the 

customs of the Japanese 

people helped me better value 

the ideas of punctuality, 

respect, patience, work ethic, 

and of course, culinary ingenui-

ty.  Thank you all, especially 

Drs. Tomoda and Koumoto, 

Hideki Kimura, and medical 

student hosts for the warm 

welcome, perfect organization, 

endless teaching, exciting food 

and karaoke, new ideas, and 
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   Mairin Jerome
Medical Student at the University of Vermont

　My name is Mairin Jerome. 

Originally from New York City, I 

attended college at Brown 

University in Providence, Rhode 

Island. My major was visual art 

with a focus in sculpture. I plan 

to enter the field of Physical 

Medicine and Rehabilitation 

with a focus on integrative 

medicine. My current research 

interests involve connective 

tissue and fibroblast response 

to manual stretch to elucidate 

the utility of yoga and massage 

in reversing injury. I am current-

ly a 4th medical student from 

the University of Vermont 

College of Medicine located in 

Burlington, Vermont, USA. In 

December of 2013, I had the 

opportunity to spend two weeks 

at Kansai Medical University 

and Hirakata Hospital in 

Hirakata, Japan. In the United 

States, we complete our 

medical degrees in four years 

after completing four years of 

college. Each year, two 

students from our medical 

school have the opportunity to 

pursue an extra year of training 

in the pathology department 

between our 3rd and 4th years 

of medical school. This is called 

the Student Pathology Fellow-

ship, and during this year we do 

several rotations in surgical 

pathology, autopsy, blood bank, 

and other electives. One of the 

most exciting parts of the 

Student Pathology Fellowship 

year is a trip to a medical school 

in Japan, as coordinated by one 

of our pathologists, Masatoshi 

Kida, MD. This has been a 

tradition for many years, and 

each year, the trip to Japan is a 

highlight that encourages 

students to apply for the 

fellowship. 

　When my colleague, Eli 

Morey, Professor Kida, and I 

arrived at Kansai Medical 

University, we were given a 

warm welcome from President 

Yamashita Toshio and Profes-

sor Tomoda of the Kansai 

Medical University Center for 

International Exchange, who 

extended the invitation for our 

visit. Upon arriving, we also met 

Dr. Keiko Koumoto and Mr. 

Hideki Kimura, who coordinated 

much of our time at Kansai 

Medical University. We then met 

several students during a 

wonderful welcome dinner.  

During our time in Hirakata, we 

had many interesting experienc-

es and learned a great deal 

about the delivery of healthcare 

in Japan. Professor Takahashi 

gave us a tour of the lab, where 

we saw how lab samples are 

processed in the hospital. We 

spent a day in Obstetrics and 

Gynecology with Professor 

Kanzaki and Assistant Profes-

sor Yoshida. We were very 

impressed with the number of 

patients Prof. Kanzaki was able 

to see and effectively evaluate 

on his rounds.  We spent one 

day learning about Emergency 

Medicine and Critical Care with 

Professor Kuwagata, who 

taught us about interesting 

patients on the clinical care 

ward. In Plastic and Recon-

structive Surgery with Professor 

Kusumoto, it very interesting to 

see how the doctor stayed in 

one room and the patients 

came in one at a time. In the 

United States, this process is 

reversed and the doctor moves 

from room to room to see the 

patients. 

　We spent a day with Profes-

sor Iida and Senior Lecturer 

Kushida in the Orthopedics 

Department, with the opportuni-

ty to observe a spinal decom-

pression surgery, as well as a 

total knee replacement. Here 

we learned some of the 

anatomical considerations 

specific to older Japanese 

female patients. We had a very 

interesting afternoon with 

Director Ito in the Molecular 

Imaging Center of Diseases and 

learned how the University is 

doing excellent work in connect-

ing and translating basic 

science research into improved 

clinical outcomes. Our last day 

was spent with 

Professor 

Tomoda, who 

gave us a tour 

of the Otolar-

yngology 

Department, 

brought us to 

see the 

removal of a 

cholesteato-

ma, and a 

cataract 

surgery in the 

Department of 

Ophthalmolo-

gy.  One of the 

highlights for me was a day was 

spent with Professor Kimura in 

Prevention and Sports Medi-

cine. We participated in an 

exercise program with patients 

and used a biometry machine to 

analyze various aspects of our 

fat and muscle distribution. We 

were encouraged by Professor 

Kimura to “move our bodies!” 

This was a wonderful experi-

ence for me and helped me to 

realize how passionate I am 

about sports medicine and 

prevention, thus informing my 

decision to pursue a residency 

in Physical Medicine and 

Rehabilitation. 

　Dr. Koumoto was extremely 

helpful and a very strong 

teacher and role model. She 

met with us every day to reflect 

on our experiences. It was a 

great opportunity to learn about 

professionalism and reflection, 

helping to solidify and process 

what I was learning.  We also 

had the opportunity to meet a 

very special alumnus of Kansai 

Medical University, who spent 

most of her life working in Haiti. 

It was a very great honor to 

learn from the physicians at 

Hirakata Hospital and spend 

time with the medical students, 

who very graciously brought us 

on trips to Nara, Kyoto, Osaka, 

and for dinner at a restaurant 

with ninjas. One of the 

highlights of the trip for me was 

eating the different foods from 

Japan. On one of our last 

evenings, we had a very special 

dinner and tried sukiyaki with 

Dr. Koumoto and Mr. Kimura. 

This was one of the most 

delicious meals I have ever 

eaten. Overall, it was the 

experience of a lifetime. I am 

very grateful to Dr. Kida, 

Professor Tomoda, Dr. Koumo-

to, and Mr. Kimura for arranging 

and coordinating our wonderful 

visit. I am also very grateful for 

the generosity and welcoming 

spirit of all the medical students 

who helped us have such a 

wonderful trip and who took 

time out of their busy schedules 

to be our guides. We made 

many friends and hope to 

continue sharing in medical 

education across different 

countries to expand our 

knowledge and learn from one 

another.

Mairin Jerome, BA/ October 1, 

2014

international students from the university of vermont
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exercise program with patients 

and used a biometry machine to 

analyze various aspects of our 

fat and muscle distribution. We 

were encouraged by Professor 

Kimura to “move our bodies!” 

This was a wonderful experi-

ence for me and helped me to 

realize how passionate I am 

about sports medicine and 

prevention, thus informing my 

decision to pursue a residency 

in Physical Medicine and 

Rehabilitation. 

　Dr. Koumoto was extremely 

helpful and a very strong 

teacher and role model. She 

met with us every day to reflect 

on our experiences. It was a 

great opportunity to learn about 

professionalism and reflection, 

helping to solidify and process 

what I was learning.  We also 

had the opportunity to meet a 

very special alumnus of Kansai 

Medical University, who spent 

most of her life working in Haiti. 

It was a very great honor to 

learn from the physicians at 

Hirakata Hospital and spend 

time with the medical students, 

who very graciously brought us 

on trips to Nara, Kyoto, Osaka, 

and for dinner at a restaurant 

with ninjas. One of the 

highlights of the trip for me was 

eating the different foods from 

Japan. On one of our last 

evenings, we had a very special 

dinner and tried sukiyaki with 

Dr. Koumoto and Mr. Kimura. 

This was one of the most 

delicious meals I have ever 

eaten. Overall, it was the 

experience of a lifetime. I am 

very grateful to Dr. Kida, 

Professor Tomoda, Dr. Koumo-

to, and Mr. Kimura for arranging 

and coordinating our wonderful 

visit. I am also very grateful for 

the generosity and welcoming 

spirit of all the medical students 

who helped us have such a 

wonderful trip and who took 

time out of their busy schedules 

to be our guides. We made 

many friends and hope to 

continue sharing in medical 

education across different 

countries to expand our 

knowledge and learn from one 

another.

Mairin Jerome, BA/ October 1, 

2014
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【はじめに】
　2014 年 8月3日から23日ま
での 3 週間、スタンフォード大学
の VIA MEDプログラムに参 加
致しました。本稿でそのご報告をさ
せていただきます。
  まず、VIA MEDプログラムにつ
いて説明します。VIA(Volunteer 
In Asia)はスタンフォード大学内
に所在し、50 年余の歴史を持つ
米 国 NPO 法 人です。その 団 体
が行っているプログラムの 1 つ
が MED(Medical Exchange＆
Discovery)プログラムです。こち
らはアジアの医学生（日本、台湾、
中国）向けプログラムで、スタンフ
ォード大学やカリフォルニア大学
サンフランシスコ校（UCSF）、サ
ンフランシスコ近郊のクリニックや
医療施設などの訪問、医療関係
者の講演、参加者同士でのディス
カッションなどを通して、様々な視
点からアメリカの医療を学びます。

【参加するまでの経緯】
　このプログラムは3 回生の時、
大学内に掲載されていた案内で
知りました。当時は日程の都合や
英語力への不安が先走って見送
ったものの、その年に参加された
当時 4 回生の先輩お二人の経
験を見聞して、参加を切望する気
持ちが再び湧き上がりました。一
般的な海外医学留学の場合、成
績的な条件がありますがそれがな
く参加しやすいこと、更にスタンフ
ォード大学というアメリカでも屈指

の環境で学べる滅多にないチャン
スであることを考えると、やはり魅
力的でした。そして、今年も途中参
加になったものの、参加応募をし
ました。その後、書類選考（応募動
機や医学について興味がある話
題などについてのエッセイ）とそれ
に基づくSkype 面接に合格して、
4日目（8月6日）から本プログラ
ムへの参加が決まりました。

【プログラムの内容】
　本プログラムでは最後の 2日
間を除き、スタンフォード大学内に
ある寮で生活しました。部屋は、他
国の同性の参加者と共同で、私
は台湾の参加者 1 人と一緒でし
た。参加者は全員で34 名（日本
人 18 名、台湾人 13 名、中国人
3 名。男子 10 名、女子 24 名。学
年は1～5 回生まで様々）で、それ

にスタッフ計7人が付きました。
　プログラムの内容は毎日盛りだ
くさん。概ね朝 7 時半に寮のロビ
ーに集合し、夜は10 時頃に解散
するという生活で、過密スケジュ
ールでした。内容は多岐に渡りま
すが、スタッフとして同伴されてい
る日本大学医学部の押見貴之先
生による英語での問診やプレゼ
ンテーションについてのレッスン、
スタンフォード大学や USCF 内の
研究室やシミュレーションセンター
などの各施設、児童ホスピス、男
性同性愛者を対象としたクリニッ
ク、フリークリニック（詳細は後述）
などの各種医療施設の訪問見学
や実習（シャドーイング）、現地で
働く日本人医師や医療関係者に
よる講演、米国医療制度に関す
るレクチャー、ディスカッションなど

スタンフォード大学VIA MEDプログラムに参加して

藤 岡  真 央（4学年）

です。また、スタンフォード大学の
医学生や先生との会食や、MLB
の野球観戦を含むサンフランシス
コ観光や大学近郊を散策する日
もありました。
　前述のとおり、このプログラム
には単に施設の訪問見学だけで
なく、実 際に臨 床の現 場で1日
数時間、医師に付いて回るシャ
ドーイングがありました。施設は5
つほどあり、精神科に興味のある
私は台湾の参加者 1 人とArbor 
Free Clinicというフリークリニッ
ク の Mental Health の 外 来 に
て、それぞれ別のレジデントの先
生に付きました（写真 1）。フリーク
リニックとは日本にはない米国特
有の医療機関で、そこでは保険を
持てない貧困層の人々が無料で
診療を受けることができます。診療
はレジデントや医学生がボランテ
ィアで行います。フリークリニックと
いう日本にはない医療施設と、そ
の診療の様子を実際に目にする
ことができ、大いに新鮮でした。ま

た、精神科の専門医の先生に直
接質問できたことも大きな収穫で
した。
【プログラムに参加して】
　やはり、まず驚いたのはスタンフ
ォード大学という環境です。私がイ
メージしていた米国の大学を遙か
に上回る広大な敷地を誇り、名門
らしい伝統を感じる洗練された雰
囲気の建物が数多く建ち並び、
敷地内を複数の路線バスやパト
カー（大学内に警察があるそうで
す）が走っていました。施設も充実
していて、複数の巨大な図書館や
カフェテリアやフードモール、観光
地にもなっている立派な教会（写
真 2）や、美術館やジム、そしてシ
ョッピングセンターまで併設されて
いて、もはや大学と言うよりも一つ
の大きな街と表現する方がふさわ
しい場所でした。
　環境と言えば、アメリカは日本と
は全く異なる背景を持つ国です。

「人種のるつぼ」と呼ばれるような
多種多様な人種、民族、そして宗

教が存在します。医療にも宗教的
観点が存在します。スタンフォード
大学医学部附属病院内には、あ
らゆる宗教（日本の神道も含む）
の信仰者に対応した実に中立的
な造りの教会があり、またチャプリ
ン（牧師）制度というシステムが存
在し、患者それぞれの宗教観にあ
ったスピリチャルケアができるスタ
ッフや実際の牧師のような方が常
駐しました。同様に、マグネット・ク
リニックという男性同性愛者を対
象にした医療施設を訪れたときも
衝撃でした。実は今回のプログラ
ムを通して、最も印象的だった施
設はこのクリニックです。サンフラ
ンシスコは米国でも特に男性同
性愛者が多い地域として知られて
いますが、中でも有名なのはカスト
ロ地区です。ショーン・ペン主演
映画『ミルク』の舞台の一つとな
った場所です。その地区にあるこ
のクリニックは比較的大きい通り
に面した明るい建物で、クリニック
と言うよりは一種のギャラリーのよ
うな雰囲気でした。待合室には同
性愛者をモチーフにした絵画やイ
ベントの広告などが設置してあり、
今まで同性愛者の方たちの文化
に触れたこともなかったために何
とも不思議な感覚を覚えました。
一方で、日本にはないであろう、カ
ストロのような地区やマグネット・
クリニックのような医療施設など、
いわゆるLGBT（Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender）のため
の大きなコミュティーの存在に強
く感銘を受けました。「医療」とい
うフィルターを通して、アメリカの
様々な多様性を肌で感じることは
実に刺激的で本プログラムに参
加した醍醐味の一つだったと思い写真 1．Arbor Free Clinic 前で台湾の参加者と

ます。
　ただ、何よりも私にとってショッ
キングだったことは台湾・中国か
らの参加者の英語力並びにアウ
トプット能力でした。日本人参加者
については想定内のレベルでした
が、台湾・中国の 16 名全員がネ
イティブと遜色ないレベルで英語
を話せる上に、プレゼンテーション
も場慣れしていて、ディスカッショ
ンでの発言も積極的。近隣の同じ
アジアの医学生ながらそのあまり
のレベルの差に強い衝撃と危機
感を覚えました。台湾・中国の参
加者と話した限り、大学ではディ
スカッションやプレゼンテーション
の授業がしっかり設けられている
とのことでした。英語力とアウトプ
ット能力。密接に関係するこの 2
つの能力不足に、非常にもどかし
く悔しい思いを何度もしました。だ
からこそ、本当にこのプログラムに
参加して良かったと思っています。
自分の将来の目標を考えたときに
今の自分に足りないものを知るこ
とができ、今後意識的に取り組く
まなければいけないことに気づか
されました。
　このプログラムの魅力は、スタ
ンフォード大学と言う世界でも屈
指の環境で、日本では得難い経
験と刺激を得られることです。スタ
ンフォード大学は総合大学にして
シリコンバレーに近いということも
あり、もし興味とやる気があれば、
そこの医学生・医師だけでなく
様々な背景を持つ人々と会うこと
ができます。つまり、医学に留まら
ず広い枠組みで、学び触れること
の出来る可能性と自由度を秘め
ています。もちろん、30 名以上の
刺激的な参加者たちとの出会い

と彼らと一緒に過ごす3 週間は何
よりの財産になるでしょう。
　少し宣伝ですが、8月の MED
プ ログラム のように、3月にも
EHC(Exploring Health Care)
というプログラムがあります。内容
と期間は少し異なりますが、興味
がある方は是非。　
　最後になりますが、本プログラ
ム参加に当たり、快く後押ししてく
れた両親、応募に際しアドバイス
をくれた先輩や友人、そして参加
するにあたってサポートして下さっ
た英語科の中川先生に感謝申し
上げます。ありがとうございました。

Participation in the VIA program of the Stanford University

在学生の留学報告
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【はじめに】
　2014 年 8月3日から23日ま
での 3 週間、スタンフォード大学
の VIA MEDプログラムに参 加
致しました。本稿でそのご報告をさ
せていただきます。
  まず、VIA MEDプログラムにつ
いて説明します。VIA(Volunteer 
In Asia)はスタンフォード大学内
に所在し、50 年余の歴史を持つ
米 国 NPO 法 人です。その 団 体
が行っているプログラムの 1 つ
が MED(Medical Exchange＆
Discovery)プログラムです。こち
らはアジアの医学生（日本、台湾、
中国）向けプログラムで、スタンフ
ォード大学やカリフォルニア大学
サンフランシスコ校（UCSF）、サ
ンフランシスコ近郊のクリニックや
医療施設などの訪問、医療関係
者の講演、参加者同士でのディス
カッションなどを通して、様々な視
点からアメリカの医療を学びます。

【参加するまでの経緯】
　このプログラムは3 回生の時、
大学内に掲載されていた案内で
知りました。当時は日程の都合や
英語力への不安が先走って見送
ったものの、その年に参加された
当時 4 回生の先輩お二人の経
験を見聞して、参加を切望する気
持ちが再び湧き上がりました。一
般的な海外医学留学の場合、成
績的な条件がありますがそれがな
く参加しやすいこと、更にスタンフ
ォード大学というアメリカでも屈指

の環境で学べる滅多にないチャン
スであることを考えると、やはり魅
力的でした。そして、今年も途中参
加になったものの、参加応募をし
ました。その後、書類選考（応募動
機や医学について興味がある話
題などについてのエッセイ）とそれ
に基づくSkype 面接に合格して、
4日目（8月6日）から本プログラ
ムへの参加が決まりました。

【プログラムの内容】
　本プログラムでは最後の 2日
間を除き、スタンフォード大学内に
ある寮で生活しました。部屋は、他
国の同性の参加者と共同で、私
は台湾の参加者 1 人と一緒でし
た。参加者は全員で34 名（日本
人 18 名、台湾人 13 名、中国人
3 名。男子 10 名、女子 24 名。学
年は1～5 回生まで様々）で、それ

にスタッフ計7人が付きました。
　プログラムの内容は毎日盛りだ
くさん。概ね朝 7 時半に寮のロビ
ーに集合し、夜は10 時頃に解散
するという生活で、過密スケジュ
ールでした。内容は多岐に渡りま
すが、スタッフとして同伴されてい
る日本大学医学部の押見貴之先
生による英語での問診やプレゼ
ンテーションについてのレッスン、
スタンフォード大学や USCF 内の
研究室やシミュレーションセンター
などの各施設、児童ホスピス、男
性同性愛者を対象としたクリニッ
ク、フリークリニック（詳細は後述）
などの各種医療施設の訪問見学
や実習（シャドーイング）、現地で
働く日本人医師や医療関係者に
よる講演、米国医療制度に関す
るレクチャー、ディスカッションなど

です。また、スタンフォード大学の
医学生や先生との会食や、MLB
の野球観戦を含むサンフランシス
コ観光や大学近郊を散策する日
もありました。
　前述のとおり、このプログラム
には単に施設の訪問見学だけで
なく、実 際に臨 床の現 場で1日
数時間、医師に付いて回るシャ
ドーイングがありました。施設は5
つほどあり、精神科に興味のある
私は台湾の参加者 1 人とArbor 
Free Clinicというフリークリニッ
ク の Mental Health の 外 来 に
て、それぞれ別のレジデントの先
生に付きました（写真 1）。フリーク
リニックとは日本にはない米国特
有の医療機関で、そこでは保険を
持てない貧困層の人々が無料で
診療を受けることができます。診療
はレジデントや医学生がボランテ
ィアで行います。フリークリニックと
いう日本にはない医療施設と、そ
の診療の様子を実際に目にする
ことができ、大いに新鮮でした。ま

た、精神科の専門医の先生に直
接質問できたことも大きな収穫で
した。
【プログラムに参加して】
　やはり、まず驚いたのはスタンフ
ォード大学という環境です。私がイ
メージしていた米国の大学を遙か
に上回る広大な敷地を誇り、名門
らしい伝統を感じる洗練された雰
囲気の建物が数多く建ち並び、
敷地内を複数の路線バスやパト
カー（大学内に警察があるそうで
す）が走っていました。施設も充実
していて、複数の巨大な図書館や
カフェテリアやフードモール、観光
地にもなっている立派な教会（写
真 2）や、美術館やジム、そしてシ
ョッピングセンターまで併設されて
いて、もはや大学と言うよりも一つ
の大きな街と表現する方がふさわ
しい場所でした。
　環境と言えば、アメリカは日本と
は全く異なる背景を持つ国です。

「人種のるつぼ」と呼ばれるような
多種多様な人種、民族、そして宗

教が存在します。医療にも宗教的
観点が存在します。スタンフォード
大学医学部附属病院内には、あ
らゆる宗教（日本の神道も含む）
の信仰者に対応した実に中立的
な造りの教会があり、またチャプリ
ン（牧師）制度というシステムが存
在し、患者それぞれの宗教観にあ
ったスピリチャルケアができるスタ
ッフや実際の牧師のような方が常
駐しました。同様に、マグネット・ク
リニックという男性同性愛者を対
象にした医療施設を訪れたときも
衝撃でした。実は今回のプログラ
ムを通して、最も印象的だった施
設はこのクリニックです。サンフラ
ンシスコは米国でも特に男性同
性愛者が多い地域として知られて
いますが、中でも有名なのはカスト
ロ地区です。ショーン・ペン主演
映画『ミルク』の舞台の一つとな
った場所です。その地区にあるこ
のクリニックは比較的大きい通り
に面した明るい建物で、クリニック
と言うよりは一種のギャラリーのよ
うな雰囲気でした。待合室には同
性愛者をモチーフにした絵画やイ
ベントの広告などが設置してあり、
今まで同性愛者の方たちの文化
に触れたこともなかったために何
とも不思議な感覚を覚えました。
一方で、日本にはないであろう、カ
ストロのような地区やマグネット・
クリニックのような医療施設など、
いわゆるLGBT（Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender）のため
の大きなコミュティーの存在に強
く感銘を受けました。「医療」とい
うフィルターを通して、アメリカの
様々な多様性を肌で感じることは
実に刺激的で本プログラムに参
加した醍醐味の一つだったと思い
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　ただ、何よりも私にとってショッ
キングだったことは台湾・中国か
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イティブと遜色ないレベルで英語
を話せる上に、プレゼンテーション
も場慣れしていて、ディスカッショ
ンでの発言も積極的。近隣の同じ
アジアの医学生ながらそのあまり
のレベルの差に強い衝撃と危機
感を覚えました。台湾・中国の参
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の授業がしっかり設けられている
とのことでした。英語力とアウトプ
ット能力。密接に関係するこの 2
つの能力不足に、非常にもどかし
く悔しい思いを何度もしました。だ
からこそ、本当にこのプログラムに
参加して良かったと思っています。
自分の将来の目標を考えたときに
今の自分に足りないものを知るこ
とができ、今後意識的に取り組く
まなければいけないことに気づか
されました。
　このプログラムの魅力は、スタ
ンフォード大学と言う世界でも屈
指の環境で、日本では得難い経
験と刺激を得られることです。スタ
ンフォード大学は総合大学にして
シリコンバレーに近いということも
あり、もし興味とやる気があれば、
そこの医学生・医師だけでなく
様々な背景を持つ人々と会うこと
ができます。つまり、医学に留まら
ず広い枠組みで、学び触れること
の出来る可能性と自由度を秘め
ています。もちろん、30 名以上の
刺激的な参加者たちとの出会い

と彼らと一緒に過ごす3 週間は何
よりの財産になるでしょう。
　少し宣伝ですが、8月の MED
プ ログラム のように、3月にも
EHC(Exploring Health Care)
というプログラムがあります。内容
と期間は少し異なりますが、興味
がある方は是非。　
　最後になりますが、本プログラ
ム参加に当たり、快く後押ししてく
れた両親、応募に際しアドバイス
をくれた先輩や友人、そして参加
するにあたってサポートして下さっ
た英語科の中川先生に感謝申し
上げます。ありがとうございました。
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【はじめに】
　2014 年 8月3日から23日ま
での 3 週間、スタンフォード大学
の VIA MEDプログラムに参 加
致しました。本稿でそのご報告をさ
せていただきます。
  まず、VIA MEDプログラムにつ
いて説明します。VIA(Volunteer 
In Asia)はスタンフォード大学内
に所在し、50 年余の歴史を持つ
米 国 NPO 法 人です。その 団 体
が行っているプログラムの 1 つ
が MED(Medical Exchange＆
Discovery)プログラムです。こち
らはアジアの医学生（日本、台湾、
中国）向けプログラムで、スタンフ
ォード大学やカリフォルニア大学
サンフランシスコ校（UCSF）、サ
ンフランシスコ近郊のクリニックや
医療施設などの訪問、医療関係
者の講演、参加者同士でのディス
カッションなどを通して、様々な視
点からアメリカの医療を学びます。

【参加するまでの経緯】
　このプログラムは3 回生の時、
大学内に掲載されていた案内で
知りました。当時は日程の都合や
英語力への不安が先走って見送
ったものの、その年に参加された
当時 4 回生の先輩お二人の経
験を見聞して、参加を切望する気
持ちが再び湧き上がりました。一
般的な海外医学留学の場合、成
績的な条件がありますがそれがな
く参加しやすいこと、更にスタンフ
ォード大学というアメリカでも屈指

の環境で学べる滅多にないチャン
スであることを考えると、やはり魅
力的でした。そして、今年も途中参
加になったものの、参加応募をし
ました。その後、書類選考（応募動
機や医学について興味がある話
題などについてのエッセイ）とそれ
に基づくSkype 面接に合格して、
4日目（8月6日）から本プログラ
ムへの参加が決まりました。

【プログラムの内容】
　本プログラムでは最後の 2日
間を除き、スタンフォード大学内に
ある寮で生活しました。部屋は、他
国の同性の参加者と共同で、私
は台湾の参加者 1 人と一緒でし
た。参加者は全員で34 名（日本
人 18 名、台湾人 13 名、中国人
3 名。男子 10 名、女子 24 名。学
年は1～5 回生まで様々）で、それ

にスタッフ計7人が付きました。
　プログラムの内容は毎日盛りだ
くさん。概ね朝 7 時半に寮のロビ
ーに集合し、夜は10 時頃に解散
するという生活で、過密スケジュ
ールでした。内容は多岐に渡りま
すが、スタッフとして同伴されてい
る日本大学医学部の押見貴之先
生による英語での問診やプレゼ
ンテーションについてのレッスン、
スタンフォード大学や USCF 内の
研究室やシミュレーションセンター
などの各施設、児童ホスピス、男
性同性愛者を対象としたクリニッ
ク、フリークリニック（詳細は後述）
などの各種医療施設の訪問見学
や実習（シャドーイング）、現地で
働く日本人医師や医療関係者に
よる講演、米国医療制度に関す
るレクチャー、ディスカッションなど

です。また、スタンフォード大学の
医学生や先生との会食や、MLB
の野球観戦を含むサンフランシス
コ観光や大学近郊を散策する日
もありました。
　前述のとおり、このプログラム
には単に施設の訪問見学だけで
なく、実 際に臨 床の現 場で1日
数時間、医師に付いて回るシャ
ドーイングがありました。施設は5
つほどあり、精神科に興味のある
私は台湾の参加者 1 人とArbor 
Free Clinicというフリークリニッ
ク の Mental Health の 外 来 に
て、それぞれ別のレジデントの先
生に付きました（写真 1）。フリーク
リニックとは日本にはない米国特
有の医療機関で、そこでは保険を
持てない貧困層の人々が無料で
診療を受けることができます。診療
はレジデントや医学生がボランテ
ィアで行います。フリークリニックと
いう日本にはない医療施設と、そ
の診療の様子を実際に目にする
ことができ、大いに新鮮でした。ま

た、精神科の専門医の先生に直
接質問できたことも大きな収穫で
した。
【プログラムに参加して】
　やはり、まず驚いたのはスタンフ
ォード大学という環境です。私がイ
メージしていた米国の大学を遙か
に上回る広大な敷地を誇り、名門
らしい伝統を感じる洗練された雰
囲気の建物が数多く建ち並び、
敷地内を複数の路線バスやパト
カー（大学内に警察があるそうで
す）が走っていました。施設も充実
していて、複数の巨大な図書館や
カフェテリアやフードモール、観光
地にもなっている立派な教会（写
真 2）や、美術館やジム、そしてシ
ョッピングセンターまで併設されて
いて、もはや大学と言うよりも一つ
の大きな街と表現する方がふさわ
しい場所でした。
　環境と言えば、アメリカは日本と
は全く異なる背景を持つ国です。

「人種のるつぼ」と呼ばれるような
多種多様な人種、民族、そして宗

教が存在します。医療にも宗教的
観点が存在します。スタンフォード
大学医学部附属病院内には、あ
らゆる宗教（日本の神道も含む）
の信仰者に対応した実に中立的
な造りの教会があり、またチャプリ
ン（牧師）制度というシステムが存
在し、患者それぞれの宗教観にあ
ったスピリチャルケアができるスタ
ッフや実際の牧師のような方が常
駐しました。同様に、マグネット・ク
リニックという男性同性愛者を対
象にした医療施設を訪れたときも
衝撃でした。実は今回のプログラ
ムを通して、最も印象的だった施
設はこのクリニックです。サンフラ
ンシスコは米国でも特に男性同
性愛者が多い地域として知られて
いますが、中でも有名なのはカスト
ロ地区です。ショーン・ペン主演
映画『ミルク』の舞台の一つとな
った場所です。その地区にあるこ
のクリニックは比較的大きい通り
に面した明るい建物で、クリニック
と言うよりは一種のギャラリーのよ
うな雰囲気でした。待合室には同
性愛者をモチーフにした絵画やイ
ベントの広告などが設置してあり、
今まで同性愛者の方たちの文化
に触れたこともなかったために何
とも不思議な感覚を覚えました。
一方で、日本にはないであろう、カ
ストロのような地区やマグネット・
クリニックのような医療施設など、
いわゆるLGBT（Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender）のため
の大きなコミュティーの存在に強
く感銘を受けました。「医療」とい
うフィルターを通して、アメリカの
様々な多様性を肌で感じることは
実に刺激的で本プログラムに参
加した醍醐味の一つだったと思い

写真 2．教会前で集合写真

ます。
　ただ、何よりも私にとってショッ
キングだったことは台湾・中国か
らの参加者の英語力並びにアウ
トプット能力でした。日本人参加者
については想定内のレベルでした
が、台湾・中国の 16 名全員がネ
イティブと遜色ないレベルで英語
を話せる上に、プレゼンテーション
も場慣れしていて、ディスカッショ
ンでの発言も積極的。近隣の同じ
アジアの医学生ながらそのあまり
のレベルの差に強い衝撃と危機
感を覚えました。台湾・中国の参
加者と話した限り、大学ではディ
スカッションやプレゼンテーション
の授業がしっかり設けられている
とのことでした。英語力とアウトプ
ット能力。密接に関係するこの 2
つの能力不足に、非常にもどかし
く悔しい思いを何度もしました。だ
からこそ、本当にこのプログラムに
参加して良かったと思っています。
自分の将来の目標を考えたときに
今の自分に足りないものを知るこ
とができ、今後意識的に取り組く
まなければいけないことに気づか
されました。
　このプログラムの魅力は、スタ
ンフォード大学と言う世界でも屈
指の環境で、日本では得難い経
験と刺激を得られることです。スタ
ンフォード大学は総合大学にして
シリコンバレーに近いということも
あり、もし興味とやる気があれば、
そこの医学生・医師だけでなく
様々な背景を持つ人々と会うこと
ができます。つまり、医学に留まら
ず広い枠組みで、学び触れること
の出来る可能性と自由度を秘め
ています。もちろん、30 名以上の
刺激的な参加者たちとの出会い

と彼らと一緒に過ごす3 週間は何
よりの財産になるでしょう。
　少し宣伝ですが、8月の MED
プ ログラム のように、3月にも
EHC(Exploring Health Care)
というプログラムがあります。内容
と期間は少し異なりますが、興味
がある方は是非。　
　最後になりますが、本プログラ
ム参加に当たり、快く後押ししてく
れた両親、応募に際しアドバイス
をくれた先輩や友人、そして参加
するにあたってサポートして下さっ
た英語科の中川先生に感謝申し
上げます。ありがとうございました。
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【Summary】

　In the last August, I partici-

pated in MED(Medical 

Exchange＆Discovery) program 

run by VIA(Volunteer In Asia) at 

Stanford University for about 

three weeks. We can learn 

about American medical and 

health care system through 

visiting various medical 

organizations, hearing medical 

lectures and interaction with 

people with different languages 

and cultures. There were many 

various things that impressed 

me. 

　First is shadowing doctors. In 

my case, I shadowed a doctor 

in Arbor Free Clinic for Mental 

health care. 

　Second is the spiritual care 

system in Stanford Hospital and 

Magnet Clinic, this clinic for the 

gay in San Francisco. I 

suppose these are specific 

ones to United States in 

America, at least I have never 

seen them in Japan. 

　Third, it was the most 

shocking thing, was excellence 

of other Asian (Taiwanese and 

Chinese) participants’ English 

and output skills. All of Taiwan-

ese and Chinese students had 

a good command of them 

though the Japanese 

students’ skills were as well as I 

imagined. I felt frustrated the 

difference between our Japa-

nese and the others for them 

and my poor skills but I believe 

this shocking fact develops me 

for the future. As a result, 

Participation in this program 

enhanced my motivation for 

learning medicine and English 

and for acquiring world-class 

level of excellence.

　At last, I acknowledge for my 

parents, companies and 

Professor Nakagawa in Labora-

tory of English.
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　私は今 夏 8月2日から21日ま

での20日間、イタリアのCampus 

B i o -Med ico  Un i ve r s i t y  o f  

Rome の附属病院形成外科にて

臨床実習をさせていただきました。

Campus Bio-Medico は、地下

鉄 B 線終点の Laurentina 駅から

バスで１５分程の場所に位置し、ロ

ーマ市内にありながらも落ち着い

た立地の病院です。大学・附属

病院共に新設で、地上３階・地下

２階の建物の中央は吹き抜けにな

っており、室内にも緑の溢れるきれ

いで近代的な病院でした。歴史こ

そ浅いですが、ローマ市内外から

多くの患者さんが訪れる人気病院

で、なかでも形成外科は医師の入

局倍率が約 20 倍という名門の科

でした。

　実 習 内 容は、月曜・水 曜・金

曜は外来もしくは処置、火曜と木

曜は終日手術というスケジュール

でした。外来や処置室では、病院ス

タッフと患者さんとの間でイタリア

特有のキスやハグでの挨拶が交わ

され、雑談や近況報告を多分に交

えながらのざっくばらんな雰囲気で

診療が行われていました。手術日

には２つの手術室を使い１日あたり

合計 10 件近くの手術が行われて

いました。私は４回生時の臓器再

建外科学の講義スライドで見て以

来、組織の欠損部位を再建する皮

弁形成術に大変興味を持ってい

たのですが、一度は見てみたいと

思っていた手術を滞在中に何件も

見ることができ、朝一番から12 時

間以上の実習時間が全く苦になら

ないような楽しい時間でした。

　海外では様々なカルチャーショッ

クに見舞われるものですが、医療

においてもその差が顕著なものが

いくつかありました。まず驚いたこと

は、乳房縮小術と減量後の余剰

皮膚切除術の症例の割合が高か

ったことです。これらは一見いわゆ

る美容形成の範疇のように思えま

すが、そうではありません。大きすぎ

る乳房の為に肩凝り・頭痛・皮

膚炎・神経痛などに悩まされる場

合があり、治療法の一つとして外

科的手術があるという考え方です。

減量後の余剰皮膚切除術に関し

ても、手術費用の一部を政府が保

障することによって国民病である

肥満症の患者数を減らしていこう

という国策の下、行われています。

イタリア留学の報告

長 井  美 樹（5学年）

あくまでも“ 疾患 ”として“ 治療 ”

にあたっており、患者さんの希望通

りに仕上がりを決めるということは

決してないそうです。外来において

は、Nevus( 母斑 ) 外来という専門

外来があり、色素性母斑 (ほくろ)

の評価・管理と、特に悪性黒色

腫との鑑別が行われていました。日

光への暴露量の差や人種の差か

ら、欧米では日本よりも悪性黒色

腫の発生率が高く、人々も強い関

心を持っています。Nevus 外来で

の定期健診は保険適用となるの

で、老若男女を問わずたくさんの人

が受診していました。

　実習内容もさることながら、滞在

全体を通して得たものも多くありま

した。文化の違いに戸惑うこともあ

りましたが、まさに英語の諺 When 

in Rome, do as the Romans 

do.( 郷に入っては郷に従え) の通

り、生活習慣やコミュニケーション

の取り方、時には宗教観を学びま

した。また、家族や友人にあれこれ

頼るばかりの海外旅行とは異なり、

なんでも自分ひとりで考え決めて行

動しなくてはならない環境には、精

神面を鍛えられたと思います。

　渡航前には20日間もいられる

んだ！と喜んでいたのが、実際には

20日間あっという間だったなあ！と

寂しく感じるほど、盛りだくさんで刺

激に富んだ毎日でした。初めての

国外実習ということで、医学知識

と英語の勉強不足を痛感させられ

る場面もありましたが、その経験を

糧にして今後の学習に生かしてい

きたいと思います。最後になりまし

たが、今回の実習に際してご尽力

くださった楠 本 教 授、Professor 

Persichettiをはじめとする皆様に

厚く御礼申し上げます。本当にあり

がとうございました。

病院の外観

A report on the studying abroad in Italy
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【Summary】

  I joined in the plastic surgery 

department at Campus 

Bio-Medico University Hospital 

in Rome this summer.  My stay 

was only for 20 days, but I had 

amazing experience there.  

They have an outpatient clinic, 

treatment, and medication on 

Monday, Wednesday, and 

Friday.  Operations are 

performed all day long on 

Tuesday and Thursday.  As I 

had wanted, I observed many 

flap operations.

  There are some differences 

from Japan such as nevus 

checkups, many breast reduc-

tions, or resections of excess 

skin covered by insurance.  

These are distinctive medical 

care in Western countries, and 

never cosmetic surgery but for 

health. 

  I saw different culture in daily 

life as well.  Italian people 

frequently use non-verbal 

communication.  I was not used 

to it and felt uncomfortable in 

the beginning, but soon 

became turned into it because 

they are friendly and kind to 

me.

  I got to make my first on-site 

training abroad alone fruitful 

one in this way.  I’d like to 

express my appreciation and 

gratitude to Professor Kusumo-

to, Professor Persichetti, and all 

あくまでも“ 疾患 ”として“ 治療 ”

にあたっており、患者さんの希望通

りに仕上がりを決めるということは

決してないそうです。外来において

は、Nevus( 母斑 ) 外来という専門

外来があり、色素性母斑 (ほくろ)

の評価・管理と、特に悪性黒色

腫との鑑別が行われていました。日

光への暴露量の差や人種の差か

ら、欧米では日本よりも悪性黒色

腫の発生率が高く、人々も強い関

心を持っています。Nevus 外来で

の定期健診は保険適用となるの

で、老若男女を問わずたくさんの人

が受診していました。

　実習内容もさることながら、滞在

全体を通して得たものも多くありま

した。文化の違いに戸惑うこともあ

りましたが、まさに英語の諺 When 

in Rome, do as the Romans 

do.( 郷に入っては郷に従え) の通

り、生活習慣やコミュニケーション

の取り方、時には宗教観を学びま

した。また、家族や友人にあれこれ

頼るばかりの海外旅行とは異なり、

なんでも自分ひとりで考え決めて行

動しなくてはならない環境には、精

神面を鍛えられたと思います。

　渡航前には20日間もいられる

んだ！と喜んでいたのが、実際には

20日間あっという間だったなあ！と

寂しく感じるほど、盛りだくさんで刺

激に富んだ毎日でした。初めての

国外実習ということで、医学知識

と英語の勉強不足を痛感させられ

る場面もありましたが、その経験を

糧にして今後の学習に生かしてい

きたいと思います。最後になりまし

たが、今回の実習に際してご尽力

くださった楠 本 教 授、Professor 

Persichettiをはじめとする皆様に

厚く御礼申し上げます。本当にあり

がとうございました。

Professor Persichetti と

the others supported me to 

have this precious opportunity.
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　2014 年 8月5日から8月22
日にかけて、IFMSAプログラムを
通じてセルビアの Niš医科大学
附 属 Niš clinical center 耳 鼻
咽喉科にて臨床実習をさせてい
ただきました。セルビアでは毎朝 8
時より病棟回診があり、9 時より
カンファレンス、その後は外来と手
術のチームに分かれます。
　14 時 30 分 には必 ず 診 療を
終え、当直当番以外のスタッフは
自宅に戻り、昼食を家族と食べま
す。実習中、特に印象的だったの
は教授回診の場で教授とレジデ
ントが対等に話をしていたことでし

た。セルビアでは各々が自分の患
者に責任を持ち、治療は各自の
判断に任せるというスタンスのた
め、たとえレジデントであっても自
分で判断し治療を行うそうです。
　現在セルビアでは就職難が社
会全体の問題となっており、医師
も例外ではなく海外で就職活動
をせざるをえない医学生も少なく
ありません。また物資が少なく、清
潔のために必要な使い捨ての物
品を十分に用意できず、検査に
必要な機械も不足しており、患者
が MRI 撮影のために何週間も待
たなければならないそうです。現地

の方に教えて頂いたのですが、そ
のような状況を受けて2010 年に
日本からセルビア国内 39 箇所の
病院に、総額約 6 億 5 千万円の
マンモグラフィーが寄贈され、今で
はセルビア各地の病院で使われ
ているそうです。“Niška Banja” 
は温泉に併設されたリハビリ施設
で、日本の温泉街とは異なりエン
ターテイメント性は薄く、医師の監
修の元、治療の一環としてリハビ
リを行っていました。施設内にはプ
ールや温泉、ジムがあり、専門家
による水圧を利用したマッサージ
も治療に取り入れられていました。

手術見学・外来での患者対応・病棟回診・耳鼻科疾患の病態および疫学の理解・専門施設
でのリハビリテーションケアに関して・喉頭部分切除術・術後管理に関して

実 習 先：セルビア共和国
　　　　　　 Niš clinical center・Institute for treatment and rehabilitation “Niška Banja”
実 習 期 間： 2014年8月5日～8月22日
指導教官名：Prof. Dr. Milan Stankovic, Dr. Petar Stankovic
実 習 内 容：

セルビア留学報告

塚原 玲奈（5学年）

Nišの町並み

Niš大学病院耳鼻咽喉科の Milan 教授、Dusan 教授と

このような施設はセルビアの各地
にあり、人々の生活に寄り添った
ものとしてセルビアの人々に愛さ
れているとのことでした。
　最後に、臨床実習という名目で
臨んだ留学でしたが、医学に関す
ることだけでなくセルビアが抱える
政治社会問題や人々の暮らしに
ついて学ぶことができ、非常に実
りのある留学だったと感じていま
す。最後になりますが、今回の実
習で大変お世話になった友田先
生、木下先生、中川先生と関係
者の皆様に厚く御礼申し上げます。

後輩への助言：
　セルビアでは英語を話せる人が
少ないので、英語を話せる人と行
動する、もしくはすぐに連絡できる
ような準備をするべきだと思います
( 現地の SIMカードを購入してお
く等 )。また実習内容はかなり融通
がきくので、現地で先生方と直接
交渉しても良いと思います。

A report on the studying abroad in Serbia
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【Summary】

  I took part in clinical clerkship 

for two weeks in Niš, Serbia.  It 

was first time for me to go to 

East Europe and I felt anxiety 

about my stay.  However, 

people in Serbia were very kind 

to foreigner from Japan and 

helped me a lot.  Although we 

couldn’t take enough 

communication because of 

language bother, but I felt 

comfortable and happy thanks 

for everybody.  Instead, in the 

future I would like to support 

people in Serbia in some way.  

Finally, I would like to express 

my gratitude for kind support to 

Prof. Dr. Milan Stankovic.  And I 

am thankful to all people for 

kind support especially Milan 

Dokmanovic, Dusica 

Dokmanovic, Marko 

Dokmanovic.
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　公衆衛生学講座におけるラオ
ス人民民主共和国（以下、ラオス
国）調査のきっかけは、2002年
から始まった国際協力事業団（現
国際協力機構、JICA）の開発調
査である「ラオス国保健医療改善
計画」に小生が感染症専門家と
して参加したことに始まります。当
時ラオス国ではマラリア、デング
熱などの蚊媒介性感染症を始め、
結核、肺炎などの呼吸器感染症、
細菌性赤痢、毒素性大腸菌感染
症、サルモネラ感染症、ロタウイル
ス感染症、アメーバ赤痢などの下
痢症、回虫症、鉤虫症、鞭虫症、
タイ肝吸虫症などの消化管寄生
蠕虫症が猛威をふるっておりまし
た。小生はこれらの感染症に対
して具体的な対策を企画し、それ
が実行された場合の短期並びに
長期的感染症減少の展望をまと
め、報告書をJICAならびに日本
国、ラオス国に提出しました。その
後マラリアに関して、WHOのグロ
ーバルファンドによる具体的な対
策が策定・実施され、現在ではラ
オス国でマラリアによる死亡率は
1/10以下に減少しております。
微力ながら小生の提言も受け入
れていただき一定の効果があった
と自負しております。
　その後、JICA専門家時代に培
ったラオス国保健省の友人と共
に、2003年から当公衆衛生学
講座主催のラオス国僻地農民の
健康状況実相調査を始め、毎年、

２～５、6回程度調査を行い、それ
が発展し、現在に至っております。
　最近の調査テーマは従来から
行っている僻地農村の消化管寄
生虫寄生率実相調査に加え、都
市部での蚊媒介性ウイルス疾患
であるデング熱やチクングニア熱
の分子疫学的調査を行っており
ます。
　以前より、これらの調査は本学
大学生のボランティアが毎年数名
から十数名参加しており、一定の
教育効果があったと考えておりま
したが、今回、配属実習という形で

正式な海外実習として行うことが
でき、大変光栄に思っております。
　この実習を通じて本学学生に
発展途上国の人々が、どのような
生活をし、どのような環境で、どの
ようなものを食べ、どのような健康
状況で疾患の実相がどのようにな
っているのかを、公衆衛生学的に
疫学の手法を用い分析し、医師と
して必要な科学的な思考を学び、
先進的な医療機器のない状況
で、医師として如何にして疾病に
立ち向かっていけば良いかを体験
していただければ幸いです。

公衆衛生学講座ラオス国健康調査について

公衆衛生学講座　教授　西 山  利 正

ラオス国セコン県ダッコイ村における
移動診療所の診察風景

ラオス国北部ウドムサイ県ノンタオ村における
移動診療所で診察に並ぶ僻地住民

3学年配属実習報告

A report on the 3rd year Dispatch Training
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　私はラオスに現地実習のため
向かいました。目的としてラオス
人、特にナタン村の人の死亡率
並びに伝染率を減らすこと、また、
健康状態を明らかにすること、ナ
タン村特有の寄生虫を検出する
こと、迅速検査キットを使用してデ
ング熱（抗 原、抗 体 IgG/IgM）と
マラリア原虫抗原、チクングニア
熱（IgM）を検出することでした。
　現地では、日本とは異なりホテ
ルなどは存在しません。ホテルは
都 市 部 ( 首 都のビエンチャンな
ど)、ゲストハウスであれば地方都
市に存在しますが、ナタン村には
1 つも宿泊施設がありませんでし
た。宿泊させて頂いたのは、現地
の村人の一般家庭の大部屋でし
た。靴を脱いではしごを上り部屋
に入ると、床は丸太でできた完全
なる木造の小屋でした。ご飯は村
長さんの奥さんが我々のチームの
ために作ってくれました。こんな
ディープな生活はここで経験しな
いと、どんなにバックパッカー歴が
長くても経験できないことだと断
言できるでしょう。これはよく言われ
ることですが、子供の笑顔が素敵
でした。目をとてもキラキラさせて、
外国人である我々を怖がることな
く一緒に遊んだりもしました。

　現地実習では、実際には2チー
ムに分かれて同時進行で行いまし
た。「1. 血液迅速検査キットによる
抗原・抗体検査のチーム」と「2.
セロファン厚層塗抹法を用いた糞

便検査のチーム」でした。1 の血
液チームでは、村人をランダムサ
ンプリングし、2 ～ 74 歳までの
111 人（男性 49 人、女性 62 人）
を対象に指尖採血を行いました。

【Summary】

  I went to Lao for the foreign 

exercise of public health lab.  

The purpose is to decrease the 

Lao rate of deaths from an 

epidemic and to do an epidemi-

ological survey.  

  I had a valuable experience, 

especially leading their daily 

lives.  No matter how many 

times I go abroad as a back-

packer, I’ll not lead their daily 

lives.  

  I used some test kits of the 

tropical infections which are 

第3学年配属実習レポート

白 神  裕 士 （4学年）

2 の糞便チームでは村人全ての
糞便をセロファン厚層塗抹の処
理を行いました。「指 尖 採 血」や

「セロファン厚層塗抹」の言葉は、
どの医学部でも黒板やスクリー
ン、机の上では一 度は勉 強しま
す。ただ血糖値を測るなどの指尖
採血ではなく、デングウイルスの抗
原検査や抗体検査、マラリア原
虫抗原検査、またチクングニア熱
ウイルス特異 IgM 検査などは、日
本ではまず出来ないことでしょう。
またセロファン厚層塗抹を一から
作成することも、まずできない経験
だと感じております。
　このように、日本ではまず経験
できないことが凝縮されたラオス
実習でした。後悔があるとしたらで
すが、きちんとワクチンを打って臨
むこと、英語力が足りなく現地ス
タッフとのコミュニケーションがス
ムーズにとれなかったことぐらいで
しょうか。また機会がありましたら、
積極的に参加したいと思います。
　最後になりましたが、声をかけて
下さった西山先生、三島先生をは
じめ、中谷先生、友田先生、木下
先生、中川先生並びに関係者の
皆様には厚く御礼申し上げます。

Dengue fever and Malaria, 

Chikungunya fever.  In Japan, I 

cannot use those kits which we 

have no need to use, for those 

tropical infections don’t exist.  

  Finally I would like to extend 

my heartfelt thanks to Prof. 

Nishiyama, and Dr. Mishima, 

Dr. Nakatani, Prof. Kinoshita, 

Prof. Nakagawa, the other 

parties concerned. 

A report on the 3rd year Dispatch Training

実 習 先：ラオス ホアパン県ナタン村
実 習 期 間： 2014年3月5日～3月13日
指導教官名：西山利正先生、三島伸介先生、中谷逸作先生
実 習 内 容：渡航外来見学実習、ラオス現地での疫学調査実習
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　私にとってこのラオスでの実習
は、今まで生きてきた中で最も記憶
に残る一週間となりました。まず初
めに、このような貴重な経験をさせ
ていただきましたことを、関係者の
皆様に心より感謝申し上げます。
　実習で滞在したナタン村は、ラ
オス東北部に位置し、山中の隔
絶された場所にあります。近年道
路建設事業が進んでいますが、ア
クセスが良好とはとても言えず、社
会経済活動や医療・教育、日常
生活にも支障をきたしています。
　今回のラオス実習の目的は、そ
んなナタン村の人の健康状態を
把握し、伝染率並びに死亡率を
減らすことでした。そのために、具
体的には①ナタン村特有の寄生
虫を検 出すること、②迅 速 検 査
キットにより、デング 熱（抗 原
IgG/IgM）とマラリア原虫抗原、
チクングニア熱（IgM）を検出する
こと、の二つを行いました。
　①では、村人から回収した315
検体に対してセロファン厚層塗沫
法を行い、光学顕微鏡を用いて虫
卵を検出するという消化管寄生虫
検査（糞便検査）を行いました。結
果 26.98% の陽性率を得ました。
私はこの検査で用いるプレパラー
トを作るのを主に担当させていた

だきました。とても難しく戸惑うこと
も多かったですが、実際に経験す
ることができて勉強になりました。
　②では、2～74 歳 の 1 1 1 人

（男性 49 名 / 女性 62 名）に対し
て指先採血を行い上記各々の抗
原抗体を検出しました。その中で
も デ ン グ 熱 の IgG 陽 性 率 は
41.44%であり、ナタン村がデン
グ熱の流行域だということが見て
とれました。二つの検査の結果か
ら、村人の食生活や仕事につい
てやナタン村を取りかこむ環境の

変化 ( 交通の発達等 )との関係
についても考察することができ、
有意義な調査となりました。
　この実習では、公衆衛生学の
分野の勉強はもちろんですが、机
上の勉強からでは学べない大切
なことを沢山学ばせていただきま
した。ラオスは微笑みの国ともよく
言われますが、本当にこれほど素
敵な国に行ったのは初めてでし
た。滞 在 中は現 地 の 方 の 家 に
ホームステイさせていただき、ラオ
スの文化に触れることができまし

微笑みの国 ラオスでの実習

滝 澤  知 佳 （4学年）

た。最も記憶に残っているのは村
滞在の最終日に調査のお礼に
と、村の人たちがバーシ―というラ
オスの伝統行事をしてくれたこと
です。皆で祭壇を囲み祈りの儀式
をした後、祭壇に捧げてある木綿
の糸を、そこにいる全員でお互い
の手首に結び付けあいます。旅の
無事や、相手の健康・幸せを願
いながら…。言葉はわかりません
が、とても幸せな気持ちになりまし
た。家族や友人以外の幸せをこれ
ほど心から願ったことがあったで
しょうか。生まれた場所や住んでい
る場所は関係なく、ただ、元気でい
てほしいと思える人たちがそこに
いました。
　私は、以前から途上国医療に
携わりたいと思っていましたが、こ
の経験によってその思いがより具
体的な夢になりました。また同時
に、ラオス滞在を通して、人々の温
もりや家族・地域のつながりを強
く感じました。ナタン村は医療アク
セスも悪く、病気になった時の不
安はあると村人から伺いました。日
本と比べて衛生的・物質的には
もちろん、恵まれているとは言い難
い環境にあります。しかし、心の豊
かさではどうなのでしょうか。関係
性の貧困と言われる日本と、そこ
に必要とされている医療の在り方
について改めて考えさせられる良
い機会となりました。
　この実習で学ばせていただいた
事を原点に、残りの学生生活も、
幅広い視野を持って様々なことを
学んでいきたいと思います。改め
て、実習中お世話になりました公
衆衛生教室の西山教授、三島先
生、中谷先生、西村さん、そして終
始ご支 援くださいました木 下 教

授、友 田 教 授や 国 際 交 流セン
ターの皆様、関係者の皆様に厚く
お礼申し上げます。本当にありが
とうございました。

A report on the 3rd year Dispatch Training

実 習 先：ラオス　ホアパン県ナタン村
実 習 期 間： 2014年3月5日～3月13日
指導教官名：西山利正先生、三島伸介先生、中谷逸作先生
実 習 内 容：渡航外来見学実習、ラオス現地での疫学調査実習
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【Summary】

  I went to Natan village in Laos 

as training of the public health 

class. First of all, I really 

appreciate for everyone’s 

support.  This training was a 

very good experience for me.

  The purpose of this training 

was to investigate a state of the 

health of people in Natan 

Village and was to reduce an 

infection rate and the death 

rate.  Therefore, We performed 

following two specifically. 

1.We detected a parasitic warm 

peculiar to Natan Village.

2.We detected antigen or 

antibody of dengue fever and 

malarial parasite, chikungunya 

fever with a quick inspection kit.

  Through training and local 

stay, I learned the important 

things which, in addition, cannot 

learn from desktop study not to 

mention study of public health.  

I could feel human kindness 

and family (regional) ties.  It 

cannot be said that Laos is 

blessed materially in compari-

son with Japan.  But ,I think 

Laos have spiritual wealth.  It 

was a good opportunity to think 

about medical care in Japan 

which is said to be the poverty 

of the relationship.

  I’ll make more efforts to use 

this experience and learn a lot 

of things with a wide field of 

vision.

  I would like to express my 

gratitude to Prof.Nishiyama, 

Dr.Mishima, Dr.Nakatani, 

Prof.Kinoshita, Prof.Tomoda, 

and all staff members of Kansai 

Medical University.
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　今年から関西医科大学の3回
生の配属実習という臨床実習を
海外でも行うことが決定し、その
団体の一つにヒマラヤ眼科医療
を支援する会が選ばれました。大
変光栄なことです。可能であれば
医療に直結するアイキャンプに連
れていくことが望ましかったのです
が資金的な問題でネパールでの
病院実習を2月に行うことにしま
した。彼らは日曜日から金曜日まで
病院で実習していただきました(ネ
パールは土曜日が休み)。以前に
関西医大滝井病院で研修しに来
日されたビシャール医師が担当し、
検査、外来、手術をすべて見せて
くれ説明してくれました。日本との
技術の違い、機械の違い、システ
ムの違い、すべてが彼らにとって
新鮮だったようで、私たち日本人
がいかに恵まれているか、というこ
とについて改めて認識したようで
す。この実習に関しては来年から
は、アイキャンプをこの2月に行
い、医学生のいい刺激になればと
思っています。

Medical Training in Nepal ／ ネパールでの医学実習

眼科学講座　助教　松 山  加 耶 子

　Starting this year, 3rd year 

students at Kansai Medical 

University have been provided 

with the option to conduct their 

spring clinical elective/ob-

servership abroad, among 

which Eye Association For The 

Himalayan was selected as a 

participant group. It was a great 

honor. 

　Ideally, we wanted to take the 

students to the medical eye 

camps held in the remote 

villages. However due to 

various circumstances, they 

conducted a clinical observer-

ship at a Nepalese eye hospital 

in February instead. The 

students were at the hospital 

from Sunday to Friday (Satur-

day is a holiday in Nepal). Dr. 

Bishal, who has previously 

come to Japan for training at 

Kansai Medical University Takii 

hospital, took charge in explain-

ing and showing the students 

all of the procedures, examina-

tions, and surgeries. The 

difference in medical 

techniques, technology, and 

systems was an eye-opening 

experience for them and led 

them to appreciate the facilities 

which are available in Japan. 　

　We will be conducting an Eye 

Camp this upcoming February 

and hope it will be a stimulating 

experience for the students 

who are able to participate.
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　3 回生の終わりに配属実習と
言って、自分が希望した科（コー
ス）で医学や普段の座学では学
ぶことが出来ないことを経験する
実習が 2月の下旬にありました。
私は眼科学コースを体験させてい
ただきました。今の段階で一番興
味があるのは小児科ですが、眼の
病気は成人だけでなく小児にもあ
るということと、今回の眼科学実
習がネパールであるということだっ
たので迷わずこのコースを選ばせ
ていただきました。それは貧しい国
の現状を直接見てみたかったから
というのが一番であり、自分とは違
うバックグラウンドで生きてきた人
と話してみたかったからです。
　眼科の先生は松山先生で、眼
科のことやネパールの文化や現
地案内まで本当によくしてください
ました。ネパールに滞在した一週
間で病院見学、孤児院訪問、小
学校訪問、舞台俳優さんと美容
師のコンサートのお手伝いなど貴
重な体験ばかりさせていただきま
した。
　病院見学は眼科専門の病院を
見学させていただきました。器具の
ほとんどが日本からの寄付であり、
正直にいうと日本と比べて病院内
の衛生環境や道具の老朽化が目
に付きました。白内障や瞼の筋肉
が弱って眼が閉じてしまう病気の
手術を主にみせていただきました
が、手術時間は短くても非常に細
かい作業で難しく見えました。

ネパールでの眼科学実習

竹 内  一 生 （4学年）

　孤児院や小学校では言葉では
表せない何かが自分の心に訴え
かけてきました。初めて会ったにも
かかわらず無邪気な笑顔でそれも
日本語で話しかけてきてくれたり、
抱っこしたり肩車したり時間を忘
れるくらい感動しました。しかしそれ
と同時に将来私の理想の医師像
に近づく努力や良い医師になって
やるんだという情熱が足りないと
感じました。良くも悪くもネパール
の人々たちは必死に生きているよ
うに思えました。私にはないものを
たくさん持っていました。私は父の
病気で苦しんでいる姿を見て医師
になろうと決意したその時の気持
ちをどこかに捨ててしまっていまし
たが、ネパールに行って拾うことが
出来ました。この子たちの為にも
良い医師にならなければと思わせ
ていただきました。
　ネパールの病院における現状
や手術の仕方、またこういう所でし
か経験できない気持ちを体験でき
たことは忘れません。そしてこれか
らも頑張っていこうと思います。
　最後になりますが、滞在期間中
お世話になった美容師の方々、
舞台俳優の方々、日本大使館の
方々、病院の方々、そしてこんな素
晴らしいネパール実習にしてくださ
いました松山先生に本当に感謝
しています。本当にありがとうござ
いました。

　2月17日～ 23日に 眼 科 の
ネパール実習に参加しました。今
回 の 実 習 で は、NEPAL EYE 
HOSPITALでの病院実習だけで
なく、孤児院の訪問やネパール日
本チャリティイベントの参加といっ
た多くのことを経験することがで
き、ネパール実習に参加して本当
に良かったと思います。
　病院実習では、外来の見学、
手術の見学などをしました。外来
では視力検査や眼圧検査などを
見ましたが、日本と同じような機器
もあれば、少し原始的な検査機器
などもありました。子供も多く、検
査を怖がる子供を安心させる絵や
おもちゃを病院内で見ることがで
き、医療機器など経済的な理由か
ら日本と違う点もある反面、子供
への対応はネパールでも日本でも
同じだと感じました。手術室には日
本から寄贈された機器があったり、
白内障の患者に使う人工レンズ
が日本製だというのを聞き、日本と
ネパールが医療分野において結
構関係があるのだと感じました。ま
た、コメディカルの人が霰粒腫の
手術を行っていたことは驚きでし
た。また、経済的な違いはあっても
患者への接し方は日本と変わらな
いのだと思いました。
　孤 児 院では、今 回 一 緒 にネ
パールに来た美 容 師チームと
ミュージカルチームと一緒に訪問
しました。孤児院の子供は私たち
が着くのを待ってくれていて、家に

ネパール実習レポート

大 井  勝 臣 （4学年）

入った途端にしがみついたり、駆
け寄ってきたりして驚きました。わ
ずかな時間でしたが、彼らと思いっ
きり遊び、一 緒に歌い、一 緒に
踊って本当に楽しかったです。彼
らは宗教的なことで苦しんできたと
事前に聞いていたのですが、その
ようなことを全く感じさせないぐらい
元気で、笑顔が素敵でした。彼ら
に出会えて一緒に楽しんだことは
本当にいい経験になり、また会い
たいと思います。
　今回のネパール実習では、想
像していたこと以上のことを経験
することができました。ネパールの
こと、医療のこと、宗教のこと、他
の職業のことなど多くのことを実
習中だけでなく帰国してからも考
えました。本当に参加できてよかっ
たと思います。
　最後になりましたが、今回の実
習で指 導してくださった松 山 先
生、馬場先生、本当にありがとうご
ざいました。
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関西医科大学高度医療人育成制度（臨床留学支援）

　私は2011 年 4月から1 年間、
「関西医科大学高度医療人育
成制度」にて欧州臨床留学の機
会を得ることができました。当初は
フランス、英国、スイス、オランダ
の 4カ国に行く予定でしたが、滞
在中知り合った先生からも紹介し
ていただき、ドイツ、米国を含めた
12 施設の各国を代表する股関
節外科医の手術を見学すること
ができました。自分の人生にとって
も大変貴重な経験をすることがで
きましたので感謝とともに報告さ
せていただきます。

̶ フランス（2011 年 4～6月）̶
　パリの“Paris XII University

（Hopital Henri Mondor）”を拠点
とし、“Centre Medico Chirurgical 
Paris V”や“Hopital Cochin”
の見学にも行きました。

“Hopital Henri Mondor”は、
Prof. Hernigouを中 心 に、あら
ゆる“ 骨壊死 ”と“ 偽関節 ”に対
して「骨髄細胞移植」をしているこ
とで有名です。本邦では動物実験
から臨床応用しつつある分野です
が、ここでは10 年以上前から人
間で“ 実験 ”しており、フランスで
はそういうことが多々許されるそう
です。“インフォームドコンセント”
も無いらしく、極端な例では、高齢
者の頚部骨折など家人が来る前
にやってしまい、それほど国民か
ら医師は信頼されています。手術

は3 人チーム（Chef de Clinic、
Intern、学生）で毎日8 時から行
われ、術後は再び麻酔科が回復
室で診てくれるので、整形外科医
はほとんど手術のみで一日を過ご
します（欧州の病院のほとんどは
このシステムでした）。また、Intern
は担当の手術に入るのみのため、
手術担当が無ければ午前中でも
帰宅し、病棟主治医と手術担当
医も異なる完全分業制です。た
だ、お世辞にも手術はあまり上手
くありませんでした。フランスの整
形外科医は、30 歳前後でChef 
de Clinique（い わ ゆ る“ 専 門
医 ”です）となり、ほとんど全ての
手 術（脊 椎、全 関 節、手、外 傷、
腫瘍など）ができなければならない
ためです。しかし、その後訪問した 

“Centre Medico Chirurgical 

Paris V”と“Hopital Cochin”
は、毎 年 発 表される病 院ランキ
ングでも常にトップ 3 に入るフラ
ンスが 誇る名 門 病 院で、Prof. 
Courpiedを中 心にピリリとした
雰囲気があり、流れるような完成
された手術が行われていました。
また、外来が本当に勉強になり、
レントゲンはどれも美しかったです

（写真 1）。

̶ 英国（2011 年 7～9月）̶
　英 国 は、L e e d s（ C h a p e l  
Al lerton Hospital）、Wigan

（Wr igh t ing ton  Hosp i ta l）、
Norwich（Norfolk & Norwich 
Hospital）、Edinburgh （Royal 
I n fi rma r y  o f  Ed i nbu r gh）、
Exeter（Princess Elizabeth 
Orthopaedic Centre）の5 施設

～欧州留学帰朝報告～

関西医科大学整形外科学講座　助教　　  賢 一

を順にまわって行きました。どの施
設も基幹病院のため非常に大き
く、“ 人工関節 ”のルーツの国らし
くシステマティックに手術が行われ
ています。しかし、英国はテロを非
常に警戒しており、制度だらけで見
学するまでは一番大変でした。
　“Wright ington Hospi ta l”
は、Sir Charnleyが 手 術されて
いた“ 人工股関節の聖地 ”です。
半世紀経ってもなおそのコンセ
プトを超えることができておらず、
生きておられたら間違いなくノー
ベル賞でしょう。ちなみに、英 国
の医学生は、一番成績の良い人
が整形外科医になるらしく、その
中でも人工股関節は花形だそう
です。“Wrightington Hospital”
は Sir Charnley に 始 まり、Mr. 
Wrobrewskiが 後 継し、現 在 は
Mr. Kay（現 英 国 整 形 外 科 学
会会長）がトップで、15 人ほどの
Consultantが働いています。「よ
くまあこんな片田舎で…」と思っ
てしまう場 所ですが、成 功の要
素はいろいろあったみたいです。
Charnley 先 生 は Manchester
出身で、この地の前身である結核
療養施設が不要となり、まず「場
所」があったためですが、彼自身
が“artist”ではなく“engineer”
であったことがやはり大きかったと
思われます。つまり、産業革命の
影響が強く、地形的にWiganは
ManchesterとLeeds の中間に
あり（運河や高速道路の「世界初
」はこの辺りなのです）、「良い品
質のものを大量生産」するために
様々な試み、すなわち一人の優
秀な外科医ではなく、教育を受け
たたくさんの外科医により流れ作
業で手術をし、フォローアップにて

カスタマーサービスを行うという思
考があったのです。また、「クリーン
ルーム」という発想も、工場から学
んだらしいです。そして、1960 年
代後半、当時はまだCharnley 先
生自身も手術を隠していた時代
に、京大の長井先生が日本へ持
ち帰り本邦での人工股関節の歴
史が始まりました（写真 2）。

　 Edinburgh Un ive rs i t y の
“Royal Infirmary of Edinburgh”
は、ここのProf. Breusch 著書の

「The Well-Cemented Total 
Hip Arthroplasty」という教 科
書を飯田教授が中心に翻訳し、
私もtranslator の一 人であった
という縁から来ることができまし
た。彼はドイツ出身ですが、あまり
の忙しさに嫌気がさし、8 年前の
37 歳で教授となって移住して来
たという経緯があり、若くして教
授になっただけあって人間的に
もgentlemanでRegistrar へ の
指導も大変熱心でした。“Royal 
Infirmary of Edinburgh”は、創
立 1729 年（日 本 なら 江 戸 時
代！？）の Scotlandで 最 も 歴 史
が古い病 院で、もちろん病 院は

非 常に大きく、整 形 外 科だけで
もたくさんWard（病 棟）があり、
Consultant、Registrarはそれぞ
れ20 人以上います（つまり整形
外科医が 50 人近くいます）。だか
らこそ勉強になるのはそのシステ
ムで、まあ、日本では無理な面もあ
りますが、フォローする方法はやは
り取り入れないといけないなあと
実感しました。

̶スイス（2011 年 10～12月）̶
　Bern Universi ty の“Insel 
Spital Hospital”は、「股 関 節
温存術」で世界をリードしており、

「 F e m o r o a c e t a b u l a r  
impingement (FAI)」と い う
概 念 に 伴 う“ 診 断 ”と、
先 代 教 授 の Prof. Ganz が
考 案 さ れ た Periacetabular 
osteotomy（PAO）お よ び
Surgical dislocation（SDH）と
いう“ 治 療 ”が看 板です。故に、
Fellowも大変多く、僕が滞在し
た3 ヶ月の間も入れ替わり立ち替
わり20 人ほど各国から来ていま
した。現 在 はProf. Siebenrock
を中心に4 人の股関節外科医が
いて、毎日7 時 15 分から始まる
総勢 40 人ほどの整形外科全員
によるカンファは、フランスや英国
では無かったことなので妙に新鮮
でした。また、外来が特徴的で、ま
ず教授以外がそれぞれの部屋で
診察し、その後みんなの居る控え
室で画像を見ながら教授にプレゼ
ンをして、教授と一緒に診察に行
くというスタイルなので、全例教授
が目を通しており、完全に「ピラミ
ッド型」のチーム制です。ゆえに、
外来医は5 人で30 人ほどの紹
介患者しか診ませんが、驚くのは

彼らの“ 語学力 ”で、フランス語
圏からの患者の診察では、フラン
ス語で患者に話しながら僕らに英
語で説明し、もちろん母国語はド
イツ語ですから頭の中はどうなって
いるのか考えてしまいました。FAI
に対する治療は「“labrum tear”
には“morphology”が関 与して
おり、後者を治療しなければ根本
的には治らない」という考え方が
一番勉強になりました（写真 3）。

̶ ドイツ（2011 年 12月）̶
　Bern 在 住 中 に Hamburg の

“ENDO-Klinik”にも 行 ってき
ました。ここは、年間 3,500 例以
上の人工関節置換術を施行され
ている欧州屈指の「整形外科専
門病院」で、「抗菌薬含有セメン
ト」のルーツであるため“ 感染予
防・治療 ”の考え方を勉強した
かったのです。ちなみに、「抗菌薬
含有セメント」は、1970 年 Prof. 
Buchholzによって初めて報告さ
れ、1972 年 からENDO-Klinik
では使われていますが、日本では

未だ使用が認められておりません
（僕が見学した施設で使用してい
なかった病院は皆無でした）。7 時
30 分麻酔出し、8 時執刀開始と
なるのですが、手術室は全部で8
部屋あり、5～8 番ルームは一つ
の大部屋なので、一斉に始まる姿
は「F1 のピットイン」みたいで圧巻
でした。また、症例数が多いため、
あらゆる面で医療経済とのバラン
スを考えbetterな方法を選択して
いるようで、宇宙服は使用しない
代わりに帽子が服の中に入るタイ
プを使っていたり、手洗いやマスク
チェンジなどもEBM のあるものを
採用しており、トイレもパンツ一枚
になってもう一度着替えないと行
けない構造になっていました（枚
方病院のトイレの場所は完全に
設計ミスと思われます）。

̶ オランダ（2012 年 1～2月）̶
　 N i j m e g e n の“ R a d b o u d  
Universi ty Medical Center 
Nijmegen”は、1984 年 Prof. 
Sloofによって報告された写真 1

写真 2

“Impact ion Bone Graf t ing
（IBG）”のルーツです。
現 在 はD r .  S c h r e u r s と D r .  
G a r d e n i e r s を 中 心 に 年 間
400 例程の人工股関節を施行し
ており、規模としては枚方病院の
雰囲気に似ています。IBG は再
置換術に用いられるテクニックで
すが、興味深いのは“ 骨壊死 ”に
もIBGを応用していることで、「フ
ランスで学んだ“ 骨髄移植 ”のテ
クニックとcombineできればより
面白い結果になるのでは」と思い
ながら、日々手術に入っておりま
した。また、論文で書かれているこ
とと実際にされていることが少し
異なっていて、質問すると「まだ分
かっていないことが多いんだ」と正
直に言っておられたのも印象的で
した。

̶ 米国（2012 年 3月）̶
　FAI の概念をBernで勉強し、
どうしても股関節鏡の技術を学
びたくなり、米国で教科書等を執
筆されておられるNashville の
Prof. Byrd の施設に行ってきまし
た。自分が目指すべき完成された
技術を見学することができ、細か
いテクニックもいろいろと確認す
ることができました。1 年間、様々
な方のお世話になり、本当にあり
がとうございました。この場をお借
りして深謝いたします。
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関西医科大学高度医療人育成制度（臨床留学支援）

　私は2011 年 4月から1 年間、
「関西医科大学高度医療人育
成制度」にて欧州臨床留学の機
会を得ることができました。当初は
フランス、英国、スイス、オランダ
の 4カ国に行く予定でしたが、滞
在中知り合った先生からも紹介し
ていただき、ドイツ、米国を含めた
12 施設の各国を代表する股関
節外科医の手術を見学すること
ができました。自分の人生にとって
も大変貴重な経験をすることがで
きましたので感謝とともに報告さ
せていただきます。

̶ フランス（2011 年 4～6月）̶
　パリの“Paris XII University

（Hopital Henri Mondor）”を拠点
とし、“Centre Medico Chirurgical 
Paris V”や“Hopital Cochin”
の見学にも行きました。

“Hopital Henri Mondor”は、
Prof. Hernigouを中 心 に、あら
ゆる“ 骨壊死 ”と“ 偽関節 ”に対
して「骨髄細胞移植」をしているこ
とで有名です。本邦では動物実験
から臨床応用しつつある分野です
が、ここでは10 年以上前から人
間で“ 実験 ”しており、フランスで
はそういうことが多々許されるそう
です。“インフォームドコンセント”
も無いらしく、極端な例では、高齢
者の頚部骨折など家人が来る前
にやってしまい、それほど国民か
ら医師は信頼されています。手術

は3 人チーム（Chef de Clinic、
Intern、学生）で毎日8 時から行
われ、術後は再び麻酔科が回復
室で診てくれるので、整形外科医
はほとんど手術のみで一日を過ご
します（欧州の病院のほとんどは
このシステムでした）。また、Intern
は担当の手術に入るのみのため、
手術担当が無ければ午前中でも
帰宅し、病棟主治医と手術担当
医も異なる完全分業制です。た
だ、お世辞にも手術はあまり上手
くありませんでした。フランスの整
形外科医は、30 歳前後でChef 
de Clinique（い わ ゆ る“ 専 門
医 ”です）となり、ほとんど全ての
手 術（脊 椎、全 関 節、手、外 傷、
腫瘍など）ができなければならない
ためです。しかし、その後訪問した 

“Centre Medico Chirurgical 

Paris V”と“Hopital Cochin”
は、毎 年 発 表される病 院ランキ
ングでも常にトップ 3 に入るフラ
ンスが 誇る名 門 病 院で、Prof. 
Courpiedを中 心にピリリとした
雰囲気があり、流れるような完成
された手術が行われていました。
また、外来が本当に勉強になり、
レントゲンはどれも美しかったです

（写真 1）。

̶ 英国（2011 年 7～9月）̶
　英 国 は、L e e d s（ C h a p e l  
Al lerton Hospital）、Wigan

（Wr igh t ing ton  Hosp i ta l）、
Norwich（Norfolk & Norwich 
Hospital）、Edinburgh （Royal 
I n fi rma r y  o f  Ed i nbu r gh）、
Exeter（Princess Elizabeth 
Orthopaedic Centre）の5 施設

～欧州留学帰朝報告～

関西医科大学整形外科学講座　助教　　  賢 一

を順にまわって行きました。どの施
設も基幹病院のため非常に大き
く、“ 人工関節 ”のルーツの国らし
くシステマティックに手術が行われ
ています。しかし、英国はテロを非
常に警戒しており、制度だらけで見
学するまでは一番大変でした。
　“Wright ington Hospi ta l”
は、Sir Charnleyが 手 術されて
いた“ 人工股関節の聖地 ”です。
半世紀経ってもなおそのコンセ
プトを超えることができておらず、
生きておられたら間違いなくノー
ベル賞でしょう。ちなみに、英 国
の医学生は、一番成績の良い人
が整形外科医になるらしく、その
中でも人工股関節は花形だそう
です。“Wrightington Hospital”
は Sir Charnley に 始 まり、Mr. 
Wrobrewskiが 後 継し、現 在 は
Mr. Kay（現 英 国 整 形 外 科 学
会会長）がトップで、15 人ほどの
Consultantが働いています。「よ
くまあこんな片田舎で…」と思っ
てしまう場 所ですが、成 功の要
素はいろいろあったみたいです。
Charnley 先 生 は Manchester
出身で、この地の前身である結核
療養施設が不要となり、まず「場
所」があったためですが、彼自身
が“artist”ではなく“engineer”
であったことがやはり大きかったと
思われます。つまり、産業革命の
影響が強く、地形的にWiganは
ManchesterとLeeds の中間に
あり（運河や高速道路の「世界初
」はこの辺りなのです）、「良い品
質のものを大量生産」するために
様々な試み、すなわち一人の優
秀な外科医ではなく、教育を受け
たたくさんの外科医により流れ作
業で手術をし、フォローアップにて

カスタマーサービスを行うという思
考があったのです。また、「クリーン
ルーム」という発想も、工場から学
んだらしいです。そして、1960 年
代後半、当時はまだCharnley 先
生自身も手術を隠していた時代
に、京大の長井先生が日本へ持
ち帰り本邦での人工股関節の歴
史が始まりました（写真 2）。

　 Edinburgh Un ive rs i t y の
“Royal Infirmary of Edinburgh”
は、ここのProf. Breusch 著書の

「The Well-Cemented Total 
Hip Arthroplasty」という教 科
書を飯田教授が中心に翻訳し、
私もtranslator の一 人であった
という縁から来ることができまし
た。彼はドイツ出身ですが、あまり
の忙しさに嫌気がさし、8 年前の
37 歳で教授となって移住して来
たという経緯があり、若くして教
授になっただけあって人間的に
もgentlemanでRegistrar へ の
指導も大変熱心でした。“Royal 
Infirmary of Edinburgh”は、創
立 1729 年（日 本 なら 江 戸 時
代！？）の Scotlandで 最 も 歴 史
が古い病 院で、もちろん病 院は

非 常に大きく、整 形 外 科だけで
もたくさんWard（病 棟）があり、
Consultant、Registrarはそれぞ
れ20 人以上います（つまり整形
外科医が 50 人近くいます）。だか
らこそ勉強になるのはそのシステ
ムで、まあ、日本では無理な面もあ
りますが、フォローする方法はやは
り取り入れないといけないなあと
実感しました。

̶スイス（2011 年 10～12月）̶
　Bern Universi ty の“Insel 
Spital Hospital”は、「股 関 節
温存術」で世界をリードしており、

「 F e m o r o a c e t a b u l a r  
impingement (FAI)」と い う
概 念 に 伴 う“ 診 断 ”と、
先 代 教 授 の Prof. Ganz が
考 案 さ れ た Periacetabular 
osteotomy（PAO）お よ び
Surgical dislocation（SDH）と
いう“ 治 療 ”が看 板です。故に、
Fellowも大変多く、僕が滞在し
た3 ヶ月の間も入れ替わり立ち替
わり20 人ほど各国から来ていま
した。現 在 はProf. Siebenrock
を中心に4 人の股関節外科医が
いて、毎日7 時 15 分から始まる
総勢 40 人ほどの整形外科全員
によるカンファは、フランスや英国
では無かったことなので妙に新鮮
でした。また、外来が特徴的で、ま
ず教授以外がそれぞれの部屋で
診察し、その後みんなの居る控え
室で画像を見ながら教授にプレゼ
ンをして、教授と一緒に診察に行
くというスタイルなので、全例教授
が目を通しており、完全に「ピラミ
ッド型」のチーム制です。ゆえに、
外来医は5 人で30 人ほどの紹
介患者しか診ませんが、驚くのは

彼らの“ 語学力 ”で、フランス語
圏からの患者の診察では、フラン
ス語で患者に話しながら僕らに英
語で説明し、もちろん母国語はド
イツ語ですから頭の中はどうなって
いるのか考えてしまいました。FAI
に対する治療は「“labrum tear”
には“morphology”が関 与して
おり、後者を治療しなければ根本
的には治らない」という考え方が
一番勉強になりました（写真 3）。

̶ ドイツ（2011 年 12月）̶
　Bern 在 住 中 に Hamburg の

“ENDO-Klinik”にも 行 ってき
ました。ここは、年間 3,500 例以
上の人工関節置換術を施行され
ている欧州屈指の「整形外科専
門病院」で、「抗菌薬含有セメン
ト」のルーツであるため“ 感染予
防・治療 ”の考え方を勉強した
かったのです。ちなみに、「抗菌薬
含有セメント」は、1970 年 Prof. 
Buchholzによって初めて報告さ
れ、1972 年 からENDO-Klinik
では使われていますが、日本では

未だ使用が認められておりません
（僕が見学した施設で使用してい
なかった病院は皆無でした）。7 時
30 分麻酔出し、8 時執刀開始と
なるのですが、手術室は全部で8
部屋あり、5～8 番ルームは一つ
の大部屋なので、一斉に始まる姿
は「F1 のピットイン」みたいで圧巻
でした。また、症例数が多いため、
あらゆる面で医療経済とのバラン
スを考えbetterな方法を選択して
いるようで、宇宙服は使用しない
代わりに帽子が服の中に入るタイ
プを使っていたり、手洗いやマスク
チェンジなどもEBM のあるものを
採用しており、トイレもパンツ一枚
になってもう一度着替えないと行
けない構造になっていました（枚
方病院のトイレの場所は完全に
設計ミスと思われます）。

̶ オランダ（2012 年 1～2月）̶
　 N i j m e g e n の“ R a d b o u d  
Universi ty Medical Center 
Nijmegen”は、1984 年 Prof. 
Sloofによって報告された写真 1

写真 2

“Impact ion Bone Graf t ing
（IBG）”のルーツです。
現 在 はD r .  S c h r e u r s と D r .  
G a r d e n i e r s を 中 心 に 年 間
400 例程の人工股関節を施行し
ており、規模としては枚方病院の
雰囲気に似ています。IBG は再
置換術に用いられるテクニックで
すが、興味深いのは“ 骨壊死 ”に
もIBGを応用していることで、「フ
ランスで学んだ“ 骨髄移植 ”のテ
クニックとcombineできればより
面白い結果になるのでは」と思い
ながら、日々手術に入っておりま
した。また、論文で書かれているこ
とと実際にされていることが少し
異なっていて、質問すると「まだ分
かっていないことが多いんだ」と正
直に言っておられたのも印象的で
した。

̶ 米国（2012 年 3月）̶
　FAI の概念をBernで勉強し、
どうしても股関節鏡の技術を学
びたくなり、米国で教科書等を執
筆されておられるNashville の
Prof. Byrd の施設に行ってきまし
た。自分が目指すべき完成された
技術を見学することができ、細か
いテクニックもいろいろと確認す
ることができました。1 年間、様々
な方のお世話になり、本当にあり
がとうございました。この場をお借
りして深謝いたします。
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　私は2011 年 4月から1 年間、
「関西医科大学高度医療人育
成制度」にて欧州臨床留学の機
会を得ることができました。当初は
フランス、英国、スイス、オランダ
の 4カ国に行く予定でしたが、滞
在中知り合った先生からも紹介し
ていただき、ドイツ、米国を含めた
12 施設の各国を代表する股関
節外科医の手術を見学すること
ができました。自分の人生にとって
も大変貴重な経験をすることがで
きましたので感謝とともに報告さ
せていただきます。

̶ フランス（2011 年 4～6月）̶
　パリの“Paris XII University

（Hopital Henri Mondor）”を拠点
とし、“Centre Medico Chirurgical 
Paris V”や“Hopital Cochin”
の見学にも行きました。

“Hopital Henri Mondor”は、
Prof. Hernigouを中 心 に、あら
ゆる“ 骨壊死 ”と“ 偽関節 ”に対
して「骨髄細胞移植」をしているこ
とで有名です。本邦では動物実験
から臨床応用しつつある分野です
が、ここでは10 年以上前から人
間で“ 実験 ”しており、フランスで
はそういうことが多々許されるそう
です。“インフォームドコンセント”
も無いらしく、極端な例では、高齢
者の頚部骨折など家人が来る前
にやってしまい、それほど国民か
ら医師は信頼されています。手術

は3 人チーム（Chef de Clinic、
Intern、学生）で毎日8 時から行
われ、術後は再び麻酔科が回復
室で診てくれるので、整形外科医
はほとんど手術のみで一日を過ご
します（欧州の病院のほとんどは
このシステムでした）。また、Intern
は担当の手術に入るのみのため、
手術担当が無ければ午前中でも
帰宅し、病棟主治医と手術担当
医も異なる完全分業制です。た
だ、お世辞にも手術はあまり上手
くありませんでした。フランスの整
形外科医は、30 歳前後でChef 
de Clinique（い わ ゆ る“ 専 門
医 ”です）となり、ほとんど全ての
手 術（脊 椎、全 関 節、手、外 傷、
腫瘍など）ができなければならない
ためです。しかし、その後訪問した 

“Centre Medico Chirurgical 

Paris V”と“Hopital Cochin”
は、毎 年 発 表される病 院ランキ
ングでも常にトップ 3 に入るフラ
ンスが 誇る名 門 病 院で、Prof. 
Courpiedを中 心にピリリとした
雰囲気があり、流れるような完成
された手術が行われていました。
また、外来が本当に勉強になり、
レントゲンはどれも美しかったです

（写真 1）。

̶ 英国（2011 年 7～9月）̶
　英 国 は、L e e d s（ C h a p e l  
Al lerton Hospital）、Wigan

（Wr igh t ing ton  Hosp i ta l）、
Norwich（Norfolk & Norwich 
Hospital）、Edinburgh （Royal 
I n fi rma r y  o f  Ed i nbu r gh）、
Exeter（Princess Elizabeth 
Orthopaedic Centre）の5 施設

を順にまわって行きました。どの施
設も基幹病院のため非常に大き
く、“ 人工関節 ”のルーツの国らし
くシステマティックに手術が行われ
ています。しかし、英国はテロを非
常に警戒しており、制度だらけで見
学するまでは一番大変でした。
　“Wright ington Hospi ta l”
は、Sir Charnleyが 手 術されて
いた“ 人工股関節の聖地 ”です。
半世紀経ってもなおそのコンセ
プトを超えることができておらず、
生きておられたら間違いなくノー
ベル賞でしょう。ちなみに、英 国
の医学生は、一番成績の良い人
が整形外科医になるらしく、その
中でも人工股関節は花形だそう
です。“Wrightington Hospital”
は Sir Charnley に 始 まり、Mr. 
Wrobrewskiが 後 継し、現 在 は
Mr. Kay（現 英 国 整 形 外 科 学
会会長）がトップで、15 人ほどの
Consultantが働いています。「よ
くまあこんな片田舎で…」と思っ
てしまう場 所ですが、成 功の要
素はいろいろあったみたいです。
Charnley 先 生 は Manchester
出身で、この地の前身である結核
療養施設が不要となり、まず「場
所」があったためですが、彼自身
が“artist”ではなく“engineer”
であったことがやはり大きかったと
思われます。つまり、産業革命の
影響が強く、地形的にWiganは
ManchesterとLeeds の中間に
あり（運河や高速道路の「世界初
」はこの辺りなのです）、「良い品
質のものを大量生産」するために
様々な試み、すなわち一人の優
秀な外科医ではなく、教育を受け
たたくさんの外科医により流れ作
業で手術をし、フォローアップにて

カスタマーサービスを行うという思
考があったのです。また、「クリーン
ルーム」という発想も、工場から学
んだらしいです。そして、1960 年
代後半、当時はまだCharnley 先
生自身も手術を隠していた時代
に、京大の長井先生が日本へ持
ち帰り本邦での人工股関節の歴
史が始まりました（写真 2）。

　 Edinburgh Un ive rs i t y の
“Royal Infirmary of Edinburgh”
は、ここのProf. Breusch 著書の

「The Well-Cemented Total 
Hip Arthroplasty」という教 科
書を飯田教授が中心に翻訳し、
私もtranslator の一 人であった
という縁から来ることができまし
た。彼はドイツ出身ですが、あまり
の忙しさに嫌気がさし、8 年前の
37 歳で教授となって移住して来
たという経緯があり、若くして教
授になっただけあって人間的に
もgentlemanでRegistrar へ の
指導も大変熱心でした。“Royal 
Infirmary of Edinburgh”は、創
立 1729 年（日 本 なら 江 戸 時
代！？）の Scotlandで 最 も 歴 史
が古い病 院で、もちろん病 院は

非 常に大きく、整 形 外 科だけで
もたくさんWard（病 棟）があり、
Consultant、Registrarはそれぞ
れ20 人以上います（つまり整形
外科医が 50 人近くいます）。だか
らこそ勉強になるのはそのシステ
ムで、まあ、日本では無理な面もあ
りますが、フォローする方法はやは
り取り入れないといけないなあと
実感しました。

̶スイス（2011 年 10～12月）̶
　Bern Universi ty の“Insel 
Spital Hospital”は、「股 関 節
温存術」で世界をリードしており、

「 F e m o r o a c e t a b u l a r  
impingement (FAI)」と い う
概 念 に 伴 う“ 診 断 ”と、
先 代 教 授 の Prof. Ganz が
考 案 さ れ た Periacetabular 
osteotomy（PAO）お よ び
Surgical dislocation（SDH）と
いう“ 治 療 ”が看 板です。故に、
Fellowも大変多く、僕が滞在し
た3 ヶ月の間も入れ替わり立ち替
わり20 人ほど各国から来ていま
した。現 在 はProf. Siebenrock
を中心に4 人の股関節外科医が
いて、毎日7 時 15 分から始まる
総勢 40 人ほどの整形外科全員
によるカンファは、フランスや英国
では無かったことなので妙に新鮮
でした。また、外来が特徴的で、ま
ず教授以外がそれぞれの部屋で
診察し、その後みんなの居る控え
室で画像を見ながら教授にプレゼ
ンをして、教授と一緒に診察に行
くというスタイルなので、全例教授
が目を通しており、完全に「ピラミ
ッド型」のチーム制です。ゆえに、
外来医は5 人で30 人ほどの紹
介患者しか診ませんが、驚くのは

彼らの“ 語学力 ”で、フランス語
圏からの患者の診察では、フラン
ス語で患者に話しながら僕らに英
語で説明し、もちろん母国語はド
イツ語ですから頭の中はどうなって
いるのか考えてしまいました。FAI
に対する治療は「“labrum tear”
には“morphology”が関 与して
おり、後者を治療しなければ根本
的には治らない」という考え方が
一番勉強になりました（写真 3）。

̶ ドイツ（2011 年 12月）̶
　Bern 在 住 中 に Hamburg の

“ENDO-Klinik”にも 行 ってき
ました。ここは、年間 3,500 例以
上の人工関節置換術を施行され
ている欧州屈指の「整形外科専
門病院」で、「抗菌薬含有セメン
ト」のルーツであるため“ 感染予
防・治療 ”の考え方を勉強した
かったのです。ちなみに、「抗菌薬
含有セメント」は、1970 年 Prof. 
Buchholzによって初めて報告さ
れ、1972 年 からENDO-Klinik
では使われていますが、日本では

未だ使用が認められておりません
（僕が見学した施設で使用してい
なかった病院は皆無でした）。7 時
30 分麻酔出し、8 時執刀開始と
なるのですが、手術室は全部で8
部屋あり、5～8 番ルームは一つ
の大部屋なので、一斉に始まる姿
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でした。また、症例数が多いため、
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採用しており、トイレもパンツ一枚
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̶ オランダ（2012 年 1～2月）̶
　 N i j m e g e n の“ R a d b o u d  
Universi ty Medical Center 
Nijmegen”は、1984 年 Prof. 
Sloofによって報告された

写真 3

“Impact ion Bone Graf t ing
（IBG）”のルーツです。
現 在 はD r .  S c h r e u r s と D r .  
G a r d e n i e r s を 中 心 に 年 間
400 例程の人工股関節を施行し
ており、規模としては枚方病院の
雰囲気に似ています。IBG は再
置換術に用いられるテクニックで
すが、興味深いのは“ 骨壊死 ”に
もIBGを応用していることで、「フ
ランスで学んだ“ 骨髄移植 ”のテ
クニックとcombineできればより
面白い結果になるのでは」と思い
ながら、日々手術に入っておりま
した。また、論文で書かれているこ
とと実際にされていることが少し
異なっていて、質問すると「まだ分
かっていないことが多いんだ」と正
直に言っておられたのも印象的で
した。

̶ 米国（2012 年 3月）̶
　FAI の概念をBernで勉強し、
どうしても股関節鏡の技術を学
びたくなり、米国で教科書等を執
筆されておられるNashville の
Prof. Byrd の施設に行ってきまし
た。自分が目指すべき完成された
技術を見学することができ、細か
いテクニックもいろいろと確認す
ることができました。1 年間、様々
な方のお世話になり、本当にあり
がとうございました。この場をお借
りして深謝いたします。
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ギリシャでの消化器内視鏡セミナーに招聘されて

　2012 年 に 英 国 St. Marks
病院に短期研修に行ったときに
George Triboniasという 若 い
ギリシャ人 医 師と知り合いにな
った。彼は、日本で広く行われて
いるがヨーロッパではほとんど導
入されていない「内視鏡的粘膜
下層剥離術」（ESD）という消化
器内視鏡治療に興味をもってい
た。自分は、前職の枚方公済病
院時代に胃および大腸の ESD
をルーチンに施行していたので、
機会があれば教えてあげると軽
い気 持ちで約 束していた。彼は
母国に帰り自国の消化器内視
鏡の権威に自分のことを紹介し
たらしい。昨年招聘状が届き、本
年 1月ギリシャのアテネで行われ
た 2nd TEACHING COURSE 
ON GASTROINTESTINAL 
ENDOSCOPYで、講 演と実 験
動物を用いた実習指導を行うこと
になった。
　この会は、Endoscopy Section
of the Hel lenic Society of 
Gastroenterology（日本でいう
と消化器内視鏡学会に当たるの
か？）が主催するもので、後援とし
てヨーロッパの内視鏡学会も名を
連ねていた。こんな正式な会に自
分などが教えに行ってもいいのか
と思いもしたが、高名な内視鏡医
ではできない実地に即した細かい
指導ならできると考え、お受けする
ことにした。
　岡 崎 教 授と木 梨 教 授にも快

く許 可していただき、2014 年
1月23日にアテネに 降り立っ
た。先 方が 用 意してくれた飛 行
機は、ドバイ経 由で日本を発っ
てから24 時 間 以 上かかってア
テネにたどり着いた。空 港には
Tribonias 医 師が 迎えに来てく
れていた。普通なら、ホテルに連
れて行ってもらって休んで、翌日
からの講習に備えるところであろ
うが、昼食のあといきなり準備会
議に参加させられた。会の途中
で入室するといきなり握手攻め、
前でshort speechをするように
促された。‘I’m so excited to be 
here in Athens, with you all 
to join the coming teaching 
course’とかなんとか言って、その
場を切り抜けた。その会議では、
講義と実習の進め方を（前日に！）
議論していた。ギリシャではこのよ
うな会の経験が少ないらしい。今
回で2 回目だが、聞いた話では1

回目はごくごく少人数で行ったと
のことだった。昭和大学に在籍し
ていたときに「横浜ライブ」という
内視鏡をデモンストレーションする
講習会の運営を手伝ったり、神戸
大学主催の実験動物を使用した
内視鏡実技講習に参加したりし
た経験もあり、僭越ながらいくばく
かの suggestionをさせていただ
いた。
　翌 24日、25日が講習会であっ
た。同じ内容を2日繰り返すことに
なる。一般参加者がそれぞれの日
に30 人ずつほど、運営スタッフが
20 人ほど。会場は製薬会社の動
物実験施設を借りて行われた。麻
酔の機材が完備された部屋に、
オリンパス社製の消化器内視鏡
が 6セット持ち込まれていた。参加
者は午前中に講義を聴いて、午
後から実習に進むことになる。自
分の担当はESDであったが、講
義の内容は一般的な診断学、ポ

関西医科大学 消化器肝臓内科・生命医学研究所分子遺伝学部門（出向中）　福 原  貴 太 郎

リペクトミーの話から、内視鏡的逆
行性膵胆管造影 (ERCP) の話ま
で多岐におよんでいた。話をする
ときに、とにかく大きな声でクリア
ーに話すことと、時間を厳守する
ことに努めた。ギリシャ人の英語
は聞きやすく、幸いなことにコミュ
ニケーションにほとんど支障はな
かった。
　ビュッフェ形式のランチのあと、
午後から実習である。スタッフがブ
タに挿管して麻酔をかけてくれて
いた。ブタの体重は70kgほどで、
内臓のサイズは人間とほぼ同じと
のこと。それを聞いてまず「しまった
」と思った。ブタの胃は体格の割
に大きく、日本ではもう少し体格の
小さいミニブタを使うのだ。おそる
おそる内視鏡を挿入してみると、
内視鏡の長さを最大限に使って

（フルにpushして）なんとか幽門
までは届いた。デモンストレーショ
ンは、内視鏡操作が簡単な前庭
部で行うつもりであったが、変更し
て体下部で行うことにした。胃粘
膜を円状にマーキングし、そこに腫
瘍があると仮想し、切ってみせた。
大きな範囲を自由自在に切り取
れるESD の技術に驚いているよ
うであった。次に、参加者に内視
鏡を握ってもらって切ってもらった

が、ここからが難関であった。参加
者のレベルは様々で、レジデントで
これから内視鏡をはじめるものか
ら、かの国の消化器内視鏡のトッ
プランナーみたいなドクターまでい
た。その場の思いつきで、初心者
にはマーキング、中級者には周辺
切開、上級者には一番難しい剥
離操作を分担させてみた。これが
意外と好評であった。Skill のある
内視鏡医はすぐにわかった。細か
く教えなくとも、自分の見せた動き
をすぐに再現できるのである。はじ
めてのトライアルで最後まで完遂
できたドクターもいた。
　24日の講習会終了後には、公
式晩餐会に招いていただいた。晩
餐会には、駐ギリシャ日本大使も
招かれており、ギリシャの四方山
話、外交のオフレコ話、共通の趣
味であるオペラの話など聞かせて
いただいた。
　25日の日曜日はオフにさせて
いただいて、パルテノン神殿など
アテネの観光名所を散策し、ギリ
シャのワインと食事を満喫した。古
代の遺跡の残る丘の上からの眺
望は美しいものであった。
　26日、帰国の日である。現地で
追加のお願いをされた。講習会に
運営スタッフとして参加したドクタ

ー（学会の役付の方で、かなりベ
テラン）に、マンツーマンで指導し
ろというものであった。講習会の会
場をまた使わせてもらって、ESD
の全プロセスを通しでやってい
ただいた。滞在時間ぎりぎりまで
指導して、その足で空港へ向か
った。
　講義や実技講習のできは自分
としては満足であったが、先方に
どう評価されているか帰国してか
らずっと気になっていた。先日、第
3 回目の会の招聘状が届き、自分
のやってきたことが評価されたと自
信をもてた。来年の会では自分の
他に、ドイツの Neuhaus 先 生と
いうERCPでは超有名な方も招
かれているらしい。Neuhaus 先生
のデュッセルドルフの病院を見学
に行ったことがあり、彼との再会も
楽しみである。
　消化器内視鏡を極めたいとい
う共通の思いがあれば、洋の東西
を問わず、すぐ理解しあえる。ギリ
シャは、社会的経済的に厳しいと
いう話ばかり耳にするが、自分の
技術を惜しみなく伝えることによ
り、ささやかな一助となれば幸いで
ある。

内視鏡診断と治療についての講義

Activities for international exchange by the faculty members and staff
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議論していた。ギリシャではこのよ
うな会の経験が少ないらしい。今
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としては満足であったが、先方に
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らずっと気になっていた。先日、第
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のやってきたことが評価されたと自
信をもてた。来年の会では自分の
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いうERCPでは超有名な方も招
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のデュッセルドルフの病院を見学
に行ったことがあり、彼との再会も
楽しみである。
　消化器内視鏡を極めたいとい
う共通の思いがあれば、洋の東西
を問わず、すぐ理解しあえる。ギリ
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技術を惜しみなく伝えることによ
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参加者に内視鏡を操作していただいた実技実習 終了後に参加者スタッフ全員で記念写真

【Summary】

  I was invited to teach an 
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か？）が主催するもので、後援とし
てヨーロッパの内視鏡学会も名を
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【はじめに】
　この度、国際交流センターの
方から、ありがたくも記 事 のご
依 頼をいただきまして、MESS

（Medical English Speaking 
Society）の活動報告をさせてい
ただきます。私は2013 年 10月
から2014 年 9月まで部長を務め
させていただきました。本稿では、
活動内容を3 つに分けてご報告
します。

【ネイティブの先生による英会話
レッスン】
　毎週 1 回、外部からネイティブ
で英語指導経験の豊富な先生
をお招きして、英会話レッスンを
実施しています。昨年 9月に長年
担当して下さった先生がご退職さ
れたのを機に、10月より新たに2
名の 先 生をお迎えしました。毎
回 4～5 名の少人数ではあります
が、主にカフェテリアにて初めて
の人でも参加しやすいレベルと雰
囲気で行っています。比較的 1、2
回生で毎回積極的に参加してく
れる部員が多く、早期から国際交
流に興味を持ってくれることに嬉
しく思っています。

【WJEMA のスピーチコンテスト
への出場】
　MESSは西日本医科歯科薬
科 学 生 ESS 連 盟（WJEMA : 
West  Japan ESS Medica l  
student Association）に所属し
ています。WJEMAは九州から関
西にかけて約 20 大学の医歯薬

系 ESSが所属する大規模な団
体です。そして毎年数々のイベント
が開催され、他大学の ESSに所
属する学生と英語を介した交流を
行っています。また、スピーチ、ディ
ベ ート、BMC（Basic Medical 
Conference）という基礎医学に
関するプレゼンテーションの 3 部
門による競技大会も年数回行わ
れており、特に8月に行われる夏
季総合大会は、「ESS の西医体
」と言えば雰囲気がある程度お
分かり頂けるかと思いますが、4
日間にわたり各競技が行われる
非常に盛んな大会です。MESS
からも毎年、夏季総合大会のス
ピーチ 部 門 や 新 春 Speech 大
会（NYSE: New Year Speech 
Exhibition）にて数 名の部員が
出場しており、今年度の夏季総合
大会では、2 名の 1 回生が出場し
てくれました。
　また、昨年から大阪医科大学ESS
主催によるTaSC（T a k a t s u k i  
Speech Conference）という暗
唱・即興を中心としたスピーチ大
会も創設され、記念すべき第一
回大会では木原綾香さん（当時
1 回生）が暗唱部門で2 位入賞
を果たすなど2 名の 1 回生が活
躍してくれました。6月に開催され
た第二回大会でも2 名の 1 回生
が、10月の第三回大会では1 名
の 3 回 生が出 場し、私も3 大 会
連続でジャッジを務めさせていただ
きました。
　また、ディベートの新人戦である
Freshman’s debate にも神 戸

大学医学部 ESSと合同で2 年
ぶりに出場しました。
　基本的にイベントや競技大会
は土日開催となるため、運動部の
試合や練習等で参加人数は決し
て多くはないのですが、その中で
高い英語力を持つ他大学 ESS
や彼らとの競技を通して、良い刺
激を受けながら楽しく英語力向上
に励んでいます。

【IFMSAによる留学生受け入れ】
　 W J E M A と 同 様 に 、
MESS は 国 際 医 学 生
連 盟（IFMSA: International 
F e d e r a t i o n  o f  M e d i c a l  
Students' Associations）に も
加 盟しており、IFMSAを通じて
毎夏に交換留学を行っています。
IFMSA の留学参加国は90 ヶ国
以上にのぼり、学生は希望する留
学先の病院・診療科で実習を行
うことができます。毎年数名の留
学生を受け入れると同時に、2 ～
3 名の部員が海外の病院で実習
してきました。
　今 年 は、塚 原 玲 奈さん（5 回
生）がセルビアで約 2 週間留学
し、一方で4 人の留学生を約 1か
月間受け入れました。7月には、ア
メリカからAnnette Liemさんと、
ブラジルからMariana Ribeiroさ
んがそれぞれ整形外科と小児科
で、8月にはオーストリアからMiar 
Ouaretさんと、トルコからEbru 
Karakayaさんがそれぞれ神経内
科と産婦人科で実習を行いました

（写真 1）。

MESS活動報告 　休日は、彼女たちの希望も聞
きながら、京 都、大 阪、神 戸、奈
良といった観光地を一緒に訪れ
ました。7月にはAnnetteさんと
Marianaさんと一 緒 に、浴 衣を
着て祇園祭や天神祭にも行きま
した（天 神 祭のときは小 児 科の
先生方が企画してくださいました

（写 真 2））。今 年の留 学 生は昨
年の留学生と比べると、元々日本
の文化に興味がある方が多かっ
たように思います。Annetteさん
とMarianaさんは日本のアニメ
や漫画が好きで、日本橋やポケモ
ンセンター大阪に連れて行ったと
きは大喜びでした。また、小学生
向けの国語ドリルを買って勉強し
ては電車内で広告の文字を読も
うと試みるなど、日本語や日本文
化を学ぼうととても積極的でした。
こちらも日本語を教える一方で、
Marianaさんの母語であるポルト
ガル語を勉強して披露したり、彼
女たちから英語やポルトガル語、
人気の音楽などを教えてもらった
りと異文化交流の楽しさを味わ
うことができたと思います。更に
AnnetteさんとMiarさんは日本
語の歌をカラオケで歌えるほど日
本語が堪能で、ただただ舌を巻き

ました。
　このように、実習時間以外は
MESS 部員が彼らのお世話を担
当するわけですが、7月はどの学
年も試験があります。更に、ほとん
どの部員が運動部を兼部してい
るため、8月は西医体や合宿があ
り、決して留学生と関われる部員
が多くない中で、やりくりが大変な
時もありましたし、留学生に対して
至らぬ点も多々あったと思います。
それでも、4 名のフェアウェルパー
ティーの最後に、ケーキや餞別と
してプレゼントを渡した時に、4 名
ともとても喜んでくれました。感極
まって泣いた留学生もいました。
留学生の受け入れは大変なこと
もありますが、最後のその反応を
見ていると、それまでの苦労が吹
き飛ぶと同時に、彼女たちと過ご
した1か月間がとても愛おしく感じ
ました。
　無事に留学生たちに1か月間
の関西医科大学での実習期間
を過ごしてもらった中で、昨年と比
較しても、今年は大学や実習先の
先生方にも特にお世話になりまし
た。例えば、昨年は宿泊面で特に
苦労しましたが、今年は、大学が
ゲスト用に用意している枚方キャ

ンパス近郊のマンションのお部屋
をお借りすることができたため、経
費やアクセス面で問題が大きく軽
減しました。また、各科の先生方に
は実習中にお世話になっただけ
でなく、お忙しい中、留学生を観光
や花火大会に連れて行っていた
だいたり、フェアウェルパーティー
を開催して下さったりと感謝に堪
えませんでした。クリニカルクラー
クシップ中の 5、6 回生の学生の
方にも、実習後に夕食に誘ってい
ただくこともありました。そして今年
もありがたいことに、MESS 顧問
の 木 下 先 生には8月1日の PL
花火大会の日に、ご自身の別荘
に快くご招待下さりお世話になり
ました。
　最 後 になりますが、この 度、
MESS 活動報告の記事を書く機
会を与えて下さった国際交流セ
ンターの皆様、MESS 顧問の木
下先生、留学生の件でお世話に
なった大学関係者の皆様、整形
外科、小児科、神経内科、産婦人
科など病院関係者の皆様、そし
てふがいない部長の私を支え、協
力してくれたMESS 部員の皆に
感謝の意を述べさせていただきま
す。ありがとうございました。

写真1．Miar Ouaretさん（左）、Ebru Karakayaさん（右） 写真2． 7月25日の天神祭にて。
　　　 小児科の先生方とAnnette Liemさん
　　　 （前列左から2人目）とMariana Riberioさん（同3人目）

A report on the activities of MESS
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試合や練習等で参加人数は決し
て多くはないのですが、その中で
高い英語力を持つ他大学 ESS
や彼らとの競技を通して、良い刺
激を受けながら楽しく英語力向上
に励んでいます。

【IFMSAによる留学生受け入れ】
　 W J E M A と 同 様 に 、
MESS は 国 際 医 学 生
連 盟（IFMSA: International 
F e d e r a t i o n  o f  M e d i c a l  
Students' Associations）に も
加 盟しており、IFMSAを通じて
毎夏に交換留学を行っています。
IFMSA の留学参加国は90 ヶ国
以上にのぼり、学生は希望する留
学先の病院・診療科で実習を行
うことができます。毎年数名の留
学生を受け入れると同時に、2 ～
3 名の部員が海外の病院で実習
してきました。
　今 年 は、塚 原 玲 奈さん（5 回
生）がセルビアで約 2 週間留学
し、一方で4 人の留学生を約 1か
月間受け入れました。7月には、ア
メリカからAnnette Liemさんと、
ブラジルからMariana Ribeiroさ
んがそれぞれ整形外科と小児科
で、8月にはオーストリアからMiar 
Ouaretさんと、トルコからEbru 
Karakayaさんがそれぞれ神経内
科と産婦人科で実習を行いました

（写真 1）。

MESS活動報告 　休日は、彼女たちの希望も聞
きながら、京 都、大 阪、神 戸、奈
良といった観光地を一緒に訪れ
ました。7月にはAnnetteさんと
Marianaさんと一 緒 に、浴 衣を
着て祇園祭や天神祭にも行きま
した（天 神 祭のときは小 児 科の
先生方が企画してくださいました

（写 真 2））。今 年の留 学 生は昨
年の留学生と比べると、元々日本
の文化に興味がある方が多かっ
たように思います。Annetteさん
とMarianaさんは日本のアニメ
や漫画が好きで、日本橋やポケモ
ンセンター大阪に連れて行ったと
きは大喜びでした。また、小学生
向けの国語ドリルを買って勉強し
ては電車内で広告の文字を読も
うと試みるなど、日本語や日本文
化を学ぼうととても積極的でした。
こちらも日本語を教える一方で、
Marianaさんの母語であるポルト
ガル語を勉強して披露したり、彼
女たちから英語やポルトガル語、
人気の音楽などを教えてもらった
りと異文化交流の楽しさを味わ
うことができたと思います。更に
AnnetteさんとMiarさんは日本
語の歌をカラオケで歌えるほど日
本語が堪能で、ただただ舌を巻き

ました。
　このように、実習時間以外は
MESS 部員が彼らのお世話を担
当するわけですが、7月はどの学
年も試験があります。更に、ほとん
どの部員が運動部を兼部してい
るため、8月は西医体や合宿があ
り、決して留学生と関われる部員
が多くない中で、やりくりが大変な
時もありましたし、留学生に対して
至らぬ点も多々あったと思います。
それでも、4 名のフェアウェルパー
ティーの最後に、ケーキや餞別と
してプレゼントを渡した時に、4 名
ともとても喜んでくれました。感極
まって泣いた留学生もいました。
留学生の受け入れは大変なこと
もありますが、最後のその反応を
見ていると、それまでの苦労が吹
き飛ぶと同時に、彼女たちと過ご
した1か月間がとても愛おしく感じ
ました。
　無事に留学生たちに1か月間
の関西医科大学での実習期間
を過ごしてもらった中で、昨年と比
較しても、今年は大学や実習先の
先生方にも特にお世話になりまし
た。例えば、昨年は宿泊面で特に
苦労しましたが、今年は、大学が
ゲスト用に用意している枚方キャ

ンパス近郊のマンションのお部屋
をお借りすることができたため、経
費やアクセス面で問題が大きく軽
減しました。また、各科の先生方に
は実習中にお世話になっただけ
でなく、お忙しい中、留学生を観光
や花火大会に連れて行っていた
だいたり、フェアウェルパーティー
を開催して下さったりと感謝に堪
えませんでした。クリニカルクラー
クシップ中の 5、6 回生の学生の
方にも、実習後に夕食に誘ってい
ただくこともありました。そして今年
もありがたいことに、MESS 顧問
の 木 下 先 生には8月1日の PL
花火大会の日に、ご自身の別荘
に快くご招待下さりお世話になり
ました。
　最 後 になりますが、この 度、
MESS 活動報告の記事を書く機
会を与えて下さった国際交流セ
ンターの皆様、MESS 顧問の木
下先生、留学生の件でお世話に
なった大学関係者の皆様、整形
外科、小児科、神経内科、産婦人
科など病院関係者の皆様、そし
てふがいない部長の私を支え、協
力してくれたMESS 部員の皆に
感謝の意を述べさせていただきま
す。ありがとうございました。

写真1．Miar Ouaretさん（左）、Ebru Karakayaさん（右） 写真2． 7月25日の天神祭にて。
　　　 小児科の先生方とAnnette Liemさん
　　　 （前列左から2人目）とMariana Riberioさん（同3人目）

A report on the activities of MESS
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【Summary】

　I report MESS activities in 

2014 as a president of this club 

at that time.

　Our activities are broadly 

divided into 3 parts. The first 

one is “English Conversation 

lesson”. We invited 2 new 

native teachers from the last 

autumn. 

　The second one is “West 

Japan ESS Medical student 

Association (WJEMA) events 

including competitions for 

English skills.” A few students 

participate in three Speech 

Competitions every year and 

also in this year. Moreover, one 

student participated in the 

debate competition called 

“freshman’s debate” with Kobe 

University medical ESS for the 

first time in 2 years. 

　The third one is “sending and 

accepting exchange students 

through International 

Federation of Medical Students' 

Associations (IFMSA) exchange 

program”. 

　One student from MESS went 

to Serbia for 2 weeks and we 

accepted 4 students for 4 

weeks in the last summer. All 

exchange students were 

diligent and cheerful and loved 

Japanese culture. Especially, 

doctors in each department that 

accepted them took care of 

them not only during clinical 

clerkship but free time in this 

year. 

　I would like to appreciate the 

doctors, Dr. Kinoshita, the 

advisor of MESS, all members 

in Center for International 

Exchange and everyone 

concerned with them.
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　平 成 26 年 度 の 関 西 医
科 大 学 留 学 研 究 賞 受 賞 者
は、形 成 外 科 学 講 座 の 研 究
員　PRISCILLA VALENTIN 
NOTODIHARJOさ ん（イ ン
ド ネ シ ア）の 論 文「Gelatin 
h y d r o g e l  i m p r e g n a t e d  
w i th  p la te le t - r i ch  p lasma 
r e l e a s a t e  p r o m o t e s  
ang iogenes i s  and  wound  
healing in murine model」に
決定し、12月17日（水）に開催し
ました第 3 回国際交流フォーラム
で、授賞式が行われました。

  Ms. PRISCILLA VALENTIN 

NOTODIHARJO (Plastic and 

Reconstructive Surgery, 

Researcher) won the Kansai 

Medical University Award for 

the International Research 

Program in 2014.  The title of 

her treatise was “Gelatin 

hydrogel impregnated with 

platelet-rich plasma releasate 

promotes angiogenesis and 

wound healing in murine 

model”.  The award ceremony 

was held at the 3rd 

International Exchange Forum 

on December 17.

※留学研究賞は、本学の留学生、留学研究者が本学滞在中に所属講
　座・教室から発刊した研究論文を褒章することを目的とするものです。

平成 26 年度関西医科大学留学研究賞に
PRISCILLA VALENTIN NOTODIHARJO さん

（形成外科学講座・研究員）が決定

受賞した論文内容を説明するPRISCILLAさん

（左から）友田幸一国際交流センター長、
PRISCILLAさん、楠本健司 形成外科学講座教授

An award ceremony of the Kansai Medical University Award for International Research Program in 2014

平成26年度関西医科大学留学研究賞
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大学院留学生一覧（平成26年入学）

【平成26年（2014年）入学　4名】

　　1.  姚　錦春

　　3.  ANDHARIA　NAAZ

　　4.  NGUYEN THANH HUAN

　　5.  NGUYEN THI HONG CHUYEN

（中国）

（インド）

（ベトナム）

（ベトナム）

生体応答系　微生物学

代謝機能制御系　細胞分子生理学

代謝機能制御系　循環器・腎・内分泌代謝内科学

生体応答系　皮膚科学

A list of the International Graduate Students (Enrolled 2014)
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　2014 年 9 月17 日（水）に「日本・ソロモン友好協会」の井上一成

会 長（元 衆 議 院 議員、元 郵 政 大 臣）・髙 濱 清 理 事 長（元 在ソロモン

臨時代理大使）が来学し、ソロモン諸島出身の本学留学生 Andrew 

Waleluma Darcy 氏（公衆衛生学講座・研究員）より、ソロモン諸島

政府からの感謝状が授与されました。

　ソロモン諸島政府は、Darcy 氏の研究成果を政策化できないか検討

するなど、本学の医学教育・研究実績を高く評価し、また、2013 年に

発生したソロモン諸島沖地震の復興支援に教職員から多くの支援物資

が寄付されたこともあり、本学にとって初めての海外国家機関からの感

謝状授与となりました。

ソロモン諸島政府からの感謝状授与

Darcy 氏からソロモン諸島政府の感謝状と記念品を贈られる山下理事長・学長

（左から）髙濱清理事長、井上一成会長、Andrew Waleluma Darcy 氏、
山下敏夫理事長・学長、友田幸一国際交流センター長、西山利正公衆衛生学講座教授

News from the Center for International Exchange

国際交流センター・ニュース
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　2014 年 9 月16 日付で、米国カリフォルニア州の Medical Board of Cali fornia に関西医科大

学が登録されました。

　一般に、米国で臨床医療をするのであれば、USMLE（米国医師国家試験）合格後、州の医師免許

申請が必要ですが、医師免許は州ごとに資格審査が異なります。特に、ニューヨーク、フロリダ、カリフォ

ルニアの 3 州では、アメリカ国外の医学部を卒業した学生が免許を申請するためには、州政府 (State 

Medical Board）による卒業大学の承認が必要であり、州認定のうちカリフォルニア州の承認が最も

重要です。その理由は、州認定の中でカリフォルニアが一番厳しく、独自の認定リストも持たずにカリフォ

ルニア州の認定をベースとする州もあるからです（アラスカ、コロラド、ジオルジア、カンザス、アイダホ、イ

ンディアナ、ニューメキシコ、オレゴン、テネシー、バーモントなど）。

　カリフォルニア州の医 療 委員会は、承 認しているすべての学 校のリストをHP に公 開しています

（http://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Schools/Schools_Recognized.aspx）。

 

　リストに登録されていることで、学生の

医師免許取得が保証されるものではあり

ませんが、将来取得出来る可能性を示し

ています。卒業大学がリストに登録されて

いないと、その大学の医学部を卒業して

いたとしても、医師免許を取得することが

できません。

　現 在、日本 の 医 科 大 学は 70 校が 登

録されており、今回の登録は、関西医科

大学が国際的にも正式に認められたこと

を意味するもので、大変栄誉なことです。

米国カリフォルニア州
Medical Board of Californiaの認定を受ける

カリフォルニア州政府から届いた通知文

News from the Center for International Exchange
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　2014 年 12月24日付で、国 連アカデミック・インパクト（The United Nations Academic Impact 
(UNAI)）に関西医科大学が正式に登録されることになりました。
　国連アカデミック・インパクトは、国連広報局（Department of Public Information）のアウトリサーチ部
が担当するプログラムで、対象となるのは学位を授与する全ての高等教育機関、またはそれに相当する実質
的な研究を行っている機関です。
　このプログラムには、（1）世界各国の高等教育機関同士の連携、また教育機関と国連との連携を促す　

（2）ミレニアム開発目標（MDGs）をはじめとする国連に委託された業務・活動に、教育機関がコミットでき
る仕組みを提供する　（3）国連に委託された業務・活動に関する意見や提案の連絡窓口の役割を担う　

（4）国連に委託された業務・活動に関するプログラム、イニシアチブに対する教育機関の直接的な関与を促す
の 4 つの枠組みがあり、次の 10 原則を支持し促進させるというコミットメントによって成り立っています。

　　　原則 1： 国連憲章の原則を推進し、実現する
　　　原則 2： 探求、意見、演説の自由を認める
　　　原則 3： 性別、人種、宗教、民族を問わず、全ての人の教育の機会を提供する
　　　原則 4： 高等教育に必要とされるスキル、知識を習得する機会を全ての人に提供する
　　　原則 5： 世界各国の高等教育制度において、能力を育成する
　　　原則 6： 人々の国際市民としての意識を高める
　　　原則 7： 平和、紛争解決を促す
　　　原則 8： 貧困問題に取り組む
　　　原則 9： 持続可能性を推進する
　　　原則 10： 異文化間の対話や相互理解を促進し、不寛容を取り除く

　現在、日本では22 の大学がこの国連アカデミック・インパクトに登録されていますが、単科医科大学として
は関西医科大学が初めてです。さまざまな分野で行われている活動内容は、HP 上に常に紹介されています。
今後、関西医科大学も国際的高等教育機関としてその活動を支援していきたいと考えています。

  As a member, you are authorized to use the UNAI logo in all your promotional material. The 

logo can be found on the UNAI website at https://academicimpact.un.org/content/branding 

  For additional information, please visit our website, Facebook and Twitter page listed as 

follows:

    UNAI site: https://academicimpact.un.org/

    Facebook page: https://www.facebook.com/ImpactUN 

    Twitter page: https://twitter.com/ImpactUN 

  Also, please feel free to browse our monthly Newsletter's readily available at: 

https://academicimpact.un.org/content/newsletters

国連アカデミック・インパクト
（The United Nations Academic Impact（UNAI））に登録

News from the Center for International Exchange
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10の基本原則

UNAI加入証明書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kansai Medical University, Japan 
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関西医科大学ゲストルーム

　平成 26年 4月から、関西医科大学交換留学生・研究者等短期宿泊施設（ゲストルーム）の運用が
開始されました。
　このゲストルームは、1LDKが 2室あり、本学から徒歩 5分、京阪枚方市駅からも徒歩 3分という至便
な場所に位置しています。
　本学と交流を行っている外国の大学からの交換留学生や、本学が講演等のために招聘したゲストス
ピーカー、本学との共同研究に携わる国内外の研究機関の研究者などが利用することができ、1ヵ月以
内の期間で使用することができます。

関西医科大学
ゲストルームに関するお問合せ

大学事務部学務課
（内線：2235）まで

News from the Center for International Exchange



「関西医大国際交流」第 2 号をお届けします。創刊号では、関西医

科大学における現在までの国際交流の記録を含んでいましたが、

第 2 号からは当該年度に行われた国際交流の現状を中心にお伝

えします。国外実習は学生に相変わらず人気がありますが、将来国

際的な視点を持つ医師として羽ばたくためのきっかけとして、是非積

極的にトライしてほしいと思います。また、本学への留学生がどのよ

うに日本での研究生活を過ごしておられるのかについては、皆様に

とっても興味のあるところではないでしょうか。ぜひ、大学における多

方面での国際交流の現状をこのジャーナルでご確認下さい。

今後とも、教職員を含め様々な部署から国際交流に関する情報を

お寄せ下さるようお願い致します。最後に、第 2 号出版にあたり、関

係の方々のご尽力とご協力に厚く御礼を申し上げます。　　　　　

2015 年 3 月吉日

「関西医大国際交流」 編集長

髙 橋  寛 二（眼科学講座）

■発 行 日

■編 集 局

■編 集 長

■編集委員

■印刷・製本

平成27（2015）年3月

関西医科大学　国際交流センター

　　　　　　　　　　（大学事務部教育支援課内）

〒573-1010　大阪府枚方市新町二丁目5番1号

TEL　072-804-2396　　FAX　072-804-2548

高橋寛二　（眼科学講座　　　　　　　　　 教授）

友田幸一　（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　教授）

中邨智之　（薬理学講座　　　　　　　　　 教授）

中川　淳　（英語教室　　　　　　　　　　 教授）

米虫　敦　（放射線科学講座　　　　　　　 助教）

安本マリ　（附属枚方病院看護部　　　　 副部長）

大島印刷株式会社

編集後記
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高橋寛二　（眼科学講座　　　　　　　　　 教授）

友田幸一　（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　教授）

中邨智之　（薬理学講座　　　　　　　　　 教授）

中川　淳　（英語教室　　　　　　　　　　 教授）

米虫　敦　（放射線科学講座　　　　　　　 助教）

安本マリ　（附属枚方病院看護部　　　　 副部長）

大島印刷株式会社
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